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デジタル言語学：雑音の多い空間回線を伝達する音声信号の進化
と，静かな脳内回路における内言記号の不変の構造
得丸公明

（衛星システムエンジニア）

東京都世田谷区深沢 2-6-15
ヒトの言語は脊髄反射であるようだ．その生物物理的・分子生物学的基盤は他の脊椎動物の記号反射と同じ脳室内の
脳脊髄液中の免疫細胞ネットワークである．およそ 7 万 7 千年前から 6 万 6 千年前にかけて，いまの南アフリカ共和
国の東・西ケープ州に属する海岸線の近くで，ヒトは音素とアクセントを獲得したことによって無限の語彙とそれら
を連接する文法を獲得して，論理的音節を一次元配列した音声波形を使ってデジタル通信を開始した．話し手から聞
き手に送られる音声波形は，すぐに消える音声から，記録の残る文字，遠くに伝わる電話や放送のアナログ電気通信，
双方向のオートマトンであるコンピュータ・ネットワークへと進化をとげた．一方，脳内の音声記号の形態は，一貫
して免疫細胞ネットワークのままで，(i) 二分法論理によるパターン認識を行う抗原抗体反応と，(ii) 文法と思考を操
作するための二元論論理による信号伝達系であり，音節の音素性とモーラ性がもつ論理性が，免疫細胞の二分法・二
元論論理に対応する．脊髄反射が生理的基盤であるために，言葉の意味は常に過去の経験や思考に基づく反射であり，
新しい単語にはすぐには対応できないほか，じっくり考える前に反射的対応をとってしまう．また，知能は過去の経
験に基づいた均衡状態にあるために，自分が知らない事象や現象を耳にすると，無意識のうちにそれを拒否して門前
払いするかあるいは否定的に受容してしまう．言語記憶を司ると思われる脳脊髄液中の B リンパ球のまったく同じ細
胞の免疫ネットワーク構造が，五官記憶にもとづいて構成される具象概念にも，論理記憶にもとづいて構成されるさ
まざまな抽象概念にも適用されるために生じている混乱は，これまでほとんど検討されてこなかった．脳内免疫記憶
ネットワークである言語と知能が正しく作用するためには，同じ B リンパ球の生理メカニズムが，五官記憶や論理記
憶や言語記憶とネットワークしている事実に注目して，明快で段階的で可逆的な思考を重ねることによって，概念装
置を正規化する必要がある．経験の裏付けのないアプリオリな数式や概念は，人類文明の知的発展のためには排除さ
れなければならない．

Digital Linguistics: The Evolution of Speech as Signals for Noisy
Ambient Channel and The Constant Morphology of Inner-Speech as
Signs inside Quiet Brain
KIMIAKI TOKUMARU (Satellite System Engineer)
Fukasawa 2-6-15, Setagaya, 158-0081 TOKYO JAPAN
It is plausible that human language is spinal sign reflex. Its biophysical and molecular biological basis is same with any
mammals or even with any vertebrates, i.e. immune cell networks inside Cerebrospinal Fluid (CSF) in Ventricular System
(VS). About 77-66 KA (thousand years ago), humans acquired phonemes of clicks and subsequently moras enabled by
vowel accents, and started to exchange information using speech waveforms of linear compilation of logical syllables.
Speech (or outer speech) has evolved from acoustic voice, character sets, analog telecommunications and broadcasting to
interactive and automotive binary digital computer networks. On the other hand, speech sign morphology inside brain (or
inner speech) has been constantly immune cell networks: (i) Antigen-Antibody responses by the logic of dichotomy for
pattern recognition of concepts and (ii) another signal transduction pathways from VR/Fab to CR/Fc for the logic of
dualism to operate grammars and thoughts. The logics of phonemes and moras given by logical syllables correspond to the
above immune cell logics. As the physiological basis of language is spinal sign reflex, the meaning of word given by a
reflex is always a memory in the past. It is not easy to cope with new words immediately, and reflexive reactions emerge
without consideration. As the intelligence is an equilibrium of past experiences, one tends to deny what one does not know
or has never experienced unconsciously. The same immune network mechanism of B-lymphocytes, which are supposed to
be the concept, or linguistic memory carriers, is applied to concrete concepts corresponding to sensory memories as well as
abstract concepts corresponding to logical memories. This is confusing but has not been investigated to date. In order to
correctly use words and develop intelligence, B-lymphocyte memory for various different concepts should be newly and
rigorously generated, and it should be normalized through intensive, transparent, step-by-step and reversible thought
operations inside immune networks. Formulae and concepts without empirical background should be rectified or eliminated
for the intellectual development of human civilization.

1. はじめに：現生人類洞窟進化仮説
1.1 現生人類誕生の地へ

という声があがってきた(1)(2)．原罪とは何も悪いことをし
ていなくても生まれながらにもっている罪であるので，こ
れは人間性悪説である．生まれながらにして水俣病を病ん

人間が海洋環境に棄てた有毒な水銀が，魚の体内で濃縮

でいる胎児性患者のいたましい姿を見ると，彼らが現世で

されて，海で獲れた魚を食べた人間が水銀中毒になって苦

悪業を積んでいないことは明らかだから，原罪が存在する

しみ死んだ水俣病を生んだ水俣から，21 世紀に入って「水

と考えるほかなかったのだろう．

俣病はチッソが悪いのではない．人類文明の原罪である」
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の第一部と第三部に遅れること 30 年にして，2004 年に上

人類学の入門書や教科書には必ず名前が出てくるこの

神々の村』を読むと，胎児性

クラシーズ河口洞窟を，筆者はおそらく日本人としてはじ

患者たちが人間の原罪を負って生まれてきたようにはまっ

めて訪問した．2007 年の訪問時にご指導いただいた Hilary

たく感じられない(3)．母の胎内にいるときに水銀の毒に冒

Deacon 教授は 2010 年 5 月にすでに鬼籍に入っておられる

されて肢体が不自由となった胎児性患者たちは，身体が不

が，奥様の Janette Deacon 教授ともども，この場を借りて

自由な分だけ，より純粋に桜の花に心を動かし，より真摯

心より感謝申し上げたい．

梓した『苦海浄土

第二部

に母たちのことを思いやっていた様子が描かれている．

南アフリカの考古学者はここで 13 万年前から 6 万年前

筆者は，何も悪いことをしていないのなら罪はないはず

の現生人類の骨を発掘している(5)．最新の人類学・考古学

だと性善説の立場にたつ．水俣病や地球環境問題が発生し

研究は，現生人類が南アフリカの沿岸部の狩猟採集民だっ

たのは，人類が人間本来の生き方を知らずに，自分勝手な

たことを，ミトコンドリア DNA の SNP(単一ヌクレオチド

誤った考えをもち，自然に対して誤った行動をとってきた

多型)解析によって明らかにしている(6)．現生人類はこの

ためだと考える．

洞窟の内部で喉頭降下という身体の進化をとげて，母音を

そもそも我々は，人類とは何者か，現生人類がいつどこ

獲得して，文法を使えるようになったのではないか．

で生まれたのか，言語がいつどこで生まれたのかも知らな
い．言語がどんな脳内生理メカニズムによって作用してい

図1

南アフリカの中期旧石器遺跡の分布

るのか，新しい言葉はどのようにして脳内で記憶されるの
かも知らない．そもそも人間と動物の違いがどこにあるか
も誰もわかっていない．正しい言葉の使い方を知れば，人
類は自然の人間が本来もっている善性を発揮して，正しく
生きていくことができるのではないか．
人類の起源の謎を解明したければ，人類が生まれた地を
訪れるのがよいだろうと思い，筆者は 2007 年 4 月と 2012
年 12 月に南アフリカ・東ケープ州にある最古の現生人類遺
跡クラシーズ河口洞窟を訪問した(4)．この洞窟は，今から
１億 4500 万年前に小惑星が衝突してゴンドワナランドが
分裂したときに生まれた厚さ 9km の固い砂岩層の岩盤の
中にある．地図で見ればわかるように，南アフリカ共和国
の南側の海岸線は，モロケン Morokweng 隕石衝突跡を中心
とした半円形になっている．
クラシーズ河口洞窟は，インド洋と大西洋が交わる海域の
荒波によって穿たれた，海抜 20m の海食洞窟で，第 3 号洞

図 2/3 ク ラ シ

窟の入り口付近の広間はざっと 1000 平方 m もある．安全

ーズ河口洞窟

で，暖かく，付近に真水の供給源もあり，西に開口した入

第 3 号付近

り口からは大海原に沈む夕日を見ることができる快適な居
住環境である．第 5 号洞窟は，奥行が 70m 以上あり，静か
で清潔な居住環境を提供している．広大な第 3 号洞窟は一
般の居住用，幅は狭いが奥行があって静かで清潔な第 5 号
洞窟は、子供を産み育てるための産屋の役割を果たしてい
たのではないかと想像した．
人類史上きわめて重要なこの洞窟については，残念なこ
とにまだ十分な調査や研究が行われていない．アパルトヘ
イト政策をとる南アフリカ共和国を孤立させるために，
1960 年代から長い間南アフリカの考古学界が世界から疎
外されてきたからだ．残念なことに，1994 年の民主化の後
も，空白の時代を埋め合わせる国際研究活動が十分に行わ
れているとはいえない．第 1 号洞窟と第 2 号洞窟はユネス
コ世界文化遺産に登録申請しているものの，まだ認可され
ていない．

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

2

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

図 4 クラシーズ河口洞窟 第 3 号

Vol.2014-NL-215 No.5
2014/2/6

図8

5 号窟

入り口から海を見下ろす

図 5 クラシーズ河口洞窟 3 号の大広間

図 9 大西洋に沈む夕日(2013.1.2 アグラス岬にて)
1.2 洞窟環境と二次的晩成性による脳の拡大
チンパンジーとヒトの頭蓋を比較すると，ヒトの脳が大
きいことは一目瞭然である．言語機能がこの大きな脳のな
かにあるのではないかと思っている学者もいる．チョムス
キーの唱える「言語獲得装置(Language Acquisition Device)」
はその一例である．
だが，図 10 のようにチンパンジーとヒトの頭蓋を比較
してみると，ヒトの下顎(mandible)の発達も注目に値する．
図 6 クラシーズ河口洞窟 第 5 号深奥部

ヒトの言語能力，音声コミュニケーションを論理的に行え
るようになったのは，前者(脳容量の拡大)よりもむしろ後
者(下顎の発達)のおかげで発達したというのが筆者の結論
である．(詳細は 1.4 と 1.5 で論じる．)

図7

5 号窟入り口付近
図 10 脳容量の拡大と下顎の発達
現生人類の脳容量は 1500cc もあり，チンパンジーの 4
倍(1L の牛乳パック 1 本分以上も多い)であることは洞窟居
住と関係がある．ポルトマンが論じたように，鳥類や哺乳
類には，新生児が生後すぐに活動できる離巣性 (早成，
precocial)のものと，生後しばらく自力では動けず親に給餌
してもらわなければならない留巣性(晩成，altricial)のもの
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表 2 安全な家  閉経メスの育児参加  晩成化・脳拡大

真社会性の生物であるハチ，アリ，シロアリに共通する
のは，堅固で安全な巣と，子育ての分業化である．人が階
級的分業制をもつ真社会動物になったのも，もとを正せば
新生児・乳幼児期に手厚く子育てをするためであったので
はないか(8)．
生後一年間寝たきりでいる赤ちゃんの世話のために，言
語が生まれる前にすでに子守唄が生まれていた可能性があ
る．文法的に紡がれた歌詞はなかったものの，クリック子
音でできた言葉の羅列やリズミカルなスキャットや多声的
表 1 晩成性と早成性のいいとこどりをしたヒト

なハーモニーからなる子守唄はおそらくあっただろう．

有蹄類，霊長類，鯨類は，妊娠期間が長く，通常は一度

ヒトの言語機能を知能に高めるために，乳幼児期の手厚

の妊娠で一頭しか子どもが生まれない．その代わり，子ど

い子育ては重要である．子守唄，神話や昔の物語が，ヒト

もが生まれたときには筋肉や神経ができあがっていて，目

の思考を初期化していることについては，もっと注目され

も見えるし，自力で移動できる．これが早成動物である．

るべきであろう．

一方，食虫類，肉食獣，げっ歯類は，妊娠期間が短く，一

洞窟環境は音響シェルターとしてすぐれている．内部で

度の妊娠で数匹が生まれる．生まれてすぐは目も見えず，

どんなに音を出しても外部に漏れ出さない．夜間は漆黒の

立ち上がることすらできず，巣のなかで親に面倒をみても

闇となる洞窟は，音声によってコミュニケーションする以

らう必要がある．これが晩成動物で，安全な巣をもち，生

外にコミュニケーション手段がない．洞窟は歌や音声コミ

後脳容量が大幅に増加するという特徴がある．

ュニケーションが発達するには絶好の場である．洞窟の暗

この二分類において現生人類だけは例外であり，ひと言

く閉鎖的な環境のおかげで，言語は生まれたのだろうかと，

でいえば，早成動物と晩成動物のいいとこどりをしている．

筆者はまず考えた．(1.3 で述べるように，そんなに簡単な

現生人類は霊長類であり，妊娠期間は長く，通常一度に子

ことではなかったが)

