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特集 圏論は認知科学に貢献できるか 研究論文

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
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Machine learning techniques have realized some principal cognitive functionalities such as nonlinear generalization and
causal model construction, as far as huge amount of data are available. A next frontier for cognitive modelling would
be the ability of humans to transfer past knowledge to novel, ongoing experience, making analogies from the known to
the unknown. Novel metaphor comprehension may be considered as an example of such transfer learning and analogical
reasoning that can be empirically tested in a relatively straightforward way. Based on some concepts inherent in cate-
gory theory, we implement a model of metaphor comprehension called the theory of indeterminate natural transformation
(TINT), and test its descriptive validity of humans’ metaphor comprehension. We simulate metaphor comprehension with
two models: one being structure-ignoring, and the other being structure-respecting. The former is a sub-TINT model,
while the latter is the minimal-TINT model. As the required input to the TINT models, we gathered the association data
from human participants to construct the “latent category” for TINT, which is a complete weighted directed graph. To test
the validity of metaphor comprehension by the TINT models, we conducted an experiment that examines how humans
comprehend a metaphor. While the sub-TINT does not show any significant correlation, the minimal-TINT shows sig-
nificant correlations with the human data. It suggests that we can capture metaphor comprehension processes in a quite
bottom-up manner realized by TINT.
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1. はじめに
抽象数学において代数学と幾何学の関係を明らか
にする中で確立された圏論は，近年では様々な分野
へと応用されている．例えば MIT の David Spivak

による圏論的情報学（categorical informatics）では，
データベースの理論が圏論で再構築され，それによ
り様々な数学的道具立ての適用が可能となっている
(Spivak, 2012)．また，ニューラルネットワークの
代表的な学習則である誤差逆伝播法も圏論の中心概
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念の一つである関手として捉えられ解析されている
(Fong, Spivak, & Tuýeras, 2019)．これらは，知識の
表現や学習・推論といった認知機能のモデリングへ
の圏論の活用例と考えられる．
認知モデリングの観点から言えば，異なる世界の

間の変換関係である関手などの道具立ては，人間の
巧みな転移学習や類推推論の仕組みの解明に貢献す
ることが期待できる (西郷・能美, 2019)．機械学習
システムと比較した際の人間の知能の特徴の一つに
「一を聞いて十を知る」ことがあり，これは神経回路
網の動作に支えられた高い汎化能力 (LeCun, Bengio,
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& Hinton, 2015)や，因果関係に基づく世界モデル
の構成能力 (Lake, Ullman, Tenenbaum, & Gershman,

2017)に加えて，過去の経験を再構成して現在の新
奇な状況の理解に活かす能力，すなわち類推と転移
学習によって可能になっていると考えられる (Pan

& Yang, 2010)．類推・転移学習の理解に圏論を適用
するためには，確率論・統計学のロジックを圏論で
扱うための，より効果的な道具立ての開発を待たね
ばならないかもしれない．とはいえ，比較的リジッ
ドな構造であるマルコフ決定過程（MDP）間の準
同型写像を考えることで，試行錯誤から適切な行動
系列を獲得する強化学習における転移や階層化を導
く研究は，圏論の概念を用いた理論構築に近い位置
にあると考えられ (Ravindran, 2004)，今後の進展が
期待される．
本論文では，比喩理解を，ある種の類推や転移学
習の一種として捉え，圏論の概念に基づいた不定
自然変換理論 (theory of indeterminate natural trans-

formation, TINT;布山・西郷, 2018; Fuyama, Saigo,

& Takahashi, 2020)を計算論的に実装するとともに，
それが人間の比喩理解をどの程度説明できるかを検
証する．その目的は，比喩理解への注目を通じて，
類推や転移学習といった人間の能力の解明に向けて
歩を進めることである．
本論文の構成は以下のようである．まず 2節で

TINT を導入し，それを比喩理解に適用する．その
際に，圏論の概念を用いる理由についても議論する
とともに，比喩理解の先行研究の中での位置付けを
与える．なお，本論文の主目的は 3節以降の TINT

の実装と検証にある．2節はこの実装と検証を議論
するための TINT の紹介であり，2節に対応する理
論提案の内容は Fuyama et al. (2020)に詳しい．そ
の後，実験とシミュレーションにより，TINT が人
間の実際の比喩理解をどの程度記述するかを検証す
る．3節で，構造を無視する「TINT未満」のアルゴ
リズムと，最小の構造を保存する「ミニマル TINT」
のアルゴリズムの二つを導入する．4節で，連想の
圏の構築に用いたデータの取得方法と，比喩理解の
実験方法について述べる．5節でシミュレーション
の結果を述べ，6節で人間の比喩理解の結果と TINT

のシミュレーション結果を比較する．7節で総合考
察を行い，8節で結論と今後の展望を述べる．

2. 不定自然変換理論
まず，本研究で実装・検証する TINT の概要を述

べる．次に，TINT を，圏論を用いた定式化，確率
過程の導入という順序で説明する．なお，TINT の
理論提案の詳細は布山・西郷 (2018), Fuyama et al.

(2020)に詳しい．

2.1 不定自然変換の概念的説明
TINTでは，あるイメージの「意味」とは，あるイ

メージから連想される他のイメージとの連想関係の
総体であると考える．何らかの契機によってイメー
ジ Aが生じるとする．このイメージ Aによって他
のイメージ Bや C等々が連想されるとき，著者ら
はこの Aから BやC等々への連想関係の総体を A

の意味と考える．たとえば，「愛」というイメージ
に対して「暖かい」「家族」「悲しい」「恋人」「ハー
ト」「赤い」など種々のイメージが連想されるとする
と（なお，ここでは便宜的に言葉で表現しているが，
イメージは言語的表象に限定されず，マルチモーダ
ルな表象と考える），これら「暖かい」「子供」「悲
しい」「恋人」「ハート」「赤い」への連想関係の総
体が「愛」というイメージの意味とされる．
同様に，これらの「暖かい」などの他のイメージ

の意味も，その他のイメージとの連想関係で定義さ
れるため，イメージの意味は全体として相互依存的
な体系をなす．これは，ある語の意味が他の語の意
味との相互依存的な関係によって定まるとする理論
に近しく (Wittgenstein, 1953)，また，概念が他の概
念との関係性を探索しながら内包的・外延的な「意
味」を定めていく過程に類似するだろう (たとえば，
類似性という関係性に関して，今井, 2001)．
このとき，新しい意味の創造とは，イメージの間

の新しい連想関係の発生であると考えられる．もっ
とも簡単な意味創造は，一つの連想関係の発生であ
る．イメージ Aから新たにイメージ X への連想関
係が生じることでイメージ Aの意味が変化し，新
奇な意味が生まれる場合である．
これはまさに，それまで関連づいていなかった喩

えるものと喩えられるものが比喩関係によってつな
がる「新奇比喩の理解過程」に対応する．たとえば，
「愛は飲み水だ」という表現が受取手にとって新奇
なとき，「愛」のイメージから「飲み水」のイメー
ジへの連想関係が新たに作られる．その新奇な連想
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関係によって「愛」の意味は新しくなる．したがっ
て，新しい意味の創造過程のもっとも基礎的な過程
の一つとして，新奇比喩の理解過程がある．
加えて，喩えるものも喩えられるものも（およそ
意味のあるイメージは全て），比喩関係以前にある意
味を持つならば，それぞれが元々種々の他のイメー
ジへの連想関係を有している．このとき我々は，比
喩の理解過程では，単に「愛」から「飲み水」への
連想関係が作られるのではなく，この「愛→飲み
水」という連想関係を通じて，「飲み水」からの元々
の種々の連想関係が「愛」からの元々の種々の連想
関係に対応づけられようとすることで，「愛」の意
味がいっそう豊かになると考える（愛は飲み水のよ
うに不可欠で，心身に心地よく，清潔でなければ害
ともなり，透明で，また冷たく…などである）．こ
の連想関係の（部分的な）総体同士の新たな関係性
の構築が新奇比喩の理解であり，新奇な意味の創造
過程と考えられる．2.5で述べるように，比喩理解
の認知のモデルにはいくつか種類があり，このよう
な意味の構造同士の対応づけを比喩理解と見なす立
場は analogy positionと見なせる．

