
はじめに

本稿では金銭に関わる英語のことわざのも
じりを取り上げる。英語にも日本語にも金銭
に関わることわざは多い。そのいくつかを日
本語、英語の順に列挙してみよう。なお、
（ ）内は日本語のことわざに一応対応
すると思われる英語のことわざである。

日本語のことわざ

・「悪銭身に付かず」（Easycome,easygo.;

Evil-gotten[Ill-gotten]goods[gains]never

[seldom]provewell[prosper,endure].;So

gotsogone.）
・「安物買いの銭失い」（Acheappurchaseis
moneylost.）

・「一銭を笑うものは一銭に泣く」
・「いつまでもあると思うな親と金」（Itis
toolatetogrievewhenthechanceispast.）

・「色男金と力はなかりけり」
・「金の切れ目が縁の切れ目」（Lovelastsas
longasmoneyendures.）

・「金は天下の廻り物」（Themoneyisagreat
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Introduction

Thisisacollectionofparodiesofproverbsconcerningmoney.Therearealargenum-

berofproverbsconcerningmoneyinbothEnglishandJapanese.Inthispaperthepresent

writertakesupthefollowingproverbsthataremostfrequentlyparodied:

・Afoolandhismoneyaresoonparted.
・Moneytalks.
・Theloveofmoneyistherootofallevil.
・Moneyisn’teverything.
・Moneydoesnotgrowontrees.
・Timeismoney.
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travelerintheworld.）
・「時は金なり；一刻千金」（Timeismoney.）
・「地獄の沙汰も金次第」（Nopenny,nopar-
don;Giftsenterwithoutknocking.;Moneyis

thebestlawyer.;Moneymakesallrightthat

iswrong.;Moneymakesthemaretogo.;

Moneywillmakethepotboil.）
・「金が物を言う」（Moneytalks.）
・「先立つものは金」
・「人間万事金の世の中」（Allthingsareobe-
dienttomoney.）

英語のことわざ

英語のことわざに関しては、次の３点か
ら”money”をキーワードとして取り出した。
（１）JohnSimpson(１９８２),TheConciseOx

fordDictionaryofProverbs(OxfordUni-

versityPress)

（２）Ronald Ridout & Clifford Witting

(１９６７),EnglishProverbsExplained(Pan
Books)

（３）戸田 豊（２００３）『現代英語ことわざ辞
典』（リーベル出版）

［A］（１）、（２）、（３）のいずれにも記載さ
れているもの：
・Afoolandhismoneyaresoonparted.
・(Theloveof)Moneyistherootofallevil.
・Moneytalks.
・Timeismoney.
［B］（１）、（２）、（３）のいずれか２つに記
載されているもの：
・Moneyisn’teverything.
・Badmoneydrivesoutgood.
・Moneyhasnosmell.
・Lendyourmoneyandloseyourfriend.
・Moneymakesmoney.
・Moneymakesaman.
・Moneymakesthemaretogo.

・Moneyispower.
［C］（１）、（２）、（３）のいずれか１つに記
載されているもの：
・Itiseasiertogetmoneythantokeepit.
・Moneydoesnotgrowontrees.
・Moneyisagoodservantbutabadmaster.
・Youpayyourmoneyandyoutakeyour
choice.

・Moneybegetsmoney.
・Moneyburnsaholeinthepocket.
・Muckandmoneygotogether.
・Neverspendyourmoneybeforeyouhaveit.

筆者の手元に集まったことわざのもじりは
［A］の４つのことわざに関するものが群を抜
い て 多 い。次 い で、［B］の“Moneyisn’t
everything.、［C］の“Moneydoesnotgrow
ontrees.”である。本稿ではこれら６つのこ
とわざのもじりを扱うことにする。もじりに
は日本語訳を付し、必要に応じて、若干のコ
メントを加えるという形で話を進める。

［１］Afoolandhismoneyaresoonparted.
（馬鹿と金はすぐ別れる。）

「馬鹿」に関わる日本語のことわざには「馬
鹿と鋏は使いよう」、「馬鹿の一つ覚え」、「馬
鹿に付ける薬はない」、「馬鹿は死ななきゃ治
らない」など多数あるが、この英語のことわ
ざに該当する日本語のことわざはない。「悪
銭身に付かず」（Easycome,easygo）に近い
という記述が（２）にはあり、次のように述
べている。
“ThisisasimilarproverbtoEASYCOME,
EASYGO.Awisemanspendshismoneypru-

dently;afoolish man spendshiswithout

thoughtandissoonpenniless.Heis‘parted’
fromhismoney.

