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特集 圏論は認知科学に貢献できるか 解説

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，
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1. 本記事の目的と構成
本解説記事の目的は，認知科学に関わる研究者
が，圏論に興味を持った際に，その学習や利用のた
すけになることである．圏論の多くの書物は，数学
者向けに書かれている (Awodey, 2010前原訳 2015;

Leinster, 2014 土岡訳 2017; Mac Lane, 1971 三好・
高木訳 2012)．圏論を自らの研究に利用しようとし
て学ぼうとするとき，数学を専門としない研究者に
とっては，独学では素朴な誤解から抜け出せず，立
ち往生してしまうこともある．本記事は，以下に構
成を書く通り，そうした素朴な誤解や疑問に答える
Q & Aや，圏論の認知科学における効用，映像情報
を含む文献情報を提示することによって，立ち往生
∗ 責任著者．E-mail: miho02@sj9.so-net.ne.jp

から一歩抜け出す手がかりになることを望んで書か
れた．たとえば，圏論を自らの研究のモデリングに
用いようと考えたり，広い意味で発想に利用しよう
と考えたとき，本記事が参考になれば幸いである．
本記事は，「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」は，認知科学に関わる研究
者で圏論の初学者が素朴に疑問に思う点を中心に，
圏論に関する質問に対し，複数の著者が回答を行っ
た．同じ問いに別の回答者が別のアプローチで回
答した場合は，一つの質問に対して，回答が二つ以
上ある．この複数の回答が一見相反する場合もある
が，両回答を示すことでより読者の参考になると考
えて，併記した．質問には，学び始めた際につまず
きがちな点を多く含むように心がけたので，学習の
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際の参考になれば幸いである．もちろん，これらの
質疑をまる覚えすれば圏論が（多少なりとも）でき
るようになる，ということは全くない．A5-1の回
答にもあるが，手を動かして具体的に問題に取り組
むことが，学習には必須だと思われる（A5-1には
問題のリンクもあるので，参考にしてほしい）．こ
の「圏論にまつわる Q & A」は，主に，2020 年 2

月 25日に行われた第 2回「圏論と認知科学」ワー
クショップ内での質疑応答，および北陸先端科学技
術大学院大学認知計算論研究室と東京電機大学内部
観測研究室における圏論勉強会での質疑を元に，大
幅に加筆修正して作成した．
「圏論の認知科学における効用」は主に，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，具体的に研究を行
う上での圏論の有用性を記した．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
経験的な回答である．
「文献情報」では，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．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になれば幸いである．

2. 圏論にまつわる Q & A

本節では，回答者の名字を回答の終わりに記した．

2.1 圏論全体に対する質問
Q1：圏論と集合論の違いはなんですか？ 特に，
a. 集合の要素と圏の対象の違い，b. 圏論と集合
論でできることの範囲の違いを知りたいです．
A1（Q3と関連）：まず難しいことはいわずにそれ
ぞれの「思考の特徴」の感覚的な説明を試みます．
集合論的な思考の特徴は，数学的な「モノ」を「要
素の集合」として捉えようとすることだと言ってよ
いでしょう．そこで根本となるのは，「x は y の要
素である」という「所属関係」です．それに対して，
圏論的思考の特徴は「モノ」すなわち「対象」のあ
り方を必ずしも「要素」や「所属関係」といったヒ
エラルキー的なものに還元することなく，「対象ど
うしの関係」すなわち「射」がなすネットワークを
通して捉えようとすることにあります（より正確に
いえば，射というのは対象どうしの関係であって，
「合成」が可能であるなどのいくつかの要件を満た
すものです）．

こうした基本的な特徴から，いわば「数学観」の
違いが生じてきます．集合論的な考え方に慣れ親し
んだ人にとっては，数学というものが「集合論の公
理において与えられている基本的なブロックをもと
に，許される手続きを通じて構築される壮大な建築
物」のように見えてくるかもしれません．このよう
な数学観は，学問を「基礎づける」という発想にお
いては非常に自然に思えますし，どこかしら「還元
主義的」な思考と通底する感じもします（論理的必
然ではないにしても）．
一方で，圏論的思考に慣れ親しんでいくと，数学

はむしろ「ネットワーク」のように見えてくるよう
に思われます．そしてモノの「本質」は，その「モ
ノ」の「中」にあるのではなく，そのモノとあらゆ
るモノとの関係性のネットワークにある，と捉えら
れるようになります．こうした捉え方に慣れてくる
と，モノを必ずしも要素や所属関係に還元できない
局面にまで思考を展開しやすくなるという利点が
あります．たとえば「点を前提としない幾何学」な
どというとナンセンスのように思えるかもしれませ
んが，圏論的な思考はそうしたものをも自然に組み
込める柔軟性をもっているわけです．さらには，狭
い意味での数学の領域をはみ出して，必ずしも「要
素」「所属関係」に還元できない事柄を扱う分野に
大きな影響を与える可能性も考えられるでしょう．
すでに計算機科学や物理学をはじめとする隣接諸領
域への応用は数多くなされていますが，認知科学に
おいては果たしてどうだろうか？ 本特集がその可
能性を検討するために役立てば幸いです．（西郷）

Q2：集合論と圏論と比較して，どっちが上位に
あるんですか．集合論が上だとか，あるいは圏論
が上だとか．
A2：上下というのは適切ではなく，それぞれの

特徴にもとづいた固有の役割がある，というのが正
しい答えだと思います．すでに前の質問への答えで
触れましたが，集合論というのは階層的な世界観と
相性がよく，圏論はネットワーク的な世界観に親和
的ですので，前者は「基礎づけ」，後者は「組織化」
という動機に関わって用いられることが多いといっ
てもよいと思います．したがって，数学の一分野で
ある圏論もまた集合論によって基礎づけられる（べ
き）だというのが「常識」的な考えといえそうです．
とはいえ，それは絶対的なものではありません
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（たとえば，集合論を圏論の枠組みで書くことも可
能です）．そもそも，「基礎づけ」というのは「足場」
や「座標」のようなもので，具体的な議論を行うた
めに「なにかひとつとる」必要があるが，しかし後
から見れば「それでなくてもよい」とわかるもので
す．絶対的な足場や座標がないように，絶対的な基
礎づけというものもない．むしろ，可能な基礎づけ
の間の変換関係にこそ着目すべきだという考えもあ
りうるでしょう．もしこうした考えをとるならば，
むしろ「基礎づけ」も「組織化」の一種だというこ
とになり，圏論的な世界観に重きをおくことになり
そうです．
しかしいずれにしても，集合論や圏論に限らず，
分野に上下関係や優劣をつける見方は学問の本質か
らは外れると思われます．あまり緊縮的に考えず，
使えるものは何でも使って楽しく研究していくのが
一番です．（西郷）

