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ことわざの異形 

 
鄭  芝淑  

 
 
1. はじめに 
ことわざは定型表現であるが完全に固定化された表現ではない。一つのこと

わざが表現形式を様々に変えることがある。例えば、北村(2003)によれば、「二

兎を追う者は一兎をも得ず」は西洋のことわざ‘He who hunts two hares at once 

catches neither.’が日本のことわざの一つとして取り込まれる過程で「二兎を逐

う者は一兎を得ず」「二兎を逐う者は一兎も得ず」「二疋の兎を追う人は一疋を

も得ず」「二兎を逐う者は一兎を得ず」「二兎を逐う者は一兎も得取らず」など

の形式が試みられてきた。また、現在用いられていることわざの中にはいくつ

かの異なる表現形式を持つものがある。例えば、「能ある鷹は爪を隠す」はこと

わざ辞典により「能ある鷹は爪隠す」「上手の鷹が爪隠す」「能ある猫は爪を隠

す」「鼠捕る猫は爪を隠す」「上手の猫が爪を隠す」などの形式で記載されてい

る。同様に韓国のことわざ「잘되면 제 탓 못 되면 조상 탓(うまくいくと自分の
手柄うまくいかなければ先祖のせい)」も「안되면 조상 탓(うまくいかなければ先祖の
せい)」「못난 자식이 조상 탓한다(愚かな子が先祖のせいにする)」「잘되면 제 
탓이요 못 되면 조상 탓이다(うまくいくと自分の手柄でうまくいかなければ先祖の
せいだ)」「못되면 조상 탓(うまくいかなければ先祖のせい)」などの異なる形式が
ある。 

ことわざに異形があることはよく知られていることであるが、従来そのこと

自体に格別な関心は払われてこなかった。ことわざが様々な形で用いられるこ

とは当たり前のことであり、ことわざ辞典の編纂者以外には格別の関心を持つ

必要もないことであると考えられてきた。定型表現とは言っても、ことわざは

特別な例を除いては民衆のものであり、民衆が日常の話の中で自由自在に使う

ものであるから、表現面においても柔軟性を持っているのは当然のことである

と考えられてきた。 
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個別の言語のことわざについて考える限りは、確かに、ことわざに異形が存

在することは特別の関心を引くことではない。しかし、異なる言語のことわざ

を比較する場合には、ことわざの異形がことわざの特質の一部としての意味を

持つことがある。本稿の目的は、日本と韓国のことわざの異形の分布を比較対

照することにより、それぞれのことわざの特質の一端を明らかにすることであ

る。 

 

２．ことわざの異形 

本稿でことわざの異形というのは、同じことわざがことわざ辞典によって異

なる表現形式で見出し語とされている場合の形式のことを指す。例えば、ある

辞典には「噂をすれば影」の形で記載されていることわざが別な辞典では「噂

をすれば影が差す」の形で見出しになっているというような場合である。辞典

によっては異形の存在を明示していることもある。「弘法(に)も筆の誤り」や

「千里の道も一歩から／より」のような見出し表記であるとか、解説の中で「･･･

とも言う」などと記述するのは異形を示すものである。また、「泥縄」という見

出しを与えて、すぐその後に「【泥棒を見て縄をなう】を見よ」などと表記する

形もある｡1

ことわざの異形は実際の使用形と区別しなければならない。使用形というの

は、特定のことわざが実際に使われるときの形である。多くの場合、異形の一

つがそのままの形で使われるが、どの辞典にも載っていない形で用いられるこ

ともあるし、今後さらに新しい形で用いられる可能性もある。一つの言語のこ

とわざについて考えるときには異形と使用形を区別する必要はない。しかし、

異なる文化のことわざを比較する場合には、比較の対象は客観的に画定できる

ものでなければならない。画定できない使用形ではなく、画定できる異形を対

象とせざるを得ない。 
ことわざの異形はまた類似ことわざとも異なる。表現形式の異なることわざ

が同じことわざの異形であるか別なことわざであるか、つまり類似ことわざで

あるかないかの判定は、意味内容と表現形式の両面を考慮に入れてなされねば

ならない。意味内容が同じであるかないかだけではなく，表現形式に一定の対

応関係があるかどうかも考慮しなければならない。 
同一のことわざの異形の間に見られる形式的対応のタイプには次のようなも

のがあると考えられる。 
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① 文体（古風な文体であるかどうか） 

