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Abstract 

“Come to think of language” is the result of using language as a material. The language 

used is not a preexisting language, but a constructed language of my own design. That 

language has exceedingly few rules, and acts as a manner of “language foundation” rather 

than a full-fledged language. 

Using my language as if clay, for the three works I created with it it I moulded it into 

different shapes. In the case of the picture book, illustrations exemplify the vocabulary, and 

that vocabulary is later used in a short comic strip that can be read with that knowledge. In 

the case of the postcard series themed “puzzle poetry”, adorning the front side are characters 

graphically composing a poem, with the reverse containing the vocabulary necessary to read 

it. For the video work, wooden building blocks are used to converse, and thus language 

attains three-dimensionality. 

This paper presents the creation process and the thoughts that form the basis for this work. 
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題名：ことばから考えてみると 
氏名：Alejandro Grilli Javet 

要旨 

「ことばから考えてみると」は言語を素材にし、表現した作品の結果である。採用した

言語は既存の言語ではなく、自分で作った人工言語である。その言語には規則が極めて少

ないため、言語の「基盤」のようなものである。 

言語を粘土のように扱って、制作した三つの作品にそれぞれ違う形を与えた。絵本の場

合、イラストレーションで語彙が紹介され、その語彙で後半に載っている漫画が読めるよ

うになる。「パズル・ポエトリー」をテーマにしたポストカード・シリーズの場合、詩を描

く字形が表を飾り、裏に読み解くに必要な語彙表が載っている。映像の場合、立方体の積

み木を会話に使い、言葉が三次元の形になる。 

本稿で制作のプロセスと、基になった思想を紹介する。
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第一章 緒言 

言葉と思考が密接に結びついているという学説は、当研究、当作品の主なきっかけとな

った。だが私はその説を証明したいとは思っていない。事実であることを前提に、制作し

た。 

本作は、言語そのものについての制作ではなく、言語を素材とした、言語にまつわる実

験である。言語は私の選んだ「メディウム」であり、本制作の目的とは、言語の理解と不

理解の中間を探検し、言語の｢形｣を表す習得プロセスに迫ることだ。 

研究方法として、「創造的研究」を採用した。創造する過程が閃きへの道である。制作す

る際の具体的な要求を満たすために研究する。無軌道な過程ではあるが、これにより予測

外の知恵を得る場合もある。 

以上述べた目的のために、まずは人工言語を作ることを企てた。この言語は私の素材と

なり、これによって制作を行なう。以降その過程の詳細を述べる。



Alejandro Grilli Javet 
  10 



Alejandro Grilli Javet 
  11 

第二章 以前の制作 

二－１ 言葉のカードゲーム（2009年、未完成） 

現時点では詳細を覚えていないが、シュルレアリスムの「優美な死骸」という作品制作

メソッドにおそらく影響を受けて、このカードゲーム（Fig. 2.1）を作ろうと試みた。完成

させることができずに終わったが、当時様々な実験を行った。スペイン語の文法を研究し、

できるところまで単純化してからそれを基にゲームのルールを作り始めた。 
文字ボードゲーム「Scrabble」に似た原則だが、文字ではなく単語ごとに繋いで文章を

組み立てる。一つの単語の書いてあるカードを繋いでいき、文章を組み上げる。カードに

書いてある語はスペイン語の名詞・動詞・形容詞などである。それら品詞別で左右に繋ぐ

ことのできるカードが決まっており、それに従うとある程度文法の正しい文章が出来上が

る。 

ゲームの意図はその時点ではまだ確定していなかった。しかし主なデザインの原動力と

して、「優美な死骸」と同じく、出来上がる文章は結果的に読み上げると面白いものになる

ことであった。 

二－２ Intervalo lúcido del individuo inconsciente（2010年） 

スペイン語から日本語に訳すと、この作品のタイトルは「無感覚者の正気な間」となる。

精神分析医らしい人物とその患者らしい人物が登場するインタラクティブ作品である。患

者はスペイン語で話し、医者は英語で答える。そのやり取りはお互い理解し合っているよ

うにも、そうでないようにも見えるほど、曖昧な言葉を交換する。そのやりとりの合間に

は医者のメモ帳にユーザーが描くという作業が入る（Fig. 2.2）。 

私の話せる言語であるスペイン語と英語をあえて混在させて作品を作ったのは、本作が

初めてであった。私には両方理解できるが、世の中にそのような人は比較的少ないだろう。

一つの言語で作られた場合はその作品を訳すことが可能であるし、鑑賞の為にそういった

ことが求めらるが、２ヶ国語以上が混ざった状態にすると訳す意味が完全に変わる。なぜ

ならその言語間の空間が具現化して形が与えられるからである。この作品を作ったのは双
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方の言語を理解する比較的少ないオーディエンスのためではもちろんなく、まさにその不

完全な理解について考えていただきたいと思ったからだ。訳せない、というより訳すこと

が無意味、というような作品である。 

Fig. 2.2 Intervalo lúcido del individuo inconsciente 

Fig. 2.1 言葉のカードゲーム 
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二－３ Weekly concern（2012年） 

