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和歌中「鶴」的表現――從萬葉集到八代集―― 

摘要 

 

    從日本文學史上的上代開始，「鶴」便出現在日本的故事、詩歌當中，在上

代和歌的代表性總集《万葉集》當中，收錄了約四十六首歌詠鶴的短歌，其中除

了描繪實景、水邊群鳥姿態的作品之外，更有因為鶴獨特的叫聲而懷鄉感傷的和

歌。從《万葉集》開始，便可以看到在和歌中對鶴的描寫大多以其鳴叫聲為重點，

這種寫作方式在之後的詩歌當中也持續被使用。 

    進入平安時代之後，由於受到中國神仙傳說及詩文繪畫的影響，鶴不單單是

在水邊隨處可見的水鳥，更成為了擁有千歲長壽，載著仙人來去的仙禽。在《古

今和歌集》當中的「鶴」歌，除了可看到繼承《万葉集》著重「鶴唳」的表現之

外，更是祝賀人長壽的代表題材之一。在之後的「敕撰和歌集」當中，更是融合

了詩文、佛典等各種典故，創造出多彩多姿的表現。 

    然而，儘管「鶴」這個題材在今日仍多被歌詠寫作，以日本詩歌中「鶴」的

表現為主題的研究著作卻十分稀少，本論文除了統整歷來相關論述之外，希望以

代表上代和歌的《万葉集》和平安之後的八部「敕撰和歌集」，也就是八代集中

的「鶴」歌為主要研究對象，全面性地探究日本和歌中「鶴」的各種表現與形象。

從和歌中「鶴」字的讀音論起，到和「鶴」相關的各種用法、典故等，希望藉由

此論文探討日本和歌中「鶴」的表現與形象。 

 

關鍵詞：和歌、鶴、八代集、万葉集、慶賀 
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The Expressions of “Crane” in Waka –from Manyoshu to Hachidaishu - 

Abstract 

 

Since the ancient times, Crane has appeared in Japanese stories, poetry.  There 

are 46 waka of crane in the masterpiece of ancient waka “Manyoshu”.  Some of the 

poetry of crane in “Manyoshu” are about the scenery of many water birds gathering 

beside the sea, and some reveal the writers’ longings for their faraway hometown or 

their lovers.  Since “Manyoshu”, most of the waka about crane are focus on the cries 

of crane, not only because cranes have the special high-pitched sounds, but also the 

word “cry” can express the author’s heart or movement.  This way of expressing has 

been used since then. 

    During the Heian era, under the influence of Chinse poetry, paintings and 

legends about supernatural beings, Crane is not only a ubiquitous water bird but also 

become a conveyance of celestial beings.  And Japanese began to thought crane as a 

special kind of animal which can live over a thousand years.  In “Kokin-wakashu”, 

the first waka anthology compiled by imperial command, you can find the cries of 

crane are still emphasized, moreover, crane has become a typical subject while 

wishing people to live long. Afterward, the expressions of crane in waka are getting 

more various by adopting Chinese literature and Buddhist scriptures.  

    However, in spite of the fact that cranes are important theme in Japanese 

traditional poetry, the research about “the crane in waka” are very few in the past. 

Therefore, I chose the most representative anthology “Manyoshu” and the first eight 

anthologies compiled by imperial command(“Hachidaishu”) as my subjects of 

research, and intended to find out the expressions and images of crane in Japanese 

traditional poems.  From pronunciation, to the way of describing crane, this paper is 

a full exploration of crane in waka from all sides. 

 

Key words: waka, crane, Manyoshu, Hachidaishu, greeting words 
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和歌における「鶴」の表現――万葉集から八代集へ―― 

要旨 

 

 日本文学史でいう上代から、「鶴」は日本の物語、詩歌の中でその名が多く

現れ、上代文学において代表性ある歌集『万葉集』に、約四十六首の「鶴」の

歌が収録されている。その中には、実景を描き、水辺に群れる鳥の様子を詠じ

た作品以外、鶴の独特な鳴き声を聞いて、故郷や妻を思って作った歌も多くあ

る。 

 平安時代以降、中国の神仙伝説や、詩文絵画などの影響の下で、鶴は水辺に

見られる水鳥から、千年の長寿を持ち、仙人の乗り物とされる仙禽となった。

初の勅撰集『古今和歌集』に収められた「鶴」の歌には、『万葉集』を受け

継ぎ、「鶴が音」の表現が詠まれ続ける上、慶賀の歌において、代表的な題材

として歌われている。後に、漢詩、仏典などの典拠を踏まえながら、多彩な「鶴」

の表現が創出されている。 

しかし、今日でも「鶴」という題材が使われているにもかかわらず、日本詩

歌における「鶴」の表現を中心にした著作が極稀である。本論において、鶴に

関する研究をまとめながら、上代和歌の総集である『万葉集』と勅撰和歌集で

ある八代集に収められた鶴の歌を研究対象にして、全面的に和歌における「鶴」

の表現を論じることとする。和歌に使われた「鶴」の読みから、八代集におけ

る各表現、典拠、イメージなどを検討しようと思う。 

 

キーワード：和歌、鶴、万葉集、八代集、賀歌 
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序章 

 

第一節 研究動機と目的 

 

 古今東西、文学作品に描かれるものといえば、四季のうつりかわり、山川、

草木、花鳥、動物など外の景物か、喜怒哀楽という内面の心情や感情が殆どで

ある。日本の古代文学作品には、神秘的な自然や神々、或は天皇の権威を賛美

したり、身近にある風景や動物を詠む内容が多いことで知られている。古代歌

謡や詩歌もそれに属すると言えよう。日本 初の歌集『万葉集』には、雑歌、

相聞、挽歌という部に分かれており、そのほか、羈旅歌、比喩歌、東歌などの

類もあり、四千余首長短さまざまな歌が収録されている。その中で自然に触れ

るものが多いのは言うまでもなかろう。その膨大な歌集に出てくるさまざまな

草木や動物に関する研究が既に多くなされてきたが、しかし、『万葉集』に四

六首も詠まれた「鶴」を中心にしたものが少ないうえに、『古今集』以降の鶴

の歌を論じた研究もわずかしかなかった。しかし、中国にしろ、日本にしろ、

鶴は文学や絵画の中でよく見られる題材である。そのため、本論は「鶴」の歌

を考察の対象として、『万葉集』をはじめ、八代集や代表的な歌集から例を取

り上げ、比較文学の観点から、その特徴や文学史上の意義を解き明かそうとす

るものである。 

 『万葉集』に描かれる鳥といえば、ホトトギス、鴬、雁、鶴、鴛鴦、千鳥、

呼子鳥、鴨、ツバメ、カササギ等が見られている。そのなかに、 も数多く詠

まれたのはやはりホトトギス、次いで雁、鴬という順番で続く1。春に鴬、夏

にほととぎす、秋に雁、それは『万葉集』をはじめ、どの時代の詩歌において

も揺るぎない代表的な景物であると認められる。それに関して、古くからもた

                                                 
1 稲岡耕二編『万葉集事典』（1994．07、学燈社） 
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くさん論じられてきた。一方、歌で詠まれた数からみると、鶴は郭公鳥、鴬、

雁の次、四番目に位置づけられており、約四十六首の歌がある2。「難波潟潮干

に立ちて見渡せば淡路の島に鶴渡る見ゆ」（七・一一六〇）や「若の浦に潮満

ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る」（六・九一九）などのように、そ

の内容は、浦や潟という水辺で餌を探す様子か、甲高い声を鳴きながら飛び渡

る鶴が描かれることが多い。さらに、鶴の鳴き声は妻を呼んでいるという説も

あり、それを聞いている人に故郷や、遠くにいる妻を恋しく思わせる歌も見ら

れる。『万葉集』における鶴が水辺の景色を描く時によく現われ、かなり重要

な表現と考えても差し支えないだろう。 

 しかし、その後編纂された勅撰和歌集『古今集』を見てみると、鶴を詠んだ

歌は六首しかない。『万葉集』に収められた四千五百余首歌の中に四十六首の

用例に対し、約千百首歌の収録された『古今集』に六首といういうのは、とて

も比率が低いと言ってもよかろう。『古今集』のみならず、八代集を見てみる

と、『拾遺集』を除いて、『後撰集』、『後拾遺集』らの勅撰集に、「鶴」の用例

が約五、六首である。鶴は和歌の場から姿が消えたのではないかと思いきや、

実は別の舞台に舞い上がったのである。『古今集』以降、鶴は単純に叙景歌の

景物として詠まれるのが段々少なくなり、朝廷（雲居）に返りたい官人の喩え

として使われたり、長寿のシンボルになったり、歌でさまざまな役割を担うよ

うになった。特に中国詩文の影響を受け、賀歌での表現が重要で、よく見られ

るパターンとなっている。 

 つまり、勅撰集に選ばれた鶴歌の数が膨大ではないにしても、豊かな表現が

見られる。その中に、「難波潟潮満ちくらし雨衣たみのの島に鶴鳴きわたる」

（『古今集』巻第十七・九一三）のような『万葉集』を受け継いだ水辺の実景

を描く歌があり、一方、『詩経』小雅の「鶴鳴于九臯、聲聞于野」という典拠

                                                 
2 稲岡耕二編『万葉集事典』（1994．07、学燈社）p、134 
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を踏まえて書いた歌もしばしば見られる。例えば、「葦鶴のひとりおくれて鳴

く声は雲の上まで聞こえ継がなむ」（『古今集』巻第十八・九九八）、「むかしみ

し雲ゐをこひて葦鶴の沢に鳴くやわが身なるらん」（『詞花集』巻九・三五〇）

などがある。また、白詩「第三第四弦泠泠、夜鶴憶子籠中鳴」に拠って詠まれ

た「夜の鶴みやこのうちにはなれて子を恋ひつつも泣明かすかな」（『詞花集』

巻九・三四〇）という用例や、仏教関係の語「鶴林」を用いた哀傷歌「薪尽き

雪降りしける鳥辺野は鶴の林の心地こそすれ」（『後拾遺』巻十・五四四）など、

多彩で特殊な表現が見られる。さらに、長寿の瑞鳥とされた「鶴」は『古今集』

時代の賀歌から、今の文学作品や日常生活にも姿を見せている。 

 「鶴」によって、和歌にどのような心情・情景が表現されているのだろうか。

「松」や「竹」との組合せで、どのような慶賀の場面が作り出されたか。また、

中国側の鶴のイメージをどのように受容し、和語的な表現と結びついたのか。

本論は、『万葉集』と八代集に収められた鶴の歌に基づき、その表現を中心に

考察してみようと思う。中国文学や漢詩の表現を常に念頭に置き、「鶴」の訓

読を始め、さまざまな表現を検討し、和歌における「鶴」の全体像を明らかに

しようとする。 

 

第二節 先行研究 

 

 調べた限りでは、鶴歌にしぼった論説はわずかしかなかったため、関連する

研究から「鶴」に関する討論を見い出さなければならない。たとえば、『万葉

集』で鶴の歌はほぼ叙景、あるいは羈旅歌の類に属しているので、叙景歌・羈

旅歌を論じる文において例として挙げられる。たとえば、『万葉集』や古代歌

謡に関する論文を収録した『古代文学講座』の第二巻『自然と技術』（1993．

04、勉誠社）と第五巻『旅と異郷』（1994．08、勉誠社）に収録された、野田

浩子氏の「〈叙景歌〉の成立へ」と「古代の旅人たち」がある。その中に「桜
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田へ鶴鳴き渡る……（三・二七一）」や「磯の崎漕ぎたみ行けば…（三・二七

三）」など、高市黒人の羈旅歌群が検討される。 同じく、高市黒人の羈旅歌群

をあげて、比較文学の角度から「旅」を論じた辰巳正明氏の『万葉集と比較詩

学』（1997．04、おうふう）という大作があるが、どれでも羈旅歌を中心にし

て、「鶴」という表現に対しては目が向けれられてはいなかった。また、犬養

孝氏の『万葉のいぶき』（1983.06、新潮社）、『万葉の人びと』（1981.12、新潮

社）、『万葉の十二ヵ月』（1983.09、新潮社）という一連の著作があり、「鶴」

に関連する項目は記されたが、ほぼ自然や動物の生態面に焦点が当てられてい

る。なお、内藤明氏が「『万葉集』に鳴く鳥」（高岡市万葉歴史館編『音の万葉

集』、2002.04、笠間書院）という著作で、『万葉集』で鳥を描くとき、その姿

より鳴き声のほうがよく使われていた。その一例として「鶴が音」が挙げられ

たが、ほんの一節しかなかったのである。 

 一方、賀歌や屏風歌の研究に「鶴」の項目がしばしば挙げられている。代表

的な説をあげると、片桐洋一の「松鶴図淵源考――古今集時代研究序説――」

（『国語国文』２９、1960．07、中央図書）がある。松鶴の組み合わせの典故

をめぐって詳しく考察したものである。また、田島智子『屏風歌の研究』（2007．

04、和泉書院）で屏風歌の題材として「松」「鶴」「竹」の使用頻度や八代集に

おける変遷が論じられた。 

 前述したように、主題として鶴の歌を扱った研究はごく稀である。調べた限

りでは、桧垣記代氏の「和歌における「鶴」」（『愛媛国文研究』四四、1994．

12、愛媛大学）一篇しかなかった。桧垣氏は『万葉集』、『古今和歌集』、『新古

今和歌集』を中心に、鶴の歌やこれに影響を与えた白詩について考察した。「祝

いの和歌」も言及しているが、「鶴―亀」や「鶴－松」の歌しか挙げられてい

ないため、補足する余地があると思う。たとえば、「鶴の子」、「鶴の毛衣」、「浜

鶴」など、論じられかった表現もある。つまり、漢詩文に多く現れる「鶴」は、

和歌の世界においてもかなり重要で出番の多い鳥であるが、ただ慶賀の題材と
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して屏風歌や賀歌の研究の片隅でしか言及されないほど、意外に専門の論説が

少ないのである。それに、慶賀の表現においても補足な余地が残る。従って、

以上のことを参考して、『万葉集』や八代集など代表的な歌集で見られた鶴の

表現を全体的に論じてみることとする。また、日中漢詩文でのイメージ・表現

も参照しながら、比較文学の視点から「和歌における鶴」の全貌を明らかにし

ようと試みる。 

第三節 構成と方法 

 

 表現論的な作品研究とは「主題が作品として構造化される叙述的な階梯に視

座を置いて、叙述の解析を通して主題を浮き彫りさせ、おのずからその背後に

ある作者に接近していく方法」3とされる。本論において、歌の表現を手がか

りにして歌人の意図や修辞技法を問いながら、「鶴」のイメージや歌における

役割を考察しようとする。用例として取り上げる歌は、主に『万葉集』と八代

集から引いたものである。それ以外、『和漢朗詠集』や『古今六帖』など、あ

るいは当代重要な歌人の家集も欠かせない参考になる。用例の選択について、 

 

（１）本文に〈タヅ〉か〈アシタヅ〉を詠んだ歌。原文に〈鶴〉字の有無に

かかわらず、〈タヅ〉や〈アシタヅ〉という鳥を詠む歌が対象となる。

『万葉集』の訓読は主に小学館『日本古典文学全集 万葉集』（小島

憲之・木下正俊・佐竹昭広校注）を参照する。 

（２）『古今集』以降、本文に〈ツル〉を詠んだ歌。 

（３）本文に〈ツル〉、〈タヅ〉或いは〈アシタヅ〉は詠まれないが、「鶴」

の題詠として記されたものや、詞書きで「鶴」に言及した歌。 

 

と、以上の原則によって、研究対象として用例を取り上げる。 

                                                 
3 小町谷照彦「表現論から」『国文学 解釈と鑑賞』４５－５（１９８０．０５） 
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 さらに、和歌の内容を分析する前に、読みの問題を先立って解明しなければ

ならないため、第一章は「ツル」と「タヅ」の使い分けを検討するものである。

第二章は『万葉集』の鶴の歌、第三章は慶賀意味のない鶴歌表現をそれぞれ検

討する内容で、八代集にて現われた順序によって並べ、一節ごとに「鶴と何か」

ということを焦点にして分析し、整理してゆく。第四章で賀の歌をめぐって、

その起源、各表現などについて考察しようと思う。つまり、第二章以降は各々

の表現に焦点を当てて分類し試論する内容である。 

 以下、本論で使う分類方法について説明する。まず、『万葉集』の鶴の歌は、

四六首のうち三七首が「鳴いている鶴」を詠んだもので、似たような表現がみ

られる。そのゆえ、歌に現れた情趣に従い別々に分類することになる。例をみ

てみよう。 

 

（１）桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る 

（三・二七一） 

（２）沖辺より潮満ち来らし可良の浦にあさりする鶴鳴きて騒きぬ 

（十五・三六四二） 

 （３）妹に恋ひ吾の松原見渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る 

（六・一〇三〇） 

 （４）家思ふと眠を寝ず居れば鶴が鳴く葦辺も見えず春の霞に 

（二十・四四〇〇） 

 

 四首とも「鶴が鳴く」という表現が用いられたが、（１）と（２）は潮の干

満と鶴の飛翔との関係が着目し実景を描いた歌であり、（３）と（４）は「鶴

の鳴き声」によって妹に恋ひ」や「家思ふと」という感情を中心にした歌であ

る。それゆれ、同じ「鶴が鳴く」或いは「鶴が音」でも、（１）・（２）は風景

の中に鳴きわたる鶴の群れを鮮やかに描いた叙景歌であり、抒情歌の（３）・

（４）と分けて、別々の章節で論述することにする。また、 

 

 （５）葦鶴の沢辺に年は経ぬれども心は雲の上のみこそ 



 

7 
 

（『後撰集』巻第十一・恋三・七五三） 

 （６）むかしみし雲ゐをこひて葦鶴の沢に鳴くやわが身なるらん 

（『詞花集』巻第十・雑・三五〇） 

（７）あまつ風ふけゐの浦にゐる鶴のなどか雲井に帰らざるべき 

（『新古今集』巻第十八・雑歌下・七二三） 

 

この三首の歌を分類してみると、（５）は『後撰集』恋三に収録された恋歌で、

（６）、（７）は『詞花集』と『新古今集』の雑歌の部に属している。歌の内容

をみると、（５）は自分より身分高い女に遣わした恋の歌で、（６）と（７）と

も左遷された歌人が再び殿上に戻りたいと願う心を詠む歌である。三首とも下

位にいる自分を「鶴」に例え、殿上や高貴である人を「雲の上」や「雲井・雲

居」とするパターンであるゆえ、「雲－鶴」の節で含まれて検討する。つまり、

鶴と「何か」が対として歌に現れ、一つの典型になって特定な意味を持つよう

になることを意識し、表現別で用例を分類し、解明するのである。第三・第四

章はこの方法によって各節を構成している。 

 以上、各表現を分類する方法について説明した。さらに、和歌における鶴の

表現は、中国の伝説や詩文絵画から多大な影響を受けたことはよく知られてい

る。たとえば、漢・劉向の『列仙伝』に書かれた王子喬「乗鶴登仙」の典故は

『懐風藻』からすでに取り入られ、「安得入喬道、控鶴入蓬瀛」（十一）や「靈

仙駕鶴去、星客乘查逡」（四十）などの文が見られる。また、鶴を「長生きの

仙禽」とされるという見方に影響され、『古今和歌集』で 初に鶴を長寿の象

徴として詠まれた。後に、松や竹などの題材と共に、賀歌の形式となっている。

それゆえ、賀歌や屏風歌を論ずる際に、漢詩の典拠も含めて考えなければなら

ない。 

 また、前に挙げた（５）（６）（７）の歌が「雲－鶴」の関係を用い、「殿上

に戻りたい」という昇進の願いや「高貴な人への慕い」を表現しようとした歌
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である。いづれも「高い地位・人」を追求しようという心が表れる。一方、唐・

劉長卿「孤雲将野鶴、豈向人間住」（「送上人」詩）や白居易「毛公壇上片雲閑、

得道何年去不還。千載鶴翎歸碧落、五湖空鎮萬重山」（「毛公壇」詩）などのよ

うに、「雲」と「鶴」共に仙界に属するものと見なされ、前述した和歌と異な

り、超俗的なイメージが強い。このように関連する漢詩や中国詩文を考えなが

ら、和歌における「鶴」の特質を明らかにしようと試みる。 

 以上、代表的な両例を挙げたが、歌から見られる各々の題材や表現と漢文学

の関りを、点から線、線から面へとつないでいき、和歌表現の展開において総

体的にとらえていくように論説を進めていきたいと思う。 

各章の構成は、以下のようになっている。 

 

第一章「タヅ」と「ツル」の訓読について 

 

 この章は和歌での「鶴」の表記をめぐって考察を試みるものである。『万葉

集』での鶴歌がすべて「タヅ」と読まれ、その表記は〈鶴〉・〈鵠〉以外、〈多

頭〉・〈多都〉・〈多豆〉などが用いられている。『古今和歌集』「鶴亀（ツルカメ）

も千年ののちは知らなくに飽かぬ心にまかせはててむ」（賀・三五五）が詠ま

れた後、「ツル」と読んだ歌が出てきた。したがって、『古今和歌集』を境目に

して、本章で「タヅ」と「ツル」を詠んだ歌を分類することを試み、その使い

分けを解明してみたいと思う。 

 

第一節 『古今和歌集』以前の「鶴」の訓読をめぐって 

 

 表記は分岐しているが、『万葉集』で鳥の鶴を指す場合に、すべて「タヅ（タ

ツ）」を使った。「鶴」と書いて「ツル」と訓読した歌は、助詞「ツル」として

用いたのみである。この節の裏づけとして歌の用例を整理して述べる。 
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第二節 『古今和歌集』以降「タヅ」と「ツル」の使用状況 

 

 『古今集』賀部に収録された在原滋春の「鶴亀（ツルカメ）も千年ののちは

知らなくに飽かぬ心にまかせはててむ」をはじめ、和歌に「ツル」といわゆる

俗語が用いられた。後の和歌に、「タヅ」を使ったり、「ツル」を使ったりした

例が見られる。この節は「タヅ」か「ツル」のどちらを選択するか、その選択

方法を解明しようとするものである。 

 

まとめ 

 

 『万葉』からの鶴歌をまとめてみれば、『万葉』から受け継いだ固有の表現

と「雲井―鶴」の組み合わせを詠んだ歌では、大体「タヅ（タツ）」を用い、

一方、漢詩文や仏教に関わる語なら、多く「ツル」を使ったという傾向が見ら

れる。 

 

