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要旨 

 鳥を詠むことわざについて述べる。まず、日本人は鳥をどのように見てきたかを、食べ

る鳥、季節を詠む鳥、愛玩する鳥、優れた飛翔能力を持つ鳥として、短歌、俳句、俳諧、

ことわざなどの中から抽出する。次に、卑しく見られている鳥と高貴に見られている鳥を

ことわざの中から選び出す。さらに、ことわざに多く読まれる鳥の中からカラスを取り上

げる。最後に、詩歌やことわざを詠む日本人の観察眼について述べ、それが科学的な見方

であり、その姿勢は日本の科学技術の発展に大きく貢献したことを述べる。 

キーワード：日本人の鳥の見方、卑しい鳥、高貴な鳥、ことわざに現れる鳥 

  

Abstract 

 Japanese proverbs telling of wild birds are discussed.  At first traditional 

Japanese viewpoints of the wild birds such as birds as foodstuffs, birds for 

expressing feeling of seasons, birds as pets, or birds as creatures with excellent 

flying ability are picked up from poems (tanka and haiku), humorous senryus and 

proverbs.  Then, we study the birds that are considered to be humble or noble, 

and also discuss the proverbs of the crows which are frequently seen even in 

residential area. Finally, it is pointed out that the poems and proverbs result 

from the sharp eye of the previous generations for observing wild birds.  Such a 

keen power of observation is, in a sense, scientific standpoint which led Japan 

to modernize in the field of science and technology since the Meiji era. 

Key words: The Japanese points of view of wild birds.  Humble birds.  Noble birds.  
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Wilds birds in Japanese proverbs. 

 

 

1. はじめに 

1918 年の児童雑誌「赤い鳥」11 月号に発表された西条八十の詩「かなりあ」は、翌年

の同じ雑誌 5 月号に成田為三の作曲した曲譜とともに「かなりや」と題名を改め再度、発

表された。戦中、戦後の小学校教科書には、「歌を忘れたカナリヤ」の曲名で唱歌として採

用され、長く歌い継がれた。良く知られたその詩を以下に掲げる。 

歌を忘れたカナリヤは うしろの山に捨てましょうか 

   いえいえ、それはかわいそう 

  歌を忘れたカナリヤは 背戸の小藪に埋け(め)ましょうか 

     いえいえ、それはなりませぬ 

  歌を忘れたカナリヤは 柳の鞭でぶちましょうか 

     いえいえ、それはかわいそう 

  歌を忘れたカナリヤは 象牙の船に銀のかい 

   月夜の海に浮かべれば、忘れた歌を思い出す 

詩人にとって、カナリヤは美しい声で歌を奏でる愛すべき存在である。そのカナリヤが鳴

かなくなってしまったとき、厳しい対処もあるが、穏やかな環境で休ませれば再び歌を思

い出す、という優しい筋書きになっている。 

 鳥をことわざに詠み込むとき、鳥をどのように見るかによって詠み方が変わる。上の詩

では、鳥を愛玩の対象と見ている。日常生活では、食材として見ることもある。季語のよ

うに季節を詠む素材と見ることもある。また優れた飛翔能力を持つ動物として見ることも

ある。鳥をどのように見るにせよ、ことわざでは、その見方に関わりなく、詠まれた句は

何かの譬えになっている。だから、表向きの表現とことわざが伝えたい内容は、一般的に

は異なる特徴がある。それが譬えとしてのことわざの面白味でもある。 

 さらに、譬えを積極的に活用し、鳥の行動や習性を詠みながら、実は人間の振る舞いや

習慣を揶揄する場合も少なくない。鳥や動物を詠み込んだことわざの中で、この譬えが最

も多いと思われる。「弘法も筆の誤り」の動物版は「猿も木から落ちる」であり、「その道

の名人、達人でも失敗することがあるという喩え」となっている。同じ意味のことわざに

は、「河童の川流れ」や「天狗の飛び損ね」がある。もっとも、「河童」や「天狗」は動物

と見るより、異界の生物と見るべきであろう。 

 本論文では、日本人が鳥をどのように見ていたかを最初に考え、ことわざや俳句、俳諧

などの例を取り上げる。食材としての鳥、季節を詠む素材としての鳥、愛玩の対象として

の鳥、優れた飛翔能力を持つ動物としての鳥、の順に取り上げる。次に、鳥の習性や行動

を詠みながら、実際には人間の振る舞いや習慣を揶揄することわざを取り上げる。特に、

低く見られている鳥、逆に尊敬の対象として見られている鳥に関することわざを探す。 
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2. 日本人の生活と鳥 

はじめに、日本人が鳥をどのように見てきたかを考察する。すでに述べたように、食材

としての鳥、季節を詠む素材としての鳥、愛玩の対象としての鳥、優れた飛翔能力を持つ

動物としての鳥などを取り上げる。 

 

