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1．は じ め に

記号接地問題へのさまざまなアプローチの結果，それ
が解かれていない（だろう）根本的な理由としては，記
号接地問題そのものがもつ不良設定性とでもいうべき問

人工知能分野にはフレーム問題であるとか，記号接地

題がある．それは，人工知能研究の文脈の中で用いられ

問題であるとか，基本問題として置かれる問題がいくつ

てきた「記号」という言葉のもつ多義性であり，それが

かある．記号接地問題は知的な人工システムの内部にも

記号接地問題に根本的な問題設定の曖昧さを生んでい

たせた記号表現の意味をシステム自身に理解させるため

る．Steels などは半ば扇動的にこの問題を指摘している

には，記号表現を実世界の事象と対応づけなければなら

[Steels 08]．

ないという問題であり，Harnad による論文で導入され
た [Harnad 90]．

本論考の目的は，人工知能分野における「記号」に
まつわる諸問題の本質的解決を目指して，人工知能やロ

Harnad の提案から四半世紀が過ぎた．いまだに記号

ボティクスにとどまらず，人文学を含んだ「記号」にま

接地問題は基本問題の一つとして初等的な人工知能の教

つわる議論を総合し，記号接地問題の本質的解決に向

科書にも掲載され，ロボット業界でもまことしやかにそ

けた基礎的な議論を整理することにある．そこには本

の解決の困難性が語られる [谷口 14a]．しかし，一体，

特集のタイトルにも含まれる知覚的シンボルシステム

記号接地問題の何が問題なのだろうか．

（Perceptual symbol systems）も含まれる．

近年，各種センサの低廉化や計算機の性能の向上を

結論からいえば，記号接地問題は解くべき問題ではな

背景にしつつ，実世界の事象を計算機内部のラベルへ対

く，記号創発問題こそ解くべき問題となる．認知科学と

応させるパターン認識は長足の進化を得ている．昨今の

人工知能を再び架橋し，人間理解を前進させるうえで不

ディープラーニング（深層学習）ブームは象徴的であり，

可欠な研究領域として記号創発ロボティクスを提示する．

一般物体認識の精度において人間をも凌駕する，大変良
好な結果を得ている．しかし，だからといって記号接地

2.「 記 号 」

問題が解かれる，もしくは，解かれたというようにはなっ
ていないように思う．
記号接地問題が未解決問題として留め置かれ続ける．

2･1 記

号

論

広く学術の世界を見渡した際に記号といえば，一番に

そこには「記号」という言葉のもつ，特有の哲学的なフ

出てくる学問領域は人工知能ではなくて，記号論であろ

レバーがある．賢明な工学者はそのような問題には直接

う．人間は記号を扱う点において他の動物に対して圧倒

関与しようとせずに，回避しつつ適宜，工学的問題を設

的に秀でており，それは言語のみならず，貨幣や，宗教

定しては前進する．それはそれで健全な話だ．しかし，

的な儀礼も含む．そして，記号を媒介としながら人類は

記号をあやつる知能は人間の知能と他の動物を分ける重

独特の文化を生み出してきている．そのような記号を学

要な要素であり，人工知能や認知科学の文脈からいえば，

際的に議論する学術分野が記号論である．しかし，人工

適切な解答を与える必要があり，回避ばかりもしていら

知能において「記号」が重要な問題をもってきたにもか

れない問題でもある．

かわらず，記号論の議論との接点は極めて少ないままに
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る．ポスト構造主義，社会構成主義においては，差異の

記号の中でも言語は明確に人間に特有なものである

再生産としての言語活用などに過度の重みが置かれるこ

と考えられる．言語は広い意味では記号系の一種として

とになった．後に導入する記号創発システムの文脈にお

捉えられるわけだが，言語の特殊性はその再帰的な構造

いては，これは社会に担われる記号系が個々人の思考や

や二重分節構造などに見られる [Chandler 02]．比較認

言語的活動をトップダウンに制約する記号系の性質を大

知科学，もしくは進化的な視点からの人間の言語の特殊

きくクローズアップした議論であると解釈できる．

性を解説した書籍としては岡ノ谷の書籍がわかりやすい
[岡ノ谷 10]．また，記号論の入門書としては Chandler
や池上のものがわかりやすい [Chandler 02, 池上 84]．

