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1．はじめに 

数学の基本構造の探求のなかから誕生した圏論（Category theory）[1]だが、近年では様々
な応用分野における有用性も示唆されるようになった[2]。初学者に好適な図書も出版され
[3]、圏論の抽象的な理論的形式の導入環境は整いつつある。しかし、応用展開については、
応用圏論（Applied category theory）―圏論の応用展開を指向する試み―が勃興しつつある
ものの[2]、基本的に数学からのアプローチが主要であり、応用分野から見た圏論の特長を
理解することは依然として簡単ではないと思われる。 
我々は、光科学やシステム情報学を中心とした応用物理学や情報理工学分野をベースと

した研究を行ってきたが―すなわち数学にルーツを持つ研究者ではないが―、いくつかの
動機から、圏論を物理現象や機能構造の抽出や理解のために有用なツールと認識し、実際、
単一光子や近接場光、レーザーカオス、もつれ光子を用いた意思決定[4–7]、解探索[8]、さ
らにソフトロボティクス[9]に適応してきた。これらの研究は、圏論によるシステム構造の
理解・分析・デザインを指向している点で、応用圏論と同様の理念に根ざしているが、現
実の世界で生起する現象の不確実性や技術限界を孕む実験研究を含め、広く言えば現実界
をシビアに認識している点で、数学由来のアプローチでは必ずしも見えない側面にスポッ
トライトを当てている部分がある。 
そこで本小文では、個々の具体的研究の詳細や基礎となっている数学や理論の詳細を論

じるのではなく、工学的研究に関わる我々が圏論に出会いそれを展開する契機となった事
象や問題意識、さらには情報システム関連の様々な先端的課題との関わりを紹介し、それ
を以て、応用から見た圏論の特長を浮かび上がらせることを目指したい。具体的な研究の
詳細については、文中で引用している原著論文のほか、人工知能学会の会誌『人工知能』
における特集「自然界に見いだす数物構造を利用した知的情報処理」における解説論文[10–
12]などを参照されると幸いである。また圏論の入門書としては[3]が傑出している。 
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2．圏論との出会い―近接場光学と圏論― 

我々が圏論に出会ったのは、近接場光学やナノフォトニクスと呼ばれる光物質科学での
研究においてである。近接場光学・ナノフォトニクスとは、光の波長より小さな寸法での
光と物質の相互作用を扱う学問分野である。多くの研究者の長年の努力にも関わらず、局
所環境での光と物質の相互作用を取り扱う理論は、現在でも完全な形には至っていない。
その大きな理由の一つに、「局所環境」として考える系の寸法や、局所環境の外部とのエネ
ルギーの流出入などに依存して、光と物質の相互作用の様相が大きく異なってくることが
ある。非平衡解放系の物理が未完成であることに呼応しているとも言える。 
もちろん、部分的には、このような局所環境依存性については理論・実験の両面で研究

が進展している。例えば、我々は近接場光が寸法依存性（階層性）を有することを示し[13]、
その上で、この特徴を用いた階層型光デバイスという新たなシステム概念を提唱した。な
かでも、遠隔場での光学応答を維持した上で近接場光での機能を付加した階層型ホログラ
ム[14]をきっかけに、新たな光セキュリティ技術が発展している[15–17]。 
ただし、このように機能設計まで上手く展開できるような系は限られている。というよ

り、上述の非平衡解放系の問題を実際上無視できる範囲であれば理論的に問題はない。で
はどのようにして局所環境という近接場光学の積年の本当の難問に向き合えばよいのか？ 
圏論ではオブジェクト（object）の間の関係を射（arrow/morphism）で表す。ここで、3

個のオブジェクト A、B、Cが f gA B C→ → と配置された系列を導入として考える。
f は AをBに、g はBをCに運ぶ射である。ここで、 Aの影響はCまでは及ばない、すな
わち f と g の合成による射 g f による像(Image) Im( )g f はゼロとする。Cでゼロとなる
Bの部分は核（Kernel）Ker( )g と呼ばれ、このなかには、AからBに運ばれる部分 Im( )f
が含まれる。そうすると、 Bのなかで、Cに影響を与えずなおかつ Aからの影響も受けな
い部分 ( ) Ker( ) / Im( )H B g f= を考えることができ、これはコホモロジー(Cohomology)と
呼ばれる[18]。 Aを入力、C を出力と見なせば、コホモロジーとは、入力側からも出力側
からも見ることができない―すなわち不可知な― Bの一部分と解釈もでき、「Bの局所環境」
と見ることができる。このように、局所環境の構成要素が如何なる内容であるかには直接
には言及せずとも、オブジェクト間の関係性からコモホロジーとして浮かび上がらせると
いう圏論の理論的形式が、精密化ばかりに熱心だった近接場光学の通常のアプローチと対
照的である。さらに、コホモロジーは不可知とは言え、適当な前提を設けることが可能な
ときは、段階的に不可知な範囲を減らしていく操作が可能であることに後に言及する。 
コホモロジーが存在しないとき、すなわちKer( ) Im( )g f= のときは、系列 A B C→ →

