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解釈の不定性の価値と
量子認知による文章解釈研究の展望
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Worth of the indeterminacy of interpretations and
the prospects of text comprehension studies based on the quantum cognition
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When readers comprehend a text, they can have multiple simultaneous interpretations. Literary theories and art studies
have indicated that multiple and indeterminate interpretations allow us to create novel understanding and provide us with
aesthetic experiences. However, in the cognitive science field, these multiple and indeterminate interpretations have not
been represented and modeled. This article proposes a way of modeling the states of multiple and indeterminate inter-
pretations as a time series based on quantum probability theory and discusses the prospect of our approach, focusing on
comprehension and aesthetic research. First, we discuss the worth of indeterminate and multiple interpretations for text
comprehension and aesthetic experiences. Then, after reviewing the previous comprehension studies, we propose a model
of interpretation state, including indeterminacy and multiplicity, as a superposition state based on quantum probability
theory and physics. Further, we share the basis of quantum probability theory and the recent studies on quantum cognition
for this proposal. Finally, we discuss the prospects of comprehension studies using our approach.
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1. はじめに：解釈の不定性の可能性と量
子認知

文章は一般に，多様な解釈が可能である．論文や
製品の説明書では，その可能性をできるだけ減ら
し，筆者の言いたい一つのことがあやまたずに単一
の解釈で伝わるように努力する．一方で純文学をは
じめとする多様な文学作品では，むしろ複数の解釈
を並列させたり，解釈が定まらないようにすること
で，単一の解釈以上の理解や美的体験を引き起こす
効果を持たせるように思われる．
たとえば，川上弘美の小説『真鶴』(川上, 2006)
では，主人公は亡夫の元へ行く選択（死の物語）と
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子と共に生きる選択（生の物語）の境で揺れ動き，
多くの描写も多義的で生と死の物語の両方で解釈で
きる．クライマックスでは，亡夫から「こちらに，
くる？」と聞かれ，主人公は「いきたい」と答える
（「生きたい」と「（死者の元に）行きたい」の両義を
示す）．このとき読者は，矛盾しうる生と死の両方
の解釈を片方に決めずに同時に抱くことで，別個に
「生の物語」と「死の物語」を読んだ際の解釈の足
し合わせとは異なる，両者の相互作用を含む解釈を
構築する．より小さな単位でも，たとえば比喩（比
喩的意味と字義通りの意味の並列）や掛け言葉など
の表現が，異なる解釈の並列や，いずれか一つに決
めないことによる美的体験を引き起こすように感じ
られる．
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こういった不定性の価値や効果については，芸
術分野で様々に指摘されてきた．たとえば，詩人の
キーツは，芸術の創作において重要な能力として
「人が，事實や理性などをいらだたしく追求しない
で，不確定，神秘，疑惑の狀態にとどまっていられ
る (p. 65)」(Keats, 1817/1891 佐藤訳 1952) 能力で
ある “ネガティブケイパビリティ”を指摘している．
また，記号論や哲学の研究者かつ作家のエーコは，
作品が美的体験を引き起こすのに必要な要素とし
て，“作品の開かれ”を指摘している (Eco, 1967 篠
原・和田訳 2002)．作品の開かれとは解釈の余地で
あり，鑑賞側がその余地を積極的・能動的に解釈を
試みることで美的体験が生まれるとする．読書論の
文脈でも，Iser (1976 轡田訳 1982)は読書をテクス
トと読者の相互作用行為と捉えた上で，“空所” と
呼ばれるテクストからだけでは定まらない部分こそ
が，読者の能動的読みの場であり，美的体験を引き
起こすとする．また，実証研究においても，モナ・
リザの神秘性が口元の多義性（目元を見た周辺視で
口元を見ると微笑しているように見え，口元を中心
視で見るとニュートラルな表情に見える）によるこ
とが指摘されている (Livingstone, 2000)．
一方で，2節で議論するように，認知科学や心理学
における文章理解研究では，読者が各時点で最も妥
当な解釈を推定あるいは構築するモデルを前提に多
くの研究が進められてきた (McNamara & Magliano,
2009; van Dijk & Kintsch, 1983)．著者はその主な理
由の一つは，解釈に限らず，認知状態の “不定さ”
をモデル化するのに適した数学的枠組みが見出され
てこなかったことにあると考える．とりわけ，後述
の通り，古典確率論の範囲では，“確率的”な事象で
あっても，この不定さを表すことができない．その
ため，翻って，文章理解の実証的研究において，文
章理解における不定性の重要性がともすれば見過ご
されてきたと考える．
本展望論文では，量子確率論を用いた，文章理解
における不定な解釈や，複数の解釈の重ね合わせ
状態の，モデル化および実証研究を提案する．近
年，量子確率論を用いた認知科学研究として，量子
認知（quantum cognition）の研究が主に意思決定や
概念合成の分野で進められている (Bruza, Wang, &
Busemeyer, 2015; Busemeyer & Bruza, 2012)．これ
らの量子認知の研究群は，認知過程が量子確率を用
いて説明や表現可能と考えるものである．量子的な

効果が脳内に物理現象として存在することを主張す
るものではない 1)．量子確率論は，量子物理などの
現象を記述するのに用いられるが，古典確率論（こ
れまで認知科学で用いられてきた確率論）と同様，
特定の公理系に従う確率論であって，応用範囲は物
理にとどまらない．著者はこれらの研究を踏まえ，
量子確率を用いれば，解釈状態が観測するまで一つ
に定まらない（不定）な状態や，複数解釈の重ね合
わせとしての解釈状態を，表現し説明できる可能性
があると考える．
本論文の目的は，これらの議論と提案を通じて，

文章理解研究における不定な解釈の実証的研究の可
能性を示し，文章理解研究の一つの発展の可能性を
提案することである．また，量子確率論を用いた認
知モデルの基礎と可能性についても，本論文によっ
てある程度理解できると期待される．この点，前述
の Bruza, Wang, & Busemeyer (2015), Busemeyer &
Bruza (2012)らの研究では，量子物理に強く影響さ
れたモデリングを行なっており，物理のモデリング
と量子確率論（数学）自体の公理系が一部で混ざっ
て扱われるなど，混乱が見られる．本論文では，量
子確率論のごく基礎的な部分も提示し，量子物理
（つまり観測が絡む自然科学）と数学の公理系を分
けた上で，量子認知の基礎を提示するように心が
けた．また，量子認知ならではの困難も存在するた
め，この点についても記述した．あくまで文章理解
研究の可能性の提示が第一義的な目的であるため，
量子認知研究の詳細は別文献にあたる必要があるも
のの，本論文によって，文章理解以外の認知研究者
にとっても量子認知の可能性を考える手がかりとな
れば幸いである．
なお，「（文章理解に限らず多様な理解の対象に

おいて）複数解釈の重ね合わせ」と「量子的な状態
の重ね合わせ」を関連づけて想起することは，心理
や認知に興味のある研究者が量子物理を勉強すれ
ば自然とも思える．実際，量子物理の祖の一人であ
る Bohrが量子的な重ね合わせ状態と深く関係する
「相補性」の概念の導入に際して，心理学から示唆を

1) 本論文では，人の認知における量子確率論の実装の可否
については議論しないが，量子認知を牽引する Busemeyer
らによれば，量子確率論は脳内に量子効果が物理的に存
在しなくとも，ニューラルネットによって実装可能だと
される (Bruza, Wang, & Busemeyer, 2015; Busemeyer et al.,
2017)．また，しばしば強調されるように，量子認知研究
は，物理的な量子効果を前提としない点で，量子脳仮説や
量子効果に基づく意識の研究とは一線を画す．



102 布山・西郷／認知科学 (2022) 29(1) 100–119

受けたともされ (Busemeyer & Bruza, 2012; Wang &
Busemeyer, 2015)，本来的に心理と量子における複
数状態の重ね合わせには連想可能な類似性が見出せ
る．そのため，これまでも概念レベルで「解釈の重
ね合わせ」と「量子的な状態の重ね合わせ」が議論
されうることはあったと思われる．一方で，本論文
の新規性は，概念的なアイディアとして両者が繋が
りうるとの指摘を超えて，「解釈の重ね合わせ」を
量子確率論の公理に基づいて具体的に数理モデルで
表現し，より精確な意味で両者の関係性の可能性を
示唆したこと，およびそれを検証しうる具体的な実
験の一例を示し，今後の認知科学における文章解釈
研究の展望を示した点にある．また，Bruza, Wang,
& Busemeyer (2015)では概念合成における意味の多
義性の性質を量子認知の枠組みで整理し，検証方法
を提案している．こういった量子認知の枠組みで意
味認知を扱う論文に対しては，本論文は，文章理解
という，読者と文章の相互作用を含みかつ時間変化
する認知状態の不定性や重ね合わせ状態を扱うとい
う意味で新規性がある．
本論文の構成は以下の通りである．まず，2節で，
既存の文章理解研究における解釈相当の理解の認知
研究を簡単にレビューし，不定な文章理解の位置づ
けを示す．次に 3節で，量子確率論のごく基礎と，
量子確率を用いた認知研究の概要を説明する．4節
で文章理解における不定性の研究への量子確率論の
応用を提案する．続く 5節で，不定な状態を含む解
釈状態の時系列変化のモデルについて議論する．6
節で，量子確率を用いた文章理解研究の困難につい
て，主に統制可能性の観点から議論する．7 節で，
ここまでの節を踏まえ，文章理解研究における量子
認知研究の貢献を議論する．最後に 8節で，解釈の
不定性の価値について改めて議論し，まとめる．
本論文は確率論の公理系の説明などやや数学的な
基礎を必要とする節を含む．数理的な詳細よりも文
章理解研究に主たる興味がある読者は，1, 2, 4, 7節
のみを中心に読み，4節の理解のために適宜 3節を
参照する読み方も可能である．この場合 3 節を読
まれる際には，できるだけ数式やモデルの概念的意
味も詳しく記述するように心がけたので，概念の把
握のみでも，本論文の主張の大筋は追えると思われ
る．一方，文章理解研究よりも量子認知研究に興味
がある読者は，3, 4, 5, 6 節のみを読むこともでき
る．このとき，4, 5節の文章理解研究の記述は量子

