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１ ．はじめに
狐やライオンなど、動物が登場し、教訓が語られる「イソップ寓話」は紀元前 ６ 世紀のギ
リシアのイソップという男性が作った物語を、後世の人々がまとめなおして出版したもので
ある。イソップ自身の創作ではなく、伝承された物語をイソップが取り入れたものもあり、
また後世の編集の際に更に別の物語が付け加わるものもある。厳密な定義自体が複雑だが、
イソップ風の寓話を通称「イソップ寓話」と称している。
イソップ寓話は、一般的な教訓的内容を持つため、異なる宗教観のもとでも説教中の喩え
話として使われてきた。例えばイソップから約二千年後のドイツで作られた「ニュールンベ
ルクのイソップ」ではドイツ語訳の物語の前後にキリスト教的解釈に基づく寓話の狙いと解
釈が添えられている 1 。もともとは古代ギリシアのイソップの時代に良しとされた人生訓で
あり処世訓であった内容が、その後もキリスト教の説教の中で利用されていったのである。
現代の日本でも子供向け絵本やアニメで、道徳的で面白い話として親しまれているイソッ
プ寓話だが、日本に伝えたのはそもそもはキリスト教宣教目的で来日したイエズス会士で
あった。中国でも同様である。時代と場所を超越して受容される原因は強いライオン、賢い
狐、獰猛な狼といった動物類型による筋書きのためであろう。
本論では、中国に最初に渡ったイソップ寓話のヨーロッパ伝来の実態について考察してい
く。中国語訳イソップは何をよりどころにしたのだろうか。

２ ．シュタインヘーヴェル版と日本語訳
いわゆる「イソップ寓話」は様々に編纂されているが、中でも1480年頃にドイツで出版さ
れたシュタインヘーヴェル版 2 が重要な位置を占めている 3 。これはシュヴァーベン地方の
医師で翻訳家・作家のハインリヒ・シュタインヘーヴェル（1410/11-1479）が集めたラテン
語テキストにドイツ語（初期新高ドイツ語）訳を付けた版である。それ以前に存在したギリ
シア語あるいはラテン語の ６ 種の寓話集から編纂し 4 、寓話集とイソップ伝から成り、規模
が大きい。また、対訳として民衆の使用する言語に置き換えたという点にも特徴がある 5 。
また、まさに印刷機の発展の時期であったため、イソップ寓話の伝承にはシュタインヘー
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ヴェル版をそのまま受け継ぐ大きな流れができたのである。つまり、イソップ寓話はシュタ
インヘーヴェル版を介して民衆語でヨーロッパ中に拡散していった。ラテン語部分を引き写
した諸版は無論のこと、1483年頃にフランス語訳が出版され、そこから1484年に英語訳（中
英語）のカクストン版ができた。この版は現代にいたるまで、英語版の基礎となっている 6 。
また、1485年にラテン語にイタリア語訳が添えられた版が出版され、1496年にスペイン語版
が出版された 7 。このように、シュタインヘーヴェル版の翻訳という形でイソップ寓話が広
がっていた意義は大きい。
なお現在日本で手に入る「イソップ寓話集」のうち、シャンブリ版の翻訳 8 、ペリー版の
翻訳 9 はシュタインヘーヴェル以前の形に回帰した、より原典に近い形のテキストである。
子供向けの多くのものはカクストン版系、つまりシュタインヘーヴェルの英語訳からの翻
訳・翻案である。
ところで、日本にはじめてイソップ寓話を紹介したのはイエズス会士だった。天正少年使
節と共に渡来したグーテンベルク印刷機を使用して1593年に天草のコレジオで印刷された
『Esopo no Fabulas』
（エソポのファブラス。天草本伊曽保物語）10にさかのぼる。「core vo
Maximo Planude toyu fito Gregono cotobayori Latinni fonyacu xerareci mono nari.（これ
をマキシムス・プラヌデスがギリシア語からラテン語に翻訳したものである）」という但し
書きでイソップの伝記が始まる。プラヌデスというのは、シュタインヘーヴェルが拠り所と