どもを一人しか産まない．神経の髄鞘化は誕生時にすでに
終わっており，大人と同じだけの運動神経ができあがって

1.3 音節の音素性はデジタルか

いる．それなのにヒトの子供はまったく無力で一年近く立

東アフリカの熱帯サバンナの地下トンネルの中で一生を

ち上がることも歩くこともできない．ヒトの赤ん坊は，両

生活するハダカデバネズミも，音声コミュニケーションが

親や祖父母の手厚い世話を受けなければ生きていけない．

発達した哺乳類である．真っ暗闇のトンネルの中で行き交

霊長類でヒトだけが二次的な留巣性をもつ「晩成化した霊

うにあたって，体が大きくて声が低いネズミの腹の下を，

長類」である．こうなったのは，乳児が一年間寝たままで

小さくて声が高いネズミがくぐるという．ぶつからないた

過ごせる安全な環境を手に入れたことと，閉経後のメスが

め，相手との上下関係を推し量るために，始終声を出しな

育児参加して，世代を超えて役割分担する真社会性動物化

がら真っ暗闇のトンネルの中を走り回っている動物である．

したためだ．

階級をもつ真社会性，幼児期の長い晩成性，同種の他の群

ヒトの出産において，産みの苦しみ，激しい陣痛がある．

れに対する攻撃性などもヒトと似ている．

これも他の哺乳類とは違う点である．これはメスにこれか

もし洞窟という暗い音響シェルターが語彙数の増加に影

ら生まれてくる子供をしっかり育てなさいという自然から

響したとすれば，きっとハダカデバネズミも 100 や 200 の

のメッセージである．ヒトという動物を人間に高めるため

音声記号を使いこなしているのではないかと筆者は思い，

には，命がけともいえるほどの大変な労力をかけなければ

ハダカデバネズミに関する専門書を読んでみたところ，地

ならない，心せよと自然はメスに伝えているのだ．

上で生活する他のデバネズミ(ダマラランドデバネズミ)と
同じで 17 しか記号がない(9)．かたや人類のひとつの言語
は 10 万種類くらい語彙をもつほか，必要に応じてどんどん
新しい概念を好きなように生み出せる．
洞窟環境だけでは説明がつかないようだ．いったいどう
してこのような極端な語彙数の違いが生まれるのかと考え
てみたところ，すぐに教育玩具であるひらがな積み木が思
い浮かび，音節を重複順列すれば無限の単語を生み出せる
ことに気づいた．日本語は音節が母音終わりになっており，
音節を並べ替えるだけで単語になりやすい．音節文字を 2
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語を正しく使いこなしているかということである．

だ．ひと桁(digit)違うとまったく違った単語になるのはデ
ジタルなのだろうかと思った．これは日本語という言語が，
数ある人類言語のなかでも，もっともデジタルな特徴を体
現している言語であるから思いついたことになる．
一方，ネズミの音声コミュニケーションは，感情のこも
った同じパターンの鳴き声を何度も繰り返す．この違いは
デジタル通信とアナログ通信の違いだといえば，あとはデ
ジタルの専門家がすべて説明してくれることを期待して情
報処理学会に論文を提出したが，概念が違うなどの理由で

表3

南アフリカ中期旧石器の時代区分(12)

二度とも書き直しの機会を与えられることなく，査読です
っぱりと落とされた．概念が違うというがどこがどう違う
のかと調べてみたところ，驚いたことにデジタルの概念は
きちんと整理されておらず，どこにも定義がなかった．
そこで筆者は 2009 年 10 月の電子情報通信学会思考と言
語研究会を皮切りに，情報処理学会自然言語処理研究会や
音声言語処理研究会，人工知能学会の研究会などに 4 年間
で 80 回以上参加して発表し，デジタル，言語の起源，言語
記憶の生理構造，言語記憶と五官記憶のネットワークメカ
ニズムなどについて複雑な学際的かつ不可視の現象の考察
を続けてきた(10)(11)．

図.-11

Toba Catastrophe Hypothesis (13)

人類学者は，今から 7 万年ほど前にインドネシアのトバ

5 年間デジタルとアナログについて考えてきていえるこ

火山が噴火した後，世界が寒冷化したときに，現生人類の

とは，デジタル通信とは，変・復調が論理的に行われる通

人口がボトルネック状に減少したことを指摘する(13)．し

信であり，論理的記号を並べて送信し，受け手は自分がも

かしこのとき，他の動物には生体数の減少はなかった．だ

つ複雑な意味・知能のメカニズムによってメッセージの意

とすれば，このとき現生人類の人口は減少したのではなく，

味を復元する通信方式である．一方，アナログ通信は，感

誕生してゼロから増加しはじめたと考えるのが妥当ではな

情をこめた鳴き声を出し，その感情をメッセージとして受

いか．

け取る通信であるといえる．研究に取り掛かったばかりの

時代区分的にも，スティルベイの時期がインドネシアの

ころは，両者の違いを正確には認識・理解できておらず，

トバ火山が噴火した後の地球の寒冷期と一致する．厳しい

このような説明もできなかった．

寒冷期に，人類は洞窟のなかに篭っている時間が増えたた
め，洞窟のなかで舌を使ってさまざまな音を出して楽しん

1.4 「クリック」「母音による音節」の二段階進化

だと思われる．クラシーズ洞窟の目の前にはインド洋と大

これまでの考察で得られた人類進化の仮説は以下の通り．

西洋の大海原が広がり，水平線から昇る朝日，水平線に消

考古学者は今からおよそ 13 万年前に南アフリカのイン

える夕日を見ていたら，詩心も湧いてきて，太陽を讃える

ド洋・大西洋沿岸で旧石器文化の始まりを確認しているが，
なかでも 7 万 7 千年前から 7 万年前の時期(スティルベイ，

歌，海を讃える歌を朝な夕なに歌っていたことだろう．
みんなで声をそろえて歌っていたから，一定数のクリッ

Still Bay Technocomplex)に顕著な石器の進化と，6 万 6 千年

ク子音が仲間内で共有されるようになり，音素となった．

前から 5 万 8 千年前の時期(ホイスンズプールト，Howiesons

こうして音素を順列組み合わせすることによって，符号語

Poort Technocomplex)にさらに精密な石器の進化やダチョ

を無数に作り出すことができるようになった．

ウの卵の装飾などがみられることを報告している．この 2
つの文化発展時期が，SB: クリックによる音素獲得，HP:

図.-12/13

Two Stage Evolutions in Late Pleistocene South
Africa: Clicks& Syllables (14)(15)

喉頭降下にともなう母音のアクセント獲得の時期と対応す
るのではないかと筆者は考える．
そして，母音発声によって，アクセントをもつ音節が生
まれ，クリック子音の音素性に加えてモーラ(拍)性を獲得
したことで，単音節論理スイッチである文法が生まれ，記
号を文法的に連接して情報を伝達する言語を使う現生人類
が誕生した．筆者が問題にしたいのは，人類ははたして言

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

5

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2014-NL-215 No.5
2014/2/6

A two-stage acquisition process of human
language in the Late-Pleistocene
1.

2.

SB:

Click consonant phonemes to Clicks
generate infinite concepts by
HP:
permutation of phonemes in
Vowels
Stillbay Technocomplex (7770KA) era,
Then, with laryngeal descent
took place, which enabled
accented vowels (with microenergy) and grammatical
articulation for complex
communication generating
Howiesonspoort Technocomplex
(66-58KA) era

Phonemes for
Concepts
Grammatical
Articulation
with Syllables

図 14 千葉勉
「母音」
下顎の発達が
母音を生んだ．
(20)

Henshilwood 2012

ホイスンズプールトの時期は温暖化に向かう時期で，栄
養も改善され身体的変化が可能になったと思われる．喉頭
降下がおきて，複雑な嚥下を行うことによって発声可能と

2 Stage Evolution took place with stressful
and favorable environmental conditions.
Sea Levels

Still Bay

@Stilbaai
Tourism

なった母音のおかげで，声は大きくなり，遠くまで届くよ
うになった．
しかし母音が重要であるのは，遠くまで届くことよりも，
まずクリック同様に音素性をもつこと，それによって重複

HP

Climate

SB

順列によって無限の造語力をもつことである．次に，クリ

SB
SB

HP

↓Technical Sophistication↓

ックより進化したことは，一音節ごとに，振幅と周波数の
積の二乗に比例する微小エネルギーにもとづいたアクセン

It is plausible that cold climate was the trigger
for evolution and generated a software
evolution, i.e. phonemes, then warm climate
enabled an anatomical (hardware) evolution
of laryngeal descent to provide phonemes
with micro-energy of lung airflow, i.e. vowels.

ト( e= (pitch x intensity) 2 )をもつことによって，すべての音
HP

Howiesons Poort
@ Origin Center

節が相手にきちんと届くようになったことである(21)．音
節とは，
「アクセントを１つ，１つだけもつひとつながりの
表現」とイェルムスレウは定義する(22)．その結果，話し

クリック子音という音素を獲得して，語彙は爆発的に拡

言葉はひとつひとつの音節がアクセントの力で相手に確実

大した．しかしこの時代には文法はまだなかったようだ．

に伝わるモーラ(拍)性をもつ．このモーラ性のおかげで単

現存するコイサン語には，クリックで始まる機能語(文法

音節論理スイッチである文法が生まれたと考えられる．

語)がないことが報告されている(16)．おそらく二語文，三
語文で話しており，前後の接続や意味の修飾は身振り手振

図 15

りや表情で補っていたかもしれない．喉頭降下はまだ起き

(SVTh) と 声 道 垂 直 部

ておらず，肺気流のエネルギーを使えず，雑音の少ない洞

(SVTv)が同じ長さで直

窟内や太陽熱雑音のない夜間に身近な人と語り合うことし

交するために母音のフ

かできなかった．

ォルマント周波数の共

声道水平部

鳴がおきる(18)
1.5 音節のアクセントが生みだすモーラ性
音節のアクセントをもたらした喉頭降下と下顎骨の発
達は，クリック子音の発声によって舌筋を頻繁に使ったか

1.6 音節による文法の自己創生進化と言語の誕生

らおきたと考えられる．
「高頻度で低エネルギーの負荷によ

文法は母音のアクセントによって，自己創生的

って，下顎骨が薄くなりつつ肥大するというパラドックス

(autopoietic)に生まれたと考えられる．それまで身振り手振

が起きた．」(17) 喉頭降下が誤嚥による窒息死や肺炎によ

りや表情で補っていた意味の接続や修飾を，単音節の符号

って多くの人間の生命を奪っていることからも，母音発生

で置き換えることで文法は生まれたのではないか．

の前に原言語があったとリーバーマンは考えているが，お
そらくクリックがそれであろう(18)(19)．

まず文法の定義をしておく．「文法」とは，「(主として)
単音節の付加または変化によって，概念語の連接および意
味修飾を指示する論理スイッチ」である．単音節の文法語
が誤りなく連接関係や意味を伝えるために，文法語は概念
語以上に音表象性(オノマトペ性)をもつ．接続詞には 2 音
節のものや熟語もあるが，たいていの文法は，1 音節の付
加(接続詞，代名詞，助動詞，前置詞，ひと桁の数字を表す
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数詞，冠詞，否定辞，疑問辞，分詞など)か変化(複数形，

い．あなたは一般の文法語とシンタクスをともに含む文法

主格や時制に伴う活用，不規則活用など)であり，音表象性

の定義をお持ちですか」と質問をした．彼女には想定外の

をもつ 1 音節のほかに共通点はない．

質問だったようで，質問を繰り返すように求められたが，

論理スイッチというのは，それぞれの文法語に対応する
接続や修飾の規則を生体の論理として身につけることであ
る．文法は記憶理論でいうところの「手続き記憶」に近い

彼女はシンタクスと文法の定義についてこれまで考えたこ
とがなかったのか，答えを得ることはできなかった．
文法もシンタクスも定義することなく，シンタクスを文

身体的記憶である．2.2.2 で論じるように，文法の論理は，

法と認めることには無理がある．どちらとも定義しないま

生物学的には免疫グロブリンの可変部抗原結合領域

ま，シンタクスが文法であるかのような議論は，無意味で

(VR/Fab)から不変部結晶化可能領域(CR/Fc)への信号伝達

あるばかりか，議論を混乱させるもとである．

系のもつ二元論理ではないかと思われる．
音節のもつ音素性が論理に適した音表象の文法語を選

1.8 母音とデジタル言語(文法)と現生人類の同時発生

ぶ冗長性を与え，アクセントによるモーラ(拍)性が聞き手

現生人類の数少ない身体的特徴は，喉頭降下によって肺

に単音節の文法語を誤りなく認識させることによって，文

気流を口から吐き出せることである．それによって母音を

法が機能できるようになった．

発声できるようになり，ひとつだけアクセントをもつ音韻

文法が機能するのは，音節のもつ音素性と冗長性，モー
ラ性のおかげであり，それを内部言語メカニズムが概念語
とともに二元論的に処理していると思われる．このことは，

単位として，音素性とモーラ性の論理をもつ論理的音節が
生まれた．
論理的音節の音素性は，記号語の数を無限に増やし，恣

言語機能が脳内にあるのではなく，音節とそれに対応する

意的に生みだすことを可能にした．そのモーラ性は，ひと

言語記号受容体(脳脊髄液中の B リンパ球であると思われ

つひとつの音節がかならず相手の耳に届くことを保証する．

る)であることをうかがわせる．

その結果，単音節の付加または変化によって，概念語の接
続や修飾を指示する論理スイッチとして文法が生まれた．
文法は，概念語を論理的に連接して情報として交換する
ことを可能にした．ヒトとヒト以外の動物の違いは，記号
語の種類もあるが，音韻記号を論理的に連接して交換でき
るか，記号単体での交換しかできないかというところがよ
り本質的な違いである．
したがって，母音発声により，概念を文法で連接して情
報として交換できるようになって，現生人類は誕生したと
考えるのは妥当であろう．その時期は今からおよそ 6 万 6
千年前のホイスンズプールトの時代が始まる頃と思われる．

