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摘要

(中) 

《更級日記》一開始描述女主角對物語的期盼甚高，然而中途卻又描寫

女主角被物語吸引時，伴隨著深深的後悔心態，對「物語」有著非常複

雜的心情。論文從「平安時代女性的物語享受現象」、「作品的世界─

女性形象和物語」、「作品和作者之間─更級日記的作者形象」等三大

方向來研究，以女性與物語的關係作為本研究的中心。首先從政治文化

及社會生活背景來看平安朝女性的物語享受現象，研究平安朝的物語種

類、物語作者的創作目的以及當時女性作者的物語觀，介紹物語和女性

之間的關連性。其次由作品的內部世界，探討女主角的少女期、中年期

及老年期這三個階段中女性的形象以及她和物語之關連。這三階段中，



對不同女性形象的女主角而言，一方面分析在各個時期女主角所懷有的

女性慾望以及對整個社會期盼的回應樣貌；另一方面解讀文本中對物語

的渴望、游離、回歸等心態轉變的情形來論述物語對女主角的重要性。

最後再從外圍來考察作者和作品之間的關連性，對作者而言，這部作品

像是鏡子般，藉由凝視作品中他者的女主角生活樣式和物語的關連，透

過作品來回顧自己的一生做自我追尋。藉由文本及文獻的整理，分析上

京之旅及宇治渡口等段章的人物、場景等等和物語相關的証據，找出作

者如何在作品中呈現自己的旅行觀和戀愛觀。 

摘要

(英) 

The Work Sarashina Nikki describes that the heroine has great passion for the 

Narratives but she also repents for this. To Narratives, she has extremely 

complicated mood through out her life. The thesis will study from three aspects to 

discuss the relationship between Women and the Narratives: (I) how women in 

the Heian Era enjoyed the Narratives; (II) about the Work - female image versus 

Narratives in Sarashina Nikki; (III) about the author — author’s image of the 

Work.In the first chapter, the thesis explores, in the Heian Era, how women 

enjoyed the Narratives, especially through the politics atmosphere, social rank and 

the cultural environment at that time. Later in this chapter, it introduces the sort 

and the purpose of the Narrative, and also introduce the viewpoint on the 

Narratives of the female writers.In the second chapter, the thesis deciphers the text 

by discussing the relationship between the female image and the Narratives, from 

the heroine’s girlhood, middle age and old age. In the three stages, the thesis 

describes what kind of desire and duty in the different female characters, and 

through the change from the view of desire and awakening and revolution to 

discuss the importance between the heroine and the Narratives.In the last chapter, 

from the outside view, the thesis discusses the relationship between the author and 

the Work. This article is like a mirror to reflect the life style of the other heroine. 

By looking the heroine to look back the relationship between the Narriatvies and 

the author; and trying to find out the opinion of the author on travel and love by 

looking into the characters and occasion of some specific paragraphs of the Work. 

