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はじめに

　古今東西に関わらず、寓話や物語には鳥獣を擬人化

した話はつきものである。中国の古典文学作品にも、

鳥獣を主人公とした作品が少なからず見られる。中で

も、敦煌出土の「燕子賦」は、「すずめとつばめの論争」

という形式をもつ。同様に、日本の『お伽草子』にも、

他者と論争するすずめの話が収録されている。ここで

は、日中の「論争するすずめ」に焦点を当て、論争の

形式及びすずめの形象について検討する。

（一）　「燕子賦」について

　「燕子賦」は、敦煌から出土した賦体（韻文と散文

を交えたスタイル）の文学作品である1。文体は四字

句、六字句を主体とし、隔句末に韻を踏むため、リズ

ミカルで歯切れのよい文章となっている。「燕子賦」

には、題名を同じくしながら内容の異なる２種類のテ

キストが発見されている。いわゆる「甲本」と「乙

本」2である。両本とも、物語の骨子（すずめがつばめ

の巣を横取りしたことで論争になる。鳥の王・鳳凰の

裁きによって決着し、双方は仲直りする）は同じであ

るが、登場人物やストーリー展開を異にする。また、

すずめの形象にも違いが見られる。甲本・乙本の概要

を以下に示す。

（二）　「燕子賦」のすずめ

　前章において、「燕子賦」の主人公であるすずめの

形象は、甲本と乙本では異なっていることを指摘し

た。その相違は、物語の展開とテーマの相違にあると

思われる。甲本では、すずめはつばめを虐げ、コネや

賄賂で世を渡る町のならず者として描かれる。腕力に

ものを言わせてつばめの巣を占領し、事件が発覚する

とあの手この手で言い逃れようとする。

乃有黄雀、頭脳峻削、倚街傍巷、為強陵弱、覩燕

不在、入来皎掠。……硬努拳頭、偏脱 膊、燕若

入来、把棒撩脚。伊且単身独手、 我阿莽 斫。

更被唇口囁 、與你到頭尿却。……雀児出来、不

問好悪、抜拳即差。左推右聳、 耳掴顋。児捻

脚、婦下口 。燕子被打、可笑屍骸。頭不能挙、
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「燕子賦」甲本・乙本概要

　 燕子賦（甲本） 燕子賦（乙本）

物語

つばめ夫婦の巣をすずめが横取りし、つばめを

殴ってさんざん痛めつける。つばめは鳳凰に訴

え出て、裁判で争う。白洲に引き出されたすず

めは、あの手この手で罪を逃れようとするが失

敗。有罪が決まりそうだと見るや爵位と引替え

に罪を減免する法律の適用を提案。鳳凰はすず

めを無罪放免にする。

つばめが造った巣を、すずめが横取りする。巣

の居住権をめぐり、論争が始まる。双方はどち

らが優れているか、互いに優劣を競い合う。論

争ではらちが明かないと見たつばめは、すずめ

を鳳凰の下に引っ立てて、裁判による解決を図

る。すずめは敗訴して巣をつばめに返還し、双

方は仲直りする。

登場人物
すずめ、つばめ、鳳凰、すずめの女房、せきれい、

みそさざい、牢役人、鴻
すずめ、つばめ、鳳凰

形式

四言・六言が主。末尾に七言及び五言の詩各一

首を付す。隔句末押韻。セリフの句数は８～12

句が基本。

全篇通じて五言句。冒頭に五言詩一首を掲げる。

隔句末押韻。セリフの句数の基本は五言８句。

ほぼ８句ごとに韻が変わる。

特徴
口語・俗語を多く用いる。当時の風俗・習慣（け

んかの描写、裁判のやり方、法令など）
経書や史書からの典故が多い。　　

テーマ 当時の社会の反映・諷刺。
「銭財如糞土、人（仁）義重於山」（金銭よりも

仁義が大事）
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眼不能開。……雀児自隠欺負面孔、終是攢沅請乞

