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中日における「飲食」に関する諺の比較 

 

 

摘      要 

 
众所周知，从语言表达上能了解使用该语言的民族的文化特色。尤其是从日常

生活中孕育而出，作为人民群众的智慧结晶而被使用的谚语，深刻地反映着每个民

族传统的思维方式。同时，饮食文化与人民的生活有着密切的联系，饮食谚语所反

映的内容正是文化的体现，因此饮食谚语的对照比较，是了解异国文化非常重要的

一个切入点。 

中日两国关于饮食的谚语不计其数。然而，从饮食领域对谚语进行研究的学者还

比较少，因此，本论文将以饮食谚语中常见的酒、茶、鱼、米作为研究对象，试着

探究中日谚语的差异。我认为通过两种语言中关于饮食谚语的对比研究，发现不同

表达方式的趣味性，对于不同文化的理解非常有意义。 

本论文由五章构成。具体来说: 

第一章介绍了本论文的目的，研究方法以及先行研究。 

第二章介绍了中日两种语言对于谚语的不同定义。按照话题分类，对比两种语言

中关于酒和茶的谚语，将有关酒的谚语分为“酒的饮用方法”、“酒与人性”、

“酒与人际关系”、“酒与女色”、“酒的两面性”，将有关茶的谚语分为“茶与

三餐”、“茶与节日”、“茶的功效”、“茶与茶具”、“茶与人际关系”这五个

方面，并分析了其中所体现的两国文化和国民思维的相似点和不同点。 

第三章将中日两国关于鱼和米的谚语中所出现的比喻和韵律这两种修辞手法作为

研究对象，探求了两国谚语中表达方式的异同。 

第四章对本论文进行总结，得出结论。 
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要      旨 

 
一般に、言語表現の上から、その言語を使用する民族の文化的特色を見て取る

ことができる。特に、日常生活から生まれ、民衆の知恵の結晶として使われてき

た諺は、各民族の伝統的な考え方を濃厚に反映している。また、飲食文化は人々

の生活と密接な関係がある。飲食に関する諺は反映する内容が文化の表現である。

ですから、飲食の諺を対照比較することは、異国文化を勉強する重要な切り口で

ある。 

両国の間には飲食に関する諺が数え切れないほどある。しかし、飲食という領

域から諺を研究する学者はまだ少ないのである。そこで、本稿では、飲食の諺に

はよく見られる「酒」、「茶」、「魚」と「米・飯」を対象にして、中日の諺の

相違点を探ってみる。同時に、両言語における飲食に関する諺の対照研究により、

表現の面白さを見出す。異文化理解に対して、とても意義があると思われる。 

本稿は四つの部分から構成されている。 

具体的には、第一章では、本稿の目的、研究方法及び先行研究を紹介する。 

第二章では、中日両言語別々の諺の定義を紹介する。そして、両言語の「酒」

と「茶」に関する諺を対照比較して、話題別で、酒に関する諺を「酒の飲み方」、

「酒と人間性」、「酒と人間関係」、「酒と女色」、「酒の両面性」に分け、茶

に関する諺を「茶と食事」、「茶と年中行事・祭り」、「茶の効用」、「茶と茶

具」、「茶と人間関係」という五つの方面に分け、そこに体現される両国の文化

と国民の考え方の類似点と相違点を分析する。 

第三章では、中日の「魚」と「米・飯」に関わる諺に現れる比喩、韻律という

二つの修辞法を対象にする。両国の諺における表現の異同を探求する。 

第四章では、本論をまとめ、結論を絞り出す。 

 

キーワード：中日、飲食、諺、対照比較
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第 1章 はじめに 

 

1.1 研究目的と意義 

 

諺は長い歳月に渡って民衆の口から口へと言い伝えられてきたものである。民族

が異なっても、諺の形式から内容まで共通性を持っている。諺には各民族の生活

様式をはじめ、思考様式や言語様式などを反映したものが豊富に含まれている。

従って，異民族の諺の研究及び対照研究は異文化間における相互理解のための最

も良い手がかりである。従って、民衆の文化を反映している諺を比較するのは、

両国文化の類似点と相違点を明らかにする役割がある。 

一方、諺は各民族言語様式の重要な部分である。諺には凝縮された、通俗的で、

生き生きとした言葉が用いられている。諺はこんな言葉の表現の中に、民衆の生

活の知恵を盛り込んだり、そこでは修辞法上の各種の技法も用いられている。従

って、中日両言語の諺の表現形式の特徴をめぐって、対照比較研究を行うことに

よって、両言語の諺における表現の豊かさに注目するだけでなく、諺の意味解明

や、諺の内層的な意味への理解を深めることができる。 

それから、飲食文化は人々の生活と密接な関係がある。両国の間には飲食に関

する諺が数え切れないほどある。しかし、飲食という領域から諺を研究する学者

はまだ少ないのである。そこで、本稿では、「酒」、「茶」、「魚」と「米・

飯」に関する中日の諺の比較を探ってみる。「酒」、「茶」、「魚」と「米・

飯」は中日両国の国民にとって、最も身近に感じ、日常生活の中でよく食べられ

るものである。これらの諺を例にして、普段人々が考えている生活の知恵や教訓

も窺える。また、諺に現れる表現形式の特徴を対照比較することによって、中日

の国民にどのような言葉が使われ、どんな表現形式が親しまれるかということも

明らかになる。 

 

1.2 研究対象と方法 

 

本稿では、飲食に関わる「酒」、「茶」、「魚」と「米・ご飯」という四つの

部分に焦点を当て、日本と中国の諺を対照比較する。 

まず、日本語の諺の用例は主に『故事・俗信ことわざ大辞典』を資料に、諺を

取り出す。一方、中国語の諺は、温端政が編集した『中国諺語大辞典』と金丸邦

三が編集した『日中ことわざ対照集』を中心に、諺の用例を取り出してみる。用

例の諺はそれぞれＪ（日本の諺）、Ｃ（中国の諺）と順番どおりに数字をつける

ことにする。 
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考察方法としては、話題別で、酒に関する諺を「酒の飲み方」、「酒と人間

性」、「酒と人間関係」、「酒と女色」、「酒の両面性」に分け、茶に関する諺

を「茶と食事」、「茶と年中行事・祭り」、「茶の効用」、「茶と茶具」、「茶

と人間関係」という五つの方面に分け、そこに体現される両国の文化と国民の考

え方の類似点と相違点を見出す。また、両言語の「魚」と「米・飯」に関わる諺

に現れる比喩、韻律という二つの修辞法を対象にする。両国の諺における表現の

異同を探求する。 

  