認知研究の一例と見なせる．

2. 文章解釈の既存のモデル
2.1 解釈の一意性の仮定
認知科学や心理学における多くの文章理解の研究

は，単一の文や，短い文章，長い文章それぞれの単
位において，もっとも妥当な一つの解釈を読者が推
定する，という仮定のもとになされてきた．本節で
は代表的な文章理解モデルにおけるこの仮定を確認
する．
先に，改めて本論文で用いる “解釈”という語を定

義しておく．辞書的には，解釈は，「語句や物事など
の意味・内容を理解し，説明すること．（中略）物事
や行為などを判断し理解すること（後略）(p. 396)」
(松村・三省堂編集所, 1988)などとされ，理解と近
い意味で用いられる．本論文では，文章と読者の相
互作用から生まれる，複数ありうる理解という意味
で，解釈という語を使う．この意図は，単に理解と
いうと，文章から定まる正しい一つの解（時として
作者の意図が想定される）があり，それを読者が推
定する過程が思い浮かべられやすい．一方で，本論
文で議論したいのは，なんでも自由に読むわけでは
ないが，読者の意図や知識に応じて，妥当な多様性
を持って読者が文章の意味を理解する過程である．
そのため，従来の文章理解で用いられてきた “理解”
という言葉ではなく，“解釈”という言葉を用いる．
ただし，従来の研究について言及する場合や，文脈
上自然でかつ誤解の恐れがない場合は，理解という
言葉を用いる場合がある．

McNamara & Magliano (2009) の Toward a com-
prehensive model of comprehensionというレビュー
論文は，文章理解の主なモデルを網羅的に議論し
ている．これらの文章理解モデルは，各時点で理解
が構築され，それらをつなぎ合わせ理解の変化を
記述するモデルとなっている．たとえば，現在もっ
ともよく利用される文章理解モデルの一つである
event-indexing model (Zwaan et al., 1995) は，主人
公，目的，時間，場所，因果を変数とする 5次元（場
合によってはこの 5次元に「アイテム」を加える 6
次元）で文章理解が張られ，これらの変数に読みの
各時点で文章から推定された値が入る，という形式
で文章理解を表現する．したがって，このモデルで
は，各時点で最も妥当な解釈が推定され，それらの
時間変化として文章全体にわたる解釈の変化が表現
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される．これ以外のモデルにおいても，その理解構
築の方法や表現方法は異なっても，各時点で最も妥
当な一つの解釈が推定される点では共通である．
また，文章の大局的な理解をmacrostructureとして
捉えるモデルも提案されている．van Dijk & Kintsch
(1983)では，文の理解から節，章，テキスト全体の
理解へと次第に情報が圧縮され，要約的な文の骨
格相当の理解が作られるとし，この比較的大局的
な理解の構造をmacrostructureと呼んだ．最上位の
macrostructureはタイトル，次の段階の macrostruc-
tureは順次 section，subsection，というように言及
されている．この macrostructureは，各文の情報あ
るいはその理解をMacroruleによって圧縮し，構築
されるとする．このとき，読者の読書の目的や知識
によって読者ごとに構築される macrostructureは変
わりうるが，基本的に各読者にとってはボトムアッ
プにただ一つの macrostructureが構築される．
一方，哲学分野では，ボトムアップの理解とトッ
プダウンの理解の循環的な構造として，解釈学的循
環が指摘されてきた．文章全体の意味は部分の意味
から構築される一方で，部分の意味も文脈に依存す
るため，部分の理解には全体の意味理解が必要とな
る，という循環的構造である．この解釈学的循環は，
単語や文などの部分と文章全体の両方に多義性があ
ることに起因する．解釈学的循環は macrostructure
の仮定と異なり，ボトムアップな処理に加えて，トッ
プダウンの処理も理解に本質的であり，循環構造を
持つことを指摘する．著者らは，この循環的構造
を認知心理学的実験から探索してきた (布山・日髙
, 2019, 2020)．しかし，循環構造を前提とする著者
らのこれまでの研究においても，最も妥当な一つの
解釈が選択されることを前提としてきた．なお，こ
れらの認知心理学的実験については，不定な解釈状
態の推定に応用できるため，4節で論じる．
なお，一つの理解に至る過程において複数の可能
な概念が活性化されたり，またある一つの理解の状
態が複数の概念の同時活性の状態として表現される
ことがある (Kintsch, 1988; Till et al., 1988)．これを
複数解釈の並列的な理解と捉えれば，本論文の提案
する複数解釈が並列した状態に類似すると考えられ
るかもしれない．ただし，4.1節で後述するように，
既存のモデルが古典確率の枠組みで複数概念の活性
化を捉えている場合，その状態に不定性はなく，ま
た複数概念の同時活性化の効果は数学的には単一概

念の効果の足しあわせとして要素還元可能である．
一方で，本論文の提案する解釈の不定性を伴う複数
解釈の並列状態は，数理的にも不定であり（3.2節参
照），かつ複数解釈の重ね合わせ状態は重ね合わさ
れた元の各状態に還元できない．これらの意味で，
既存の複数概念の活性化のモデルとは異なる．この
点については，4.1節で再度議論する．

2.2 確定的な解釈の存在の仮定
認知科学や心理学の文章理解研究では，全ての時

点において読者は定まった解釈を持つ，という「確
定的な解釈の存在」の前提も暗黙に置いている．た
とえば，先ほどの event-indexing modelでは，各変
数に常に何らかの確定的な値が入っており，値が定
まっていないという状態は考えていない．物語の
シーンが変わる際などに，一時的にその尤度が下が
ることはあるだろうが，それでも何らかの一つの値
が入っている．
また，少し研究領域がずれるが，自然言語処理の

分野では，文章情報から文章の種類に応じた特定の
文脈変化を推定し，反対にその文脈の類型から文章
のトピックを推定することがなされる．こういっ
たモデルは確率モデルであるが，各時点の解釈は本
来的には確定していることを前提にしている．たと
えば，このトピック推定に，階層隠れマルコフモデ
ルが用いられる (Barzilay & Lee, 2004;若林・三浦,
2007)．この階層隠れマルコフモデルでは，文章を
時系列情報とみなし，時系列変化する文脈相当の隠
れ層から単語や文が確率的に生成されるとする．た
とえば，新聞記事における殺人事件というトピック
の隠れ層は，「事件の発生」「被害者情報」「犯人逮
捕」の確率的な推移からなり，この種の記事の文脈
の類型に対応する．トピックのタグが付いた大量の
文章から学習することによって，トピック固有の文
脈が隠れ層の構造に対応づけられ，たとえば記事の
種類（殺人事件なのか芸能記事なのか）を見分ける
ことができる．しかしながら，この確率的なモデル
であっても，各時点での解釈に相当する状態は一意
に定まっている．単に（いわば観測者の無知のため
に），次の状態が確率的にしか予測できないだけで
ある．
以上のように，既存の文章理解研究は，各時点の

読者の解釈は “一つ”に “定まっている”ことを前提
としている．しかし，この前提は明らかではなく，1
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図 1 量子確率論/古典確率論とモデリングの関係

節で議論したように，むしろ経験的には解釈の不定
性や多重性によって，固有の読書体験が生まれる可
能性が示唆される．階層隠れマルコフモデルで議論
した通り，既存の確率過程の枠組みは，こういった
不定性や多重性を表すのに適当ではない．そこで，
次節から，不定性や多重性を持つ状態を表現するの
に適すると考えられる量子確率論を用いた認知研究
を紹介し，その有効性を検討する．

3. 量子確率論の特徴と量子認知のモデル
量子認知（quantum cognition）とは，量子確率論
を用いた認知の研究を指す (Bruza, Wang, & Buse-
meyer, 2015; Busemeyer & Bruza, 2012; Yearsley &
Busemeyer, 2016)．これまで量子確率論や量子物理
に関連する認知科学は様々な角度からなされてき
たが，本論文では，近年の Busemeyer と Bruza ら
の研究グループが進めてきた量子確率論を用いた
認知研究を扱う．特に，本論文では，不定性や多重
性を含む文章理解研究の提案に関連する部分を中心
に説明する．Bruza, Wang, & Busemeyer (2015) や
Busemeyer & Bruza (2012)で示されるように，彼ら
の中心的な研究の一つは意思決定であるが，本論文
ではほぼ扱わない．興味がある方はこれらの書籍や
論文を参照されたい．
文章理解研究における量子認知の有効性を検討す
るには，量子確率論の特徴と，量子確率論による対象
のモデル化の特徴を，それぞれ必要な程度理解する
必要がある．そのため，まず，量子確率論の公理系
を簡単に確認し，また古典確率論が量子確率論の特
殊な場合とみなせることを見る．その後，量子確率
論によるモデルの概要を Bruza, Wang, & Busemeyer
(2015) に則って簡単に見る．なお，Busemeyer や

Bruzaのモデル化は量子確率を用いた一つの認知モ
デルであって，量子確率論と等価ではなく，また，
量子確率論を用いたそれ以外のモデリングも可能で
あることには留意したい．

3.1 代数的確率論から量子確率論と古典確率論
量子確率論は次に説明する代数的確率論におい

て，代数で定義される積が非可換な場合に対応す
る．可換な場合を非可換の特殊例とみなせば，量子
確率論は代数的確率論と等価とみなせる．この意味
で，代数的確率論と量子確率論（別名，非可換確率
論）は全て同義であるが，ここでは整理のため，代
数的確率論の中に量子確率論と古典確率論が含まれ
るとする（図 1も参照）．
代数的確率論の公理の概要をごくおおざっぱに