いつも柳の下に泥鰌は居らぬ ⇔ いつも柳の下に泥鰌はいない

案ずるより生むが易し ⇔ 案ずるより生むが易い

浅き川も深く渡れ ⇔ 浅い川も深く渡れ 

嘘つきは盗人の始まり ⇔ 嘘つきは泥棒の始まり 

親はなくとも子は育つ ⇔ 親はなくても子は育つ 
 
가는 날이 장날이라（行く日が市日だ）⇔ 가는 날이 장날이다

가다 말면 아니 가는 것만 못하다（途中でやめるなら行かないのがまし） 

⇔ 가다 말면 안 가는 것만 못하다 

구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배라（玉が三斗あってもつないでこそ宝だ） 

⇔ 구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배다

아니 땐 굴뚝에 연기 나랴（焚かない煙突に煙が出るか）⇔ 아니 땐 굴뚝에 연기 

날까
 

② 文種・構文 

言うは易し行うは難し ⇔ 言うは行うより易し 

雨垂れ石を穿つ ⇔ 雨垂れに石窪む 

悪に強ければ善にも強し ⇔ 善に強い者は悪にも強い

負うた子に教えられて浅瀬を渡る ⇔ 負うた子に浅瀬を習う 

頭の上の蝿を追え ⇔ 頭の上の蝿も追われぬ
 
구더기 무서워 장 못 담글까（蛆虫怖くて醤油が仕込めないか） 

⇔ 구더기 무서워 장 못 담근다（蛆虫怖くて醤油が仕込めない） 

가랑잎에 불 붙듯（彼はに火が付くよう）⇔ 가랑잎에 불 붙기（枯葉に火が付く） 

검은 머리 파뿌리 된다（黒髪が白髪になる）⇔ 검은 머리 파뿌리 되도록（黒髪が

白髪になるまで） 

구운 게도 다리를 떼고 먹는다（焼いた蟹も足を取って食べる）⇔ 구운 게도 다리

를 떼고 먹어라（焼いた蟹も足を取って食べろ） 

급할수록 돌아가라（急ぐほど回って行け）⇔ 급할수록 돌아가랬다（急ぐほど回っ

て行けと言った） 
 

③ 語順（特定の語の位置、対になる語句の前後関係） 

いつも柳の下に泥鰌は居らぬ ⇔ 柳の下にいつも泥鰌は居らぬ 

石に漱ぎ流れに枕す ⇔ 流れに枕し石に漱ぐ

魚心あれば水心 ⇔ 水心あれば魚心

馬には乗ってみよ人には添うてみよ ⇔ 人には添うてみよ馬には乗ってみよ
 
가루 팔러 가니 바람이 불고 소금 팔러 가니 이슬비 온다（粉売りに行くと風

が吹き塩売りに行くと小糠雨降る）⇔ 소금 팔러 가면 비가 오고，가루 팔러 가

면 바람 분다（塩売りに行くと雨が降り粉売りに行くと風が吹く） 

나 먹자니 싫고 개 주자니 아깝다（自分が食べるとなると嫌だし、犬にやるのも惜

しい）⇔개 주자니 아깝고 저 먹자니 싫다（犬にやるのも惜しいし、自分が食べ

るとなると嫌だ） 
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흰 것은 종이요, 검은 것은 글씨라（白いのは紙で黒いのは字だ）⇔검은 것은 글