は完全列と呼ばれ、特に両端にゼロが配置された0 0A B C→ → → → は短完全列（short 
exact sequence）と言われ重要な役割を果たす。まず、短完全列においてCは /B Aに同型
となる。 Aを現象を見るときの価値基準とすれば、Cは Aという基準で現象Bを仕分けた
出力と見ることができる。逆に、同じ現象 Bであっても基準 Aが異なれば出力C は全く異
なるものになる。また、基準 Aによって出力Cとして出てこない B があるのであれば、短
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完全列が形成されておらず、コモホロジーを孕んでいることが分かる。何らかの追加的対
処をしなければ事態の打開はできないことが明確に示される。このことが応用に示唆する
内容は 5 節で追加して考察する。 
ここで、A（及びB、C）が時間発展する系列 1 1i i iA A A− +→ → → → であるとき

（複体（Complex）と呼ばれる）、 A、B、Cのコホモロジー ( )iH A 、 ( )iH B 、 ( )iH C に
相 互 の 関 係 性 が 生 じ る （ 蛇 の 補 題 ） 。 具 体 的 に は 、

1 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i i i i iH A H B H C H A H B H C+ + +→ → → → → → → のようにコホモ
ロジーが完全列として長く繋がる（図 1(a)）。すなわち、外部からは陽に認識できない局所
環境が、3 個の複体を跨ぎながら、時間を超えて完全な形で相互に関係性が生じてしまうこ
とを意味する。このことはホモロジー代数と呼ばれる数学で古くから知られている内容だ
が、その示唆する内容は、応用から見て非常にインパクトがある。この系列に対して、局
所環境がさらされている環境が同一（ホモトピー同値）との設定を追加すると―典型的な
物理的局面では非常に妥当な設定と言える―、三角圏と呼ばれる圏が得られ、後述のよう
に意思決定や解探索の構造解明に寄与する見方が得られる。 
 
3．自然系を生かす知的機能と圏論 

近接場光学における局所環境の問題に向き合うことが、圏論へのきっかけだったが、も
う一つ、コンピューティング応用との繋がりがある。AND 素子（入力の論理積を出力とす
る）、NOT 素子（入力の反転）等のデジタル演算の完備系のための要素を実現すれば、任
意の組み合わせ論理演算が実現できるので、近接場光学においても基本的な論理ゲートの
実現が研究の焦点の一つだった[19]。ただ、このような論理演算素子は、近接場光学の原理
で駆動されているとは言え、全体としては決定論的に動作する論理ゲートと全く同じであ
り、「自然系の本領」が存分に発揮されているとは言えない。環境によっては動作が著しく
異なるという「近接場光らしさ」が生きるようなアーキテクチャは有り得ないか？ 
単細胞生物である粘菌の示す時空間ダイナミクスを活用する粘菌コンピューティングと

いう概念がある。我々は、粘菌が示す嫌光性と近接場光を介したエネルギー移動の類似性
を見出し、近接場光の確率的時空間ダイナミクスを用いた解探索[20]を示し、さらに意思決
定[21]を実証した。局所環境に依存して近接場光エネルギー移動が確率的に異なることが、
解探索や意思決定の鍵となっている。 
この原理に関しては、量子力学に基づいた運動方程式によって素過程を分析することは

可能だが[22]、それだけではシステム全体の構造は見出しがたい。ここでは、圏論的見方が
提供する考え方やその帰結を重視しながら、文献[5]及び[8]から下記の 2 個の側面をハイラ
イトしたい。 
（1）短完全列時間（Short-exact-sequence-based time） 

2 節で紹介したコホモロジーの長系列を産み出すには、複体の間が短完全列として規定さ
れなければならない。逆に言えば、複体の間が短完全列でなければ、コホモロジーの長系
列が生じず、したがって、全体としての局所環境の間の秩序とでも言うべき特徴ある事態
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が形成されないことになる。物理的直感に即した比喩としては、系の安定状態が形成され
る前に次の操作を行ってしまっては、本来まとまるべきものも収束しないといった様相に
対応する。 
実際、近接場光を用いた解探索システムにおいて、系の更新速度を過剰に速くすると、