2.2 不定自然変換理論の説明
TINT は，この概念的な仮説に基づき，新奇比喩
を含む比喩理解の認知を圏論を用いてモデル化した
理論的仮説である 1)．詳しい説明は本理論を提案
した論文 (布山・西郷, 2018; Fuyama et al., 2020)に
譲るが，本稿でも簡単に説明を行う．

TINT は，圏論的定式化と確率過程の導入の二段
階で構成される理論と見なせる．まず，イメージ
の意味（あるイメージと，そのイメージから他のイ
メージへの連想関係の総体）がコスライス圏によっ
て，構造同士の対応づけが関手によって，よりよい
関手への写像が自然変換によって，それぞれモデル
化される．ここまでが圏論の概念を用いた上記の概
念的仮説の定式化である．
次に，この圏論を用いた枠組みに確率過程を導入
する．本来，圏論では自然変換の動的探索や，「連

1) TINT は，布山・西郷 (2018)において新奇比喩理解を
端緒として構築した理論であるが，現在では慣習化された
比喩の理解へも拡張できると考えており，本論文の検証
も慣習化された比喩で行う．さらには，著者らは 1節と
8節でも議論するように，本来的に類推や転移学習などへ
の拡張可能性を持つ理論と考えている．この拡張可能性
については，査読者から，有益かつ著者らの考察よりも相
当に具体的なご指摘をいただいた．ここに謝意を示す．

想」のような動的過程を記述することはできない．
こういった動的過程を記述するために，通常の圏の
構造を持つ「顕在圏」と，確率的な重み付きの射を
持つ「潜在圏」，それらを繋ぐ射の励起のルールを
設定する 2)．以下，この 2段階を順に説明する．

2.2.1 圏論を用いたモデル化
必要となる圏論の概念は，本誌チュートリアル記

事の付録 (西郷, 2021)で説明されている圏，関手，
自然変換に加えて，以下に定義するコスライス圏で
ある．
定義コスライス圏： Cを圏，X を Cの対象とす

るとき，コスライス圏 X\Cを次のように定義
する．
( 1 ) 対象はdom( f )=Xとなる全ての射 f ∈C

である．
( 2 ) 射はX\Cの対象 f : X → aから g : X → b

への，h◦ f = gを満たすような h∈Cで
ある．（このような f , g, hによって作ら
れる構造を，本論文では「三角構造」と
呼ぶ．）

( 3 ) 射の合成は Cでの合成である．
( 4 ) 恒等射は Cの恒等射である．

コスライス圏は，もとの圏 Cのある対象 X と他
の対象の関係性を対象とし，それらの関係性同士の
関係を射とする圏と言える．世界を神の視点から俯
瞰的に見るのではなく，ある一つの視点 X から見
た場合の世界の見え方に対応すると解釈できる．
以上で必要な圏論の概念が揃ったので，TINT の

説明を行う．TINT ではイメージ全体の圏と個別イ
メージの意味の圏をそれぞれ次のように定義する．
定義 イメージの圏 Cの対象はイメージ，Cの射

はそれらの間の連想関係である．圏の定義から
連想関係の合成も存在し，かつ対象の間に高々
一つの射しか存在しない（「痩せた圏」である）
ため，射は連想可能性を意味する．

定義 Aがイメージの圏Cの対象であるとする．こ
の時 Aの「意味」をコスライス圏 A\Cで表現
する．

イメージの意味のコスライス圏を用いた定義は，2.1

2) この圏の「不定化」は数学の理論としても新奇であり，
布山・西郷 (2018), Fuyama et al. (2020)の TINT の理論提
案の論文でも作業仮説として示した．本研究は，実証的
な検証を通じて，より良いルールの探索やモデルの精緻
化を行う試みを兼ねている．
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図 1 「Aは Bのようだ」という比喩表現によって
射 f が生まれる．射 f を基に f\C′（base of
metaphor functor）が生まれる．

の TINT の概念的説明で述べた定義の，圏を用いた
定式化と見なせる．そして，比喩理解過程を次のよ
うにコスライス圏の間の関手の自然変換を用いた探
索過程とみなす．
まず，「Aは Bのようだ」という比喩がなされた
とする．するとイメージ Aからイメージ Bへの連
想が起こる．これはイメージ Aの意味を表すコス
ライス圏 A\Cとイメージ Bの意味を表すコスライ
ス圏 B\Cの間に，一つの連想関係に対応する射 f

が生まれることに相当する（図 1）．この f によっ
て，厳密にはイメージの圏がCから変化するため，
これを C′ と記す．
この f によって，自然に一意にコスライス圏 B\C′

から A\C′ への関手 f\C′ が生まれる．ここで，関
手 f\C′ := (·)◦ f : B\C′ → A\C′ であり，たとえば，
図 1の b1 ∈ B\C′ を b1 ◦ f ∈ A\C′ に写す．この関
手を base of metaphor functor（BMF）と呼ぶ．この
BMFは，図 1で見れば，「Bにとっての y」を「Aに
とっての Bにとっての y」というようなかたちで，
Bを媒介として yと Aとの連想関係を作る．
しかし，このようにイメージ Bを経由するかた
ちでは，イメージ Aからの直接的な連想関係でない
ため，比喩の解釈としては不明確で，比喩理解がな
されたとは言えない．そこで，より自然な解釈の関
手 F を f\C′ から自然変換を用いて探索する．これ
は，たとえば，b1◦ f に対応するものを元のコスラ
イス圏 A\C′ の中で探索することに相当する．すで
に b1◦ f ∈ A\C′ なので，この探索は A\C′ の内での
射の探索であり，BMFに対する自然変換の探索に
相当する．この探索によって，図 2のように b1◦ f

に対応する j が見つかるとき，この対応づけによっ
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図 2 f\C′ からの自然変換探索により比喩理解の関
手 F が構築される．

て新たな関手 F が見出される（ただし他の対象と
の関係性も含めて自然変換の定義を満たす対応づけ
が条件である）．
この対応づけでは，「Bにとっての y」は「Aに

とっての z」というように，Bと Aそれぞれから直
接に連想されるイメージ同士の間に対応づけがなさ
れ，比喩の意味が解釈される．たとえば，「薔薇の
ような愛」という比喩なら，「薔薇にとってのトゲ」
が「愛にとっての残酷さ」のように対応することで，
この比喩の意味の理解が進む．
ただし，コスライス圏 B\C′ 全体から A\C′ 全体

への関手を見出すことは通常難しい．この例で言
えば「薔薇」から連想されるイメージ全てに対して
「愛」から連想されるイメージの全てを単一の解釈
で結びつけることは難しい．したがって，コスライ
ス圏 A\C′ とコスライス圏 B\C′ の部分同士を結び
つける関手（別言すると A\C′ → B\C′ の部分関手）
を自然変換によって探索する，と考えるのが妥当で
あろう 3)．

2.3 動的な理解過程モデル化：圏の不定化
比喩の措定により射 f が生まれることや，自然

変換が探索されて関手 F が見出されること，すな
わち圏の時間変化は圏論の枠組みの中では記述でき
ない．
そこで，これらの動的過程を表現するために，TINT

は圏論に確率的な過程を導入（不定化）する．基本
的なアイデアとしては，イメージの圏Cの射である
連想可能性に確率的な重み µ を導入し，加えて連

3) 実際には，部分的な圏を結びつける関手は複数あり，自
然変換も複数ありえるため，一つの比喩には複数の解釈
がありえ，それらが並存する状態が比喩理解の状態だと
考えられる．
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想の連鎖過程のルールとして射の励起と緩和のルー
ルを導入する．以下に，この TINT における不定化
を，比喩理解の過程に沿って説明する．
• 全てのイメージとそれらの間の全連想関係は潜
在圏Cとしてモデル化される．潜在圏は，各射
fi に対し連想確率 µi を対応させた全結合の構
造を持つものと見なせる．また，ある時点で励
起（excite）した射すべてを含む圏をCexcで表
し，これを顕在圏と呼ぶ．このとき，TINT の
比喩理解過程の概要は次のように表現される．
(1) イメージ Aの意味はコスライス圏 A\Cと
その中の各射 fi に付与された連想確率 µi