이요,흰 것은 종이다（黒いのは字で白いのは紙だ） 

귀에 걸면 귀걸이요, 코에 걸면 코걸이다（耳にかければ耳かけ、鼻にかければ鼻か

け）⇔코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 귀걸이다（鼻にかければ鼻かけ、耳にかければ

耳かけ） 

낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다（昼の話は鳥が聞き、夜の話は鼠が聞く）⇔

밤말은 쥐가 듣고, 낮말은 새가 듣는다（夜の話は鼠が聞き、昼の話は鳥が聞く） 
 

④ 省略・添加 

磯の鮑の片思い ⇔ 鮑の片思い 

井の中の蛙大海を知らず ⇔ 井の中の蛙 

足元から鳥が立つ ⇔ 足元から鳥 

好いた目からは痘痕もえくぼ ⇔ 痘痕もえくぼ  

独活の大木 ⇔ 独活の大木柱にならぬ

鵜の真似をする烏水に溺れる ⇔ 鵜の真似をする烏 

縁は異なもの味なもの ⇔ 縁は異なもの 

勝てば官軍負ければ賊軍 ⇔ 勝てば官軍 
 
가는 말에 채찍질한다（行く馬に鞭を打つ）⇔ 가는 말에 채찍질（行く馬に鞭打ち） 

긁어 부스럼 만든다（掻いてできものを作る）⇔ 긁어 부스럼（掻いてできもの） 

글 속에 글이 있고 말 속에 말이 있다（文の中に文があり言葉の中に言葉がある）

⇔ 말 속에 말이 있다（言葉の中に言葉がある） 

가랑잎으로 눈 가리고 아웅한다（落ち葉で目を隠しニャーオという）⇔ 눈 가리고 

아웅한다（目を隠しニャーオという） 
 

⑤ 畳込み 

海千山千 ⇔ 海に千年山に千年 

鴨葱 ⇔ 鴨が葱を背負って来る 

泥縄 ⇔ 泥棒を捕えて縄をなう 

棚ぼた ⇔ 棚から牡丹餅 

薮蛇 ⇔ 藪をつついて蛇を出す 
 

⑥ 語の置換え 

頂くものは夏も小袖 ⇔ 貰うものは夏も小袖 

能ある鷹は爪を隠す ⇔ 能ある猫は爪を隠す 

悪事千里を行く ⇔ 悪事千里を走る

噂をすれば影がさす ⇔ 人事言えば影がさす ⇔ 謗れば影がさす 

挨拶は時の氏神 ⇔ 仲裁は時の氏神 

いざ鎌倉 ⇔ すわ鎌倉 
 
가는 말에 채찍질（行く馬に鞭打ち）⇔ 닫는 말에 채찍질（走っている馬に鞭打ち） 

가루 팔러 가니 바람이 불고 소금 팔러 가니 이슬비 온다（粉売りに行けば風が

吹き塩売りに行けば小雨が降る）⇔ 밀가루 장사하면 바람 불고 소금 장사하면 

비가 온다（小麦粉売りに行けば風が吹き塩売りに行けば雨が降る） 

가까운 남이 먼 일가보다 낫다（近い他人が遠い一家よりましだ） 
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⇔ 가까운 남이 먼 친척보다 낫다（近い他人が遠い親戚よりましだ） 

가재는 게 편이요, 초록은 동색이라（ザリガニは蟹の味方で草緑は同色だ） 

⇔ 가재는 게 편이요 초록은 한색이다（ザリガニは蟹の味方で草緑は一つの色だ） 

개똥도 약에 쓰려면 없다（犬の糞も薬に使おうとすればない） 

⇔ 개똥도 약에 쓰려면 귀하다（犬の糞も薬に使おうとすれば珍しい） 

외상이면 소도 잡아 먹는다（ツケなら牛も潰して食べる）  

⇔ 공것이라면 소도 잡아 먹는다（ただなら牛も潰して食べる） 
 

⑦ 助詞 

鵜の真似をする烏 ⇔ 鵜の真似する烏 

濡れ手に粟 ⇔ 濡れ手で粟 

臍が茶を沸かす ⇔ 臍で茶を沸かす 

瓜の蔓に茄子はならぬ ⇔ 瓜の蔓には茄子はならぬ 

蛙の面に水 ⇔ 蛙の面へ水 
 
가는 말에 채찍질（行く馬に鞭打ち）⇔ 가는 말에도 채찍질（行く馬にも鞭打ち） 

개구리 올챙이 적 생각을 못한다（蛙がオタマジャクシの時を思い出せない） 

⇔ 개구리 올챙이 적 생각 못한다（蛙がオタマジャクシの時思い出せない） 

개도 주인을 알아본다（犬も主人を見分ける） 

⇔ 개도 주인은 알아본다（犬も主人は見分ける） 

그림의 떡（絵の餅）⇔ 그림에 떡（絵に餅） 
 

⑧ 固有語と漢字語の置換え 

故きを温ねて新しきを知る ⇔ 温故知新 

我が田に水を引く ⇔ 我田引水 

靴を隔てて痒きを掻く ⇔ 隔靴掻痒 

井の中の蛙大海を知らず ⇔ 井蛙(せいあ)大海を知らず 

遠き慮りなければ必ず近き憂いあり ⇔ 遠慮なければ近憂あり 
 
백 번 듣는 것이 한 번 보는 것만 못하다（百回聞いても一回見ることに及ばない）

⇔ 백문이 불여일견（百聞は一見に如かず） 

같은 자리에 꿈은 다르다（同じ寝床で夢は異なる）⇔ 동상이몽（同床異夢） 

그림의 떡（絵の餅）⇔ 화중지병（画中之餅） 

제 논에 물대기（自分の田に水引き）⇔ 아전인수（我田引水） 

바람 앞에 등불（風の前の灯）⇔ 풍전등화（風前灯火） 
 

⑨ 漢字表記 

中らずと雖も遠からず ⇔ 当らずと雖も遠からず 

岡目八目 ⇔ 傍目八目 

亀の甲より年の功 ⇔ 亀の甲より年の劫 
 

⑩ 漢字の読み 

後の雁(かり)が先になる ⇔ 後の雁(がん)が先になる 

鰯の頭(あたま)も信心から ⇔ 鰯の頭(かしら)も信心から 

思い立ったが吉日(きちじつ) ⇔ 思い立ったが吉日(きちにち) 
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口は禍の門(もん)⇔口は禍の門(かど) 

紺屋(こうや)の白袴(しらばかま) ⇔ 紺屋(こんや)の白袴(しろばかま) 

 

