
はじめに

　英語のことわざに“To kill two birds with one 

stone”というものがあるが、実はこれ、日本のこ

とわざ「一石二鳥」のもとになったことわざなの

だ。私は今まで一石二鳥というのは故事成語のご

とく昔一つの石で鳥を二匹捕まえた人の話が日本

に伝わったものだと思っていた。だが、調べてみ

るとこのことわざはローマ時代からあるもので、

日本語ではなかった。今まで日本語だと思ってい

たものが英語由来のものだったことに私は衝撃を

受けた。そこで日英のことわざの違いについて調

べてみると、意味が日英で共通のことわざや類似

のことわざ、さらには全く意味の異なることわざ

など様々なことわざの違いを発見することができ

た。このことわざの違いはなんだろうと考えたと

き、「国民性」が関係しているのではないか、と考

えた。私はことわざの比較を通し、日英の国民性

の違いについて考えていきたいと思う。

１、ことわざとはなにか

　まずことわざについて定義をはっきりさせる。

以下の例文はことわざである

・Cowards die many times before their death.

臆病者は死ぬまでに何度も死ぬ（『ジュリアス・シー

ザー』2 幕 2 場）

・An eye for an eye and a tooth for a tooth.

目には目を歯には歯を　（『ハンムラビ法典』レビ

記 24 章 19 節 - 20 節）

・As they sow, so let them reap.

人は播いたものを刈り取る。（『新約聖書』ガラテ

ヤ書 6 章 7 節）

　しかし次のものはことわざとして考えられてい

ない。

・To be, or not to be: that is the question.

生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ（『ハムレッ

ト』3 幕 1 場）

・Ask, and it shall be given you.

求めよ、さらば与えられん。（『新約聖書』マタイ

伝 5 章 3 節）

If winter comes, can spring be far behind?

冬来たりなば春遠からじ（『西風の賦』シュリー）

　上記の例文はことわざとは扱われず、「名言」と

して扱われる。奥津（2000,p.9）はこの違いに対

して「ことわざになっているものは内容に普遍性

があり、表現が比較的簡潔である」と述べている。

ことわざは、古いものではローマ時代から使われ

ているものもある。耳に残って且つ表現が簡単で

なければ時代を超えて残ることはないということ

だろう。

　ではことわざとは別に扱われる「名言」の定義

はどのようなものか。名言とはシェイクスピアや

シェリー、エジソン等歴史上名を残した人物が発

言したものをいい、インパクトが強くて日常では

使いにくく、出典を意識して使うものをいう。誰

の発言か意識して使わなくなれば、それはことわ

ざとして扱われるであろう。

　だが、この定義はあいまいだ。イギリスではこ

とわざに分類されるが、アメリカではことわざに

分類されないことわざも存在する。結局辞典編纂

者の主観による場合が多い。今回の論文では名言

かことわざかあいまいなものは取り扱わず、英米

どちらにも編纂されている「ことわざ」を研究し

ていきたいと思う。この論文でのことわざの定義
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は、「古くから使われる、ある一つのまとまった内

容を伝えるもの」とする。

２、日英での類似ことわざ

　日本語と英語では、類似のことわざが多く存在

する。意味も語句の使い方も似ているが、文化の

違いで細かいところで少し違ってくる。

1), 英： It is no use crying over spilt milk.  (p.548)

 日：覆水盆に返らず

2), 英： Let sleeping dogs lie.  (p.552)

　 日：藪をつついて蛇を出す

3), 英：Throw out a sprat to catch a mackerel.  

(p.498)

　 日：海老で鯛を釣る

　1) の日本語の起源は、中国、周の太公望の話に

起因することわざで、現代では「一度してしまっ

た過ちは二度ともとには戻らない」という意味で

使われる。日本語では「水」の部分が、英語では 

“milk” になっている。英米人にとって “milk”の

ほうが馴染み深いため水が”milk”に変わったの

だと思われる。milk を使ったことわざは、他にも”

You cannot sell the cow and have the milk.”( 戸

田 ,2003,p.476) 等が挙げられ、慣用句では”whit 

as milk( 真っ白い )、”the milk in the coconut”( 物

事の核心 ) 等多くの表現が存在する。日本では

milk よりもお茶や水が一般的で、「お茶を濁す」「へ

そで茶を沸かす」「水に流す」などの表現がある。

　2) は蛇の部分が犬に変わっているが、「余計なこ

とをして、かえって災いを招く」（戸田 ,2003,p.552）

という意味では共通している。英国人は現在大変

な愛犬国家であるため、犬関連のことわざがおお

いのだ。ところが犬は、ことわざの中だといい扱

いを受けていない。聖書でも”Beware of dogs, 

beware of evil works,”（日：あの犬どもを警戒し

なさい。悪い働き人たちを警戒しなさい。〈『新約

聖書』「ピリピ人への手紙」3 章 2 節〉）と書かれ

ているように、災いの象徴として考えられていた。

これは日本も同じで、昔は犬への扱いはよくなかっ

た。「犬死」「負け犬の遠吠え」といった慣用句が

その歴史を表している。

2a), 英： A dog that will fetch a bone will carry a 

bone.　

