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『グリム童話集』より「死神の名づけ親」（KHM44）を読む 

―初版と完全版を比較して物語のメッセージを探る― 

 

16K002 秋山 祐衣 

はじめに 

前期に受講した「死生学」のテキスト、アルフォンス・デーケン著『新版 死とどう向き

合うか』（NHK 出版、2015 年）第 11 章「芸術の中の死」において、グリム童話「死神の

名づけ親」が紹介されているのを目にし、童話における「死」の描かれ方に、私は強い関

心を持った。 

そこで、このレポートでは、「死神の名づけ親」の初版と第 7 版（完全版）1)を比較し、

様々なモチーフにも焦点を当てながら、物語のもつメッセージ性を考察する。 

そのために、物語成立の背景を踏まえたのち、物語の展開に即して、まず「13 人目の子

ども」の意味と名づけ親について、次に名づけ親からの贈り物について、第三に医者となっ

た主人公の名づけ親（死神）に対する裏切りについて、最後に死神を裏切った医者の最期

と物語のメッセージについて、順を追って考察する。 

1．物語成立の背景 

「死神の名づけ親」は、1811 年 10 月 20 日、カッセルでマリー・エリーザベト・ヴィ

ルトから採話されたものであり、初版はその翌年に出版された 2)。物語の原形は、ペスト

が猛威を振るった中世の時代、「死の舞踏」が好んで描かれた時代に成立したと考えられて

いる 3)。 

また、食糧難による飢餓や貧困が当時の民衆にとって切迫した日常の問題であったこと

も、この物語の背景の一つである。 

2．物語の考察 

(1) 13人目の子どもと名づけ親 

a．13 という数、名づけ親の重要性 

ヨーロッパにおいて「13」は不吉な数とされている。これは、ローマの占いにおいて 13

が「死、破壊、不幸」の象徴とされていることや、キリストが十字架にかかって死んだ日
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初 版：神様（不平等） → 死神（平等） 

第７版：神様（不平等） → 悪魔（不道徳） → 死神（平等） 

とされる「13 日の金曜日」という迷信が由来であると考えられる 4)。そうした数字の意味

合いからして、この男の子の運命が、いくばくか悲劇的であることが暗に示されていると

いえるだろう。 

また、名づけ親については、民間信仰において、名づけ親と洗礼を受ける子どもとの間

に秘儀に満ちた「精神感応的」な関係があると信じられており 5)、名づけ親のもつ資質が

名づけ子に継承されることを期待したということから、男が大きな困窮の中で助け手とし

ての名づけ親を第一に求めたことも理解できる。 

b．名づけ親との出会いの場所：「森」と「広い通り」 

困り果てた男が向かったのは外であるが、その行き先に初版と第 7 版で相違がある。初

版では、「森へ行った」とされている。「森」がメルヒェンにおいて、秘儀や隠された意味

に充ちた場所を示していることは他の物語においても明らかである 6)が、ここでの森は、

この先どうして良いか分からないという男の憂鬱な気持ちと何が起こるか分からない不可

解さも象徴されているだろう。一方、第 7 版では、森ではなく、「広い通りに出ていって、

最初に出会った人に名づけ親を頼む」7)と変更されている。社会に対して閉鎖的な森と比

べて、「広い通り」は開かれた空間であり、男が現実逃避せずに、名づけ親という希望を必

死に求める心情を間接的に伝えるものとして設定されたのだろう。 

c．名づけ親の候補者たち 

名づけ親候補が初版と第 7 版では以下のように異なっている。（ ）内は男が申し出を

断った理由である。 

 

 