見る (詳細は，明出伊・尾畑, 2003などを参照)．ま
ず，空でない集合 A が，加法（単位元は 0），スカ
ラー乗法，結合法則と分配法則を満たす積と呼ばれ
る写像を持ち，積の単位元 1 が存在するとき，代
数（多元環）という 2)．この代数であって，次の対
合を備えた代数を *-代数と呼ぶ．対合とは，代数
A からそれ自身への写像 a 7→ a∗ で次の 4性質を
満たすものを指す．任意の a, b ∈ A と λ ∈ C に
対して，(i) (a + b)∗ = a∗ + b∗，(ii) (λa)∗ = λa∗，
(iii) (ab)∗ = b∗a∗，(iv) (a∗)∗ = a．たとえば，2次以
上の複素行列全体が，行列の加法，スカラー乗法，
積によって，非可換な代数となる．そして，共役転
地行列を対応させる写像を対合として，この複素行
列全体は *-代数となる．
そして，この *-代数 A 上の複素数値（C）関数

ψ : A → C で次の 3条件を満たすものを A 上の

2) 積の単位元の存在は仮定しない場合もある．
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状態という：(i)線形性：任意の a, b ∈ A と λ ∈ C

に対して，ψ(a+ b) = ψ(a)+ψ(b)，ψ(λa) = λψ(a)，
(ii) 正値性：任意の a ∈ A に対して ψ(a∗a) ≥ 0，
(iii) ψ(1) = 1.
これらの定義の上で，*-代数 A とその上で定義
される状態 ψ の組（A , ψ）を代数的確率空間と呼
ぶ．A が可換のとき古典的な確率空間，非可換の
ときに量子確率空間と呼ばれる．代数的確率空間
(A , ψ) において，A の元 aを（代数的）確率変数
と呼び，ψ(a) を aの状態 ψ における期待値，また
は平均値と呼ぶ．
この代数的確率空間は，一般に認知科学や人工知
能で用いられてきた測度論的確率空間（コルモゴロ
フ流確率空間）を，A が *-代数であって，可換な
場合として含む．概念的には，測度論的確率空間に
おいて，事象 E を確率 P(E)に対応させる規則（確
率測度 P の構造のようなもの）を，代数的確率論
における代数 A の元 p（p = p2 = p∗ を満たす元
で，射影または事象と呼ぶ）の期待値に対応させる
ことで，代数化がなされる．可換な場合を，非可換
の特殊なケースと見なせば，量子確率論に古典確率
論は含まれる．つまり，これまでの測度論的確率論
での対象のモデル化は，量子確率論を用いても，同
様の概念的モデルとして可能である．

3.2 不確定性関係と確率解釈
量子確率論と古典確率論に基づき観測可能な事象
のモデル化を行った際に，状態の解釈，より根本的
には確率の解釈はどう変わるのだろうか？量子確率
論そのものは数学であって，現実世界の観測（たと
えば物理や認知的対象の観測）とは本来的に無関係
であるため，モデル化や観測に伴う確率の解釈は範
疇外である．ただし，古典確率を用いたモデル化の
拡張だと思えば，一般に状態の期待値を観測値の期
待値と対応づけてモデル化することが自然である．
このモデル化の制約のもとで，量子確率論と古典
確率論での確率解釈の最も大きな違いは，未観測時
点で観測したら得られる全ての値が定まっていると
思えるかである．古典では，任意の時点で全ての観
測値が定まっており，確率は多数回の観測に伴う観
測値の分布に対応づけて解釈することが許される．
この場合，観測値が分布に従うのは，観測ごとに対
象の隠れた変数が異なることや，観測に伴うノイズ
のためとされ，対象の特徴と本質的に無関係だと解

釈される．
一方で，量子では，任意の時点で全ての観測値が

定まっているという解釈は許されない．正確に言う
と，対象の “状態”自体は定まっており，その期待
値（確率分布）も定まっていると考えることができ
るが，観測したときに得られる値は分布にしたがっ
てばらつき，未観測時にも一つに定まっているとは
考えられない．「確率分布に従う観測結果が得られ
る」という観測結果は古典と同様だが，対象の状態
は未観測時点から本質的に確率分布に従っており，
隠れた変数や観測に伴うノイズに確率を帰着させる
ことはできない．
この確率解釈は，任意の状態 ψ における a ∈ A

の分散（∆ψ (a) = ψ((a−ψ(a))∗(a−ψ(a)))）が 0に
なりえないという，次に示す “不確定性関係”から
導かれる．不確定性関係の式を導くことは難しくな
いが，ここでは導出は上述の明出伊・尾畑 (2003)等
に譲り，結果のみを見る．
不確定性関係とは，代数的確率空間 (A , ψ) の実

確率変数 a, b ∈ A に対して，

|ψ([a, b]) | ≤ 2∆ψ (a)∆ψ (b) (1)

となる関係を指す．ここで，[a, b] = ab− baで a, b

の交換子と呼ばれ，∆ψ (a) は状態 ψ における a の
分散を表す．
古典確率空間では，一般に確率変数 a と bは可

換であるから，ab − ba = 0となり，各確率変数の
分散は 0になりうる．一方，aと bが非可換の場合
は，ab − ba , 0であり，不確定性関係より 2つの
値の分散は一般には同時に 0とならない．もし，状
態 ψ における a の分散が 0の定まった状態を準備
できたとすると，その時には bの分散は無限大とな
り，全く値が定まらなくなる．たとえば，量子物理
においては，位置と運動量の交換関係は非可換であ
り，そこから位置と運動量を同時に分散 0で決める
ことはできない，との有名なハイゼンベルグの不確
定性原理が導かれる 3)．

3) 正確には，位置と運動量の不確定性関係と，いわゆる
ハイゼンベルグの不確定性原理は異なる．ハイゼンベル
グの不確定性原理は観測に伴う擾乱によって，交換関係
にある観測対象の値が同時に分散 0 で定まらないとする
もの（顕微鏡等で観測に伴うバックアクションのために，
位置と運動量を同時計測できないなど）だが，観測による
擾乱とは無関係に，不確定性関係によって，確率変数の分
散の下限が決まり，位置と運動量の値は同時に定まらな
い．
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この不確定性関係は，観測時のノイズとは無関係
に，観測結果が揺らぐことを示唆する．そのため，
未観測時に，観測したなら得られるであろう真の観
測値が定まっているとは考えられない．この意味
で，状態は観測方法を決めたら得られる観測結果の
確率分布としては定まっているが，一つの値として
は定まらない．
古典確率における確率解釈では，一つのサンプル
を観測したときの値は，未観測時にも定まっており，
しかし本来的に知り得ないサンプル固有の違いなど
のために，ある確率分布に従った観測が得られる
と考えることができた 4)．しかし，量子確率では，
状態の隠れ変数（知り得ない固有の違い）がなくて
も，本来的にある一つの状態から得られる観測値が
分布に従うため，一つの状態自体（標本集団ではな
く）がこの意味で確率的に振る舞うとの解釈が自然
であって，古典確率のような解釈は不可能となる．
量子確率論に基づくモデリングの特徴の一つは，
この “状態”解釈の違いとなる．つまり，量子確率
論に基づいて何らかの “認知状態” を考える場合，
その状態は本来的に確率分布を持つものとして捉え
ることとなる．

3.3 量子認知のモデル化と研究事例
認知の研究においては，一般に，古典確率論（測
度論的確率論・コルモゴロフ流確率論）も，量子確
率論も，数学的な道具であって 5)，認知モデルその
ものではない．3.2節では両確率論ごとの確率解釈
の違いをみたが，こういった確率解釈に則ったとし
ても，多様なモデル化が可能である．
本節では，文章理解における量子確率論を用いた
モデリングの可能性検討につなげるため，量子確率
論に基づく認知モデルの一例として Bruza, Wang,
& Busemeyer (2015)らの量子認知のモデルを紹介す
る．まず彼らのモデリングの概要を説明し，そのあ
とで認知が量子状態を持つか検証する手法の説明を
兼ねて順序効果の研究を説明する．なお，量子認知
研究全体の概要については，最近の研究が含まれな

4) 古典確率であっても，混合状態において，観測結果は
未観測時に定まっていないと解釈することもできる．し
かし，不確定性関係が示唆する観測結果の本質的な揺ら
ぎが古典確率論からは示唆されないために，未観測時に
観測結果相当が決定しているとの解釈が許される．おそ
らく，実在論的な立場からその解釈の方がより自然なた
め，そのように解釈されてきた．
5) それ自体が研究対象の認知である場合を除く．

図 2 射影による状態の観測表現と観測確率．観測
では，ヒルベルト空間上の状態ベクトル S に
対して射影演算子 PA が作用し，事象 Aを表
す部分空間に射影され，その射影の垂線まで
の長さの 2 乗 ∥PA · S ∥2 が事象 A が観測さ
れる確率となる．

いものの，Busemeyer&Bruza (2012)等に詳しく，数
学的な概要を含むチュートリアルとしては Yearsley
& Busemeyer (2016)がまとまっている．

3.3.1 量子認知のモデル化の枠組み
Busemeyerや Bruzaらの量子確率論に基づく認知

モデルの枠組みを，Bruza, Wang,&Busemeyer (2015)
の説明に沿って紹介する．このモデル化は，量子確
率論のヒルベルト空間による表現を用いた認知モ
デルの一例である．この枠組みは狭いが，彼らのグ
ループは近年多くのモデリングと認知心理学的実験
を用いた検証を進めており，議論する価値があると
考える．そのため，本論文では主にこの量子認知の
モデルに依拠して議論を行う．
彼らの量子認知では，以下のように認知状態をモ

デル化する（図 2も参照）．
( 1 ) 事象はヒルベルト空間 H の部分空間（たとえ

ば，事象 Aや B は，それぞれヒルベルト空間
上の部分空間 HA, HB）である．ヒルベルト空
間 H から，これらの部分空間への射影演算子
を PA, PB とする．

( 2 ) もし，射影演算子が可換であれば，つまり，
PAPB = PBPA であれば，事象 A と B は可
換である．そうでなければ，それらは非可換で
ある．

( 3 ) 認知システムの状態はヒルベルト空間上の単位
ベクトル S で表される．

( 4 ) 状態 S での事象 Aの確率は ∥PA · S∥2 となる．
（ボルンの確率規則）

( 5 ) ∥PA · S∥2 ≥ 0かつ ∥PH · S∥2 = 1．
( 6 ) もし PAPB = 0 ならば，∥(PA + PB ) · S∥2 =
∥PA · S∥2 + ∥PB · S∥2.

