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1. 圏論と認知科学
圏論（category theory）は 20世紀半ばに生まれた
数学の一分野であるが，数学の外においても圏論を
活用した研究，「応用圏論」の研究が進んでいる (例
えば，Bradley, 2018; Fong&Spivak, 2019)．圏論は，
計算機科学において，計算の理論やプログラミング
言語の意味論の研究において目覚ましい成果を上げ
た．最近では，データベースのスキーマを圏，実際
のデータをスキーマの圏から集合圏への関手として
考えるデータベース理論 (Spivak, 2012)や，学習則
である誤差逆伝播法を関手として定式化するニュー
ラルネットの圏論的理論化 (Fong, Spivak,&Tuýeras,

2019)にもその応用先は広がっている．ネットワー
ク理論にも有力な応用がある (レビューとして例え
ば， Baez, Foley, Moeller, & Pollard, 2020)．理論生
物学では，Rashevskyの「関係論的生物学」や Rosen

の先駆的な研究がある (Varenne, 2013)．また，シス
テム論の一種であるオートポイエーシスでも用いら
れた (Kauffman, 2017; Varela, 1979)．
圏論は，興味のある「対象」を，その対象の間の比
較手段である「射」との関係において，階層的かつ
横断的に捉えることのできる枠組みである．他方，
認知科学は心の働きを，計算機になぞらえて，デー
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タ構造（表現 representation）とアルゴリズム（推
論 inference）の組として捉え，認知一般を研究す
る．とすれば，認知科学における圏論の応用は多数
あっても良いと思われる．ところが，そのような研
究はかなり少ない．例えば Journal of Mathematical

Psychology誌を見ても，圏論を実質的に用いた研究
は全く見当たらない．別誌において早い時期のもの
が一つあり (Halford & Wilson, 1980)，その流れで，
招待論文を寄稿いただいた Steven Phillips氏が続け
ている研究については氏の招待論文を参照いただき
たい．他には最近の Navarrete & Dartnell (2017)が
あるくらいであろうか．前者．理論的な着想に関し
ては例えば MacNamara & Reyes (1994)に種々多様
な議論があるが，具体的なモデリングや経験的な予
測に繋がる段階では無かったように思われる．とは
いえ，表現の性質を捉えるには，表現の間の構造を
保存した変換を調べることが重要である，というの
は例えば線形代数を知っていれば自然に受け入れら
れることだろう．であれば，対象と対象の間の構造
保存写像の組で様々な対象の組み合わせや階層構造
を表現できる圏論は，認知科学の研究に役立ちうる
のではないか？ 少なくとも，表現の変換の性質を
調べることで，表現や推論の理解を深めることはで
きるのではないだろうか．直ちに実験的にそれを明
らかにするのは難しくとも，実験的研究をガイドす
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る仮説を立てるのには役立つのではなかろうか．

2. 特集の趣旨と経緯
本特集は，認知科学における圏論の貢献および応
用可能性を問うものである．前節での議論を踏ま
えると，圏論の認知科学への応用や貢献可能性とし
て，主に次の二点が考えられる．一つは，関係性を
主とした認知の捉え直し，およびその数理的モデリ
ング，もう一つは複数種類のモデリング間の共通言
語である．本特集号では，この二点を企画趣旨に示
した．
一つめの認知の捉え直しにおける「関係性を主と
した」の意図は，複数の対象が先立って定義されて
存在し，それらの間の相互作用として後から関係性
が定義される

