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まえがき

　作家の執筆脳を研究するために、 データベースを作成しながら

小説を分析するシナジーのメタファーに関する著作も４冊目と

なった。 今回は、 南アフリカを代表する女流作家ナディン·ゴーデ

ィマ(１９２３年 ２０１４年)の研究である。 これまでにトーマス·マン

とファジィ魯迅とカオス森鴎外と感情という３つのシナジー

のメタファーを作成した。 これらの作家は、 先行して研究したア

メリカのモンターギュ文法や比較言語学のサピアと合わせると、

東アジアを中心に地球規模で東西という組になり、 今回の南アフ

リカを含めれば、 私の文学研究も一応東西南北で国地域を比較す

ることになる。

　アパルトヘイトの裏にナチスありとよく耳にする。 分析の対

象としたTheLateBourgeoisWorld(１９６６年)の中でも、 題名の

イメージにつながる東ドイツの男性が書いた本を話題にする場面

がある。 また、 南アフリカにはオランダからの移民がいて、 公用

語としてアフリカーンスというオランダ語の方言が通じる。 実

は、 ドイツ·チュービンゲン大学に留学した際、 オランダ語の夜間

クラスに参加し、 ドイツ人の学生と共に勉強し単位を取得した。

　本書の内容に関していうと、 第一章は、２０１７年５月に上海の同

済大学で開催された中日教学研究会上海分会で発表した研究であ

る。 上記の作家たちをある種のエキスパートと見なし、 危機管理

者によるリスク回避というテーマで代表作を比較した。 マンの

魔の山、 魯迅の阿Q正伝、 そして森鴎外の山椒大夫は、２０
世紀前半という世界大戦中に書かれており、 ドイツの発展が止ま

ることや中国人の精神的な病からの救済、 そして歴史小説に見る

普遍性というリスク回避がそれぞれ記されている。

　第二章のTheLateBourgeoisWorldの分析は、 ３冊目の著作
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日语教育计划书 面向中国人的日语教学法与森鸥外小说的数

据库应用(日本語教育のためのプログラム 中国語話者向けの教

授法から森鴎外のデータベースまで)(２０１７)(東南大学出版社)に
収録されている論文森鴎外の『山椒大夫』のデータベース化の
中で説明した鴎外と感情というシナジーのメタファーの分析方