1.3 先行研究 

 
1.中日の諺についての比較研究 

これまで、中国と日本では様々な分野において、多様な視点から諺に関する研

究が盛んに行われている。例えば： 

中日の文化と言語の面から諺を比較する先行研究が多く。例えば、「日本人と

中国人の世間観――諺にみられる言語表現からの検証と考察」（黄欣 2001）、

「四字熟語・ことわざの相違点に関する中日比較研究」（楊立国、蘇卓 2010）、

『中日諺語対比研究』（劉晶 2009）、「中日のことわざに見られる伝統社会」

（王娟 2014）、「漢日成語諺語対比研究」（黄靖 2006）、「日中動物諺語対比」

（田野 2012）「鬼に関する諺の中日対照研究」(李巍 2013)などがあり、これらの

研究は諺から表現する中日の歴史文化、生活習慣、世間観の異同を比較した。 

修辞の角度からの先行研究は、馮明舒の論文「中日諺語比較初探」（2005）と

掲侠の『日語修辞研究』（2005）で、中日諺の共通点と相違点について特徴、修

辞及び文法構造などを説明した。 

翻訳学の角度からの先行研究では、『論日語諺語的分類与翻訳』（陳啓仁

2010）、『探討日語諺語的漢訳問題』（卢楊 2011）、『日本語の諺の中国訳研

究』（劉芝 2008）、『日語動物諺語中隠喩的漢訳』（卢楠楠 2013）、『日語諺語

的漢訳対等研究——以自然類諺語為中心』（劉桜 2014）などがあり、これらの研究

には、基本的な諺の翻訳方法と技巧などを説明した。 

2.中日における「飲食」に関する諺の比較研究 

蔡明興の論文「日本語における諺の意味分析――食べ物に関するものを中心と

して」では、食べ物に関する日本語の諺を例として、諺の本義、派生義、表層意

味、深層意味を考察した。徐小艶の論文「『食』にかかわることわざの日中比

較」（2008）は、「食」に関わる一部の諺に絞り、その類似、相違を比較するこ

とによって中日国民の生活習慣や文化心理などを述べた。 

以上の先行研究をまとめて見ると、中日の諺の対照比較についての研究は多い

が、それらの研究には諺を詳しく分類し、多くの観点から飲食の諺を分析するこ

とがまだ足りない。従って、本稿では、中日における「飲食」に関する諺を対象

として、比較研究をすることにした。
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第 2章 諺に見られる中日国民の考え方の異同 

 

2.1 諺の定義 

 
 諺は庶民の知恵と人類の結晶であり、文化の濃縮された一滴でもある。中日両

国の諺の定義を調べてみると、次のような解釈になっている。 

2.1.1 日本の諺の定義 

諺の定義については、『広辞苑』は、「諺とは古くから人々に言いならわされて

きたことば。教訓、諷刺などの意を寓した短句や秀句。」と定義している1。 

そして、藤沢衛彦によれば、日本の諺には広義と狭義の二種類の定義があると

し、「広義とは、どんな言葉でも、一定の形をとって、俗間に伝唱されれば、み

な諺である」としている 2。狭義の諺については、金子武雄は、「諺は、民衆がそ

の実際生活の体験の中から、人間や人生に対する批評として生み出したものであ

り、また逆に、人間や人生を批評する場合にも用いられるものである。」と説明

している3。 

即ち、諺は民衆により作り出された教訓であり、民衆の行動の指針と言えるも

のである。 

2.1.2 中国の諺の定義 

中国では、諺は一般に「諺」とか「語」、或いは「諺語」とか呼ばれている。

『現代漢語詞典』より、「谚语是在群众中间流传的固定词句，用简单通俗的话反

映出深刻的道理。（諺は長い間から言い習わされてきた固定な言葉で、簡潔で通

俗的であるが、深い哲理を表すものである。）」と解釈している4。 

近代になって、中国の諺にも広義の定義と狭義の定義がある。広義の諺とは、

人々の話し言葉に広く伝わっている俗語のすべてを指すという見解であり、慣用

語、歇後語なども含まれる。狭義の諺について、武占坤、馬国凡は「谚语是通俗

简练，生动活泼的韵语或短句，它常以口语的形式，在人民中间广泛地沿用和流

传，是人民群众表现实际经验的一种“现成话”5。」（諺とは、誰でもわかりやす

                                                     
1新村出（1998）P236 
2藤沢衛彦（1960）P208～209 
3金子武雄（1969）P2 
4丁樹声、呂叔湘（1978）P306 
5武占坤、馬国凡（1983）P3 
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く簡潔で、生き生きとした短文である。諺は、一般に口語の表現形式によって民

間に広く用いられ伝えられるもので、民衆が生活上の体験を表現する一種の「既

成語」である。） 

以上から、中国において諺は、民衆の知恵や教訓を広く伝え、主に固定的であっ

て、口語性の強い、簡潔、通俗的な言葉であると定義することが分かる。 

2.1.3 両国の諺の定義における共通点 

両国の諺の共通点に関する先行研究の知見をまとめると、次のようになる。 

1 特定の作者がなく、民衆により作り出され、古くから伝承されてきた経験

や認識を伝える。 

2 簡潔で通俗的であり、比較的定型性を有し、口語性が強い。 

3 諺の内容はその民族の歴史や風俗、文化に深く関わっているものが多い。 

 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经被

论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这些论

文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时间限度

或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手

在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是我

们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。对于

要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的论

文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一个

省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版权，

只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），即

同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更

好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录等

基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老

师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论

文。  
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4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一部

分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复的论

文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

 

2.2 酒に関する諺 

 
酒は中日両国の間で悠久な歴史を持ち、日本民族と中華民族は総じて酒好きな

民族といってもいい。従って、両国の言葉の中には「酒」にかかわる諺が多数残

されている。 

(1)酒の飲み方 

J1「酒三杯は身の薬」              

J2「一杯は人酒を飲む、二杯は酒酒を飲む、三杯は酒人を飲む」 

J3「酒は飲むとも飲まるるな」 

J4「酒は飲むべし飲むべからず」 

J5「酒は少し飲めば益多く、多く飲めば損多し」 

C1「一天一口酒，能活九十九」（一日一口のお酒で、九十九歳まで生きら

れる「以下の訳は全て筆者訳」） 

   C2「饮酒适量是良药，酒量过度是砒霜」（適当な酒は良い薬になる、過量

な酒は砒素になる）          

C3「会喝酒，能治病；不会喝，能要命」（酒が飲めるなら、病気が治れ

る；酒が飲めないなら、命が奪われる） 

C4「少饮如蜜，醉饮似毒」（少なく飲むと、酒は蜜のようなものである；

酔うほど飲むと酒は毒のようなものである） 

      C5「热酒伤肺，冷酒伤胃」（熱い酒が肺を傷つけ、冷たい酒が胃を傷つけ

る） 

「酒の飲み方」に関して、両国の諺に両国民衆が同様な考え方を持っていること

が窺われる。それは、酒を適切に飲めば、体によい効果が出るが、酒を飲みすぎ

ると、体を壊すことになるということを語っている。日本の諺 J1 では酒は少し飲

めば薬となるということを言っている。J2 は酒を飲む時、はじめは量を加減して

楽しく飲むものだが、次第に酔った勢いで飲むようになり、しまいには人が酒に

飲まれてしまい、正気を失ってしまうということを述べている。J3～J5 は酒は飲

んでもかまわないが、飲みすぎて理性を失ってはいけないということを強調して

いる。日本の諺では、人間が酒をどのように飲むことにより、酒にもたらされた

効果が全然違うということを示唆する。中国の諺では、一日に一口の酒を飲むの

は養生のよい方法であり、飲み方によって、酒が「病を治す薬」と「命を奪うも

の」、「良薬」と「砒素」、「蜜」と「毒」になるという両極端の効果があり、

人に対する様々な影響が述べられている。また、酒の性質によって、熱い酒で肺
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を傷つけたり、冷たい酒で胃を傷つけたりすることになると述べ、内蔵を損ねる