そして、その用例もある。
Whilethecollectionboxwasbeingpassed

roundatSundaySchool,theteachersaid
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encouragingly:

‘Itisbettertogivethantotake.Howtrue
these old proverbs stillare,aren’tthey,
children?’
‘Yes,miss,’agreedyoungTommyGreen
withfeelingasheputinhispenny.‘Afooland
hismoneyaresoonparted.’

（１）Afoolandhismoneyaresoonpartied.
（馬鹿と金はすぐ浮かれ騒ぐ。）

（２）Afoolandhismoneyaresoonpetted.
（馬鹿と金はすぐおもちゃにされる。）

（３）Afoolandhismoneyaresoonpopular.
（馬鹿と金はすぐ人気がでる。）

（４）Afoolandhismoneyaresoonpaying
alimony.

（馬鹿と金はすぐ離婚手当を払ってい
る。）

（１）～（４）のいずれも元のことわざの”
parted”との頭韻（alliteration）を意識して
作 ら れ て い る。中 で も（１）は”parted”

［pá:rtid］⇔partied［pá:rtid］とほぼ同音に基
づくしゃれ（pun）になっている。

（５）Afoolandhismoneyaresoonspotted.
（馬鹿と金はすぐ見つけられる。）

（６）Afoolandhismoneyaresooncourted.
（馬鹿と金はすぐ言い寄られる。）

（７）Afoolandhismoneyaresoonelected.
（馬鹿と金はすぐ選ばれる。）

（８）Afoolandhismoneyaresoonmarried.
（馬鹿と金はすぐ結婚する。）

（５）～（８）は元のことわざの最後の語だけ
を別の語に入れ替えたもので、音声的おもし
ろ味はない。
（９）Afoolandhismoneyaresomeparty.

（馬鹿と金はなかなかの御一行である。）
これは”soonparted”と”someparty”のしゃれ
を意図しているようにも見えるが、苦しい
しゃれと言えよう。
（１０）Theysayafoolandhismoneyaresoon

parted—andtherestofusjustwaittobe
taxed.

（馬鹿と金はすぐ別れるという、そして
残りの我らは税金を掛けられるのを待つ
だけだ。）

（１１）Haveyoueverwonderedwhyafooland
hismoneyarenevertherewhenyouneed

aloan?

（借金の必要な時には馬鹿と金はそこに
いないのはなぜかなと思ったことがある
か。）

（１２）Miser:theproofthatnoteveryfooland
hismoneyaresoonparted.

（守銭奴はすべての馬鹿と金がすぐ別れ
るわけではないことの証明である。）

（１３）Therewasatimewhenafoolandhis
moneyweresoonparted,butnowithap-

penstoeverybody.(AdlaiStevenson)

（馬鹿と金がすぐ別れる時代があったが、
今では誰にでも起こることだ。）

（１０）～（１３）は元のことわざに日常的な事を
付け加えて、ある種の真実を突いていると言
えよう。
（１４）Afoolandhismoneywereluckytogetto-

getherinthefirstplace.

（馬鹿と金がそもそも出会ったことが幸
運だった。）

（１５）Afoolandhismoneyaresoonparted,but
how didtheygettogetherinthefirst

place?

（馬鹿と金はすぐ別れる、しかしそもそ
もどうやって一緒になったのか。）

（１６）Afoolandhismoneyaresoonparted,but
younevercallhimafooluntiltheyare.

（馬鹿と金はすぐ別れる、しかし、別れ
るまでは馬鹿とは決して呼ばない。）

（１７）Afoolandhismoneyarehardtofind.
（馬鹿と金は一緒には見つけにくい。）

（１８）Afoolandhismoneyareinvitedplaces.
（馬鹿と金はあちこちに招待される。）
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（１４）～（１８）そもそもなぜ馬鹿と金が一緒に
なったのかに疑問を投げかけながらも、金が
あるうちは馬鹿と付き合うという人間の狡さ
を言い当てている。
（１９）Afoolandhiswordsaresoonparted;a

manofgeniusandhismoney.

