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1．知能，圏，自然

本稿に与えられたタイトルは「自然知能と圏論」であ
る．「自然知能」という言葉で我々が意味するところは
何であり，それを考えるためになぜ数学的な言語である
圏論が有効であるのかについて概略を述べていこう．
さて，まずは「自然知能」という言葉を眺めてみよう．
当然「自然」という言葉が気にかかるわけだが，それ以
前に，そもそも知能とは何だろうかというところから考
えてみたい．何かに「知能がある」と我々が思うのは，
一体どういうときであろうか．知識の集積があればそれ
は知能だろうか．もちろんそうではない．例えば，辞書
に「知能がある」とは通常考えない．辞書自らが何かを
探索したり問題解決することはないからである．知能と
いう言葉を用いるとき，我々は「動的に変化しつつ何か
を探索する能力」のことを言っているのである．
だとすれば，およそ知能について語るためには，単な

る静的な知識の集積ではなく，動的な「働きのシステム」
について考える必要があるということになろう．つまり，
単なる「ものの集まり」ではなくて「働きのシステム」
を考える必要がある．ここで「システム」という言葉を
用いたのは，有機的に結合され組織化されている，とい
うことを強調するためである．比喩的に言うならば，「孤
立した点の集まり」ではなくて「互いに結合し合う矢印
のシステム」を考えようというのである．この「互いに
結合し合う矢印のシステム」というアイディアを数学的
に定式化したものが圏（category）である．そして，そ
のようなシステムを語り探求するために生まれた数学的
言語こそが，圏論（category theory）なのである．
諸々の数学的探究は実に多様な起源をもっている．例

えば「図形」と「方程式」とは本来全く違ったテーマ
だったといえよう．しかしそれらの間に橋渡しをするこ
とで，数学は劇的に発展してきた．専門的な研究が進み，
分岐すればするほど，それらを組織化する共通言語を数
学は必要とする．20世紀の数学はまず，その共通言語

として「集合論」を活用した．「どんな数学的対象も集
合である」，つまりいわば点の集まりのようなものであ
り，構造すらもそれを規定するある種の集合だと考える
のである．本来動的なイメージを喚起する「関数」です
ら，その関数のグラフの点の集まりだとみなしてしまう．
このような見方の転換を推進することを通じて，集合論
は数学の共通言語となった．その根本思想は，「すべて
は点の集まりのようだ」という世界観である．
しかし，実は数学というその営み自身が動的なもので

ある．数学者の日常は探索に満ちている．それは異なる
物事の間に「同じさ」をうまく措定することで新たな知
見を得ようとする営みである．しかし「異なるものの間
の同じさ」を考えるというのは，まさに「働き」そのも
のである．絶対的に同一なものがあるはずだというよう
な話は数学と何の関わりもない．むしろ数学の営みは，
同じさの措定という「矢印」的な「働き」からなっている．
そして，そのような仕方で研究されるのが数学的対象だ
とすれば，「すべては点の集まりのようだ」ではなく「す
べては矢印のシステムのようだ」という世界観に基づく
数学の共通言語があってもよいだろう．

20世紀の半ば，そのような共通言語として圏論は生
まれた．圏論は，けっして集合論を数学的な世界から放
逐しようとするものではないし，そもそも数学にそのよ
うなことはあり得ない．集合論は固有の豊かな価値をも
ち，エキサイティングな研究領域であり続けている．こ
れからもそうであろう．しかし，「異なる世界をつなぐ
共通言語としては」，圏論がはるかに柔軟で見込みがあ
るといってよい．実際，数学の共通言語を超え，学問全
体の共通言語に発展していく気配すら見せている．それ
はおそらく，多くの学問分野において研究対象を「点の
集まりのようだ」と思うことに限界が見えてきているか
らということもあるだろう．
むしろ，そういう目で見直してみると，この自然そのも 

のを動的な「矢印のシステムのようだ」と見るべきではな
いかという考えに導かれる．こうして，我々はもう一つの
キーワードである「自然」に到達した．いよいよ，単なる 
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知能ではなく「自然」知能について論ずることとしよう．

2．自　然　知　能

これまでの議論から，およそ知能について考えようと
するならば圏を考えることが有効であろうし，圏論とい
う数学的言語が活用できそうだと推察されよう．しかし，
本稿のタイトルは単なる知能ではなくて「自然知能」で
ある．自然知能という言葉を用いて我々が提示しようと
するのは，端的にいえば「何か解決したい問題があると
きに自然現象を活用する」という方法論である．よりラ
ディカルにいえば，何らかの自然現象と我々（以後，我々
の統制下にある計算機やコントローラなどを含んでこの
語を用いる）とが新しく結び付けられたシステム＝「合
成系」をなすことを通じて，我々のみでは困難あるいは
不可能だった計算や探索，意思決定などを行うことであ
る．例えば，成瀬らによる光子を用いた意思決定がその
典型的な例である．以下，概略を述べてみよう（詳しく
は成瀬による本特集の記事 [成瀬 18]を参照）．
今ここに 2台のスロットマシンがあるとしよう．その
うちのいずれかを選んでプレイする，ということを繰り返
す．台の選択や変更は自由にできるとしよう．さて，そ
れぞれのスロットマシンはそれぞれの「当たり確率」を
もっている．我々としては，もちろん当たり確率の大き
いほうでプレイしたいと思うわけである．しかしながら，
どちらのほうが当たり確率が多いのか，これを我々は 