( 7 ) Aという事象が与えられた上での B の条件付
き確率は，∥PB · PA · S∥2/∥PA · S∥2．
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( 8 ) 全確率の法則の違反（violation of the law of total
probability）：∥PB · S∥2 , ∥PB · PA · S∥2 + ∥PB ·
P∼A · S∥2．ただし，∼ Aは Aの余事象．

(3) (4)以外はヒルベルト空間上での量子確率論の
公理の一部や法則であり，(3) (4)のみが認知モデル
の仮説である．(4)は数学（量子確率論）と自然科
学を繋ぐ仮説である．量子物理ではボルンの確率規
則と呼ばれ，この仮説によって量子物理の現象をよ
く説明できるモデルを構築してきた (量子物理の基
礎的な教科書としては，例えば清水, 2003を参照)．
ここで，ヒルベルト空間とは，内積が定義された
完備なベクトル空間である．認知科学分野の研究で
用いられる多くのベクトル空間は内積が定義され，
距離に関して完備であるので，実際はヒルベルト空
間であることが多い．たとえば，Kintsch (2001)が
提案する比喩理解理論で用いられる意味空間はヒ
ルベルト空間だと思われる．また，近年のベクトル
空間を用いた意味空間の多くが距離をコサイン類似
度で定義しており，それらは暗黙的にヒルベルト空
間上のモデルである．ヒルベルト空間は，無限次元
をとりうるが，量子認知では基本的に有限の場合を
扱う．

(3) から量子確率論での認知システムの状態は，
ヒルベルト空間上の単位ベクトル S で表現される．
(4)よりこの状態の観測は，部分空間への射影演算
子 PA 等を作用させることに対応し，図 2 のよう
な模擬的な空間で考えると，その射影の垂線までの
長さの 2 乗 ∥PA · S∥2 が，部分空間の対応する事
象が観測される確率に相当する．(5)は古典確率と
同様に確率が 0 ∼ 1 の範囲を取ることを示す．(6)
は，部分空間が直交するならば，それらの部分空間
で張った空間が表す事象の確率は，それぞれの部分
空間が表す事象の確率の足しあわせになることを示
す．これは，ユークリッド空間における三平方の定
理を思い浮かべれば理解できる．また，このモデル
では，観測によって状態 S は部分空間に射影され，
(PA · S) /∥PA · S∥に移る（状態は単位ベクトルで表
現されるため，分母はその正規化）．そのため，事
象 Aを観測したあとに B が観測される条件付き確
率は (7)のようにこの状態ベクトルに PB を作用さ
せ，その上で 2乗することに対応する．

(8)は，古典確率では保存される全確率の法則への
違反で，次のように式を展開すれば，理解できる．

∥PB · S∥2 = ∥PB · (PA + P∼A) · S∥2

= ∥PB · PA · S + PB · P∼A · S∥2

= ∥PB · PA · S∥2 + ∥PB · P∼A · S∥2

+ ∥(PB · PA · S)(PB · P∼A · S)∥

+ ∥(PB · P∼A · S)(PB · PA · S)∥

(2)

この最後の 2項が (7)式右辺に対して余分な項とな
る．これは，古典確率論によるモデル化では，各事
象に直接確率が対応するのに対し，量子確率論によ
るモデル化では確率の重み（確率振幅）が事象に対
して対応し（図 2の垂線までの長さ），確率自体は
その 2乗となるため生まれる違いである．
より本質的には，この違いによって，量子確率論

では状態空間の構造が豊かになっており，表現でき
る状態の種類が増えている（これはヒルベルト空間
での表現とは無関係に，量子確率の特徴である）．
つまり，古典確率論では，複数の状態が起こりうる
状態を，元の状態の重み付け和で表現しようとする
と，0 < λ j < 1,

∑
j λ j = 1 として，∑ j λ jψ j と書

ける状態（混合状態と呼ばれる）のみである．古典
ではこの λ j が足しあわせたそれぞれの状態が起こ
る確率に対応する．混合状態でないものを純粋状態
とよぶ．古典確率では，純粋状態は，確率変数の値
が確定している状態に対応する．一方で，量子確率
論においては，純粋状態であってすら値が不定であ
りうるという大きな違いがある（3.2節参照）．つま
り，値の不定性が必ずしも単なる「無知」に還元で
きないような状況にまで確率論を拡大したのが量子
確率論であるともいえる．古典確率論では，任意の
状態の非自明な足しあわせは混合状態であるが，量
子確率論では純粋状態になりうる．この状態の重み
付け和で表現される純粋状態の不定性が，後に出て
くる重ね合わせ状態の特徴につながる．

3.3.2 観測による状態の変化：順序効果の研究
事例

この量子認知の枠組みによって，Busemeyer &
Bruza (2012), Bruza, Wang, & Busemeyer (2015)らの
研究では，意思決定や概念合成において，これまで数
理的に説明できない，この意味で不合理的，とされて
きた認知についても数理的に説明できるとする．著
者らは，文章理解における不定な解釈状態が量子確
率論を用いて記述，説明できるか検証するために，彼
らの意思決定の研究手法が一部応用できると考えて
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図 3 順序効果の事例（イメージ図）．クリントン/ゴ
アいずれについて先に問うかで回答が変化す
る．左図は Bruza, Wang, & Busemeyer (2015)
を改変．右図の，C–Gにクリントン→ゴア，
G–C にゴア → クリントンの順で聞いた場合
の確率の 1/2 乗を明示した．

いる．そこで，量子認知の枠組みの有用性の説明と，
文章理解研究への応用可能性の議論につなげるため，
量子認知による意思決定研究について紹介する．
順序効果は，意思決定の不合理な事例としてよく
知られる．たとえば，クリントン/ゴアは正直で信
頼できるか？という質問を，クリントン→ゴアの
順で行うか，ゴア→クリントンの順番で行うかに
よって，回答が有意に変化するとされる（ゴア→ク
リントンの順で訊くと両方とも yesの回答が増え，
クリントン→ゴアの順で訊くと両方とも Noの回
答が増える (Wang et al., 2014)）．

Bruza, Wang, & Busemeyer (2015)の量子認知の枠
組みでは，図 3 左図のように，クリントンに対し
yes/noと答えることに対応する直線（yes/noはいず
れかしか答えられないので両軸は直交）と，ゴアに
対し Yes/Noと答えることに対応する直線で張られ
た平面を考え，その平面上に一人の回答者の認知状
態を表す状態ベクトルが置かれる（図中の S）．こ
の人がクリントン/ゴアともに Yesと回答した場合
をそれぞれの順序で考える．観測は射影に対応する
ので，Yes to Clinton→Yes to Goreでは，この順に軸
への射影が行われる．この時，Yes to Clinton→Yes
to Gore の確率は図 3 右中の C–G の長さの 2 乗と
なる．一方，Yes to Gore→Yes to Clinton の確率は
図 3右中の G–Cの長さの 2乗となる (Bruza, Wang,
& Busemeyer, 2015; Wang et al., 2014)．この時，図
3からわかるように，|C–G| , |G–C| であり，これ
が順序効果の大きさに相当するとしている．

Wang et al. (2014) では，個別に各軸の関係性や
認知状態を推定するのではなく（個別のケースに対
し，モデルを直接推定，テストするのではなく），こ

の順序効果の大きさの関係式として，量子確率固有
の非可換項に由来する関係性を用いて，qq-equality
という等式を導いた．そして，この等式が既存の
順序効果研究（各回答者数が 651–3006名からなる
70 の大規模調査と，回答者数 100 名程度の 2 つ
の実験室実験）で報告されてきた順序効果の大き
さの関係性を有意に説明すると報告した．ここで，
qq-equalityとは Yes to Clinton→Yes to Goreと答え
る人の割合から Yes to Gore→Yes to Clintonの割合
を引き，これを回答が YesYesの場合の順序効果の
大きさ |YesYes| とするとき，同様の定義のもとで，
|YesYes| − |NoNo| = |YesNo| − |NoYes| = 0という等
式を指す．言い換えると，認知状態が彼らのモデル
に従うかどうかの一つのテストとして，qq-equality
による予測を利用できる．
彼らのモデルは，認知状態を，クリントンとゴア

に対する信頼や誠実さの評価で表現すると，クリン
トンとゴアの評価の重ね合わせ状態，つまり，認知
状態を ψ とし，クリントンに Yes，ゴアに Yes と
回答する純粋状態をそれぞれ ψCY , ψGY とすると，
ψ = a1ψCY + a2ψGY（a1, a2 ∈ C）と書けることに
対応する．このような純粋状態の重み付け和は量子
物理において重ね合わせ状態と呼ばれ，一般に純粋
状態の一種である 6)．クリントンとゴアに対する評
価は直交していないので，この状態 ψ（図中の S）
は観測（射影）の順番によって，評価の結果が変化
する．この関係性から，qq-equalityが導かれる．も
しクリントンとゴアに対する評価が可換であれば，
この重ね合わせ状態は混合状態となり，彼らのモデ
ルでは順序効果は起こらない．
従って，もしある認知状態がこのような可観測

な状態の重ね合わせ状態で記述できるならば，qq-
equalityの導出方法から一般に，その可観測な状態
に対応した観測の順序を変えることで，qq-equality
の予想する順序効果の関係性が見出せると考えら
れる．この逆，すなわち，qq-equalityが予想する順
序効果の関係性が見出せたからといって，必ずこ
の量子認知のモデルに従うとは限らない．しかし，
qq-equality相当の予測は古典確率論に従う既存のモ
デルでは提案されていないため（つまり qq-equality
が示唆する順序効果の関係性をよりよく説明する他

6) 重ね合わせ状態は数学的には純粋状態に過ぎない．想
定する人の理解の状態や，観測方法を先に仮定する限り
において，“重ね合わせ状態” という特定の状態として捉
える意味が生まれる．