Q3：ヒルベルトの数学と，ブラウアーの数学を
比べたら，ヒルベルトは集合論で，ブラウアーは
圏論と言えますか．
A3： そのようには言い切れない－－－というか，
おそらく圏論自体はどちらかというとヒルベルト
の流れだと思うんですが（そもそも圏論の創始者の
ひとりであるマックレーンはヒルベルトの助手ベル
ナイスの弟子ですし），ブラウアーの直観主義数学
の（方法論ではなく）内容は，圏論の枠組みで大変
きれいに扱えることが知られています（興味ある方
は「トポス」の理論について調べてみてください）．
（西郷）

Q4：圏とグラフと何が違うのか（グラフで十分
では？）
A4-1：圏では，射に「出所」と「行先」があるだ
けではなくて，対象から対象への射のあいだに「合
成」というのが定義されていて，それが結合律をみ
たし，また「恒等射」もなくてはいけない．それに
対し，一般の有向グラフでは，そもそも二つの矢印
の「合成」，つまり「つないだ矢印」がつねにその
グラフに入っているとは限りません．こういう意味
では，圏というのは特殊な有向グラフと言えます．
だからこそ，一般の有向グラフに枠組みを考えるよ
りも強力な推論が可能だとも言えます．
一方，一般の有向グラフからは「それを含む最小

の圏」（「自由圏」と呼ばれる）を生成できますし，
有向グラフの「理念」を一種の圏として理解するこ
とも可能です（詳しくは次の回答を参照してくださ
い）．このように，圏は「特殊な有向グラフ」では
あるが，「有向グラフ一般」をも扱うことのできる
「十分に一般な」概念であるといえます．このよう
な「特殊と一般」の関係は一見逆説的に思われるか
もしれませんが，数学では意外によくあることで，
しかもそのような関係を分析するために有効なのが
まさに圏論の枠組みなのです．（西郷）

A4-2：例えば，頂点の集合を {X0,X1,X2,X3} と
し，その間の有向辺の集合 { f ,g,h}が以下のようで
ある有向グラフが存在します：

X0
f //

g

��

X1

X2
h //X3

. (1)

しかし，対象の集合を {X0,X1,X2,X3}とし，それら
の対象の間の射の集合 { f ,g,h}が (1)である圏は存
在しません．もしこのような対象と射を持ち，圏の
公理を満たす最小の圏は以下のようになります 1)：

X0
f //

g

��

h◦g

  A
AA

AA
AA X1

X2
h //X3

. (2)

この違いは，有向グラフには「辺の合成」なるもの
が定められている必要がないが，圏には必ず「射の
合成」が定められている必要があることに起因しま
す．端的に言えば，有向グラフで経路の存在する 2

つの頂点の間に（もし存在しなければ）射を導入す
ることで，有向グラフから生成される圏（自由圏）
が得られます．
一方で，まったく別の観点から，一般の有向グラ

フを圏とみることも可能です．具体的に言えば，辺
の集合 E と頂点の集合 V を対象としてもち，その
間に以下の 2 つの写像を射としてもつようなごく
ごく小さな圏として有向グラフが表せます（恒等射
は集合上の恒等写像とします）：

E s //
t //V . (3)

従って，この意味では有向グラフは圏の一種とも

1) このように任意の有向グラフから，その有向グラフを
「モチーフ」とした最小の圏を一つ定められ，これを自由
圏と呼んだりします（これは有向グラフの圏と圏の圏の
間に随伴がある事を意味しています）．
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言えます．さらにいえば，上図の対象や射をあらか
じめ集合や写像であるということすら忘れて，単に
「二つの対象と二つの恒等写像と，さらに二つの対
象をつなぐ平行な二つの射をもつ圏」を考えるとす
れば，これはいわば有向グラフの「理念」を表す圏
であると考えられます．すると，「具体的な有向グ
ラフ」は，この「有向グラフの理念」の圏から集合
圏（任意の集合を対象とし任意の写像を射とする圏）
への「関手」と思えることがわかります．また，そ
れらの間の「自然変換」は，有向グラフの間の「構
造を保つ写像」に他ならないことがわかります．な
お，これは有向グラフに限った話ではなく，「関手
とは具体的なモデルであり，自然変換はモデルの構
造を保つ変換だ」という見方は一般にきわめて有効
です．（日髙・西郷）

Q5：圏論の書籍を読んでいても，理解できるイ
メージがわきません．自然変換まで進めば，圏論
の有効性を理解できるかもしれません．しかし，
そこまでいく前に，圏論の中でできる研究や実用
例を教えてください．また，圏論を理解するため
の道筋があれば教えてください（例えば，動画資
料や，書籍などの紹介）．
A5-1：簡単な問題でよいので，演習問題に取り組む
のが圏論（に限らず，数学一般に言えることですが）
を理解するのに近道だと思います．ただ，圏論の標準
的な教科書は群や位相幾何学などすでに抽象的な数
学理論にある程度の知識を持つことを前提として，そ
れらを例に圏論を理解する演習問題を掲載している
のが実情です．そうしたことを鑑みて，2020年 2月
に行った第 2回「圏論と認知科学」ワークショップで
は（結局，演習に十分に時間がとれませんでしたが）圏
の公理周辺の演習問題を取り上げましたので，ご参考
までに（https://kohske.github.io/research/

202002CTWS/CategoryTheoryExerciseV1.1.pd

f）．（日髙）
A5-2：本稿の最後に文献情報を載せました．ご参
考にしてください．また，本誌のチュートリアル記
事「圏論的な「ものの見方・考え方」入門」(西郷,

2020) でも，圏論をイメージ的に解説しています．
参考にしてください．（布山）

2.2 圏に関する質問
Q6：圏となる例とその反例を教えてください
A6-1：例えば，以下の (1) は C の要素を対象と

し，c,c′ ∈Cに対する包含関係 c ⊂ c′ を射 c → c′ と
見て圏になりますが，(2)は狭義の包含関係（つま
り，包含でありかつ等しくないという関係）d ⊊ d′

を射 d → d′と見ても圏になりません．この場合，2.