日本と韓国のことわざの異形のパタンは大体同じであるが、⑤の「畳込み」

のような極端な省略形式は韓国のことわざには見られない。また、韓国では漢

字は使われず、漢字の読み方も原則として字音一種だけに限られるため⑨や⑩

のタイプの異形も存在しない。 

異形であるか類似ことわざであるかを判断する際に最も問題になるのは⑥の

「語の置換え」の場合である。語の置換えの回数に制限がなければ「豆腐にか

すがい／糠に釘／暖簾に腕押し」や「医者の不養生／紺屋の白袴／陰陽師の身

の上知らず」のような類似の意味を持ち形式的にも共通性のあることわざは同

一のことわざの異形ということになってしまう。しかし、ことわざの重要な特

徴の一つであると考えられる発想という点からすると、これらを同一のことわ

ざとみなすのにはかなり抵抗がある。これを避けるためには語の置換えは「一

度に一ヶ所だけ」というように制限する必要がある。 

 

３．日韓比較 

日本と韓国のことわざの異形の多寡を比較するためには、前述のように、異

形とは何かその範囲を画定しなければならない。それと同時に、比較の対象と

なることわざについてもその範囲を画定しなければならない。適当に選ばれた

ことわざ群について比較をしたのでは、やはり有意義な結論を導き出すことが

できないからである。鄭芝淑(2007)はことわざ辞典調査によって得られたPSリ

ストに基づいて調査対象を画定し日韓比較を行った。 

 

3.1 異形の分布 

日本と韓国のことわざのPSリスト2の上位それぞれ約 1,000件について異形の

分布状況を調べた結果は次の頁の表１の通りである。異形数 1というのは異形

を持たないという意味である。 

これから明らかなように、異形の数は日本のことわざより韓国のことわざの

方が顕著に多い。日本では完全に形式が固定化されていることわざ、つまり異

形数 1のことわざが 3分の 1以上もあるのに対して、韓国では 10分の 1以下で

ある。異形数の平均値を見ても日本の 2.38個に対して韓国は 4.50個と倍近く 
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表 1：：日本と韓国のことわざの異形数分布 

異形数 日 本 韓 国 異形数 日 本 韓 国 

1 379 95 12 ― 11
2 323 172 13 ― 8
3 187 203 14 ― 4
4 90 151 15 ― 2
5 51 114 16 ― 1
6 21 99 17 ― 1
7 14 65 18 ― 2
8 10 44 21 ― 1
9 5 26 22 ― 1

10 2 17 合計 1,083 1,034
11 1 17 平均 2.38 4.50

 
も多い。また、日本のことわざで最も異形数の多いものは 11 個で、10 個以上

の異形を持つことわざはわずか 3件にすぎないのに対して、韓国のことわざで

は異形数が最も多いものは 22個であり、10個以上の異形を持つことわざが 65

件もある。調査の対象としたことわざ辞典は日本の 38点に対して韓国は 28点

と韓国の方がかなり少ないにもかかわらず異形の数は韓国の方が顕著に多いこ

とは、ことわざの特徴の一端が現れたものと考えなければならない。 

異形の分布に見られる日韓の違いは個々のことわざについても見られる。そ

れぞれの言語で異形数の多いものを示すと次の通りである。 
 
【日本のことわざ】 
千里の道も一歩から〔異形数 11；PS度数 35〕  
千里の道も一歩から(14)  
千里の道も一歩より(8) 
千里の行(こう)も足下より始まる(5) 
百里の道も一歩から(4)  
千里の道も一歩より起こる(3) 
千里の行(こう)も足下に始まる(3)  
千里の行(こう)も一歩より起こる(2)  
千里の行(こう)も一歩より始まる(2)  
千里の行(みち)も一歩より始まる(1) 
千里の行(みち)も足下(そっか)に始まる(1) 
千里の行(みち)も足下より始まる(1)  
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井の中の蛙大海を知らず〔異形数 10；PS度数 41〕 
井の中の蛙大海を知らず (36)  

井蛙は以て海を語る可からず (7)  

井の内の蛙大海を知らず (5)  

井底(せいてい)の蛙(あ)(3)  

井底の蛙(かわず)(3) 

井蛙の見(けん)(2) 

井戸の中の蛙大海を知らず (1) 

井蛙(せいあ)大海を知らず (1) 

かんせいの蛙(あ)(1)  

井の鮒(ふな)(1) 
 
【韓国のことわざ】 
실뱀 한 마리가 온 바닷물을 흐린다〔異形数 22；PS度数 23〕 
실뱀 한 마리가 온 바닷물을 흐린다 (スジヘビ一匹が一帯の海の水を濁らせ

る)(5) 

한마리 고기가 온 강물 흐린다 (一匹の魚が一帯の川の水濁らせる)(4) 

물고기 한 마리가 온 냇물을 다 흐려 놓는다 (魚一匹が一帯の川を濁らせる)(3) 

미꾸라지 한 마리가 웅덩이를 흐린다(泥鰌一匹がよどみを濁らせる)(3) 