最初に出会った神様を断った理由は、「金持ちには富を与え、貧乏人にはひもじい思いを

させるから」8)という不平等な扱いを男が感じていたからであった。前述したように、こ

の物語が語られた中世当時は、食糧不足による飢えと貧しさが切実な問題であったし、封

建領主や貴族、聖職者たちの搾取と抑圧などによる強い反感があったことが背景にある。

なお、第 7 版で、神を正当化する本文 9)が付与された背景には、1815 年のウィーン会議で

キリスト教的な「正義、愛、平和」に基づいた国際秩序を作り出すために神聖同盟が結ば

れたことにより、公定教義の線に沿った修正をせざるを得なかったことが関係していると

思われる 10)。 

第 2 版以降、悪魔が中間に付け加えられていることは興味深い。悪魔は、金銭や快楽と
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いった現世利益を授ける神的な仮面をかぶりつつも、その本質は人を悪に導いて破滅に至

らせようとする死に近いものである。神様的・死神的な側面を併せ持つ悪魔を中間におく

ことで、神様から離れる人間は悪魔に捉えられて死（神）に至るという 13 人目の子ども

の生の展開を間接的に伝えていると見ることもできるだろう。 

最終的に、男は死神に出会い、名づけ親を頼む。死神は、初版で「その子を医者にして

やろう」11)と告げるが、第 7 版では「おまえの子どもを金持ちにもしようし、有名な人に

もしてやろう。わしを友だちにするものは、だれでも成功まちがいなしだよ」12)と具体的

な職業には触れていないものの、意味深長な言葉を発しており、その後の展開を予知させ

るが、死神が明るく描かれていることは、この物語を読む上で重要である。 

d．洗礼式がもつ意味 

男は死神に出会い、すべての相違を超えて差別なしに死を与える平等性をもっている死

神に名づけ親を頼み、洗礼式に出席してもらう。キリスト教の社会において洗礼式は、子

どもが教会や大人の世界と関わりを持ち、親の懐から次第に離れ、学校に通い成長してゆ

くことの始まりである 13)。その洗礼式を死神の立会いのもとで行ったことは意味深い。す

なわち、それは男の子が「死」の世界へ一歩踏み入れたことに他ならず、人は誰でも死ぬ

という普遍的な象徴でもあるからだ。 

(2) 名づけ親からの贈り物 

 男の子が大きくなってから、死神は再び現れ、彼を森へ連れ出す。初版では、開口一番

「おまえは医者になるんだ」という死神の宣言で始まり、「死神が病人の頭の方に立ってい

れば、この瓶の臭いを嗅がせて、中身を足に塗ってやれば治る。でも死神が病人の足の方

にいたらその病人は死ぬ」14)と、男の子に生死判定の基準と謎の瓶を授ける。第 7 版でも

同じ内容が書かれているが、病人に「瓶を嗅がせる」ではなく「薬草を飲ませる」と変更

されている。 

また、死神が、顔側すなわち頭の方にいれば助かるというのは、古くから頭部が治癒力

と災厄を防ぐ力が宿ると信じられてきた 15)からだろうし、初版で「瓶の中身を足に塗れば

治る」というのは、人間が直立の姿勢をとるときに足はその支えであるから魂の力のシン

ボルとして「足に塗れば治る」とした 16)のであろう。 

死神は「死」だけを与える存在としてイメージしがちだが、ここでは「生」をも見極め、

治る見込みがある場合は薬草で助け、死神ならぬ、生神的な側面があることは興味深い。 

その一方で、「薬草」を死神の心に背いて用いてはいけないとも忠告する。死神の言うと

おりに用いれば人を病から救い、悪用すれば主人公自身の生命が脅かされるという、「薬草」

は魔法薬でありながら、「生命の両刃の剣」なのである。 
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(3) 医者となった主人公の死神に対する裏切り 