2.1 鳥を食べる、鹿を食べる 

中国の史記に「蜚鳥尽良弓蔵、狡兎死走狗烹」（蜚は飛と同じ）がある。前半の「飛鳥尽

きれば良弓蔵めらる」は、飛ぶ鳥がいなくなれば、良い弓が不要となって、しまい込まれ

るように、用がなくなれば捨てられる、の意味である。後半の「狡兎死して走狗烹らる」

は、兎が死ねば猟犬は不要となって、煮て食べられるように、敵国が滅びた後には、軍事

に尽くした功臣も邪魔者とされて殺される。どんなに役に立ったものでも、用が済めば処

分される、の意味に用いられる。鳥は狩猟の対象で、弓で射られていたことがわかる。食

用に供されたのであろう。猟犬が追ったウサギもまた食用であったと思われる。 

上の史記の記述は、飛鳥が尽きる、すばしこいウサギが死に絶える、がごとき表現であ

るが、身を隠すことができない大型の動物や動きの遅い動物を別にすれば、狩猟によって

一つの生物種が絶えてしまうことはまずありえない。狩猟は効率の悪い作業である。捕り

逃がしも多く、一網打尽には程遠い。頻繁な狩猟のため、ある地域に狩猟対象の生物種の

数が一時的に減少する状況は見られても、絶えてしまうことは起こり得ない。どんなに役

に立ったものでも、用が済めば処分されることを言いたいがための誇張が、飛鳥尽きれば、

あるいは、狡兎死して、などの表現に繋がったと考えるべきであろう。 

鳥やウサギの猟は中国の話であるが、日本においては縄文時代から鴨、鹿や猪が食べら

れていた痕跡を、遺跡や貝塚に残された骨から見ることができる 1)。「鳴かずば雉も射られ

ず」、「雁は八百 矢は三本」のことわざは、矢で鳥を射ていた事実を反映する。また、こと

わざ「雁捕る罠に鶴」、「雀網に鶴がかかる」は、罠や網を用いて鳥を捕っていた事実を示

す。また、銛のような道具も狩猟に使われたであろう。こうした狩猟に関連して、江戸時

代の蕪村と一茶の俳句、 

物書いて 鴨に換えけり 夜の雪 

春雨や 食われ残りの 鴨が鳴く 

が残されている。蕪村が書き物をカモに換えたのは雪の降る冬であり、一茶が食われ残り

のカモの鳴き声を聞くのは春である。これらの季節はカモの渡りに関係する。留鳥のカル

ガモを除くカモ科の鳥は、秋の終わりから冬の初めにかけて日本に飛来し、冬を日本で過

ごす間につがいを作り、春に北国へ戻って繁殖する。したがって、鴨猟は冬が本番である。

貧しい生活の足しに絵を書いて売り、食料のカモを手に入れたのは、鴨猟が盛りの真冬で

あり、猟の矢や罠・網を逃れて鳴くカモは、北へ帰る直前の春である。いずれにしろ、カ

モは馴染み深い食材であったようだ。 

一方、江戸の俳諧を集めた「俳風 柳多留」には、 

羽むしる鴨に手の込む長局（初篇 23） 
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の句が見られる。長局は、武家屋敷の奥女中と見てよいだろう。カモの羽をむしるのに手

を焼く武家屋敷の奥女中の姿を描いている。貧しい俳人から武家屋敷の住人まで、さまざ

まな階層の人々がカモを食していた実態が明らかになる。つまり、カモはごく普通の食材

であったことがわかる。 

これらの句において、鴨と一言で語られているカモは一体どんなカモなのだろうか。カ

モに関する限り、どの種類のカモであるかを特定した句は、和歌にも、俳句にも、ことわ

ざにもない。すべて鴨の一字で片付けられている。カモにはカモ目カモ科マガモ属に分類

されるマガモ、カルガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、コガモな

どと、カモ目カモ科ハジロ属に分類されるホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、およ

び、カモ目カモ科クロガモ属に分類されるクロガモなどがよく知られる。肉質がよく、肉

の量も多いマガモが食材としては最良とされているが、蕪村や一茶が詠んだカモ、あるい

は武家屋敷で食べられたカモが、果たしてマガモであったかを確かめる術はない。 

なお、カモと並んでしばしば登場する雁（ガン、又は、カリ）は、カモ目カモ科ガン亜

科に分類され、カモより大きく、ハクチョウより小さな水鳥を指す。 

「隣の貧乏は鴨の味がする」、「隣の貧乏は雁の味」、あるいは、「人の悪口は鴨の味」な

どのことわざは、お隣の貧乏は、あるいは他人の悪口や陰口を叩くのは、良い気持ちだと

する屈曲した心理を表している。これらのことわざで良い気持ちを表現する語が、鴨の味

や雁の味であるが、カモもガンも、美味であることが共通の認識としてあったからこそ、

これらのことわざの意味を誰もが理解できたのである。 

うまい話や好都合のことが重なるという意味で、「鴨が葱を背負ってくる」とのことわざ

がある。冬になれば一層旨味が増し、しかも野鳥のカモの臭みを消し去る役割も果たす葱

をカモが背負って来てくれれば、美食家にとってこれ以上の好都合はない。そのカモは何

鴨だろうと疑問に思い、何人かの知人に質問したことがある。最初の方は、私の鳥の師匠。

子供の頃、彼の実家には知人から毎冬カモが届けられたという。オスとメスのペアのカモ

であったという。「葱を背負って来て欲しいカモは何ですか。つまり、一番美味しいカモは

何ですか？」と質問した。師匠の答えは「わかりません」であった。師匠は非常に厳密な

方で、客観的事実以外は安易に yes、no を語らない。それはそれで仕方ないことである。

あるいは、さまざまな種類のカモを食べたのは子供の頃であり、記憶が曖昧であったのか

もしれない。次に質問をしたのは、知人の猟師。長野県に住む。彼は、町の食堂でイノシ

シの肉が出ると、これはオスの肉、メスの肉と味で見分けることのできる舌の持ち主。質

問に対して、即座に「カルガモ」と答えてくれた。「マガモ」の答えをひそかに期待してい

た質問者にとって予想外の答えに何度か質問を繰り返しても、答えは変わらない。その猟

師の答えを、ジビエ料理を得意とするフレンチレストランのシェフに話すと、「ウゥーン」

の戸惑いを見せながら、「そうかもしれない」と小声で答えた。彼のレストランのメニュー

に、マガモやカラスはあっても、カルガモはないのである。いずれにしても、「旨い」とか、

「最も旨い」の類の質問に答えるのは、とてつもなく難しい。 

ところで、ウサギの数を数えるとき、羽という助数詞を使うのはなぜだろう。哺乳類の
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ウサギなら、一頭、二頭でもよさそうである。体が小さいから、一匹、二匹かもしれない。

