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ハサミムシの不名誉な俗称
(Vulgar dialect names of earwigs used in Kansai Region, Japan)
高田 兼太 1)
Abstract: In this report on the ﬁeld of cultural entomology, dialect names for earwigs in Kansai region were recorded as

to “Chinpo-Basami” and “Chinpo-Kiri”, which are thought to indicate “cock (“Chinpo” is a slung word indicating penis)
cutter” or possibly “cock-shaped cutter”. Such vulgar dialect names of earwigs in Kansai Region may be derived from their

cerci on their abdomen and their possible occurrence around lavatory or urinating place of the past used in Kansai Region,
Japan. Henceforth, we will need to investigate (1) when this dialect words occurred, (2) whether this dialect words are still
used and (3) where this dialect words has been used in Kansai region or Japan (because it is possible that this dialect words
has been used out of Kansai region).
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な呼び方がある．もちろん，それは昆虫についても例外
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虫は世界中の様々な文化事象に表象しているが ( 例え

いる ( 加納，1993；斎藤，1993；齋藤，1996)．昆虫

ば，Berenbaum，1995； 小 西，2007；Meyer-Rochow

の方言には，その意味を直接に理解できなくなっている

et al. 2008，Klein，2012；高田，2010；高田，2013)， ものも多いが ( 加納，1993)，昆虫に対して人々が持つ
このような文化事象にかかわる昆虫の影響について
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図 1 「ちんぽばさみ」
「ちんぽきり」ことハサミムシ A：ハマベハサミムシ Anisolabis maritima のオス個体 B：イソハサミムシ Anisolabis seirokui のメス個体
1)
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関係性を考える上で，方言を記載し論考することには文
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ニークであることによる．というのも，関西における

はまだ多く残されている．たとえば，このハサミムシを

ハサミムシを指す方言はとても下品でかつハサミムシに

指す「ちんぽ系」方言がどれくらい前にどのような由来
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るいは日本のどのくらいの範囲で使われているのか ( あ
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外の地域でも使われている俗称なのかもしれない．

介したハサミムシの方言である「ちんぽばさみ」「ちん
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