
『マルテの手記』をテキストマイニングする！
──リルケ散文の計量的分析を用いた相補的研究の試み──1

中　　村　　靖　　子

はじめに

　ライナー・マリア・リルケ（1875‒1926）の『マルテの手記』Die Aufzeichnungen des Malte 

Laurids Brigge (1910)（以下、『手記』と略記）は、「ドイツ語文学の「モデルネ」の始まり」（ペー
ターゼン）と位置づけられている［Petersen (1991): 68］。『手記』は一人称で綴られた71の章
から成るが、ある章は日記形式、また別の章は手紙の草稿というふうに、長さも、叙述スタイ
ルもさまざまである。それらは、マルテという一人の人間が綴っているという一点によって、
かろうじて統一性を与えられるのみである。全体が大きく第一部と第二部とに分かれているも
のの、章相互の関係性は希薄であり、明確な強いストーリー性をもっているとは言いがたい。
物語の歴史から見るならばそれは、「全知全能の語り手」（スタンツェル）が不可能となった時
代に要請された、新たな叙述形式の試みであったといえる。ペーターゼンは『手記』を、「モ
ンタージュ技法を取り入れた最初の試み」と評価している［Petersen (1991): 81］。
　ストーリー性が希薄であるとはいえ、マルテは、手記の随所で「僕は変わらねばならぬ」と繰
り返している。詩人として、語り手としてマルテは「変化」を課題としており、それは、マル
テ自身の変化であり、「新しい語り」を目指すものとも見なされてきた。しかしながら、その変
化が何であるのか、そしてほんとうに変化が起こったのかどうかについては、研究史において
もさまざまに意見が分かれている［中村 (2002)］。そもそもが、一人称で書かれた文章群におけ
る筆記者自身の変化を明示的に追跡することには大きな困難をともなう。本論は、こうした
『手記』研究の状況を踏まえて、テキストマイニングの手法を用いてこの作品を計量的に分析し
ようとするものである。テキストマイニング手法は、文書群の統計的比較をもっとも得意とす
る。まずは『手記』本体を分析し、ついでリルケのほかの散文作品や芸術批評文との比較にお
いてこの作品の特徴を抽出し、それらの結果を踏まえて改めて『手記』の分析に入る。本論は、
『手記』研究にあらたな視点を提供するだけでなく、従来の文献研究と計量的手法とを相補的
に用いることによって、どのような文学研究の可能性が拓かれるかを探ることを目的とする。

1 本論執筆にあたっては多言語テキストマイニングソフトMTmineRを開発された同志社大学大学院文化情報
学研究科金明哲教授に丁寧なご指導をいただいた。また、同じく同志社大学同研究科博士後期課程の鄭弯弯
さんには献身的にサポートをしていただいた。ここに記して、お二人に心から感謝申し上げる。
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１　『マルテの手記』の構成

１　前半と後半との比較

　『手記』は、二部構成となっている。つまり作者にはこの作品を、前半と後半に分けるだけ
の理由があったはずである。まずは作者によって示されたこの「分割」を手がかりとして、
『手記』を分析していくことにしよう。多言語テキストマイニングソフトMTmineR（開発者：
金明哲）を用いたワードクラウド法により、前半と後半において、どのような語が頻出するか
を示したのが〈図1‒1〉2である。それぞれの主題を明示するために、名詞（一般名詞と固有名
詞）と形容詞に限定して比較したのが〈図1‒2〉である。ワードクラウド図では、文字の大き
さが頻度の高さを表し、同じ色で示された語は互いに類縁性をもつ一方で、語と語の位置関係
はランダムである。

〈図1‒1〉　前半と後半の特徴語　１ 〈図1‒2〉　前半と後半の特徴語　２

品詞形態素（記号類、冠詞類を除く）、原形集
計3、Cutoff 値10、変数570（others を除く）、
ワードクラウド：頻度データ、上半分が前半、
下半分が後半

品詞形態素（名詞 NE、NN、形容詞 ADJA、
ADJD）、 原 形 集 計、Cutoff 値10、 変 数266
（othersを除く）、ワードクラウド：頻度データ

2 用いたのは欧文形態素解析ツール Tree Tagger のドイツ語版である。品詞コードは Tree Taggerのサイトに
tagset documentationとして挙げられている。除外したのは以下の品詞である。ART: bestimmter oder 
unbestimmter Artikel; CARD: Kardinalzahl; PDS: substituierendes Demonstrativpronomen; PIS: substituierendes 
Indefinitpronomen; PIAT: attribuierendes Indefinit- pronomen ohne Determiner, PROSS: substituierendes 
Possessivpronomen, PROSAT: attribuierendes Possessiv pronomen, PRELS: Relativpronomen substituierend; 
PRELAT: Relativpronomen attribuierend; XY: Nichtwort; Sonderzeichen enthaltend; $,: Komma; $.: Satzbeendende 
Interpunktion; $(: sonstige Satzzeichen, satzintern.

3 原形で集計してあるため、名詞も小文字書きとなっている。
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　〈図1‒1〉では、前半では ich、後半では erが最頻出語となっていることが示される。このこ
とは、『手記』の語りが一人称から三人称へと軸足が移っていくという、先行研究で何度も提
案されたれた仮説にそうものとなっている。『手記』の冒頭では「感情そのものの極限を打ち
破るような不安」が縷々述べられるが［Bollnow (1956): 39］、こうした「実存主義的」な色は
薄まってゆく［Dufresne (1982): 267］。後半ではマルテ自身は「あたかも括弧でくくられたか
のように」気配を消し［Hoffmann (1968): 230］、「年代史的な語り」が実現した［Hoffmann 

(1968): 230］ など、『手記』の前半と後半との違いについてはこれまで何らかの「変化」を読
み取ろうとする研究が多かった。後半の語りは「開かれた語り」［Petersen (1991): 82］とも言
われ、語り手は「超越的な器官」となった［Fülleborn (1961): 157］とも、マルテ自らが「一
個の媒体（ein Medium）」となったともいわれた［Merz (1982): 268］。ワードクラウドが示す
ものは、これらの解釈のいずれとも矛盾しない。その「変化」の分岐点については、『手記』
のどこかで「マルテの死」が起こった［Blanchot (1955): 174］、主体の死を経て、後半では「主
体の死ののちの主観性」の世界が展開している［Kruse (1994): 54］など、なんらかの「死」に
相当するものとする解釈が多い。ワードクラウドが示す ichと erは、これら先行研究の解釈
を裏づけるとまでは言いがたいが、反証するものでもない。
　『手記』における es（非人称主体）の使われ方については、とりわけ『手記』の最初の一文
が以下のように始まることによって強く印象づけられる。

　　So, also hierher kommen die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich hier.