このウサギの数の数え方は、仏教伝来以降、その教えの一つである殺生忌避が広く影響を

及ぼし、獣肉食を避けるようになったことが影響しているかもしれない。ウサギを一羽と

数えれば、それは獣ではなく鳥であると主張することが可能になり、獣肉食禁止の網から

逃れられるとの屁理屈である。 

我が国では、天武天皇の時代から江戸幕府五代将軍徳川綱吉の時代まで、その時々の為

政者は繰り返し肉食禁止令を出してきた。最初に天武天皇は、675 年に「肉食禁止の 詔
みことのり

」

を出し、田畑を耕す牛、人を乗せて働く馬、時を告げる鶏、番犬の働きをする犬、人に似

る猿、など五畜の食肉を禁止した。四足動物の中でも縄文時代から狩猟の対象になってい

た鹿・猪、あるいは鶏以外の鳥類の食肉は禁止から外れている。つまり、家畜・家禽と猿

の食肉が禁止された。この肉食禁止の政策は代々の天皇により引き継がれ、頻繁に禁止令

が発せられた。禁止令を繰り返さなければならないほど、獣肉食は一般化していたのであ

ろう。 

肉食禁止の極め付きは、五代将軍徳川綱吉による「生類憐みの令」であろう。家畜、家

禽はもちろんのこと、鳥・魚介類などの動物の虐待・殺生を禁止し、違反者は厳罰に処せ

られた。たとえば、将軍家で続けられた鷹狩りは、鷹狩りそのものが殺生に当たるだけで

なく、飼育段階でタカの餌に鳥や小動物を与えるという殺生を行うことから、綱吉は禁止

した。その結果として、江戸城の食卓からエビが消えたという。特に犬の虐待・殺生に厳

罰をもって臨み、愛護したことから、世間は陰で綱吉を「犬公方（いぬくぼう）」と揶揄し

た。「生類憐みの令」という特異な政策は、仏教と儒教の影響、特に儒教の影響を強く受け

たと言われている。 

五代将軍綱吉の治世は、貞亨２(1685)年から元禄年間を経て宝永６ (1709)年までであっ

た。六代将軍徳川家宣の代になると、鷹狩りの禁止などを除く生類憐みの令の大半は廃止

された。八代将軍吉宗の時代には、鷹狩りも完全に復活した。肉食禁止にしろ生類憐れみ

にしろ、この類のお触れが出るということは、獣肉や野鳥肉の摂取が日常的に行われる事

実があったからに他ならない。生類憐みの令が有効であった期間は、これらの肉の摂取量

は減少したに違いない。しかし、それが廃止されれば、摂取量は次第に増加したであろう。

綱吉の時代から 100 年後の文化文政の時代(1804 年から 1830 年まで)になると、江戸の町

に｢ももんじ屋｣と称する肉屋が登場する。当時から農害獣であった猪と鹿だけでなく、犬・

狼・兎・熊・狸・狐・獺(カワウソ)・羚羊(カモシカ)などの肉を売り、また食べさせていた。

猪の肉は牡丹、あるいは山鯨の名で、鹿は紅葉の名で、鶏はかしわの名で供されていた。 

当時の文化人・蜀山人(太田南畝)の句に 

 ひとつとりふたつとりては焼いてくふ鶉(うづら)なくなる深草のさと 

がある。身近なキジ科の鳥、ウズラを捕っては焼いて食べていた情景が目に浮かぶ。もっ

とも、この句は、藤原俊成の詠んだ本歌 

 夕されば 野辺の秋風身にしみて鶉鳴くなり深草の里（「千載和歌集」） 

のパロディーであるから、蜀山人は実際にウズラを捕まえていなかったと見るべきであろ
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うが、ウズラを焼いて食べる習慣が江戸にもあったのは確かであろう。さらに蕪村の俳句

に 

 打ちかけの妻もこもれり薬喰 

が残されている。寒中の保温、滋養のため獣肉を食べることを薬喰と呼び、肉食を正当化

した。隠れるようにして夫婦共々獣肉を食べる様子は滑稽である。同じ蕪村の 

 客僧の 狸寝入りや くすり喰ひ 

妻や子の 寝顔も見えつ 薬喰 

くすり喰 人にかたるな 鹿ケ谷 

薬喰 隣の亭主 箸持参 

の中で、三番目の句から、鹿が谷の陰謀を引き合いに出し、薬喰が人目をはばかる隠密の

行為であることを窺わせる。最後の句は川柳と勘違いしそうな俳句である。一方、一茶は 

 ひとり身や 両国へ出て 薬喰 

と詠んでいる。江戸では、両国広小路や麹町のももんじ屋が有名であったそうで、一茶は

両国広小路の店で薬喰をしたようである。薬喰が俳句の冬の季語になっているからといっ

て、俳人だけが好んで薬喰をした訳ではないであろう。したがって、薬喰の俳句がそれな

りに多いのは、江戸の町や京の町(蕪村は 42 歳から 26 年間、現在の京都市下京区に居を

構えた)では薬喰がかなり一般化していたと見るべきであろう。また、幕末の大阪にも牛肉

を食べさせる店が二軒あった、と福沢諭吉は｢福翁自伝｣に記している。 

 薬喰は、上に述べた通りどちらかといえばこっそり獣肉を食べる小人数の集まりであっ

たが、大っぴらに獣肉を食べる地域もあった。それは、現在の長野県諏訪地方である。諏

訪大社上社では、現在も｢鹿食免
か じ き め ん

｣を参拝者に授けている。それは。鹿を食べてよいとする

免罪符、お札である。鹿食免に添えられた文言は次の通りである。 

殺生は罪悪として狩猟を忌み嫌う時代にも、お諏訪さまから神符を授かった者は、

生きるために鹿肉を食べることを許されました。こうした信仰により諏訪の人々

は長く厳しい冬を乗り越えてきたのです 

このような神符を授かれば、おおっぴらにシカの肉を食べることができる。しかも、ご

丁寧にも鹿食免には、鹿肉を食べるための箸｢鹿食箸｣まで付いている。さらに狩猟でシカ

を追えば、イノシシを捕えることにもなるから、シカだけでなく、イノシシも食べていた

ことは容易に想像できる。わざわざ薬喰と断らなくとも、獣肉を食べる習慣が諏訪地方に

あったのは確実であろう。地方には、それぞれの地方独特の食肉文化があったに違いない。 

 鳥に話題を戻せば、どんな鳥が食べられていたのであろうか。俳句から拾ってみよう。 

 ふるさとの鴨猪を薬喰(右城暮石) 

 雉子うちてもどる家路の日は高し(蕪村) 

 カモやガン、ウズラを食べることはすでに述べた。上の句は、カモも薬食いの範疇に入

ることを示す。下の蕪村の句はキジも狩猟の獲物で、食べられた事実を物語る。また、徳

川将軍家の鷹狩りの中で、最もおごそかに行われたのは、ツルを捕らえる鷹狩り(鶴御成と

いう)であったという。捕らえたツルは朝廷に献上された。天皇はツルも食べていたのであ
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ろう。江戸時代の料理書「料理物語」には、カモ、ガンの他に、ツルやハクチョウの料理

が掲載されている 2)。このうち、全長 20cm のウズラを除けば、どれも大形の鳥であり、し

たがって肉の量も多く、狩猟の成果が目に見えやすい鳥たちである。 

 