設誓、口舌多端、若実奪燕子宅舎、即願一代貧寒。

（さて、これなるすずめはやり手で切れ者。町を

闊歩し弱者をいじめる。つばめの留守をいいこと

に、ちゃっかり家を横取りした。……拳を固めて

片肌脱いで、「つばめが入ろうとでもしたら、棒

で叩きのめしてくれる。やつは助っ人も無く一人

きり。目にもの見せてくれる。それでもまだぶつ

くさ言おうものなら、頭から小便をぶっかけてや

る。」……すずめは家から出てくると、拳を振り

上げやみくもに殴りかかり、つばめを右に左に突

き飛ばし、耳をつねって横面を張る。すずめ一家

はこれに加勢し、息子は足を引っ張り、女房は噛

み付くといったありさま。憐れつばめは叩きのめ

されて息絶え絶え。頭を上げることも目を開くこ

ともままならない。……すずめは、ここは一番、

騙し通すしかないと考え、狡猾にも泣きついたり

誓いを立てたり、言葉を尽くして抗弁した。「も

しわたくしが本当につばめの家を横取りしたのな

ら、一生貧乏暮らしでかまいません。」）

すずめは投獄され、裁判を受けるが、その間も牢役人

を買収しようとしたり、親戚を使って権力者に手を回

そうと画策する。それにも失敗すると、唐太宗の遼東

親征に従軍した際拝領した「上柱国」の爵位と引き換

えに、無罪放免を得るのである。すずめの形象を通し

て、当時の社会事情を反映すると同時に、権力と結託

するやからの横暴な振る舞いや、賄賂をばらまく手口

などを風刺的に描いている。

　これに対して乙本では、すずめはつばめと、どちら

がより貴い存在であるか、互いの優劣を争って論戦を

張る。甲本のすずめがならず者であるのに対し、乙本

のすずめは高貴な家柄の出身であり、仏教に帰依して

いる、口達者なインテリ風に描かれる。（甲本のすず

めのように腕力に訴えるようなことはしない。）

雀児語燕子、……赤雀由称瑞、兄弟在天庭、公王

共執手、朝野悉知名。……恒思十善業、覚悟欲無

常。飢恒食五穀、不殺一衆生。

（すずめはつばめに言った。「……赤雀はめでたい

鳥だから、俺様の兄弟たちは朝廷に住んでいるん

だ。王さまや諸侯と手を携えていたことは、天下

の誰もが知っている。……常に善行を心がけ、こ

の世の有為転変を悟った。腹が減れば五穀を食

べ、蟻の一匹だって殺しはしない。」）

すずめとつばめの論争は鳳凰の裁きによって決着す

る。物語の最後に、作者によって故事典籍から引用し

た古の聖人君子の言行が挿入され、「金銭は汚らわし

いものだが、仁義は何よりも大切だ」（銭財如糞土、

仁義重於山）というテーマが掲げられる３。すずめと

つばめの論争を通して、仁義や寛恕という道徳観念の

宣揚がうかがえる。争うよりも譲り合い、協力し合う

べきだという主張とともに、物語全体に散りばめられ

た典故の数々によって、さまざまな知識が得られるこ

とから、教訓的・啓蒙的役割をも果たしているのであ

る。

　甲本・乙本では、論争相手にも相違が見られる。甲

本では、すずめはつばめの他に鳳凰や鳳凰配下の役人

たち（捕縛吏のみそさざい、牢役人）やすずめの女房

とも言葉を交わす。すずめは役人たちには下手に出て

おべっかを使い、自分の女房には「男児丈夫、事有錯

誤。脊被 破、更何怕懼。（大の男だって間違えるこ

とくらいあるさ。背中の羽をしごかれたって、何の恐

れることがあるものか。）」と、強気を見せるのである。

乙本の体裁はすずめとつばめの一騎打ちであり、その

他の人物とのやり取りは無い。多彩な登場人物を擁

し、口語や俗語を巧みに使う甲本に比べ、乙本の文体

に平板の感があるのは否めない。乙本の写本が一件し

か発見されていないのも、あるいは物語の魅力による

ものかもしれない４。

（三）　『お伽草子』のすずめたち

　『お伽草子』を収録した『室町時代物語集成』５には、

すずめを主人公とした作品を数編収録する。ここで

は、すずめと他者との対話を主体とする物語「雀さう

し」と「勧学院物語｣について見てみたい。

　「雀さうし」の主人公は、すずめの姫君「あいちよ」

である。年頃になったあいちよの婿探しをしている親

すずめの下に、さまざまな鳥たちがやって来て求婚す

る。その鳥たちはほととぎすを皮切りに、雉、鳩、鴛

鴦、さざい、鶏、雁がね、いしたたき、鴫、鷺、鶴、

山どり、くぐい、蝙蝠の14種類に及ぶ。あいちよや親

すずめとの問答の中に鳥たちにまつわる和漢の故事を

連ね、さながら鳥の類書、百科事典の様相を呈してい

る。中でも、鳩の阿
あじ ゃ

闍梨
り

が挙げる「出家と女性関係」

の故事は興味深い。まず天竺（インド）の例として、

釈迦如来が大臣の娘と結婚したこと。同じく天竺で

は、「玄奘三蔵」が女性と契って四人の子供をもうけ

たこと。唐土では阿闍梨が楊貴妃に恋して流刑にされ

たこと。日本では志賀上人が御息所に恋したこと。紀

僧正が染
そめ

殿
との

后
きさき

と恋仲になったことなど。鳩は妻帯を禁

じられているはずの僧侶であるが、昔から位の高い僧

侶が女性と関係を持っていたことを述べ連ね、自分を

昔の僧侶になぞらえて求婚するのである。鳥に関連す
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る物語では、蘇武が雁の足に手紙をつけて知らせた故

