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1.　はじめに

動物のイメージは、国や文化圏によって当然異ってくるということは想像に難くないで

あろう。さらにその国の民俗や文化圏における重要な動物の優劣というのも当然異ってく

る。例えば日本や韓国といった中華文明の影響を濃厚に受けた文化圏内では｢十二支｣や
｢竜｣、それに｢鳳凰｣は非常に重要な(想像上の)動物であるが、それ以外の文化圏ではさほ

ど重要ではないと思われる。

文化によって民族的に重要な動物と重要でない動物を調査し、どのようなメタファーが

あるのかを研究することは非常に興味深いテーマである。例えば韓国では建国伝説などで

重要な役割を果たしている｢虎(호랑이)｣と｢熊(곰)｣は、日本ではあまり民俗的重要度が高く
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ないと思われる。そこで本研究では｢虎(호랑이)｣と｢熊(곰)｣に対して、どの部分に注目して

喩えられているのかというメタファーの顕著性の相違点を探ることを目的とし、インター

ネットのWWWページとことわざというデータベースから得られたデータを基に比較調査

を行った。

2.　先行研究

　

ここでは、本研究を行うにあたり、その基礎となった動物のイメージを中心に行われた

研究先行研究を分析して行く。

2.1 송 숙(2008)

日本の｢虎｣のイメージは송 숙(2007)が次のように述べている。

자연적으로 서식하는 호랑이의 이미지와 달리, 일본의 만화에서는 사냥개에 게도 당하는 매우 

나약하고 어리석은 동물로 묘사되고 있다. 이것은 유사 이래 일본열도에는 호랑이가 서식하지 

않았다 라는 말처럼, 일본인에게는 야생의 호랑이를 접할 기회가 없었던 것이 가장 큰 원인이라 

할 수 있다.

(野生の虎のイメージとは異なり、日本の民話では猟犬にも負けたりする非常に貧弱で間抜けな

動物として描写されている。これは、有史以来、日本列島には虎が生息していなかったという

言葉の通り、日本人には野生の虎に接する機会がなかったことが も大きい原因であると言え

る。)

　日本には｢虎｣のイメージはあまり存在していないことを証明している。

2.2 천전기(2004)

　韓国民俗において｢호랑이(虎)｣は非常に重要な動物の一種でることは、1988年ソウル

オリンピックのマスコットであったことからわかると思う。천진기(2004)は以下のように

韓国語の｢호랑이(虎)｣について説明している。
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재앙을 몰고 오는 포악한 맹수로 이해되기도 한다. 또한 은혜를 갚을 줄 아는 예의바른 동물로 

접받기도 하고, 골탕을 먹일 수 있는 어리석은 동물로 전락되기도 했다. 우리 조상은 호랑이를 

좋으면서 싫고, 무서워하면서 우러러보았다.

(災難を持って来る暴悪な猛獣とされたりもするが、報恩を忘れない義理堅い動物として扱われ

たり、酷い目にあわされたりする間抜けな動物とされたりもした。我々の祖先は、虎を好みつ

つ嫌い、恐れつつ 敬していた)

以上のように、韓国語における｢호랑이(虎)｣は、畏怖と恐怖の二面性を持つ存在である

ということがわかる。

2.3　永井理恵子(2007)

日本では、稲作中心の社会であったため、狩猟中心の社会に比べ｢熊｣に対する関心が薄

い。しかし、北海道に住むアイヌ民俗には｢熊送り｣という祭祀が存在するほど｢熊｣との関

連が深い。永井(2007)によると、彼らにとって｢熊｣とは次のように述べている。

いちばん高い山を守るために、天の国から降ろされた位の高い熊の神｣と述べており、さらに

｢アイヌの人々にとっては単なる猛獣ではなく、神であり、特にヒグマは神々の中でも特別な格

を有する神である。

以上のように、長い間農耕中心で生活してきた日本では、一部地域を除き｢熊｣との関係

性は薄いと言える。

2.4　김종 (2008)

韓国建国神話である壇君神話の中で｢곰(熊)｣は非常に重要な役割を持っている。壇君神

話の中での｢곰(熊)｣を김종 (2008)は以下のように述べている。

곰에 한 상징성을 보면 신성함을 찾기 어렵다. (中略) 곰을 女性的 存在로 이해하여 왔다. 물론 

이것은 웅녀 이래로의 성적 선택이 여성으로 자리잡은 결과이기도 하지만, 그 이후 전설 시 에 

있어서도 곰은 여성적인 존재로 인식되었다. (中略) 곰의 폄하문제는 미련함으로 극치에 이른다. 

곰의 미련함은 다른 동물과 비교될 수 없을 정도이다. 하지만 곰의 미련함을 긍정적인 우둔함으로 
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표현하기도 한다. 실제 행동에서는 우둔하고 미련하지만, 이를 긍정적으로 바라보는 이유는 아마

도 단군신화에 출현하는 웅녀 때문이 아닐까 판단된다.