解探索が実現しないことが示されている[8]（図 1(b)）。このような考察から、我々は、短
完 全 列 の 成 立 を 規 範 と し た 新 た な 時 間 概 念 と し て 「 短 完 全 列 時 間
（Short-exact-sequence-based time）」を提唱した[8]。短完全列の不成立が問題を来す具体
例は現実界に広く見られる。例えば、バーチャルリアリティ（Virtual reality）において、
装着装置における信号の遅延（レイテンシ）によっては人間の感覚運動系に不調が生じる
が（VR 酔いなどと呼ばれる）、これなどは短完全列時間の考え方で整理することが可能だ
ろう。 
 

 
 

図 1 (a) 複体の短完全列とそこから生じるコホモロジーの長系列。短完全列を
成立させるだけの時間を「短完全列時間」と名付ける。(b) 短完全列時間
の重要性を示す事例。近接場光を用いた解探索システムにおいてシステム
の更新速度を過剰に速くすると正解への到達率が著しく劣化する。 

 
（2）8 面体図式（Octahedral structure） 
三角圏（Triangulated category）と呼ばれる圏の公理のひとつとして知られている 8 面体

図式（Octahedral structure）は、様々なシステムの動作原理の理解に極めて示唆的である。
（三角圏の詳細は[23]、[24]などを参照されたい。）8 面体図式では、8 面体の頂点に対応し
た 6 個のオブジェクト(P, Q, X, Y, M, F)があり、これらのオブジェクトの間に図 2(a)のよう
な様相で射が存在する。8 面体の 8 個の面は三角形だが、このうち 4 個の面において、3 個
の頂点をループする射の連鎖がある。たとえばB1で示されるループではMからQへの射、
さらに Q から Y への射、さらにその後で波線で書かれた Y から M への射（特性射）へ繋が
る。M への特性射は「次のステップ」の M（これを M[1]と書く）への射を意味している。
M[1]は Q[1]へ繋がる。このようにして B1 のループは時間発展する紐（Braid）
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[1]M Q Y M→ → → と見なせる。このような紐が 4 個のループに対応して 4 本存在し、
これらが 8 面体図式で規定される関係で相互に作用しながら時間発展する。組み紐構造
(Braid structure)と呼ばれる[25](図 2(b))。 
このような構造の存在を知るだけで、前述の光を用いた意思決定や解探索の背景にある構

造が見えてくる。例えば、意思決定とは可能な選択肢からのチョイス（P）とそこから得ら
れる利益（Q）の関連、すなわちP Q→ という単純な構図で捉えるのではなく、P、Q 以外
にあと 4 個のオブジェクトが背後に存在し、それらが絡み合いながら展開する過程と捉え
ることが可能であることを示唆する。実際、我々は単一光子を用いた意思決定を 8 面体図
式により定式化し、組み紐が解かれる様子を定量的に評価した[5]。解探索に関しても同様
に 8 面体図式により背後の構造を議論することができる[8]。さらに、8 面体図式はコホモ
ロジーの次元を順次下げていく Mayer-Vietoris 完全系列と関連がある[25]。これは、局所
環境の元々は不可知だった部分が適当な操作によって段階的に解明できることを意味して
いる。実際、我々は 64 台の報酬不明なスロットマシンから最も当たる台を見つける問題（多
本腕バンディット問題）をレーザーカオス時系列によって効率的に解くことに成功してい
るが[26]、その根底は Mayer-Vietoris 完全系列によってコホモロジーを取り込んでいくこ
と[5, 25]として基礎付けられる。 
また 8 面体図式から読み取れる意思決定の局所環境依存という見方に端を発して、人間の

意思決定において知られている「選択による選好の偏り」（Choice-induced preference 
change/Choice-based learning）を説明するモデルとして、局所リザーバー（Local reservoir）
を提案し、局所リザーバーのサイズによって選好の偏りが生じることを示し、実験との整
合性、さらには人間に限らず物理系においても局所リザーバーに相当するメカニズムが存
在するときには選好の偏りが生じることを示した[7]。このような考え方に圏論的着想なし
で到達することは困難と思われる。 
さらに Kubota らはこのような議論を数物系・工学系の分野を飛び越える形で展開し、「ア

ート作品」と「鑑賞者」の関連を三角圏の図式に即して議論している[27]。これによって鑑
賞者を取り巻く社会環境や価値基準との関わりが明確化され、美学分野に新たな知見を与
えている。 

 

 
図 2 三角圏の 8 面体図式(a)と組み紐構造(b) 