第二章 『万葉集』における「鶴」の表現 

 

この章では『万葉集』に登場した鶴歌群を整理し、分析したい。『万葉集』

における約四十六首歌が水辺・潮の干満など実景を詠む叙景歌と、鶴の鳴き声

か飛ぶ姿で、故郷や故郷にいる妻を恋しく思わせる歌と、二種類に分けられる。 

 

第一節 浦に鳴きわたる鶴 

 

 この節で「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る」（六・

九一九）などの叙景歌を扱うことにする。そのうち、旅の途中に見た景色を歌
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ったものが殆どであるが、単なる風光描写か賛美のものと、就航や旅情が潜ん

でいるものとに分けられる。 

 

第二節 大和恋ひ・妹恋ひの鶴が音 

 

 前を受けて、ここでは「大和恋ひ・妹恋ひ」というテーマが顕在化された歌

を中心に分析したい。例えば、大伴家持の「湯の原に鳴く葦鶴は我がごとく妹

に恋ふれや時わかず鳴く」（六・九六一）などがある。 

 

第三節 葦鶴の登場 

 

 『古今集』以降、鶴を詠じた歌に「葦鶴」という語がよく用いられ、それは

「君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の哭のみし泣かゆ朝夕にして（三・四五六）」

という『万葉集』の歌ではじめて登場した。元は鶴が多く芦の生えた水辺にい

るため「葦鶴」と詠まれたが、後に鶴を意味する歌語となった。 

 

まとめ 

 

 鶴が水辺に群らがったり、餌を探ったりする風景から、人の心を述べること

が歌の中心とされたという、叙景から抒情への流れが見られる。また、飛び渡

る様子より「音」のほうに焦点が置かれた傾向も表われ、八代集へとこういっ

た表現を受け継がれ、多彩な展開を見せていった。 

 

第三章 八代集における「鶴」の表現 

 

本章で、八代集から引いた賀歌以外の鶴歌を分析したい。参賀の宴において、
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あるいは屏風歌として詠まれた賀歌は数多くあり、しかもある典型が用いられ

るため、独立させて次の章で論じたいと思う。 

 

第一節 鶴が音 

 

 この節で扱う歌は、『万葉集』に見られる表現を踏まえた「鶴が音」を中心

にしたものである。例えば、「忘らるる時しなければ葦鶴の思ひ乱れて音をの

みぞなく」（『古今集』十一・五一四）などがある。 

 

第二節 雲居鶴 

 

 この節で、歌における「鶴―雲居」の表現を論じたいと思う。「雲ゐ」は普

段は「殿上」を指しており、「葦鶴のひとりおくれて鳴く声は雲の上まで聞こ

え継がなむ(『古今』十八・九九八）」のように、「雲に鳴く鶴」を用い、歌人

の「昇進を願う」思いを伝える歌がよくみられる。その「鶴と雲」との関係は

漢詩文にまで遡ることができるが、中国詩文の「閑雲野鶴」というように、「雲」

と「鶴」とも天上の物と見なされ、脱俗的なイメージが強い。たとえば、唐・

劉長卿「孤雲将野鶴、豈向人間住」（「送上人」詩）などがある。ここで日中「雲

－鶴」の表現について検討してみようとする。 

 

第三節 鶴の林 

 

 「鶴林」とは仏教用語で、沙羅双樹の別称とされる。元稹「大雲寺二十韻」

詩に「鶴林縈古道、雁塔沒歸雲」のように、寺院を描写した詩文に用いられる。

八代集において「薪尽き雪降りしける鳥辺野は鶴の林の心地こそすれ」（『後拾

遺』巻十・五四四）と、哀傷歌一首しか見られないが、それと関連する漢詩を
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考えながら論じたいと思う。 

 

第四節 夜の鶴 

 

 「夜鶴」とは白詩「第三第四弦泠泠、夜鶴憶子籠中鳴」（「五弦彈」）に拠る

語で、初めて和歌に使われたのは、『詞花集』「夜の鶴みやこのうちにはなれて

子を恋ひつつも泣明かすかな」（九・三四〇）という歌である。ここでそれに

ついて分析したい。 

 

まとめ 

 

 八代集に見られる鶴歌群を調べた結果、漢文脈或いは仏教と関係付けられた

表現が多いことは明らかである。平安和歌文学における、即ち王朝の文人達の

考える鶴は段々実物から離れて、文学的・仏教的色彩の帯びるイメージになっ

っていったといえよう。 

 

第四章 賀歌における鶴の表現 

 

『古今集』以降、鶴の重要な出番は慶賀の歌である。中国では、漢『列仙伝』

王子喬など「乗鶴登仙」の故事があって、鶴は長生きする仙禽と思われている。 

この影響を受けて、和歌のみならず、絵画や屏風に「松鶴」や「鶴亀」の組み

合わせが現れてきた。この章において、『万葉集』慶賀の歌・『古今集』以降誕

生・算賀の和歌、或は献上された屏風歌に出た鶴の表現ついて検討することに

する。 

 

第一節 浜・松・鶴の構図をめぐって 
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 『万葉集』で賀の部はないが、内容から判断すれば、賀歌がないわけではな

い。「松」や「岩」などの題材を用い、高貴な人の齢を長く続けようと祝う歌

が見られる。しかし、万葉歌で詠まれた鶴はまだ神仙を乗せた瑞鳥になってお

らず、普通の水鳥として書かれている。『古今集』以降、賀歌に「鶴」・「松」・

「浜」という組み合せが現れ、この節でこの吉祥な組み合わせについて論じて

みたい。 

 

第二節 鶴の毛衣 

 

 白い「鶴の毛」は中国詩文でよく「色」や「雪」の喩えとして使われる。漢

詩もほぼ同じような使われ方がされているが、和歌の場合には、「鶴の毛」が

賀歌のパターンにもなっている。ここで「鶴の毛」や「鶴の毛衣」について検

討したい。 

 

第三節 鶴の子 

 

 「鶴の子」という表現は、よく出産・誕生の慶賀場面で詠まれる。たとえば、

『詞華集』一六二「めづらしくけふたちそむる鶴の子は千代のむつきをかさぬ

べきかな」とは、伊勢大輔が「正月一日子産みたる人に襁褓つかはすとてよめ」

た歌である。「鶴の雛」や「鶴の卵」も類似している表現であり、ここで「鶴

の子」の表現について分析したいと思う。 

 

まとめ  

 

 『万葉集』の賀歌には数え切れないことを意味した「浜」・「真砂」や常緑の
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「松」・「竹」を用いた表現が見られるが、「鶴」を加えた賀歌は『古今集』に

入ってから見られる。中国詩歌の影響を受け、「松」・「竹」・「鶴」・「亀」とい

う題材は慶賀の詩文にとって一つの典型になっており、実景でない「松に鶴」

の構図は今でも深く印象に残っている。また、白居易の『仙遊寺獨宿』詩に「沙

鶴上階立，潭月當戶開」という句があり、唐詩においても砂浜に立つ鶴の姿が

詠まれていたが、慶賀の意は全く含まれていなかった。つまり、和歌で「浜鶴」

を用いて長寿を祝賀するの伝統は、『万葉集』を受け継げた和歌特有な表現だ

と言えるだろう。 

 

結論 

 

 本論で、和歌に描かれた鶴像を全面的に見出すことを試みた。『万葉集』で

実際に水辺で見た「実物」の鳥から「叙情の象徴」（鶴が音）へ変遷し、そし

て『古今和歌集』以降、中国登仙伝説の影響で瑞祥と長寿の象徴になり、慶賀

の場で大活躍した。その後、「鶴」と「浜の真砂」や「千代」など『万葉集』

から用いられた歌語と組み合わせて、新しい「典型」を生み出したのである。

その「浜・松・鶴」の典型は今日でも日本の文学や芸術に深く染み込み、生誕

や長寿を祝う作品でよく見られている。 

 本論は『万葉集』と八代集を中心に考察した。中世以降の変遷や他の文学分

野における「鶴」など、まださまざまな課題が残っている、紙幅の関係で別稿

に記すこととする。 
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第一章「タヅ」と「ツル」の訓読について 

 

この章は和歌での「鶴」の読み方と用法をめぐって考察を試みるものである。

現在、一般的に「鶴」の訓読は「ツル」とされるが、詩歌で使われる場合は、

もう一つの読み方「タヅ」がある。『角川古語大辞典』で「タヅ」と「ツル」

は「歌語と俗語の関係」と認められ、「平安時代の歌には「タヅ」「ツル」が混

用される」4と記されている。調査してみると、古代歌謡や『万葉集』におい

て、すべて「タヅ」と読まれ、その表記は「鶴・鵠」以外、「多頭・多都・多

豆」などで記されている。「ツル」の読み方は既に存在しているが、和歌にお

いて「鳥」の意味は含まれない。そして、『古今和歌集』の中で初めて「ツル」

と読んだ歌が現れてきた。したがって、『古今和歌集』を境目として、第一節

では『古今和歌集』以前、主に『万葉集』の鶴の歌を扱い、第二節では八代集

の用例から、「タヅ」と「ツル」の使い分けを見出そうとする。さらに、その

表記法と読み方から、和歌における「鶴」の用法と意味がどのように変化した

かについて論じてみることにする。 

 

第一節 『古今和歌集』以前の「鶴」の訓読をめぐって 

 

古代歌謡にはすでに「タヅ」という鳥が現れてきた。たとえば、『古事記 

』下巻に、「伊余の湯に流」された軽太子が遠地から妻に贈る歌「天飛ぶ鳥

も使ひそ〈多豆〉が音の聞こえむ時は我が名問はさね」がある。つまり、空を

飛ぶ「タヅ」が言葉を運んでくれる使者と考える歌である。この「タヅ」は上

代文学に多く詠まれ、前掲した辞書や注釈5において一般的に「タヅはツルの

                                                 
4
中村幸彦ら編『角川古語大辞典 巻四』（1994.10、角川書店）p、４９０ 

5
萩原浅男・鴻巣隼雄校注『日本古典文学全集１古事記・上代歌謡』（1973．11、小学館） 

ｐ、302 
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歌語・雅語である」として捉えられているが、果たして『古今集』以前の歌に

見られる「タヅ」は「ツル」と等しく見なしてよいのだろうか。 

具体的に『万葉集』の歌を挙げると、 

 

（イ）ぬば玉の夜は明けぬらし玉の浦に漁りする〈多豆〉鳴き渡るなり 

（巻十五・三五九八） 

（ロ）沖辺より潮満ち来らし可良の浦にあさりする〈多豆〉鳴きて騒きぬ 

（十五・三六四二） 

 

などがある。（イ）・（ロ）とも浦に餌を探す「タヅ」の鳴き声を詠んだ歌で、

（イ）は夜明けに餌を探す鶴が鳴いて飛ぶことを、（ロ）は潮が満ちてきて、

浦で漁る鶴が騒がしく鳴く景色を描いたものである。それとほぼ同じ内容を描

いた歌は、「夕なぎにあさりする〈鶴〉潮満てば沖波高み己が妻呼ふ（七・一

一六五）」、「桜田へ〈鶴鳴渡
たづなきわたる

〉年魚市潟潮干にけらし〈鶴鳴渡
たづなきわたる

〉（三・二七一）」

や、「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして〈多頭
た づ

鳴渡
なきわたる

〉（六・九一九）」

などが挙げられる。つまり、『万葉集』で「葦辺」や水際でよく見かけた鳥は

「タヅ」と読み、その表記は表音の〈多豆〉・〈多頭〉や、表意の〈鶴〉と記さ

れている。前に挙げた表記以外、「近江のみやその湊に〈鵠〉沢に鳴く（三・

二七三）」の〈鵠
たづ

〉や、「この洲崎みに〈多津
た づ

〉鳴くべしや（巻一・七一）」の

〈多津
た づ

〉などもよく用いられている。〈鶴〉と〈鵠〉は、中国詩文でも混用さ

れる用例が多く見出すことができる。たとえば、南朝劉孝標『辨命論』の「龜

鵠千歳、年之殊也」、費昶詩「拂席卷鴛鴦、開縕舒龜鵠」（『芸文類聚』巻第六
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十七6）など、共通して詠まれた例が少なくないが、上代に詠まれた「タヅ」

はおそらく水辺にいる大型の鳥を指し、鵠（白鳥）、鷺などの水鳥も含まれ、

鶴科の鳥に限定されていなかったのであろう。 

一方、前述した〈鶴〉の俗語的な詠み方「ツル」は、万葉歌に既存している

が、 

 

（ハ）山辺の御井を見がてり神風の伊勢娘子ども〈相見鶴鴨
あいみつるかも

〉 

（一・八一） 

（ニ）み立たしの島を見る時にはたづみ流るる涙止めぞ〈金鶴
かねつる

〉 

（二・一七八） 

（ホ）生きてあらば見まくも知らずなにしかも死なむよ妹と夢に〈見鶴
みえつる

〉 

（四・五八一） 

 

のように、動作の完了を表している。（ハ）歌の下の句は「伊勢の乙女たちに

〈出会った〉」という意味で、（ニ）の「涙止めぞかねつる」は「涙が止められ

なかった」ことを意味し、（ホ）は亡くなった恋人の夢「見った」ことを述べ

た歌のである。「鶴」と記されたが、完了を表す助動詞「つ」の連体形「つる」

の借訓仮名として使われており、「都留」「津流」「都類」と書いた例もある。

現代語に訳してみれば、「～たこと」「～たのです」となり、歌の意味から見て

もまったく鳥と関わりのないことが明らかである。つまり、『古今集』以前の

「鶴」に「タヅ」・「ツル」と、二つの読み方が存在しているが、万葉歌や古代

歌謡において、鳥を意味する場合おおよそ「タヅ」を用い、「ツル」は助詞と

して使ったという、明確な使い分けが見られる。 

さらに、『万葉集』巻四に納められた大伴旅人の羈旅歌「草香江の入江にあ

                                                 
6（唐）欧陽詢撰『芸文類聚』（2007.08、上海古籍出版社）ここの「亀鵠」（「亀鶴」）は対

となる香炉の意を指している。 
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さる〈葦鶴〉のあなたづたづし友なしにして」（四・五七五）に登場して以来、

「葦鶴（アシタヅ）」の語は、よく芦辺にいる「タヅ」の別称となり、「葦鴨（ア

シカモ）」と同じ、その生息場所から来た表現であった。『万葉集』時代にすで

に定着していたため、「アシツル」とは読まないのである。しかし、今日観察

しうるところでは、鶴は内陸の水辺・田圃などに集まるが、『万葉集』に詠ま

れた「タヅ」はむしろ葦辺や海浜にいるのが一般的である。なぜというと、私

見では『万葉集』に詠まれる「タヅ」とは白鳥、鷺、鴻など水鳥の「通称」で

あり、鶴科の鳥もその一つであるが、おそらく万葉人がよく浦浜・葦の中で見

かけた「タヅ」は鶴でなかったのである。表記から見ても、「タヅ」は「鵠」・

「鶴」とも記されており、専ら鶴科の鳥を指すのではないことがわかる。 

いままで「タヅ」・「ツル」を同様に扱ってきたが、『古今集』以前詠まれた

「タヅ」は、実は「ツル（鶴）」でなかったものが多い。また、前に述べたよ

うに、「ツル」の読みは既に存在しているが、歌の言葉として「タヅ」「アシタ

ヅ」のみ使用されている。 

以上、『万葉集』における「タヅ」と「ツル」について解してみた。上代文

学で通称の「タヅ」しか使われなかったが、『古今集』以降、中国の影響によ

り「ツル」が重視されるようになり、歌に登場し始めた。 

 

第二節 『古今和歌集』以降「タヅ」と「ツル」の使用状況 

 

平安時代の歌には「タヅ」・「ツル」とも詠じられている。中国詩文の影響を

受け、鶴と亀の組み合わせ「鶴亀
つるかめ

」（あるいは「亀鶴
かめつる

」という言葉が歌に登場

したとともに、「タヅ」と「ツル」が混用されてきた。 

『新撰万葉集』下巻、第三一八番の詩に「夏暮露初伴秋風、亀鶴自本述年齢」

（なつのくれつゆはじめてしうふうをともなふ、〈カメツル〉もとよりねんれ
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いをのぶ」7という句があるが、対応の歌には「亀鶴」が詠まれなかった。し

たがって、『古今和歌集』賀部に収録された在原滋春の「鶴亀も千年ののちは

知らなくに飽かぬ心にまかせはててむ」（七・三五五）に用いられてから、正

式に「ツル」が歌に取り入れられたと言えよう。『古今集』では〈ツル〉と読

んだのはこの一首のみであったが、それ以来、鶴の歌に「タヅ」と「ツル」二

種の読みが見られる。その使い分けを明らかにするため、八代集に収められた

鶴の歌を整理したが、歌の本文に「タヅ」を用いた〔表１〕の歌と、「ツル」

を詠んだ〔表２〕がある。その訓読は各私家集を参照しながら、主に岩波書店

『日本古典文学大系』に従う。 

〔表一〕 

〈タヅ〉 本文 詞書 作者 

古今 1 忘らるる時しなければ葦鶴の思

ひ乱れて音をのみぞなく（十一・

五一四）恋 

 よみ人しらず

2 住江の松ほど久になりぬれば葦

鶴の音になかぬ日はなし（十五・

七七九） 

 よみ人しらず

3 難波潟潮満ちくらし雨衣たみの

の島に鶴鳴きわたる（十七・九一

三） 

 よみ人しらず

4 君を思ひおきつの浜に鳴く鶴の

たづねくればぞありとだに聞く

（十七・九一四） 

貫之が、和泉国に侍ける

時に、大和より越えまう

できて、よみて、遣はし

ける 

藤原忠房 

5 葦鶴の立てる川辺を吹く風に寄

せてかへらぬ波かとぞ見る（十

八・九一九） 

返し 貫之 

6 葦鶴のひとりおくれて鳴く声は

雲の上まで聞こえ継がなむ(十

八・九九八） 

寛平御時、歌奉りけるつ

いでに、奉りける 

大江千里 

                                                 
7新編国歌大観編集委員会『新編国歌大観 私撰集編』（1983．02、角川書店）ｐ、１８５ 
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後撰 7 冬来れば佐保の河瀬にゐる鶴も

ひとり寝がたき音をぞ鳴くなる

（八・四四六）冬 

 よみ人も 

8 雲ゐにて人を恋しと思哉我は葦

辺の鶴ならなくに（九・五七六）

恋一 

 よみ人も 

9 しるしなき思ひやなぞとあした

づのねになくまでにあはずわび

しき（十・六四五）恋二 

 坂上是則 

10 葦鶴の沢辺に年は経ぬれども心

は雲の上のみこそ（十一・七五三）

女四の親王にをくりける 右大臣 

11 葦田鶴の雲ゐにかかる心あらば

世は経て沢に住まずぞあらまし

（十一・七五四） 

返し 女四の親王 

12 島がくれ有そにかよふあしたづ

のふみおく跡は波もけたなん（一

二一二） 

いとしのびて語らひける

女のもとにつかはしける

文を、心にもあらで落し

たりけるを見つけて、つ

かはしける 

よみ人しらず

拾遺 13 大空に群れたる鶴のさしながら

思心のありげなる哉（五・二八四）

賀 

五条内侍のかみの賀、民

部卿清貫し侍ける時、屏

風に 

伊勢 

14 千年とも何か祈らんうらに住む

鶴の上をぞ見るべかりかける

（五・二九八）賀 

鏡いさせ侍ける裏に鶴

（ツル）の形をいつけさ

せ侍て 

伊勢 

15 加古の島松原ごしに鳴く鶴のあ

なながながし聞く人なしに（八・

四五九）雑上 

 よみ人しらず

16 藻刈り舟今ぞ渚に来よすなる汀

の鶴の声さはぐなり（八・四六五）

雑上 

 よみ人しらず

17 遅れゐて鳴くなるよりは葦鶴の

などか齢をゆづらざりけん（八・

四九七）雑上 

小一条左大臣まかり隠れ

て後、かの家に侍ける鶴

（ツル）の鳴き侍けるを

聞き侍て 

小野宮太政大

臣 

18 年をへてたちならしつる葦鶴の

いかなる方に跡とどむらん（八・

四九八）雑上 

左大臣の土御門の左大臣

の婿になりて後、したう

づの型を取りにをこせて

愛宮 
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侍ければ 

19 あらたまの 年のはたちに 足

らざりし 時はの山の 山寒み 

風もさはらぬ 藤衣 再び立ち

し 朝霧に 心も空に まどひ

そめ みなしご草に なりしよ

り 物思ふことの 葉をしげみ 

消ぬべき露の 夜は置きて 夏

は汀に 燃えわたる 蛍を袖に 

拾ひつつ 冬は花かと 見えま

がひ このもかのもに 降り積

もる 雪を袂に 集めつつ 文

見て出でし 道はなほ 身の憂

きにのみ ありければ ここも

かしこも 葦根はふ 下にのみ

こそ 沈みけれ 誰れ九つの 

沢水に 鳴く田鶴の音を 久方

の 雲の上まで 隠れなみ 高

く聞こゆる かひありて 言ひ

流しけん 人はなほ 貝も渚に 

満つ潮の世にはからくて 住の

江の 松はいたづら 老いぬれ

ど 緑の衣 脱ぎ捨てむ 春は

いつとも 白波の 波路にいた

く 行き通ひ 湯も取りあへず 

なりにける 舟の我をし 君知

らば あはれ今だに 沈めじと 

海人の釣縄 うちはへて 引く

とし聞かば 物は思はじ（九・五

七一）（長歌） 

身の沈みけることを嘆き

て、勘解由判官にて  

源順 

拾遺 20 千年ふる松ヶ崎にはむれるつつ

鶴さへ遊ぶ心あるらし（十・六〇

七）神楽歌 

松が崎 清原元輔 

21 さはにのみとしはへぬれどあし

たづの心は雲のうへにのみこそ

（十一・六五〇）恋 

 九条右大臣 

22 しほたるる身は我とのみ思へど

もよそなる鶴も音をぞ鳴くなる

仁和御屏風に、海人しほ

たるゝ所に鶴（ツル）鳴

大中臣頼基 
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（十九・一二四七）雑恋 く 

後拾遺 23 いろいろにあまた千年の見ゆる

かな小松が原にたづや群れゐる

（七・四四七）賀 

人の幼き腹々の子ども

に、裳着せ、冠せさせ、

袴着せなどし侍りける

に、かはらけとりて 

源重之 

金葉 24 雲の上になれにしものをあした

づのあふことかたにおりゐぬか

な (九・六〇一)雑上 

蔵人親隆かうぶり給はり

て、又の日つかはしける 

藤原公教 

詞花 25 松島の磯にむれゐる蘆鶴のをの

がさなざなみえし千代かな 

(七・一六七) 賀 

ある人の子三人に冠せさ

せたりける又の日、いひ

つかはしける 

清原元輔 

26 むかしみし雲ゐをこひて蘆鶴の

沢辺に鳴くやわが身なるら

ん (十・三五〇) 雑下 

四位して殿上おりて侍け

るころ、鶴鳴皐といふこ

とをよめる 

藤原公重朝臣

千載 

 

