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摘要

(中) 

本論文主要研究文本為平安朝時代的女流日記文學《蜻蛉日記》，作者

是藤原道綱母。日記中描寫的是藤原道綱母和丈夫藤原兼家的婚姻生

活，從這個婚姻生活當中道綱母所感受及觀察到的事物。 日記的一大特

徵是「～人」此一指不特定第三者的單字出現次數十分頻繁。經由分

析，得知「～人」此一用法表現，使用例最多的便是指丈夫藤原兼家。

筆者認為探究代表丈夫兼家的「～人」用法，同時也是探究作者道綱母

的「自我」的一大關鍵。為了更加深入明瞭道綱母的自我，首先必須釐

清日記中道綱母的兼家意識。 又，《蜻蛉日記》中，繼兼家之後，其子

道綱是個占了極大比重的存在。仔細觀察可以發現道綱的存在只不過是



被用來敘述與兼家感情不睦的媒介。為了了解日記的這個特質，有必要

釐清道綱在日記中所扮演的角色。更深入閱讀後可發現，《蜻蛉日記》

中所描述的種種事象，最終都會回歸至對於丈夫兼家的關心。特別是，

筆者認為，不管是對兼家也好，對道綱也好，作者對這些人的關心深

淺，明白的顯示在日記中可見的稱呼表現裡。 因此，本論文以日記中對

於兼家與道綱的稱呼表現為中心，藉由分析道綱母的兼家意識，期許能

夠讓日後讀者能夠對作品有更加深入的解讀。  

摘要

(英) 

Title of thesis: “A study on the Kaneie notion, the address forms, and the role of 

Michitsuna in the Kagerou Diary” Thesis advisor: Shoko Nakamura, Associate 

Professor of the Japanese Department, Fu Jen University This thesis was geared 

towards the “Kagerou Dairy” that belongs to the female diary literature of 

Japan’s Heian Period, and its author was Hujiwara Michitsuna’s mother. That 

diary mainly recorded the marriage life of Michitsuna’s mother and father 

(Hujiwara Kaneie). Michitsuna’s mother wrote down her feelings about the 

marriage, as well as the things she had observed. One of the main features of the 

diary was that it frequently utilized “a person” as an unspecified address form 

in order to narrate the person of an event. Through analysis, it was known that 

most of the time “a person” was used to indicate her husband, Hujiwara 

Kaneie; therefore, her “self-awareness” was exposed through this writing 

technique. If we wanted to know more about the “self-awareness” of the 

author, the Kaneie notion of the dairy must be studied. In the “Kagerou Dairy”, 

besides the husband Kaneie, there was a large proportion written about the son 

Michitsuna. However, the author intentionally used the description of the son to 

express her complaint about the marriage. In order to have a better understanding 

of the diary contents, it is necessary to clarify the Michitsuna’s role and position 

in the diary. It could be discovered that all of the narrated events actually came 

out of the author’s concern about her husband. The author’s degree of concern 

about her husband or son showed in the address forms of the diary. Therefore, 

this thesis studied the dairy’s address forms toward Kaneie and Michitsuna, and 

analyzed the author’s Kaneie notion, hoping to serve as a reference for future 

researchers and readers.  