法を踏襲している。

　TheLateBourgeoisWorldの購読脳による出力は、 空間と時

間となり、 それが文理共生の入力として意欲と適用能力とい

うゴーディマの執筆脳に近づいていく。 その際、 データベースを

作成しながら、Lの読みを整える。 マックスの妹クイーニーの結

婚式の場面では、 アパルトヘイトの解決のために作者の執筆脳が

強く働いているという想定のもと、 ゴーディマと意欲というシ

ナジーのメタファーが作成される。

　これで確かに比較の目安に到達している。 しかし、 さらに作家

の数を増やしながらデータベースを作成できれば、 シナジーのメ

タファーに関して客観性は上がって行く。

　２０世紀を通して活躍した日本を代表する作家井上靖(１９０７年

１９９１年)のわが母の記(１９７５年)は、 認知症の母について記した

作品であり、 症状が進むにつれて家族が振り回される家族崩壊の

危機を回避する様子が描かれている。 また、 本書の第一章では、

ゴーディマと井上靖を性差でも比較している。

　その際、 鍵を握るのは、 作者の前頭葉である。 意欲や連合野の

バランスを司るのは前頭葉であり、 前頭葉には性差があるため自

分の好きな小説を使って、 作家の執筆脳というシナジーのメタファ

ーについて考えてみるのも面白い。 データベースを作成しながら分

析すると、 自身のアイデアが自ずと発見につながるからである。

２０１８年１０月

花村嘉英

　なお、 中国新聞出版の規定により、

　図表のタイトルは上に載せている。 参考文献の[M]もまた同規

定による。
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シナジーのメタファーの作り方について

トーマス·マン、 魯迅、 森鴎外、 ナディン·

ゴーディマ、 井上靖

花村嘉英

１　シナジーのメタファーとは何か

　文学分析は、 通常、 読者による購読脳が問題になる。 一方、 シ

ナジーのメタファーは、 作家の執筆脳を研究するためのマクロの

分析方法である。 基本のパターンは、 まず縦が購読脳で横が執筆

脳になるLのイメージを作り、 次に、 各場面をLに読みながらデー

タベースを作成して全体を組の集合体にする。 そして最後に、 双

方の脳の活動をマージするために、 脳内の信号のパスを探して

いく。

　執筆脳の定義は、 作者が自身で書いているという事実及び作者

がメインで伝えようと思っていることに対する定番の読みとす

る。 そのため、 本論では、 井上靖に関する購読脳の研究よりも、

私の著作、 即ちトーマス·マン(１８７５年 １９５５年)、 魯迅(１８８１年

１９３６年)、 森鴎外(１８６２年 １９２２年)の執筆脳に関する研究を先行研

究とする。 また、 執筆時の原稿の調査についても、 編者は文字デ

ータに関する校正を担当するため、 作家が書いた最終原稿の段階

を前提にする。

　トーマス·マン、 魯迅、 森鴎外の著作の中では、 それぞれの作

家の執筆脳として文体を取り上げ、 とりわけ問題解決の場面を分

析の対象にしている。 今回はそれに加えて、 マクロの分析を意識
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し、 地球規模とフォーマットのシフトについてもナディン·ゴー

ディマ(１９２３年 ２０１４年)と井上靖(１９０７年 １９９１年)を交えて説明

する。

　筆者の持ち場が言語学であるため、 購読脳の分析の際に、 何か

しらの言語分析を試みている。 例えば、 トーマス·マンには構文

分析があり、 魯迅にはことばの比較がある。 そのため、 全集の分

析に拘る文学の研究者とは、 分析のストーリーに違いがある。 文

学の研究者であれば、 全集の中から一つだけLの分析のために作

品を選び、 その理由を述べればよい。

２　人文科学からマクロを目指す

２．１　地球規模とフォーマットのシフト

　文系は人文、 文化、 社会、 理系は情報、 バイオ、 医学とそれぞ

れ系列が３つずつある。 どの系列でもミクロとマクロを想定し、

マクロの項目を地球規模とフォーマットのシフトにすると、 こぼ

れる人はいなくなり、 一応の目安に届けば自ずと研究は発見につ

ながっていく。 人文科学の場合、 地球規模は東西南北となり、 フ

ォーマットのシフトは、 Ｔの逆さの認知の定規をLに分けることを

指す。

　こう考えるための客観的な証拠は、 私の学歴や職歴にある。 元

々、 ドイツ文学や言語学を専攻し、 人文と認知科学を研究してき

た。 また、 職歴は、 日本語教授法と機械翻訳が中心で、 実務や資

格を重ねながら翻訳の作業単位を調節している。 例えば、 ドイツ

語と文学、 中国語と法律(契約書)、 英語と情報、 ドイツ語とバイ

オ、 英語と医学などである。 文系と理系について交互に記事を書

くとき、 文体の調節としてこうした実績が役に立っている。

　また、 東西南北は、 適当に国地域を選択すればよい。 私の場合

は、 日本やドイツそしてアメリカが先行し、 そこには東西があ
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り、 その後に日本と中国やアパルトヘイトとナチスから南アフリ

