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二、「不被知人恋」題と「忍恋」題について

 歌題「忍恋」が、和歌集において始めて設けられ
たのは、管見によると、永久四年（1116）の『永久百首』

であった。『堀河百首』の恋題が、華々しく成立し和

歌習作の必須過程として詠みつがれ重要な位置を占め

続けていたのに比べると、これは亜流としての宿命的

な成立であった。とはいっても、両者の「忍恋」題に

おける含意上の関わりの深さは認めざるを得ないので

ある。両百首の関係を解くには、まず『堀河百首』の

「不被知人恋」と『永久百首』の「忍恋」において、

あさではすあづま乙女のかや筵しきしのびても過

すころかな

 （堀河百首・不被知人恋・一一四四・俊頼）

奥山のくきがくれなるはたつもり知られぬ恋にや

もふころかな

 （永久百首・忍恋・四二四・俊頼）

という源俊頼の詠んでいる二首の歌に注意したい。

「不被知人恋」題の歌に「しきしのぶ」、「忍恋」題の

ほうに「知られぬ恋」とあって、題との対応からす

ると逆転したような形になっている。伊倉史人氏は、

『堀河百首』『永久百首』で俊頼があえて題の字をその

まま詠みこまない歌作を試みていることを指摘してい

る５。ただ、これだけでは俊頼のこの二首の歌を収録

する意図を見逃してしまったように思われる。言わせ

てみれば、むしろ題意を表すために、俊頼の歌をそれ

ぞれ一首を逆転したのである。これは両題の共通性と

近似性を明らかにするためであるように思われる。

人知れずはれくる方もなきものはしのぶる恋のけ

ぶりなりけり

 （永久百首・忍恋・四二八・大進）

忍ぶれば苦しきものを人知れず思ふてふ事誰に語

らむ

 （古今集・恋一・五一九・よみ人しらず）

一、はじめに

　恋歌の日本和歌文学における位置は、勅撰和歌集の

部立から見れば分かるように、四季部立の歌と並ん

で、その基軸の一つを成すことが明らかである。恋歌

は基本的に男女の間で日常的な交際により、蓄積され

てきた感情と心情が託されているものである。そのう

え、恋歌が詠まれているうちに、その情愛を表するた

めのさまざまな表現も醸成されてきた。日本では特

に、十二世紀初頭ごろの堀河院歌壇において題詠が本

格化するに及んで、恋の歌題も形成され拡充されてい

き、恋題による題詠も一般化するとされている。恋題

とその詠歌の表現について検討することは、「題詠」

の本質や和歌史上の意義を一面から照らし出すことに

なると考えている。

本稿では以上のような問題意識の下で、『堀河百首』

と『永久百首』において確立した「忍恋」題を取り上

げることにした１。新古今集に収録されている恋題の

中で、一字題「恋」を除けば、圧倒的に数が多いであ

る。八代集を通じて、一集にこれだけの高率を占めて

採択された例が他に見当たらない。このように「忍恋」

は当時の歌人たちの鋭い歌心に精選され、十分に吟味

を重ねて究明すべき恋題の一つであると思われる。

「忍恋」について、池田夏生氏は「歌題『忍恋』が

新古今的恋題であったと」と結論している２。佐藤明

浩氏は「忍恋」題の始発と展開の歴史の流れに目を投

じた。氏は「忍恋」題とその詠歌の展開をたどる第一

段階として、その始発期について、具体的には『堀河

百首』『永久百首』を中心に取り上げて考察した。こ

れを通して氏は両百首の歌と万葉歌および歌学的知識

の関係を明らかにした上で、「忍恋」題の成立基盤、

およびその始発期における題の表現にかかわる詠歌の

特徴を検討してきた３。平井啓子氏は式子内親王の一

連の歌を取り上げて、その泳法と発想の強い個性と独

創性を論じている４。

本稿では、先学の驥尾に付して、「忍恋」題の院政

期における展開、新古今時代の様相を考察する。それ

を通して、「忍恋」題意の表現に関わる詠歌の変化と

特徴を検討し、題の拡充と題詠の深化および「題詠」

の和歌史上の意義を具体的に論じていきたい。

「忍恋」の展開について

――『堀河百首』から新古今時代まで――
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「忍ぶれば」という思いを隠そう、秘めておこうとす