が圏にならないのは恒等射を持たないからです．
( 1 ) 集合 C = {{},{1},{2},{1,2}} と，C の幾つ

かの元 c,c′ ∈Cの間に包含関係 c ⊂ c′が成り
立つ構造．

( 2 ) 集合 D = {{},{1},{2},{1,2}}と，Dの幾つ
かの元 d,d′ ∈ D の間に（等しいを除く）包
含関係 d ⊊ d′ が成り立つ構造．

（日髙）
A6-2：一般の有向グラフは圏となりません．Q4

も参照してください．（西郷・日髙）

Q7：モノイドを考える嬉しさを教えてください．
A7：モノイドは群の一般化で，群では「逆」が

つねに存在しますが，モノイドはそうとは限りませ
ん．群を考える意義については A26に書いていま
すが，その意義はモノイドを考える意味ともかなり
重複していますのでそちらもご参照ください．モノ
イドというのは要するに「つねに合成可能な作用の
集まり」を考えたものといえますが，「逆」を要請し
ないことにより，不可逆なダイナミクスなども扱え
るという点で一般的なものとなっています．（西郷）

2.3 射に関する質問
Q8：恒等射はただ一つか？ もしそうなら，ただ
一つであることを定義に入れなくて良いのか？
A8：はい．各対象に対して唯一つです．定義にわ

ざわざ入れなくても導かれます．なぜそうなのかは
よい演習問題です（次の質問への回答が大ヒント，
というかほとんど答えになっています）．（西郷）

Q9：半端な恒等射（片方向きにだけ恒等射とし
て振る舞う射）はあるのか
A9：おっしゃる意味が，「任意の（合成可能な）射

f に関し g◦ f = f」となるような gが恒等射以外に
あるのか？ということでしたら答えは NOですね．
なぜなら，gの域（射の出所）を X とし X の恒等
射を idX とすると，恒等射の定義から g = g◦ idX で
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あり gの条件より g◦ idX = idX となって，g = idX

が導かれるからです．（西郷）

Q10：射が等しいとはどのようなことか？ どの
ように射の等さは定義されるのか
A10-1：射の等しさというのは圏を定義する際に

（その圏を定義しようとする人が）「自分で決める」
ものだ，というのが簡単なお答えになるかと思いま
すが，これだけでは説明不足過ぎるでしょうから，
可能な限り丁寧にお答えしてみようと思います．
まず圏論以前に数学全般における「等しさ」とは
何かについてある程度はっきりさせておきましょ
う．まず大前提として確認しておきたいことは，数
学における等しさ，あるいは「等号（=）」の意味す
るものは決して「絶対的な同じさ」という意味では
ない，ということです．
このことをまず簡単に説明しましょう．例えば見
覚えのある人も多いであろう cos(2x) = 2cos2 x−1

という等式を考えてみます．確かに x に任意の数
値（実数値あるいは複素数値）を入力したとき左辺
と右辺の値は等しくなるけれども－－－つまり左辺の
表す写像と右辺の表す写像は等しいけれども－－－両
辺の表す「計算過程」の在り方は異なるものになる
でしょう．つまり，「等号」というのはある概念を
考えるうえで整合的な「同じさ」であって，どのよ
うな概念を考えたいかによってその意味は変わって
くるのです．むしろ，何らかの意味で「異なってい
る」からこそ「=」を考える意義があるわけですね．
「=」はあくまで「二項関係」であるということが
大切です．
ではだからといってどんな二項関係でも等号と
思っていいというわけではもちろんない．a = aa = aa = aは
さすがに成り立ってもらわないとさすがに困るし，
a = ba = ba = bであるとき，理論の中で構築される論理式P(a)P(a)P(a)

からはP(b)P(b)P(b)を導けるというくらいのことは成り立っ
てもらわなければ困る．こうした困ったことが起こ
らない，つまり，先に述べた二つの条件（「等号の
公理」）をみたす二項関係のことを等号と呼ぶわけ
です．
たとえば集合論においては，数学的な「モノ」は
すべて集合であると考え，集合 Aと集合 Bの等号
は，「a ∈ Aと a ∈ Bが同値であること」として定義
します．集合論では写像（関数）もその「グラフ」
にあたる集合として考えますので 2)，これによっ

て写像のあいだの等号も自動的に定義されることに
なります．結果として，写像 F と Gの間の等号は，
「同じ入力について同じ出力が対応すること」とな
り，いわば「途中の過程」は一切問われないことに
なります．現代の数学は基本的には集合論的な枠組
みで整備されていますので，通常は「等号」といえ
ば集合論の意味での等号のことであると考えて，と
くに「等号とは何か」などと改めて考えることは少
ないわけですが，別に集合論的な等号「だけ」が等
号であってその他のものはあり得ない，ということ
ではまったくありません．
また，圏論でいう射も写像であるとは限りません．

したがって当然，射の間の等号がいつも「写像の間
の等号」すなわち「グラフの点集合の間の等号」で
あるというわけでもありません．このように，等号
の意味は一般にいろいろなものであり得ます．
とはいえ，しつこいようですが，「何でもいい」と

いうわけではありません．圏論というのは，そもそ
も「等号」を用いて定式化される理論です．「射で
ある」「対象である」「域である」「余域である」と
いったことが何らかの意味で定められており，「合
成」の演算が定められているだけではなく，その合
成に対しては「結合律」という等式（「=」なしには
言明すら不可能！）が成り立ち，「何もしない」を表
す等式を満たす恒等射が存在していてはじめて，圏
となるわけです．いいかえれば，そのような条件を
満たすような「=」が与えられていることが，圏を
考える「前提」であるといえます．逆に，以上の条
件を満たすような「=」が（ほかの基本語彙の意味
付けとともに）与えられていれば，その「=」が写
像の等号であろうが何であろうが，圏論を開始する
ことができます．このような意味においては，圏論
は集合論に依存してはいません（とはいえ，もっと
いろいろ強力なことをやっていくためには何らかの
集合論的な枠組みも必要になってくるわけですが）．
ちょっと難しい話になりましたので，ここでわか

りやすい例を説明してイメージを明確にしたいと思
います．たとえば，「場所を対象とし，場所の間の
移動方法を射とする圏」を考えてみたいとします．
しかし，実はよく考えてみるとこの言い方には曖
昧性があります．そうです．「移動方法」の等号を
どう考えるか－－－ひいては「移動方法」という言葉

2) ここでいうグラフは「有向グラフ」などとは全く違う
概念で，いわゆる「二次関数のグラフ」「三角関数のグラ
フ」のように，入力と出力の対の集合のことです．
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で何を意味しようとしているか－－－ということで
す（もちろん場所の間の等号もありますが）．たと
えば，京都駅から東京駅への「移動方法」はいろい
ろありますが，それらの「等しさ」をどう定めるか
には少し考えるだけでいろいろな立場があること
がわかります．京都駅から東京駅に「のぞみ」で行
くのと「ひかり」でいくのとを区別するか，あるい
は「新幹線」とまとめるか．「のぞみ 200号」で行
くのと「のぞみ 202 号」でいくのを区別するかど
うかなど，「どれが正しいか」ではなく立場による
でしょう．もちろん乗り替えや途中下車の扱いはど
うするかなども考える必要があるかもしれません．
一番極端には，「旅はすべて（人生と同じで）一度
きり」であり「人は二度と同じ移動方法をすること
はできない」という立場もあるでしょう．あるいは
もう一方の極端には，「行けるならなんでもいい」，
つまりすべての移動方法は（あれば）等しいと考え
る立場もあるでしょう（なお，後者のような考えに
基づくと，「任意の対象 A, Bに対し，Aから Bへの
射がたかだか一つである圏」，いいかえれば「前順
序」を考えることになります）．このように，いろ
いろな立場を考えることができるでしょうが，もし
それぞれの等号に関し結合律などの条件が満たされ
るのであれば，（それぞれ別の）圏を定めることと
なります．
このように，圏論では，射の等しさは（条件を満
たすかぎりなんでもいいが）何らかの形で与えられ
るというところから出発します．そのうえで，恒等
射の概念を通じて「可逆な射」すなわち「同型射」
を定義し，その同型射でつながる二つの対象を「同
型である」と呼びます．同型な対象は，もともと与
えられた意味では「等しい」対象ではあるとは限り
ませんが，その圏のなかで「本質的な同じさ」をも
つと考えられることになります．つまり，圏論とい
うのは，与えられた「射の等しさ（=）」をベースに
して，異なる対象の間の「本質的な同じさ」を議論
していく枠組みなのです（とはいえ，射を対象とす
るメタレベルの圏も考えられるので，射の「本質的
な同じさ」は決して考えられないと言っているわけ
ではありません）．
この対象の間の「同型」つまり「本質的な同じ
さ」という概念は，きわめて重要です．小学校で習
う 2+ 3 = 5 という意味を，「それを初めて学んだ
ときのように」考えるとすれば，この「=」はそも

