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１．発見の文脈と正当性の文脈

発見の文脈
仮説・推論 仮説や理論形成の過程

一般にアイデアの最初のひらめきや偶然のヒントといった心理的な要因
が 発見の文脈と見られ、論理的分析の対象と見られてこなかった

（ポパー、１９５９）。
科学の仮説は最初から完璧な姿で現れるわけではない。アイデアの中か
ら展開に値するもの、有望に見えるものをえり分けると言う プロセスも含
まれる。こういったプロセスを経て検討に値するものが成長していく。

つまり発見の文脈にも科学的方法がある。

正当化の文脈 仮説や理論の証明・検証過程
（演繹的推論） 科学の方法とは知識の正当性や合理性に係る方法・理論が提出された

ときそれを論理的に検討し、正しいか間違っているかを判定する方法

（仮説演繹法） 「仮説から具体的に観察可能な予測を演繹して、その予測が成り立つか
どうかを検証する」（発見のシナリオ）

科学の方法
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（ 「科学哲学入門」より ：文献1）



アイデアの契機－１： アナロジー（類推）による方法

・ アナロジー（類推）には二つの有効な使い方がある

－ 発見、理論の創造の場面
－ 説明の場面

・ 理論創造におけるアナロジー

－ 万有引力の発見： りんごと月 （湯川博士の引用）
－ マクスウェルの方程式： 場の創造 （別掲）

アイデアの契機－２： アブダクションによる方法

－ 科学上の着想はすべてアブダクションの道をたどって表れる
（C.S.ﾊﾟｰｽ)「科学的発見のパターンより」）

－ 現象を説明する仮説形成
－ 仮説演繹による正当性の説明

着想（アイデア）の契機２．アイデアの一般的な考察
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アイデアの契機－３：「偶然」の発見

事例

・ 「実は偶然だった科学の大発見」
レントゲン/ Ｘ線、 江崎玲於奈/トンネルダイオード、他

条件

・ 実験に実験を重ね、決して諦めない強靭な意志

・ 間違った実験など想定外の事態
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アイデアの契機－４： 常識を疑え （定説を疑え）

・ アイディア、発明、発見の基本姿勢として、「常識を疑え」と言うのがある。
既存の権威なども常識に支えられているから、だいたいにおいて非創造的で
あるのを避けられない。そう考えてみると、誤って起こったこと、失敗したことは
常識を超越しているためにクリエイティブであるのだと考えられる。

事例

１．発想・思考の転換
・コペルニクス「地動説」
・カント「認識におけるコペルニクス的転換」

２．科学的発見：ノベール賞級
・中村修二：ＬＥＤ製造法
など多数



湯川秀樹博士の類推・同定について 「想像への飛躍」文献3（ｐ188）

「類推は、創造の発現として機能する」

ニュートンの類推： りんごと月の類似性の発見

両者の共通性、つまり両者の同定されるべき本質は何か

１．物体の運動に関する本質、運動の三法則
・加速度と力を結びつける（Ｆ＝mxａ）

２．月とりんごに共通に働いている力、運動法則の力の同定
⇒万有引力の法則

同定（ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾌｨｹｰｼｮﾝ）

・同一であることを見極めること（広辞苑）、子供の認識、最初の翻訳、など
・古代の日本人が、月を見て、これを「つき」と呼び、月という天体と「つき」
という言葉とを「同定」した。これが既成事実となり、共通の概念になった。

・同定：物（対象）と言葉、シンボル（記号）と言葉、言葉（概念）と言葉（概念）

参考



これまでの『2000 年間で最大の発明は何か』

発明家は社会がかかえる問題を認識し、それを独力で解決する能力を
もった天才、英雄であるとか、「必要は発明の母」などと一般的に言わ
れているが、それらは誤解であり、実際はそうした天才など一度も現わ
れなかった。つねに存在していたのは「思いがけぬ偶然の貢献」や「部
分的進歩に貢献した創造的知性の持ち主」たちの長い列であり、また
「発明は必要の母」であると述べていた。

「創造性」の発現

「全く異なる活動領域の間に関連あるいは類比を見つけることによって新しいア
イデアが生まれる」とか「初めは相反すると考えられていた思考の二つの領域が
和解することによって創造という行為が生まれる」 また、ケストラーの発言と同じ
頃、日本人で初めてノーベル賞を受賞した湯川秀樹もいくつかの論文で「学問
における創造性の発現の具体的な形は、････類推という知的作用の
活動です」と述べている。

