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1．は　じ　め　に

自然現象が極めて複雑な要素の集まりから成り立って
いることは，例えばコップの水をテーブルの上にこぼし
たときに，広がった水の様子がどんなに多様であるかを
見ればわかる．その模様を眺めて「美しい，涼しげだ，
困った，パソコンがぬれる，早く拭かなくては」などと
思う私達の評価や判断は，水がこぼれて広がる複雑で多
様な物理過程を決める膨大な数のパラメータとは異次元
の自分勝手なものだ．その評価や判断もまた，身体およ
び心の状態と環境要件など，複雑極まりない要素を含む
過程から生じるわけだが，こぼれた水の動きに密接に関
係している．テーブル表面の凸凹や素材の性質と水の複
雑な分子運動および多様な環境条件の相互関係から生じ
た複雑な物理過程が，私達の「美しい」や「困った」と
関係するのだから，もはや通常の数学や物理学の論理に
基づいて「水」と「私」を合成系として扱うことは不可
能に思われる．ところが，現代数学を代表するツールで
ある圏論に頼れば，「水がこぼれたこと」と「美しいと
感じること」の間を矢印で結んで，宇宙全体のダイナミ
クスまで包括するような見事さと，関係性を極限まで精
査する緻密さをもって，現象の本質を見事に記述するこ
とができる．そればかりか，現象に関与する曖昧さや不
確実性も，「何をもって物事を同じと見るか」という判
断基準の精密な考察と，「どんな型の特異性が非自明な
物事を支配しているか」という幾何学構造の分析に基づ
いて精密に評価され，異次元に見える物事の関係性を「圏
論における随伴性のもとに理解」することが可能になる 

[堀 16, Kubota 17, マックレーン 92, 西郷 18b]．現代数
学の進歩は，普通に計算することをはるかに超えて，自
然界の複雑さを数物構造として理解し存分に活用するこ
とを可能にしている [イヴァセン 97, マックレーン 12]．
そこから，知的情報処理と呼べる，複雑で非自明な機能
の創生が導かれる．
自然知能は，「自然界の複雑な現象」の構造と「私達

が解決したい問題」の構造を，物理的な考察と数学の力
で関係付ける「合成系」を構築し，そのダイナミクスの
随伴性に基づいて「自然界が提示する」物事と「私達が
求める」物事を「自然な対応関係の構築」に導くことで「問
題を解く」というような，自然界のダイナミクスに依拠
する知的活動支援ツールを創出する新たな発想である 

[堀 16, Naruse 18a, 西郷 18b]．圏論的表現では，あっ
さりと「自然変換に基づく知能」といえるだろう．この
特集では，圏論の基礎や多様な物理現象の数学的解釈に
基づく自然知能の実装例が紹介されるので，本稿では「自
然知能とは何か」という基本概念と実装技術の根底にあ
るコンセプトについて概説する．