カとドイツという南北が出てくる。 これは、 私の著作を読めばわ

かることであり、 それが客観的な証拠となる。 さらに、 自分が読

める言葉を増やしていけば、 日本と豪州、 北米と南米という組が

でき、 研究の対象がオリンピックに近づいて行く。

　フォーマットをシフトするには、 Ｔの逆さの定規を崩して縦横

に言語と情報の認知を置き、 Lのフォーマットを作成する必要が

ある。 その際、 信号がスムーズに横をスライドするように、 翻訳

の作業単位を使って調節していく。 これがデータベースを作ると

きに、 テキスト共生の基礎として役に立ち、 文学分析にも影響を

及ぼす。

　こうして獲得した知識を基にして、 シナジー·共生の組を作って

いく。 組が増えれば、 自ずと研究がシナジー論になるためであ

る。 バランスを整えるために２個２個のルールを適用する。 シナジ

ーの組については、 例えば、 言語と情報(コーパス、 パーザー、 翻

訳メモリー、 計量言語学)、 文化と栄養、 心理と医学、 法律と医

学、 法律と技術、 社会とシステム、 社会と福祉、 経営工学、 ソフ

トウェアとハードウェアなどが想定される。 そして、 文学とデー

タベースがこの並びに加われば、 シナジーのメタファーの研究も

大きな評価となっていく。

　このように考えると、 マクロの項目として地球規模とフォー

マットのシフトを調節するには、 日頃からのトレーニングが必要

不可欠になる。

２．２　Lのフォーマットで文学を比較する

　パイロットによる緊急着陸とか災害や救急の医療または株式市

場の現場で働くエキスパートと同様に、 作家もリスク回避をテー

マにして作品を書くことがある。 例えば、 トーマス·マンは、２０
世紀の前半にドイツの発展が止まることを危惧して小説や論文を

書き、 魯迅は、 作家として馬虎(詐欺をも含む人間的ないい加減

３
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さ)という精神的な病から中国人民を救済するために小説を書い

ている。 また、 森鴎外は、 明治天皇や乃木大将が亡くなってか

ら、 後世に普遍性を残すために歴史小説を書いた。

　トーマス·マンの文体は、 イロニーである。 魔の山(１９２４年)
に限らず、 マンは、 散文の条件として常に現実から距離を取る。

現実を正確に考察しながら、 一方で批判するためである。 このイ

ロニー的な距離は、 正確に記述しようとしても、 言語媒体そのも

のの特徴からあるところで制限される。

　また、 ロトフィ·ザデーのファジィ理論は、 システムが複雑にな

ると、 振舞について正確ではっきりとした説明ができなくなるこ

とを主張する。 つまり、 両者共に物事を深く突き止めて行ってもそ

こには限界があり、 深追いしないと逆に良い結果が得られることを

論じている。 (花村２００５： １１３)そこで、 魔の山の購読脳をイロニ

ーとファジィとし、 そこからファジィとニューラルという組に向

かい、 マンの執筆脳であるファジィという特性を引き出した。

　魯迅の文体は、 従容不迫(落ち着き払って慌てないという意味)
で、 持ち場は短編である。 狂人日記(１９１８年)と 阿 Q 正伝
(１９２２年)に対する解析を記憶と馬虎にし、 これを記憶とカオ

スという生成イメージに近づけるため、 場面を作業単位にしてL
字の解析と生成を繰り返す。 すると馬虎という無秩序状態にある

人々の予測不可能な振舞い(非線形性)及び刑場に向かう阿Qと荷

車運搬人の近似入力が全く異質の出力になる様子(初期値敏感性)
が見えてくる。 (花村２０１５： ７５)
　森鴎外は、 明治天皇や乃木大将の死後、 それ以前の文語体では

なく口語体で歴史小説を書いた。 歴史小説は、 誘発が強い作品と

創発が強い作品に分けることができる。 例えば、 山椒大夫
(１９１４年)の購読脳は、 誘発強と創発弱になり、 佐橋甚五郎
(１９１３年)はその逆になる。 また、 誘発と創発を合わせた情動と尊

敬の念からなる感情を行動と組にして、 それを森鴎外の執筆脳と

し、 作成したデータベースから購読脳と執筆脳をマージして、 バ

ラツキによる統計処理を試みた。 (花村２０１７： １２５)

４
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　三人の作家の上記作品を比較してみると、 全て医学情報を含ん