ることは、「人しれず」思うということと重なってく

る。二首の歌には「忍ぶ」とともに「人しれず思ふ」

の語句も詠み込まれている。「忍ぶ」ことと「人しれ

ず思ふ」ことの共通性が確かめられ、それは「忍恋」

と「不被知人恋」との近似をも示唆しているであろう。

それに、堀河百首で出詠された「不被知人恋」題全

十六首の中、他の文献に収録された四首について調べ

てみると、五字題の原型をそのまま伝えているものは

一例もないのである。特に、次の俊頼の家集として知

られる『散木奇歌集』において、

あまでほすあづまをとめのかやむしろしきしのび

てもすぐす比かな

（散木奇歌集・恋部上・九九六・俊頼・「しのび

たる恋を」）

とあって、恋部の冒頭に一括して載せられている『堀

河百首』の恋歌十首の中、題の表記と異なっている

ものはこの一首だけである。「不被知人恋」が意識的

に「忍恋」へと移っていったことを示す端的な例だと

言ってもよかろう。この歌は後に「（百首歌中に）忍

びたる恋を」という詞書を付けられ、『千載和歌集』

に収録されている。このように、それは『散木奇歌集』

収録時の無自覚的な誤記とは思われない。むしろこの

「不被知人恋」題が、出詠当初からすでに、特に庶幾

され固執されるべき位置を占めていなかったことを物

語っている。そしてこのことは何か他の同義的な恋題

がこれに取って代わりうると暗々裏に予測を起こさせ

る６。

「不被知人恋」の恋情の内面へ内面へと沈痛に鬱積

してゆく中、歌人たちは「不被知人恋」という言葉の

完成度の欠如を鋭敏に感知し、それに含まれた種々相

の中から「忍ぶ」というエキスが抽出したのではなか

ろうか。こうして、「不被知人恋→忍恋」という転移

は、偶発的に起こったものではなく、両者の内部構造

における接点を通してきわめて自然になされ、意識的

に「不被知人恋」が「忍恋」に置き換えられたと考え

られる。両百首の関係はそれ以降の「忍恋」題の展開

についての考察にとって不可欠であると思われる。以

上の検討は「不被知人恋」題と「忍恋」題との近似性、

場合によって交換可能であったことを確認しておくわ

けである。

三、『堀河百首』から新古今時代まで

上の節において「不被知人恋」と「忍恋」について

検討した。両題の共通性と近似性およびその交換可能

を確認しておいた。これによって以下の新古今時代ま

での「忍恋」に関する考察は、『堀河百首』の「不被

知人恋」題に遡ることになった。

上表において『堀河百首』以来「忍恋」の勅撰集、

私撰集、私家集および歌合・定数歌の中の入集率を示

し、その脈々と流れている様相が分かる。勅撰集にお

いて最も多く収録されているのは『新古今和歌集』で

ある。私家集においても十一世紀末から新古今集時代

の歌人が最も多く詠んでいる。さらに歌合における

「忍恋」題の出現は、二字という比較的組みやすい恋

題としては十一世紀末期、新古今時代になってはじめ

て見られるようになった。

わが恋はまきのしたばにもる時雨ぬるとも袖の色

にいでめや

表一

 歌題 忍恋

 和歌集

西暦年代
勅撰集・私撰集 私家集 歌合定数歌

900

1000

1100

金葉４・後葉１
続詞花３・今撰１
月詣５・千載７

俊頼１・為忠２・雅兼１・行宗２・
六条院宣旨１・顕輔１・覚性３・
清輔１・公重２・俊恵12・頼雅３・
重家11・教長１・覚綱１・有房４・
広言１

堀河16・永久７・為忠家初
度７・治承三十六人歌合

４・六百番歌合６番・後京
極殿御自歌合３

1200

新古今14 長方２・西行２・親盛１・式子３・
俊成６・隆信８・良経７・経家１・
長明２・季経１・慈円５・家隆

24・定家17・金槐７

水無瀬釣殿当座六首２・鳥
羽殿影供歌合11番・北野宮
歌合５番
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（新古今集・恋一・一〇二九・太上天皇・「北野

