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摘要

(中) 

《更級日記》這部作品是作者菅原孝標女在晚年歷經喪夫之痛後，撰寫

自己過往一生的日記文學作品。與其他的日記文學作品相較，夢境的描

述片段所佔份量頗多，是此作品的一大特色，而且這些夢大部分與宗教

相關。現代人雖然不太相信夢的啟示與預言的功能，但是對古代人而

言，她們相信夢是一種事實，並且具備主宰事實的神奇力量。當作者沉

醉於物語世界時，即使夢境中不斷地出現神諭與他人的忠告，但她卻沒

有受到這些告誡的影響，從此修行向佛。然而作品中我們可以發現作者

在邁入中年後自我反省的描述中提到，如果自己當年能趁早從沉迷於物

語與和歌的世界頓悟過來，就不會有如今的不幸了。作者在丈夫過世的



哀痛中，想起了三年前所夢見的阿彌陀來迎接的夢境，在頓失依靠的晚

年中，作者寫道以此夢為今後的寄託。雖然作者寫道以此夢為今後的寄

託，但是作者在字?行間仍然顯露出對於未來的不安。《更級日記》當

中作者的信仰態度及真實性究竟為何？另外，從作者晚年的心境當中所

傳達出的人生觀與宗教觀為何？此為本論文研究的目的。 

摘要

(英)  
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