でいるため、 作家が伝えようとする定番の読みとマージ可能な脳

内の信号のパスを探すことにより、 シナジーのメタファーは想定

できる。 脳の活動といっても、 人文の研究対象が言語や文学であ

るため、 例えば、 五感の情報が脳内で伝達される様子について考

えている。

２．３　シナジーのトレーニング

　花村(２０１７)では、 人文科学が専攻の人たちのためにシナジーの

トレーニングとして組のアンサンブルを説明している。 シナジー

という研究の対象は、 元々が組からなっているためである。 例え

ば、 手のひらを閉じたり開いたりするのも、 肘を伸ばしたり畳ん

だりするのも運動でいうシナジーである。 Lのモデルができるだ

け多くの組を処理できるように、 シナジーの研究のトレーニング

として三つのステップを考えている。

　まず、２．１に記したシナジーの組み合わせから何れかの組を選

択し、 研究の方向を決める。 組み合わせについては、 複数対応で

きることが望ましい。 次に、 選んだ組からLに通じるテーマを作

るために、 人文科学と脳科学という組のみならず、 ミクロとマク

ロ、 対照と比較の言語文学、 東洋と西洋などの項目を考える。 ま

た、 トーマス·マンとファジィは、 ドイツ語と人工知能という組

であり、 魯迅とカオスは、 中国語と記憶や精神病からなる組であ

る。 そこには洋学と漢学があり、 また長編と短編という組もある。

表１　テーマの組

テーマの組 説明

文系と理系 　小説を読みながら、 文理のLのモデルを調節する。

人文科学と社会

科学
　文献学とデータの作成または統計処理を考える。

言語と文学 　対照と比較双方の枠組みで小説を捉える。

５
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(続き)

テーマの組 説明

東洋と西洋

　東洋と西洋の発想の違いを考える。 例、 東洋哲学と

西洋哲学、 国や地域における政治、 法律、 経済の違

い、 東洋医学と西洋医学。

基礎と応用
　まず、 ある作家の作品を題材にしてLのモデルを作

る。 次に、 他の作家のLのモデルと比較する。

伝統の技と先端

の技

　人文·文化の文献学とシナジーのストーリーを作る

ための文献学(テキスト共生)。 ブラックボックスを消

すために、 テキスト共生の組を複数作る。 (人文と情

報、 文化と栄養、 心理と医学など。 )

ミクロとマクロ

　ミクロは主の専門の調整、 マクロは複数の副専攻を

交えた調節。 少なくとも縦に一つ(比較)、 横にもう一

つ取る(共生)。

　さらに、 テーマを分析するための組が必要である。 例えば、 ボ

トムアップとトップダウン、 言語理論と翻訳の実践、 一般(受容)
と特殊(共生)、 言語情報と非言語情報など。

表２　分析の組

分析の組 説明

ボトムアップと

トップダウン

　専門の詳細情報から概略的なものへ移行する方法。

及び、 全体を整える概略的な情報から詳細なものへ移

行する方法。

理論と実践

　すべての研究分野で取るべき分析方法。 言語分析に

ついては、 モンターギュの論理文法が理論で、 機械翻

訳が実践になる。

一般と特殊

　小説を扱うときに、 一般の読みと特殊な読みを想定

する。 前者は受容の読みであり、 後者は共生の読みで

ある。
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言語情報と

非言語情報

　前者は言語により伝達される情報、 後者はジェス

チャーのような非言語情報である。

強と弱

　組の構成要素は同じレベルでなくてもよい。 両方と

も強にすると、 同じ組に固執するため、 テーマを展開

させにくくなる。

　このようにして、Lのストーリーとデータベースから組のアン

サンブルを調節し、 トーマス·マンの魔の山、 魯迅の狂人日

記と阿Q正伝、 さらには森鴎外の山椒大夫と佐橋甚五郎
について研究をまとめた。 Lのストーリーのための計算と文学の

モデルは、 こうした調節が土台になっている。

３　ゴーディマのTheLateBourgeoisWorld(１９６６年)

　ナディン·ゴーディマ(１９２３年 ２０１４年)は、 南アフリカの白人社

会の崩壊を目指す反アパルトヘイト運動に白人がどのように関与

できるのかを自問し、 世の中の流れに逆流する自国の現状に危機

感を抱いて、 何らかの形で革命に関わりたいという意欲を持って

いた。 こうした作家の脳の活動は、 南アフリカの将来を見据えた

リスク回避といえるため、 特に、 意欲と適応能力に焦点を当て

てゴーディマの執筆脳について考察していく。

　ゴーディマがTheLateBourgeoisWorld(ブルジョワ世界の終

わりに)を書いた１９６０年代の南アフリカは、 ヘンドリック·フェル

ブールト首相(在任１９５８年 １９６６年)に象徴されるアパルトヘイト

全盛の時代で、 いくら適応能力があっても政治や法律によりそれ

を発揮できなかった。 そのため、 心の働きでは意欲が強くなり、

それに伴う計画や判断を含めた脳の活動としては、 前頭葉が注目

に値する。
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