　　そう、そういうわけで、人々は生きるためにここに来るのだけれど、ぼくに言わせればむ
しろ、ここでは人が死んでいっている。［11］

パリという大都会ではまるで日常茶飯事のように、誰からも顧みられることなく人が死んでゆ
く。それをマルテは、「まるで工場で大量生産されるような死」と呼ぶのだが、冒頭のこの一文
は、そうした匿名の死の主体を esという非人称で表現する。こうした esの用いられ方は『手
記』を特徴づけるものとして早くから指摘されてきた。そこに注目してヴァルター・ゾーケル
は『手記』を、マルテの自我の解体プロセスとみなした。死に対する極度の不安を基点として
発動し、いよいよ非人称化していくこのプロセスをゾーケルは Ent-Personalisierungのプロセ
スと呼んだのだが、それは、esの頻出によってのみ示されるわけではない。

　　Nun kam etwas Unsicheres in den Gang, nun lief er zwei Schritte, und nun stand er. Stand. Die 

linke Hand löste sich leise vom Stock ab und hob sich so langsam empor, daß ich sie vor der Luft 

zittern sah; er schob den Hut ein wenig zurück und strich sich über die Stirn. Er wandte ein 

wenig den Kopf, und sein Blick schwankte über Himmel, Häuser und Wasser hin, ohne zu 
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fassen, und dann gab er nach. Der Stock war fort, er spannte die Arme aus, als ob er auffliegen 

wollte, und es brach aus ihm aus wie eine Naturkraft und bog ihn vor und riß ihn zurück und 

ließ ihn nicken und neigen und schleuderte Tanzkraft aus ihm heraus unter die Menge.［503‒4］
　　だがその後に彼の歩みは不確かになり、二歩進んだかと思うと立ち止まってしまった。停

止。左手が静かに杖から離され、とてもゆっくりと上がったので、空中で手が震えている
のが見えた。彼は帽子を少し後ろにずらすと、額を撫でた。わずかに首を傾け、視線は空
や建物や水の上を、あてどなくさまよった。そして、彼はついに屈服した。杖は吹っ飛
び、彼は飛ぼうとするみたいに両腕を伸ばした。体の中で自然の猛威が爆発したみたい
に、彼を前屈みにし、後ろへ引き戻し、うなずかせたり傾けたりし、踊りの力を群衆の中
でくるくると発散させたりした。［98］

　第21章でマルテは、ミルクホールで隣に座った男が今まさに死につつあることを感じ、そ
のプロセスに同化する。その後、店を出て、舞踏病の男に出会う。舞踏病の男が賢明に発作を
抑えつつ歩く姿を追いながらマルテはその男が発作を抑えるために、自分のありたけの力を提
供する。その上で、ついに発作に身を委ねた男のさまを描写したのが上記の箇処である。乱雑
に動く身体の動きを引き受けるものを、esに置き換える。行為の主体としての座を奪われるプ
ロセスが、マルテ自身の内的出来事の非ｰ人称化として示される4。しかしその代替わりは、たっ
た一度の esによって引き受けられることによって、強烈な印象をもたらすのである。その効
果は、こうしたワードクラウドによっては表現されない。
　〈図1‒2〉では、前半では「小さい klein」「手 hand」「不安 angst」「死 tod」「父 vater」「祖父
großvater」などの語が多く、後半では「愛 Liebe」「時間／時代 Zeit」「神 Gott」「心／心臓
herz」が特徴語となっていることが分かる。このことは、マルテは次第に「実存的な不安」を
脱して、神への愛をはじめるようになるという解釈に沿っている。前半では「父 Vater」「祖父
Großvater」といった語もまた特徴的であることと関係づけるならば、実存主義的な不安の由
来もまた示唆されるのかもしれない。

２　クロスジャンルの問題

2‒1　「短編小説」か「批評文」か──クロスジャンルの判別

　『手記』は「日記」という形式を最大限利用して、個々の断章に叙述の自由を与える。そう
したスタイルの自由さは、主題など内容からのみ判断されるものではないだろう。そもそもこ
の作品は、どのようなジャンルに位置づけられるべきだろうか。そのためにはまずリルケの著

4 ワードクラウドが示す esが代名詞なのか、非人称主語なのかまでは判別されない。
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作物全体におけるこの作品の位置を確認しよう。
　『手記』をほかの散文作品と比較するために、まずはリルケの文書群の中から「散文作品」
を選定する必要がある。リルケは早くから芸術批評を書き始めていたが、なかでも『ヴォルプ
スヴェーデ』Worpswede （1902）や『オーギュスト・ロダン』Auguste Rodin （1902/07）（以下、
『ロダン』と略記）はよく知られている。リルケの生前に作品集として公刊されたものは以下
のとおりである。

　　「短編」「小説」（第四巻第一部、第二部、第六巻第一部）
　　　・『人生に沿って』（1898）（11篇）
　　　・『二つのプラハの物語』（1899）（２篇）
　　　・『最後の人々』（1902［書かれたのは1898/99］）（３篇）
　　　・『神さまの話』（1900）（13篇）
　　　・『死の舞踏』（1896）（２篇）
　　　・『マルテの手記』
　　「芸術批評」（第五巻第一部、第二部）
　　　・『ヴォルプスヴェーデ』（1902）
　　　・『オーギュスト・ロダン』（1902/07）

リルケの作品を網羅的にまとめたものとしては、インゼル版のリルケ全集（エルンスト・ツィ
ン編、全６巻）と、『リルケ注釈全集』（1996）（マンフレート・フランク編、全４巻）があり、
それ以外にリルケ書簡全集や、ホーフマンスタールなど個別の人物との往復書簡や日記も多く
出版されている。インゼル版全集は第一～三巻　詩集、詩の草稿などに充てられ、散文は第四
巻から第六巻に収録されている。構成は以下のとおりである。

 〈リルケ全集の構成〉
　　第四巻（1961） 第一部「初期の短編小説」
 第二部「1895年から1902年の短編やスケッチの遺稿」
　　第五巻（1965） 第一部『ヴォルプスヴェーデ』
 第二部『オーギュスト・ロダン』
 第三部「1893年から1905年までの小論、広告文、考察」
　　第六巻（1966） 第一部『マルテの手記』（1910）
 第二部「1906年から1926年までの小文」

　第四巻の第一部と第二部に収録された作品群が「短編小説」Erzählungに分類されている一
方で、第六巻第二部に「小文」Schriftとして収録された文章群の多くは書評や芸術批評であ
るが、なかにはエッセイとも、散文とも分かちがたいものもあり、とりわけ「ある出会い」
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eine Begegnung (1907)、「体験」Erlebnis (1913/1918)、「体験 II」Erlebnis II (1913/1919)、「始原
のざわめき」Ur-geräusch (1919) は分類が難しい。そもそも「散文（Prosa）」と「小文（Schrift）」
という区別はリルケにおいて、何らかの識別をもつものだろうか。テキストマイニングの中で
も、ランダムフォレストという手法を用いてこれを確認することとした。

