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【研究の目的】

物理学においては数理に基づく記述が基本的となる。本研究の目的は生命現象・言語・音楽をも視野にいれて自
然科学・人文科学の新しい記述言語・記述論理を模索することである。
従来，自然現象は物理学的手法により記述され，出来るかぎり数理論理をもちいて記述されることを目標に研究

が進められてきた。この考察方法の基礎にはプラトン的世界観があるといえる。すなわちこの現実世界はイデア
により統一されており一貫して論理により記述されるはずであるという思想を背景にもっている。この考え方は
ニュートン力学の成功を契機として物理学に導入され大成功をおさめた。この世界観により全ての自然現象は物理
的手法，さらにニュートン的世界観により完全に掌握されるという期待をいだかせ，実際に多大の成功を収めた。
しかし20世紀の初頭になってこの方面に暗雲が立ち始めた。そのひとつは場の量子論における「無限発散」として
現れた数理論理の破綻を示すものであった。もうひとつは力学系にみられる「予想不可能性」の出現であり，今世
紀の数学・物理学に新しい視点を与えることになった。また20世紀は哲学においても極めて重要な時期であった。
それはアリストテレス，スピノザ，デカルトへと継承されたプラトン的世界観が終末を迎えることとなったからで
ある。すなわち，哲学において論理にもとづく記述可能性に否定的な動向が生じてきたからである。その代表的も
のはひとつにはヘーゲルによる弁証法の出現であり自己矛盾の存在を哲学に導入するものであった。この兆候はす
でにカントの純粋理性批判における超越論的弁証法にみられることに注意する。もうひとつはベルグソンによる生
命哲学である。この考え方はウィットゲンシュタインの哲学の基本となる「ゲームのルール」としての哲学構成へ
と進み，論理的一貫性を貫くことが極めて難しいことが示された。このことはウィットゲンシュタインとラッセル
の論理の無矛盾性に関する論争においてみることができる。ゲーデルによる不完全性定理は数理論理そのものにも
内部矛盾が生じうることを警告した。こうして20世紀は論理性の破壊の時代ということができる。このように新
しい流れが生じ，物理学・化学においても予想不可能性を基礎とする新しい科学が生まれた。これはカオス力学系
あるいは複雑系と呼ばれる分野であり，従来のニュートン力学では記述されなかった新しい世界を我々に提示して
くれることとなった。この方法は物理現象としては扱いきれなかった生命現象の新しい記述言語を提供するもので
あると期待された。しかしこの方法は混沌を記述することには成功したが，全てを混沌に基づいて記述したために
かえって具体的な存在の再現をすることは出来なかった。
本研究においては，この現状をふまえてカントが形而上学に対して批判を行ったように「記述に対する数理論理

批判」を行なう。すなわち自然科学のみならず人文科学を記述することは何を意味しているかを問い，どのように
新しい論理を見出せばよいのかを模索する。本研究の特徴は自然科学・人文科学のみならず，音楽・美術等も視野
にいれて新しい「論理」およびその記述の方法を見出そうとしているところにある。幸い最近のコンピュータ科学
にはこれらに答えるべく多くの手法が用意されている。たとえば，ニューラル・ネットワークの方法は引き続き生
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じる時系列の関係記述について新しいアイデアを提供しているし，画像解析に見られるL. Z 解析もこのような考
えを基盤としているといえよう。また，オートマトン法・チューリング・マシンの方法も現象間の関係について，
ウィットゲンシュタインが実現しようとしていた思想を表現することが可能であることを示しているといえよう。
遺伝的アルゴリズムの方法は生物の進化のプロセスに基づきプラトン的世界観を再構築しようという試みであると
も理解できるかもしれない。このように一言で論理的記述といっても三段論法等を基本とする数理論理構造から，
ゲームの規則に到るまで様々な階層性があるものと思われる。本研究においてはこれらの階層性の幾つかを取り出
してその「論理性」の構造を見出しこれを研究することである。

【研究の概要】

本研究においては幾つかの具体的な話題を取り上げ，上記に述べた「論理性」の階層構造を考察する。つぎのこ
とがらを問題にする：（1）進化に基づく自然現象の記述法。（2）チューリング機械に基づく客観的世界と主観的世
界との関係の記述。（3）音楽・言語に見られる論理性と恣意性についてのインターフェイス。以下それぞれについ
て研究の概要と得られた成果について述べる。