の総体によってモデル化される．
(2) 「Aは Bのようだ」という比喩表現によっ
て，射 f : A→ Bが励起する． f はその µ
値によらず必ず励起する．この f の射の
励起を契機に，励起と緩和の過程を経て
BMFからの自然変換により関手 F が構築
されていく．

• 関手 F の探索における射の励起過程は以下の
ルールに従う．
0. （basic rule）：励起した二つの射の合成によっ

てできた射は µ にかかわらず励起する．
1. （neighboring rule）：励起した射の余域を域

に持つ射は確率 µ で励起する．
2. （fork rule）：域を共有している射が励起し
ているとき，その余域の間の射（あるいは
間の射に相当する合成射）が探索され確率
µ に従って励起する．ルール 1あるいは 2

の特別な場合として，逆射も確率 µ で励
起する．

• 緩和の過程は以下のルールに従う（励起に比較
して長い時間で緩和過程は起こる）．
3. （anti-fork rule）：域を共有する 2つの射が
互いの余域間に射を持たないとき，つまり，
三角構造を持たないとき，この 2つの射は
緩和される．つまり，2つの射はその時点
の顕在圏 Cexcからなくなる．

• 潜在圏 Cをもとにして「Aは Bのようだ」と
いう射 f : A→ Bが励起したのを契機にルール
を用いて射を励起・緩和させ，顕在圏に浮かび
上がらせることで自然変換の探索を行う．以上
の過程を経て，不定であった圏が顕在圏として
定まり，励起した射の族は f\C（BMF）からの

自然変換を成す．ここで生まれる自然変換が不
定自然変換である．

• ここまでの不定自然変換の過程によって，µ の
値が変化する．これは理解した比喩を受けて
の学習に対応する．この連想確率 µ の変化は
イメージの連想関係の変化であり，この変化に
よってイメージの意味（そのイメージから見た
世界の見え方）に変化が生じる．

以上が TINTの説明である（付録 Aのシミュレー
ション・アルゴリズムも参照）．

2.4 比喩理解のモデルにおいて圏を用いる価値
人の意味空間として，次の三つの条件が必要であ

ることが既存研究の知見から示唆される．一つ目
は，複数のものの意味があったとき，それらの間の
意味の「近さ」を表現できることである．私たちは，
A から Bへの意味と近さ/遠さと，A から Cへの意
味の近さ/遠さを（平均的な文脈の中で）判断する
ことができる．たとえば，「暑さ」から「太陽」と
「暑さ」から「月」との近さを比べ，前者の方が近
いといった判断を下せるであろう．このように，意
味空間は，少なくとも「ある意味」と「別の意味」
の近さを相対的に扱える必要がある．
二つ目は，この意味空間の近さ/遠さが対称性を

要求しないことである．「暑さ」と「太陽」の近さ
は，必ずしも「太陽」と「暑さ」の近さと同じでは
ない (Tversky, 1977)．
三つ目は，あるものの意味と他のものの意味の間

に何らかの演算を行えることである．たとえば，あ
る意味と別の意味の合成を人は考えることができ
る．「持ち運べる」と「電話」を合成すると，そこ
には「携帯電話」といった別のものの意味が浮かび
やすい．こういった現象は，「概念合成」(永井・田
浦・向井, 2009)と呼ばれ，研究が進められてきた．
これらの意味の操作を考えるために，意味空間には
何らかの演算が入ることが望まれる．
一つ目と三つ目を満たす空間として，これまでベ

クトル空間上での意味の表現や演算が提案されてき
た (Kintsch, 2001; Mikolov, Chen, Corrado, & Dean,

2013)．しかし，ベクトル空間は対称性を保つため，
二つ目の条件を満たせず，制約が強すぎる．
圏はこの三つの条件を満たしうるもっとも弱い空

間の一つとみなせる．著者らは，これ以上に強い制
約を仮定できるほど，意味空間に関する知見は明ら
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かでないと考える．したがって TINT では，できる
だけ弱い制約の意味空間となりうる圏を用いて比喩
理解の理論の構築を試みた 4)．

2.5 比喩理解の認知的研究における TINT の位
置づけと特徴

既存の比喩理解理論に比較しつつ，TINT の位置
づけ，およびその特徴について示し，本研究で特に
注意して検証すべき点を明らかにする．

Holyoak & Stamenkovíc (2018)による広範な文献
調査によって，比喩理解研究の立場を次の 3つに大
別できることが示されている．
( 1 ) analogy position：比喩理解は類推を基盤とし

ており，被喩辞と喩辞の意味の間の構造的な
類似性の探索であるという立場．

( 2 ) categorization position：比喩理解は被喩辞が
喩辞のカテゴリーに属するというカテゴリー
の宣言であるという立場．

( 3 ) conceptual mapping position：比喩理解は，単
なる言語の認知の一種ではなく，思考や理解
の基盤をなす認知過程であるという立場．

analogy positionと categorization positionについ
ては，それぞれ新奇比喩かより慣習的な比喩かによっ
て適用範囲が異なるとの説がある (Bowdle & Gen-

tner, 2005; Holyoak & Stamenković, 2018;平・楠見,

2011)．また，conceptual mapping positionは anal-

ogy positionの特殊例であるとの指摘もあるが，必
ずしも決着はついていない (Holyoak&Stamenkovíc,

2018)．まとめると，必ずしもこの中のどれかの立
場が他よりも優れて比喩理解を説明できるとは言え
ないのが現状である．

TINT は，イメージの関係性という構造同士の対
応づけを行うため，計算過程の仮説としては analogy

positionに近い．また，比喩を言語表現とのみ考え
ず，むしろ新奇な意味の創造過程一般と結びつけて
考える立場をとるため，conceptual mapping position

との思想的関連性も高い 5)．
analogy positionでは，構造同士の対応づけをど
のように行うかが最大の課題の一つとなる．構造写
像理論を元にした比喩理解の理論では，述語論理的
なツリー構造で喩辞と被喩辞に対応する知識を表
現し，述語（関係性を表す）部分での一致を探索す

4) ベクトル空間は圏の特殊例と見なせる．したがって，
もし，ベクトル空間によるモデル化に妥当性があるとす
れば，圏としても表現できる．

る (Falkenhainer, Forbus, & Gentner, 1989; Gentner,

1983)．一方で，このような既存の方法が比喩理解
過程をうまく説明するには，知識表現が十分作り込
まれている必要があり，実際には比喩理解や類推に
合わせて知識表現が作り込まれすぎているとの批判
がある (Chalmers, French, & Hofstadter, 1992)．
これらの既存理論に対し，TINT は連想関係のみ

で知識に相当する表象を表現する．これは圏の必要
性で述べた最低限の構造（合成性）のみからなる知
識であり，最小の仮定に基づく「最も貧しい」知識
表現の一つであると考えられる．加えて，構造同士
の対応づけ（関手）をメタレベルの新奇の写像とし
てではなく，もともとの構造に含まれる連想関係に
よって表現する．BMFからより良い関手を探索す
るために用いる自然変換も，元の圏に存在する射の
族にすぎない．したがって，TINTは，知識表現に最
小の仮定を用い，また構造同士の対応づけ自身をも，
元の知識表現以上の仮定を入れずに，ボトムアップ
に表現する理論である点が大きな特徴である．
本論文での検証の主題の一つは，既存の理論より

も小さな仮定（ほぼ最小の仮定）を前提とする知識
表現とボトムアップな構造の対応づけから，どの程
度まで人の比喩理解に対応する構造同士の対応づけ
がなせるか，という点にある．

3. シミュレーション
本論文では，コスライス圏を用いた知識表現とボ

トムアップな構造の対応づけから，人間が行うよう
な対応づけがどの程度なされうるのかを検証するた
めに，2種類のシミュレーションを実装する．2種
類それぞれのシミュレーションの概念図を図 3に
示す．