2･2 人工知能と記号
一方で，初期の人工知能分野においては，西洋思想に

記号学の祖であるソシュールは言語を理解したけれ

おける伝統的な言語・理性優位の考え方が，計算機科学

ば，一般的な記号を理解しないといけないと述べている

の成功を背景にナイーブに強化されていったように見受

[Saussure 83]．もちろん一般的な記号系を把握できれ

けられる．

ば，言語を理解できるわけではないが，人間の文化が自

Newell らは物理記号仮説（Physical Symbol System

然言語のみならず多様な記号系によって支えられている

Hypothesis）を提唱し，知能を「記号」処理によって表

ことを鑑みれば，それらの記号系を連続的に捉え，それ

現し得るという考え方を示した [Newell 76, Newell 80]．

を支える知能のメカニズムを理解しようとすることは重

ここでいう「記号」とは我々が社会活動の中で，認識活

要であろう．

動の中で扱う記号とは異なり，本来，プログラミング言

人間にとっての記号一般を議論する学問としては

語の中の変数，計算機上のメモリ表現として捉えられる

Saussure により記号学（semiology）が，Peirce によ

べきものである．上記の Newell らの論文においても記

り記号論（semiotics）が拓かれた [Peirce 58, Saussure

号（symbol）をどのように捉えるかに関する，人文学的

83]．ともに 19 世紀末から 20 世紀前半にかけての人物

な議論はほぼない．記号には対応する現実の事物が存在

であるが，20 世紀に育ってきた比較的新しい学問と考え

し，その対応関係は崩れず固定的なものであるという伝

てよいだろう．当初は記号学はヨーロッパにおいて，記

統的でナイーブな記号観に基づきながら，その記号とプ

号論は北アメリカにおいて近い時代において興ったが，

ログラミング言語上の記号を同一視するといった仮定が

それぞれは全く異なる背景のもとに独立に興っている．

物理記号仮説の根本にあるように読める．

Saussure の記号学は「一般言語学講義」がその起点

時代背景的には計算機の発明とその飛躍への期待が

として言及されるように，言語学の一般化，言語に一般

あったのだろう．初期の計算機科学は明確に数理論理学

的に潜む構造に関する議論を中心としている．一方で，

の影響下にあるが，数理論理学における記号概念は，記

Peirce はプラグマティズムと呼ばれる思想運動の中心人

号論における記号概念とは異なる．

物でもあり，記号論は人間の認識や，世界の理解の仕方

記号論における記号概念は多様な文化や表現を含んだ

についての議論を中心としている．記号学と記号論は全

人間の諸活動に現れる記号を包摂的に捉えようとするも

く異なる背景の中で生まれてきたにもかかわらず，現在

のであるのに対して，数理論理学における記号は形式化

では合流して一つの記号論という領域として捉えられて

のためにあらかじめ自然言語が対象とする記述可能な物

いる．しかし，二つの源流のそもそもの目的や，前提は

事を制限したものである．例えば述語論理は基本的に事

大きく異なっており，その混同が現在の記号論の理解し

実の記述のみを取り扱う．また，一般にナイーブに記号

がたさを生んでいる側面もある．

といった場合，ラベルとしての「リンゴ」と物体としての

20 世紀後半の構造主義，そしてポスト構造主義（も

リンゴのように，単語と事物の固定的な対応関係として

しくは，ポストモダニズム）の隆盛といった流れの中で，

捉えがちであるが，実際の日常会話の中では，記号と指

記号論は主に人文系の学問を中心とした学際的な知の潮

示対象の関係は固定的ではなく，文脈に応じて変化する．

流となった [Sturrock 86]．その潮流は，差異の体系とし

Newell の言う「記号」と記号論が扱う記号には明確

ての記号系の特質を指摘し，さまざまな文化的コードの

なギャップがある．しかし，そのギャップは多くの議論

分析に活用するという人文学的応用展開において成果を

の中で暗黙的な存在となり，人工知能研究，ロボティク

生んできた．しかし，著者の知る限り，記号系そのもの

ス研究，認知科学研究に暗黙のうちに多大な影響を与え

が生じる根源について基盤を提供することはできなかっ

ることになった．

た．つまり，主体の認識を基盤に置きながら，記号系の

記号系をある種の実体として人工知能の中心に据え

ボトムアップな構成に関しては十分な理論を提供するこ

たとき，記号の意味は「記号」と「記号」の関係性によっ

とはできていない．

て統語的に定義される．ある言葉を別の言葉で定義す

Peirce のプラグマティズムにおける現象学的な視点

る統語的な定義は，意味の定義の仕方として，一定の

は背景化し，研究者にとって観測可能な言語活動や文化

説得力をもっているように見えるために，意味ネット

的な表現の分析が主流となっていったように見受けられ

ワークを始め，多くの研究がなされてきた．これに対し，
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Harnad は記号接地問題（Symbol Grounding Problem）