そも同型のことではなかったか？と気づきます．2

個のミカンと 3個のリンゴからなる集合と，5個の
イチゴからなる集合とは，集合の意味では全く「等
しく」はありません（集合のあいだの等しさの定義
を思い出してください）．しかし，ふたつの集合は
「同型」です．というのも，一対一対応がつくから
で，一対一対応というのは集合圏（集合を対象とし
写像を射とする圏）での可逆な射，つまり同型射だ
からです．私たちが 2+3 = 5の式の意味を納得し
ている背景にあるのは，何であれ 2 個の要素をも
つ集合と 3 個の要素をもつ集合が（互いに共通部
分をもたないかたちで）合併したものは 5 個の要
素をもつ集合と同型である，という事実に他ならな
いのです．つまり，算数における「=」は，同型の
「影」であったということです．実は数学における
様々な等号を，「圏における同型」として遡及的に
捉えなおすという操作を圏化と言っていて，現代の
数学研究において実り豊かな手法となっています．
この意味で，「原始，等号は同型であった」とでも
いいたくなります．
しかしここまで読み進めた方の中には，次のよう

な疑問をもつ方もあるかも知れません．「だとした
ら，射の等しさだって，何かの『同型』みたいなの
から来ているとみるべきではないのか？」と．その
ようなアイデアをきちんと定式化することは可能で
す．それを考える枠組みは高次圏論とよばれ，現代
数学の最前線において熱心に研究されているのです
が，その紹介をするには筆者の力量はとても足りま
せんので，この中途半端なところで筆をおくことに
します（個人的には，圏論が認知科学で常識化した
暁には「高次圏にいかなきゃだめだろ」という話に
なりそうな予感がしています）．（西郷）

A10-2：（上の回答に対し，布山から「この回答
A10-1 で，「そのような条件を満たすような「=」」
の「そのような条件」というのがこの回答の一つの
核心だと思いますが，私にはその条件の理解が難し
かったです．結局，条件はなんでしょうか？」とい
う質問をした．それに対して，以下の追加の回答を
受けたので，やや専門的だが，補足として回答 10-2

とする．）
さらに詳しく書くと数理論理学（等式ありの一階

述語論理における理論）の話になってしまうのです
が，一応より詳しく書いてみると，
( 1 ) 任意の変数 xについて x = xが成立する
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( 2 ) そのなかに（束縛されていない）変数 xを含
む任意の論理式 P に関して，その x の出現
（のうちいくつか）を yにおきかえた任意の
論理式 P′ に関して，x = y → (P → P′)が成
り立つ，

というのが（圏論であろうがなかろうが一階述語論
理に基づいた理論における）「等号の公理」です．こ
れに基づいて，この等号に関して圏の公理が述べら
れる．したがって圏論においては=というのは，二
項関係を表す記号であって，等号の公理に加え，結
合律などの公理をみたす，ということになります．
一般に理論というのは形式的に見れば論理式から
論理式を導くあらゆる可能な連鎖のようなもので，
=というのはそこでは単なる「記号」であり，その
記号の使い方を決めているのが公理ということにな
りますね．（西郷）

Q11：恒等射の分かりやすい有効性を教えてくだ
さい
A11：例えば，逆（射）を定義するときに恒等射
が必要になります．逆射の概念を定義したい場面
は多々あり，素朴には逆射は「元にもどる作用」を
表すと解釈できます．このとき「元」とは何かを明
確にするのが恒等射だと思ったらよいと思います．
（日髙）

2.4 可換図式と合成と結合律に関する質問
Q12：可換図式の描き方と読み方がわからない．
書籍で圏の可換図式を初めて見たときは，何がど
うなっているのかの関係性が分かりませんでし
た．具体的な可換図式を描く gifなどがあれば教
えて欲しい．
A12-1：可換図式は多くの教科書の早い段階で現
れますが，実は意外と誤解が多く，慣れるまではあ
る意味では危険な表現だと思っています．図式にす
ると視覚的なので直感的で容易に理解できる「気に
なる」のは確かです．実際，多くの射の関係が入り
乱れる図式では図式で表すことで，議論を整理でき
ます．一方で，読み方が分かるまでに少し時間がか
かると思います．例えば，ある対象 X から X への
射 f : X → X は一般には恒等射とは限りませんが，
図にするとどちらも同じ見た目の矢印なので，その
図式を見ただけではその射が恒等射かどうか分か
りません．数学一般でそうなのですが，あくまで文

（命題）が圏論の本体で図式はその補助としての役
割だと思います．従って，王道ですが，図式に頼る
のではなく公理や定義に帰って考えるのが重要だと
思います．（日髙）

A12-2：（回答A12-1を受けて）いや，気持ちはわか
りますがその表現は誤解を生むかもと思います．た
とえば Peter Freydの名著 Abelian Categories: An In-

troduction to the Theory of Functors (1964, New York:

Harper & Row)では数式よりも可換図式をふんだん
に用いて正しく解説しています．ご指摘の曖昧性
は，「射の名前」をちゃんと意識すれば解消すると
思います．図式というときには，本来名前まで込め
ます．図式自体が危険であるというより「射の名前
を省略するのは」危険である，というのがより正確
かなと思います．（西郷）

A12-3：『圏論の歩き方』(圏論の歩き方委員会 (編),

2015) の第 17 章「圏論のつまづき方」の pp. 282–

283に可換図式の筆順について書かれています．ま
た，本解説記事にあげた文献情報の動画などを見る
と，具体的に可換図式を描く様子を見ることができ
ます．
ご質問から少しずれるかもしれませんが，可換図

