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ヨハンナ・シュピーリの初期作品集『人生から』 

Aus dem Leben に見られる病気と 

キリスト教信仰の関連性について 

 

16K002 秋山 祐衣 

はじめに 

『アルプスの少女ハイジ』1)（以下、『ハイジ』と記す）は、世界的に有名な児童文学作

品の一つであるが、その印象は 1974 年に高畑勲を中心に制作されたアニメ「アルプスの

少女ハイジ」（以下、アニメと記す）の放映によって決定づけられた 2)といっても過言では

ない。 

しかしながら、原作の『ハイジ』は、キリスト教の信仰とモチーフ―端的にいえば「ル

カによる福音書」15 章 11-32 節の「放蕩息子の譬え」に見られる神への立ち返り（悔い改

め）3)―が中心主題として扱われていることを知る人は多くないだろう。なぜなら、アニ

メでは、キリスト教的な信仰やメッセージは日本人に馴染みがないという理由で、キリス

ト教の色彩が大幅に脱色されているからである 4)。そのアニメの印象しかなかった筆者は、

大学 2 年の秋頃に原作を読んだとき、この作品が聖書的で奥深い物語であることに驚きと

感動を隠せなかった。神、人間の罪、悔い改め、祈り、赦し、救い、愛、聖書において重

要なこれらのすべての命題が物語に取り入れられ見事に描き出されていたからである。 

この壮大で深遠な物語を書いた人物は、スイス人の児童文学作家ヨハンナ・シュピーリ

Johanna Spyri である。彼女は 1827 年にスイスの片田舎ヒルツェル（Hirzel）で生まれ

育ち、結婚と出産を経た 44 歳から執筆活動をはじめ、作家として 48 の作品を残し、1901

年に 74 歳で亡くなっている。現在では、児童文学作家として認知されているシュピーリ

であるが、彼女の作家としてのスタートが児童文学ではなかったことはあまり知られてい

ない。 

今日のキリスト教会において福音派といわれる敬虔主義のプロテスタントであったシュ

ピーリは、40 歳代に入ってから、知り合いの牧師に文才と教養を見出され、教会新聞向け

の短編小説の執筆を依頼されて渋々応じた。これが彼女の作家人生の始まりであった。そ

の処女作は 1871 年に出版された『フローニの墓の一葉』Ein Blatt auf Vronys Grab であ

る。この作品が教会内において、あまりにも好評であったため、シュピーリは引き続き作
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品を執筆し、翌年 1872 年には『ふるさとで、そして異郷で』Daheim und in der Fremde

と『マリー』Marie を、1873 年には『彼らの一人をも忘れず』Ihrer Keines vergessen そ

して『幼いころから』Aus früheren Tagen を立て続けに出版する。処女作を含めたこれら

5 つの物語はすべて大人向けに書かれたものであり児童向けではなかったのである。 

1873 年には『迷って、そして見出されて』Verirrt und Gefunden というタイトルで、

上記 5 つの物語が初期作品集としてまとめられて出版される。日本では 2016 年に、この

初期作品集が翻訳されている 5)。どの物語も不幸で悲しい過去を持つ人物や悲惨な状態が

多く描かれていることが共通しており、およそ『ハイジ』の作者が書いたとは思えないよ

うな悲壮感漂う物語が多いことに驚く。しかしながら、初期作品集に収録されている全て

の物語において、病気とそれを負う人が必ず登場することと、病者がキリスト教信仰に導

かれること、この 2 点は共通している。つまり、病気と信仰は常に隣り合わせであり、欠

かせない関連性を帯びているのである。それは一体何故なのだろうか。 

たとえば、代表作『ハイジ』においても、学校教育を受けるためにアルプスから大都市

フランクフルトへ行ったハイジがホームシックによる大きなストレスで夢遊病を発病する。

しかしながら、彼女はフランクフルトで出会った友人クララの祖母からキリスト教の神の

話を聞いたり、祈ることを教えられて信仰心が芽生え、アルプスへ帰郷した後も、その信

仰心が原動力となって彼女は心身共に回復してゆく。さらに、ハイジの信仰心は彼女を取

り囲む心身に課題を抱えた人たち―ハイジのおじいさんや友人であるペーターの祖母、ク

ララ、長年クララを診ている医者―にも広がり、彼らもまた治癒してゆく。このように、

『ハイジ』においても、病気とキリスト教信仰は確かに描かれているのである。 

執筆活動開始の時期から顕著なこの関連性が、シュピーリにとって、どのような意味を

もったのか、興味を惹かれる。さらに、初期作品集そのものも、現在の日本国内外におけ

るシュピーリ研究の分野で具体的に扱われたことはない。そこで筆者は、『ハイジ』の影で

注目されてこなかった初期作品集を取り上げ、各物語における登場人物の病気とキリスト

教信仰の関連性について明らかにしようと思う。初期作品集にみられる両者の密接な関係

が代表作『ハイジ』にもつながっていることを考えれば、作者シュピーリの創作姿勢を明

らかにする鍵となるだろう。その際、従来のシュピーリの先行研究において手薄であった、

各物語において引用あるいはモチーフとされている聖書の箇所と物語のメッセージの意味

づけについても探ってみたい。シュピーリの物語の本質は聖書理解抜きに語ることはでき

ないからである。 

そして、この初期作品集のタイトルを、晩年のシュピーリが自ら希望して、『人生から』

Aus dem Leben と変更したことにも着目したい。その点で、初期作品集の物語やエピソー

ドは、シュピーリ自身の人生経験に基づくものであり、若き日の追憶を伝える自伝的物語
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として本人が認めたと理解していいだろう。つまり、初期作品集の中に彼女の人物史的要

素も多分に含まれているとするならば、各物語の分析によって、シュピーリ自身が抱いて

いた病気とキリスト教信仰の関連性のリアリティーに触れることも可能なはずである。こ

の点も検証してみたい。 

したがって、本稿では、第 1 章でシュピーリの人生を概観したのち、第 2 章ではシュピー

リに関する先行研究と本稿の問題提起について具体的に触れ、第 3 章ではシュピーリ自身

の人生と照らし合わせながら初期作品集における各物語の病者と回心の過程を分析し、第

4 章ではシュピーリが病気とキリスト教信仰の関連性をどのように捉えていたかを考察す

る。 

第１章 ヨハンナ・シュピーリの生涯 

 ヨハンナ・シュピーリは一体どのような人物であったのだろうか。ここでは特に初期作

品集が書かれるまでの人生経験や出来事を重点的に見ながら概観する 6)。 

１．幼少期―家庭環境とスイスの時代背景― 

(1) 医師の父と宗教詩人の母のもとに生まれて 

 ヨハンナ・シュピーリは 1827 年 6 月 12 日に 6 人兄弟の 4 番目としてスイスのヒルツェ

ルに誕生した。父親のヨハン・ヤーコプ・ホイサー（Johann Jakob Heusser 1783-1859

年）は自然療法医の父をもち、医学研究院で外科学を修めて医師の資格を取得後、無医村

のヒルツェルへ移住した医師である。ありきたりの総合診療医ではなく、外科と精神科を

専門とし、遠方まで往診へ出かけて、貧しい人からは報酬を貰わずに患者を診療するなど、

地域医療に尽力した。ヨハンナは往診に同行することが大好きな少女であり、自宅兼診療

所の「ドクトルハウス」には父が診ている精神疾患をもった患者らが入院していたため、

彼らと共に日常生活を営んで、本の朗読や自然の中を一緒に散策するなど、広い意味での

医療活動に関わっていた。こうした人間の心身の病を見つめて癒やす父親の医学的アプロー

チや往診への同行、「ドクトルハウス」での生活を通じて病人や怪我人の痛みや苦しみ、狂

気、鬱などに接した体験などが、精神を病む者たちを作品で多く描く背景であり、ハイジ

の夢遊病に見受けられるようなリアルな描写に繋がっている。 

母親のマルガレータ（通称メタ）・シュヴァイツァー（Margaretha Schweizer 1797-1876

年）は、敬虔主義 7)の神学に立つ牧師の娘としてヒルツェルで生まれ育ち、生涯、敬虔主

義への回帰運動に帰依したプロテスタントの宗教詩人である。彼女の詩作「隠れた女の歌」

は西南ドイツの宗教詩人に見出され、『キリスト教の読者のためのポケット本』に収められ
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て英訳がなされたし、作詞した賛美歌「おおイエス・キリスト、わがいのちよ、苦難の中

の慰めよ」は、現在もスイス各地の教会において歌われない日はないと言われるほど有名

である。ホイサーとの結婚後は、診療所の看護師的な役割を担って患者たちの精神や魂を

優しく労う傍ら、詩作活動も続け、妹の力を大いに借りながら 6 人の子供を育て上げた。

ヨハンナは文学的な感受性や才能を母から受け継ぎ、入院患者らに対する母の献身的な看

護や祈りの姿勢はキリスト教信仰の隣人愛と敬虔主義的な実践としてヨハンナの宗教心に

影響を与えている。ヨハンナは体を治す父と魂をケアする母のもとに生まれ、医学、病気

（病者）、敬虔主義的なキリスト教風土が融合した敬虔なプロテスタントの家庭で育ったの

である。 

(2) ヨハンナの思春期と当時のスイス社会史 

ヨハンナがどのような思春期を過ごしていたのかは、当時の記憶を描いた初期作品集の

物語に多く書かれているが、若かりし頃の彼女は、両親の敬虔さが自身の求める自由の枷

になるような感覚をもち、キリスト教信仰そのものに対しても葛藤や懐疑的な思いを抱い

て「真のキリスト教信仰心」を求め続けている様子がうかがえる。その心情の背景には一

体何があったのだろうか。廣瀬ゆう子によれば、そこには当時のスイス社会史―特に「9

月革命」と「分離同盟戦争」の二つの出来事―が関係していると推測されている 8)。それ

らの出来事を概観しつつヨハンナの思春期の生活にも触れてみよう。 

まず、1839 年に起きた「9 月革命」とは、チューリヒの自由主義政権の在り方に対して

保守派層が大規模な反対運動を起こして政権が打倒された出来事のことである。民衆の怒

りが爆発した理由の一つとして、1833 年にチューリヒ政府が「迷信や神秘主義にとらわれ

たキリスト教」の見直しを図り、チューリヒ大学の神学部にダーフィト・F・シュトラウ

ス（David Friedrich Strauss 1807-1874 年）を招聘したことが挙げられる。この人物は、

ドイツの自由思想家で、新約聖書の奇跡譚を単なる神話とみなし、イエスが受肉した神の

子とするのは非論理的であると主張していたため、保守派には悪魔のように嫌われていた。

政府は大多数の保守派層からの反対を受けて、シュトラウスの招聘を断念したが、この出

来事は 1840 年の当時 12 歳であったヨハンナにも影響を及ぼした。 

まず、シュトラウスの招聘が決定した 1833 年は彼女がヒルツェルの小学校に入学した

年であり、当時の政権下において制定された自由主義思想―人民主権や権力の分立、信教

の自由、学校教育の整備など―を中枢にした新憲法による義務教育制度が急速に整備され

始めていた時期でもあったが、地方の教育環境の整備は急進的な変化に追いつかず、ヨハ

ンナは充分に学習できなかった。それを補填したのは、亡き祖父の後任としてヒルツェル

に赴任した牧師のザロモン・トーブラー（Salomon Tobler 1794-1878 年）である。彼はホ
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イサー家の子供たちの教育も引き受けたため、ヨハンナはドイツ文学・歴史・算数・地理・