を継承するものである．人工生命や複雑系の議論と合流

を唱え，物理記号仮説に基づく記号系だけでは，現実の

しながら知能における身体性の重要性を押し出してきた

事象は表現できず，
計算機上の表現としての「記号」と「記

[Pfeifer 01]．これらは「言語ありき」から始めるのでは

号」の関係性から抜け出せないといった主張をしたので

なく「身体ありき」から始めようという始点の変更を強
いメッセージとしてもっていた．
（認知）発達ロボティク

ある [Harnad 90]．
例えば，Roy はこの説明のために Webster 辞書から

スもこれに続く領域である [Asada 09, Cangelosi 15]．

一つの例を引用している [Roy 05]．Webster 辞書による

認知科学の分野では Barsalou が知覚的シンボルシス

と Force は“Energy or strength”であり，Energy は

テムを唱え，感覚運動系に基づく表象形成への回帰を促

“Strength of force”である．では“Strength”が何か

した [Barsalou 99]．いかに知能を，特に記号を操る知

というと“The power to resist force”なのである．結局

能を，自らの身体を通して環境と関わりある主体として

Force の意味は一向にわからない．ゆえにセンサ系など

捉え，それを基点として記号や言語を議論できるかどう

を通して，人工知能の中にデザインされた記号を現実世

かは，20 世紀の未解決問題であり，21 世紀に持ち越さ

界に接地することが重要だということになる．これが，

れた問題であるといえる．

記号接地問題の主旨である．

真なる記号系の存在を仮定せず，主体の認識世界を

記号接地問題は現在でも人工知能の基本問題の一つと
して捉えられているが，その指摘自体は「真なる」記号
系の存在を暗黙に仮定してしまっている Newell らの議

あらかじめ与えられたものではなく，主体自らの構成し
ていくものであるとして捉える現象の捉え方は構成主義
（constructivism）として括られる．

論と同じ始点をもってしまっており，問題設定自体に根

発達心理学の父とも呼ばれる Piaget の哲学の本質は

本的な問題をはらんでいる [Taniguchi 15a]．そもそも

現在の発達心理学そのものというよりは，むしろ発生的

物理記号仮説で Newell らの描いている記号は，人間が

認識論にある．発生的認識論は構成主義の中核的存在で

用いている記号とは別物の，計算機のための記号なので

ある．Piaget のシェマ理論は主体の感覚運動情報の自己

ある．それを用いることを「前提」として認めたうえで，

組織化過程として発達の一部を捉えようとするものであ

実世界の事象に「接地」しようとする記号接地問題の設

り，主体にとっての認識世界がいかに構成されていくか

定は，本質的に物理記号仮説と同じ穴の狢なのである．

という側面を論じている点こそが重要である [フラベル

むじな

構成論的な言語進化研究においても著名な Steels は

69]．Glasersfeld はこの構成主義の原点への回帰を重要

“The symbol grounding problem has been solved，so

視しラディカル構成主義を唱えている [グレーザズフェ

what’
s next ? ”という論文により，この問題を指摘し

ルド 10]．20 世紀末からシステム論において注目された

ている [Steels 08]．Steels は計算機科学における記号を

Maturana らのオートポイエーシス論も構成主義に数え

c-symbol，人文学や社会学においてよく議論されるよう

られる [Maturana 92]．

な，人間にとっての意味に基づいた記号を m-symbol と
呼び区別することを提案している．ここで c-symbol の c

2･4 セミオーシスと恣意性

は computer（計算機）の c であり，m-symbol の m は

記号論から二つの概念を導入したい．これらは極めて

meaning（意味）の m である，Steels によってすでに

基礎的な概念であり，記号論の初学者ですら知っている

記号接地問題がある意味で不良設定問題であるという指

概念である．しかし，それらはまさに物理記号仮説に欠

摘はなされているのである．

けているものであり，人工知能研究に文脈上で記号を語

2･3 身体をもつ主体と構成主義

の記号論からセミオーシス（semiosis）を，Saussure

る際に忘れられがちな本来の記号の特性である．Peirce
プラグマティズムの哲学に端を発する Peirce の記号
論は主体の認識世界から議論を開始しているが，差異の