知らないとする．このような状況において，我々はどの
ようにすればよいだろうか？──この意思決定の問題が
いわゆる「2本腕バンディット問題」と呼ばれるものであ
る．このような状況のもとでより多く当たりを引きたい
とき，どんな戦略をとればよいかというのが我々の問い
である．当たり確率の大きいほうを選べれば得だが，ど
ちらの当たり確率が大きいか根拠をもって判断するには， 

両方をある程度引いておかなければならない．これは損
だ．かといって，単なる偶然や直感に委ねる方法にもリ
スクがある．どのような戦略をとるべきであろうか？
この問いに対する答えを述べる前に，問いをさらに難

しくしておこう．これらのスロットマシン達は何と当た
り確率が変動するとしよう．それも我々に何の予告もな
く変動するのである！　先ほどまで当たり確率が高かっ
たとしても，それ以降について何の保証もないというわ
けだ．そのような場合，我々は一体どうしたらよいのだ
ろうか？　成瀬らは，この難問に対して実にエレガント
な解答を与えた [成瀬 18]．それは我々の意思決定を我々
だけで（正確にいえば自分の頭やコンピュータだけで）
行うのではなく，「光子の力を借りて」行うという方法
である．我々だけではできないことが，「光子と手を組む」
ことによって可能になるのである！　
光子と手を組むために，成瀬らは 1枚の偏光板と 2個
の検出器とを用いた．発光源から放たれた光子は，その

「通り道」に置かれた偏光板によって，2方向に確率的
に振り分けられる．より正確にいうと，偏光板の存在に
より，光子は 2方向にそれぞれ置かれた検出器によって
検出されるが，どちらの方向に置かれた検出器によって
検出されるかは，確率的にのみ定まる．その確率はとい
えば，偏光板の傾きに依存する．傾きを変えれば，その
確率も変わる．
この物理法則を用いることにより，我々はスロットマ

シンの当たり確率を知る必要もないままに，それどころ
かどちらの当たり確率が大きいかすら知らないままに，
見事な戦略を取ることができるのである．偏光板により
「振り分けられた」光子が方向 1において検出されたな
らば，スロット 1を引く（光子が検出される方向とスロッ
トとをひも付けるわけである）．それで成功したならば
偏光板をスロット 1側に少し傾ける．逆に失敗したなら
ば方向 2の側に傾ける．方向 2に検出された場合は，逆
にスロット 2を引き，成功すれば方向 2に傾け，失敗す
れば方向 1に傾ける．以上である．何とこれを繰り返す
だけで，「自然と」勝ちやすいスロットマシンのほうを
たくさん引くこととなる．それどころか，確率が変動し
てもそれに即座に対応することができるのである．
なぜそんなことが可能なのか．第一に重要なのは，光

というものが量子的な「揺らぎ」をもっているというこ
とである．だから，たとえいかにもスロット 1が良い台
であるような場合にも，時折スロット 2を引いたりもす
る．これはある意味で損をするということにもなる．と
ころが，その損をするからこそ逆に，状況が変動した場
合に素早くそれに対応することが可能となるのである．
「損して得取れ」という格言のとおりである．第二に，
この意思決定はコイン投げと異なり，偏光板の傾きとい
う物理的な形でこれまでの経験を蓄積できる，という点
が重要である．それも，少し考えてみればわかるとおり，
成功した経験だけではなく失敗もまたその経験となって
いるのだ．「失敗は成功の母」というわけだ．その結果
としてこれまで知られていたあらゆるアルゴリズムより
も高速で，かつ，変化する状況に即応できる柔軟な意思
決定が可能となったのである．
まさに，我々だけでは解けない問題を，光子とチーム

を組むことによって──「合成系」をなすことによって
──解いたわけである．我々が言うところの自然知能と
は，このように，我々が豊かな揺らぎや自由度に満ちた
自然現象との合成系をなすことによって得られる知能の
ことなのである．簡単に言えば，自然との「知的」協同
作業である．
ここで重要なことは，我々が「自然」というとき，そ