•

の
•

で
•

は
•

な
•

く，むしろ豊かな関係性をこ
そ第一義的なものと捉え，その関係性を満たすもの
として対象が見返される，という態度を指す．この
関係性を第一義的と見なす態度変更は，すでに多く
の認知，あるいは工学的な研究で必要とされている
と考えられる．たとえば，分散表現による語の意味
の表現もその一つであろう．圏論は，関係性の関係
性といったメタ的な関係性の記述も端的にでき，階
層的なシステムも含めて，こういった関係性主体の
記述に秀でている．加えて，圏論では，関係性の等
しさも関係性同士の関係性によって捉えたり，対象
自体も自分から自分への関係性（射）とみなすこと
ができる．これらの特徴から，圏論は，より強く，
「関係性を主とした」の意味を実感でき，それらの思
想に基づき認知を記述する言語たりうる．したがっ
て，我々は，関係性を主とした認知の捉え直し，お
よびその数理的モデリングに，圏論が貢献する可能
性は高いと期待する．
加えて，圏論は複数の構造同士の間に様々な強さ
の「同じさ」を定式化でき，このことを用いて代数
学，幾何学，論理学などの相互翻訳関係の確立に成
功している．ここから，認知モデルの共通言語とし
ての将来的な有効性も期待できる．たとえば，既存
の認知モデルには，論理的・記号処理的なモデルと
確率・統計的なモデルがあり，前者は推論や問題解
決，後者は知覚や学習の分野で成功をおさめてき
た．圏論が，認知における，こういった種類の異な
る数理モデル間の共通言語となり，それらがそれぞ
れ扱ってきた認知の関係性を検討する道具となる可
能性が期待できる．

本特集以前において，圏論の社会科学への応用の
機運は幾度かの高まりを経てきたと思われる．近
年の認知科学との関係では，国内に限って言えば，
以下のものがあげられる．2017年の日本認知科学
会第 34回大会におけるオーガナイズドセッション
「同じさの諸相：認知科学・数学・哲学からの示唆」
において，関係性から対象の同じさを見返す議論に
圏論が用いられた．2019年の日本認知科学会第 36

回では，「圏論による認知モデリングの可能性：ホ
モ・クオリタスとしての人間理解に向けて」と題し，
圏論が前面に出されたオーガナイズド・セッション
が開催された．また，2019年の『認知科学』26巻 4

号においては，「誌上討論：圏論的アプローチで意
識は理解できるか」が掲載された．この誌上討論で
は，同号掲載の，意識の理論的定式化に圏論を用い
た展望論文 (土谷・西郷, 2019)に対して，期待の表
明とともに，問題点の指摘も多く寄せられた (布山,

2019;日髙, 2019;平, 2019;丸山, 2019;新川, 2019;

高橋, 2019)．
これらの学会や誌上討論に通底する思いは，認知

科学における圏論応用への期待と懐疑である．上記
の大会や論文における多くの研究は萌芽的であり，
魅力的ではあるものの，真に新しい知見の獲得に繋
がるかは未知数である．
この現状と，先に論じた圏論の貢献・応用可能性

への期待を合わせ，本特集は，期待と懐疑を込めて
「圏論は認知科学に貢献できるか」というタイトル
を冠し，論文を募集した．
募集の結果，プロポーザルの投稿（論文のエント

リー）を 9本いただき，実際に 6本の論文（研究論
文 5本，短報論文 1本）が投稿された．ここ数年の
認知科学の特集号への投稿数と比較するとけっして
多くはないが，新規なテーマである “圏論” に対し
て多様な論文が投稿されたことから，圏論の認知科
学への応用の期待の高まりが窺われた．投稿された
論文のテーマは，演繹と帰納，視覚認知，臨床心理，
主観性，言語理解，比喩理解であった．圏論という
数学の一分野を特集号のテーマに添えたためか，や
や抽象度の高い研究が多かった．
一般号と同じように，2名の査読者（判定が分か

