
精神と自然
グレゴリー・ベイトソン

わかみず会

２０１３．７．２１

1



目次

動機づけ 用語解説 要約

Ⅰ イントロダクション

Ⅱ 誰もが学校で習うこと

Ⅲ 重なりとしての世界

Ⅳ 精神過程を見分ける基準

Ⅴ 重なりとしての関係

Ⅵ 大いなる確率過程

Ⅶ 分類から過程へ

Ⅷ それで（略）

付記 時の関節が外れている（略）

用語解説（抜粋） 2



動機づけ：進化発生論の３つの系譜

１． ネオダーウィニズム（聴覚・運動系から発した試行錯誤的認識）

「すべてを進化で説明しようと願い、そのように解釈する。」

「進化の主因は、自然選択（淘汰）である。」

「突然変異は、偶然に起こる。」

「変異の究極原因は、遺伝子の変化による。」

２． 折衷派

「論文を発表し続けたい。大学や学界で生き残りたい。」

「進化発生の新知見は、ネオダーウィニズムと共存できる。」

「新知見は、ネオダーウィニズムを擁護するように解釈する。」

３． 構造主義的進化論（視覚系から発した濾過的認識）

「生物は、構造と機能（システム）によって理解される。」

「構造は、恣意性（分節・対応）と拘束性をもち、その布置が生

じる。」

「構造は階層化される。複雑性により大進化・小進化が生じる。」

「システムは情報と解釈系による一連のプロセスだ。」
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動機づけ：ヒトの身体；階層と課題
＜階層＞ ＜テーマ＞

ゲノム

DNA（デオキシリボ核酸） 遺伝子制御メカニズム

遺伝子

タンパク質・アミノ酸 タンパク質合成メカニズム

原核細胞 細胞 ウィルス

（タンパク質・核酸・脂質・澱粉）

真核細胞 有性生殖

（ハプロイド・デｲプロイド） 表現型と遺伝子型の進化

多細胞生物 形態発生 大進化・小進化

可塑性・安定性・多様性

神経細胞（ニューロン・シナプス） 神経細胞

神経細胞ネットワーク ゆらぎ・再帰性・階層性 4



差異：ベイトソン用語
本書で論じられることは、科学というものが１つの知覚による方法であ

る、知覚から「意味」（と呼びならされているもの）を作っていく方法

である、という前提に立っている。

ところが差異のないところに知覚は生じない。われわれが受け取る情報

はいかなる場合にも差異の知らせにほかならない。その差異の知覚は、

しかし閾（threshold）というものに限定されている。あまりに微妙な差

異や、あまりにゆっくりと現れる差異は、知覚されない。それらは知覚

の食物ではないのである。

要するに観察できないものについて、前もって知ることはできない。知

覚による方法にほかならない科学には、真実かもしれないことの外在的

で可視的な「しるし」を集め回る以上のことはできないのだ。科学は証

明（prove）せず、探索（probe）するのみ。

参照： 第Ⅲ章のケース１－差異ー

参照： 第Ⅳ章の基準２

－精神の各部分間の相互作用の引き金は、差異によって引かれる。



差異（Ⅲ ケース１）

もっとも単純で、もっとも深いケースから始めよう。差異が生まれるに

は、少なくとも２つの何かを要するということである。差異の知らせー

これをわれわれは（情報）と呼ぶーには、なんらかの意味で同一ではな

い２者がなければならない。そしてまた、その差異の知らせが、脳（な

いしはコンピュータ）のような情報処理体の内部における差異として立

ち現われてこなければならない。

ここで１つ深遠な問いに突き当たる。互いの間に、両者のちがいを生む

ことで情報となるような「 低２つ」のものとは一体何者か。それらを

単独に取り出しても、知覚も認識もされないではないか。解答不能の謎

である。存在者でもあり、非在者でもある。知ることのできぬこの「物

それ自体」とは、まさに禅でいうところの隻手の音声である。

だとすると、感覚の素材とは何だろう。時間軸にそって値を変えていく

なんらかの変数があって、それが「１組の値の比に対応して反応を変化

させるような感覚器官」に提示されるとき感覚が生じる、と見るのが正

解のようである。 ･･･ この問題は第Ⅳ章、基準２で詳しく扱う。



二重記述：ベイトソン用語

２つ以上の情報が絡むもう少し複雑なケースを検討しよう。問題はきわ

めて直接的かつ通俗的なものだ。「２つ以上のソースからやってきた情

報が重なるとき、どんなーボーナスーが手に入るか？」

「重なりとしての世界」（第Ⅲ章ケース１～ケース９）も「だれもが学

校でならうこと」（第Ⅱ章）と考えていただきたい。草稿段階では、「

２つの記述は１つよりよい」という表題だった。３年書き進めているう

ちに、この章は多岐にわたる内容が入り込んでしまった。多岐にわたる

情報を組み合わせていくことこそが、第Ⅰ章の「結び合わせるバターン」

への強力なアプローチになることが見えてきた。

第Ⅲ章では、情報の組み合せによって、外界（外界の一部としての自分、

例えば知覚対象としての自分の足、を含む）に関しての新たな情報が得

られる（ように思われる）場合に限られる。自己と呼ばれる内界の諸関

係およびプロセスについて知覚者より多くの知見をもたらす、もっと微

妙で、より生命的・クレアトｳーラ的な組み合わせについては、「重なり

としての関係」（第Ⅴ章１～３）にまわすことにしよう。



重なりとしての関係（Ⅴ１）（１）
個を画する「境界」というものについて考えよう。一個の存在を括りとるもの

は何か。ものの境界を定めるものは何か。また、「学習」について考察しよう。

観念は差異の情報（しらせ）である。精神の内には、時間もなければ空間もな

い。「時間」「空間」という観念があるばかりである。個人を切り取る境界が

仮に存在するとしても、集合論の輪や漫画の吹き出しに近いものであろう。

自分の境界の変動という問題をここで取り上げよう。境界は複数あるとか、自

分に中心はないという発見に焦点をあてた話になる。

生きるということはどんなコンテクストの中に身を置くことなのか、というこ

との学習は、１個の生物の中で論じられるものではなく、２個の外的な生物間

の関係の問題として論じられねばならない。そして、関係とはつねに二重記述

の産物である。

相互作用に関わる２者は、いわば左右両眼のように、それぞれの単眼視覚をも

ち寄って、「奥行き」のある両眼視覚を作っており、その二重視覚こそが「関

係」と呼ばれるものなのだーというふうに考え始めることは発想として正しい。

「関係」の先行性、優位性を頭に叩き込んでおかない限り、例の誘眼素的説明

から抜け出すことは難しいのだ。



トートロジー：ベイトソン用語（１）

トートロジー：そのつなぎ目の正当性が疑いえないようにつながった

命題の集体。それぞれの命題の真偽自身は問題とされ

ない。ユークリッド幾何学はこの１例。(用語解説から)

記述と説明という、２つのタイプのデータ組織を結び合わせているのが、

専門用語でトートロジーと呼ばれているものである。トートロジーの例

には、「もしＰが正しければ、Ｐは正しい」というような至極単純なも

のから、「もしこれらの公理公準が正しければ、ピタゴラスの定理は正

しい」というユークリッド幾何学のような非常に精巧なものまで、実に

様々なものがある。フォン・ノイマンの「ゲーム理論」の公理と定義と

公準と定理もトートロジーの１例である。これらの体系に特徴的なこと

は、その中のどの公理もどの定理も、それ自体単独で「真」であるとか、

体系の外側に持ち出した場合も真であるとかいう主張がまったくなされ

ないという点である。

参照：第Ⅲ章 ケース９ 記述・トートロジー・説明



トートロジー：ベイトソン用語（２）

発表者注：

トートロジーとは、少し古典的だが、論理学者 吉田夏彦（『論理と哲学

の世界』 新潮選書 1977）の命題論理のトートロジーの解釈とほぼ 同

じと思われる。つまり、次だ。（注：文は、描写、記述、差異、･･･ ）

文変項と∧ ┓∨ → とだけを使った形式で、文変項のところに任意の

文を代入したとき、つねに正しい文を生み出す形式。またはこの形式に

あてはまる文。

さらに、ベイトソンは、ラッセルやホワイトヘッドの論理階型は認めてい

るようだ。

恒真文とトートロジーとの違いの議論については、ベイトソンは踏み込ん

でいない。彼が以降、展開する進化と思考の議論の筋道では、２つの違い

は無視しても差し支えないと見なしたのかもしれない。



トートロジー（吉田夏彦）

同一律： AならA（は、正しいとみなす）。

M 論証： 初の段階は、同一律か、さもなければ、それに先行する

段階から、水まし、むすび、きりはなし、帰謬法、もどし、

のいずれかの推論によって得られた段階ばかりである論証。

トートロジー： 文変項と、 ∧ ┓∨ → とだけを使った形式で、文

変項のところに任意の文を代入したとき、つねに正しい文を

生み出す形式。またはこの形式にあてはまる文。

命題論理の完全性：

逆に、トートロジーは、すべて、M 論証の形式の結論の段階

にくる形式（の文）ばかりであることが証明される。（命題

論理の完全性定理）



恒真文（１） （吉田夏彦）

１つの閉じた文で、個物のさすことばをことごとく、個体変項でおき

かえると、開いた文ができる。この開いた文の述語を、さらに、述語

変項でおきかえると、叙述文の形式ができる。

（この花は白い）か（（この花は白い）ではない）

（ a は白い）か（（a は白い）ではない）

（ a は R ）か（（a は R ）ではない）

恒真文：この 後の形式は、

変域を任意に１つ固定し、a に、その変域の任意の個物をさす表現

を代入し、また R に、その変域の個物について考えられる任意の性

質をあらわす述語を代入したとき、つねに正しい文を生ずる。

ということがらが成立する。

一般に、個体変項および述語変項からなりたっている、文の形式で、

任意の変域Ｈを1つ固定し、個体変項に、Ｈの任意の個物を代入し、

述語変項に、Ｈに関する任意の述語を代入すると、つねに正しい文が

えられるとき、この形式を「恒真文の形式」とよび、この形式にあて

はまる文を「恒真文」という。



恒真文（２） （吉田夏彦）

叙述文でトートロジーであるものはみな恒真文である。しかし、トー

トロジーではない恒真文もいくらでもある。

すべての x について（（ x は白い）か（ x は白い）ではない））

は恒真文であることはあきらかであるが、トートロジーではない。

これに対して、

（この花は白い）か（（この花は白い）ではない）

はトートロジーである恒真文である。



説明：ベイトソン用語（１）

文化の伝達において、人間は常に複写を試みる。親から受け継いだ技術

や価値を次の世代に写し伝えようとする。しかしこの試みは常に、必然

的に失敗する。それは文化の伝達がDNAによってではなく、学習によっ

てなされるからだ。文化伝達のプロセスは、２つの世界の混成物と言え

よう。そこでは、写し取るという目的のために、学習が試みられなけれ

ばならない。親がもっているものもやはり学習による習得物なのである。

これら２つの世界を結ぶものとして、「説明」という文化現象が存在す

るのは興味深い。説明とは、見慣れない出来事に出合ったとき、その出

来事の地図を、トートロジカル体系の上に描きこむことである。

原著注：地図を描くという言葉を使ったのは次の理由による。記述も説明も表現

も、すべて現象から引き出したものを、なんらかの表面、マトリックス、座標等

の上に、地図を描くように描きこむ行為に他ならない。実際の地図のケースでは、

描きこむものが大きすぎたり、例えば球形だったりする場合困難をきたす。受容

のマトリックスがトーラス（ドーナツ型）だったり切れ切れの点線だったりする

場合も、別種の困難が生じる。いかなる受容のマトリックスもその上に地図とし

て描かれる現象のすべてに対し、一様に歪曲的に働く形態的特質をもっている。



説明：ベイトソン用語（２）

説明とは何か？説明の少なくとも１種類は、プロセスまたは現象集合に

１つの抽象的なトートロジーをあてがい、その上に記述をマップするも

のであるというのが私の主張であった。（Ⅲ）これ以外の種類に属する

説明が存在するのか、あるいは説明というものはすべて、突き詰めれば

私の定義に近い線にたどりつくのか、その点は定かではないけれども。

参照： 第Ⅲ章 ケース９ 記述・トートロジー・説明

発表者注：

ベイトソンの議論では、脳の視覚系・聴覚系・運動系（言語を含めて）

による知覚・認知を軸として、進化発生や思考を扱っている。

脳の価値系やクオリアやまた内臓感覚などによる感覚や情動、さらに

知覚と情動の総合（価値論；倫理学や美学）への言及が少ない。

彼もこのことにはとっくに気づいていて、次の大テーマは美や聖なる

ものだと巻末に記している。しかし、これは果たせずに亡くなった。



コンテクスト：ベイトソン用語（１）

･･･ 「関連する」とは、AとBとが同一の「物語(ストーリー）」の部分

あるいは構成要素に収まるということと同じである。ここでもわれわれ

は結びつきというものを複数のレベルにおいて捉えなければならない。

第１ に、同一の構成要素であるという理由による AとB の結びつき。

第 2 に全員が物語の形式で考えるということにおける人間同士の結び

つき。

ここで指摘しておきたいことは、「物語で考える」（いま私の物語の中

でのこの言葉の厳密な意味はともかくとして）ということは、なにも人

間だけの特性ではない、人間をヒトデやイソギンチャクやヤシの木やサ

クラソウから切り離すものではないということである。もし世界が結ぼ

れあっているのなら、もし私の論が根本から誤っていないとするなら、

物語に拠って思考するということを、すべての精神（マインド）が ーわ

れわれのみならずレッドウッドの森やイソギンチャクもー 共有している

はずである。 16



コンテクスト：ベイトソン用語（２）

いわゆる「行動」（行為やしぐさとなって外界に放たれる物語）は、文

脈（context）と関連（relevance）という、２つの特徴を必ず備えている

が、その点は内的な物語にしても同じはずである。

１個のイソギンチャクの発生という、めくるめく展開される内的なプロ

セスも、何らかの形で、物語をつくる素材から成っているはずである。

そしてその背後にある進化のプロセスーそのイソギンチャクを、そして

あなたと私を生み出すに至った幾百万世代に及ぶプロセスーこれもまた

物語の素材ででき上がっているはずだ。系統発生の各段階の内部にも、

各段階同士の間にも、無数の「関連」が存在するに違いない。

ここで＜コンテクスト＞という、時を貫くパターンの概念を提示しよう。

何らかのコンテクストの中に置いてみなければ、何事も意味をなさなく

なってしまう。このような「見なし」は転移と呼ばれる。

「コンテクスト」は「意味」という、これまた未定義の概念と結びつい

ている。コンテクストなしには言葉も行為もまったく意味を持ちえない。17



コンテクスト：ベイトソン用語（３）

このことは人間の言語的コミュニケーションに限らず、イソギンチャク

にその成長の仕方を、アメーバに次に為すべきことを教えるというよう

なものまでを含むすべてのコミュニケーション、すべての心的過程、す

べての精神に共通してい言えることである。

私は今、人間関係のような表面的な、（部分的なりと）意識されたレベ

ルにあるコンテクストと、発生や相同というような、もっとずっと深い

太古的なコンテクストとの間に、類似関係を見出そうとしている。これ

ら非常に遠く隔たりながら結び合わされている数々のプロセスを記述す

る際には、コンテクストという語が、その意味はともあれ、適切かつ必

要な言葉であると私は信じる。

相同という現象を逆方向から眺めてみよう。ふつうは相同の事実を証拠

として進化過程の存在が証明されるのだが、ここではその逆をいく。つ

まり、進化の存在を前提として、そこから相同というものの本質を探っ

てみる。ある器官が「何であるか」を定めるのに、進化理論から得られ

る知見を利用するというわけだ。



コンテクスト：ベイトソン用語（４）

象の頭からぶら下がっている、あれは何か？系統発生的にみて、何であ

るのか？遺伝学はそれに対して何と答えるのか？

正解は「鼻」である。ここで「鼻」と引用符をつけるのは、それが、成

長過程の内的な情報伝達プロセスによって定義されていることを示すた

めである。あれは、情報伝達のプロセスによって「鼻」なのだ。つまり、

それを鼻として規定するものは、それが置かれたコンテクストだという

ことである。両眼の間、口の上にくるものは鼻であるという、それだけ

のことだ。意味を定めるのはコンテクストなのだからして、発生におけ

る諸々の指示に意味をあてがうのも、やはり受容のコンテクストでしか

ない。

象の鼻を、匂いを嗅ぐというその「機能」によって定義しようとする人

たちがいる。機能による定義から攻めていっても、結局同じ地点に行き

つくだろう。機能を考えるということは、その器官に、生物とその環境

との絶えまない相互反応に与るものとしてーつまり時間的コンテクスト

ー によって意味を付与することだ。



コンテクスト：ベイトソン用語（５）
だがそうやっても、空間的なコンテクストから鼻を導き出す場合と結果

は同じである。コンテクストの時間的分類は空間的分類とずれなく噛み

合っている。ただし、発生に際しては、事はまず 初に、必ず形態関係

の方から決定される。一般的に言って、象の胎児の鼻は何の臭いも嗅ぐ

ことはできない。発生とはあくまでカタチに関するものなのである。

この種の結びつき、結び合わせのパターンをもう少し具体的に見ていく

ために、ここでゲーテの発見を引用してみたい。 ･･･

昔流の葉・茎・芽の定義と同様の混乱が、言語教育の現場で起こってい

て、こちらの方はまだ是正されていない。 ･･･子供たちはいまだに「名

詞」が「人や場所や物の名前」だとか、「動詞」が「動作を示す言葉」

だとかいうナンセンスを教えられている。まだ頭の柔らかい時期に、定

義するとはあるものをほかのものとの関係において見ることではなく、

物がそれ自体で何であるかを言うことだという誤った考えを植えつけら

れているのである。 ･･･名詞とは述語とある関係をもつ言葉、動詞とは

その主語である名詞とある関係をもつ言葉、という教え方に子供たちが

ついていけないことはあるまい。･･･



アブダクション：ベイトソン用語（１）

鏡像とその非対称性を記述するには、どんなトートロジーをベースとす

べきか、を考えてみよう。 ･･･

ここで、アメリカの論理学者Ｃ・Ｓ・パースがアブダクションと呼んだ

プロセスに従って、いま行った説明の地固めをしていこう。アブダクシ

ョンとは、他に関連した現象を求め、これも同一の規則の下に収まり、

同一のトートロジー上にマップすることが可能だと論じていく作業であ

る。 ･･･

アヘンの中にある誘眠素といった説明は、実際、事実を偽るものである。

しかしここで重要なことは、そうした誤った説明においても、アブダク

ションが可能だということではないだろうか。アヘンは誘眠素を含有す

るという一般命題をひとたび真と定めてしまえば、同じ型の言い方を、

他のきわめて多数の現象に適用することが可能なのである。アドレナリ

ンは活力素を含有する。レセルピンは鎮静素を含有するというように。
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アブダクション：ベイトソン用語（２）