れはかつての「機械仕掛けの自然」のイメージとは異な
る，ということである．むしろ，自然が機械仕掛けとし
て捉えられるようなものであれば，何ら本質的な進歩を
もたらさないであろう．我々が注目する自然現象の特質
は，「揺らぎ」そして「無限自由度」である．成瀬らが手 
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を組んだ「光子」も実際には量子場であり，量子場こそ
はまさしく揺らぎと無限自由度の権化にほかならない．
そもそも自然は，本質的に揺らぎ，限りない自由度を
もっている．我々がそれを有限的な形ですべて把握した
り統制したりすることはできない．ところがそのことを
逆手にとれば，我々が有限的な形で完全に掌握できる程
度のシステムには解けない問題を解く能力を引き出せる
かもしれない，ということになる．このときに重要なの
は，「何が知りたいか」ということであって，すべてを
知ろうとすることではない．むしろ知りたいものを知る
ために，あえて知らなくてよいことは知らないままにし
ておくという構え方なのである．うまく自然現象と「手
を組む」ことにより，自分の解きたい問題をうまく解け
るようにするのだが，それは「すべてが解ける」という
ことではない．もしもすべてのことを自分の手の内に収
めようとするならば，自然知能という方法論は信頼のお
けないものとなるだろう．実際自然現象というものはま
さしく「想定外」に満ちあふれているからである．
だからこそ，解きたい問題に応じて「うまい組み方」

を工夫するわけである．このようにいうと，それは結局
各人の技芸の問題となり，学問になり得ないのではない
か，との疑念も沸くだろう．ところが驚くべきことに，
この「うまい組み方の工夫」がもつべき数学的構造を，
圏論を用いて記述することができるのである（本特集号
の記事 [堀 18]を参照）．
それでは以上の検討を踏まえて，圏論の基礎概念を導
入していくことにしよう．まず，圏，関手，自然変換と
いった圏論の基礎概念を導入する．そしてそれをもとに，
我々が我々の意味での自然知能のひな型を与えると考え
る「ソフトロボット」への圏論的アプローチを紹介する．
本稿の内容はいまだ単なる額縁に過ぎず，明らかに未完
成であるが，読者との「合成系」をなすことによって，
成し遂げたいと考えている．読者，そして読者と手を組
むための「偏光板」の役割を果たしてくださった本特集
号の関係者の皆様に心より感謝申し上げる．

3．圏

ここからはいよいよ，「圏」，「関手」，「自然変換」な
どの圏論の基礎概念を導入していく．圏論には多くの概
念が存在し，今でも新しいものが絶えず加わってきてい
るが，その最も根本的な部分を述べていく（より詳しい
ことについては，[MacLane 98]あるいは [西郷 17]など
を参照のこと）．実際の応用においては，各分野での応
用を目指した「プラスアルファ」を必要とするが，ここ
で導入する概念はその「インフラ」としてあらゆる局面
で大切な役割を果たす．自然知能についての研究も例外
ではない．
まずは圏からである．圏とは，簡単にいえば，「対象」

間を連絡する合成可能な矢印＝「射」のなすネットワー

クである＊1．
数学的な定義は次のとおり：圏（category）とは，対象 

（object）および射（arrow）＊2という 2種類のものからな
るシステムであって，以下の四条件を満たすものをいう．
第一に，まず射 fには，対象 dom（ f）および対象 cod（f）
とが対応付けられていて，それぞれ fの域（domain）， 

余域（codomain）と呼ばれる（これらは互いに等しく
てもよい）．「射 fの域が X，余域が Yである」というこ
とを

f : X −→ Y

あるいは

X
f−−→ Y

のような記法によって記す．まさに「矢印」である．こ
うした矢印を用いて組み上げられたシステムを一般に図
式（diagram）と呼ぶ＊3．
第二に，射 f, gで，cod（f）＝dom（g）となるものがあっ
たとき，つまり

Z
g←− Y

f←−− X

という状況のとき，f, gに対して，これらの合成（compo-
sition）と呼ばれる射

Z
g◦ f←−−− X

が存在する．
第三に，上で述べた「合成」に関して，以下の結合律

（associatice law）が成り立つ：すなわち，

W Y

g

h◦g

Z
h

X

f

g◦f

という状況のとき，XからWへ至る道筋は平行四辺形
を上側から行く場合（h ◦g）◦ f と下から行く場合 h ◦（g ◦ f） 
との 2種類が考えられるが，これらが射として等しくな
る，という条件である．式でいえば，

(h◦ g) ◦ f = h◦ (g ◦ f )

ということだ．一般に，図式内の任意の二つの対象につ
いて「一方の対象から他方の対象への複数の道筋に沿っ
た射の合成結果がつねに等しくなる」とき，その図式は
可換（commutative）であると呼ばれる．また可換な図

＊1  ここで，「対象」や「射」としては，（以下に述べる圏の定義を 
満たしさえすれば）「どんなものでも」考えてよい．そうした自
由さが現代数学の身上である．圏論はその究極の例ともいえる．