事、生田川のおとめが二人の男性に言い寄られる話、

さらには源氏物語や伊勢物語に詠まれた鳥の和歌を引

く。仏典からは目連尊者が地獄に落ちた母を救う話、

ダイバタッタが両親を殺して地獄に落ちた話、尊恵上

人が地獄の法会に招かれた話などを挙げる６。あいち

よの博識に求婚者たちは手も足も出ず、中には「一生

やもめにしておけ」「女は罪深いから、地獄のほかに

行くところがない」などと捨て台詞を残して去って行

く者もいる始末である。弱い立場である女性が強者で

ある男性を片端から論破していく小気味よさは、敦煌

本｢燕子賦｣の掛け合いと相通じるのではなかろうか。

　｢勧学院物語｣は前半の問答と後半の歌合せの、二

つの部分に分けられる。前半は寺の本堂の前に落ち

た幼い子すずめをめぐって、これを食おうとするから

す・へび・ねこを相手に父すずめが立ち向かい、堂々

と論を張って相手を言い負かす。後半は論戦に勝ち、

子すずめが命拾いしたことを祝って、さまざまな鳥や

貝類が集り和歌を詠む、という趣向である。物語の舞

台である「勧学院」は、現在の岐阜県平野の勧学院と

いう、学問の誉れの高い寺である７。登場人物である

動物たちは、いずれもこの寺で説法を聞いているうち

に「習わぬ経を覚え」、仏教に帰依している存在とし

て描かれる。ところがからすとへびは勝手な論理を振

り回し、殺生禁断の寺院にあって、子すずめを取って

食おうと相争う。からすとへびは「宗論」８を掲げな

がら互いの優劣論争を繰り広げる。彼らが法門を聞き

習ったのは、もとより仏の教えを理解するためではな

く、相手と論争して勝つため（そして子すずめを食う

ため）なのである。子すずめを救うために父すずめは、

漢籍仏典を引いて論争をしかけ、『蒙求』９から「楊宝

黄雀」（楊宝がすずめの命を救った話）、「淵客泣珠」（漁

師が魚を救った話）を挙げ、ものの命を救う貴さを説

く。そもそも「勧学院の雀は蒙求を囀る」という諺は、

平安時代貴族の子弟の教科書として『蒙求』が盛んに

使用され、庭で遊んでいるすずめさえ聞き覚えてその

一節を囀る、つまり「門前の小僧習わぬ経を読む」こ

となのである。父すずめは得意の『蒙求』を披瀝して、

畜類とても情はあるのだと訴える。他人の子どもを食

う夜叉であった鬼子母神が、仏陀に諭されて子育ての

神になった故事を聞き、からすもへびもついに「心無

き木石にてもあらざれば」、父すずめの情にほだされ

て子すずめを放す。次に、「漁夫の利」をねらったね

こが『蒙求』を逆手に取り、「王祥守柰」（王祥が母を

思う心を察して、すずめが自らの命を犠牲にした話）

を引いて、自分のような尊い存在（ねこは出家して「ぐ

る猫
みょう

禅師」と名乗っている）に食われるのは名誉なこ

とだと述べるが、父すずめはねこの凡俗さを徹底的に

あげつらう。

汝が姿を見るに、髪を剃れども本能の根を切ら

ず。衣を墨に染むといえども、心を大乗に染め

ず。手には数珠をぐるみょうぐるみょうとつま繰

りて、殊勝振りはすれども、心の中には物を欲し

がり、爪をがさりがさりと研ぎたつる。

あまりの恥ずかしさにねこはこそこそ逃げ出し、父す

ずめは三人の敵を論争で打ち破り、祝宴を開くのであ

る。

　｢雀さうし｣や｢勧学院物語｣のすずめたちは、いず

れも弱者である。すずめたちは、あるいは「地獄にし

か行き場のない」女性であり、あるいは子どもを殺さ

れそうになる親である。しかし彼らは博識と弁才で強

者を言い負かす。その形象は｢燕子賦｣のすずめが弱

い者いじめのならず者であったり、自分と同等の立場

の者（つばめ）と論争するのとは、大きく異なってい

る。また、物語の最後は｢燕子賦｣が仲直りであるの

に対して、｢雀さうし｣や｢勧学院物語｣ではいずれも

出家している。日中の物語の最終的な目的は、一方は

「道徳の宣揚」であり、一方は「出家・極楽往生」な

のである。

おわりに

　すずめを主人公とし論争形式で話が展開するとい

う、同じスタイルを持つ日中の物語のもう一つの特徴