한마리 고기가 온 강물을 흐린다 (一匹の魚が一帯の川の水を濁らせる)(3) 

미꾸라지 한 마리가 온 웅덩이를 흐린다 (泥鰌一匹が一帯のよどみを濁らせ

る)(2) 

미꾸라지 한 마리가 온 웅덩이 흐린다 (泥鰌一匹が一帯のよどみ濁らせる)(2) 

실뱀 한 마리가 바다를 흐린다 (スジヘビ一匹が海を濁らせる)(2) 

미꾸라지 한 마리가 온  물을 흐린다 (泥鰌一匹が一帯の水を濁らせる)(1) 

미꾸라지 한 마리가 온 바다 물을 흐린다 (泥鰌一匹が一帯の海の水を濁らせ

る)(1) 

미꾸라지 한 마리가 온 웅덩이 물을 흐린다 (泥鰌一匹が一帯のよどみの水を濁

らせる)(1) 

미꾸라지 한 마리가 온 웅덩이를 흐려 놓는다 (泥鰌一匹が一帯のよどみを濁ら

せておく)(1) 

미꾸라지 한 마리가 웅덩이 물을 다 흐린다 (泥鰌一匹がよどみの水を全部濁ら

せる)(1) 

미꾸라지 한 마리가 한강물을 다 흐린다 (泥鰌一匹が漢江の水を全部濁らせ

る)(1) 

송사리 한마리가 온 강물을 흐린다 (メダカ一匹が一帯の川を濁らせる)(1) 

실뱀 한 마리가 온 바다물을 흐린다 (スジヘビ一匹が一帯の海の水を濁らせ

る)(1) 

실뱀이 흰 바닷물을 흐린다 (スジヘビが白い海の水を濁らせる)(1) 

조그마한 실뱀이 온 바닷물을 흐린다 (小さなスジヘビが一帯の海の水を濁らせ
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る)(1) 

조그만 실뱀이 온 강물을 흐린다 (小さいスジヘビが一帯の川の水を濁らせる)(1) 

조그만 실뱀이 온 바다를 흐린다 (小さいスジヘビが一帯の海を濁らせる)(1) 

조그만 실뱀이 온 바닷물을 흐린다 (小さいスジヘビが一帯の海の水を濁らせ

る)(1) 

한마리 고기가 강물을 흐린다 (一匹の魚が川の水を濁らせる)(1) 
 

자빠져도 코가 깨진다〔異形数 21；PS度数 23〕 
자빠져도 코가 깨진다 (ひっくり返っても鼻が折れる)(8) 

안 되는 놈은 뒤로 넘어져도 코가 깨진다 (運のない者は後ろに倒れても鼻が折

れる)(7) 

안 되는 사람은 뒤로 넘어져도 코가 깨진다 (運のない人は後ろに倒れても鼻が

折れる)(5) 

안 되는 놈은 자빠져도 코 깬다 (運のない者はひっくり返っても鼻折れる)(4) 

아니 되는 놈의 일은 자빠져도 코가 깨진다 (運のない者のやることはひっくり

返っても鼻が折れる)(2)  

안 되는 놈은 자빠져도 코가 깨진다 (運のない者はひっくり返っても鼻が折れ

る)(2) 

안 되는 놈은 넘어져도 똥밭에 넘어진다 (運のない者は倒れても糞の畑に倒れ

る)(2) 

안 되는 일은 넘어져도 코가 깨진다 (うまくいかないことは倒れても鼻が折れ

る)(2) 

운수가 고단하면 자빠져도 코가 깨진다 (運がなければひっくり返っても鼻が折

れる)(2) 

자빠져도 코가 깨어진다 (ひっくり返っても鼻が折れる)(1) 

뒤로 자빠져도 코가 깨진다 (後ろにひっくり返っても鼻が折れる)(1) 

뒤로 넘어져도 코가 깨진다 (後ろに倒れても鼻が折れる)(1) 

신수가 사나우면 넘어져도 코가 깨진다 (運が悪ければ倒れても鼻が折れる)(1) 

아니 되는 놈은 뒤로 넘어져도 코가 깨진다 (運のない者は後ろに倒れても鼻が

折れる)(1) 

안 되는 놈은 넘어져도 허리가 부러진다 (運のない者は倒れても腰が折れる)(1) 

안 되는 놈은 뒤로 자빠져도 코가 깨진다 (運のない者は後ろにひっくり返って

も鼻が折れる)(1) 

엎어져도 코 깨진다 (転んでも鼻折れる)(1) 

엎어져도 코가 깨지고 자빠져도 코가 깨진다 (転んでも鼻が折れひっくり返って

も鼻が折れる)(1) 

일이 안 되려면 자빠져도 코가 깨진다 (運がなければひっくり返っても鼻が折れ

る)(1) 