可能性があると酒と養生の関係も語られている。 

(2)酒と人間性 

J6「酒が言わせる悪口雑言」 

J7「酒は本心をあらわす」6 

J8「酒、人を酔わしめず人自ら酔う」7 

C6「一分醉酒，十分醉德」（一分は酒酔い、十分は徳酔い） 

C7「酒后无德」（酒を飲んだ後は徳を失う）8 

C8「酒后吐真言」（酒を飲んだ後は本音を吐く）9 

C9「酒不醉人人自醉」（酒は人を酔わせず、人は自ら酔う）10 

「酒と人間性」に関する諺の中で、両国共に、人が酒に酔った後に人の品性を曝

け出すことが反映されている。酒を飲むと、理性的な自分を失わないように気を

つけなければならないと暗示している。C6 は、酒を少し飲むと、酒に酔ったこと

だけだが、飲みすぎると、本性を失うことになると述べている。J6 と C7 は、酒

を飲んだ後、口から下品な言葉が出やすいと言っている。J7 と C8 では、酒は人

間の本心を引き出すことがあるということを語っている。J8 と C9 はまったく意

味が同じである。酒を飲んだ後、人間は酒の働きで普段では心に隠す事や気持ち

を曝け出す傾向がある。 

 諺に見る「酒と人間性」という関係では、中日の諺は異なるもので表現されて

いるが、同じ意味を表すことが分かった。その内容として、酒は人間性を乱すこ

とがあり、酒を厳しく批判していると同時に、酒を飲んだ後、本音を吐くことも

あると述べられている。即ち、酒は人間の悪い面と本心を引き出すものである。 

(3)酒と人間関係 

J9「酒買って尻切られる」 

J10「酒は先に友となり、後に敵となる」 

J11「親の意見と冷酒は後で効く」 

J12「食い外れはするとも酒外れはせぬもの」 

C10「感情深，一口闷；感情浅，舔一舔」（感情が深いなら、一口に飲む；

感情が薄いなら、ほんの一口に舐める） 

C11「吃酒朋友千个有，落难朋友半个无」（酒を飲む友達は千人がいるが、

困った時友達は一人もいない）11 

C12「陈酒味醇，旧交情深」（長年の酒は味が濃く、長年の友人は感情が深

い） 

「酒と人間関係」という節では、日本語の諺の中で、J9 と J10 は相手に酒をお

ごってやったのに、相手から裏切られることから、人間関係の複雑さと背後にあ

る不信頼感について述べている。J11 と J12 は、親子関係と一般的な人間関係を

述べ、その中で、J11 では、酒は後から酔いがまわるように，親の意見はその時
                                                     
6金丸邦三（1983）P102 
7金丸邦三（1983）P102 
8金丸邦三（1983） P101 
9金丸邦三（1983） P103 
10温端政（2011） P399 
11温端政（2011）P82 
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はすぐにわからなくても、時間が経てばしみじみわかっ てくるものであると示唆

している。J12 では、人付き合いを円滑にするためには、酒は欠かせないもので

あると暗示している。 

一方、C10 は酒宴で相手に勧める時よく聞かれる言葉である。酒を飲むと、互

いに親しみをだんだん増やすことになる。C11 は「酒を飲んだりして、つくった

友達が多いが、困難に出会った時、誰も助けに来てくれない」と、酒と偽の友情

の危うさを表現している。C12 では、友人関係は長く付き合えば付き合うほど友

情が深くなるということを述べている。中国の諺では、酒の味から古い友人関係

を賛美すると同時に、酒で結ばれた友人関係も長く続かないものであり、試練を

耐えるものではないと述べている。 

(4)酒と女色 

J13「酒飲む女は湯巻きはずしてでも飲む」 

J14「色好まぬ男は玉の杯底無きが如し」 

J15「酒と女と博打には錠おろせ」 

J16「陥り易きは酒の海、迷い易きは色の道」 

J17「酒淫の二つは命を鋸挽き」 

J18「とかく浮世は色と酒」 

C13「滁州的酒，女人的手」（滁州の酒、女の手） 

C14「酒坏君子色坏人，烟伤五脏气伤心」（酒は君子を悪くし、色は人を悪

くし、タバコは五臓を損ね、怒りは心を損ね）12 

C15「避色如避难，冷暖随时换」（女色を避けるのは避難するようであり、

寒さと暑さに従い、衣服を増減する）13 

C16「酒色伤人，酒色误事」（酒と女色は人を傷つけ、酒と女色は物事をし

くじる）14 

C17「喝酒不醉最为高，贪色不迷是英豪」（酒を飲むが、酔わないのは最高

で、女色に耽るが、惑わされないのは英雄） 

「酒と女色」に関する日本語の諺を見てみると、J13 は酒の魅力に耐えられな

い女の姿が描かれている。J14 は女性のことにまったく興味を持たない男は、玉

で作ったすばらしい杯の底がないように、人間として欠点のある不完全な人物で

あると述べている。J15 では、酒、女と博打の関係を適切にコントロールできず、

悪い結末に至ることもあるという。J16 は酒と女色の道には身を誤りやすいこと

を 言っている。J17 は、酒と女色に溺れることは、命を少しずつ縮めるようなも

のであるということを述べている。J18 では、この世の快楽は酒と情事に尽きる

ことであると述べている。このように、日本語の諺には、両極端な話が持ち込ま

れている。一つは、酒と女が男に悪い影響を及ぼすことが多く、酒と女を敵と見

なすという考え方である。もう一つは、この世の快楽は酒と情事に付きまとうと

いう考え方である。一方、中国語の諺では、「女」という言葉が現れずに、全て

「色」という言葉で「女色」を意味しているのである。酒と女を同一視される諺

は両言語の諺にも存在している。中国語の諺 C13 では、酒の味を女の手に喩え、

繊細な味であると称賛している。また、C14～C17 は、男はどんな度合いで女色と

                                                     
12温端政（2011）P403 
13温端政（2011）P52 
14温端政（2011）P402 
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酒を扱うかということも気をつけなくてはいけないと述べている。 