した「レミキウス集」の元となったイソップ寓話集をまとめた人である。『エソポのファブ
ラス』は口語日本語をローマ字で記してあり、当時の日本語の姿を伝える日本語史資料とし
ての価値も高い。ローマ字使用は宣教師の日本語学習の便宜のためである。翻訳者の名は記
されていない。
日本の文字を使用したものは、古活字本『伊曾保物語』が最も古い。おそらく江戸初期に
刊行された。慶長（1596-1615）
、元和（1615-1624）、寛永（1624-1645）初期の刊行とみら
れている11。古活字本の作者は不明である。
最初の日本語訳はどのように作られたのだろうか。イエズス会士が暗記していたイソップ
寓話集を口頭で翻訳したとは考えにくい。彼らが日本に持ち込んだイソップ寓話本をもと
に、日本人の手を借りて日本語翻訳を行ったと想像するのが自然であろう。そのとき、どの
版のイソップ寓話をよりどころにしたのだろうか。比較してみると、天草本上巻と古活字本
はシュタインヘーヴェル版との類似性が高い。したがって、ヨーロッパで普及していたシュ
タインヘーヴェル版の本を携えてきていたと類推できる。ただし、直接翻訳されたのかどう
かはまた別の話である。というのは、ロドリゲスの日本語文法書『日本大文典』に引用され
ているイソップ寓話の断片が、天草本とは異なっている。このことから、天草本とは異なる
日本語訳の存在も否定できない。
まずシュタインヘーヴェル版に基づく日本語訳祖本が作られ、祖本からロドリゲスが引用
し、ローマ字本と古活字本も作られた可能性がある。所載寓話の異同から、天草本下巻につ
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いてはおそらく別のラテン語版からの採録だと想定される12。ただし、下巻成立のために使
用した寓話集は存在を仮定するのみで、現在のところ明らかではない。
残念ながらその後のキリスト教弾圧の時期に、ほとんどのものが消失してしまった。書物
はもちろんのこと、インドのゴアに運ばれたグーテンベルク印刷機はその後行方不明であ
る。他の資料と共にイソップ寓話関連のイエズス会士の蔵書も日本語祖本も含め、関連の書
物が失われてしまった可能性は否めない。この状況下で不確かな推定だらけであるが、日本
語版においてもシュタインヘーヴェル版との関連が有力なことは確かである。

３ ．中国におけるイソップ寓話
さて、日本で天草本イソップ寓話が刊行された頃、中国大陸でもイエズス会士は布教活動
を始めていた。マテオ・リッチ（中国名利瑪竇）は明代末期の1582年に広東省に拠点を設け、
その後宮廷に入ることに成功し、1610年に北京で死去するまで万暦帝に仕えた。キリスト教
布教活動と共に、中国にヨーロッパ文化を伝える役目も果たした。
1608年に出版された『畸人十篇』はリッチと知識階級の中国人との対話を弟子の李之藻が
まとめたものである13。
「人はすでに寿命が過ぎているのにまだ寿命があると誤解している
こと（第一篇）」「人がこの世にいるのは、ただ仮住まいにすぎないこと（第二篇）」などを
説き、対話で質問に答えながら教えを伝える形式になっている。教理を述べた『天主実義』
（1604年）と比較すると、教理問答というよりも、もっと日常的なやりとりで教えを説く内
容になっている。対話の中で、聖書やアウグスティヌスなどのキリスト教文献、中国古教典、
そしてイソップ寓話も喩え話として引用されている。1608年に北京で出された版が最も古
く、約30年間に版を変え六種が出版された。ここで引用されたイソップ寓話が、中国での最
も古いイソップ寓話である14。なお、
「イソップ寓話集」ということでは、1625年刊行の『況
羲』が最も古い15。こちらはイエズス会士ニコラ・トリゴー（中国名金尼閣）の訳を中国人
の張賡が記述したものである。
リッチはどのようなイソップ寓話集を所持していたのだろうか。ひょっとして、日本に来
たイエズス会士と同じくシュタインヘーヴェル本だったのではないか。次に、両者を比較し
てその可能性を探っていく。

４．
『畸人十篇』とシュタインヘーヴェル版の比較
『畸人十篇』には順に「Ａ腹のふくれた野狐（第四篇）」