図 16 オートシェイプを使って助詞の音表象を図示した

他の霊長類や哺乳類と比べて，現生人類の身体的な違いは
喉頭降下だけであり，それ以外の脳の構造や機能に変化が

1.7 シンタクスは文法か
1.6 で行った文法の定義は，音韻論的であり，音韻変化
や付加を伴わないシンタクス(構文)は文法に含まない．

おきた形跡はない．また，概念も文法も，音節のもつ音素
性とモーラ性と，免疫細胞の二分法・二元論論理との相互
作用だけで説明がつく．

多くの言語学者が，シンタクスも文法もともに定義しな

このように考えると，いわゆる「生成文法」や「言語獲

いまま，シンタクスを文法であるとして議論している．ど

得装置」というものは存在しないということになる．1975

ちらも定義しないまま議論することは，やや異常というか

年のピアジェ・チョムスキー論争を読んでわかったことだ

奇異である．シンタクスは果たして文法であるのか，文法

が，生成文法があるという主張は，科学的に解明しきれて

でないのか．

いない部分があるということと同義である．じっさいに生

シンタクスも，文法も，具象概念ではない．五官で感じ

成派の人々は，生成文法を DNA の塩基配列やその他の生

て確かめることのできない抽象概念である．シンタクスを

理構造に求めようとしてこなかったし，チョムスキーはニ

文法と認めるにも，認めないにも，文法とシンタクスのそ

カラグアで行った講演で神の名を持ち出した

れぞれをどう定義するかにかかっている．

(23)(24)(25)(26)．

筆者は，2013 年 7 月の第 19 回国際言語学者会議で「副

英語の vowel には「母」とか「生む」という意味はない。

詞節のシンタクス」という基調講演をされた L・ヘーゲマ

これに対して，日本語の「母音」という表現は適切である．

ン教授に，私の文法の定義を説明した後で，
「この定義は非

まさしく文法と現生人類，人類の知性と知能を生みだした

常によいのだが，残念なことにシンタクスを定義に含まな

母なる音である．現生人類の境界は母音にあり，母音誕生
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以前のクリック子音だけの時代は「原言語」，母音誕生後を
「言語」と呼ぶのが適当であろう．

に並べて作られる文．)
③

通信において，回線雑音による情報の劣化(熱力学的な

日本語は母音数があいうえおの 5 つしかない．音節は化

エントロピー増大)によって誤りが発生しないよう，冗

ならず母音で終わるという規則をもつ．この結果，日本語

長性を利用した誤り防止のための仕組みをもつ．(a. 4

はモーラ性が明確となり，音節数は 112 ときわめて少ない．

種類の RNA が 3 つつながってできる 4x4x4= 64 種類の

(子音+母音+子音という構成をもつ中国語は音節が 1700 種

コドンが 20 種類のアミノ酸に翻訳される縮重，b. 送

類，英語は音節が 3400 種類もある．)

そしてカタカナと

信前に計算して誤り訂正符号を付加して送信し，受

ひらがなという 46 種類の音節文字ですべての音節を表現

信・復調時に誤り訂正する前方誤り訂正(FEC)メカニズ

できる．漢字の形状を簡略化した音節文字を作成し，しか

ム，c. 概念語や文法語が音表象性をもつように音節を

もそれを 2 セットもつことは，人類の言語のなかでも特筆

選んで語とする)

に値するのではないだろうか．

④

送信元の情報源には低雑音環境があり，そこに複数の
記号を修飾して連接する論理記号のメカニズムがある．

さらに驚くべきことに，中国文明の周辺に位置したこと
によって，漢語の概念語に助詞を添えて「文節」構造をつ

(a. エキソンというゲノムを，イントロン部にある非

くって文章をつむぐ日本語の膠着語構造は，免疫グロブリ

コーディング RNA で修飾して接続する転写後修飾を

ンが概念語と文法語を二元論的に処理する生理メカニズム

行った後に mRNA が紡がれる，b. プロトコルスイッ

とも親和性を示している．日本語の文節は，もっとも言語

チが用いられる，c. 概念語を文法語が接続・修飾して
文にする)

の生理・論理メカニズムに即しているといえそうだ．
⑤

到達先にも低雑音環境があり，個別の論理的な記号を，
意味へと置き換えるダイナミックなメカニズムがある．

1.9 デジタル・ネットワーク・オートマタの定義
ここで言語がデジタルであるというときの「デジタル」

微小力学法則にもとづいてダイナミックな論理作用を

概念を定義しておきたい．これまでデジタルという言葉は，

生む．(a. アミノ酸のポリペプチドを，タンパク質の

定義もないまま，さまざまな異なった場面で使われてきた．

三次元構造に置き換える．翻訳後修飾がなされる，b.

しかし，そのどれもデジタルという複雑さを伝え生みだす

音や画像や映像や文字に置き換える，c. 行動や思考に

現象を表現するためではなかった．つまり，既存のすべて

置き換える)

のデジタルという言葉の用法をいったん忘れる必要がある．
デジタルとは，いくつかの論理的な現象が複合的に作用
して，ネットワークして，オートマトンを形成する現象群
である．したがって，以下のデジタルの定義は，正確には
「デジタル・ネットワーク・オートマタ(DNA，オートマタ
はオートマトンの複数形)」の定義である．この定義にあた
っては，1948 年にフォン・ノイマンが行った「オートマタ
の一般的・論理的理論」が参考になった(27)．
デジタル・ネットワーク・オートマタの例としては，a.
真核生物の遺伝子発現メカニズム，b. コンピュータ・ネッ
トワーク，c. ヒト言語などがある．以下の定義はこれら 3
つのデジタルシステムに共通して適用することができる．
以下の点が相互に結びついて作用するのがデジタル・ネッ
トワーク・オートマタである．
①

相互に置き換え可能な，相互に離散的で，有限個の論
理的に反応する信号をもつ．(a. アデニン，グアニン，
ウラシル，シトシンという 4 種類の RNA の核酸, b. 論
理的 0 と論理的 1 の 2 元，c. 音節．音節が相互に置き
換え可能であるという条件が厳密に適用されるのは，
日本語のように音節が母音終わりの規則をもつ言語の
みである．)

②

表 4 デジタルシステムの論理の量子力学
⑥

情報源の低雑音環境の論理作用は，不可視の量子力学

論理的信号を一次元的に配列した情報を通信する仕組

的現象である． (a. プリン基とピリミジン基が，2 本

みをもつ．(a. メッセンジャーRNA, b. 論理的 0 と論理

あるいは 3 本の水素結合で結びつく，b. 電圧ビットの

的 1 の 2 元で構成されるパケット，c. 音節を時系列的

斥力で，0+0=0, +1=1, 1+1=0 という現象がおきる，c. 免
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疫細胞の抗原抗体反応のパターン認識を行う二分法論

フォン・ノイマンの思考結果を読み解いて継承しているに

理および A+Bi=C という二元統合を行う二元論論理)

違いないと思って，ウェブでダウンロードした後筆者は数

歴史的に開発され，実証されてきた記号や文法を長期

ヶ月間放置していたのだが，やはり自分で読まなくてはな

保存して伝承するための保存用の記号と保存・復元メ

らない気がして読んでみた．ところが，一度や二度読んで

カニズムをもつ．(a. デオキシリボ核酸を核内で二重

もさっぱり理解できないのだった．講演全文をタイプしな

螺旋構造としてもち，DNA の転写や転写後修飾のメカ

おして，多少なりとも講演者の呼吸を感じたのだが，それ

ニズムをもつ，b. 光磁気メディアに保存されたデジタ

でも内容についてはチンプンカンプンだった．
「世界の名著

ルライブラリやアーカイブの記録・読み取り，c. 文字

現代科学 II」に所収されていた邦訳を読んでも頭に何も残

と古典，読書術)

らない．オートマトンなどという概念を新たに立てる必要

デジタルシステムは，上記メカニズムが相互に作用して，
自律的にはたらき，必要に応じて進化を遂げる．

はどこにあるのか，疑問や訝りというより怒りに近かった．
それから自分の能力のなさに打ちひしがれた．

なお表 4 は，3 つのデジタルシステムの量子力学法則に

だが，読書百遍という言葉のとおり，読む回数を重ねる

もとづく論理性を示す．表中で赤く示しているのは，それ

につれて，またフォン・ノイマンが他で行った講演(1946

ぞれのシステムが，デジタル化した最終条件である．コン

年にシカゴ大学で行った『数学者』や 1949 年にイリノイ大

ピュータ・ネットワークは，誤り訂正符号をリアルタイム

学で 5 回行った講義など)にも目を通すことによって，すこ

で処理できる高速 CPU の誕生，真核生物の転写後修飾は低

しずつ理解できる箇所が増えてきた．オートマトンとは「情

雑音環境をつくりだす核膜の獲得，ヒト言語の場合は，喉

報理論」のことを，別の言葉で表現したものであるという

頭降下と独自の発声器官のおかげで獲得した論理的音節の

ことがわかってきた．生命はどうやって進化したのか，ヒ

誕生である．

トの知能はどうやって進化したのかを解明するための思考
枠組みを，1948 年の講演はきわめて短い時間で概観してい

2. 言語の脳内生理メカニズム
2.1 学際的読書・読書百遍という研究手法
言語の起源が解明されてこなかったのと同様に，脳内の

たことがわかった(29)(30)(31)．
また，イェルネの講演は 1984 年のノーベル講演(ノーベ
ル財団のウェブで録画を見ることができる)『免疫システム
の生成文法』と 1974 年のパスツール研究所での講演『免疫

言語処理生理メカニズムも解明されていない．多くの研究

システムのネットワーク理論』が引用されていた(32)(33)．

者が，大脳皮質のブロカ野やウェルニッケ野の関与，ニュ

免疫と言語なんてそもそも無関係ではないか，抗原をエピ

ーロン(神経細胞)がシナプス接続され電気信号が伝わるこ

トープ，抗体をパラトープと呼ぶことにいったいどんな必

とを想定する．大脳皮質がいちばん目につきやすいからだ

要性があるのかと，このときも怒りにも似た疑問を抱きな

ろうか．ここ何年間か，fMRI や PET などの測定器材を使

がら，自ら邦訳し，足掛け 3 年くらい時間をかけて何度も

って，言語が脳内のどこで処理されているかを突き止めよ

繰り返し読んだ(34)．

うとする研究が行われているが，残念ながらこれも精度が
よくなく，具体的な言語記憶(概念)の分子構造，文法の生
理メカニズムについては仮説ひとつ生まれていない．言語
の現象が，本当にその測定器材で測定できるのかというこ
とも，じつは確認がとれていない．
筆者はヒト言語のデジタル性に気づいた後，思いついて
ウェブ検索で，human, digital, language と入力したところ，
若い頃コペンハーゲンで免疫学者イェルネの指導を受けた
分子生物学者ノルが書いた論文「ヒト言語のデジタル起源」
に出会った(28)．この論文は言語学以外に，脳科学，霊長
類学，動物生態学，免疫学，分子生物学，情報理論など学
際的文献に依拠している．
その論文が引用した文献のひとつにフォン・ノイマンが
1948 年にヒクソン・シンポジウムで行った講演「オートマ
タの一般的・論理的理論」も含まれていた(27)．

表 5 免疫細胞はモバイルニューロン(29)
イェルネは，1984 年の講演で免疫細胞の抗原抗体反応が，

いくらフォン・ノイマンが優れた学者であったとしても

言葉刺激の音韻波形と脳内言語記憶が特異的に結合する生

60 年以上も前の講演にいったいどれだけの価値があるの

理基盤となりうると示唆していた．脳内に雑音源となる巨

か，仮にその講演に価値があるのならきっと誰かがすでに

大分子を送り込まないメカニズムである血液脳関門(Blood
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表6

Brain Barrier)を超えた低雑音領域である脳室内での神経免
疫相互作用をほのめかしていた．
1974 年の講演では，そもそも免疫細胞は，神経細胞とよ

分化抑制の不思議な現象

分化抑制とは，ある音韻記号「A」で「餌」という意味
付けを行った後で，A によく似た A’の記号(たとえば A が

く似ていて，外部の状況に対応する能力をもち，二分法と

メトロノーム 90 拍/分で，A’は 100 拍/分)に「餌がない」と

二元論の論理をもち，興奮または抑制の信号を出力する機

いう意味をもたせる実験である．
「A」「餌」，
「A’」「餌

能をもつことを述べていた．

がない」という実験を繰り返したところ，
「A’」に対する涎

違いは 2 つある．免疫細胞の数は神経細胞の 100 倍ある．

が「50%  100%  0%」と推移して 0 で安定したのだ．A’

神経細胞は軸索とシナプスによる結合を必要とするが，免

の後では常に餌がなかったにもかかわらず，一時的に A と

疫細胞は分子間の直接接触か抗体分子を介した接触によっ

同じだけの涎が出て，その後で 0 になる．この不思議な現

てネットワークを行うと説明していた．

象をパブロフは，「最初要因間の差異はすぐにみられるが，

つまり免疫細胞は，有線ネットワークを必要としている

その後，何故か差異が消え，それからまたしだいに再現し

神経細胞が進化して，抗原抗体反応などによる無線ネット

てついに絶対的なものとなる」と，読者がこの深淵な謎に

ワークを可能にしたモバイル・ニューロンである．それが

気づかないで読み飛ばすことを願うかのようにさりげなく

概念装置として機能し，脳室内の脳脊髄液中で記号(言語)

書いている．

記憶を保持していて，五官記憶や言語刺激や他の言語記憶
と相互にネットワークして，言語現象を免疫ネットワーク
として構築するのではないか．ここまでおぼろげにイメー
ジがふくらんでくるのに 3 年近くかかった．
2.2 脊髄記号反射は脳脊髄液中の免疫ネットワーク
2.2.1

パブロフの条件反射実験

我々があるパターンをどうやって認識するのかというパ
ターン認識のメカニズムもまだ解明されていない．現象と
しては，聴覚記号や視覚記号の入力に対して，反射的に行
動が生まれる．記号と反射の定義や記憶形成のメカニズム
も明らかではない．
2010 年 2 月の信学会思考と言語研究会のテーマは「言語
表現とパターン認識」であった．この研究会の予稿を準備