参考

（「創造する脳」より：文献4）



３．マクスウェル方程式とその直感的理解

マクスウェル方程式 （但し、時間変化する真空中の場）

∇ ・E = ρ ρは電荷密度、ガウスの法則とも呼ばれる （真空中：ρ=0）
∇ ・ H = 0                           
∇× E = −∂H/∂t               ファラデーの法則から導かれる

∇×H = j + ∂E/∂t              アンペール・マクスウェルの法則

電場とは何者か、

ファラデーの見方では、電気力の力線で決定されるものだ。マクスウェルの比喩では電気的な流体の

流れ線である。流れ線は流体がどの方向へ流れているかを表し、その流れに沿って１個の分子が動け

ばその速さも観察できる。したがって、空間内の各点において、その点を通る流れ線がベクトルを決め

そのベクトルは電気的な流体の速さと方向、つまりその１点における電場の強度と方向を表す。逆に空

間内の全ての点でそれらの向きと方向が分かれば、流れ線がどのような姿をしているかを導くことがで

き、原理的には電場の様子が分かる。要するに電場は、空間内の各点ごとに定まっているベクトルの体

系である。それぞれのベクトルは、その点における電気力（小さな荷電粒子に作用する）の強度と方向

を決める。数学者は、このような量をベクトル場と呼び、それは、空間内の各点に、対応するベクトルを

割り当てる関数に他ならない。同様に磁場は磁力線によって決定され、小さな磁性粒子に作用する力に

対応したベクトル場である。

ここで、 E：電場、 Ｈ：磁場 、 ｊ：電流
∇=[ ∂d/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z] ∇ ・E ==[d/∂x, ∂/∂y, ∂/∂z∂]・[Ex,Ey,Ez]=dEx/∂x+ ∂Ey/∂y+ ∂Ez/∂z∂=divE

「世界を変えた17の方程式」より
Ｉ．スチュアート、ソフトバンクＣ社



ここで

発見の文脈

・場とは何か： ファラデーは電気も磁気も、空間全体に行き渡っていて、発生する力に

よって検知できる「場」と言う現象であると考え、場が押したり引いたり方向を表わす「力

線」のような幾何学的構造を使って自らの理論を展開した。

・電界と磁界： 電気を磁気に、電気および磁気を運動に（モーター）そして、これらはファ

ラデーの最大の発見である電磁誘導を利用している。つまり電気を通す物質が磁場の

中を動くと、その中を電流が流れるという現象。

説明の文脈

・マクスウェルのブレークスルーは、場を流体と捉え、これらの考え方を流体の流れとして

定式化しなおしたことにある。そうすると、力線は流体の分子がたどる経路電場や磁場の

強度は流体の速度に相当することになる。マクスウェルは、流体の数学からアイデアを

拝借し、手を加え磁気を記述した。電気について観測される主な性質も説明することがで

きた。

・さらに、マクスウェルは、磁気だけでなく電気との関係に研究を進め、電気の流体が流れ

ると、それが磁気の流体にも影響を与え、その逆も起こる。



マクスウェル方程式
∇ ・E = ρ                                          
∇ ・ H = 0                                         
∇× E = −∂H/∂t                             
∇×H = j + ∂E/∂t

波動方程式が導かれる

∂²E/∂t² = C²∇²E

波動方程式はダランベールの解を持つ
∂²E/∂t² = C²∇²E の一般解は

E(x, t) = f(t − x/t) + g(t+ x/t)
B(x, t) =f_(t − x/t) − f_(t+ x/t)

但し、f_; 任意関数、（＋）：進行波、（－）：後退波

電磁波のイメージ
Ｅ2=E0sinω(t-x/t)
H3=√ε/μ＊ E0sin(t-x/t)

電場と磁場の直行性から赤外線、
紫外線の予想

E ・ H = 0                                         
H =√ε/μ＊Ｅ

数理モデルの道：

仮説「ファラデーの見方： 電気力の力線」 → 説明「マクスウェルの比喩：電気的な流体の流れ線」

電場 磁場

時間変化する電束密度

時間変化する磁束密度



類推は 一つの写像であり、また 隠喩も一つの写像ととらえる

領域を越える推論
「ある領域で有能に推論する人が他の領域でもそうであるとは限らない。然し、
現実にはある領域で有能な推論をおこなう人はしばしば他の領域でもそうで
ある。なぜ人間の知識は領域を超えて推論を支えるのであろうか。」