布山・西郷／認知科学 (2022) 29(1) 100–119 109

のモデルがないので），認知状態が量子確率に従う
ことの傍証になりうると考えられる．この点，より
直接的に状態が量子確率に従うかを調べるには，ベ
ルの不等式への違反の有無が指標となるが，認知の
実証研究では困難がある．この課題については 6節
で改めて議論する．

4. 解釈の不定性と重ね合わせ状態
本節では，1節で議論した文章理解における解釈
の不定性を，量子確率論によって表現，説明する枠
組みを提案する．まず前節で述べた重ね合わせ状態
を用いた，文章の複数解釈の重ね合わせ状態の表現
とその解釈について述べる．その後，この量子的状
態の有無の検証方法を提案する．

4.1 解釈の重ね合わせの量子確率を用いた表現
不確定関係は，未観測時に（その時点で観測した
場合の）状態の値が不定なことを示唆すると 3.2節
で述べた．この確率解釈のもとでは，状態の重み付
け和で表現した重ね合わせ状態は，未観測時点で
は，足しあわせに使われたいずれの状態とも定まら
ない状態と解釈できる．かつ，以下に述べる干渉項
の効果によって，それら両方の状態のもつ確率分布
の重み付け和とは異なる確率分布を持つ．
この確率解釈を踏まえ，著者の基本的なアイディ
アとしては，複数の可能な解釈がありえる文章の
解釈は次の式 (3)のように書くことができると考え
る．以下では具体的に 2 つの解釈の重ね合わせ状
態を考えるが，認知資源の制約のもとで，式 (3)で
足し合わせる状態の数を増やせば，任意の数の状態
の重ね合わせによる状態を考えることができる．
ある解釈 A1, A2をもつ認知状態をそれぞれ ψA1，

ψA2，それらの両方の解釈が可能な多義的な文章を
読んでいる際の解釈状態を，

ψ = c1ψA1 + c2ψA2 (3)

と書く．ただし，c1, c2 ∈ C である．
この時，量子物理と同様のモデリングによって，
ある可観測量 X（たとえば解釈の内容）について観
測すると，観測の期待値は簡便のためブラ-ケット
表記を用いて以下のように書ける．

⟨ψ |X |ψ⟩ = |c1 |2 ⟨ψA1 |X |ψA1 ⟩ + |c2 |2 ⟨ψA2 |X |ψA2 ⟩

+ c∗1c2 ⟨ψA1 |X |ψA2 ⟩ + c∗2c1 ⟨ψA2 |X |ψA1 ⟩
(4)

ここで，ブラ-ケット表記とは，ヒルベルト空間
上のベクトルを行ベクトルで表記したものを ⟨a |，
列ベクトルで表したものを |b⟩とし，それらの内積
を ⟨a |b⟩ とする表記である．X は可観測量 X に対
応する自己共役演算子で，各ベクトルに対する線形
写像を与える線形作用素のうち自己共役なもので
ある（行列で表現できる）．自己共役演算子の固有
値は実数であること 7) 等を理由として，物理にお
ける可観測量はヒルベルト空間上の自己共役演算子
によって表されるとされる．観測値が実数であるこ
とは認知においても変わらないため，同様に自己共
役演算子による観測量の表現が妥当だと考える．な
お，この演算は，先の射影演算子によるヒルベルト
空間上での射影と同様の演算を行列表記したものに
対応する．
式 (4) は，状態 ψ で X を観測した時の確率分

布は，状態 ψA1 および状態 ψA2 の確率分布の重
み付き和（最初の 2 項）では表せず，後の 2 項
c∗1c2 ⟨ψA1 |X |ψA2 ⟩+ c∗2c1 ⟨ψA2 |X |ψA1 ⟩の分だけずれ
ることを意味する．この後の 2項のことを，干渉項
とよび，重ね合わせ状態と古典確率論で表現可能な
混合状態の差となる．
観測結果としてこの干渉項分ずれることと対応し

て，未観測時点の内的な解釈状態も，2つの解釈状
態の単なる離散的な重み付け和（どちらかの解釈を
確率的にとっている状態）ではなく，2つの解釈の
間に相互作用があるような新規な解釈状態であると
解釈できると考える．
このように表現することで，古典確率によるモデ

ルでは表現が難しかった，解釈の不定性や，複数解
釈の間の相互作用を含む新規な解釈を記述できる可
能性がある．

4.2 解釈の重ね合わせ状態と既存のモデルにお
ける「複数概念の活性化状態」との質的な
違い

2.1節で記載した通り，既存の意味理解や文章理
解研究において，理解に至る途中で可能な複数の概
念が活性化し適切なもののみが残ったり，またその
最終的な理解の状態としても複数の概念の活性化が
仮定されるモデルが提案されてきた (Kintsch, 1988;
Till et al., 1988)．本節では，こういった既存のモデ

7) ⟨a |A |a⟩ = a ⟨a |a⟩ のとき両辺の共役を取ると，
⟨a |A∗ |a⟩ = ⟨a |A |a⟩ = a∗ ⟨a |a⟩ となることから，固有
値は実数．
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図 4 左の電子銃から一つずつ電子を飛ばす．スリッ
トを通った電子は写真乾板で順に観測される
（写真乾板の上の白丸）．右の分布は写真乾板
の横軸の位置ごとの観測数の分布（イメージ
図）．量子では干渉効果によって，波の干渉縞
のような分布になる．

ルにおける複数状態の並列と，本論文が提案する
複数状態の量子的な重ね合わせ状態の違いを説明
する．
既存のモデルにおいては，「複数の概念が同時に
活性化している状態」のとき，活性化している概念
の間の関係性は，数理的には非明示であったり，モ
デルの解釈時に後から概念間の相互作用の方式とし
て導入される場合が多いと思われる．仮に概念間の
相互作用を仮定せず，かつモデルが古典確率に基づ
く場合，「複数概念が活性化した認知状態」は「そ
れぞれの概念が活性化した認知状態」の足しあわせ
に還元できると解釈できる．これは，前 4.1節にお
いて，干渉項がない場合に対応する．
一方で，本論文の提案する「解釈の重ね合わせ状
態」は量子的な重ね合わせであるため，前 4.1節に
記載の通り，複数の活性化した解釈によって干渉項
が生まれる．この干渉項の効果によって，解釈の状
態は，個別に各解釈が活性化した状態の足しあわせ
（混合状態）に還元できない．
この違いは，物理における二重スリット実験での
古典確率に基づく物理による予測と，量子確率に基
づく物理による予測の違いに対応させて類推的に理
解できる．二重スリット実験では，図 4のように，
電子銃から電子を一つずつ発射して，写真乾板に到
達させ，電子の到達場所を記録する．このとき，電
子銃と乾板の間には二つのスリットが穿たれた板が
あり，このスリットを通り抜けた電子のみが乾板に
到達することができる．もし，古典的な粒子的描像
であれば，二つのスリットを通って乾板で観測され
る粒子の分布は図 4 の右上の「古典」の分布のよ
うに，点線で示した二つの山形の分布（各スリット
を通った粒子の分布）の足し合わせとして，実線の

図 5 二重スリット実験の結果の一例．図 a から d
へと電子の観測が順になされ干渉縞が現れる．
Dr. Tonomura, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia
Commons. https://commons.wikimedia.org/wi
ki/File:Doubleslitexperiment_results_Tanamura_
1.gif

一つの山形に近い分布となる．しかし，量子物理で
は，右下のちょうど波の干渉縞のような分布が予想
され，実際の実験結果は，電子の量子性から，この
量子物理の予測に一致する（図 5）．
類推的には，前者の古典物理の予測が，干渉項の

ない古典的な場合の複数概念や解釈の並列時の状態
である．一方，後者の量子物理の予測が，干渉項の
ある量子的な場合の複数概念や解釈の並列時の状態
である．このように，同じ「複数の状態の並列」を
考える場合でも，対象が古典確率と量子確率のいず
れに従うかによって，異なる状態となる．
実際には，既存の意味理解モデルであっても，複

数の概念が同時に活性化した際にはそれらの間の
意味的な相互作用を別に仮定し，個別の概念の意味
の足しあわせに還元できない新規な意味を想定する
場合も多いであろう．量子的な重ね合わせを想定す
るモデルは，こういった既存のモデルをより自然な
形で，つまり別に仮定する相互作用の仮定を少なく
して，モデル化できる可能性がある．実際，Bruza,
Wang, & Busemeyer (2015)は概念合成における複数
の意味の並列を量子認知の枠組みで検証している．

4.3 本仮説の検証方法と実験方法の一例
不定な解釈状態や，複数の解釈を同時に抱くこ

とによる新規な解釈状態があったとして，それが
4.1節で提案した量子認知のモデルで表現できるか
はわからない．この仮説を検証する一つの方法は
3.3.2節で説明した qq-equalityを利用することであ
る．前述の通り，qq-equalityは一般に重ね合わせ状
態において，重ね合わせたそれぞれの状態に対応す