（1）進化に基づく数理現象の記述

ナノ・バイオテクノロジーに見られるように，現在ミクロレベルにおいて生物学と物理学が急接近している。こ
こでは「生物現象とくに遺伝・進化の問題はどのような論理構造をもつのか？　従来どおりの物理学の手法をその
まま応用することで十分なのか？」という基本的な問題を考察するところにある。DNAの配列をみればわかるよう
に，生物が22億年かけて行ってきた自らの生成は物理の基本である最小作用の原理でもなく，また最適化問題の
適切な解法でもないように思われる。むしろこれらの生命現象においては，ベルグソンが指摘しているように物理
法則に抵抗して「生命の躍動」が働いているように思われる。これらの現象は蛋白質等の生成等に必須となる核酸
の配列は極めて少なく，これ以外は所謂「偽遺伝子（あるいはがらくた）」にみられる用途不明な核酸であることに
象徴されている。物理的手法はどのようにこれを説明するのであろうか？　また遺伝子重複という基本的な操作を
物理的な手法でどのように説明するのか？　現在これらに答える物理理論は見出されていないように思われる。ま
た宇宙の生成についても同様である。宇宙の誕生からの3分間は相対性理論に基づいた素粒子論で説明出来るとし
ても10万年以後の銀河の生成を同じ理論で説明することは難しいと考えられている。ここにも物理現象も宇宙論
的レベルでは進化の方法を考慮にいれなくてはならないことを示しているといえる。本研究においては，従来の専
門分野に根ざした理論構成と決別してあらたに進化を基本とする記述言語とその理論を見出すことを考える。つぎ
にこの言語を基礎として物理・生物の問題解決を考える。ここでは生物進化に見られる遺伝子の相補性及び突然変
異を基本に据えて，物理・数学がどのように再構成できるかどうかを考える。数学における基本的な問題はその論
理構造がどのようにして成立しているのか？を考えることである。「AはBである」という命題を考えたとき，これ
は「AはAである」と主張するのとどこが異なるのか？　もしも後者のように理解するなら数学における推論はす
べて自明な命題の羅列にすぎないことになるであろう。本研究の目的はメンデルの分離則，あるいはDNAにみら
れる遺伝子のもつ相補性を進化の基礎において，命題「AはBである」を検討することである。この研究は数理論
理の立場から共同研究者の戸田誠之助に議論していただき，遺伝についての基礎的な知識は村上哲明氏に負ってい
る。さらに等式論を展開し，突然変異にみられる基本的な演算をもちいて代数構造・解析構造が導かれることを示
した。これをもとに方程式・等式の数え上げについて考えている。これについて現在プレプリントを準備中である
（（1），［4］）。この研究に際しては九州大学綿谷安雄教授に代数に関する基本的な知識をご教授いただいた。



16

（2）チューリング機械に基づく客観的世界と主観的世界の関係の記述

本研究の目的は哲学等を支えている数理論理とは異なる広義の論理をどのようにシステム解析するかを考察する
ことである。本研究の発端は「我々は常に次の瞬間に何が生じるかを予想して行動を起こしている」というロボッ
ト製作者の言葉であった。基本的な問題点は「どうして予想が可能なのか？」また「どうして予想し損なうのか？」
である。予想可能性はこの世界には我々をこえた数理を含む法則が厳然として存在していることを示しているし，
行動をおこすとは個人がこの法則を使用しようとすることを示している。個人が客観的世界にアクセスするプロ
セスを明らかにせよと問いただしているといえる。本研究の目的はこれに対してシステム解析を構築して答えるこ
とである。これはカント哲学における主観的世界による客観的世界の成立を主張する考えをどのように実現した
らよいかを問題としていると言える。カントはこのアクセスを実現するために時間が必要であることを主張してい
る。以上の研究においては時間の可逆性・非可逆性の問題は避けて通れない。本研究の創意とする所はチューリン
グ・マシンをもちいてこの問題を定式化する所にある。ドーキンスが生物は利己的な遺伝子によって操られている
といったが，ここでは「すべての生物・物理等の現象はチューリング・マシンにより操られている」というドグマ
を採用して研究を推進する。ここでは客観的世界には時間可逆のチューリング・マシンを用意し，主観的世界には
時間非可逆のチューリング・マシンを用意する。チューリング・マシンのもつ論理性・計算可能性に基づいて，一
方では知覚・認識・記憶を議論し，他方ではこれを用いて場の量子論を接点として物理現象を再構成する。認識は
ベネットの定理を用いてなされる。この定理は「すべてのチューリング・マシンは可逆なチューリング・マシンに
帰着される」と主張するものである。この比較により生命現象と物理現象を同一の場で議論することが可能になる
と思われる。この研究からカント哲学を再認識することなり，平成19年6月に「知覚と時間をめぐって」という講
演会を企画した。哲学科教授永井　均氏をお招きしてカント哲学の入門を講演していただいた（（3），［1］）。ここ
ではカントの客観的世界の認識形式が12種あることが述べられ，これらはチューリング・マシンの言葉に翻訳可
能なのではないかと期待するに至っている。この研究については共同研究者池上高志氏も興味を示しており議論を
続ける予定である。我々の方法は同氏の展開しているカオス系による方法，あるいは適者適存系に基づく方法とは
まったく異なる方法であることを述べておく。最後にこのような方向を得るに到っては，広島大学森田憲一教授，
同今井克暢助手との議論に負うところが大であったことを付言したい。