この「･･･ 素」的発想によって、形式的に類似した数限りない現象が、

ひとまとめに捉えうるのである。もっとも、どの現象についても単一の

構成要素のなかに「･･･ 素」なるものを想定するのは誤りだ、という正

にその点に他ならないのだけれども。

アブダクションは人々に大きな安らぎを与える。厳密な説明は往々にし

て退屈である。これは自然史上の不変の事実である。「人の思考法には

二様あり。其の１つは生類共通の自然の思考なり。いま１つは人間のみ

能く行う慣例（論理）の思考なり。」（ウィリアム・オヴ・オッカム）

参照： 第Ⅴ章 重なりとしての関係 ３ーアブダクション
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要約
訳文は改訳なのにゴツゴツした直訳風で、和文脈でわかろ

うとすると、ちょっと距離感がある。しかし、中身は、公

教育（日米欧）のいかがわしさや一般常識の頼りなさ（例

えば言葉）を、よく伝えている。

人それぞれ、脳の視覚系・聴覚系・運動系が噛み合って初

めて「それなりにわかる・腑に落ちる」はずだ。「わかる

」とは、つくづく脳のはたらきであることが腑に落ちた。

ベイトソンは自身の思考に進化を見たので、その類推で進

化と思考を対比させている。少し極端に走っているようだ。

耶蘇教やダーウィン進化論に感じられる、西洋流の等身大

以上の議論（進化論的認識論）を展開している。ただし、

禅坊主やイルカには、とても親近感をもっている。



要約：差異・変化・感覚系・情報

＜プレローマ（生なきもの）＞ ＜クレアトーラ（生あるもの）＞

力と衝撃が原因となる。 差異の知らせ（情報）が原因となる。

力・衝撃 差異

（関係）

時間 知覚・感覚 時間 知覚・感覚

（受信者反応） （受信者反応）

変化 変化・出来事

（関係）

差異：時間上にも空間上にも位置づけられない。差異は、一般的に同類者の比で

あるから、 次元がない。差異と情報は、エネルギーとは相容れない概念だ。

関係：多重記述である。変化しないものは、感覚系が動かない限り知覚されない。

境界：感覚系が境界を引き出す。緩慢な変化や静止の区別は捉えにくい。

もの：無限の差異が可能性として含まれるが、ごく一部が実効的差異になる。

相互作用：刺激 → 反応 → 強化。（注）視覚系（濾過）と運動系（試行錯誤）

進化と思考：ともに確率的過程である。進化・適応≒学習・経験、発生≒創造的思考。
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要約：システム論とベイトソン用語
＜説明＞

記述の断片をトートロジーへ写像すること ： トートロジーの網を張る作業。

＜記述＞ ＜トートロジー＞

映画フィルム（事実はあるが関係はない） ユークリッド幾何学（論理、含意関係のみ）

＜プロセスによる関係・階層づけ＞ ＜ロジカルタイピング＞

＜プロセス ： 記述・現象＞ ＜アブダクション：多重記述＞ ＜形態 ： トートロジー＞

（フィードバック ： ライフル） （隠喩・夢・寓話・詩・科学） （キャリブレーション ： 散弾銃）

＜システム＞

機能 ： 時間を内臓（目的手段・因果・試行錯誤） 構造 ： 時間はない

プロセス 論理・パターン（形態・対称性・・・）

変化・反復 リズム 差異性（同一性)

時間 ： 聴覚－運動系 ； 試行錯誤 空間 ： 視覚系 ； 濾過

＜自然言語＞

＜述語性：述語・場＞ ＜主述性 ： 主語・属性＞

因果関係 論理関係（トートロジー）

＜進化と思考 ： 確率論的過程 ； 情報系 ・エントロピー＞

進化・適応 ≒ 学習・経験 ；探究と変化 発生 ≒ 創造的思考 ；予測できる反復

（個体群・遺伝） （個体・学習）



無から有は生じない。
情報と組織形成の世界では、「無から有は生じない。」という真理も、ゼロ（

情報となる出来事の欠如）もまた自体１つのメッセージになりうる、という興味

深い矛盾によって部分的に否定される。

手紙を書かないこと、謝らないこと、猫に餌をやらないことーこれらはすべて、

状況（コンテクスト）次第で、メッセージとなりうる。ゼロもまたコンテクスト

に応じた意味をもちうるのだ。しかも、コンテクストを作り出すのは、メッセー

ジの受信者である。適切なコンテクストを備えておくことこそが、受信者のスキ

ルにほかならない。

「情報なくして無から有は生じない」が、ストカステｲックな過程に関して成立

する。「備えがあれば、ランダムな世界からしかるべきものを選択し新しい情報

とすることができる」

ランダムさに対応する備えの有無が、その違いが、組織形成 ー 進化 ー 成熟 ー

学習の広大な領域を二分する。一方が発生、他方が進化と学習。

発生とトートロジーが反復と複写の世界を構成する一方、創造、芸術、学習、進

化の世界では、変化のプロセスがランダムなものを糧として進展している。

発生の本質は予測できる反復であり、学習と進化の本質は探求と変化である。
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記号化（言語）の基本前提
1． 科学は何も証明しない。

2． 地図は土地そのものではなく、ものの名前は名づけられたものではな い。

3. 客観的経験は存在しない。

4． イメージは無意識に形成される。

5.  知覚された世界が部分と全体に分かれるのは、便利で必然かもしれないが、

分かれ方の決定に必然は働いていない。（以上、記号化）

6． 発散する連続は予測できない。

7． 収束する連続は予測できる。

8． 無から有は生じない。（以上、ランダムネス・秩序）

9． 数と量は別物である。

10. 量はパターンを決定しない。

11. 生物界に単調な価値は存在しない。

12. 小さいこともいいことだ。（以上、数と量、パターンとエントロピーとエネルギー）

13. 論理に因果は語りきれない。

14． 因果関係は逆向きには働かない。

15． 言語は相互反応の片側だけを強調する。

16. 「安定している」「変化している」という語は、記述しているものの部分を

記述している。（以上、論理・因果）
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記述・トートロジー・説明（１）

記述： 情報は含むが、論理も説明も含まない。

事実（＝効果的な差異）は含むが、現象間

の結びつきについては一切触れない。

トートロジー： 論理 含意関係

含意は人が決めている。

命題間の結びつきしか与えない。真偽は主張

しない。

説明： 因果関係 視覚系

因果は人が決めている。

記述の断片をトートロジーへ写像すること。

トートロジーの網を張る作業。
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記述・トートロジー・説明（２）

「説明」は、「記述」の中にある情報以上のものを新しく与えられない。

むしろ記述の情報のかなりの部分が捨象され、本来説明すべきことのほん

の一部しか説明されないのがふつうだ。しかし、記述以上に理解可能性が

高まることがあるのも事実だ。

純粋な記述とは、記述される諸現象に内在するすべての事実（つまり、す

べての効果的な差異）を含みつつ、これらの現象をより理解しやすくする

ような現象間の結びつきについては一切触れないものをいう。例えば、映

画フィルム。逆に、説明「神がこの世のすべてを創り給うた」には、何１

つ記述はない。

「記述」と「説明」という、２つのタイプのデータ組織を結び合わせてい

るのが、「トートロジー」である。トートロジーは真偽を主張しない。ト

ートロジーは命題間の結びつきしか与えない。トートロジーの出来不出来

は結びつきがどれくらい妥当であるかという一点にかかっている。
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記述・トートロジー・説明（３）

トートロジーはいかなる情報も一切含まず、説明（記述をトートロジ

ーの上に写像すること）は記述のなかに存在する情報しか含まない。

「写像する」ことによって、説明者は「この記述の中には、ここで用い

たトートロジーをつなぎ合せる絆（リンク）と合致する関係が存在する

」と主張しているわけである。記述は情報を含むが、論理も説明も含ま

ない。情報を組織するにあたって、記述と説明とを組み合わせて使うこ

とに、人はなぜか非常に高い価値を置いている。

「鏡に向かって、なぜ右と左が逆転し、上下は逆転しないのか？」

ここには、二重のひねりがある。

逆転しているのは、左右ではなく前後なのだ。

また、左右という言葉は、上下と言う言葉とは違った言語に属する。鏡

を前に南向きに立てば、像は北を向き、頭はいずれも上にくる。人の東

は像にとっても東だし、人にとっての西は象にとってもやはり西である。

つまり、東西と上下は同一の言語に属し、左右は違った言語に属してい

るのだ。
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重なりとしての関係（１）
個を画する「境界」というものについて考えよう。また、「学習」について考

察しよう。

観念は差異の情報（知らせ）である。精神の内には、時間もなければ空間もな

い。「時間」「空間」という観念があるばかりである。個人を切り取る境界が

仮に存在するとしても、集合論の輪や漫画の吹き出しに近いものであろう。

自分の境界の変動という問題をここで取り上げよう。境界は複数あるとか、自

分に中心はないという発見に焦点をあてた話になる。

生きるということはどんなコンテクストの中に身を置くことなのか、というこ

との学習は、１個の生物の中で論じられるものではなく、２個の外的な生物間

の関係の問題として論じられねばならない。そして、関係とはつねに二重記述

の産物である。

相互作用に関わる２者は、いわば左右両眼のように、それぞれの単眼視覚をも

ち寄って、「奥行き」のある両眼視覚を作っており、その二重視覚こそが「関

係」と呼ばれるものなのだーというふうに考え始めることは発想として正しい。

「関係」の先行性、優位性を頭に叩き込んでおかない限り、例の誘眼素的説明

から抜け出すことは難しいのだ。
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重なりとしての関係（２）

「関係」は、１個の人間の内側にあるものではない。１個の人間を取り出して、

その人間の「依存性」とか「攻撃性」とか「プライド」を云々してみても何の意

味もない。

「相互作用」を記述するには、３つのユニットが必要である。

この３つの構成要素を

刺激

反応

強化

と呼ぼう。３項のうち、第２項は第１項に対する強化であり、第３項は第２項に

対する強化である。

実験心理学者が注目するところとは別に、コンテクストの学習というものが存在

する。関係ないし相互作用と絡む二重の記述から新たに得られる学習である。プ

ライドに限らず、この論理階型に属する例は、一般に自己を正当化する方向に働

く。

これらはみな行動のカテゴリーなのではなく、行動のコンテクストの組成のされ

方のカテゴリーなのである。 32



ベイトソンの学習論（河本英夫）
ベイトソンの学習Ⅰ：同一選択肢集合のなかで、選択されたメンバーが

変更されるプロセス。

ベイトソンの学習Ⅱ：選択肢の集合自体が変更されていくプロセス。

ベイトソンの学習Ⅲ：その選択が自分自身の経験にもおよび、経験その

ものを組み替えて対処するようなプロセス。

ベイトソンの学習Ⅳ：論理的推測として学習Ⅲとはまったく異なる経験

を指定するプロセス。（地球上の生命体では起こ

らないとされる。）

生命システムの機能のなかには、通常の言語的論理には解消できない多

くの仕組みが入り込んでいることがわかる。論理は、一般に言語を基本

にして作られている。つまり、線形性を基調としている。だが生命にも

身体にも、およそ言語に類似したものはなにもない。（注：言いすぎ）

一歩手前の神経系をモデルにしてもかまわないはずである。言語的論理

とは異なる仕組みから論理的な事態を取り出したい。
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２つの統計的系の比較合成（１）

進化と思考の問題を考えるもっとも簡潔な方法は、まず 初に、思考の結

果を統御し制限する選択プロセスを捜すことだ。思考の産物はいかなる方

法でテストされるか？２つの馴染みの方法が思い当たるだろう。

まず、一貫性のテスト。脳の内部で進行するこのストカステｲック過程と、

先に見た進化の第１のストカステｲック過程（ランダムな遺伝的変化に内

的選択が働いて新旧両者の画一性をある程度保障する過程）との間には、

驚くほど、緊密な対応がみられる。

発生と創造的思考とを対比づけたさい、私は、発生においては新しい情報

はすべて遮蔽されなければならないこと、また発生の進行過程がトートロ

ジーの基礎部分で定理が作られていく過程に類似していることを指摘した。

つまり、発生の全過程を、一種のフィルター －成長中の個性が順応すべ

き基準を押しつける厳格で口やかましい検閲者 －と して見ることが可能

だということである。
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２つの統計的系の比較合成（２）

脳の中で進行する思考過程にも同様なフィルターがあり、個性組織の中で

働く発生と同様、論理に似た（つまり、定理作成のためのトートロジーの

積み上げに類似した）プロセスをもって順応を強いている。思考過程にお

ける ＜厳格さ＞ は、進化における ＜内的一貫性＞ に対応する。

思考や学習を司る脳内部のストカステｲック・システムは、ランダムな遺

伝的変化が発生の過程でふるい落とされていく進化のサブシステムと密接

に類似している。これが第１の結論である。

学習と創造的思考のもう１つの、１個の脳だけでなくまわりの世界をも

包むプロセスに目を移すと、そこにはもう１つのプロセス ー 経験が、習

慣と体細胞の変化を強いることによって、生物と環境との間に適応と呼

ばれる関係を作っていくプロセス ー との類似性を見ることができる。

生物の行為はすべて、何かしら試行錯誤的な面をもつ。その行動には、多

少なりとも場当たり的な、ランダムなところがなければならない。
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分類から過程へ：例１
＜キャリブレーション＞ ＜フィードバック＞

個人的地位等

個人の遺伝的特質および訓練

個人的閾

「寒すぎる」または「暑すぎる」

バイアス

上下する温度

屋内温度制御の諸段階。 矢印は制御の方向を示す。 36



分類から過程へ：例２

トートロジー 記述

＜形態＞ ＜プロセス＞

キャリブレーション フィードバック

主題間の相互作用

相互作用の主題の型

（対称型・相補型）

類型を決定する相互作用

男女の類型化

行動の記述

イアトルム族文化の分析の諸段階。矢印は私の論の方向を示す。 37



分類から過程へ（１）

説明とは何か？説明の少なくとも１種類は、プロセスまたは現象集合に

１つの抽象的なトートロジーをあてがい、その上に記述をマップするも

のであるというのが私の主張であった。（Ⅲ）これ以外の種類に属する

説明が存在するのか、あるいは説明というものはすべて、突き詰めれば

私の定義に近い線にたどりつくのか、その点は定かではないけれども。

精神の中には、ニューロンもなく、あるのは豚やココナッツについての

観念ばかりである。ということは、精神と精神の算定するものとの間に、

一定の相補的な関係が常に存在するということである。コード化、また

は表象と呼ばれるプロセス自体が、論理階型を一段踏み上がるものなの

である。豚から豚の観念へ、名づけられるものからものの名前へーこれ

は実に遠大な一歩である。

いずれにせよ、私のいうトートロジー対説明されるものというのに類す

る関係が、われわれの探索している世界に広く深く滲みわたっている。

これは何とも奥深い真実であるような気がしてならない。
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分類から過程へ（２）