れた場合には 3名の査読者）によるダブルブライン
ドの厳正な査読を経て，研究論文 2本が採録され，
掲載に至った．この投稿論文に，招待論文 1本，解
説記事 2本を加えて，本特集号は構成される．それ
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ぞれの論文や記事内容の紹介は次節に譲る．
採録に至らなかったものも含め，投稿論文全体を
見ると，まだ圏論の可能性を模索している最中の研
究が多いように思われた．担当編集としては，まさ
に萌芽的な研究を拝読することができ，非常に面白
かった．それと同時に，圏論を認知研究に用いるた
めには，各研究者のいっそうの勉強と努力が必要で
あると，自身の研究も含めて痛感した．
次に，本特集号の位置づけをもう少し，個人的な
観点から率直に書いてみたい．私（この節の私は布
山）が圏論に関わったのは，2016年ごろ，再会した
友人（西郷甲矢人）がたまたま圏論に詳しく，話し
ているうちに，比喩理解は圏論で表現できるのでは
ないか，という話になったことがきっかけだった．
この契機を経て，西郷氏と，圏論を用いた比喩理解
のモデルの研究を試みに始めた．当初，私は，この
共同研究において批判的な役割だった．西郷氏が圏
論応用のアイディアを言うと，私が「面白いし，そ
れは比喩理解の表現になりうるけど，認知のモデル
ではない」「そのモデルは検証できない．検証可能
なモデルと検証方法を考えなくては不十分だ」と文
句を言っていた（認知は私の方が担うべきなので，
自分への文句なのだが）．
そういう議論をするなかで，圏論の概念（私はほ
んの少ししか知らないが）は美しく，認知科学のモ
デルにも利用できたら面白そうだが，安易に利用で
きるとは言えない，という実感を持った．一方で，
圏論を用いた認知の研究を研究会等で発表すると，
近年の圏論の流行も影響してか，多くの人が興味を
持ってくれた．そのたびに，難しい点もあることか
ら，なんだか誑かしているような気分になり，戸惑
うことがあった．
しかし，ある日気付いたのだけれど，そもそも大
抵の研究者は大人なのだ．提示側が結果を大きく見
せて騙そうとしたら不正だが，正直であれば，誑か
された方の責任だろう．そうだとすれば，必ず役立
つかは別にして，可能性のある様々な数理的枠組み
を広く認知科学者が知り，研究の上での概念的枠組
みや，数理モデリングの候補とすることは，今後の
認知科学の発展に少なくとも長期的には寄与しうる
のではないか．個人的にはそのような思いで，多く
の人に圏論の認知科学に対する可能性を問える特集
号となれば良いと考え，企画に携わせていただいた．
何が言いたいかと言うと，担当編集であっても，

“必ず” 圏論が，認知科学においてブレークスルー
の鍵になるとか，魔法のように多くの問題を解くは
ずだ，とは思っていないということだ．一方で，前
述の通り，既存の数学的枠組みに比べ，圏論には，
種々の関係性の記述に有用な側面があり，研究対象
の見方の転換を含め，認知を記述する・考えるため
の有用な言語となる可能性が期待できる．本特集号
が，ご自身の研究に圏論が利用できそうかどうか，
その検討の手助けになり，また，圏論を利用してみ
たいと思った時の足掛かりになれば幸いである．

3. 本特集の構成と各論文の位置づけ
本特集は上述のように，研究論文 2本，招待論文

1本，解説記事 2本で構成される．以下にそれぞれ
の内容を紹介する．
日髙・高橋による「ネッカーキューブはなぜあの

立体にみえるのか」は，視知覚の現象を圏論の随伴
関手を用いて解釈する意欲的な論文である．視知覚
はしばしば苦もなく二次元の視覚入力から三次元
の知覚像を構成するが，同じ二次元入力を与える三
次元構造は無数にありうる．ここで問題の一つは，
ある二次元情報から得られる三次元知覚像はどのよ
うな性質をもつかということである．よく知られた
ネッカーキューブを例として，彼らは情報符号化の
効率という観点から三次元視知覚の新しい理論を提
案する．同じネッカーキューブの二次元像をもたら
しうる三次元構造の中で，群論の意味で対称性を最
大化するのが典型的な三次元知覚像であることが示
され，この最大化が圏論の随伴関手のペアによって
特徴付けられることが議論される．彼らによると，
三次元構造としてのネッカーキューブこそが，その
二次元像の最も効率的な情報符号化なのであるとい
うことになる．視知覚現象への圏論の直接の応用は
世界的にも初めてなのではないかと思われ，今後の
一般化と検証が期待される．
池田・布山・西郷・高橋による「不定自然変換理