（馬鹿とその言葉はすぐに別れる；天才
と金も。）

（２０）Afoolandhismonkeyaresoonparted.
（馬鹿と飼っている猿はすぐ別れる。）

（２１）Awidowandhermoneyaresoonmarried.
（未亡人と金はすぐ結婚する。）

（１９）～（２１）は元のことわざの最初の部分を
別の語と入れ替えることで、元のことわざを
意識させている。

［２］Moneytalks.
（金が物を言う。）

“Here‘talk’means‘carriesweight’,inthe
sensethatitisinfluential.Itispossibletodo

muchmorewithmoneythanwithoutit.

‘WhydidthememberssidewithMrXat
theannualgeneralmeeting?MrY’sarguments
weremuchmoreconvincing.’
‘MrXisarichmanandMrYisn’t.Ifwe’d
acceptedMrY’sproposalstheClubwould
havelostthesupportofMrX.Moneytalks,

youknow.’”（２）

（１）Moneytalks,anditalsostopstalk.The
onlyinternationallanguageistheonein

whichmoneytalks.

（金は物を言い、物を言うのを止めもす
る。唯一の国際語は金が物言う言語であ
る。）
米ドルの強さを思い知らされると言えよ
う。

（２）Nexttomoney,Englishistheleadingin-
ternationallanguage.

（金の次には英語が主要な国際語であ

る。）
（３）Americanmoneynotonlytalks—itdoes

soinalmosteveryforeigntongue.

（アメリカの金はただ物を言うだけでな
く、ほとんどすべての外国語で物を言
う。）
ドルが強く、英語も国際語となれば、ア
メリカ人の一体誰が外国語を学ぶ気にな
るだろうか。

（４）Thefirstbankwithouttellerswasopened
forpeoplewhobelievedthatmoneytalks.

（金銭出納係のいない初めての銀行が金
が物を言うと信じる人々のために開店し
た。）
金がしゃべるから”teller”はいらないと
いうこと。

（５）Whomakestalkmoney?—Alecturer.
（しゃべりを金にするのは誰か－講演
者。）
“Moneytalks”を”talkmoney”と逆転さ
せたしゃれになっている。

（６）Thegoodthingaboutmoneyisthatnot
onlydoesittalk,butintherighthandsit

stopstalk.

（金に関していいことは実際物を言うだ
けでなく、正しく使えば、物を言うのを
やめさせることだ。）

（７）When money talksitishardly ever
interrupted.

（金が物を言っているとき、ほとんど邪
魔されることはない。）

（８）Sure,moneytalks,butwhocanholdit
longenoughtostartaconversation?

（確かに金は物を言う、しかし誰が会話
を始められるほど長く持っていられる
か。）

（９）Theonlytimeyoucancountonpeopleto
begoodlisteneriswhenmoneytalks.

（人々が良い聞き手であることを当てに
できるのは金が物を言うときだけであ
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る。）
（１０）Abouttheonlytimetheaveragewomanis

agoodlisteneriswhenmoneytalks.

（普通の女性が良い聞き手であるのはお
よそ金が物を言うときだけである。）

（１１）Whenmoneytalksshedoesn’tmissa
word.

（金が物を言うとき、彼女は一言も聞き
漏らさない。）

（６）～（１１）は金が物を言うとき、周りの者
は黙ってしまうことを述べている。
（１２）Ifmoneytalks,thenmywifeisFortKnox.

（金が物を言うというのなら、妻は
フォート・ノックスだ。）
FortKnoxは米国ケンタッキー州にある軍

用地で連邦金塊貯蔵所（U.S.GoldBullionDe-
pository）がある。この夫人は物を言い続け
て終わることがないということである。
（１３）Actually,withpricesthewaytheyare

thesedays,moneyjuststutters.

（実際のところ、最近の物価の状況では、
金はどもるだけだ。）
金の価値が下がって、金が物を言っても
よく聞き取れない。だから、

（１４）Moneystilltalks,onlyyouhavetoturnup
thevolumetohearit.