2．知能とはどのようなことか

自然知能を考えるにあたり，最初に，自然現象におい
て「知能と呼べるような物事」はどのようなものかを大
まかに設定しよう．ボールを空に向かって投げたと考え
よう．初等的な物理学では，さまざまな省察のもとに，
ボールは初速度と初期位置に応じて地球の重力のもとに
「自明な運動」を続けるので，その軌跡を正確に計算す
ることができるとされる．投げ方を少しずつ変えると，
軌跡は変化に応じて連続的に移り変わるものと考えられ
る．ところが実際に複雑な環境の中でボールを投げると，
たまたま突き出ていた木の枝にボールが当たったりし
て，ボールは「非自明な運動」をすることになり，その
ときどきの「環境条件の設定」とボールを「見る人との
関係」に応じて，「あちら」に跳ねたり「こちら」に跳
ねたりするだろう．そのままでは自然な現象だが，ボー
ルを見る人が，例えば「あちら」なら「ああしよう」，「こ
ちら」なら「こうしよう」などと，「あちら」と「こちら」
に別の意味付けをすると，「非自明な運動」は「ある価
値判断」に結び付く．図 1のように，自然に起きる「非
自明な物事」に「価値判断」を結び付けることは，「知
能と呼べるような物事」の基本と考えられる．
その基本を構成する数物構造を考えてみよう．ボール
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の投げ方を連続的に変えられるのは，自明な場合と同じ
だが，木の枝の形や硬さなど環境系の複雑な条件設定の
中に，ボールを「あちら」か「こちら」に弾き飛ばす，
見る人からは検知できない「特異性」が潜んでいる．物
事を「あちら」と「こちら」に振り分けるような構造は，
幾何学では「サドル」と呼ばれる．自然現象は「あちら」
も「こちら」も選び得るので，対称性をもつ系であると
表現され，どちらかが選ばれたら対称性が破れた世界
となる．このような特異性に対して，「ボールを見る人」
は勝手な価値観に基づいて，ボールの動きが示した「あ
ちら」と「こちら」に対して価値の次元での「向き付け」
を与える．この「知能の基本構造」を「現象を覆う価値
の空間（被覆空間）での特異性の向き付け」と一気に言っ
ておこう．物理現象に選択肢が存在し，それに誰かの価
値観が付与されることが自然知能の基本である．
ここで，実際にボールを投げなくても，計算機シミュ

レーションで取り扱うことが思い浮かぶ．ところが，実
際にボールを投げたときには「自然」に，ボールの表面
の微妙な凸凹に応じた空気の乱流，木の枝の微妙な形状
と樹皮の様子，木が生えている地盤の固さ，地球が太陽
の周りを公転しつつ自転していることなど，広義に「揺
らぎ」と呼ばれるような，あらゆる「本物の世界」で起
きる非自明な物事がすべて取り込まれている．自然界を
利用する大きなメリットは，そのような「複雑な物事」
でありながら，「何をもって物事を同じと見るか」，「ど
んな型の特異性が非自明な物事を支配しているか」とい
う省察を行い，「価値観」に基づいて「特異性を束ねる」
ことで，自然現象と価値判断を結び付ける構造を「随伴
性のもとに構築」できるところにある．それはなぜかと
いうと，複雑な自然現象を「こうしたとき」には「こう

なる」と分解する方法は数多くあるが，それを「こうなる」
のは「こうしたとき」であると束ねる方法は，緻密に設
定された問題であれば一通りしかないからだ．把握でき
ない要因が数多くあるときには，すべてを計算しようと
するよりも，自然現象を用いて「こうなる」ように「やっ
てみる」ほうが早いということになるだろう．
基本をボールの運動に基づいて考えたが，本特集では

もっと複雑な例として，光子の量子揺らぎ，水中のタコ
足の複雑な動きや，餌を求めて光を嫌うアメーバ状粘菌
の行動，カオス，メゾスコピック物理現象など，多様な
自然現象を利用した知能の実装例が紹介されている．

3．自然知能の幾何学的な理解

複雑な問題の理解には，モデル図を描いて考えるこ
とが有用である．非自明さをもつ複雑な自然現象に対し
て，それを制御できるパラメータの空間を平面として見
る．その現象が結果として示す物事を数値化したものと
して，平面に垂直な方向に結果の次元を貼り付ける．こ
の空間で，パラメータを連続的に変えながら，結果が変
わる様子をたどっていく．現象が特異性を含んだもので
あると，同じパラメータでもたどり方によって値が異な
る状態，すなわち多価性が生じる．パラメータ空間をど
のように動いたら値が大きい方向に進めるかは，このよ
うな「結果の次元」を取り入れた空間，あるいは結果に
被覆されたパラメータ空間における，特異性の周りの物
事の接続関係に基づいて探索する必要がある．

このような空間全体が見えるのであれば，「特異性の
型」を判別するのに特に工夫もいらないだろうが，そう
はいかない状況でできることは，パラメータを部分的に
動かし，断片的な結果を取得しながら，被覆空間の接続
構造を探ることだ．図 1に示したらせん階段のような特
異性をもつ簡単な構造の場合には，値の大きい方向に対
してらせんが右巻きか左巻きかが「特異性の型」となる．