 森の場面で、男の子が死神に対して何を話したか一切記されていないが、彼は死神から

の贈り物を確かに受け取って用いたことは、「世界で一番有名な医者になった」という記述

から読み取れる。彼は名誉も地位も経済力も秀でた存在になるが、2 度死神を裏切ること

で、その栄誉から転落してゆく。 

最初の裏切りは、医者が王を治療することである。患者が王であるからこそ、その生死

は一国の運命を大きく左右するものであったことは想像に難くない。医者もまた、その運

命に関わる大きな責任を感じていたはずである。しかしながら、その王のもとへ行って見

ると、死神は足元に立っていた。なんとか救おうと、医者は死神の裏切りを考える。医者

は「名づけ親と名づけ子」という間柄の人情を頼りに実行したのだが、死神に逆らうこと

は本質的には自然の摂理に逆らうことであることを医者は解っていなかった。 

そして、2 度目の裏切りは、王の治癒後、まもなくして、今度は王の一人娘であるお姫

さまが重病になり、彼女を助けることである。王は姫を治してくれる人に対して報酬を提

示する。初版では「結婚」であり、第 7 版では「結婚と王の地位を後継」と変更されてい

る。この時もまた、王の病気を治した（と人々から思われている）医者が診ることになる

が、死神はお姫さまの足元にいたのである。 

しかし、医者は、お姫さまの美貌とその婿になれる幸福に魅了されてしまい、その場で

死神がジェスチャーを交えて脅すものの、お構いなしにお姫さまの向きを変えて治してし

まう。これは、愛は死（神）を超えることを意味していると同時に、医者の命のタイムリ

ミットに終止符が打たれる決定打でもあり、感動的でありながら人間の儚い生命線を色濃

く描いているシーンと捉えることができる。一方、地位や女性を手に入れても死は容赦な

く訪れる事実を伝えている場面でもある。 

(4) 医者の最期 火－人間の命の象徴 

 2 回裏切られた死神は、男を地下の洞穴に連れて行く。メルヒェンの深層心理学的解釈

では、地下深い洞穴は人間の魂の深層の領域をあらわす象徴でもある 17)。そこには、人間

の命を表す無数の火が並んでいる。精神分析学的な「火」の位置づけを考えてみると、火

は人間の内的かつ普遍的な超生命とされ、特にローソクの火の性質は、燃焼に伴って徐々

に垂直に下方へと短くなってゆく運命にあることで、理想を目指して天へと上昇しようと

努力しながらも、最終的には寿命が尽きて死んでゆく人生の象徴とされる 18)。 

 初版では、「そしてこのろうそく、もうあとほんのすこし燃えて、じきに消えようとして

いるこの火が、おまえの命だ。気をつけな！」19)という死神の台詞で物語が閉じられる。

それは「死を忘れるな（メメント・モリ）」というメッセージに他ならない。 
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一方、第 7 版には、地下において死神と医者の対話が追加されており、自分の残りの命

の火の小ささを死神に見せつけられた医者は「あたらしい火をつけてください」20)と哀願

するも、「あたらしいものがもえだすためには、どれかべつの火がひとつ、きえなきゃなら

んのだ」21)と死神は述べ、裏切られた仕返しとして男の命を奪って、物語が終わる。「気を

つけな！」という言葉はないものの、物語の中で死神はその警告を発し続ける存在として

描かれている。むしろ、第 7 版の結末は、死が生の敵対者であるのみでなく、同時に新し

い生命の余地を作りだすものであり、「死して成れ」という古くからの諺が、このメルヒェ

ンの死の意義づけであり、物語のメッセージとして受け取れるだろう 22)。 

おわりに 

「死神の名づけ親」において「死神」は、自然の摂理と同時に人間の限界の表現でもあっ

た。死神が医者に渡したような、生を繋ぎとめる「薬草」は、現代の多様な薬品開発や高

度な手術、移植技術などに置き換えることも出来るだろう。この物語に則していえば、人

間は絶えず、病者を死神の足側から頭側へ来るようにもがいてきたのではないか。 

しかし、一時的に生を繋ぎとめても「死そのもの」を免れることは誰にもできない。そ

の真実をこの物語は描いている。単に、医者の自己犠牲的な愛が死を超えるのだというロ

マンチックな話ではないだろう。むしろ、「死神の名づけ親」は、自然の摂理を認めて受け

入れきれずに足掻いて自ら死に落ちゆく人間の悲しみそのものがテーマであり、誰もが死(神)

の手の中で生きている存在に過ぎないことを知らせるメッセージではないだろうか。 
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