「Ｂ鶴と孔雀（第四篇）
」
「Ｃ二匹
の犬（第六篇）」「Ｄ狐と獅子（第八編）」「Ｆ二本の木（第八篇）」「Ｅ馬と鹿（第十篇）」の
寓話がみられる。また、
「葦とオリーブに近い話」16として「Ｆ二本の木（第八篇）」がある。
なお便宜上Ａ～Ｆの記号を付す。これらの寓話について、
『畸人十篇』と、シュタインヘー
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ヴェル版の民衆語訳であるドイツ語版とを対比して検証していこう17。
第四篇は「常念死候、備死後審（常に死の時のことを考え、死後の最後の審判のために準
備をすること）
」
、第六篇は「斎素正旨、非由戒殺（斎戒の正しい目的は殺生を戒めるためで
はないこと）
」
、第八篇は「善悪之報、在身之後（善悪の行いの報いは死後にわが身にもたら
されること）
」
、第十篇は「富而貪吝、苦於貧寠（富んで貪るのは、貧しいことよりも身をや
つらせる）
」という表題になっている18。
Ａ 「腹をすかせた野狐」
野狐曠日饑餓身痩臞、就雞樓竊食門閉無由入。逡巡間忽睹一隙僅容其身饞亟則伏而入。數
日飽飫。欲歸而身已肥腹幹張甚。隙不足容恐主人見之也。不得已。又數日不食。則身痩臞
如初入時方出矣。智哉此狐。吾人習以自淑。
野狐が日がな一日腹をすかせ、やせ細ってしまい、鶏小屋にいって食べ物を盗もうとした。
門が閉まっていて入ることができなかった。ためらっていたが、不意に、身体が入るだけ
の隙間を見つけた。非常に飢えたので身体をかがめて中に入った。数日して満腹になった
ので帰ろうとしたが、自分が肥えてしまい、腹がすっかり膨れて、隙間に入らなかった。
主人に見つかるのが大変怖くなり、やむをえず、また数日を物を食べずに過ごした。最初
に鶏小屋に入った時と同じくらい痩せ、その時ようやく外に出た。この狐は知恵があるの
だろうか。私たち人間も我々も見習って自ら良くすることが、できないだろうか。19
この寓話はシュタインヘーヴェル版にはない。なお、「天草本下巻」
（24番、487ページ）
には「Qitçuneto, itachino coto.」
（狐とイタチのこと）という同じ内容の物語がある。この
話はバブリウス集（紀元80年頃）に基づくイソップ寓話集に含まれ、その後はシャンブリ版
に引き継がれている。典拠は古く、古代ローマのホラティウス（紀元前65−紀元前 8 ）の『書
簡詩』
（第 １ 章第 ７ 歌）にさかのぼる20。
Ｂ 「孔雀の足」
已矣孔雀鳥。其羽五彩至美也。而惟足醜嘗對日張尾。日光晃耀成五彩輪顧而自喜倨敖不
已。忽俯下視足。則斂其輪而折意退矣。敖者何不效鳥乎。何不顧若足乎。
孔雀の喩えがある。孔雀の羽は五色で大変美しく、ただ足だけは醜い。ある時、太陽に向
かって尾を広げると、日光が照らして五色の輪を作った。振り返ってそれを見て喜び、た
いそう傲慢な気分になった。ふと足元を見て、尾羽の輪を閉じ、傲慢な気持ちは消えた。
傲慢な者はどうしてこの鳥を見習わないのか。どうして自分の足を見ないのか。
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Die xii fabel von dem pfawen und dem kranch.（孔雀と鶴の22番目の寓話）
もしあなたが何かしらの長所を持っているのなら、それを理由に他人を馬鹿にしたり軽蔑
してはいけない。誰かがあなたの持つ長所を持っていないとしても、他の何らかの長所、
しかも、もしかしたらあなたよりも優れた長所を持っているかもしれない。それについて
このような寓話がある。
ある時、孔雀が鶴をお客に招いた。両者の間で、彼らが生まれながらに持っている天賦の
才について意見が合わなかった。孔雀は自慢して、五色に輝き光を反射する美しい羽根を
持ち上げ、尾羽を高く投げ出して大きく広げて言った。「こうすると、私がどんなにあな
たより秀でているか、私の美しさをお分かりになりますね。あなたの背中は灰色とくすん
だ色で、不格好ですから。
」
そう言われた鶴は答えてこう言った。「あなたの羽の美しさについて私は争う気はありま