の記号学からは恣意性を導入したい．
Peirce の記号の定義は一般性が高く的を射ている．

体系としての記号系を議論し社会的なコードを問題とし

Peirce はあくまで記号を主体がサインに対して意味を見

た記号論は多くの場合，認識世界における接地を失った，

いだす過程として捉えた．私達が日頃，記号と呼んでい

もしくは問題としない議論になっている．記号論におい

るものは，記号の顕れとしてのサインに過ぎず，それは

ても，主体にとっての実世界認知との関わりを保持した

主体の解釈なしには記号になり得ない．例えば，仕事帰

うえで，意味解釈の議論を進めることは困難であったよ

りの帰宅後，机の上に置いてある一杯のビールは妻から

うに見受けられる．

のねぎらいのサインになるかもしれない．しかし，独身

人工知能，ロボティクスの分野では Brooks による

男性にとってそのビールという物理的存在，映像的信号

“Intelligence without representation”
（
「表象なき知能」
）

は妻からのサインには成り得ない．道路上の駐車禁止の

が「記号」処理を軸にした知能構成の方法を批判し，身

交通標識はまさに駐車禁止を表すサインであるが，異な

体性の重要性を強く押し出した [Brooks 90, Brooks 91]．

る標識体系をもつ異国からやってきた者にはそのような

Pfeifer らの身体性認知科学の議論はこのような考え方

サインにはなり得ない．主体が受け取るサイン
（信号）
は，
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主体の解釈を通して初めて何らかの対象を表象する．記