類推（アナロジ―）とは類似性をもとに既知のものにたとえて未知の対象について
行う推論をいう。

「電流を水流にたとえ説明することがしばしばある。電流の性質をしらない人でも、
水流についは日常の経験から多くを知っていることがある。 水を多く流せば
強い流れになり、体に当たるとより痛くなるからである。ホースをつぶして細くして
も流れの勢いが増すことなどである。その為に電流を水流に喩えると、抵抗が
増えると電圧が増すことや電流と電圧が比例関係にあることなどを理解しやすく
なる。ここでたとえのもととなる水流をベース領域といい、たとえられる電流を
ターゲット領域という。そしてベースとターゲットを関連ずける操作を写像と言う。

４．類推は 「構造を写像する」
「認知心理学入門」（文献6）



ベース領域 ターゲット領域

水道の知識 電気の知識

電流
抵抗
電圧

オームの法則
Ｉ＝Ｖ/Ｒ

ｷﾙﾋﾎｯﾌの法則
Ｉ３＝Ｉ１＋Ｉ２

水流
抵抗
水圧

水流と水圧、
抵抗の関係

流れの合流

構造の写像

流体の理論 電気の理論

領域間の関係



構造化と領域間の写像

ベースとターゲットでは構成する要素自体（水ー電気、ホースー銅線、物を
動かすー電球をつける）は異なっている。それにもかかわらず類推による
説明はしばしば成功する。対象はその属性によって表わされるが、同時に
それらの属性は互いに意味的に関連付けられ、“構造化”されている。

｛ 流れる（水、ホース）｝ と｛ 流れる（電気、電線） ｝など

そして

類推が成立するのは、２つの対象の間で属性が共通するときではなく、
属性間の関係が対応する時である。 要素自体という対象レベルの類似性
ではなく、要素間の関係レベルの類似性によって構造が写像されるとき、
未知のターゲットについて既知のベースの知識が適用されるのが“類推”で
あると考えられる。

注： 属性間の“関係”が対応する 、ここでは 関係性の同一と定義する



入
力

情報記憶処理機構
（視覚のケース）

視覚受容器 視覚情報
低次処理

視覚情報
高次処理 意識

情報の流れ

網膜上の画像情報が低次から高次への幾つかの処理過程を経て、意識水準
で認知される。情報の流れとしてはさらに運動系への出力情報の処理が認知系
で行われる。

意識とは

知識・感情・意志などあらゆる働きを含み、それらの根底にあるもの（広辞苑）、
意識は観念の集まりではなく ひとつの流れである（明鏡）。

意識とは： 今、していることが自分で分
かっている状態

表層意識： 表面の層にある意識
深層意識： その人の行動や思考を支配

する心奥の意識

５．認識と意識の類推

認知とは何か

人間にとって認知というのは、感覚系を通して入力された外界情報が、何らかの処理を
経ながら意識水準にまであがった結果の意識体験である。従って認知には対象があり、
其れを入力とした情報の流れがある。 岩波講座情報科学「（生体における情報処理」より
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生き物であれ人工物であれ次の手段を備えていること

１．外界から情報を受け取ること： 感覚受容器
２．外界に対して行為すること： 運動制御
３．認知過程が可能なこと

・入力情報を同定し解釈すること
・実行すべき行為を制御すること
・認知活動用の資源配分の原理を持つこと

４．自分のした行為と経験の保存のため記憶を持つこと

さらに、認知過程は

・資源は有限でありオーバーしないようなルールを持つこと
・環境に於ける事象と内的事象との時間的すり合わせ、 そのためのバッファ（短期）記憶
・外界に対する操作の結果を調べその調整に必要なフィードバック機構を持っていること
・計画を立て実行を監視できる手段があること、その為に段階ごとの知識－メタ認知－が必
要になる

・知的相互作用を行うため、環境、自分自身、及び他者のモデルを所有している必要がある
・自分の行動と知識を根本的に変えるような種類の学習ができること、その為の因果関係の
推論、概念間の相互関係がわかり、自己観察ができるようなシステムであること

