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書 評

西郷甲矢人・田口茂 (2019).
〈現実〉とは何か：数学・哲学から始まる世界像の転換
筑摩書房

布山美慕

1. 行為としての読書と現実
この小さな書物は，科学一般，学問一般に
変革を促すささやかな提案の書である．そ
れだけではない．およそ「現実」というも
のにかかわって生きるわれわれにとって，
当の「現実」というものの考え方・イメー
ジを変革していくことを提案している．つ
まり本書は，「ものの考え方」と，「われわ
れの生き方」の両方にかかわる根本原理を
探求している．(本書 p. 12)

このささやかとは思えない序 1) から始まる本書
は，私にとっては実に “読書”の醍醐味を味わわせ
てくれる書物である．読書とは行為であり，自身で
読み進め，理解を構築し続ける体験であり，時とし
て（あるいは常に）私たちの現実の認識を変える．
読書は行為であるがゆえに，要約して伝達できな
い．本書は物語のように，一文一文私たちに作用し
新たな見解を開かせる．人間の現実の構築過程に関
わる認知科学の方法論や価値づけにも影響を及ぼし
うる．
しかし書評として，まずはごく簡単に本書の内容
の概略を述べる（詳しい概略は脚注 URLから本書
の序が参照可能）．本書は全五章からなる．第一章
では，物理学における二重スリット実験から，粒子
も場も実体とは見なせないこと，むしろ現実はその
ような “実体”ではなく，問うことで答えを（確率的
に）返す不定元のような構造を持つことを論じる．
第二章では，一章で現実の構造と数学という行為の
構造の相同性が示唆されたので，数学について論を
深める．数学とはある問いを選び具体的に問う（非
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1) 正確にはこの文章を含む序．2020年 3月現在本書の序
が http://tfidf.net/memos/latex-url.htmにて公開
されている．

規準的選択をする）ことによって，また同時にその
非規準的選択を手放し置き換え可能性を見出すこと
で，その問いに対して普遍的な構造を見出す行為で
あることを論じる．第三章では，これらの構造（あ
る種の “同じさ”）を見出す行為を現象学と圏論を
用いて定式化する．第四章では，置き換え可能性と
“自己”の関係から本現実観の倫理的側面を論じる．
第五章では，自由を非規準的選択，あるいは問いを
“選ぶ” こととして捉え直し，読者に本書の実践を
迫る．以下少しずつ，認知科学と関連づけながら見
ていく．

2. 非規準的選択の自然変換としてのモデル
おそらく最も緩く言って，認知科学では，人間（あ

るいは生物）がどのように生きているかに関連する
ことを扱っている．より狭義には，人間の情報処理
過程を解明していると言ってよいだろう（情報処理
を広義に取れば同義）．ここで，一人一人のデータ
から人間の情報処理を推定する過程を本書に沿って
考えてみる．
本書 pp. 95–96の「人が物を見る」例を用いつつ，

私なりに認知の問題として解釈する．Aさんがある
机 Xの周りを回ると，机 Xの見えは時々刻々変化
する．しかし，Aさんは自身の動きと机 Xの見え
の変化の間に一定の関係性を見出し，その一定の関
係性を根拠に机 Xの同一性を信じる．同一性は “実
体” として先立って存在する “机 X” ではなく，そ
の一貫した関係性に依拠して構築されると本書は論
じる．
この過程は人がどのように机 Xを認識するかと