1つは対象同士の対応づけを行うシミュレーショ
ンである．これはコスライス圏における対象（圏C

においては特定の対象からの射）のみを励起させ，
そのコスライス圏の対象同士のみ対応づける方法
である．具体的には図 3 (a)のように i1 : X1 → X2

5) 査読者の 1 名から「analogy positionはターゲットと
ソースを逆転させても比喩理解がある程度なされるが，
conceptual mapping positionでは理解において表現の逆転
はほぼ許容されないとの予測がなされる．TINT のシミュ
レーション結果がどちらの予測に近いかを比較すること
で，TINT がいずれの立場により近いか検証可能ではない
か（文言は著者ら改変）」との有益なコメントをいただい
た．この場を借りて謝意を表明させていただく．今後よ
り多くの比喩表現について，その逆転表現も含め，人の比
喩理解のデータや連想データを取得し，検証を試みたい．
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図 3 各シミュレーションの対応づけの方法の概念図．(a)対象同士の対応づけ（構造無視），(b)三角構造同士の
対応づけ（構造考慮）．

や i2 : X3 → X4のような射を無視し，コスライス圏
B\Cの対象 b1 や b2 に対し，A\Cにおいて対応す
る対象を探索する（圏Cにおいて見ると，Bを域と
する射のみを Aを域とする射に対応づけることに
対応する）．この場合，喩辞・被喩辞の意味を表す
コスライス圏には（恒等射を除いて）対象以外は存
在しないため，コスライス圏において，ある対象に
ついて他の対象との関係を考えて対応づけを行うこ
とをしない．
もう 1つは三角構造同士の対応づけを行うシミュ
レーションである．三角構造とは，コスライス圏の
射となる構造である．この三角構造を考えることに
よって，対象同士の対応づけでは無視していた i1や
i2 のようなイメージの間の関係性を表す射を考慮
しながら対応づけを行うことができる．具体的には
図 3 (b)のようにコスライス圏 B\Cにある三角構造
からコスライス圏 A\Cに存在する三角構造への対
応づけを行う．構造同士の対応づけを目的としてい
る TINT では，意味を表すコスライス圏の構造をい
くつかの三角構造に切り分けることでより大きな範
囲の対応づけを行うこともできるが，その場合はシ
ミュレーションが複雑になり結果の解釈が難しい．
そこで本研究では結果の解釈と，対象同士の対応づ
けとの比較をしやすくするために，最も小さい構造
である三角構造 1つを喩辞のコスライス圏に励起
させ，その 1つの三角構造を被喩辞の三角構造に対
応づける形のシミュレーションを実装する．
シミュレーションの大まかな流れは以下のように
なっている．
( 1 ) 喩辞・被喩辞の意味を表すコスライス圏の初

期状態の設定
( 2 ) 自明な関手である base of metaphor functor

（BMF）の構築
( 3 ) BMFからの自然変換を探索し比喩の解釈と

して妥当な関手である F の構築
それぞれのシミュレーションについて，この流れに
沿って説明を行う．

3.1 対象同士の対応づけ（構造無視）
比喩「蝶は踊り子のようだ」を例に挙げて TINT

モデルでの対象同士の対応づけのシミュレーション
法を説明する．最初に喩辞・被喩辞の意味を表すコ
スライス圏の初期状態を設定する．まず喩辞となる
イメージから連想するイメージを 8つ挙げた．この
8つのイメージを「踊り子の初期イメージ」と呼ぶ．
そして，喩辞のコスライス圏は喩辞からその初期イ
メージへの射を励起させ初期状態とする．被喩辞の
コスライス圏についても同様に初期状態を定める．
蝶の意味と踊り子の意味を図 4 (a)に示す．丸が圏
Cにおける対象でイメージを表しており，矢印が圏
Cにおける射で根元のイメージから行先のイメージ
を連想していることを表す．
次に喩辞と被喩辞の対応づけを探索する．まず自

明な関手である BMFを構築する．図 4 (b)のよう
に「蝶は踊り子のようだ」という比喩を受け，蝶か
ら踊り子への射 f が生まれ，その後，射の合成によ
り f と踊り子から初期イメージへの射が合成され，
蝶から踊り子の初期イメージへの射が生まれる．こ
れにより踊り子から初期イメージへの射と f との
合成によって生まれた蝶からの射を対応づける関手
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図 4 対象同士のシミュレーションの流れ．(a)喩辞・被喩辞の意味を表すコスライス圏．(b)比喩を受けて射 f
が生まれ BMF が構築される．(c)踊りからの自然変換を探索．(d)踊り→舞うが自然変換の構成要素とな
り F の一部が構築される．

BMFを構築する．
次に BMFからの自然変換の探索の説明を踊り子
→踊りを例に挙げて行う．BMFでは踊り子→踊り
と蝶→踊りの対応は，「踊り子にとっての踊り」は
「蝶にとっての踊り子にとっての踊り」という形で
解釈され表される．しかし，踊り子を経由する射と
の対応づけでは蝶からの直接的な射と対応付いて
いないため比喩の解釈としては不明瞭である．その
ため，BMFからの自然変換を探索することで踊り
子→踊りを蝶からの直接の射に対応づけ，比喩の解
釈としてより妥当な対応づけである関手 F を構築
する．自然変換は図 4 (c)のように踊りから蝶の初
期イメージへの連想確率を用いて，その連想が実際
に起こるかを考えることで探索する 6)．この自然
変換の探索の際に用いる連想確率は潜在圏から取得
する．例えば踊りから蝶の初期イメージへの連想確
率が「舞う：0.8，飛ぶ：0.4，花：0.3，女性：0.8，
空：0.1，美しさ：0.8，儚さ：0.5，羽：0.5」であり，
実際に踊りから舞う，花，儚さが連想された場合，
この中で一番連想確率の高い射である踊り→舞うを
BMF から F への自然変換の要素として選択する．
この際，踊りから蝶の初期イメージへ射が 1つも
6) 2.2.1でも述べたとおり，自然変換は関手の行き先の圏
における射の族であるため，自然変換の探索は射の探索
に帰着する．

励起しなければ，踊り子→踊りは比喩の解釈として
対応づくものがないと判断され消える．このプロセ
スで，各射ごとに独立で探索が行われる点が対象同
士の対応づけの特徴であり，構造の無視を反映して
いる．
図 4 (d)のように，探索された自然変換の一部を

なす射により，蝶→踊りが蝶→舞うに変換され，踊
り子→踊ると蝶→舞うが対応し，これが比喩の解釈
である関手 F の一部となる．この手順を踊り子の
全ての射について行い，踊り子の全ての射が蝶から
の直接の射に対応づけられるか，対応付かず消える
かが定まったとき比喩の解釈が完了し，得られた関
手 F が比喩の解釈となる．

3.2 三角構造同士の対応づけ（構造考慮）
「蝶は踊り子のようだ」を例に挙げて，TINT モ
デルでの三角構造同士の対応づけのシミュレーショ
ン法を説明する．最初に喩辞，被喩辞の意味を表す
コスライス圏の初期状態を設定する．まず喩辞のコ
スライス圏は，喩辞とその初期イメージで構成でき
る三角構造のうち 1つだけを励起させる．被喩辞の
コスライス圏は，被喩辞とその初期イメージで構成
できる三角構造全てを励起させる．例として，図 5

(a)に踊り子→舞うと踊り子→舞台（どちらもコス
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図 5 三角構造同士のシミュレーションの流れ．(a)喩辞・被喩辞の意味を表すコスライス圏．(b)比喩を受けて
射 f が生まれ BMF が構築される．(c)踊り，舞台それぞれから自然変換を探索．(d)踊り→舞う，舞台→
花が自然変換の構成要素となり F が構築される．

ライス圏の対象），舞う→舞台（射）の 3つの射を
持つ三角構造を初期状態とした喩辞と被喩辞の意味
を表すコスライス圏を示す．これ以降，三角構造を
コスライス圏の射となる部分をとり，三角構造（舞
う→舞台）のように記述する．
次に喩辞と被喩辞の構造同士の対応づけを探索す
る．まず自明な関手である BMFを構築する．図 5