 
4．自然変換の実践的探求 

前節までの光を用いたシステムの議論とは様相が全く変わるようにも感じられるかもし
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れないが、本節では圏論をロボティクスに応用する[9]。ただし、対象とするのは柔らかい
媒体からなる「ソフトロボット」である。例えば、微粒子（実際には驚くことにコーヒー
豆である）を詰め込んだゴム状の袋をエンドエフェクタの先端に設置したユニバーサルグ
リッパー[28]と呼ばれるソフトロボットは、把持対象が如何なる形状であれ、およそミスす
ることなく掴み取ることができる。ソフトロボットは柔らかい媒体を構成する極めて多く
の自由度からなり、その点で、前節において論じた無限自由度系としての光との繋がりが
ある。同様のタスクを従来の固いロボット（ハードロボット）で実現するには、ロボット
の個々の関節を把持対象の形状等に応じて精緻に制御することが不可欠である。 
従来のハードロボットの理論については、古典制御理論、現代制御理論、モデルベース

制御理論などが整備され、システムアーキテクチャについても様々な研究がなされている。
これに対し、ソフトロボットは柔らかな媒体からなり、その構成要素の個別の厳密な統制
はおよそ不可能であり―いわば自然系に機能の一部をアウトソースしている―、ソフトロ
ボットの特徴を反映した理論的枠組みはほとんど開拓されていない。 
そこで我々は圏論のコア概念とも言える自然変換（Natural transformation）を用いて、

ユニバーサルグリッパーを例題にソフトロボットの特徴付けを示した。ハードロボットで
は「対象を把持する」という目標（あるいは結果）とロボットの姿勢や軌道―謂わばロボ
ットの状態―は毎回ほぼ1対1に対応する。「対象の把持」と「ロボット」が同型（isomorphic）
である（図 3(a)）。したがってロボットの自由度の精密な制御が不可欠である。 
これに対しユニバーサルグリーパーでは、グリッパー内部の微粒子の配列―ソフトロボ

ットの状態―は自律的に形成されまた毎回異なると考えるべきだが、それでもなお対象の
把持は同様に達成される。しかも、対象の形状が異なっても把持という目標は微粒子の自
律的な再配列によって達成される。このような機能構造の特徴づけには、個別要素の厳密
な措定を必要とする「同型」の概念は現実的に適応困難である。微粒子の不均一性や自律
的再配列などを含めた多様な状態が「掴む」という事象と対応することを特徴づけなけれ
ばならない。 
ここに自然変換が威力を発揮する。掴むという事象に対して多様な実現形態が存在する

が、その実現形態の出現を関手（Functor）―圏を別の圏に移す射―によって表せば、ソフ
トロボットとは、出現形態の間の遷移―すなわち関手と関手の間の遷移―を適度に許すこ
とに相当する。関手の間の関連は自然変換と呼ばれる。さらに圏と圏の間の本質的な同一
性を示す「圏同値」（Categorical equivalence）によってユニバーサルグリッパーにおける把
持が特徴付けられる（図 3(b)）。ハードロボットにおける把持が「同型」に基づいたことと
の際だった違いに注目されたい。文献[9]では、自然変換を用いた議論を展開するために、
状態をオブジェクト、状態間の遷移を射としたモビリティの圏（Category of mobility）を定
義している。また微粒子の配列のモデルを数値的に構築し、対象のスケールを反映した自
律的遷移が生じることや、微粒子の寸法が過剰に小さいときには可能な状態遷移が極めて
大きくなり定常的状態への収束に時間を要することが示されている。このような考察も圏
論的着想なしに到達することは困難だと思われる。 
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図 3 ハードロボットとソフトロボットの数学的基本構造の違い。(a) ハードロ
ボットは「同型」、(b) ソフトロボットは自然変換を介した「圏同値」で特
徴付けられる。 

 

5．今後の情報システムへの示唆の一端 

情報科学と圏論に関連については論理やプログラミングにおいて伝統的に深く研究が進
展している[3, 29]。2 節～4 節で概観した光システムやロボティクスと圏論の繋がりの考察
からも垣間見えるように、従来の論理やプログラミングに限らず、情報システムの広い範
囲と圏論の繋がりが伺える。そこで本節では、これまでの考察を参照しながら、今後、潜
在的に圏論の応用が期待できる展開例を議論したい。 
まず、計測システム全般において圏論的見方は示唆的である。2 節で短完全列の成立の重