「Weekly concern」（Fig. 2.3）は「儀式」を意識して作った「ゲーム」である。このテー

マは、インターネット上にあるインディーゲーム作者のコミュニティー「The Games 

Collective」のゲーム制作イベントのテーマであった。 

基のアイデアは禅宗の「公案」（禅問答）からインスパイアされた。単純なウェブページ

にすぎないが、毎週自動的に更新される仕組みで、自動生成で質問を訪問者に与える。自

動生成のため、その質問は抽象的であったり、不可解であったりする。そのため、意味を

与えるのは読み手である。与えられた一週間の間に自分の中から生まれる質問の意味とそ

の答えを見つけるという、内的過程を主題とする作品である。 

言葉は思考の交換のための道具であるはずだが、素材としてどんな形にもでき、読み取

る側に対しても様々な意味を伝えることができる。言葉は固有の意味を持つものではなく、

読み取る人間がいない限り言葉には意味がない。人間の間のコミュニケーションには言葉

など、何かしらの「道具」が必ず介在するし、人間同士が直接で理解し合えることは不可

能である。こういったことが考えられる作品なのではないかと思う。 

二－４ 非対称フィードバック（2015年） 

「非対称フィードバック」（Fig. 2.4）はコンピューター２台がループ状態で「対話」の

ような入力／出力の繰り返しを行うインスタレーションである。１台は画面とマイク、も

Fig. 2.3 Weekly concern 
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う１台にはスピーカーとカメラを備える。マイクのついたコンピューターの方は音を可視