2.2 季節を詠む素材としての鳥 

 古典文学の中で、和歌は大きなウエイトを占める。「万葉集」、「古今和歌集」、「新古今和

歌集」などで、夏を詠む句にしばしば登場するのが、ホトトギスである。ホトトギスの漢

字表記には、時鳥、郭公、杜鵑など数多くある。「百人一首」にも選ばれた後徳大寺左大

臣の和歌が特によく知られている。 

ほととぎす鳴きつる方をながむれば ただ有明の月ぞ残れる（「千載和歌集」） 

 俳句では江戸時代に詠まれた次の句が現代でも、しばしば引用される。 

目には青葉 山ほととぎす 初鰹（山口素堂） 

字余りがあり、かつ季語を三度(青葉、ほととぎす、初かつお)も繰り返す型破りの俳句な

がら、江戸時代から現代に至るまで親しまれてきた数少ない俳句の一つに数えられる。こ

とわざ辞典にも載る特異な俳句でもある 3)。 

 後徳大寺左大臣の和歌は次の項で取り上げるとして、ここでは山口素堂の俳句について

述べる。素堂の俳句よりだいぶ前に、ホトトギスと青葉を詠んだ西行の和歌の存在を指摘

しておこう。 

 時鳥きく折にこそ夏山の青葉は花におとらざりけれ（「山家集」） 

西行は、ホトトギスと青葉を和歌に詠み込んだが、素堂はさらに初鰹を付け加えた俳句を 

詠んだことになる。この俳句が、江戸庶民に親しまれていた証拠を俳諧集「柳多留」に見

ることができる。 

 目と耳はただだが 口は銭がいり（三九篇 18） 

 聞いたかと問えば 食ったかと答える（二二篇 21） 

 奥様は聞き お妾は早く食い（二五篇 24） 

最初の句は、青葉を見たりホトトギスを聞いたりするのに金はかからないが、初鰹を食べ

るには金がかかることを述べ、次の句は、ホトトギスの初鳴きを聞いたかを問うと、初鰹

を食べたかの答えが返って来る、との楽しいやり取りを記している。最後の句の、聞く、

食べるは、もう説明の必要はなかろう。いずれも、青葉、ホトトギス、初鰹を詠み込まな

くとも意味が通じるほど、山口素堂の俳句は知れ渡っていたことを示している。ホトトギ

スを詠み込むにしろ、詠み込まないにしろ、ホトトギスは江戸では誰もが知る鳥であった

のだろう。実際、江戸後期に発売された歌川広重最晩年の名所絵「名所江戸百景」の中の

「駒形堂吾妻橋」には、空高く飛ぶホトトギスが描かれている。また、京の町にもホトト

ギスが飛んでいたことは、蕪村の 

 ほととぎす 平安城を 筋違
す じ か

いに 

の俳句からも理解できる。江戸も京も、江戸時代の環境は、現在と全く異なり、ホトトギ

スは、ごく普通の鳥であった。 
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 素堂の俳句が江戸庶民に親しまれた理由の一つは、初物の初鰹を詠み込んだ点にあろう。

江戸 260 年の間で、その熱気に強弱はあるものの、初物を競って食べる習慣が長く続いた。

ことわざにも 

 初物七十五日 

と詠まれているように、食べれば寿命が 75 日延びるとして初物は珍重された。春は初菜

（菜の花）、早蕨。夏は、初鰹、初筍、若鮎、新茶。収穫の秋は「秋茄子は嫁に食わす

な」、「香り松茸 味しめじ」などと詠まれている初茄子、早松茸、それに初鮭。そして

冬は新酒、新蕎麦、などなど。このうち、最も人気の高かったのは、初鰹であった。芭蕉

の句にも 

 鎌倉を生きて出でけむ初鰹 

があるように、当時は鎌倉沖（相模湾）で捕れた鰹が江戸まで運ばれた。鎌倉以外にも、

房総半島から、あるいは遠く焼津からも海路、人力高速船押送船（おしおくりぶね、又は 

おしょくりぶね）を使い、日本橋魚河岸まで届けられた。ある時、焼津から 17 本の初鰹

が届いた。6 本は将軍家に買い取られ、3 本は料亭八百善が二両一分で買い取り、残り 8

本は魚屋に卸された。魚屋が買い取った内の 1 本を三代目中村歌右衛門が三両で買い、大

部屋の役者に振る舞ったという。一本 30 万円の高値であった。「柳多留」から初鰹に関

連する俳諧をさらに調べることにしよう。 

 初かつほ そろばんのない内で買い（四八篇 6） 

 初かつほ 家内残らず 見たばかり（初篇 22） 

 女郎より まだも鰹と 女房言い（二九篇 26） 

それぞれ、値が張る初鰹を買うのは、経済観念の乏しい家庭である。その家の主人だけは

初鰹にありつけるが、家族は見るだけで終わってしまう。初鰹なら年に一度だけなので女

郎遊びよりもましだと奥さんがつぶやく、との意味である。何はともあれ初鰹だけは食べ

ようとする姿が見える。同じように、ことわざでも 

 初鰹は女房子供を質に置いてでも食え 

 どてら質に置いても初鰹 

などと詠まれている。質に置くのが「女房子供」と「どてら」では、内容も質も大きく異

なるが、それらを並置するかのごとく詠み込むところがことわざの面白味なのであろう。

初物を執拗に求める江戸庶民は、｢初物七十五日｣と詠むことによって自らの行為を正当化

すると同時に、彼らの最も大切にした粋という美意識に通じると感じていたのであろう。 

江戸初期の俳諧師・宝井其角も初鰹を詠んで 

 まな板に 小判一枚 初鰹 

の句を残している。これも初鰹が高価であったことを述べている。三代目中村歌右衛門が

初鰹を三両で買ったのは、江戸も後期の文化文政の頃であるが、其角が｢まな板に 小判一

枚 初鰹｣を詠んだのは江戸初期であったから、江戸時代全期にわたり初鰹の人気が高く、

しかも高価であったことがわかる。 

 初物に鳥は入るのだろうか？ 入るとすれば、オアクビあたりであろうが、初物には選
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ばれていないようだ。マガモの雄は首から上が緑色の羽で覆われていることからアオクビ

と呼ばれる。 

 季節を詠むことわざに 

 梅に鶯 

がよく知られる。春を告げる梅の開花と、やはり春を告げる鶯の初鳴きはよい取り合わせ

であることを述べている。 

 