(熊に対する象徴性を見ると、神聖さを見つけることは難しい。熊を女性的存在として理解して

きた。もちろんこれは、熊女以来の性的選択が女性で占められてきた結果でもあるが、それ以

後の伝説時代においても熊は、女性的な存在として認識されていた。熊を見下している問題

は、鈍間さに尽きる。熊の鈍間さは、他の動物と比べ物にならないほどである。しかし、熊の

鈍間さを肯定的な愚鈍さとして表現したりもしている。実際の行動では、愚鈍で鈍間である

が、これを肯定的に解釈する理由は、恐らく壇君神話に出現する熊女の影響であろうと判断さ

れる)

以上のように、韓国では伝統的に｢곰(熊)｣を女性的であると見てきており、さらにその

性格もやや知的水準が低く認識されている。

3.　調査概要

まず、インターネットでの調査方法であるが、メタファーを調査する際の検索ワードを

設定する時に、メタファーは類似性に基づいて意味が拡張されているということを踏ま

え、｢のように(な)~／みたいに(な)~｣とすることにより｢~｣というベースを写像している部

分を浮かび上がらせ、｢ように(な)~／みたいに(な)1)｣と｢~｣の部分の共起頻度を調査すると

いう方法で行った。また検索エンジンは、ロボット型検索エンジンの代表である2)グーグ

ル(http://www.google.co.jp3))のフレーズ検索を使用した。

さらに検索オプションで検索の対象にする言語を日本語(検索の対象にする地域を日本、

ページの 終更新日を1年以内、検索の対象にする箇所をページ全体に設定し検索を行っ

た。グーグルの場合、検索結果のページを進めていくと｢ も的確な結果を表示するため

に、上の863件と似たページは除外されています。検索結果をすべて表示するには、ここか

ら再検索してください｣という斜字体でメッセージが表示され、ここに現れた件数(上記の

 1) 韓国の場合は｢~같이／처럼(~のように／みたいに)｣及び｢~같은(~のような／みたいな)｣で検索を行った。

 2) 近藤(2007)は近年はディレクト型よりロボット型の方が優れていると述べている。また、荻野(2004)は
日本の主要検索サイトはグーグルを使用しており、日本で も検索力があるとしている。

 3) 2007年にグーグルはWebから抽出した約200億文(約2550億単語)の日本語データから作成したデータを

公開している。(http://googlejapan.blogspot.com/2007/11/n-gram.html参照)
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例だと863件)に同一サイトは重複と見なし、カウントしない。異なるサイトからの引用文

であっても、引用文が同一である場合も、重複と見なしカウントしない。性的表現を含む

スニペット4)は一般的に使用されないと言う理由でカウントしない、という条件を加え調

査・分析を行った。

検索表現は、日本語の場合は漢字・ひらがな・カタカナと3種類の表記で検索を行った。

韓国語の場合はハングル表記だけとなり、検索ワードで抽出される語彙数は、日・韓では

基本的に大きく差が開くことになる。しかし本研究では、語彙数の多寡を調査するもので

はないので、問題はないと思われる。

抽出されたものを評価する基準として本研究では、tスコアを利用した。tスコアとは、統

計学から転用された、2つの語の共起関係の統計的有意性を測る指標で、概念的には、共起

の程度が偶然による確率を超えていると、どのくらいの確かさで言えるのかを示す指標で

あるとしている。式は以下の通りである。

t ＝
(共起頻度 ╶ 中心語頻度 × 共起頻度)

 ÷ √共起頻度
コーパス総語数

さらに斎藤ら(2005)は、コロケーション性を判断する基準値は厳密に決まっているわけ

ではないが、石川(2006)も述べているように、tスコアは2以上が基準とされることが多いと

しており、本研究もこれらの基準に従うこととした。尚、計算ソフトは、Microsoft社製の

Office Excel 2007を使用した。

次に、ことわざの調査方法であるが、先行研究を基にそれぞれの動物のイメージのカテ

ゴリー化を行い、さらにそれらの動物のイメージの確認のために、日本の場合は日本国語

大辞典や日本民俗語大辞典などを始めとする辞書で該当の動物を調査した。韓国の場合

は韓国文化상징사전(韓国文化象徴辞典)5)や한국민속 사전(韓国民俗大辞典)という事

典・辞典を参考・引用した。さらに、そこからカテゴリー化したイメージにそれぞれの動

物に関することわざを分類した。

 4) インターネットを使った検索で、検索結果ページにおいて、ウェブページにリンクされた文字列の下

に表示される、検索語を含む抜粋のこと。

 5) 韓国語の和訳は筆者。以下全て同じ。
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4.　比較結果

4.1 ｢虎｣及び｢호랑이｣に関するメタファー

4.1.1 ｢虎のように／みたいに｣及び｢호랑이 같이／처럼｣の比較結果

表1は日韓両国語の｢虎のように／みたいに｣及び｢호랑이 같이／처럼｣の検索結果からtス

コアが2以上のものを取出し、tスコア順でまとめたものである。

表1 ｢虎のように／みたいに｣及び｢호랑이 같이／처럼｣における共起頻度(tスコア順)

日本語 韓国語

X Y XYの
度数

tスコア X Y XYの
度数

tスコア

 1 虎のように

／みたいに
強い 24 4.90

호랑이 같이／처럼
(虎のように

／みたいに)

무섭다
(怖い) 26 5.10

 2 虎のように

／みたいに
力強い 6 2.45

호랑이 같이／처럼
(虎のように

／みたいに)

용맹하다
(勇猛な) 10 3.16

 3 虎のように

／みたいに
激しい 5 2.24

호랑이 같이／처럼
(虎のように

／みたいに)

사납다
(荒々しい) 5 2.24

 4 虎のように

／みたいに
獰猛な 4 2.00

호랑이 같이／처럼
(虎のように

／みたいに)

예리하다
(鋭い) 4 2.00

 5 虎のように

／みたいに

호랑이 같이／처럼
(虎のように

／みたいに)

강하다
(強い) 4 2.00

表1の結果から日韓両国語共に類似した語彙が検出されたことがわかるが、日本には｢虎｣
は生息していなかったため、日本の｢虎｣の特徴を意味する語彙は検出されず、｢肉食獣であ

