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摘要

(中) 

人的「原罪」是遠藤周作文學當中最難解卻是有趣的主題之一，本論耙

梳遠藤周作創作生涯中之重要代表作品，追溯其當中他的「罪意識」成

形、深化，以及其變貌過程之呈現。遠藤終其一生對抗的議題，即是同

時深藏於他身上的一神(西方基督教世界)與泛神（日本）的理論，而他

的罪意識理論的呈現，無可避免的要面對這個難關。筆者先由初期世界

受到近代日本人論影響的遠藤作品，來建立他初期對罪意識的初步詮

釋；接著中、後期的作品當中可以窺見遠藤從歷史集體文化的角度及日

常生活的普遍性來檢視罪的內涵，並試圖將「罪」此一概念透過潛意識

理論將其具體化、實存化，這是遠藤受到佛洛依德及容格的影響，大膽



的挑戰新的詮釋方式。後期集大成『深河』當中再次回歸他初始戰鬥的

議題-調解一神與泛神論之間的差距，透過「母性宗教觀」重新為一神論

與泛神論之間打開一條和解、對話的大道，同時為日本民族量身打造適

用於日本泛神風土的救贖方式，達到遠藤最後對於自我創作世界的期待

及完成。 

摘要

(英) 

The concept of “sin” is the most complicated and difficult subject in Shusaku 

Endo‘s literature. As a writer who was both Japanese and Roman catholic, 

Shusaku Endo spent his life trying to find different ways to integrate and dialogue 

between the two concepts of Monotheism and Pantheism. Endo’s interpretation 

of the concept of sin was a gradual process of transformation, and in this paper I 

have attempted to analyze this process. By proving the existence of original sin, 

he arrived at a balance and coexistence between Monotheism and pantheism. 

During his middle stage, he was specially influenced by Freud and Carl Jung‘s 

theory on the subconscious .Based on this theory he tried to determine his own 

unique explanation of “sin”. Through this, he wanted to prove the concept and 

sense of “sin” to be common and normal for all humankind. In his later period, 

through his maternal religion, he tried to explain maternal salvation to his people. 

The concept of maternal religion to the Japanese is an important subject we 

cannot ignore and have to work on, too. 
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