論に基づく比喩理解モデルの計算論的実装の試み」
は，「A は B のようだ」という形式の比喩理解を，
類推や転移学習の一種として捉え，圏論を用いた定
式化の確率モデルによる実装と検証を行っている．
すでに同筆者らの別論文により，各概念のイメージ
をコスライス圏として捉え，比喩により喩辞から被
喩辞への射が生まれ，自然変換の探索により新たな
関手が見出されることで比喩の意味が解釈されると
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いう理論モデルが提案されている (Fuyama, Saigo,

& Takahashi, 2020)．この理論モデルに基づき，イ
メージの圏の射に対し連想確率を導入することで，
比喩理解の動的過程の表現を可能とし，シミュレー
ション結果と実験結果の比較により，人間が行う比
喩理解に関する計算機実験を実施している．現状で
用いられている連想確率のデータは小規模なもので
あり，単一の比喩を用いた検討に止まっているが，
圏論に基づく理論モデルの可能性を計算論的に実証
しており，今後の展開が期待できる論文である．
圏論を用いた認知科学を産業技術総合研究所にお
いて世界的に先導するSteven Phillips氏には，本特集
のテーマである「圏論は認知科学に貢献できるか」と
いう問いへの回答を依頼し，論文「A category theory

principle for cognitive science: Cognition as universal

construction」を寄稿いただいた．氏の回答は，圏論
の普遍射特性（universal mapping property）という
概念を中心として，圏論は認知の説明と理解に大き
く貢献できる，というものである．古き良き，とも
形容される記号主義的人工知能（GOFAI）の時代に
よく議論された，認知の体系性（systematicity）や
合成性（compositionality）の説明に圏論の普遍性の
概念が有用であること，また，最近の認知モデリン
グでよく基準とされる定量的な最適性に変わって，
ある種の構造的な最適性を扱うことができる，とい
う主張がなされており，この点は日髙・高橋論文と
も通底するところである．圏論の概念をトップダウ
ンに認知の分析に用いる点については議論もあろう
が，実験による理論の検証も行われており，今後の
認知科学にとって重要性の高い論文であることは間
違いない．
本特集号は，論文の他に二本の解説記事を含む．
一本は圏論的なものの見方を紹介するチュートリア
ル（講演録と初等的な概念の定義）であり，もう一
本は圏論に関する諸々の Q & A である．いずれも
読みやすい内容になるよう，これから圏論を勉強し
ようと思う研究者にとって有用な情報を多く含むよ
う，心がけた．比較的気軽な気持ちで読んでいただ
ければ幸いである．
西郷氏による「圏論的な〈ものの見方・考え方〉
入門」は，2019年に山梨大学で行われた同氏の講演
の書き起こしを元にした解説記事である．付録とし
て圏論の初等的な概念の定義を付した．本記事は，
圏論の事前知識を想定しない聴衆に対する講演が元

になっており，本特集号記事の中で，最も読みやす
いと思われる．西郷氏は，数理物理を専門とし，圏
論にも詳しく，近年では比較的初心者に優しい圏論
の本 (西郷・能美, 2019)を執筆されている．講演の
目標は「圏，関手，自然変換といった圏論の基本概
念に触れて帰ってもらうこと」に設定されており，
日常的な話題を交えて，これらの概念のイメージ的
な説明がなされる．本記事を読むだけで各概念の正
確な数学的理解に到ることは難しいものの，本記事
によって圏論的な考え方のイメージが掴めれば，各
概念の正確な定義の理解や，認知科学研究における
使い道の発想に繋がると期待できる．なお，各概念
の数学的な定義は講演中にはないため，付録として
これらを付した．付録の諸定義は，本特集の論文を
読む際にも役に立つので，適宜参照していただけれ
ば幸いである．
西郷・日髙・高橋・布山による「認知科学者が圏