る、人を襲う、(中国、朝鮮半島では)畏怖の対象である｣といった知識から得られたイメー

ジを基にして作られたため、どの肉食獣にも適用できる一般的な語彙が検出されたと思わ

れる。

韓国語の｢호랑이｣からは｢무섭다(怖い)｣が も多く検出された。申恵淑(2009)も述べてい
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る通り、韓国語では冷酷で恐ろしい人やその存在を｢호랑이(虎)｣を使い｢호랑이선생님(虎先

生)｣や｢호랑이감독(虎監督)｣と表現するが、これは日本語の｢鬼｣に当るものであり、今回の

調査でも｢무섭다(怖い)｣以外にも｢사납다(荒々しい)｣や｢예리하다(鋭利な)｣｢강하다(強い)｣
のように恐怖の対象となっていることがわかる。ただし、これらの恐怖の対象となろうと

思われる語彙からマイナスイメージを想起すると思われるが、実際は韓国語における｢호랑

이(虎)｣のイメージは천진기(2004)が以下のように述べている。

호랑이는 설화에서 주로 웃음과 교훈을 주는 동물로 묘사되기도 하지만, 실제의 용맹함과 달리 

우둔하고 어리석은 모습으로도 등장한다.

(虎は説はでは、主に笑いと教訓を与える動物として描写されているが、実際の勇猛さとは異な

り愚鈍さと間抜けな姿でも登場している)

このように、非常に親しみある姿という一面もあるが今回の調査からは、そのような語

彙は検出されず、畏怖を意味している語彙が検出された。

さらに송 숙(2007)の述べる日本の｢虎｣の特徴である｢나약하다(貧弱な)｣や｢어리석다(間

抜けな)｣といった語彙は見られず、逆に韓国と類似した語彙が検出されたということを考

慮した場合、日本には虎が生存していなかったということが上記のような結果になった大

きな理由であろうと思われる。

4.1.2 ｢虎のような／みたいな｣及び｢호랑이 같은｣の比較結果

表2は日韓両国語の｢虎のような／みたいな｣及び｢호랑이 같은｣の検索結果からtスコアが2

以上のものを取出し、tスコア順でまとめたものである。
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表2｢虎のような／みたいな｣及び｢호랑이 같은｣における共起頻度(tスコア順)

日本語 韓国語

X Y XYの
度数

tスコア X Y XYの
度数

tスコア

 1 虎のような

／みたいな
模様 25 5.00

호랑이 같은
(虎のような

／みたいな)

어머니
(母) 5 2.24

 2 虎のような

／みたいな
目 7 2.65

호랑이 같은
(虎のような

／みたいな)

기상
(気性) 4 2.00

 3 虎のような

／みたいな
爪 4 2.00

호랑이 같은
(虎のような

／みたいな)

눈
(目) 4 2.00

 4 虎のような

／みたいな

호랑이 같은
(虎のような

／みたいな)

남자
(男) 4 2.00

 5 虎のような

／みたいな

호랑이 같은
(虎のような

／みたいな)

성격
(性格) 4 2.00

表2の結果の通り、日本語の場合は｢模様｣｢目｣｢爪｣といった語彙、つまり外面的特徴に注

目しており、韓国語の場合は｢어머니(母)｣｢기상(気性)｣といった語彙、つまり内面的特徴に

注目していることがわかった。これは民俗的に親しみを感じていない動物は外面的特徴、

つまり客観的に注目しており、反対に民俗的に親しみを感じている動物には内面的特徴、

つまり主観的に注目しているという説で説明ができると思われる。つまり、民俗的に親し

みを感じていないと動物を擬人化することが難しくなり、どうしても見たそのままの姿で

メタファーを作る傾向があるということである。

日本語の場合は、外面的な特徴、つまり客観的な特徴から想起していることがわかっ

た。1位に検出された｢模様｣であるが、日本語には｢虎刈り(頭髪などの刈り方がへたで、虎

の毛模様のように段々になっていること)｣のように、｢虎｣の｢模様｣に注目し、そこから意

味派生した語彙が存在していることから、｢虎のような／みたいな模様｣が非常に特徴的な

ものであることがわかる。また、2位に検出された｢目｣であるが、｢虎のような／みたいな

目｣を意味している例を以下に挙げた。
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・2010年9月28日

｢からかってやろうと思って、胸に手を持っていくと突然虎のような目に変わり押し倒された

(*ﾟｪﾟ*) でもすぐに｢スイマセン..｣｣(www.moeta.net/articles/view/1285997627)

・2011年3月31日

｢構えから獲物を仕留める虎のような目で. 相手ピッチャーを見ています｣
(www.hyogo-daihatsu.com/blog/?p=45380)

 ・2011年6月15日

｢きみがベレー帽を取る前から、ぼくは気がついていた。きみの目は激しくて野性的で、それな

のに妙に超然としている。虎のようなその目で見られたとたんにわかったよ。｣
(www.papy.co.jp/act/books/1-902228)

・2011年6月19日

｢その虎のような眼のパワーは洞察力を高め、物事の本質を見抜き、災厄を退け、成功をもた

らすといわれています。｣(www.gmo-toku.jp)

上記の例から｢虎のような／みたいな目｣とは、｢獲物を狙う｣｢鋭い｣という意味だけでな

く｢判断力のある｣｢見通す｣といった意味もあることがわかる。このことは｢虎｣が｢強い｣｢力
強い｣｢獰猛な｣といった前提が存在しているからであり、何もないところから想起されてい