＊2  morphismともいう．
＊3  矢印の向きは別に左から右と限る必要もなく，それが便利な
ら右から左へ書こうと，下から上に書こうと，あるいは斜めに
書こうと，自由である．
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式は可換図式（commutative diagram）と呼ばれる＊4．
そして第四に，単位律（unit law）すなわち「何もし
ない射」の存在である：すなわち，各対象 Xには，Xを
域とし，余域とするような特別な射 1X：XXが対応付
けられており，任意の射 f：XYに対して，図式

X
f

Y X
f

f

1X

Y
1Y

が可換である．つまり
f ◦1X = f = 1Y ◦ f

が成立する．この 1Xは Xの恒等射（identity arrow）と呼 

ばれる．なお，これにより，対象をそれに対応する恒等
射と同一視することも可能となる．我々は「方便」として，
圏を対象と射という 2種類のものからなるシステムと定
義したが，実際には「射」のみシステムと思っても問題
はない．対象とは「恒等射のことである」と考えればよ
いからである．いずれにせよ，「対象から射へ」という「世
界観の変革」が重要である．圏論的な思考の核心は，「す
べては点の集まりのようだ」から「すべては矢印のシス
テムのようだ」へと見方を切り替えることなのである．
以上をまとめると，圏とは「対象と射からなるシステ

ム」（よりラディカルには単に「射からなるシステム」）
であり，これらは域と余域を通じて関係し合っており，
射には結合律を満たす合成という操作があり，対象には
単位律を満たす恒等射が対応している（あるいは「対象
とは恒等射のことである」）＊5．
圏の具体例は山ほどある．ここではまず，「日常的な例」
を一つあげてみよう．

例（鉄道のネットワーク）：駅を対象とし，駅から
駅への「行き方」を射とする．合成は，「こう行っ
てからこう行く」という，単に行き方を「つなぐ」
こととする．もちろん，恒等射は「そこからどこに
も行かない」という「行き方」である＊6．

上の例において注意すべきことがある．それは，「行

き方」がいつ等しいと見るかにはさまざまな考え方があ
るということである．一番「細かい」見方をすれば，一
つとして「全く同じ」移動の仕方はないのだから，どん
な行き方も互いに異なるとすることもできよう（当然，
無限の「行き方」が存在することになる）．あるいは，
細かいことは無視して経由駅が等しいなら等しいと見よ
う，という人もあるだろう（駅が等しいとはどういうこ
とかという問題はここでは深入りしない）．あるいは「行
けるなら何でも同じこと」と考える最も「粗い」見方を
する人もあるだろう．どれが正しいというのでもない．
それぞれに，異なった圏が定まるだけである．圏の定義
は射（および対象）の間の等号を通じて書かれているか
ら，この射の間の等号をどう意味付けるかによって異な
るわけである．考えたい問題に応じて，考えたい射や射
の間の等号を適切に定めればよいのである＊7．
なお，より「数学的」な例も山ほどあるが，最も「わ

かりやすい」と思われる例の一つは次のものである．
例（集合圏）：集合を対象とし，写像（関数）を射
とする圏．合成は「写像（関数）の合成」，恒等射
は「恒等写像」．ここで恒等写像とは，集合の各要
素をそれ自身に対応させる「何もしない」写像．
これは実に「わかりやすい」例ではあるが，大きな誤

解を招きやすい例でもある．初学者の多くが──圏の定
義をいったんは理解したにもかかわらず──この例を目
の当たりにしたとたん「なるほど圏の対象は集合で，射
は写像なのか」と誤って思い込んでしまうのである．し
かし，上の鉄道ネットワークの例でも，「行き方」は集
合間の写像というわけではない．あくまでも「プロセス」
であって，「入出力の単なる対応」ではない．集合を対
象とする圏「も」あるということであって，圏の対象は
いつも集合であり射はいつも写像であるというわけでは
ないことに注意されたい＊8．

＊4  いわば結合律とは，最も根本的な可換図式のありようを述べ
ているといえる．

＊5  数学にある程度詳しい方に初めて圏の概念を教えると，ほぼ
必ず「それは有向グラフとどう違うんですか」といわれる．答
えは簡単で，「圏というのは，有向グラフであって，かつ，合成
と恒等射が定義されているものです」．これらがあるがために，
矢印が「働き」として「動き出す」のである．

＊6  余談だが，数学に慣れていない人はしばしばこういう言い方
が「詭弁」のように思うようだ．しかし，「1を掛ける」という
のは「何もしない」ことであるから，これは掛け算ではない，
という人はいないだろう．「何もしない」というのは「一つの仕
方」なのである．本誌の読者には蛇足であろうが，念のため（ち
なみに，かつては，おそらく同様な理由から 0を数に入れたが
らない人も相当いたようである）．

＊7  なお，先ほどの最も「粗い」見方をとる場合には，駅から駅
へは（あれば）「ただ一つの射」があることになる．もしネット
ワークがいくつかの完全に分断された部分からなるのであれば，
駅から駅へ「行けない」こともあるので，「あれば」と注意した．
ちなみにこのような「二つの対象の間の射がたかだか一つ」と
なるような圏は，いわゆる「前順序集合」と本質的に同じである．
これは圏のひな型のようなもので，一般には二つの対象の間の
射はいろいろある．しかし，経験上，前順序集合について成り
立つことの多くは，一般の圏にも拡張しやすい．