宮歌合に、忍恋の心を」）

我がこひはしる人もなしせくとこの涙もらすなつ

げのをまくら

（新古今集・恋一・一〇三四・式子内親王・百

首歌の中に、忍恋を）

もらすなよ雲ゐるみねのはつしぐれこのははした

に色かはるとも　

（新古今集・恋二・一〇八七・摂政太政大臣・

「左大将に侍りける時、家に百首歌合し侍りけ

るに、忍恋の心を」）

たまのをよたえなばたえねながらへばしのぶるこ

とのよわりもぞする

（新古今集・恋一・一〇三四・式子内親王・百

首歌の中に、忍恋を）

新古今集中の「忍恋」題十四首の中には、以上のよう

な秀歌が多いことも否めない。こうして、題詠的詠法

の意味が深まってゆくのに即応する位置にあった「忍

恋」題は、その後、公私にわたって頻々と詠出され、

新古今集時代に至ってすでに、題の設定に際して欠く

ことのできない重要な位置を確立していたとも言えよ

う。この「忍恋」に含まれた心情の葛藤ないしは主情

的な特性は、当時の深い詩的幻想境の構築を志向する

新古今風にうまく適していたと思われる。だから、「忍

恋」の受容が、新古今時代において最も盛んになされ

ていることになったのである。

勅撰集

たにがはのうへはこの葉にうづもれてしたになが

ると人しるらめや

（金葉集（二度本）・恋部上・三六八、三九一・

中納言実行・「忍恋の心をよめる」）

あさましやおさふる袖のしたくぐる涙のすゑを人

やみつらん

（千載集・恋一・六九三、六九二・前右京権大

夫頼政・「摂政右大臣のときの百首歌に、忍恋

の心をよみ侍りける」）

　