図画などの授業を受けることが出来たし、牧師館にある文学作品を自由に読むことも許さ

れていた。これによりヨハンナは教養と読書体験を深めることが出来たのである。しかし

ながら、このトーブラー牧師は、シュトラウスを支持するリベラル派であることを隠さな

かったため、1840 年に住民にボイコットされて牧師を解任させられる。すなわち、「9 月

革命」の余波によって、ヨハンナは恩師が追放される事実と同時に、トーブラーと両親の

あいだに確執が生まれるという二重の悲劇を経験したのである。 

この追放劇の翌年、1841 年の秋には、父がいなくなっても独り立ちできるようにという

母メタの考えによって、ヨハンナはチューリヒへ赴き、親戚の家に下宿しながらフランス

語とピアノの個人レッスンを受け、16歳になった1843年にチューリヒのノイミュンスター

教会で堅信礼を受ける。1844～45 年はフランス語圏の町イヴェルドン・レ・バンへ行き、

名門市民ドゥヴレー家に住みながら、フランス語とフランス的な市民生活を体験する。こ

の 10 歳代の頃の思い出は初期作品集のいくつかの物語で詳しく書かれている。 

1845 年に 18 歳となったヨハンナは、故郷に戻り、実家で二人の妹の教育に取り組む傍

ら、読書体験を通じて文学の素養を身につけつつ、詩作も開始する。一方、同年のスイス

の国内情勢は、関税障壁が都市の産業革命の進展を阻んでおり、統一国家を目指すにあたっ

ての経済政策をめぐって、カトリック派・保守派のカントン（州）が、プロテスタント派・

自由主義急進派のカントンと対立していた。その際に保守派の 7 カントンが保護同盟を結

んだことに対して、プロテスタントの多数派カントンが、それをスイス盟約者団 9)におけ

る同盟規約違反の分離同盟とみなして武装解除させようとした結果、1847 年 10 月に分離

同盟戦争が勃発する。母メタの日記『備忘録』には、ヨハンナの兄で医学部へ進学したテ

オドールが外科医として戦争に駆り出されたことやヒルツェルにも戦闘が近づいていたこ

と、ヒルツェル付近にある木橋が同盟軍によって炎上させられたなどが書かれている。 

この戦争についてヨハンナが直接言及しているものは現存していないが、「真のキリスト

教信仰心とは何か」という彼女の信仰に対する本質的な疑問や葛藤の背景には、宗派内で

の争いとなった「9 月革命」の余波による恩師追放の出来事、宗派同士の争いであった「分

離同盟戦争」の経験があるのではないかと考えられている。 

２．壮年期―信仰心の危機と作家としての活動開始―  

(1) 1850～60年代のヨハンナの信仰心の危機 

 1852 年に、25 歳のヨハンナは兄テオドールの友人であり昔なじみのヨハン・ベルンハ

ルト・シュピーリ（Johann Bernhard Spyri 1821-1884 年）と結婚する。シュピーリはヨ
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ハンナより 6 歳上の弁護士であり、『スイス盟約者団新聞』の編集長も務め、報道記事や

論説を執筆する保守派のジャーナリストでもあった。 

結婚後の二人はチューリヒ市内に居を構えるが、夫は仕事に忙殺されて家庭を顧みるこ

とがほとんどなく、ヨハンナは家事が苦手なうえ、都会の雰囲気にも馴染めず、結婚生活

の不満は次第に深刻な鬱状態へ変質してゆく。彼女の唯一の慰めは、友人でありスイスを

代表する作家 C・F・マイヤーの母親ベツィ・マイヤー（Betsy Meyer-Ulrich 1802-1856

年。以下、マイヤー夫人と記す）の存在と、彼女の家で開催されていた「月曜会」という

詩の交換や朗読を行う小規模の文学・美術サロンであった。なお、ヨハンナにとってのマ

イヤー夫人は、単なる慰め人ではなく、敬虔主義の信仰を教えてくれる信仰心の導き手で

もあり、この夫人の存在は、『ハイジ』において、都会のフランクフルトで孤独な生活を送

るハイジに神の存在や祈ることを教えたクララの祖母に投影されている。 

ヨハンナは結婚 3 年目の 1855 年に第一子を授かり、8 月に息子ベルンハルト・ディー

トヘルム（Bernhard Diethelm Spyri 1855-1884 年）を出産するが、鬱は深まり続け、家

事と子育てにも楽しさを見出せず、「天も地も、すべてが灰色」10)に見えるような日々を送っ

ている。この鬱状態に追い打ちをかける出来事が翌年の 9 月 27 日に起きる。それはマイ

ヤー夫人の自殺である。夫人は、両親が養子として迎え兄妹同然に暮らしていたアントニ

ン・マレが 1856年 7月に病死したことを受けて自責の念にかられて激しい鬱状態に陥り、

精神病院に入院するが、見舞いに来た娘を出迎えるために赴いた船着き場で湖に身を投じ

たのである。この一報を聞いたヨハンナはどん底に突き落とされる。その後の彼女は、必

死に祈ろうとするがキリストの慰めを見出せず、信仰心そのものを失くしたような罪悪感

に駆られ、信仰心の崩壊という危機的な状況を体験する。そのことは、友人に宛てた 1850

～60 年代の彼女の手紙から窺い知れるのである。 

この 20 歳代後半から 30 歳代にかけてのヨハンナの心の内は、神を求めて祈りをささげ

ようと努める信仰のベクトルと、現実的には真の信仰心には達しえないという懐疑的・否

定的な感情のベクトルが常にせめぎ合っていた。この葛藤は初期作品集の物語においても

登場人物の言葉や考え方に鮮明に描かれており、その具体的な内容は第 3 章の作品考察に

おいて触れる。 

(2) 作家として活動を開始する 1870年代 

ヨハンナに作家デビューの道が開けるのは 1870 年のことである。母メタが築いていた

保守系知識人のネットワークの一員である牧師コルネリウス・ルドルフ・フィエトル

（Cornelius Rudolph Vietor 1814-1897年）に執筆を依頼されたことがきっかけであった。

フィエトルは、1854 年にブレーメンの聖母教会の牧師に就任後、民衆教育のために教会新
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聞を発行したり、社会奉仕活動を行う女性たちの組織化を進めるなど教区活動に熱心な人

物であり、大のスイスびいきで太い人脈を持っていた。 

1866 年に彼の娘たちがチューリヒへ順々に留学した際に、彼女たちとヨハンナの間に友

情が生まれ、フィエトルも度々チューリヒを訪れてヨハンナと対面している。彼女の鋭い

知性とユーモアに感銘を受けたフィエトルは、夫の新聞に詩を寄稿していたヨハンナに教

会新聞にも読み物を投稿するよう依頼したのである。ヨハンナは一度は断るが、その売り

上げを当時終結直後であった普仏戦争の傷病兵の看護にあたる女性たちの支援基金に寄付

するという条件つきで『フローニの墓の一葉』を執筆する。これをフィエトルがブレーメ

ンのボランティア団体の女性たちの前で朗読すると非常に受けが良かったため、書籍化が

決まり、すぐに増刷が決定して次々と版を重ねる。 

こうしてヨハンナは 44 歳で作家デビューを果たしたのである。その後もフィエルトの

仲介でブレーメンの別の出版社から短編集を刊行し、1878 年には「J・S」の短編集『故

郷を失って』が、「子どもと、子どもを愛する人のための物語」と銘打ってペルテス社（保

守系出版社）から出たことにより、児童文学作家としての歩みを進める。1879 年のクリス

マス・シーズンには新作長編『ハイジの修業時代と遍歴時代』が店頭に並んで爆発的にヒッ

トし、国際的なベストセラーとなる。この成功を機にヨハンナは匿名をやめて実名での作

家活動を開始するのである。 

３．老年期―夫と息子に先立たれた晩年― 

1870年代のヨハンナは作家活動だけでなく教育活動にも力を入れ始める。1875年にチュー

リヒ市に設立された高等女学校の理事会にヨハンナは名を連ね、1892 年まで理事を務めて

いる。当時は専門教育を女性が行うことに反対が多かったが、ヨハンナは優秀な女性教師

の採用に尽力し、女学生の勉学とその環境を整えるための手助けもした。彼女の作品には

学校と教育をテーマにしたものが多くあり、教育そのものへの関心は生涯にわたって非常

に高かったといえる。1884 年になると 5 月に息子が 29 歳で病死し、12 月には夫が 63 歳

で病死する。深い悲しみに襲われるが、57 歳にして独身に戻ったヨハンナは、市庁舎の取

り壊しにより、夫がチューリヒ市書記官に就任した 1868 年頃から一家で居住していた市

庁舎内の住居を出て、学友のもとに身を寄せたのち、1886 年には山の手のツェルト街にあ

る集合住宅に移る。その後は作品の執筆に専念し、ひと段落つくと、古くからの知人らが

住むヨーロッパ各地に一人で旅行する生活を送った。1890 年代の半ば以降は高齢のために

創作ペースは落ちたが、死の年まで筆を握り続けた。晩年は癌に侵され、病気が軽くない

ことを感じたヨハンナは、死の前年である 1900 年に手元にあった原稿、日記、手紙類を

全て自身の手で焼却している。スイス人初の女性医師となったマリー・ハイム（Marie 
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Heim-Vögtlin 1845-1961 年）による治療と看取りを受けながら、ヨハンナは 1901 年 7 月