両国の諺ともに、「女」と「酒」について、戒めるところに言及された。日本

でも、中国でも、酒と女が同質的な悪いものとして考えられるのは封建時代から

残されてきたものである。女性に対する軽蔑が見られると同時に、女性の社会地

位が低かったことが考えられる。 

(5)酒の両面性 

J19「酒と朝寝は貧乏の近道」 

J20「酒は百毒の長」 

J21「酒は気遣い水」 

J22「酒は諸悪の基」 

J23「酒は諸道の邪魔」 

J24「酒に上から剣の舞」 

J25「酒に十の徳あり」 

（以下は中国に出典のある日本語の諺である） 

J26「酒極まって乱となる」（酒极则乱,卢极卢悲『史卢·滑稽列卢』）15 

J27「酒は百薬の長」（夫盐，食肴之将；酒，百药之长『汉书·食货志』） 

J28「酒は量りなし、乱に及ばず」（肉虽多，不使胜食气。唯酒无量不及乱

『论语·乡党』） 

J29「酒を嗜む無かれ、狂薬にして佳味に非ず」（戒尔勿嗜酒,狂卢非佳

味。能移谨厚性,化为凶暴类。古今倾败者,历历皆可记『诫儿侄八百字』） 

J30「酒口に入る者は舌出ず」（酒入口者,舌出;舌出者,言失;言失者,弃

身。与其弃身,不宁弃酒乎『韩诗外传』） 

J31「酒は詩を釣る色を釣る」（应呼钓诗钩，亦号扫愁帚『洞庭春色』） 

J32「酒は憂いを払う玉箒｣（应呼钓诗钩，亦号扫愁帚『洞庭春色』） 

J33「酒は尽くれば水を飲む」（有酒不辞醉，无酒斯饮泉『柏』） 

J34「花は半開酒はほろ酔い」（花看半开，酒饮微醉，此中大有佳趣『菜根

卢』） 

C18「好酒除百病」（良い酒は百種の病を治す） 

C19「吃了十分酒，方有十分力气」（十分の酒を飲むと、まさに十分の力が

湧いてくる） 

C20「酒病酒药医」（酒で罹った病気は酒薬で治す）16 

C21「酒坏身子，水坏路」（酒は体を壊すが、水は道を壊す） 

C22「滚酒伤身，恶语伤人」（煮えた酒は人の体を傷つけ、悪口は人の心を

傷つける） 

C23「酒落欢肠千杯少，酒落愁肠烦恼多」（喜ぶ時酒を飲むと、千杯でも少

なく、憂い時酒を飲むと、悩み事が多い） 

以上取り上げた日本の諺の中で、J19 は働きもしないで、酒を飲み、朝遅くま

で寝ていたのでたちまち貧乏になるのは当然のことであると述べている。J20～

J23 では、酒は全ての悪事の元であると言っている。J24 では、酒のせいで、人が

酔ったら、剣などのを振り回すような行動に出る危険性があることを述べている。
                                                     
15金丸邦三（1983）P100 
16温端政（2011）P399 
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J19～J24 の表現の中に出ている酒が「気遣い水」、「諸悪の基」、「諸道の邪