せん。自然があなたに美しい羽根の数えきれないほどの色合いを与えてくれたのは素晴ら
しい。けれどもあなたはいつでも地面にいますね、その羽は体を持ち上げることはできな
いのですよ。わたしの不格好な羽は星々と神々のほうへ私を連れて行ってくれます。私は
いつでも上から世界のすばらしさをこの目で見て喜び楽しむことができるのです。あなた
が地上で横柄な態度で憂鬱にしているときにね。ですから、神様があなたに与えてくれた
その美しさのために、誰もあなたを軽蔑しませんよう。他の誰かがあなたより良い資質を
持っていると、あなたが気づいていないならば別ですけれども。」（シュタインヘーヴェル
126番）
シュタインヘーヴェルは孔雀と鶴の比較と対話で孔雀についての戒めを説く。一方リッチ
は孔雀の美しさと欠点を聞き手に自明のこととして、傲慢さを批判している。
Ｃ 「二匹の犬」
古昔有貢我西國二獵犬者。皆良種也。王以一寄國中顯臣家。以其一寄郊外農舎。並使畜之
既而王出田獵試焉。二犬齋縦入囿農舎之所畜犬。身臞體輕。走齅禽獣跡。疾趨攫閷。獲禽
無筭。顯家所養犬。雖潔肥容美足観也。然但習肉食充膓。安佚四肢。不能馳驟。則見禽不
顧。而忽遇路傍腐肉骨。即就而齕之齕畢不動矣。從獵者知其同産則異之。王曰此不足怪豈
惟獸哉。人盡然也。皆係於養耳矣。養之以佚翫飫飽。必無所進于善也。養之以煩労儉約必
不悞若所望矣。若曰。凢人習於珍味厚膳。見禮義之事不暇。惟俛焉而就食耳習於精理微
義。遇飲食之翫亦不暇。必思焉而殉理義矣。
昔、わが西国に二匹の猟犬を貢いだものがいた。いずれもよい血統だった。王は一匹を国
内の高位の臣下の家に預け、一匹を郊外の農家に預け、ともに養育させた。しばらくして
王は狩りに出かけて彼らを試してみた。二匹は一斉に猛然と狩場に入っていった。農家が
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飼育していた犬は、体は痩せて軽く、走って獣の足跡を嗅ぐと、素早く走って捕らえた。
捕らえた獣は無数だった。高位の家が飼育した犬は清潔で太っており、容姿の美しさは見
るに足るものだったが、肉食で腹を満たし、手足をのんびりさせることに慣れており、走
ることができなかった。獣を見ても振り返りもせず、偶然に路傍の腐骨を見つけると、
行ってそれを齧り、齧り終わると、動かなくなった。狩りに従っていた者は彼らが同種で
あることを知っており、不思議に思った。
王が言った、
「これは怪しむに足りない。どうして獣だけだろうか、人も全くそうなのだ、
すべて養育に掛かっているのだ。養育する際に気ままにさせて飽きるほど食べさせれば、
善へと進んでいくことは絶対にない。養育する際に体を疲れさせ質素にさせれば、きっと
お前たちの希望に沿うものになる。もし毎日、凡人が珍味や豪華な食事に慣れるなら、礼
儀に関することを理解する暇もなく、うつむいて食事をするだけなのだ。精微な理論に慣
れるなら、飲食に関する楽しみに遇っても浸る暇がなく、必ずやそれ（精微な理論）を考
えて理や義に殉じようとするだろう」と。
Die vi fabel von zwayen hunden（二匹の犬についての ６ 番目の寓話）
その身に生じた時に、それが名誉なのか恥になるのか、意地悪な行為を見きわめることは
難しい。それについて一つの寓話がある。
ある主人が一匹の敏捷な犬を飼っていた。相手を威嚇して吠えて歯をむくようなことはせ
ず、そのかわり、吠えずに足の間に尾を巻き、気ままに人を噛んだ。そこで、主人はその
様子をみて、見かけの立派さの裏に犬が持っている性悪な振る舞いから身を守るために、
命じて犬に鈴をつけさせ、鈴の音をきいて用心できるようになった。
ところがこの犬は、その鈴は自分の誉れのために特別につけられた装飾品だと考え、思い
上がって他の犬たちを軽蔑した。
しかし、ある老犬がこの犬が荒々しく威張り散らしているのを見て、この犬に向かって、
次のような言葉ですべてのことを伝えた。「お前はなんて哀れな獣だろう！お前は道化物
だ、この鈴がお前の名誉を示すために褒美として与えられたと考えているなんて。そして
それゆえに我々犬仲間に対して尊大で高慢な態度をとっている。お前は全く考え違いをし