2.3 愛玩の対象としての鳥 

 現代における愛玩動物の代表は、犬と猫であろう。鳥では、インコとかフクロウなど仕

草の可愛らしい種が好まれているようだ。カナリヤを飼うのは、姿かたちと鳴き声の美し

さを楽しむためだろう。鳴き声を楽しむために、江戸時代からメジロを飼っていた。それ

は、メジロの鳴き声を競い合う鳴き合わせという競技として一部の好事家に親しまれてき

た趣味である。現代では、鳥獣保護法によってメジロを飼うことさえ難しくなっている。 

 伝統的な鳥の鳴き声の楽しみ方は、自然の鳥の囀りを聞くことであった。その典型は、

ホトトギスであろう。和歌に数多く詠まれてきたことはすでに述べた。ホトトギスの初鳴

き(初音)を誰よりも早く聞くため徹夜をした話が枕草子にある。ホトトギスは夜にも鳴く

から厄介なのである。枕草子三八段の後半にその記述がある。現代語訳で紹介する 4)。  

郭公
ほととぎす

は、なにを今さらという気もするが、その風情のよさは筆舌によく尽くし得

るところではない。いつの間にか、その鳴き声も堂に入って自信にみちた調子に

なり、卯の花や花橘などに好んでとまり、その姿を見え隠れさせるのも、まったく

心憎い風流さだ。五月雨のころの短夜に、目をさまして、なんとかして人より先に

その声を聞こうと待ち遠しく思ううちに、明け方の闇のかなたに鳴いたその声の

巧みさ、かわいらしさというものは、魂もそちらにさまよい出るかと思われるほ

ど気持ちが惹かれてどうしようもない。六月に入ると、もうぱったりと鳴かなく

なるのも、何から何まで、一通りの形容では言い尽くせないすばらしさだ。大体夜

鳴くものは、なんでも、すばらしい。ただ赤ん坊だけは、そうでもないが。 

 すでに掲げた後徳大寺左大臣の和歌 

ほととぎす鳴きつる方をながむれば ただ有明の月ぞ残れる 

では、鳴き声は聞こえても、ホトトギスの姿は見えない、夜明けになお残る月だけが見え

る、と詠んでいるから、夜明けにホトトギスの声を聞いている。このように公家などの上

流階級の人々は、ホトトギスの初音を聞く、あるいは単に鳴き声を聞き楽しむために、徹

夜をするなど優雅な努力をしていた。 

 一般庶民は、そのような趣味を持ち合わせていた訳ではない。むしろその逆で、ホトト

ギスの鳴き声は田植え作業開始の合図でしかなかった。その合図とともに、厳しい農作業

を再び始めなければならない。決して楽しい鳴き声ではないのである。その情景が枕草子

二一二段にある。田植をする農民の歌を聞いた清少納言の反応が面白い。現代語訳は 5)、 

加茂へおまいりする途中で田を植えるとて女たちが新しい折敷のような物を傘に
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かぶってたくさん立って歌を歌っている。折れ伏すように、また、何をするとも見

えないで、後ろの方に動いてゆく。どういうことなのだろうか、おもしろいなと思

って見ているうちに、郭公のことをひどくぶしつけに歌うのを聞いてこれにはが

っかりだ。「ほととぎす、くそ、あいつめ、てめえが鳴いてさ、おらは田を植える」

と歌うのを聞くにつけても、昔の歌詠みも、いったいどんな人が「（ほととぎすよ）

あまり鳴くなよ」なんて詠んだのだろう。仲忠の生い立ちをけなす人と、ほととぎ

すが鶯より劣ると言う人は、ほんとうになさけなく、にくらしい。 

 ホトトギスと同じように鳴き声を楽しんだ鳥に、ウグイスがいる。この鳥ももともとは

自然の中での囀りを楽しむ鳥であったが、室町時代になると鶯飼(うぐいすかい)が存在し、

ウグイスの飼育、行商する商売が現れた。鶯合せというウグイスを持ち寄って鳴き声の優

劣を競う鳴き合わせも行われていたから、メジロと同様に籠の中で飼っていたことになる。

ウグイスに関する記述はここでは省略する。なお、籠の中で飼う鳥を詠んだことわざに 

 籠鳥 雲を恋う 

がある。囚われの身のものが自由を羨むとの喩えに用いられる。和歌や俳句、ことわざに

詠まれる鳥は、もっぱら自然の中で暮らす鳥であり、籠の中の鳥を肯定的に詠む句は少な

い。 

 

2.4 優れた飛翔能力を持つ生物としての鳥 

 鳥の特徴は、何と言っても大空を自由に飛ぶことができる能力を持つことである。その

飛翔能力を羨むことわざは多くない。珍しい一つに 

 雁が飛べば石亀も地団駄 

がある。雁が飛ぶのを見て石亀も飛ぼうとするができずに地団駄を踏む、の意味で、おの

れの分際を忘れ、いたずらに人の真似をすることを揶揄することわざになっている。また、 

 飛ぶ鳥を落とす 

は、鳥の飛翔能力について直接述べている訳ではないが、飛ぶ鳥を落とすのは難しいこと

を前提に、鳥の飛翔に畏敬の念を抱く気持ちも幾分含まれているのだろう。このことわざ

は、きわめて威勢が盛んな様を述べている。現代であれば、散弾銃のお蔭で比較的容易に

飛ぶ鳥を落とすことができる。昔であれば、弓の名手が飛ぶ鳥を射ることも可能であった

かもしれない。それとは別に、平家物語の巻５に飛ぶ鳥を落とす場面が二箇所見られる。

第一は、「始皇宣はく」の段で、秦の始皇帝が殺されそうになる場面である。 

およそこの后の琴の音を聞いては、武きもののふの怖れるも和らぎ、飛ぶ鳥も落

ち、草木もゆるぐ程なり。 

とある。始皇帝の后の琴の音を聞けば、勇猛な武士の怒りも和らぎ、飛ぶ鳥も落ち、草木

も揺らぐ程である、との意味である。琴の音の美しさに鳥も羽ばたくのを忘れて落ちる、

ということらしい。第二の場面は「文覚荒行」の段に見える。厳しい修行を乗り越えた修

験者文覚の風評を述べて 

およそ飛ぶ鳥も祈り落とす程の、刃の験者とぞ聞こえし。 
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と記す。文覚は、飛ぶ鳥を祈り落とす程の、鋭い修験者との評判である、と述べている。