式を自分で電子的に描くのに便利なサイトは以下が
あります（動画にはなりませんが，原稿などに描く
際の参考まで）．
• https://tikzcd.yichuanshen.de/

• https://varkor.github.io/quiver/

LATEX では XY-pic というパッケージを使って描
くことができます．上の二つのサイトでの描画も，
LaTexのコマンドとして書き出せ，このXY-picパッ
ケージを使って LATEX上で描画することができます．
（布山）

Q13：合成の嬉しさを教えてください
A13-1：合成に限りませんが，圏論の多くの基礎

概念は，「閉じる」（既知の範囲に存在する）ことと
「一意に定める」ことを原則として守るように定義
されていると考えたらよいと思います．そのよう
な性質を持つ体系は，これは「合成がない」場合を
考えたら分かり易い．例えば，「対象 Aが対象 Bに
類似している」ことを射 A → Bがあることとみな
した構造があるとします．「対象 Aが対象 Bに類似
している」かつ「対象 Bが対象Cに類似している」
が，「対象 Aが対象Cに類似している」を必ず指し
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示すならば，この射は合成可能だと言えます．しか
し，前 2つの類似性が「対象 Aが対象 C に類似し
ている」とは必ずしも言えないような対象を扱う場
合（実際，砂山のパラドックスと呼ばれる現象の場
合，これが成り立たない），A → B，B →Cから Aと
Cの間について何も言えないことになります．つま
り，圏には射の合成が定められていることで，以上
のような推論がいつでも成り立つという性質があり
ます．（日髙）

A13-2：上の A13-1に補足です．したがって，モ
デル化したい現象（対象と書くとややこしいので現
象としました）が圏として扱えるかどうかは，その
現象をある見方でみたときに，合成が成り立ってい
るかにも依存します．土谷・西郷 (2019)に対して，
一連のコメンタリー論文群 (布山, 2019;日髙, 2019;

平, 2019;丸山, 2019)が連想の合成性の有無につい
て指摘し議論したのも，この点に関わる議論です．
（布山）

A13-3：さらに補足です．圏の射は「合成可能な
関係性」であり，一般の関係性は合成可能とは限ら
ないというのは全くその通りなのですが，それにも
かかわらず人間が「合成をしてしまう動物」である
という観点も重要かなと思いました．例えば「Aな
らば Bである」ことと「Bならば C である」こと
から「A ならば C である」を推論する，というの
は私たちにとってはあまりに「当たり前」なことだ
けれども，果たしてそれは本当に自明なことなので
しょうか．それを通常疑わないほどに我々の認知の
根本には「合成可能な関係性」やそれに対する操作
があるのではないかと私は思います．私が認知科学
において圏論が重要ではないかと思う理由の一つで
す．さらに言えば，一般の有向グラフを考えている
つもりでも，我々は「つい」経路（グラフの辺の有
限列）を考えてしまうし，辺に合成は与えられてい
なくても経路の方には自然に合成が定まります（経
路を「つなぐ」）．つまり，有向グラフから定まる自
由圏というものを「つい」考えてしまうわけです．
ミヒャエル・エンデの「はてしない物語」ではあり
ませんが，物語の終わりは物語の始まりでもあるわ
けで，しかも物語はつながっていくわけです．こう
したことを考えてみるだけでも，「合成」の概念の
重要性が見えてくるのではないでしょうか．（西郷）

2.5 関手・自然変換・随伴に関する質問
Q14：関手の定義で恒等射が保たれるという定義
は必要か？
A14：必要です．ほかの条件からは出てきません．

なぜ恒等射を保つ条件が大事かについては，たとえ
ば本特集号のチュートリアル記事 (西郷, 2020)での
ブラウワーの不動点定理の証明の箇所などを参照し
てください．（西郷）

Q15：自然変換はなぜ「自然変換」というのか？
A15：直接の回答としてはアイレンバーグとマッ

クレーンがそう名前を付けたからですが，もちろん
その名前の含蓄について問われているのだと思いま
す．自然変換は圏論の根本概念であるだけに，その
含蓄について詳しく話そうとすればずいぶん長い答
えになりますので詳しくは『圏論の道案内』(西郷・
能美, 2019)等に譲りますが，次のことが重要です．
それは関手というのは「モデル」に対応し，自然変
換は「モデルの構造を保つ変換」に対応する，とい
うことです．構造を保たない変換もいくらでも考え
られるなかで，構造を保つ変換が「自然なものだ」
という風に考えると，幾分納得してもらえるかもし
れません．
自然変換の定義のどこに「構造を保つ」があるん

だ，といぶかしく思うかもしれませんが，まさに「可
換図式をみたす」というところに凝縮されているの
です．実際，「可換性」と「構造を保つ」はほとんど
同義といってよいのです．例えが正比例関数は「k

倍してうつす」と「うつして k倍する」が同じにな
る，つまり足し算と対応付けの可換性を意味してい
ます．二つの有向グラフの間の対応付けは，それこ
そいくらでも無茶苦茶に対応させることは可能です
が，「構造を保つ」対応付けは「うつした矢印の行
き先（根元）」と「矢印の行先（根本）をうつした
もの」が同じになる必要があります．これもまた，
「うつす」と「行き先（根本）をとる」の可換性で
すね．こうした可換性のあり方をきわめて一般的に
定式化したのが自然変換の概念なのです．（西郷）
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Q16：自然変換には，豊かなのとそうでないので，
その間の合成ができるということだけど，比較で
きないものもあるということで，ある圏からある
圏への関手たちとその間の自然変換たちの全体
が，前順序をなしていると言えるのか．
A16：まず，前順序を考えるというのは，「任意の
対象 A, Bに対し，Aから Bへの射がたかだか一つ
である圏」であるような圏を考えることである，と
いうことを思い出しましょう．さてそうすると，ご
質問は「関手を対象とし，自然変換を射とする圏」
つまり「関手圏」がそのような圏になっているか？
ということになりますが，これは一般には NO で
す．二つの関手のあいだの自然変換は複数（時には
無数）ありうるからです．
そのうえで，ご質問でおっしゃりたかったことが

「自然変換たちを用いて関手のあいだに前順序の構
造を定められるか？」ということだとしたら，それ
は YESです．
一般に，圏が与えられると，そこから前順序を作
ることができます．どうやって作るかというと，2

つの対象の間に射が複数あっていいのが一般の圏な
んですけど，「射が存在するという関係」を射と思
う（存在しないときは射がないとする），そういう
やり方で前順序を作れるわけです．いまの場合でい
うと，「自然変換が存在するという関係」を射と思
えば，確かにそこから関手たちのあいだの前順序を
作ることができます．（西郷）

Q17：Q16に関連して，前順序から全順序への関
手のあいだに自然変換を対応付けると，それも関
手圏の意味で前順序になってると思うんですけ
ど，射があるという定義をし直さなくても．それ
はそうですか．
A17：そうですね．一般に，「行き先の圏」が前順
序のとき，関手圏は前順序になります．どうしてそ
うなのかはよい練習問題なので，考えてみてくださ
い．（西郷）