ている。というのは、この鈴は、お前が見かけとは裏腹に人々をすぐさま獰猛な歯で人を
傷つけるという、お前の質の悪さを示している。そして、お前の首につけているのは、自
分たちを性悪なお前から守るためなのだ。もしお前がそれを分かっていたのならば、お前
の気質はこんなにも高慢にならなかっただろう。」
このようなわけで、この犬は恥じて顔を赤らめ、嘲弄されてそこから立ち去った。
（シュ
タインヘーヴェル120番）
どちらも二匹の犬を対比して、甘やかされた犬の価値が低いことをいう寓話である。リッ
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チは育ちの違いで二頭の犬を比較し、リッチの言葉で教訓を伝えている。第六篇の主題「斎
戒の正しい目的」に合う教訓として、贅沢は無用で清貧が礼儀に合い、知的で理にかなって
いることを説いている。美食をしないこと、つまり肉食を避ける斎戒の意味を、仏教の殺生
禁止と違った観点から説くための寓話としてこの話を用いている。シュタインヘーヴェルは
道理を理解した老犬が登場して、甘やかされていい気になっている犬を戒めている。名誉に
対する思い違いの戒めである。このように、類似の筋書きについて、異なる観点から違った
教訓を導き出しうるところが、イソップ寓話の特徴でもある。
Ｄ （狐とライオン）
狐最智。偶入獅子窟。未至也。輙驚而走。彼見迒中百獣跡。有入者無出者。故也。夫死亦
人之獅子迒矣。故懼之。懼死則願生。何疑焉。仁人君子信有天堂。自不懼死戀生。惡人應
入地獄。則懼死戀生。白其分矣。
狐は最も知恵のあるものである。たまたまライオンの洞窟に入り、まだライオンに遭遇し
ないというのに、驚いて逃げた。それは狐が、穴の中の百頭もの獣の足跡が、入るものが
あって出るものがないのを見たためなのであった。そもそも死もまた人にとってのライオ
ンの穴である。だからこれを恐れる。死を恐れるならば生を願うことに何の疑問があるだ
ろうか。
仁人君子は天国があることを信じるので、自然と死を恐れ生に汲々とすることがない。悪
人が地獄に入るに違いないので、死を恐れ生に汲々とするのとは、自然と区別があるのだ。
Die xii fabel von dem alten löwen und füchsen.（老いたライオンと狐たちについての12番
目の寓話）
ライオンが老いて力を失い、十分に獲物を取ることができなくなってしまった。そこで策
略をめぐらし、具合の悪いふりをした。すると他の動物たちが次々とやってきて、彼らの
王であるライオンが病に臥せっているのを見た。その全員をライオンは食べてしまった。
しかし、狐たちがやってきて、ライオンを見舞おうとしたが、彼らはライオンの穴の前に
立ちどまり、そこから挨拶をして中には入ろうとしなかった。ライオンは一匹の狐に、
「な
ぜおまえたち狐は自分のほうにやって来ないのか」と聞いた。狐が答えた。「私たちには
あなたのもとへ向かうたくさんの足跡が見えますが、外に出ていく足跡は見えません。
ひょっとすると弱く役に立たない者と力の強い者と、その姿を混同するかもしれません。
ですから、賢い者は他者の損害に学び、自分の被害を防ぐべきです。損害と裏切りを避け
ることは極めて難しいのです。
」
（シュタインヘーヴェル72番）
両者は同じ話である。ただし、シュタインヘーヴェルは狐の頭の良さを肯定的に説明して
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いるのに対し、リッチはそれを前提として、逆転させた持論を続けている。主題は、死に向
かう道を恐れるな、ということであり、前半のイソップ寓話といささか食い違いがある。つ
まり、更に言いかえるならば、死ぬことはライオンに食われることとは違う、という教えに
つながっていく。
Ｅ 「馬と鹿」
馬與鹿共于野。而爭水草也。馬將失地。因服于人。借人力助之。因以伐鹿。馬雖勝鹿已服
于人。脊不離鞍。口不脱衘也。
馬と鹿がともに野にいて、水や草を争っていた。馬は土地を失いそうになったため、人に
服従し、人の力を借りてそれを助けとして、そこで鹿を攻撃した。馬は鹿に勝ったとは