　　日：骨をくわえて来る犬は骨をくわえて出て

いく (p.642)

→情報を提供してくれるふりをして、重要な情報

を持ち出そうとする臭い奴に気をつけろ。

2b), 英：The dog that trots about finds a bone.

　　日：犬も歩けば棒に当たる  (p.800)

→本来の意味は「歩き回らなければ棒でたたかれ

ずに済んだのに」となり、いい意味では使われない。

　等があげられる。日英ともに犬の扱いがひどい、

という点では共通しているのが面白い。

　3)は海老が鰯に、鯛が鯖に置き換えられている。”

Risk a sprat catch a whale.”（日：鰯を投げて鯨を

取れ）ということわざもあるが、漁の方法が違う

だけでことわざの意味は日英でほとんど変わらな

い。漁師は日英共通して少ない犠牲で大きな利益

を得たいことがわかる。こういった「生活の知恵」

が発祥のことわざは多い。英語のことわざでは”

Make hay while the sun shines”（日：太陽が照っ

ている間に干し草を作れ）や”See Naples and (then 

) die”（ナポリを見て死ね）等々が存在する。それ

ぞれ日本語では ”Make hay ～”（日：鉄は熱いう

ちに打て）、”See Naples ～ ” （日：日光を見ずし

て結構というなかれ）に相当する。意味が同じだ

が使用される語句が違う、この差異は国民性の違

いが関係しているのではないか、と私は考える。

歴史や文化が違うのであれば国民性も違ってくる。

その違いがことわざに表れたのではいかと思うの

だ。国民性や文化の違いにより、日本からは考え

られないことわざが生まれたりする。そういった

「日本にはないことわざ」も考察していく。

３、日本語にはないことわざ

　次の 3 つは日本語にはないことわざである。

4), 英 : An Englishman's house is his castle. 

 ( 奥津；1989,p.67)

 日 : イギリス人の家は城である。
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5), 英 : All the world's a stage. ( 奥津；1988,p.15)

 日 : この世はすべて一つの舞台

6), 英 : As a tree falls, so shall it lie. 

 ( 戸田；2003､ p.7)

 日 : 木は倒れたように横たわる　

　まず 4) から、どうして日本に同種のことわざが

存在しないかを考えてみよう。4) のことわざと同

種のものとして、奥津は”Good fences make good 

neighbors.”（よい垣根はよい隣人を作る）を挙げ

ている。この 2 つのことわざに共通するものは「プ

ライバシー」だ。国家権力といえども個人の権利

を侵すことのできないという、英国人の「プライ

バシー」尊重の精神が見て取れる。しかし日本に

は古来より「プライバシー」の精神がほとんどな

い。部屋をふすまで区切っただけの部屋は、容易

に他人の話が聞こえてしまう。奥津はこれに対し、

ハンガリーのユーモア作家 George Mikes の言葉

を引用し、「日本は courtesy( 礼儀 ) が substitute 

privacy( プライバシーの代用 ) になっている」

(1988,p.67) と解説する。たとえ言葉が聞こえたと

しても、聞こえないようにするのが日本のプライ

バシー保護の精神なのだ。日本語にプライバシー

には相当する言葉がないところからも、このこと

わざと日本文化の相性の悪さがわかるし、ドアに

鍵をかける「鍵文化」の国民性が生み出した、英

国人らしいことわざともいえよう。

　次に 5) のことわざであるが、このことわざの出

典はシェイクスピアである。冒頭に述べたとおり、

シェイクスピアはことわざに分類されるか名言に

分類されるかは微妙な部分がある。しかし、こと

わざかどうか曖昧な部分を名言に入れたとしても、

シェイクスピアが出典のことわざは多い。”All the 

world’s a stage”　以外にもシェイクスピアによっ

て様々なことわざが世に広まった。

5a), 英：Young folks think old folks to be fools, 

but old folks know young folks to be fools.

 日：青年は老人をばかだと思い、老人は青年を

ばかだと信じる。　(p.64)

→『悲しむ巡礼者』より

5b), 英：A hungry man is an angry man.

 日：腹が減れば腹が立つ　(p.507)

 →『ヴェロナの二紳士』より

5c), 英：A rose by any other name would smell as 

sweet.