図 1　非自明な運動と結果の向き付けによる特異性の評価

図 2　被覆空間における接続構造から特異性の型を探る
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らせん階段は局所的なものだから，例えば，何階層もあ
る建物のような構造に，階層間を，1階と 4階，2階と
4階，3階から 5階までなどと任意につなぐ右巻きや左
巻きのらせん階段が，乱雑に配置されていると考えてみ
よう．一番下から一番上までどんな経路をたどったら早
く登れるかという問題を出されたら，かなり大変なこと
になる．多価性をもつ空間だから，作業を効率良くやら
ないと特異性の型を決めるまでに大変な時間を費やして
しまい，その間に複雑な環境条件が移り変わり，問題そ
のものが変化してしまうことにもなるだろう．
局所的な特異性と大域的な接続性の関係についてさら

に理解を深め複雑な問題を柔軟に取り扱うために，被覆
空間に代えて層という概念が用いられ，特異性の一層精
密な分類がなされる [イヴァセン 97]．ここでは，被覆
空間の理解にとどめ，断片的な接続情報に基づいて「特
異性の型」を分析する戦略を概観しよう．
特異性を見抜く戦略は，代数的位相幾何学が教えてく

れる [フルトン 12]．図 3のように，パラメータ空間を
それぞれ連続的に探索する能力をもった異なる二つのシ
ステム Pと Qを用意する．Pと Qがパラメータ空間で
重なり合う，あるいはパラメータを共有するように結び
付けることは，Pと Qとが合成系を構築することを意味
する．

もし，重なり合った領域に特異性が割り込んでいると，
Pと Qは特異性を避けて輪のように手をつないだ格好
になる．注目する系を含む全世界Wを想定し，図 4の
ように，Pを除くすべてW\Pと，Qを除くすべてW\Q
をつくり，その関係を調べる．まず（W\P）∩（W\Q）
をつくると，Pと Qが囲い込んだ内側の部分と，Pと Q

の外側の部分に世界全体が分断され，囲い込んだ部分に
ある特異性は他の特異性から識別される．次に（W\P）
∪（W\Q）をつくると，図のように Pと Qが合成系と
して重なり合う二つの部分が全世界から識別され，二つ
の穴の開いた部分の被覆空間に記された結果の値を比べ

ると，その差から（W\P）∩（W\Q）で識別した特異性が
どんな型であるかを特定することができる．合成系をど
う実現するかという問題は後回しにして，もう少し理論
的な考察を進めよう．

4．世界から関係を取り出すこと

実は，ここで用いた「～を除くすべて」ということが，
大変重要な意味をもち，また自然界の現象を利用するこ
との根拠となる．唐突ではあるが，例えば，Pを具体的
に動物のゾウの集まりとしよう．ゾウだけの集まりなの
で，Pの中だけ見ると，それぞれのゾウが大きさ，牙の
長さ，耳の大きさなど，さまざまな尺度において「異なる」
ことばかりが気になるはずだ．それではゾウとは何だろ
うかと考えると，ゾウは「ゾウではないものから区別さ
れるもの」だという見方にたどり着く．ゾウのさまざま
な性質に応じてゼロでない多様な値をとる関数を考えて
みると，関数の値がゼロとなる「ゾウでないもの」が「ゾ
ウであること」の変数の領域を決め，それが大きさの違
うゾウも牙が長いゾウもひとくくりにした「ゾウ」とい
う対象を指定する基礎となる．世界全体から「ゾウを除
くすべて」は，ゾウに対する環境を意味し，数学ではゾ
ウの台（support）と呼ばれ，またゾウであることに関す
る「同じさ（sameness）」を圏論的に指定する「ゾウの
ゼロ」となる．このように「～を除くすべて」が「何をもっ
て物事を同じと見るか」を決めることが明確になったの
で，次に，ゾウ Pと何か他の物事 Qとの関係性を考察
しよう．Pと Qはそれぞれ異なるゼロをもつ．Pと Q