27 白雲に羽うちつけてとぶ鶴のは

るかに千代の思ほゆるかな（十・

六二四）賀歌 

 

うゑの男ども百首歌たて

まつりける時、祝ゐの心

をよませ給うける 

二条院御製 

28 幾千代と限らぬ鶴の音すなり雲

居の近き宿のしるしに（十・六二

七）賀歌 

二条院御時大炊御門高倉

の内裏に侍けるに、同じ

き西町の家にて、初めて

詩歌講ぜられ侍けるに、

鶴契遐年といへる心をよ

み侍ける 

大炊御門右大

臣 

29 むれてゐる鶴のけしきにしるき

哉千歳すむべき宿の池水（十・六

三一）賀歌 

入道右大臣初めて中院家

に住み侍ける時、祝ゐの

心をよめる 

修理大夫顕季

30 あしたづにのりてかよへるやど

なればあとだに人はみえぬなり

けり（十六・一〇三八）雑歌上 

竜門寺にまうでて、仙室

にかきつけ侍りける 

 

能因法師 

31 あしたづの雲ぢまよひしとしく

れて霞をさへやへだてはつべき 

（十七・一一五八）雑歌 中 

今上の御時五節のほど、

侍従定家誤ちあるさまに

聞し召す事ありて、殿上

除かれ侍ける、その年も

暮れにける又の年の弥生

の一日ごろ、院に御気色

給はるべきよし左少弁定

長がもとに申侍けるに添

入道皇太后宮

大夫俊成 
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えて侍ける 

32 あしたづはかすみをわけてかへ

るなりまよひし雲ぢけふやはる

らん （十七・一一五九）雑歌中

このよしを奏申侍けれ

ば、いとかしこくあはれ

がらせをはしまして、今

ははや還昇おほせ下すべ

きよし御気色ありて、心

晴るゝ由の返し仰せ遣は

せと仰せ出だされけれ

ば、よみてつかはし侍け

る 

藤原定長朝臣

新古今 33 小夜ふけてこゑさへさむきあし

たづはいくへの霜かおきまさる

らむ(六・六一三) 冬歌 

 道信朝臣 

34 住江の浜の真砂をふむ鶴はひさ

しき跡をとむるなりけり(七・七

一四) 賀歌 

七条の后の宮の五十賀屏

風に 

伊勢 

35 難波かたしほひにあさるあした

づも月かたぶけば声のうらむる 

(十六・一五五五)雑歌上 

 俊恵法師 

36 あまつ風ふけゐの浦にゐる鶴の

などか雲井に帰らざるべき (十

八・一七二三) 雑歌下 

殿上離れ侍りて詠みはべ

りける 

 

藤原清正 

 

〔表２〕 

〈ツル〉 本文 詞書 作者 

古今 1 鶴亀も千年ののちは知らなくに飽か

ぬ心にまかせはててむ（七・三五五）

賀歌 

藤原三善が六十賀に、

よみける 

在原滋春 

拾遺 2 高砂の松に住む鶴冬来れば尾上の霜

や置きまさるらん（四・二三七）冬

恒徳公家の屏風に 元輔 

3 蒲生野の玉の緒山に住む鶴の千年君

が御代の数也（五・二六五） 賀 

仁和の御時、大嘗会の

歌 

よみ人しらず

4 鶴住む松がさ木にはならべたる千世

のためしを見するなり（十・六一七）

神楽歌 

松が崎 兼盛 

5 松が枝のかよへる枝をとべらにて巣

立てらるべき鶴の雛かな（一八・一

一六六）雑賀 
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6 松の苔千年をかねて生い茂れ鶴の卵

の巣とも見るべく（一八・一一六七）

雑賀 

大弐国章、孫の五十日

に、破籠調じて、歌を

絵に描かせける 

元輔 

7 千年経る霜の鶴をば置きながら久し

き物は君にぞありける（一八・一一

七六）雑賀 

ある人の賀し侍けるに 権中納言敦忠

後拾遺 8 春も秋も知らで年ふるわが身かな松

と鶴との年をかぞへて（七・四三〇）

賀 

内裏御屏風に、命なが

き人の家に、松鶴ある

所を 

平兼盛 

9 雲の上のぼらんまでも見てしがな鶴

の毛衣年ふとならば（七・四三八）

賀 

匡房朝臣生まれて侍り

けるに産衣縫ひてつか

はすとてよめる 

赤染衛門 

後拾遺 10 思ひやれまだ鶴の子の生ひ先を千代

もと撫づる袖のせばさを （七・四四

四）賀 

孫の幼きを、周防内侍

見侍りて後、鶴の子の

千代のけしきを思ひ出

づるよし、言ひにおこ

せて侍りける返しにつ

かはしける 

藤三位 

11 たきぎつきゆきふりしけるとりべの

は鶴の林の心地こそすれ（十・五四

四）哀傷 

入道前太政大臣のさう

そうのあしたに人々ま

かりかへるにゆきのふ

りてはべりければよみ

はべりける    

法橋忠命 

 

金葉 12 きみがよはいくよろづよかかさぬべ

きいつぬき河のつるのけごろも

（五・三二三）賀 

 藤原道経 

詞花 13 めづらしくけふたちそむる鶴の子は

千代のむつきをかさぬべきかな

（五・一六二）賀 

正月一日子産みたる人

に襁褓(むつき)つかは

すとてよめる 

伊勢大輔 

14 夜の鶴みやこのうちにはなたれて子

を恋ひつつもなきあかすかな 

（九・三四〇）雑上 

帥前内大臣あかしに侍

りけるとき、こひかな

しみてやまひになりて

よめる    

高内侍 

 

新古今 15 和歌のうらに月のでしほのさすまま

によるなくつるのこゑぞかなしき

（十六・一五五六） 雑歌上 

和歌所歌合に、海辺月

といふことを 

前大僧正慈円
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 数から見れば、八代集に合計五十三首鶴の歌があり、詞書のみ「鶴」を使っ

た二首8を除いて、〈アシタヅ〉は二〇首、〈タヅ〉は十六首、〈ツル〉を用いた

歌は十五首である。歌の数に大差がないが、〈ツル〉の歌で賀の歌でないもの

は四首のみ、それは 

 

 （イ）高砂の松に住む鶴冬来れば尾上の霜や置きまさるらん 

（『拾遺集』巻第四・冬歌・二三七） 

（ロ）たきぎつきゆきふりしけるとりべのは鶴の林の心地こそすれ 

（『後拾遺集』巻第十・哀傷・五四四） 

（ハ）夜の鶴みやこのうちにはなたれて子を恋ひつつもなきあかすかな 

（『詞花集』巻第九・雑上・三四〇） 

（ニ）和歌のうらに月のでしほのさすままによるなくつるのこゑぞかなしき

（『新古今集』巻第十六・雑歌上・一五五六）  

 

である。詞書によれば、（イ）歌は屏風歌であり、「高砂の松」に「鶴」を組み

合わせて詠んだもので、慶賀の意が含まれている。（ロ）の「鶴の林」は仏経

から得た表現で、（ハ）・（ニ）歌の「夜の鶴」や「夜鳴く鶴」という表現は唐

詩を踏まえたものである（八代集の表現について、第三章でまた詳しく論述す

る）。したがって、〈ツル〉を使った場合は、慶賀表現として詠んだものが大半

を占めており、さらに「鶴の林」や「夜の鶴」の表現のように、外来的な性格

を有する語である。 

各集における使用状況を見れば、『古今集』には「ツル」と訓読された用例

は、前述した在原滋春の歌しかなかった。他はすべて、「タヅ」と読まれる。

たとえば、「難波潟潮満ちくらし雨衣たみのの島に鶴鳴きわたる（十七・九一

                                                 
8『後撰集』の三九六番・一四二三番。伊勢の亡くなった鶴を悲しんで詠んだ歌である。詞書

には「鶴のなくなりにければ」と書いてあるが、本文には「鶴」字が用いられなかった。 
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三）」や「君を思ひおきつの浜に鳴く鶴のたづねくればぞありとだに聞く（十

七・九一四）」など、前者は万葉集「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさ

して鶴鳴き渡る（六・九一九）」や「難波潟潮干に立ちて見渡せば淡路の島に

鶴渡る見ゆ（七・一一六〇）」などの歌に近いもので、後者も「君に恋ひいた

もすべなみ葦鶴の哭のみし泣かゆ朝夕にして（三・四五六）」という万葉歌が

考えられる。いずれも万葉の歌に相似している。つまり、賀歌以外のものはす

べて「タヅ」と読み、内容からみれば、『万葉集』から受け継いだものが多い。 

『後撰和歌集』に鶴の歌がわずか七首あり、ほとんど「葦鶴」を使ったが、

そのうち「一つがひ侍ける鶴（ツル）のひとつがなくなりにければ、留まれる

がいたく鳴き侍ければ、雨の降り侍けるに（二〇・一四二三）」という詞書が

ある。『拾遺集』に収録された伊勢の賀歌「千年とも何か祈らんうらに住む鶴

（タヅ）の上をぞ見るべかりかける（五・二九八）」や屏風歌「しほたるる身

は我とのみ思へどもよそなる鶴（タヅ）も音をぞ鳴くなる（十九・一二四七）」

などの詞書に言及した「鶴」も「ツル」と読んだ。前述した「ツル」に俗語的

な性格を有することを考えれば、歌の本文に「タヅ」あるいは「アシタヅ」、

詞書などのような普段の叙述には「ツル」を用いるという使い分けが存在して

いる。特に『拾遺集』以前の歌には、ほぼ全てそのような原則が見られ、歌の

本文に「ツル」を用いたものが少なかった。 

一方、『拾遺集』以降、賀の歌に「ツルの子」・「ツルの毛衣」「ツルの卵
かひこ

」

など、定着した慶賀表現が現れ、「ツル」を詠んだ歌も多くなってきた。たと

えば、「松が枝のかよへる枝をとべらにて巣立てらるべき鶴の雛かな」（『拾遺

集』十八・一一六六）、「雲の上のぼらんまでも見てしがな鶴の毛衣年ふとなら

ば」（『後拾遺集』七・四三八）などがある。 

賀の表現以外、『後拾遺和歌集』に現れた「鶴の林」の表現や『詞花集』か

ら詠まれた「夜の鶴」で、「ツル」の歌語が増えていくのにつれて、歌に「ツ
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ル」の読みを用いることも次第に増えてくる。前節で述べたように、上代文学

における「タヅ」や「アシタヅ」は元々「ツル」以外の鳥をも指しているのだ

が、中古以降、中国の影響により、「ツル」の表現が多く現れ、特に慶賀の歌

において典型的な題材として定着した。「ツル」が重視されるとともに、『古今

集』以降「タヅ」「アシタヅ」の歌はほぼ「ツル」を指したものであり、水鳥

の通称であった「タヅ」は次第に専ら「ツル」を意味するようになった。 

 

まとめ 

 

本章は『古今和歌集』「鶴亀も千年ののちは知らなくに飽かぬ心にまかせは

ててむ」（七・三五五）という賀歌を境目にして、「鶴」の読みを検討した。古

代歌謡と万葉歌において「ツル」の用例は助動詞として用いられ、鶴の歌は例

外なく「タヅ」と読むことが明らかである。また、大伴旅人「草香江の入江に

あさる〈葦鶴〉のあなたづたづし友なしにして」（『万葉集』巻四・五七五）歌

から出た「アシタヅ」（葦鶴・蘆鶴）語は鶴の歌語となり、読み方は紛れもな

く固定している。 

八代集において、和歌に「タヅ」と「ツル」が両方使われるようになったが、

「タヅ」と「アシタヅ」の使用は鶴の歌五十三首のうち三六首あり、70 パー

セント占めている。また、『拾遺和歌集』以前、歌の本文に「タヅ」か「アシ

タヅ」を用いながら、詞書に「ツル」と書いた例が多い。「タヅ」と「ツル」

は「歌語」と「俗語」という区別がはっきりされていることがわかる。 

一方、『拾遺和歌集』以後、「ツル」の表現が増えたため、歌に「ツル」の読

みを用いたものも多くなった。たとえば、子供の誕生を祝っていう「鶴の子」

や人の年齢が「鶴の毛衣」のように数え切れないという表現が挙げられる。ま

た、「夜の鶴」と「鶴の林」のように、仏経や漢詩より得た表現がある。鶴は

慶賀の場に詠まれる題材であるため、「ツル」の読みも多く用いられるように
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なった。 

 さらに、いままで「タヅ」・「ツル」を同様に扱ってきたが、私見では、『古

今集』以前詠まれた「タヅ」は「ツル（鶴）」ではなかった可能性が高い。「タ

ヅ」は鶴科の鳥のみならず、白鳥・鷺など水辺で見られる大型の白鳥も含まれ

ており、現在観察できる鶴の習性からみても、『万葉集』で多く葦辺や浜にい

る「タヅ」は「ツル」ではないことがわかる。時代が下るとともに、中国詩文

の影響で、長寿の象徴として歌われた「鶴」のイメージはだんだん定着し、「タ

ヅ」と詠んで「ツル」を指した歌が増えてきた。したがって、『古今和歌集』

以後、「タヅ」の意味は狭義化され、万葉歌のように「鵠」字と混用する状況

もほぼなくなっており、単に「ツル」を指し、「ツル」の同義語として使われ

るようになった。 
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第二章 万葉集における「鶴」の表現 

 

『万葉集』には、鳥を詠んだ歌が多く見られ、数から見れば、中西悟堂氏は「鳥

及び鳥に関係ある名詞の件数を拾ひ上げてみると、五八九件」9あると述べ、

即ち『万葉集』の「十三・〇四％に及んでゐる」のである。そのうち、「タヅ」

の歌はおよそ四六首ある（小学館『日本古典文学全集 2―５ 万葉集』に従う。

全歌群は付録として論文の後ろに付ける）。鳥の歌の中で約一割占をめており、

かなり高い比率であると言えよう。さらに、「鶴」の歌は全動物の中では第七

番目で10、鳥の中でもホトトギス、鴬、雁に次いで四位に占めており、『万葉集』

におけるかなり注目される題材である。 

この章において、『万葉集』の鶴の歌群を三節を以って分析したい。その歌

群は、水際・浦浜などの実景における鶴を描いた「叙景歌」と、その鳴き声か

ら故郷や遠くにいる妻・友・子を恋しくさせる情緒を中心にした「抒情歌」と、

二種類分けられる。言うまでもなく、「叙景歌」といっても、中に歌人の意識

或は心情が含まれているが、第一節で扱う歌は、風光描写が中心となり、叙情

的なテーマが表面化していなかったものである。そして、第二節の鶴歌群は、

「妻恋ひ」・「大和恋ひ」などの主題が出ており、抒情が中心になった歌を論じ

ていきたい。 

 

第一節 浦に鳴きわたる鶴 

 

 歌の内容に入る前に、まず「鶴」という鳥について考えておかねばならない。

前章で述べたように、『万葉集』時代に詠まれた「タヅ」は鶴科の鳥のみなら

ず、白鳥・鷺など水辺で見られる大型の白鳥も含まれている。したがって、地

                                                 
9 中西悟堂「万葉集の動物」『万葉集大成８』平凡社・昭和２８ 
10 犬養孝「万葉の鶴――しほひ・しほみち――」『国文学』（関西大学）５２号、ｐ．１７８ 
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理的分布からみれば、犬養孝氏が既に提出した、「殆ど日本全国に及んでいて、

難波（１１）、瀬戸内海（６）、大和（４）、東国、越中（各３）、伊勢、紀伊、

筑前（各２）、河内、近江、尾張（各１）、土地不明（１０）の各地に渡ってい

る」11という。当時、「タヅ」の鳥は日本全土どこにでもいたようである。また、

古くから日本に渡来していた鶴の種類を探ってみれば、タンチョウ、マナヅル、

ナベツル、ソデグロツル、アネハツル等があるが12、万葉人の認識によれば、

「タヅ」はそれら鶴類の総名であるため、クグイ（白鳥、鵠）、コウノトリ（鴻、

オオトリ）の類も含まれている。つまり、「タヅ」は水辺に見かける体型の大

きい鳥を指しており、特定の鳥ではなかった。歌を考える際に、それを常に念

頭に置いておかなければならない。だから、生態の面からみると、「タヅ」は

日本各地に広く分布しており、渡り鳥でも、留鳥でもあると言えよう。 

 『万葉集』の歌群を見てみよう。約四十六首歌のうち、「浦」、「海」、「潮」、

「江」、「潟」、「港」、「浜」など水辺を指す言葉を用いた歌が半分を越えている。

『古今集』以降の歌に、よく「池のほとり」にいる鶴が見られるが、万葉歌で

は「海辺」がその生息地とされるようであった。また、鶴の「鳴く声」を詠ん

だものは三十七首で、八割以上占めている。万葉歌人は鶴の姿より、むしろそ

の独特な鳴き声に関心を持ったことがわかる。具体的な例をあげてみれば、 

 

 （イ）桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る 

（三・二七一） 

  （ロ）若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き渡る 

（六・九一九） 

 

二首がある。（イ）は『万葉集』に収録された高市黒人の羈旅歌群の第二首で、

よく取り上げられた代表的な鶴の歌である。そして、（ロ）歌は紀伊行幸の供

                                                 
11 同上。 
12 菅原浩・柿澤亮三編著『図説日本鳥名由来辞典』（1993.03、柏書房）ｐ.３０３ 
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にさせた山部赤人の歌で、『日本古典文学大系 万葉集』13に「山部赤人の御幸

供奉の際に詠んだ歌に、風光賛美が中心で、天皇賛美の気持ちがほとんど表面

化されていない」という注釈が見られる。しかし、一見、旅の風景を賛美する

単純な歌であるが、「潮満ち」と「鶴鳴き渡る」という組み合わせから、歌人

の心情が多少伺うことができるだろう。 

 鶴と潮の干満との関わりが既に研究されている。野田浩子氏が「〈叙景歌〉

の成立へ」14一文で、上に挙げた（イ）（ロ）の歌について、「両者の背後に鳥

と潮の干満に関する共通認識があったとみるべきである」と述べ、さらに「難

波潟潮干に立ちて見渡せば淡路の島に鶴渡る見ゆ（七・一一六〇）」や「沖辺

より潮満ち来らし可良の浦にあさりする鶴鳴きて騒きぬ（十五・三六四二）」

など巻七の羈旅歌群や巻十五の遣新羅使人等の歌を列挙し、「干潟に漁る鳥の

習性から、鳥の移動によってから潟そのものを見なくて潮干の状況を把握する

ことができる。就航や近道としての干潟渡りなど、旅する者の知識として鳥の

飛翔と潮の干満の状況への共通認識があった」と、潮の干満状態と鳥の習性と

の関わりを解明している。つまり、潮が満ちてくれば、居場所がなくなった鶴

はあわてて飛び去り、潮が退けば、潟に魚やカニなどの餌が見え、鶴はまた海

岸に戻る状況は、一般的な常識として万葉人がよく心得ている。 

 このような景色は、どういう風に歌人の心を引くのか。前に引用した犬養孝

氏の「万葉の鶴――しほひ・しほみち――」15説によって、広々しい潮干の景

観が人間の心情を明るくさせ、「肯定的・積極的な方向に導かれる」に対し、

潮満ちの印象は「不安な・追われるような・おそれ・驚きの感じ、（中略）お

よそ否定的・消極的な方向に導かれる」とされており、潮の干満状態を人間の

気持ちと結び合わせて論じている。 

                                                 
13 高木市之助・五味智英・大野晋校注『日本古典文学大系 万葉集』（1957．05、岩波書店） 

14 野田浩子「〈叙景歌〉の成立へ」『古代文学講座２自然と技術』（1993．04、勉誠社）ｐ、206 
15 同注 10 
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 生物の習性から見れば、水辺で漁る鶴が、潮が引くと砂浜が現われて、そこ

で餌を探がしながら鳴いている。その様子は、「難波潟潮干に立ちて見渡せば

淡路の島に鶴渡る見ゆ」（七・一一六〇）、「潮干ればともに潟に出で鳴く鶴の

声遠ざかる磯廻すらしも」(七・一一六四)などの歌に描かれている。逆に、「沖

辺より潮満ち来らし可良の浦にあさりする鶴鳴きて騒きぬ」（十五・三六四二）

のように、潮が満ちれば、潟がなくなり水に追われる鶴が仲間を呼び、飛んで

ゆく姿が見られる。以上にあげた歌が、自然風光への賛美にとどまらず、広々

とした浦浜で一斉に甲高く鳴き、飛びわたる鶴を詠みながら、潮の干満状態に

従って、歌人の心情も底面に潜んでいる。繰り返して山部赤人の（ロ）歌を顧

みれば、遊覧の歌によって構成されているが、鳥の飛翔と潮の干満の状況のか

かわりという認識が前提として、旅の辛さを詠じたものと解釈してもよかろう。 

 次いで、高市黒人の羈旅歌を見てゆきみたい。『万葉集』巻三に収録された

二七〇番から二七七番まで、羈旅歌八首のうち、「鶴」が出ているものは二首

あり、『万葉集』の鶴の歌を論ずる際によく取り上げられている。まず、その

八首の歌は以下のように構成している。 

 

旅にしてもの恋しきに山下の赤のそほ船沖を漕ぐ見ゆ（三・二七〇） 

桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る（三・二七一） 

 四極山うち越え見れば笠縫の島漕ぎ隠る棚なし小舟（三・二七二） 

磯の崎漕ぎたみ行けば近江の海八十の湊に鶴さはに鳴く（三・二七三） 

我が舟は比良の港に漕ぎ泊てむ沖へな離りさ夜更けにけり（三・二七四） 

 いづくにか我は宿らむ高島の勝野の原にこの日暮れなば（三・二七五） 

 妹も我れも一つなれかも三河なる二見の道ゆ別れかねつる（三・二七六） 

 早来ても見てましものを山背の高の槻群散りにけるかも（三・二七七） 

 