 日：バラは何と呼んでも香しい　(p.75)

→『ロミオとジュリエット』より

　元からあったことわざが、シェイクスピアの手

によって有名になったものもあるが、シェイクス

ピアによって世に広められたことは間違いないだ

ろう。

　シェイクスピアが発祥のことわざはもちろん多

いが、それ以外の作家が発祥のことわざもまた多

い。

5e), 英：Every cock will crow  upon his dunghill.

　　日：どの雄鶏も自分の糞の山の上で時を作る

　(p.259)

→ローマの悲劇作家セネカ「かぼちゃ転身譜」に

由来

5f), 英：It takes all sorts to make a world.

　  日：世の中はいろいろな人から成り立つ　

(p.35)

→スペインの作家セルバンテス『ドンキホーテ　

第二部』

5g), 英：A thing of beauty is a joy for ever.

      日：美しきものは永遠の喜び　(p.731)

→英国の詩人キーツ『エンディミオン』

　などが挙げられる。文学からことわざになった

ものは、英語のほうが日本より圧倒的に多い。当

然ながら、文学出典のことわざは日本に類似のこ

とわざが少ない。また、文学出典のことわざは、

その国民性を的確につくものが多く、日本語に

なりにくいのも特徴だ。例えば 5f) ”It takes all 

sorts to make a world”は個人主義の世界を的確

に表している。「長いものには巻かれろ」「出る杭

は打たれる」のことわざが生まれる集団主義の日

本では、使いにくいことわざである。

　6) も日本に同様の意味のことわざがなく、意味

が分かりづらい。日本語で考えると「人は生きて

きたようにしかしなない。（中略）人は生きてきた
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ように死ぬべし」（戸田；2003,7）という意味にな

る。このことわざの出典は聖書（『旧約聖書』「コ

ヘレトの言葉」）だ。英語圏において、宗教は生活

に強く身についている。生活の知恵としての面が

強いことわざだが、キリスト教や聖書関連のこと

わざも非常に多い。以下の例も同様である。

　

6a), 英：Doing nothing is doing ill.

     日：何もしないのは悪いことをするのと同じ

　(p.774)

6b), 英：Faith will move mountain.

      日：信仰は山をも動かす　(p.185)

6c), 英：God helps them that help themselves.

　　日：天は自ら助くるものを助く　(p.188)

　6a) の”Doing nothing is doing ill.”は、日本語

に類似することわざとして「小人閑居して不善を

なす」がよく挙げられるが、この二つには大きな

意味のズレがある。まず「小人閑居して不善をな

す」とは、「小物人は暇があると、とかくろくでも

ないことをやらかすものだ」( 戸田 :2003,202) と

いう意味になる。しかし”Doing nothing is doing 

ill.”の場合、「何もしないでいるだけでそれは悪

をなしていることになる」という意味になるのだ。

キリスト教の考えでは、この世に生を受けた以上、

積極的に善なる行いをなす義務が神に対してある。

つまり何もしてない＝神に対しての義務を果たし

ていないこととなり、それはもう悪行なのだ。

　次に信仰の強さを表すことわざ、6b) の”Faith 

will move mountain.”だが、これも日本の国民性

とは対照的なことわざだ。「信仰は奇跡を起こすほ

ど偉大な力を持っている」( 戸田 :2007.185) ＝熱

心に信仰すればどんな障害も突破できる、という

ことわざだが、熱心な仏教徒すら少なかった日本

に、「信仰が奇跡を起こす」という考えに近いこと

わざがあるわけもなし。信仰心を表すことわざは、

「鰯の頭も信条から」という軽い気持ちのもの、「信

心過ぎて極楽を通り越す」（信心も度を越すと害な

ので、ほどほどにせよ）という信仰を抑えるよう

促すもの、「信心は徳の余り」（信心は衣食住に余

裕があって初めてできるもの）という日本におけ

る信仰の優先順位を表すものなど、どれも熱心さ

とは程遠いものばかりである。私が一番日本の信

仰心を表していると思うことわざは、「苦しいとき

の神頼み」だ。日本は苦しい時しか信仰心を持た

ないという、西洋人には考えられない国民性を持っ

ているのである。日本において宗教への関心は低

く、比例してことわざも少ない。

　6c) の”God helps them that help themselves.” は、

日本人でも何度か聞いたことのある有名なことわ

ざではないだろうか。しかし先述の通りそもそも

無宗教、もしくは唯一神とは縁のない仏教徒が多

かった日本で、「神」が「自ら」を助けるというの

はピンとこない。日本の習慣とは違うことわざも

そのまま自国のことわざとして取り入れてしまう

のが日本の国民性のすごさだと私は考える。

　このように日本には日本の、英語圏では英語圏

の風土や習慣、国民性に合わせてことわざは作

られてきた。しかし”God helps them that help 

themselves.”のように、もとは英語だけれど日本

語になったことわざも存在する。最後は「英語か

ら日本語になったことわざ」を考察したい。

４、英語から日本語になったことわざ

　次の英文はもともと英語だったことわざである。

 

7), Kill two birds with one stone.　(p.442)

8), The mountains have brought forth a mouse.　