재수 없는 놈은 뒤로 자빠져도 코가 깨진다 (運がない者は後ろにひっくり返っ

ても鼻が折れる)(1) 
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재수 없는 놈은 자빠져도 코가 깨진다 (運がない者はひっくり返っても鼻が折れ

る)(1) 

 
これらの例からも日本と韓国で異形の分布に顕著な違いがあることがわかる。

各々のことわざの異形の末尾の括弧内の数字はその異形の収録度数を表すが、

日本のことわざでは代表形（最初に挙げたもの）の収録度数が圧倒的に多いの

に対して、韓国の例では代表形であっても他の異形との収録度数の差はそれほ

ど大きくない。つまり、韓国ではことわざの異形の収録度数が分散する傾向が

強い。異形の分布に関して見られるこのような日韓の違いは、日本のことわざ

では表現を固定化する傾向が韓国よりも強いことを示している。それは、日本

では表現の内容よりも形式に対する関心が強いためではないかと思われる。逆

に韓国では表現形式よりも意味内容の方に関心があり、そのために表現形式に

はあまりこだわらないのではないかと考えられる。 
 

3.2 ことわざの他の特徴との係わり 

このような表現形式の固定化の傾向の違いは、鄭芝淑（2006，2007）で検討

した他の形式的特質にも現れている。 
 

3.2.1 古風な表現 

ことわざが言い伝えられるうちに表現形式を変えることが多い。しかし、場

合によっては古い表現形式が固定化されて、日常言語が変化してしまってから

も古い形式のままで使われることがある。表現の古風さを判断する要素として

は文末形、接続形、否定形など用言の活用形が最も明確である。文構造や語彙

も古風さに関係するけれども、古風であるかどうか明確な判断が付かない場合

が多いので以下の分析では除外されている。ただし、明らかに漢文調や古文調

と判断できるものは含められている。 

日本のことわざには古風な表現のものが非常に多い。PS リストで度数 26 以

上のもの（512件）のうち 162件（31.6%）が何らかの点で古風な表現形式を取

っている。度数 35以上（219件）に限っても、72件もの例が古風な表現である。 
 

二兎を追う者は一兎をも得ず 情けは人の為ならず 

急がば回れ 好きこそ物の上手なれ 

帯に短し襷に長し 火のない所に煙は立たぬ 

頭隠して尻隠さず 転ばぬ先の杖 
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知らぬが仏 立つ鳥跡を濁さず  など 

 

これらのことわざの大部分は固定化されており、現代語表現に置き換えられ

た異形を持たないものが多い。また、「時は金なり」「二兎を追う者は一兎をも

得ず」「艱難汝を玉にす」などのように、近代期になって西洋語から入ったと考

えられることわざの多くも古風な表現形式を用いている。これは、日本のこと

わざにおいては古風な表現形式がことわざの重要な特質として積極的に働いて

いることを意味している。つまり、それは単に昔の表現形式が固定化したもの

ではなく、ことわざらしさを表現する手段として、新しく取り入れられること

わざの表現形式を決めるのに作用しているのである。 

一方、韓国のことわざには古風な表現のものははるかに少ない。PS 度数 16

以上（517 件）のうち古風な表現のものは、わずか 24 例（4.6%）にすぎない。

また、古風さをもたらす要素も多様ではない。わずかに、「～である」を意味す

る「(이)라」（現代形「(이)다」）、疑問形語尾の「(으)랴」（現代形「(으)냐」）、

「～であり」に当たる接続形の「(이)요」（現代形「(이)고」）、否定の副詞「아니」

（現代形「안」）が見られる程度である。 
 

가재는 게 편이라（ザリガニは蟹の味方だ） 

공든 탑이 무너지랴（功積みし塔が崩れようか） 

먹는 데는 남이요 궂은 일엔 일가다（食べるときは他人で煩わしいときは親戚だ） 

사흘 굶어 도둑질 아니 할 놈 없다（三日飢えて盗みを働かない者はいない） 

참새가 방앗간을 그냥 지나랴（雀が精米所を素通りしようか）など 

 

しかも、韓国の場合はこのようなことわざのほとんどが現代語的な表現に置

き換えた異形を持っている。したがって、表現の古風さは韓国のことわざの重

要な特質であるとみなすことはできない。 

 

3.2.2 体言止め 

ことわざでは簡潔な表現が好まれるため、省略表現が用いられることが多い。

日本や韓国のことわざには、文末の述語用言が省略され体言で終わる形式のも

のが数多く見られる。特に日本のことわざにはこのような体言止めの形のもの

が多く、PSリストで度数 26以上のもの（512件）の中に 190件（37.1％）も含

まれている。 
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挨拶は時の氏神 青菜に塩 当たるも八卦当たらぬも八卦 

