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摘要

(中) 

本論文由五章構成。序章中簡略地描述研究動機與目的，說明先行研

究、研究範圍及方法，並概述論文架構。   第一章中，探究作家的創

作意識與自我治療間的關係。首先整理村上本身的發言，整理出其對於

自我治療的想法及創作觀。與超現實主義之創作觀做一相互比較，藉此

找出其作品世界的核心。又透過觀察作者與初期四部曲主角「僕」的轉

換，以確認自我治療的效果。   第二章中，重新評估一直以來作為前

期特徵卻總為人所輕視的「輕」。為了檢驗「輕」，探究了「輕」的手

法及「被隱蔽的重」，進而勾勒出四部曲的物語構造。鑽   第三章

中，探討了作品構成要素的分身與平行世界。首先釐清分身的出現原因



及其定義，分析被當作是主角分身的角色，探討初期四部曲的真相。接

著 ，對「另一邊」下定義，考察「他界到異界」這樣平行世界的變化，

把焦點放在作者世界觀的變化。   終章中，整理以上三章的分析結

果，描繪出初期四部曲之作品構造，並論述自我治療與作家間的關係。 

摘要

(英) 

The main discourse consists of five chapters. In the introductory chapter, the 

research motive and the purpose are described, the early research is explaned, the 

range of the research, the study method, and the composition of the thesis is 

abbreviated. In Chapter 1, the relation between the creation posture and the self-

treatment of the writer is clarified. First of all, Murakami’s statement about his 

writing is arranged, and the attitude of creation and his concept of self-treatment 

are settled. By comparing his concept of creation with the surrealism, the purpose 

is to find out the nucleus in the work world. Moreover, by observing the 

conversion of writer and leading character "I" of the first tetralogy, the effect of 

the self-treatment is confirmed. In Chapter 2, "Lightness" that characterizes at the 

first term and was suppressed a little of the past is revalued. In order to verify 

"Lightness", investigated the technique of "Lightness" and "Concealed weight" 

and draw the story structure of the tetralogy. In Chapter 3, the elements of 

Murakami’s story word – “doppelgänger” and “parallel world” are 

researched. First of all, the cause of appearance and the definition of 

“doppelgänger” are clarified, and the characters thought as hero's 

“doppelgänger” are analyzed. By the way, the truth of the first tetralogy is 

conferred. Therefore, as to focus on the change of writer's worldview, “the other 

side” is defined and the change of parallel world is observed. In the closing 

chapter, by sorting the analysis result of the above three chapters, the work 

structure of the first tetralogy is drawn, and relation between the self-treatment 

and the writer is discussed. 
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