＊8  「集合論はわかりやすいが圏論はわかりにくい」と感じる方々
も多いようだが，これは多分誤った自己理解である．高校や大
学で習う「素朴な意味での集合論」というのは，むしろ，集合
圏を直感的に理解することにほかならない．厳密な集合論の立
場からいえば，写像（関数）も「グラフの点集合」なのであるが，
写像（関数）のイメージは本来動的なものであろうし，そのイメー
ジに基づいた理解によって問題は起こらないのである．「集合論
はわかりやすい」という言葉の真の意味は，ほとんどの場合「一
般の圏についてはいざ知らず集合圏についてなら直感的に知っ
ている」ということなのである．実際，圏論の立場から，集合 
圏を「ある種の条件を満たす圏」として「定義」することも可能 
である．この定義は，我々が直感的に理解している「集合と写像 
の世界」を定式化する方法としては，むしろ自然なものである（興
味のある読者は例えば [西郷 18a]の附録をご覧いただきたい）．
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さて，一般の圏における話に戻る．圏論の「重要性」
としてあげられる事項のうち最大のものの一つは，「異
なるものの間の同じさ」の普遍的な捉え方を与えた，と
いうことである．先ほども射の等号に関して述べたよう
に，そもそも等号というのはいつも「ある見方に基づい
た」等号であったが，その等号の意味で「異なる」にも
かかわらず，その圏における役割が「本質的には等しい」
ということがあり得る．この意味での「異なるものの間
の同じさ」は，同型射（isomorphism）の概念によって
普遍的に捉えられる．これは射 f：XYで，図式

Y
1Y g

Y

g

X
f

1X

X

を可換にする射 g：YXが存在するようなもののこと
である．式にすれば

g ◦ f =1X , f ◦ g =1Y

というような gが存在することをいう．このとき Xと
Yとは同型（isomorphic）であるといわれる．こういっ
た gは各 fに対してただ一つ定まり，fの逆射（inverse）
と呼ぶ．通常，「逆」が存在することを「可逆」というが，
この言葉を用いれば「同型射とは可逆な射のことである」
といえる．
互いに同型な対象は，異なったものであっても，「そ

の圏において本質的に同じ」となる．なぜなら，同型射
によってつながり合っているため，一方がある図式のな
かである役割を果たしているならば，他方もまた（同型
射を通じて）全く同様の図式のなかで同様の役割を果た
すことになるのである．これはある意味で子供達でも理
解していることである．例えば，ものを数えるのに，石
ころの集まりを使おうが，また指の集まりを使おうが，
あるいは頭のなかに思い浮かべたものの集まりを使おう
が構わない（便利さは違うとしても）が，その事実は，
集合圏の同型射（つまり一対一対応）を通じて理解され
ているはずなのである．
まとめると，一つ圏が措定されるごとに，その圏にお

ける「可逆」な射で連絡し合う対象に対する同じさ，す
なわち「同型」の意味が定まる，ということである．自
明に異なる現象の間に同じさを措定することの基本構造
が，ここに照らし出される．この同型の概念は，のちに
定義される「関手圏」において適用されるとき，「自然
同値」という重要な概念を与える．そしてこの自然同値
が，自然知能の特性を考えるうえで極めて重要となるの
である．

4．モビリティの圏

さて，自然知能の考察においても重要となる圏の根本
的な例は次のものである．

例（根本的な例）：状態を対象とし，状態遷移を射
とする圏（合成や恒等射については前の例と同様に
考えればよい）．

これはあまりにも根本的な例であり，およそサイエン
スにおいてこれを用いないものがあるかどうか，という
例であるが，その根本性のゆえにかえってあまり意識さ
れないできたようであり，（筆者の知る限り）特に正式
な名前もついていないようである．常識的には，「状態
と状態遷移のなす圏」と呼べばよいかもしれない．我々
が自然知能の「例」とみなすソフトロボットの考察に
おいて，筆者らはこれをモビリティの圏（category of 
mobility）と仮に名付けた＊9 [Saigo 18b]．
さて，この圏について注意すべきことが三点ある．第

一に，この状態遷移は「決定論的」である必要は全くな
い，ということである．決定論があまりにもサイエンス
に浸透してしまっているために，状態遷移というと状態
が一直線上に時間発展する様子を思い浮かべるが，この
条件は全く不必要である．むしろ，無数に枝分かれでき
るような状況を包括的に捉えたい場合にこそ，しばしば
圏が自然な枠組みとなってくる．第二に，状態遷移は
「可逆」とは限らない，ということである．むしろ，不
可逆性こそが「デフォルト」であって，だからこそ可逆
であることが際立ってくるのである．もちろん，可逆性
もまた射の間の等号から定まっている以上，「絶対的な
可逆性」などについて論じているのではないことは当
然である．そして第三に，これが最も重要なことである
が，そもそも「状態とは何か」を明晰に捉え直さない限
り，モビリティの圏の概念を定めたことにはならない， 