祈り落とすとは、気合で落とす、あるいは念力で落とす、くらいの意味であろうか。平家

物語に記された飛ぶ鳥の落とし方は、通常の方法とやや異なるので、戸惑いを覚えるが、

通常の方法ではなかなか飛ぶ鳥を落とすことはできないと理解すべきなのかもしれない。 

 飛ぶ鳥を詠むことわざに 

 飛ぶ鳥の献立 

がある。まだ射落としてもいない鳥の献立をはやばやと思案することから、先行きが不確

定なことに期待して、あれやこれやと計画することの喩えに、用いられる。つまり、 

捕らぬ狸の皮算用 

の鳥ヴァージョン、ということになる。修験者の文覚でも、飛ぶ鳥の献立が頭の中にあれ

ば、雑念が入り、飛ぶ鳥を祈り落とすことはできなかったかもしれない。その意味では、

弓で射る、罠や網で鳥を捕る方が確実なのだろう。 

 

3 鳥を取り入れたことわざ 

 鳥を詠み込んだことわざは少なくない。鳥を素材に使っても、ことわざは譬えであるか

ら、最終的には人の行動や習性を揶揄する手段に用いられる。まず初めに、人々はどんな

鳥を低く見ていたか、あるいは高く見ていたかを、ことわざなどから拾うことにする。 

 

3.1 卑しい鳥 

 字面から卑しい鳥を探すと、鵯に出くわす。卑しい鳥と書くから卑しさは横綱級である。

次の和歌にこの鳥が詠み込まれている。 

「冬鳥」 南天の実をあさるとやひえ鳥の寒き垣根をたちもはなれぬ 

明治天皇が「冬鳥」を詠んだというこの句、古語のひえ鳥を漢字で書けば、鵯。ひえ鳥は、

今でいうヒヨドリである 6)。鋭く、しかも大きな声でピーピーと鳴き立てるから、卑なる

鳥の漢字が当てられたのかもしれない。ヒヨドリほどではないにしても低く見られる鳥の

代表はスズメだろう。よく見かけるものの、見栄えのしない姿であるための宿命なのだろ

う。 

 雀百まで踊り忘れず 

 勧学院の雀は蒙求を囀る 

このうち、前者でスズメが両足を揃えてピョンピョンを跳ねるように歩く姿を踊りと呼ん

でいる。この歩き方をホッピングと言い、左右の脚を交互に前に出す歩き方をウォーキン

グという。樹枝で生活することが多い鳥にとってホッピングは効率的な移動方法である。

スズメは地上に下りてもホッピングをするので、このことわざのように揶揄される。若い

時の癖や道楽は直りにくいことの喩えである。後者は、「門前の小僧習わぬ経を読む」のス

ズメ版であり、日頃見なれ聞きなれていることは自然に覚えてしまうことの喩えである。

藤原氏の子弟が学んだ寄宿舎の勧学院にいれば、スズメでさえも、そこで使われている教

科書・「蒙求」を覚えてしまう。ふつうなら覚えることができない者でさえ、自然に覚えて
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しまうことを強調するため、小僧やスズメを登場させている。つまり、スズメは小さく劣

るものと見られている。 

 しかし、そのような小さきもの、劣るものに愛情を注いだ俳人もいる。 

我と来て遊べや親のない雀 

と詠んだ小林一茶である。母親を亡くし孤独の少年時代を送った一茶が、小さなスズメに

親しみを感じて己の孤独と重ね合わせた句である。さらに 

 慈悲すれば糞をするなり雀の子 

もある。可愛がっていたら糞をされてしまったという。ふつう、スズメは簡単に人に近づ

かない。一茶は餌を与えていたのではないかと想像される。また、江戸に出た一茶は、信

州人であるがためにからかわれた時に詠んだ俳句に 

 椋鳥と人に呼ばるる寒さかな 

がある。江戸の人々は、冬、出稼ぎに上京する信州人や東北人をムクドリと揶揄していた

という。そんな陰口に、冬の寒さが一層身にしみることだろう。「ギュルギュル」とやかま

しく鳴くムクドリも低く見られた鳥である。 

小さく劣るものと見られたスズメを詠んだことわざに 

 雀の糠喜び 

がある。あてが外れて、喜びが無駄になる意味の糠喜びだが、糠を粉の糠と解釈すると、

意味が通じにくい。大辞林には、糠に「籾殻（もみがら）」の意味があると記されている。

籾殻なら、意味がよくわかる。米を見つけ喜んで集まったスズメが、実のない籾殻である

ことに気付き、あてが外れてしまった情景が目に浮かぶ。この自己流の解釈に自信が持て

ないでいたが、同じ解釈に出会い 7)、確信するに至った。 

 