魔」、「剣の舞」などに喩えられている。このような言葉を用い、酒がもたらす

悪い効果を人々に警告している。しかし、酒は両面性があると言っても過言では

なかろう。酒はそれなりに人々に愛され、賛美される面もある。J25 は酒には百

薬の長、寿命を延ばす、旅行に食あり、寒気に衣あり、推参に便あり、憂いを払

う玉ぼうき、位なくして貴人に交わる、労を助く、万人和合す、独居の友となる

という十種の長所があると語っている。それから、J26～J34 は中国に出典がある

諺である。中国ではまだ名詩、名句として扱われているが、日本では諺の形に変

ったのである。それぞれの意味を見てみよう。J26 の次に続けて「楽しみに極ま

って悲しみとなる」という文がある。J27 では、酒はどんな薬にもまさる最良の薬で

あることを言っている。。J28～J29 では、酒を好んではいけないと語っている。J30

では、酒を飲むと口数が多くなり、そのために失言も出ることを言っている。J31

と J33 は、北宋の詩人・文章家の蘇軾が酒の効用やすばらしさを賛美したもので

あり、「洞庭春色」、「柏」という詩に見られる名句である。J34 では、ものは

完璧でないところかえって味わいがあってよいと述べている。 

一方、中国語の諺では、C18 と C19 は、酒が体によい影響を与えることを述べ

ている。C20 は問題を引き起こした人はその問題を解決すべきであるということ

の喩えである。C21 と C22 は酒の悪い効果を言っている。C23 では、酒は喜んだ時

飲むと、千杯でも少ないのであるが、悲しい時飲むと、悩み事も増える一方であ

ると述べている。 

「酒よくことを成し、酒よくことを敗る」という中日両国の共通の諺のいうと

おり、中日の諺では、共に酒を称えたり、酒を批判したりしているのである。そ

の中で、酒の悪い所を述べる諺の表現として、日本の諺では、酒を飲むと、人間

は悪事を働く行動に出るという考えが反映されている。中国の諺では、酒が体を

壊すものであるという考えが反映されている。酒のよい所を表現する諺として、

日本では、酒は人間の体と心に働くよい薬であったり、人間関係の潤滑油として

働くものでもある。中国では、酒を飲むと、病気も治ったり、力も入ったりする

ことなどが述べられている。 
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2.3 茶に関する諺 

 
茶は中国に起源があり、神農の時代に茶を飲む習慣が始まっている。中国の茶

は奈良時代に日本に伝わった。日本は中国の影響で、茶文化も大いに発展してい

る。次第にお茶文化は両国国民の生活に入り込んで、人々の飲食は茶と切っても

切れない関係がある。 

(1)茶と食事 

J35「食前のお茶は壁下地洗うが如し」 

C24「茶头酒尾饭中间」（食事をする前に、茶を飲む。食事した後で、酒を

飲む。ご飯は食事中に食べる）17 

C25「早茶晚酒饭后烟」（朝は茶を飲み、夜は晩酌をし、食後にタバコを吸

う） 

C26「茶七饭八酒加倍」（茶は七分ぐらい注ぐ、ご飯は八分ぐらい盛る、酒

は倍ぐらい注ぐ） 

C27「浅杯茶满杯酒」（浅い杯の茶、満杯の酒） 

J35 は、食事の前に茶を飲むことは上塗りする壁の下地を洗うように無駄なこと

のたとえである。ここでは、茶を飲む時間と食事の関係を示している。C24 は食

事の方法を述べると同時に、養生の方法も教えている。C25 は、一日の中で、茶

が飲まれる一番よい時間は朝であると述べている。C26 と C27 では、客を招待す

る時、茶、ご飯、酒それぞれ客に失礼にならないように進めるべき量を言ってい

る。中国社会では、人間関係を順調に運ぶために、重要な媒介としての茶を巧妙

に使用する中国人の礼儀作法が読み取れる。 

 中日の「茶と食事」に関する諺の相違点を言えば、中国では食事の前に茶を飲

むべきだと勧める。これに対して、日本では逆に食事の前に茶を飲んでも、無駄

なことをしただけであると思われている。中日の民衆は茶を飲む習慣の違うとこ

ろが分かっている。また、人間の付き合いは適量（七分程度）に茶を注ぐのが礼

儀だと示唆している。両国とも、茶と食事の関係で、茶は養生と関係あると言っ

ている。 

(2)茶と年中行事・祭り 

J36「七五三のご馳走もお茶一杯」 

C28「吃了元宵茶，男做工来女织麻；吃了元宵果，各人寻生活」（元宵の茶

を飲むと、男は仕事をし、女は亜麻を織り、元宵の果物を食べ、それぞれの生き

る道を探す） 

C29「正月到，吃茶吃元宝」（お正月になると、茶を飲み、餃子を食べる） 

「茶と年中行事・祭り」の関係について、茶は行事と祭りの時に欠かせないもの

として登場することがある。例の J36 は、日本の年中行事である七五三が、どん

な立派な料理でもまずいお茶一杯で台無しになるということであると言っている。

茶の味は七五三のような祭りの雰囲気を左右することが窺える。一方、中国の諺

C28 では、元宵茶を飲むと、元宵節も終わりに近づくの象徴であるので、男女も

元の仕事場に戻らなくてはいけないことを体現している。C29 の「元宝」という

のは「餃子」のことを指している。「餃子」を「元宝」の形に作り、来年のお金

                                                     
17温端政（2011）P67 
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に不自由のない幸福な生活を願うのである。 

以上の諺のように、茶は中国の「元宵節」と日本の「七五三」という祭りと密

接な関係を持っていることが分かる。 

(3)茶の効用 

J37「茶は是、眠りを釣る釣り針」 

J38「濃い茶は目の毒気の薬」 

C30「茶喝多了养身，酒喝多了伤身」（茶をたくさん飲むと、体を養う；酒

をたくさん飲むと、体を傷つける） 

C31「茶水喝足，百病可除」（たっぷり茶を飲めば、百種の病気にも治る） 

C32「茶饭依时人长肉，按时施肥田收谷」（規則正しく食事をすると、人は

健康になり、時間通りに肥料を与えると、田畑は収穫が豊富） 

J37 と J38 は、茶を飲んだら、眠気を払うのに最もいい方法であると言ってい

る。J38 では、「目の毒」と「気の薬」という比喩の表現を使い、濃い茶を飲む

と、目が冴えて眠れなくなるが、気持ちはすっきりするという矛盾した二つの効

果があると教えている。一方、中国語の C30 は、「茶」と「酒」を比較して、そ

れぞれ飲んだ後の違う効果が出てくるという。普段ちゃんとした食事を取り、適

当に茶を飲めば、病気にならないし、体にも健康になるということは C30、C31 と

C32 から見られる。茶の効用に関して、日本の諺は、茶が眠気覚ましに利くこと

に着目している。これに対して、中国の諺は、茶が健康な体をつくる大切なもの

だと指摘している。また、「茶飯」は食事の代名詞として、茶はご飯と同じく高

いレベルの所まで取り上げられている。昔から中国人は茶をどんなに重視してい

るのかが見られる。 

(4)茶と茶具 

J39「石臼芸より茶臼芸」 

J40「石臼切らんより茶臼切れ」 

J41「着物は長持ちから、茶はカンスから」 

J42「茶碗を投げれば、綿で抱えよ」 

J43「茶碗と茶碗」 

J44「茶碗の尻を手に付ける」  

J45「茶碗に箸を立てると不幸がある」 

J46「茶碗を箸で叩くと貧乏神が来る」 

J47「茶を硯水に使えば書置きとなる」 

C33「茶是草,箬是宝」（箬で茶の葉を包むのは最もよい方法）18 

C34「茶瓶用瓦,如乘折脚骏登高」（瓦で茶を保存するのは、足のけがした

馬に乗って、山に登るようなことである）19 

C35「茶缸虽小排桌上，尿壶虽大放床下」(茶器は小さくても、テーブルの

上に置くものであり、便器は大きくても、ベッドの下に置くものである) 20 

J39 では、何でも浅く広く知っているより、一芸にだけ集中するほうがよいと

述べている。J40 は、同じ労力を費やすならば、価値の高いものや利益の多いも

のを作るという現実的な考えが窺える。J41 は、物によってその求める方法、道

                                                     
18温端政（2011）P66 
19温端政（2011）P66 
20温端政（2011）P66 
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が違うことを言っている。J42～J44 では、茶碗を人間に喩え、人との付き合い方

法を教えている。正面衝突すれば、人間関係を悪くする可能性があると示されて

いる。J45～J46 は、茶碗から導かれた日本の古い俗信である。茶碗に箸を立てた

り、茶碗を叩いたりすると、縁起の悪いことが来ると言っている。J47 では、茶

ですった墨を書いた文章は、そのまま遺書になってその人は死ぬことになると述

べている。硯に湯茶を入れることは忌む俗信の一つである。中国語の諺 C33 と

C34 では、茶にまつわる器具は茶の相性にふさわしい材料でないと、茶を長持ち

させることができないということを言っている。C33 の「箬」は若い竹の一種で

あり、「箬竹」で茶を包むと、香りが抜けることなく、いつもいい匂いを保つこ

とができる。C34 では、瓦でつくった器で茶を保存するのは、足をけがした良馬

に乗って山登りしている愚かなであると言っている。C35 では、物事の重要さは

大小と関係がないことを喩えている。 

以上から見て、日本の諺では、茶を飲む器具「茶碗」、茶をひく器具「茶臼」

に言及しており、中国の諺では、茶の葉を盛る器具「茶瓶」、茶を飲む器具「茶

缸」などに言及している。また、同じ茶を飲む器具でも、日本の「茶碗」と中国

の「茶缸」は諺の中で果たす役割がそれぞれ違う。日本の諺は人間関係の有様と

その扱い方を言っている。中国の諺は物事の価値は環境と関係がないことを表現

している。一方、中国の諺は茶の葉を保存する器具に注目して、保つ方法の良し

悪しを述べる。 

(5)茶と人間関係 

J48「茶の花香より気の花香」 

C36「茶越泡越浓，人越交越厚」（茶は置けば置くほど味が濃くなり、友達

は付き合えば付き合うほど友情が深くなる） 

C37「茶薄人情厚」（茶は味が薄く、人間は人情が深い） 

C38「走人家多谢烟茶」（親戚や友人を訪ねて、タバコやお茶のもてなしを

受けたら、厚くお礼だと言える） 

 J48 では、客の招待は、香りのいいお茶を出すよりも、心からお客を歓迎する

ほうが大切であることを述べている。C36～C38 では、「茶と友情」、「茶と人

情」との関係を言っている。C36 では、茶は飲まずに置けば置くほど味も濃厚に

なることから、人間の友情も茶の濃さのように親しくなると言っている。C37 は

主人側がお客を招待する時の謙遜の表現である。また、C38 は、他人から与えら

れた恩恵に対して、どんなに小さいものであっても心からちゃんと感謝しなくて

はならないと述べている。 

 茶と人間関係を語る中日の諺を対照比較して見ると、J48 では、客を招待する

主人側の立場から物事を考えている。中国の諺の C38 では、客として招待される

側から物事を述べている。また、J48 と C37 の意味を対照比較すると、両方とも、

茶より相手に対する気持ちがもっと大切だと述べている。両国の国民は「茶」に

「人情」や「礼儀」を込めることが諺の中に反映している。
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第 3章 中日の諺における表現形式の異同 