 二七一番「桜田へ鶴鳴き渡る年魚市潟潮干にけらし鶴鳴き渡る」歌に関して、
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「潮干の潟に餌を漁りに行く鶴の移動をその鳴き声によって捉える。潮の干満

という自然の動きは神の統御ともいうべき大いなる力によるものであり、それ

によってもたらされる干潟は豊饒の地でもあり。そしてその見えざる地へ渡ろ

うとする鶴の鳴き声は、その土地への祝意をこめていよう」と、内藤明氏が解

明している16。単独な作品として把握すれば、その見解に間違いはないとは言

えないが、しかし、その歌は羈旅歌群の中の一首である事実を無視してはいけ

ない。つまり、二七〇番の「旅にしてもの恋しき」の気持ちで、鳴き鶴に目を

配り、漂う「棚なし小舟」を以って、寂しさと彷徨を少しずつ表していく。そ

して、一人で船出すれば、港にいる鶴の群れが驚かせて鳴きだした景色を詠ん

だ二七三番の歌から、日が暮れても、泊まる場所がわからない「いづくにか我

は宿らむ」歌（二七五番）など、一連の作で歌人の孤独感が徐々に深くなって

いくのがわかる。「黒人における旅の風景は遠ざかり行く船や鶴が鳴きながら

飛び行くものであり、あるいは今夜の泊まるべき場所への不安や妹との別れな

どであるが、殊に黒人の船への視点は、黒人の旅情が特徴的に現れている」17と

いうように、鳴き渡る鶴を描いたのは、土地や自然への賛美というより、むし

ろ旅情をさらに深めさせ、妹や故郷への恋しさを喚起させる景物の一つとして

見なされるというべきであろう。 

 また、謝玄暉の「沐沐重還道中」詩「田鶴遠相叫、沙鴇忽爭飛、雲端楚山見、

林表吳岫微」18が、遠くで鳴いている鶴の声を聞いて、天地の広さを感じなが

ら、自分のちっぽけさや孤独感をさらに意識することを詠んでおり、黒人の羈

旅歌と等しい世界があるとされる。このように、万葉人は鶴の鳴き声を愛でる

というより、むしろ哀れさを感じ取っている傾向がある。 

 

                                                 
16 内藤明「『万葉集』に鳴く鳥」『音の万葉集』（2002．03、笠間書院）ｐ、１５７ 
17 辰巳正明『万葉集と比較詩学』（1997.04、おうふう）ｐ、２３５ 
18 （梁）昭明太子撰・（唐）李善併五臣注『六臣註文選』（1966.12、芸文印書館） 
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第二節 大和恋ひ・妹恋ひの鶴が音 

 

 前節で、風光賛美を中心にした歌や行旅の歌を論じた。『万葉集』に多く詠

まれた鶴が音はあたかも人間になぞらえて聞こえ、故郷や、遠くいる妻、子、

友を思わせたのである。歌の内容から分類してみれば、四十六首歌群のうち、

「妻（夫）恋」は二十一首、「望郷」は六首、「友を思う」テーマは二首となっ

ている19。本節では代表性ある「故郷思い」・「妻恋ひ」のテーマが中心とした

鶴歌を分析したい。まず、以下の歌を見てみよう。 

 

 （イ）潮干れば葦辺に騒く白鶴の妻呼ぶ声は宮もとどろに 

（六・一〇六四） 

 

 漢詩に「白鶴」を用いた例は少なくないが、『万葉集』集と八代集にはこの

田辺福麻呂の歌にしか見られなかった。「白鶴」（シラタヅ）の語は和歌に登場

したのはこれが 初であろう。内容をみれば、この歌は難波宮讃歌の反歌であ

り、「干潟に「騒く」妻呼ぶ鶴の声は、恋の苦しみの悲傷のものでなく、雌雄

が呼び合う声で、その宮をとどろかすまでの声は、離宮の繁栄を言祝ぐものと

いえる」20とされている。確かに、前述した水鳥の生態と潮の干満の説を踏ま

えて見れば、この歌に描かれた「妻呼ぶ鶴の声」は寂しさや悲しみでなく、む

しろ歓喜な鳴き声ともいえよう。引き潮で現れた潟で餌を見つけた鶴が仲間を

呼んでいる様子を描き、賑やかな光景であった。それは生態の面から立って詠

んだ歌である。しかし、同じ「妻呼び」の歌であるが、 

 

（ロ）夕なぎにあさりする鶴潮満てば沖波高み己が妻呼ふ 

                                                 
19 桧垣記代「和歌における「鶴」」『愛媛国文研究』四四（1994．12、愛媛大学） 
20 内藤明「『万葉集』に鳴く鳥」『音の万葉集』（2002．03、笠間書院）ｐ、１５８ 
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(七・一一六五) 

（ハ）あさりすと磯に棲む鶴明けされば浜風寒み己妻呼ぶも 

（七・一一九八） 

 

などのように、（イ）歌とまったく違う雰囲気が漂うことは明らかである。（ロ）

（ハ）の歌は、似たような情況使われた類想歌と言えよう。（ロ）は、夕暮れ

に水辺で漁っている鶴は、潮が満ちてくると急に沖が高くなることに感づいて、

自分の妻を呼び寄せるという緊迫感の溢れる歌であり、（ハ）は浜を吹き渡る

風の冷たさを感じ、自分の妻を呼び求めて鳴いている鶴が描かれる。「浜風寒

み」の語でわびしさ、孤独感が表現されている。 

 ここで「己妻呼ぶ」という鶴が音に歌の焦点が置かれたことを注目したい。

「鶴鳴于九臯、聲聞于野」、と『詩経』小雅にもみられるように、鶴の鳴き声

が大きく、遠くまで届くことが古くから人の心に残る理由であろう。そして、

旅路で見た、寒い夕暮れの浜辺にある鶴の妻呼ぶ声が、歌人の遠くある故郷や

自分の妻を恋しくさせるわけである。例えば、 

 

 （ニ）妹に恋ひ吾の松原見渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る 

（六・一〇三〇） 

 

という歌がある。その歌に関して、小学館『日本古典文学全集 万葉集』の注

によれば、「妹に恋ひ」の語は「妻に会いたくて私が待っている、の意で地名

「吾の松原」に掛けた枕詞」21とされ、それに対し、岩波書店『日本古典文学

大系』シリーズの訳に「妻を恋しく思って私が待っている、吾の松原から見渡

                                                 
21小島憲之・木下正俊・佐竹昭広注『日本古典文学全集３ 万葉集二』（1972．05、小学館）

ｐ、180 
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すと、干潟に鶴が鳴き渡ってゆく」22と書いてある。つまり、「妹に恋ひ」を「吾

の松原」にかかる枕詞と認め、この歌は恋の意味は含まれず、単なる叙景歌で

あるという見方と、「妻恋ひ」が歌のテーマとなるという異なった解釈がある。

それをはっきりさせるため、まず他の万葉歌をみてみよう。 

 

 （ホ）湯の原に鳴く葦鶴は我がごとく妹に恋ふれや時わかず鳴く 

（六・九六一） 

（ヘ）今夜の暁ぐたち鳴く鶴の思ひは過ぎず恋こそ増され 

（十・二二六九） 

 

 詞書によれば、九六一番の（ホ）歌は大伴旅人が次田の温泉に宿り、鶴が音

を聞き、亡き妻を思って作った歌である。さらに、（ヘ）の歌を見れば、明け

方に鳴く鶴と「恋こそ増され」との関連性が明らかに詠まれている。 

上記したように、鶴の鳴き声は妻を呼んでいると見なされることがあり、そ

れが耳に入って、旅をしている歌人たちは自分の妻を思い出させ、或は独り寝

の寂寞感を喚起させ、そして歌を書いたという推断ができるのではないか。そ

れについて、大岡信氏が「大和恋ひいの寝らえぬに心なくこの州崎廻に鶴鳴く

べしや（一・七一）」と「たづがなき葦辺をさして飛びわたるあなたづたづし

ひとりさ寝れば（十五・三六二六）」をあげ、「その他、鶴の声を聞くと独り寝

の寂しさが、ひとしお深まる思いをうたった歌が他にもある。空気を裂くよう

なあの鳴き声には、恋の孤愁に沈む男の姿がよく似合う」23と述べている。三

六二六番歌は、挽歌の三六二五歌の反歌である以上、用例（ホ）の大伴旅人歌

と近い旨趣を持っており、つまり亡き妻を思う歌である。また、「タヅガナキ」

の語が「タヅガナシ」という、「頼りない・心細い」を意味する形容詞で、下

の句にある「あなたづたづし」とかけている。 

                                                 
22高木市之助・五味智英・大野晋校注『日本古典文学大系５ 万葉集二』（1959．09、 

岩波書店）ｐ、79 

23
大岡信『万葉恋歌』（2000.06、講談社）ｐ、１３２ 
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初にあげた（ニ）歌「妹に恋ひ吾の松原見渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る」

（六・一〇三〇）に戻ると、「妹に恋ひ」を枕詞として使う他の用例は『万葉

集』には見当たらないようである。したがって、その「妹に恋ひ」の語は、「吾

の松原」を枕詞というより、歌人の心情を表す言葉と解してよかろう。そして、

「鶴が音」を以って、作者の愛情や思いを表す歌は、鶴の表現において一種の

典型となっている。 

 次、「故郷を恋ふ」テーマを詠んだ鶴の歌群をめぐって論じていきたい。前

節において、「タヅ」とは、特定な鳥ではなく、渡り鳥や留鳥でもありうる可

能性があることを述べたが、万葉歌では渡り鳥と見なして詠む場合が多いらし

い。一般的に大型の鳥を見れば、万葉人はそれが長距離を飛べる鳥と思い、そ

の飛んでいる様子を見て、遠くある故郷のことを思い出させたり、伝言を届け

と頼んだりした内容の作品も少なくない。「雁」の歌にも似たような表現が見

られる。 

 鶴にメッセージを頼んだ趣旨の歌は、古代歌謡に既に見られ、『古事記』軽

太子伝説に「天飛ぶ鳥も使ひそ鶴が音の聞こえむ時は我が名問はさね」という

歌があり、尾崎暢殃氏によると、「霊魂の化現ないし運搬者のように扱われた

鳥の一つに、白鳥がある。白鳥のことは、本牟智和気の御子・倭建の命・木梨

の軽の太子などの物語にみえ、霊魂の鳥のように観ぜられた痕がいちじるしい。

出雲国造の神賀詞で白鳥を宮廷に貢ることをのべるのも、天皇の御魂の更新・

強化を意図してのことで、それは明らかに右の伝統の観想につながっていた」

24という。雁・鶴などのような渡り鳥は、『古事記』神話において、霊魂の鳥、

或いはあの世とこの世の間に往復する使者と見なされ、「死者をあの世へ案内

し、またそこから戻ってくるとする」というような役割を果たす鳥として登場

している。和歌で「伝言を頼まれた」鳥は、「鶴」より「雁」の方が多く見ら

                                                 
24

尾崎暢殃「鳥の物語」『古代文学講座２ 自然と技術』（1993．04、勉誠社）ｐ、１６５ 
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れ、『万葉集』に鶴に伝言を頼んでいる作品は、秋の相聞歌である「鶴が音の

聞こゆる田居に廬りして我れ旅なりと妹に告げこそ」（十・二二四九）と、わ

ずか一首だけが収められている。しかし、「妻呼び」という表現自体は「鶴を

頼んで、妻にこの気持ちを届けてほしい」意が含まれているのではないか。 

 望郷の話に戻ると、前述したとおり、『万葉集』の鶴歌群は大体旅の途中で

詠む歌で、そして鶴の飛ぶ姿や鳴き声により郷愁が甦らせるのである。例えば、

「島伝ひ敏馬の崎を漕ぎ廻れば大和恋しく鶴さはに鳴く（三・三八九）」、「足

柄の箱根飛び越え行く鶴の羨しき見れば大和し思ほゆ（七・一一七五）」など

はその類に属してある。巻二〇に収められた、大伴家持の「防人の身になって

心情を述べる」歌に、「鶴が音」の語が繰り返して詠まれている。 

 

（ト） 防人が情のために思ひを陳べて作る歌一首併せて短歌 

大君の 命畏み 妻別れ 悲しくはあれど 大夫の 心振り起し 取り装ひ 門出

をすれば たらちねの 母掻き撫で 若草の 妻は取り付き 平らけく 我れは

斎はむ ま幸くて 早帰り来と 真袖もち 涙を拭ひ むせひつつ 言問ひすれ

ば 群鳥の 出で立ちかてに とどこほり かへり見しつつ いや遠に 国を来

離れ いや高に 山を越え過ぎ 葦が散る 難波に来居て 夕潮に 船を浮けす

ゑ 朝なぎに 舳向け漕がむと さもらふと 我が居る時に 春霞 島廻に立ち

て 鶴が音の 悲しく鳴けば はろはろに 家を思ひ出 負ひ征矢の そよと鳴

るまで 嘆きつるかも 

（二〇・四三九八） 

 

（チ）海原に霞たなびき鶴が音の悲しき夕は国辺し思ほゆ 

（二〇・四三九九） 

（リ）家思ふと眠を寝ず居れば鶴が鳴く葦辺も見えず春の霞に 

（二〇・四四〇〇） 
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と、鶴の声の悲しく聞こえる晩は防人が故郷のことを思い出されるという一連

の歌が作られた。前にとりあげた丹比太夫の挽歌「たづがなき葦辺をさして飛

びわたるあなたづたづしひとりさ寝れば（十五・三六二六）」と同じ、「鶴が鳴

き」の語は「タヅガナシ」と掛けてある。ここでも、「鶴が音－国思い」とい

う緊密な連結がみられる。また、その「旅で鶴を見かけ―故郷を思う」発想は、

南朝梁・何遜「富陽浦口和朗上人詩」の「獨鶴凌風逝、雙鳬出浪飛。故鄉千余

里、茲夕寒無衣」25句と、共通した詠み方が見られる。 

 

第三節 「葦鶴」の登場 

 

 次に、歌語について論じたい。上にあげた『万葉集』の歌は、全て「鶴（た

ず・たづ）」を用いたが、『古今集』以降、鶴を詠じた歌に多く「葦鶴（あした

づ）」の語を使い、鶴を意味する歌語とされた。それは鶴が多く芦辺にいるた

め詠まれたのである。この言葉は、「君に恋ひいたもすべなみ葦鶴の哭のみし

泣かゆ朝夕にして（三・四五六）」という『万葉集』の歌で初めて登場した。

後の巻にも、「草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして」

（四・五七五）、という大伴旅人の相聞歌、「葦鶴の騒く入江の白菅の知らせむ

ためと言痛かるかも」（十一・二七六八）など、やはり恋の気持ちを詠じてい

る歌が収録されている。 

 

まとめ 

 

 まず、片桐洋一氏の『万葉集』の鶴の歌に対する説を引用してまとめたいと

思う。「「たづ」「あしたづ」などの語が序詞などに使用されている十二、三首

を除いた三十首ほどは、実景の全き写生と言うべきものである。序詞として使

                                                 
25 （唐）欧陽詢撰『芸文類聚』巻二十七 行旅（2007.08、上海古籍出版社）ｐ、 
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用される場合を含めて、実に三十例以上が、その啼く声を呼んでいることによ

ってもわかる。万葉人たちにとっては、鶴もまた、ほととぎすその他の鳥と同

じく、自然の景物としてよまれ、同時にその鳴き声を、みずからと同じく、遠

い妻を慕う「孤悲」の声と聞いたのである」26という。 

 つまり、水辺に群れた鶴の餌を探したり、鳴きわたる風景を描く歌が、ほと

んど旅路に出た歌人によって詠まれたもので、風光描写の歌と恋や郷愁のを述

べる歌とわけられる。歌で詠じられた場所が日本全国にわたっていることより、

鶴は各地でもみられる鳥であったことが考えられる。また、歌で書かれた「タ

ヅ」は「つる」の雅語で、漢字の「鶴」にあたるが、マナヅルやタンチョウに

限らず、白鳥・コウノトリなどの類も含まれて水辺に見かける体型の大きい白

い鳥のことを指している。 

したがって、『万葉集』巻十五に「天平八年丙子の夏六月、使ひを新羅國に

遣わす時に、使人等各別れを悲しびて贈答し，また海路の上にして旅を慟み思

ひ陳べて作る歌、併せて所に当たり湧詠せる古歌」という詞書の下に収めた「朝

開き漕ぎ出てくれば武庫の浦の潮干の潟に鶴が声すも（十五・三五九五）」や

「ぬばたまの夜は明けぬらし玉の浦にあさりする鶴鳴き渡るなり（十五・三五

九八）に関して、日本古典文学全集『万葉集 四』の注に「鶴が日本に飛来す

るのは十月下旬で、三月上旬に北帰する。二三七に「鵠佐波二鳴く（鶴さはに

鳴く）」ともあり、鵠も鶴と同一視されていることがあるが、白鳥も鶴と殆ど

同じ頃に行き来する。ここに夏の鶴が詠まれているのは不思議だが、この巻第

十五にはこの後、三五九八・三六二六・三六二七・三六四二・三六五四にも見

え、疑問が持たれている」27と書いてあるが、『万葉集』の「タヅ」とは、特定

な鳥でないため、一年中に見られる留鳥を詠んだ可能性がある。 

                                                 
26

片桐洋一「松鶴図淵源考――古今集時代研究序説――」『国語国文』２９－６ 
27小島憲之・木下正俊・佐竹昭広注『日本古典文学全集３ 万葉集四』（1972．05、小学館）

ｐ、26 



 

41 
 

歌の内容に戻ると、第一節で論じた叙景中心の鶴歌群について、自然描写・

自然への賛美が主な内容となるが、水鳥の習性と潮干満の関わりから、歌人の

心情が一瞥できるのである。つまり、潮が干いて潟が現れるとともに鳴いた鶴

は餌を見つけた時などに揚げる鳴き声で、嬉しい気持ちが含まれている。逆に

潮が満ちてくると、漁る場所が無くなり、鳴きながら飛び去った鶴の声は、危

険や緊迫感の情緒が帯びた、という万葉人が共通している認識が歌の背景とな

っている。しからば、「潮干・潮満ち」の語により、「桜田へ鶴鳴き渡る年魚市

潟潮干にけらし鶴鳴き渡る（三・二七一）」など、一見純な叙景歌にも多少後

ろにひそむ情緒が伺われる。 

 一方、抒情的なテーマを取った鶴歌群をみてみれば、「妻恋ひ・妹恋ひ」

と「大和恋ひ・国思ひ」の気持ちが多く詠まれている。水辺で鳴いている鶴の

声が「妻呼び」とされ、「妹に恋ひ吾の松原見渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る（六・

一〇三〇）」、「今夜の暁ぐたち鳴く鶴の思ひは過ぎず恋こそ増され（十・二二

六九）」などのように、妻のことを思い出させる。また、『古事記』に人世と黄

泉の国の間に往復する霊鳥としてすでに登場した鶴は、長距離を飛ぶことがで

き、これをみて旅人は遠くある故郷を思い出し、悲しむのである。それで「足

柄の箱根飛び越え行く鶴の羨しき見れば大和し思ほゆ（七・一一七五）」など

の歌が見られ、「海原に霞たなびき鶴が音の悲しき夕は国辺し思ほゆ（二〇・

四三九九）」、という防人歌にも「鶴が音」と「国思い」が関連づけて詠まれて

いる。 

 以上、取り上げた歌をまとめてみると、実景描写から叙情へと移り変わる傾

向が見られる。また、後の時代に多く使われる「葦鶴（アシタヅ）」という歌

語もすでに現われた。歌の表現について、「ナキワタル」や「タヅガナキ」と

いう語が頻繁に使われ、その姿より鳴き声の方が注目されている。そして、八

代集の鶴の歌は『万葉集』の表現を受け継ぎながら、漢詩や仏典の影響を受け、

多彩な展開を遂げたのである。



 

42 
 

第三章 八代集における「鶴」の表現 

 

本章から、八代集の鶴の歌について論じてみたいと思う。慶賀の歌は特殊な

形式があるため、次の章で扱うことにする。ここで、八代集から取り上げた鶴

の歌群を表現によって「鶴が音」、「雲居鶴」、「鶴の林」、「夜の鶴」と分類させ

て、各節で論説を進める。 

 

第一節 鶴が音 

 

 前述したように、『万葉集』には数多く鶴の歌が見られ、ほぼその鳴き声が

中心となって描かれている。『詩経』小雅に「鶴鳴于九臯、聲聞于野」と書い

てあるが、万葉歌は単純に歌人自身の経験によって書かれた、叙景歌か叙情歌

であった。『古今和歌集』の時代に入っても、「鶴が音」は重要な表現としてよ

く詠まれ、万葉歌を引き継ぎながら、新しい道が開かれる。後の節で述べる「雲

居鶴」や「夜の鶴」などの表現にも、鳴き声の要素が含まれている。『古今集』

の始めにはまず、 

 

 （イ）難波潟潮満ちくらし雨衣たみのの島に鶴鳴きわたる 

（『古今集』巻第十七・九一三） 

 

という、潮が満ちてきて、水辺の鶴が鳴き渡る様子を描いた遠望の歌が見られ

る。それは『万葉集』の「若の浦に潮満ち来れば潟をなみ葦辺をさして鶴鳴き

渡る（六・九一九）」や、「難波潟潮干に立ちて見渡せば淡路の島に鶴渡る見ゆ

（七・一一六〇）」などから構想を得たものと言えよう。しかし、この『万葉

集』でよく用いられた「鶴鳴き渡る」という表現は、上に引用した『古今集』
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九一三番歌以外、八代集において他の例を見ることはできなかった。28この歌

は八代集の他の歌と比べれば、例外的な存在といえよう。『日本古典文学全集』

版『古今和歌集』の注によって、この歌は「神楽
か ぐ ら

」の大前張
おおさいばり

の歌詞であり、古

歌である29という。ちなみに、これは平安時代より前に書かれた歌である可能

性も高いと指摘されている。この歌を念頭において、八代集の「鶴が音」を詠

んだ歌を見てみる。 

 

（ロ）忘らるる時しなければ葦鶴の思ひ乱れて音をのみぞなく 

（『古今集』十一・五一四） 

（ハ）住の江の松ほど久になりぬれば葦鶴のねになかぬ日はなし 

（『古今集』十五・七七九） 

（ニ）しほたるる身は我とのみ思へどもよそなる鶴も音をぞ鳴くなる 

（『拾遺集』十九・一二四七） 

 （ホ）難波かたしほひにあさるあしたづも月かたぶけば声のうらむる 

（『新古今集』十六・一五五五） 

 