7 日の日曜日に 74 歳で生涯を閉じた。 

第 2 章 シュピーリの先行研究と本論の問題提起 

 ここでは、日本国内外におけるヨハンナ・シュピーリとその作品に関する先行研究につ

いて概観し、本論で取り上げる研究視点を改めて述べたい。 

１ 日本国内外におけるシュピーリの先行研究について 

(1) 海外における先行研究の状況について 11) 

ヨハンナ・シュピーリとその作品についての研究が本格的に始められたのは 1960 年代

末からであり、シュピーリの没後 100 周年にあたる 2001 年を挟んだ時期には量・質とも

に充実した論文や文献が量産された。 

まず、1960 年代末は『ハイジ』における過度な宗教的教訓主義や「都会―田舎」という

単純な二項対立図式への批判、劇中の自然賛美は現実逃避であるといった否定的な議論が

なされる。1970 年代後半からはシュピーリと C・F・マイヤーの往復書簡集（1977 年）

や母メタの手記『家族年代史』（1980 年）などの貴重な一次資料が出版され、1980 年代末

から 1990 年代にかけては、60 年代のイデオロギー批判的な観点を意識しつつも教育論や

ジェンダー論を加えた『ハイジ』研究が多くなされる。その具体的な内容としては、『ハイ

ジ』のうちに 19 世紀の市民階級の女性の地位と解放問題を見出そうとする試みや、シュ

ピーリの作品にはハッピーエンドとしての結婚のモチーフが周到に回避されていること、

成人女性がしばしば否定的に描かれていること、物語の多くに母が存在しないことと男性

の登場人物に女性的・母性的な機能が付与されていることの関連性に着目した研究などで

ある。 

1997 年になるとシュピーリの人物像に迫る新しい伝記が 2 冊刊行されるほか、没後 100

周年の 2001 年には、論集『ハイジ像、その立身出世』12)が出版され、同年 7 月にはチュー

リヒで「ヨハンナ・シュピーリ、人と作品」と題した講演も行われて、その内容が 2004

年に『ヨハンナ・シュピーリ―人と作品を読み解く』13)として出版される。これらの論文

集では、シュピーリと作品の体系的な研究と各国における『ハイジ』の受容史と観光産業

への影響や、19 世紀という「市民の世紀」に着目してシュピーリ作品に多く描かれる孤児

の存在を論じるもの、チューリヒの自由政権下を生きる保守的な家族としてのシュピーリ

の政治的な立場や言動をめぐる考察、作品内の家族像とシュピーリ自身の家族関係を比較

する研究など、歴史的・政治的・家族史的な視点の作家研究がなされている。 
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そして、2000 年代になると文学と社会における女性という視点のジェンダー論が急成長

する。たとえば、女性と大学教育のテーマを扱った長編小説『ジーナ』Gina（1884 年）

では、医学を志すジーナが最終的に夢を諦めて結婚するという保守的な教育観を漂わす結

末でありながら、テクストを精読すると単なる保守性に集約しきれないシュピーリの複雑

な教育観があることを論じる研究や、19 世紀の女性の地位に「医学」の視点を加えてシュ

ピーリ作品における心身の病気のモチーフを考察するもの、女性が虚弱に描かれる背景を

文化的・社会史的に追究したものなどがある。さらに、ジェンダー論と並んで重要な研究

視点の一つに「トポス（場所・場）研究」が加わり、「アルプス」という文学的トポスが担

う意味と機能をめぐる考察が本格的になされてゆくほか、『ハイジ』の受容史や各国で制作

されたアニメや映画の『ハイジ』を原作と比較した際の相違点から文化論を語る現代的な

メディア・アプローチによる比較文化の研究もなされている。 

(2) 日本における先行研究の状況について 

 日本は、世界的な認知度と人気を誇るアニメ「アルプスの少女ハイジ」を生み出しただ

けでなく、シュピーリの全作品のうち約 7 割を翻訳して『スピリ少年少女文学全集』14)を

出版した世界で唯一の国とされているほど、実は『ハイジ』以外のシュピーリ作品に対し

ても関心が高いのである。その日本における最初のシュピーリの伝記は、当時、東京大学

のドイツ語教授だった小池辰雄が 1949 年に雑誌『独立』に 3 号にわたって書いた「アル

プスの文華 スピーリの生涯」15)である。1972 年になるとドイツ文学者である高橋健二に

よる本格的なシュピーリの伝記『シュピーリの人生』16)が出版される。しかし、これらの

文献に歴史的な史料に基づく叙述がほとんど見当たらないことを受けて、2017 年にスイス

の社会史学者である森田安一は『「ハイジ」の生まれた世界 ヨハンナ・シュピーリと近代

スイス』17)を執筆し、歴史的史料に基づいてヨハンナとその祖父母、曾祖母の三世代にわ

たるシュピーリ家の生きた社会背景や幅広い人間関係に触れるという新たなシュピーリ研

究の手法を打ち出した。また、京都大学の川島隆はヨハンナ・シュピーリの研究者として

ドイツ語圏の先行研究や文献の翻訳を積極的に行っている。 

しかし、日本においてシュピーリ研究が学界で本格的に発表されるのは海外と同様に2000

年代以降である。具体的には、『ハイジ』における自然描写から宗教性を探る考察 18)や「放

蕩息子」のモチーフから共同体について読み解く研究 19)、作中で引用される賛美歌におけ

る太陽のモチーフから作品とその宗教性を追究 20)したり、保守的な女性教育観などを扱っ

たもの 21)のほか、『ハイジ』の文学的な位置づけ―教養小説か否か―や作中に見られる社

会問題、宗教観、続編に関する問題、アメリカでのアニメ化と原作を比較したもの 22)など

である。 
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また、1977 年に出版された往復書簡集に見られるシュピーリの宗教性をめぐる考察 23)

や音楽家ワーグナーとシュピーリの交友から 19 世紀スイス史の一断面を述べる研究 24)、

『ハイジ』以外の複数の作品を取り上げてシュピーリの描こうとした世界観（自然描写や

人物像、キリスト教などの特徴）を述べたもの 25)がある。海外の先行研究と比較した場合、

日本では、歴史的・政治的なイデオロギー批判やジェンダー論の視点がほとんどない一方

で、シュピーリ作品の自然描写やキリスト教的要素の分析と考察のほか、作家の宗教性に

関する研究視点が多いといえよう。 

２ 本稿における問題の再提起―先行研究を踏まえて― 

 上記の先行研究を踏まえた上で、改めて本論で取り上げる問題を再提示する。従来の国

内外におけるシュピーリ研究をめぐる主なテクストは『ハイジ』であり、その研究は歴史

や政治を背景としたイデオロギー論やジェンダー論、教育観、キリスト教の宗教性、トポ

ス論、病気やアルプスをめぐるモチーフ論などを中心になされてきた。 

しかしながら、それらはどれも児童文学作家ないしは児童文学作品としてのシュピーリ

研究であり、大人向けに書かれた作品におけるシュピーリ研究はなされていない。それゆ

え本論で初期作品集をメインテクストとして扱うことは、今まで知られてこなかった児童

文学作家以前のシュピーリとその作品研究に光を当てることができると考える。さらに、

病気と並んで描かれるキリスト教信仰の関連性を同じベクトルで考える視点が先行研究に

は存在しないことから、本論では登場人物の病気がキリスト教信仰への回心に深く関わっ

ていることを踏まえた上で、シュピーリの病気に対する見解を抽出し、それとキリスト教

信仰がどのような関係性にあるかを明らかにする研究視点を新たに築きたい。 

第 3 章 初期作品集『人生から』における作品分析 

この章では、初期作品集の概要を踏まえた上で、各物語に登場する病気を患う登場人物

がどのようなプロセスを経てキリスト教の回心に導かれるのかを考察したい。 

1．初期作品集の概要―出版経緯と初期作品集の元の表題『迷って、そして

見出されて』の意味について― 

シュピーリは北ドイツのブレーメンにある聖母マリア教会の牧師フィエトルから同教会

新聞への寄稿を依頼され処女作『フローニの墓の一葉』を執筆し、その翌年（1872 年）に

は 4 つの作品を書き上げている。そして、1873 年に処女作と 4 作品を合わせた 5 作品が、

初期作品集『迷って、そして見出されて』として出版される。 

この作品集のタイトルは、その表紙に掲げられたモットーによると、旧約聖書「エゼキ
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エル書」34 章にちなんでいるという 26)。ここで少しエゼキエル書について触れたい。同