図 17 免疫二次応答における体細胞超変異(37)

しているとき，筆者は古書店でパブロフの条件反射学の著
作に出会った．本書を二三度読み，関連する文献をすこし

相互誘導は，
「A=餌」，
「A’=餌がない」という記号と結果

読んで，パターン認識は条件反射であると思い至り，その

の条件付けを行った後で，
「A’餌がない，A餌」という

後で条件反射はパターン認識だと思った(35)(36)．

順番で記号を聞かせたところ，A の記号に対していつもよ

この一見すると同語反復のループは，パブロフの著作を
さらに何度も読み直すことによって，パブロフ自身が答え

り立ち上がりが早く，いつもより 3 割から 5 割多く涎が出
た．これが正の相互誘導と名付けられた．

を見出せなかった問題を発見して止揚された．パブロフは
条件反射の形成は，大脳皮質の感覚野と運動野の間のシナ
プス形成だと考えていた．その前提ですべての実験結果の
説明を試みたのだが，それだと「分化抑制」と「相互誘導」
の実験結果をどうにも説明できないのだった．

図 18 相互誘導実験の不思議
また，「A餌，A’餌」という順番で実験したところ，
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何度繰り返しても A’の後では涎が出てこず，気が狂った犬

語ったが，記号(抗原)への特異的反応が二分法(A か非 A か

もいた．これは負の相互誘導と名付けられた．

の二分)であり，運動ベクトルの要素を加味するところが二

これらの相互誘導現象は，記号が相互に刺激し合ってい

元論(A+Bi の二元的統合)として作用するのではないか．

ることを示唆するが，パブロフは最後まで原因に思い及ば

どのようにしてベクトル成分が脳に伝えられるのかに

なかったようだ．軸索とシナプスによる有線接続が形成さ

ついては，まだ十分に検討を行っていないが，ひとつの可

れていると考えるかぎり，ある記号刺激によって別の似た

能性として，脳幹網様体に言語刺激が送られてくるとき，

記号刺激が活性化されることが説明つかないのだ．

概念語の受容体が活性化されるが，そのときにその受容体

しかし記号刺激は脳幹網様体で賦活され，脳脊髄液中の

が繊毛をもっていて，それが音韻的ベクトル成分によって

B リンパ球が記号記憶を保持すると考えれば，分化抑制は，

向きを変え，文法を伝えるという可能性はないだろうか．

免疫二次応答における体細胞超変異，相互誘導は免疫細胞
相互のネットワークとして説明がつく．
2.2.2 ティンバーゲンの本能の論理構造
ティンバーゲンの研究成果は，鈴木孝夫が 1956 年に紹介
している．それによれば，キジは，猛禽類でなくても首の
短いアマツバメのような鳥の影に対して避難行動を取るこ
と，また，その影が近づいてくるか遠ざかるかの要素も加
味されていることが確かめられている(38)．この本能(「生
得解発機構:Innate Releasing Mechanism」とティンバーゲン

図 20/21 刺し魚の求愛行動

(39)

は呼ぶ)と条件反射が同じ脳生理現象を対象としていると
はすぐには思い至らなかった(39)．
その後，パブロフの著作の第一講にスペンサーの「本能
的反応は反射である」という言葉が紹介されていたことを
思い出した．パブロフは，反射と本能の違いについて比較
検討を行った後に，
「反射も本能も，一定の要因にたいする
生体の法則的な反応であって，それらを異なった言葉で区
別する必要はない．
『反射』という言葉には，最初から厳し
い科学的な定義がつけられているので優先権がある．」と結
論づけている(36)．

ティンバーゲンは，また，刺し魚の求愛活動が，相互に
交わされる記号連鎖によって出会いから産卵までひとつな
がりの文脈として作り上げられていることを示した．これ
も二分法による相手記号のパターン認識の結果を，自分の
次の行動に結びつける論理ベクトルの二元論の連鎖である．
免疫グロブリンにそのような二元論的な信号伝達メカ
ニズムがあるかと探してみたところ，不変部結晶化可能領
域(CR/Fc: Constant Region/Fragment Crystallizable)リガンド
があった．これは可変部(VR:Variable Region)の抗原結合領
域(Fab: Fragment Antibody Binding)でどのような結合が行わ
れたかの状態(Full Fit, Half Fit, etc.)が，Fc リガンドに送ら
れ，T 細胞細胞膜にある Fc 受容体に信号伝達されるメカニ
ズムとして機能しているようである．

図 19

生得解発機構による避難行動

2.3 日本語の文節構造は二元論

条件反射が脳内免疫ネットワークではないかと考えて

文節は，日本語文法に特有な文法概念で，〈文を，言語

いたとき，パブロフとティンバーゲンの二人の実験結果を

として不自然にならない限りで，最も細かく区切った場合

隔てていた壁が壊れ落ちて，本能も条件反射も同じメカニ

の各部分〉などと定義される．文節は音韻単位であると同

ズムで，脳幹網様体における抗原提示に対する，脳脊髄液

時に，最小の意味単位を構成する．

中の B リンパ球の抗体反応ではないかと思い至った．
免疫細胞は二分法と二元論の論理をもつとイェルネは
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るベクトルをもとに文の意味が再構築される．
2.4 ヒト言語は脊髄反射の進化
これまで述べてきたように，筆者は自分では何ひとつ実
験をしていないが，フォン・ノイマン，イェルネ，パブロ
フ，ティンバーゲンらの学際的な講演や著作を繰り返し読
むことで，ヒト言語は，動物の脊髄記号反射が，音節のア
クセントのおかげで，記号を文法的に連接した情報として
伝達できるようになったと考えるにいたった．
その脳内情報伝達メカニズムは，脊髄の脳幹網様体につ
図 22 文節構造は概念+文法(A+Bi)

くられた抗原提示分子と，脳脊髄液中にあって記号(言語)
刺激を内言として記憶した B リンパ球の間でおきる抗原抗
体反応である．
文法的接続が可能であるのは，動物の記号反射において

図 23

「記号のパターン認識+運動/論理ベクトル」の二元統合を

荒川修作

行う能力を，
「概念のパターン認識+論理ベクトル」の二元

意味のメカニ

統合へと適応させたためである．これは脳幹網様体に構築

ズムより(40)

される脳脊髄液接触ニューロンの一部である言語刺激受容
体に，繊毛がついていて，それが文法的ベクトルを伝える
のではないだろうか．そして脳脊髄液中の B リンパ球の抗
原結合領域は，その繊毛のわずかな動きを感知して，文法

「私は/昨日/友人と/二人で/丸善へ/本を/買いに/行きまし
た」に示すように，日本語は膠着語であるため，概念語に
助詞がついて A+Bi の論理構造を示す文節が多い．
動物の反射において運動ベクトル処理に携わっていた

の論理操作を行うと考えられる．
免疫細胞の二分法論理と二元論論理は，文法のほかに，
言語的思考も，さらには知能の構築も，脳内免疫ネットワ
ークが実現していると思われる．

Bi が，日本語では音節のアクセントをもつ助詞に対応する
論理ベクトルとして処理されているのではないか．1 歳児

2.5 低雑音領域でのダイナミックな免疫ネットワーク

は動きに対してとても敏感であるが、文法を覚える頃に子

遺伝子発現においては，DNA が転写されると mRNA 前

どもは外界の動きに対する反応が鈍るのは，文法処理のた

駆体になる．この mRNA 前駆体には，エキソンとイントロ

めに運動能力を犠牲にするためだと思われる．

ンが含まれていて，スプライシングによってイントロン部

日本語は，中国文化圏の周辺に位置したために膠着語と

分が除去されてエキソンが修飾されて mRNA として紡が

なり，
「漢字かな交じり文」が生まれた．地理的条件のため

れる．この転写後修飾は，核膜をもたない原核生物ではお

に文節構造は生まれたのだが，偶然にもこの構造は概念と

きない現象である．

文法の二元論的な生理構造と親和的であるようだ．

ヒトの言語の意味作用も，低雑音環境である脳脊髄液中

フランス語のランガージュ・アルティキュレは，日本語

で生まれると考えるのが妥当である．脳脊髄液は，脈絡叢

と逆に「文法+概念」を最小の意味複合体として構築する．

動脈によって送られてきた血液が，左右の側脳室と第三脳

デカルトの生まれた国の言語は，フランス革命の後で，意

室・第四脳室にある脈絡叢でろ過されてつくられる透明な

図的・人為的にこの仕組みを取り入れたという．だとする

リンパ液である．ろ過の際に，大きなタンパク質分子は排

と，日本語はフランス革命の成果を，先行して無意識に取

除されるので，きわめて雑音が低い環境である．

り入れていたことになる．

通信理論の基本である信号対雑音比の考えにもとづけ

英語は助詞をもたないかわりに，動詞によって異なる構

ば，雑音が低いと「ダイナミックレンジが大き」くなる．

文(Syntax: SVC, SVO, SVOC など)が存在し，単語と単語を

雑音が低ければ低いほど信号は多様性をもちえるので，ダ

結びつける論理ベクトルの存在を思い描かせる．チョムス

イナミックな現象が起こりやすい．しかし，脳科学の一般

キー言語学の「言語の骨」，「木構造」は，それぞれの動詞

書には，脳脊髄液は大脳皮質が衝撃を受けないよう，お豆

がその特性としてもっている構文といえる．

腐の容器に充填している水の役割を果たしているとしか説

構文(シンタクス)と文節と，どちらが脊髄反射のメカニ

明がない．この説明は，おそらくまったく間違っている．

ズムに近いかといえば，日本語の文節ではないか．日本語

見た目が透明で何もしていないように見えるだけで，ちゃ

には英語の構文のような枠組みはなく，文節ごとに示され

んと調べればそこに記号反射のメカニズムがあることを確
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かめられるであろう．アルコールを飲んでいたり，熱があ
るときに思考が働かないのは，脳脊髄液中の雑音レベルが
上がるからではないだろうか．
脳脊髄液の低雑音性についての一般的理解が足りない．
脈絡叢でろ過されるから，脳脊髄液中にリンパ球はいない
とずっと思われてきた．ところが血液中の濃度より 2 ケタ
ほど少ない量であるが，脳脊髄液中にリンパ球が存在して
いることが明らかになったのだ．しかし脳脊髄液中のリン
パ球が免疫パトロールをしているという論文はあっても，
記号反射をしているという論文はまだみたことがない．
大脳の活動を観察するにあたって，電子の動きや血流は
測定できるが，タンパク質相互の現象である抗原抗体反応
が起きているかどうかの測定はむずかしい．
筆者は独自に「脳内言語・五官記憶ネットワーク要求解
析」を実施した．言語刺激(Sensed Stimuli)と，言語記憶(Word
Memory)と五官記憶(Sensed Memory)が，それぞれどのよう
にネットワークをすれば，言語活動が可能となるのかと考
えてみたのだ．
その結果は下図のとおりで，脳幹網様体が，言葉の音声
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3. 外言伝達における時空的制約の消滅
3.1 言語発展の新たな段階
3.1.1 第三の進化：コンピュータ・ネットワーク
メイナード・スミスは「今日我々が経験している最新の
発展は，情報の保存と伝送のために電子的媒体を用いるこ
とである．これが我々にもたらす効果は，遺伝子の構築や
言語の獲得と同じくらい深淵なものになるだろう．」という
言葉を残している(42)．人類の歴史を振り返ってみると，
文字の発明が文明の発展を加速したことは明らかである．
文字が文明を産みだしたといっても過言ではない．文書に
表すことによって，個人的に獲得された知識や知恵を遠い
地域や将来世代に伝達できるようになった．
コンピュータ・ネットワークが，音節の獲得，文字の獲
得に匹敵する深淵な効果を生みだすとは，いったいどのよ
うなことだろうか．
本研究もさまざまなウェブ検索とダウンロードの恩恵
を大いに蒙っており，コンピュータ・ネットワークが人類
を新たな発展の時代に導いたひとつの事例といえるかもし
れない．

刺激を受容して賦活する「抗原」提示機能をもち(脳脊髄液
接触ニューロンは，脳室側でシナプスではなく免疫分子を
提示する)，大脳皮質で，五官の記憶が言葉の音声波形をイ
ンデックスとして埋め込まれて「抗原」提示し(大脳皮質の
マイクログリア細胞はマクロファージと同じであるので，
抗原提示機能をもっていると想定される)，脳脊髄液中を移
動する B リンパ球が，それらの抗原とネットワークする「抗
体」をもっていれば，必要なネットワークは可能となる(41)．
さらに，B リンパ球の「抗体」をつくる 3 つの相補性決定
領域のそれぞれが抗原(イディオトープ)として機能するな
らば，B リンパ球相互のネットワークも生まれる．このネ
ットワーク要求解析を満足させたことから，本稿では意味
のメカニズムが免疫ネットワークであるという仮説を前提
として議論を進めることにする．

3.1.2 ゲノムの誤り訂正の必要性
先人たちが築いた知的営為を継承して人類がさらに進
歩進化するためには，知的ゲノムの整備が重要となる．
「す
べての基本要素が大量にかつ自由にアクセスできる保存
庫」が誰にでもアクセス可能な状態におかれること，誰も
がウェブ上の百科全書を学び，論理的・批判的に考察でき
ることがのぞましい．
そのためには，人類のこれまでの知的遺産をひとつひと
つ検証して通信路誤り(誤字脱字や落丁乱丁)を正し，情報
源誤り(原著者の思い違いや考え違い)を指摘し，知的ゲノ
ムを体系づけることが必要となる．それによって将来世代
は，正しいと実証された知的遺産を統合して体系化し，そ
の時代が求める思考に役立てることができる．孔子が理想
として語った「温故知新」である．
3.1.3 脊髄反射の訓練と嘘への対応
言語は脊髄反射の発展であるため，本来，言語情報に対
して即座に必要な行動を起こすためのものである．
しかしヒトは，文法を使うようになって，脊髄反射の運
動性を犠牲にしたため，即座に本能的な行動がとれなくな
った．自分のほうに車が突っ込んでくるときに，反射的に
体が動いて身を守ることができず，被害にあう人も多い．
そのためにとくに火事や地震や津波の防災のためには