(b)のように「蝶は踊り子のようだ」という比喩を
受け，蝶から踊り子へ射 f が生まれ，その後射の
合成により f と踊り子→舞台，f と踊り子→踊りが
合成され，蝶→舞台，蝶→踊りが生まれる．これに
より踊り子→舞台，踊り子→踊りと，f との合成に
よって生まれた蝶→舞台，蝶→踊りを対応づける関
手 BMFを構築する．
次に BMF からの自然変換の探索の説明を行う．
三角構造同士の対応づけにおいても BMFは比喩の
解釈としては不明瞭である．そのため対象同士の
対応づけと同じように BMFからの自然変換を探索
し，比喩の解釈としてより妥当な対応づけである関
手 F を構築する．しかし，三角構造同士の対応づ
けでは，舞台→踊りが存在するためこの射について
可換性を満たすような自然変換の探索を行う必要が
ある．そのため，図 5 (c)のように舞台から蝶の初
期イメージへ連想が起こるか，踊りから蝶の初期イ

メージへ連想が起こるかを同時に考え，可換性を満
たすような自然変換の候補を探索する．対象同士の
対応づけと同様に，自然変換の探索の際に用いる連
想確率は潜在圏から取得する．
例えば踊りから蝶の初期イメージへの連想確率が

「舞う：0.8，飛ぶ：0.4，花：0.3，女性：0.8，空：
0.1，美しさ：0.8，儚さ：0.5，羽：0.5」であり，舞台
から蝶の初期イメージへの連想確率が「舞う：0.7，
飛ぶ：0.3，花：0.6，女性：0.6，空：0.4，美しさ：
0.6，儚さ：0.3，羽：0.3」であるとする．そして実
際に踊りから舞う，花，儚さが連想され，舞台から，
舞う，花，女性が連想された場合，踊りから連想さ
れた射と舞台から連想された射との組み合わせを取
り，正しく可換性を満たしているペアを自然変換の
要素の候補として扱う 7)．ただし，自然変換をなす
候補である射のペアの余域が同じ場合は，構造が潰
れる恒等射に対応づけを行ってしまう．このシミュ
レーションでは，構造同士の対応づけを目的とする
ため，この射の余域が同じ場合は候補から除いてい
る 8)．
そしてこの候補のうち，対応づけられた射同士の

7) 現状では TINT で扱う圏は痩せた圏であり，対象間の
射はたかだか 1つである．よって，ここでの可換性の条
件は，被喩辞側のコスライス圏において三角構造に対応
する射が存在することである．
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連想確率の差が最小のものを BMFから F への自然
変換として選択する．例えば，踊りからの候補で舞
う，舞台からの候補で花を考えた場合には，踊り子
→踊りと蝶→舞う，踊り子→舞台と蝶→花，踊り→
舞台と舞う→花というそれぞれの射のペアで連想確
率の差をとり，その絶対値の総和をとる．図 5 (d)

では，例として踊る→舞う，舞台→花のペアが可換
性を満たしかつ対応づけられた射同士の連想確率
の差が最小の候補であるとして，自然変換として選
択している．また，この際可換性を満たす候補が見
つからなければ，比喩の解釈ができなかったと判断
する．
図 5 (d)のように，探索された自然変換により蝶
→踊りが蝶→舞うに変換され，踊り子→踊りと蝶→
舞うが対応づけられる．さらに蝶→舞台が蝶→花
に変換され，踊り子→舞台と蝶→花が対応づけられ
る．これらの対応づけが比喩の解釈である関手 F

となる．

4. 実　験
4.1 連想確率の実験
3節で述べたように，TINT のシミュレーション
で自然変換の探索を行うためには，連想可能性の射
に連想確率が付与された潜在圏が必要である．その
ため，潜在圏を作成する際に必要となるイメージ間
の連想確率を実験により取得した 9)．本実験では
直喩刺激－解釈セット (岡・大島・楠見, 2019)から
喩辞の慣習性の高い「蝶は踊り子のようだ」，「粉雪
は羽毛のようだ」，「笑顔は花のようだ」という 3つ
の比喩を対象にした．被喩辞・喩辞となるイメージ
とそれらの初期イメージは重複を除いて合わせて
47個となった．それぞれの喩辞，被喩辞の初期イ
メージを表 1に示す．そして 4人の実験参加者に
47×46= 2,162個の連想について「Aから Bを連
想する強さ：1, 2, 3, 4, 5」のように提示し，連想強
度を 5件法（1：連想しない–5：強く連想する）で
評価を行ってもらった．その後，連想強度をそれぞ
れ（連想強度：連想確率の対応づけで書くと）「1：
0.05，2：0.275，3：0.5，4：0.725，5：0.95」の変

8) 数学的には恒等射にうつされても構造を保っていると
定義されるが，TINT では射が連想を示しており，踊り子
→舞台を舞う→舞うのような恒等射に対応づけることは
不自然と考えられるため候補から省いている．
9) 本研究の 2つの実験は，東京電機大学ヒト生命倫理審
査委員会の「実験協力者を伴う研究のガイドライン」に
従って実施した．

表 1 喩辞・被喩辞から連想したイメージ
喩辞・被喩辞 初期イメージ

蝶 舞う，飛ぶ，花，女性，
空，美しさ，儚さ，羽

踊り子 踊り，女性，スカート，夜，
音楽，回る，揺れる，舞台

粉雪 やわらかい，冷たい，降る，水，
融ける，白い，寒い，灰色

羽毛 やわらかい，あたたかい，鳥，布団，
ふわふわ，羽，白い，軽い

笑顔 笑う，明るい，嬉しい，美しい，
可愛い，表情，癒し，子供

花 咲く，明るい，きれい，鮮やか，
枯れる，植物，成長，水
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図 6 踊り子の初期イメージから蝶の初期イメージ
への連想確率

換規則に基づき連想確率に線形変換し，4人のデー
タで平均をとった．
今回のシミュレーションではこのうち「蝶は踊り

子のようだ」という比喩についてのデータだけ抽出
したものを用いる．具体的には，蝶から蝶の初期イ
メージへの連想確率，踊り子から踊りの初期イメー
ジへの連想確率，踊り子の初期イメージから蝶の初
期イメージへの連想確率を抽出する．また恒等射の
連想確率については 1.0とする．そして，これらの
イメージ間の連想関係を射とし，各射それぞれに抽
出した連想確率を付与したものを今回のシミュレー
ションで用いる潜在圏とする．例として，「蝶は踊
り子のようだ」という比喩の対象同士の対応づけの
シミュレーションで自然変換の探索を行う際に用い
る連想確率を図 6に示す．

4.2 人間の比喩解釈実験
TINT の対応づけがどの程度うまくいっているの
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図 7 比喩解釈実験：実験参加者に対する表示画面

かを判断するためのデータとして，人間の比喩の解
釈のデータを実験によって収集した 10)．今回は一
つの比喩「蝶は踊り子のようだ」についてデータを
収集した．クラウドソーシングで募集した実験参加
者に，実験作成ツールである Qualtrics上に用意し
た比喩の解釈実験にアクセスしてもらい，そこで出
題される設問に回答してもらう形式を採用した．参
加者には図 7のような画面が提示される．そこで
は最初に蝶の持つ特徴 8個，踊り子の持つ特徴 8個
が提示され，これがシミュレーションでのコスライ
ス圏の初期状態に対応する．蝶，踊り子のそれぞれ
特徴 8個は表 1の蝶と踊り子の初期イメージを対
象とした．そして踊り子の持つある特徴 Aと蝶の
持つある特徴 Bについて『「踊り子にとっての A」
を「蝶にとっての B」に対応づけるのにどのくらい
同意しますか？』という設問に対して，1～ 5（1：
まったく同意しない～ 5：強く同意する）で回答し
てもらった．設問数は，はじめに設問の形式に慣れ
てもらうための練習問題が 5問．本筋の比喩理解
の際の対応づけの評価の設問は踊り子の特徴 1つ
から蝶の 8つの特徴への対応づけと，その特徴は対
応づけるものがないに回答してもらう形式である．
そのため設問数は踊り子の持つ特徴 8個と蝶の持
つ特徴 8+1（対応づけるものはない）の 8×9= 72