書は旧約聖書においてイザヤ書、エレミヤ書、哀歌、ダニエル書と並ぶ大預言書の一つで

あり、預言者エゼキエルによって執筆された。当時(紀元前 593 年)は、エルサレムの歴代

王と民が神に反逆し続けてきた結果、神の地を追い出されて異国の地に捕囚されるという

「バビロン捕囚」が行われていた只中であり、エゼキエルも有力者らと共に捕囚された一

人であった 27)。捕囚先で神からの啓示を受けたエゼキエルは、今までのエルサレムを神が

審判して裁くことと、回復させることを預言した。それを明瞭に記しつつ回復の預言に重

点がおかれている箇所が 34 章である。 

特に 11～16 節は羊の群れ(イスラエルの比喩)に必要な牧者が現れることが約束された

預言が記されている 28)。「まことに、神である主はこう言われる。『見よ。わたしは自分で

わたしの羊の群れを捜し求め、これを捜し出す。（…）わたしは失われたものを捜し、追い

やられたものを連れ戻し、傷ついたものを介抱し、病気のものを力づける。肥えたものと

強いものは根絶やしにする。わたしは正しいさばきをもって彼らを養う。（…）』」（11～16

節）これらの箇所は、羊の群れを養う牧者は神自身であることと、その牧者の働きの力点

は、単に羊を養うというよりも、牧者自らが彷徨う羊を尋ねて捜し出し、救って導き出し

て集めたのち、目的地まで携え入れて養うことにある 29)。新約の時代になると、この牧者

として神の子イエス・キリストが地上に遣わされる。特に、「ルカの福音書」15 章には 3

つの譬え話―「見失った羊」30)「無くした銀貨」31)「放蕩息子」32)―においても牧者の性

質と姿がイエスによって語られ、その牧者こそイエスにほかならないことが、「ヨハネの福

音書」10 章 1～18 節で述べられる。 

このように旧約と新約においても、迷い出た羊を見捨てずに捜し続ける神と神に見出さ

れる人間という、この 2 つは聖書の中心的な命題であり、その主題に沿って初期作品集の

各物語が書かれていることから、『迷って、そして見出されて』というタイトルがつけられ

たのであろう。 

なお、序章でも触れたが、この初期作品集は 1900 年に、タイトルだけ『人生から』と

変更されて再出版される。自伝的な要素を漂わせるタイトルであるが、シュピーリは『ハ

イジ』で児童文学作家として大成功を収めたあとも自伝執筆を嫌い、その執筆を依頼する

出版者を迫害者と呼ぶほどであった。その嫌悪感は彼女が晩年に自身の個人的な思索や手

紙類をすべて焼却処分したことからも窺い知れる。しかしながら、作家の人物像を知りた

がる声が依然として高かったことは想像に難くない。もしかすると、そうした声に間接的

に応える形で、晩年の彼女は自身が傾倒した詩人ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe 

1749-1832 年）が青年時代を回顧する自伝『わが生涯より 詩と真実』Aus meinem Leben. 

Dichtung und Wahrheit（1833 年）に倣って改題したのではないかと、初期作品集を翻訳
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した田中紀峰は推測している 33)。 

また、生前のシュピーリは、「読むことを心得ている人にとっては、私の生活と人となり

の歴史は、私の書いたすべてのものに含まれています」34)と書き表している。自伝を書か

ずとも作品が自らを語ることを示唆しているが、ここまで大きなタイトル変更は他に見当

たらず、加えて自伝的要素が色濃いタイトル変更であることは注目に値する。 

すなわち、この初期作品集は、エゼキエル書 34 章に即して「彷徨う羊」として生きて

きた人間が神に見出される物語群として纏められたものであると同時に、それらはシュピー

リの若い頃の人生そのものでもあるという二重の意味を内包した作品集といえよう。 

2．初期作品集の作品考察―病気とキリスト教信仰への回心に着目して― 

 ここでは初期作品集の 5 つの物語の概要とあらすじ、そして病者と回心のプロセスにつ

いて作品ごとに考察する。その上で、第 4 章では、シュピーリにとって病気と回心がどの

ような関係にあり、それぞれどのような意味をもつのか考えたい。 

(1) 『フローニの墓の一葉』（1871 年） 

この作品に出てくる「私」は、「山里の小さな白い教会のそばに建つ古い家に（…）二十

年以上暮らし」35)、学校を卒業後は「美しいヴァトーラントに引っ越し（…）フランス風

の優美さを身に付けようとしたが、せっかちな性格のせいでうまく行かなかった。定めら

れた年限が過ぎると、私は父の家に帰って来た。」36)と語っている。これらはシュピーリの

生い立ちに照らし合わせると、前者は父親の自宅兼診療所の「ドクトルハウス」を指し、

後者は 1844～45 年（17～18 歳）の 2 年間、フランス語圏の町でフランス語のレッスンを

受けて、フランス的な市民生活を体験したのちに帰郷した彼女自身のことであると分かる。

すなわち、作中の語り手である「私」とは、シュピーリであると考えて間違いないだろう。

この作品は、彼女が 10 歳代前半に一緒に過ごした仲良しで同級生のフローニの人生を巡っ

て真の幸福とは何かを問う回想物語である。 

① あらすじ 

 フローニは独特で詩的な感受性と才能の持ち主であり、老父との二人暮らしで家計を支

えるために内職をする苦学生でもある。幸せになることを夢みる彼女は、学校を卒業して

紡績工場で働き始め、19 歳の頃に若い大工と結婚する。しかし、夫はギャンブル好きで、

家庭内暴力を振るう傲慢で粗野な人物であったため、彼女は深く傷つく。学校を卒業して

からフローニとの音信が途絶えていた「私」は、しばらく経ったのち、町の病院でフロー

ニと再会する。彼女は重病に侵されて死期が近く、数日にわたって「私」に今までの軌跡

を話したあとで短い生涯を閉じる。 
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② フローニの病気とキリスト教信仰への回心について 

フローニは入院前にすでに心の病気に罹っていることが窺い知れる記述がある。それは、

彼女が結婚後に夫から受け続けていた暴力的な言動と母親になる自覚がない状態で生まれ

た息子の子育てによる大きなストレスと疲労感に耐えかねて三日間、家出をしたことが回

想されている場面である。 

 

（…）フローニは世の中のすべてから引きこもってしまい（…）絶望的な気分に落

ち込んだ。彼女は一度、谷川に身を投げてすべてを終わらせようと決意したが、彼

女の子供のことを考えて思い留まった。それから彼女はうすぼんやりとした絶望の

中で日々を送った。（…）彼女はどうしようもなくて逃げた。（…）二日二晩どこを

どうたどったかもわからずただもがき苦闘した。 

三日目の晩、彼女は一つの石の上にぐったりと死にそうになって、座っていた。

彼女には、もはや、何かをしようという何の意思もなかった。生きようとか死のう

という望みすらなかった。広い世界に彼女の世話をしようという一人の人間もいな

かった。そして石の上で魂の抜け殻のような心地で座っていた。37) 

 

この記述から、彼女が周囲には相談できる人もなく、引きこもり状態にあることや、強

い自殺願望にさいなまれ、二日二晩どのように逃避したのか不明なほどの思考力と活動意

欲が低下する心身の状態に陥っていることが分かる。これらは鬱病の症状と一致する 38)

ことから、フローニは入院前に心の病気に侵されていたと判断できるのである。そして、

上の記述には続きがあり、そこでは家出の三日目に回心の機会が訪れたことが語られる。 

 

そのとき私たちの村の教会の鐘の音が聞こえて来た。（…）古い記憶が心の中によみ

がえった。彼女は石から立ち上がり、無我夢中で教会へ走って行った。古い牧師の

家の広間に一人の牧師がいた。かつて教えを受けた、穏やかな男だった。（…）彼女

はすべてを彼に打ち明けた。（…）そして、彼は決して忘れられないことを言った、

「フローニ、あなたの夫はあなたにひどい仕打ちをしましたね。神は彼を見付ける

でしょう。彼はあなたを探していますが、あなたはあなた自身を見付けなくてはな

りません。あなたの夫ではなく、あなた自身が自分から逃げなくてはなりません。

そうしないと、あなたには決して自由は来ません。」39) 

 

牧師は、困難に直面したら自分のもとに来るように告げた上で、帰宅するよう伝え、夫

に対する怒りが湧いてきたら手を組んで誘惑に導かないように祈ることと、日曜日には聖
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書をもって教会へ行くことの二つをフローニに勧める。それを受けて彼女は、「彼からでは

なく、私自身から逃れるということ。地上で誰一人として知ろうとしない私のことを、神

様が探しているということ。この二つのことはとても近いことのような気がした。（…）す

ごく久しぶりに涙が出て来た。そして家に帰る途中ずっと泣いてた。」40)と述懐する。 

そして、自分から逃れると言っても実際に、どう逃げたら良いのか分からないフローニ

に対して、牧師は教会に来ることを伝えていたが、彼女は長期間教会から遠ざかっていた

負い目と仲間に疎外される不安感で行けずにいた。しかし、それから 1 ヶ月後に生まれ故

郷の教会を訪れたときに、フローニは決定的な回心に導かれる。 

 

彼(牧師：著者注)は良き羊飼いのように、迷っている羊たちに説教をしていた。そし

て、彼の群れのなかでも一番ちっぽけな子羊も、彼は一生懸命見付けようとした。

立派で素晴らしい羊たちの群れを飼っていながら、彼に安息はない。迷っている羊

を再び見付け出すまでは！私の心の中に今一度思い起こされた、その羊は私だ！そ

のちっぽけな、迷ってる羊は私だ！その羊飼いは私を探していたんだ！（…）私は

一人の羊飼いに飼われているのだ。彼は私を愛する。彼は私の失意を知っている。

彼は私を探す。彼は手をさしのべてくれる！それから私のすべてが変わった。今は

もうはっきりと見える。どこから私が逃げなきゃならないのか。（…）以来私は心の

中でいつも歌っている、 

私は重い縛りめにつながれている／あなたは来て、私を解放する！ 

わたしはばかげていて、はずかしい／あなたは来て、私を大きくする、 

そして私を気高くする／そして偉大な贈り物をしてくれる、 

それは尽きることはない、／地上の富のようには！41) 

 

フローニは自分が迷っている羊であることと、突き放さずに捜し出して助けてくれる羊

飼いがいることを知り、その羊飼いに身を委ねる信仰に導かれる。ここに「エゼキエル書」

34 章と「ルカによる福音書」15 章のモチーフ―彷徨う羊と捜して見出す神―の投影が見

てとれる。聖書で語られる「迷える羊の譬え」の本質の一つは、その羊が、大勢いる群れ

の一匹としてではなく、尊い一匹としての価値（一個人としての尊厳）を示していること

にある 42)。すなわち、フローニは結婚後の鬱によって自分の信仰だけでなく個人としての

尊厳や価値をすべて見失ったときに教会に駆け込んで彷徨う羊としての自分を自覚し、見

捨てずに養ってくれる羊飼いを主として信じる回心がなされたのである。 

なお、上記の最後の詩は、ドイツの敬虔主義時代を代表する賛美歌作者パウル・ゲルハ

ルト（Paul Gerhardt 1607-1676 年）による「いかに私はあなたを迎えましょうか」Wie soll 
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ich dich empfangen である 43)。これは日本の『教会福音讃美歌』の 68 番に「いかにして