るものではない。また｢模様｣｢目｣｢爪｣といった語彙から外面的な特徴、つまり客観的な特

徴からイメージを想起していることがわかった。｢虎のように／みたいに｣で検出された

｢力｣や｢獰猛な｣といった語彙は検出されなかった。

韓国語の場合は、｢기상(気性)｣と｢성격(性格)｣という性格に関する語彙が2つ検出されて

おり、そのことから｢호랑이(虎)｣は性格に注目されているということである。その性格は

どのようなものなのかは、表1から｢무섭다(怖い)｣や｢사납다(荒々しい)｣ということがわか

る。韓国においては｢호랑이 같은(虎のような／みたいな)｣は、外見や行動的にはあまり特

徴がないが、内面的なものに注目してメタファーが作られていると言えそうである。また3

位に検出された｢눈(目)｣であるが、どのような｢눈(目)｣が｢호랑이(虎)｣のようなものなのか

を例文から調査したが、外面的特徴を示している例文はなく、ニュアンス的に｢날카롭다

(鋭い)｣や｢강하다(強い)｣といった｢注視する｣といったものであった。以下に例を挙げた。
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・2011年6月3日

｢흉포한 호랑이 같은 눈 모양이 공포심을 불러일으키는 부탄호랑나비｣
(狂暴な虎のような目模様が恐怖心を起すシボリアゲハ)｣
(leeyj0906.tistory.com/entry/유년의-추억을-재테크하라)

・2011年6月10日

｢그 호랑이 같은 눈으로 좌고우면을 시작한｣
(その虎のような目で左顧右眄を始めた)

(www.sateconomy.co.kr/news/articleView.html?idxno=10442)

・2011年6月26日

｢어떤 사람들은 호랑이 같은 눈이 무섭다고도 하지만 살아있는 눈빛과 카리스마｣
(ある人々は虎のような目が怖いと言うが生きている眼光とカリスマ)｣
(blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=70skyangel&logNo)

　

上記の例のように日本語は｢獲物を狙う｣や｢判断力のある｣といった｢目｣であり、韓国語

も｢무섭다(怖い)｣といった｢目｣であることがわかった。このことから日韓国国語共に｢虎の

ような／みたいな目｣及び｢호랑이 같은 눈｣は外面的な形状や状態を意味するものではな

く、内面的なイメージを想起する｢目｣であることがわかると思われる。

4.1.3 ｢虎｣及び｢호랑이｣に関することわざの比較結果

日本の｢虎｣は日本国語大辞典では｢比喩的に勇猛果敢な人。また恐れ重んじられる人。

酔っぱらい。泥酔者｣としている。また、今回の調査結果からプイラスイメージを｢英雄(虎

嘯けば風騒ぐ、虎は風に毛を振るうなど)｣｢勢いが盛ん(虎は千里行って千里帰る、虎は千

里の薮を越すなど)｣｢潔白(虎は飢えても死したる肉を食わず)｣、マイナスイメージを｢危険

(虎の尾を踏む、虎の口など)｣｢凶暴(虎狼より人の口恐ろし、虎にして冠する者など)｣｢酔っ

ぱらい(虎になる)｣とした。

韓国語の｢호랑이(虎)｣は국어 사전(国語大辞典)では、｢몹시 사납고 무서운 사람의 비

유(非常に荒々しく怖い人の比喩)｣としている。また강성 (2004)ではプラスイメージを｢위
세(威勢)｣としており、マイナスイメージを｢두렵다(恐ろしい)｣｢포악하다(暴悪な)｣としてい

る。さらに벌로마(2009)ではプラスイメージを｢힘이 있다(力がある)｣｢용맹하다(勇猛な)｣と
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しており、マイナスイメージを｢강하다(強い)｣｢야생성(野生的)｣｢사납다(荒々しい)｣｢보수적

(保守的)｣としている。

以上のように先行研究からマイナスイメージに｢사납다(荒々しい)(산중 왕은 호랑이다. /

山の中の王は虎だ)｣｢강하다(強い)(호랑이 없는 산에서는 살쾡이가 호랑이 노릇을 한다. /虎が

いない山には、山猫が虎のふりをする)｣｢포악하다(暴悪な)(마음을 잘 쓰면 남산 호랑이도 사

귄다. /気遣えば、南山の虎もつきあえる)｣を入れ、今回の調査結果からプラスイメージに

｢권세(権勢)(하늘로 호랑이를 잡는다／空で虎を捕まえる)｣｢용감하다(勇敢な)(호랑이는 뒷걸

음질을 하지 않는다. /虎は後ずさりをしない)｣｢훌륭하다(立派な)(호랑이는 세 살 먹은 아이가 

봐도 호랑인 줄 안다. /虎は三歳になる子供が見ても虎だとわかる)｣、マイナスイメージに

｢무섭다(恐い)(뒤로 오는 호랑이는 속여도, 앞으로 오는 팔자는 못 속인다.  /後から来る虎は騙

せても、前から来る運命は騙せない)｣｢위험(危険)(물 건너온 호랑이다. /川を渡ってきた虎

だ)｣｢탐욕(貪欲)(호랑이더러 고기달라기다. /虎に肉をくれと言うようなもの)｣を加えて分類

を行った。以上のことをまとめたものが表3である。

表3 ことわざから検出された｢虎｣及び｢호랑이｣が意味するイメージ(単位は個)