問．実験の最後にもう一度練習問題が 4問．これ
らの計 81問となった．また本筋の設問が提示され
る順番に関しては，参加者ごとにランダマイズされ
るように設定した．
本実験の実験参加者は 20～24歳から 60～64歳の

10) 脚注 5に記したように，今後多くの比喩や，そのター
ゲットとソースを逆転させた（例えば「踊り子は蝶のよう
だ」）比喩の理解についてもデータを取得し，さらに検証
を行う予定である．
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図 8 人間の比喩の解釈となる喩辞の対象から被喩
辞の対象への対応づけ

男女 50人であった 11)．回答精度の観点から 50人
の回答データを回答にかかった時間の昇順に並べ替
え，上位下位 10%のデータは使用しなかった．また
実験参加者がどの程度説明文などを注意して回答を
行っているかを確認するために，IMC（instructional

manipulation check）と呼ばれる特定の回答を誘導す
る設問を出題し，その設問に正しく回答していない
参加者の回答は分析対象から外した (Oppenheimer,

Meyvis, & Davidenko, 2009)．そのため実際に有効
なデータは実験参加者 50名中 37名の回答となっ
た．実験参加者 37名の回答で平均をとった結果を
図 8に示す．
図 8は人間が「蝶は踊り子のようだ」という比喩

を理解する際に，喩辞の意味を構成する対象から被
喩辞の意味を構成する対象への対応づけにどの程度
同意できるかということを示している．これを見る
と，舞台と対応づく対象として最も強く同意されて
いるものは空であり，踊りと対応づく対象として最
も強く同意されているのは舞うと飛ぶであった．ま
た女性の対応づけについて，女性を美しさと対応づ
けることへの同意が最も強かった．さらに全ての対
応づけについて，その喩辞の対象は被喩辞のどの対
象とも対応づけられることはないという設問には同
意しないと回答する傾向が見られた．

5. シミュレーション結果
5.1 対象同士の対応づけ（構造無視）
「蝶は踊り子のようだ」という比喩に対して，

11) 詳しい年齢は不要なため年齢回答は 5歳毎とした．
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図 9 対象同士の TINT の比喩の解釈となる喩辞の
対象から被喩辞の対象への対応づけ

1,000回のシミュレーションを行った結果を図 9に
示す 12)．
図 9は対象同士の対応づけのシミュレーションを

1,000回行った時に，喩辞の意味を構成するある対
象が被喩辞の意味を構成する対象に何回対応づけら
れたかということを示している．これを見ると，舞
台は舞うに対応づけられることが最も多く，その回
数は 725回であった．踊りは舞うと女性に対応づ
けられることが多く，その回数は 345回と 350回で
あった．また人間の対応づけでは女性を美しさに対
応づけることが最も同意が強かったが，対象同士の
対応づけでは女性は 1,000回のシミュレーション中
1,000回女性に対応づけられたことが確認できる．

5.2 三角構造同士の対応づけ（構造考慮）
喩辞と喩辞の初期イメージで構成できる全ての三
角構造 56個それぞれで「蝶は踊り子のようだ」と
いう比喩のシミュレーションを 1,000回行った．例
として三角構造（踊り→女性）のシミュレーション
結果を図 10に示す．
図 10は三角構造（踊り→女性）を考慮した対応
づけのシミュレーションを 1,000回行った時に，喩
辞の意味を構成するある対象が被喩辞の意味を構成
する対象に何回対応づけられたかということを示し
ている．これを見ると，踊りは舞うに対応づけられ
ることが多い点は対象同士と同様であるが，その回
数は 650回であり対応づけられた回数が増加してい

12) 本研究で用いたコードと統計化された最小限の
データは https://github.com/ngepippi/TINT_simul

ationsで公開している．
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図 10 三角構造を考慮した TINT の比喩の解釈とな
る，喩辞の対象から被喩辞の対象への対応づけ

る．また，対象同士では対応づけが行われなかった
飛ぶにも 163回対応づけられている．女性は対象同
士では 1,000回中 1,000回女性と対応づけられてい
たが，三角構造同士では女性に対応づけられるのは
212回と減少し，最も対応づけられたのは美しさで
564回であった．これは人間の女性の対応づけの傾
向と同様な結果であった．この結果から，三角構造
を考慮しながらの対応づけを行うことで，対象同士
の対応づけの傾向から変化することが示された．

6. 人間の比喩解釈と TINT の比較
シミュレーションを行い出力された TINTの二つ

のモデルの対応づけの傾向と，人間の対応づけの傾
向のデータと比較を行うことで，人の比喩理解と類
似した対応づけができるのかについて検証する．

6.1 相関係数による分析
対象同士の対応づけの傾向，三角構造同士の対応

づけの傾向それぞれについて，人間の対応づけとの
類似度を調べるためにスピアマンの順位相関係数
を計算した．この相関係数が高いほど，シミュレー
ションと人間の対応づけが近いことを示唆する．喩
辞の対象それぞれについて，その対象が TINT の対
象同士の対応づけでどのように対応づけられたのか
というデータと，その対象を人間がどのように対応
づけたのかというデータで相関係数を計算した．三
角構造の対応づけについては，そのシミュレーショ
ンで喩辞のコスライス圏の初期状態として設定した
対象のみ，相関係数を対象同士の対応づけと同様に
計算した．
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表 2 TINT 対象同士の対応づけと人間の対応づけ
の相関係数

喩辞の対象 相関係数 p値
夜 0.55 0.123

スカート 0.51 0.164
女性 0.41 0.272
揺れる 0.35 0.356
舞台 0.33 0.391
回る 0.19 0.618
音楽 0.13 0.738
踊り 0.09 0.811

表 3 TINT 三角構造の対応づけと人間の対応づけ
の相関係数（相関係数の合計の降順）
三角構造 相関係数 p値

dom cod dom cod dom cod
踊り → † 女性 0.91 0.75 0.001 0.020
舞台 → † 夜 0.67 0.74 0.049 0.024
女性 → † 踊り 0.63 0.77 0.067 0.016

スカート → † 踊り 0.66 0.68 0.053 0.045
舞台 → † 女性 0.82 0.46 0.007 0.213
舞台 → † 踊り 0.58 0.70 0.099 0.036
夜 → † 音楽 0.82 0.42 0.007 0.262
踊り → 夜 0.73 0.50 0.025 0.170

スカート → † 女性 0.55 0.66 0.121 0.053
夜 → † 舞台 0.66 0.53 0.053 0.139
夜 → † スカート 0.62 0.53 0.077 0.139
音楽 → † 女性 0.49 0.57 0.177 0.112
女性 → † 音楽 0.57 0.41 0.112 0.273

スカート → 音楽 0.43 0.53 0.244 0.145

6.2 結　果
対象同士の対応づけのシミュレーション結果と人
間の対応づけとの相関係数を表 2に示す．対象同
士の対応づけと人間の対応づけとの相関係数に関し
ては相関がやや高い対応づけも存在するが，有意水
準 10%で有意なペアは存在しなかった．この結果
は，対象同士の対応づけの方法では，人間に近い判
断ができず，比喩の解釈として妥当な対応づけが困
難であることを示唆する．
次に，56個の三角構造同士のシミュレーション結
果と人間の対応づけの相関係数を計算し，相関係数
が 0.4以上であった三角構造について表 3に示す．
三角構造を構成する二つの対象の対応づけのどち
らにおいても，有意水準 10%で有意である三角構
造は（女性→踊り），（スカート→踊り），（舞台→踊
り）の 3つであった．さらにどちらも有意水準 5%

で有意である三角構造は（踊り→女性），（舞台→夜）
であった．
したがって，対象同士の対応づけでは有意な相関
のペアは存在しなかったのに対し，三角構造を考慮
した対応づけによって，いくつか有意な相関のペア