論文

目次 

『蜻蛉日記』における対兼家意識－呼称と道綱の役割を手掛りに－ 目

次 凡例 序章                           

0-１、研究動機 1 0-２、先行研究 3 0-３、研究の範囲と方法 8 0-４、論

文の構成 9 第一章 兼家に対する呼称                 

１－１．来訪に関わる語を冠する呼称表現 11 １－２．期待を示す語

を冠する呼称表現 16 １－３．不信を示す語を冠する呼称表現 20 １－

４．その他の呼称表現 25 まとめ 35 第二章 道綱に対する呼称                

２－１．年齢に関わる語を冠する呼称表現 38 ２－２．官職を示す語

を冠する呼称表現 46 ２－３．絆を示す語を冠する呼称表現 48 ２－

４．情愛を示す語を冠する呼称表現 56 まとめ 62 第三章 一子道綱の

役割                  ３－１．端役としての存在 

65 ３－２．道具としての存在 70 ３－３．代償としての存在 79 まとめ 



87 第四章 対兼家意識                    ４

－１．非日常的な存在 90 ４－２．期待を裏切る存在 87 ４－３．独占

をのぞむ存在 96 ４－４．他者としての存在 98 まとめ 102 終章                          

5-1．結びに 106 5-2．今後の課題 108 附録                          

１、テキスト 109 ２、参考文献 109 ３、表 112  

參考

文獻 

専書（五十音順） 1.『一冊の講座』編集部  （1981） 『一冊の講

座蜻蛉日記』 有精堂  2.石坂妙子 著者 （1997） 『平安期日記

文芸の研究』 新典社 3.伊藤博 宮崎荘平 編者（2003） 『王朝女

流文学の新展望』 竹林舎 4.稲賀敬二 著者 （2008） 『日記文学

と『枕草子の探究』 笠間書院 5.犬養廉・校注 （1982） 『新潮日

本古典集成』 新潮社  6.上村悦子 編者 （1995） 『王朝日記の

新研究』 笠間書院  7.岡田博子 著者 （1994） 『蜻蛉日記の作

品構成』 新典社  8.柿本奨・校注 （1966） 『蜻蛉日記全注釈』 

角川書店 9.菊池靖彦 木村正中 伊牟田経久校注・訳 （1995） 新

編日本古典文学全集・土佐日記 蜻蛉日記 小学館 10.木村正中 編

者 （1991） 『論集 日記文学・日記文学の方法と展開』 笠間書院 

11.佐藤泰正 編者 （1984） 『文学における母と子』 笠間書院  

12.佐藤泰正 編者 （1987） 『文学における家族』 笠間書院  13.

白井たつ子・新田孝子 共著 （1996） 『蜻蛉日記の風姿』 風間

書房 14.日本文学研究資料刊行会 編者 （1971） 『平安朝日記 I』 

有精堂 15.深沢徹 編者 （1987） 『かげろ日記・回想と書くこ

と』 有精堂  16.服藤早苗 著者 （2004 『平安朝・女の生き方

－輝いた女性たち』 小学館  17.守屋省吾 編者 （2000） 『論

集・日記文学の地平』 新典社 雑誌（五十音順） 1.安貞淑 （1999） 

「『蜻蛉日記』考－兼家の来訪の表現－」 『別府大学紀要』 別府

大学会 2.安貞淑 （2000） 「『蜻蛉日記』考－兼家の魅力－」 

『別府大学紀要』 別府大学会 3.内野信子 （2005） 「『蜻蛉日

記』の「われ」」 『国学院大学大学院紀要－文学研究科－』 国学

院大学大学院 4.大谷裕昭 （1990） 「『蜻蛉日記』上巻前半の構造

と表現（上）」 『日本文学誌要』 法政大学 5.岡田博子 （1991） 

「蜻蛉日記作者の自己規定」 『二松』 二松学舎大学大学院文学研

究科 6.大倉比呂志 （1987） 「道綱母－女の自我－」 『国文学解釈

と鑑賞』 至文堂 7.小山香織 （2004） 「『蜻蛉日記』下巻試論－破

局までと日常への回帰－」 『国語と国文学』 東京大学国語国文学

会 8.川村裕子 （1995） 「蜻蛉日記の鳴滝籠りについて」 『新潟

産業大学人文学部紀要』  新潟産業大学 9.川村裕子 （1996） 「蜻

蛉日記の文―平安時代の文の交換を中心に―」 『立教大学日本文

学』 立教大学日本文学会  10.斉藤菜穂子 （2002） 「蜻蛉日記下

巻における漢文的表現―兼家との関係の相対化へ―」 『国文学研

究』 11.鹿熊陽子 （1985） 「蜻蛉日記上巻の構造」 『上智大学

国文学論集』 上智大学 12.鈴木日出男 （1996） 「王朝女流文学

の発想と表現」 『国語と国文学』 東京大学国語国文学会 13.西木

忠一 （1984） 「死を思う道綱母－『蜻蛉日記』における－」 

『滋賀大国文第 22 号』 滋賀大国文会 14.西木忠一 （1988） 「鳴



滝参篭（二）」 『樟蔭国文学』 大阪樟蔭女子大学国語国文学会 

15.藤本徳明 （1974） 「『蜻蛉日記』の物詣での記の分析－作者の

意識の変遷を中心として －」 『学報』 金沢美術工芸大学 16.山口

康子 （1986） 「一子道綱の描写－呼称を中心に－」 『国語と教

育』 長崎大学 17.吉住弘恵 （2002） 「日記文学における暦日表現

についての一考察―「方違え」で読む『蜻蛉日記』―」 『日本文学研

究』 梅光学院大学 18.吉本隆志 （1987） 「蜻蛉日記中巻におけ

る意識の変曲点について」 『上智大学国文学論集』 上智大学 19.