2‒2　サンプル文書

　用いたのはランダムフォレスト法であり、二つの文体について、それぞれサンプル文書から
モデルを作成し、そのモデルに基づいて、ある文書がどちらの文体に属するかを判別するやり
方である。「散文」という枠も「小文」という枠も範囲が大きすぎるため、「短編小説
（Erzählung）」と「批評文」という二つのモデルを作成することとした。サンプルとしたのは、
Gutenberg-Projektなどから入手できた文章5のうち、「短編小説」としては、作品集『人生に
沿って』Am Leben hin (1898)、『二つのプラハ物語』Zwei Prager Geschichten (1899)、『最後の
人々』Die Letzten (1901) に収録された作品を中心とし、「批評文」としては『ヴォルプスヴェー
デ』や『ロダン』を中心にそれぞれ20篇抽出した。各文書がそれぞれ5000語以上となるのが
望ましいため（［Eder (2013)］6、短いものは統合し、長いものは分割するなどして、それぞれ20

文書とした。内訳は巻末資料１に示した。これらを計量的に比較したのが〈表1‒1〉と〈表
1‒2〉である（「短編小説」のタイトルの前に「p_」、「批評文」のタイトルの前には「s_」を付
した）。
　〈表1‒1〉〈表1‒2〉から、「短編小説」「批評文」共にサンプル文書がおおむね5000語以上と
なっていることを確認し7、ランダムフォレスト法による分析に入る前に、これらの文書がモデ
ルを作成するのに適当かどうかを確認することとした。そのために用いた方法は、主成分分析
とクラスター分析である。主成分分析では、品詞タブで頻度を集計し、これを相対頻度に変換
して、それぞれの文書における品詞の使い方を比較した。その結果が〈図2‒1〉である。文書
名と近いところにある品詞コードは、その文書に特徴的な品詞を表す。文書数40は、サンプ
ル文書各20の合計を示す。変数51は、分析対象となった品詞の数を示す。

5 Spiegel-Gutenberg. de.のサイトには、Horst Nalewski (Hrsg.) (1983): Von Kunst-Dingen, Gustav Kiepenheuer 
Verlagに収録された小文が上げられている。https://gutenberg.spiegel.de/buch/von-kunst-dingen-818/1

6 Ederは、古典語や英語ではモデル作成のためのサンプル文書が3000語以上必要であるのに対し、ドイツ語
に関しては5000語以上が必要であるとしている（Eder (2013)）。

7 一般に、文章量が多ければ、それだけ基本的な語などが繰り返される可能性も高まる。異なり語数を総語数
によって割り出した「語彙の豊富さ（TTR）」は、文書が長ければ分母も大きくなるため、自ずと低くなる。
そのため、総語数が大きく異なる場合には注意が必要である。文書の長さを考慮した語彙の豊富さを割り出
す方法については［鄭・金 (2017)］を参照。
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この主成分分析の結果、「短編小説」（p_）と「批評文」（s_）は、二つのグループに分かれた。
〈図2‒1〉からは、「批評文」は「短編小説」より一般名詞（NN）が多く、逆に「短編小説」
は「批評文」より固有名詞（NE）が多いことが分かる。また、「批評文」では形容詞の付加語
的用法（ADJA）が多く用いられているのに対し、「短編小説」では形容詞の副詞的用法
（ADJD）や副詞（ADV）が多く用いられている。また、「短編小説」の方が「批評文」より記
号（$(, $.）が多く用いられている。

〈表1‒1〉　「短編小説」の長さの単純集計（TokenNumによる昇順）

Summary FileLength SentencesNum TokenNum TokenTypeNum TTR

p6_Bohusch2 28200  199  5016 1685 0.3359

p12_dieletzten1 25399  675  5065 1311 0.2588

p1_dasfamilienfest1897 29859  246  5142 1836 0.3571

p9_diegeschwister 31138  248  5466 1832 0.3352

p19_eincharakter1896 30657  440  5591 1937 0.3464

p20_teufelsspuk1899 30672  374  5672 1752 0.3089

p8_diegeschwister 32039  188  5678 1892 0.3332

p2_dasgeheimnis1897 33066  270  5775 1800 0.3117

p13_dieletzten2 28673  744  5777 1383 0.2394

p7_Bohusch3 33439  338  6072 1838 0.3027

p5_bohusch1 32122  384  6078 1676 0.2757

p10_diegeschwister 35026  278  6289 1887 0.3 　
p11_imgespraech1898_99 33344  730  6438 1640 0.2547

p14_totentaenze1896 35076  600  6571 2117 0.3222

p4_diestimme 35937  447  6688 1818 0.2718

p16_derapostel1896 37292  412  6733 2185 0.3245

p15_dienaeherin1894 37389  581  6993 2062 0.2949

p3_dersterbetag1896\｢7 41985  624  7754 1875 0.2418

p18_dashaus1899 40089  540  7945 1889 0.2378

p17_ewaldtragy1898 83294 1003 15952 3106 0.1947

　これらの文書群に、ジャンルの判別が難しいと思われる「ある出会い」、「体験Ⅰ、Ⅱ」8、「始
原のざわめき」の３篇を加えたクラスター分析の結果が〈図2‒2〉である。文体の特徴分析を
目的とする場合には、テーマからの影響を最小限にする必要があるため、名詞や形容詞、動詞
などの内容語は分析に用いなかった。

8 「体験Ⅰ」と「体験Ⅱ」は短いため、合わせて一文書とした。

45

（ 7 ）



名古屋大学人文学研究論集 第３号

〈図2‒1〉　「短編小説」と「批評文」の品詞の使い方の比較

品詞タブ、Cutoff値109、データサイズ：文書数40、変数51（othersを除く）、主
成分分析：相対頻度データ、相関行列

9 カットオフ値以下の頻度の特徴語は、それ自体として計上されず、すべて「others」にまとめられる。個々
の文書がある程度長い場合にはカットオフ値を高くして集計することが有効だが、頻度が低くても重要な語
の抽出に重点を置く場合には低く設定することになる。
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〈表1‒2〉　「批評文」の長さの単純集計（TokenNumによる昇順）〉