表 4 三角構造同士の対応づけの相関が対象同士の
相関を超えている三角構造（相関係数の合計
の降順）．表 3の三角構造に †がついている
12行も本来含まれ合計 16行であるが，重複
は除いた．
三角構造 相関係数 p値

dom cod dom cod dom cod
夜 → 踊り 0.65 0.32 0.058 0.406
踊り → 音楽 0.62 0.34 0.077 0.370
音楽 → 舞台 0.44 0.35 0.232 0.356
音楽 → 踊り 0.48 0.20 0.194 0.606

表 5 三角構造同士の対応づけの相関が対象同士の
相関を下回っている三角構造（相関係数の合
計の降順）
三角構造 相関係数 p値

dom cod dom cod dom cod
揺れる → スカート 0.08 0.46 0.831 0.213
スカート → 舞台 0.25 0.18 0.516 0.635
回る → 女性 0.03 0.32 0.932 0.404

スカート → 回る 0.30 0.01 0.433 0.983
回る → 舞台 0.16 0.13 0.682 0.732
回る → 音楽 0.11 0.13 0.781 0.748
舞台 → 音楽 0.32 −0.14 0.406 0.715

揺れる → 舞台 −0.07 0.23 0.864 0.546
揺れる → 女性 0.02 0.12 0.966 0.765
スカート → 揺れる −0.05 0.12 0.898 0.765
音楽 → 揺れる −0.21 0.27 0.589 0.488

揺れる → 音楽 0.05 −0.05 0.898 0.898
揺れる → 回る −0.13 0.11 0.732 0.781
回る → 揺れる −0.03 −0.10 0.940 0.798
音楽 → 回る −0.50 0.11 0.175 0.781

が見出されたことになる．この結果は，三角構造を
考慮することで，対象同士の対応づけよりも人間に
近い対応づけが可能となることを示唆する．
さらに，対象同士の対応づけと人間の対応づけの

相関係数，三角構造同士の対応づけと人間の対応づ
けの相関係数において，三角構造同士の対応づけと
人間との相関係数が，対象同士の対応づけと人間の
相関係数を上回っていれば，構造を考慮することで
人間に近い判断ができていると解釈できる．三角
構造同士の対応づけと人間の相関係数が，三角構造
をなすどちらの対象においても，対象同士の対応づ
けと人間の相関係数を上回っているものを表 4に
示す．逆に，三角構造をなす対象のどちらについて
も，相関係数が対象同士の対応づけと人間の相関係
数を下回っているものを表 5に示す．
表 3，表 4と表 5を見ると，56中 16個の三角構

造で対象同士の対応づけよりも人間の対応づけと
の相関が高い．一方，56個中 15個の三角構造で対
象同士よりも相関が低い．この結果は，一見，両手
法と人間の判断の近さに差がないことを示唆するよ
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うに見える．しかし，この結果には人間が連想しづ
らい射を持つ三角構造についての結果が含まれるた
め，さらに議論が必要である．この点については総
合考察で改めて議論する．

7. 総合考察
まず，6節の結果から，構造同士の対応づけが比
喩理解において重要と言えるかを考察する．対象同
士の対応づけの結果と，人間の対応づけの間には，
有意に相関がある対象は存在しなかった．しかし，
三角構造同士の対応づけの結果と，人間の対応づけ
の間には，有意に相関がある三角構造が見出された．
この点からは，構造を考慮して対応づけることで人
間の比喩理解に近づいたと考えられ，構造同士の対
応づけが比喩理解に重要であることが示唆される．
さらに，三角構造同士の対応づけと人間の対応づ
けの相関係数が，対象同士の対応づけを超えている
三角構造が表 3，表 4に示した 16個，逆に相関係
数が下回っている三角構造が表 5に示した 15個で
あった．この結果だけ見ると，対象同士の対応づけ
に比べて，人間に近い判断をした三角構造と，人間
から離れた判断をした三角構造が同程度の数あり，
構造同士の対応づけが比喩理解に重要であるのか
が明らかではない．しかし，この三角構造のシミュ
レーションは，喩辞とその初期イメージで構成でき
る三角構造 56個全てについて行った結果である．
そのため，本来ならば人間が連想しないような射を
持つ三角構造についての結果も含まれている．実際
の比喩理解においては，このような連想が起こりに
くい三角構造よりも，実際に連想が起こりやすい三
角構造をうまく対応づけることが重要であると考え
られる．そのため，対象同士の対応づけよりも相関
が高かった三角構造 16個，および，相関が低かっ
た三角構造 15個のうち，三角構造でコスライス圏
の射となる射に付与された連想確率が 0.725以上の
ものを調査した 13)．その結果を表 6，表 7に示す．
その結果，三角構造でコスライス圏の射となる部
分の連想確率が 0.725を超えているものは，対象同
士よりも相関が高かった 16個の三角構造のうち表
6に示した 5個の三角構造であった．また，対象同
士よりも相関が低かった 15個の三角構造のうちで
は，表 7に示した 1個のみであった．この結果か
ら実際に連想が起こりやすい，三角構造について，
13) 連想確率取得実験で参加者が平均で「4：連想する」以
上に回答したペアを考慮することに対応する．

表 6 対象同士の対応づけよりも相関が高い三角構
造のうち射の連想確率が 0.725を超えている
三角構造

三角構造 連想確率
スカート → 女性 0.95

踊り → 音楽 0.89375
舞台 → 踊り 0.89375
踊り → 女性 0.78125
音楽 → 踊り 0.725

表 7 対象同士の対応づけよりも相関が低い三角構
造のうち射の連想確率が 0.725を超えている
三角構造

三角構造 連想確率
舞台 → 音楽 0.725

構造同士の対応づけを行うことで対象同士の対応づ
けよりも人間に近い判断が行えている．このことか
ら対応づけを行う際の構造の考慮の重要性が示され
ている．
さらに，今回の比喩解釈実験では，設問の形式と

して，比喩理解の文脈を与えた上で，『「踊り子に
とっての A」を「蝶にとっての B」に対応づける
のにどのくらい同意しますか？』のように提示する
のみで，蝶や踊り子の持つ特徴の間の構造を考えさ
せるような指示は行わなかった．それにもかかわ
らず，人間の対応づけは，対象同士の対応づけより
も，三角構造同士の対応づけとの方が相関係数が高
かった．この結果は，本実験の実験参加者が比喩を
解釈する際に，コスライス圏の射となるような構造
を（意識的・無意識的に）考慮して，喩辞・被喩辞
の対応づけを評価したことを示唆するだろう．
また，2.5で述べたように，TINTはボトムアップ

に比喩理解の過程を表現しており，実際にこのよう
な処理が動くかが本実験の検証のポイントの一つで
あった．再度述べると，構造同士の対応づけは，一
般に，メタレベルの対応づけとして，元の構造の中
にない関係性を探索する必要がある．一方，TINT

では，まず自明な関手 BMF（自明な構造同士の対
応づけ）を作り，その BMFの自然変換を探索する
ことで，より適切な構造同士の対応づけの探索を行
う．自然変換のそのものの身分は，関手でうつされ
た先の圏における射である．TINT ではこの射が連
想関係にあたるため，イメージの間の連想を表す射
を確率 µ に従って励起・緩和させ，自然変換の探索
を行う．したがって，TINT は構造同士の関係性の
探索を，元のイメージの圏の要素（対象，射，µ）の
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みによって，ボトムアップに表現している．今回の
検証によって，メタレベルの関係性を導入しなくて
も，自然変換を基礎とするアルゴリズムによって，
実際にある程度妥当な構造同士の対応づけが可能で
あることが示唆された．
さらに TINT は，知識表現が作り込まれていない
という点においても，ボトムアップな理論である．
例えば，喩辞・被喩辞の意味はイメージ間の連想関
係でのみ表現され，述語論理的構造や文法的構造
などは入っていない．それにもかかわらず，TINT