たまのをよたえなばたえねながらへばしのぶるこ

とのよわりもぞする

（新古今集・恋一・一〇三四・式子内親王・百

首歌の中に、忍恋を）

なには人いかなるえにかくちはてむあふことなみ

に身をつくしつつ

（新古今集・恋一・一〇七七・摂政太政大臣・「和

歌所歌合に、忍恋をよめる」）

私家集

ちらさずはうけひくこともありやとてあみのひと

につつむこひかな

 （有房集・しのぶこひ・一九一）

よとともにつつむそでしのうらなみはこころにか

けぬときのまぞなき

 （広言集・忍恋（頼輔朝臣歌合）・七二）

我が恋はをぐらの山の霧がくれしかありけりと誰

かしるべき

 （長方集・忍恋・一六九）

玉玉の緒よ絶えなばたえねながらへば忍ぶること

のよわりもぞする

（式子内親王集・三一九・「百首歌の中に、忍

恋」）

人知れず思ひそめてしむらさきのなだかの浦のな

にたてめやは

（隆信集・五〇六・「後法性寺殿、右大臣の御時

百首に、しのぶ恋」）

あくがるる心のたれかとこにゆきてあやむばかり

の夢にみゆらん

（同上・五一五・「後京極殿、左大将ときこえ給

ひし時の百首歌合に、忍恋」）

しのぶればねにこそたてねさをしかのいる野の露

のけぬべきものを

 （長明集・忍恋・六二）

歌合

恋ひしなば世のはなかさにいひなして無き跡まで

も人にしられじ

（治承三十六人・忍恋・五番・左・八五・頼輔
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朝臣）

しのぶるにまけぬと人の思ふらんうち忘れてはな

げくこころを

（後京極殿御自・五十八番・左・一一五・「忍恋

の心を」）

夏草にまじるしげみにきえね露おきとめ人の色も

こそみれ

（水無瀬釣殿当座六首・忍恋・五番・左・九・

定家）

忍恋」題は二字題としての設定が以上の歌例から明

らかに見られる。しかしながら、よく調べてみたら、

いその神ふるの神すぎふりぬれどいろにはいでず

露もしぐれも

（新古今集・恋一・一〇二八・摂政太政大臣・「和

歌所歌合に、久忍恋といふことを」）

しのびあまり天の川せにことよせむせめては秋を

わすれだにすな

（新古今集・恋二・一一二九・正三位経家・「隔

河忍恋ということを」）

しられじときみつつむめりわれもまたひとめはか

らふほどぞくるしき

（為忠家初度百首（丹後守家百首）・共忍恋・

六二五）

恋ひしなむ後の世までの思出は忍ぶ心のかよふば

かりか

（治承三十六人・互忍恋・十四番・左・

二六六・忠度朝臣）

春やあらぬ月は見しよの空ながらなれし昔の影ぞ

恋しき

 （金槐和歌集・寄月忍恋・四九六・源頼朝）

かくれぬの下はふあしのみごもりに我ぞ物思ふ行

へしらぬば

 （金槐和歌集・寄沼忍恋・四九八・源頼朝）

わが恋は夏ののすすき茂けれどほにしあらねばと

ふ人もなし

 （金槐和歌集・寄草忍恋・四九九・源頼朝）

とあるように、「共忍恋」「隔河忍恋」「寄月忍恋」な

どの題は「忍恋」題を基本要素に敷く題の設定も見

られるのである。具体に見ていくと、「ふるの神すぎ」

と「久」と対応している。また「天の川せに」とは「隔

河」の歌における具体的な表現である。そして、次の

「きみつつむ」と「われもまたひとめはからふ」とは「共

忍恋」の題意を表明するキーフレーズとなっている。

要するに、題意を表す言葉あるいは表現は歌の中に必

ず詠み込むように規制されたと思われる。「忍恋」題

はもともと恋題の細分化した結果である。そして上述

した歌の題のように、再細分化されることによって、

「忍恋」題はさらに具体化されているかのように思わ

れる。

もらすなよ雲ゐるみねのはつしぐれこのははした

に色かはるとも　

（新古今集・恋二・一〇八七・摂政太政大臣・

「左大将に侍りける時、家に百首歌合し侍りけ

るに、忍恋の心を」）

夏草にまじるしげみにきえね露おきとめ人の色も

こそみれ

（水無瀬釣殿当座六首・忍恋・五番・左・九・

定家）

春やあらぬ月は見しよの空ながらなれし昔の影ぞ

恋しき

 （金槐和歌集・寄月忍恋・四九六）

前掲歌のように、新古今時代に至って、景物の世界

を構築することにより、複雑な意味内容と深い情感と

を同時に表現しようとする。ただ、本質的には、掛詞

を軸とした王朝の恋歌の手法から大きく抜け出てはい

ないであろう。

さらに、「忍恋」が展開しているうちに、以下の歌

のように、恋の苦悶を晴らし、恋人に訴えるすべを模

索する歌も現れてきた。

いかにせんむむろの八嶋にやどもがな恋のけぶり

を空にまがへん

 （長秋・忍恋・五〇〇）

四、終わりに

　以上、本発表においてまず「不被知人恋」と「忍恋」

との近似性と互換可能性を確認した。その上、「堀河

百首」から「忍恋」題の各歌集における受容率を考察

した。新古今時代における「忍恋」題の受容率が非常
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に高いことが分かった。院政期において、特に新古今

時代における詠歌の流れの中には広がりから深まりへ

と方向を変えた題詠感を見ることができる。

そして、勅撰集から歌合まであるだけの歌集にわ

たって「忍恋」題の設け方、また変化の様相をも見て

きた。つまり時代につれて、「忍恋」という二字題か

ら「共忍恋」「隔河忍恋」複合題へだんだん拡充して

いく。そのうちに、歌題がさらに細分化、具体かされ、

題意ももっと豊かにされて、題の内容を拡充し具体性

を持たせる、という題の展開の特徴が管見できる。歌

題の細分化による非現実の詩境を具現化し、出詠され

る題詠歌は、高度な純文芸の域に到達していたように

思われる。

また、恋題の細分化が始まった「堀河百首」の時期

において、歌人たちは恋の諸相をよみ分けるという課

題に直面していた。題に即した言葉を着実に詠み込ん

でいこうとするのは、自然の成り行きであったように

思われる。これに対して、新古今時代から「忍恋」題

の拡充と深化に随って、題をはっきりとする「忍れば」

「人しれず」などのような常用的、慣用的な歌語と表

現だけでなく、暗喩の組み合わせなどもよく使われる

ようになった。こうして、もっぱら題意表出を作歌の

傾向が見えてくるように思われる。題の下で、「つく

る」という徹底した創作意識が支配し、具現化された

詩境への享受という目的が深まっていったのである。
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１　本発表において、『校本堀河院御時百首和歌とその研

究. 本文・研究篇』（橋本不美男・滝沢貞夫　笠間書院  
1978年）『校本永久四年百首和歌とその研究』（橋本不美
男・滝沢貞夫　笠間書院　1978年）をテキストとし、以
下は『堀河百首』『永久百首』と略す
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６　『堀河百首』の「不被知人恋」が後代の「忍恋」とし

て用いられていったことに関して、池田夏生氏は「ひた

すらに忍ぶ恋の空虚さ、その中を悶々の情がさまざまに

屈折して織り成す幻想―、そういった「忍恋」の幻想性

を、題詠の深化に伴って文学的フィクションの構築を強

く志向し始めた創作意識がぴったりとらえ、その詩心が

最も抵抗なく歌題「忍恋」を受容していったと思われる」

と述べている。
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