Summary FileLength SentencesNum TokenNum TokenTypeNum TTR
s15_ueberdenjungendichter 27759 148 4720 1619 0.343
s16_hansamende 26809 183 4721 1590 0.3368
s17_heinrichvogeler_w 27929 165 4862 1543 0.3174
s14_puppen 28393 155 5004 1676 0.3349
s18_vonderlandschaft 28614 180 5098 1599 0.3137
s4_rodin1_2 33586 246 5256 2146 0.4083
s19_ueberdendichter 30097 248 5294 1774 0.3351
s13_ueberkunst 32452 233 5569 1859 0.3338
s11_russischekunst 33587 171 5580 1953 0.35　
s2_maeterlinck 34611 159 5891 1719 0.2918
s20_interieurs 33500 291 5934 1885 0.3177
s10_boehmischeschlendertage 35999 270 6092 2290 0.3759
s9_heinrichvogeler_s 38402 170 6677 1889 0.2829
s12_huchmichel2.besprechung 39875 222 6877 2067 0.3006
s7_ottomodersohn 39352 297 7079 2040 0.2882
s6_einleitung 40674 255 7222 2013 0.2787
s8_fritzmackensen 43898 420 7821 2185 0.2794
s5_rodin2 54907 358 8562 3198 0.3735
s1_modernelyrik 54257 287 9014 2790 0.3095
s3_rodin1_1 59549 385 9413 3258 0.3461

　　　　　　Filelength：アルファベット数による文書の長さ
　　　　　　TokenNumber：語（トークン）数
　　　　　　TokenTypeNumber：異なり語数
　　　　　　TTR（TypeTokenRatio=TokenTypeNumber/TokenNum）：語彙の豊富さ
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　〈図2‒2〉では、「短編小説」と「批評文」は二つのクラスターになっている。ここでも「短
編小説」と「批評文」とはきれいに分類されており、考察の対象とした３篇のうち、「ある出
会い」は「短編小説」に、「体験」と「始原のざわめき」は「批評文」のクラスターに入った。

〈図2‒2〉　「短編小説」と「批評文」の比較

品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、動詞などの内容語は除外10）、原形集計、Cutoff
値10、データサイズ：文書数43、変数206、クラスター：相対頻度データ、Jensen-
Shannon Divergence（JSD距離）、Ward.D2法

10 外した品詞は以下の品詞である。ADJA: attributives Adjektiv; ADJD: adverbiales oder prädikatives Adjektiv; 
ADV: Adverb; NE: Eigennamen; NN: normales Nomen; VVFIN: finites Verb, voll; VVIMP: Imperativ, voll; 
VVINF: Infinitiv, voll; VVIZU: Infinitiv mit “zu”, voll; VVPP: Partizip Perfekt, voll; VAFIN: finites Verb, aux; 
VAIMP: Imperativ, aux; VAINF: Infinitiv, aux; VAPP: Partizip Perfekt, aux; VMFIN: finites Verb, modal; VMINF: 
Infinitiv, modal; VMPP: Partizip Perfekt, modal
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2‒3　判別モデル

　以上を踏まえ、次の段階として、機械学習を用いた教師あり学習に
より、「短編小説」20文書、「批評文」20文書をサンプルとしてそれ
ぞれモデルを作成し、「ある出会い」「体験」「始原のざわめき」の３
篇についてジャンルの判別を試みた。データサイズは、文書数43、
変数204である（特徴語として解釈できない othersを除く。またエ
ラーが出たため「,」を除外した）。方法は、ランダムフォレストを用
いた11。ランダムフォレストは乱数を用いるアルゴリズムであるため、毎回生成される乱数の
異なりにより、サンプルが小さい場合には結果に揺れが生じる。したがって、同じデータセッ
トを同じ操作で分析しても、同じ結果が出るとは限らない。そのため、ランダムフォレストを
100回行って、OOB （Out-of-bag）データのエラー率の平均をとったものが〈表２〉である12。

〈図３〉　変数重要度が高い上位10個の変数の従属プロット

品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、動詞などの内容語は除外）、原形集計、Cutoff値10、データサイズ：文書数
43、変数204、ランダムフォレスト：相対頻度データ

　〈図３〉は、「短編小説」と「批評文」の分類に効く上位10個の変数が、「短編小説」と「批
評文」のどちらに多く使われているかを示したものである。右肩上がりの場合、「短編小説」

11 機械学習のアルゴリズムの一つ。サンプルのデータセットからモデルを構築し、その構築されたモデルを評
価するために、三分の一のデータを取り除いてサンプリングする。取り除いたデータをOOBデータと呼ぶ。
ランダムフォレストでは個体と変数ともランダムサンプリングしてツリーモデルを作成する。そのため、個
体数と変数の数がある程度大きいときに有効とされる［金 (2018): 139‒40］。

12 OOBエラーとは、「学習結果を OOBデータでテストした結果の誤り率」をいう［金 (2018): 139‒40］。エ
ラー率によって、判別モデルの精度が示される。

〈表２〉　 OOBデータの 
平均エラー率

平均 0.054939

標準偏差 0.029426

min 0.025514

max 0.084365
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により多く用いられていることを示し、逆に右肩下がりの場合は「批評文」により多く用いら
れていることを示す。
　ランダムフォレストの結果、３篇のうち、「ある出会い」は「短編小説」に、「体験」と「始
原のざわめき」は「批評文」と判別された。この結果は、クラスター分析の結果と合致する。
　「ある出会い」は、一匹の犬が一人の男に出会った際の様子を語ったものである。犬と男と
のあいだにあたかも会話が成り立っているかのように、両者の出会いを三人称で語っており、
擬似的な会話も挿入されているという点では物語的といえる。
　「体験」は、リルケがロンダ滞在中に経験した出来事を綴ったものであるという点では、「短
編小説」的な要素もあるが、その出来事とは、一人称の語り手がある公園で木にもたれている
うちに、いつの間にか「自然の裏側」に入ってしまった、という内容である。この小文は、
『手記』のあと、激しいスランプ状態に陥った時期に書かれたという由来も手伝って、『手記』
との関連において、また『手記』以後のリルケの詩作活動の展開を考察する上でしばしば言及
され［Metzger, E. A. & Metzger, M. M. (2001): 83］、とりわけ後年の『ドゥイノーの悲歌』で描
かれる「開かれた世界」の先触れとも見なされるという点においても［Wenning (2018): 62］、
先行研究における扱いは、物語風の「ある出会い」とは一線を画してきた。
　「始原のざわめき」は、子どものころの思い出を語った一人称のエッセイ風の短文である。
その思い出というのは、学校の先生が、当時発明されて間もない「フォノグラフ」を手製で作
り、そこから生まれる音に、生徒たちがみんな耳を澄ませた光景である。フリードリヒ・キト
ラーは、「ドイツ文学研究者の世界で掛け値なしにスキャンダルを巻き起こした」13彼のメディ
ア論のなかで、一つの章をリルケの「始原のざわめき」に割き、「何によっても、そして何人
によってもコード化されたわけではない軌道を解読することなど、リルケ以前には誰も夢想だ
にしなかった」と述べている［Kittler (1986): 71/72］。