獲得を行っていくプロセスは社会に固定された真なる記

号にはサインと対象を結び付ける解釈項が不可欠なので

号系がシステム内部に浸透する過程として捉えがちであ

ある．記号とはサイン・対象・解釈項の三項関係によっ

る．しかし，そのような単方向のダイナミクスのみを見

て表されるセミオーシスとして定式化される．

ていたのでは，言語システム全体のダイナミクスを見誤

先のビールの例でもわかるように，解釈項が生じるか

る．個体の言語獲得にせよ，社会における言語進化にせ

どうかは，解釈者自身の経験や状況，文脈に依存する，

よ，よりボトムアップなダイナミクスとして捉えられる

また，交通標識の例でもわかるように解釈者自身の知識

べきである．複雑系としての言語系，記号系を捉える必

や，文化，慣習に依存する．この意味において記号とは

要がある．

それ自体がプロセスであり，動的な存在なのである．ど

西垣は基礎情報学の中で，Maturana や Luhmann の

のような信号が入ってこようと，主体に解釈項が生じな

オートポイエーシス論を踏まえながらも，階層的自律

ければ，そこに記号はない．Perice はこのプロセスとし

コミュニケーションシステム（HACS：Hierarchical

ての記号を明確に表現するためにセミオーシス，もしく

Autonomous Communication System）という概念によ

は，記号過程という言葉を導入した．

り定常的にコミュニケーションを行い生存活動を行う組

本特集において鈴木はプロセスベースの概念の重要性

織を表現しようと試みている [西垣 04, 西垣 08]．西垣の

を説いているが，これは Perice の記号論での議論と，認

議論は記号論やオートポイエーシスといった概念群によ

知科学における表象系の議論が，人間の認識活動を記述

り生命にとっての情報を意味あるものとして位置付け，

するという要請の中で収れんしてきた必然のように思わ

機械情報としての「記号」との差別化を図ろうとして

れる [鈴木 16]．人工知能の文脈においても，計算機の

いる点において，私達の議論と近い．西垣の機械情報と

高速化や低廉化を経て，より動的なプロセスを表現する

Steels が c-symbol という言葉で指摘しようとしたもの

計算論の構築は可能になってきている．実体ベースの概

は，ほぼ同一と考えてよいだろう．

念，記号からプロセスベースの概念，記号へ移行しそれ

記号創発システムは上記すべての論点を包含しつつ，

を表現するようなモデルを構築することが求められる．

記号系を捉える枠組みである．著者は 2010 年の書籍「コ

Saussure の記号学の中で最も基礎的な概念の一つ

ミュニケーションするロボットは創れるか─記号創発シ

が恣意性の概念である．恣意性には大きく分けてラベ

ステムへの構成論的アプローチ」によりこの枠組みを提

ル 付 け の 恣 意 性 と， 範 疇 化・ 分 節 化 の 恣 意 性 が あ る

出して以来，そのモデルを通した言語系，記号系の理解

[Chandler 02]．前者はある対象をどのように呼んでも

の推進を図っている [谷口 10]．2010 年代において機械

よいことを意味している．例えば，日本語でリンゴと呼

学習とロボティクスを基盤技術とした構成論的アプロー

ぶものが，英語で apple で構わないということを意味す

チは，身体と言語を共に要素として含んだ系を議論する

る．後者は異なる言語が異なる範疇や分節をもつことを

うえで格好の方法論である．特に機械学習とロボティク

意味する．例えば，異なる言語は異なる数の虹の色をも

スを基盤技術として用いながら推進する記号創発システ

つ．一つの言語システムに属していると，世の中の記述

ムへの構成論的アプローチを記号創発ロボティクスと呼

の仕方，範疇化・分節化の仕方は一通りしかなく，そこ

称している [谷口 14b, Taniguchi 15a]．

に正解がある，つまり「真なる記号系」が存在するよう
に感じてしまいがちである．しかし，それは誤解である．

本章では図 1 に沿いながら記号創発システムについて
概説したい．

世の中に真なる記号系などというものは存在せず，記号
系とは，揺らぎながら，文化相対的に存在する不確かな
存在である．

3･2 内 部 表 象 系
図 1 に記号創発システムの概念図を示す．言語を含ん

ある言語の辞書をつくることは「可能」である．その

だあらゆる記号はアプリオリに存在しているものではな

言語システムに属している個々の主体の語の解釈の最大

く，認知発達する各主体内部における情報の自己組織化

公約数的なものを，スナップショット的に取り出し，語

過程を通じて形成されていく構造化された記憶にその基

と語の関係を記述することは可能である．しかし，その

盤をもっていると考えるべきであろう．この構造化され

記述は，静的で近似的な観測にすぎず，剥製のようなも

た記憶を図 1 の各主体の吹出しにイメージとして示して

のにすぎない．

いる．ここでは，旧来の呼称に合わせ，便宜的にこの構

はく

造化された記憶を，内部表象系と呼ぶことにしたい．

3．記号創発システム論

内部表象系の組織化は昨今の深層学習においても
注目される表現学習とも関わりが深い [Le 11]．また，

3･1 は じ め に

Nakamura らの階層ベイズモデルを用いたマルチモー

言語については，個体発生に対応して幼児の言語獲得，

ダルカテゴリゼーションは物体概念に関してその形成過

系統発生に対応して社会における言語進化が存在する．

程の構成論を提供するものである [Araki 12, Nakamura

ロボットに言語獲得を行わせるプロセスや，幼児が言語

15]．Nakamura らはロボットに視覚，触覚，聴覚をも
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相当し，表象する記号としてのシニフィアンではない
[Chandler 02]．
Saussure のシニフィアンおよびシニフィエ概念につ
いてはシニフィアンとしての記号がシニフィエとしての
対象を指すという指示的二項関係だとナイーブに誤解さ
れることも多いが，Saussure のシニフィエは認知科学
の言葉でいえば概念に近い，内的に組織化された記憶を
指す．音声信号に対応するシニフィアンと概念としての
シニフィエが相互にシステムとして関係しあうというの
が Saussure の論点である．
あくまで各主体はこの内的表象系，概念システムを利
用して飛来するサインを解釈し，自らサインとしての発
話を放つのであり，内的表象系そのものは社会によって
保持される記号系ではない．この区別は多くの人工知能
研究が記号について語るときにしばしば見誤っているも
のである．機械学習を用いた先端的な研究であっても，
このギャップを暗黙的に教師あり学習という「人手によ
図1

記号創発システムの概念図

るラベル設計」という恣意に委ねてしまうことにより，
覆い隠している．

たせ，これらから得られるマルチモーダル情報を統合さ

内部表象系というと，確定的な実体があるものを思い

せることで，ロボットが人間のそれと非常によく似た物

浮かべるかと思うが，重要なのはセミオーシスを生み出

体範疇を形成することを示している．

す程度に構造化された記憶であり，状況や文脈に応じて

感覚器から入力される情報の組織化だけではなく，よ

いかようにもサインと対象の関係を関連付けられる自由

り発展的には身体構造や運動，生存のための淘汰圧など

度こそ重要である．その意味で，ニューラルネットワー

を含めた情報のフィードバックループの中で自己組織化

クにおける中間層やコンテクスト層における分散的な情

はなされるべきであるが，それらを十分な形で提供する

報表現や，階層ベイズモデルにおける潜在変数上の確率

構成論モデルは現状では見当たらない．

分布などのような，確率的で連続的な表現こそが内部表

言語に潜む統語論も，始まりは感覚運動に潜む組合せ

象系の表現としては適当であろう．

可能性に存在すると考えられ Tani, Sugita らは RNNPB
（Recurrent Neural Network with Parametric Bias）