日本語 韓国語

順位 語彙 個数 順位 語彙 個数

プラス

イメージ

1 英雄 6 1 권세(権勢) 7
2 勢いが盛ん 2 2 용감하다(勇敢な) 1
3 潔白 1 3 훌륭하다(立派な) 1

小計 9 9

マイナス

イメージ

1 危険 10 1 사납다(荒々しい) 4
2 凶暴 2 2 강하다(強い) 3
2 酔っぱらい 2 2 포악하다(暴悪な) 3

4 위험(危険) 2
4 탐욕(貪欲) 2
6 무섭다(恐い) 1

小計 14 15 
計 23 24

上記の表3の結果の通り、日韓両国語ともに根底に｢力｣というものがあるため、プラスイ

メージに作用すると日本語では｢英雄｣｢勢いが盛ん｣となり、韓国語では｢권세(権勢)｣とな
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る。さらにマイナスイメージとして作用すると日本語では｢危険｣｢凶暴｣、韓国語では｢사납

다(荒々しい)｣｢강하다(強い)｣となることがわかった。さらにその｢力｣が権力と結びつくこ

とも類似しており、このことは日本に｢虎｣が生息していなかったため、中国や朝鮮半島を

経由して知識として｢虎｣を理解していたことと関係があると思われる。そのためこのよう

に両国語における｢虎｣と｢호랑이｣のイメージが類似しているものと考えられる。

4.2 ｢熊｣及び｢곰｣に関するメタファー

4.2.1 ｢熊のように／みたいに｣及び｢곰 같이／처럼｣の比較結果

表4は日韓両国語の｢熊のように／みたいに｣及び｢곰 같이／처럼｣の検索結果からtスコア

が2以上のものを取出し、tスコア順でまとめたものである。

表4｢熊のように／みたいに｣及び｢곰 같이／처럼｣における共起頻度(tスコア順)

日本語 韓国語

X Y XYの
度数

tスコア X Y XYの
度数

tスコア

 1 熊のように

／みたいに
大きい 45 6.71

곰 같이／처럼
(熊のように／

みたいに)

우직하다
(愚直な) 11 3.32

 2 熊のように

／みたいに

うろうろ

する
16 3.99

곰 같이／처럼
(熊のように／

みたいに)

묵묵하다
(黙々とした

)
9 2.99

 3 熊のように

／みたいに
冬眠する 12 3.46

곰 같이／처럼
(熊のように／

みたいに)

미련하다
(鈍間な) 8 2.83

 4 熊のように

／みたいに
毛深い 6 2.45

곰 같이／처럼
(熊のように／

みたいに)

크다
(大きい) 5 2.24

 5 熊のように

／みたいに
強い 5 2.24

곰 같이／처럼
(熊のように／

みたいに)

둔하다
(鈍い) 4 2.00

 6 熊のように

／みたいに
寝る 5 2.23
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日本語の｢熊｣については、1位の｢大きい｣や3位の｢冬眠する｣、6位の｢寝る｣といった語彙

が検出されたことから、外面的特徴、つまり客観的事実からイメージを想起していること

がわかった。2位に検出された｢うろうろする｣であるが、これは｢熊｣の行動から判断してお

り、また4位に検出された｢強い｣は、日本に実在する動物の中で も｢(力が)強い｣というこ

とから想起されたものであると思われる。しかし、4位に検出された｢毛深い｣は、他の動物

にも当てはまり、｢熊｣だけが｢毛深い｣わけではない。これは｢熊の毛皮｣の価値意味するこ

とから由来しているのであろう。

日本でも稲作が困難な場所や、山奥では狩猟中心の生活が営まれており、｢熊｣が生活的

に身近に存在していたため、｢犬｣や｢猫｣とは異った人間の生態との類似性からこのような

メタファーが検出されたと思われる。

韓国語の｢곰｣については、1位に検出された｢우직하다(愚直な)｣と3位の｢미련하다(鈍間

な)｣及び5位の｢둔하다｣は良く言えば｢우직하다｣で、悪く言えば｢미련하다｣又は｢둔하다｣と
いう関係で、プラスイメージとマイナスイメージの両方を有している関係でもある。今回

の調査では｢우직하다｣が11個、｢미련하다｣と｢둔하다｣を合わせて12個が検出された。

また2位に検出された｢묵묵하다(黙々とした)｣であるが、これは｢곰｣が冬眠をすることか

らイメージされたのではないかと思う。さらに実際の行動で犬や猫のように吠えたりしな

いということからも想起されていると思われる。さらに4位の｢크다(大きい)｣であるが、韓

国に実際に存在する動物で｢곰｣より大きい動物は存在しない(しなかった)ため、｢곰 같이／

처럼 크다(熊のように／みたいに大きい)｣というのは、非常に現実的なメタファーであると

言えよう。　

4.2.2 ｢熊のような／みたいな｣及び｢곰 같은｣の比較結果

　表5は日韓両国語の｢熊のような／みたいな｣及び｢곰 같은｣の検索結果からtスコアが2以

上のものを取出し、tスコア順でまとめたものである。
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表5｢熊のような／みたいな｣及び｢곰 같은｣における共起頻度(tスコア順)

日本語 韓国語

X Y XYの
度数

tスコア X Y XYの
度数

tスコア

 1 熊のような

／みたいな
男 20 4.47

곰 같은
(熊のような

／みたいな)

여자
(女) 22 4.69

 2 熊のような

／みたいな
大男 14 3.74

곰 같은
(熊のような

／みたいな)

남자
(男) 9 3.00

 3 熊のような

／みたいな
体 14 3.74

곰 같은
(熊のような

／みたいな)

아내
(妻) 7 2.65

 4 熊のような

／みたいな
顔 14 3.74

곰 같은
(熊のような

／みたいな)