　　フォノグラフが存在するようになってからは、主体のないエクリチュールというものが存
在する。これ以降、あらゆる痕跡にその作者を見つけてやる必要などなくなってしまった。
たとえ作者が神でも、その必要はない。［……］このフォノグラフの針が生みだすものは、
「音を書字に翻訳したものからくるのではなく」、絶対の翻訳あるいはまさに絶対の移

メタファー

行と
いうしかないような音である。だがそれによって作家は、彼自身が用いる媒

メディア

体とはまった
く反対のもの──すなわち、もはやいかなるエクリチュール［Schrift］も記録することが
できないホワイト・ノイズを称揚していることになる。［Kittler (1986): 71‒2/72‒3］

ここでキトラーが用いる「主体なきエクリチュール」という語は、これまで『手記』研究にお

13 『グラモフォン フィルム タイプライター』の訳者あとがきより。
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いて言われてきた「一個の媒体」「超越的な器官」といった言葉と同種の響きをもつ。音は、
レコード盤に刻まれた痕跡として、まさに「忘れがたいもの」となった。そして今日テキスト
マイニング手法は、書き手の念入りな偽装を見破り書き手の意図を越えて、エクリチュール独
自の「文体」をえぐり出す14。キトラーは「始原のざわめき」を、「あらゆる文学的スケッチの
なかでももっとも醒めたスケッチ」といい［Kittler (1986): 69/70］、「『始原のノイズ』はリル
ケが美しいもの、そして芸術一般について書いた唯一のテクスト」と評価している［Kittler 

(1986): 73/75］。キトラー以後、リルケのこの小文はメディア論ではしばしば言及され続けて
おり（［Levin (2008): 176］）、「主体のないエクリチュールの予告（Voraussage einer Schrift ohne 

Subjekt）」［Künzig (1997): 148］とみなされている。キトラーにせよそれに続くキュンツィヒ
にせよ、これらの評価は書かれた内容に基づいたものであるが、文体分析を通してこの小文を
「批評文」と判別する今回の結果もまたこの評価を支持すると言える。

３　『マルテの手記』とほかの作品・評論との比較

3‒1　作品集・論集ごとの比較

　次に、作品集・論集ごとの単位で比較する。対象としたのは、リルケの生前に出版された
８作品集・評論集である。まずこれら作品集、論集の単純集計を示したものが〈表3‒1〉であ
り、さらに比較しやすくなるよう、『手記』を前半と後半に分ける一方で、極端に短い作品集
を除外して単純集計したのが〈表3‒2〉である。

〈表3‒1〉　作品集・論集ごとの長さの単純集計（TokenNumによる昇順）１

Summary FileLength SentencesNum TokenNum TokenTypeNum TTR

totentaenze  17993  214  3325 1306 0.3928

dieletzten  87964 2040 17831 2957 0.1658

rodin 148042  987 23229 6670 0.2871

amlebenhin 130311 1130 23444 5101 0.2176

worpswede 187992 1324 29321 8036 0.2741

geschichtenvomliebengott 173929 1301 31745 6197 0.1952

zweiprager 190185 1299 34533 6459 0.187

malte 372096 2829 69193 10386 0.1501

　　小説・短編集： 『人生に沿って』『最後の人々』『神さまの話』『死の舞踏』『二つ
のプラハ物語』『マルテの手記』

　　評論・評論集：『ヴォルプスヴェーデ』『ロダン』

14 金によれば、なりすましメールなど、ことさらに筆記者の痕跡を偽装し払拭しようとした文書においてさ
え、書き手の判別は可能という。財津・金 (2018) 参照。
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〈表3‒2〉　作品集・論集ごとの長さの単純集計（TokenNumによる昇順）２

Summary FileLength SentencesNum TokenNum TokenTypeNum TTR 

rodin 148042  987 23229 6670 0.2871

amlebenhin 130311 1130 23444 5101 0.2176

worpswede 187992 1324 29321 8036 0.2741

geschichtenvomliebengott 173929 1301 31745 6197 0.1952

malte39‒71 182816 1445 33879 6433 0.1899

zweiprager 190185 1299 34533 6459 0.187

malte1‒38 189280 1385 35417 6392 0.1805

　〈表3‒1〉からは、『人生に沿って』と『オーギュスト・ロダン』が語（トークン）数はほぼ
同じでありながら、文の数は後者の方がずっと少なく、語彙の豊富さが大きいことが分かる。
また、『ヴォルプスヴェーデ』『神さまの話』『二つのプラハ物語』とは語数も文の数も近いが、
両者と比べて『ヴォルプスヴェーデ』の語彙の豊富さは際立つ。そして『神さまの話』のセン
テンスの数は、『ヴォルプスヴェーデ』とほぼ同じであるが、アルファベット数で示される
ファイルの長さの値は、後者の方がずっと大きいことから、『神さまの話』は、アルファベッ
ト数の少ない（つまり短い）単語を多用していることが分かる。『ヴォルプスヴェーデ』が芸
術批評であり、『神さまの話』が子供たち
に語って聞かせる設定となっていること
は、こうした特徴にも表れている。『手記』
に注目すると、『手記』全体では語彙の豊
富さが0.15と低かったのに対し、前半と
後半に二分割すると、それぞれ0.18となっ
て、『二つのプラハ物語』と同等の値を示
す。このことからも、TTRを解釈するに
あたっては、TTR単独の数値に頼らない
ように注意しなくてはならないことが分
かる。
　〈表3‒2〉において、これらの作品集な
らびに評論集はファイルの長さがある程
度そろっていることを確認して、2-2「サ
ンプル文書」の節で行ったと同様の操作を
して分析したのが〈図４〉である。
　〈図４〉が示すように、芸術批評である

15 外した品詞は注10と同様である。
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〈図４〉　各作品集・各評論集の分類

品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、動詞などの内容語は
除外15）、原形集計、Cutoff値10、データサイズ：文書
数10、変数198、クラスター：相対頻度データ、JSD距
離、Ward.D2法
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『ヴォルプスヴェーデ』と『ロダン』は同じクラスターに入り、『手記』の前半と後半も同じク
ラスターに入り、さらにこれらは同じクラスターに入った。つまり、『手記』は「短編小説」
よりは「批評文」の文体に近いと言える。

3‒2　品詞の使い方の比較

　『手記』の文体がリルケのほかの作品集や評論集のいずれに近いかを確認できたわけだが、
その「近さ」は何によって決められているのだろうか。これらの作品集・評論集における品詞
の使い方を確認するために、前回（2‒2）と同様の操作を行って分析したのが〈図5‒1〉であ
り、特に『手記』と関わりの深い品詞を確認するために〈図5‒1〉のスケールを細かくして示
したのが〈図5‒2〉である。