とすれば、説明というものを単に「記述とトートロジーとの突き合わせ

」というような、それ自体誤りではないけれども、ヒトという単一の種

にしか適応しにくい限定的な定義からすくい上げなければならないだろ

う。確かにイヌやネコが論理を駆使して生きているふうには見えないが、

連中とて世界をあるがままに受け入れているわけではない。

そもそも知覚すること自体、論理階型を踏み上がることなのである。イ

メージの１つ１つが、幾つものレベルにわたる複雑多岐なコード化とマ

ッピングとの集大成なのだ。

この一般論を生物進化の領域にあてはめる前に、これまでトートロジー

と呼んできたものを形態という概念に対応させ、また説明すべき現象自

体をプロセスという概念に対応させることによって、形態とプロセスと

の関係を把握しておくことが必要である。形態とプロセスとの関係は、

トートロジーと記述との関係に一致するのである。
39



分類から過程へ（３）
ライフルを使う場合が第１の方式である。ライフルでは一組の照準器が的のはず

れ具合を知らせてくれる。ズレの修正の繰り返しで照準があう。ただ１回の発砲

の中で自己修正がなされる。＜フィードバック＞である。

他方、飛んでいる鳥を散弾銃で撃つとか、隠し持った連発拳銃で敵を狙うといっ

た場合には、照準の修正は不可能である。この場合には、まず感覚諸器官を通し

て種々の情報を収集し、それに基づいて計算を行い、その（大まかな）答えに基

づいて発泡するしかない。その際１回の発砲行為の過程で、狙いのズレを修正す

ることはできない。修正は数多くの行為のクラスに基づいて行うほかはない。

＜キャリブレーション＞

＜キャリブレーション＞と＜フィードバック＞とは、高次の論理階型と低次の論

理階型の関係に類する関係にあると考えられる。散弾銃を使うさいの自己修正は

練習（過去の試技のクラス）からのみ可能だということが、その根拠である。

狙いを定めるという点に限っていえば、両者の間には、個々の事例対複数の事例

のクラスという論理階型の対照と覚しきものが、明確に見てとれる。また、＜キ

ャリブレーション＞とは、形態とか分類という語で呼ぶ範疇に属し、＜フィード

バック＞とはプロセスに相当するらしいことも見えてくる。 40



分類から過程へ（４）
「論理階型」という概念も、数学・論理学の抽象世界から、喧しい生物

界の生きた現実へ移植すると、大分様相を転じるようだ。クラスのヒエ

ラルキーに代わって現われでたのは、再帰性の等級（オーダー）だった

というわけである。

世界はキャリブレーションによって 終的にセットされている、と見た

がる人間はいつの世にも絶えない。その一方で過程すなわちフィードバ

ックしか眼に入らない人たちもあとを絶たない。 ･･･ キャリブレーショ

ンの本質は、つまるところ停止にある。流転する世界をセットすべく定

点をあてがうことにある。この問題の解決は、時間というものをどう捉

えるかにかかってくると私は考える。

散弾銃の射撃訓練が非連続なのは、発砲から一定の時間を経て、始めて

情報（キャリブレーションに必要な、自分に関する情報）の収集が可能

になるという必然による。この点、散弾銃の発砲と操作との関係は正に

ニワトリとタマゴの関係に等しい。散弾銃の学習が非連続である必然性

はこれでおわかりだろう。学習が起こるのは発砲の瞬間だけ。互いに分

離した瞬間的学習が、順次積み重ねられていくのである。
41



Ⅰ イントロダクション

42



イントロダクション（１）

１ クレアトｳーラ（生あるもの）に属するすべてのメンバーの各部分

は、その個体の他の部分と（第１次的な）結ばれ合いを見せている。

（左右対称、連続的相同、･･･）

２ カニとエビ、ヒトとウマの間に、対応部分間の類似（第２次の結ば

れ合い）が存在する。（系統発生的相同）

３ カニ対エビの比較とヒト対ウマの比較とを比べてみると、その間に

第３次の結ばれ合いが存在する。

コンテクストという時を貫く概念：＜コンテクスト＞は「意味」という

これまた未定義の概念と結びついている。これはすべてのコミュニケー

ション、すべての心的過程、すべての精神に共通する。人間関係のよう

な表面的な意識されたコンテクストと発生や相同というような、もっと

ずっと深い太古的なコンテクストとの間に、類似関係を見出そうとして

いる。 43



イントロダクション（２）

これで、議論の核を言い表すことが可能になった。結びあうパターンは

「メタパターン」を、パターン 間のパターンを作る。パターンとは結び

合わせるものという漠とした言い方は、メタパターンという概念を導入

することで意味が明確になっていくだろう。 ･･･

要するに、螺旋とは、全体の形（プロポーション）を維持しながら、一

端が1次元的に成長する際に生じる図形である。静止した渦巻きというも

のがないことを思い起こしていただきたい。

（１）対称性も分割もすべて成長という事実の結果であり、帰結である。

（２）成長は固有の形を要求する。

（３）螺旋という形によってこの2つのうちの一方が（数学的、イデア的

意味で）満たされる。

「物語」とは、関連という名で呼ばれる繋がりの糸が集まってできたも

のだ。関連するとは、ＡとＢとが同一の「物語」の部分あるいは構成要

素に収まるということと同じである。 44



イントロダクション（３）

ここでもわれわれは「結びつき」というものを、複数のレベルにおいて

捉えなくてはならない。

第１に同一の物語の構成要素であるという理由によるＡとＢの結びつき。

第２に全員が物語の形式で考えるということにおける人間同士の結びつ

き。

物語で考えるということは、なにも人間だけの特性ではない。もし世界

が結ぼれあっているのなら、もし私の論が根本から違っていないとする

なら、物語によって思考するということを、すべての精神がーわれわれ

のみならず、レッドウッドの森林やイソギンチャクもー共有しているは

ずである。

いわゆる「行動」（行為やしぐさとなって外界に放たれる物語）は、文

脈と関連という２つの特徴を必ず備えているが、その点は、内的な物語

にしても同じはずである。
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イントロダクション（４）

１個のイソギンチャクの発生という、めくるめく展開される内的なプロ

セスも、何らかの形で、物語をつくる素材から成っているはずである。

そしてその背後にある進化のプロセスーそのイソギンチャクを、そして

あなたと私を生み出すに至った幾百万世代に及ぶプロセスーこれもまた

物語の素材ででき上がっているはずだ。系統発生の各段階の内部にも、

各段階同士の間にも、無数の「関連」が存在するに違いない。

ここで＜コンテクスト＞という、時を貫くパターンの概念を提示しよう。

何らかのコンテクストの中に置いてみなければ、何事も意味をなさなく

なってしまう。このような「見なし」は転移と呼ばれる。

「コンテクスト」は「意味」という、これまた未定義の概念と結びつい

ている。象の頭からぶら下がっている、あれは何か？「鼻」である。引

用符をつけるのは、それが、成長過程の内的な情報伝達プロセスによっ

て定義されていることを示すためである。あれは、情報伝達のプロセス

によって「鼻」なのだ。つまり、それを鼻として規定するものは、それ

が置かれたコンテクストだということである。 46



イントロダクション（５）
意味を定めるのはコンテクストなのだからして、発生における諸々の指

示に意味を当てがうのも、やはり受容のコンテクストでしかない。あれ

を「鼻」と呼び、これを「手」と呼ぶとき、われわれは成長しつつある

生物に働く発生の指示を（正しくあるいは誤って）引用している。メッ

セージを受けた組織が、そのメッセージの意図と解釈したところのもの

を引用しているのである。

象の鼻を、匂いを嗅ぐというその「機能」によって定義しようとする人

たちがいる。機能による定義から攻めていっても、結局同じ地点に行き

つくだろう。機能を考えるということは、その器官に、生物とその環境

との絶えまない相互反応に与るものとしてーつまり時間的コンテクスト

ーによって意味を付与することだ。だがそうやっても、「空間的」なコ

ンテクストから鼻を導き出す場合と結果は同じである。コンテクストの

時間的分類は空間的分類とずれなく噛み合っている。ただし、発生に際

しては、事はまず 初に、必ず形態関係の方から決定される。一般的に

言って、象の胎児の鼻は何の臭いも嗅ぐことはできない。発生とはあく

までカタチに関するものなのである。
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イントロダクション（６）

子供たちは、いまだに「名詞」が「人や場所や物の名前」だとか、「動詞」が

「動作を示す言葉」だとかというナンセンスを教えられている。名詞とは述語

とある関係をもつ言葉、動詞とはその主語である名詞とある関係をもつ言葉、

という教え方に子供たちがついてけないことはあるまい。定義の基盤に関係を

据えればよい。そうすればどんな生徒だって「“行く”は動詞である」という

文がどこかおかしいことに気づくはずだ。

すべての情報伝達にはコンテクストが必要だということ、コンテクストのない

ところに意味はないということ、コンテクストが分類されるからこそコンテク

ストから意味が付与されてくるのだということを教えられなかったものだろう

か。成長も分化も情報伝達という規制の下で起こる以外ないということ、動植

物の形態はメッセージが１つの形をとったものにほかならないこと、言語もそ

れ自体情報伝達の一形態であること、 ･･･ 生物体に構造はすべてメッセージを

つくっていた物質的材料が変換された姿に他かならず、そこで起こっている形

づけがコンテクストに依存するのだとすれば、生物体構造の中にも文法に相当

するものが必ずあるはずだということ、コンテクストによる形づけは文法の別

称に他ならないこと、こういったことを教える授業が不可能だというはずはな

い。
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Ⅱ だれもが学校でならうこと
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記号化（言語）の基本前提
1． 科学は何も証明しない。

2． 地図は土地そのものではなく、ものの名前は名づけられたものではな い。

3. 客観的経験は存在しない。

4． イメージは無意識に形成される。

5.  知覚された世界が部分と全体に分かれるのは、便利で必然かもしれないが、

分かれ方の決定に必然は働いていない。（以上、記号化）

6． 発散する連続は予測できない。

7． 収束する連続は予測できる。

8． 無から有は生じない。（以上、ランダムネス・秩序）

9． 数と量は別物である。

10. 量はパターンを決定しない。

11. 生物界に単調な価値は存在しない。

12. 小さいこともいいことだ。（以上、数と量、パターンとエントロピーとエネルギー）

13. 論理に因果は語りきれない。

14． 因果関係は逆向きには働かない。

15． 言語は相互反応の片側だけを強調する。

16. 「安定している」「変化している」という語は、記述しているものの部分を

記述している。（以上、論理・因果）
50



1． 科学は何も証明しない。

科学は仮説を向上させたり、その誤りを立証することはできる。しかし、仮説の

正しさを立証することは、完全に抽象的なトートロジーの領域以外では、恐らく

不可能である。

純粋論理の世界では、ある仮定なり公理なりの下で、これこれのことが絶対に成

り立つという言い方も可能である。しかし、「知覚される」事柄や知覚から帰納

される事柄の真実性になると、話が変わってくる。

その理由。

（１）数列の予測例。

数列に秩序があるという前提を立てる。

秩序は予測可能か？不可能だ。

（２）科学は１つの知覚による方法である。知覚から「意味」を作っていく

という前提にたっている。

ところで、差異のないところに知覚は生じない。その差異の知覚は、閾

によって限定されている。

科学は証明しない。探索するだけだ。 51



2．地図は土地そのものではい。
ものの名前は名づけられたものではない。

すべての思考、知覚、情報伝達において、報告されるもの（物それ自体）と報告

との間に一種の変換、すなわち記号化が起こる。「報告」と「報告されるもの」

とは、分類 ー 物を類（クラス）に分ける ー という性格をもった関係で結ばれる

傾向にある。

名づけるとは、すなわちクラスに入れることだ。地図づくりも、本質的には一種

の命名にほかならない。

象徴的・情緒的な右脳は、ものの名前と名づけられたものの区別ができない。

国旗を踏みつけている男は、旗を国家を同一視している。
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3. 客観的経験は存在しない。

すべての経験は主観的である。これは、第４節の「知覚したと思うものは脳が作

り上げたイメージである」という命題の単純な系である。

痛みや、外界の視覚イメージなどの感覚データを疑う人間が、少なくとも西洋文

化の中にほとんどいないということは、熟考に値する問題である。
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4． イメージは無意識に形成される。
痛みでさえ、正真正銘の創り出されたイメージである。人は知覚の過程に入り込

んでいくことはできない。意識されるのは知覚の産物だけである。

経験的認識論の第１歩：

（a）人が意識して見ているイメージは無意識に形成される。

（b）この無意識的過程のなかで、人が使う多種多様な前提が、形成されたイ

メージのなかに組み込まれている。

イメージに奥行きを与える手がかりの実験：

大きさ 明るさ 重なり方 両眼による視差 頭の移動による視差

視覚機構は、視差の規則に従ってそのイメージを創りだす。そして、視差という

手がかりから得た結論を組み込んでイメージを作り出すプロセス全体が、完全に

人の意識の外側で起こっている。遠くのものは小さく見えるという、誰もが親し

んでいる宇宙法則が、知覚過程の闇の奥に埋もれている。

見事な実験にもかかわらず、イメージ形成の知識は依然として無に等しい。どの

ようにイメージは形成されるのか、何の目的で？ほとんど謎である。

情報が何らかの界面を通して受け渡されるときには、イメージという形になって

いたほうが、おそらく便利で経済的なのではないか？
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5.  知覚された世界が部分と全体に分かれる
のは、便利で必然かもしれないが、
分かれ方の決定に必然は働いていない。

長方形らしきものと６角形らしきものの説明・記述の試み：

並べ上げた記述方式のどれも、あの６角ー長方形をした対象をただ記述

するだけであって、説明にはなんら寄与していない。説明とはつねに記

述の中から展開されてくるものであるが、その母体である記述は、この

例に示したとおり、常に、必然的に、恣意的な性格をもっているのであ

る。
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（注）ゲシュタルト図形例（プレグナンツ則）

近接 ● ● ● ● ● ● ● ●

類同 ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○

閉合 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

≠ ＋

良い連続

＝ ＋

≠ ＋

良い形

＝ ＋
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6．発散する連続は予測できない。
7．収束する連続は予測できる。

蒸留水をビーカで熱したとき、 初の水蒸気の泡はどこから上がってくるのか？

何度で？どの瞬間に？

独立した個についての記述とそれらをまとめた類についての記述は異なる論理階

型に属する。

太陽系の惑星の動き、玉突きの玉の衝撃力などは億万の分子が一斉に関係する。

それらが予測可能なのは、その記述が膨大な数のメンバーからなるクラスの行動

についてのものだからだ。科学で統計がある正当性を持ちうる理由はそこにある。

もちろん、統計的な言い方が可能になのは、集団が問題にされているときに限ら

れる。
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8． 無から有は生じない。（１）

以下は、自然界の法則というより、むしろ期待の法則とも言うべきものだ。

（a） 物質保存則とその逆

（b） エネルギー保存則とその逆

（c） 実験室での新しい生命の誕生はない。

（d） 新しい秩序ないしパターンは情報なしにつくり出せない。

本論で一番大事なのは、「情報伝達、組織形成、思考、学習、進化の領域では、

情報のないところに無から有は生じない。」という命題である。

意味をなすためにはー否、もっとひろくパターンとして認識されるためにはー

それぞれの規則性が、それを助ける別の規則性（スキルといってもいい）に出

会わなければならない。そしてこのスキルも、パターン自体と同様、簡単に霧

散してしまうものである。

この法則では、情報（パターン、負のエントロピー･･･）は保存されはしない。

メッセージに反応するスキルが生まれる過程が、進化のもう１つの面を形成し

ている。進化とはつねに「連携進化」なのである。 58



8． 無から有は生じない。（２）
情報と組織形成の世界では、「無から有は生じない。」という真理も、ゼロ（

情報となる出来事の欠如）もまた自体１つのメッセージになりうるという興味深

い矛盾によって部分的に否定される。

手紙を書かないこと、謝らないこと、猫に餌をやらないことーこれらはすべて、

状況（コンテクスト）次第で、メッセージとなりうる。ゼロもまたコンテクスト

に応じた意味をもちうるのだ。しかも、コンテクストを作り出すのは、メッセー

ジの受信者である。適切なコンテクストを備えておくことこそが、受信者のスキ

ルにほかならない。

（d）という命題の逆「情報なくして無から有は生じない」が、ストカステｲック

な過程に関して成立する。 ー「備えがあれば、ランダムな世界からしかるべき

ものを選択し新しい情報とすることができる」

ランダムさに対応する備えの有無が、その違いが、組織形成 ー 進化 ー 成熟 ー

学習の広大な領域を二分する。一方が発生、他方が進化と学習。

発生とトートロジーが反復と複写の世界を構成する一方、創造、芸術、学習、進

化の世界では変化のプロセスがランダムなものを糧として進展している。

発生の本質は予測できる反復であり、学習と進化の本質は探求と変化である。
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8． 無から有は生じない。（３）

文化の伝達において、人は常に模写を試みる。しかし、この試みは常に失敗する。

それは文化の伝達がDNAによってではなく、学習によってなされるからだ。文化

伝達のプロセスは、２つの世界からの混成物といえよう。そこでは、写し取ると

いう目的のために、学習が試みられなければならない。親がもっているものも、

やはり学習による拾得物なのである。

これら２つの世界を結ぶものとして、＜説明＞という文化現象が存在するのは興

味深い。説明とは、見慣れない出来事にであったとき、その出来事の地図を、ト

ートロジー体系の上に描き込むことである。

発生（エピジェネシス）の領域と進化の領域がある深いレベルで、熱力学の第２

法則を形作る一対のパラダイムにきれいに従っていることに触れておこう。

このパラダイムとは

（１） 確率的なランダムな出来事によって、秩序、パターン、負のエントロピ

は常に崩されるが、

（２） 新しい秩序の生成には、ランダムな働き、つまり秩序に拘束されない側

（エントロピー）の卓越が必要だ。 60



9． 数と量は別物である。
行動科学においては、いかなる理論も数と量との峻別が基本となる。

数は数える行為の産物である。量は測定するという行為の産物である。

もうひとつ、数のなかにパターンがある。10までのカードはそれ特有

のパターンで認識されている。スペードの８．

数はパターンとゲシュタルトの世界に属し、量はアナログ計算、確率

計算の世界に属する。

鳥の中には、７まで数えられるものがある。

数と量との区別は奥深い。その奥深さは「5枚」の花弁と「たくさん」

の雄蕊をもつバラの構造に現れているとわたしは信じる。ここで引用符

を使ったのは、花弁の数の名も雄蕊の量の名も、成長するバラの中に内

在する形態の観念が具現したもの、という含みをもたせるためである。

６角長方形で確認したのは、記述の構成要素には実にさまざまなものが

使えるということだ。その記述法の多くは、その奥に潜む、より一般的

な単一のトートロジーを違った角度から掬い上げたものにすぎない。
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10. 量はパターンを決定しない。