後の祭り あばたもえくぼ 石の上にも三年 

医者の不養生 一事が万事 一難去ってまた一難  など 
 

用言の名詞化形で終わる表現もかなりあり、これも体言止めの一種であると

みなすことができる。同じリストの中に 33件（6.4％）が含まれている。 
 

会うは別れの始め 秋の日は釣瓶落とし 牛に引かれて善光寺参り 

氏より育ち 嘘つきは泥棒の始まり 縁の下の力持ち など 

 

一方、韓国のことわざにも体言止めの形式のものがかなりあるが、日本のこ

とわざに比べるとかなり少ない。PS度数 16以上（517件）の中に 64例（12.4%）

が含まれている。 
 

가는 날이 장날（行った日が市日） 

같은 값이면 다홍치마（同じ値なら薄紅チマ） 

금강산도 식후경（金剛山も食後の景色） 

꿩 대신 닭（雉の代わりに鶏） など 
 

用言の名詞化形で終わるものもあり、これは同じリストに 33例あり日本のこ

とわざと同じ程度の割合である。 
 

배 먹고 이 닦기（梨を食べて歯磨き） 

부부싸움은 칼로 물 베기（夫婦喧嘩は刀で水切り） 

쇠귀에 경 읽기（牛の耳に経読み） 

하늘의 별 따기（空の星取り）など 
 

体言止めの形式はことわざの表現形式を簡潔にする最も基本的な方法である

から、以上のことから日本のことわざの方が表現の簡潔さを重要視していると

考えられる。短く簡潔な表現ほど異形の数が少ないと考えられるから、日本の

ことわざの方が異形の数が少なくなるのは当然のことである。 

 

3.2.3 パタン化 

ことわざでは表現形式がパタン化されることも多い。上に述べた体言止めの

形式のものに限って、助詞に注目して分類して見ると次のようなパタンに分か

れる。 
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(1)「…に～」；「…에～」 

青菜に塩 馬の耳に念仏 売り言葉に買い言葉 
鬼に金棒 鬼の居ぬ間に洗濯 蛙の面に水  など 
 
가는 말에 채찍질（行く馬に鞭打ち） 개발에 주석 편자（犬の足に蹄鉄） 

개 밥에 도토리（犬の飯にドングリ）  など 
 

(2)「…にも～」 

石の上にも三年 一寸の虫にも五分の魂 

鬼の目にも涙 弘法にも筆の誤り  など 
 

(3)「…の～」；「…의～」 

鵜の目鷹の目 前門の虎後門の狼 十日の菊六日の菖蒲 

後の祭り 医者の不養生 命あっての物種  など 
 
그림의 떡（絵の餅） 새발의 피（鳥の足の血）  など 

 

(4)「…より～」 

氏より育ち 生みの親より育ての親 

亀の甲より年の劫 遠い親戚より近くの他人 

花より団子 論より証拠  など 
 

(5)「…も～」；「…도～」 

当たるも八卦当たらぬも八卦 鬼も十八番茶も出花 

口も八丁手も八丁 痘痕もえくぼ 

嘘も方便 枯れ木も山の賑わい  など 
 
걱정도 팔자（心配も運命） 금강산도 식후경（金剛山も食後の景色）  
 

(6)「…から～」 

棚から牡丹餅      二階から目薬      薮から棒   
 

(7)「…は～」；「…은／는～」 

拶は時の氏神 会うは別れの始め 秋の日は釣瓶落とし 

一寸先は闇       嘘つきは泥棒の始まり   縁は異なもの味なもの  など 
 
부부싸움은 칼로 물 베기（夫婦喧嘩は刀で水切り） 

첫딸은 세간밑천（初の娘は家財の元手） 

한번 실수는 병가의 상사（一度のしくじりは兵家の常）  
 

(8)「…が～」；「…이／가～」 

事が万事 言わぬが花 思い立ったが吉日 

知らぬが仏 情けが仇 金の切れ目が縁の切れ目  など 
 
가는 날이 장날（行く日が市日）    목구멍이 포도청（喉が捕盗庁） 
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무소식이 희소식（便りのないのがよい便り） など 

 

調査対象とした体言止めのことわざ（日本：223件、韓国：97件）に関して、

以上のパタンの分布状況をまとめたのが表２である。 

 

表 2：形式的特質の日韓比較

パタン 日  本 韓  国 
「…に～」；「…에～」 29（13.0%） 18（18.6%）
「…にも～」 6（ 2.7%） 0（ 0.0%）
「…の～」；「…의～」 66（29.6%） 3（ 3.1%）
「…より～」 9（ 4.0%） 0（ 0.0%）
「…も～」；「…도～」 12（ 5.4%）  2（ 2.1%）
「…から～」 3（ 1.3%） 0（ 0.0%）
「…は～」；「…은／는～」 35（15.7%） 3（ 3.1%）
「…が～」；「…이／가～」 8（ 3.6%） 8（ 8.2%）