それぞれの対象の中で起こる物事は同じとみなされるの
で，何か非自明な関係をもたらす物事が起こるとすれば，
それは，二つの対象の外側にあるもの，すなわち環境系
から取り込まれた特異性によることがわかるだろう．
さらに重要なことは，実際のゾウは全世界の内に存在
するものだから，その環境を切り取った「ゾウ」はゾウ

図 3　特異性を囲い込むことで生じる価値の多価性

図 4　囲い込んだ特異性の分離と型の評価
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に関わる多様な物事をすっかり省略してしまったもの
で，実際のゾウとはかけ離れた概念的なものになる．た
だし，そこに「ゾウのゼロ」を添えておけば，そのゼロ
が省略のすべてを記録しているので，実際のゾウを表し
ていることになる．取り出したゾウに何かを施して，そ
れがどのように振る舞うかを調べたいとすると，省略さ
れた世界の中では本当の展開は実現せず，もとの全世界，
つまり「ゾウのゼロ」が全世界に「拡大」された「本来
の世界」に戻してその様子を観察し，その後にまた省略
をして特異性を取り込んで変化した「ゾウ」という概念
と新たな「ゾウのゼロ」を構成しなくてはならない．こ
れが，この特集で話題にしている，「自然界に見いださ
れる数物構造を利用すること」の重要なポイントである．
全世界から概念的な Pと Qを取り出す操作は，図 5

のように表現できる．本物の全世界と，私達が知覚する
世界とを行き来することで，本稿で考察する「知能と呼
べる物事」が創発される．このような行き来は，超準解
析という数学でウルトラフィルタと呼ばれる操作に対応
する [デービス 82]．数理論理を構成するのに必要なす
べての数を集めた世界は，私達が数として取り扱うこと
が困難な「標準的な数を超えた」超準数の世界を包含す
る．そこを行き来して，解析学が見事に代数的に定義さ
れる．そのような自然界から「取り出したり戻したり」
を繰り返しながら，複雑な物事に関与する特異性を解き
ほぐしていくのが自然知能である．

ここで，ある「対象」とその「対象を除くすべて」は，
全世界の中で調和しているとともに，「互いに相対的に
他方を見る」ことに注意したい．「非自明さを取り込み
つつ発展する物事」は，「変わりゆく同じさの基準」によっ
て「アイデンティティー」を保持しつつ，それが切り取
られた世界を相対的な基準として概念化され表現されな
ければならない．「自然界に計算を任せる」ということは，
このような極めて一般的な相対性と揺らぎを取り込んだ
うえでの試行に基づいて，「これから起きる非自明なこ
と」に関わる特異性の型を特定することである．

5．自然知能構成の基礎

自然知能の基本を書き表すために，圏論的な図式が
有用である．圏論とはどのようなものかは西郷氏の記事
[西郷 18b]で概説される．数学に必要な緻密さは，ここ
では自然界の全体性に頼って省略し，イメージづくりに
徹する．
物事には，まず要因なるもの Aがあるだろうと考える．

要因が自然界において環境系のもとに拡大され，複雑多
様かつ非自明な物事 Bが起きる．起きた物事を「要因に
基づく同じさの基準」で整理すると，現象の分類ができ
る．必要なら，例えば Aをさまざまな動物の要因と考え
てみよう．要因は自然界の中で拡大され，実際の動物達
が生活する世界 Bを生み出す．世界全体を動物達の要因
の「同じさ」を定めて整理してみると，そこにはイヌや
ネコやゾウなどの動物達の分類空間が構成される．実は，
私達の知覚は「分類された結果」にあり，「世界そのも
の B」やその「物事の要因 A」は直接には把握できない．
そこで最初に仮定された要因は，私達が世界の分類に用
いた結果から推察すべきものとなる．