（まだ金が物を言う、ただし、声を聞く
にはボリュームを上げなければならな
い。）

（１５）Theonlytimemostofushearmoneytalk-
ingiswhenit’sdoingacountdownbefore
takingoff.

（我々のほとんどが金が物を言うのを聞
くのは離陸前にカウントダウンをしてい
る時だけだ。）

「離陸前」の「カウントダウン」のときだ
け、とは金が自分の手元からなくなる寸前に
金を数えているときだけ、ということであ
る。
（１６）Inflationissobadthesedaysthatmoney

doesn’treallytalk,itjustgoeswithout
saying.

（最近インフレがひどいので金が本当に
は物を言わない、ただ何も言わずに行っ
てしまう。）
itgoeswithoutsayingthat...「…は言うま
でもない」を踏まえたしゃれになってい
る。

（１７）Moneytalks...butjusttosaygoodbye.
（金は物を言う、しかしさよならを言う
ためだけだ。）
今までもいくつか出てきているが、こと
わざの後ろに気の利いた表現を付け足す
いわゆる”extendedproverb”である。

（１８）Moneytalksbutitrarelysays,“Ishall
return.”

（金は物を言うが、めったに「私は必ず
戻って来る」とは言わない。）

“Ishallreturn.”は有名なせりふで、これを
Googleで検索すると以下の記述が出てくる。
Thisphrase— amongthemorefamousin

Americanhistory— ispracticallysynonymous
withDouglasMacArthur,knowneventothose

whoknownothingelseabouthim.Thelast

partofasimplestatementtoreportersshortly

afterhisharrowingescapefrom Corregidor

andarrivalinAustralia,it'spureMacArthur—
first-person,highlydramatic,andmorepolitical

thanmeetstheeye.

ThePresidentoftheUnitedStatesor-

deredmetobreakthroughtheJapanese

linesandproceedfromCorregidortoAus-

traliaforthepurpose,asIunderstandit,

oforganizing the American offensive

againstJapan,aprimaryobjectiveofwhich

isthereliefofthePhilippines.Icame

throughandIshallreturn.

要は、第２次世界大戦中、マッカーサー元
帥が日本軍に追われてフィリピンを去るとき
に言ったことばで、前後の事情を知らない人
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でも知っている有名な文句。”Weshallreturn”
と言わなかったことで不評を買ったと言われ
ている。
（１９）Moneytalksasmuchasever,butwhatit

saysmakeslesscentsthesedays.

（今までと同様に金は物を言うが、物を
言っても近頃は儲けが少ない。）

cents［sents］⇔sense［sens］のしゃれになっ
ている。makesenseは「（物事が）意味をな
す；筋が通っている」。

［３］Theloveofmoneyistherootofall
evil.

（金銭欲は諸悪の根源）
“Moneyistherootofallevil”の形もある

が、この点に関しては
“Allkindsofwickednessandtribulation
springfromthedesiretobecomerich.

ThesourceisITimothy,vi,１０.Hereitisinits
context:

７ Forwebroughtnothingintothisworld,and

itiscertainthatwecancarrynothingout.

８ Andhavingfoodandraimentletusbethere-
withcontent.

９ Buttheythatwillberichfallintotemptation
andasnare,andintomanyfoolishandhurtful

lusts,whichdrownmenindestructionand

perdition.

１０Fortheloveofmoneyistherootofallevil:
whichwhilesomecovetedafter,theyhave

erredfrom thefaith,andpiercedthemselves

throughwithmanysorrows.

Notethatitistheloveofmoneythatisthe

rootofallevil,notmoneyitself.‘Moneyisthe
rootofallevil’isamisquotation.”（２）
という記述がある。主要部分は以下の通り。
“fortheloveofmoneyistherootofallevil;
whichwhilesomecovetedafter,theyhave

erredfrom thefaith,andpiercedthemselves

throughwithmanysorrows.（金銭を愛するこ

とは全ての悪の根源である。ある人々は欲
張って金銭を求めたために、信仰から迷い出
て、多くの苦痛で自分自身の体を貫いたの
だ。）（『新約聖書』「テモテ書」６-１０）
（１）Lackofmoneyistherootofallevil.（G.