Q：18 自然変換は関手よりメタにいくと思いき
や元の圏の構造に戻ってくる．これは米田の補題
に関係しているのか？
A18：自然変換の定義は関手と関手のあいだの射
だから，メタというか，非常に高次なものにみえる
わけですね．高いというか深いというか，とにかく

レベルの違うものに見えるんですけれども，定義
のレベルで見ると，それは身分としては，Cの対象
でパラメトライズされた Dの射の集まりなんです
ね．だから，行き先の圏の個性をすごく反映するん
です．その結果，D が非常にいい性質を持ってい
る圏だと，関手圏もその名残りを持つことになりま
す．実は，任意の圏というのは－－－正確には「局所
的に小さい」という条件が要りますが－－－ある種の
関手圏のなかに埋め込んで考えられるわけです．こ
の関手圏というのがどんな圏かというと，もとの圏
の双対圏と言われるものから集合圏への関手たち
のなす関手圏なんですが，これは先ほど言ったよう
に「行き先の圏」つまり集合圏の個性をすごく反映
している．集合圏っぽい圏になるわけです．そうい
う集合っぽい圏というのは「トポス」と呼ばれるも
のなんですが，まあ要するに任意の圏を集合圏っぽ
いものに埋め込んで考えられるというわけで，こう
いうのを米田の埋め込みといいい，名前からも推測
されるようにまさに米田の補題と関係しています．
（西郷）

Q19：随伴ってなんですか？
A19-1：随伴とは，2つの圏の間の互いに逆向き

の関手の対で定義される，圏同士の間の「同じさ」
の一つです．圏の「同じさ」には圏同型や圏同値と
いったものがあり，2つの圏の関係はその間に成り
立つ関手により定義されますが，随伴は上記の「同
じさ」よりも緩い種類の「同じさ」を定めます．2

つの圏の構造（対象・射）が一対一に対応するほど
に「同じ」であるということを，「2 つの圏の間に
可逆な関手がある」と表現でき，これを圏同型と呼
びます．この圏同型の関係にある 2つの圏は，その
射の働き方をみるとほとんど同じ圏と言ってよく，
2つの圏は瓜二つだということですが，それゆえに
あまり発展性がありません．より緩い種類の圏の間
の同一性のほうが，様々な場面で現れ，また役立つ
概念でもあります．ここでの「緩い」は，定義がな
いという意味ではなく，同一性の条件が少なくより
多くの圏の間の関係を含むということです．
先に述べた圏同型に比べると，随伴は必ずしも可

逆な関手がない 2 つの圏の間にも成立し，場合に
よってはかなり異なる見た目をした数学的な構造の
間にも成り立つことがあります．例えば，圏論の理
論的枠組みそのものの発祥よりはるかに先立って現



西郷・日髙・高橋・布山／認知科学 (2021) 28(1) 70–83 79

れた随伴は，ガロア理論における代数的可解体とガ
ロア群の間の関係です（ガロア理論の成立は 19世
紀末ごろですが，この関係が随伴の一つとして認識
されたのは比較的最近で 1950 年代ごろです）．こ
の例では，取り扱いが容易ではない体（たい）の世
界と，その体の構造を保つ変換のなす群の世界が随
伴（ガロア接続）によりつながれることで，一般の
5次方程式には代数的な解が存在しないことが示さ
れました．
もっと身近な例を挙げるならば，例えば，順序づ
けられた実数と，順序付けられた整数の間の関係
が随伴だということができます（この例は本特集の
Steven Phillips 氏の論文 Phillips, 2021, にも簡単に
触れられています）．順序づけられた実数とは，実
数全体の集合Rを対象の集合としてもち，どの 2つ
実数 a,b ∈Rの間にも a ≤ b（または順序以前に和
が定義されている場合，ある c ≥ 0があり a+c = b）
ならば射 a → bを持つ圏で，順序付けられた整数も
同様に定義できます．順序付けられた整数は，順序
付けられた実数に切り下げや四捨五入を導入した圏
とも本質的に同じ（正確に言うならば圏同値です）
です．この 2つの圏は異なる数（濃度）の対象を持
つため，明らかに「対象の 1対 1の対応」はなく，
圏同型などのように強い同一性はありません（さら
に言うと，圏同値でもありません）．しかし，この
2つの圏の間に随伴という種類の同一性は成り立っ
ています．
我々は実数のようなものを無限に精度がある数の
集合のように理想化されたものとして捉える一方
で，現実には多くの場合ある一定の有限精度で数の
記述を打ち切ってしまっても問題のないことが多い
と思います．この両者は，より狭義の同一性の観点
からは異なるモノである一方で，記述される精度や
粗さといった面に目をつぶれば，本質的に同じモノ
だとも言えると都合が良い．こうした関係を捉える
のに緩い同一性である随伴が役立つのです．
このように随伴は，ある世界では豊かな構造を持
ちすぎているために取り扱いが難しいものを，その
骨格だけを抽出した抽象的な世界につなげ分析する
ときの強力な道具として役立ちます．あるいは，逆
に抽象的なものを，具体的なものの世界に埋め込む
ことで，より豊富な手法が使えるようにした上で分
析するといった使われ方をします（日髙）．

A19-2：本特集号の日髙・高橋 (2020)では随伴が

要の一つとなっています．また，Tsuchiya, Taguchi,

& Saigo (2016)では，同じさの程度が，関手の存在，
随伴の存在，圏同値の存在，圏同型の存在の順で強
くなることを議論しており，これらの概念の直感
的な理解と応用可能性の検討に役立つと思います．
（布山）

3. 認知科学における圏論の効用
認知科学は人間に関するさまざまな問題領域が関

わる極めて学際的な領域である一方，本来的には情
報処理システムとして人間の認知過程や心の諸機能
を捉えることを目指している．
人間が備える情報処理システムは多様であり，か

つ相互に関係している．例えば視覚認識と運動生成
はそれぞれおおよそ独立した情報処理システムに支
えられる一方で，視覚世界に対して運動を以て働き
かけるような状況を考えれば，それぞれのシステム
が双方の拘束条件にもなるはずである．しかし異な
るシステム同士が（言語的な説明やアナロジーでは
なく）情報処理モデルの数理的な拘束条件として成
り立つためには，相互のシステムに互換性のある情
報表現（抽象化）が求められる．
広く認知科学と圏論の関わりを考えると，ある現

象や表象，その他，何でも良いが認知科学の対象と
なる問題領域について，対象と射を定め，合成など
圏の公理が満たされることが確認されたとすると，
その現象を表現する圏が構築できたことになる．こ
うすることで，圏内部（現象）の詳細に立ち入るこ
となく，そこで定めた現象の骨組み，いわば抽象的
構造に対して圏の制約を適用することができるよ
うになる．その圏単体ではあまり恩恵はなさそうだ
が，複数の圏の間の関係を考え，それがある種の認
知的現象の説明に相当すると考えるときに，圏論的
モデルにはより高い制約が要求される．
一見，圏論的に構築されたモデルは強い制約を満