化して画面に映し出し、カメラのついたコンピューターの方は映像を音声に変換するため、

向かい合う状態でお互いの出力を入力し、作品名通り音と映像によって非対称のフィード

バックが生み出される。 

実際に「目は見えるが音が聞こえない人」と「耳は聞こえるが目が見えない人」が会話

しているところを想像してみれば、おそらくこの作品のような形になるだろうと推測でき

る。コミュニケーションと言葉は複雑なプロセス・メディウムであり、必ずしも対称であ

るというわけではない。 

二－５ Nendoプロジェクト（2015年～2016年） 

既存のクリエイティブ・プログラミング環境に不満を感じて、この Nendoプロジェクト

（Fig. 2.5）を始めた。視覚的表現をメインに出力にする者たちの思考パターンをプログラ

ミング言語化すれば、どのようになるかを探るための実験である。 

一般に使われるクリエイティブ・プログラミング言語は「命令型」である、ということ

Fig. 2.4 非対称フィードバック 



Alejandro Grilli Javet 
  15 

に以前から着目していた。このようなプログラミングの類いは、一つ一つ順番にいつ何を

すべきかコンピューターに教えなければならないというパラダイム（プログラミング形式

の分類）である。つまり、思考をコンピューターに近づかせなければならない。それは決

して悪いことではないが、インタラクティブ作品の制作などがかなり低水準なプロセスに

従うことになる。 

例を挙げるとするならば、視覚的作品の構図を決める時、おそらく「作る順序」でなく、

「物の関連性」「ありか」などを重視することになるだろう。したがって「宣言型プログラ

ミング」にその鍵が宿るのではないかと思い、そういった言語を調べたり、作ることを試

みたりした

Fig. 2.5 Nendoプロジェクト 



Alejandro Grilli Javet 
  16 



Alejandro Grilli Javet 
  17 

第三章 言語相対性：サピア＝ウォーフの仮説 

地球表面をなぞって目的地まで行くのに、辿りやすいルートとそうではないルートがあ

る。目的地が同じであれば、崖を乗り越えるよりも優しい坂を登るルートを選ぶ。したが

って、地形そのものが変われば、選ばれるルートも変化していくだろう。 

言語においても、同様のことが言える。同じ意味の言葉でも、伝え方が自然であると感

じたり、違和感を感じたりすることがある。受け取る側からすると、分かりやすい、分か

りにくい、となる。そして、言語そのものが異なれば、当然そのルートも変わる。伝え方、

受け取られ方が変化する。つまり、ある言語を用いる限り、伝えようとする内容はその言

語に影響されるということである。表現力はもちろん、思考のパターンも影響を受けるだ

ろう。これは認知言語学上の主要な概念で「言語相対性仮説」と呼ばれるものである。 

仮説の発案者ベンジャミン・ウォーフが自分の考えをこう述べた： 

「我々は慣れているように自然のことを分解し、概念に分類し、意味を割り振るのは、

こう分類するように合意しているということが、その大きな理由である。この合意は我々

の言語共同体にも伝わり、我々の言葉のパターンに体系化している。この合意は無論、暗

黙でありながら、絶対でもある。言葉でコミュニケーションを取るなら、そのデータの分

類体系に従わざるを得ない。（中略）このように新たな言語相対性の原則に我々は誘導され

る。違う観察者が同じ物的証拠から同じ世界観に至るには、言語的類似性があるからか、

ある手段によって調整されているからである。」（注 3.1）。 

ウォーフの仮説は一時期注目を浴びたが、彼の研究は推測に過ぎず、証明がないことが

明確になった後、その考えが軽蔑されるようになった。その反響の中心に現れて盛んとな

ったものに、正反対となるノーム・チョムスキーの普遍文法理論がある（Boroditsky）。 

スティグマを負ったウォーフではあったが、しかし彼の思想に惹かれた言語学者らがそ

の後も現れ、研究を再開した。その中にダン・スロービンが言語相対性仮説を取り入れ、

規範性の程度を抑えて自分の提案を「発話のための判断」と呼んだ。発話における精神活

動が特別であり、言語の文法などが発話以外の動作にも影響があるかは決して明らかでは

なく、研究すべきと判断した。すなわちスロービンが述べているのは「母語言語習得の過

程に、子供が個別の発話のための判断方法を習得している」ということである（注 3.2）。 

レラ・ボロディツキーは、この仮説が経験から既に証明されたと主張する。彼女はクウ

ク・サアヨッレ語とその言葉を話すアボリジニのコミュニティーを研究対象とした。その

理由は、この言語には左・右・後ろなど、相対方向を表す語がなく、基本方向でしか表現
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できない言語だからである。結果として認知の相違がわかりやすく、そのコミュニティー

の５歳児を観察することでも理解できる。「北を指でさせ、と言われた彼女は、ためらいな

く正確にそうしてくれる。私のコンパスの針と一致する」。その子と違って、実験としてス

タンフォード大学で同じリクエストを教授らに頼んでみても、その答えはバラバラであっ

た（注 3.3）。 

我々が属する国際社会における、隅々にまで行き渡り巨大となった世界文明は、極めて

傲慢である。以上述べた思想から与えられた姿勢により広まったこの共通視点は、実はあ

る主観に過ぎない、ということが見えてくる。英語やヨーロッパ諸語と共に盛んになった

思想のみが上等であるわけではない。「それらと我らのその思考過程は、理性と知恵の可能

な範囲に完全にかかっているとは、もはや想定できず、広漠たる宇宙の中の配置点にすぎ

ないことが明確となる」（注 3.4）。これにより、この概念は研究すべきものであると私は思

う。 

この章の注 

注 3.1 

「We cut nature up, organize it into concepts, and ascribe significances as we do, 

largely because we are parties to an agreement to organize it in this way̶an agreement 

that holds throughout our speech community and is codified in the patterns of our 

language. The agreement is, of course, and implicit and unstated one, but its terms are 

absolutely obligatory; we cannot talk at all except by subscribing to the organization and 

classification of data which the agreement decrees. (…) We are thus introduced to a new 

principle of relativity, which holds that all observers are not led by the same physical 

evidence to the same picture of the universe, unless their linguistic backgrounds are 

similar, or can in some way be calibrated.」（Whorf 214頁）。 

注 3.2 

「 [T]he expression of experience in linguistic terms constitutes thinking for 

speaking̶a special form of thought that is mobilized for communication. Whatever 

effects grammar may or may not have outside of the act of speaking, the sort of mental 

activity that goes on while formulating utterances is not trivial or obvious, and deserves 

our attention. We encounter the contents of the mind in a special way when they are 

being accessed for use. That is, the activity of thinking takes on a particular quality when 

it is employed in the activity of speaking. (…) I propose that, in acquiring a native 

language, the child learns particular ways of thinking for speaking.」（Slobin）。 
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注 3.3 

「 I am standing next to a five-year old girl in pormpuraaw, a small Aboriginal 

community on the western edge of Cape York in northern Australia. When I ask her to 

point north, she points precisely and without hesitation. My compass says she is right. 

Later, back in a lecture hall at Stanford University, I make the same request of an 

audience of distinguished scholars̶winners of science medals and genius prizes. Some 

of them have come to this very room to hear lectures for more than 40 years. I ask them 

to close their eyes (so they donʼt cheat) and point north. Many refuse; they do not know 

the answer. Those who do point take a while to think about it and then aim in all possible 

directions.」（Boroditsky）。 

注 3.4 

「They, and our own thought processes with them, can no longer be envisioned as 

spanning the gamut of reason and knowledge but only as one constellation in a galactic 

expanse.」（Whorf 218頁）。
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第四章 人工言語の創造 