힘
(力) 5 2.24

 5 熊のような

／みたいな
風貌 9 2.99

 6 熊のような

／みたいな
体格 6 2.45

 7 熊のような

／みたいな
体型 6 2.44

 8 熊のような

／みたいな
体毛 5 2.24

 9 熊のような

／みたいな
外見 4 2.00

10 熊のような

／みたいな
巨体 4 2.00

11 熊のような

／みたいな
髭 4 2.00

12 熊のような

／みたいな
容姿 4 2.00

表5の結果の通り、日本語の｢熊｣は性別的に非常に男性的と言え｢体｣や｢体格｣といった語

彙から想起されていた。さらにその｢体｣や｢体格｣は、｢大男｣や｢巨体｣といった語彙から｢大
きい体｣を意味しており、このことから日本語における｢熊｣のイメージは｢大きい男｣という

ことに注目して想起していることがわかる。さらにその男の特徴は、体が非常に大きくて

毛深いと言うことである。

韓国語は、김종 (2008)の指摘の通り、｢熊｣は非常に女性的であるということがわかっ
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た。しかし、2位に｢남자(男)｣が検出されていることを考えると、完全に女性的であるとは

言えないのかもしれないが、1位との検出数やtスコアなどの差を考慮すれば、かなり女性

的な語彙であると言えよう。さらに3位には｢아내(妻)｣という語彙も検出されており、｢熊｣
はやはり女性的であるということがわかるが、これは｢웅녀(熊女)｣の影響を受けていると

考えられる。では、ここで日韓両国語共通に検出された｢男｣及び｢남자｣について考察して

みたい。日本語における｢熊のような／みたいな男｣とは、｢体が非常に大きくて毛深い｣と
いう特徴を意味していることがわかったが、韓国語ではどのような｢남자(男)｣を意味して

いるのか、以下に例を挙げた。

・2010年12月30日

｢곰 같은 남편을 스마트하게 바꿔준｣
(熊のような夫をスマートに変える)(me2day.net/uplushome/2010/12/30)

　　

・2011年4月12日

｢차라리 둘 중 하나를 고르자면 푸근한 곰 같은 남자｣
(2人の中で1人を選ぶとすれば穏やかな熊のような男)｣
(starpl.com/lim002002/keyword/10000603/space/page/6)

　　

・2011年4月19日

｢둘 다 완전 귀요미들 ㅋㅋ 나도 곰 같은 남자가 이상형임｣
(2人も本当にかわいい。私も熊のような男性が理想のタイプ｣
(www.missasia.co.kr/296035)

　

・2011年6月14日

｢곰 같은 남자랑 배 살짝 나와서 귀여워 보이는 남자 좋아하는 여자도 많다고｣
(熊のような男とお腹がちょっと出てかわいく見える男性を好きな女性も多い)

(clien.career.co.kr/cs2/bbs/board.php?bo_table)

上記の例と表5の結果を考察した結果、韓国語における｢곰 같은 남자(熊のような／みた

いな男)｣とは、｢우직하고 미련하고 둔하고 묵묵하다(愚直で、鈍間で、鈍くて、黙々とした)｣
という条件だけでなく、｢푸근하고 배가 살짝 나오고 귀여워 보인다(ややぽっちゃりしてい

て、かわいらしい感じがする)｣という｢남자(男)｣であることがわかった。日本語の｢熊のよ
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うな／みたいな男｣には｢かわいらしい｣どころか逆に｢男らしさ｣や｢逞しさ｣を表現している

が、韓国語の｢곰 같은 남자(熊のような／みたいな男)｣はいわゆる｢熊のぬいぐるみ｣的な愛

らしさが必要であるということである。ここが日韓両国語での差が非常に大きかった部分

であろう。また4位に検出された｢힘(力)｣であるが、これは表5の4位に検出された｢크다(大

きい)｣と同様で、客観的に観察を行った結果から得られたメタファーだと思われるが、韓

国では熊の胆や胆嚢を漢方薬として飲用していることと無関係ではないと思われる。

4.2.3 ｢熊｣及び｢곰｣に関することわざの比較結果

今回の調査からは｢熊｣を意味していると思われる語彙は検出されなかった。｢熊｣に関す

ることわざが4つしかないことや、その4つも｢熊に山椒、鯉に胡椒｣｢熊、深山を出ずれば大

雪降る｣といった状態や事実を述べているものしかなく、これらのことから｢熊｣が日本の民

俗的に重要ではないことがわかる。韓国語の｢곰(熊)｣は국어 사전(国語大辞典)で
は、｢미련한 사람을 조롱하여 이르는 말(鈍間な人を嘲弄する言葉)｣としている。

また벌로마(2009)ではプラスイメージを｢충성(忠誠)｣｢믿음직(頼もしい)｣｢우직하다(愚直

な)｣｢힘이 있다(力がある)｣としており、マイナスイメージを｢우둔하다(愚鈍な)｣｢미련하다

(鈍間な)｣｢느리다(遅い)｣｢게으르다(怠ける)｣としている。

以上のように先行研究から｢미련하다(鈍間な)(곰보다도 더 미련하다. /熊よりももっと鈍

間だ)｣｢느리다(遅い)(곰 가재 뒤지듯 한다. /熊がザリガニをあさるようだ)｣を入れ、今回の調

査結果から｢불신(不信)(곰 보고 아이 보라는 격이다. /熊に子供の世話をしろと言うようなも

の)｣を加えて分類を行った。この分類に従って｢곰｣に関することわざをカテゴリー分類

し、まとめたものが以下の表6である。

表6 ことわざから検出された｢熊｣及び｢곰｣が意味するイメージ(単位は個)

日本語 韓国語

順位 語彙 個数 順位 語彙 個数

マイナス

イメージ

1 미련하다(鈍間な) 10
2 불신(不信) 2
3 느리다(遅い) 1

計 13
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上記の表6の結果の通り、日本語で｢熊｣に関することわざが検出されなかったため、比較