単一の量を持ち出してパターンを説明することは、原理的に不可能であ

る。しかし、２つの量の比は、すでにパターンの始まりだということに

も注意されたい。つまり、量とパターンとは論理階型を異にし、１つの

思考のなかに、両者はなかなかうまく収まりきらない。

強い引張力で鎖が切れる場合、鎖の形態はたしかにパターンの変化を被

る。しかしこのとき鎖の切れる箇所は、引っ張る前から一番弱かったの

である。つまりこれは、あらかじめ潜在していた差異が、引張力の量的

変化の下で、顕在化しただけの話である。写真用語を使って、「現像さ

れた」と言ってもいい。

量的変化に拠ってパターンを変えようとする者の側からみれば、起こり

うるパターンの変化は、つねに予測不能であり、発散的である。

62



11. 生物界に単調な価値は存在しない。

単調な価値とは、上昇または下降を続ける値をいう。

人間関係、生物関係のあらゆる構成要素についても、過ぎたるは「十分」

に及ばない。
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12. 小さいこともいいことだ。

４倍体のウマの話。正比例の関係にない２つ以上の変数が、同時に変動

したらどうなるか？４倍体のウマの不幸は、体長と表面積と体積（また

は質量）とのバランスが崩れてしまったことにある。長さが変化すると

き表面積はその２乗に、体積はその３乗に比例して増減する。表面積は

体積の３分の２乗に比例する。

生物の成長は、体の大きさという難問を、その生物にとって一段と込み

入ったものにする。

１年草、多年草、･･･高等な動物では、成長がコントロールされている。

細胞は制御の下で、成長と分裂を止める。･･･哺乳動物の体が外側から

見て左右対称をなしているのはいかなる制御の働きによるのか？われわ

れの知識は驚くほど貧弱である。
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13. 論理に因果は語りきれない。

因果関係を表わす「･･･ならば･･･である（ない）」には、時間が含ま

れているが、論理の「･･･ならば･･･である（ない）」は無時間的なも

のである。

この事実は、論理が因果関係のモデルとしては不完全なものであるこ

とを示している。
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14． 因果関係は逆向きには働かない。

因と果のシステムが円環をなすとき、そのサイクルのどの部分におけ

る変化も、そのサイクル上でそれより時間的に後で起こるすべての変

化の原因と見なすことができる。
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15． 言語は相互反応の片側だけを強調する。

科学や認識論においては、このような語り口では事が足りない。理路整然と考え

るには何かが持つとされるいかなる「特性」も「属性」も、つまり、どんな形容

詞も、時間上で起こる 低２組の相互作用の結果に根ざしているのだ。

「石が硬い。」

特性も属性も、つまりどんな形容詞も、時間上で起こる 低２組の相互作用の

結果に根ざしているのだ。

「この石は停止している。」

観察者または何か別の物体（動いていても良い）に対する石の相対的位置につ

いての言及である。同時に、その石の内的な事情－慣性の存在、内部に歪曲の

力が働いていないこと、表面に摩擦が働いていないこと等－に関する言及であ

る。

言語は主語・述語という構造によって、「もの」がある「属性」を「持っている」

のだと言い張ってしまう。もっと精密な表現手段であれば、「もの」がその内的

な諸関係、およびほかの「もの」や語り手との関係の中での振る舞いから生み出さ

れ、 ほかの「もの」と区別して見られ、「実在」させられるのだという点をきちん

と表現できるはずだ。
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16.「安定している」「変化している」
記述しているものの部分を記述している。
も単純なレベルでの安定は、物理的な硬度や粘性などに帰すことができる。

これらの性質は、その安定した物体と他の物体とがインパクトの授受という関

係で結ばれるときのありようを記述するものである。より複雑なレベルには、

「生命」と呼ばれる相互運動プロセスの総体が働いて、変動状態が保たれ、そ

れは体温、血液循環、血糖値、そして生命自体といった必要な変数を安定的に

保つメカニズムが存在する。

生命体について「安定」を語るときには、常に何らかの記述命題に照らし合わ

せ、そこで使われる「安定」という語がどの階型に属するか明確にしておく必

要があるということである。どんな記述命題も、その主語、述語、コンテクス

トは論理階型のあるレベルに振り分けられる。

「が変わる」というのも「が同じままだ」というのも共に記述命題であるが、

互いに異なった論理レベルに属している。次は、主題別の分類である。

記号化：（１～５）

ランダム・秩序：（７，８）

数（パターン・負のエントロピー）・量（エネルギー）：（９～１２）

論理・因果：（１３～１６）
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Ⅲ 重なりとしての世界
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ケース１ 差異
もっとも単純で、もっとも深いケースから始めよう。差異が生まれるに

は、少なくとも２つの何かを要するということである。差異の知らせー

これをわれわれは（情報）と呼ぶーには、なんらかの意味で同一ではな

い二者がなければならない。そしてまた、その差異の知らせが、脳（な

いしはコンピュータ）のような情報処理体の内部における差異として立

ち現われてこなければならない。

ここで１つ深遠な問いに突き当たる。互いの間に、両者のちがいを生む

ことで情報となるような「 低２つ」のものとは一体何者か。それらを

単独に取り出しても、知覚も認識もされないではないか。解答不能の謎

である。存在者でもあり、非在者でもある。知ることのできぬこの「物

それ自体」とは、まさに禅でいうところの隻手の音声である。

だとすると、感覚の素材とは何だろう。時間軸にそって値を変えていく

なんらかの変数があって、それが「一組の値の比に対応して反応を変化

させるような感覚器官」に提示されるとき感覚が生じる、と見るのが正

解のようである。（この問題は第Ⅳ章、基準２で詳しく扱う。）



右脳の左前方部で合成された情報

合成される情報

左脳の右前方部で合成された情報

利点１ ものの端や明暗差に対する感度が増し、読みやすさが増す。

利点２ 奥行きに関する情報が得られる。

つまり、片方の網膜から得られる情報ともう一方の網膜から得られる情

報との差異が、別の論理階型に属する情報をつくる。Ａを右眼から得ら

れる情報とし、Ｂを左眼から得られる情報としたとき、ＡＢは両眼から

入ってくる情報の構成要素のクラスを表わし、メンバーをもつか空襲合

である。ＡＢが実在の項をもつとき、第2のソースから来た情報が、Ａ

の上に、Ａだけでは不可能なクラス分けを行っていることに注意された

い。ＡとＢとが組み合わされるとき、単一ソースのみからでは生じえな

いタイプの情報が生じるということである。

多重記述の重なりから生まれる新しい、別の A AB B
論理階型に属する情報に注目していただきたい。

ケース２ 両眼視覚



ケース３ 冥王星のジャンプ

人の感覚器官は、差異の知らせだけしか受け取れず、それも時間の中の

出来事（つまり変化）へと変換された形でしか差異を知覚できない。

ふつうの静的な差異 － 数秒たっても変化しない差異 ー を知覚す

るためには、こちら側で視線を走査させなければならない。

1930年のクライド・トンボーの冥王星発見はこの好例である。
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ケース４ シナプス加重

単なる足し算ではなく、掛け算に近い論理積の形成。

A

C

B

Aの発射に対して、Bを伴うものと伴わないものとに下位区分する。

Bの発射に対して、Aを伴うものと伴わないものとに下位区分する。



ケース５ 幻の短剣

マクベスがダンカンを正に殺害せんとする場面。おのれの行動に戦慄す

る彼の前に短剣の幻影が現れる。

マクベスはまず、触覚でチェックすることによって、この短剣が幻影に

すぎないことを一応「証明」するが、それでもなお疑いは晴れない。彼

の眼が「他の感覚すべてを凌いでいる」かも知れないからだ。短剣に「

血のしたたり」が現れてはじめてマクベスは「こんな剣があるものか」

と断定するのである。

１つの感覚による情報と、もう１つ別な感覚による情報とを比較し、そ

れに視覚上の変化を組み合わせることによって、マクベスは自分の経験

が幻覚だというメタ情報を得たことになる。

つまり、両眼視覚の図で言えば、A ∩ Bが空集合だったことになる。
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ケース６ 異句表現（１）

ａ ｂ

ａ ａ２ ａｂ

ｂ ａｂ ｂ２

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2



ケース６ 異句表現（２）
１＋３＋５＋７＋９＋１１＋１３＋１５＋１９＋ ＝ ？

初の１つの奇数の合計は１

初の２つの奇数の合計は４

初の３つの奇数の合計は９

初の４つの奇数の合計は１６

初の５つの奇数の合計は２５

ここで理解しなくてはならないことは、ある数にくる席次の名（序数）

と、その数の値（基数）との違いである。これもまた論理階型の違いで

ある。数字の名を聞いて、それがそのまま数字の値だと思ったら大間違

い。名前と名づけられたものとは、あくまでも別物なのである。

右図のような視覚表現によ

れば、一望のもとに仕組み

がわかる。生徒が自分でも

気づかぬうちに、算数で語

ることから算数を語ることへー数の世界から数の数の世界へー一段飛び

移る経験を持ったということになる。



ケース７ ２つの性（１）

成長のためだろうと増殖のためだろうと、分裂により同じものを作るこ

と（反復）が生物たることの基本条件であることに疑いの余地はあるま

い。DNAの複写プロセス。だが、そのあとに、差異化という現象が来る。

すべての後生生物とキノコより高等なすべての植物では、配偶子に「性」

の区別が存在する。

まず 初に、配偶子が２種類に分化（差異化）する。通常一方は固着性、

他方は移動性である。引き続き、２種類の配偶子が作り上げた多細胞の

個体が２種類に分化する。多くの植物と寄生虫では、 後に世代の交代

と呼ばれる一層複雑なサイクルがくる。こうした分化の手順の各段階に

分裂と融合と性の２形による「情報の経済」が絡んでいるはずである。

染色体の融合過程はすべて動植物で本質的に同一であり、どこで融合が

起ころうと、対応するDNA物質の糸が隣同士並んで、機能的な意味で比

較がなされる。この時、もし２つの配偶子からの糸状物質の相違が大き

すぎると、いわゆる受精は成就しない。
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ケース７ ２つの性（２）

性というものの核心をなすこの融合という事実が、進化の全過程にはた

らいて遺伝子の多様化を抑える役割を果たしている。突然変異その他の

理由により統計的基準を大きく外れた配偶子が出てきても、性的融合の

さいに、まず間違いなく、もっと標準的な相手と出会うために、そこで

チェックを受けて除外されるのである。

しかし、変異体の発生を抑えるという重要なはたらきとともに、それと

は逆の役割、すなわち、表現型の多様性を促進する働きも、配偶子融合

は持っているのである。配偶子がランダムに融合するということは、参

加全個体の遺伝子プールが（よくミックスされるという意味で）均一化

されることを意味する。それはすなわち、そのプール内におけるすべて

の生存可能な遺伝子配列がつくられうるということだ。つまり、当該個

体集団の範囲内にあるあらゆる遺伝子が、あらゆる遺伝子の配列の中に

置かれて、可能な限りの組み合わせを作る中でテストされていくわけで

ある。
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ケース８ うなりとモアレ

２つの律動パターンの組合せが、第３のパターンを作る。あるパターン

が不明のときに、既知のパターンと組み合わせ、生じる第３のパターン

を調べて 初のパターンを知ることも可能になる。

モアレ現象には、次の３つの一般原理が明快に現れる。

どんな２つのパターンも適切に組み合わせれば、３つ目のパターンを

作れる。

３つのパターンのどれか２つが分かれば、残るパターンも記述可能に

なる。

これらの現象を通して、パターンの意味に迫ることができる。

動物も植物も何かモアレ的なテストをしているのではないか？
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ケース９
記述・トートロジー・説明（１）

説明は、記述の中にある情報以上のものを新しく与えられない。むしろ

記述の情報のかなりの部分が捨象され、本来説明すべきことのほんの一

部しか説明されないのがふつうだ。しかし、記述以上に理解可能性が高

まることがあるのも事実だ。

純粋な記述とは、記述される諸現象に内在するすべての事実（つまり、

すべての効果的な差異）を含みつつ、これらの現象をより理解しやすく

するような現象間の結びつきについては一切触れないものをいう。例え

ば、映画フィルム。逆に、説明「神がすべてを創り給うた。」には、何

１つ記述はない。

記述と説明という、２つのタイプのデータ組織を結び合わせているのが、

トートロジーである。トートロジーは真偽を主張しない。トートロジー

は命題間の結びつきしか与えない。トートロジーの出来不出来は結びつ

きがどれくらい妥当であるかという一点にかかっている。
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記述・トートロジー・説明（２）

トートロジーはいかなる情報も一切含まず、説明（記述をトートロジ

ーの上に写像すること）は記述のなかに存在する情報しか含まない。

「写像する」ことによって、説明者は「この記述の中には、ここで用い

たトートロジーをつなぎ合せる絆（リンク）と合致する関係が存在する

」と主張しているわけである。記述は情報を含むが、論理も説明も含ま

ない。情報を組織するにあたって、記述と説明とを組み合わせて使うこ

とに、人はなぜか非常に高い価値を置いている。

「鏡に向かって、なぜ右と左が逆転し、上下は逆転しないのか？」

ここには、二重のひねりがある。

逆転しているのは、左右ではなく前後なのだ。

また、左右という言葉は、上下と言う言葉とは違った言語に属する。像

を前に南向きに立てば、像は北を向き、頭はいずれも上にくる。人の東

は像にとっても東だし、人にとっての西は象にとってもやはり西である。

つまり、東西と上下は同一の言語に属し、左右は違った言語に属してい

るのだ。
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記述・トートロジー・説明（３）

「左」「右」と言う言葉が定義不能であることを理解しなければならない。

右手は非対称の３次元物体である。したがって、その定義には、少なくと

も３組の対立極を連ねた情報が盛られていなければならない。つまり、掌

ー手の中、肘ー指先、親指ー小指の３対の方向を軸として、それぞれにつ

いてAかBかを記述したとき、始めて右手が左手から区別される。

ここで「これら３つの記述命題のうち、どれか１つで項の入換えを行えば、

元の形の鏡像（左右逆転体、ここでは左手）が得られる」とするトートロ

ジーを組み立てる。

ここで、１つの次元を逆転すれば必ず左右逆転体がえられるという公準を

中心に据えた。この公準から、２つの次元を逆転すれば逆の逆がえられる

（つまり、始の形に戻る）と言う法則が、必然的に派生する。３つの次元

を全部逆転させれば、またもや左右逆転体になる。
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記述・トートロジー・説明（４）

アブダクションとは、他に関連した現象を求め、これも同一の規則の下に

収まり、同一のトートロジー上に写像することが可能だと論じていく作業

である。

説明とは結局、トートロジーの網を張っていく作業である。そのトートロ

ジー内の結び目が自分にとって自明と思えるほどの妥当性をもつことを確

認しながら、しかしその妥当性は決して完璧なものにはなりえない。後に

どんな発見がなされるか誰にも分からないからである。

「アヘンの催眠効果はなぜか？」「アヘンに誘眠素があるから。」

「アドレナリンは活力素をもつ。」「アドレナリンに活力素があるから。」

「レセルピンは鎮静素をもつ。」「レセルピンに鎮静素があるから。」
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記述・トートロジー・説明（５）

記述： 情報は含むが、論理も説明も含まない。

事実（＝効果的な差異）は含むが、現象間

の結びつきについては一切触れない。

トートロジー： 論理 含意関係

含意は人が決めている。

命題間の結びつきしか与えない。真偽は主張

しない。

説明： 因果関係 視覚系

因果は人が決めている。

記述の断片をトートロジーへ写像すること。

トートロジーの網を張る作業。
84



記述・トートロジー・説明（６）
以上、探究のやりかたを定め、例示した。

探究をしていく方法は私には明白である。二重（または多重）比較の方

法というのがそれだ。したがって、本章は読者自身が各例を互いに見比

べ、重ね合わせ、そこから新しい理解を得られるように構成されている。

この種の見比べの先に控えているのが、「自然界を満たす精神」につい

ての問題である。われわれはやはり創造的な比較作業を強いられよう。

認識論とは、 大に押し広げた意味での＜マインド＞－進化と思考と適

応と発生と遺伝のすべてーをテーマとして包み込む不可分に統合された

メタ科学である、というプラトン的テーゼの上に本書は成り立つもので

ある。

これらの諸現象を比較していく（思考と進化を見比べ、その両者と発生

とを見比べる）ことが、認識論という科学の探究法である。

エピステモロジ―とは常に、不可避的に、個人的なものだ。探り針の先

端は常に探究者の心の中にある。「知る」ということはどういうことか、

という問いに対する私の答えは何か、という問いしか立ちえない。
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Ⅳ 精神過程を見分ける基準
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基準１ 精神は、
相互作用する部分（構成要素）の集まりだ。