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doubleslitexperiment_results_Tanamura_1.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doubleslitexperiment_results_Tanamura_1.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doubleslitexperiment_results_Tanamura_1.gif
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る観測を順序を変えて行った際の順序効果の大きさ
の関係の等式である．従って，“順序効果” として
扱われてこなかった対象でも，重ね合わせ状態と考
える状態に対しては qq-equlityの予測が成り立ち，
この予測を実験で調べることで，認知状態が提案し
た量子的な重ね合わせ状態かの傍証となりうる．
本モデルと検証方法の可能性を具体的に考えるた
め，著者が行ってきた実験方法 (布山・日髙, 2019,
2020)を説明する．この著者らの研究は，文章の部
分の理解と大局的な理解の関係性（解釈学的循環の
認知）を調べるものである．このうち，大局的な理
解を調べるための実験として，「元童話推定課題」を
提案してきた．この課題が解釈の重ね合わせ状態の
検証に応用できると考える．
元童話推定課題では，有名な童話の筋は保ち，固
有名詞等の局所情報を変更した「類推物語」を実験
者が作成する．そして，実験参加者は一定数の文を
読むごとに，元童話候補のリストから元になったと
思う童話のタイトルを選択回答する．このとき，元
童話の筋（およびそれに対応して回答するタイトル）
は文章全体の解釈に対応し，参加者の元童話回答は
参加者の持つその時点での解釈状態の指標となる．
実験者は複数の元童話を途中でスイッチするなど
の方法で，複数の元童話を混ぜた類推物語を作成し
うる．この方法によって，解釈の不定性が大きくな
る時期を含め，多義的な解釈状態を操作的に作り出
しうる．実際，(布山・日髙, 2019, 2020) の研究で
は，童話 Aを元にした部分から童話 Bを元にした
部分へ変化する区間において，参加者の回答のばら
つきが大きくなることが確認されている．提案仮説
によれば，この複数の元童話に対応する解釈が重ね
合わされた状態として，参加者の解釈状態を表現で
きると考えられる．
例えば，『浦島太郎』と『眠れる森の美女』を元
童話とする類推物語を，参加者が読んだ場合を考え
る．このときの解釈状態は，提案仮説に基けば，図
6の状態 Sのように表現できる．ここで，干渉項を
持つ重ね合わせ状態となる条件は，浦島太郎の解釈
と眠れる森の美女の解釈が直交しておらず（何らか
の類似点などがあるなど），非可換なことである．
このとき，もしこの提案モデルが妥当なら，図 3と
同様に，図 6中に示すように順序効果が生まれ，こ
の順序効果の大きさの関係性が qq-equality で予測
できる．この検証には，Wang et al. (2014)の手法を

図 6 元童話推定課題における解釈の重ね合わせ状
態．眠れる森→浦島太郎の順で聞いた時に両
方とも「はい」と回答する確率は N −U の 2
乗，逆順はU − N の 2乗となり，差が生まれ
る．

踏襲すれば良い．
具体的には，重ね合わせ状態があるか知りたい時

点で，「この物語は『浦島太郎』を元にして作られ
た物語だと思いますか？」および「この物語は『眠
れる森の美女』を元にして作られた物語だと思いま
すか？」という質問を参加者ごとにランダムに順番
を変えて行い，その回答の順序効果の大きさを調べ
れば良い．著者はすでにこの方法で予備的実験を行
い，qq-equlityの予測に類似した結果を得た．ただ
し，サンプルサイズが小かったため，有意な結果ま
では得ていない．今後より大きなサンプルで実験を
行う予定である．

5. 解釈状態の時系列推定
前節までの内容は，ある一時点での解釈状態のモ

デルであった．しかし，文章理解の認知を深く理解
するためには，解釈状態の時間変化を調べ，その時
間変化に伴う美的体験などの主観的体験や，読者の
様々な認知状態の変化との関係性を解明することが
望まれる．そのためには，ある一時点の解釈状態の
モデリングにとどまらず，状態の時間変化をモデリ
ングし，その時間変化の特徴づけも含めて，読者の
解釈状態を理解したい．
状態の時間変化については，量子物理において一

般に時間発展として扱われ，量子認知研究において
もすでに量子物理の枠組みを用いて部分的にモデル
化されている．ただし，これまでの量子認知研究で
の状態の時間変化は，ごく短時間の意思決定の変化
などが主で，内的な認知状態の系が外部と相互作用
しない場合のみであった．
一方で，読書過程においては，読者は文章を読ん

で解釈を作るため，当然文章情報との相互作用があ
る．しかも，文章情報は一定の影響を読者に与え続
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けるのではなく，読者の状態に応じて時間的に相互
作用が変化する．こういった対象と外部の状態が
各々複雑な構造を持ち，かつ両者の関係性によって
相互作用が時間変化する過程のモデリングは，量子
認知の枠組みでは十分研究されていない．
このように，読書においては，本来は，読者の解
釈状態と文章情報の関係性として，読者の解釈状態
への文章情報の影響が定まり，かつ解釈状態も文章
情報も連続的に変化する．しかしこの状況は複雑す
ぎるため，モデリングと検証が困難である．そこで
本節では，読者の解釈状態と文章情報の影響が独立
と近似できる場合に限って，外部との相互作用のタ
イプに応じて 2段階に分け，解釈状態の時間変化を
扱う場合のモデルを提案する．なお，この近似は一
般に既存の文章理解研究が仮定するものであり，研
究を進める上で一定の妥当性と有効性を持つ近似と
考えられる．

5.1 状態の時間変化の表現
まず，これまでに提案されてきた量子認知 (Buse-

meyer & Bruza, 2012)における状態の時間変化の表
現を説明する．量子確率論自体には「時間」変化と
いう概念はないので，量子物理のモデルを応用し，
量子認知における時間変化のモデルが構築されてき
た．本論文では，既存の量子認知よりも複雑な外部
からの影響がある場合についても，量子物理のモデ
ルから類推的に時間変化のモデルを整理する．
量子物理および既存の量子認知の枠組みでは，一
つのヒルベルト空間上で連続的に状態が時間変化す
ると考えられる場合，時間変化はユニタリー演算子
を用いて，次のように書く．式 (5)で |ψ(t)⟩が時刻
t での状態，Û (t)が各時刻での時間変化を表すユニ
タリー演算子を示す．

|ψ(t)⟩ = Û (t) |ψ(0)⟩ (5)

ここで，ユニタリー演算子とは，ノルムを保存し，
かつベクトル空間全体から同じベクトル空間全体へ
の 1対 1の線形写像である．
加えて，量子物理では，閉じた系の場合は，エネ
ルギーを表す自己共役演算子ハミルトニアン H を
用いて，次のシュレーディンガー方程式が成り立つ．
このとき，H は保存量なので，時間に依存しない．
なお，ℏは定数である．

iℏ
d
dt
|ψ(t)⟩ = Ĥ |ψ(t)⟩ (6)

認知の場合は，H はエネルギーとして扱えない
ので，対象とする認知ごとに，H の特徴を検討し，
推定することとなる．なお，閉じた系の場合のユニ
タリー変換の推定は，マルコフ過程の遷移行列の推
定とほぼ同様の推定過程とみなせる（マルコフ過程
で表現される遷移行列が遷移の確率に直接対応する
のに対し，ユニタリー変換の行列は確率振幅という
違いはある）．
既存の量子認知は，このような，状態が自由発展

する過程を中心に研究されている．前述の通り，自
由発展の状況は文章の解釈状態としてはそのままで
は考えづらい．ただし，次節 5.2節で述べるように，
ある区間においては近似的に時間変化の関数を一定
と考えることができる．この場合は，H が時間によ
らず，よって Û (t) が時間によらず同じ関数系だと
考えることができる．一般に意味認知においても，
たとえば，連想など内的かつ短期的な過程のモデル
としては，使える可能性があるだろう．
少し制約を緩めて，閉じた系でない場合も，外部

からの影響が系の状態によらず一定の外場とみな
せたり，状態のパラメータの値を変化させるだけの
場合は，上のシュレーディンガー方程式は次のよう
に，ハミルトニアンが時間依存になる．

iℏ
d
dt
|ψ(t)⟩ = Ĥ (t) |ψ(t)⟩ (7)

式 (5)と各場合のシュレーディンガー方程式を連
立させてユニタリー変換を求めれば，時間変化を知
ることができる．
最後に，もし系が閉じておらず，かつ前述のよう

な外部からの影響に限定できない場合，上のような
関数でシュレーディンガー方程式を書けない．この
場合はより複雑になるため，本稿では扱わない．
なお，「観測」は非連続的かつ非可逆的な時間変

化であり，ここで扱っている時間変化には含めな
い．非可逆的なため，ユニタリー変換でも表現でき
ない．

5.2 区間ごとに解釈状態の時間変化の関数が一
定と想定できる場合

探偵小説を読んでいて，ある A章において，Xが
犯人だという解釈が読み進めるにつれて一定の進度
で確からしくなっていくとする．このとき，A章の
範囲では，犯人の解釈については，読者は文章から一
定の影響を受けていると近似的にみなせる（このと
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き，ユニタリー変換は，U (ti+1− ti ) = U (ti − ti−1)）．
こういった状況では，もし解釈状態が提案してきた
量子認知の枠組みでモデル化できるなら，A章を読
んでいる間の状態の時間変化は，式 (5) および (6)
で書けると考えることができる．この場合，ある 2
時点での状態を観測結果から推定できれば，それら
の間の変化を調べることで，ユニタリー行列やハミ
ルトニアンを推定できる．
このように，一定区間の文章情報の読者の解釈へ
の影響が一定と近似できる状況はどのようなもの
だろうか？ 代表的には，前述の例のように，一文
一文の解釈への影響は多少違いがあるものの，大局
的に見てある区間では解釈状態の変化が一定と近似
できる場合がある．これは，ある文のまとまりごと
に伝えたいメッセージがあると考えれば，そのメッ
セージが一定の速度で伝わっていく過程だと解釈で
きる．これは，2節で述べた macrostructureなどの
大局的な構造で表現される情報が，連続的に伝わる
過程に対応する．
この状況で近似して時間変化を推定する場合，解
釈変化が一定となる区間の推定が必要となる．この
区間推定には，参加者に解釈を回答してもらう以外
に，読解時間などの客観的情報から解釈の変化の程
度を推定することも有効だと思われる．
たとえば，Fuyama & Hidaka (2016) では Hidaka

(2013)の方法を応用し，読解時間の統計的分布から
読解処理の質的変化を時系列で推定した．質的変化
が起こる時点の文章情報の検討から，この読解処理
変化が文章の文脈変化に関係する可能性が示唆され
た．ここで言う文脈変化とは，主に予測可能性に関
係しており，読み始めで解釈を構築する時期（予測
性低い），安定した解釈状態の時期（予測性高い），
予想外の出来事による解釈の不安定化の時期（予測
性低い）などの違いを指す 8)．この時，たとえば，
予測性の変化が大きい区間では解釈の時間変化の関
数自体が大きく変化する一方，予測性が一定の区間
（特に予測性が高い箇所）では解釈の時間変化も一
定の可能性が考えられる．この読解処理変化が読者
の特定の解釈の変化と関連するかは別途確認する必
要があるものの，このような推測から，読解処理変
化のタイミングをヒントとして，解釈変化一定の区