われ 主を迎える」という題で収録 44)されており、イエス・キリスト降誕を待ち望む賛美

として歌われていることから、フローニが自分自身から逃れた先にある神とその力の信頼

に目を留めていることが間接的に伝わるであろう。 

(2) 『ふるさとで、そして異郷で』（1872年） 

 この作品の主人公であるマルタは、敬虔なクリスチャンの両親に育てられた、気の強い

性格の持ち主であり、大変な読書家で知的好奇心旺盛な人物である。田舎では得られない

知的な充足を求めて都会に憧れを抱き、保守的な両親とキリスト教そのものに対しては反

抗的な態度をとる。これらの要素は若い頃のシュピーリの人生と重なることから、マルタ

には彼女自身が投影されていると考えていいだろう。物語ではマルタが両親の戒めに抗っ

て「自分の道」を突き進むが、挫折して再び両親のもとへ帰郷する。この筋のモチーフは

「放蕩息子の譬え」であり、主題は「自分の道」と「神の道」の対比である。 

① あらすじ 

主人公マルタは信心深い両親の反対を押し切って、ある若い資産家と結婚し、故郷を離

れて都会で新婚生活を始める。しかし、理想とはかけ離れた都会の文化的生活に幻滅した

上、夫は部屋に引きこもる病的な一面があった。やがて一人息子のヴィリーを授かるが、

彼は病気で早世し、数年後に夫も病死する。1 人になったマルタは不信仰と両親の言いつ

けに背いた自分勝手な「自分の道」を悔い改めて故郷へ戻り、両親と和解する「神の道」

を歩む。 

② マルタのキリスト教信仰への回心について 

結婚前のマルタは、敬虔な両親を慕いはするものの、キリスト教の信仰に対しては、自

力で勝ち取るべきものを神から貰おうとする他力本願の姿勢にみっともなさを感じていた。

そして、理論武装しつつ自分に自信があったマルタは一人で人生の問題に対処できると考

えてもいた。実際に彼女は、両親が信仰する神ではなく、自分の感情と経験のみを信じ、

なおかつ親の猛反対を受けた男性と結婚して都会で生活する、いわば「自分の道」45)を行

くようになる。 

しかし、都会とそこで暮らす人々の空気や精神は荒んで殺伐としており、彼女の期待を

挫いて深く落胆させるものであったし、夫は引きこもりで融通が利かない人であったため、

結婚生活にも充実を見出せずに、マルタは深い孤独感とホームシックに陥る。自分がいか

に世間知らずであり、間違った道を進んできたかを思い知った彼女は、遠くの教会から聞

こえる鐘の音が、信心深い両親の手招きのように感じるほどであったが、帰郷の相談は出

来ず、信仰心を当てにする選択肢も生まれなかった。その憂鬱な生活を打破したのが息子
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ヴィリーの誕生である。マルタは「天賦の才能を備えた子供が、将来どんなに素晴らしい

大人に成長するか」46)大きな期待を寄せ、愛情深く息子を育てる。このヴィリーがマルタ

の回心のきっかけを与えるのである。 

 

マルタはいつものように黄昏時に窓辺に座って曇った夕空を眺めていた。そのと

き彼女は息子が大きな荷物をしょって息を切らしながらこちらにやって来る物音を

聞いた。（…） 

「なんだかずいぶん大仕事のようね、ヴィリー？」 

「僕はおじいさんのようになるんだ。」少年は真剣に答えた。 

「本が要るんだ、」ヴィリーは床に降ろした荷物を指さして言った。 

マルタはその本が、息子にはなかなか手の届かないところにしまったきりになっ

ていた、大きな聖書だということに初めて気が付いた。マルタの父が娘に持たせた

ものだった。「いつかその本が役に立つときが来るだろう、」父はマルタにそう言っ

ていた。彼女はこれまで一度もその本を開いたことがなかった。47) 

 

父から貰って以来一度も開かずにしまい込んでいた聖書が息子によって再び見出された

のである。これには物理的に収納したものを取り出すというだけでなく、マルタが閉ざし

ていた信仰心が息子によって再び芽吹くことをも暗示する二重の意味が見てとれる。ヴィ

リーは聖書を携えて、「僕がママに説教してあげる」48)と言うが、その日から激しく咳込ん

で高熱を出してしまう。日ごとに容態が悪化してゆくヴィリーは、ある晩にベッドの上で

就寝前のお祈りをする。それが、横で聞いていたマルタを決定的な回心へ導くことになる。 

 

僕は眠いので、もう休みます、 

小さな両目を閉じて。 

父さん、僕が眠るまで、 

見ていてください。 

神様、今日僕がしたいたずらを、 

どうか見逃してください。 

あなたの愛とイエスの血は、 

すべての罪をあがないます。 

（…）マルタ自身がこの祈りのことばを教えたのだが、どういうわけか、その言

葉が今彼女にとって何かまったく新しいことのように心をとらえた。 

あなたの愛とイエスの血は 
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すべての罪をあがないます。 

何度もなんども、その声が心に響いた。 

（…）彼女は今や、大きな苦難の中にあって、主に救いを求めずにはおれなかった。

（…）彼女はずっと主の手から離れていた。かつて父が彼女に説いた、倒れた者を

立ち直らせる主の手から。（…）今までどんな道を歩んで来たか（…）誠実な両親に、

そして彼女が従うべき夫に対して真心を尽くしただろうか。（…）彼女はいつも、真

実の光が照らしていた自分の欠点から目を背けようとした。彼女は今一度、不安と

大きな苦悩に駆られて、息子のベッドのそばで跪き、大声で神を呼んだ。議論を挑

もうというのではない（…）哀れみと慰めを求めて。49) 

  

ヴィリーの祈りは、当時 19歳のカトリック教徒の女性ルイーゼ・ヘンゼル（Luise Hensel 

1798-1876 年）が作詩した「私は眠い」Müde bin ich という詩で、今日では子守唄として

知られている 50)ものだが、マルタは最後の節で語られた、神の愛とイエスの血が全ての罪

を贖うという贖罪の言葉に心を捉えられる。それは彼女が罪の意識を強く感じていたから

である。聖書における罪の原義は「的外れ／道を外す」51)であり、神という的から外れて

迷い誤る状態にあることが罪とされている。実際にマルタは、神とその言葉を真剣に受け

止めなかっただけでなく、両親の言いつけに背く身勝手な行動をとった罪悪感や、都会の

空気と新婚生活に馴染めない孤独、一人息子が瀕死状態にある不安、それらを誰にも打ち

明けられない憂いで抑圧されていた。しかし、ヴィリーの祈りを通して、マルタは罪の責

めからキリストの赦しへ視点が変えられるのである。マルタにとってヴィリーとその祈り

は、暗闇(罪)で迷う彼女を光(神)のほうへ導く悔い改めの灯であったともいえよう。 

 マルタはヴィリーの死後に父親へ、「父さん、私は主とあなたに罪を犯しました。そして

もはやあなたの子供と呼ばれる価値もありません。」52)と、放蕩息子の台詞を引用する形で

手紙を書く。両親からの返事は不変の愛情と娘の信頼を取り戻したことの喜びに溢れてい

た。夫が亡くなったあとにマルタは、結婚の際に両親が同行させた女中のロジーネと共に

帰郷し、両親に温かく迎えられて歓迎の宴卓を囲む。この結末も、「放蕩息子」において、

息子が悔い改めて家に帰って来たことを喜び祝う父の姿と重なる。 

すなわち、この物語では、「自分の道」が罪に覆われた暗く彷徨う道として描かれ、神の

言葉を受け入れてその方向に向き直し(悔い改め)て祝福を受ける道が「神の道」として描

かれているのである。マルタは、息子の存在、病気、祈り、死を通して、自分がいかに迷

い出た無力な者であるかを知って悔い改めることで信仰に導かれたといえよう。 
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(3) 『マリー』（1872 年） 

この物語の主人公であるマリーは児童養護施設に連れて来られた少女である。ヨハンナ

の夫シュピーリはチューリヒ市の書記官として『チューリヒ市立孤児院：百周年記念に際

してその歴史を回顧する』Das Waisenhaus der Stadt Zürich - Geschichtlicher Rückblick 

bei der Feier seines hundertjährigen Bestehens という報告書に署名していることから、

ヨハンナも養護施設の子供たちの面倒を見て、マリーのような少女を知ったのではないか

とされる 53)。この物語は大人になる前に病死するマリーの一生と信仰が描かれている。 

① あらすじ 

 貧しい家に生まれて毎日物乞いをしていたマリーは白百合が大好きで、物乞いに歩きな

がら方々の庭に咲く花壇をよく見て回っていたが、日常的に母親から虐待されていた。あ

る日、白百合に見とれて帰りが遅くなったマリーは、母親にフライパンで足を何度も強打

され大怪我を負う。彼女を診た医師によってマリーは養護施設へ連れられ、やがて働き始

めるが、罹患して入院する。その前後にマリーは自分が天国へ入ることを許されない夢を

見て、大変な恐怖に駆られるが、死去する前に悔い改めて生涯を閉じる。 

② マリーの病気と回心について 

 マリーは 16 歳のときに堅信礼を受けている。養護施設を出てから町の紡績工場で働き

始めるが、以前から交流のあった「私」の家を度々訪れていた。あるとき、マリーは頻繁

に乾いた咳をし始め、やがて熱も長く続いたために入院する。病名は書かれていないが、

症状の描写から彼女は結核に罹っていたと思われる。入院後のマリーは自身の死期が近い

ことを悟り、「天国へ行くことだけが私の喜び。ただそれだけを待ち望んでいる」54)と述べ

る一方で、「でも、まだあと少しの間だけは、死にたくない」55)とも言う。その心残りは、

かつての養護施設の婦長に対する態度であった。 

施設に入った当初のマリーは、反抗的でいたずらな頑固な性格であり、悪気はないもの

の不作法で、婦長に何度叱られても態度を改めず、子どもらしい順応性に欠けていた。特

に、多少の粗暴さがある婦長との関係はマリーにとって苦痛であった。ある年の夏に、施

設の子供らと婦長で小旅行へ出かけたとき、マリーは旅先で出会った人から白百合を貰っ

て非常に喜び、宿に戻るなり花瓶に生けて大切に眺めていたが、疲れもあって彼女を含め

た全員が、翌朝寝坊をしてしまう。そこにやって来た婦長は、全員を叱りつけながらも、

特にマリーに対して厳しい態度を見せて、「百合をグラスから取って、茎をぽっきり真ん中

でへし折って、雪のように白い百合の花を彼女の手の中でもみくちゃに」56)する。マリー

は大変なショックを受け、婦長を避けるようになり朝も夜も、婦長を懲らしめるように神

へ祈り求めるようになるが、あるとき彼女は自分が死んで天国へ行く夢を見る。 
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私は（…）明るい日差しの中で輝く白百合の花園を見付けて、息をきらしてそばに