（ロ）は「忘れられるときなんてないものだから、あの葦辺の鶴が乱れ飛んで

しきりに声をあげて鳴いている――全く私も思い乱れて、ただよよと泣くばか

りのだ」という歌で、（ハ）は「住の江の松はすっかり久しくなって、鶴が声

を立て鳴かない日はない――わたしもあなたを久しく待って、鶴のように声を

あげて泣かない日はない」という歌である。（ロ）（ハ）二首は、『万葉集』の

「うち渡す竹田の原に鳴く鶴の間なく時なし我が恋ふらくは（四・七六〇）」

                                                 
28 『新古今集和歌集』八九七番「妹に恋ひ吾の松原見渡せば潮干の潟に鶴鳴き渡る」とある

が、これは万葉歌の再録であり、平安時代の和歌ではない。 

29小沢正夫・松田成穂校注『日本古典文学全集７ 古今和歌集』（1994．4、小学館）ｐ、344 
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とほぼ同じな旨趣を踏まえ、ちなみに「絶え間なく鳴いている鶴が音のように、

我が恋心も絶える時が無い」という心情を詠んだが、素朴な万葉歌と違い、複

雑な手法が用いられている。 

 つまり、（ロ）歌に、「なく」は鶴の縁語「鳴く」に言い掛けており、「あし

たづの」は末句の「音をなく」の枕詞と解されている説30もある。しかし、そ

の間に「思ひ乱れて」という長い句があり、あまりにも離れすぎるうえ、『万

葉集』に「朝雲にたづは乱れ、夕霧にかはづは騒く」（三・三二四）「天雲に翼

打ちつけて飛ぶ鶴のたづたづしかも君しまさねば」（十一・二四九〇）などの

歌にも、飛ぶ鶴に思いを託す用法が見られる。（ロ）歌は前掲した万葉歌を踏

まえ、「思ひ乱れて」の語も鶴の飛び乱れている様と重ねて解する方が適切だ

と思う。これを以って、詠み人の感情も一層具象化されたのである。 

 （ハ）歌の「住の江の…」歌は、「松」と「待つ」、「音」と「根」（松の縁語）、

「鳴く」と「泣く」が掛詞となっており、技巧の多い歌である。山口博「古今

集と漢文学――春情の系譜――」31一文において、六朝詩の方法を学んだ歌の

例として（ハ）歌が挙げられた。つまり、その歌は作者が「来ぬ人を久しく待

ち、葦鶴のように泣き暮らした女」の身になって、鳴く鶴と自分を重ね詠んだ

のである。なお、「松－鶴」という賀歌によって固定された形式があるため、

ここで「葦鶴」を詠んだのは実際に鶴を見かけ、その音を聞こえたからだとい

うより、固定表現の「松－鶴」対を満たそうとする歌人の工夫と認めべきであ

ろう。一方、「住の江の」という『万葉集』既に現れた枕詞が、よく「松」や

「浪」の修飾語として使われ、「鶴」がその両者の縁語とされるゆえ、実景よ

り歌の技巧によって詠まれたことが裏付けられている。 

 （ニ)歌について、「仁和御屏風に、海人しほたるる所に鶴なく」という詞書

より、明らかにこれが内裏屏風歌であることがわかった。この歌は『拾遺集』

                                                 
30小沢正夫・松田成穂校注『日本古典文学全集７ 古今和歌集』（1994．4、小学館）ｐ、225 
31『和歌文学講座第四巻 古今集』（1993、12、勉誠社）ｐ、176 
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巻第十九の「雑恋」に収められ、常套の「潮」と「鶴」という組み合わせが見

られるが、海人の「しほたるる身…」は「涙で袖を濡らしている」意で、鶴が

それに共感して鳴いた、という新意を加えた恋歌である。一方、（ホ）の歌を

見てみると、上の句は万葉歌の「潮干―鶴鳴き」の表現を踏まえたもののであ

るが、月が傾くと、潮が満ちてくるので居場所をなくした鶴が恨むごとく鳴き

だした、という、「うらむ」が歌の中心となっている。（「月」と「鶴」の組み

合わせについて、第四節の「夜の鶴」でまた詳しく検討する。） 

 以上にあげた四例とも、万葉の発想から歌が複雑化され、さまざまな技法に

よって《情》の部分を強調している。したがって、古今集以降、「鳴く鶴」や

「鶴が音」を詠んだ歌は、景色を描写したものが次第に減少し、叙情が中心に

なった傾向が見られる。また、「松」や「海」との組み合わせを以て、歌が複

雑化され、実景を描いた表現の比重が次第に減ってきたことがわかる。 

 

第二節 雲居鶴 

 

 本節で、「鶴―雲」の表現をめぐってその用法をまとめながら、典拠や変遷

などを明らかにしようと試みる。鶴と雲の組み合わせは、詩文で多く用いられ

る常套で、『万葉集』から詠み継がれてきたが、「天雲に翼打ちつけて飛ぶ鶴の

たづたづしかも君しまさねば」（十一・二四九〇）、「昨夜こそば児ろとさ寝し

か雲の上ゆ鳴き行く鶴のま遠く思ほゆ」（十四・三五二二）のように、離れた

距離の遠さを強調し、思いを託して詠んだ歌が多い。平安時代に入ると、「雲

居」「雲の中」「雲の上」を以って、身分差のある恋愛を詠んだ鶴の歌がひとつ

のパターンになった。例えば、『後撰集』の、 

 

 （イ）女四の親王にをくりける 

 葦鶴の沢辺に年は経ぬれども心は雲の上のみこそ 
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（十一・七五三） 

（ロ）返し 

葦鶴の雲ゐにかかる心あらば世は経て沢に住まずぞあらまし 

（十一・七五四） 

 

という、右大臣藤原師輔と醍醐皇女勤子内親王とのやり取りの歌が挙げられる。

「沢－雲の上」という上下の景を用い、地位の対比を表している。「雲の上」

や「雲居」とは、「宮中」のことを指し、身分の高貴な人とやり取りする際に

一般的に使う言葉で、「空」を使った例もある。たとえば、『古今集』「逢ふこ

とは雲居はるかになる神の音に聞きつつ恋ひわたるかな」（十一・四八二）や

「夕暮れは雲のはたてに物ぞ思ふ天つ空なる人を恋ふとて」（十一・四八四）

などがある。遠く離れた雲を慕いながら、沢にいる鶴の心を以って、高貴な人

への思いを託した歌は『万葉集』の詠み方を受け継ぎ、新しく生まれた恋歌の

表現である。 

 一方、中国の影響により、「鶴―雲」の表現は叙情を超え、政治的な機能も

果たすことができるようになったといえよう。具体的な例をあげれば、 

 

（ハ）葦鶴のひとりおくれて鳴く声は雲の上まで聞こえ継がなむ 

(『古今集』十八・九九八） 

 

という、大江千里の歌はもっとも代表性的なものであろう。「寛平御時、歌奉

りけるついでに、奉りける」の詞書きによれば、これは大江千里が「歌」（『句

題和歌』）を帝に献上したときの歌であろう。この歌に関し、契沖は『古今和

歌余材抄』において「ひとりおくれては、友鶴の皆たてるに、独りとまりゐる

を、諸人の官位昇進する中に、ひとり下位に沈めるをたとへたり」32と解し、

                                                 
32
久松潜一校訂『契沖全集８ 古今余材抄』（1973．03、岩波書店）ｐ、508 
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従来すべてこれに従って、身分の沈滞を訴えながら昇進の願いを申した歌と注

釈している。しかし、竹岡正夫氏は「ひとりおくれて」は「自分の歌のを謙遜

している」と解し、「自分の歌を献上する機会に乗じて、どうぞ自分の官位の

遅滞を帝に取りつぎ訴えてほしいと、懇願した歌を添えるような、厚顔無恥の

作者ではない」33と評しながら、諸注の解釈はきわめて劣っていると、諸論に

反対的な意見を持っている。果たして、この大江千里の歌をどう理解すれば適

切だろうか。私見では、竹岡正夫氏の解し方には「鶴と雲」の表現の由縁を見

過ごしているところがあるのではないかと思う。 

この詠み方に大いに影響を与えたものといえば、それは『詩経』「小雅・鶴

鳴」である。 

 

鶴鳴于九皋、聲聞于野。魚潛在淵、或在于渚。樂彼之園、爰有樹檀、 

其下維蘀。它山之石、可以為錯。 

鶴鳴于九皋、聲聞于天。魚在于渚、或潛在淵。樂彼之園、爰有樹檀、 

其下維穀。它山之石、可以攻玉。34 

 

 「小雅・鶴鳴」篇において、名声が世に高まっている賢人を鳴き声の大きい

「鶴」に譬え、王は賢人を登用し、小人を斥けるべきであると教えを勧める。

ここで「九皋」（沢）にいながらその鳴き声が空まで届ける鶴は、賢人は出仕

せず、隠居しても世間の評判が高いことを象徴している。 

 唐詩において、「黃鶴遠聯翩、從鸞下紫煙、翱翔一万里、來去幾千年、已憩

青田側、來遊紫禁前、莫言空警露、猶冀一聞天」35という、自由に大空を飛び

回る鶴は陛下の聖明を感じたから、宮殿に止まり、その声を天（殿上）まで届

                                                 
33竹岡正夫『古今和歌集全評釈』（1976.11、右文書院）ｐ、907 

34 毛詩 
35 柳瀬喜代志編著『李嶠百二十詠索引』（1991.03、東方書店）、（慶有注本）ｐ30 
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けたい気持ちを詠む初唐・李嶠の「鶴」詩がある。また、初唐・駱賓王「送王

明府參選賦得鶴」詩も『詩経』「小雅・鶴鳴」篇を踏まえながら、「在陰如可和、

清響會聞天」36と、友人の王明府が順調に出世することを祝福している。つま

り、賢人を鶴に例譬え、「声が空まで届く」ことを以って出仕や昇進したい心

を寄る詩文が初唐から作り継がれている。 

 日本側の受容といえば、『懐風藻』に「天紙風筆畫雲鶴、山機霜杼織葉錦」

（『懐風藻』「七言。述志一首」）と次に記された後人の聯句の詩「赤雀含書時

不至潛龍勿用未安寢」37という、世に出ない賢明な人とその志を詠む詩がすで

に現れる。後の漢詩にも「高看鶴出新雲路、遠妬花開舊翰林」38（『菅家文草』

二・一一二）と、「鶴出新雲路」は友の出世が描かれ、「望鶴晴飛千万里、思梅

艷發九重門。包香低翅風莎地、爭得時來入禁園」（『菅家文草』四・二八五）詩

で、自分が鶴のように万里を雄飛する実力を有するが今は飛翔できず、天子の

園に戻りたがる梅の如く、宮中の官職を復帰したいとの悲願を詠んだ39。要す

るに、今までの研究で特に指摘されなかったが、平安前期の漢詩文には、鶴と

「雲・空・天」の組み合わせによって、出世・昇進することを懇願する表現は

一般的であろう。 

大江千里の歌に戻れば、「葦鶴のひとりおくれて鳴く声は雲の上まで聞こえ

継がなむ(十八・九九八)」とは、葦の間にただ一羽とり残されて鳴く鶴の声は、

どうか雲の上に聞こえて届いてくれよ、という歌である。『大江千里集』40に「詠

懐」の部に収録され、その前歌は「白波のたちかへりくる数よりもわか身を嘆

                                                 
36 （初唐）駱賓王著『駱賓王文集』（1919、上海商務印書館）ｐ、15 
37 小島憲之校注『日本古典文学大系６９ 懐風藻・文華秀麗集・本朝文粋』（1964．06、 

岩波書店）ｐ、76 

38 川口久雄校注『日本古典文学大系７２ 菅家文草・菅家後集』（1966．10、岩波書店） 

ｐ、１９６ 
39 同上。ｐ、３３４ 
40 金子彦二郎『平安時代文学と白氏文集 句題和歌・千載佳句研究編』（1943．12、培風館）

に付録した「研究資料」を参照する。 
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くことはまされり」という自分の「身を嘆く」歌で、「葦鶴の…」歌に次いで

は「あま雲や身を隠すらむ日の光あかすてらせとみるよしもなし」という歌で

ある。ここで「日」は「天皇」のことを指し、この「雲に隠された身」はいつ

か「日の光」に照らされ、世の中で輝く願いを込めて詠んだのではないか。前

後の歌から見ても、その「ひとりおくれて」は確かに自分の不遇を訴え、漢詩

人である作者が「小雅・鶴鳴」を踏まえて、官位を求める歌と詠んだのであろ

う。 

 このような形式を用いた八代集の類歌は、『詞花集』「むかしみし雲ゐをこひ

て葦鶴の沢に鳴くやわが身なるらん」（十・三五〇）、『新古今』「あまつ風ふけ

ゐの浦にゐる鶴のなどか雲井に帰らざるべき」（十八・一七二三）などがある。

前者は詞書きにおいてはっきりと「鶴鳴臯といふことをよめる」と記し、後者

も「殿上離れ侍りてよみ侍りける」という作歌背景を説いた。 

 『詩経』「小雅・鶴鳴」の影響を受け、後の詩文には「官位を求める」や「殿

上に出仕したい」と心のうちを詠む「雲に鳴く鶴」の表現が定着した。そして

これにより、和歌において、「雲－鶴」の歌は叙情の機能を超え、さらに政治

的な性格も持つようになった。 

 

第三節 鶴の林 

 

 「鶴の林」という表現を用いた歌は、八代集に一首しか収録されていない。

それは『後拾遺集』の哀傷歌「薪尽き雪降りしける鳥辺野は鶴の林の心地こそ

すれ」（十・五四四）である。漢詩において、勅撰三集、『菅家文集』など平安

朝の代表的な漢詩文集をめぐっても、「鶴林」を用いた詩は見当たらなかった。

「鶴の林」は、一見、重要でない表現であったが、八代集以降、固定的な形式

で、釈教歌・哀傷歌としてよく詠まれている。調べた限り、この表現に関する

研究を見つけることがきなかったため、本節を以って、和歌における「鶴の林」
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の表現の源や使用について論じてみようと思う。 

「鶴林」の由来は、沙羅双樹の別称であり、『涅槃経』後分巻きによれば、

「大覺世尊入涅槃已。其娑羅林東西二雙合為一樹。南北二雙合為一樹。垂覆寶

牀蓋於如來。其樹即時慘然變白猶如白鶴。」という、釈迦の入滅を悲しんだ沙

羅双樹が枯れて、鶴のように白くなった伝説から来たものである。 

 唐詩では「牛頭見鶴林、梯逕繞幽深」41（盛唐・杜甫「望牛頭寺」）や、「鶴

林縈古道、雁塔沒歸雲」42（中唐・元稹「大雲寺二十韻」）など、「鶴林」を詠

んだ例が多く挙げられるが、唐代までの詩には、ほとんど寺院の景色を描く時

に、その周りにある林を美化した言葉として用いており、哀悼・哀傷の意はな

かった。また、前述したように、平安時代の漢詩において「鶴林」を詠んだ例

はなく、「詩」の範疇では重要でない表現と言えよう。 

 一方、「鶴」を用いた挽歌は『万葉集』時代に既に現れる。たとえば、丹比

大夫が亡き妻を凄愴して詠んだ歌「たづがなき葦辺をさして飛びわたるあなた

づたづしひとりさ寝れば」（『万葉集』十五・三六二六）や、大伴旅人の「湯の

原に鳴く葦鶴は我がごとく妹に恋ふれや時わかず鳴く」（『万葉集』六・九六

一）などがある。それは単純に鶴の「なき声」から「なき人」を思い出させた

心情を表した歌である。「鶴の林」という仏教用語を和歌に取り入れたのは、

前掲した『後拾遺集』歌が 古であるといえよう。その歌の作歌背景について、

『後拾遺集』に載せた詞書きに「入道前太政大臣の葬送のあしたに人々まかり

帰へるに雪のふりてはべりければ、よみはべりける」と書いてあるが、『栄華

物語』「鶴林」巻に詳しく記されている。それは、 

 

何事も哀れに悲しかりつるに、忠命内供といふ人こそ鳥辺野にて覚えけれ。

後にもり聞こえたりし。 

                                                 
41 （唐）杜甫撰『杜工部集』巻十二（1967.05、学生書局）ｐ、532 

42 （唐）元稹『元氏長慶集』巻十三（1919、上海商務印書館）ｐ、53 
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   煙絶え雪降りしける鳥辺野は鶴の林の心地こそすれ 

 となんありける。かの娑羅林の涅槃の程をよみたるなるべし。長谷の入道殿

は聞きたまひて、「薪つきといはまほしき。」とぞ宣ひける。43 

 

という段落である。『栄華物語』「鶴林」巻は道長の病気、臨終、葬儀、およ

び薨去の様子などを描いたものである。物語によれば、その歌は道長を鳥辺野

で葬送した後に詠んだ歌で、作者がもともと荼毘の煙を指して「煙絶え」と詠

んだが、初句を「薪尽き」とすべきであると、長谷の入道殿、つまり藤原公任

が評したという。そして、『後拾遺集』哀傷部に収録された歌は初句「薪尽き」

である。何れにせよ、前掲した歌は「雪の降っていた鳥辺野」の白さを「鶴の

林」に譬え、道長の死を釈迦の入滅になぞらえて詠んだのである。また、作者

である忠命内供は、千手院の僧であったようである44。この歌は『涅槃経』釈

迦入滅の典故を踏まえ、貴人を葬送した場面に詠んだことが明らかである。唐

詩でただ寺院の林を美化して、あるいはその白さを表現するため詠んだ「鶴の

林」の表現は死の悲しみや、人生の儚さや無常感に結びつき、歌に詠まれ始め

たのである。 

私見では、漢詩の使用状況と頻度からみれば、和歌における「鶴の林」は漢

詩文を経由せず、直接に仏教経文から影響を受け、取り入れられたものである

と思われる。前述したように、八代集に収録された「鶴の林」の歌は上の一首

のみであったが、後の十三代集には約九首あり、そのうち釈教歌が八首、哀傷

歌が一首ある。たとえば、「いにしへの鶴の林の春はあれど猶亀山の秋ぞ悲し

き」（『玉葉』・二三七九）という、「鶴―亀」の対を用いながら、四季の移り変

わりから無常の世を嘆いている歌や、「今は又われもなくねをそふるかな鶴の

林の暁の空」（『新千載』・二二二三）という「二月十五夜母のなくなりにける

                                                 
43 山中裕・秋山虔ら校注『日本古典文学全集３３ 栄花物語』（1998．03、小学館）ｐ、171 

44 同上 
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によめる」（詞書）  読み人知らずの歌もある。さらに、冬の雪に覆われ、

白くなった木々を指して詠んだものもある。それは、西行の「花さきし鶴の林

のそのかみを吉野の山の雲に見しかな」（『山家集』一一九番）という歌である。

この『後拾遺集』歌を以て、「鶴の林」が和歌の世界に移入され、定着してい

る。 

 

第四節 夜の鶴 

 

 続いて、「夜の鶴」の表現をめぐって論じたい。まず、桧垣記代氏の「和歌

における「鶴」」45一文に論じられた「夜の鶴」の部分について述べたい。桧垣

氏が、『白氏文集』新楽府その十七「五絃弾」（『和漢朗詠集』下巻、管絃四六

三）の影響を受けた和歌が新しく詠まれるようになり、これから「夜の鶴」は

「子を思う鶴」として和歌の世界に登場したという。さらに、『新古今和歌集』

では、「月」が素材として「夜の鶴」と共に詠まれるようになり、「余情」とか

「幽玄」とかいわれる新古今的な世界を作り出したという。また、白詩「五絃

弾」が和歌の世界に与える影響について、桧垣氏が「万葉集歌でわずか一首に

過ぎなかった子を思う「鶴」の鳴き声は、「子を思う鶴の声」として固定化し、

以後も和歌の素材として継続して詠まれていくのである。同時に、『古今和歌

集』以降ほとんど詠まれることのなかった夕方から夜、暁にかけて鳴く「鶴」

の声も、次第に増加していく傾向が見られる」46と述べている。 

 上記のとおり、「夜の鶴」の表現のきっかけは、白詩「五絃弾」の影響が大

きい。私見では、八代集に収録された「夜の鶴」の歌はおよそ二種類に分けら

れる。一つ目として、明らかに「五絃弾」を踏まえた「子を思う鶴」の歌、例

                                                 
45

桧垣記代「和歌における「鶴」」『愛媛国文研究』四四（1994．12、愛媛大学） 

46 同上。 
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えば、『詞花集』「夜の鶴みやこのうちにはなれて子を恋ひつつも泣明かすかな

（九・三四〇）」歌が代表的な例と言えよう。二つ目に、音と夜の要素「月」・

「霜」の組み合わせによって、その悲しさや侘しさが強調された歌、『新古今

和歌集』「和歌の浦に月の出で潮のさすままに夜鳴く鶴の声ぞかなしき」（十

六・一五五六）などがこの類に属している。本節では八代集に収録された「夜

の鶴」の歌を対象にして、各私家集の用例を補充しながら、この表現をめぐっ

て全面的に論じたいと思う。さらに、第二類に詠まれる「鶴―霜」の表現につ

いて詳しく検討する。 

 

 まず、この表現の元となる白居易の「五絃弾」詩を引いてみたい。五絃の琵

琶の響きを形容した一節がある。 

 

第一第二絃索索、秋風拂松疏韻落。第三第四弦泠泠、夜鶴憶子籠中鳴。 

第五弦聲 掩抑、隴水凍咽流不得。五弦並奏君試聽、淒淒切切復錚錚。47 

 

原詩には琵琶の声を描写して詠まれたが、後に和歌に取り入れられ、「子への

愛情」が中心になって詠まれるようになった。『万葉集』を調べれば、「子を思

う」テーマを詠んだ鶴の歌が二首現存している。それは「うち渡す竹田の原に

鳴く鶴の間なく時なし我が恋ふらくは」（四・七六〇）という、大伴坂上郎女

が娘に送った歌と、「旅人の宿りせむ野に霜降らば我が子羽ぐくめ天の鶴群」

（九・一七九二）という歌である。前者は「子供を恋しく思っている鶴が絶え

間なく鳴いている」様を描き、後者は遣唐使として大陸に渡る子供に、母親が

無事であるように祈る気持ちで詠んだ長歌の反歌である。つまり、渡唐する子

を見送った母は、空を高く飛翔する「鶴」の群れに心を寄せて詠んだ歌である。

                                                 
47平岡武夫・今井清編『白氏文集歌詩索引』（1989.10、同朋舎）ｐ、39 
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これらの歌は漢詩文の影響が見られず、前述した鶴の鳴き声や高く飛んでいる