四－１ 人工言語とは何か 

最も一般的に知られているのはエスペラントの例であろう。エスペラントは国際共通語

として作られ、世界中の思想家に広まった時期がある。エスペラントの場合、ヨーロッパ

諸語の共通点を用い、西洋人に習得しやすい言語として作られたものである（二木）。 

だがエスペラントは最初の人工言語でも、最後のでもない。さらに、国際コミュニケー

ションのツール以外にも人工言語には様々な用途がある。フィクションとしてよく知られ

ている人工言語の中に、トールキンの「エルフ語」、スタートレックの「クリンゴン語」、

そして最近のテレビドラマ、ゲーム・オブ・スローンズの「ドスラク語」および「ヴァリ

リア語」がある。これらはある架空世界を深めるために存在するもので、一般的なコミュ

ニケーションの道具ではない。ソニャ・ラングのミニマル言語「トキポナ」は思考を整理

して明確に伝えるために設計された（Lang）。数学と人間の言葉を一緒にしようと試みた

ライプニッツ、マイミエ、グロッセリンの例もある（二木）。 

四－２ 制作に当たって人工言語を作る理由 

自然言語は文化の一部であり、社会と密接に結びついている。自然言語は文明と共に世

紀を渡り進化し、背負っている歴史は複雑である。このため、言語の最中心となる一部だ

けに集中したいとするならば、自然言語には障害となる要素が多い。社会、文化、歴史、

国家など、この研究で触れることは避けたい話題に溢れている。 

私が求めている「言語の核」を見つけ、それに集中するために、人工言語を作らなけれ

ばならなかった。自分の目的に合わせた自分の言語を作れば、それは最適な制作素材にす

ることができる。慣れた既存の言語を一歩離れた立場から、オリジナルな規則で実験し、

その結果を観察し、偏見を持たず発見を素直に受け入れることができる。 

四－３ 言語学における述語論理 

述語論理は数理論理学の形式体系の一つである。 

「述語はブール値を戻す０以上の引数の関数である。引数の値によって述語は真または
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偽となる。例えば、述語論理に当たって csg(C, S, G)のような演算対象がある。この場合、

csgは述語であり、C・S・Gはその引数である。この式は科目・学生・成績（Course・Student・

Grade）というデータベース関係だと考えても良い。Sという学生が C科目に G成績を得

た場合に、述語は真を戻すが、そうでない場合は偽を戻す」（注 4.1）。 

言語の文法における動詞・形容詞などといった品詞は何かを変形したり、「参加者」があ

ったりする。場合によってはその品詞を述語と呼び、与えられる項目を項（引数）と呼ぶ

ことがある。ある述語に必要とされる項数のことは結合価と呼ぶ。 

「結合価は意味上、構文上、あるいは両方、であるよう分けて考えられる。意味上結合

価は動詞の表す場面に『出演すべき参加者』の項数のことである。例えると、食べるとい

う行事に少なくとも食べる方と食べられる方がなければならないことによって、英語の eat

は結合価２項となる。述語計算における eat は、ある食べるもの x とある食べられるもの

yという変数の関連性である。この意味上関係性は述語計算表記法で EAT(x, y)と表す。」
（注 4.2） 

構文上結合価は、意味上で必要とされる項が省略される場合があるため異なるが、基本

的に同じようなものである。 

四－４ ログラン・ロジバンの例 

「ログラン」とその後継である「ロジバン」はサピア＝ウォーフ仮説を試すために設計

された人工言語である。その仮説がもし事実であるとすれば、論理学から基づいた言語を

話せるようになる者の思考は同時に論理的になるだろうと、想定して作成された人工言語

である。 

「ログランは近代論理学及び数学から引用された表記法を、適応可能な限り、用いるよ

う作られた。ウォーフの仮定をベースにして、人間に合理能力を与える心理社会的手段が、

こういった計算法の形成そのものに宿るだろうと、我々は想定した。今までの問題はただ、

試すことが不可能であったことだ」（注 4.3）。 

ログラン・ロジバンは述語論理を全面的に用いる。 

「英語における名詞・形容詞・動詞とほとんど同一の機能を持つものは、ログランの文

法の場合、単純な述語である。（中略）これらインド＝ヨーロッパ語族の品詞は、ログラン

の場合区別されない。西洋思考を悩ませた『過程／物体』や『本質／属性』などいった非

物質区別も避けられる。結局のところ、それらは論理的文法で必要とされない。可能な限

り、非物質の要素をログラン採用者に押し付けることを、我々は避けようとしている。ゆ

えに、こういった品詞は省略された」（注 4.4）。 

「ログランは合理を『経験』と『態度』という言語因子から分離するだけのものではな

く、ログランの文法自体は記号論理の拡張である。（中略）ログランの述語は結局のところ、
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記号論理の命題関数と変わらない」（注 4.5）。 