〈図5‒1〉　各作品集・評論集における品詞の使い方１ 〈図5‒2〉　各作品集・評論集における品詞の使い方２ 
　部分拡大図

品詞タブ、Cutoff値10、データサイズ：文書数10、変数51、主成分分析：相対頻度データ、相関行列

　〈図5‒1〉からは、『ヴォルプスヴェーデ』と『ロダン』は非常に近い一方で、『手記』は、
前半も後半も相互に似ており、かつ『ヴォルプスヴェーデ』や『ロダン』とは品詞の使い方が
違うことが分かる16。また〈図5‒2〉からは、『手記』を特徴づける品詞は、APPO, APZR, 

KOUS, PIS, VAFIN, VVINF17であることが分かる。
　以上を踏まえて、上記の品詞に着目して、改めて『手記』の前半と後半を比較したのが〈図

16 〈図４〉では、内容語を除いた品詞の形態素を変数に用い、〈図5‒1〉では品詞のタグを変数に用いている。
いずれも品詞の使い方ではあるが、前者は具体的な個々の品詞の形態素であり、後者は品詞の種類というこ
とになる。

17 APPO: Postposition; APZR: Zirkumposition rechts; KOUS: unterordnende Konjunktion mit Satz; PIS: substituierendes 
Indefinit-pronomen; VAFIN: finites Verb; VVINF: Infinitiv
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5‒3〉である。
　〈図5‒3〉では、dassがとりわけ目立つ。
品詞を限定したために、変数が全部で54と
少ないこともあり、そのなかで dassが頻出
することは一般的にも容易に考えられる。そ
もそもリルケの文章に特徴的なのかというこ
とを確認するには、さらに多くの指標が必要
となるだろう。
　『手記』に関するこれまでの、いわば外的
な情報を踏まえて、あらためて『手記』内部
へと入っていこう。

４　あらためて『マルテの手記』の特徴

4‒1　判別モデルの応用 1

　テキストマイニング手法は、参照項を持って相対的な特徴を浮かび上がらせることに威力が
発揮される。『手記』を分析するために、作者によって示された分割線以外に、何を手がかりと
することができるだろうか。ウルリヒ・フュレボルンは、『手記』においては、個々の手記の
間に一つの法則性（Gesetzlichkeit）が働いているとする。現在の生活を極度にグロテスクな仕
方で報告する手記の後には幼年時代の思い出を綴る手記が続く。それから改めてパリ体験が、
幼年時代の思い出に影響されていくらか違った様相で描かれる。それは、過去が現在を呼び現
在が過去を呼び、互いに補い合っているのであり、「補完性の法則」（das Gesetz der 

Komplementarität） ［Fülleborn (1961): 156］の作用に他ならないと。では、フュレボルンの言う
この法則性は、テキストマイニングによって確認できるだろうか。しかしながら、モデルを作
るためには既に述べたように、サンプルとなる5000語以上の文章が両グループのモデルとな
るにつきそれぞれ20篇以上を確保する必要がある。なかには歴史的人物を語ったものもあり、
それらを、マルテ個人の思い出を綴った文章とともに「過去」に分類することにはためらいが
ある。したがって、試みに、現在パリにいるマルテが間近の体験を綴ったものを「現在」と
し、想起された思い出を「過去」として、「短編小説」と「批評文」の判別モデルを用いて、
それぞれの章がどちらの文体に近いかを判別することとした。その際、『手記』冒頭の短い章
は合わせて一つの文章にまとめた。文書名の番号は『手記』における配列の順を示し、「過去」
を綴った文書は番号の前に（v）、「現在」を綴った文書は（g）をつけた。
　〈表4‒1〉で示すように、「現在」の14文書のうち10文書が「短編小説」、４文書が「批評文」
と判別された。「過去」17文書のうち、７文書が「短編小説」、10文書が「批評文」と判別さ
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     〈図5‒3〉　 『手記』を特徴づける品詞に 
よる前半と後半の比較

品 詞 形 態 素（APPO, APZR, KOUS, PIS, VAFIN, 
VVINFに限定）、原形集計、Cutoff値５、変数100
（othersを除く）、ワードクラウド：頻度データ
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れた。つまりマルテは、その日見聞きした出来事を語る際
にも、幼い日の思い出を綴るときにも、「短編小説」と
「批評文」のどちらの文体をも自由に用いていることが分
かる。ここでいう「短編小説」の文体「批評文」の文体
は、あくまでもリルケにおける、という限定つきのもので
ある。その日の体験を綴るとき、そのうちの何かが、過去
の思い出を想起させる引き金となったのだろうか。過去の
思い出を綴ることは、不安に満ちた現在に堪えるための力
を与えてくれただろうか。思い出の中の父たちの死と、街
中にありふれた身も知らぬ人たちの匿名の死は、かねてよ
り『手記』研究において主題化されてきた。それぞれの章
で語られた内容に移るよりは、さらに文体に注目していき
たい。

4‒2　判別モデルの応用 2

　同様に「短編小説」と「批評文」の判別モデルを用いて
『手記』の全章を判別した結果は〈表4‒2〉に示されると
おりであり、これに基づき、各章の配列順に応じて「短編
小説」と「批評文」とのあいだの文体の変化を視覚化した
のが〈図6‒1〉である。
　〈表4‒2〉が示すように、71章のうち、35章が「短編小
説」、36章が「批評文」と判別された。また、〈図6‒1〉か
らは、『手記』では、「短編小説」の文体、「批評文」の文体がそれぞれ連続するときはあるも
のの、一方から他方へと不可逆的に移行していくわけではなく、最後まで相互に入れ替わりを
繰り返していることが分かる。それをもって、フュレボルンのいう「補完性の法則」が働いて
いる、とまでいうことはできない。確かにこれらの結果はフュレボルンの主張を否定するもの
ではないが、しかし「法則」と呼ぶだけの規則性があるかどうかについては、別の考察を待た
なくてはならないだろう。
　こうした判別結果を受けて、「短編小説」と「批評文」の二つのグループに分け、引き続き
比較していこう。このグループは、文体特徴によって分けられたものであるので、文体分析の
際に排除された内容語に限定して、両グループを比較したのが〈図6‒2〉である。
　〈図6‒2〉からは、「短編小説」グループでは「見る」「行く」「言う」「来る」「書く」「アベ
ローネ」「人々」「知る」「恐れる」「伯爵（母方の伯父もしくは祖父）」といった語が特徴であ
り、「批評文」グループでは「そのように」「死ぬ」「神」「全き」「ほとんど」「愛」「愛する」
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〈表4‒1〉　「過去」と「現在」の 
文体判別