様子によって、子供への思いが触発されて詠んだものである。 

 続いて、『詞花集』の「夜の鶴みやこのうちにはなれて子を恋ひつつも泣明

かすかな（九・三四〇）」を見てみよう。それは、我が子藤原伊周が左遷され

て明石に滞留していた頃に母高階貴子が詠んだものである。母親が都に残され

ることを「都に放たれる」といい、「子」を「籠」を掛けて、放たれている鶴

が却って籠を恋うて鳴くという矛盾を詠んでいる48。また、「泣き明かす」には

「明石」の地名を響かせているのである。このような複雑な修辞こそ、この時

代の歌の表現と感じられる。 

 「子を思う夜の鶴」テーマを詠んだ歌は、八代集にわずか一首しか見られな

かったが、実際に私家集などを調べれば、類歌が多出している。たとえば、父

親の立場から詠んだ「いかで猶このうちに鳴くあしたづの夜のおもひを空にし

らせん」（源仲政『月詣和歌集』四〇八）歌がある。子を思う「夜の思い」を

空まで届けたいという、切ない親心が託されている歌である。 

 また、西行が詠んだ「夜の鶴の都のうちを出でであれなこのおもひにはまど

はざらまし」（『西行法師集』四三五）の歌に、このような詞書きがついている。 

 

八島内府かまくらにむかへられて、京へ又おくられ給ひけり、武士の母の

ことはさることにて、右衛門督のことをおもふにぞとて、なき給ひけると聞

きて  

 

 つまり、壇ノ浦の敗戦で、八島内府である平宗盛とその子右衛門督清宗が共

に捕えられて鎌倉に送られ、さらに京へ移送される途中、近江の篠原で斬られ

                                                 
48川村晃生・工藤重矩校注『新日本古典文学大系９ 金葉和歌集・詞花和歌集』 

（1989．09、岩波書店） 
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ることを表している。その子供をなくした西行が「武士の母」の心情を詠んだ

のである。もし都にでてくることがなかったなら、わが子の死に悲しみ狂うこ

とはなかっただろうにという内容の歌である。この歌は前掲した『詞花集』の

歌を踏まえ、「都」を「籠」を掛けて、慰めの心を「夜の鶴」に詠み込んだと

いえよう。さらに、式子内親王の「なく鶴のおもふ心はしらねども夜の声こそ

身にはしみけれ」（『式子内親王集』二九三）も典型的な例である。 

以上、「子を思う夜の鶴」の歌を論じたが、『新古今和歌集』以降、和歌にお

ける「夜の鶴」に宿る思いや感覚が次第に変化していくのである。 

 『新古今集』では、「鳴く鶴」四首49のうち三首が、夜中に鳴く鶴を詠んだも

のである。それは、 

 

（イ）小夜ふけてこゑさへさむきあしたづはいくへの霜かおきまさるらむ 

（六・六一三） 

（ロ）難波かたしほひにあさるあしたづも月かたぶけば声のうらむる 

（十六・一五五五） 

     和歌所歌合せに、海辺月といふ事を 

（ハ）和歌のうらに月の出で潮のさすままに夜なく鶴の声ぞかなしき 

（十六・一五五六） 

 

である。残る一首は聖武天皇の万葉歌が再録されたものである。冬歌に収録さ

れた（イ）歌は、夜が更けて、鳴く声まで寒く聞こえる鶴は、幾重の霜が置き

加わっているのであろうか、という情を詠んだものである。『拾遺愚草』にも

「霜ふかきさはべのあしに鳴くつるの声もうらむる明け暮れの空」（三六三）、

「よるの鶴なくねふりにし秋の霜ひとりぞほさぬわかのうら人」（一九二八）

などのを詠んだ類歌が見られる。それ以前の歌はよく「雪」を取り上げて、「鶴」

とともに詠むのが一般的であるが、新古今時代の和歌において、「鳴く鶴」と

                                                 
49 『新古今』に収められた鶴の歌は六首あり、表現から分類すれば、「賀」の歌一首、「雲居

鶴」一首、「鳴く鶴」四首である。 
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「霜」の組み合わせが常套的な表現といえよう。 

 しかし、『芸文類聚』に載せられた晉‧周處の『風土記』50には「鳴鶴戒露。

此鳥性警、至八月、白露降、流於草上、滴滴有聲、因即高鳴相警、移徙所宿處」

という、露が降りると、気候の変化を察知した鶴が警戒して鳴きだす習性が述

べられている。日本側にもこの考え方が伝わった。漢詩には「霜鶴」の語は多

く見られるが、ほとんど鶴の白さを表現したもので、「霜鬢」、「霜毛」のよう

に色の修飾として使われたのである。例えば、『菅家文草』51の「霜毛便作華亭

翅、仙駕東西不用媒」（五・三三八）、や「雞雛自愧群霜鶴、瑚璉當嫌對竹筲」

（五・四二二）などが挙げられる。さらに、『和漢朗詠集』52の「霜妨鶴唳寒無

露、水結狐疑薄有冰」（上・三八五）や、「声々已断華亭鶴、歩初々驚葛屢人」

（上・三七一）、「晨積瓦溝鴛変色、夜零華表鶴呑声」（上・三七二）などの句

は、霜が結ぶとあまりの寒さで鶴が鳴かなくなることが語られている。つまり、

平安後期以前の詩文に、露が降りると天気の変化を察知し鳴きだすという鶴の

習性を前提にして、さまざまな作品が作られたに対し、「霜」を用いた場合、

色の象徴としたものが多い。しかし、後にこのような使い分けが次第に見られ

なくなっており、「霜」「露」とも「鳴く鶴」と組み合わせて詠まれるようにな

った。 

 では、新古今時代以降、「霜」と「鳴く鶴」が結びつくようになったきっか

けは何だろうか。前述した漢詩の「霜鶴」の語の影響以外、やはり「夜の鶴」

の表現の源とされた白詩「五絃弾」の影響に他ならないと思う。『和漢朗詠集』

53巻下「鶴」の項目に「漢に叫んでは遥かに弧枕の夢を驚かす、風に和しては

漫りがはしく五絃弾に入る」（四五〇番）という源順の句があり、私注によれ

ば、その詩に「霜天聞夜鶴」題があり、霜夜に鶴の鳴き声を聞く心情を詠んだ

                                                 
50 （唐）欧陽詢撰『芸文類聚』（2007.08、上海古籍出版社）ｐ、1564 
51 川口久雄校注『日本古典文学大系７２ 菅家文草・菅家後集』（1966．10、岩波書店） 

52 大曽根章介・ 内秀晃注『新潮日本古典集成 和漢朗詠集』（1983.09、新潮社） 
53 同上。 
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ものである。それから、「夜鳴く鶴」を主題にした作品に「霜」の要素が取り

入れられ、寒さや孤独感を強調する際に「鶴」とともに詠まれるようになり、

幽玄やわびしさの雰囲気が漂っている鶴の歌が生まれたのである。 

以上、『新古今集』の冬歌である（イ）歌を糸口にして、「夜の鶴」と「霜」

の組み合わせを解明したが、「霜」以外、『新古今和歌集』「夜の鶴」歌に現れ

る新たな要素は「月」である。まず、前に挙げた歌を振り返ってみると、 

 

（ロ）難波かたしほひにあさるあしたづも月かたぶけば声のうらむる 

（十六・一五五五） 

     和歌所歌合せに、海辺月といふ事を 

（ハ）和歌のうらに月の出で潮のさすままに夜なく鶴の声ぞかなしき 

（十六・一五五六） 

 

である。白詩「沙鶴上階立、潭月當戶開」54（「仙遊寺獨宿」）のような景色が

描写されたが、（ロ）（ハ）二首は「月が出ると、潮が満ちてくるにつれて、潟

で漁りをする鶴が居場所を無くし、悲しんで（恨んで）鳴いている」様子を描

いた歌であり、前詩に見られる悠々自適の心境とは全く異なっている。歌の内

容から見れば、『万葉集』鶴の歌に非常に類似しており、言葉の面においても

『万葉集』でよく詠まれる「難波潟」や「若の浦」を取り入れ、特に（ロ）歌

の上の句「難波かたしほひにあさるあしたづも」がまさに万葉歌をそのまま継

いだものといえよう。しかし、「妻呼ぶ」や空、雲に鳴くという従来の詠み方

から脱して、夜空にある「月」に向かって鳴くと詠んだ上、「うらむ」や「か

なしき」など擬人的な心情、あるいは歌人自身の心境を含めて詠んだのである。

その詞には感情がこもっており、あたかも人間の泣き声のような響きを感じさ

                                                 
54平岡武夫・今井清編『白氏文集歌詩索引』（1989.10、同朋舎）ｐ、54 
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せるものである。このように、新古今時代の歌人たちは悲しみや恨み、哀れさ

を言葉で和歌の中に詠み込んでいる。 

 白詩「五絃弾」の影響で、「子思う」主題にしろ、月を恨む鶴にしろ、『詞花

集』以降の歌人たちが夜半に鳴く鶴の鳴き声に対する関心を深め、争ってその

声を和歌に取り入れたのである。さらに、新しい素材「霜」・「月」の導入につ

れ、歌における鶴の表現が一段と広がっており、その後も継続して詠まれてい

る。 

 

まとめ 

 

本章で、賀歌を除いて、八代集に収められた鶴歌の分析を試みた。第一節で、

「鶴が音」や「鳴く鶴」の表現から、『古今集』以降の鶴の歌は叙情が中心に

なり、景色を賛美したり、描写したりした歌が次第に消えていったことがわか

る。例えば、「住の江の松ほど久になりぬれば葦鶴のねになかぬ日はなし」（『古

今集』十五・七七九）歌のように、万葉歌の「妻恋ひ」、「望郷」などの主題か

ら発想を得ながら、「掛詞」、「縁語」など複雑な技巧を以て、歌人の感情を強

調して詠んだ歌が多い。鶴が音によって触発された「思い」を中心に、その心

境をどのように表現するかと、作歌の技巧に工夫を凝らしているという古今歌

の特徴が見られる。 

第二節において、大江千里の「葦鶴のひとりおくれて鳴く声は雲の上まで聞

こえ継がなむ」(『古今集』十八・九九八）歌を中心に、「鶴―雲」の組み合わ

せをめぐって論じた。『詩経』「小雅・鶴鳴」篇から影響を受け、「雲に鳴く鶴」

という表現を以って「官位を求める」や「殿上に出仕したい」心を訴える歌と、

「雲の上」と「沢に鳴く鶴」という対比で身分差のある人との恋を描く歌、と

いう二種類に分けられる。「雲の上」、「雲居」は元々「宮中」や「貴顕」を指

すによく用いられるが、漢詩文の表現を和歌に取り入れるにつれて、和歌の政
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治的な役割が高まったといえる。 

続いて、第三節で「鶴の林」について検討した。今までの研究で見過ごされ

てきた表現であるが、実は平安後期に多く用いられ、特に挽歌や釈教歌でよく

詠まれている。 古の用例は『栄華物語』「鶴林」巻で道長を鳥辺野で葬送し

た場面で詠んだ歌で、後に『後拾遺集和歌集』に収録される。漢詩に見られる

「鶴の林」はほぼ哀悼の意を持たなかったことから、和歌で詠まれる「鶴の林」

の受容が漢詩経由ではなく、仏教経典から直接に影響を受けた可能性が高い。 

 第四節において、白詩「夜鶴憶子籠中鳴」（「五絃弾」）が源とされ、「子を思

う夜の鶴」という表現が生まれた。母親か父親である歌人が「子を思い、絶え

間なく鳴いている鶴」の身になって、子供への愛情を深く表している。さらに、

新しい素材「霜」・「月」の導入にしたがって、歌における鶴の表現が次第に広

がった。『古今和歌集』以降ほとんど詠まれることのなかった、夕方から夜、

暁にかけて鳴く「鶴」の声が再び注目され、「夜の鶴」の歌が『新古今和歌集』

以降、段々と増加していくのである。 

 以上、八代集に収録される鶴の歌群を考察した。万葉歌から詠まれた「鶴が

音」を詠み継ぎながら、漢詩文或いは仏教経典から新しい表現の素材を吸収し

た「鶴」は、「行旅」や「恋歌」の部立てのみならず、釈教・哀傷の歌にも姿

を現すようになった。 
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第四章 賀歌における鶴の表現 

 

賀歌とは、人の寿命の千代に永からむことを祈り、祝福する頌歌である。『古

今和歌集』の巻第七は二十二首の歌を集めさせ、「賀歌」という部立てを成立

させている。そのうち、特定の人間を想定せず、つまり一般的な賀の歌群や、

皇室や貴族への賀の歌が多く載せられている。井川健司氏によると、『古今集』

の賀歌は「祝うべき特定の人が不明の「題知らず」の歌群四首、特定の対象を

有する賀算の歌群十七首、出生慶賀の歌一首」55の三種類に分けられる。賀算

とは長寿を祝う伝統的な習慣で、そこまで無事に長生きできたことを祝い、こ

れからも健康で長生きできることを願うもので、賀寿とも言う。上述したよう

に、『古今集』にほとんど賀算の歌であるが、後の勅撰集では、賀算の他に、

元服・裳着・産養など多様の慶賀の歌が、賀歌の部立ての中に含まれてゆく。 

歌の表現といえば、中国の影響により、「鶴」が賀の歌に取り入れられ「松

鶴」や「鶴亀」の組み合わせが生まれてきた。和歌特有な形式とあいまって、

また違った変容を果たしたといえよう。この章は八代集に収録された賀の歌を

中心に、第一節で「鶴」が賀の歌にどのように導入されたかについて述べ、第

二・第三節でこれまで論じられなかった「鶴の毛衣」、「鶴の子」の表現をめぐ

って検討することにする。 

 

第一節 浜・松・鶴の構図をめぐって 

 

 上述したように、「賀」は『古今和歌集』から立てられ、晴れの性格を有す

る慶賀の歌が収録された部立てである。『万葉集』には賀の部はないが、上代

に慶賀の歌がなかったわけではない。たとえば、「青柳の上枝攀ぢ取りかづら

                                                 
55
井川健司「古今集賀歌の構造と撰者」『並木の里』３（1970．09、笠間書院） 
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くは君が宿にし千年寿くとぞ」（『万葉集』十九・四二八九）という、青柳の梢

を折り取って、蔓にするのは君のお邸で千代を祝う気持ちからであると詠んだ

歌がある。注釈56によれば、木々の若い枝葉をカズラやカザシにするのは、そ

の若々しさを身につけ、あやかろうとする信仰によるという。また、「山吹の

花の盛りにかくのごと君を見まくは千年にもがも」（『万葉集』二十・四三〇

四）と、花盛りのように健康でいて、人の年齢が千年も続いてほしいという、

宴で詠む歌がみられる。あるいは「八千種の花はうつろふ常盤なる松のさ枝を

われは結ばな」（『万葉集』二十・四五〇一）のように、古代信仰によれば「松

の枝に結ぶ」は「またここに戻る約束」であり、常緑の「松」を以て長寿を願

うことは万葉人の観念において固定的ではなかったことがわかる。 

『古今集』以降、「賀」の部立が立てられ、慶賀の場に献上するもの、また

は屏風に合わせて詠む歌が盛んになり、その題材も詠み方も次第に定型化され

てゆく。「鶴」は『古今集』時代から賀の歌に取り入れ、長生きのイメージが

詠まれ始め、特に「亀」・「松」・「浜」との組み合わせが多くある。ここでまず、

賀の歌における「浜」の使用について探ってみたい。 

 『古今集』巻第七「賀」の巻頭に、作者もその対象が不明である「題知らず」

の歌群は四首並べられている。それは 

 

  題しらず よみ人しらず 

 わがきみは千代に八千代にさざれ石のいはほとなりて苔のむすまで 

（七・三四三） 

わたつうみの浜のまさごを数へつつきみがちとせのありかずにせむ 

（七・三四四） 

しほの山さしで磯にすむ千鳥きみがみよをば八千代とぞ鳴く 

                                                 
56小島憲之・木下正俊・佐竹昭広校注『日本古典文学全集４ 万葉集』（1975．10、小学館） 

ｐ、３６３ 
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（七・三四五） 

 わがよはひきみが八千代にとりそへてとどめをきてば思ひ出にせよ 

（七・三四六） 

 

の歌群である。この四首の歌に対して、鎌田弘子氏は、「「さざれ石」の縁で「浜

の真砂」を連想し、「浜」から「磯」へ、さらに「わたつうみ」は「しほの山」

に対照させる配列とも見られる。（中略）「きみ」に対し、「千代に八千代に」

と長寿を祈り、祝う賀歌のテーマが打ち出され、核となって、以後の賀歌の中

に流れてゆく、その原型である」57という。つまり、「年齢の数」の譬えとして

用いられた数え切れない「浜の真砂」が賀の歌に代表的な題材となり、その縁

語である「砂」、「浜辺」、「磯」、「さざれ石」なども多く詠まれるようになった。

例えば、「鶴のおほく世を経て見ゆる浜辺こそ千歳つもれる所なりけれ（『貫之

集』三・三三三）、「ささら波寄する所にすむ鶴は君が経ん代のしるべなるらん」

（『貫之集』二・一八四）、「松島の磯にむれゐる蘆鶴のをのがさなざなみえし

千代かな」(『詞華集』七・一六七)の歌が挙げられる。さらに、『古今集』「賀」

の巻頭に載せたこの「詠みひとしらず」歌群に、「君が代は千代・八千代」ま

で続いてほしいという共通した主題がみられる。後の歌の中に繰り返し歌われ、

喩として何を持って来るかに、その趣向が競われてゆくのである。 

一方、前述したように、平安以降、鶴が詩文において長寿瑞祥の象徴として

詠まれたのは、中国の影響に他ならない。中国では、古くから鶴に関する昔話

や伝説が多く、たとえば『芸文類聚』58「鶴」の項目には、「神異經曰、西海之

外有鶴國、男女皆長寸。為人自然有禮、好經論跪拜、壽三百歲、人行如飛、日

千里。百物不敢犯之」と「淮南子曰、鶴千歳、以極其遊」などの文が載せられ、

                                                 
57鎌田弘子『和歌の風景・美の空間』（1997．05、砂子屋書房）ｐ、７４ 

58 （唐）欧陽詢撰『芸文類聚』（2007.08、上海古籍出版社）ｐ、１５６３ 
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鶴は命が長い、さらに賢徳のある動物とされている。また、鶴と神仙思想の結

合について、漢・劉向の『列仙伝』に王子喬が白鶴に乗り仙人になった話は

も有名な伝説である。 

 

王子喬者、周靈王太子晉也。好吹笙、作鳳凰鳴。游伊、洛之間。道士浮丘

公接以上嵩高山。三十餘年後、求之於山上、見柏良曰、告我家七月七日待我

於緱氏山巔。至時、果乘白鶴駐山頭、望之不得到。舉手謝時人、數日而去。

亦立祠於緱氏山下及嵩高首焉。59 

 

という、仙人の乗り物として書かれたものが多い。さらに、千代の代表とされ

た鶴を詠んだ詩も多く見られ、たとえば初唐・李嶠の「夜警千年鶴、朝晞八

月風」60（「露」）詩や中唐・白居易「不見千年鶴、多栖百丈松」61（「秋蝶」）、

「声來枕上千年鶴、影落杯中五老峰」62（「題元八谿居」）などがあり、特に白

居易の詩句は『千載佳句』、『和漢朗詠集』に収められ、日本の詩文に多大な影

響を与えた。具体的な例を挙げれば、『田氏家集』63一四四番「鶴棲松」詩の「千

年松與千年鶴、同類相依樹梢尖」などの文から、中国側で鶴に対する考え方を

受容したことが裏付けられている。 

 「松－鶴」の組合わせの源泉について、片桐洋一氏が「松鶴図淵源考――古

今集時代研究序説――」64一文に、「松と鶴の配合は、神仙思想とともに中国に

その源を発し、奈良時代、すでに本邦に渡来、本朝漢詩文の表現にも大きな影

響を与えるとともに、いわゆる国風暗黒時代に一層の醸成を果たして、古今集

                                                 
59（漢）劉向『列仙伝』（張繼禹主編『中華道蔵』第四十五冊、2004.01、華夏出版）ｐ、6 

60 柳瀬喜代志編著『李嶠百二十詠索引』（1991.03、東方書店） 

61 平岡武夫・今井清編『白氏文集歌詩索引』（1989.10、同朋舎） 

62 同上。 

63 小島憲之監『研究叢書１４６ 田氏家集注』（巻之下）（1994.02、和泉書院） 
64 片桐洋一「松鶴図淵源考―古今集時代研究序説―」『国語国文』２９－６（１９６０、７） 
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以後の和歌へ伝わり、以後、固定した絵柄となって今日に伝わったものである」

と、絵画と文学との交流から、松鶴対の源泉を詳しく考察した。つまり、唐代

以降、神仙思想を基盤にして、中国で「松と鶴」は絵画や屏風によく描かれる

ようになり、その影響下で、平安以降、日常に見られる障子や屏風にこの題材

が好んで描かれるようになった。さらに、歌合せの場に作られ、その巧みさを

競争する「州浜」（島台）も常に鶴の像が立てられ、鶴は雅の世界において、

欠かせない景物となっていった。 

 常緑の松と仙禽の鶴の組み合わせについて、晉・葛洪の『抱朴子』65には千

歳を経た鶴は、霊鳥なるゆえに夜半にも時を知る能力を持ち（至理解）、また

その長い首を届伸することをもって人間の養生の法のモデルとなし、さらに仙

人となって神丹を服せば、人寿無窮にして鶴に乗って空を登ることもできる

（金丹篇）とも記している。一方、常に緑である松は不老不死の霊薬とされ、

癪のため山に捨てられた趙瞿が仙人から教えられたままに松脂を食べ続け、遂

に若さを三百年以上を保って地仙となった話も『抱朴子』「仙薬篇」に載せら

れている。それらの影響で、「鶴」・「松」が次第に「長生き」、「不老不死」の

象徴となり、慶賀の詩歌において典型的な表現になったのである。 

 以上、賀歌に多く用いられた「浜」・「松」・「鶴」という題材の源について解

明したが、歌の中でどういうふうに表現され、組み合わせて詠んだのか。また、

初に挙げた『古今集』の「よみ人知らず・題知らず」の歌群に示されたよう

に、「君が代は千代に八千代に」のテーマは繰り返し歌われ、賀の歌の中心思

想ともいえよう。上述した素材と「千代・千歳・千年」の主題はどのように結

合して詠まれたのか。これから、実際に八代集の賀の歌をめぐって論じたい。 

 私見では、「鶴」を用いた賀の歌はその表現によって、大体三種類に分けら

れる。第一類は「鶴」自体の特徴を以って、「千歳」の主題を現そうとした歌

                                                 
65（晉）葛洪撰『抱朴子』（張繼禹主編『中華道蔵』第二十五冊、2004.01、華夏出版） 
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で、第二類は「松―鶴」の組み合わせによって、絵的な賀の世界を構築しよう