（3）音楽・言語に見られる論理性と恣意性についてのインターフェイス

ここでは上記の研究をさらに一歩すすめて音楽あるいは言語がどのような論理構造をもっているのか？を考察す
る。あるいは論理を超えたもの，すなわち恣意性・自由性のもつ「論理構造」を考える。この問題は自然言語処理
においては基本的な問題である。実際，自然言語に対する人々の考え方は様々である。言語を完全に文法により統
一されると考える人々から，チョムスキーのようにいくつかの形式により統一されていると考える人々，あるいは
最終的には「慣用句」を導入せねばならず，したがってニューラル・ネットワークに頼るべきである等々……であ
る。音楽においても状況は極めて類似している。「楽典」の存在が示すように古典音楽にはカデンツという法則性
により強い縛りがあると同時に十分恣意性の存在を許す余地も残している。本研究においては論理性をひとまず忘
れてフレーズあるいはメロディーの相関関係を発見する方法を模索する。現在これを可能ならしめるシステム解析
の手法がいくつか存在している。そのひとつはニューラル・ネットワークの方法であり，もうひとつは画像圧縮で
知られたL.Z解析法である。すでに文部省唱歌のような簡単な音楽についてはニューラル・ネットワークの方法は
カデンツの再現を自動的に取り込んでいることが示されている。この方法は何らかの弱い形での論理性を把握する
機能を有するソフトウエアであると言える。カデンツは一般的に調性の音楽，すなわち西洋古典音楽の法則性を記
述しているが一般の民族音楽等はこれとはかなり異なった「カデンツ」を有するものと思われる。このような音楽
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に対してカデンツを発見できるだろうか？という問題を考えてみる。このためにはL. Z 解析法が有効であろうと
いうことを最近三枝木氏からご教授いただいた。これはある時系列からその法則性を読み取る手法であり，どの位
過去の状態により現時点の状態が決められるかを記述する。この方法を民族音楽等に応用することは極めて容易で
あり，その法則性を読み取ることも可能であるという。もしもこのことが可能ならL. Z 解析は以上の研究に何ら
かの論理性を導き出すことが可能であろうと期待される。これは「どの程度論理的か」という概念を導き出す出あ
ろうし，数学の証明等にこれを応用して数理論理を導出することが可能であろうか？さえ考察可能であろうと期待
される。これらは今後の課題として残されている（（3），［3］）。

【研究の考察・反省】

本研究で取り扱われて主題は極めて基本的且つ重要な問題であり，従来の枠組みでは考察されることのなかった
ものばかりであった。従って，問題の所在・定式化及びその考察の糸口を追求することに一年を過ごしてしまった
感は拭えない。このため上記の研究の応用としてネットワークにおける人口知能をもちいた検索機構の解析につい
ての井上氏，前川氏との共同研究は今後の打ち合わせに終わらざるを得なかったことを述べておきたい。微小では
あるが，いくつか得られた結果をまとめておくと同時に今後の課題を述べておくことにする。
自然科学を含む様々な分野において，それぞれの主題に応じて論理性・法則性を見出すことは極めて重要かつ

基本的なことである。（1）本研究においては音楽・言語を通じて法則性・論理性の発見とその記述法を見出すシス
テム解析の方法が見出された。（2）また，進化の基礎法則に基づき数学の基本構造を再構築する道筋のあることが
示された。（3）さらにチューリング・マシンを媒介として，人工知能あるいは認識についてのシステム解析的アプ
ローチのあることが示された。これにより，まずは多様な論理構造を取り扱うシステム解析が開発可能となる枠組
みが見出されたといってよいであろう。今後は以上で得られた方法を具体的な問題に応用して詳細な構造を追及す
ることに集中することが望まれる。たとえば，民族音楽にカデンツを発見することにより音楽発祥の源を追求する
ことは興味ある主題と言える。これらは系統樹の作成法あるいは複雑さの解析法を応用して実現されるものと思わ
れる。また，先人達の思索の結晶である様々な哲学的な主題を具体的にコンピュータをもちいてシステム解析する
ことさえ可能なのではないかと期待されるようになっている。これに関連して生物の示す擬態等を人工知能から理
解することも興味ある主題といえるであろう。
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