表 7 ネットワーク要求解析
意味の問題を論じる前に，ヒト言語ネットワークの物理
層での形態である音声言語(内言に対して「外言」とよべる)
の伝達がどのように発展したかを概観する．
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避難訓練をおこなって，緊急時に体がとるべき行動の筋道
をあらかじめ刷り込んでおく．これはきわめて有効である．
言葉に対して反射的に対応して即座に行動が生まれる
という脊髄反射の性質から考えると，情報はつねに正しく
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なければならない．嘘や詐欺や間違った情報は，財産や命

っているとき，日本語のカタカナとひらがなという 2 組の

に及ぶ被害をもたらす．自分が受け取る言葉が，正しい言

音節文字は重要であることがわかる．

葉であることを確かめることは容易でなく，言葉を吟味し
警戒しすぎてタイムリーに適切な行動がとれなくなること
も問題である．
実験によれば，チンパンジーに貨幣経済を教えたら嘘を
ついたり，商品の強奪を行ったそうである(43)．嘘は人間
だからつくのではなく，人間になりきれていないからつく

3.2.2

日本に固有のカタカナとひらがな

世界的にみると文字は統治階級のためのものであり，人
民の統治目的や王朝の歴史を記録するために第一義的に使
われていた．
中国の辺縁に位置する日本は，四方を海に囲まれていて，

のであろうか．言語を正しく使いこなすにあたって，嘘と

外国勢力から攻め込まれることが少なく，安全な土地であ

は何か，なぜ嘘をつくのか，嘘にどう対処するか，どうす

った．日本語の母音数があいうえおの 5 つしかないのは，

れば嘘による詐欺被害や混乱がなくなるかという問題は避

安全で，人を信じることができるからではないか．同様に

けて通ることができないだろう．

比較的安全なインドや南アフリカの母音は 5 つではっきり

仏教では「嘘も方便」と言われる．法華経のなかに，家

している．ヨーロッパのように，民族が入り混じって暮ら

が火事になったときに，家の中で遊んでいる子供たちがパ

しているところでは，敵か見方かを判別する手段として，

ニックを起こさないように，嘘をついてうまく家から導き

民族ごとに母音が微妙に違っている．

だす場面が描かれている．これは言葉が脊髄反射であり，

海を隔てた文明国である中国の漢字を読みこなすため

知能が均衡性を示す制約条件をもつから，新しい現実に対

に，日本でははじめ漢字をそのままつかった万葉仮名が用

して正しく対応できない人々のための配慮であり，悪意の

いられていたが，8 世紀になると書物の余白に竹べらで刻

ない嘘である．

印して読み方を示せるように簡略化したカタカナが生まれ

しかしながら将来，人類が反射と均衡の陥穽を乗り越え

た．日本語は，音節が母音終りの原則をもつため，音節数

るときがくれば，方便としての悪意のない嘘も不要となる

が 112 と極端に少ない．(中国語は 1700，英語は 3400 とい

かもしれない．現実を冷静沈着に分析して，最良の解決策

う．) さらに有声音と無声音に同じ仮名をあてる知恵によ

を見つけ出して実行できる新しい人類がいつかきっと誕生

って，わずか 46 文字ですべての音節を表記できる．これほ

することを期待したい．

ど便利な音節文字をもっている民族は世界でも珍しい．し
かも仮名のもとになっているのが中国の漢字であるため，

3.2 さまざまな外言延伸装置のこれまでの発展
21 世紀のコンピュータ・ネットワークの価値を評価する

それぞれの仮名がユニークな形状をもち，発音を体現して
いる．

ために，これまでに音声コミュニケーションが文字や電気

もっと驚くのがひらがなである．ひらがなは，カタカナ

通信によってどのように進化し，どのような恩恵を人類に

が生まれて百年ほどあとに生まれた．その設計コンセプト，

もたらしたか，それらの限界は何であったかを概観する．

デザイン・ドライバーは，和紙に筆と墨を使って書くこと
にあったと思われる．カタカナは角張っていて筆でサラサ

3.2.1 文字

ラと書くには不便だったから，別の音節文字セットを作ろ

およそ 6000 年前に古代文明が文字を生み出したのは，土

うとしたのだろう．世界中の文字のなかで，はじめから崩

地や税や人民を管理統治する必要にもとづいたためであろ

し字になることを想定して作られた文字は他にもあるだろ

う．古代王朝が生まれたから文字が生まれたのか，あるい

うか．筆者は知らない．

は文字が生まれたから古代王朝が成立できたのか．アフリ

そう考える根拠として，カタカナとひらがなのうち 29

カの無文字社会にも王朝は存在したが，そこには記録係が

文字は元の漢字が同一であるが，
「あ、い、え、け、さ、す、

いて，王朝の記録を口頭で伝承していたようである．

た、ち、つ、に、は、ま、み、む、る、を、ん」の 17 字に

はじめに話し言葉があったため，文字表記は音声を符号
化したものであり，文字は基本的に表音文字である．
文字は音声に復元されないと脳内で処理されえない．モ
ンゴル文字やタイ文字のように日本人が普段見慣れない文

ついて，ひらがなはカタカナと別の漢字をつかって仮名に
している．(カタカナとひらがなの元の漢字は，阿/安，伊/
以，江/衣，介/計，散/左，須/寸，多/太，千/知，州/川，二/
仁，八/波，万/末，三/美，牟/武，流/留，乎/遠，※/尤)

字は最初から言語と思って接しない．英語でもフランス語

この結果，世界でも珍しい草書にしやすい表音(音節)文

でも，母語である日本語でも，読みのわからない単語を我々

字が誕生したのだ．英語でもフランス語でもロシア語でも，

の脳は言語処理できない．脳内の言語ネットワークは，音

アルファベットを使った表記に筆記体はあるが草書体はな

声標識にもとづいた記憶とそのネットワークであり，文字

い．崩しすぎると読み取り不能になる．インドなどアジア

情報は音声化されてはじめて意味をもつ．

諸国などで用いられているデバナガリ文字(ハングルもこ

脳内の言語ネットワークがこのような入力の制約をも
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また，一方的であり，対話できないために，送られてき
た情報がどこまで本当かを確かめるすべがない．情報は，
真実性の確認のないまま仮想現実として作用する．仮想現

が，文字数が多いことと，歴史的に何度も文字セットを総

実とは「本当は現実ではないのに脳は現実として取り扱う」

入れ替えしているため，古典を読めない．カタカナとひら

ものであり，非生産的であり，時として現実に対応する際

がなが生まれて千年以上一度も改変されていないことは重

の判断を誤ることになる．

要である．
設計思想において草書体を意識していたと思われるひ

3.2.5 コンピュータ・ネットワークと誤り訂正メカニズム

らがなのおかげで，国民の識字率もあがり，和歌のやりと

コンピュータ・ネットワークも言語と同様にデジタルシ

りもできたし，平安朝女流文学も隆盛した．日本の誇りで

ステムである．デジタルシステムは，複雑で繊細な情報に

ある国民の高い識字率は，教育制度や国民性のおかげもあ

もとづいて自己増殖する．そのため「全過程のどこにも，

るが，2 種類ある音節文字セットのおかげではないか．も

一つの間違いも起こってはならない」という厳しい要求が

ちろんカタカナもひらがなも，その前段階で万葉仮名があ

課せられる(27)．この要求を乗り越えたものだけが，デジ

ったことは忘れてはならない．万葉仮名を産んだ日本人の

タルシステムとして発展することができる．

詩心こそがそもそもの出発点であったといえるだろう．

なぜそれが可能なのか．生物メカニズムの場合は，自然

音節文字と漢字を絶妙に組み合わせた漢字かな混じり

のもつ冗長性が間違い防止のために機能する．細胞の核内

は，脳内で概念と文法を操る概念装置の生理メカニズムと

で DNA は RNA に転写されて，それが転写後修飾を受けた

も親和しているとみられる．

後，メッセンジャーRNA(mRNA)に紡がれ，細胞質でアミ
ノ酸に翻訳される．このタンパク質代謝のメカニズムにお

3.2.3 紙・印刷・出版
紙は，文字化した言語情報を長期保存するのみならず，
軽いために地理的に離れた地域に情報を伝達することを可
能にした．

いては，3 つの RNA からなるコドン(4x4x4= 64 種類の RNA
の組合せ)が 20 種類のアミノ酸に翻訳される縮重に冗長性
があって誤りを防止している．
言語においては，多数の音素のなかからその単語に最適

印刷は，言語情報を大量に複製することを可能にし，書

な音表象を選択することが，伝送上の誤りを防止している．

籍の出版が可能になった．時間と空間を越えて言語情報が，

しかしデジタル信号が論理的 0 と論理的 1 の 2 つしかな

世界に後世に伝えられるようになった．

いコンピュータ・ネットワークでは，信号をつくるに際し
て冗長性がまったくない．そのためわざわざ送信するビッ

3.2.4 電気通信：ラジオ・テレビ放送と仮想現実
20 世紀に著しく発達した電気通信技術は，有線・無線の

ト列に固有の値を計算してその結果もいっしょに送信する
ことで冗長性をもたせる誤り訂正符号が使われている．

信号伝達手段によって，離れた地点間の言語情報の交換を

いわゆるパソコン通信が，コンピュータ・ネットワーク

可能にした．写真技術は，無声映画へと発展し，音声の録

へと進化したときの最大の貢献者は，おそらく高速 CPU で

音技術がトーキー映画を生み出した．そしてラジオ・テレ

あり，おかげで誤り訂正符号を使った前方誤り訂正が可能

ビ放送を通じて，放送局から一般視聴者向けに音声および

になった．ハミング符号も LDPC 符号(Low Density Parity

映像番組が送りつけられる．こうして 20 世紀後半の時代を

Check Code)も，そのアルゴリズムが生まれたのは 20 世紀

生きる人類は，放送局から自宅や職場へと一方向的に送り

半ばであった．しかし誤り訂正符号処理をリアルタイムで

つけられてくる音声や映像に取り囲まれるようになった．

実施するだけの計算能力が CPU になかったため実用化さ

もちろん，宅配や書店で販売される新聞や雑誌も同じよ

れてこなかった．

うな内容の記事を送りつけてくる．しかし文字化した言語

前方誤り訂正(Forward Error Correction)は，送信するデー

情報は，主体的・能動的に読んで脳内で音声化しないと情

タのビット列を畳み込み符号やブロック符号の方式に従っ

報として処理できない．読まずに置いておくかぎり，情報

て送信前に計算して，そのビット列に応じた冗長ビットを

は侵入してこない．ラジオやテレビは言語情報を音声で送

付加して変調し送信し，受信側で受信時に復調して誤り確

ってくるため否応なしに我々の脊髄反射を刺激し，意識・

認をし，一定程度のビット誤りであれば送信側に問い合わ

知能へのはたらきかけが行われる．便利であるが，雑音の

せることなく受信側で独自に誤り訂正できる仕組みである．

多い，邪魔で危険なツールになりうる．
ラジオ・テレビ放送の特徴は，送り手が権力や資本であ

このおかげで，受信側は受け取ったデータに 1 ビットの
誤りもないことを確認して情報処理することが可能になり，

り，受け手は一般大衆であるという不均衡性にある．受け

ビット情報の世界はネットワーク化されたコンピュータ相

手はその情報が必要でなくても拒むことができず，その時

互で自律的に機能するオートマトンになった．昨年惜しく

間を空費する．

も若くして亡くなられた金子勇氏が開発した Winny は，
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これは知的野生動物である人類にとって最高に幸せな状
態といえる．コンピュータ・ネットワークのおかげで，ヒ
トははじめて人間になれる環境を整えたといえるだろう．

3.2.6 コンピュータ・ネットワークは対話式
こうして 21 世紀になって人類はコンピュータ・ネットワ
ークを手にした．
これまでのすべての外言伝達システムは，音声も文字も

だがこれは同時に，大変な苦労のともなう，禁欲的な精
進が求められる状態である．なぜならば，言語情報を残し
ている人々は，それぞれに苦労して努力して体得しひらめ
いた結果を残している．彼らの言葉を，彼らが伝えたいと