圏論では，拡大と分類の連鎖を，矢印でつないだ図
式で 0→ A→ B→ C→ 0と書く．矢印は，構造を保つ
関係性すなわち準同型（homomorphism）の意味をも
ち「射」と呼ばれる．A, B, C，は対象（object）と呼ば
れ，射の始点となる対象を domain，終点となる対象を
co-domainと呼ぶ．対象は性質を明記された「物事を入
れる器」であり，具体的に何が入る器かは議論せず，器
の性質の間の関係と，そこで引き継がれる構造に焦点
を絞るのが圏論の画期的な強みである．圏論の意味で
A→ Bが単射，B→ Cが全射になっているとき，短完全
列であるといわれる．包含関係的に図 6のように描いて
おくとわかりやすいだろう．ここで，C＝B/Aで，Aの
「同じさ」で現象 Bを整理した商の意味をもつ．Aに，
Bを整理するためには何か足りない要因があるとき，そ
れを付け足せば短完全列が構成できる．付け足されたも

図 5　世界から関係を取り出すウルトラフィルタ

図 6　短完全列と切断およびコホモロジー
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のはコホモロジーと呼ばれる．コホモロジーは非自明さ
の原因となる特異性が取り込まれたことを表現する．こ
こで図式に書かれた左右の 0は，それぞれ Aと Cを決
める基準となる「～を除くすべて」である．ところで，
私達があることを観測しようと思っても，自然界がそう
いう要因で動いているのでなければ，現象の分類を行う
ことも要因を名付けることもできない．観測による要因
の特定ができるかどうかを試すには，射 f：B→ Cに対
して切断と呼ばれる射 s：C→ Bで f・s＝ 1となるもの
が存在するかどうかを確かめることが必要となる．切断
が存在すれば，矢印を逆向きにしても短完全列となり，
要因の分類が可能になる．そのような関係が構築される
ように系をうまく調整することが，自然知能構成の戦略
である．

矢印で表された射は，ある構造を写す関係性を構築
する動きが完結したことを意味するが，どのような場合
にそのような「物事が起きた」といえるかが物理的に
は気になるだろう．図 7のように，射に対して対象と
射を組にした核（kernel）と余核（co-kernel）が定義
される．核は，それ以前の物事はすべて核を通じて射の
始点となる対象（domain）と関係すること，余核はそ
れ以後の物事はすべて余核を通じて射の終点となる対象
（co-domain）と関係することを意味する．そこから核の
余核である像（image）と余核の核である余像（co-image）
を定義すると，核→対象→余像の関係は短完全列となる．
余像と像が同型になる場合に，射で結ばれた図式は完全
（exact）であるといわれる [イヴァセン 97]．説明は省く
が，この条件は物理的に見ると，非平衡開放系において
局所的な動的平衡が確立し，系全体が流れながら準定常
になることであると解釈できる．例えば，水の流れは変
わっても同じ川だと認められる状態にあるということで
ある．ここで，局所を平衡させるために必要な諸条件に
は，固有の癖があると考えておくべきである．意思決定
においては，局所平衡過程がもつ固有の性質を「意思」
や「好み」の現れと見ることができる．

準備が整ったところで，自然知能構築の戦略に進もう．
ある「複雑な現象」と「解析が極めて複雑な問題」がセッ
トになって手元にあるとする．それぞれに先に説明した
短完全列を対応させて，「どのような分類空間を用意し
たら，要因を分析したことになるのか」という課題を考
える．これは，「こうしたときには」，「こうなる」が数
多くある中で，「こうなるのは」，「どういうときか」を
選び出す方法を見つけよという，困難な問題に直面した
状況である．このとき，適当なインタフェースを構築し
て両者の合成系を構成し，一方の系において，要因はわ
からないがあるパラメータを調整したら「こうなった」
という結果を出す．この結果に基づいて，もう一方の系
の自然に起きる複雑な過程を決める要因を指定するある
パラメータを調節するように仕組んでおく．この仕組み
では，パラメータによってどのように要因が設定されて
いるのかはわからないが，そちらの系から「こうなった」
という結果が出たら，その結果で今度は元の系の要因を
指定するパラメータを調整し，今度はそちらから「こう
なった」との結果が得られるようにしておく．もし両者
が，このような調整の過程で随伴と呼ばれる状況を構築
できたとすると，両者の特異性の型が一致したものとみ
なすことができる．そのときの両者の「こうなった」は，
最初に説明に用いたような，「あちら」に跳ねたら「あ
あしよう」，「こちら」に跳ねたら「こうしよう」という
ような，全く異なる物事の関係性をある価値観に基づい
て構築することに利用できる．成瀬氏の「単一光子意思
決定装置」で説明される内容に沿うならば，単一光子が
「あちら」で観測されたか「こちら」で観測されたかを，
2台のスロットマシンのうちどちらを選ぶかに対応させ，
その結果「コインが出た」か「コインが出なかった」に
応じて偏光板を調節して単一光子の分岐過程を変化さ
せ，「あちら」か「こちら」かを「よりコインが出やす
いほう」，「よりコインが出にくいほう」に対応させると
いうことになる [Naruse 15, Naruse 17, 成瀬 18b]．
随伴の数理については西郷氏の記事 [西郷 18b]の文献