四－５ ガイ・スティールの「言語を育てる」 

1998年に、計算機科学者ガイ・スティールがプログラミング言語設計について「Growing 

a language」（言語を育てる）という講演を行った。その内容よりもその形態に刺激を受け

た。スティールはプログミング言語設計において重要なところを証明するために、台本を

用意して、英語の部分集合だけを利用して語った（注 4.6）。 

「日々使う言葉である英語から、基本要素として一音節の語だけを選択し、この講演を

するようにした。二音節以上の語が必要とすれば、使用前に定義するよう規則を定めた。

（中略）『man』という語を既存として扱うことができても、『woman』を定義せねばなら

なかった理由は、一音節の語のルールである」（注 4.7）。 

考えてみると、定義をしながら語ることは特殊なことではなく、どの自然言語にでもあ

る機能である。哲学や科学などでは常に造語を作って語られる。だがスティールの講演で

は言語が立ち上がってゆくような感覚で聞こえる。彼は、英語における二音節の語を定義

するが、実際のところ、存在しない単語を作ってもその過程は変わらない。 

四－６ 連鎖性プログラミング  

プログラミング言語のいわゆるパラダイム（プログラミング形式の分類）は複数存在し、

その中の一つに「連鎖性プログラミング」がある。連鎖性と分類されるプログラミング言

語には Forth、PostScript、Joy、Factorがある。 

連鎖性プログラミング言語は関数を「引数に適用」でなく、繋いで「関数の合成」から

プログラムを作る。プログラム自体は引数のない、大きな関数である（Fig. 4.1）。 

                        2   3   +   4   * 

2                       3   +   4   * 

2   3                   +   4   * 

5                       4   * 

5   4                   * 

20 

Fig 4.1 Joyで単純な計算実行の流れ（von Thun）。左側の数字はスタック（データ配列）

である。右側はプログラム。数字はそのままスタックに追加され、+などはスタックを

変更させる関数である。行ごとに、一項目ずつプログラムが実行されて、最終行にその

プログラムの結果（20）はスタックに残っている。 
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連鎖性プログラムは（大半のプログラミング言語と違い）外見的に自然書記言語に似て

いるが、その反面、自然言語や他のプログラミング言語とも比べると構成は非常に単純か

つ明確なため、ルールに従いさえすれば、極めて理解しやすい。Joyの場合、左から右へ項

目を１個ずつ引き上げて計算すればよく、複雑絡み合った規則が必要とされない。自然言

語と違って項目の関連性が一方向的なため、曖昧ではない。 

四－７ 言語を作る 

以上、これまで述べた先行事例を基に、一般的に必要と思われる言語の要素を抜き出し、

言語の「基盤」のようなものを作った。この言語には固有の表記・音声・語彙・伝送媒体

が存在しない。使用の際はあらかじめそれらを決定し、用意しなければならない。 

この言語には前述の要素がないが、代わりにいくつかの規則がある。 

• 語（不分割的、意味を持つ要素）は一次元に並ぶ。 

• 品詞は二つ：それ自身で概念を表す語と、述語と呼ばれる、前者を操る語。 

• 述語はいくつかの項を引き取り、何かの変更をその要素らに行い、変更の結果を

引き取った項の代わりに置き換える。これら「項」と呼ぶのは述語の直前に来る概念

のことである。結合価（受け取る項数）は述語の定義によって変わる。 

• 文章を読むには、文頭から文末まで進み、述語に当たる度にその変更を行う。述

語を残さないよう、このように進める。 

「概念」と述べているのは、「語」とその意味を表すのは無論、別であるのと、一つの語

で表すことのできない概念もある、という区別を主張したいからである。述語による変更

後に、述語も含めていくつかの語が一つの概念を形成する。この概念は、複数の語から形

成されるにもかかわらず、一要素として扱われる。 

語彙の定義方法を規定しない。必然的に外部環境に依存している。 

一見理解しがたいこの言語は、規則が少なく実行しやすいおかげで、曖昧さのない骨組

みとなる。述語が文法の代わりとなり、柔らかい、変形できる一部であるという性質を持

つことから、どのパターンにでも合わせることができる。よって文法的表現性を探ること

が充分に可能となる。 

この章の注 

注 4.1 

「Predicates are functions of zero or more variables that return Boolean values. Thus 

predicates can be true sometimes and false sometimes, depending on the values of their 

arguments. For example, we shall find in predicate logic atomic operands such as csg(C, 
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S, G). Here, csg is the predicate name, and C, S, and G are arguments. We can think of 

this expression as a representation in logic of the database relation Course-Student-

Grade (...). It returns the value TRUE whenever the values of C, S, and G are such that 

student S got grade G in course C, and it returns FALSE otherwise.」（Aho & Ullman）。 

注 4.2 

「Valence can be thought of as a semantic notion, a syntactic notion, or a combination 

of the two. Semantic valence refers to the number of participants that must be “on stage” 

(…) in the scene expressed by the verb. For example, the verb eat in English has a 

semantic valence of two, since for any given event of eating there must be at least an 

eater and an eaten thing. In terms of predicate calculus, the concept EAT is a relation 

between two variables, x and y, where x is a thing that eats and y is a thing that undergoes 

eating. This semantic relationship would be represented in predicate calculus notation 

as EAT(x, y)」（Payne）。 

注 4.3 

「Loglan was to incorporate as many of the notational devices of modern logic and 

mathematics as could be adapted to its use. Our Whorfian assumption here was that 

these powerful calculi carry in their structures precisely those psychosocial devices that 

give their human practitioners their rational power; our only problem was to tease them 

out.」（Brown）。 

注 4.4 

「…the simple Loglan predicate, a grammatical category that roughly corresponds to 

the combined class of English common nouns, adjectives and verbs (…). Loglan makes 

no fixed distinctions between these well-defined Indo-European categories. By avoiding 