渡辺久寿 （1983） 「蜻蛉日記「泔坏の水」の段考察の一前提－

「ろんなう、さやうにぞあらむ」の解釈について－」 『日本文芸論

集』 山梨英和大学 20.渡辺久寿 （1986） 「蜻蛉日記中巻におけ

る〈兼家喪失〉をめぐって－唐崎祓いを中心に－」 『日本文芸論

集』 山梨英和大学 21.渡辺久寿 （1986） 「蜻蛉日記中巻前半部

における兼家の存在性」 『日本文芸論集』 山梨英和大学 22.渡辺久

寿 （1989） 「蜻蛉日記論―鳴滝籠りの位相―」 『山梨英和短期大

学紀要』 山梨英和大学 23.渡辺久寿 （1998） 「『蜻蛉日記』の

作品性とテクスト性－「母の死」の段を中心に－」  『日本文学』 

日本文学協会 24.渡辺久寿 （2004） 「『蜻蛉日記』上巻「桃の節

供」の記事について－その意義と位置付けを中心に－」 『日本文芸論

集』 山梨英和大学  

論文

頁數 
122 

附註 
 

全文

點閱

次數 

0000001  

資料

建置

時間 

2012/2/23 

轉檔

日期 
2012/05/08 

全文

檔存

取記

錄 

495246073 2012.2.23 22:59 125.233.6.186 new 01 495246073 2012.2.23 23:10 

125.233.6.186 new 02 495246073 2012.2.23 23:19 125.233.6.186 new 02 

495246073 2012.2.23 23:21 125.233.6.186 del 02 495246073 2012.2.23 23:22 

125.233.6.186 del 01 495246073 2012.2.23 23:34 125.233.6.186 new 01 

495246073 2012.3.5 23:32 182.234.97.19 del 01 495246073 2012.3.5 23:33 

182.234.97.19 new 01 495246073 2012.3.5 23:33 182.234.97.19 new 01 

495246073 2012.4.12 21:09 182.234.102.141 del 01 495246073 2012.4.12 21:09 

182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.12 21:10 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.4.12 21:10 182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.12 21:11 

182.234.102.141 del 01 495246073 2012.4.12 21:12 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.4.18 17:19 182.234.102.141 del 01 495246073 2012.4.18 17:20 



182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 

182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 

182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 

182.234.102.141 new 01 495246073 2012.4.18 17:21 182.234.102.141 new 01 

495246073 2012.5.8 13:12 125.233.7.227 new 01 495246073 2012.5.8 13:19 

125.233.7.227 del 01 495246073 2012.5.8 13:36 125.233.7.227 new 01 

異動

記錄 

C 495246073 Y2012.M2.D23 8:47 125.233.9.66 M 495246073 Y2012.M2.D23 

8:47 125.233.9.66 M 495246073 Y2012.M2.D23 22:48 125.233.6.186 M 

495246073 Y2012.M2.D23 22:48 125.233.6.186 M 495246073 Y2012.M2.D23 

23:19 125.233.6.186 M japa2596 Y2012.M2.D23 23:36 125.233.6.186 M 

495246073 Y2012.M3.D2 15:05 182.234.97.19 M japa2596 Y2012.M3.D5 11:16 

140.136.213.41 M japa2596 Y2012.M3.D5 11:26 140.136.213.41 M 495246073 

Y2012.M3.D5 23:33 182.234.97.19 M japa2596 Y2012.M3.D7 9:56 

140.136.213.41 M japa2596 Y2012.M4.D12 8:09 140.136.213.41 M 495246073 

Y2012.M4.D12 21:54 182.234.102.141 M 495246073 Y2012.M4.D17 11:12 

182.234.102.141 M 495246073 Y2012.M4.D18 17:22 182.234.102.141 M 

495246073 Y2012.M5.D3 21:22 125.233.6.102 M 495246073 Y2012.M5.D8 

13:13 125.233.7.227 M 495246073 Y2012.M5.D8 13:23 125.233.7.227 M 

495246073 Y2012.M5.D8 13:37 125.233.7.227 M japa2596 Y2012.M5.D8 13:42 

140.136.213.41 M japa2596 Y2012.M5.D8 13:42 140.136.213.41 M 030540 

Y2012.M5.D8 14:00 140.136.208.63 M 030540 Y2012.M5.D8 14:00 

140.136.208.63 I 030540 Y2012.M5.D8 14:00 140.136.208.63 

 