 
周知のように、諺は大衆性、韻律性、簡潔さ、道理性、通俗性などを重んじ、各

種の修辞が数多く使用されている。  

修辞技法の種類と総数は国によって違いがある。中国の学者掲侠は『日語修辞研

究』に、修辞技法 38 個があると述べている21。比喩、対照、対句、誇張、擬人、

冗語、省略などを含む。また、日本の学者奥津文夫は、諺の修辞法の技巧を内容

と外形に分け、内容に関する技巧は比喩、擬人、逆説、誇張の四種類があって、

外形に関する技巧は頭韻、脚韻、反復、対照、省略の五種類あるとしている22。 

そして、修辞法の中で、比喩修辞を用いる程度が高いから、諺全体が比喩だと主

張する人もいる。昔は諺を「たとえ」とも呼んでいたこともある。また、外山滋

比古は諺について、「文字は知識の垂直伝達であるのに対し、音声は水平伝達の

機能を持つ。ことわざは文字の認識からはみ出した音声の技である。」と言って

いる 23。しかし、諺は音声言語として伝承されてきたことは今まで重視されなか

ったが、その本来のあり方をつきとめれば、そこに何らかの韻律面にかかわる特

徴が見出される。従って、本稿では、修辞技法の内容に関する比喩と外形に関す

る韻律という二つの修辞法を対象にする。日本語と中国語の「魚」と「米・ご

飯」に関する諺を例にし、それぞれ両言語の諺表現を分析しながら、実際に諺に

現れる表現の特徴を見ていく。 

 

3.1 比喩 

 
 諺の修辞技巧の中では比喩が最も多く用いられる手段である。日本語と中国語

には、比喩とは類似性があるものをほかの物に変えることである。言語の形式を

増やし、深いことを浅くすることによって、理解しやすくなり、また、複雑なこ

とをはっきりと明確にし、抽象的な事物を具体的に生き生きさせ、強い影響力が

あるのは比喩の最大の作用である。日本語の比喩には、直喩、暗喩、換喩、諷喩、

提喩などの種類がある。これに対し、中国語の比喩には、明喩、隠喩、引喩、反

喩、借喩などの種類がある。また、日本語の比喩には、暗喩を三つに細分化する

と換喩、諷喩、提喩という場合があり、大きく分けて直喩と暗喩の二つという場

合もある。従って、本小節では比喩の代表的な直喩と暗喩を取り出して、「魚」

と「米・ご飯」に関する諺に現れる比喩を見てみよう。 

3.1.1 直喩 

                                                     
21掲侠（2005）P1～P14 
22奥津文夫（2000）P31～36 
23外山滋比古（2002）P176 
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直喩は比喩の中で形式が一番簡単で、一番理解しやすいものである。一つの物

事を直接に他の物事に喩えることを指し、明喩とも言う。一般的に、直喩の比喩

詞は明確である。通常「よう」、「如し」、「似たり」といった語句を加え、自

らが比喩であることを明示する。 

J49「魚の水を離れたよう」  

J50「魚の釜中に遊ぶが如し」     

J51「鮟鱇が粕に酔ったよう」   

J52「白魚のような指」    

J53「糠の中で米粒探す」 

C39「如鱼得水」（水を得た魚のよう）24 

C40「五月鲤赛如活人参」（五月の鯉は朝鮮人参に勝る） 

C41「授人以鱼不如授人以渔」（魚を与えるより、魚の釣り方を教えよ） 

C42「人是铁，饭是钢，一日不吃饿得慌」（人は鉄であり、飯は刃金であ

る。一食抜くとひもじくてたまらない）25 
以上の日本語の諺では、「ようだ」や「ごとし」などの言葉を使うことによっ

て、直喩という比喩法が決まった。J49 はただ一つの頼りを失ってどうすること

もできない人のたとえである。J50 では、魚が煮られるのも知らずに釜の中で泳

いでいるように、災難が迫っているのも知らずにのんきに構えていることを述べ

ている。J51 の「鮟鱇面」は、頭と口が大きい鮟鱇のような醜い顔を言っている。

その諺は、酒に酔って赤くしている人をあざける言葉である。J52 では、「女性

の指」を「白魚」に喩えられている。女性の白くてほっそりした指が、半透明で

細長い白魚を思わせるように美しいものである。J53 は、精米をした後の糠の中

からわずかな米粒を探し当てるのは困難なことから、めったに見つからないこと

の喩えである。一方、中国語の諺では、C39 は離れることのできない親密な交際

や、間柄のたとえである。また、苦境から脱して、その人にふさわしい場所を得

て能力を発揮し、大いに活躍することのたとえである。。C40 では、「五月の

鯉」を「人参」に喩え、五月の鯉は朝鮮人参に勝るということを語っている。鯉

の効用を称えている。C41 は、ある人に魚を一匹与えれば、その人は一日食える。

魚の取り方を教えれば、その人は一生を通して食える。何かを与える時、本当に

価値あるものを与えたい時は、ノウハウを与えるほうがいいと述べている。C42

では、「人」と「飯」を「鉄」と「鋼」に喩えて、人は鉄であり、飯は刃金であ

る。一食抜くとひもじくてたまらないことを述べている。また、この諺は誇張法

を用いることによって、ご飯の重要性も強調している。 

3.1.2 暗喩 

暗喩は諺によく使わられる修辞法の一つであり、隠喩とも言う。暗喩と言うの

は物事の類似性をもとにし類推と連想を使い、既知物事で未知物事を理解する考

え方の一つである。暗喩は直喩と違い、言葉の上では、喩えの形式を持たない比

喩である。 

J54「魚の目に水見えず」 

                                                     
24金丸邦三（1983） P220 
25金丸邦三（1983）P189 
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J55「瓢箪で鯰を押さえる」 