精神過程の判定基準（リスト）を作ってみよう。「思考」「進化」「エコロジー」

「生」「学習」などの現象はこれらの基準をみたすシステムでのみ起こる。

素粒子が「精神」に当たるわけではない。精神プロセスとは常に構成要素間の相

互反応の連続であると考える。精神現象を説明しようというのであれば、つねに

複数の部分の組織のされかた、相互反応の仕方について語るのでなければならな

い。

反論は、サミュエル・バトラー、テイヤール・ド・シャルダンなど。本書は終始、

精神の働きが、その差異づけられた「部分」間の相互作用の中に内在するという

前提にたつ。「いかなる精神活動も、その活動を生み出すに十分複雑な神経シス

テムを備えていないような生物においては起こりえない。」（ラマルク）という

見解に従おう。

ここに提示する精神の議論はホリステｲックなものであり、まともなホーリズム

がすべてそうであるように、部分の分化と各部分の相互作用という考えに基礎を

おくものである。 87



基準２ 精神の各部分間の相互作用の引き金は
差異によって引かれる。（１）

まず、記述の形式の問題がある。精神について語るには、物質の世界（ユングの

プレローマ）を語るのとは著しく異なった方法によらなければならない。

物質の世界の記述は、出来事の「原因」を系のなかのある部分が他の部分に及ぼ

す力ないし衝撃に求めることができる。つまり、部分が部分に作用する。

精神の世界では、「関係」を切り捨てることができない。２つの部分間の（差異

と呼ばれる）関係、２つの異なった時刻間の（変化と呼ばれる）関係があっては

じめて、第３の要素（受信者：レシーバー）が活性化する。「感覚端末機」など

のレシーバーは差異と変化に対して反応するのだ。

触覚はもっとも原初的で単純である。例、白墨の黒板上の盛り上がり。人の感覚

系は出来事（変化）に対してのみ作動することを示している。

変化しないものは、われわれの方でそれに対して動かない限り知覚されない。

視覚の場合も同様。きれいに消された黒板は静止しているようだが、眼球は極小

振盪という角度２～３度の弧を描いて振れている。

急激な変化に対しては高い感度をそなえている人も、緩慢な変化を捉えることは

順応という現象によって難しくなる。変化の勾配に一定の閾値が存在する。
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基準２ 精神の各部分間の相互作用の引き金は
差異によって引かれる。（２）

差異とは関係に属する事柄なのであるから、時間上にも空間上にも位置づけられ

ない。

カントの事実という言葉を、差異という言葉に置き換えて、次のように指摘した

い。白墨には無限の差異が可能性として含まれているが、その中でごく一部のも

のだけが、より大きな精神プロセスのなかで、実効的な差異（各情報項目）にな

るのである。

エネルギーの第１の定義：エネルギーは「物質」と抽象の次元を同じくする。両

者とも何らかの実体であって、相互変換が可能だとする。差異は実体ではない。

エネルギーの第２の定義：MV２ の次元を持つ。差異は同類者の比であるから、次

元をもたない。差異は量でなく質である。

刺激という語は、感覚器官を通して入ってくるクラスに関する情報という意味し

か持たない。

差異と情報とは決してエネルギーとは相容れない概念である。納得されない読者

はゼロもまた反応の引き金を引くという事実に思い至って欲しい。 89



基準３ 精神過程は、
エネルギー系の随伴を必要とする。

犬を蹴る。 水道の栓を捻る。 スイッチを入れる。

これらどの例でも、反応を生じさせるエネルギーは引き金となる出来事

が起こる前に、反応者のなかに用意されている。

”turn  on”  ＜ ”release”

生命とその営みのもつ典型的な１つの特徴は、そこに２つのエネルギー・

システムが相互依存の状態で存在することである。その１つは栓なり継電

気なりを開閉するエネルギー・システム。もう１つは、栓や扉が開の状態

にあるときに、そこを流れるエネルギーのシステム。
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基準４ 精神過程は、再帰的な（またはそれ以
上に複雑な）決定の連鎖を必要とする

生命の第４の基準。

サイバネテｲックスの基本原理が認められるまで紆余曲折があった。

対称的システム 相補的システム ランナウェイ 自己修復システム

すべてのシステムは、その中に時間への関わり方を内蔵している。つま

り、システムには全体によって決定される時間的定数が存在する。この

定数は部分間の関係を表わす式からはでてこない。それはシステムに備

わった創発的（emergent) な特性なのである。

スイッチという概念は、石とかテーブルという概念とは次元を異にする。

スイッチは切り替えの瞬間以外には存在しないものだ。それは、物体と

いう概念より、変化という概念に関わるものだ。

感覚器官は、差異の知らせしか受け取らない。感覚器官の引き金を引く

ものは一般に変化 ー出来事あるいは出来事化されるものー だけである。

感覚器官はスイッチに類似している。
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基準５ 精神過程では、差異の結果は先行出来事
の変換形（コード化）とみなせる（１）

一連の差異が、どのように情報、情報重複、パターンを形づくるのかとい

う問題に踏み込もう。まず、外界におけるどんな物体も出来事も差異も、

それらに応じて変化するだけの柔軟性を備えたネットワークの中に取り込

まれさえすれば、情報の源となりうる。

地図とは結局、土地における差異の知らせを組織した、一種の 終結果と

しての差異集合であるといえるのではないか？コーズｲブスキーは、「結

果は原因ではない」と主張したにすぎない。

この事実（しなやかなシステムに原因と結果が取り込まれたとき、原因と

結果に差異が生ずること）の上に、＜変換＞または＜コード化＞と呼ばれ

るプロセスの存在が措定されることになる。

規則性の存在を認めれば、原因と結果との関係をいろいろ分類していくこ

とが可能になる。パターンとか行動連続という複雑な情報の集まりの分類

は後の章に委ねよう。 92



基準５ 精神過程では、差異の結果は先行出来事
の変換形（コード化）とみなせる（２）

多種多様な変換の有り様を分類する第一歩として次の二分法がある。

（１）引き金となる出来事における何らかの変数に対応した漸次的変化

を反応がしめす：アナログ

ガバナーつき蒸気機関。

（２）閾を境にしてオンかオフの反応が生じる：デジタル。

家庭用サーモスタット

コード化のシステムを、また違った角度から分類することも重要である。

自己修復的な生態系は、これらのシステムが量的、漸次的なものであり、

食物、エネルギー、水、日光等必要な供給物の量の差異が直接働いて情

報がもたらされる。
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基準５ 精神過程では、差異の結果は先行出来事
の変換形（コード化）とみなせる（３）

差異（基準２）と一連の差異が、どのように情報・情報重複・パターンを形づく

るかという課題に踏み込もう。

一番広いパースペクテｲヴでは、地図とは結局土地における差異の知らせを組織し

た一種の 終結果としての差異集合ではないか？結果は原因に非ずと主張してい

るに過ぎない。

変換（コード化）の諸形態のうち、単純すぎて見過ごされる例。

型どり式コード化（template coding）：生物の成長で、成長地点で起こる形態

形成の有りようが、その時点での成長面の有りようによって決定される場合；

ヤシの幹

直示的（ostensive）コミュニケーション：言語だけでなく、どんなコードにつ

いての学習にも直示的コミュニケーションは必要なのではあるまいか？動物へ

の芸の教えこみ；セコイアの木が地面に立っている。ここでは、部分に全体の

情報がこもっている。
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基準６ 変換プロセスの記述と分類は現象に内
在する論理階型の階層を表す。（１）

生物Bが生物 Aの「示し」に応じるためには、それの意味が分かることが

絶対的に必要である。つまり、生物 Aの示しがどうコード化されるかをB
に伝える別のクラスの情報が存在し、Bが活用できるようになっているの

でなければならない。これはコード化に関するメッセージである。つまり、

メタメッセージである。論理階型が違う。

まず、「コンテクストの中での行動」と「コンテクストについての行動」

を区別することから始める。後者は、メタコミュニケーションである。

クレタ人エピメニデスが言った。「すべてのクレタ人は嘘つきだ。」

論理は因果関係のモデルにはなりえない。時間が無視されるところにパラ

ドックスが生じるのである。

眼前の猫：異種間のコミュニケーションは、いつでも自分の作り上げるコ

ンテクストを修正し合っていく学習のコンテクストのなかにある。メタメ

ッセージに誤解や混乱があってもさらに抽象的なレベルで、相互理解が成

り立ちうる。
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基準６ 変換プロセスの記述と分類は現象に内
在する論理階型の階層を表す。（２）

論理階型：

学習論（注：「学習とコミュニケーションの階梯論」参照）

パブロフのイヌ

ハワイ海洋研究所のイルカのコンテクスト習得

犯罪

性格

遊び

探究

６つの基準を満たす精神には、いかなる働きが可能か？

自律：

死：

目的志向性と選択の能力：

試行錯誤とよばれるストカステｲックシステム：

学習、記憶、負のエントロピーの蓄積
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Ⅲ 重なりとしての関係
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重なりとしての関係（１）
個を画する「境界」というものについて考えよう。一個の存在を括りとるもの

は何か。ものの境界を定めるものは何か。また、「学習」について考察しよう。

観念は差異の情報（報らせ）である。精神の内には、時間もなければ空間もな

い。「時間」「空間」という観念があるばかりである。個人を切り取る境界が

仮に存在するとしても、集合論の輪や漫画の吹き出しに近いものであろう。

自分の境界の変動という問題をここで取り上げよう。境界は複数あるとか、自

分に中心はないという発見に焦点をあてた話になる。

生きるということはどんなコンテクストの中に身を置くことなのか、というこ

との学習は、１個の生物の中で論じられるものではなく、２個の外的な生物間

の関係の問題として論じられねばならない。そして、関係とはつねに二重記述

の産物である。

相互作用に関わる２者は、いわば左右両眼のように、それぞれの単眼視覚をも

ち寄って、「奥行き」のある両眼視覚を作っており、その二重視覚こそが「関

係」と呼ばれるものなのだーというふうに考え始めることは発想として正しい。

「関係」の先行性、優位性を頭に叩き込んでおかない限り、例の誘眼素的説明

から抜け出すことは難しいのだ。



重なりとしての関係（２）
関係は、１個の人間の内側にあるものではない。１個の人間を取り出して、その

人間の「依存性」とか「攻撃性」とか「プライド」を云々してみても何の意味も

ない。

「相互作用」を記述するには、３つのユニットが必要である。

この３つの構成要素を

刺激 反応 強化

と呼ぼう。３項のうち、第２項は第１項に対する強化であり、第３項は第２項に

対する強化である。

実験心理学者が注目するところとは別に、コンテクストの学習というものが存在

する。それは関係もしくは相互作用と絡む二重の記述から新たに得られる学習で

ある。プライドに限らず、この論理階型に属する例は、一般に自己を正当化する

方向に働く。

これらはみな行動のカテゴリーなのではなく、行動のコンテクストの組成のされ

方のカテゴリーなのである。要するに、生き物同士の関係のメカニクスも、情報

の重なりと合成の特殊なケースとして見ることができる。そして、行動のシーケ

ンスは 低３つの ーそれよりずっと多いかもしれないがー ユニットからなる。99



１．汝自身を知れ
遊び：犬と人、イルカと人、

遊びで起こった一連の相互作用も、やはり進化するシーケンスである。

そして大切なのは、何が進化しているのかを見極めることだ。

ヒトーイルカといった異種間の遊びを、個々の行為の進化として記述

するのは誤りであろう。そこには何ら新しい行為項目は生じていない。

行為の背景となるコンテクストが新しいものへ進化しているわけでも

ない。

それでも何かが起こった。そう、行為のやりとりのパターンが発生し

た（または発見された）、そしてそのパターンが短時間ではあるにせ

よ持続した。つまり、行為のやりとりのパターンの上に自然選択が働

いた。あるパターンが他のパターンより長いあいだ生じた。

しっくりと噛み合うという進化が起こったのである。

この行為はプラクテｲスという呼び名がふさわしい。システム内部のみ

からの情報をもとに動く学習プログラムだといえる。
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２．トーテミズム

多くの民族は、自分たちの社会を考える際、自分たちだけで構成してい

るシステムと、動物も植物も人間もすべて包み込むより大きな生態学的・

生物学的なシステムとをつき合わせて得られる情報に頼る。つまり社会

についてのかれらの思考は、２つのシステムの重なりの中で形成される。

文字通り、インフォームされるわけだ。このアナロジーには、実際に似

ている部分もあれば、幻想によるこじつけの部分も、また幻想が社会構

成員にとらせる行動によって、現実に２つのシステムが似てくるという

部分もある。社会の形を決める１要因であるという意味で、これは形態

発生的な幻想と言ってよいであろう。

現在でも、トーテミズムを実践している人がわずかながら残っている。

例：コンラート・ローレンツ教授（動物たちに対する図抜けた感情移入の才）

この図抜けた才能によって、不公平といってよいほど彼は有利な立場に

ある。観察から得られる視覚的情報と同じことをやって得られる体感的

情報とを（意識的無意識的に）つき合わせて多くのことを読み取ること

ができるのである。
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３．アブダクション（１）

われわれは自分たちの住んでいる世界に、あまりに慣れっこになり、

その世界を考えるちっぽけな思考方式にはまりこんでいるために、例

えばアブダクションが可能だ ーつまり、世界のある出来事なり事物な

り（例＝鏡の前でヒゲを剃っている男）をまず記述し、その記述のた

めに工夫されたのと同じ規則にあてはまる類例を後から捜していくこ

とが可能だー ということがいかに驚嘆すべきことか、ほとんど気づく

ことなく暮らしている。

解剖学の例で言えば、カエルの体の構造を調べて、それを同じ抽象的

関係がわれわれ自身を含む他の生物にも繰り返し見られないかと捜し

ていく、そんなことが可能なのである。

このように、ある記述における抽象的要素を横へ横へと拡げていくこ

とを、アブダクションと呼ぶ。新鮮な目でこれを見るべきである。そ

れが可能であること自身少々薄気味が悪い上に、思いもよらぬほど広

大な範囲まで広がっている。アブダクションのない世界は思考停止の

世界である。 102



３．アブダクション（２）

ー隠喩、夢、寓話やたとえ話、芸術の全分野、科学の全分野すべての宗

教、詩、トーテミズム、比較解剖学における事実の組織ー

これらはみな人間の精神世界の内部で起こるアブダクションの実例、も

しくは実例の集体である。物象科学ですら、アブダクションを基盤に成

立していることは、ニュートンによる太陽系の分析や元素の周期律表と

いった歴史的諸例からあきらかであろう。

逆に言えば、アブダクションのない世界では、思考はまったく停止して

しまう以外はない。

ここでは、アブダクションという広大にして普遍的な事実の中でも、本

章のテーマである変化 ー認識論の根本的変化、性格の変化、自己の変化

－ という問題に対する側面だけに的を絞ることにする。われわれの認識

論が少しでも変化する時、われわれのアブダクション・システム全体が

変化せずにはいないだろう。その時、思考を不可能にする混沌の脅威を、

われわれは乗り越えなければならない。
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３．アブダクション（３）

アブダクションはすべて、事物や出来事や出来事の連続の、二重ないし

多重の記述としてみることができる。例えば、私がオーストラリアの１

部族の社会組織と、彼らのトーテミズムが前提とする自然界の関係図と

を検討する時、わたしはこれら2つの知識集体をアブダクテｲヴな ー同じ

規則の下に収まるー 関係をなすものとして見ていくことができる。一方

の形式的特質が、他方の中に、鏡像のように映し出されているだろうと

いう仮定が成り立つわけである。

生物の構造と機能、生物を取り巻く環境、それ自体は内的一貫性を備え

たアブダクテｲヴ・システムである。

生物界にあって、変化が生じるためには、二重の条件が満たされなくて

はならない。生物体の内部からくる一貫性の要請にも、外部環境の要請

にも共に応じるのでなければならない。

進化は、この二重要件または二重規定の板挟みのなかで進行する。
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注記：アブダクション（通説１）
アブダクションとは、

驚くべき事実 Cが観察される
しかしもしH が真であれば、Cは当然の事柄であろう、
よって、H が真であると考えるべき理由がある。

という推論形式である。

手短かにいうと、アブダクションは科学的探究のいわゆる「発見の文脈」（the context of 

discovery）において仮説や理論を発案する推論であり、帰納はいわゆる「正当化の文脈」（the 

context of justification）において、アブダクションによって導入される仮説や理論を経験的事

実に照らして実験的にテストする操作だ。つまりアブダクションの「拡張的」帰納は仮説や理

論を検証するための実験を考えることである。

アブダクションは 初にいくつかの仮説を思いつくままに提起する示唆的な段階と、それらの

仮説のなかからもっとも正しいと思われる仮説を選ぶ熟慮的な推論の段階から成り立っている。

第一段階として仮説は、どこから生まれるのか？ アイデアは頭の中から自然と涌いてくるもの

だ。何の法則も根拠も見えない。そこに創造的な飛躍があるのだとみなす。

帰納的飛躍は観察可能な同種の事象のクラスにおける部分から全体への一般化の飛躍であり、

これに対し、仮説的飛躍は人が直接観察したものからそれとは違う種類の何ものか、そしてし

ばしば直接には観察不可能な何ものかを仮定する創造的推測の飛躍である。

なぜヒトは「ひらめく」ことができるのか？なぜ人間は創造性を持っているのか? それは進

化生物学的に説明がつくとアブダクション研究者は考えた。生きていくための問題をとくため

には発想力が必要だ。アブダクションは人類進化の過程で自然に適応するために人間精神に備

わった「自然について正しく推測する本能的能力」なのだとした。
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注記：アブダクション（通説２）
「アブダクティブな示唆は閃光のようにわれわれに現れる」ということについて、パースはこ