ということである．これについて少し詳しく述べよう．
状態という概念を正確に理解するためには，「法則」

という概念を深く考えるのが良いと思われる．まず，こ
の世の中のいかなる現象も「厳密な意味では」互いに等
しくなく，二度と繰り返すこともない，ということを確
認する必要がある．一方で法則というものは，「反復可
能性」を前提としている．そうでなければ，「これが法
則だ」といったところで確認のしようがないわけである．
しかし，ある基準に関しての「等しさ」，つまり「異な
るものの間の同じさ」を措定すると，それに関して法則
の概念を定めることが可能になる．ある意味で同じ「状

＊9  より正確には，我々はこの論文においては──手始めとして
簡単なので──射の間の等号については「粗い」見方，すなわ
ち「ある状態から別の状態への遷移は皆同じ」と見たものを考
えた．言い換えれば，「遷移可能性」を射としたのである．ただ
し，これは主に説明の便宜のためであり，もっと細かい見方を
とることも可能である．
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況」を用意するとき，そこから生ずる結果については，
決定論的とは限らないものの少なくとも統計的な傾向が
見て取れる．すなわち，考えている系の特質を表す量の
「平均値」を考えることが可能になるということである．
この，「量に対してその平均値を対応させる写像」こそが， 

数学的に定式化された「状態」の概念である．この定式化
は，古典的な確率論のみならず量子的な文脈にも適応でき
る．すなわち，状態とは，量のなす代数上に定義された 

「期待値を与える写像」のことだ，と定義すればよいのだ．
ここで重要なことは，状態を定義するには「同じ状況」

といったものを定義する必要がある，ということであ
る．状況とは何か．それは系と環境との関係，あるいは
「インタフェース」のことである（小嶋 泉は，「状態とは
インタフェースである」という見方を長年提示してきた 

[小嶋 13]）．では系とは，また環境とは一体何だろうか．
系（システム）という概念はまさにサイエンスの根本概
念であるが，これは生滅流転する世界のなかで「ある基
準から見て」等しさを保っているような現象のことであ
る．実際には現象としては変化しているが，ある基準か
ら見て等しいと思える部分を世界のなかから「切り出し
て考えて」これを系と呼ぶ．しかしもちろん系というの
は本当は世界から切り離されてはいない．そこで，注目
する系と特に密接に関わっていると思える世界の一部
を，その注目する系にとっての環境と呼ぶわけである．
そして，その系と環境との関係性の在り方が（ある同じ
さの規準のもとで）定まるとき，それによって定まる「期
待値を与える写像」を状態と呼ぶのである．このように
状態は，本来関係的な概念なのである．
いま，系と環境の合成系（相互作用する系と環境とを
ひとまとめに考えたもの）の状態が一定，すなわち「系
と環境の合成系」と，「その合成系にとっての環境」と
の関係性が，ある基準のもとで一定となっているとしよ
う．このとき，系と環境との合成系に関しては，一つの
状態が定まるはずである．しかしそのような場合でも，
系と環境の間の関係は変化発展し得る．系と環境との合
成系の状態が一定と考えられる場合，系の「初期状態」（系
と環境との関係の初期設定）を決めたとき，その後の可
能なあらゆる状態遷移を考えることができるようにな
る．つまり，モビリティの圏が定まる．もちろん状態遷
移は決定論的とも限らず，また一般に可逆でもない．こ
こまで述べれば，モビリティの圏についての正確な定義
を述べることができる．

【定義 1】φ を系と環境との合成系の状態とし，これが 

一定とする．さらに，系の初期状態を とする．こ
のとき，モビリティの圏Mob, φ とは，系が未来に 

とり得る状態を対象とし，その状態遷移（より簡単に 

は状態遷移可能性）を射とするような圏である＊10．
このモビリティの圏は，系が他のものと合成系をつく

ることによって大きく変わり得る．しかも，変わりなが
らも，もともとの系の特性の特徴をある程度保っていな

ければならない．まさにこのような種類のモビリティの
圏の変化を利用するのが自然知能である．このような変
化の特性を記述するためには，次章で導入する「自然変
換」の概念がどうしても必要である．そして自然変換を
定義するには，「圏と圏の間の射」にあたる「関手」の
概念が必要である＊11．次章においてはこれらの概念を
駆け足で見ていこう．

5．関手と自然変換

関手とは，簡単にいえば，「ある圏の射（対象）を別
な圏の射（対象）に移す対応付け」であって，（余）域は（余）
域に，合成は合成に，そして恒等射は恒等射に移すもの
である．より正確には，