考察することができなかった。このことは日韓両国語での｢熊｣及び｢곰｣の意味が異るため

であるが、上述したように、｢熊｣の日本における民俗的重要性が低いことがその意味の差

に も影響を与えていると思われるが、韓国語の｢곰｣に関することわざからは、マイナス

イメージを意味する語彙が検出されたが、インターネットの調査結果では、｢우직하다(愚

直な)｣といったプラスイメージを意味する語彙も検出されており、両者には差がある。し

かし｢곰｣の根底には｢愚かな｣というイメージがあり、それがプラスイメージになると｢우직

하다｣となり、マイナスイメージになると｢미련하다(鈍間な)｣といったものになることがわ

かった。

5.　おわりに

ここではインターネットを使用した調査とことわざから得られた調査結果をまとめてみ

たい。まず日韓両国語の｢虎｣と｢호랑이｣から見てみると｢虎のように／みたいに｣及び｢호랑

이 같이／처럼｣では、日韓両国語共に類似した語彙が検出された。これは日本民俗大辞典
で｢虎にかんする知識と民俗は、中国文化や仏教文化とともに日本に渡来した｣と述べてい

る通りのことを証明できた。

次に｢虎のような／みたいな｣及び｢호랑이 같은｣では、日本語の場合は｢模様｣｢目｣｢爪｣と
いった語彙、つまり外面的特徴に注目しており、韓国語の場合は｢어머니(母)｣｢기상(気性)｣
といった語彙、つまり内面的特徴に注目していることがわかった。

また日韓両国語で｢目｣及び｢눈｣という語彙が共通に検出されたが、この｢目｣は、日韓両

国語共に｢虎のような／みたいな目｣と｢호랑이 같은 눈｣は外面的な形状や状態を意味するも

のではなく、内面的なイメージを想起する｢目｣であることがわかった。今回の調査から日

本ではやはり｢虎｣は民俗的に親しみが感じられない、つまり重要性がない動物であること

が証明されたと思う。それは｢虎のような／みたいな｣で日本語は｢模様｣｢目｣｢爪｣といった

外面的特徴、つまり民俗的に親しみを感じていない動物は外面的特徴、つまり客観的に注

目しており、反対に民俗的に親しみを感じている動物には内面的特徴、つまり主観的に注

目しているということで理解できるであろう。

反対に韓国では民族的に親しみを感じる動物、つまり重要性がある動物であろう。次に
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｢熊｣及び｢곰｣では、日本語は｢大きい｣や｢冬眠する｣などといった外面的な特徴を表す語彙

が検出されたため、日本においてはアイヌ民俗以外は、それほど熊に対する愛着や信仰は

存在しないと言える。

また、4位に検出された｢毛深い｣という語彙であるが、クレベール(1992)が述べている通

り、｢熊の毛皮｣の価値意味することから由来しているのであろう。日本でも稲作が困難な

場所や、山奥では狩猟中心の生活が営まれており、｢熊｣が生活的に身近に存在していたた

め、｢犬｣や｢猫｣とは異った人間の生態との類似性からこのようなメタファーが検出された

と思われる。

韓国語は1位に検出された｢우직하다(愚直な)｣と3位の｢미련하다(鈍間な)｣及び5位の｢둔하

다(鈍い)｣は裏表の関係で、プラスイメージとマイナスイメージの両方を有している関係で

ある。また2位に検出された｢묵묵하다(黙々とした)｣であるが、これは｢熊｣が冬眠をするこ

とからイメージされたのではないかと思う。さらに実際の行動で犬や猫のように吠えたり

しないということからも想起されていると思われる。さらに4位の｢大きい｣であるが、韓国

に実際に存在する動物で｢熊｣より大きい動物は存在しない(しなかった)ため検出されたと

思われる。このことは日本でも1位に検出されているため、日韓両国語共に｢熊｣に関しては

｢大きい｣というイメージが想起されると言えるが、日本語においては特にその傾向が強い

と言えよう。さらにその男の特徴は、体が非常に大きくて毛深いと言うことである。

韓国語は、김종 (2008)の指摘の通り、｢곰(熊)｣は非常に女性的であるということがわ

かった。 後に日韓両国語共通に検出された｢男｣と｢남자｣であるが、日本語では｢熊のよう

な／みたいな男｣には｢かわいらしい｣どころか逆に｢男らしさ｣や｢逞しさ｣を表現している

が、韓国語の｢곰 같은 남자(熊のような／みたいな男)｣は｢우직하고 미련하고 둔하고 묵묵하

다(愚直で、鈍間で、鈍くて、黙々とした)｣という条件だけでなく、｢ややぽっちゃりして

いて、かわいらしい感じがする｣という要素が必要であるということである。 後に今回の

調査結果から得られたイメージを図でまとめてみた。
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図1｢虎｣及び｢호랑이｣の語彙が意味するイメージ

図1は｢虎｣及び｢호랑이｣の語彙が意味するイメージを表わしたものである。両国語共に根

底にあるのが｢絶対的な力｣というイメージであり、そこから意味派生した語彙が検出され

た。ただし、日本には｢虎｣は生息していなかったため、本来の姿から｢虎｣を理想化してイ

メージしており、それが｢英雄｣や｢力｣につながったと思われる。

しかし、韓国語においては｢호랑이(虎)｣からの被害が実際にあったため、｢강하다(強い)｣の
意味は｢力｣よりも｢暴力｣に近いものであったと思われる。そのため日本語ではプラスイ