の洞察の働きを、それは何か説明不可能な「非合理的要素」とか不可解な神秘的能力というよ

うなものではなく、自然に適応するために人間に本来備わっている本能的能力であるとする。

つまり、人類進化の過程のなかで自然の諸法則との絶えざる相互作用を通して、それらの自然

の法則の影響のもとで育まれ発展してきた人間の精神に備わる「自然について正しく推測する

本能的能力」であるという。

アブダクションでは、そうした「示唆的段階」で生み出したたくさんの仮説（アイデア）の中

から、

１ もっともらしさ もっともらしい理にかなった仮説
２ 検証可能性 実験的に検証可能な仮説
３ 単純性 より単純な仮説
４ 経済性 実験に経費、時間、思考、エネルギーが節約できる仮説

という基準でもっとも正しいと思われる仮説を選ぶ熟考的段階に進む。

科学的探究過程ではアブダクションに続いて、仮説を解明する演繹が続く。選ばれた仮説から

必然的または非常に高い確率で導かれる経験的帰結を導出するのが演繹であり、証明である。

そしてすべての考えられる帰結が集められたら、それらの仮説が経験的に正しいかどうかを帰

納法で判断する。科学は３つの推論を経て進歩してきた歴史だ。

「一般には仮説を形成することが科学的な仕事の中ではもっとも難しいのであり、偉大な能力

が不可欠となる部分である。これまでのところ、仮説を規則にしたがって発明することを可能

にするような方法は見出されていない。」とバートランド・ラッセルはベーコンの帰納法の限

界を批判した。

106



Ⅵ 大いなる確率的過程
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ステップ１：ラマルク説への反論（１）

進化とよばれるジェネテｲック（遺伝的）な変化も、学習と呼ばれるプロ

セス（習慣と環境に起因するソマテｲックな体細胞的変化を含む）も、と

もにストカステｲックなプロセスだという大前提に上に本書は立つ。

学習：個体を単位とするもの 適応的変化

進化：遺伝と個体群に内在するもの

この２つは論理レベルを異にする２つのストカステｲックなプロセスであ

る。このシステムの統合こそが、生命世界の命なのだ。

「獲得形質が遺伝する」というラマルク説に対する反論例。

（１）ラマルク説は、実験的裏づけに欠ける。

（２）体細胞と生殖質との間にはコミュニケーションはない。（ワイスマン）

（３）ラマルクの言う遺伝が自然界の法則だとすると、遺伝と学習を統合し

た大いなるストカステｲックシステムが停止してしまう。

問題のポイントは、遺伝的メッセージのロジカルタイピングがどうなって

いるかにある。
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ステップ１：ラマルク説への反論（２）

問題のポイントは、受け渡しされるとされる遺伝的メッセージのロジカ

ルタイピングに「それが論理的階型のどのレベルに属するのか」という

点にある。

遺伝的形質の様相が、次の３条件がそろっているところでは必然的に生

じるということを、見ていこう。

(a) 野生の個体群の遺伝子プールが通常極めて雑多なものであること。

(b) 個々の動物がなんらかの意味で適応的な体細胞的変化をできること。

(c)    突然変異と既存遺伝子のリシャッフリングとがランダムに起きるこ

と。

ただし、上のことが言えるためには、もう１つ条件がある。それは、同じ

表現型を得るのに、体細胞的な変化に依ったほうが得か、遺伝的な決定に

依ったほうがが得かという点が正しく見極められなければならないという

ことだ。すなわち、それぞれにおけるエントロピーの代価が比較されなけ

ればならない。観察データを欠くわれわれが、この問題にアプローチする

のに頼れるのは、常識とサイバネテｲックスに基づいた演繹である。
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ステップ２．１：用・不用

＜用＞ の結果が何らかの形で進化するかもしれないという考え自体に、

神秘的なところはない。しかしそれを子孫に遺伝させてしまったら、個

体の自由な適応能力がほんの数世代で完全に失われてしまい、現実に各

個体が自己修正的に体細胞変化を行っているという事実との間に、矛盾

が生じる。各概念の論理階梯型を明確にする必要がある。

少なくとも＜用＞に関する限り、話はそれほど複雑でない。与えられた

個体群一般が行っている体細胞的変化に馴染むような遺伝的構成をもつ

個体が、自然選択のさいに好まれるように進化のプロセスが進行する、

と考えればよい。

ソマテｲック（体細胞レベルでの）制御からジェネテｲック（遺伝的レベ

ルでの）制御への切り換えを行っても、生存の観点からみて割が合うと

いうのはどういう場合だろうか？

切り換えの代価は、先に述べた通り、柔軟性の欠落である。ソマテｲック

な変化といっても、そこには深さの段階がある。 110



ステップ２．２：用・不用
高山へ上ると順化（acclimation）が起きる。順化が多くの前線を巻き込むのに対

し、緊急措置の方は個別的でその場限りのものだ。順化するとは、生物が深いレ

ベルでの固定性を支払って、表面的な柔軟性を買い取るということである。

表面的なレベルで個々の直接的、具体的な要請に対処する体細胞的適応と、より

深いレベルで全体的な要請に対処する体細胞的適応が、階層構造をなしていると

いえる。この点は学習の場合とまったく同様だ。男の心臓は変化を蒙り、血液中

のヘモグロビン量は増加し、肋骨が囲い込む容積も呼吸の具合も変わる。これら

の変化は喘ぎよりずっと可逆性に乏しい。今度は平地に降りたとき、その男はな

んらかの不快感を覚えるだろう。

これは形式的な言葉できちんと言い表しておくべき問題である。一個の生物を記

述するのに必要とされる全命題を考えてみる。その数は幾百万に及ぶだろうが、

すべてループや回路によって互いに結び合わされ、相互依存の関係にあると考え

られる。･･･必要なのは、頭打ちの状態にある変数の上限または下限値を上下に

スライドしてくれるような遺伝的変化である。

体細胞的レベル（ソマテｲック）制御から遺伝的レベル（ジェネテｲック）のへ制

御り替えを行っても、生存の観点から割が合うとはどういう場合か？切り替えの

代価は、柔軟性の欠落である。（ソマテイックな変化の売り物は可逆性）
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112

ソマテｲックな変化

ソマテｲックな（体細胞的）変化から自然選択を通して遺伝子プールに届く情報

伝達について考える際に基本となる事項は以下だ。

ソマテｲックな変化は階型的な構造をなす。

その階層の 上段（もっとも抽象的で可逆性に乏しいレベル）が、遺伝的な変化

の生じるジェネテｲックな層である。

遺伝的変化がシステムを固定させるというマイナス面は、それまで体細胞レベル

で可逆的に対処していた環境が永久に変わらないという十分な確信ができるまで

その発動が延期されることによって、部分的なりと回避される。また、遺伝的変

化が表現型の変数に対し間接的にのみ働きかけることによっても、そのマイナス

作用は弱められる。遺伝的変化は、生体内のホメオスタシスの制御下にある表現

型各変数に直接働きかけるのではない。各変数のバイアスだけを動かすのである。

個々の表現型の変数を直接制御するレベルから、そのバイアスの制御へと踏み上

がることで、他の諸々の変化の可能性が同時に開かれる。クジラの太ももの大き

さの許容変域が移行するという発生には何十もの遺伝子が協調的にかかわったは

ずだが、だとすると、そのさい、太ももとは全然関係ない数々の器官で表現型の

変化が進行しただろう。



ステップ２．３：用・不用
体細胞レベルでのソマテｲック制御から、遺伝的レベルでのジェネテｲック制御

への切り替えを行なっても、生存の観点からみて割が合うのはどういう場合だ

ろうか？

ある人が海抜0メートルから海抜4000メートルに長期に移ったとき、何が起こ

るか？ 順化（acclimation）が起こる。心臓は変化を被り、ヘモグロビン量は増

加し、骨格が囲い込む容積も呼吸の具合も変わる。これらの変化は、喘ぎより

ずっと可逆性に乏しい。

必要なのは、頭打ちにある変数の上限値または下限値を上下にスライドさせる

ような遺伝的変化である。高次の論理階型に属するメッセージ（すなわち、よ

りジェネテｲックな指令）は、ソマテｲックな変数の変域を変えるにあたって、

その変数を直接的に指定する必要はないという点は、重要なポイントである。

想像するに、遺伝的メッセージは、動詞や名詞で書き綴られるわれわれの言語

とはまったく違った形で記されているのはなかろうか？発生プロセスへのDNA

の関与のメカニズムは、まだ研究が未開拓と聞くが、それが本格的に研究され

れば、DNAは関係以外の何物にも言及しないことが明らかにされるのではない

かと思われる。関係の両端にある、物質界に属する「もの」に対する言及 を

DNAは決してしないーそう私は推測している。
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ステップ３：遺伝的同化
遺伝的同化の実験：ウｵデｲントン

バイソラス遺伝子が４枚羽根のハエを誕生させる。

これが体細胞的変化によっても起こる。エチルアルコールでハエを酩酊させる。

一方、酩酊していない羽化の３０世代あたりから、４枚羽根のハエが現れる。

この実験は獲得形質の直接の遺伝を示す証拠をなにひとつ含んでいない。天文

学的規模の選択が４枚羽根になりやすい少数派を選り抜いたと考えるのが妥当

である。

論理レベルを上げてみる。

個体レベルで、環境と経験に起因するソマテｲックな変化が起こる。そのさい、

個体の遺伝子は、変化を被らない。

個体群レベルで、適切な表現型の選択がなされるとき、環境と経験はその選択

網にかかる。適応度の高い個体をつくりだすことができる。この限りにおいて、

個体群はラマルク的な遺伝の単位としてふるまう。

しかしながら、体細胞的変化が進化の方向を決めるパイオニアの役を果たすと

言うためには、論理レベルをもう一段登って、生物界をさらに広く見ていくこ

とが必要になる。すなわち、連携進化の視点にたつこと。
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ステップ４：体細胞的変化の遺伝的制御

遺伝子レベルと表現型レベルをつなぐコミュニケーションのもう１つの局面、そ

れは、ソマテｲックな変化がどんな遺伝的制御を受けるかという問題である。

いかなるソマテｲックな出来事にも、つねに遺伝子が何らかの関与をしている。

たとえば、日焼け。しかし、体細胞的変化を遂げる能力が身についていくという

ケースも考えられるし、事実、そのように複雑なことが ー まるで日焼けする能

力自体が変化するような変化が ー 起こっている学習プロセスも観察される。で

は、そうしたメタ変化を遂げる能力は、すべての場合、遺伝的に決定されている

のか？

そうかもしれないし、またこの高次の能力を変化させる、さらに高次の能力が絡

むのかもしれない。しかし、いかなるケースでも、こうした能力のヒエラルキー

が無限に続いていくことはありえない。つまり、いずれゲノムのレベルに達する。

しかもほとんどの学習・身体変化では、ソマテｲックな制御の段階を２、３段も

登ればゲノムのレベルに到達してしまうようなのだ。

遺伝的制御のもとにない表現型の特徴などはありはしないのだ。「この特徴を決

定するにあたって、論理階型のどのレベルから、遺伝的指令が発せられるのか？」

これが正しい問い掛けである。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（１）

発生と進化の関係は、トートロジーの運用と創造的思考との関係に重なる

ことは既に述べた。発生中の生物には新しい情報が必要とされないという

より、新しい情報がきてはならないのである。

発生のほぼ全過程で新しい情報が遮られなくてはならない。延々と行われ

てきた古いやり方をそのまま踏襲するのでなければならない。進化と学習

が発散的なのに対して、発生は収束を義務づけられる。

ということは、発生で新しい情報が必要とされるのは、ごく稀な、際立っ

たケースに限られることを意味する。逆に、情報の欠落が発育を著しく歪

め、奇形を作り出すこともあるはずである。そのような事例を捜していく

には対称と非対称という現象に的を絞っていくとよい。

カエルの未受精卵の観察に依れば、そこには左右対称体を作っていくのに

必要な情報（＝必要な違い）は何も見当たらない。極の分化はみられる。

すなわち、卵黄より原形質が優勢な動物極と、逆に卵黄の方が優勢な植物

極との間にちがいが存在する。しかし２つの極を結ぶ子午線間に、ちがい

はまったく見られない。カエルの卵は放射対称体なのである。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（２）

卵のどちらが動物極に、どちらが植物極になるかは、卵胞繊維内での卵

の位置か、あるいは卵が作られる 後の細胞分裂での分裂面の現れ方ー

それを決めるのも結局は卵胞内の母細胞の位置だろうがーによって決ま

ると考えられる。

未受精卵の側面に、つまり子午線側に、なんらかの区別がなければ、卵

子はどの子午線で囲まれた大円を軸面として左右対称体を作っていたら

いいのか「知る」ことも、「決める」こともできないだろう。１本の子

午線が他のすべての子午線から差異づけられるまでは、発生は始まりえ

ないのである。それはー必然的にー外界から、精子の突入という形でや

ってくる。精子は典型的には赤道のやや下から卵に入るが、その点と２

つの極とを含む面が、カエルの左右対称の軸面となるのだ。卵は 初に

その面を境にして分裂する。そして、精子の入った側が腹になる。

では軸面の決定に必要な情報が、DNAその他の形で精子に組み込まれて

いるのかというと、そうではない。ラクダの毛先でつついただけでも、

卵は騙されて分裂と成長を開始するのだ。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（３）

つまり、分裂と成長のためだけだったら精子など要らないわけだ。とに

かく違いが印されればよいのであって、何が違いをマークするかは問題

ではない。違いの刻印者がなければ発生は起こらないーこれが「無から

有は生じない」の、発生に関するバージョンである。

だが、話はこれで終わらない。成長したカエルでは体の内部はまったく

非対称になっているのだ。外肺葉（皮膚、脳、眼）と中胚葉（骨格、骨

格筋）はほぼ完璧な対称形をなしているのに、内胚楊の方（消化管、肝

臓、すい臓）は全然対称的でない。これはほとんどすべての脊椎動物に

共通した特徴である。

予想される通り、カエルにも内臓逆位（左右の逆転）が起こるがその確

率は極度に低い。人間の場合は、百万人に１人の確率だ。体内では、ふ

つうの人とは逆に、心臓の右側から大動脈が出て、左側が肺と結ばれる。

逆位が生じる原因は知られていないが、しかし現実に逆位が存在すると

いう事実は、器官の左右への振り分けが分子の左右非対称によって決定

されるのではないことを示すものである。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（４）

すべての分子がぴったり噛み合っていかなくてはならない生物体の中で、

一部の化学構造だけが逆転することはありえない。逆転するならすべて

が逆転しなければならない。それでは、左右を決定する情報はどこから

やってくるのか。卵子に左右を「正しく」（統計上の規範にかなうよう

に）指示する情報がどこかに存在しているはずである。

この情報が受精後に与えられる機会は、知られている限り、ない。まず

卵の排出、次に受精というのがカエルの生殖の手順だが、ひとたび受精

が済むと、分割期と胚発生初期を通じ、卵はゼリーのかたまりで保護さ

れてしまう。このことは、体の左右を決定する情報が受精以前に卵の中

に含まれているということを意味するはずだ。では論理的に考えて、こ

の情報はどんな形でやってくる（以外にない）のか？

「説明」の本質を述べた際に、左と右を辞書で定義することは不可能だ

と述べた。右か左かは指さす、つまり「直示的」に伝えるほかないので

ある。今、これと同じ問題を卵がどうやって解決しているのかを知る機

会を得たわけである。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（５）

解決法は原理的に１種類しかありえないと私は信じる。左右の情報を与

えるものが受精以前に卵の中に用意されており、どの子午線から精子が

突入するかに関わらず常に同じ側が「左」になるようになっているわけ

だから、卵上のすべての子午線が非対称に、同じように非対称に、でき

ていなければならない。

非量的・ベクトル的な意味で左右が非対称な関係の螺旋を考えると、右

の必要条件はもっとも簡潔に満たされる。すべての子午線を斜めに横切

り、すべての子午線に西と東の区別を与えるような螺旋である。

右手と左手、右足と左足の分化についても、問題は同様である。ところ

が、世の生物の中には片腕が２本あるとか、枝分かれした腕を持つとか

いう奇怪な個体もごく稀に存在する。その場合、この奇怪な一対の腕は

きまって左右対称の関係に収まっている。（ベイトソンー父ーのルール）

私はこの「ルール」を再検討し、発問の仕方に誤りがあるという見解に

到達した。
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ステップ５：無から有は生じないー発生版（６）

「どうして対称が１個分余分に現れたのか」とう問いかけではなく「ど

うして非対称が１個分足らなくなってしまったのか」という問いかけが

なされるべきだと考えたのである。

つまり、私はこの種の奇形は、情報の欠落または忘却から生じるという

仮説を立てた。左右対称体になるためには放射対称体になるよりも多く

の情報が必要とされ、非対称体になるためには左右対称体になる以上の

情報が必要とされる。側肢（たとえば人間の腕）が非対称になるために

は３つの方向に関して、向きの情報が必要になる。すなわち手の甲の方

向と掌の方向の区別、親指の方向と小指の方向の区別、指先の方向とひ

じの方向の区別が必要になる。３つ組の情報が揃ってはじめて、左手と

は違った右手ができるのである。そのうち一方向が逆転すれば、結果は

鏡に写して見たような逆転体になる。ところが３方向のうち１つに関す

る情報（差異づけ）が欠落したり忘れ去られたりした場合には、その肢

は左右対称の形しかとれなくなってしまうのである。

１つの区別が欠落するとき、非対称から左右対称が生じる。「無から有

は生じない」という公理も、この例では、少々入念な表現が必要なのだ。
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ステップ６：相同（１）