たすよう要求されるために，「不自由」に感じられる
が，この制限ゆえに「規格化された理論的な部品」
(戸田, 1971)のように扱うことが可能になる．従っ
て，圏論を用いて認知現象のモデルを構築し，強い
制約条件の下でも成立する抽象的構造を考えること
で，説明する認知現象の再利用可能な理論的鋳型・
骨格にあたる部分をあぶり出せる点が，圏論のひと
つの利点であると思われる．
このように圏論は認知科学分野における理論研究
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全体にも貢献する可能性もある一方で，個々の現象
に関してモデルを構築する際にも効用があると考え
られる．以下は日髙・高橋 (2020) の執筆を通して
著者らが実感している（おそらく認知科学に固有で
はなく）理論的なモデルを構築する際の圏論の効用
である．
( 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
以下，順にこの 3点の効用について述べる．

3.1 抽象化・喩えを数学的に定式化できる
ここで，ある物事や出来事の，ある側面を捨象し
て，また別な側面のみを残すことを抽象化と呼ぶこ
とにすれば，一般に言って，「よい抽象化」を考え
るのは難しい．ほとんどあらゆる側面を捨ててしま
い，残ったものが極端に「抽象的」で元の物事や出
来事の面影が全く残っていなくても，それはやはり
定義上は抽象化である．しかし，我々が「Aを抽象
化したものが Bである」とか，「Aを Bで喩える」
などという場合，Bにも Aの本質的な何かが残って
おり，しかし A のある側面が捨象されていること
を暗に指し示していることが多いと思われる．
本稿 A19にて書いた通り，随伴などの圏論で定
義される種々の同一性の概念は，「Bが Aの抽象化
になっているか」という疑問に答える上で，一つの
参考になる基準を与えているように思われる．もち
ろん，例えば随伴の概念ではとらえられない抽象化
が存在する可能性は容易に否定できないが，もし多
くの我々が「自然に抽象化だと思える」関係が，圏
論の定義する何らかの同一性の形式をとるとすれ
ば，こうした概念が，新たなモデルを構築するとき
の「補助線」として利用できる．
認知科学において典型的に用いられるのは，人や
動物の認知過程を，計算機等の情報処理に喩えるモ
デルである．実は計算機自体が，数学的な構造（例
えば，集合と関数など）を，物理的なモノを使って
喩えることで実現されたモノであることを考慮すれ
ば，認知科学での計算機によるモデルは，少なくと
も二重に喩えを使っていることになる．もしこの計
算機としての喩えをとらず，人の認知を一種の関数
として捉える立場を採るならば，これは認知過程を
いわゆる刺激－反応（Stimulus–Response; SR）の関
数として捉える行動主義的な立場になるだろう．

一方，計算機は理想化された数学的な関数とは厳
密には一致しない．例えば，ある記憶容量（記憶装
置）の範囲では関数を喩える振る舞いをするが，そ
れを超えた場合にエラーを起こしたり，特定の問題
に相当する計算をするのには一定の時間がかかる，
などの抽象的な数学的な構造では捨象されている，
物理的な機構に固有のいくつかの性質を考える必要
がある．人の脳による処理系も，関数としての抽象
化では捉えきれない物理的な計算機としての側面を
持っているため，現在では数学的な関数よりも計算
機（あるいは計算機上に実装されたソフトウェアや
アルゴリズム）を認知過程を抽象化したモノと見る
立場が主流である．
ここでの論考を踏まえると，Marr (1982)の情報

処理の三水準は，物理的な基盤としての脳・中枢神
経系（ハードウェアの水準），その計算機による抽
象化（アルゴリズムと表現の水準），そして計算機
の物理的側面をさらに抽象化した数学的構造による
抽象化（計算理論の水準）と再解釈することができ
る．言い換えれば，認知科学で典型的に用いられる
計算機の喩えは，実は異なる水準のモデルを二重に
使っているのであり，それを意識することの重要性
を指摘したのが Marr であったともいえるだろう．
従って，このような異なる水準の喩えを自在に使う
ために，その数学的な拠り所になり得る論理的な道
具が圏論であると言えるだろう．

3.2 モデルを「事前に検証」できる
圏論の第二の効用を，計算機の喩えを使っていう

ならば，「実際にプログラムを実行しなくても，事
前にコンパイラがエラーや警告を出すように」圏
論は，モデルの満たすべき基準を与えてくれる点
である．多くのモデルは，そのモデルの予測する結
果を実験等で検証することにより，その妥当性を
問うことになる．もちろん，圏論を応用してモデル
を構築する場合にも，こうした基本的な事情は変わ
らない．しかし，実験で検証するだけではなく，そ
れ以前に，圏や関手，自然変換などの概念に基づい
てモデルを表現すること自体が，簡単ではなく，モ
デルに対するある種の「コンパイラによる実行前の
エラーチェック」のような働きがあるように思われ
る．圏や関手，自然変換といった概念は，それぞれ
満たすべき公理があるため，ある現象のモデルをそ
の概念を使って書く場合，これらの公理が満たされ
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ているか確認することで，プログラムの統語構造の
チェックのように，実行してみなくてもある種の整
合性が保たれているかを検証することになる．
圏論の教科書などを読んでいると，当然ながら，
どの例もある種の圏や関手であるものばかりなの
で，一見すると「何でも圏」かのように思えてくる．
しかし，実際にモデルを組み立てるのに圏論を使お
うとすれば，実は圏，関手，自然変換等の条件を満
たす「圏論的な精神に則ったモデル」は，多くの場
合ごく少数に限られているのではないかと思われ
る．つまり，ある現象の持つ性質をもつ，という条
件下で圏論的なモデルを組み立てるとき，「何でも
圏」どころか，「ほとんどどれも圏ではない」という
ことに気づく．つまり圏論は極めて厳しいコンパイ
ラであり，モデルを組み立てる立場からすれば，実
はこの圏論の性質は非常に有益である．なぜなら，
ある特定の目的を果たすために，可能な道筋が多数
ある場合には，モデルの候補に迷うことになり，最
終的には経験的・実証的な検証を経て，どれが妥当
かを決める必要があるが，逆に可能な道筋が限られ
ていれば，理論的な確認だけで済み，迷わずに済む
からである．一言で言えば，圏論に基づきモデルの
構想を練ることで，構想段階で「（圏論的に）ダメ
なモデルはダメ」と判断しやすい，ということであ
る．日髙・高橋 (2020)の研究過程で，モデルを理論
的に（実験によらず）棄却しやすいプラットフォー
ムとして圏論は，概念検証装置として極めて有用で
あると感じた．