prosa schrift

g16bibliotheque  g1_7Malte

g18esistgut v08malte

g19Malte g14ichglaube

g21Malte  v15zwoelfjahre 

g23Malte  v27Malte 

v30Malte  v28Malte

v34Malte  v29Malte 

v37Malte v31Malte

v41Malte v32Malte 

v42Malte v33Malte

v44Malte v36Malte 

v45Malte g39Malte 

g47Malte g51Malte 

g49Malte  v69malte 

g50Malte 

g59Malte

g60Malte 

品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、
動詞などの内容語は除外）、原形集
計、Cutoff値10、データサイズ：
文書数31、変数216（①特徴語とし
て解釈できない othersを除く。②
エラーが出たため「 ,」を除く）、ラ
ンダムフォレスト：相対頻度データ
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「父」「死」「生きる」「しかし」
「ただ」「可能な」「侍従官（父方
の祖父）」「不安」といった語が特
徴であることが分かる。母方の思
い出にせよ、父方の思い出にせ
よ、いずれのグループにも入り交
じっており、これらを指標として
明瞭な違いを見いだすことは難し
い。強いて言うならば、「批評文」
の方が抽象的な語が多く、「短編
小説」には固有名詞や具体的な名
詞などが多いということになる
が、しかしこれは、そもそも「短
編小説」とは、「批評文」とは何
か、という問題ともなり、同語反
復になりかねない。
　続いてさらに主題を明示化する
ために、名詞と一般名詞のみに限
定して視覚化したのが〈図6‒3〉
である。このとき、あえてカット
オフ値は０に設定した。
　〈図6‒3〉からは、「短編小説」
グループでは、「アベローネ」
「人々」「目」「女性」「時間」「手」
「伯爵（母方の伯父もしくは祖父）」
「医者」といった、人物名が多く、
「批評文」グループでは「神」「生」
「愛」「夜」「父」「死」といった抽
象的な名詞が多いものの、「マル
テ」「祖父」「侍従官（父方の祖
父）」「ママン」といった身近な人
間の名前も多いことが分かる。こ
れは、過去の思い出を綴ったもの
が必ずしも「短編小説」のスタイ
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〈表4‒2〉　すべての章の文体特徴

01umzuleben 06gegenfrucht

02beimoffenenfinster 07eineignertod

03gerausche 08detlrvstod

04sehenlernen 10gegendiefurcht

05gesichter 12wassoeinkleinermond

09todwiefrucht 14ichglaube

11heutewareinschoener 15zwoelfjahreoderhoechstens

13untenistfolgendezusammenstellung 17manchmalgeheichankleinenlaeden

16bibliothequenationale 20krankheit

18esistgut 25vogelfutter

19salpetriere 26eigensinniger

21tanz 27erzaehlen

22briefentwurf 28ingeborg

23entsetzliches 29hand

24totenmaske 31sophie

30kamelien 32spiegel

34christinesbild 33mamanstod

35erik 36margaretebrigge

37abelone 39liebende

38teppiche 40andersgeworden

41spitze 43geburtstag

42schulins 48sterbestunde

44grafbrahe 51deckelderbuechse

45vaterstod 52mitgottanfangen

46vatergelitten 54grischa

47todesfurcht 56abelone

49nachbar 58dieliebenden

50blechbuechse 61zumaeusersten

53buchnacherzaelen 62gesichtdesfeindes

55karlsderkuehne 64theater

57bettine 65duse

59zeitungsverkaeufer 67tagebucher

60zuweitgegangene 68madcheninderheimat

63aussenvielesanders 69abeloneinvenedig

66schlechtlebendiegeliebten 70manchmalfrueherfragteichmich

71manwirdmichschwerdavon

品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、動詞などの内容語は除外）、原
形集計、Cutoff値10、データサイズ：文書数71、変数219（①特
徴語として解釈できない othersを除く。②エラーが出たため「,」
を除く）、ランダムフォレスト：相対頻度データ
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ルをとっていなかったこととも合致する。このように見てくると、そもそも『手記』は、さま
ざまなスタイルの章が緩やかにとりまとめられた点にこそ、その真の新しさがあったことが改
めて確認される。
　次いで、『手記』を特徴づける品詞に限定して、両グループの文章を比較しよう。〈図6‒4‒1〉
は「批評文」グループ、〈図6‒4‒2〉は「短編小説」グループである。
　〈図6‒4‒1〉〈図6‒4‒2〉から、改めて浮かび上がるのが dassである。
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   〈図6‒2〉　 「短編小説」グループと 
「批評文」グループの比較１

上半分が「批評文」、下半分が「短編小説」
品詞形態素（名詞、形容詞、副詞、動詞などの内
容語のみ）、原形集計、Cutoff値10、データサイ
ズ：文書数71、変数481、ワードクラウド：頻度
データ

   〈図6‒3〉　 「短編小説」グループと 
「批評文」グループの比較２

上半分が「批評文」、下半分が「短編小説」
品詞形態素（名詞［一般名詞と固有名詞］のみ）、
原形集計、Cutoff値０、データサイズ：文書数
71、変数3065、ワードクラウド：頻度データ

「批評文」

「短編小説」

〈図6‒1〉　文体変化の流れ

上が「批評文」、下が「短編小説」
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4‒3　命題的態度と命題的内容

　そもそも dassをどう捉えたらよいだろうか。この点については、以下のジェシー・プリン
ツの説明が示唆的である。

　　認知説をとる哲学者の多くは、情動に含まれる認知は命題的態度だと考えている。［……］
命題とは事態であり、「雨が降っている」、「ニクソンは大統領である」、「ジョーンズは
ローマに旅行する」といった平叙文を用いて記述できるものである。こうした命題に向け
られる態度には、信じる、想定する、望む、などがある。主体がある命題に対して信じる
という態度をとる場合、その結果として信念（あるいは想定、願望）が生じる。こうした
命題的態度は thatに続く文（つまり that節）を使って帰属させることができる。［Prinz 

(2004): 22/35］

　平叙文の列挙の中に dass節が構造的に入りこむことによって、叙述された内容が事実かど
うかを不問に付すことが可能となる。それは、誰かが思い込んでいる内容であったり誰かが望
んでいる内容であったり、もしくはそうなってほしくないと否定したがっている内容であるか
もしれない。dass節は、誰かの信念や想念を、事実性を離れて記述することを可能にする。そ
のように記述された事柄は、誰かの心的状態が向けられる「命題的対象」であるが、それを誰
かが信じている、望んでいるという事実によって、「現実」の次元につなぎ止められる。いか
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〈図6‒4‒1〉　「批評文」グループ 〈図6‒4‒2〉　「短編小説」グループ

品詞形態素（APPO, APZR, KOUS, VVINF, PIS, VAFINのみ）、原形集計、Cutoff値
０、データサイズ：文書数71、変数564、ワードクラウド：頻度データ
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に荒唐無稽な想念であってもそれを現実とリンクさせるのは、その想念を信じたり、望んだり
する人がその想念に対してもつ情動なのである18。
　dass節に関するこうした見解を踏まえ、『手記』における dassと一般動詞の共起ネットワー
クを見てみよう（〈図7‒1〉から〈図7‒3〉）。矢印の向きは、語と語の関係性の方向を示してい
る。つまり、dassから発して向かう矢印は、dassの後に続く言葉を示し、dassに向かう矢印は、
dassを導く語を示している。矢印に付された数字は、同一ネットワーク内での結びつきの相対