系統発生の描いてきた広大な図から、その下に横たわるプロセスを演繹し

よう。

２つの仮説をたてる。

形態の類似は、存在する。

形態は、進化の証拠ではなく、進化の残した結果である。

相同は進化のプロセスについて何を語っているのか？これがわれわれの掲

げる問いである。

変化の変数を遅速に分類するのにも、説明が必要だ。単なる進化の記述に

何を加えたらいいのか？唯一のヒントは、反復説にある。類似は相違より

旧いというこの点こそ、各生物が分岐システム上の点として互いにつなが

れているという仮説を証拠づけるものである。

大きさではない。形態が重要なのだ。ところで、この「形態」とか「パタ

ーン」という語が、現在われわれのいるコンテクストの中で厳密にいかな

る意味をもつかのか、それを定義するのは容易でない。
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ステップ６：相同（２）
われわれが捜しだそうとしているのは、進化の大騒動にもめげずサバイ

ブしていく（真でありつづけている）特徴の判定基準である。生物の特

徴の分類には次に２つが浮かぶ。

パターンの特徴か量の特徴か（類型論的か統合論的か）

連続的な特徴か非連続的な特徴か

ダーシー・トムソンを紹介しよう。類縁性をもちながらも対照的な形をし

ている２つの生物を取り出して、一方の形態（例えば、プロフィール）を

方眼紙などの直交デカルト座標の上に描く。するともう一方の形態が、そ

の座標を適度に伸縮・変形させるという簡単な操作だけで得られるのだ。

重要なのは、彼のすべての例で、生物の変形の仕方が、思いのほか単純で、

かつ体全体を通じて一定のものだったという点である。

変形がかくも単純で一律だということは、両者間の違いが、比較的小さな

遺伝子型の違いからきているにちがいないということを物語っている。さ

らに変形が体全体に及んでいるということは、関係する遺伝子がプライオ

トロピックな（つまり表現型の大きな部分ーおそらくは全体ーに作用する）

ものであり、その意味で体全体のハーモニーを司っていることを推測させる。
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ステップ６：相同（３）
われわれは、生物進化という名の壮大な精神プロセスと、創造的思考との間に

パラレルな関係を探るプラトニックな研究の旅に出た。ならば、あらゆる例に

ついて、次に疑問を投げかける価値があるはずだーこの現象を見ているわれわ

れの見方が、現象自体を組織しているシステムの中に何かパラレルな形で現れ

てはいまいか？

表現型を決定する遺伝的メッセージや固定的な信号の中に、「類型論」的な思

考と「統合論」的な思考とを分つような一種のシンタックスが内包されてはい

ないだろうか？動物の形態を決めるメッセージ自体の中に、類型色の強いもの

と統合色の強いものとの別があるのではないか？

ダーシー・トムソンの図が示しているのは、

（a）比較的安定したトポロジカルともいいうるパターンを動物は持って いる。

そしてこれらのパターン的特徴は、

（b）比較的不安定な量的特徴（図で次々に変わっていく部分）が変化してもそ

の衝撃に動ぜず、一定のまま留まる。

動物の特徴は事実別個の種類に分かれること、そして系統発生的相同とは、この

うちより安定した疑似トポロジカルな基づくものであること、この２点が浮かび

上がってきたわけだ。
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ステップ７：適応と耽溺

自然選択を信頼して、自由放任を主張することがいかに甘く、ナイーヴなことかを

感じ取っていただくために、システム破壊的なパターンの数々をご覧に入れよう。

１．システム内の革新的変化が起きると、その変化を不可逆的にしてしまうことが

ある。

２．システムがランナウェイ現象を起こすことがある。

３．変革がシステム内部に複数の変化を引き起こし、新たな適応を強いることが

ある。

４．システムの柔軟性（正のエントロピー）が消尽されることがある。

５．適応種が蔓延って、自分の生態的地位を破壊することがある。

６．短期的好ましさが長期的な破壊を招くことがある。

７．変革を遂げた種や個体がまわりの種や個体に依存する必要がなくなったように

振舞い始めることがある。

８．変革を遂げると、耽溺のプロセスにはまることがある。軍拡競争、中毒、･･･

どの破局例にも、論理レベルの誤算が関係している。これらのプロセスがどのよう

なダイナミックスに従って進行するのか、われわれは何１つ体系的知識をもってい

ないのだ。 125



ステップ８：確率過程・発散過程・収束過程

すべての革新的、創造的システムは発散する。逆に、予測可能な出来事

の連続は、その予測可能性の故に、収束する。

発散するシステムがすべてストカステｲックな性質をもつわけではない。

ストカステｲックと呼ぶためには、そのプロセスにランダム源からの供

給があることに加え、プロセス内部に一種の比較装置がくみこまれてい

なければならない。進化で「自然選択」、思考で「好み」ないし「強化

」、と呼ばれるものが、この比較装置に相当する。

システムの変化が速く進みすぎないよう、次の３つの要因による歯止め

が掛かっている。

a 体細胞的変化と遺伝的変化とを分断するギャップ。これが体細胞

的適応の軽率な非可逆化を食い止めている。

b   有性生殖。これは子の表現型が発現する前にDNAレベルで起こる

「自然選択」だといえる。

c 発生。これは収束的システムであり、革新を拒む。発生中の胚は、

それ自体が保守性を選り好みするコンテクストとなっている。
126



ステップ９.1：２つの統計的系の比較合成

ここでは、レベルの異なる２つのシステムをより精密に記述し、それぞ

れの働きを別個に吟味し、これら２つのシステムが合体したより巨きく

トータルな進化システムの吟味を試みる。

どのサブシステムも２つの構成要素からなっている。まずランダムな要

素があり、次にランダムに生じるものを選び取る選択プロセスがある。

ダーウィン主義者たちのランダムな要素は遺伝的変化である。突然変異

、遺伝子のリシャッフリング、いずれによるものであれ、ジェネテｲッ

クな変化はランダムに起こる。このレベルの変化は環境の要請とも生物

体内のストレスとも無関係に進むこと、しかしランダムに生じるさまざ

まな選択機構には、各生物の内的ストレスも、外的環境にも関与するこ

とーこれがこの章の２大前提であった

胚が卵や母胎の内で保護されている以上、発生が一定の段階に到達する

までは、外的環境による新規者淘汰の働きは及んでこない。これは極め

て重要なポイントである。2 つのストカステｲック・システムが分離して

いったそもそもの原因は、ここにあるのである。
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ステップ９.２：２つの統計的系の比較合成

未熟な子供の保護という方法をとるにせよ、天文学的な数の出産という

方法をとるにせよ、多くの生物種において、新しく生じるものは、まず

初に内的な諸条件によるチェックを受けて絞り込まれる。この激しい

検閲の中で、新しいものが生き残ることは可能なのか。成長中の胚は新

しいカタチを取り入れることができるのか。問題は、胚の持つ体細胞的

柔軟性という点に帰結する。とりわけ、有性生殖においては、受精のさ

いに染色体がマッチングによるチェックを受ける。

受精に引き続き展開される発生という限りなく複雑なプロセスにおいて

も、逸脱者排除の検閲は続いていく。エピジェネシスという語において、

強調しておいたように、発生とは土台をなすものと上乗せされるものと

の合体の連続ーすなわち互換性のテストの連続ーである。積み上げのど

の地点でも、土台をなすものに性的に成熟した表現型をつくり出すため

の必要条件は必ずそろっている。そうでないものは、それ以前に排除さ

れているわけだ。

新しいものが旧いもの以上にひどくないこと、これが常に大切なのだ。
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ステップ９.３：２つの統計的系の比較合成
次に第２のストカステｲックなプロセスの検討に移ろう。こちらは対照的

に、外界への適応（すなわち、表現型と環境の相互関係）に直接根ざすも

のである。ここで働くランダムな要素とは、環境と表現型との相互作用か

ら発生するものである。環境の変化がいかなる獲得形質を生物にもたらす

か、ということは予測可能である。ところが表現型（体細胞的レベルにお

ける生物）と環境とを１つのシステムとしてみるとき、そこに1つの予測

不可能性が絡んでくる。

この相互作用システムでは、まず環境と生物体内のプロセスとが、とるべ

き体細胞的変化を提案する。その中には生物が許容できる変化もあれば、

許容できない変化もある。その可否を決めるのは、遺伝的に決定されたそ

の時点での生物のありようである。

要約すれば、表現型と環境とのコンビネーションによって第２のストカテ

ｲックシステムのランダムな構成要素ができ、それが変化を提案し、その

提案された変化を遺伝的状況がーあるものは認め、あるものは禁ずるとい

う形でー処理するといえる。遺伝的変化の方が体細胞的変化を制限する。

ある変化を可能に、ある変化を不可能にする。
129



ステップ９.４：２つの統計的系の比較合成

この図式が誤ったものでない限り、個体も個体群も、つねに変化の用意

が出来ているということになる。うまい具合に突然変異がおこってくれ

るのを待っている必要はない。･･･

進化に要する時間はシオドシューズ・ドブジャンスキーが発見したよう

に、進化の単位を個体群として、個体群のなかに広範な遺伝的可能性が

貯蔵されていると考えることで、大幅に短縮されるのである。環境によ

る選択は、個体群に働き、そこから体細胞的変化の潜在能力を選びぬく

ものなのである。

以上、ジェネテｲックなレベルで新たに生じてくるものをまず 初にチェ

ックする内的な選択について述べてきた。

進化というトータルな図が、２つのストカステｲック・システムのそれぞ

れの選択部から別個に打ち出されてくる方向の組合せの上に描かれるもの

であることは、これで明らかだと思う。次に、２つのストカステｲック・

システムが、両者が合体してつくる進化のプロセスに対し、それぞれ独自

にどんな寄与を果たしているかという問題を考えよう。
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ステップ９.５：２つの統計的系の比較合成

さらに言えば、変化への可能性をポテンシャルに秘めている点、個体の

ゲノムは適応の選択肢の貯蔵庫であるのだ。

同様に、第1のストカステｲック・システムの方にも、多数の選択肢と蓄

えがある。個体群の遺伝子プールは、今日では、強度に雑多な遺伝子の

寄せ集まりであると考えられている。

いかなる野生個体群も、選択の圧力を受けた時、遺伝的経路の巨大な貯

蔵庫の中から適切なものを選び取ることができる。これはウｵデｲントン

の遺伝的同化の研究が明らかにしたことである。

進化に要する時間はシオドシューズ・ドブジャンスキーが発見したよう

に、進化の単位を個体群として、個体群のなかに広範な遺伝的可能性が

貯蔵されていると考えることで、大幅に短縮されるのである。環境によ

る選択は、個体群に働き、そこから体細胞的変化の潜在能力を選びぬく

ものなのである。
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ステップ９.６：２つの統計的系の比較合成

２つのストカステｲック・プロセスの時間構造は必然的に相違する。DNA
が一部ランダムな攪拌を受けた場合、受精の瞬間にはもう新しい状況がつ

くられているわけだが、それが外界への適応に役だち始めるまでには、か

なりの時間経過を持たなければならない。閉ざされた世界での保守的な検

閲なのである。この内的なストカステｲック・システムによる新奇性の排

除の結果として、生物の部分間の内的関係に形態的類似（＝相同）がいた

るところに現れるのである。さらにこの内的選択がどんな種類の相同を

も好むかということも予測可能である。すべての生物の細胞が驚異的な類

似性を見せている。ということは、まず 初に細胞の相同から確保される

ということを物語ってはいまいか。 ･･･ これの非常に強い形態的類似は、

発生の大もとで保守性を守り通している内的選択の働きによるものである。

あれほど反論や懐疑の視線を受けた反復説には正当な根拠があったのだ。

それは否定的な形をとるー経路の始まりで道を逸脱する方が、あとの段階

で逸脱するより難しい（成功の確率が低い）からである、と。 132



ステップ９.７：２つの統計的系の比較合成

変化のメカニズムは、新種の許容とか創造とかいう単純なものではない。

提案される変化がそのメカニズムにかなった変化のクラスに属するもので

あるかどうかの決定が、絶え間なく続いていくのである。ジェネテｲック

なレベルで起こるランダムな変化を内的な生存性のフィルターにかけて絞

り込む、そのシステムを通して、系統発生的相同生物界のいたるところで

現れるのだ。

もう一方のストカステｲック・システムの考察からはだいぶ違った図が得

られる。体細胞的変化（かの「獲得形質」）は一般に適応的である。ソマ

テｲックなレベルでの適応によって、ジェネティックな変化のためのコン

テクストが用意される。

体細胞的変化に共通する特徴のうち、まず明らかなのは、それがすべて量

的（アナログ的）なものだという点である。第１のストカステｲック・シス

テムにおけるランダムな遺伝的変化と第２のシステムの反応的な体細胞変

化との比較から、またもや量はパターンを決定しないという一般則にであ

う。
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ステップ９.８：２つの統計的系の比較合成

生物進化の複合ストカステｲック・システムと思考のプロセスを比較して

みよう。

二元論的神学のほぼ逆をいくことで、プラトニズムが今日でも可能となる。

進化の背後に、全知全能のデザイナーを置く代わりに、思考もまたストカ

ステｲックな過程であると捉えるところから、生物形態の変遷と精神プロ

セスとの間のパラレル関係が浮き彫りになるのである。

試行錯誤を限りなく繰り返しながら前進する精神の探求プロセスが、新し

い考えに到達しうるためには、思考の道筋がランダムに提示されることが

必要条件である。そしてそのうちの一部のみが（実際に試された時）生存

（のごときもの）に役立つよう選び抜かれることになる。

創造的思考が根本的にストカステｲックな過程だと認めたとき、人間の精

神プロセスと進化の共通点が浮かんでくる。では、思考もまた、２つのス

トカステｲック・システムに分かつことができるだろうか？一方のランダ

ムな要素がデジタル的な性格をもち、もう一方のランダムな要素がアナロ

グ的な性格をもつように？
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ステップ９.９：２つの統計的系の比較合成

この問題を考えるもっとも簡潔な方法は、まず 初に、思考の結果を統御

し制限する選択プロセスを捜すことだ。思考の産物はいかなる方法でテス

トされるか？２つの馴染みの方法が思い当たるだろう。

まず、一貫性のテスト。脳の内部で進行するこのストカステｲック過程と、

先に見た進化の第１のストカステｲック過程（ランダムな遺伝的変化に内

的選択が働いて新旧両者の画一性をある程度保障する過程）との間には、

驚くほど、緊密な対応がみられる。

発生と創造的思考とを対比づけたさい、私は、発生においては新しい情報

はすべて遮蔽されなければならないこと、また発生の進行過程がトートロ

ジーの基礎部分で定理が作られていく過程に類似していることを指摘した。

つまり、発生の全過程を、一種のフィルター －成長中の個性が順応すべ

き基準を押し付ける厳格で口やかましい検閲者 －と して見ることが可能

だということである。
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ステップ９.1０：２つの統計的系の比較合成

脳の中で進行する思考過程にも同様なフィルターがあり、個性組織の中で

働く発生と同様、論理に似た（つまり、定理作成のためのトートロジーの

積み上げに類似した）プロセスをもって順応を強いている。思考過程にお

ける＜厳格さ＞は、進化における＜内的一貫性＞に対応する。

思考や学習を司る脳内部のストカステｲック・システムは、ランダムな遺

伝的変化が発生の過程でふるい落とされていく進化のサブシステムと密接

に類似している。これが第１の結論である。

学習と創造的思考のもう１つの、１個の脳だけでなくまわりの世界をも

包むプロセスに目を移すと、そこにはもう１つのプロセスー経験が、習

慣と体細胞の変化を強いることによって、生物と環境との間に適応と呼

ばれる関係を作っていくプロセスーとの類似性を見ることができる。

生物の行為はすべて、何かしら試行錯誤的な面をもつ。その行動には、多

少なりとも場当たり的な、ランダムなところがなければならない。
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ステップ９.1１：２つの統計的系の比較合成

と同時に、学習には、これまた体細胞的変化と同様、習得されることを選

り抜く（ある学習を容易に、別な学習を不可能にする）選択の機構が働い

ている。それらの限界や容易化の要因は、外界にもあれば、生物の内側に

もある。ある時点でどんな学習が容易におこり、どんな学習が無理かは、

それまでに何を学習したかにかかっている。そこで習得能力を習得すると

いうことが起こる。

しかし環境の要請に即応してどこまで変わりうるのか、という限界が、

終的には遺伝的に決定されている。つまり論理レベルを一段上がるごとに、

一枚ずつ皮が剥がれ、遺伝的制御の芯が現われてくる。

後に、分析のために切りなした２つのストカステｲック・プロセスを合

体する作業が残っている。両者の間にはどんな形態的な関係が存在するの

か？
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ステップ９.1２：２つの統計的系の比較合成

根本の問題は、デジタル的なものとアナログ的なもの、名前とその名で呼

ばれるプロセスとの間の対比にある、とわたしは考える。しかし、名づけ

るということ自体、１つのプロセスである。しかも分析者であるわれわれ

の側で起こるだけでなく、分析の対象であるシステム内部においても、深

く、意味深く進行しているプロセスである。そこでは関係の名づけが行わ

れている。

ここまでは、ラッセルの『数学原理』に沿って考えていくことができる。

しかし、名前のヒエラルキー、クラスのヒエラルキーといった空虚な観念

で満足してはいけないのだ。

いまわれわれは、デジタル的な（つまり名づけの）諸階梯とアナログ的な

諸階梯とを前にして、両者の合体の理論、相互反応の理論を模索している。

直線的な論理階型の梯子はもう捨て去るべきだ。名づけのプロセス自体が

名づけられるのであれば、２種類の梯子の交錯を新しいパラダイムとして

思考を進めていかなければならない。
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ステップ９.1３：２つの統計的系の比較合成