J56｢鯛の尾より鰯の頭｣ 

J57｢腐っても鯛｣26 

J58｢鰯の頭も信心から｣ 

J59「食わぬ飯が髭に付く」  

C43「缘木求鱼」（木に縁りて魚を求む）27 

C44「鱼与熊掌不可兼得」（魚と熊掌を同時に得るのは不可能なこと） 

C45「酒嚢飯袋]（酒の袋と飯の袋）28 

C46「偷鸡不成蚀把米」（鶏を盗んで得をしようと思ったがうまくいかず一

握りの米を損する） 

まず、日本語の諺における例を見てみよう。J54 は水の中に棲んでいる魚は水が

見えないという生き生きとする言語表現で人々は自分の身に起こられた事件を疎

かにしやすい、判断に迷いやすいという道理をメタファーしている。J55 では、

ぬるぬるした鯰を瓢箪で押さえようとしても逃げられてしまうから、ぬらりくら

りした捕らえる所のない態度や要領をえないことに喩えている。J56 の諺は文字

通りによって訳すれば｢沙丁鱼的头赛过鲷鱼的尾巴｣になる。ここで鯛はすばらし

く大きい団体の喩えであり、鰯はつまらなく小さい団体の喩えである。即ち、大

きい団体で低い地位に甘んじているよりも、小さい団体でその長となる方がよい

という意味である。J57 では、「本来価値のあるもの」を「鯛」に喩え、腐って

しまった鯛は食べられませんが、依然として魚の王者であるということから、も

ともと立派なものは、たとえ痛んでいてもそれなりの値うちがあるということを

暗喩する。J58 の諺はほかの人から見るとつまらないものでも、信じてる人にし

て見れば神様のようにありがたく思われるという寓意を言っている。J59 は食べ

もしない飯粒がいつの間にか髭に付いていたため、盗んで食べたのではないかと

疑われるということから、身に覚えのない罪を着せられるのたとえである。一方、

中国の諺では、C43 は木に縁りて魚を求める、つまり方向や方法を間違うと目的

を達することができないという道理を教えてくれる。C44 は日本語の「二兎を追

う者は一兎をも得ず」29と大体同じ意味になる。同時に二つのことを得ようとす

ると、結局はどちらも得ることができないという意味である。また、C45 では、

何の役にも立たない人のことを「酒嚢飯袋」のように喩えられる。酒を飲み飯を

食うばかりで、生涯を無為に送る人を指す。C46 では、悪いことをしようと思っ

てかえって損をするということを示唆している。以上の「魚」に関する両国の諺

を対照比較して、日本語の諺が圧倒的に多い。海に囲まれている日本に対して、

中国は東方だけ太平洋に面しているが、西方は山岳地帯や砂漠が延々と続いてい

る。だから、多くの中国人は魚の正式名称をあまり知らないし、中国の諺の中で

も魚の種類は明確に示されていないことが見られる。 

以上の例で見えるのは、社会的、文化的、地理的背景により、伝えようとして

いる内容が大体同じであっても、諺の中で使われている題材や比喩に違いがある。

これはまさに国民の生活を反映している諺文化の一つ特徴とも言える。また、武

                                                     
26金丸邦三（1983）P78 
27金丸邦三（1983）P70 
28金丸邦三（1983）P225 
29金丸邦三（1983）P870 
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田勝昭「諺の面白さは、現実においてはほとんど無縁といってよい二つの対象を、

ただ一つのしかもあまり本質的でない性質を共有していることを根拠として、強

引に結び付ける、その唐突さにある」と述べている30ように、様々な比喩によっ

て、諺の表現がより豊かになることが見られる。諺は長くその生命を保つために、

時には比較の対象物に奇抜な事物を用いたり、印象深い言葉を用いたりして、

人々の注意を引き、心耳を刺激することによって、聞き手の頭に強く印象付けよ

うとする手法が見られる。 

 

3.2 韻律 

 

諺は韻律上の美しさを作り出すために、リズムと押韻が非常に重視される。そ

の結果、諺は口でしゃべっても耳で聞いても独特の響きがあって、伝わりやすく、

また覚えやすい言葉になる。諺のリズムは大体詩のリズムと同じである。「魚」

と「米・ご飯」に関する諺を例にして、それぞれのリズムはどうなっているを見

てみよう。 

3.2.1 日本語の諺の韻律 

(1)日本の和歌や俳句には、特定のリズムがある。日本の和歌や俳句のリズムに倣

って出来たものだから、即ち「五」、「七」、「五・五」、「五・七」、「七・

五」、「七・七」、「五・七・五」のような型であるものが多い。この型の諺の

数は日本語の諺の総量で大きな比率を占める。 

例えば：J60「鯖を読む」（五）31  

J61「人は武士、魚は鯛」（五・五） 

J62「秋鯖は嫁に食わすな」（五・七）   

J63「まな板の鯉」（七） 

J64「及ばぬ鯉の滝のぼり」（七・五）32 

J65「鯉が踊れば泥鰌も踊る」（七・七） 

J66「大倉の梯米」（五・五） 

J67「いつも月夜と米の飯」（七・五） 

J68「飯と道とは早いほどいい」（七・七） 

(2)押韻 

例えば：J69 亀の甲より年の功33 

    J70 魚心あれば水心34 

                                                     
30武田勝昭（1992）P144 
31金丸邦三（1983）P102 
32金丸邦三（1983）P30 
33金丸邦三（1983）P285 
34金丸邦三（1983）P30 
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J71 河豚は食いたし、命は惜しし35 

J72 鱧も一期海老も一期 

J73 魚の目に水見えず、人の目に空見えず 

J74 牡丹餅は米、辛抱は金 

J75 うちの米の飯より隣の麦の飯36 

以上のように、日本の諺は決まった音節数で構成するとは言えないが、和歌・

俳句よりさらに短く、日本人の口拍子に乗りやすく、記憶されやすい形式をとっ

ているように思われる。「日本人の肺活量からすれば、一息で言い切れる 16 音

～17 音ほどで構成されるものが多い」から、諺は十七音以下のが圧倒的に多い。

一方、一つの諺の中で同じ言葉或いは同じ発音の言葉を繰り返して出現して、音

節も整って、助詞も対応して、諺の表現をきちんとするようになった。さらに、

強調する効果をもたらしている。日本語の韻律構造は簡単で、この特徴を巧みに

利用して諺が理解しやすいのではないかと思われる。 

 

 

 

3.2.2 中国語の諺の韻律 

中国語の諺は主に話し言葉に使われ、構造も固定していないのは一つの特徴で

ある。また、大部分の諺は四つ以上の音節から構成されている。これは中国人が

昔から対称美を追求しているからである。 

(1)四字諺のリズム 

一般的に、四字諺のリズムは「二・二」で切れる。 

例えば：C47「缘木/求鱼」（木に縁りて魚を求む）37 

C48「鱼溃/鸟散」（魚と鳥が総崩れになる） 

C49「柴米/夫妻」（柴と米のことで夫婦関係を結ぶ）38 

C50「十米/九糠」（ご飯の中にが糠多い） 

しかし、同じ四字の諺でも、場合によりリズム上の区切りと、理論上の切れ目

とは一致しないこともある。 

(2)五字諺のリズム 

五字諺のリズムは大部分が「二・一・二」、「二・三」、「二・二・一」で切

れる。 

例えば：C51「近水/知/鱼性」「二・一・二」（水に近寄れば魚の習性が知れ

る）39 

C52「水宽/鱼儿大」「二・三」（水面が広いほど魚が大きくなる）40 

                                                     
35金丸邦三（1983）P204 
36金丸邦三（1983）P32 
37金丸邦三（1983） P70 
38温端政（2011）P68 
39耿文輝(1982)P101 
40金丸邦三 1983）P219 
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      C53「鱼往/深处/游」「二・二・一」（魚は水の奥底を目指して泳ぐ）41 