B.Shaw）
（金欠は諸悪の根源）
LoveとLackの頭韻を意識している。人
生の真実を突いている。

（２）Theloveofevilistherootofallmoney.
（悪を愛することがすべての金の元。）
元のことわざの“money”と“evil”の位
置を置き換えたしゃれになっている。

（３）Theloveofsomeoneelse’smoneyisthe
rootofallevil.

（他人の金を欲しがることは諸悪の根源
である。）

（４）Loveofmoneyistherootofhalftheevil
intheworld,andlackofmoneyistheroot

oftheotherhalf.

（金を欲しがることは世の中の悪の半分
の元、金がないことはもう半分の元。）

（３）,（４）とも（１）を踏まえて作られてい
るが、所詮亜流と言えよう。
（５）Idlenessistherootofallevil.（ことわざ）

（怠惰は諸悪の根源。）
“Idlenessisthemother[nurse]ofallevil
[vice].”の形もある。「小人閑居して不善
をなす」に相当する。

（６）Wordsaretherootofallevil.（Japanese
proverb）

（「口は災いの元」）

［４］Moneyisn’teverything.
（金がすべてではない。）

（１）Moneyisn’teverything,butIwishIhada
dollarforeverytimeIsaidso.

（金がすべてではないが、そう言うたび
に１ドルあればなあと思う。）

（２）Moneyisn’teverything;usuallyitisn’t
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evenenough.

（金がすべてではない、普通は十分です
らない。）

（３）Ofcoursemoneyisn’teverything.Itisn’t
plentiful,forinstance.

（もちろん、金がすべてではない。たと
えば、十分ではない。）

（４）Moneyisn’teverything;foronething,it
isn’tevenplentiful.

（金がすべてではない。１つには十分で
すらない。）

（５）Moneyisn’teverything;sometimesitisn’t
even９９percent.

（金がすべてではない、時に９９パーセン
トですらない。）

（１）～（５）はいずれも金はいくらあっても
足りない、何がなくても金だけは欲しいと本
音を述べている。
（６）Money isn’teverything,butit’sway

aheadofanyofitscompetitors.

（金がすべてではない、しかしどんな競
争相手よりはるかに優れている。）
結局は金が一番だと言っている。

（７）Moneyisn’teverything,butit’tmighty
handyifyoudon’thaveacreditcard.

（金がすべてではない、しかしクレジッ
トカードがないときは非常に便利だ。）

（８）Money isn’teverything.There’salso
creditcardsandtraveller’scheques.
（金がすべてではない。クレジットカー
ドもトラベラーズチェックもある。）

（９）Moneyisn’teverything;therearealso
diamonds.

（金がすべてではない。ダイアモンドも
ある。）

（７）～（９）は元のことわざの揚げ足を取っ
て、混ぜっ返している。
（１０）Moneyisn’teverything.I’vehadmoney

andI’vehadeverythingandbelieveme,
they’renotthesame.

（金がすべてではない。金を手に入れた
しすべてを手に入れた、そしてほんとの
ところそれらは同じではない。）
やはり、金がすべてと言わんとしている
らしい。

（１１）Moneyisn’teverything;infact,afteratax
collector gets through,money isn’t
anything.

（金がすべてではない。それどころか税
務署員が目的を達すると、金は大した物
ではなくなってしまう。）

（１２）Ourparentsusedtotellusthatmoney
isn’teverything.Nowwetellourkidsthat
moneyisn’tanything.

（親たちは金がすべてではないと言った
ものだ。今は我々は子供たちに金は大し
たものではないと言う。）
税金を取られ、物価は上がりで、金の価
値が下落していることを嘆いている。

（１３）Moneyisn’teverything,butsubtractit
fromsomepeopleandthere’snothingleft.

（金がすべてではない、しかしそれを引
き去ると何も残らない人もいる。）
金がすべてだと思っている人がいるとい
うこと。

（１４）Theaveragemanknowsthatmoneyisn’t
everything.Theproblem istoconvince

hiswifethateverythingisn’tmoney.
（普通の男は金がすべてではないことを
知っている。問題は奥方にすべてが金で
はないということを納得させることだ。）
元の“Moneyisn’teverything”を“Every-
thingisn’tmoney”と入れ替えたしゃれ。

（１５）Awomansaid,“Moneyisn’teverything,
butI’minterestedonlyinamanwhois
tall,dark,andhassome.