8) 予測可能性の多寡による読解処理過程の変化については
Structure-Buliding Framework (Gernsbacher, 1997) や event
segmentation theory (Zacks et al., 2009) などの枠組みでも
指摘されてきた．

間が推定できる可能性がある．

5.3 解釈状態と独立に外部からの影響が変化す
ると考えられる場合

ある解釈が加速度的に確からしくなる，ある解釈
と別の解釈の間で振動するような解釈変化が起こる
など，ユニタリー変換が陽に時間に依存して変化す
るとき（つまり，U (ti+1 − ti ) , U (ti − ti−1) となる
場合），5.2節の方法では書けない．この場合，式 (5)
および (7) を解くことになり，無限級数解となる．
現在の量子認知ではこの場合は扱われていないが，
ユニタリー変換の関数形を複数仮定し，モデル選択
するなどの方法で推定が可能となりうると考えられ
る．ただし，一般のモデル推定と同様に，複雑な関
数形の仮定など，変数が多くなると妥当な推定が困
難になりえ，また，6節で議論するように量子固有
の難しさもあるため，できるだけ簡単な関数形の仮
定から推定することが望ましいと思われる．

6. 認知研究固有の困難
量子認知研究の枠組みと，文章の不定な解釈に対

する応用可能性について検討してきた．本節では，
量子確率論を認知研究に用いることの困難につい
て，対象が量子確率に従うかを検証する観点から指
摘しておく．
最も大きな困難は，量子的な対象を観測する際の

統制の難しさである．状態が，量子確率に従うか，
古典確率に従うかを調べる指標の一つにベルの不
等式がある．ベルの不等式は，測度論的確率空間
（Ω, F , P）上で定義された 3つの確率変数 A，B，C
が区間 [−1, 1]に値をとるとき，E(X )を確率変数 X

の期待値として，|E(AB)−E(BC) | ≤ 1−E(AC)とな
るという，確率変数間の期待値の不等式である．こ
の不等式は，測度論的確率空間（Ω, F , P）上で定義
された 3つの 0,1-値確率変数 X1, X2, X3 に対して，
P(X1 = 1, X3 = 0) ≤ P(X1 = 1, X2 = 0) + P(X2 =

1, X3 = 0) というような，ごく当たり前と思える不
等式（ベン図を書けば明らか）の一般化であり，測
度論的確率論（古典確率論）では必ず成り立つ．
一方で，量子確率論では，このベルの不等式が成

り立たないことが知られる．従って，理論的には，
実験を行い，確率変数の期待値を求めて，ベルの
不等式への違反の有無を調べることで，現象が量
子確率に従うか，古典確率に従うかを検証できる．
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qq-equalityが量子確率論から導かれる予測であって
も，qq-equalityに従う関係性を持つ現象が必ず量子
確率に従うとは限らなかったのと対比的に，ベルの
不等式への違反があれば，（もしその現象を数理的
に説明するならば）その現象は量子確率論に従う．
こういった枠組みで，ベルの不等式を用いて，す
でに多数の量子認知研究が行われてきた．たとえ
ば，Bruza, Kitto, et al. (2015) では，概念合成にお
ける量子効果の有無を調べるために，ベルの不等式
への違反の有無が調べられている．しかしこの論文
でも示唆されたように，ベルの不等式への違反が，
量子的効果の結果なのか，心理実験における統制の
不備なのかの弁別は難しい．ベルの不等式は，不等
式なだけに，もし予想外の要因で期待値が変化すれ
ば，容易に満たされなくなってしまう．
量子物理においては，状態に関係しうる要因の把
握と制御が認知的な対象に比べて容易であり，ベル
の不等式を用いた実証研究には妥当性と説得力があ
る．しかし，認知心理学的実験，特に意味認知など
の比較的高次な認知になれば，対象の期待値に影響
しうる要因を全て把握することは非常に難しく，そ
の統制も困難である．そのため，著者は，認知心理
学的実験においてベルの不等式を用いた検証を行う
際には注意が必要だと考える．
この点，qq-equality など，量子確率論に基づく
定量的な予測を増やし，それによって検証するの
が一つの方法であろう．すでに Kvam et al. (2021),
Busemeyer et al. (2015, 2020)などで行われているよ
うに，直接古典確率論によるモデルとの比較をする
ことも，比較する妥当なモデルがある場合には有効
である．また，対象が量子確率に従っているかどう
かは，研究の第一歩である 9)．量子確率に従うとわ
かることで，認知的にどのような知見が得られるの
か，また具体的にどういったモデルが提案できるの
か，という点まで見通しをもって進めることが重要
であろう．

9) ベルの不等式への違反が見られたからといって，対象
に特定の量子的効果があるとは限らないことも注意する
必要がある．たとえば，ベルの不等式への違反を根拠に，
エンタングルメントなどの合成系の量子効果を主張する
ことはできない．一部の量子認知研究でこういった混乱
が見られる．

7. 解釈状態の量子確率を用いたモデル化
による文章理解や美的体験認知解明へ
の貢献可能性

ここまで，文章理解における不定な解釈状態の可
能性やその美的体験への影響について文学理論など
からの示唆を紹介した上で，量子認知による不定な
解釈状態のモデル化について提案してきた．本節で
は，量子認知を用いて解釈状態を推定することによ
る，文章理解や文章理解に伴う美的体験等解明への
貢献を議論する．

7.1 思考や意味理解と文章理解における不定性
の価値

まず，文章理解の認知解明への貢献として，人の
文章理解があらゆる点で定まっているのか，あるい
は不定性を持つのか，という認知状態の基礎的特徴
の検証が期待される．1節で議論した通り，文学理
論や芸術論における理論的・定性的研究では，解釈
における不定性の存在と価値が支持され，美的体験
をはじめとしてその効果が議論されてきた．一方
で，心理学や認知科学における文章理解研究では，
不定な理解や解釈の可能性は十分検証されてこな
かった．この理由の一つに，前述の通り，既存の心
理学や認知科学で用いられるモデルにおける確率解
釈は，そもそも不定性を扱えないことがある．そし
て，そういった確率解釈のもとでは，概念としても
不定な状態を前提しづらくなる．量子確率を導入す
ることで，確率解釈が変わるとともに，重ね合わせ
状態を含め，文章理解における不定性の有無を実証
的に検証できる．
もし，文章理解において不定な状態があるとすれ

ば，その認知モデルは大きく変わることになる．身
体運動をはじめとして，物理的な現実世界での行為
は，一時点でただ一つしか取ることができない．右
手で同時にグーとパーを作ることはできない．しか
し，こういった制約は，思考において自明ではない．
もし，文章理解において，不定な解釈状態が実証的
に示されれば，思考独自の認知状態であって，身体
とは異なる自由を持ちうることが示唆される．
たとえば，量子的な認知状態を考えることによる，

2.1節で紹介した event-indexing model (Zwaan et al.,
1995)への影響を考えよう．event-indexing modelで
は，各時点で主人公，目的，時間，場所，因果の五



布山・西郷／認知科学 (2022) 29(1) 100–119 115

図 7 event-indexing modelの一つの次元（目的）が取
りうる状態の古典と量子の比較．既存の event-
indexing model が取りうる状態（黒丸と中黒
丸）に比べ，量子的状態では点線上の全ての
状態が可能となる．

次元の変数に確定的に一つの値が入っていることが
仮定される．これらの五次元の変数に量子的な状態
が入ると考えて，量子的に拡張した event-indexing
modelを考えてみよう．このモデルにおいては，理
解の状態は複数の状態の重ね合わせ状態を取りう
る．たとえば，“目的” の次元を考えると，観測結
果としてある目的 Aと別の目的 Bのみが考えられ
るとき，この目的 Aと Bの重ね合わせ状態を “一
つの状態” として取りうる．この状態は，4.1，4.2
節で議論したように，単なる目的 Aと Bの足しあ
わせではなく，干渉項を含む固有の目的の状態とな
り，かつ本質的な不確定性（3.2節参照）を持つ状
態となる．
この文章理解において，目的として目的Aと目的

Bが観測される場合の，古典と量子の可能な状態の
違いを量子認知で用いるヒルベルト空間上の状態を
用いて図 7に模式的に示した．文章中の目的 Aと
目的 B は必ずしも排他的でないと考えて，非直交
で表現した．既存の event-indexing modelでは，目
的 Aか目的 Bに確定していると考えるから，目的
Aか目的 B に状態ベクトルが一致する図中の黒丸
か中黒丸の 4 状態を取る（量子的なモデルと対応
させ，原点対称の状態を区別した）．一方量子的な
event-indexing modelでは，図 7の円弧の点線上の
全ての状態を取りうるため，可能な理解の状態が増
える．加えて，可能な時間変化を考えると，既存の
event-indexing modelでは，目的 Aと目的 B間で離
散的に変化するのに対し，量子的なモデルでは目的
Aと目的 B の重ね合わせを含む円弧上の状態を連
続的に変化しうる．この違いは，読者の理解の変化
を離散的に考えるか，連続的な変化も認めうるかに
も対応する．