駆け寄った。そうしたら突然剣を持った天使が現れて、大きくて灰色の雲で百合の

花園と太陽を覆い隠して、何もかも灰色にしちゃった。（…）私はじっと立ったまま、

その天使が雲をどかしてくれるのを待った。ところが彼は私をにらみ付けて言った。

『ダメだダメだ、おまえを通さぬためにここに雲を起こしているのだからな。』（…）

『神がおまえの前を雲で覆うように命じたのは、おまえがいつも神に誰かを苦しめ

懲らしめるように望んだからだ。そのむくいで、おまえは苦しみを受け、百合を二

度と見ることができないのだ。』57) 

 

 マリーは、考えを改めると誓うが、天使から手遅れと言い渡される。この夢を見たのが

病気になる前なのか後なのか時期は定かではない。しかし、今自分が死んだら正夢になる

のではという恐怖に包まれたマリーは、呼ばれた祈祷会に参加して、「私たちに借りのある

者を許すように、私たちの借りも許してください」58)というキリストが教えた「主の祈り」

の一節を真剣に唱えたという記述から、彼女がまだ外出可能なとき、すなわち入院よりも

前にこの夢を見ていた可能性が高い。夢は、「見た人の無意識の在り方を示すものとして受

けとめる」59)ことが可能であるため、もしかすると、死や天国が出てくる夢を見た当時の

マリーはすでに病に侵されて、心の奥で死を感じていた頃かもしれない。なお、婦長はマ

リーが施設外の家に一時的に預けられていたときに施設を去ったため、両者の和解は出来

ず仕舞いだったこともあり、彼女は主の祈りの一節を「いつもと全然違う気持ちで、神様

に聞いてもらえるように、二度も三度も唱えた。まだ許される時間があるのならば。私は

神様に約束した。（…）二度と婦長を根に持つことはない、怒ることもありません」60)と心

から祈ると同時に、自分の思いが正しくなかったことと神の仕打ちを恐れた。 

 

私はその恐れから逃れるすべを知らなかった。でもある朝、私は自分の祈祷書に書

いてある詩を見付けたの。 

私が成し遂げられなかったことを、／あなたは私のためにやってくださいました。 

不安や心配があるときは、／あなたのもとへ飛んで行きます、主イエス・キリス

ト。 

知ってたけれども、これまでよく理解できなかったことが、すっかり私には分かっ

た。（…）私たちの救い主は、悪から逃れられない人たちをいつでも救おうと思って

ると。私も彼のそばにいよう、そして、古い考えに囚われそうになったときにはい

つでもこの言葉を思い出そう。（…）その言葉が私にとって救いになった。61) 
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 上の詩は作者不明であるが、ヨハンナの母の詩か、誰かの賛美歌の一部を引用している

のかもしれない 62)。しかし、重要なことは、マリーが神の怒りに触れる夢を見たことで、

自分の正当化と希望が同時に打ち消され、その挫折と絶望感が彼女を他人批判から自己内

省へ導くと同時に、自分の罪を完全に償えないと気づかされて回心したことにある。マリー

にとって病気と余命僅かな日々は死のリアリティーを高めるだけでなく、天国へ行くまで

に地上での罪を認め、キリストの贖いに気づいて信頼するための修養期間でもあったとい

えよう。 

(4) 『彼らの誰も忘れない』（1873 年） 

 物語の語り手であるネリは医師の父をもつ娘である。家の近くにある小屋には、医師が

特別な注意を払って治療している精神疾患をもつ患者が入院しており、ネリはその患者の

一人である女性と共に散歩する役目を父に命じられて一緒に歩く描写がある。これはシュ

ピーリが自宅兼診療所で過ごした日々と重なるため、ネリは彼女自身であるといえる。 

しかし、物語の主人公は診療所に入院していた女性の息子のロベルトとネリの友人のザ

ラの 2 人である。この作品は、ロベルトとザラが、それぞれ生きてゆく拠り所を見失って

迷い出たのちに、キリスト教の信仰に導かれる物語である。 

① あらすじ 

 少女ネリは父親が診ていた入院患者の女性と親しくなる。その女性の次男であるロベル

トは時折母親の見舞いに訪れ、ネリとも友人になる。しかし、ロベルトは自分の拠り所で

あった母親の急死によって自暴自棄となり、破滅的な人生を送る。ロベルトの母の死から

10 年近く経ったころ、ネリにはザラという女友達ができる。ザラはのちに仕事の都合で親

戚の家に下宿するが、信心深いおかみさんやその息子の存在に耐えかねて家を出て彷徨う。

そのとき、ザラは幼い子供を湖で溺死させたことに苛まれて気が狂ってしまった老女に出

会い、彼女の死を看取る経験を通して、他人に仕えることに救いを見出し、看護師になる。 

あるとき、ザラが働く病院に、重病の殺人犯が送られてくる。それはザラが以前ネリか

ら聞いていたロベルトだった。ザラは、罪の意識と孤独に苛まれるロベルトが悔い改めて

救われるように導き、ロベルトは回心して生涯を閉じる。 

② ザラとロベルトの病気と回心について 

a）ザラの場合 

 10 歳代後半のネリが友人として心から惹かれていた人物が、山育ちの生命力と野性味に

溢れた志の高いザラである。あるときザラは、ドイツにいる親戚のもとに一定期間下宿す
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るが、そこのおかみさん、娘のエンマ、息子のハインリヒは、皆とても信心深く、宗教的

な生活に没頭しており嫌悪感を抱く。数年後に、エンマが心臓の病気で急死すると、おか

みさんは慰めをザラに求めて自分のもとへ呼び寄せるが、根本的に性格も信仰心の熱度も

合わないおかみさんとの生活はザラにとって苦痛であり、時折訪ねてくるハインリヒの高

潔な姿勢と言葉にも息苦しさと拒絶反応を感じ始める。 

ザラはネリに宛てた手紙で 2 人のことを「誰とも意見を合わせず、自分だけの確信に従っ

て、常に自分の行動を律しながら生きてる人」63)と表現し、特にハインリヒは、心臓を突

き刺す痛みのような真理を語るために苦痛であることを伝える。 

さらに、ザラとおかみさんとハインリヒで、宗教的な視点に立っての討論―すべての人

間は嘘つきであるか否か―をしたときも、ハインリヒに痛いところを突かれて反論できな

かったことや、ある日曜日に彼の猛反対を押し切って教会の礼拝ではなく美術学校の音楽

祭へ行き、おかみさんの面倒を見ずに午後も自分の好き勝手に過ごしたことで反感を買っ

たことも打ち明ける。次第にザラは自分のせいでおかみさんとハインリヒを苦しめている

ことに我慢の限界を感じて下宿先を出たのち帰郷する。 

しかし、それから半年も経たないうちに、ハインリヒ急死の知らせが入る。ザラは今ま

での彼に対する反抗的で頑固な態度と言葉を思い出し、謝ることができなかったことを心

から悔やむ。その後悔に、下宿生活の失敗というトラウマと自責の念も相まって、ザラは

深い鬱状態に陥り、ネリにも心を閉ざして自ら音信を断ってしまう。ところが、神と他者

との関係を遮断した、その閉鎖的な状態で回心の機会が訪れる。 

あるとき、ザラは昔ネリとよく行った湖に行き、そこで物思いに耽っていると、湖のそ

ばで絶望に打ちひしがれている老婆に出会う。老婆は、その昔に自身の幼い息子イェルグ

リが湖に落ちて溺死する姿を見ながらも、助けられなかった後悔に長年圧迫されていた。

ほとんど目が見えず、過去も現在も識別がつかない老婆を見かねたザラは、病院の医師に

助言を求めるが、彼女は 20 年以上もその状態で、老い先も短いと言われる。 

ザラは老婆の苦しみを救いたいと思い、彼女へ神に祈ったことがあるかを問うが、「いえ

まったく。神の言葉なんか、ワシにゃ何の関係もありゃしません。もし神様がいるんなら、

ワシは言うでしょう、もう一度我が子に会えないもんかねぇ、と。」64)と返される。 

しかし、生前の後悔ゆえに再会を望む老婆の言葉は、ハインリヒに対するザラの思いと

重なるものであった。彼女は老婆に対して、神を思い出したときに「私たちを悪から救っ

てください。あなたは国であり、力であり、永遠の栄光です。アーメン」65)と祈るように

伝え、老婆は祈りによって慰められる。やがて病気になって急速に弱る老婆はザラに感謝

を伝えて祈りつつ亡くなる。この看取りと死を通してザラは、病む人物のベッドのそばに

いることで自身の情緒が安定することを知り、看護師として仕えることを決意する。その
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後、精神的な落ち着きを取り戻したザラは、やがて再会したネリに対して、自分自身が主

