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Oda Nobunaga The modern novel China Japan The Warring States Era in Japan 

摘要

(中) 

日本戰國時代與中國三國時代類似，以被稱為「戰國三英傑」的織田信

長、豐臣秀吉、德川家康為首的戰國武將們，把統一天下並建築屬於自

己的政權為目標，是個群雄割據且壯烈的時代。如同『三國演義』在中

國非常地受到歡迎，在日本也有許多以戰國時代為題材的小說，也相當

地受人喜愛。本研究要研究的目標為，經常被作家們描寫的織田信長，



取相關的六部作品來探討作家們如何描寫被稱為稀世英雄的織田信長。 

以信長為主角的歷史小說，反映著他受大眾喜愛的程度，擁有非常多的

相關作品。小論將在其中挑選，?口安吾所撰寫的『信長』、山岡莊八所

撰寫的『織田信長』、司馬遼太郎所撰寫的『??り物語』、?邦生所撰寫

的『安土往還記』、以及遠藤周作所撰寫的『反逆』與『決?の時』六部

作品為研究目標。作品的選擇基準為以下三點，基本上以信長為主角，

且忠於史實來敘說故事；作者已去世，其文學世界不再有變動；作者藉

由作品有其想要探討或表現的問題，作品並不單純只是娛樂作品。 各章

節的基本構成為，第一節將敘述作者的介紹及作品的概要。第二節將以

『信長公記』（依作品的不同或實際需要也會使用『日本史』或『武功

夜話』）來和各作品做比較，藉此檢證出各作品中信長形象的異同。在

第三節中，先整理第二節所檢證過的信長形象，並將有所不足的地方加

以補充說明，進而探討作者在其作品裡，想要構築出何種信長形象。  

摘要

(英) 

The Warring States Era in Japan is similar to the Three Kingdoms Era in China, 

when the rivalry of local barons civil wars generals including Oda Nobunaga, 

Toyotomi Hideyoshi, and Tokugawa Ieyasu who were called "Three Civil Wars 

Heroes". They tried to unify the country just like the Three Kingdoms Era of China 

and build the empire in their own way. As popular as the "Romance of the Three 

Kingdoms" in China, the "Wariring States Era" is also being using as reference in 

numerous of novels. The topic of this research would be Oda Nobunaga whom 

been mentioned numerous times by many authors, and by examining six different 

works that are related to Oda Nobunaga ,whom they called "The Rare Hero", to see 

different aspect of Nobunaga from different authors' point of view. As for the 

historical novels which designate Nobunaga as the protagonist, reflecting the deep-

rooted popularity, the work is written many times by various of authors. This thesis 

is presented through the follow selections; "Nobunaga" by Sakaguchi Ango, "Oda 

Nobunaga" by Yamaoka Souhachi, "Stealing the Nation" by Shiba Ryoutarou, "The 

Return of Azuchi" by Tuji Kunio, and lastly Endo Shusaku's "Rebellion" and 

"Decisive Battle". The selections are based on the following points. First, they 

designate Nobunaga as the protagonist, non-fictional, which based on the history. 

Second, since the authors have passed away, there is nothing can be change as in 

terms of literature, And last, from authors' point of view to discuss the conflicts, 

and not just pure entertainment. The basic structure of each chapter is divide into 

three paragraphs. The first paragraph would be introduction of the work and its 

author. Second paragraph would be comparisons of Nobunaga's image in both 

historical and the point of view of each individual author. (In any cases, "The 

Japanese History" and "Bukou-yawa" will be use as reference accordingly) The 

third paragraph is verified what is mentioned in the second paragraph, 

compensating the parts that are not enough, we then finally revise what kind of 

image that the author was trying to build.  
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