書物も新聞雑誌も放送も，どれも一方的であり，体系化・

思ったとおりに読み解くためには，一時的にではあっても，

統合化されておらず，こちらが何か情報を必要としていて

彼ら自身になりきるくらいのつもりで，文献を読み込まな

もどこにそれがあるかを自動的に見つけることはできなか

くてはならないからだ．これまで人類知能の前衛にたって

った．何かを記録しても，どこに何を記録したかをデータ

いた人々を乗り越えるためには，その人々が努力し精進し

として公開しておかないと，どこに何があるかわからなか

考えに考えて到達した地平がどこにあるのかを確かめて，

った．資料の在り処を知るためには，経験者の知識に問い

そこに一度立ってみる必要がある．それから，自分独自の

かけるか，偶然の女神の力を借りるほかなかった．そして

道を切り開かなくてはならない．この作業を怠ると，すで

仮に資料の在り処がわかっても，それを読むためにははる

に誰かがやってしまっていることの二番煎じになったり，

ばる図書館や資料館を実際に訪れて複写するほかなかった．

あるいは誰かが試みて無意味であることを確かめているこ

ところがコンピュータ・ネットワークは「human, digital,

とを繰り返すことになりかねない．それは楽な人生といえ

language」とキーワードを入力するだけで，世界中の図書

るかもしれないが，一方でせっかく生まれてきたのに人生

館，書店・古書店，ウェブ上にある資料や記事を検索して

を無駄に送ることにつながりかねない．

くれる．その結果，誰がどこに掲載した論文かがわかり，
瞬時にオンラインで PDF 版を入手できる．

20 世紀の自然科学は，量子力学や情報理論といった目に
見えない現象を扱うようになった．りんごが木から落ちる

本は新本でも絶版の本でも，古書店がウェブ上に掲載し

現象の観察や，天体の運行の観測とは違った論理的な学習

ていれば瞬時に存在を確認でき，クレジットカードや銀行

が求められているが，その手法がまだ確立されていない．

振り込みで決済して，二三日で手元に届く．
欲しい雑誌記事や書籍がとても古くてウェブ上で公開さ

前衛を評価し，自らが前衛にたって意味のある仕事をす
るためには，苦行に近い知的活動が求められている．

れていない場合でも，OPAC(Open Public Access Catalog)に
よってどこの図書館にどのような状態で所蔵されているか

3.2.8 言語情報と知能のインターフェイス

がすぐにわかる．筆者は東大・本郷キャンパスにある各学

コンピュータ・ネットワークのおかげで，読めば参考に

部図書館を多用したが，農学部や文学部や医学部の図書館

なりそうな論文，読まなくてはならない論文，人類がこれ

は書庫の立ち入りもでき，必要な文献を効率よく複写する

までに蓄積してきた古典などの言語情報が容易に手に入る

段取りを考えながら図書館通いすることができた．

ようになった．しかしそれらがいくら身近にあっても，脳
内に取り込んで，自らの知能の一部としないことには，情

3.2.7 時空を超えて人類知能の前衛を求める

報は生かされず，まったく価値は生まれない．

コンピュータ・ネットワークが実現した意味は，人類が

とくに重要であるのは，自分の専門としない領域で得ら

言語情報の伝達に関して時間的・空間的制約を取りはらっ

れた知識を取り入れることである．専門領域以外の論文を

たということであろう．

読みこなすには骨が折れる．概念も新しいし，ときとして

我々は，今日，どこにいてもコンピュータ・ネットワー
クがつながっていれば，古今東西の文献を手にすることが

同じ概念が違った意味で使われていたり，また，同じ現象
が別の概念で表現されていることもある．

できる．古代ギリシャや古代中国の思想家の言葉や劇作家

学際的知識をどうしたら正しく効率よく読み取って自

の作品から，Nature や Science に掲載される最新の科学論

分の知能に組み入れられるか，他の専門領域の知的営為の

文にいたるまで，瞬時に手に入れられるのである．具体的

成果をどう活用するかということがいよいよ切実な問題に

な作品の名前や研究領域を特定できなくても，検索エンジ

なってきた．本を読んで，正しく知識を獲得して，それを

ンに関連する単語を入力することで，希望する情報に近づ

自分の知能の一部として正しく組み込むためには，概念の

くことができる．

構築，概念の使い方において，厳密かつ柔軟な知的活動が

現生人類が誕生して 6 万 6 千年の歴史のなかで，言語情

求められる．

報が残されているのはたかだかここ 2，3 千年のことではあ

脳内の言語記憶はどのようにすれば構築できるのか，ま

るが，そのなかで誰が知能の前衛に到達しているのかも，

たどのようにすれば言葉を正しく使えるようになるのか，

文献を比較すればすぐにわかる．

ということについて検討しなければならない．
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う．言葉なしに思考は生まれない．

を考えてきた．なかでも秀逸な読書論として，吉田松陰の

このポテブニャの主張は，孔子が述べたとされる論語の

読書論を紹介しておく．彼は下田韜晦事件の後，萩の牢屋

言葉を連想させる．筆者は「学而不思則罔 思而不学則殆」

のなかで，
『孟子』の講義を行い，そのなかで次の読書論を

というのは弟子の記憶間違いかもしれないが，むしろ焚書

語った．

坑儒の後に発生した誤植だと思われる．孔子の教えとして
は「思而不学則罔 学而不思則殆」が正しいのではないか．

『詩を説く者は，文を以て辞を害せず，辞を以て志を害せ

前者は，
「思考のない学習は暗く，学習のない思考は危険だ」

ず，意を以て志を逆(ﾑｶ)ふ．是，之を得るなり．』孟子・万

であり，後者は「学習のない思考は暗く，思考のない学習

章上篇第 4 章

は危険だ」となる．ここで学習とは何か，思考とは何かと

凡(ｵﾖ)そ読書の法は，吾が心を虚(ﾑﾅｼ)くし，胸中に一種
の意見を構へず，吾が心を書の中に推し入れて，書の道理
如何と見，その意を迎へ来(ｷﾀ)るべし．(略)

いうことが問題になる．そもそも学習と思考をきちんと区
別して考えることがないと，この議論は生まれえない．
学習とは，脳内での新しい抗原・抗体の特異性ペアの獲

余謂(ｵﾓ)ふに，有力の人，書を解し，附会牽強に渉る者

得であり，思考とは，個人の免疫記憶ネットワークの中で

多し．皆志を逆(ﾑｶ)へざるの過ちなり．然れども無識の人，

の二元論理にもとづく演算，正規化や修正によってその言

書を信ずるに過ぎ，或ひは辞に泥着し，活眼を開き活読す

葉を正しく使いこなすための準備であると理解すれば，後

ること能はず，更に一癖を生ずる者あり．此の処の味，自

者こそが孔子の意図したことではなかったかと考えられる．

得にあり，言伝し難し．大抵「忘るること勿れ，助けて長

だが，実際に流布しているテキストは前者であり，一般の

ぜしむること勿れ」の工夫を以て悟るべし．ー吉田松陰『講

解説書はやや無理のある，あまり説得力のない説明をして

孟箚記』より

いる．
2.5 で行ったネットワーク要求解析の結果をみると，記号

筆者なりに受け止めた松陰の教えは，以下の通り．

(言語)記憶を司る B リンパ球が，脳脊髄液中を移動するこ

「書の言葉を正しく読取れば，書いた人の体験・思考・問

とによって，言語刺激の賦活を受け，五官記憶とも結びつ

題意識のすべてを仮想的に自らの記憶として受け継ぐこと

く．この言語記憶に賦活されて，言語記憶の受容体がパタ

ができる．読書は信じすぎてもいけない，疑ってかかって

ーン認識の二分法論理を示し，文法的な二元論論理も示し，

もいけない．無心に書の道理と向かい合う．」

興奮性あるいは抑制性の信号を出す B リンパ球こそ，概念

筆者は松陰の言葉に素直にしたがって，同じ人間だから
きっと著者の理解に到達できると信じて何度も繰り返し読

装置ではないだろうか．
「論語」冒頭の，「学びて時にこれを習う」というのも，

む，筆写する，翻訳する，時間をおいて(体を動かして，他

「学ぶ」と「思う」と同様であり，
「学ぶ」は新たな概念の

の本を読んで思考したあと)再び読むという行為を続けて

獲得，
「習う」は時間をかけて概念の使用に習熟することと

みた．

考えられる．
以下では，概念の生理構造論あるいは概念装置論として，

4. 内言をネットワークする不変の概念装置
4.1 言語と思考の主役である概念装置
心理学者のピアジェやヴィゴツキーが，我々の知能のメ

概念装置の特性，産生，種類などについて概観する．
4.2 ヒト言語の概念装置と動物の記号装置は共通
3 で概観したように，外言は音声，文字，紙媒体，電気

カニズム，科学的概念の構造などについて問題にしている．

通信・放送，コンピュータ・ネットワークと著しい進化を

2 人とも生物モデルにまで思い及んでいないが，知能の特

遂げた．しかし内言をネットワークする概念装置は，母音

性や発展や構造について考察している(44)(45)．またパブロ

が生まれたとき(今から 6 万 6 千年前)と今とでまったく同

フの実験は，犬が記号をどのように記憶して，操作するの

じままであり，B リンパ球の細胞メカニズム，免疫グロブ

かを読み取る材料として使える．

リンの分子構造を使っていると思われる．

ほかに，たとえば人工知能の分野に，ヒトの脳内の知能

ヒトの言語進化，脊髄記号反射のデジタル化(デジタル・

モデルがあってもよいのではないかと思って探してみたが，

ネットワーク・オートマタ化)は，ひとえに発声器官の進化

みつけることはできなかった．むしろ論語の言葉や孟子の

とその結果えられた論理的音節のおかげである．ほかの部

言葉にヒントをえた．

分の進化，たとえば脳の構造や，記号記憶の生理装置に進

19 世 紀 の ウ ク ラ イ ナ の 言 語 学 者 ポ テ ブ ニ ャ (A.A.

化がおきた形跡はない．

Potebnya)は，論理と言語を同一視し，言語を論理の上部構

言語がデジタル化した当時は，文字も存在していなかっ

造であるという考えを批判した．ポテブニャは，まず言語

たし，概念も今ほどたくさんなく，科学も存在していなか

がはじめに現れ，それからはじめて思考が形成されるとい

った．数学や物理学や外国語を学ぶ必要もなかった．本も
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雑誌もなく，洞窟の壁やダチョウの卵の殻に描いた動物や

言語記憶の場合，それが生物的に何であるのかがわかっ

人の絵画を教科書にして，さまざまなことをのんびりと学

ていないため，どのような場合に記憶が形成される(されや

んでいたであろう．

すい，されにくい)のかについての研究もない．記号や言葉

しかしながら我々が学ぶべき対象は 6 万 6 千年の間に増

の記憶を司る概念装置が B リンパ球であると仮定しても，

えて，どんどん進化・深化・拡大していったのに，我々は

何をきっかけとして新たな言葉の記憶の形成が始まるのか

当時のまま，動物の記号反射を司っていた概念装置しか持

まだ解明されていない．おそらくパブロフが犬で実験して

ち合わせておらず，いまだにその概念装置が何であるのか

得られたことは，ヒトの言葉の記憶にも大なり小なりあて

についての共通理解もない．

はまることだろう．

概念装置と犬の条件反射を生みだすメカニズムが同じだ

日本ではかつて，
『論語』の素読が行われていた．言葉の

としても，いったいどのような仕組みで，複雑な概念は作

意味もわからない子供に，
「子曰く」で始まる論語の言葉を

られ，理解され，用いられているのか．この仕組みと構造

読ませることは，意味をともなわない空っぽの概念装置を

を明らかにして，正しい使い方を構築すれば，人類文明は

まずは産生させておくという効用があったのではないか．

再生できるのではないだろうか．
4.3.2 記憶する必要性の理解と記憶誕生までの時間
受け取る側は，言葉をどのような心構えで，どのような
図 24

姿勢で受け入れるのがよいのか．ヒトとヒト以外の動物の

免疫グロブリンの

違いが，身体的には喉頭降下による母音発声能力とそれを

可変部(上)と不変部

使った言語能力でしかないとすると，言語を使った学習活

(下)

動によって，人類の有史以来の叡智を受け継いで知能を発

(46)

展させることが，人間の使命であるとわかる．
「人間は学習
を義務づけられた動物，学ぶサルである」という自覚は大
切であろう．
人類言語のデジタル進化が本来もつ意味を理解したな
らば，我々は正しい「学」と「習」へと駆り立てられる．
その際，身体の状態(座っているのか，立っているのか，止
4.3 概念装置の産生

まっているのか，動いているのか，適度な運動をした後が

4.3.1 犬の条件反射の形成

よいのか，運動をしないほうがよいのか)は学習の効率に影

パブロフは，条件反射の形成にあたって，記号刺激を先
に与えてから餌や毒を与えないと条件反射は形成されない

響を与えるのかといった研究ものぞまれる．
たとえば筆者は昨年南インドに旅行し，土地の神様であ

と報告している．

る男神ヴェンカテシュワラと女神パドマヴァティの名前に

「条件反射の形成の第一のそして基本的な条件は，以前に

触れた．女神パドマヴァティは，宿舎の名前でもあり，訪

無関係であった要因の作用と一定の無条件反射をひきおこ

問した大学の名前でもあった．しかし宿舎の名前を覚えら

す無条件要因とが時間的に一致して作用することである．

れなかったために，我々は夜の町で宿に戻ることができず

第二の重要な条件はつぎのとおりである．条件反射の形

大変な目にあってしまった．

成にあたって無関要因は，無条件刺激の作用よりいくらか

筆者は旅の 5 日目，帰国の挨拶を訪問先の大学教授にし

先行しなければならない．もし逆に無条件刺激の作用をは

たとき「また来れるように，パドマヴァティ寺院にお参り

じめてから無関要因を結合させようとしても条件反射は形

して帰りなさい」と言われた．そのとき，
「おや，この言葉

成されない．」餌や毒を与えた後で，記号刺激を聞かせても

知ってる，どこかで聞いたことがある」という感じがわい

条件反射は形成されない(36)．

てきた．おそらく筆者の脳内にその言葉の受容体ができた
ばかりだったのだろう．それからそのパドマヴァティとい
う名前が，その大学の名前でもあることが結びつき，少し
ずつ記憶のネットワークが構築されていった．
インフルエンザで高熱が三，四日続いて免疫抗体が産生
され，熱が収まる現象がある．新しい概念装置を産生する
ためにも，同様の日数が必要であり，体温は高いほどよい
ということもあるかもしれない．
筆者はそれ以来，パドマヴァティという名前を記憶して

図 25 荒川修作

太陽 1994 年
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った．違いはどこで生まれたのか．神の名への関心度の差