them it also avoids making the metaphysical distinctions between "processes" and 

"things" and between "substances" and "attributes" that have long troubled Western 

thought. It turns out that these distinctions are nonessential in a logical grammar. We 

wish to impose as little metaphysics as possible upon the speakers of Loglan; therefore 

we have avoided them.」（Brown）。 

注 4.5 

「Loglan not only separates the logical from the empirical and attitudinal components 

of speech, but Loglan grammar itself is nothing but a linguistic extension of symbolic 

logic. (…) Loglan predicates turn out to be nothing more nor less than the propositional 

functions of symbolic logic」（Brown）。 

注 4.6 

スティールの講演はこう始まった： 



Alejandro Grilli Javet 
  26 

「I think you know what a man is. A woman is more or less like a man, but not of the 

same sex. (This may seem like a strange thing for me to start with, but soon you will see 

why.) 

Next, I shall say that a person is a woman or a man (young or old). 」（Steele）。 

注 4.7 

「For this talk, I chose to take as my primitives all the words of one syllable, and no 

more, from the language I use for most of my speech each day, which is called English. 

My firm rule for this talk is that if I need to use a word of two or more syllables, I must 

first define it. (…) This choice, to start with just words of one syllable, was why I had to 

define the word “woman” but could take the word “man” for granted.」（Steele）。
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第五章 ことばから考えてみると 

五－１ 最初のアプローチ 

言語の規則がどうしても伝わなければならないと思い、講評会の際に初めて教授方と学

生方の前でプレゼンテーションをした。このプレゼンテーションは紙芝居から形を借りて

考えたものである。紙に一枚ずつ、単語の定義や文章の解読過程を記載し、教育番組の口

調で説明した（Fig. 5.1）。できあがる文章が微笑ましいものであることを目指した。 

しかし、説明に集中しすぎると形と中身双方から焦点が外れる。しっかりと作品化して、

「理解」を優先しないことに決断した。あえて説明せずに見せれば、作品全体が見えてく

るし、言語がミステリー要素として表面に浮かんでくるだろう。 

五－２ 複数の作品が望ましかった理由 

「メディア映像専攻」という枠からこの作品が多少外れているのではないかと疑問視さ

れる可能性がある。まず、私が焦点を当てているのは「メディア」という単語である。メ

Fig. 5.1 最初のアプローチ（紙芝居） 
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ディウムの複数形、つまり「複数の媒体」という意味を持つ表現として捉えて、新しい媒

体、媒体の新しい扱い方、ということを重視している。 

我々人間が思う、感じるのは必ず心身の中であり、思考・気持ち・指示などを他者に伝

えるためには何かしらの伝送媒体を通すしかない。その媒体の一つ、その道具の一つは言

語である。言語自体は同時に何かの物理的媒体を通らなければならない。発話の場合、そ

れは空気であり、書き言葉の場合、それは紙と光である。 

媒体がキーワードだからこそ、媒体の方が主題となり、私の人工言語とそれによる実験

が「その影に隠れてしまう」おそれがある。例えば作品の形式として絵本を選び、絵本だ

けの作品にしてしまうとするならば、絵本という目に見える物質形態が評価の対象となり、

そこに宿る言語の実験が見失われるだろう。そうなることを避けるため、三つの形態の作

品を人工言語という共通項で繋ぐことで、テーマの強調を試みた。 

五－３ 絵本 

第一作品は絵本という形態に決定した（Fig. 5.2）。絵本は比較的受け入れやすい媒体で

ある。懐かしく馴染みのある視覚メディウムであるため、まず手に触れることで親しみや

すさを感じる。私の対象とした鑑賞者は子供ではないが、可愛い絵柄を鑑賞の入口にする

のが理想に近い。視覚的で単純に説明することに向いているから、日本語を使用せず、自

然に絵だけで文字の意味を説明することができる。子供向けの絵本よりも内容が複雑だが、

本であることから読者が自分のペースで読み解くことが可能であり、前のページをめくっ

Fig. 5.2 絵本 
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て比較するという読み方も自然と可能になる。 