などを，ストラテジーの実例は成瀬氏の記事 [成瀬 18b]

を見ていただくことにして，本稿では，このような随
伴が構築される過程が「圏論の公理」に沿ったもので

図 7　圏による現象の表現と射の基本的分解

図 8　三角圏（導来圏）の八面体公理
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あることを大まかに説明しよう．それは，八面体公理
（octahedron axiom）と呼ばれる大変美しく強力な公理
である．ここで「大まかに」というのは，それがどのよ
うな数学的な内容のもとに成り立つかを緻密に確認する
作業が別途必要であるという意味であることを了解いた
だきたい．図 8に示す八面体公理は，今のところ最も一
般的な形で公理化された，圏論的にコホモロジーを捉え
るための図式である．合成系を考えたり，それを分離し
たりする過程からなる「分析と総合の連鎖」を表す公理
である．

6．自然知能の基本構成

私達もある意味で自然知能であるから，どこかで本物
とつながっているので，これに頼って数学的詳細は思い
切って省略し，八面体公理の図式を眺め解釈することで，
自然知能の構造を大まかにイメージしよう．

まず，図 9のように，「こうすれば」を生み出すダイ
ナミクスをもつ Pと，「こうなる」という結果を開示す
る Qから合成された系のある様相M⊂ P⊕ Qを考え
る．Mは，全世界の中で合成系であることを保ったまま
変化していくので，これを自己射 1Mで表す．Pと Qが
ある関係にある状態を X⊂P⊗Qとする．状態 Xに依
存したダイナミクスとして，Pで「こうする」が選ばれ
ると，合成系の状態と性質の兼合いに応じて Qでは「こ
うなった」という結果が提示される．八面体公理の図式
で積 P⊗Qが分解される形を見ると，通常考えるように
「こうすれば：P」が「こうなる：Q」というよりも，関
係性をもつ状態 P⊗Qが Pと Qに分解されることであ
ると見るのが重要だとわかるだろう．分解する方法は数
多く存在するので，これらは積閉系と呼んで同じである
と見る [イヴァセン 97]．その一つを見えない要因のも
とに選ぶことは，本質的に「揺らぎ」という確率的な側
面を含む．ここで「価値観を提示」する誰かを「観測者」
としよう．観測者は，前に議論した被覆空間を思い描い

て，結果と選択の局所的な関係を「こうなる：Q」のは
「こうしたとき：P」であると認識し，それを余積と呼ば
れる対象 Y⊂ P⊕ Qがそのような性質をもつ合成系で
あると理解する．建物のらせん階段の例では，理解した
性質から「上に登るのが良い」という価値観に基づいて，
「こうすれば：P」が次の試行で選択されるように，Fを
決めるパラメータを調整することができる．このような
試行を繰り返すうちに，合成系の性質に基づいて系の状
態を変えつつ，特異性の型を特定していくことが可能と
なる．
次の試行において X→ Pが決まる要因となる Fは，Y

⊂ P⊕ Qを Qで約した商，Y/Q，すなわち Q→ Yの余
核に対応する．Fにまだ分類すべき内容が残っていれば，
さらに試行を重ねて特異性の型を決める必要がある．