刺激のように，既存概念を複数個つなげてひとつのまった

か，その名と馴染んだ時間の違いか．筆者の友人たちは，

く新しい概念として用いる場合であるということを教えな

インドの神様の名前を耳にして，即座にこれは記憶する必

いかぎり，それを独立したひとつの概念と理解できる人は

要がないと判断したのだろうか．

少ないだろう．
継時複合刺激のように，複数の言葉の刺激が合体してひ

4.3.3 継時複合刺激である「地球環境問題」概念

とつの概念装置として使われなくてはならないものもあれ

「地球環境問題」は，人口爆発と表裏一体化した地球規

ば，ひとつの言葉の刺激に対応する概念装置であるが，五

模の自然破壊というひとつの現象を示す言葉である．だが，

官記憶と結びつくものや論理記憶と結びつくもの，その両

「地球」と「環境」と「問題」という耳慣れた 3 つの言葉

方と結びつくものがある．具体的な例を示しながら，概念

がひとつになっているため，
「地球にある環境の問題，我が

装置の使い方をきちんと整理して教えることが必要であろ

家にも経済的な問題があるが」といったレベルの理解で止

う．

まっている人がじつはたくさんいる．
パブロフは複数の記号刺激をつないで一つの刺激にし

4.4 言葉の記憶と五官の記憶のネットワーク

たものを「継時複合刺激」と呼ぶ．たとえば，シューとい

記号反射において，記号は視覚的形状あるいは音声波形

う音(S)，皮膚刺激(C)，電灯をつける(L)を組み合わせて，

が，免疫抗原として認識され，それと特異的に結合する免

LCS と SCL という 2 つの記号をつくる．LCS では餌が出る

疫抗体可変部が生み出されることによって，記号のネット

が，SCL では餌は出ない．犬はこの違いを理解して，条件

ワークが成り立つと考えられる．

刺激を聞き分けるようになったが，他の単純な刺激よりも
「とくに困難で」時間がかかった．
図 24
荒川修作
意味のメカニ
ズムより(40)

表 8 継時複合刺激の例(36)
一般に具体的概念(ヴィゴツキーは生活概念と呼ぶ)は，
ヒトの場合も，「地球環境問題」は継時複合概念とよぶ

五官で感じた記憶が大脳皮質に抗原のインデックスを付し

のがふさわしい．
「地球環境問題」が独立したひとつの概念

て保存されると考えられる．大脳皮質で五官の記憶を保存

であるという説明を行っていないため，概念獲得の難易度

するマイクログリア細胞は，免疫系であり，マクロファー

は高いと思われる．

ジとよく似ている．だとすれば，抗原提示能力をもってい

「地球環境問題」は，
「地球の環境の問題」ではなく，
「人

るはずである．

口爆発と自然破壊によって人類文明の終末期が地球規模で

パブロフが，「条件反射の形成にあたって無関要因は，

到来していることを象徴する巨視的なひとつの現象」を指

無条件刺激の作用よりいくらか先行しなければならない」

し示す単語である．それが独立した言葉として脳内で思考

というのは，無条件刺激を記憶する際に，無関要因の音韻

されるためには，その言葉のための新たな記号(言葉)記憶

波形を抗原として埋め込んで提示することで，インデック

が形成されなければならない．それがないかぎり，本来の

ス化するためではないだろうか．

意味での地球環境問題を考えることはできない．もしかす

たとえば「りんご」という言葉は，りんごに関連するさ

ると，多くの人々は「地球環境問題」という言葉は知って

まざまな概念装置や五官記憶とネットワークする．りんご

いても，その言葉が指し示す意味を「地球の環境の問題」

という言葉の刺激から，記憶をめぐらせながら「姫りんご」，

だと思い込んでいて，その言葉がもつ，逃れようのない絶

「青りんご」，「つがる」，「ふじ」，「リンゴジュース」，「り

望的状況をまだ理解していないかもしれない．

んごジャム」，
「りんご追分」(歌謡曲の題名)，
「りんごのほ

新たな概念を正しく獲得するためには，その言葉を記憶

っぺ」，
「リンゴ・スター」(ビートルズのメンバー)，
「八百

しなくてはならないという状況認識や問題意識が必要とさ

屋の店先に並べられたリンゴ」，「りんごの木」，「りんご農

れる．
「地球環境問題」という概念は，パブロフの継時複合

家」という言葉がひとつひとつ想起される．
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果が記憶として残る．
選択は，二つの概念のうち，どちらを選択するかの判断
である．
論理操作では，ある概念に，操作の概念を加えて，その

アップルコンピュータのロゴマークや製品もこのネットワ

結果に新たな名前を与えることができる．これは複雑化と

ークに入ってくるだろう．

もいえる．複雑化は，段階的に，明朗に，可逆的に行えば，

大脳皮質にあるマイクログリア細胞はマクロファージ

どれほど複雑な概念も段階的に物質や現象に還元できる．

と同じであるので，五官の記憶には抗原提示基が埋め込ま
れていると考えられる．そのためその名前を思い出せなく
ても，誰かに「○○だろ」と指摘されると，
「そうそう，そ
うだった」とそれが正しい名前であることはわかる．

4.6 二元論論理の排他性(トレードオフ)
ポテブニャは，論理的思考と文法は排他的関係にあって
相互に完全に独立している，文法的に正しくない表現であ
っても論理的には正しいこともある，など興味深い言葉を

4.5 二元論論理の記憶

残している．思考と文法，感情，反射は，どれも同じ免疫

ポテブニャは，言語記憶がつくられてはじめて思考が形

細胞の二元論メカニズムを使っているから，一度にひとつ

成されると語った．文法と論理的思考は，免疫グロブリン

の操作しかできず，お互いはトレードオフの関係にあるの

分子の同じ二元論論理を使っているのではないか．じっさ

だろう．

いに，我々は思考を「A と B は C である」と「A+B=C」の

ここで思い出されるのは，デカルトがヒト以外の動物に

二元論的に行っていて，あまり文法は交えていない．新聞

は理性がまったくないと言ったことだ．なぜならば，どん

や週刊誌の見出しも，二語文か三語文であり，あまり文法

なおろかな子供であっても文法を使って会話ができるのに，

的とはいえない．

動物はできないからだという．
「このことは，動物の理性が

感情も二元論的に生まれ，取るべき行動へと導く触媒と

ヒトよりも少ないことを証明するだけでなく，動物はまっ

してはたらく．その論理は，記憶の良し悪し，刺激の来る・

たく理性をもたないことを示す．なぜならば話すためには

去るという 2x2 行列で示すことができ，あらかじめ記憶の

ほんの少しの理性しか必要ではないからだ．」(47)

ないものに対しては感情も生まれない．よい記憶が来る=

しかし、もし文法的に正しい作文であることが論理的正

喜び，悪い記憶が来る=怒り，よい記憶が去る=哀しみ，悪

しさをまったく保証しないとすれば，話すこと，構文を組

い記憶が去る=楽しみという具合である．これらの感情の

み立てることと理性はまったく関係がないことになる．す

記憶も，五官の記憶や概念装置といっしょに記憶されるよ

るとデカルトの言説は正しくないかもしれない．もし我々

うである．

が彼の文章を人類の知的ゲノムとして使いたいならば，文
書全体を徹底的に議論し実証しなくてはならない．
文法的に正しくても，科学的・論理的に正しくない表現
が存在することを自覚できれば，ひとつひとつの言説を厳
密に吟味してから受け入れることが一般化するであろう．
近代以降の科学技術の発展が，はたして正しい人間観・自
然観にもとづいていたかどうかの事後評価ができる．

表 9 二元論論理がはたらくとき
二元論はきわめて柔軟であり，比較・評価，選択，論理
操作，複雑化などさまざまな思考を生み出せる．
比較・評価とは，二つの概念装置を比較して，どちらが
大きいか，どちらが早いか，などを評価して，その評価結
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4.7 論理的思考の記憶とむすびつく概念
4.7.1 類の概念と関係性の概念
記号と五官の記憶のネットワークには，付随的に論理的
思考の記憶が保持される．たとえば，久しぶりに出会った
友人の名前がすぐには思い出せないときに，
「たしか珍しい
名前だった」，「漢字の読み方がふつうとは違う」，「な行で
始まる名前だった」といった記憶は思い出せる．この記憶
の特徴は，ある条件に対して二値的(○か×か，あるいは○
でも×でもないか)であることだ．
「果物」という言葉は，類(カテゴリー)の概念である．
果物そのものを想起することはできない．りんごやオレン

図 28 関係性概念の例(A:首都，B:第二都市)

ジやバナナやかぼちゃやさつまいもを思いうかべて，
「これ
は果物か．○あるいは×」と論理的判断を下す．

4.7.2 科学的概念も現実に即して定義

「孫」や「従兄弟」，「首都」，「副産物」は関係の概念で

五官の記憶をまったく伴わない概念が存在する．我々は

ある．たとえば，「フランス/パリ=首都」，「日本/大阪≠首

それを見ることも触ることもできない．ヴィゴツキーはそ

都」といった二元論的処理を行うと，＝か≠かの論理的判

れを「科学的概念」と呼び，さらに「真の概念」とも呼ん

断がくだされる(44)(45)(48)．

だ．この概念の使い方は非常に難しいとだけ説明している．
科学的概念の取り扱いが難しいのは，その言葉の意味が
論理的思考の積み重ねによって成り立っているという事実
もある．さらにいうと，そのような概念の意味を確かめな
い風潮もある．
たとえばフランス語の「ランガージュ・アルティキュレ」
は，「分節言語」と邦訳され，articulated language と英訳さ
れているが，それがいったい何を意味するのか，誰も示さ
ない．様々な文献を読んでみたが，どこにもその現象が言
及されていなかった．
フランス語のランガージュ(langage)を，英語でラングエ
ッジ(language)として訳していることにも非常に大きな問

図 26 二分法論理による概念の細分化

題がある．なぜならば，フランス語のラング(langue)こそが
言語という意味に近く，こちらも英語では language として
訳出されるからだ．ランガージュを英語で訳すならば，言
い回し(wording)や言語表現(linguistic expression)と訳すほう
が妥当であろう。なぜこのような混乱する訳語が用いられ
ていて，誰もそれを批判しないのか不思議である．こうし
てもともとのランガージュ・アルティキュレがいったい何
を指し示す言葉であるのかということがますます見えなく
なり，ますます不問にされ，意味から引き剥がされた言葉
になりさがる．
フランス人の若者に聞いたら，そんな言葉聞いたことが
ないという．知識層のみが知る言葉である．高学歴で知的
で日本人の奥様との間に生まれたお子さんを日本で育てて
いるフランス人に聞いたところ，table, vin と言わずに，la

図 27

二分法の和と積による類の概念の細分化

table, du vin と冠詞(les articles)をつけることだという．彼の
子供は，物心ついたときに，日本語と同じようにフランス
語の単語に冠詞をつけずに使っていたので，よく注意をし
たという．なるほどそれなら日本語の文節よりもより論理
的ではあるが，文節に近いかもしれない(49)(50)(51)．
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「地球環境問題」という言葉は，指し示す現象の時間的空

群や群性体の操作を行なっている(39)．

間的広がりがあまりに巨大であるために，容易に意味を把

知能は発達の段階では実にゆっくりと成立したにもか

握できない．たとえば「温暖化や森林枯渇や海洋汚染など

かわらず，成立した後は新しい要素を実になめらかに自分

地球規模で起きている環境の問題」と定義することは，そ

の身内に吸収できる．一つ二つの特殊な部分や例外は，体

れが人類・文明史に与える影響の深刻さを表現しきれない．

系の全体としての斉合性をおびやかすことにならず，かえ

科学的概念や高度に抽象的な概念は，その言葉を論理的

ってこれを調和してしまう．いったん成立した概念体系，

に定義し，その定義が必要十分であるかどうか(○か×か△

価値体系，知能の均衡・調和は，柔軟かつ頑強なのである．

か，＝か≡か，<か>か)を繰り返し念入りに吟味することが

また，知能は「新しく提起された関係を，すでに存在する

重要である．それは多大な労力を要する実にやっかいな作

体系の中に適合させる，というやり方によってしか証明と

業であるが，明朗で厳密な定義がないことには，科学的概

いう操作はできない」．つまり，我々は，自分がまだ知らな

念を正しく使うことはできない．思考を積み重ねれば積み

いことを提示されたとき，自分がすでに知っていることを

重ねるほど，概念は正確・厳密になり，思考結果の記憶が

もとにしてそれが正しいかどうかの判断を行う．知能は自

自己の知能を明晰かつ合理的なものに高める．

己中心的である．

筆者は「文法」を「(主として)単音節の付加・変化(活用)

この自己中心性からどうすれば脱却できるのか，解放さ

によって，概念語の意味の修飾や接続を指示する論理スイ

れるのか，その手法を開発することが，人類の将来を決定

ッチ」と定義した．これによって音韻論的文節が意味論と

するといえよう．合理的な答えの見つからない禅問答や，

うまく重なりあい，文法の二元論的処理に思い至った．一

ナンセンスを提示する現代芸術は，均衡から我々を解放す

方で，「シンタックス」は文法に含まれないことになった．

るための知恵であった．日本的な言葉以前の世界を，身体

この点についてさらなる検討と議論が必要とされる．

と脳の科学と結びつけた荒川修作の意味のメカニズムおよ

大事なことは，論理的であるということだ．「名を正せ」

び天命反転の仕事は，きわめて重要である．

という孔子の教えに忠実に，徹底的に明快で，可逆的な言
葉を使って，幼い子供のように素直に考えることが大切で
あろう．フランソワ・ジャコブも晩年に書いたエッセイの
なかで，孔子の「名を正せ」という言葉を結論においた(52)．

5.3 現実に根ざした経験的な論理であること
20 世紀の科学は，五官で感じられるニュートン力学から，
五官では感じることのできない量子力学へと進化した．こ
のために科学者が正しい思考法を身につけることが難しく