としたものである。その三は、本章の 初にあげた「浜の真砂」の素材を「松

鶴」に加えた歌群である。代表的な例を挙げて説明すれば、次のようになる。 

 

 （一）「鶴」と賀の主題 

鶴亀も千年ののちは知らなくに飽かぬ心にまかせはててむ 

（『古今集』巻第七・三五五） 

 千年とも何か祈らんうらに住む鶴の上をぞ見るべかりかける 

（『拾遺集』巻第五・二九八） 

白雲に羽うちつけてとぶ鶴のはるかに千代の思ほゆるかな 

（『千載集』巻第十・六二四） 

 千年経る霜の鶴をば置きながら久しき物は君にぞありける 

（『拾遺集』巻第一八・一一七六） 

 

（二）「松―鶴」と賀の主題 

 鶴住む松がさ木にはならべたる千世のためしを見するなり 

（『拾遺集』巻第十・六一七） 

春も秋も知らで年ふるわが身かな松と鶴との年をかぞへて 

（『後拾遺集』巻第七・四三〇） 

 いろいろにあまた千年の見ゆるかな小松が原にたづや群れゐる 

（『後拾遺集』巻第七・四四七） 

 

（三）「浜―松―鶴」と賀の主題 

 松島の磯にむれゐる蘆鶴のをのがさなざなみえし千代かな  

(『詞花集』巻第七・一六七)  

住江の浜の真砂をふむ鶴はひさしき跡をとむるなりけり  
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(『新古今集』巻第七・七一四)  

 

 グループ（一）は、千歳まで生き続ける「鶴」が中心に、その特性を以って、

祝福の意を表そうとした歌群である。つまり、第一章から論じてきた甲高い「鶴

が音」や「雲」との組み合わせによって、慶賀対象の年齢は「鶴（亀）より長

く・久しく」延べるように祈ることが詠まれている。その雲居まで届ける鳴き

声を、「千歳ふ」（千歳まで生きろ）と訴えるかのように聞こえる表現は、賀の

歌において定着している。前掲した四首の歌以外、「千歳ふと我が聞くなへに

あしたづの鳴きわたるなる声のはるけさ」66（『貫之集』二・一三三）、「あした

づの雲居にかよふ声のうちにかねてもしるし千代の行き末」67（『新後撰集』一

五九五）なども、この類に属している。第一類の歌群は、「鶴」の賀の歌とし

て、基本型のようなものだと思う。 

 グループ（二）は「松―鶴」の組合わせが現れ、「松に鶴が棲む」景色が中

心に描き出された歌である。そして、グループ（三）は「浜の真砂」の要素を

加え、詠まれた歌群である。（二）の歌を見れば、典型的な「松鶴図」が頭に

浮かび、慶賀の意が自然に現れている。一方、グループ（三）の歌群は『古今

集』の賀部の巻頭に置かれた歌群の影響で、「浜の真砂」「松」「鶴」の組み合

わせが遂に完成させ、日中文芸世界の観念に定着している。後にも「見えわた

る浜のまさごやあしたづのちよをかぞふる数となるらん」68（『続後撰集』二十・

一三五〇）などの類歌が継続して詠まれている。 

 以上、鶴の「賀」の歌において、 も代表性ある表現をめぐって論じた。『万

葉集』時代に慶賀の題材として詠まれなかった鶴は、『古今集』以降、その特

徴である甲高い鳴き声は「千歳まで長生きできる」を祝うと見なされながら、

                                                 
66 田中喜美春・田中恭子注『私家集全釈叢書２０ 貫之集全釈』（1997.01、風間書房） 

67 新編国歌大観編集委員会『新編国歌大観 勅撰集篇』（1983．02、角川書店） 

68 同上。 
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「松」とあわせて瑞祥を表す象徴となった。中国から渡来した「松－鶴」の系

譜が和歌の「浜」の要素との結合するにつれて、「浜・松・鶴」という慶賀の

構図が完成された。その構図は現在でも文学や絵画に大なる影響を与え続けて

いる。 

 

第二節 鶴の毛衣 

 

 種類によって、黄、灰色など、さまざまな色の鶴がいるが、「白い鶴」が一

般的なイメージであろう。唐詩に「雲頹月壞桂英下、鶴毛風剪亂參差」69（初

唐・盧仝「苦雪寄退之」）「我有所愛鶴、毛羽霜雪妍」70（中唐・元稹「和樂天

感鶴」）、「草訝霜凝重、松疑鶴散遲」71（中唐・白居易「和劉郎中望終南秋雪」）

など、「雪」と「鶴の毛」を相互に比喩として使われた句が多く見られ、日本

側にも「或逐風不返、如振群鶴之毛」72（紀長谷雄「春雪賦」『本朝文粋』）、「誤

雲獨宿澗、疑鶴未歸田」73（菅原道真「東山小雪」『菅家後集』四八七）と、白

雪は鶴のように見える詩文がある。和歌において、紀貫之の「我が宿の松の梢

に住む鶴は千代の雪かと思ふべらなり」74（『貫之集』一・五一）、「千代までの

雪かと見れば松風にたぐひてたづの声ぞ聞こゆる」75（『貫之集』一・七四）な

ど、雪を鶴と見間違いたという「見立て」の例が多く見出される。 

 以上に挙げたのは、「鶴の毛」の一般的な詠み方であったが、賀歌の範疇に

は「鶴の毛衣」という特殊な表現が生じた。『源氏物語』若菜上の巻に「白き

                                                 
69 （唐）盧仝著『玉川子詩集』（1919、上海商務印書館）ｐ、13 

70 （唐）元稹著『元氏長慶集』（1919、上海商務印書館）ｐ、17 

71 平岡武夫・今井清編『白氏文集歌詩索引』（1989.10、同朋舎）ｐ、2624 

72  大曽根章介・金原理・後藤昭雄校注『新日本古典文学大系２７ 本朝文粋』 

（1992.05、岩波書店） 

73 川口久雄校注『日本古典文学大系７２ 菅家文草・菅家後集』（1966．10、岩波書店） 

74 田中喜美春・田中恭子注『私家集全釈叢書２０ 貫之集全釈』（1997.01、風間書房） 
75 同上。 
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ものどもを品々かづきて、山ぎはより池の堤過ぐるほどのよそめは、千年をか

ねてあそぶ鶴の毛ころもに思ひまがへらる」があり、八代集の例を見てみれば、 

 

（イ）雲の上に登らんまでも見てしがな鶴の毛衣年ふとならば 

（『後拾遺集』七・四三八） 

（ロ）君が代はいくよろづよか重ぬべき伊津貫川の鶴のげころも 

（『金葉集』五・三二三） 

 

と、二例がある。前歌の詞書き「匡房朝臣産まれてはべりけるにうぶぎ縫ひて

つかはすとてよめる」によれば、作者の赤染衛門が貴人の子供が産まれた際に

産衣を縫って、詠んだ歌である。「鶴の毛衣」とは、鶴が毛で作られた衣でな

く、「鶴が着ている毛衣」あるいは「鶴の羽毛」を指している。常に「千歳・

千代」というテーマが潜んだ賀の歌において、「鶴の毛衣」の表現が用いられ

ると、「君が齢は鶴の毛のように数多い」と祈る意が込められ、慶賀表現のパ

ターンとなっている。（ロ）の歌はその類に属している。また、（イ）歌は産衣

を縫ってあげたとき詠んだ歌であったため、「鶴の毛衣」を用い、新生児が無

事で育つように願いながら、「産衣」を意味している。 

 「鶴の毛衣」という詞は漢文脈に見られない新たなる表現で、 初に挙げた

「雪」や「霜」などの言葉と結合して、それから類歌が多く詠まれいる。たと

えば、「ちとせまでつもれるとしのしるしとて雪をかさぬる鶴の毛衣」（『続拾

遺』七四八）、「きてみれば千代もへぬべししたかはまの松にむれゐる鶴のけ衣」

（『続後撰』一三三九）、「ちよふべきなにはの蘆の夜をかさねしものふりはの

鶴の毛衣」（『新勅撰集』四八一）76などが挙げられる。長寿をことほぐ以外、

「鶴の毛衣」は諸種の服の比喩として用いられる。前述した「産衣」をはじめ、

雲の上に飛ぶ鶴の連想から、「雲上人」、「殿上人」またその着る服のことや、

                                                 
76新編国歌大観編集委員会『新編国歌大観 勅撰集篇』（1983．02、角川書店） 
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単に白い服を美化した言葉として使われている。八代集に二首しか収められな

かった「鶴の毛衣」の歌は、後にもさまざまな場で継続して詠まれている。 

 

第三節 鶴の子 

 

 前節の「鶴の毛衣」と同様に、「鶴の子」・「鶴の雛」・「鶴の卵（かひこ）」と

いう表現は、よく出産・誕生の慶賀場面で歌に詠まれる。前章の第四節で、歌

における「子を思う夜の鶴」という表現を論じたが、子を思い悲しく鳴いてい

る鶴の歌と違って、賀歌で詠まれた「鶴の子」は「これから千年の寿命を保つ

といわれる鶴の雛に託して長寿を期する」という慶賀の意が込められる。八代

集の賀の部に収録された歌を見てみると、 

 

（イ）思ひやれまだ鶴の子の生ひ先を千代もと撫づる袖のせばさを 

（『後拾遺』七・四四四） 

（ロ）めづらしくけふたちそむる鶴の子は千代のむつきをかさぬべきかな 

（『詞花集』五・一六二） 

 

とある。前歌は「孫の幼きを、周防内侍見侍りて後、鶴の子の千代のけしきを

思ひ出づるよし、言ひにおこせて侍りける返しにつかはしける」という事情で

作られた歌で、後歌は伊勢大輔が「正月一日子産みたる人に襁褓つかはすとて」

詠んだ歌である。貴顕の子供が誕生する際以外、「孫」の長生きを祈って詠ん

だものもある。たとえば、『拾遺集』の「松が枝のかよへる枝をとべらにて巣

立てらるべき鶴の雛かな」（一八・一一六六）、「松の苔千年をかねて生い茂れ

鶴の卵の巣とも見るべく」（一八・一一六七）がある。それは「孫の五十日に」

贈り物の割籠に描かせた歌で、千年以上も生きた古い松に生えた苔を鶴の巣と

見なした趣が詠まれている。 
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 八代集以降、「鶴の子」の表現は出産を祝う賀の歌において多く用いられて

いる。たとえば、「人の子うませて侍りけるにうぶぎぬのつかはすとて」とい

う 

「鶴の子のすだちはじむるけ衣はちよにやちよを重ねてぞきん」（『新拾遺』七

二一）歌があり、産衣を与えるとともに詠む歌であったため、「鶴の毛衣」の

表現も見られ、子供が「鶴の毛」のように数え切れない「千代に八千代」を生

きることを祈って詠んだのである。他に、「澤べより巣立ちはじむる鶴の子は

松の枝にやうつりそむらむ」（『山家集』一四二）、「すみ吉の松よりすだつ鶴の

子の千とせはけふうあはじめなるらん」（『新葉和歌集』・一四〇一）などの種

類の歌が挙げられる。 

 

まとめ 

 

 現在、文学や芸術における「鶴」のイメージは、めでたい意が著しいことは

言うまでもない。特に「松」・「浜」・「亀」などとの組み合わせが、詩歌のみな

らず、絵画や工芸品にもよく用いられている。第一節において、唐絵と中国詩

文の影響で鶴は瑞祥の象徴となったことを解明し、「松鶴」の系譜を遡った。

「わがきみは千代に八千代にさざれ石のいはほとなりて苔のむすまで（『古今

集』七・三四三）」、「わたつうみの浜のまさごを数へつつきみがちとせのあり

かずにせむ（『古今集』七・三四四）」など、『古今集』「題知らず・詠み人知ら

ず」歌群をはじめ、「千代に八千代」のテーマは常に賀の歌に存在している。

中国の影響を受け、「松」と「鶴」はその喩として用いられ、数多いことを象

徴する「浜のまさご」の表現と結合して、典型的な慶賀の「図柄」となった。

「古今集撰者時代の歌風に著しい特徴は、対象が、いわば作られた小自然に移

行したことであった。言葉の上では自然を詠んでいても、実際は人工で作るら

れた小さな自然にすぎない。人工で作られた小さな自然とは、たとえば庭園で
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あり、島台（州浜）であり、屏風絵であった」77と片桐洋一氏が述べた。「浜に

松・鶴」の図柄は実存する景色を超え、現在でも日本人の観念に刻み付けられ

ている。 

 一方、『古今集』以後、勅撰集に収録された賀歌は、賀寿のほか、元服・裳

着・産養など多様の慶賀の歌が含まれてゆき、豊かな表現や詠み方が見られる。

鶴の千歳以上長生きできるイメージから、漢詩文には使われなかった「鶴の子」

や「鶴の毛衣」の表現が生じ、特に誕生の祝いとして詠んだ歌が多かった。前

者は、第三章で論じた「子を思う鶴」の歌と大いに異なり、「これから千年の

寿命を保つといわれる鶴の雛に託して長寿を期する」という、新生児の長生き

を祈る意が込められる表現である。その代表として、「思ひやれまだ鶴の子の

生ひ先を千代もと撫づる袖のせばさを」（『後拾遺』七・四四四）などが挙げら

れる。さらに、いままで色の白さを修飾して使われた「鶴の毛」の言葉が、賀

の歌において、「鶴の毛衣」の表現が生まれ、その羽毛の「色」から「数」へ

の注目が高まり、慶賀対象の年齢が「鶴の毛のように数えきれない」ことを願

う一方、赤ちゃんにあげる「産衣」をも象徴している。 

 本章の後半に述べられた、賀の歌における「鶴の子」・「雛鶴」・「鶴の毛衣」

などの詠み方は、漢詩文に先例がないものでありながら、これまでの研究で見

過ごされてきた表現である。中国の影響の下で、「鶴」・「松」・「亀」は賀の素

材として和歌で使用されるようになったが、後に特有な性格が生じ、多彩な展

開を遂げた。 

                                                 
77 同注 46 
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結論 

 

 本論は『万葉集』と八代集の歌を研究対象にして、「鶴」の読み方からその

表現をめぐって解してみた。第一章で歌における「鶴」の訓読の問題を論じ、

『古今集』の賀の歌「鶴亀も千年ののちは知らなくに飽かぬ心にまかせはてて

む」（七・三五五）を境目として、二節分けて「鶴」の読みと意味を検討した。

上代歌謡や『万葉集』の歌には全て「タヅ」と読まれ、俗語的な読み方「ツル」

は完了を表す助動詞「ツ」の連体形として使われている。また、大伴旅人「草

香江の入江にあさる〈葦鶴〉のあなたづたづし友なしにして（『万葉集』巻四・

五七五）」歌から出た「アシタヅ」（葦鶴・蘆鶴）語は後に鶴の別称となり、後

に多く歌に詠まれており、その読み方は定着している。 

『古今集』賀歌に用いられて以来、八代集における鶴の歌に「タヅ」と「ツ

ル」が両方使われるようになったが、『拾遺和歌集』以前、歌の本文に「タヅ」

か「アシタヅ」を用い、詞書に「ツル」と書いた例が極めて多い。歌に詠む「タ

ヅ」と一般的な叙述で使う「ツル」の区別がはっきり意識されているようであ

る。そして、『拾遺和歌集』以後、「ツル」の表現が増えていった。特に、賀の

歌に多用されており、「鶴の子」や「鶴の毛衣」などの表現が見られる。また、

漢詩から来た「夜の鶴」と仏典の「鶴の林」などの表現や、外来的な言葉も「ツ

ル」と固定して詠まれる。 

 「鵠」・「鶴」の混用から見れば、『万葉集』時代に詠まれた「タヅ」は鶴科

の鳥のみならず、白鳥・鷺など水辺で見られる大型の白鳥も含まれていること

がわかる。『古今和歌集』以降、中国詩文の影響で、「鶴」に対する印象が固定

され、タンチョウヅルやマナヅルなど、鶴科の鳥にに限定するようになった。

つまり、「タヅ」の語の意味が狭くなり、だんだんと「ツル」の同義語になっ

てきた。 
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 第二章は『万葉集』の鶴歌群を論じた。その鳴き声が注目され、半数以上の

歌に詠まれている。風光の描写や賛美を中心にした歌に、潮の干満との関わり

から、歌人の心情が伺われる。つまり、引き潮で現れた潟で、餌を見付けた鶴

の揚げた歓喜な鳴き声と、満潮になり漁る場所が無くなって、飛び去った鶴が

鳴いた失望の声である。そのような万葉人が共通して持つ認識を念頭に置いて、

歌を解してみれば、作者の心情を読み取ることも可能であろう。 

一方、抒情的なテーマを明らかにした鶴の歌群に、「妻恋ひ」と「望郷」の

主題がもっとも多く詠まれている。水辺で鳴いている鶴の声が「妻呼び」とさ

れ、「今夜の暁ぐたち鳴く鶴の思ひは過ぎず恋こそ増され（十・二二六九）」な

どのように、鳴き声によって触発された情感がまたその鳴き声を以って強化さ

れ、繰り返して表されている。また、『古事記』に人世と黄泉の国の間に往復

する霊鳥とした鶴は、長距離を飛ぶことから、旅人は鶴の群れを見て遥かなる

故郷を思い、悲しむのである。その「鶴―国思ひ」の歌も代表的な典型となっ

ている。繰り返して詠まれた「鶴が音」を中心に、『万葉集』鶴の歌群には実

景描写から叙情へ流れる傾向が見られる。また、鶴の歌語とされた「葦鶴」も

すでに現われ、後に多く継続して詠まれている。 

第三章は、八代集の鶴歌群の表現を帰納して、論じたものである。第一節で、

『万葉集』から受け継いだ「鶴が音」の表現を踏まえた、八代集の鶴の恋歌を

解してみた。似たような発想を持っていながら、素朴な万葉歌とは異なり、複

雑な技法を以て『古今集』以降の歌が展開して行く。鶴の鳴き声によって触発

された感情を詠みながら、作歌の技巧に工夫を凝らしているのが、古今時代以

降の傾向である。そして、第二節において、「鶴―雲」の組み合わせをめぐっ

て論じた。『詩経』「小雅・鶴鳴」篇の影響を受け、「雲に鳴く鶴」という表現

を以て「官位を求める」願いを訴える歌と、「雲の上」と「沢に鳴く鶴」とい

う対比で身分差のある人との恋を描く歌、という二種類に分けられる。この表

現によって、鶴の歌には「叙景」、「抒情」の主題以外、政治的な機能も果たす
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ようになった。 

また、『涅槃経』から出た「鶴の林」の表現は、八代集に一首のみ収められ

たため、これまであまり論じられなかったが、後に多く挽歌や釈教歌の類に詠

まれる重要な表現である。漢詩で用いられた「鶴の林」に哀悼の意が全くなか

ったことから、和歌における「鶴の林」の受容が漢詩経由でなく、直接仏典か

ら影響を受けた可能性が高い。 

 第三章の 後において、「夜の鶴」の表現をめぐって論じた。白詩「夜鶴憶

子籠中鳴」（「五絃弾」）の影響で、「子を思う夜の鶴」という詠み方が固定され、

さらに、新しい素材「霜」・「月」の導入が促された。それにつれて、鶴の表現

が次第に広がり、『古今和歌集』以降ほとんど詠まれなかった、夕方から夜、

暁にかけて鳴く「鶴」の声が再び注目され、「夜の鶴」歌が『新古今和歌集』

以降、段々に増加していくのである。 

 第四章において、現在にも馴染まれる「鶴」の慶賀的なイメージと表現につ

いて論じた。第一節を以って、瑞祥の象徴となった「松鶴」や「亀鶴」の典故

を遡った。一方、『古今集』賀部の巻頭に並んだ「題知らず・詠み人知らず」

歌群から、「浜のまさご」の表現と「千代に八千代」の主題が現れ、賀の歌に

継続して詠まれている。中国から伝わった「松鶴」図がその「浜のまさご」の

表現と結び合い、「浜―松―鶴」という典型的な慶賀の「図柄」が生まれてき

た。 

 一方、賀算のほか、元服・裳着・産養など多様の賀は八代集に詠まれている。

中国から得た「千年鶴」の発想から、「鶴の子」や「鶴の毛衣」の表現が生じ、

特に子供の誕生を祝って詠んだ歌が多かった。相手の年齢が鶴の毛のように数

多いことを願ったり、子供は鶴の様に長生きすることを祈ったりしたのである。 

 『万葉集』に全国の海岸に分布した「鶴」は、その独特な鳴き声で歌人に注

目され、多く詠まれており、実景の描写から叙情の象徴へ、歌の焦点が移転す

る。『古今集』以後、中国詩文や仏教の影響を受け、神仙思想を基盤として、
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「鶴」の詠み方は豊かになり、「松」、「浜」とあわせて瑞祥の構図になったう

え、それから詩歌や絵画に多大な影響を与え続けている。 
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〈付録〉『万葉集』における鶴の歌群 

 題詞 訓読 原文 巻・番号 

1. 大行天皇、幸于難波

宮時歌 

 

大和恋ひ いの寝らえぬに 心なく

この州崎廻に 鶴鳴くべしや 

倭戀 寐之不所宿尓 情無 

此渚崎未尓 多津鳴倍思哉 

一・７１ 

2. （高市連黒人羈旅歌

八首） 

 

桜田へ 鶴鳴き渡る 年魚市潟 潮

干にけらし鶴鳴き渡る  

 

櫻田部 鶴鳴渡 年魚市方 

塩干二家良之 鶴鳴渡 

三・２７１ 

 

3. （高市連黒人羈旅歌

八首） 

 

 

磯の崎 漕ぎたみ行けば 近江の海

八十の湊に 鶴さはに鳴く 

 