【定義 2】圏 Cの射（対象）から圏 Dの射（対象）
への対応 Fが関手（functor）であるとは，以下の
3条件を満たすときにいう．
（1）Cの射 f：XYを Dの射 F（f）：F（X）F（Y）
に対応させる．

（2）Cの各対象 Xの恒等射 1Xについて，F（1X）＝1F（X）

となる．
（3）Cの射 f, gの合成 f ◦gについて，F（ f ◦ g）＝ 

F（f）◦ F（g）となる．
関手は非常に普遍的な概念であって，「表現」，「認識」，

「構成」，「解釈」，「モデル」，「アナロジー」などの言葉
で言い表されるものが，もし「きちんと定義できる」も
のであれば，基本的にはすべて関手だと言えるほどであ
る．関手は，圏から圏への「構造を保つ変換」というこ
とができる．よって，「圏を対象とし，関手を射とする圏」
を考えることが可能となり，「圏の圏」と呼ばれている（数
学基礎論的な文脈に関連して注意すべき点がいくつかあ
るのだが，ここでは措く）．一般に，系と系との相互関係，
例えば合成系とその部分系との関係は，それらのモビリ
ティの圏の間の関手を通じて考えることができる．
ただし，ここで注意すべきことがある．合成系と部分

系といえば，部分系のほうが「先立つ」と思ってしまい
がちだが，そもそも系というものが「世界から切り出さ
れた」ものである以上，むしろ合成系のほうが先立つ，
と見るべきという考えもあり得る．圏論は，幸いなこと
に，両方の考えを統合できる．というのは，合成系にせ
よ部分系にせよ，それぞれのモビリティの圏は圏とし 

て「対等」であり，それの「含む含まれる」というのは関 

係のありようである，といえるからである．さらには，そ 

うした「圏の圏」の射としての関手こそが何よりも先立

＊10  合成・恒等射は，鉄道ネットワークの場合と同じような仕方
で定める．もちろん，状態遷移の等しさについてもある基準の
もとで考えるとする．

＊11  そして関手を定義するにはもちろん圏が必要である．実は，
歴史的にいえば，むしろ「自然変換」を定義するために圏論は
生まれたのである．
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つのであって，その域および余域としてモビリティの圏
が定まる，という見方こそが最も根源的ともいえよう．
そして，ある系が他の系と密接に関わり合成系をなす

とき，系は互いの環境の一部となる．そして，相手の系
をその一部として含む環境が一定の状態となるとき，「合
成系の部分系としての」モビリティの圏となる．これが，
もともとの圏に比べて大いに豊かになるということこそ
が，自然知能が可能であることの基礎である．我々とい
う一つの系が，何らかの自然現象と密接に関わり合成系
をなすことを通じて，もともとのモビリティの圏から変
容することとなる．通常，他の系と密接に関わるという
と，「自由」を束縛し合うようなイメージが先行するか
もしれないが，実際には，合成系をなすことでより多く
の「自由」が生じることもある．先ほど述べた「揺らぎ」
や「無限自由度」という特性をもつ系をうまく活用する
際にそれは顕著である．そうした「揺らぎ」，「無限自由
度」のつくり出す「自由」がうまく機能する条件につい
て一般的に述べるためには，そうした「自由」の数学的
定式化ともいうべき「自然変換」を導入する必要がある．
これは，圏の圏における（域と余域とを共有する）二つ
の射＝関手をつなぐ，いわば「関手の間の射」である．

【定義 3】F, Gは圏 Cから圏 Dへの関手とする．t

が Fから Gへの自然変換（natural transformation）
であるとは，以下の 2条件を満たすときにいう．
（1）tは，Cの各対象 Xに対して Dの射 tX：F（X）
G（X）を対応させる＊12．

（2）Cの各射 f：XYについて，F（X）から G（Y）
への射として

tY ◦F(f ) = G(f ) ◦ tX

　が成り立つ．
自然変換の記法についてはいくつか流儀があるが，こ

こでは t：FGのように表すこととする．第二の条件
については，次のように図式を用いて説明するとわかり
やすいであろう．

右上が Cでの射，右下が Dでの射を表している．ここ
では関手 F, Gによる fの移り先と自然変換 t：FGと
の関わりが示されており，第二の条件は，この四角形の
図式が可換であることを要請するものである．

先ほど触れたように，「表現」，「認識」，「構成」，「解釈」，
「モデル」，「アナロジー」などは関手と解釈できる．こ
れらの間の，「構造を保つ変換」というのは一般に自然
変換として捉えられる＊13．すると当然にも，「関手を対
象とし，自然変換を射とする圏」を考えるに至る．これ
を関手圏（functor category）と呼ぶ．関手圏ももちろん
圏なのだから，そこでの同型が定まる．したがって，自
明に異なる関手の間の同じさを措定することができるよ
うになる．そして，関手圏における同型射，すなわち言
い換えれば「可逆な自然変換」のことを自然同値（natural 
equivalence）と呼ぶ．これを用いると，二つの圏の間
の「圏同値」というものを定義することが可能となる．
次節ではこの概念を用いて，我々の言う自然知能の典
型例である「ソフトロボット」への圏論的アプローチ 