２つのストカステｲック・システムを再度合体させるためには、両者を互

い違いに現れるものとして見なければならない。『数学原理』では同一ス

テップ（名前の名前の名前･･･）からなりたっていた梯子を、２種類のス

テップが交互するものとして捉え直さなければならない。名前から名前の

名前に登るためには、名を名づけるプロセスを通過しなければならない。

クラスが名づけられる前に、クラスづくりのプロセスがこなくてはならな

い。
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Ⅶ 分類から過程へ
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分類から過程へ（１）

説明とは何か？説明の少なくとも１種類は、プロセスまたは現象集合に

１つの抽象的なトートロジーをあてがい、その上に記述をマップするも

のであるというのが私の主張であった。（Ⅲ）これ以外の種類に属する

説明が存在するのか、あるいは説明というものはすべて、突き詰めれば

私の定義に近い線にたどりつくのか、その点は定かではないけれども。

精神の中には、ニューロンもなく、あるのは豚やココナッツについての

観念ばかりである。ということは、精神と精神の算定するものとの間に、

一定の相補的な関係が常に存在するということである。コード化、また

は表象と呼ばれるプロセス自体が、論理階型を一段踏み上がるものなの

である。豚から豚の観念へ、名づけられるものからものの名前へーこれ

は実に遠大な一歩である。

いずれにせよ、私のいうトートロジー対説明されるものというのに類す

る関係が、われわれの探索している世界に広く深く滲みわたっている。

これは何とも奥深い真実であるような気がしてならない。
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分類から過程へ（２）

とすれば、説明というものを単に「記述とトートロジーとの突き合わせ

」というような、それ自体誤りではないけれども、ヒトという単一の種

にしか適応しにくい限定的な定義からすくい上げなければならないだろ

う。確かにイヌやネコが論理を駆使して生きているふうには見えないが、

連中とて世界をあるがままに受け入れているわけではない。

そもそも知覚すること自体、論理階型を踏み上がることなのである。イ

メージの一つ一つが、幾つものレベルにわたる複雑多岐なコード化とマ

ッピングとの集大成なのだ。

この一般論を生物進化の領域にあてはめる前に、これまでトートロジー

と呼んできたものを形態という概念に対応させ、また説明すべき現象自

体をプロセスという概念に対応させることによって、形態とプロセスと

の関係を把握しておくことが必要である。形態とプロセスとの関係は、

トートロジーと記述との関係に一致するのである。
142



分類から過程へ（３）

つまり、１つの二分法が、「外」なる世界を科学するわれわれの精神を

区分けすると同時に、その分析の対象である現象間の関係をも特徴づけ

る。論考するわれわれと論考のテーマとを分かつ柵を突っ切って１つの

二分法がなりたつ。ものそれ自体も、お互い同士の間に、もの対われわ

れの関係に類する関係を秘めている。もの同士も（生きているものさえ）

互を直接に経験しあうことはできない。生きた世界を理解していくため

には、まずもってこのことを第１の公準に据えねばならない。

われわれに有無を言わせぬリアリテｲが（きわめて広い意味での）観念

の側にあるということ、この前提に立つことが決定的に重要である。わ

れわれに知りうるのは観念のみ、他には何一つ知りえない。観念同士を

結び合わせる規則性（いわゆる「法則」）こそが、「真理」と呼びうる

唯一のもの、かの「永遠の真理」にわれわれが近づきうる限界なのであ

る。

ニューギニアの１文化について行った分析のプロセスを、以下述べる。

（ルース・ベネデｲクト、マーガレット・ミード）
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分類から過程へ（４）
私は彼女らの類型論から離れ、プロセスを追っていくことになった。イ

アトムル族男女の基質の研究において、気質の差を生むものとして、男

女間の相互作用に眼が向いた。単なる分類ないしは類型づけから一歩進

んで、類と類とが差異づけられていくプロセスの研究に進んだ。

しかし、このプロセスの上に、さらにプロセスの類型がある。類型を生

むこれらのプロセスを一括して分類生成と名づけた私は、今度はその分

類にとりかかり、これが大きく２つに分けられることを明らかにした。

分裂生成を煽る（各個人の性格を決定し、耐え難いストレスを生じさせ

る）可能性を秘めているという点で共通する一群の相互反応プロセスが、

２つの大きな属に ー対称型と相補型ー 分かれることが明らかになったの

である。

「対称型」と名づけたのは、競争、張り合い、ライバル関係という形で

捉えうる相互作用である。一方、支配するー服従する、披露する、－見

物する、頼るー世話をするというように、ABの行動が相違しつつも、互

いを支えあうような相互反応の連鎖には「相補型」という名を与えた。
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分類から過程へ（５）

トートロジー 記述

＜形態＞ ＜プロセス＞

キャリブレーション フィードバック

主題間の相互作用

相互作用の主題の型

（対称型・相補型）

類型を決定する相互作用

男女の類型化

行動の記述

イアトルム族文化の分析の諸段階。矢印は私の論の方向を示す。 145



分類から過程へ（６）

論理階型なる概念を抽象論理の領域から取り出し、現実の生物界の出来事

を、階型的パラダイムの上にマップしていこうとするとき、その作業はク

ラス、クラスのクラス、クラスのクラスのクラスというふうに階段を垂直

に駆け上がるものにはなりえない。精神システム、生物システムを相手に

した場合には、その梯子は必然的に形態とプロセスとの弁証法的ジグザグ

梯子という形を取らざるをえない。

具体的に言えば、まず知覚自体からして、このパラダイムに従うようであ

る。学習のモデルも、この種のジグザグ型パラダイムの上に築くべきだろ

うし、社会生活においても、愛と結婚、教育と地位との関係が、やはり同

種のパラダイムに必然的にしたがうと思われる。進化に目を向けても、体

細胞的変化と系統発生的との関係や、ランダムなものと選択されるものと

の関係があり、さらに変異と種分化、連続と非連続、数と量という抽象的

レベルにおいても、同様の関係がひろがっているようである。

この主張を裏づけるにあたって、まず１組の対立概念を導入しておきたい。
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分類から過程へ（７）
ライフルを使う場合が第１の方式である。ライフルでは一組の照準器が的のはず

れ具合を知らせてくれる。ズレの修正の繰り返しで照準があう。ただ１回の発砲

の中で自己修正がなされる。＜フィードバック＞である。

他方、飛んでいる鳥を散弾銃で撃つとか、隠し持った連発拳銃で敵を狙うといっ

た場合には、照準の修正は不可能である。この場合には、まず感覚諸器官を通し

て種々の情報を収集し、それに基づいて計算を行い、その（大まかな）答えに基

づいて発泡するしかない。その際１回の発砲行為の過程で、狙いのズレを修正す

ることはできない。修正は数多くの行為のクラスに基づいて行うほかはない。

＜キャリブレーション＞

＜キャリブレーション＞と＜フィードバック＞とは、高次の論理階型と低次の論

理階型の関係に類する関係にあると考えられる。散弾銃を使うさいの自己修正は

練習（過去の試技のクラス）からのみ可能だということが、その根拠である。

狙いを定めるという点に限っていえば、両者の間には、個々の事例対複数の事例

のクラスという論理階型の対照と覚しきものが、明確に見てとれる。また、＜キ

ャリブレーション＞とは、形態とか分類という語で呼ぶ範疇に属し、＜フィード

バック＞とはプロセスに相当するらしいことも見えてくる。 147



分類から過程へ（８）

この３つの二分法の関係をここで明確にしておかねばならないようだ。

（１） 形態 ー プロセス

（２） キャリブレーション ー フィードバック

（３） 高次論理階梯型 ー 低次論理階型

（１）と（２）は同義であるが、（３）はそれ以上に複雑なものと見なく

てはならない。構造を決定するものとしてプロセスがあり、プロセスを決

定するものとして構造があることが明らかなとき、２つのレベルの構造は、

プロセスの記述を経て始めて関係づけられるとしなくてはならないだろう。

この関係がすなわちクラスからクラスのクラスへというラッセルの抽象的

ステップに対応する現実世界のステップだと私は考える。

フィードバックとキャリブレーションとの関係を階型的な構造において把

握するために、暖房炉とサーモスタットと住人からなる屋内温度調節シス

テムを考えよう。次図で、梯子をジグザグに上がるにつれて、広い領域が

関わりを持ってくる。これは各レベルにおいて感覚器官の収集する情報の

論理階型が高くなっていくことの表れである。他の例：交通取締り。
148



分類から過程へ（９）

＜キャリブレーション＞ ＜フィードバック＞

個人的地位等

個人の遺伝的特質および訓練

個人的閾

「寒すぎる」または「暑すぎる」

バイアス

上下する温度

屋内温度制御の諸段階。 矢印は制御の方向を示す。 149



分類から過程へ（１０）

ラッセルが抽象世界で築いた単純な論理階型のパラダイムを、現実世界

に移し替えるとき、他にどんな問題が絡まってくるかーライフル射撃と

散弾銃射撃の学習を比較する中で、次に考えていこう。どちらの銃操作

もサイバネティックな、自己修正的な行為の連続だという点では変わら

ないが、その行為連続を学習のコンテクストとして見た場合、両者の体

系的な差異が浮かび上がってくる。

ライフルの場合、話は簡単である。銃身の方向と標的の方向とのズレ（

修正すべき誤り）は、照門から見た照星と標的との差という形で情報に

なっている。射手は誤差の情報を受けてこれを修正し、新たな誤差の情

報も受けてこれも修正し、 終的に誤差ゼロまたは 小限との情報を受

けて発砲する。この修正と情報受信の回路は、時には何周も巡られる。

しかし、１周目で起こったことが情報として２周目に持ち込まれないー

その必要がないーという点、ここが重要である。今現在の知らせ、これ

が関連ある情報のすべてなのである。ライフルの射手は自己をつくり変

える必要がない。
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分類から過程へ（１１）

散弾銃の射手にとっては、状況はまるで違っている。ここでは狙いを定

めることと発砲することはイコールであり、両者の間に修正プロセスを

介在させることはできない。照準＝発砲という単一の行為をやってみて、

その成否を次回の情報として送り込むしか上達の道はないのである。そ

して改善を要するものが動作と操作の全体に渡る以上、この情報も、操

作と動作の全体についてのものでなくてはならない。

２回目の試技では、新しい標的の位置に関する情報に、前回の撃ち方に

ついての情報及びその結果についての情報を加味した上で、今度はどう

撃つべきか計算をしなければならない。さらに別の標的が来る３回目（

サイバネティック回路の３周目）では、理想的には、１回目と２回目の

果の差異に関する情報が利用されるべきである。

ライフルの射手がめぐるサイバネティック回路はその都度新しい、分離

した回路である。これに関連する経験のすべてから引き出した情報のコ

ンテクストの中に、入れ子式にはめ込んでいくことによって、技術の蓄

積を図らなけれならない。
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分類から過程へ（１２）
「論理階型」という概念も、数学・論理学の抽象世界から、喧しい生物

界の生きた現実へ移植すると、大分様相を転じるようだ。クラスのヒエ

ラルキーに代わって現われでたのは、再帰性の等級（オーダー）だった

というわけである。

世界はキャリブレーションによって 終的にセットされている、と見た

がる人間はいつの世にも絶えない。その一方で過程すなわちフィードバ

ックしか眼に入らない人たちもあとを絶たない。 ･･･ キャリブレーショ

ンの本質は、つまるところ停止にある。流転する世界をセットすべく定

点をあてがうことにある。この問題の解決は、時間というものをどう捉

えるかにかかってくると私は考える。

散弾銃の射撃訓練が非連続なのは、発砲から一定の時間を経て、始めて

情報（キャリブレーションに必要な、自分に関する情報）の収集が可能

になるという必然による。この点、散弾銃の発砲と操作との関係は正に

ニワトリとタマゴの関係に等しい。散弾銃の学習が非連続である必然性

はこれでおわかりだろう。学習が起こるのは発砲の瞬間だけ。互いに分

離した瞬間的学習が、順次積み重ねられていくのである。
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分類から過程へ（１３）

同様のことが、サーモスタットによる温度制御システムについても、法

令施行システムについても言える。これらもまた、時間に関わる理由か

ら、必然的に非連続なものとなる。ある出来事が、別の種に属する出来

事を集めたサンプルの特性に依存するとき、そこにはサンプルが集まる

までの時間の経過がある。この経過時間が、依存する出来事に終止符を

打ち、１つの非連続を生むのだ。しかし、もちろん、物理的因果関係の

みからなる世界にこのような「サンプル」は存在しない。それはあくま

でも記述のつくりもの、精神によって創られ、精神プロセスを形づける

精神世界の居住者である。

感覚と組織とコミュニケーションの世界は、非連続なしには、閾なしに

は考えられない。感覚器官が差異の知らせしか受信できないものである

限り、そしてニューロンが発射するかしないかのどちらかである限り、

生ある精神世界の組み立てられ方の特徴として、閾が現れるのは必然で

ある。
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用語解説抜粋（１）

遺伝子型：

表現型（その項）の決定に遺伝的に寄与する、製法と禁止条項の総体。

表現型：

現実の生物体の記述を構成する命題の集合体。現実の生物の外見及び

特徴。

エネルギー：

本書では、＜エネルギー＞という語を、質量と速度の自乗との積（MV2）

という次元をもった量を意味する語としてのみ用いる。

エピステモロジ―（認識論）：

科学の１支流と哲学の１支流が合流したもの。個々の生物または生物

の集合体が、いかにしてものごとを知るのか、考えるのか、決めるの

かを考察するのが、その科学的な面。知る過程、考える過程、決める

過程に必然的な限界を考察するのが、その哲学的な面。
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用語解説抜粋（２）

エントロピー：

任意の集合体について、その構成要素間の関係のゴタマゼの程度、選

り分けられていない程度、差異のなさの程度、予測不能性の程度、ラ

ンダムさ（その項）の程度をいう。負のエントロピーは、ある集合体

がどのくらい秩序づけられているか、予測可能かという程度を指す。

物理学では、利用できるエネルギー量に関係するとされている。

観念：

本書のエピステモロジ―においては、精神過程の 小単位は、差異、

区別、または差異の知らせである。日常生活では、観念という語はこ

のような単位の複雑な集合体を指し、カエルの左右対称とか、単一の

ニューロン・インパルスとかを「観念」と呼ぶことはあまり、一般的

ではないようだが。

情報：

差異を生む差異はすべて「情報」である。 155



用語解説抜粋（３）

相同：

Aにおけるある部分間の関係が、Bにおける対応する部分間の関係に類

似するとき、その形態上の類似をいう。このような形態上の類似は、

進化上両者が何らかの関係にあった証拠と考えられる。

ソマテｲック（体細胞的）：

生物体の特徴について、それが個体の一生の間に環境の衝撃または習慣

によってもたらされたことを強調したいときに、その特徴はソマテｲッ

クな起源をもつという。

リニアとリニアル：

リニア（線形性）とは直交平面座標で直線を描くような２変数間の関係

を表す数学用語。リニアル（直線性）とは、一連の因果現象または議論

が出発点に戻ってこないような関係を表す語。リニアの反対はノンリニ

ア（非線形性）、リニアルの反対はリカーシヴ（回帰性）。
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用語解説抜粋（４）
突然変異：

現在の進化論では、子が親と異なるのは次の理由によるとされる。

１ DNAの変化。これが「突然変異」である。

２ 性的融合の際に起こるリシャフリング（組み替わり）。

３ 環境の圧力、習慣、年齢等に応じて個体がその一生のうちに獲得す

るソマテｲックな変化。

４ 体細胞分離すなわち発生の過程で遺伝子の欠落またはくみ変わりが

起こり、その結果、組織が遺伝的構成の異なるものに分離すること。

遺伝的変化は常にデジタルなものであるが、現代の理論は一般に小

さな変化が進化をつくる素材であるという考え方を（正当な理由に

よって）とっている。小さな突然変異が幾多の世代に渡って積み重

なって著しい変化を生むという仮説である。

プロクロニズム：

生物はその形態の中に過去の成長の記録を留める、という一般的真実。

プロクロニズムと個体発生の関係は、相同（その項）と系統発生との関

係に等しい。
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用語解説抜粋（５）
論理階型：

１ ものの名前は名づけられたものとは違う。ものの名前は名づけら

たものより、一段高い、別の論理階型に属する。

２ クラスはそのメンバーより一段高い、別の論理階型に属する。

３ 屋内温度調節装置のバイアスから出される指令、またはそこから

生じる温度調節は、直接的な温度調節より高次の論理階型に属す

る。（バイアスとは壁に取りつけられたダイアル装置で、それを適当な

温度にセットすることにより、家の温度はその前後を上下する。）

４ タンブルウィード（秋に根元から折れて地上を転がる雑草）という言

葉は、灌木とか木とかいう言葉と同じ論理階型に属する。それは

植物の種や属の名前ではない。成長のしかたや種子散布の型によ

って、分類されたものである以上、綱の名前である。

５ 加速度は速度より高次の論理階型に属する。

エピジェネシス：

発生が各段階でその直前の状態と関連しながら展開していくと見ると

き、そのような発生をいう。
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