論を始めるための参照情報：圏論にまつわる Q &

A，圏論の認知科学における効用，文献情報」は，
「認知科学に関わる研究者が，圏論に興味を持った
際に，その学習や利用にたすけになること」を目的
として書かれている．構成は「圏論にまつわる Q

& A」，「圏論の認知科学における効用」「文献情報」
からなる．「圏論にまつわる Q & A」では，著者ら
や著者らの研究室の学生を中心に，実際に初学者が
抱いた疑問に対して，複数の著者が回答する形式を
とる．抽象的な疑問から，具体的な質問まで，多く
の初学者が抱くであろう疑問を中心に質疑を行って
おり，学習時の助けになると同時に，圏論のイメー
ジを持つのにも役立つと思われる．「圏論の認知科
学における効用」は，日髙・高橋が，本誌掲載の日
髙・高橋 (2020)の研究を行っていく中での二人の
経験を元に，主に理論的なモデル構築の際の圏論の
有用性を記した．彼らは，(1)抽象化・喩えを数学
的に定式化できる，(2)モデルを “事前に検証” でき
る，(3)全体像を俯瞰するための地図を与える，の
3点を圏論の効用としてあげ，詳しく論じている．
圏論を使うとどんないいことがあるのか？という疑
問に対する一つの経験的な答えとして読めるであろ
う．「文献情報」は，主に認知科学を専門とする初
学者が圏論を学ぶ際に役立つ書籍や動画情報をまと
めた．圏論を勉強してみたいけれど，何からやった
ら良いのかな？と思ったときの参考情報になれば幸
いである．
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4. 今後の展望
本特集では，圏論を認知科学者が研究において実
際に活用するための準備を，チュートリアルやQ &

A 記事である程度整え，また招待論文や一般論文 2

本で，これまでの圏論の認知科学への応用とは異な
り，実際に認知現象との具体的な対応（日髙・高橋
論文）や実験データの解析に用いる例（Phillips論
文，池田他論文）を提示することができた．
本特集は，圏論的モデリングと認知現象との対応
やデータのフィットを提供したという意味では，英
語圏を含めてかなり珍しい内容になっていると思わ
れる．他方，研究者が新しい道具立てを学ぶほどの，
「キラーアプリケーション」の提供まではできてい
ない．一般論文が例示しているように，それは視知
覚の分野のように空間や変換の数学理論が使える領
域，あるいは類推や比喩理解といった，ある種の準
同型性が制約として自然な領域 (Holland, Holyoak,

Nisbett, & Thagard, 1989)において生まれるかもし
れないし，また全く別の領域かもしれない．今後の
発展を楽しみに待ちたいと思う．
さて，『現代思想』2020年 7月号（特集：圏論の
世界）の加藤文元氏と西郷甲矢人氏（両者とも数学
者）の対談「圏論がひらく豊穣なる思考のインタラ
クション」(加藤・西郷, 2020)において，加藤氏は
次のように述べている．
加藤：（前略）現代における数学の応用と
は，まず数学という基礎的な学問があって
そこから他の数理科学や自然科学，ひいて
は社会へ広がっていくというものではもは
やなくなってきている．数理科学と社会と
の関係もインタラクティヴなものになって
いるわけです．ですから，圏論から発想を
飛ばして自然科学や社会科学，哲学といっ
たものに当てはめたり溶け込ませたりする
ことで，圏論の側も変革を受けるはずなん
ですね．（p. 14）

認知科学における圏論の応用は始まったばかり
であり，今後どの程度進むかも未知数である．しか
し，（かなり楽観的な）可能性としては，加藤氏が
述べられるような相互進化の可能性も秘めている．
つまり，圏論は数学であり，一種の言葉であるが，
認知を語ろうとすることによって，その言葉の方に
も変革が起こるかもしれない．そうなるためには，

異分野の専門家同士の，相互の信頼感に基づく，相
互批判を含む，深いコミュニケーションが必要であ
ろう．そういった相互進化に到るには，（もし至れ
るとしても）まだまだ道は長いものの，本特集がも
しその一歩となれば，とても嬉しいと思う．
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