Gは次の結果 X→ Qを決める要因，すなわち X→ Q

の核に対応する．図 9の関係から必然的に生じる関係を
すべて書き足すと，図 8の八面体公理の図式が完成する．
図 8の波線で描かれた射は，次のステップに続くことを
意味し，後述する連結射に対応する．物事はこのように
起き，非自明な関係性の謎が解かれていくというこの図
式は，自然知能構築の基本的な設計図である．
ここで，「ある物事」が「私」そのもので，外界から

特異性を取り込んで非自明に発展していく様子を考えて
みよう．後述する導来圏の考え方に基づいて，「私」とは，
「このようになる：Q」という将来展開を意図しつつ，そ
こに来歴を投影して「こうすれば：P」を選択する合成
系M⊂ P⊕ Q，すなわち「来歴」と「将来展開」の合
成系として機能する存在であることがわかるだろう．
さらに，ダイナミクスとその表現の観点から再び八面

体公理を眺めると，四項図式という重要な現象の本質的
理解が得られる [小嶋 13]．「こうすれば」に対応する P

で選択されたダイナミクスは機能を生じる根本だが，そ
もそも「なぜこうしたいのか」は生命力の起源のよう
なもので説明を与えることが困難である．八面体公理を
眺めると，「ダイナミクス（dynamics）P」を「合成系
の性質（algebra）Yと置かれた状態（state）Xとのや
り取りを駆動し，特異性を巻き込むことを通じて結果
（spectrum）Qを開示する働き」と見ることができる．
こうして，ダイナミクスを四角形の可換図式の他の三つ
の要素の組（X, Y, Q）で表現することが可能になる．状
態がダイナミクス Pを選ぶことに対応して，結果 Qの
スペクトルがどんな性質 Yを発現したかを指し示す．

7．三角圏と導来圏

八面体は，図 8からわかるように，四つの三角系の図
式で表される関係性と，それらの可換性を表す図 9の真
ん中にある四角形の図式から構成されている．それぞれ
の三角形の図式は短完全列を構成している．八面体図式
を順に試行でたどっていくとき，見えない要因である F

図 9　八面体公理と自然知能の構成
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とMが調整されることで，外界から新たな特異性が合
成系M⊂P⊕Qに付け加えられていくことになる．そ
れによって Pと Qの関係性がもつ複雑さが相対的に解
消されて単純なものとなっていくならば，それは「どう
したらより良い方向に進めるか」という問題を解いたこ
とになる．
三角形を構成する短完全列を0→A→B→C→0とし，

n回目の試行における各対象を An，Bn，Cnで表すとき，
複体：A•＝…→ An－2→ An－1→ An→ An＋1→ An＋2→…，
同様に，B•, C• が構成され，その射は境界作用素 ∂ n：
An→ An＋1（∂ n＋1∂ n＝0）の性質をもつ．試行を繰り返す
ごとに変わる対象のゼロ 0A, 0Cは，対になって変わりゆ
く対象と環境の関係を表す相対的な基準であり，各対象
の自己射 1A, 1Cは，変化しつつアイデンティティーを保
つことを意味する．変化は環境から非自明な物事すなわ
ち「特異性」を取り込むことで生じる．その内容はコホ
モロジーHn（A•）＝Ker ∂n/Im ∂n－1と呼ばれる [イヴァセ
ン 97, 梶浦 10, マックレーン 12, 谷村 06]．

ここで，複体の短完全列 0→ A• → B• → C• → 0が n

回目の試行ごとに短完全列 0→ An→ Bn→ Cn→ 0か
ら構成されているときには「鎖ごとに完全（chainwise 

exact）」と呼ばれる．このような場合には，An，Bn，Cn

が関係をもちながら環境系から取り込む特異性の系列
に，コホモロジーの長完全列と呼ばれる明白な連鎖

…→Hn（A•）→Hn（B•）→Hn（C•）
　→H n＋1（A•）→…

があることが，ホモロジー代数の力を象徴するヘビ
の補題（snake lemma）から導かれる．射 Hn（C•）→
Hn＋1（A•）は連結射（connecting morphism）と呼ばれる．
また，このような系の変化を表すコホモロジーの系列を，
まず単射分解という手法によって，ある対象が「これか
らどのようにコホモロジーを取り込んでいくのか」とい
う順序をもった発展の系列として定め，次に射影分解と