は、仏教との関連である。敦煌は古来から仏教が盛ん

であり、｢燕子賦｣ほかの文芸作品が、仏典の写本と

同じ紙に書写されている例も散見されるし、｢燕子賦

｣乙本のすずめは仏教に帰依していることが文中で示

されている。また、｢雀さうし｣のあいちよは法華宗

の信者であり、｢勧学院物語｣の舞台である勧学院は

天台宗の寺院である10。あいちよも父すずめも、物語

の最後で俗世を厭い出家、往生を遂げるのである。箕

浦尚美氏は「『勧学院物語』と天台談義所」の中で、

仏教の説法所がさまざまな文芸の成立に関わっていた

ことを指摘している11。『お伽草子』における「論争

するすずめ」の形象はどこから来たのか。敦煌の文学

作品に影響を受けた可能性はあるのか、今後の課題と

して取り組みたい。

【参考文献】

『室町時代物語大成』３　横山重、松本隆信編　角川書店   
1973年
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『室町物語集』　中野幸一編集　早稲田大学出版部　1987年
『お伽草子辞典』　東京堂出版

『室町物語と古注釈』　石川透　三弥井書店　2002年
「『勧学院物語』と天台談義所」　箕浦尚美　『詞林』20　大
阪大学古代中世文学研究会

注

１　敦煌出土の文学作品のうち、韻文と散文を交え、登場

人物の対話によって物語が展開する、ストーリー性の高

い作品を「故事賦」という。張鴻勲氏は『敦煌話本、詞文、

俗賦導論』第三篇「敦煌俗賦」において、作者不明や無

名の作家（史伝に名の残らない人物）によって書かれた

賦体の文学作品を「唐代民間賦」とし、「燕子賦」など

七編を挙げている。

２　「燕子賦」甲本・乙本は、フランス国家図書館所蔵の

影印本（ペリオ本）P2491、P2653によった。
３　この一節では、伝説の王・尭に始まり、孔子が敬愛し

た鄭喬（鄭国の政治家・子産）、范巨卿と張元伯の友情、

羊角哀と左伯桃の命を捨てた友情、斉の晏子の故事、伍

子胥の仇打ちなど、さまざまな故事を挙げて聖人の正

しい行いや、友情の大切さを説いている。「昔問古人語、

三闘始成親。往者尭王聖、摂位二十年。鄭喬事四海、対

面即為婚。元百在家患、臣卿千里期。燕王怨秦国、位馬

変為麟。併糧坐守死、万代得称伝。百桃憶朝廷、哽咽涙

交連。断馬有王義、由自不能分。伍子胥罰楚、二邑亦無

言。不能攀古得、二人並鳥身。縁争破壊窟、徒特費精神。

銭在如糞土、仁義重於山。」

４　現在発見されている「燕子賦」の写本は、甲本が

P2653ほか８鈔本（この他ロシアに残巻・断片が数本存
在する）、乙本はP2653の甲本の文章に続いて書写された
１本しか知られていない。

５　横山重、松本隆信編　『室町時代物語集成』３　角川

書店　1973年

６　石川透氏は物語中に引用する和漢の故事について、原

典と内容の異なるものが多いことを指摘する。（『室町物

語と古注釈』第十三章「『雀さうし』の成立」　三弥井書

店　2002年）

７　本文の冒頭に、「それ、美濃の国、勧学院と申すは」と

ある。

８　宗論とは、宗教間の教義上の論争のこと。からすとへ

びは宗教教義の理解の優劣を争う形式に借りて、論争で

勝ったほうが子すずめを食うことにする。

９　『蒙求』は唐の李翰の撰。上代から南北朝までの古人

の言行を収録。記憶しやすいように四字の韻語で記して

いる。中唐から北宋にかけて児童のための教科書として

流行した。

10　ぐる猫禅師の紹介に、「縁の下に聴聞つかまつり、天
台一宗の法門、あらかじめ聞き覚え候。」とある。

11　箕浦氏は｢勧学院物語｣を天台宗の「談義所での宗論を
異類に仮託した物語と考えられる」とし、「能化（講師）

と所化（生徒）から成る説法の場である談義所は、『法

華経直談鈔』などの経典注釈書の成立の場でもあり、既

に諸氏が研究されているように様々な文芸の成立とも深

く関与していたのである。」と述べている。
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