計 168（75.3%） 34（35.1%）
 

明らかに日本のことわざの方が表現を定形化する傾向が顕著に強い。調査対

象とした約 500件のことわざのうち、日本では体言止めのことわざの４分の３

がどれかのパタンに属しているのに対して、韓国のことわざでは 3分の１強に
すぎない。定形化する傾向が強いということは表現の固定化にも密接に関係し、

言い換えれば異形が少なくなることになるのである。 
 

４．表現の固定化と透明性 

日本の方が韓国より固定化された表現を好むことは、ことわざの異形の分布

だけに限られたことではない。李殷娥(1993)が日常的に用いられる挨拶表現に

関して同様の観察をしている。李は表現の透明性という概念に基づいて韓国語

と日本語の表現の特質を論じている。表現の透明性とは表現形式と意味内容の

距離を表す概念で、形式からその意味がすぐに理解できる表現は透明度が高く、

省略や婉曲な表現への置き換えによって透明度は低くなる。言語によって表現

の透明度は異なり、透明度の高い表現を好む言語もあれば透明度を低めること

をストラテジーの一部としてよく活用する言語もある。李は、韓国語は日本語

に比べて透明度の高い言語であると主張した。そして、両言語の透明度の違い

が日常的な挨拶表現に端的に現れていると言う。 

李は、日本語話者は何か行動の変化が起こるときに決まり文句を必ず言うけ
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れどもその内容にはあまり関心がなく、固定化された表現を使う傾向があるの

に対して、韓国語話者は挨拶表現であっても意味不明のことを言うのを避ける

傾向があると言う。例えば、「さようなら」という別れの挨拶は「それならば」

という意味の古風な言い方が固定化したもので、その後に続くはずの「これで

お別れします」とか「失礼します」などの表現が省略されたものであると考え

られる。「さようなら」は現代日本語では挨拶にしか使われない語である。一方、

韓国語の別れの挨拶の代表的なものは「안녕히 가세요」と「안녕히 계세요」

であるが、前者は「ご無事で行ってください」の意味で送る側の挨拶であり、

後者は「ご無事で居てください」の意味で送られる側の言葉である。どちらも

意味は明白で通常の表現と違いはない。「それでは」に当たる韓国語は「그러면」

であるが、これだけが挨拶表現として用いられることはない。 

出会いの挨拶表現の「こんにちは」「こんばんは」も大胆に省略した表現であ

るが、この場合は何が省略されているかはっきりしない。一方、韓国語の出会

いの挨拶「안녕하세요」は「お元気ですか」の意味で通常の表現と変わりがな

い。両者は使い方もかなり異なる。「こんにちは」は毎日会う人に対しても使わ

れるが、「안녕하세요」の方は毎日顔を合わせる人には使われない。挨拶表現と

いっても意味があるために使うのが憚られるのである。 

「お早うございます」「おめでとうございます」「ありがとうございます」

「ごちそうさま」「ご苦労さま」などはやや古風な表現が挨拶表現として固定化

したもので、表現形式から意味内容の間に距離がある。一方、これらに当たる

韓国語の挨拶「축하합니다(お祝いします)」「감사합니다(感謝します)」「잘 먹었

습니다(おいしくいただきました)」「수고하셨습니다(ご苦労なさいました)」などは

いずれも通常の表現と変わりがなく意味内容は容易に解釈できる。 

李の以上のような観察は、明らかにことわざの異形の分布や表現形式の特質

に見られる日韓差にも当てはまる。日本のことわざは形式が固定化する傾向が

強く、古風な表現であれ省略されパタン化された表現であれ、特定の形式が標

準形として受け入れられる場合が多い。古風な表現や省略された表現は透明度

が低くなるにもかかわらず、むしろそれがことわざらしい表現として好まれて

いるのである。 
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※ 本稿は 2007年 1月に名古屋大学に提出した博士学位論文「日本と韓国のことわざ
の比較研究―ことわざスペクトルと比較ことわざ学―」の第 4章の一部を加筆修正
を施したものである。 

 
 

注 

1ただし、この形式は類似ことわざの指摘に使われる場合もある。 
2 各言語のことわざは、よく知られよく使われるものから非常に特殊なものまで段
階的に分布すると考えられる。このことわざの持つスペクトル的性格を反映した

リストを「ことわざスペクトルリスト」（Paremiological Spectral List）略して「P
S リスト」（PS-List）と呼ぶ。鄭芝淑（2007）は 1980 年以降に日本と韓国で出版
されたことわざ辞典、ことわざ集（日本 38点，韓国 28点）を資料として、個々
のことわざの記載があるかどうかを調査し、日韓それぞれの PS リストを作成し
た。どちらのリストでも度数の高いものほど多くの辞典に見出しことわざとして

収録されていることを示す。詳しくは鄭芝淑（2007）を参照のこと。 
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