の意思によって与えられたことに気づいたことと、それゆえに自分を責めたり落胆するこ

とがあっても以前のようにやつれ果ててしまうことはなく、主にすべてを委ねて平静でい

られるようになったことなどを伝える。ここにザラの神への信仰の回復が見受けられる。 

すなわち、ザラは塞ぎ込んでいる時期に出会った老婆の姿に自分の本質を見出し、彼女

への客観的な癒やしのアプローチ―祈りと看病―が、実は自分の傷んでいた心と信仰をも

癒やし、その結果として回心がなされたといえよう。 

b）ロベルトの場合 

ネリの父親の診療所に入院している重度の精神疾患をもった女性の次男がロベルトであ

る。彼は怒りっぽい性格だが素直で優しい心の持ち主であり、母を心から慕っていた。し

かし、母の死後、ロベルトの父は家を売却し、長男とロベルトを連れて渡米するために故

郷を離れる。ところが、ある場所に滞在していたとき、近隣の森で父の自殺体が発見され

る。兄は父の生まれ故郷にロベルトを送り返して以降、消息不明となり、一家は離散する。 

ロベルトは一人の牧師の世話になり、堅信礼を受けるまで養育してもらうが、独り立ち

のために始めざるを得なかった道路工事の仕事はどこに行っても上手くいかないまま 12

年を過ごす。次第に荒んでゆくロベルトは乱暴で喧嘩っ早い不良たちと付き合うようにな

るが、あるとき、酩酊して乱闘騒ぎの大喧嘩をしたあと、連中の一人が死体で発見される。

ロベルトは、当日の詳細な記憶がなかったため、自分が殺してしまったのか否か、真相が

分からないまま、殺人罪で勾留される。そして、監獄で病気に罹り、ザラのいる病院に運

ばれる。院長はロベルト―この時点でロベルトは本名を伏せている―について次のように

説明した。 

 

「町の監獄から重病人が送られて来る。もはやここに移したところで、手の施しよ

うがない。（…）その患者はとても依怙地で、頑固で、まったく口をきこうとしない

のだ。何週間も彼の治療のために監獄に通って手を尽くしたにもかかわらず、彼が

快方に向かうきざしはまったく見られなかった。いかなる慰めの言葉もただ押し殺

した反感を買うだけだった。彼はこの土地にやって来て、極悪非道な乱闘に巻き込

まれて、殺人を犯した。（…）数年間刑務所に留置されるだろう。」66) 

 

 院長の言葉は、ロベルトが如何に人間的にも病状的にも救いようがないかを伝えている

ように思われる。しかし、これを聞いたザラは、「心の中に罪の意識を負う一人の人間とし

て、同じように悲惨な人生に苦しんでいる人間」67)と受け止めて深く同情することができ
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た。そして、彼に無視されても献身的に看病する。やがてザラが、ネリを通してロベルト

のことをよく知っていると告げると、ロベルトは驚く。自分の名前や記憶はずっと以前に

人々に忘れられたと思っていたからである。ロベルトはザラに少しずつ心を開いてこれま

での境遇を話す。そして、ロベルトの回心は、この自己開示から始まってゆくのである。 

 

「（…）僕は、僕のどうしようもない人生の中で、これまで何も良いことをしなかっ

た。そんな僕の人生が人殺しで終わるなんてのは、まったくお似合いだ。」 

「ロベルト、私たちの主イエスは、何一つ良いことができない、弱く、悩んでいる

罪人のために地上にやって来た。彼らを助けることが彼には大事なことなの。あな

たの罪にまみれた人生を彼の前に投げ出して、あなたのすべての罪を受け入れてく

れるように懇願しなさい。彼はあなたの罪をすべて取り除き、あなたの良心を解き

放ってくれる。あなたは再び健全になることができる。」68) 

 

 ロベルトの希望で、ザラは彼の罪深い人生を主に告白して許しと願いを祈ったあと、今

度はロベルトが一人で主と向き合うよう伝える。翌朝になると、ロベルトは寝床で手を組

み合わせて祈っており、入院してから初めて見せる微笑みがその顔に浮かんでいた。 

そして、彼は自分の今までの人生をザラに告白したいと述べ、その告白を聞いたザラは

「道に迷った者の一生（…）地上のぬかるみの中で日々を失った人生」69)を受け止める。

また、自分の祈りを主が聞いてくれたかを問うロベルトに対して、ザラは聖書の「放蕩息

子」を読み聞かせる。放蕩し尽くした弟息子とその悔い改めを責めたり怒ったりするので

はなく、大きな喜びをもって迎え入れてくれた父の姿にロベルトは深く感動する。さらに、

ザラがゴルゴタの丘でイエスと共に十字架刑に処せられた罪人の箇所を読むと、「もう一度

読んでくれ、救い主が何を約束したかを。その罪人は、まるで僕のようだ。」、「今日あなた

は私とともに天国へ行くだろうって。僕もそうなるだろうか。」70)と呟く。その日の夜が更

けるころにロベルトは次第に力を失って危篤状態になり生涯を閉じる。 

 ロベルトは、人間的な観点―犯罪歴や病状―で見れば「救いようのない人間」であり、

ロベルト自身も自分は排除されても仕方ないと諦めている。しかし、ザラはロベルトの存

在そのものを認め、彼の人生を批判せずに受容することで、ロベルトも自分自身と過去の

罪に徹底的に向き合うことができ、真の悔い改めに導かれたといえよう。 

(5) 『若い頃』（1873 年） 

 この物語は村で生まれ育った若い男女が結ばれたり離れたりする恋愛を交えた青春小説

である。登場人物が多いが、実質的な主人公は「私」の幼なじみであるマリーとクララで
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ある。2 人は互いに面識はないものの、共通の男性に恋をして失恋し、重い鬱になるとい

う点で共通する。マリーは信仰心によって鬱を克服するが、無宗教の家庭で育ったクララ

は信仰を軽蔑し続ける。この物語では、同じ困難に遭った 2 人がどのようにそれを脱する

のか、そこにキリスト教の信仰に焦点を当てて、いわば「困難と信仰」について語られる。 

① あらすじ 

 「私」の幼なじみのマリーは大農家の娘であり、温和で親しみやすい人物である。彼女

は教養深いヨハネスと両想いであったが、マリーの父の反対によって結ばれなかった。傷

心のヨハネスを誘惑したのは、再洗礼派の集会に通う信心深い堅物のリゼであった。マリー

は 2 人の結婚により、重い鬱病になる。また、「私」が住む村に赴任した新しい牧師の親

戚であるクララもまた、ヨハネスに恋をしていたが失恋し、鬱症状が起きる。しかし、マ

リーは亡くなった祖母の聖書を通して信仰に導かれて魂を立て直し、別の男性と結婚して

幸せな家庭を築く。一方のクララは、教養があれば心は涸れないと信じていたが、鬱状態

になったときに教養で心の闇を取り除くことができずに苦悶する。 

② マリーとクララの病気と回心について 

a）マリーの場合 

ヨハネスとリゼの結婚で自暴自棄になったマリーは、「誰も私を助けることなんてできな

い。神様も私を助けることはできない。私は幸せだったときにも神様を求めなかったから、

今更頼ろうという気にもならない。私はお祈りしないし、お祈りなんか私にとって何の役

にも立たない。」71)と鬱状態に陥り、両親にも見捨てられてしまう。しかし、1 年ほど経つ

とマリーに変化の機会が訪れる。 

 

「そこで私は走ったの。それはある日曜日の午後だった、言いようのない不安に駆

られて、おばあさんのお墓に行って、座り込んで、泣きながら言ったの、ああ、お

ばあさん、もし今もそこにいるのなら、私を助けてくれませんか、って。（…）そし

て、おばあさんが私に言ってたことがだんだん記憶によみがえって来た。（…）私は

走って家に戻り、おばあさんが死んでから初めて、彼女の聖書を開いた。そこには

今もしおりが挟んであった。そのページをおばあさんは死ぬ直前に読んだはずだっ

た。私はそのページを開いて、おばあさんが見たのと同じ言葉を見た、『苦境に陥っ

たときには私を呼びなさい。私がおまえを救い出してやろう。そしておまえは私を

讃えるだろう。』（…）」72) 

  

そこでマリーはすぐに自分の苦境を神に祈るが、祈れば祈るほど、自分を助けることが
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できる人がいるとは思えなかった。むしろ、自分がおばあさんの諭しを守らなかったこと

や親を非常に困らせたことの罪悪感と後悔ばかりが押し寄せてきた。しかし、聖書を開い

てみるとそんな自分の姿と人生そのままのことが多く書かれていることに驚愕する。それ

と同時に、自分の心の病とその治し方について記されていることにも気づく。 

 

「（…）私は見付けた。天国には私たちの主がいて、私たちを許し、私たちの罪を清

めてくれる。（…）すべての心の苦しみと重荷は取り除かれ、古くつらい苦しみはも

はや力を失った。私は一日中感謝と喜びの言葉を唱えた。 

  ああ、イエス・キリスト、私の命、／私のすべての苦しみの慰め、 

  私の生も死も、／あなたにゆだねます。／私はあなた自身のもの。 

  私の心を救済する。／永遠にあなたは私のもの。」73) 

 

 すなわち、マリーは鬱状態に陥ったことで罪を自覚し、それを贖うキリストへの信仰に

導かれたといえよう。この回心のプロセスと同様のケースが実際の精神医学の分野におい

ても見られることを、プロテスタントの精神科医、平山正実（1938-2013 年）が述べてい

るが、これは第 4 章で詳しく述べたい。 

b）クララの場合 

 結論からいえば、クララもマリーと同じくヨハネスに想いを寄せていたが失恋し、鬱状

態に苦しむものの、彼女は信仰を軽蔑し続け、鬱が治ったか否かの結末は書かれていない。

そのため、クララの回心については把握できない。 

しかし、早くに母を亡くし、父は仕事の都合で海外の滞在が長かったために、知的だが

無宗教の親戚の家で育った彼女は、マリーの失恋とその後を「私」から聞いた際に、心が

病に屈するのは教養の源自体が涸れているからであると断言する。すなわち、クララにとっ

て、あくまでも人間の精神的な豊かさと人生の困難に打ち勝つ方法は、知性的な教養を養

うことであると考えており、無教養な田舎娘のマリーを軽蔑する。 

しかしその後、クララは突然、親戚に用事が出来たと村を去って以来、音信不通状態と

なる。それから数年後に彼女はイギリスで仕事を見つけて、そこで働く前に「私」と会う

ために村を訪れ、長期間にわたって体と心の病気を患っていたことを明かす。「もはや私に

喜びはない、私は人生に耐えるだけ。病んでたとき、私は人生の喜びを取り出そうと、あ

りとあらゆる泉から水を汲んでみた。しかしすべて無駄だった。」74)と語る言葉から、彼女

は人生に対する諦めと徒労感に満ちた鬱状態にあることが伝わる。 

このクララの言葉に対して「私」は、病んで苦悩するときにも新しい人生を汲みだせる

泉があることと、マリーはその泉から汲んだはずであると彼女へ伝える。すなわち、聖書
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という泉から汲む信仰が人生の泉になると、「私」は考えているのである。しかし、それ以