いっても、すでに人に服従しており、背中から鞍が離れることはなく、口から轡が外れる
こともないのだ。
Die xii fabel von pferd, hirß und iäger.（馬と鹿と猟師についての12番目の寓話）
敵対関係を作らないほうがはるかに良い。というのは、自分自身で復讐をしたいけれども
復讐できないときに、大いに後悔するからだ。以下の寓話がそれを証明している。
馬と鹿が仲たがいをして互いに敵意を持っていた。しかし、鹿がすべてのことにおいて秀
でていて、軽やかに走り、姿は美しく、立派な角がその姿を飾っていることを馬は知って
いた。馬は鹿を妬むあまり、猟師のもとに行き、こう言った。
「もしあなたが鹿に矢を射
るか、刺し殺すことができるなら、あなたはおいしい肉を食べられるし、毛皮と角と足を
安くない金額で売ることができます。」
猟師は鹿を手に入れようとすっかりその気になり、言った。「だが私たちはどのようにし
て鹿を捕らえることができるだろうか？」馬は答えて言った。「私が自ら骨を折って鹿を
探しましょう。そのあとあなたは私に乗ってください。もし私が鹿に追いついたら、あな
たは鹿を刺すなり打つなりして殺し、私たちはどちらも喜ぶことでしょう。」
馬は自分の放牧地の中にいる鹿の姿を見ると、柵を壊して猟師のところに行った。そし
て、猟師は馬に乗った。鹿は放牧地から外に逃げ、馬は走れる限りの速さでへとへとに
なって追いかけた。しかし、鹿は生まれつきの本能から、敏捷な足を使って猟師のたくら
みから身を守ろうとした。鹿は野を一目散に駆け抜け、邪魔されることなく森の中へと
入っていった。このように鹿が逃げ去ったとき、馬は辛い任務のせいで汗をかき消耗して
力尽き、立ちどまって猟師に向かって言った。「ご覧になったように、私は鹿に追いつけ
ませんでした。できると思い違いをしていたのです。ですから、このように追いかけるの
をやめたのです。これからは前と同じにあなたが通りたい道を歩き、生きていきます。」
猟師が答えて言った。「お前は今後は自分の意志で走ることはまかりならぬ。お前は口に
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轡を噛み、私は手綱を手に持つ。私の拍車と鞭が命じるままに、お前は跳躍し、速足や常
足で走る。そして、これから私の支配下に留まるのだ。」
この寓話は、他人を害することをたくらむと、結局は自分自身がひとのために苦労をして
務めを果たすことになる、という戒めである。（シュタインヘーヴェル69番）
利己的な考えから、図らずも他人の家来同然になってしまった話である。長さは異なる
が、同じ話である。シュタインヘーヴェルは馬の鹿に対する妬みや悪意と猟師へのへつらい
を露骨に描写している。
Ｆ 「二本の木」
一曰譬之。如樹木。隆冬時佳惡無異。非其時故也。常有菀枯二樹。同植於苑。倶無花葉。
倶無果實。以判生死。則此時特内異耳。一則根存液注。生意勃然。而一者根已朽。液已
乾。淒然死矣。春夏既至。人方辨之。生者即萌蘖怒生。沃然光澤。灼灼其華。蓁蓁其葉。
有蕡其實也。彼枯木者。既負塲師期望。衆棄賤之。則斤斫斧截。析而付之燎爨耳。
ある人が言った、「それを例えるならば、樹木の真冬には良いも悪いも違いがないような
もので、その時ではないためなのだ。庭園に二本の枯れた木があった。共に庭園に植わっ
ており、いずれも花も葉もなく、いずれも果実がないため、生死を判別するには、この時
においては内部が違うだけなのだ。一本は根に液が残っており、勢いのある生命力を注い
でいるが、一本はすでに根が枯れ、液はすでに乾き、ものさびしくも死んでいる。再び春
や夏になると、ようやく人はそれを判別できる。生きているほうは勢いよく芽生えが生
じ、葉はみずみずしいつやがあり、花は盛んに咲き、葉は盛んに茂り、多くの実をつけた。
枯れた木は、すでに庭師の期待に背いている。人々はその木を見捨てて蔑み、斧で斬られ、
木は折られてかがり火やかまどに附されるのみである」と。
Die xx fabel von der tannen und dem ror.（樫と葦についての20番目の寓話）
気位が高く、自分より優れたものに対して身をまかせてお辞儀をしたり謙虚な姿勢をとろ