既存の event-indexing modelは，五次元のうちの
多くの次元の変数値が変化する際に，文章理解の状
態が大きく更新されるとする．その結果，読者の出
来事の切れ目の認識や読解時間の増加が起こるとさ
れ，実験で検証されてきた (Zacks et al., 2009)．既
存の event-indexing modelも多くの実証研究で支持
されてきたことを踏まえると，多くの実験で用いら
れてきた解釈の多義性の少ない文章に対しては，古
典的なモデルで十分表現できると考えられる．一
方，もし，解釈の多義性が高く，たとえば複数の目
的のいずれも物語の解釈として可能な物語の場合，
既存の event-indexing modelでは表現が難しく，ま
た理解の変節点の推定も困難となりうる．この点，
量子的なモデルでは，多義的な状態を前述の通り表
現しうるし，理解の変化の大きさを，例えばヒルベ
ルト空間上の状態ベクトルの回転角の大きさとして
表現しうる．もちろん，この量子的に拡張したモデ
ルの有効性は別に検証する必要があるが，量子認知
による文章理解モデルの一つの拡張可能性だと考え
られる．この拡張は，解釈の多義性が低い場合には
古典で近似できるので，自然に既存のモデルを含む
拡張となっており，かつその表現の自由度は相当高
くなっている．
これは，あくまで量子的な状態を event-indexing

modelの次元の値の代わりに仮定した場合の，既存
のモデルの変化の一例に過ぎない．しかし，量子的
状態を考えることによる認知状態の捉え方の変化
（自由度の増加や連続的な状態変化）を示唆する一
例と著者は考える．
加えて，物語文の理解過程は，現実世界の一種の

シミュレーション (Oatley, 2012; Speer et al., 2009)
とも捉えられている．よって，たとえば，物語文理
解における解釈の重ね合わせが示されれば，現実世
界の理解においても複数の状況を重ね合わせながら
解釈し予測している可能性が示唆される．すでに，
これまでの Busemeyer & Bruza (2012)などの量子認
知研究が，意思決定が量子確率に従うことを示唆し
ており，意味空間上での不定性は部分的に支持され
ているとも考えられるだろう．文章理解における不
定性を確認することで，この思考や意味空間上での
処理における不定性の存在とその価値がより明確に
なると期待する．
また，5節で提示した理論的枠組みを用いること

で，不定性を含む解釈状態の時間変化の推定が可能
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となる．具体的には，たとえば重ね合わせ状態にお
ける確率振幅の変化の特徴づけや，ユニタリー変換
の特徴づけがなされる．この時間変化の推定によっ
て，不定性の状態と，理解の状態の関係性を調べる
ことができる．既存の文章理解の認知研究ではこ
れまで，文章理解に段階があることや（たとえば，
structure-building framework (Gernsbacher, 1997) で
は，理解の基礎的構造を作る段階，その基礎に追加
の文章情報を付置する形で理解する段階，新規な構
造を作る段階が提案されてきた），基礎的な情報（た
とえば，event-indexing model (Zwaan et al., 1995)に
おける 5 次元）の大きな変化によって理解が大き
く更新されることが報告されてきた．これらは，い
ずれも文章の予測可能性に関係した理解の質的な
変化であり，不定性の時間変化と関係する可能性が
ある．

7.2 美的体験や没入，リアリティと不定性の関
係性

1節で議論したとおり，不定性と美的体験との関
係が理論的に指摘されてきた．不定性を含む解釈状
態を推定できれば，不定性と美的体験などの主観的
体験との関係を実証的に調べられる．
最も単純には，不定性の大きさと美的体験の程度
や質の関係の検証が考えられる．この時，文章理解
の能力が十分高くなければ，不定性の大きな状態
に耐えられず読み進められない可能性もあるだろ
う 10)．よって，読者の文章理解能力と，不定な状
態，美的体験の三者の関係性を調べることも，芸術
体験と理解能力の関係性の観点からも興味深い．こ
の点は，そもそも不定性の大きさと，理解度の関係
性としても探究する価値があるであろう．
加えて，不定な状態を含む解釈状態の時系列推定
によって，美的体験を引き起こしうる状態の時系列
の特徴づけも可能である．たとえば，二つの解釈状
態の間で揺れるような体験が美的体験を引き起こ
すのであれば，その二つの状態の重ね合わせ状態で
書いたときの確率振幅の周期的な変化が美的体験
と関連しうる可能性がある．この周期的な変化につ
いて，読解場面で美的体験と関連する周波数や振幅
も推定できるため，発展的には情動に関係する他の
生理指標との関係性なども検証が可能である．これ
は，音楽や絵画における周波数分析にも似ながら，

10) この点については次節 8 節でも議論する．

あくまで認知状態の側での周期的変化と美的体験
の関係を，文章において調べるものである．なお，
すでに重ね合わせ状態での確率振幅の周期的な変化
は，意思決定場面で確認されており，閉じた系の短
時間の状態に関しては研究が進められている (Kvam
et al., 2021)．
また，これまで読書における登場人物への共感や

(Oatley, 2012)，物語世界への没入が注目されてきた
(布山・日高, 2016; Green & Brock, 2000;小山内・楠
見, 2013)．これまでは，ある一つの解釈に基づく世
界に没入すると考えられてきたが，むしろ物語の謎
や予想外の展開などによって読者が物語に引き込ま
れるとすれば，物語の不定性が読者の熱中の一つの
要因となる可能性がある．この点に関係して，前述
の通り Fuyama & Hidaka (2016) の結果から，物語
の予測性に関わる読解処理の質的変化と，熱中状態
の関係性が示唆されている．
没入体験は対象のリアリティの多寡や質とも関係

すると考えられており (Busselle & Bilandzic, 2008)，
物語世界のリアリティと不定性の関係も興味深い．
この点，読書が文字という白黒の記号のみで，かつ
陽なインタラクションのない行為なのに対し，ヘッ
ドマウントディスプレイなどを用いるヴァーチャ
ルリアリティが，五感へのより精緻な刺激や即時の
フィードバックによるリアリティの向上を目指して
おり，両者が対比的である点も，現実感とは何かを
考える上で重要だと思われる．ヴァーチャルリアリ
ティが構築する “現実感”は，いわば物理的な身体
を中心とする現実感であって，多義性を減らす方向
で作られているように思われる．そのために，より
精緻な映像や五感を提供する．一方で，読書におけ
るリアリティは，1節でも述べたように，その “空
所”も重要になり，むしろ不定であったり，未定で
ある部分によって支えられうる．この読書における
リアリティは，もちろん意味理解が身体性を基盤と
することはあるにしても，むしろ思考における “現
実感”と言えるのではないだろうか．こういった多
様な “現実感”の実証的研究も，不定な状態の推定
によって実証的に進むことを期待する．
最後に，発達に伴う解釈状態の不定性の変化も認

知的に重要な観点であろう．文章を複数の方法で
解釈したり，ある程度の不定性を許容しつつ読む
には，読解能力や心の理論の発達が必要だと思われ
る．したがって，不定な解釈状態が現れる発達段階
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の特定を行うとともに，不定性の発達に合わせた教
育プログラムの検討などが将来応用として可能かも
しれない．

7.3 不定性を生む文章特徴の推定と応用
1節で述べたように，説明文や論文はできるだけ
多義性を抑え，一方で文学作品は多義性を利用する
傾向が見られる．読者の解釈の不定性が大きくなる
文章特徴を推定できれば，芸術体験のメカニズム解
明に資すると期待できる．
加えて，自然言語処理などによる美的体験を喚起
する作品の生成や，逆に文章の多義性を抑える手法
の構築にも応用が期待できる．上述の通り，不定性
は広く読者の主観的体験や理解に関連する可能性が
ある．よって，読者の知識や読解能力による部分が
大きい可能性はおくとしても，不定性を制御できる
文章生成が可能となれば，読者の状態に特定の傾向
の影響を与えうる技術の進展に繋がりうる．

8. 結び：不定性の価値および応用可能性
Wolf (2018 大田訳 2020)は，読書がデジタル媒体
に移行する中で，読者が短い文章をすぐに理解し，
すぐに反応することが必要とされる機会が増えた
弊害について論じている．私たちは大量のメールや
ソーシャルネットワーキングサービスでのメッセー
ジを読み，すぐに返信することが求められる．文章
にはわかりやすさが要求され，わかりにくい文章や
不確定性のある文章は悪文とされる．著者の Wolf
は，自身がこういった読書習慣に染まったことで，
過去に好きだったヘッセの作品がすっかり読めなく
なっていることに驚く．Wolfは，こういった自身
の体験も踏まえ，多様な知識を参照し，豊かな類推
を行う “深い”読みの重要性をとく．Wolf (2018 大
田訳 2020)では，この深い読みは，即時的に内容を
理解し，反応する読みとは別種の読みであるとされ
ている．
近年いっそう求められる多義性のない文章，そし
てそれへの即時の反応は，あたかも身体が一つの場
所，行為しか取れないように，私たちの思考が不定
な状態をとりうる能力を損なっているのかもしれな
い．そうだとすれば，いっそう，この不定な状態の
メカニズムと他の認知との関係の解明は重要となる
であろう．

Solnit (2005 東辻訳 2019)は，哲学者メノンの「そ

れがどんなものであるかまったく知らないものを，
どうやって探究しようというのでしょうか」という
問いを提示し，本論文の 1節でも紹介したキーツの
ネガティブ・ケイパビリティにも言及してから，次
のように書く．

ベンヤミンの言葉に倣えば，迷う，すなわち
自らを見失うことはその場に余すところなく
すっかり身を置くことであり，すっかり身を
置くということは，すなわち不確実性や謎に
留まっていられることだ．そして，人は迷っ
てしまうのではなく，自ら迷う，自らを見失
う．それは意識的な選択，選ばれた降伏で
あって，地理が可能にするひとつの心の状態
なのだ．(p. 12)

Solnitは，迷うということを自ら選び，その不確
定性や謎に留まることによって，「どんなものかまっ
たく知らないもの」に近づきうることを示唆する．
それは，一文ずつ理解を確定しながら，全体の理解
を逐次的に構築するのは違う読み方に対応する．あ
る一文の解釈の不定性に留まりながら，つまり自分
がわからないことに耐えながら，文章全体が自分の
知らないことを伝えうると信じて，読み進めること
であろう．それは理解の放棄とも，すぐにわかろう
とする態度とも異なる，未知なものと自身の能力へ
の信頼に裏打ちされた読みに思われる．解釈の不定
性を考慮した読解の解明によって，こういった未知
の対象の理解すら可能にする文章理解の認知解明に
つながることを期待する．
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