5. 反射と均衡の制約を乗り越えるために
5.1 概念装置の過去性と反射性
ヒトも含めて動物の感情は

なったところに，人類の不幸はある．
フォン・ノイマンは，1946 年にシカゴ大学で行われた講
演「数学者」で，数学には経験科学を超えた論理性はない

論理的に生まれ，記憶のな

ことがゲーデルによって明らかにされたことを強調してい

いものに反応できないことは，言語においても同様にあて

る．

はまる．我々は生まれて初めて耳にする単語(たとえばイン

「数学は経験的起源から遠く離れるにつれて，さらにそれ

ドの神様の名前)はまったく聞き取れないし，そもそも興味

が『現実』から生まれる発想に間接的にしか触発されない

がわかない．

二世代三世代後の世代になると，重大な危険にさらされる．

よく考えれば正しい結論に到達できる場合でも，言語が

ますます純粋審美主義的になり，ますます純粋に『芸術の

脊髄記号反射であるために，反射的に誤った選択をするこ

ための芸術』に陥る．(略) 経験的起源から遠く離れてしま

ともある．詐欺師の手口などはこの陥穽につけこむものだ．

うと，あるいは『抽象的な』近親交配が長く続くと，数学

はじめて耳にする言葉には細心の注意を払う必要があ

的分野は堕落する危険性がある．」

る，耳慣れないことこそ大切かもしれないという心構えを

彼の結論は，
「こうなったときの唯一の治療法は，若返り

醸成することにつながる．たまには立ち止まって考える癖

のために再び起源に戻ることだ．多かれ少なかれ直接的で

をつけることもよい．

経験的な発想を再注入するのだ．これが学問の新鮮さと活
性を保つ必要条件であり，未来においても同じだと私は信

5.2 過去の経験にもとづく意識の均衡

じる．」というものである．

ピアジェによれば，「どんな人も，各自の心の中に，分

すべての論理を，経験的で，段階的(フラクタル)で，明

類，系列化，説明体系，自分一個だけの空間，時間，価値

快で，可逆的なものにすることが必要である．そうすれば

尺度など」をもっていて，
「事物がでてくればそれを分類し，

五官で感じられない世界であっても，正しく論理的に理解

比較し，（同じか，ちがうかの双方），時間および空間の中

できるはずである．

に秩序だて，説明し，目的と手段とを評価し，計画し，等々
のことをやって」，「その人の一生を通じて心の中にある」
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はないか．いまだ試行錯誤の段階にある．

大根しかない
図 29 「2，10，1，4」すべて経験の裏付けある論理
5.4 不可視で学際的な複雑系の研究・解析のために
筆者は，人類と文明に興味を持った結果，ヒト言語の起
源とメカニズムを追求することになった．言語について考

図 30 言語研究は学際的

えはじめると，自分が生まれてこのかた使っている言語と
いう通信と思考のツールが，想像以上に複雑であることが
すぐに理解できた．
この想像も及ばない複雑なシステムを考えるにあたって，
シャノンの「通信の数学的理論」のなかにあった一般通信
モデルという参照モデルが魅力的に感じられた．さまざま
な現象が，どの次元でおきているのか，何と何の間で生ま
れる現象であるのか，ということを整理するだけでも，思
考が精密になっていくことがわかった．そして参照モデル
にもとづいて表を作成すると，そこにまだ姿を現していな
い現象を感じられるようになるのだった．
2010 年 7 月の情報理論研究会の発表で，予稿で参考文献
として取り上げた論文や本を，それらを閲覧させていただ
いた大学の学部図書館ごとに分類し，さらに一般通信モデ
ル上にプロットすると，言語という通信システムが，文字

図 31 言語メカニズムに関わる東大本郷の学部図書館

通り学際的広がりをもっていることが一目瞭然となった．
ティンバーゲンの生得開発機構または本能と呼ばれる現
象が，パブロフの条件反射と同じであることに気づくと，
学際的な広がりのなかで，用語を統一することが重要であ
ることを確認した．

6. おわりに：文明と概念の混乱を乗り越えて，
知的野生生物として生きるために
学ぶとは言語記憶の獲得であり，脳室脳脊髄液中の B リ

文法は「主として単音節の付加または変化によって，概

ンパ球の新たな産生であるというのが筆者の仮説である．

念語の意味連接や意味修飾を指し示す論理スイッチ」とし

産生には数日を要するほか，その言葉に対する記憶の産生

て定義したが，概念装置は「言葉の音韻刺激に反応する受

を促す命令が必要であるようだ．どうすれば新たな記憶の

容体をもち，他の言葉の記憶や五官の記憶を喚起する装置」

産生命令が発せられるのか，そのメカニズムを解明する必

と定義できる．これらの定義を現象にあてはめ，現象を整

要がある．

理するとともに必要に応じて定義を更新する．

思考とは，産生された言語記憶を司る B リンパ球が，大

参照モデルを使った考察，言葉の定義を通じた用語の統

脳皮質のマイクログリア細胞や脳脊髄液中の他の言語記憶

一と整理，そしてそれらの過程で生まれるさまざまな思考

を司る B リンパ球と接触して二値的・評価的な論理記憶が

の結果，本研究は生まれたものである．自分では実験をい

生まれることである．

っさい行わず，ひたすら文献精読だけで，学際的研究成果

我々の意識あるいは知能とは，脳室内の免疫細胞による

の統合を試みた．新しい概念の獲得と，その概念の正しい

記憶と，免疫細胞相互の二分法ネットワーク(抗原抗体反

使い方にどこまで成功しているか，何か不足していること

応)によって生まれた思考と思考結果の論理記憶(FabFc
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リガンド伝達系の二元的処理)の積み重ねである．免疫細胞

という事実は，我々が知的・論理的であろうとするときに

の産生とネットワークが自己創生的であるために，多くの

重要である．それを認めたうえで，概念の混乱や誤りが生

人がその複雑かつ精巧なメカニズムにまだ気付いていない．

まれないよう学習を続けることが人類にとってもっとも大

とくに混乱が生まれるのは，多種の概念が存在している

切であると筆者は考える．

のに，その生理メカニズムは免疫グロブリンひとつしかな
いことである．動物の記号反射は単純な意味とそれに対応

謝辞

する行動しか必要とされない．一方，ヒトの思考は五官で

本研究において荒川修作とマドリン・ギンズが行った「意

感じることができる概念のほかに，いくつかの概念記号を

味のメカニズム」の研究は，常に目標とヒントを与えてく

つないでまったく別の新しい概念とするもの(パブロフが

れた．養老天命反転地との出会い，三鷹天命反転住宅やニ

継時複合刺激と呼んだ)や，思考結果を意味とする類の概念，

ューヨークのバイオスクリーブハウスの滞在は，筆者にひ

関係性の概念，さらには複数の概念を文法的に紡いで構築

らめきを与えてくれた．今は亡き荒川修作と，本稿を準備

する情報概念・論理概念，概念を思考回路に投入して複雑

していたまさにそのとき，2014 年 1 月 8 日朝お亡くなりに

度を増す高次論理概念・高次情報概念と呼ぶべき概念が混

なったマドリン・ギンズに，心より感謝する．筆者は，2012

在している．

年 5 月にニューヨークを訪問して，彼女といっしょに過ご

この概念の混乱を乗り越えることが，知的野生生物とし

した時を思い出しつつ本稿を終える．

て生まれた人類がこれから生き延びる上できわめて重要と
なるだろうと思われる．更なる検討と議論が必要である．
本稿は，2014 年 4 月に開催される EVOLANG-X のワー
クショップ”Workshop on evolution of signals, speech and
signs”のために準備した草稿(不採択)を大幅に加筆して作
成した．そのため図表の多くが英語のままであることをお
断り申し上げる．
信号と記号を区別して論じる必要性は，日常生活ではあ
りえない．ワークショップのテーマとして与えられたから
こそ，雑音の多い空間回線を伝達する音声信号と，静かな
脳内回路における内言記号というものを，認識して，比較
することができた．ワークショップのオーガナイザに対し
て感謝申し上げる．
残念ながらオーガナイザからの連絡によれば筆者の論
考は不採択となった．その理由は，サインの定義の違い
(your submission to our workshop does not fit into the scope
that we had in mind; you appear to be using sign in a
neurological sense, whereas meant it in the sense of "sign
language", i.e. language in the visual modality. (organizer))とい
うことであった．
記号を視覚記号に限定することは，言語が記号反射であ
る事実, 脊髄記号反射が記号刺激と記号刺激受容体との間
でおきる現象であることを見えにくくすることにつながる
ので，筆者はあえてオーガナイザと違った定義で「記号」
を論じようとしたのであり，筆者の定義が想定外であって
も，むしろ想定外であったからこそ，それを議論のなかに
取り込むべきであったと思う．参考までに不採択となった
論考を本稿の 7 に掲載する．
脳内の現象を解明しないことには，言語というシステム
を理解することはできない．言語を司る脳内メカニズムが，
一般の哺乳類や脊椎動物とまったく同じであることは，人
類にとって驚きであり，すぐには認めたくない人もいるこ
とであろう．論理性が音節のもつ音素性とモーラ性である
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7. (EVOLANG-X Workshop Contribution)
Signal is for Ambient Channel and Sign is for
In-Brain Circuits
7.1 Speech Signals in noisy Channel are converted to
Inner-Speech Signs inside Brain to operate
quantum-mechanics of grammar

In this paper, “signal” is defined as “physical
entity going through noisy channel from a sender to a
receiver ”, and “sign” as “micro-physical entity that
excites animals’ spinal reflex and invokes stimuli/memory
interactions inside low-noise environment of brain”.
“Speech” is “grammatical composition of concepts which
is vocalized as a linear alignment of syllables” and it is
translated into “inner-speech” inside brain through spinal
reflex.
The anatomical structure of spinal reflex consists
of (i) Cerebrospinal Fluid Contacting Neurons (CSF-CN)
at Brainstem Reticular Formation (BRF) and (ii)
B-Lymphocytes inside Cerebrospinal Fluid (CSF) in
Ventricular System (VS). It is plausible that the
Conditioned Reflex of Pavlov (1927) and the Innate
Releasing Mechanism of Tinbergen (1951) are based on
the same structures, Human Language as well. Thus vocal
speech signals are translated into inner-speech signs. For
the translation, specifically corresponding receptor
memories should be created inside brain in advance.
Logical (=digital) inner-speech signs function
automatically with regularity inside brain circuit. Physical
(= analog) speech signals don’t interact innately with
in-brain receptors, which have to be acquired as memories
through learning and rectified through intensive thought
operations.
7.2 Logical Phonemes to Generate Infinite Signs

The difference between human language and
non-human sign reflexes is in (i) the huge repertoire of
human concepts, and (ii) the grammatical switches that
compose word signs linearly and construct complex
information, i.e. Speech.
The huge and infinite repertoire of word signals
can be explained by logical phonemic characteristics of
Clicks and Syllables. The phonemes are mutually distinct
and can construct infinite word signals by permutation of
a few of them. It seems that Clicks were born during
relatively severe environment of climatic cooling, Still
Bay (SB) Industry Era in the late Pleistocene South Africa.
Then in warming period with ameliorated nutrition,
anatomical evolution of laryngeal descent took place and
humans became able to produce vowels and use logical
grammatical switches, just before Howiesons Poort (HP)
Industry Era.
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7.3 Accent Energy to Indicate Grammatical Logical
Semantic Vectors

Immune cells have logic of dualism. Tinbergen
(1951) recorded that evacuation call of birds was issued
with pattern recognition and movement vector
identification (approaching or vanishing). This vector
processing capacity seems to be converted to process
grammars as syllabic semantic vectors.
Grammars are prepositions, pronouns, auxiliary
verbs, conjunctions, articles, particles, participles,
numerals, conjugations, plurals, etc., and are defined
phonologically as “(mainly) mono-syllabic addition to
or modification of sign stimuli waveforms indicating
semantic connection and modulation”.
The grammatical components are basically
mono-syllabic switches attached to conceptual
components. They compose a minimum semantic unit to
be processed together. A Syllable contains an accent,
thanks to lung airflow of vowels. This accented waveform
of pitch (=frequency) and intensity (=amplitude) has
micro-energy, e=(pitch x intensity)2, and can indicate
grammatical logical vector modulation of sign stimuli
through CSF-CN to B-lymphocytes inside low noise
environment of CSF/VS. (Chiba 1935)
7.4 Writing Developed the Civilization but not our Mind
Automatically

Human language had spent about 60,000 years
without character sets that were born some 6,000 years
ago. When we look back at human history, it is apparent
that the invention of characters accelerated the
development of civilization. With writing, personally
acquired knowledge and wisdom can be transferred to
distant areas and future generations. Vocal signs
disappear within a second, while characters can be
permanently preserved. And now with Internet, we can
access to voluminous linguistic information that human
beings have accumulated in the last three thousand years.
However, there has been no evolution to develop
our consciousness or in-brain immune memory networks.
They have to be developed through learning and thought,
word by word. To learn a new word is to create a new
memory cell with time and efforts. To integrate and
rectify a new word in our consciousness is to think
intensively and repeatedly. A transparent and fractal
step-by-step logic should be used to investigate anything
and to distinguish the truth.
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7.5 Conclusion: To Establish and Install Human
Intellectual Genomes

In order to achieve evolution with ever increasing
complexity, it is necessary to construct a reservoir of
human intellectual genomes. With Internet it is possible,
and it is time to do so. Until recently, only text format
was available. Since late 20 th century, we have audio and
video recording that can now be shared digitally. Good
examples are the Nobel Lectures at the Nobel Foundation.
Thus, many intellectual genomes are now accessible or
detectable in the cyberspace. We should carefully choose
right intellectual genomes, verify them, and, through
interdisciplinary learning and intensive thoughts, install
right and most appropriate intellectual genomes in our
brain memories to create a new human and to launch a
new civilization. As there is no evolution in creating new
word memories and rectifying new words in our
consciousness, we have to make greater efforts to study
and install human intellectual genomes in our mind.
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表 10 Physical Channel Propagation (left) and Logical Circuit Morphology (right)
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