論文

目次 

序論 第一節 研究の動機と研究対象 第二節 研究の目的と方法 第三

節 先行研究 第一章 平安時代における女性の物語享受の様相 第一

節  社会背景 一 受領階級 二 男と女 第二節  王朝物語   一 物

語の系譜   二 物語の創作 第三節  女性の物語享受   一 物語の

作者   二 女性作者の物語観 第二章 作品内の世界―女性像と物語 

第一節 少女期の希望   一 受領の娘   二 物語への渇望 第二節 

中年期の現実   一 宮仕えの女房   二 物語への覚醒  第三節 

老年期の境地   一 寡婦生活   二 物語への回帰 第三章 作品

と作者の間―更級日記の作者像  第一節 上洛の記における旅と物語 

一 上洛の記の創作意図   二 物語的な上洛の記 第二節 他者と物

語   一 貴公子資通との語らい   二 宇治の渡りと浮舟憧憬   

三 「尼なる人」との贈答 結論 参考文献  

參考

文獻 

中国語： 1 林玉鳳譯『女性學導論』（台北、南方叢書、1987） 2 豐子

愷譯『源氏物語』（台北、遠景、1987） 3 林文月譯『枕草子』（台



北、洪範、2000） 4 張蓉蓓譯『古今和歌集』（台北、致良、2002） 日

本語： A 単行本 1 南波浩『新訂物語文学概説』（京都、ミネルヴァ書

房、1957） 2 石川徹『古代小説史稿ー源氏物語と其前後ー』（東京、

刀江書院、1958） 3 中村真一郎『王朝文学の世界』（東京、新潮社、

1963） 4 三谷栄一『物語文学史論 新訂版』（東京、有精堂、1965） 

5 土田直鎮『日本の歴史５王朝の貴族』（東京、中央公論社、1975・

11 第 55 版） 6 松尾聡ら校注・訳『日本古典文学全集 11 枕草子』

（東京、小学館、1976・11 第 4 版） 7 日本文学研究資料刊行会『日本

文学研究の方法 古典編』（東京、有精堂、1977） 8 日本文学研究資

料刊行会『平安朝日記Ⅱ』（東京、有精堂、1978・9 再版） 9 日本文

学研究資料刊行会『平安朝物語Ⅰ』（東京、有精堂、1979・5 第 3

版） 10 日本文学研究資料刊行会『平安朝物語Ⅱ』（東京、有精堂、

1979・5 再版） 11 日本文学研究資料刊行会『平安朝物語Ⅲ』（東京、

有精堂、1979・10） 12 秋山虔校注『新潮日本古典集成 更級日記』

（東京、新潮社、1980） 13 江口孝夫校注『三宝絵詞 上』（東京、現

代思潮社、1982） 14 津本信博『更級日記の研究』（東京、早稲田大學

出版部、1982） 15 稲賀敬二『源氏物語前後』（大阪、和泉書院、

1982） 16 三谷栄一編『体系物語文学史第一巻 物語文学とは何かⅠ』

（東京、有精堂、1982） 17 三谷栄一『鑑賞日本古典文学第６巻 竹取

物語・宇津保物語』（東京、角川書店、1984） 18 秋山虔編『別冊國文

学 王朝女流日記必携』第 28 号（東京、學燈社、1986） 19 馬淵和夫

ら校注・訳『日本古典文学全集 24 今昔物語集四』（東京、小学館、

1986･9 第 13 版） 20 遠藤嘉基ら『注解日本文学史 八訂新版』（京

都、中央図書、1987） 21 高橋亨『物語文芸の表現史』（名古屋、名古

屋大学出版社、1987） 22 三谷栄一編『体系物語文学史第二巻 物語文

学とは何かⅡ』（東京、有精堂、1987） 23 小島憲之ら校注・訳『日本

古典文学全集 2 万葉集一』（東京、小学館、1987･3 第 18 版） 24 藤

井貞和編『別冊國文学 王朝物語必携』第 32 号（東京、學燈社、

1987） 25 長谷川政春ら校注『新日本古典文学大系 24 土佐日記蜻蛉

日記紫式部日記更級日記』（東京、岩波書店、1989） 26『國文学解釈

と教材の研究 歌・歌ことば・歌枕―＜うた＞なるもの―』第 34 巻

13 号（東京、學燈社、1989） 27 秋山虔ら編『増訂版日本文学全史 2

中古』（東京、学燈社、1990） 28 今井卓爾編『女流日記文学講座第四
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第 65 巻 6 号、1996･6） 19 小林としこ「更級日記尼君考―物語化され

た自己―」（『石井文夫教授退官記念論文集』、1997･2） 20 津本信博

「『更級日記』―ロマンチックな視線」（『国文学解釈と鑑賞』第 62

巻 5 号、1997・5） 21 和田律子「『更級日記』冒頭部に関する試論」

（『立教大学日本文学』第 80 号、1998･7） 22 和田律子「『更級日
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学』第 81 号、1998･12） 23 池田和臣「菅原孝標女―物語に魅せられた

人生」（『国文学解釈と鑑賞』第 65 巻 8 号、2000･8） 24 今関敏子
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