いう手法によって，その発展に対して系のどのような「変
化の来歴」が順序付けられたコホモロジーの系列として
投影されるのかという方法で書き表し，系の変化を決め
るコホモロジーの系列の「同じさ」に基づく対象の表現
が構成される．これは導来圏と呼ばれ，三角構造を三角
構造に移す圏に対応する [イヴァセン 97, 梶浦 10, マック
レーン 12]．未来に向かってどうしたいのかということ
に応じて，過去の来歴が活用されるということを理解す
ることは，知的活動を考察するうえで極めて重要である．
導来圏は三角構造を三角構造に移すので，八面体公理
を用いる基本となる．複体から複体への射や，それに関
するホモトピー同値と呼ばれる関係などが設定できると
きには，コホモロジーの長完全列から，階層間の直接的
関係→ C n－1→ An→ Bn→ C n→ An＋1→ Bn＋1→が成り
立つことが示され，これは 1階層上に移動した複体を
表す A•[1]を用いて，A• → B• → C• → A•[1]と書かれる．
強化学習などの知的活動の基本となる表現であり，自然
知能を実装し，それが機能する様子を表現し理解するた
めに，圏論が大きな力を与えてくれるところである．

圏論の力を確認するために，機能や知能の発展を記述
する基盤となるコホモロジーの長系列の成立を導く「ヘ
ビの補題」の証明を，関係性と包含性に基づいて図示
してみたものが図 11である．説明は省くが，補題を証
明するためには，移されて拡大され商となる，図に描か
れたすべての関係性が成り立つことを確かめる必要があ
る．機能の基本は，このように大変複雑な関係性によっ
て成立する物事の連鎖であることを心に留めたい．
自然知能構成の仕上げに，八面体図式を繰り返したど
りながら問題に含まれるコホモロジーの系列を特定して
いく，マイヤー・ヴィートリス（Mayer-Vietoris）の定
理を紹介する（図 12）．これは，図 4に示した位相幾何
学的に特異性の型を特定する構造を，圏の図式で書いた
ものである．特異性が順に特定され，合成系のコホモロ

図 10　鎖ごとに完全な複体とコホモロジーの長完全列

図 11　コホモロジーの長完全列を導くヘビの補題の証明
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ジーが増え，外界から特異性が減っていく様子を示し，
自然知能がいかに機能するかを表す図式である [イヴァ
セン 97]．

8．お　わ　り　に

本稿は，この特集の序となることを意図して，自然知
能の概念と圏論を含む数学的取扱いの有用性，ならびに
物理機構を用いた実装のための基本的構造について概説
した．具体的な適用例については，成瀬氏の単一光子意
思決定装置の機構についての解説と関係の論文を参照す
るにとどめた．特異性を多様に包含することのできる系
を構築し，これを解きたい問題の構造を体現する系との
随伴関係に導く構造を実装することが基本である．現在，
研究室では，自然知能のナノメートルスケールでの展開
を目指して，半導体量子井戸やフォトクロミック化合物
結晶を用いた基礎研究を展開しているが，これは別の機
会を得て報告したい．ナノデバイス化によって自然知能
系を数多く用意し，それらの解探索の多様性から，明確
な答えがないような問題に対しても，起こり得る現象の
可能性を予測したり，もしかしたら起こり得ることを察
知したりすることは，自然知能の有用性をさらに拡大す
るものと考えている．本稿では数学的な緻密さを大いに
省略しているので，西郷氏の記事 [西郷 18b]をきっかけ
として圏論に親しみ，その素晴らしい力を多様な分野で
活用されたい．本稿がそのきっかけとなれば幸いである．
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