フリスとイーストマンの絵本「Iʼll teach my dog 100 words」（Fig. 5.3）の構成を参照し

た。その作品の読み方としては直線でありながら物語性がかなりルーズであり、ページの

構図も巡る曲線によって構成されている。 

私の絵本も上記の構成を意識し、キャラクターに言葉を少しずつ段階的に紹介させた。

その紹介に物語性はないが、あるページに紹介された語が次のページにまた使われて、一

段と複雑な表現になった状態で改めて紹介されるようデザインした。このように、知識が

積層されてゆく設計である。名詞・形容詞・動詞という順番で、その中に否定・多動性・

同時性など、述語によって語の使い方が比較される。 

本の後半は短い漫画になっている。前半で習った語彙をここで採用し、物語を表す。こ

の一部は鑑賞時の報酬となるところである。さらに裏表紙にはメッセージも載っており、

本の内容を理解できた際に解読できるようになっている。 

私の言語の構成によっては単語が割り切れない分子になっているため、表記体系は一文

字一語に決定した。規則性を与えるためにあらかじめグリッドを用意した。品詞別に、四

角い形で名詞を、丸い形で述語を形成するように二つのグリッドを用意した（Fig. 5.4）。

さらに、述語が１項の場合は外側の円形線だけを使い、２項の場合は外側内側の円形線双

方を使う。 

単語ごとに意味があるため、その意味を意識しながら字形の設計を行った。だがピクト

グラムではないため、形でその意味を表そうとするのではなく、意味が字形のガイドライ

ンにすることにした。語の意味の印象が形になったのは「傘」「道」「中」などいう例が最

もわかりやすいだろう（Fig. 5.5）。 

Fig. 5.3 Iʼll teach my dog 100 words Fig. 5.4 字形グリッド 
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言語に語彙が整備されていないため、その語彙を決めることも絵本のデザインの一つで

あった。そのために後半の漫画のストーリーが重要になった。キャラクターの話が表現で

きるような語彙が最低限必要であるため、まずその物語を決めてそこから表現の仕方と最

低限の語彙を外挿した。述語の役割をわかりやすくするために名詞を増やすことにしたが、

できる限り少数に収まることが目的であった。 

五－４ パズル・ポエトリー 

絵本の次の作品を一段と複雑にするというのは自然な流れであった。パズル・ポエトリ

ーには「パズル」と「詩」という概念を組み合わせた。その目的は、ゲームのようにパズ

ルを解く感覚で鑑賞してもらいたいということ、また、詩のように言語の形で遊んで表現

したかったことである。詩という概念によって、多少複雑な文法・文章の余裕を得るため、

それは実験性の余裕にもなる。パズルという概念は隠された意味を読み解く楽しみを与え

る。そのメッセージを理解できるようになることは「暗号パズル」の報酬である。 

最初にイメージしたものは詩集であった。本であり、ページをめくって次々と「解ける」

詩が並んでいるという詩集を想像した。 

Fig. 5.5 絵本の語彙 
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パズル要素のイメージになったのはダニエル・フリードマンの「Scheme 手習い」（Fig. 

5.6）であった。この本は関数型プログラミングの考え方を Schemeという言語で教える内

容であり、「質問回答」という形式を採用する本である。ルールを直接説明するのではなく、

例を示すことで読者にそのルールを推測させる。その後、ルールを述べる。 

しかし、先述した「媒体の方がメインとなってしまうことへの恐れ」を踏まえると、本

が複数冊あるのは、その内容が異なっていても物理的媒体という点で重複してしまうため、

形態の変更を行なうことにした。また、修了制作展で発表するために、持ち帰りが可能な

形態が望ましいと判断した。その理由は、会場で時間をかけて読み解くことが困難だった

場合、来場者が自宅でゆっくり鑑賞できるようにした方が親切であろうと考えたからだ。

以上の理由から、持ちやすい形態であるポストカードに決定した。 

ポストカードの特徴は第一に、ビジュアルという側面が重要である。詩は文字でありな

がら、その文字で視覚的に魅了されなければならない。そのため、文字の美的表現である

カリグラフィーに着目した。 

最初は、流動的で、書きやすそうな筆記体の連結線から、規則性によりそのフローが拡

張されるアラビア文字までを連想した。形・画の変化量が低いことが、アラビア文字の規

則性の特徴の一つだと言える。それはこの作品の書体デザインの大きなヒントとなった。

加えて、アラビア文字のカリグラフィー（Fig. 5.7）は特に印象的であり、構図の自由度が

高く、文字連鎖で一次元から二次元にまで至る主な参考例となった。 

Fig. 5.6 Scheme手習い Fig. 5.7 11世紀コーラン（Freer-Sackler） 
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この作品のために作った字体は筆記体である。字形が次々と連鎖して「一本線となるよ

うに」設計した（Fig. 5.8）。 

この文字で詩四編を執筆し、それぞれ別の構図でポストカードにした。ベクター・イラ

ストレーションにするか直筆の筆跡にするか迷ったため、種類ごとに両方のバージョンを

作り、合計八種類のポストカードを作成した（付録 B を参照）。裏面に語彙表が載ってお

り、表の詩を解く鍵となる。 

五－５ 積み木の映像 

三作目は、表面から離れたほうがよいと考えた。音声作品の可能性を熟考したが、違う

言語の一般の発話に過ぎないと思われるおそれがあったため、映像作品にすることにした。

映像にすることで、時間軸を与えられる。さらに、平面でありながら、三次元を描写でき

るため、空間を使う形態を考えた。 

そこから積み木というアイデアに至った。立方体の積み木は、子供だけでなく、大人で

も手にすると喜びを感じることは多いだろう。その理由はおそらく、三次元の画素のよう

に、基礎要素として何にでもできる感覚が伝わるからだろう。積んで形にしていく過程自

Fig. 5.8 パズル・ポエトリーのポストカー

ドの裏面（語彙表面） 
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体は気持ちがよく、遊び心を触発する形体である。 