うとしないものは、大きな風が吹いたときに体を曲げようとしなかった樫の木と同じよう
なことが起こる。
樫の木のそばに一本の葦が生えていて、どちらからの風であろうと風が吹くたびに体を曲
げてた。そこで樫の木は葦に向かって言った。「なぜおまえは私がするように、しっかり
と立っていないのか。
」葦は答えた。
「私はあなたほどに強くないからです。
」そこで樫の
木は言った。
「お前は、私がお前よりも強いということが分かっているのだな。」この話の
後、たちまち大風が吹き、樫の木は根こそぎ引き抜かれてしまったが、葦は変わらず地面
に立っていた。このように、高慢なものが打ち倒されることがよくある。そして、謙虚な
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ものが生きながらえるのである。
（シュタインヘーヴェル80番）
Ｆは果たしてイソップ寓話だろうか。性質の異なる二本の木についての「樫と葦」を対照
させた。日本で「葦とオリーブ」というタイトルでも知られている話だ。この寓話はリッチ
の「二本の木」の典拠とは言えそうもない。リッチの寓話は、実際は生きている木と既に枯
れている木とでは冬の間は見かけが同じで違いが分からないが、春になると真の価値があら
わになり、扱われ方が違ってくる、という話である。「善悪の行いの報いは死後にわが身に
もたらされること」という第八篇の主題においては、時が来れば結果が顕わになる、という
訓戒が寓話の主旨である。春が来るとは死後のことであろう。一見同じに見えた二本の木だ
が、一方は永遠に命が続き、もう一方が燃やされて無になるとして、内面の違いが対比され
ている。
「樫と葦」はどんな風にも耐えるための柔軟性の強さを伝え、むしろ処世術の教えだ。性
質の異なる二種の木の話だが、「二本の木」とは別の寓話ではないか。他に、異なる種類の
木が登場するイソップ寓話としては「木々とオリーブ」も有名である。この寓話は旧約聖書
『士師記』に由来し、木々が王を選ぶ話で、やはり「二本の木」とはかけ離れている21。こ
のほかのイソップ寓話の中にも、リッチの典拠になる話は見られない。
「二本の木」はイソップ由来ではなく、リッチの創作か、あるいは何か別の典拠があるの
ではないだろうか。浅学のため探し当てることはできなかったのだが、古典の知識の豊富な
リッチが、古典古代あるいは中国古典から寓話として挿入した可能性が考えられる。

５ ．終わりに
Ａ～Ｆの寓話について、以下のように考えられる。Ａはホラーティウスからの引用で、同
時にイソップ寓話集にも含まれる。リッチはホラーティウスから直接引用した可能性があ
る22。Ｂ～Ｅはシュタインヘーヴェル版からの引用の可能性がある。重複が四つであること
は偶然のようにも思われるが、他の寓話集、たとえば「ニュールンベルクのイソップ」とリッ
チの引用の重複がＢ一つのみであることを考慮すると、十分に有意な重複と結論付けること
ができるのではないか。Ｆは、イソップ寓話とは別の話とみなすべきである。
以上のことから、マテオ・リッチの『畸人十篇』は「シュタインヘーヴェル版イソップ」
を拠り所にした可能性が高い、と結論付けることができる。16世紀、インドのゴアはイエズ
ス会アジア布教の本拠地であった。1582年にゴアからマカオに、そしてついに1598年に北京
に着いたマテオ・リッチも、同様にゴアを経て来日し、1593年に天草でイソップ寓話の日本
語訳を手掛けたイエズス会士も、同じくシュタインヘーヴェル本を携えていたのではないだ
ろうか。同じころに同じ場所でアジア布教に向けての準備をした彼らが、布教に役立てるた
めに同じ資料を持ち日本と中国に渡ったとしても、不思議はない。
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リッチ以降の中国語訳とシュタインヘーヴェル版との関連については、今後検討していき
たい。その結果次第で、本論の結論が補強される可能性もあろう。
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