3.2 高貴な鳥 

 高く見られていた鳥の代表は、ツル、タカであろう。このうち、ツルは今でこそごく限

られた場所でしか見ることはできないが、江戸時代は飛来の季節になれば普通に見られた

鳥であった。タンチョウである。天正 18(1590)年、徳川家康が関東に移封されたとき、関

東地方一帯は一面の湿地帯であったという。江戸も同様であった。湿地帯が広く覆う江戸

を土木工事によって人の住める街に次第に変えていったのが徳川家康をはじめとする徳川

幕府であったという 8)。そのような環境ならば、当然ツルも飛来するであろうことは容易

に想像できる。実際に、すでに述べた歌川広重の「名所江戸百景」の一枚「簑輪金杉三河

しま」には、タンチョウの舞う姿が描かれている。柳多留には 

 飼鶴は袴着て居る人に行（初篇 26） 

とあり、飼われているツルは、袴を着ている鶴飼役の役人の方に行く、と詠んでいる。餌

がもらえるからである。小松川に鶴飼場があったという。鶴飼場とはいえ、閉じた空間で

鶴を飼っていた訳ではない。飛来する鶴が、飛び去らないよう餌付けをするとともに、鶴

飼場の周囲に青竹の垣根を作ってツルを驚かせない環境を用意しただけである。 

また、明治の初期に福沢諭吉が「どじょうを殺して鶴を養う」と「文明論之概略」の中



46      
 

で述べているのは、その頃の東京にもまだツルが飛来していた事実に基づき述べたものか

もしれない。しかし、その後、ツルの数が激減する時代を迎える。 

 ツルを詠んだことわざには 

雀の千声、鶴の一声 

掃き溜めに鶴 

 鶴は千年亀は万年 

などがある。第一の句は、議論が百出する中で、権威あるものや実力者が発する事を決定

づける短い言葉の喩え、に用いられる。この句でも、おしゃべりのスズメは低く見られて

いる。第二の句は、見栄えのしないみすぼらしい環境に飛び切りの優れた人物や美しい人

が現れる喩えに使われる。最後の句は、長生きをするめでたいことを言う。実際の寿命は

両者ともずっと短いのだが、言葉通りに受け取ればカメの寿命はツルの十倍もある。この

句を前提に、俳諧「武玉川」には 

 鶴が死ぬのを亀が見ている 

と、面白おかしく冷やかす句が詠まれている。この句はカメの立場に立っているが、ツル

の立場から見ると 

 亀の年を鶴が羨む（日本俚諺大全） 

となる。欲望には限度がない喩えになっている。これら２句の皮肉たっぷりな表現に興味

は尽きない。一つのことわざ「鶴は千年 亀は万年」を引き合いに出しながら、諧謔を弄し

た言葉遊びの妙は見事としか言いようがない。 

いずれにしてもツルは特別な存在であり、その体の大きさ、容姿、声の大きさから他の

鳥より上位に置かれていることは間違いない。 

徳川将軍家の鶴御成についてはすでに述べたが、鶴御成で捕えるツルはナベヅルであっ

たという。江戸にもタンチョウは飛来していたが、タンチョウは特別に神聖な存在と見な

され、狩猟の対象から外されていた。 

 ツルの次に高く見られている鳥はタカであろう。まず、小さなスズメと大きなタカの組

み合わせを見ると、 

鷹の前の雀 

鷹のない国では雀が鷹をする 

がある。カタは強い物、スズメは弱い者に喩えられている。前者は、身がすくんで手も足

も出ない状態の喩えを、後者は、「鼬(いたち)なき間の貂(てん)誇り」のスズメ版であり、

強者の留守に(あるいは、いないところで)弱者が威張ることの喩えに用いる。 

 一般に、タカ目タカ科に属する鳥のうち、大型のものをワシと呼び、比較的小型のもの

をタカと呼ぶが、明確な大きさの基準はない。トビはタカ目タカ科のタカであるが、後に

述べる理由から、他のタカより低く見られている。ことわざでも、トビ(鳶)とタカ(鷹)は明

確に区別されている。 

鳶が鷹を生む 

鳶の子鷹にならず 
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鳶も居ずまいから鷹に見える 

第一の句は、凡庸な親から非凡な子が産まれる喩えであり、第二の句は、その可能性を否

定している。相反する二つの句を並べれば、必ずどちらかのことわざが当たる。だから、

「譬えに嘘なし、坊主に毛なし」となる。ここで譬えはことわざの意味に使われ、ことわ

ざが伝えようとする内容に間違いはない、と述べている。第三の句は、下賤なものも起居

が端正であれば品よく見えるとの意味である。可愛そうに、トビは下賤なものに成り下が

ってしまった。 

 さて、一方のタカに関しては、 

鷹は飢えても穂を摘まず 

能ある鷹は爪を隠す 

とあり、俄然評価が高い。はじめの句は、高潔な人はどんなに困窮しようとも不正な金品

を受けないし、節を曲げることはしないとの喩えであり、次の句は、才能や真に実力のあ

る人は、ふだんはそれをひけらかすようなことはしないという喩えになっている。トビと

タカでは、同じ猛禽類でも上下の差は明確である。 

 高潔で才能豊かなタカでも、まれに失敗することもある。次の句がそれである。 

欲の熊鷹股裂ける 

クマタカはやや大型であり、大きな鳥や中小型の動物を食べる。このことわざの由来はこ

うである。ある時、クマタカがイノシシ二頭を両足で掴んだ。鋭いかぎ状の爪は右足に一

頭を、左足に他の一頭を掴んで離さない。驚いたイノシシが左右に駆けだした。その結果、

クマタカの股が裂けてしまったという訳である。欲が深すぎると自ら災いを招くとの喩え

に使われることわざである。優れた能力を持っていても、その能力が災いして失敗するこ

ともある。 

 ところで、タカ科の中で評価の低いトビと評価の高いタカの代表クマタカを比較してみ

よう。トビは全長 59cm（オス）から 69cm（メス）、翼を広げたときの翼の両端の幅(翼開長

という)は、157cm から 162cm である。一方のクマタカは全長が 72cm（オス）から 80cm（メ

ス）、翼開長 140cm から 160cm である 9)。クマタカはタカの中では大型種に属し、熊のよう

に大きく強いためこの名前が与えられた。しかし、トビの全長や翼開長もクマタカに劣る

ものではない。それどころか、他のタカの仲間、オオタカ、ノスリ、チュウヒ、ハチクマ、

ツミなどよりも大きな体付きなのである。それにもかかわらず、トビの評価が低いのはな

ぜだろう。理由は食性にある。クマタカは、小さなネズミ、タヌキ、ヤマドリなどを捕ま

えて食べる森の生態系の頂点に立つ鳥である。森の王者とも呼ばれる。かつては、オオタ

カなどとともに、飼い慣らして鷹狩りに使われていた。トビより小型のタカの仲間も、い

ずれ劣らぬハンターである。一方のトビは、郊外では、動物の死骸、カエル、トカゲ、ネ

ズミ、ヘビ、魚などの小動物を捕食し、都会では、生ごみをあさり、人の弁当の中身をさ

らう。カラスやカモメと餌の奪い合いもする。つまり、トビは精悍な面構えのタカの仲間

でありながら、本格的な狩をせず、とりあえず食べられるものを探して食べるという非攻

撃的な生き方をしている。日本人は昔からこのトビの食性をつぶさに観察していたのであ
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ろう。捕食者としての優れた能力を持つタカと、ろくに狩りもしないトビとを峻別した結

果が、上のようにことわざの表現に大きな差となって現れた。 

 