18 プリンツは情動の認知説を説明する中でこれらのことを述べており、この立場では「情動」は、「雨が降っ
ている」「海にサメがたくさんいる」などの「命題」に対する態度とされる［Prinz (2004): 23/35］。こうし
た考えは「情動には概念が必要とされるという主張に暗にコミットしている」ため、プリンツはこれを「〔情
動の〕概念化仮説」と呼ぶ [Prinz (2004): 23/37]。

品詞形態素（KOUSと VVFINのみで集計）、原形集計、cutoff値０、Bigram
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〈図7‒1〉　『手記』全体において dassと結びつく語

〈図7‒2〉　「批評文」における dass 〈図7‒3〉　「短編小説」における dass
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的な強さ（尺度は対数尤度比：Log-likelihood ratio）を示す。
　〈図7‒1〉からは、総じて sehen/wissen/kommenと結びつくことが分かるが、問題は、「批評
文」と「短編小説」との間に何らかの明確な違いがあるかどうかである。〈図7‒2〉と〈図7‒3〉
を比較すると、どちらかのグループに特異の動詞が分かる。両グループのいずれにも、「見る
sehen」「理解する begreifen」「知っている wissen」がある一方で、「批評文」では「信じる
glauben」「落ちる／目立つ fallen」が特徴的であり、「短編小説」では「想起する erinnern」「感
じる fühlen」「みなす／保つ halten」が特徴的であることが分かる。どちらかと言えば後者の
方が、感覚的、印象的といえるだろうか。このモデルをさらに応用していくためには、今回採
用した「短編小説」vs「批評文」という分類がどこまで妥当性を持っているのかがさらに考察
されなくてはならないだろう。文章に表れるこうした「文体特徴」は、やはり作者に帰せられ
るのか、あるいは分析する側によって便宜上与えられた「恣意的な」ものにすぎないのか。前
者の場合には、この特徴は、作者の生涯を通じて有効なものなのか、そうであれば、どの時点
から作者自身に組み込まれたものなのかという問いが生まれるだろう。意図的には決して変え
ることのできないはずの文体が、作者が重篤な疾患によって──とりわけ脳に負った疾患の場
合──変化するということは、何を意味しているのだろうか19。後者である場合には、にもか
かわらずこうした任意の指標による分別が、ある程度妥当性を持ってしまうことをどう捉えた
ら良いのであろうか。
　近年、認知神経科学の分野では、予測的符号化（predictive coding）、あるいは自由エネル
ギー原理（free-energy principle）と呼ばれる理論体系が優勢となりつつある［大平 (2019): 475］
（Friston (2010)）。この理論によれば、脳はさまざまな階層において内的モデル（inner model）
を構築しているという。それは、当人にさえ決して自覚しえず意識的に操作しえないほど、
「内的」と言うにもあまりにも「内的」なモデルである。このモデルが生成する「予測」と、
その都度、身体の内外から入力される刺激とのあいだで起こる相互作用は、知覚の仕方をも規
定し、認知や感情、意思決定などのあらゆる精神機能を創発すると考えられている。「主体な
きエクリチュール」とまで言われたそのエクリチュールを生みだす発生源には、何らかの内な
るモデルがやはりあって、主体に代わって、なにかを絶えずコード化しつつ解読する営みを繰
り出しているのだろうか。
　テキストマイニングの手法を用いた作品解釈はまだ端緒についたばかりであるが、相補的に
示唆的であることが分かる。文献研究と統計的分析とが相互的に新たな視点を提供しあうこと
によって、文学研究もまた多くの実りを得る。少なくとも、この手法が生みだすさまざまな
「分析結果」は、それを解読するよう誘発し新たな問いを触発し続ける。そのようにして文学
空間もまた、いっそう豊かになりこそすれ、決して「侵害」されるものではないはずである。

19 たとえば宇野浩二は精神疾患を患ったが、その前後で文体が変化したことが、テキストマイニングを用いて
示す研究がある。劉・金 (2017) 参照。
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Abstract

Text mining ‘Malte’s notebooks’: 
Quantitative analysis of ‘change’ in the first-person narrative

Yasuko Nakamura

 Rainer Maria Rilke’s ‘The Notebooks of Malte Laurids Brigge’ (1910) consists of 71 chapters with 
differing lengths and styles that were written by the protagonist, who wants to be a poet, divided into Part 1 
and Part II. Malte continuously repeats the phrase ‘I must change’. Previous studies have attempted to find 
some ‘differences’ between Part 1 and Part 2 and have argued that there is a ‘change’ in Malte. If so, what kind 
of change did Malte undergo? And how is the change demonstrated? Since there is no third-person narrator 
who objectively describes change across the work, it is difficult to recognise explicit change, as the sentences 
are all spoken in first person. The purpose of this paper is to clarify if there is any change that occurs in this 
work, and if so, what kind of change it is, by using text mining techniques (multilingual text mining software 
MTmineR).
 First, because the work is divided into two parts, a word cloud was used to compare the first half to the 
second half. In the first half, ‘I’ was the most frequent word, and in the second half, ‘he’. Next, using the 
random forest method, we examined the style of previous memories and of present events, and found that the 
style of short novels and of critiques were used in both (the average error rate of Out of Bag data was 5.49%). 
After that, the 71 chapters were divided by the random forest method into two groups (35 chapters were 
identified as short stories and 36 as critiques). Results showed that both styles were used in the first half as 
well as in the second half. Based on these results, the short novel group and the critique group were compared 
according to content words using the word cloud. The most frequent word in the short novel group was the 
verb ‘see’, and in the critique group, the adverb ‘such’. ‘That’ was widely used in both groups, and network 
analysis found that in the short novel group, ‘that’ is often associated with words such as ‘remember’ and ‘feel’. 
This result partially supports the hypothesis that the first half was written with a subjective narrative, but 
the second half shifted to a chronological narrative. However, it can be seen that this work is not necessarily 
divided into two equally weighted halves, but rather two phases of time, past and present, and the two styles 
of narrative and critique evolve while intersecting in various ways.
 As described above, a new perspective can be provided by using the text mining technique. However, text 
mining techniques assist and augment traditional literature research, do not exclude literature research, and do 
not replace the practice of reading comprehension. What is needed now is to enrich the literary space through 
the use of text mining, while keeping the limitations of this method in mind. 

Keywords:  Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Text Mining, random forest, word cloud, network 
analysis, cluster analysis, principal component analysis, Rilke
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