の手法によって，表 2に挙げた三角構造（踊り→
女性）など，人間にかなり近い対応づけをも可能で
あることが，今回のシミュレーションで示された．
本シミュレーションでは，最小の構造である三角構
造のみ考慮した．今後，より大きな構造（コスライ
ス圏の n> 2個の対象からなる構造）を考慮したシ
ミュレーションによって，より妥当な対応づけが期
待できる．

8. 終わりに
本研究では，不定自然変換理論の小さな仮定のみ
を前提とする知識表現とボトムアップな構造の対
応づけから，どの程度まで人の比喩理解に対応する
構造同士の対応づけが行えるか，という点を検証す
るために，対象同士の対応づけと三角構造同士の対
応づけのシミュレーションを実装し，その結果と実
験により取得した人間の比喩の解釈との比較を行っ
た．その結果，三角構造同士の対応づけの方が，対
象同士の対応づけよりも人間に近い対応づけを行う
ことが示された．また，人間との相関係数が高い対
応づけも現れたことから，ボトムアップに構造同士
の対応づけを行うことで，ある程度人間に近い対応
づけが行えるということを示した．
今後の展望として，現状ではシミュレーションに
用いた連想確率のデータは小規模であるが，より
大規模な連想確率データを取得したいと考えてい
る．大規模な連想確率のデータを取得することで，
様々な種類の比喩についてシミュレーションを行
うことができる．例えば直喩刺激－解釈セット (岡
他, 2019)にあるような，他の比喩を用いてどのよ
うな比喩が TINTでうまく解釈できるのかについて
分かり，うまくいかなかった比喩と合わせて，より
TINT の課題や妥当性を検証できると考えている．
さらに，喩辞の慣習性が低い新奇な比喩についても

TINT を用いた場合には，どのような解釈が生まれ
てくるのかを確かめることで，TINT による意味の
創造過程の部分についても検証を行うことが可能で
ある．
またそもそも，TINT が入力としている連想ネッ

トワーク自身の性質の分析も重要性が高い．ある
比喩の理解を通じて被喩辞の意味の構築を進める
際には，その過程で連想関係が生成・消滅すること
により，時にはネットワークの大きな性質変動が起
こるはずであり，その変動は媒介中心性などの指標
を用いることで捉えられる可能性がある．このよう
に，TINT が比喩理解の過程でどのように連想ネッ
トワークを書き換えるかの検証も，元々の提案であ
る意味の創造過程のモデルとしては喫緊の重要性を
持っている．

TINT は類推的な比喩理解のモデルとして導入さ
れた (布山・西郷, 2018; Fuyama et al., 2020)．認知
科学における従来の類推のモデリングにより，知識
表現を作り込んだ上での構造的探索と (Falkenhainer

et al., 1989; Gentner, 1983)，生に近いデータからベク
トル演算レベルの操作 (Lu, Chen, & Holyoak, 2012;

Lu, Nian,&Holyoak, 2019)が実現されている．これ
らに対して TINT は，ポテンシャルとしては，生に
近いデータからの構造的探索を可能にしうると考え
られる．さらに，類推推論が転移学習のコアにある
という立場からは，TINTあるいは同様の仕組みは，
人の手で作り込まれた知識表現を前提にしない，効
率的な転移学習の実現一般や，転移学習による知識
構造の変容・更新のモデルとしても役立つと考えら
れる．また，仮説の生成すなわち本来の意味でのア
ブダクションと類推推論の間の密接な関係性の解明
も進んでおり (Blokpoel, Wareham, Haselager, Toni,

& van Rooij, 2019)，今後は高次認知モデルとしても
発展させたいと考えている．
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付　録
A. シミュレーションアルゴリズム 1

Algorithm 1 TINT simulation for object
Input: h category,source, s init images, target, t init images
Output: F

1: s category = init category for object(source, s init images)
2: t category = init category for object(target, t init images)
3: BMF = build BMF for object(s category, t category)
4: F = nt search for object(h category, s category, t category)
5: return F

Algorithm 2 init category for object
Input: center image, init images
Output: category

1: for node 2 init images do

2: category.add edge(center image, node)
3: end for

4: category = add identity(category)
5: return category

Algorithm 3 add identity
Input: category
Output: category

1: for node 2 category.nodes do

2: category.add edge(node, node)
3: end for

4: return category

Algorithm 4 build BMF for object
Input: s category,t category
Output: BMF

1: source = s category.source
2: target = t category.target
3: for s node 2 s category.nodes do

4: t category.add edge(target,s node)
5: BMF[(source, s node)] = (target,s node)
6: end for

7: return BMF

Algorithm 5 nt search for object
Input: h category, s category, t category
Output: F

1: source = s category.source
2: target = t category.target
3: for s node 2 s category.nodes do

4: for t node 2 t category.nodes do

5: assoc prob = h category.get prob(s node, t node)
6: if assoc prob � random then

7: nt candidate.add((s node, t node, assoc prob))
8: end if

9: end for

10: if length(nt candidate) == 0 then

11: continue
12: end if

13: nt dom, nt cod, nt prob = max(nt candidate, key = assoc prob)
14: F[(source, nt dom)] = (target, nt cod)
15: end for
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Algorithm 9 nt search for tri str
Input: h category, s category, t category
Output: F

1: source = s category.source
2: target = t category.target
3: tri dom, tri cod = s category.nodes
4: for t node 2 t category.nodes do

5: assoc prob = h category.get prob(tri dom, t node)
6: if assoc prob � random then
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14: end if

15: end for
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17: return NULL
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23: tri dom prob = h category.get prob(source, tri dom)
24: tri cod prob = h category.get prob(source, tri cod)
25: tri edge prob= h category.get prob(tri dom, tri cod)
26: for dom, cod 2 node pair do

27: if ¬h category.has edge(dom, cod) _ dom == cod then

28: couninue
29: end if

30: F tri dom prob = h category.get prob(target, dom)
31: F tri cod prob = h category.get prob(target, cod)
32: F tri edge prob = h category.get prob(dom, cod)
33: dom prob dist = abs(tri dom prob - F tri dom prob)
34: cod prob dist = abs(tri cod prob - F tri cod prob)
35: edge prob dist = abs(tri edge prob - F tri edge prob)
36: dist sum = dom prob dist + cod prob dist + edge prob dist
37: nt candidate.add((dom, cod, dist sum))
38: end for

39: nt dom, nt cod, nt prob = min(nt candidate, key = dist sum)
40: F[(source, tri dom)] = (target, nt dom)
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2006 年京都大学理学部卒業．

2008年京都大学大学院理学研究科
物理学修士課程修了．アクセンチ
ュア株式会社の戦略コンサルタン
ト等を経て，2011年大阪大学大学
院文学研究科で読書の研究を始め，

2013年同修了．2016年慶應義塾大学大学院政策・
メディア研究科後期博士課程単位取得退学，2017
年同大学博士（学術）取得．2016～2018年玉川大
学にて嘱託研究員，2018年北陸先端科学技術大学
院大学研究員を経て，2019年から早稲田大学にて
講師．物語の理解，忘我，自己変容の関係性の解明
を目指して，読解処理，身体状態，内観報告など相
補的な指標間の関係性に注目して研究を行う．

西郷 甲矢人
長浜バイオ大学教授．専門は数

学．博士（理学）．1983年生まれ．
圏論と関係する著作に，『〈現実〉と
は何か』（筑摩選書 2019，田口茂
氏との共著），『圏論の道案内』（技
術評論社 2019，能美十三氏との共

著），『圏論の歩き方』（日本評論社 2015，圏論の歩
き方委員会）等がある．現在，圏論的観点からの線
型代数を主題に，『しゃべくり線型代数』（能美十三
氏との共著）を『現代数学』誌（現代数学社）に連
載中．

高橋 達二（正会員）
東京電機大学理工学部情報シス

テムデザイン学系准教授（知能情
報デザインコース），理化学研究所
革新知能統合研究センター客員研
究員（社会における AI利活用と法
制度チーム）．パリ第 8大学，パリ

高等実習院，ロンドン大学バークベック校訪問研究
員などを歴任．知能と認知の理論に関心．限定合理
性，強化学習，社会学習（対抗模倣），転移学習，推
論心理学などの研究を行っている．