3.3 ことわざに詠まれる鳥 

 「立つ鳥跡を濁さず」、「足元から鳥が立つ」などのように、鳥の種を特定せずに鳥一般

をことわざの題材に使うこともある。しかし、多くの場合、鳥の種を特定する。スズメ、

ツル、タカなどについてはすでに述べた通りである。カラスもしばしば題材として取り上

げられる鳥である。黒い鳥という特別な色彩と、よく見かける鳥であることが、その理由

であろう。同じ黒のウとともに詠まれた句に 

 鵜の真似をする烏 

がある。実は、ウという鳥はいない。ウミウかカワウをふつうウと呼ぶ。川や海、池など

で見るのは、カワウである。一部の地域では海にウミウが棲息するので紛らわしいが、多

くの場合、海で見かけてもカワウの確率が高い。カワウは、ウミウと同様に水鳥であり、

水に潜り魚を捕る。潜水が得意の鳥である。カラスはカワウの真似をすることがあるだろ

うか。カラスは神経質で用心深い。だから 

 烏の行水 

などと言われる。烏は行水が嫌いなわけではない。ただし、用心深いので、長い時間をか

けて行水しないだけなのである。周りに人がいない浅い水辺で、何分もかけて行水するカ

ラスを見たこともある。また、ある小学校で、屋上のプールでカラスが死んでいることが

ある、と聞いたことがある。屋上だから普通は人がまわりにいない。カラスが安心して水

遊びをしていて、溺れてしまったのかもしれない。決して鵜の真似をしていた訳ではない

のだろう。そもそも、プールに餌となる魚などは生息しない。ついついやり過ぎたのかも

しれない。カラスが溺死している場面を目撃すると「鵜の真似をする烏」と言いたくなる

のは人の常であろう。それを、自分の能力をわきまえずに人の真似をして失敗することの

喩えに使われては、カラスも立つ瀬がない。一方で 

 烏を鵜に使う 

とのことわざもある。人の能力を適切に使っていない喩えである。この句では、同じ黒の

カラスとウでも、カラスが潜水に向いていないことが明確に認識されている。 

 黒と対照をなすのは白である。そのコントラストを使ったことわざに 

 烏を鷺という 

がある。サギにもいろいろあるが、ここでは白いサギを言っている。白いサギをしばしば

シラサギと呼ぶことがあるが、ウと同様にシラサギという鳥も存在しない。白いサギは体

の大きさに応じ、ダイサギ、チュウサギ、コサギと大中小で分けるのは、何とも趣のない

区分であるが、これも決まってしまったことで、どうしようもない。都会でも見かけるこ

とが多い白いサギは黒いくちばしのコサギである。このことわざの意味は、正しくないこ

とを正しいと強引に正当化する意に使う。今の世の中、特に政治の世界では、烏を鷺と言

い張る人が多い。そんな政治家に限って、｢李下に冠を正さず｣などと平然と言う。何とも
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嘆かわしい。同じ鳥を使うことわざに 

 鷺と烏 

がある。これは単に、物事が正反対の喩えに使われる。この句も、サギは白、カラスは黒

が前提となっている。 

 カラスの黒を強調した句に 

 どこの烏も黒い 

 闇夜に烏 

などがある。前者は、どこへ行ったところで、そうは変わったことはないものだという喩

えに使われ、後者は、区別することができない喩えに使われる。ところで、夜烏とも呼ば

れるサギがいる。体が黒いわけではないが、夜にも活動し、クワッと鳴くのでそう呼ばれ

るゴイサギである。平家物語巻５「朝敵揃」によれば、醍醐天皇の宣旨
せ ん じ

に従い逃げること

なく捕えられたために五位を授けられた由緒正しいサギである。 

 

４． 結論 

 ことわざにしろ、和歌や俳句にしろ、あるいは枕草子のような随筆にしろ、作者の目の

前に展開されている状況や情景を客観的に描写できなければ、それらを聞く人と、その場

の状況や情景を共有することはできない。したがって、その後に続くであろう主観的な感

情や思いを読者に伝えることはできない。つまり、客観的な事実の描写が、その事実から

導かれる感情や思いを読者に伝える基礎になる。事実の描写に曖昧さがあれば、すぐに読

者に見抜かれ、作者の感情や思いは読者には偽りと映ってしまう。だから、客観的事実の

正確な描写が、ことわざ、詩歌、随筆の生命線になる。 

 今、目の前に展開する物事の移り変わり、情景を客観的に記述するには、その移り変わ

りや情景をつぶさに観察しなければならない。和歌の影響が強いのであろう、日本人は実

に丁寧に自然を観察してきた。宝井其角の俳諧に 

 あの声で蜥蜴
と か げ

食らうかほととぎす 

が残されている。ホトトギスの食性まで観察していたことになる。万葉集には 

うぐひすの卵（かひご）のなかにほとゝぎすひとり生まれて己（な）が父に似ては

鳴かず己（な）が母に似ては鳴かず……（高橋虫麻呂） 

が残され、ホトトギスがウグイスの巣に托卵することを奈良時代前期にはやばやと見抜い

ている。すでに引用した枕草子にも、ホトトギスが「卯の花や花橘などに好んでとまり、

その姿を見え隠れさせる」、あるいは「六月に入ると、もうぱったりと鳴かなくなる」とあ

る。ホトトギスの生態学が書けそうな先人達の観察眼である。また、すでに述べたように、

ことわざでは、トビは他のタカに比べ低く見られている。トビの評価の低さは、人々がト

ビの生活、特にその食性の細かい観察から得られた評定が反映していると考えられる。こ

うした客観的な鋭い観察を基に、目の前に展開されている事実を客観的に描写した上で、

自らの思いや感情を表現すことが、読者の共感を得ることに繋がる。 

 自然を客観的に眺める姿勢は、科学的な姿勢と相通じる。明治の開国まで、我が国には、
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自然科学なるものは存在しなかった。開国直前から、そして開国後はなお一層、多くの留

学生を欧米に派遣し、自然科学をはじめとした欧米の学問を積極的に吸収した。また、外

国人教師・技師を欧米から数多く招聘して、国内の教育や産業技術振興に彼らの学問・知

識と技術を活用した。留学と招聘によって、日本は比較的短い期間に――短いとはいえ、

明治元年から数え、日本人がノーベル賞を受賞するまでに８０年を要している――欧米の

科学や技術に追いつくことができた。この短期間での達成には、古代から育まれてきた日

本人の観察眼という感性が、大きく影響していると考えられる。和歌や俳句を詠む、こと

わざを創るには自然を鋭く観察する必要がある。その観察眼はまた、近代、あるいは現代

における自然を観察する鋭い感性に結びつき、科学技術の進歩に貢献していると解釈した

い。 

 ただし、ウグイスに関しては、特に万葉集・古今集の和歌において正確な観察に基づい

た詠歌であるか疑義がある。そのため、この論文ではウグイスの詩歌やことわざの紹介は

必要最小限にとどめた。ウグイスについては別の論文で論ずることにする。 
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