要性に触れたが、計測における精度や安定性、計測器周囲の環境への依存性などの議論に
直結する。さらに、単なる精度の問題を超え、質的な側面からも圏論の示唆は大きい。単
純だが体重計を例に取る。被測定物である人間の重量や足の寸法は、人間である以上ある
一定の範囲に収まっているが、体重計設計者はこの事実を自明の（あるいは暗黙の）前提
として機器を設計している。人間ではなく、極めて小さな物体、あるいは非常に重い物体
を測る場合には全く別の仕様が求められる。このように、計測には時として陽には認識さ
れないこともあるそもそもの意図（インテンション）が存在し、そこまで明確に含めたシ
ステムの重要性を石川らは「インテンショナルセンシング」として極めて早い時期に提唱
した[30]。インテンションまで含めたシステムは、人工知能による自律的な認識や行動が問
われる今後の時代にあって重要性が益々高まると思われる。2 節で議論された短完全列
0 0A B C→ → → → において、インテンションは Aに対応し、どのような価値基準で出
力 C を得るかに相当する。あるいはインテンション A によって意味のある C が得られない
ことはコホモロジーの存在を意味しており、追加的な措置が不可欠であることが明示され、
例えば前出の Mayer-Vietoris 完全系列を用いるような展開の必要が明確に分かる。 
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また、自然変換によるソフトロボットの物体把持の構造の議論にもインテンションが関
わっている。先の 4 節での議論では、圏同値に基づき、物体の把持が実現される範囲では、
ユニバーサルグリッパーにおける異なる微粒子の配列は同一と見なされる。しかし、「単な
る物体把持」ではなく、「消費エネルギーが最小になるような物体把持」、「見た目が美しい
物体把持」などと価値基準を変更すれば、自然変換が許容する関手の射の範囲（すなわち
圏同値の内容）が自ずと変わってくる。 
また、センシングに関しては、個々のセンサで認識できる物量は限られることから（単

一のセンサによって扱えるコホモロジーは限られるとも言い換えられる）、多数のセンサを
合わせることで全体として高度な認識行動システムを実現することを指向した「センサフ
ュージョン」という概念が広く使われるようになっている[31]。センサフュージョンにおけ
るデータの合成については、「複合」、「統合」、「融合」、「連合」という 4 つの類型が知られ
ている[30]。「複合」とは複数個の相互に関連のないデータを合わせること、「統合」は積が
形成されること、「融合」は相互の関係から情報を引き出すこと、「連合」は相互の関連を
形成することに相当する。これらのセンサフュージョンの 4 類型は全て関係性を基礎とす
る内容であり、圏論における諸概念を用いた数学的な整理、さらには類型の統制などが可
能になることが期待される。 
コンピューティングに関しては半導体集積回路の持続的発展を支えてきたムーアの法則

の限界が強く認識されるようになり、電子移動に限らない新たな原理やアーキテクチャの
創成の必要が叫ばれるようになった[32]。2 節、3 節における光を用いた情報機能の構築も
その文脈に位置づけることもできる。このような先進的原理や技術を受けた流れでもあり、
また省エネルギー性能の重要性の高まりから、計算や記憶のエラーを許容する Approximate 
Computing（近似計算）と呼ばれる新たな考え方が興隆し注目を集めている[33, 34]。ただ
し、著者の認識では、Approximate Computing は現状では個別の事象における経験データ
に基づいた取り組みであり、誤りを積極的に許容した計算という根本的特徴を基礎付ける
理論は構築されていないように見える。自然変換は、骨格となる構造を保ちながらも適当
な範囲でその骨格からのずれを許容することを表現しており、Approximate Computing の
理論的基礎になる可能性はあるのではなかろうか。 
 
6．まとめ 
圏論的着想に基づいて、光を中心とした機能システムの構造理解、分析、デザイン、数

学的基礎付けを指向した研究について、背景にある課題意識や圏論的アプローチの主な側
面を概説した。また、センシングシステムや Approximate Computing など、今後益々高度
化する情報通信技術における重要なシステムの一角を例に取り、圏論的アプローチの可能
性を簡単に論じた。本稿では数学的な議論における前提（例えば核（Kernel）などの概念の
成立の基盤としてアーベル圏を仮定していることなど）を大きく割愛している。ただし、
応用システムの観点からは、数学的厳密性を堅持することよりも、圏論にインスパイア（啓
発）されることでそれまで見えなかった観点が浮かび上がり、そこから新たな可能性が拓
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かれることに優先的な価値があると考える。この見方からは、圏論以外にも、現代数学に
は応用の立場から見て実に示唆的な理論が満ち溢れている。今後、圏論応用という言葉で
は収まりきらないような新たな学術領域が拓かれることも期待したい。 
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