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生きることの寓話

かつて、ある動物がこの世に誕生し、「生」に目覚めた。頭上と周囲を見ると、壁に取り囲まれてい

た。目の前には鉄格子があり、その隙間から空気と光が入ってきた。つまり、この動物は檻の中で生まれ

たのだ。 

　ここでその動物は、目に見えぬものに保護され、世話を受けながら、すくすくと強く美しく成長し

た。空腹になったら、食べ物はいつも手元にあった。喉が渇けば水が与えられ、休息が必要と感じたら、

藁の寝床が用意されて横になることができた。その寝床は、格好のよい脇腹をなめながら、太陽の光を浴

びてくつろぐのにうってつけの場所であった。その動物にとって、太陽の光は、自分の家を照らすもので

しかなかった。

　ある日、怠惰な休息から目を覚ますと、見よ！檻の扉が開いているではないか。偶然にも扉が開いた

のだ。隅で身を縮めて、不思議に思い、恐怖を感じていた。やがて、恐れおののきながらも、不慣れな様

子で、ゆっくりと近づいて扉を閉めようとしたが、その動物の四肢は、そういった用途には不向きであっ

た。扉の開いている部分から頭を突き出して、空の円蓋がますます広く、そして、世界も大きく広がって

いくのを見た。

その動物は、檻の隅に戻ったが、それは休むためではなかった。「未知」なるものに魅了され、何度も

何度もその開いた扉のところへ行き、その度にもっと多くの「光」を見た。やがて、ある時、いっぱいに

満ち溢れる光の中に立った。そして、深くひと息吸いこむと—手脚に力を入れ、勢いよく飛び出していっ

た。

  夢中で飛ぶように走り、きれいな両脇腹が傷つき裂けても気にしなかった。すべてのものを見たり、

匂いを嗅いでみたり、触ったりしてみた。甘い水かもしれないと思い、有害な水がたまったところに口を

つけようと足を止めることもあった。 空腹でも食べ物はなく、それどころか、自分で食べるものを探し、

そのために、たびたび闘わなければならなかった。喉が乾いて水場にたどり着く前に、脚は疲れて重く

なっている。 

　探し求め、発見し、喜び、苦しみ、そうやって、その動物は生きている。偶然にあいたドアはまだ開

いているが、檻は永遠に空のままなのだ！

翻訳　青柳美佑、淺沼かおり、安達麻結、大屋里奈、加藤優花、栢下真帆、河村温子、黒木咲良、

　　　佐々本直美、田中有美
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A Life Fable . 

 

There was once an animal born into this world, and opening his eyes upon Life, he saw above and 

about him confining walls, and before him were bars of iron through which came air and light from 

without; this animal was born in a cage.

Here he grew, and throve in strength and beauty under care of an invisible protecting hand. 

Hungering, food was ever at hand. When he thirsted water was brought, and when he felt the need 

of rest, there was provided a bed of straw upon which to lie: and here he found it good, licking his 

handsome flanks, to bask in the sun beam that he thought existed but to lighten his home. 

Awaking one day from his slothful rest, lo! the door of his cage stood open: accident had opened 

it. In the corner he crouched, wondering and fearingly. Then slowly did he approach the door, 

dreading the unaccustomed, and would have closed it, but for such a task his limbs were 

purposeless. So out the opening he thrust his head, to see the canopy of the sky grow broader, and 

the world waxing wider.

Back to his corner but not to rest, for the spell of the Unknown was over him, and again and 

again he goes to the open door, seeing each time more Light. Then one time standing in the flood of 

it; a deep in-drawn breath—a bracing of strong limbs, and with a bound he was gone.

On he rushes, in his mad flight, heedless that he is wounding and tearing his sleek sides—seeing, 

smelling, touching of all things; even stopping to put his lips to the noxious pool, thinking it may be 

sweet. Hungering there is no food but such as he must seek and ofttimes fight for; and his limbs are 

weighted before he reaches the water that is good to his thirsting throat. 

So does he live, seeking, finding, joying and suffering. The door which accident had opened is 

open still, but the cage remains forever empty!
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