C54「好稻/出/好米」「二・一・二」（良い稲が良い米を生み出す）42 

 (3)六字諺のリズム 

六字諺のリズムは「二・二・二」の形が多いが、例外に「三・三」という形も

存在している。 

例えば：C55「海深/不怕/鱼大」（海が深ければ魚がどんなに大きかろうと平気

だ）43 

C56「放长线/钓大鱼」（糸を長く伸ばして大きな魚を釣り上げる） 

C57「觥饭/不及/壶飧」（用意ができていないご馳走より、湯漬けのほう

が飢えを凌ぐ）44 

C58「有酒胆/无饭力」（外見上は強暴に見えるが実質は弱いもの） 

(4)七字諺のリズム 

七字諺のリズムは「二・二・三」で切れるものが多い。諺によって、「二・

三・二」で切れるものもある。 

例えば：C59「逃走/鳗鱼/臂膀大」（逃げた魚は大きい）45 

C60「小鱼/翻不起/大浪」（小さな魚では大きな波を越えられない）46 

C61「偷鸡/不着/蚀把米」（鶏を盗んで得をしようと思ったがうまくいか

ず一握りの米を損する） 

C62「捧着/金卢碗/要卢」（役に立つ物を持ちながら、使わないでしまっ

ておく）47 

(5)八字諺のリズム 

八字諺や八字以上の諺は、リズムが多種多様であり、固定した法則はない。 

例えば：C63「逃走的鱼/都是大的」（逃がした魚は大きい）48 

C64「一条鱼/弄得/满篮子腥」（一匹の魚のせいで、かごが生臭いにな

る）49 

C65「巧妇/难为/无米之炊」（賢い主婦でも米がなければ飯は炊けな

い）50 

(6)押韻の諺 

前述の(1)～(5)は全て単句形式の文であるが、対句形式の諺は、リズムのほか

に、押韻することも一つの顕著な特徴である。諺の前句の語尾と後句の語尾にお

ける文字の「拼音」は韻母がまったく同じである。それを押韻という。 

                                                     
41耿文輝(1982) P96 
42耿文輝(1982)P104 
43耿文輝(1982)P96 
44温端政（2011）P68 
45金丸邦三（1983） P168 
46金丸邦三（1983）P168 
47金丸邦三（1983）P131 
48金丸邦三（1983）P168 
49耿文輝(1982) P102 
50金丸邦三（1983） P161 
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例えば：C66「鱼往深处游，人往高处走」（魚は水の奥底を目指して泳いで、人は

高い所へ向かう）51 

C67「好塘无水鱼难养，肥田无水难栽秧」（良い池の中に水がないと魚が

養えなく、肥えた田の中に水がないと稲の苗が植えない）52 

C68「鱼跳龙门望上游，鸟飞青山望树头」（魚は龍門を超えて川上を目指

し、鳥は青い山を飛んでいて梢に向かう）53 

C69「衣来伸手，饭来张口」（服が与えられれば手を伸ばして着て、飯が

与えられれば口を開けて食う） 

両国の諺とも、その独自の韻律を持っているのである。また、前述のとおり、

日本語の諺のリズムは和歌や俳句のリズムにしたがってできたものである。即ち

「五」、「五五」、「五七」、「七」、「七五」、「七七」のような型の諺の数

が多い。これに対して、中国語の諺は詩と四字故事成語の影響を受け、そのリズ

ムは大体詩や四字故事成語のリズムと同じである。中では四字、五字、七字の諺

のリズムが数多く存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
51耿文輝(1982)P96 
52耿文輝(1982)P98 
53耿文輝(1982)P97 
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第4章 終わりに 

 
 本稿では飲食に関する「酒」、「茶」、「魚」と「米・ご飯」の諺の例を挙げ

ながら、両国国民の考え方の共通点と相違点、またその表現形式の特徴を探求し

てみた。 

1、酒に対する考え方の共通点として、「酒の飲み方」では、少なく飲むと体に

よいことになるが、多く飲むと体に悪い影響を与えると述べている。「酒と人間

性」では、中日とも、酒を飲むと、人間の悪いところを暴露して、本音を吐くこ

とがあると言っている。「酒の両面性」では、中日の諺とも酒の良し悪しが語ら

れている。「酒と女色」では、両国とも、酒と女が同質的な悪いものだと考えら

れる。女色を戒めるべきであると述べている。一方、酒に対する考え方の相違点

として、「酒と人間関係」では、日本では、酒で結ばれた人間関係の複雑さと背

後にある不信頼感が窺えた。中国では、酒が人間関係をスムーズにするための欠

かせないものだと言っている。酒に関する諺には、酒の風俗習慣が反映されてい

る。酒の風俗習慣では、各民族の心理と性格特徴を表現している。このように、

酒に関する諺の対照比較から、中日両国の民衆は酒に対する考えがどうなってい

るかを窺うことができた。 

２、両言語の諺に現れている茶に対する考え方の共通点として、茶の「益」が中

日の民衆に認識されていて、日常生活で茶が活用されている。また、茶の味が如

何にも関わらず、「人情」の溢れる人間関係と礼儀を大事にすることが窺えた。

一方、茶に対する考え方の相違点として、日本では、食事前の茶を飲んでも無駄

であると述べているが、中国では、茶は食事の前に飲んだほうがいいと言ってい

る。また、茶と人間関係の面では、日本では、お客を招待する気持ちつまり

「意」を重んじ、中国では、人に対する礼儀正しさと友情を重んじることが分か

った。また、中国では、茶は人間関係をスムーズにするために、適量に（七分程

度）に注ぐのが礼儀だと考えられている。茶に関する諺の比較から、同じ「茶」

に対しても、茶文化の背景が相異し、物事を見る立場が違うから、表現の仕方、

語られている諺の内容も異なっている。また、中日両国の茶文化の痕跡が諺に潜

んでいることも窺うことができた。 

３、「魚」と「米・ご飯」に関する諺の表現形式を対照比較することによって、

諺のバラティーに富む表現だけではなく、諺に潜んでいる昔の知識、民衆の知恵

や処世の術なども学ぶことができる。韻律の美しさという点では、両言語の諺と

も、形式的に押韻、簡潔、対句などの要素を備えているので、中国語と日本語の

入門段階での発音練習にも適切である。また、日本語の諺のリズムは和歌や俳句

のリズムにしたがってできたものである。中国語の諺は詩と四字故事成語の影響

を受け、そのリズムは大体詩や四字故事成語のリズムと同じであるため、諺の文
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言的要素は書面語や古典語学習への橋渡しにもなると考えられる。 

両言語の諺を対照比較することによって、両国国民の考え方の類似点と相違点

を少々触れてみた。また、異なる文化を背景にした諺の表現も身につけることが

できた。このような諺は語学を学習することに大いに役に立つであろう。 
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