3･3 コミュニケーションと記号系の組織化

を用いた構成論を始めとした一連の研究を示している

個々のシステム内部では，さまざまな記憶の自己組

[Sugita 05, Tani 14]．Fujita らは言語進化においても物

織化が行われるものの，コミュニケーションを行う集

体操作における動作に潜む組合せ構造が言語における統

団においては表面的にはサインの交換のみが観測され

語の基礎になるという考えを示しており，極めて示唆的

る．このサインの交換が社会におけるコミュニケーショ

である [Fujita 09]．人間と他の動物との間の物体操作

ンであり，多くの社会学的研究が対象とするものであろ

や動作学習におけるギャップと記号操作におけるギャッ

う．図 1 ではこの相互作用を記号的相互作用（Semiotic

プは比較認知科学においても強いリンクを感じさせる

Communication）として各主体間の双方向矢印で示し

[明和 06]．特に見まねや計画を含んだ運動学習と言語

ている．

獲得，言語処理における脳内における本質的な計算処理

構造主義がそこに文化的差異の構造を見いだしたよう

のオーバラップを示唆するものであろう．著者らは言語

に，また，一つの言語（日本語，英語など）が「正しい」

に潜む二重分節構造に着目し，これが身体動作や自動車

辞書や文法規則をもち得ると一般的に信じられているよ

運転行動に潜んでいることを示唆する結果を得ている

うに，社会の中で共有される記号系（Symbol System）

[Taniguchi 14c, Taniguchi 15b]．

はある種のアトラクタ的まとまりをもつ．システム論的

環境（Environment）との物理的・身体的相互作用

にはまとまりをもつダイナミクスをもつがゆえにコミュ

（Pysical interaction）を通して人間は，内的表象系，も

ニティの中の記号系はまとまりをもつ．彼らはコミュニ

しくは概念を形成する．図 1 の Environment と各主体

ケーションを通じて各主体の語彙や文法，信念を共通化

の層の間の双方向の矢印がこの相互作用を表す．Piaget

させていく．自己組織化の議論における隷属原理や，市

のシェマシステムが語る部分も粗くはこの部分に相当

場メカニズムにおける一物一価の法則などとの，アナロ

する．しかし，脳内の内部表現としての概念，内的表

ジーが魅力的である．いずれにせよ，記号を用いたコ

象は Saussure の言葉では表象される側のシニフィエに

ミュニケーションを行う系においては，その記号系が

記号創発問題─記号創発ロボティクスによる記号接地問題の本質的解決に向けて─
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秩序的なまとまりをもってくる．これが記号系の組織化