礒前 榜手廻行者 近江海 

八十之湊尓 鵠佐波二鳴 

三・２７３ 

 

4. 登神岳、山部宿祢赤

人作歌一首[并短歌]

みもろの 神なび山に 五百枝さし 

しじに生ひたる 栂の木の いや継ぎ

継ぎに 玉葛 絶ゆることなく あり

つつも やまず通はむ 明日香の 古

き都は 山高み 川とほしろし 春の

日は 山し見がほし 秋の夜は 川し

さやけし 朝雲に 鶴は乱れ 夕霧に 

かはづは騒く 見るごとに 音のみし

泣かゆ いにしへ思へば 

 

三諸乃 神名備山尓 五百枝

刺 繁生有 都賀乃樹乃 弥

継嗣尓 玉葛 絶事無 在管

裳 不止将通 明日香能 舊

京師者 山高三 河登保志呂

之 春日者 山四見容之 秋

夜者 河四清之 旦雲二 多

頭羽乱 夕霧丹 河津者驟 

毎見 哭耳所泣 古思者 

三・３２４  

5. 若湯座王歌一首 葦辺には 鶴がね鳴きて 港風 寒

く吹くらむ 津乎の崎はも 

 

葦邊波 鶴之哭鳴而 湖風 

寒吹良武 津乎能埼羽毛 

三・３５２ 

6. （羈旅歌一首[并短

歌]）反歌 

島伝ひ 敏馬の崎を 漕ぎ廻れば 

大和恋しく 鶴さはに鳴く 

嶋傳 敏馬乃埼乎 許藝廻者 

日本戀久 鶴左波尓鳴 

三・３８９ 

7. （天平三年辛未秋七

月大納言大伴卿薨之

時歌六首） 

君に恋ひ いたもすべなみ 葦鶴の

哭のみし 泣かゆ朝夕にして 

君尓戀 痛毛為便奈美 蘆鶴

之 哭耳所泣 朝夕四天 

三・４５６ 

8. 丹比真人笠麻呂下筑

紫國時作歌一首[并

短歌] 

臣の女の 櫛笥に乗れる 鏡なす 御

津の浜辺に さ丹つらふ 紐解き放け

ず 我妹子に 恋ひつつ居れば 明け

暮れの 朝霧隠り 鳴く鶴の 音のみ

し泣かゆ 我が恋ふる 千重の一重も 

慰もる 心もありやと 家のあたり 

我が立ち見れば 青旗の 葛城山に 

臣女乃 匣尓乗有 鏡成 見

津乃濱邊尓 狭丹頬相 紐解

不離 吾妹兒尓 戀乍居者 

明晩乃 旦霧隠 鳴多頭乃 

哭耳之所哭 吾戀流 干重乃

一隔母 名草漏 情毛有哉跡 

家當 吾立見者 青旗乃 葛

四・５０９ 
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たなびける 白雲隠る 天さがる 鄙

の国辺に 直向ふ 淡路を過ぎ 粟島

を そがひに見つつ 朝なぎに 水手

の声呼び 夕なぎに 楫の音しつつ 

波の上を い行きさぐくみ 岩の間を 

い行き廻り 稲日都麻 浦廻を過ぎて 

鳥じもの なづさひ行けば 家の島 

荒磯の上に うち靡き 繁に生ひたる 

なのりそが などかも妹に 告らず来

にけむ 

木山尓 多奈引流 白雲隠 

天佐我留 夷乃國邊尓 直向 

淡路乎過 粟嶋乎 背尓見管 

朝名寸二 水手之音喚 暮名

寸二 梶之聲為乍 浪上乎 

五十行左具久美 磐間乎 射

徃廻 稲日都麻 浦箕乎過而 

鳥自物 魚津左比去者 家乃

嶋 荒礒之宇倍尓 打靡 四

時二生有 莫告我 奈騰可聞

妹尓 不告来二計謀 

9. （大納言大伴卿和歌

二首） 

草香江の 入江にあさる 葦鶴の 

あなたづたづし 友なしにして  

 

草香江之 入江二求食 蘆鶴

乃 痛多豆多頭思 友無二指

天 

四・５７５ 

10. （笠女郎贈大伴宿祢

家持歌廿四首） 

闇の夜に 鳴くなる鶴の 外のみに

聞きつつかあらむ 逢ふとはなしに

闇夜尓 鳴奈流鶴之 外耳 

聞乍可将有 相跡羽奈之尓 

四・５９２ 

11. 大伴坂上郎女従竹田

庄、贈女子大嬢歌二

首 

うち渡す 竹田の原に 鳴く鶴の 

間なく時なし 我が恋ふらくは 

 

打渡 竹田之原尓 鳴鶴之 

間無時無 吾戀良久波 

四・７６０  

12. （（神龜元年甲子冬

十月五日幸于紀伊國

時山部宿祢赤人作歌

一首[并短歌]）反歌

二首） 

若の浦に 潮満ち来れば 潟をなみ

葦辺をさして 鶴鳴き渡る

 

若浦尓 塩満来者 滷乎無美 

葦邊乎指天 多頭鳴渡 

六・９１９ 

13. 帥大伴卿宿次田温

泉、聞鶴喧作歌一首

 

湯の原に 鳴く葦鶴は 我がごとく

妹に恋ふれや時わかず鳴く 

 

湯原尓 鳴蘆多頭者 如吾 

妹尓戀哉 時不定鳴 

六・９６１ 

14. （春三月、幸于難波

宮之時歌六首） 

児らしあらば 二人聞かむを 沖つ

渚に 鳴くなる鶴の 暁の声  

兒等之有者 二人将聞乎 奥

渚尓 鳴成多頭乃 暁之聲 

六・１０００ 

15. （十二年庚辰冬十

月、依大宰少貳藤原

朝臣廣嗣謀反發軍 

幸于伊勢國之時） 

天皇御製歌一首 

妹に恋ひ 吾の松原 見渡せば 潮

干の潟に 鶴鳴き渡る 

 

妹尓戀 吾乃松原 見渡者 

潮干乃滷尓 多頭鳴渡 

六・１０３０ 

16. 難波宮作歌一首[并

短歌] 

やすみしし 我が大君の あり通ふ 

難波の宮は 鯨魚取り 海片付きて 

玉拾ふ 浜辺を清み 朝羽振る 波の

音騒き 夕なぎに 楫の音聞こゆ 暁

安見知之 吾大王乃 在通 

名庭乃宮者 不知魚取 海片

就而 玉拾 濱邊乎近見 朝

羽振 浪之聲せ 夕薙丹 櫂

六・１０６２ 
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の 寝覚に聞けば 海石の 潮干の共 

浦洲には 千鳥妻呼び 葦辺には 鶴

が音響む 見る人の 語りにすれば 

聞く人の 見まく欲りする 御食向ふ 

味経の宮は 見れど飽かぬかも 

合之聲所聆 暁之 寐覺尓聞

者 海石之 塩干乃共 浦渚

尓波 千鳥妻呼 葭部尓波 

鶴鳴動 視人乃 語丹為者 

聞人之 視巻欲為 御食向 

味原宮者 雖見不飽香聞 

17. （（難波宮作歌一首

[并短歌]）反歌二首）

潮干れば 葦辺に騒く 白鶴の 妻

呼ぶ声は 宮もとどろに 

塩干者 葦邊尓せ 白鶴乃 

妻呼音者 宮毛動響二 

六・１０６４ 

18. （攝津作） 難波潟 潮干に立ちて 見渡せば 

淡路の島に 鶴渡る見ゆ 

難波方 塩干丹立而 見渡者 

淡路嶋尓 多豆渡所見 

七・１１６０ 

19. （覊旅作） 潮干れば ともに潟に出で 鳴く鶴

の声遠ざかる 磯廻すらしも 

塩干者 共滷尓出 鳴鶴之 

音遠放 礒廻為等霜 

七・１１６４ 

20. （覊旅作） 夕なぎに あさりする鶴 潮満てば

沖波高み 己が妻呼ふ  

暮名寸尓 求食為鶴 塩満者 

奥浪高三 己妻喚 

七・１１６５ 

21. （覊旅作） 足柄の 箱根飛び越え 行く鶴の 

羨しき見れば 大和し思ほゆ 

足柄乃 筥根飛超 行鶴乃 

乏見者 日本之所念 

七・１１７５ 

22. （覊旅作） あさりすと磯に棲む鶴 明けされば

浜風寒み 己妻呼ぶも （意同 1165）

 

求食為跡 礒二住鶴 暁去者 

濱風寒弥 自妻喚毛 

七・１１９８ 

23. （覊旅作） 藻刈り舟 沖漕ぎ来らし 妹が島 

形見の浦に 鶴翔る見ゆ 

藻苅舟 奥榜来良之 妹之嶋 

形見之浦尓 鶴翔所見 

七・１１９９ 

24. 天平五年癸酉春閏三

月、笠朝臣金村贈入

唐使歌一首[并短歌]

玉たすき 懸けぬ時なく 息の緒に 

我が思ふ君は うつせみの 世の人な

れば 大君の 命畏み 夕されば 鶴が

妻呼ぶ 難波潟 御津の崎より 大船

に 真楫しじ貫き 白波の 高き荒海

を 島伝ひ い別れ行かば 留まれる 

我れは幣引き 斎ひつつ 君をば遣ら

む 早帰りませ 

 

玉手次 不懸時無 氣緒尓 

吾念公者 虚蝉之 世人有者 

大王之 命恐 夕去者 鶴之

妻喚 難波方 三津埼従 大

舶尓 二梶繁貫 白浪乃 高

荒海乎 嶋傳 伊別徃者 留

有 吾者幣引 齋乍 公乎者

将往 早還万世 

八・１４５３ 

25. 湯原王七夕歌二首 織女の 袖つぐ夕の 暁は 川瀬の

鶴は 鳴かずともよし 

織女之 袖續三更之 五更者 

河瀬之鶴者 不鳴友吉 

八・１５４５ 

26. （天平五年癸酉、遣

唐使舶發難波入海之

時、親母贈子歌一首

[并短歌]）反歌 

旅人の宿りせむ野に霜降らば我が子

羽ぐくめ天の鶴群 

 

 

客人之 宿将為野尓 霜降者 

吾子羽裹 天乃鶴群 

九・１７９１ 

27. （詠鴈） 鶴がねの 今朝鳴くなへに 雁がねは

いづくさしてか 雲隠るらむ 

多頭我鳴乃 今朝鳴奈倍尓 

鴈鳴者 何處指香 雲隠良武 

十・２１３８ 
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28. 寄水田 

 

鶴が音の 聞こゆる田居に 廬りして

我れ旅なりと 妹に告げこそ 

鶴鳴之 所聞田井尓 五百入

為而 吾客有跡 於妹告社 

十・２２４９ 

 

29. 寄鶴 今夜の 暁ぐたち 鳴く鶴の 思ひ

は過ぎず 恋こそ増され 

今夜乃 暁降 鳴鶴之 念不

過 戀許増益也 

十・２２６９ 

30. （寄物陳思） 天雲に 翼打ちつけて 飛ぶ鶴 の

たづたづしかも君しまさねば 

天雲尓 翼打附而 飛鶴乃 

多頭々々思鴨 君不座者 

十一・２４９０

31. （寄物陳思） 葦鶴の 騒く入江の 白菅の 知らせ

むためと 言痛かるかも  

葦多頭乃 颯入江乃 白菅乃 

知為等 乞痛鴨 

十一・２７６８

32. （寄物陳思） 伊勢の海ゆ 鳴き来る鶴の 音どろも

君が聞こさば 我れ恋ひめやも 

伊勢能海従 鳴来鶴乃 音杼

侶毛 君之所聞者 吾将戀八

方 

十一・２８０５

33.  昨夜こそば 児ろとさ寝しか 雲の

上ゆ 鳴き行く鶴の ま遠く思ほゆ

伎曽許曽波 兒呂等左宿之

香 久毛能宇倍由 奈伎由久

多豆乃 麻登保久於毛保由 

 

十四・３５２２

34.  坂越えて 阿倍の田面に 居る鶴の

ともしき君は 明日さへもがも 

佐可故要弖 阿倍乃田能毛

尓 為流多豆乃 等毛思吉伎

美波 安須左倍母我毛 

十四・３５２３

35. 天平八年丙子夏六

月、遣新羅使人等悲

別贈答及海路慟情陳

思并當所誦之古歌一

百四十五首 

 

朝開き 漕ぎ出てくれば 武庫の浦

の 潮干の潟に 鶴が声すも 

 

安佐妣良伎 許藝弖天久礼

婆 牟故能宇良能 之保非能

可多尓 多豆我許恵須毛 

十五・３５９５

36. 同上 ぬばたまの 夜は明けぬらし 玉の

浦に あさりする鶴 鳴き渡るなり

奴波多麻能 欲波安氣奴良

之 多麻能宇良尓 安佐里須

流多豆 奈伎和多流奈里 

十五・３５９８

37. （古挽歌一首[并短

歌]）反歌一首  

右、丹比大夫凄愴亡

妻歌 

たづがなき 葦辺をさして 飛びわ

たる あなたづたづし ひとりさ寝

れば 

多都我奈伎 安之敝乎左之

弖 等妣和多類 安奈多頭多

頭志 比等里佐奴礼婆 

十五・３６２６

38. 属物發思歌一首[并

短歌] 

朝されば 妹が手にまく 鏡なす 御

津の浜びに 大船に 真楫しじ貫き 

韓国に 渡り行かむと 直向ふ 敏馬

をさして 潮待ちて 水脈引き行けば 

沖辺には 白波高み 浦廻より 漕ぎ

て渡れば 我妹子に 淡路の島は 夕

されば 雲居隠りぬ さ夜更けて ゆ

安佐散礼婆 伊毛我手尓麻

久 可我美奈須 美津能波麻

備尓 於保夫祢尓 真可治之

自奴伎 可良久尓々 和多理

由加武等 多太牟可布 美奴

面乎左指天 之保麻知弖 美

乎妣伎由氣婆 於伎敝尓波 

十五・３６２７
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くへを知らに 我が心 明石の浦に 

船泊めて 浮寝をしつつ わたつみの 

沖辺を見れば 漁りする 海人の娘子

は 小舟乗り つららに浮けり 暁の 

潮満ち来れば 葦辺には 鶴鳴き渡る 

朝なぎに 船出をせむと 船人も 水

手も声呼び にほ鳥の なづさひ行け

ば 家島は 雲居に見えぬ 我が思へ

る 心なぐやと 早く来て 見むと思

ひて 大船を 漕ぎ我が行けば 沖つ

波 高く立ち来ぬ 外のみに 見つつ

過ぎ行き 玉の浦に 船を留めて 浜

びより 浦礒を見つつ 泣く子なす 

音のみし泣かゆ わたつみの 手巻の

玉を 家づとに 妹に遣らむと 拾ひ

取り 袖には入れて 帰し遣る 使な

ければ 持てれども 験をなみと ま

た置きつるかも 

之良奈美多可美 宇良未欲

理 許藝弖和多礼婆 和伎毛

故尓 安波治乃之麻波 由布

左礼婆 久毛為可久里奴 左

欲布氣弖 由久敝乎之良尓 

安我己許呂 安可志能宇良

尓 布祢等米弖 宇伎祢乎詞

都追 和多都美能 於枳敝乎

見礼婆 伊射理須流 安麻能

乎等女波 小船乗 都良々尓

宇家里 安香等吉能 之保美

知久礼婆 安之辨尓波 多豆

奈伎和多流 安左奈藝尓 布

奈弖乎世牟等 船人毛 鹿子

毛許恵欲妣 柔保等里能 奈

豆左比由氣婆 伊敝之麻婆 

久毛為尓美延奴 安我毛敝

流 許己呂奈具也等 波夜久

伎弖 美牟等於毛比弖 於保

夫祢乎 許藝和我由氣婆 於

伎都奈美 多可久多知伎奴 

与曽能未尓 見都追須疑由

伎 多麻能宇良尓 布祢乎等

杼米弖 波麻備欲里 宇良伊

蘇乎見都追 奈久古奈須 祢

能未之奈可由 和多都美能 

多麻伎能多麻乎 伊敝都刀

尓 伊毛尓也良牟等 比里比

登里 素弖尓波伊礼弖 可敝

之也流 都可比奈家礼婆 毛

弖礼杼毛 之留思乎奈美等 

麻多於伎都流可毛 

39. （熊毛浦舶泊之夜作

歌四首） 

沖辺より 潮満ち来らし 可良の浦

に あさりする鶴 鳴きて騒きぬ 

 

於枳敝欲理 之保美知久良

之 可良能宇良尓 安佐里須

流多豆 奈伎弖佐和伎奴 

十五・３６４２

40. （至筑紫舘遥望本郷

悽愴作歌四首） 

可之布江に 鶴鳴き渡る 志賀の浦

に 沖つ白波 立ちし来らしも  

一に云ふ、「満ちし来ぬらし」 

可之布江尓 多豆奈吉和多

流 之可能宇良尓 於枳都之

良奈美 多知之久良思母 

十五・３６５４
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（一云 美知之伎奴良思） 

41.  湊風 寒く吹くらし 奈呉の江に 

妻呼び交し 鶴さはに鳴く 

（一に云ふ、「鶴騒くなり」） 

 

美奈刀可是 佐牟久布久良

之 奈呉乃江尓 都麻欲妣可

波之 多豆左波尓奈久 

 [一云 多豆佐和久奈里] 

十七・４０１８

42. （天平廿年春三月廾

三日、左大臣橘家之

使者造酒司令史田邊

福麻呂饗于守大伴宿

祢家持舘爰作新歌并

便誦古詠各述心緒）

奈呉の海に 潮のはや干は あさり

しに 出でむと鶴は 今そ鳴くなる

奈呉能宇美尓 之保能波夜

非波 安佐里之尓 伊泥牟等

多豆波 伊麻曽奈久奈流 

十八・４０３４

43. 國掾久米朝臣廣縄以

天平廿年、附朝集使

入京、其事畢而天平

感寶元年閏五月廿七

日還到本任、仍長官

之舘設詩酒宴樂飲 

於時。主人守大伴宿

祢家持作歌一首[并

短歌] 

大君の 任きのまにまに 取り持ちて 

仕ふる国の 年の内の 事かたね持ち 

玉桙の 道に出で立ち 岩根踏み 山

越え野行き 都辺に 参ゐし我が背を 

あらたまの 年行き返り 月重ね 見

ぬ日さまねみ 恋ふるそら 安くしあ

らねば 霍公鳥 来鳴く五月の あや

めぐさ 蓬かづらき 酒みづき 遊び

なぐれど 射水川 雪消溢りて 行く

水の いや増しにのみ 鶴が鳴く 奈

呉江の菅の ねもころに 思ひ結ぼれ 

嘆きつつ 我が待つ君が 事終り 帰

り罷りて 夏の野の さ百合の花の 

花笑みに にふぶに笑みて 逢はした

る 今日を始めて 鏡なす かくし常

見む 面変りせず 

於保支見能 末支能末尓々

々 等里毛知弖 都可布流久

尓能 年内能 許登可多祢母

知 多末保許能 美知尓伊天

多知 伊波祢布美 也末古衣

野由支 弥夜故敝尓 末為之

和我世乎 安良多末乃 等之

由吉我弊理 月可佐祢 美奴

日佐末祢美 故敷流曽良 夜

須久之安良祢波 保止々支

須 支奈久五月能 安夜女具

佐 余母疑可豆良伎 左加美

都伎 安蘇比奈具礼止 射水

河 雪消溢而 逝水能 伊夜

末思尓乃未 多豆我奈久 奈

呉江能須氣能 根毛己呂尓 

於母比牟須保礼 奈介伎都

々 安我末川君我 許登乎波

里 可敝利末可利天 夏野能 

佐由利能波奈能 花咲尓 々

布夫尓恵美天 阿波之多流 

今日乎波自米弖 鏡奈須 可

久之都祢見牟 於毛我波利

世須 

十八・４１１６

44. （天平勝寳七歳乙未

二月相替遣筑紫諸國

防人等歌）為防人情

大君の 命畏み 妻別れ 悲しくはあ

れど 大夫の 心振り起し 取り装ひ 

門出をすれば たらちねの 母掻き撫

大王乃 美己等可之古美 都

麻和可礼 可奈之久波安礼

特 大夫 情布里於許之 等

二十・４３９８
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陳思作歌一首[并短

歌] （大伴家持の記

録） 

で 若草の 妻は取り付き 平らけく 

我れは斎はむ ま幸くて 早帰り来と 

真袖もち 涙を折きひ むせひつつ 

言問ひすれば 群鳥の 出で立ちかて

に とどこほり かへり見しつつ い

や遠に 国を来離れ いや高に 山を

越え過ぎ 葦が散る 難波に来居て 

夕潮に 船を浮けすゑ 朝なぎに 舳

向け漕がむと さもらふと 我が居る

時に 春霞 島廻に立ちて 鶴が音の 

悲しく鳴けば はろはろに 家を思ひ

出 負ひ征矢の そよと鳴るまで 嘆

きつるかも 

里与曽比 門出乎須礼婆 多

良知祢乃 波々可伎奈埿 若

草乃 都麻波等里都吉 平久 

和礼波伊波々牟 好去而 早

還来等 麻蘇埿毛知 奈美太

乎能其比 牟世比都々 言語

須礼婆 群鳥乃 伊埿多知加

弖尓 等騰己保里 可弊里美

之都々 伊也等保尓 國乎伎

波奈例 伊夜多可尓 山乎故

要須疑 安之我知流 難波尓

伎為弖 由布之保尓 船乎宇

氣須恵 安佐奈藝尓 倍牟氣

許我牟等 佐毛良布等 和我

乎流等伎尓 春霞 之麻未尓

多知弖 多頭我祢乃 悲鳴婆 

波呂婆呂尓 伊弊乎於毛比

埿 於比曽箭乃 曽与等奈流

麻埿 奈氣吉都流香母 

45. 同上 海原に 霞たなびき 鶴が音の 悲

しき夕は 国辺し思ほゆ 鶴の声の

悲しく聞こえる晩は 故郷が思い出

される  

宇奈波良尓 霞多奈妣伎 多

頭我祢乃 可奈之伎与比波 

久尓弊之於毛保由 

二十・４３９９

46. 同上 家思ふと寐を寝ず居れば鶴が鳴く葦

辺も見えず春の霞に 

伊弊於毛布等 伊乎祢受乎

礼婆 多頭我奈久 安之弊毛

美要受 波流乃可須美尓 

二十・４４００
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