3.3 全体像を俯瞰するための地図を与える
日髙・高橋 (2020)で我々が提示したモデルは，結
局のところ，図形の視覚的なパタンをベクトル空間
（アフィン空間）で表現するモデルである．では，
初めから圏論の概念などを持ち出さず，ベクトル空
間上でモデルを表現しても事足りるのではないか，
という疑問もあるだろう．結果だけを見ると，確か
にそれは不可能ではないようにも思える．しかし，
それはある種のコロンブスの卵であり，結果を知っ
てから眺めると簡単に見える事も，実はその結果を
知る前にそのような着想を得られたのか，という点
で現実的な難しさがあったように思われる．前節に
書いたように，圏論の概念は極めて制限されている
ため，圏論の枠組み内でまず構想の大枠を構築し，
次にその圏に対応する具体的な領域（今回の場合ベ

クトル空間等の圏）で，それが目的の条件を満たし
現象を説明するモデルになっているか確認するほう
が，可能なモデルを探索する空間が小さくなる．
これは，本稿 A19にて挙げた，ガロア接続ある

いは，より単純な例として，切り下げ等によって実
数を整数に見立てる事の効用と本質的に同じであ
る．方程式の可能な変換は無限にあって，その無限
の「森」（体）の中ではある方程式が代数的に可解
でないことを言うのは容易ではないが，特定の性質
を持つ方程式を「丸めこんで」その骨組み（群）だ
けを抽出すれば，そうした見た目の無限性に惑わさ
れることなく本質的な議論をすることができる．元
の方程式や実数にある構造のある側面を取り出し，
その他を捨象しただけなので，元の構造のままその
議論ができないわけでもないが，その議論をする人
の認知的な限界を考慮すれば，これは本質的な違い
でもあるだろう．つまり，数学的に不可能でなくて
も，人がもつ有限な記憶容量の範囲で全体像を見渡
そうと思えば，本質だけを抽出したよい抽象化がで
きることが重要である．この意味で，ベクトル空間
に元々備わっていた性質しか議論の俎上の載らない
モデルであったとしても，圏論のレンズを通して抽
象的な骨格を抽出する意義は大きいと思われる．
こうしたモデルの構築は，あたかも（数学的に基

礎づけられた）box-and-arrowモデルを直接操作す
ることでモデルの骨格を構築し，後からその箱や矢
印の中身を埋めていくようなトップダウン的なモデ
ル構築法である．直接最終的に扱う領域でモデルを
組み立てて，それにより抽象的な全体構造が出来上
がるボトムアップ的なモデルの構築法では，そうし
た領域ではより具体的な数学的構造をもつため，よ
り多くの選択肢があり，モデルを探索するフェーズ
において迷い易い．結局，全体構造を見出すために
何らかの抽象化された「地図」を要求することにな
るが，これがまさに圏論でそのモデルを再解釈する
水準に当たる．従って，圏論無しでもモデルが結果
的に構築できた可能性は否定できないが，より効率
的かつ系統的にモデルの可能な空間を探索するため
に圏論の与える視座が有用であると言えるだろう．
以上は効用の一例である．決して圏論を用いれば

どのような問題でも解決するというわけではない
が，人の認知過程という複雑な現象を対象とする認
知科学の諸問題に取り組む上で，新しい武器となる
可能性を秘めていると考えられる．
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4. 文献情報
圏論を勉強する上で参考になる情報は日々増え続
けている．ここでは，初学者が学習にとりかかりや
すいと思われる情報に絞って紹介する．

4.1 書　籍
圏論関連の書籍は近年多くのものが出版されてい
る．以下では，初心者向けの書籍と，動画と関連す
る標準的な教科書のみをあげる．なお，書籍 (2)の
英語版の PDFは，2020年 11月 30日現在ネット上
（ArXiv）に上がっているので，試しに見たい人は検
索してみてほしい．
( 1 ) 圏論の道案内 (西郷・能美, 2019)：数学を専

門としない読者でも対談形式で書かれている
こともあり，比較的読みやすい．圏から普遍
性，随伴，トポス，モナドあたりまでの説明．

( 2 ) Basic category theory (Leinster, 2014土岡訳
2017)：標準的な教科書の一つ．下の動画で
紹介しているゆる圏シリーズでも取り上げら
れている．

( 3 ) Category Theory, Second Edition (Awodey,

2010前原訳 2015)：標準的な教科書の一つ．
比較的読みやすいが，自然変換が出てくるの
がやや遅い．

4.2 ネット上の文書・スライド情報
圏論関連のネット上の文書・スライド情報も日々
増えている．本文献情報では，稲見泰宏氏の一連の
情報が（主にプログラミングに詳しい人にとって）
まとまった情報でわかりやすいため，紹介する．
( 1 ) iOSDS Japan2018で発表した「圏論と Swift

への応用」の補足（https://qiita.com/in

amiy/items/c4e85f22273e98b8db26）：プロ
グラマ向けの圏論の説明．次の (2)と関連．

( 2 ) 圏論のオススメ勉強法（プログラマ向
け）（https://qiita.com/inamiy/items

/922d4220bf407efa2dab）：プログラマ向け
とあるが，『圏論の基礎』（Mac Lane, 1971　
三好・高木訳 2012）『ベーシック圏論』（Le-

inster, 2014 土岡訳 2017）『圏論』（Awodey,

2010 前原訳 2015）などでの学習経験や，動
画の紹介，図式の模写などの学習方法の説明
もある．他の人の学習方法を参照したい人は

一見すると良いかも．
( 3 ) 圏論とプログラミング/Category Theory and

Programming（https://speakerdeck.com/

inamiy/category-theory-and-programm

ing）：(1)と (2)の著者である，稲見泰宏氏
がシンポジウムで講演した際の発表資料．プ
ログラミング言語で圏の概念が表現されるな
ど，プログラムがわかる人はわかりやすいか
もしれない．

4.3 動　画
動画については，youtubeでシリーズとして圏論

を紹介している動画を選んだ．
( 1 ) ゆる圏シリーズの動画（https://www.you

tube.com/channel/UCyhP4s6961ebUp-jPv

4yDwg）：『ベーシック圏論』(Leinster, 2014土
岡訳 2017)を丁寧に解説してくれる．問題も
解いているので，一緒に進めていくと理解が
深まりそう．書籍を持っていない人も，書籍
中の定義は書いてくれるため，理解はできる
と思われる（でも，自分で『ベーシック圏論』
を考えてみてから見る方がよりおすすめ）．

( 2 ) Batosz Milewski さんの Category theory シ
リーズの動画（https://www.youtube.com/

channel/UC8BtBl8PNgd3vWKtm2yJ7aA）：プ
ログラマー向けの動画のよう（Haskell推奨）
だが，可換図式を描きながら説明してくるの
で，わかりやすい（全編英語です）．
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