約をミクロ・マクロ・ループとしてもちながら絶えず活

（Organization）の過程であり，記号系の創発そのもの

動を続ける生命的なダイナミクスこそ，記号を用いてコ

である（図 1 左側の下から上への矢印）
．

ミュニケーションする私達がその要素として組み込まれ

記号系がまとまっていく際のダイナミクスは，基本的

ている記号創発システムの姿なのである．記号系はその

に，複雑系，進化論のような淘汰的な過程を考えればよ

ダイナミクスの中で漸次的に変化し続ける構造的なパ

く，その淘汰はコミュニケーション参加者に自律分散的

ターンに過ぎない．

に担われた言語使用によってボトムアップになされる．

私達の記号的コミュニケーションを把握しようとする

言語使用はそもそも，身体をもった各主体の環境適応と，

とき，物理的記号システム（Pysical Symbol System）

その下層ではつながっており，言語使用に関する淘汰圧

[Newell 80] ではなく，知覚的シンボルシステム [Barsalou

も，一部は，これらから提供される．

99] を含みながら，その社会システムにおける創発的様
相を取り込んだ記号創発システム（Emergent Symbol

3･4 記 号 系 と 制 約
記号系がまとまりをもたねばコミュニケーションは破

System）[谷口 10, 谷口 14b, Taniguchi 15a] として，そ
の全体を把握すべきである．

綻する．この指摘は西垣の階層的自律コミュニケーショ
ンシステム（HACS）に基づく説明のとおりである [西

4．結

言

垣 04, 西垣 08]．コミュニティにおける相互信念は実世
界の言語的コミュニケーションを実現するうえで重要で

4･1 記 号 創 発 問 題

あり，Iwahashi らの相互信念モデルはこの良い構成論

本論考の目的は，記号接地問題の本質的解決に向けた

モデルを提供している [中村 09]．社会によって担われ

基礎的な議論を整理することにあると述べた．記号の問

る記号系はその語彙，文法のみならず大域的な相互信

題を解決するためには，記号とは何かを知らなければな

念をも含むと考えるべきであろう．記号系の利用は自

らない．実世界に関与しないコンピュータプログラムを

ずと，その記号系を利用しようとする主体の発話に制約

つくる際の記号は確かにプログラミング言語における記

（Constraints）を与える（図 1 右側の上から下への矢印）
．

号に限ってもよいかもしれない．しかし，認知科学にお
ける記号は間違いなく人間にとっての意味ある記号だ．

3･5 創

発

また，ロボットにとっても実世界で移動し，知覚し，そ

創発（emergence）は Polanyi が用いた言葉で，シス

して人間と記号を用いたコミュニケーションを始めると

テムの階層性を捉える言葉，特に，下位のシステムが，

き，その記号は計算機内部の表現としての記号には留ま

上位のシステムを生み，その上位のシステムが下位のシ

ることをゆるされない．形式的な体系である数理論理学

ステムの境界条件，制約条件を与えるというような様相

と，その影響を強く受けた計算機科学における記号は人

を表すものである [Polanyi 66]．日本国内においても 20

間社会における記号の一部を切り出し，固定化させ，閉

世紀末から創発性をもつ複雑システムに関する議論は精

じたシステムの中での意味の取扱いを可能にした．しか

力的に行われた歴史がある [北村 01, 椹木 07]．

し，機械が動的で不確実な実世界に触れ，その情報を適

上記の枠組みで人間のもつ言語系，記号系を捉えた際

切に内部表現として組織化しようとするとき，また，機

に，そのダイナミクスの本質は創発システムとして捉え

械が人間と長期的なコミュニケーションをはかり，コラ

られ，その内包するミクロ・マクロ・ループにこそ，本

ボレーションを実現しようとするとき，開かれたシステ

質がある．このように記号を用いたコミュニケーション

ムの中での意味の取扱いが求められざるを得なくなる．

を内包した，つまり，記号過程を内包した複雑システム

静的な記号系が表現し得る現象と，動的な記号系が表現

は本質的に創発システムとしての特性をもつことが必要

し得る現象は異なる．

である．

Harnad の記号接地問題は静的な記号系を与えたうえ

図 1 において記号系（Symbol system）は多重の楕円

で，その接地を扱おうとした．その問いの立て方自体が

で描かれている．このイメージは重要である．コミュニ

問題だと Steels は指摘した．記号接地問題の本質的解決

ティの中で記号系は固定化されない．この記号系は誰の

を行うためには記号接地問題という問題自体を改めなけ

目にも見えないものでありながら，創発的に私達の身体

ればならない．私達が捉えるべきは物理記号システムの

的相互作用や記号的相互作用そのものよりも上位の層に

接地の仕方ではない．記号創発システムの現れ方なので

創発しており，また，絶えず揺らぎ姿を変えていくもの

ある．人が設計した，ロボットにとっては極めて恣意的

である．

な記号システムの接地を考えるのではなく，ロボットに

私達が記号創発システムというとき，それは，図 1 の

とって自然な記号システムが環境との物理的相互作用，

上部に示された創発した記号系を指すのではない．創発

他者との記号的相互作用を通して組織化されていく過程

性をもつこの複雑系としてのシステム全体を指すのであ

を捉えることこそ，記号接地問題の本質的解決につなが

る．記号系のボトムアップな組織化とトップダウンな制

るのである．

人 工 知 能

80
解くべき問題は記号接地問題ではない．解くべき問題