(p.633)

9), Time is money.　(p.579)

 先述の通り、7) は「一石二鳥」の意味だ。3) 

Throw out ～の時にも解説したが、ことわざは日

英問わず「生活の知恵」から生まれたものが一番

多い。「一石二鳥」も、一つの石で二羽の鳥を手に

入れることの出来た経験がことわざになったもの

なのだろう。ではどうして日本では「一石二鳥」

ということわざが生まれなかったのか。おそらく

「一石二鳥」は狩猟文化的なことわざだからだろう。

対して日本は農耕文化的な国民性のため、狩猟文

化的な「一石二鳥」ということわざが生まれなかっ

たのではないかと考える。まさに「国民性の違い」

がことわざの違いを生み出したのだ。



　8) はイソップ寓話発祥のことわざで、「大山鳴

動して鼠一匹」の意味である。イソップ寓話がも

とになったことわざも多く、日本語になっている

ものもある。

　

8a), 英： Who will bell the cat?

  　 日： 誰が猫の首に鈴をつけるのか　(p.471)

8b), 英：The grape are sour.

      日： あのブドウは酸っぱい (p.288)

　

　8a) は鼠たちが自衛手段として猫に鈴をつける

ことを思いついたが、いったい誰がその鈴をつけ

にいくのか、という話から生まれたことわざだ。

ちなみに“bell the cat”の慣用句は、「進んで難事

を受ける」という意味になる。

　8b) はキツネが木になるブドウを取ろうとした

が手が届かず、「あのブドウは酸っぱいから食べな

い」と負け惜しみに捨て台詞を吐いた話に由来す

る。日本語では「石に漱ぎ、流れに枕す」が類似

する。日本には論語、故事成語を出典にすること

わざは多いが、寓話が出典のことわざというのは

少ない。北村孝一・監修 (2012)『故事俗信ことわ

ざ大辞典』には約 43000 項目が収録されているが、

そのほとんどは「生活の知恵」から生まれたこと

わざである。

　9) の“Time is money”は「時は金なり」とい

う意味で、現在でもよく使われている。このこ

とわざを広めたのはアメリカの政治家・科学者

の Benjamin Franklin だといわれている。彼が金

言入りの日めくりカレンダー、“Poor Richard's 

Almanack”を売り出したところ、ベストセラーに

なった。このカレンダーは各国語に翻訳され、世

界中で売り出された。その金言集の中に“Time 

is money”も収録されていたのというのが出典と

言われている。日本には「一刻千金」ということ

わざがあるが、「時は千金の価値があるため無駄

にしてはいけない」という意味であり、“Time is 

money”とは少し意味が違うのだ。

 このように英語から日本語になったことわざは多

い。しかし日本語から英語になったことわざは「光

陰矢のごとし」だけだと言われている。他国で生

まれたことわざを、自国の生活で使うことは難し

いのだろうか。日本は積極的に他国のことわざを

取り入れ自国のことわざとして使用している。特

に中国からは非常に多くのことわざを輸入してい

る。他国のことわざを貪欲に取り込む姿勢もまた、

日本の国民性だと私は思うのだ。

５、ことわざと国民性

　奥津 (2000,p.20) は、ことわざの国民性に関して、

以下のように述べている。

　ことわざが、その国の国民性を示すかどうかに

関しては見解がわかるところである。つまり、

ことわざを研究することにより、その国の国民

性をある程度うかがうことができるという立場

と、ことわざは伝説のごとく、その国民によっ

て創り出されるものではなく、ある国民から他

の国民へと移動し、有名なものには模倣が行わ

れており、ことわざはその国民性を示さないと

いう見解である。

地続きのヨーロッパでは、隣国同士で似たよう

なことわざが多く、「ことわざは国民性を示さな

い」という意見も強い。しかし私は、「ことわざ

は国民性の違いを示す」と考える。英語のこと

わざには聖書出典のことわざが多く、日本語に

は生活の知恵から生まれたことわざが多い。ま

た、同じようなことわざであっても、蛇が dog

に変わるなど、少し違う部分がある。この違いに、

私は「国民性の違い」を感じるのだ。

　他にも「親子」や「仁義」に関することわざ

が多い等カテゴリーによってことわざの量が違う

点、「覆水盆に返らず」の「水」が“milk”の変わ

るという環境によってことわざに差異が生まれる

点、以上のことから私はことわざに国民性がある

と考える。

注）ページ表記だけの引用はすべて戸田 (2003) によるものである。
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