メージ、韓国語ではマイナスイメージとして検出されている。

さらに韓国では｢호랑이(虎)｣を語頭に接続し｢非常に恐ろしい｣という意味を持たせる語

法があるが、このことからも韓国語では単なる恐怖の存在ではなく畏怖に値する存在であ

ることがわかる。日本語ではプラスイメージが強い｢虎｣であるが、韓国語では建国神話な

ど多くの伝説・民話などに登場する民族的に重要な動物であるためプラスイメージ・マイ

ナスイメージではなく、それらを超越した存在であると考えられる。
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図2｢熊｣及び｢곰｣の語彙が意味するイメージ

図2は、｢熊｣及び｢곰｣の語彙が意味するイメージを表わしたものである。｢熊｣と｢곰｣では

大きくイメージが異っていることがわかる。まず、｢熊｣では、日本本土の一部とアイヌ民

族以外では｢熊｣に対する信仰や接触がそれほどなかったため、今回の調査で検出された語

彙はそれほど多くなかった。

しかし、その外見的特徴を意味する｢大きい｣や｢毛深い｣といった語彙が検出されてい

る。それに対して｢곰｣では、建国神話にも登場するほどの親しみのある民俗的に重要な動

物であるが、根底には｢知恵が発達していない｣というイメージがあり、そこから派生した

語彙が検出されている。プラスイメージでは｢우직하다(愚直な)｣、マイナスイメージでは

｢미련하다(鈍間な)｣といった語彙であるが、｢둔하다(鈍い)｣｢느리다(遅い)｣といった速度に

関する語彙も多く検出されている。

また、韓国では建国神話での｢웅녀(熊女)｣の影響で、女性を｢곰(熊)｣によく喩えるが、日

本では｢熊｣は男性によく喩えられることから、正反対のイメージを想起していると言え

る。 後に民族学的に幅広く研究を進め、様々な動物メタファーの対照・比較研究するこ

とが今後の課題になると思われる。
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<要旨>

日韓における虎と熊に関するメタファーの研究

本研究は、日本語の｢虎｣及び｢熊｣と韓国語の｢호랑이｣及び｢곰｣をどの部分に注目して喩えられているのかというメタ
ファーの顕著性の相違点を探ることを目的とし、インターネットのWWWページとことわざというデータベースから得
られたデータを基に比較調査を行ったものである。その結果、｢虎｣及び｢호랑이｣に関しては、両国語共に根底にあるの
が｢絶対的な力｣というイメージであり、そこから意味派生した語彙が検出された。ただし、日本には｢虎｣は生息してい
なかったため、本来の姿から｢虎｣を理想化してイメージしており、それが｢英雄｣や｢力｣につながったと思われる。しか
し、韓国語においては｢호랑이(虎)｣からの被害が実際にあったため、｢강하다(強い)｣の意味は｢力｣よりも｢暴力｣に近い
ものであったと思われる。そのため日本語ではプラスイメージ、韓国語ではマイナスイメージとして検出されている。
次に｢熊｣及び｢곰｣に関しては、まず、｢熊｣では、日本本土の一部とアイヌ民族以外では｢熊｣に対する信仰や接触がそれ
ほどなかったため、今回の調査で検出された語彙はそれほど多くなかった。しかし、その外見的特徴を意味する｢大き
い｣や｢毛深い｣といった語彙が検出されている。それに対して｢곰｣では、建国神話にも登場するほどの親しみのある民
俗的に重要な動物であるが、根底には｢知恵が発達していない｣というイメージがあり、そこから派生した語彙が検出さ
れている。プラスイメージでは｢우직하다(愚直な)｣、マイナスイメージでは｢미련하다(鈍間な)｣といった語彙である
が、｢둔하다(鈍い)｣｢느리다(遅い)｣といった速度に関する語彙も多く検出されている。また、韓国では建国神話での｢웅
녀(熊女)｣の影響で、女性を｢곰(熊)｣によく喩えるが、日本では｢熊｣は男性によく喩えられることから、正反対のイメー
ジを想起していると言える。

Study of metaphor about the bear and tiger in Japan and Korea

This study aims to explore the differences between the saliency of the metaphor of what has been likened by paying attention 
to any part of the Japanese and “虎” and “熊” in Korean and “호랑이” and “곰” it is obtained by a, and compared study 
based on data obtained from a database of sayings WWW pages on the Internet. As a result, and “tiger” for “호랑이” is an 
image of “absolute power” is Underlying both in both languages, vocabulary and meaning derived from it has been detected. 
However, since the “tiger” did not live in Japan, we have image by idealized the “tiger” from its original form, it is likely 
that it has led or “hero” and “power”. However, it is likely because there was a real damage from the “tiger”, meaning “strong” 
and was close to the “violence” rather than “force” in Korean. Positive image in Japanese, it is detected as a negative image 
in the Korean for it. Then and “bear” for “곰”, first, in the “bear”, and vocabulary because there was not much contact and 
faith for “bear” in the Ainu ethnic group other than the part of the Japanese mainland, were detected in this survey it was 
not much. However, vocabulary means the appearance characteristics such as “large” and “hairy” is detected. On the other hand 
in the “곰” is an important animal folk, a friendly enough to also appeared founding myth, but there is image “wisdom is 
not well developed” and the underlying vocabulary that derives from it but it has been detected. It is a vocabulary such as 
“a blockhead” “naive”, the negative image, but the vocabulary related to speed “dull” such as “slow” also detected many are 
positive image have. In addition, under the influence in the founding myth of “Bear Woman”, likened often to “bear” on women 
in Korea, since it is likened often to men, the image of the opposite of “bear” in Japan it can be said that the recall.