は記号創発問題なのである．

31 巻 1 号（2016 年 1 月）

い．もちろん人工知能にも閉じない．その理解のために
は，ボトムアップなダイナミクスを陽に捉える必要があ
り，複雑系，機械学習，ロボティクスなどでこの 30 年

4･2 記号創発ロボティクス
記号という「あやふや」なものを取り扱うときに私達
にどのような学問的アプローチが許されるのだろうか．

来培われてきた構成論的アプローチを活用することが必
要であろう．
しかし，一方で構成論的アプローチにできることはや

学問領域は対象系のみによって規定されるのではなく，

はり限られている．また，ロボットという「個体」を議

そのアプローチの仕方によっても規定される．そしてア

論の原点に置いている以上，記号創発システムの上位か

プローチは時代の技術によっても制約される．

ら下位へのトップダウン制約に関わるような，社会的な

20 世紀の記号論は記号システムの正体を明らかにす

現象の理解には多かれ少なかれ限界をもつ．記号創発シ

ることに大きな成果をあげてきた．しかし，著者の知る

ステムの理解のためには，引き続き，関連諸分野の学際

限り，記号系そのものが生じる根源について構成論的基

的な連携が必要であろう．また，記号創発ロボティクス

盤を提供することはできなかった．Peirce の定義したセ

にできることは基本的にはモデルの提供である．人間の

ミオーシスのより詳細なダイナミクスを記述することは

幼児がどのように言語獲得を行うのか，などの問いに関

20 世紀においてアプローチするには困難な課題であっ

しては，引き続き発達心理学や認知心理学，脳科学との

た．これは，Piaget のシェマモデルが詳細なダイナミク

連携も必要であろう．

スの記述を与えられなかったことと同じ根をもつ問題の

ダイナミクスの記述のための道具としては機械学習が

ように思われる．つまりは，認知主体の感覚運動情報か

主な役割を果たす．著者らのアプローチでは，教師なし

ら記憶システムが自生的に構造化され，それを基盤とし

学習を用いることが多い．しばしば，教師あり学習のほ

てサインを解釈するようなシステムの動的な記述ができ

うがパフォーマンスが高いのだから，教師あり学習を用

なかったのである．
しかし，これらは 21 世紀の現在ならば取扱い不可能な

いるべきだ，という指摘を受ける．しかし，そのような
指摘は，そもそも問題認識がずれている場合が多い．

対象ではない．私達はこのようなモデルを紙の上だけで

記号創発問題を解こうとするときに問題としているの

はなく，計算機の上で，そして，ロボットの上で記述す

は，感覚運動系から得られる情報の組織化により，認知

ることができる．ロボットの最もシンプルな定義は感覚

主体が記号的コミュニケーションに到達するための，内

系（センサ系）と運動系（モータ系）をもった計算機で

部ダイナミクスの表現であり，必ずしも工業的利用価値

ある．感覚運動系から得られる情報は計算機に流れ込み，

の意味においてパフォーマンスの高い情報処理の実現で

計算機の中でそれらの情報を組織化，構造化することが

はない．そもそも，教師ラベルは人間が用意したもので，

できる．このための数理的な枠組みは機械学習理論の長

恣意的なラベルであり，しばしば，それは，真なるラベ

足の進歩により提供されてきたし，計算機の飛躍的な性

ルとは言いがたいこともある．もとより，真なるラベル

能向上は私達に新たな記述の道具立てを与えている．

など存在しない世界からスタートするのが，記号創発問

現象を理解する際にモデルの存在は重要である．私達

題である．そのようなバイアスとしての教師ラベルの存

はモデルを通して現象を把握して，科学的な仮説を導き

在を仮定せず，記号創発システムの全体を表現していく

出す．仮説の妥当性を検証するには各種の実証的な実験

ための基礎ダイナミクスとしての計算論の構築が目指さ

がなされるわけだが，まずは，モデルが存在しなければ

れる．

ならない．記号創発ロボティクスはロボット，計算機，

1956 年に行われたダートマス会議は人工知能という

機械学習技術を駆使し，記号創発システムを支える知能

言葉が生まれた会議として知られるが，同時に認知科学

を構成しようとする取組みである．20 世紀末に複雑系

の発祥としても捉えられる．Newell は自らの論文の中

研究によって育まれた構成論的アプローチを，方法論的

で物理記号仮説が認知科学に重要な影響を与えたことを

に発展させながら，記号創発システムを表現するモデル

誇らしく書いているが，それが現在から振り返ったと

の構築を行っていく．

きにどこまで良い影響だったのかどうかはわからない

これまでの経緯を考慮に入れれば，記号創発ロボティ

[Newell 80]．いずれにせよダートマス会議から 60 年が

クスは，記号創発問題に向きあい人間の記号システムを

経つ．以降の数多くの批判を踏まえ，実世界情報に基づ

理解するためのアプローチとしては，必然的なアプロー

く知覚的シンボルシステムの構成論的理解を経て，記号

チとも言えるだろう．

創発システムの理解を深めることで，人工知能と認知科
学を再び架橋しながら，新たな人間理解と知的システム
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望

の創成へと歩みを進めていく必要があるだろう．

本稿では人間の記号的コミュニケーションの全体像を
記号創発システムとして概要的に導入した．記号創発に
関わる議論は認知科学にも言語学にも社会学にも閉じな
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