を概説し，ここまで用意してきた圏論の概念がいかに自然
知能の基礎理論の枠組みとして有効かを例示してみたい．

6．応用例：ソフトロボット

近年「ソフトロボット」と称されるものの研究が進ん
でいる [Rus 15]．これは非常に面白い数多くの具体例に
満ちているが，その基礎理論のようなものはまだ確立し
ていないように思われる．本章ではその例である「ユニ
バーサルグリッパー」[Brown 10]を題材に，ソフトロ
ボットの基礎理論を確立する圏論的な道筋を素描する．
ユニバーサルグリッパーとは「何でもつかめる」ロボッ
トである．これまでの「ハードロボット」では，つかむ
ために高度な統制が必要だったが，これは「自然に」そ
れをこなす．しかも，コーヒー豆を風船の中に詰め，そ
れを掃除機の先端に付けて吸い込むだけでつくれるので
ある．コーヒー豆の複雑で確率的な動きや，コーヒー豆
および風船の無限自由度などがあいまって，極めて巧妙
に「相手をつかむに適した形」に変容していくのだが，
その本質は以下のように了解できる．
我々（のコントローラ）のモビリティの圏は，上に述
べた系と合成系をなすことにより自由度が豊かになる．
しかし，もしも豊かになりすぎていたら「完全にコント
ロール不能」となるだろう．「ハードロボット」におい
ては，我々のモビリティの圏と合成系のモビリティの圏
が「同型」となる．つまり，可逆な関手が存在する．一
方，ソフトロボットにおいては，射が格段に豊かになる
こともあり得るため，一般には同型とならない．しかし，
それでも「骨組み」は保たれる．圏論的な語彙を用いれ
ば，我々のモビリティの圏と合成系のそれとが圏同値

（categorically equivalent）となる．

＊12  つまり自然変換は，そのそもそもの「身分」としては，対象
から射への対応である．

＊13  座標変換とか，フーリエ変換といったようなものはこの自然
変換の一例である．およそ数学における「準同型」というのは，
自然変換になっている．このことは，例えば線形写像というも
のが，「足し算」と「写像する」こととの可換性である，といっ
たことに注目すれば納得されるであろう．
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細かい点については [Saigo 18b]をご覧いただくとし
て，圏同値とは何か，そしてそれがソフトロボットと
どう関係するのか直感的に述べよう．圏が互いに同型な
ら，互いに逆となる関手が存在して，「行って戻れば同じ」
となる．しかし，圏同値では，双方向に関手は存在する
ものの，それは互いに逆とは限らず，「行って戻ればず
れる」．一般にはその「ずれ」は非自明なものとなり得る．
しかし，「ずれ」が可逆な自然変換すなわち「自然同値」
によって書ける場合に，二つの圏は圏同値であるという
のである．一方の圏が他方の圏を「骨組みを保ちながら
自由度を増したもの」になっている場合には，まさに圏
同値の状況が起こっている．
このように，合成系のモビリティの圏が豊かになりつ
つ，我々自身のそれと圏同値を保っている，というのが
ソフトロボットの本質である，と考えられる．一方で，
相手の形の探索のうえでは，こうした自然同値で書かれ
る自由度が多ければ多いほど，すなわち「ソフト」であ
ればあればあるほど良い．しかし，いったんつかんだな
らば，ある意味で「ハード」になるべきであろう．こう
した議論を定式化することにより，[Saigo 18b]ではソ
フトロボットの基盤理論を圏論的に構築する試みを行っ
た．興味ある読者はご覧いただきたい．

7．お　わ　り　に

以上，自然知能および圏論的アプローチについて，駆
け足で述べてきた．紙幅の関係で，応用例としてソフト
ロボットのみを短く紹介するにとどまってしまったが，
ほかにも多くの可能性が見えてきている．例えば，本稿
と相当に共通する枠組みを用いた比喩および意味の理論 

[布山 18]はその一例である．また最近，国立高等装飾美
術学校（パリ）の S. ビアンキーニ氏らのグループとと
もに，「自然変換デザイン」ともいうべきコンセプトの
もとでの協働が始まった．自然知能という概念も，圏論
的アプローチも，本当は「誰もが知っているはずの」こ
とかもしれない．しかし，あまりにも自明だからこそ見
失うのだ，ともいえよう．自然変換というのはまさにそ
うした「縁の下の力持ち」なのであった．この自然変換
という紐帯による自然知能，さらには人間と自然の── 

そしてそれを通じた人間と人間の──より良い関係性の
構築に向けて，本稿がコーヒー豆の一粒のような働きを
することを願ってやまない．
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