いう認知の問題であり，机 Xの “モデル”（関手）の
構築過程と見なせるだろう．関手とは，ある圏（対
象とそれらの関係性（射）のネットワーク）と別の
圏の間の向きあり対応づけの方法であり，ここでは
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外の世界の成す圏と内的処理のための空間の圏の間
の対応づけである．ただし，ここではこの関手以前
に外的世界の圏が定まっているのではなく，むしろ
関手によって圏の構造（外的世界の何を圏の対象や
射と見なすか）が定まる．
さて，実験によって A さんの机の見えを観測し
たとする（例えば机の見えに近い絵を選んでもらう
とか 2)）．同様に Bさん，Cさん，Dさん . . .と様々
な人のデータを観測する．このとき，Aさんの身長
が Bさんより 50cm高ければ，見えもそれに応じて
一貫して変化するはずである．この関手 A（Aさん
の関手）から関手 B（Bさんの関手）への変換関係
は自然変換（一般に関手から関手への変換）と呼ば
れる．つまり，ある人のモデルから別の人のモデル
への変換であり，この自然変換は，一般には存在し
ない場合も，複数ある場合もある．この自然変換の
存在や特徴を制約条件とすることで，多くの人に妥
当する関手の構造を知ることができる．
高次認知になればなるほど，関手は人それぞれ多
様な側面を持ちうると思われる．文章を読み解釈
する，これも一つの関手の構築と見なしうるが，記
憶や感情にも依存して解釈の数だけ Aさんの文章
理解関手 A,A′,A′′, . . .など複数ありえ，Bさんの文
章理解関手 B,B′,B′′, . . .との自然変換を見出すこと
は難しくなる．反対に，これほどまでに違いうるの
に，自明でない自然変換を見出せたなら，それが文
章理解の意味あるモデルであることが期待できる．
本書のキーワードである非規準的選択と置き換え
可能性は，この観測と（ある問いに応じた）普遍的
なモデルに対応する．第一章で論じられたように，
物理の二重スリット実験では，粒子は確率的には定
まるが，他のどこかでもよかった（唯一に定まらな
い），というかたちで観測される（これは現実にお
いて “確率”とは何か，という問題に関わる）．ある
いは，十人を数えるときには，どの一人から数えて
も良い（順番は任意）が，誰かから（どれかの順で）
数えなくてはならない．この観測や誰かの選択が非
規準的選択と呼ばれる．非規準的選択をしなければ
何も始まらないが，選択のあとでは，“そうでなく
ても良かった” というかたちで消える選択である．
置き換え可能性は，この “そうでなくても良かった”

という事態をあらわし，（ここでは）自然変換に対
応する．A さんや B さんを観測しなければ何も始
2) 実際には観測自体がまた一つの関手であり，もう一つ
入れ子の関係にある．

まらないが，観測データから自然変換を見出すため
には，関手 Aや Bの間の置き換え可能性が必要で
ある．
本書の特徴の一つは，この置き換え可能性をむし

ろ個の価値として見返す点にある．第四章では，置
き換え可能性として “私”が論じられる．「私」とい
う言葉は，私（布山）もあなたも自分を指して使え
る．二人が「私はりんごが好き」「私はりんごがあ
まり好きでない」と言う会話を交わしても混乱しな
い．この事態を論じることで，私（布山）にはかけ
がえのない価値があるが，だからこそそんな私（あ
なた）にもかけがえのない価値があると本書は示唆
する．かけがえのないものが置き換え可能だからこ
そ，そこに見出される自然変換もかけがえのないも
のとなる．これは “面白い”認知の一つの特徴では
ないだろうか．

3. 非規準的選択としての自由
第五章では非規準的選択としての自由が論じられ

る．本書では圏論が一つの思想的・方法論的柱とな
るため誤解しやすいが，この非規準的選択自体は，
圏論（数学）の枠組み中には解消できないとする．
複数ありうるどの選択を選ぶかは，粒子がどこで観
測されるか不定なように，一意に定まらず，そこに
自由があるという．私たちは常に非規準的選択を
し続け，問い続け，問うた結果の置き換え可能性を
探索し，世界を構築し続けている．その過程を本書
は自由という．自分が何を問うたか，また問うた結
果の自覚，そしてそれらに拘らずさらなる変換可能
性を模索し続けることが説かれる．自由意志の問題
は，おそらく意識の問題に近接し現在の認知科学の
範疇か定かでないが，非常に面白く読める．
また，本節では近年 The 41st Annual Meeting of

the Cognitive Science Society（CogSci2019）等でも
チュートリアル（Quantum Theory in Cognitive Mod-

eling）が行われた量子意思決定論（非可換確率論の
利用）が議論されている．本書の例だけでは量子意
思決定論の価値は判断できないが，思わぬところに
接続可能性があり興味深い．

4. 行為をせまる書としての消失
文学テクストは，いずれも，特定の組織化
された世界の中で成立し，またそこでの現
実構成をモデルとしながらも，その世界に
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対して選択的な関係をとっている．（中略）
文学テクストは選択をもとに構成されるた
めに，外界を組織化している骨組をゆるが
せ，その有効性を問いかける．生起性はこ
の選択によってもたらされる．(Iser (1976)

[日本語版への序文, p. ix])

イーザーがまさに『行為としての読書』において
述べたように，本書は現実観をゆるがす．そして，
本書もまた，一つの選択に過ぎない．本書は本書自
身が一つの選択であることを述べ，その置き換え

可能性を読者に開き，作用するために消えようとす
る．本書は認知科学者のみに向けて書かれた書では
ないが，自身の実験やモデルの価値・位置づけを見
返す契機になるのではないだろうか．是非一読を薦
める．
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