（ある女性が言った「お金がすべてでは
ないけど、私が興味があるのは背が高く
て、浅黒くて、いくらか持っている男の
人だわ」）
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has some［h縞z s耳m］ ⇔handsome
［h縞ns耳m］（ハンサムな）のしゃれに
なっている。

［５］Moneydoesnotgrowontrees.
（金のなる木はない。）
金を稼ぐのは容易ではない、ということ。

（１）Thereasonmoneydoesn’tgrowontrees
isthatbanksownallthebranches.

（金のなる木がない理由は銀行がすべて
の枝を独り占めしているからである。）
branchの「（木の）枝」と「支店」のしゃ
れ。

（２）Waiter:A person who thinksmoney

growsontrays.

（ウェイターとは金は盆の上に生えると
思っている人。）
trays［treiz］⇔trees［tri:z］のしゃれ。

（３）Moneyisonecommoditythatdoesn’t
growonsprees.

（金は浮かれ騒いでいては生まれない日
用品の１つである。）
trees［tri:z］とsprees［spri:z］の語頭音
転換によるしゃれ。

（４）Evenifmoneydidn’tgrowontrees,some
peoplewouldn’tshakealimbtogetit.

（たとえ金が木に生らないとしても、金
を得るために手も振らない人もいる。）
limbの「（手足の）一本」と「（木の）枝」
のしゃれ。

（５）Ifmoneydidgrowontrees,itwouldbe
justanothersurplusforthegovernment

toworryabout.

（金のなる木が実際にあると、政府が心
配する余剰金がもう１つが増えるだけの
こと。）
政府は余計なことはしたくない、という
ことか。

（６）Alotofsuburbandwellershavediscov-
eredthattreesgrowonmoney.

（多くの都市住民は樹木は金の上に育つ
ことを知った。）
“moneygrowsontrees”と“treesgrow
onmoney”の位置の転換によるしゃれ。

［６］Timeismoney.
（時は金なり；一刻千金）

“Timeisasvaluableasmoney.Towaste
timeisasexpensiveastowastemoney.Nei-

thershouldbesquandered.（２）
（１）Timeismoney,especiallyagoodtime.

（時は金なり、特に楽しい時は。）
（２）Timeismoney,andmostofusspendone

asfoolishlyastheother.

（時は金なりだが、ほとんどの人が両方
とも愚かな使い方をしている。）

（３）Iftimeismoney,butwhydowealthyex-
ecutivesneverseemtohaveaminuteto

spare?

（時は金なりなら、なぜ裕福な経営者た
ちは余暇が１分もないように見えるの
か。）

（４）Timeisn’tmoney,otherwisetheunem-
ployedwouldhavemoremoneythanthe

employed.

（時は金ではない、さもないと失業者の
方が就業者より金を稼ぐことになってし
まう。）

（５）Bothmanagementandunionsagreethat
timeismoney.Theyjustcan’tagreeon
howmuch!

（経営側と組合側は時は金なりでは意見
が一致している。いくらかという点では
一致できない。）

（６）Father(angrily):Youcangetridofmoney
fasterthananymanIknow!

Son:True,dad,butlisten.Bygettingridof

itquicklyIsavelotsoftime,andtimeis

money.

（父（怒って）「おまえは私の知っている
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誰よりも速く金を無くしかねないぞ」
息子「確かだよ、お父さん。でも聞いて
よ。金をどんどん処分するお陰で、多く
の時間を節約しているんだ。時は金なり
だよ。」

（７）Timeismoney,andmanypeoplepaytheir
debtswithit.(JoshBillings)

（時は金なりだ、そしてそれで借金を
払っている人が多い。）
まさに、労働者は時間を売っている。

終わりに

［１］の“Afoolandhismoneyaresoon
parted.”に該当することわざが日本語にはな
いこと、しかも、英語ではそのもじりが（筆
者の集めた限りでは）最も多数であることを
どう考えるべきであろうか。「悪銭身に付か
ず」とはどう考えても同じ発想とは思えな
い。結局文化の違いなどと安易な結論を出す
つもりはないが、未だに宙ぶらりんの状態で
ある。今回取り上げた他のことわざとそのも
じりはそれなりに納得のいくものであるだけ
に、未だに釈然としないでいる。
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