単純な表現のみに限られながらも、対話をすることが可能となっているものを目指した。

積み木を一個起き、その周りの九つの位置（前後左右と四隅、そして中央の真上）に意味

を与え、順番に積んでいくと文章を形成できる。九つの語しかないため、非常に制限され

た範囲の話題しかできなくなるが、一本の映像のためには丁度良い制限である。 

試作として「チョコ」と名付けた映像を制作した。その内容は、男女二人がテーブルで

向かい合い、チョコレートを食べるものである。食べながら積み木で会話するため、その

語彙は「感覚」を主張するためのものにした。真ん中は「これ」という意味の語で、その

位置にまず積み木を置き、直後にものを指せば、これについてこれから話す、という意味

が表現される。さらに「この感覚で感じると」という意味の位置から、目・舌・耳などを

指すと視覚・味覚・聴覚を表す。「こうなる」「こうする」という位置に置く直後に身振り

をすれば、何かの結果あるいは行動を表現する。具体的な例は「付録 C」の台本にある。 

「チョコ」を作って気がついたことは、積み木の特徴をもっと積極的に使わなければな

らないということだった。そうでないと、例えば手話で会話していることと同じだろうと

考えた。そのため、台本を作り直し、「漫画」と名付けた映像を制作した（Fig. 5.9）。ここ

では積み木という素材から可能になるシチュエーションに意識して描写した。積み木での

操作を「積む・置き換える・倒す・投げる」に絞った。その観察から台本を書いた。 

「漫画」の設定は男性二人が漫画を段ボール箱から出し、「分け合う｣ものである。その

過程で男性一人が相手をからかい始め、積み木を取り、勝手につけ足し、倒し、そして投

げ合うという流れである。 

またそのシチュエーションに合わせて決めた語彙の内、キーワードとして｢所有｣がある。

｢チョコ｣の語彙には欠点があり、それも改善した。それは中央の位置「これ」以外の、全

ての語が述語であったため、最初に必ず中央に積み木を置かなければならなかったことだ。

そのため、｢漫画｣においては最初に使える語が増えて文頭のバリエーションが豊富になる

よう、語彙の調整を行なった。また「チョコ」と違って、結合価２項の述語を使うことに

した。 

立体物を使うことで一次元の言語に三次元の形を与えられた。文章を組み上げるという

過程が三次元上の位置へ変換され、「話す」行動が｢建設する｣行動に変わる。文章を伝える

過程からできあがった形によってある程度意味が伝わる。文章で否定しているのか、何か

の選択を述べているか、などいった意味がその形に残る。これは終局した囲碁の盤面を見

ることと同じような感覚ではないだろうか。 
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Fig. 5.9 「漫画」映像 
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第六章 結言 

この作品のために人工言語を作ったが、言語そのものの制作自体は修了制作の目的では

なかったため、プログラミング言語を人間の言語に移植するという手法をとった。一から

言語を作ることは困難であるため、最も簡潔に定義できる、単純な鋳型を採用した。この

言語を作ることはただの始まりであった。 

本作は言語を媒体として扱う試みであるため、３作品から成る。その媒体である言語に

よって思考に影響を与えるとすれば、媒体の生成は思考の生成である。しかしこの３作品

によって認知的拡張のようなことができるかどうかまでは言えない。私の理解はそこまで

に至らない。 

言えるのは、この言語をあらかじめ用意することによって、ある制約を制作プロセスに

設定したということだ。制作プロセスを私の人工言語によって縛ることで、ある規則が生

まれた。制作プロセス上の制約は、制作者を選択の必要性から解放させ、想像力を呼び起

こす道具だと考えられる。制約が生まれた後は、この自ら与えた制約の下に何を作るか、

どのような表現にするか、ただそのことに取り組むのみである。 

そこに「創造的研究」という概念が登場する。制作の過程で勉強となったことが数多あ

り、世界の広まった感覚がある。 

以前教育ゲームのプログラミングを仕事で託されたことがあり、そこで教育デザインの

問題に触れた経験がある。言葉の規則、文法などを理解させるためのデザインもそれと同

じである。習う動機・達成の報酬をデザイン要素とし、伝えたい情報と共にバランスよく

設計しなければならない。そのため、これは教育デザインに結びついた研究である。 

書記体系をデザインすることによって文字に関する新たな発見があった。一般の書体デ

ザインと違い、一字一字の形の意味を考えなければならない。意味から形を決めることや、

文字の関係性、などいった側面が重要である。 

私は三ヶ国語の話者だが、既存の言語の採用から実際に言語を作るにまで至ることは、

極めて困難な体験であった。言語と親密にならなければならないため、言語の体験が新鮮

であった。 

様々なチャレンジによって達成感を感じているが、当研究は私にとって始まりにすぎな

い。引き続き言葉をテーマに制作し、認知言語学の知識も増やしていきたいと思う。
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付録Ａ 絵本 
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付録 B パズル・ポエトリーのポストカード 
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付録 C 積み木映像の台本  
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