降のクララのことは触れられずに物語は終わってしまうが、作品の冒頭ではクララがイギ

リスのウェールズから「私」へ宛てた手紙が引用されている。そこには、「あなたの聖書に、

あなたが期待したようなことは、私は何も見出せなかった。（…）でも私はその本の中のあ

る箇所に、尽きることのない、驚くべき人生の智恵を見つけた。」75)とある。しかし、その

知恵が一体何なのかは、物語では明らかにされない。いずれにしろ、重要なことは、シュ

ピーリはクララに欠けている宗教性を描くことで、文化や芸術といった教養による充足と

信仰心による魂の飢えや渇きの充足は次元的に異なることを示し、魂の深い落ち込みや迷

いは人間ではなく神が取り扱う領域であると述べていることにあるだろう。 

第 4 章 初期作品集に見られる病気と信仰の関連性について 

前章では各作品における病者と回心のプロセスを考察した。この章では、そのプロセス

を通して、病気と回心の関係性や相互作用を見てゆき、シュピーリにとって回心における

病気の意味づけや働きを明らかにしたい。 

まず、各作品において回心する前の人物たちは皆、何らかの問題―家庭問題(家庭内暴力

や結婚生活の失敗)、人間関係(家族や施設での孤立、失恋)、社会問題(暴力団的グループ

との関わりや殺人疑惑)―などを抱えており、その結果として罪悪感や孤独感、恐れといっ

た精神的な苦痛を発症し、罪の赦しや生きる意味などを神に求めていることで共通してい

る。そして、どの人物も回心する前には、本人が精神的な病気(鬱病)ないしは身体的な病

気(結核や余命僅かな重病)を抱えていたり、身近な人物が病死している。そこで、それら

の回心前の状態と回心に至るまでのパターンを順番に見てゆき、病気が回心にどのような

影響を与えているか、その作用を考察する。 

まず、精神的な病気として描かれている鬱病には、生きることの空虚さを深めて自己受

容や生命力そのものを挫かせる自己喪失の側面と、他者や過去に対する強い罪悪感や自責

の念に駆り立てられる側面がある。そうした描写としては、フローニのように罪責感より

も自己喪失としての鬱が描かれている場合や、『マリー』のマリーおよび『故郷でそして異

国で』のマルタのように自己喪失よりも罪責感としての鬱が描かれていたり、『若い頃』の

マリーおよび『彼らの誰も忘れない』のザラとロベルトのように自己喪失と罪責感が混合

した鬱が描かれるなど多様である。 

しかし、これらを回心という信仰のレンズを通して見てみると、自己喪失という空洞化

現象としての鬱は神の福音と眼差しが注がれる器として、罪責感の鬱はキリストによる罪

の赦しへ通じる扉の鍵として描かれている。精神科医の平山によると、罪責感としての鬱

と回心の関連性については、「一部の精神医学者は精神病理学上問題になる病的罪責感と宗
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教上の罪責とは異なった性質のものだと主張するが、このような一般的な精神医学上の常

識に反して（…）宗教的な意味での罪の自覚に目覚め、真正のキリストによる罪の贖いの

信仰へと導かれるケースも少なくない」76)と述べている。このように、実際の臨床におけ

る医学的な事実とシュピーリが描く鬱と回心の関連性が一致することは興味深い。シュピー

リは、自己喪失や罪責感を引き起こす鬱病を、神の言葉に基づく信仰の回復や新たな世界

観の再構築といった魂の再生に通じる信仰の扉として捉えていたといえよう。 

そして、身体的な病気を抱えている人物は余命が僅かであり実際に亡くなるが、ここで

は罪責感や自己喪失よりも死のリアリティーが回心の直接的な動因として描かれている。

すなわち、シュピーリは、マリーやロベルトに見られるような身体的な病気を、対外関係

と自分自身の在り方や言動を深く顧みる内省の契機として描き、病気から想起される死や

死後の裁きの恐怖に対して真剣に向き合うことで「この世」での後悔や不和を償って修復

しようとする、いわば人格的な回復運動を促すものとして描いている。それと同時に、自

らが償える罪の数や深さの限界に気づいて神の赦しに身を委ねる作用をも身体的な病気は

内包している。このように、身体的病気に起因する死の危機や神の存在への関心、死後の

裁きの恐怖感、神の赦しへの希求と回心は、深層で連鎖的に繋がっていることを彼女は示

唆的に描いている。それゆえ、シュピーリが描く身体的な病気は、決して単なる絶望や敗

北の印などではなく、科学では回答を得ることのできない神の存在や自己存在の意味といっ

た霊的な視点(魂の問題)を呼び覚まし、自らの有限性や罪に倒れる者を立て直して、キリ

ストの赦しに導く神の手として描かれているのである。 

最後に、本人ではなく身近な人物が病気に罹って亡くなったのちに回心するケースであ

るが、これにはマルタやザラが該当する。彼女たちが抱えている、病者を目の前にして何

もできない自分の無力さや限界、亡くなったあとの罪責感や憂いは、鬱状態と密接な関係

があり、ある意味で彼女たちも回心前に精神的な病気に極めて近い症状を抱えていたとい

えるが、ここで興味深いことは、彼女たちの回心が、牧師や友人ではなく、病む者を通し

て得た気づきや癒やしによって起こっていることである。たとえば、マルタの場合は一人

息子のヴィリーが病床で唱えた贖罪の祈りが彼女の心を捉えて回心のきっかけとなり、ザ

ラの場合は鬱状態のときに出会った老婆の絶望と心の傷を癒そうと祈って看病したことが

そのまま自分の傷の癒やしとなって回心に至っている。そこでは、病む者を癒やすのは医

療従事者であるとの固定観念は存在せず、「病む者が、病んでいるそのままの状態で、同じ

ように病む者を癒やすことができる」というシュピーリ独自の病者と回心の関連性に対す

る眼差しがある。そして、病者の看病による罪責感や無力感は罪や人間の有限性を素直に

認める機会である一方、病者からも罪の赦しや死後の世界を問われることで自らの価値観

や死生観について熟考し信仰の目が開かれる契機になるのである。すなわち、ただ一方的
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に病者に治療を与え、病者は治療を受け取るだけの関係ではなく、互いに罪と死のリアリ

ティーに立たった上で信仰や死生観を問う有機的・相互補完的な関係のなかで、病者も看

病する側も回心に至るプロセスをシュピーリは描いているのである。 

 総じて、初期作品集においてヨハンナが描く精神的・身体的な病気は、神の福音と眼差

しが注がれる器であり、罪の道に迷って倒れる者を見出してキリストの罪の赦しへ導く神

の手でもあり、神の言葉に基づく信仰の回復や新たな世界観の再構築といった魂の再生に

通じる信仰の扉なのである。そこでは、病者は社会的な生産性を失った絶望的な人として

ではなく、看病する者にも深い哲学的な呼びかけや気づきを与える信仰の種を蒔く人とし

て、互いに信仰を築き上げてゆく者として意味深く描かれているのである。 

おわりに 

初期作品集を概観すると、各物語において病気と信仰は常に隣り合わせで互いに共鳴し

合い、神の言葉によって有機的に結びつくものとして描かれていることが分かる。新約聖

書『ヨハネの福音書』9 章 1～3 節において、イエスの弟子たちが、生まれつき目の見えな

い人について、「この人が盲目で生まれたのは、だれが罪を犯したからですか。この人です

か。両親ですか。」とイエスに問う場面がある。そのときのイエスの答えは次のようであっ

た。「この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神のわざが現れるた

めです。」これは初期作品集に見られる病気と回心の関連性そのものであるといえよう。す

なわち、病気は神のわざを現すものであり、真の病気(罪の状態)に気づかせる神の呼びか

けでもあり、そこから神のわざとしての回心がなされるのである。こうした回心における

病気(病者)の意味や働きをリアルな物語として描き出すことが出来たのは、ヨハンナが、

医学という人間の限界の最前線に立ちながら治療を試みる父親の身体的な視点と、人間の

限界を超えた先にある神を見つめて賛美する母親の信仰的な視点を持ち合わせていたこと

と、シュピーリ自身が幼少期から病む人と共に生活し、自身も 20 歳代後半から鬱病を患っ

た体験があったからである。 

そして、おそらく彼女は、父の医学的アプローチによって治せた病気や患者の数と同数

か、あるいはそれ以上に、父が治せなかった病気や助からずに亡くなった患者も見てきた

であろう。人間の救いとは、幸せとは一体何だろうか。病に包み込まれた者は敗者なのだ

ろうか。初期作品集はこの究極的な問いかけの只中にあるといえる。旧約聖書のイザヤ書

40 章 7～8 節には、「人はみな草のよう。その栄えはみな野の花のようだ。主の息吹がその

上に吹くと、草はしおれ、花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ、花は散る。しかし、

私たちの神の言葉は永遠に立つ。」とある。シュピーリは人間がいかに身体的にも精神的に

も儚く脆い存在であるかを認めつつ、自己の肉体が滅びようとも永遠の不変性をもって存
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在する神への揺るぎない信頼が人の真の救いと強さになりえることを理解していたからこ

そ、初期作品集では医学的な病気の完治を人の究極的な救いとしては描かず、病者を敗者

としても描かない。彼らは、いわゆる「健常者」には知りえない苦痛を抱えたからこそ、

十字架でキリストが担った人間の罪や弱さという真の病気からの救いを悟り、死と罪を復

活によって打ち砕いたキリストによって新たな生命が与えられる者となるのである。 

すなわち、ヨハンナ・シュピーリが病気と信仰を常に不可分なものとして描くのは、病

気が壊れた魂と人生を建て直す神の手であり、キリストへの信仰の扉や鍵となって神のわ

ざを現すものであると確信していたからである。 
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