認知システムの持つべき基本的要素
（「認知科学の展望」よりＤ．ノーマン、1981）



認知科学の情報処理モデル

認知システム

統御システム

感情
システム

物理的信号
感覚的変換伝達
感覚記憶システム
パタン認知

出力：運動と音
発話、筋肉、手足
運動制御
運動プログラム

探索、解釈
構造化

欲望
意図
動機

思考過程

意識

注意型
資源配分

記憶構造
長期－二次記憶
短期－一時記憶
活性化概群
作業用在庫

統御システム： 生物学的基盤

人間と人工物の相違は、単に別々の素材からでき
ているだけではなく、人間は生存していく本能、環境
から栄養を摂取し、身体的危害から身を守り家族や
社会を作り、繁殖し教育する。これらの仕事は統御
機構の働きによってなされる。

人間の情報処理システムの流れ図

基礎的構成要素は一連の処理機構群で、環境に
関する情報を取り入れ、中央処理操作を実行し運動
出力を制御する。中央処理は複雑な過程であって
色々の知識源が相互作用をしあい、ある程度の同時
操作、自己意識、起こっている過程の一部に関する
意識などの存在を許すような処理機構（未解明）に
よって制御されている。



意識：志向性
注意

認知

理性：理念形成
推論・総合・分析

感性：直感
時間・空間の形式

知性：概念形成
カテゴリー（判断）

感情

感覚

学習・言語
思考・理解
記憶・知識
推論・判断
行為・技能

認識装置の哲学的概念
（カント・モデル）

認知科学的概念モデル

意識

対象（外界）

認識のレベル

対象（脳）対象（外界） 対象（脳）

構想力

認知過程

記憶域

感情・発達

制御
データ

認識と意識の構図



感覚は、まず事物を「場所的な広がり」と「時間的な流れ」のなかにあるものとして映される
（直感の形式：時間・空間）。其れゆえ私たちは事物を見たとたん、ある「広がり」をもったもの
としてそれを見ることになる。また時間の「経過」の中に「あるもの」として見ている。これを「直
観」的という

つぎに、この感覚は映ってきたデーターをそのまんまバラバラに映すことなく、たとえば、
「すべての」石は投げられたら落ちるとか「必然性」、また「ある」石は軽いとか「量的」に物事
を映しだす。また「水は冷たい」とかの「性質」も映してくる。さらに、頭を殴られるとコブができ
るとかの「因果関係」、トマトは野菜か果物かどちらかだといったような「事物と事物の関係」と
か、さらにクジラは哺乳動物「かもしれない」といったような「蓋然性」や、あるいは「可能性や
必然性」まで映してくる。こういった「映し方」をするものを「知性」と呼んでいる。

このように、感性から対象を「認識」できる。はじめの「時間・空間」の中に映す働きはまだ
「直観」的でまだまだ認識とはいえない。後半の「量」とか「性質」「関係」「様相」は事物の「在
り方」を示してきて、「一つの概念」をつくる。これで「認識」といえる。こういった量とか性質、
関係、様相などを「カテゴリー」と言い、ここでついに「認識」にたどり着く。認識は私たちが経
験に先だって持っている認識作用としての「知性」と後天的な「経験」の「二重作用」から成り
立つといえる。

認識装置の哲学的概念： カントの認識の要点

参考 カントの認識と意識
（参考：文献9）



カント「認識」の七段階 － カント「論理学」より －

認識の七段階

第一 あるものの像が与えられる。これは感性という受動的な働きが、外部の事物によって触発されて、心のうちで外
部のものの像が思い浮かべられるということである。

第二 ある像を眺めるという受動的な働きだけでなく、ある能動的な働きによって、これを「知覚」する。これは注意
の働きだと考えることができる。たんなる「多様なもの」が目に浮かぶだけでなく、認識が成立するためには、

この多様なものに対して、主体である私が注意を向けて、「知覚する」必要がある。
第三 その知覚した多様なものを区別することであり、カントはこれを「見分けること」と呼ぶ。あるものを「一様性」

と「相違性」の基準によって、比較して、眺めることだとされる。私たちは、この像を眺めるだけでなく、それに
注意を向け意識する。そして多様な像のうちに、さまざまな共通の相違点をみだす。しかしこの違いのうちに、
ある共通点があることに気づく。異なるものが「ひとつの意識のうちに把握される」のはこうした共通点によって
である。これをカントは、「反省」の作業と呼ぶ。

第四 「認識」と呼ぶ。私たちは知性を働かせ、この反省の作業によって、ある共通点に基づいて、さまざまな違いを
抽象する、すなわち切り捨てる。これが抽象の作業である。この抽象によって一つの共通点だけが残される。

「像から概念を作るためには、比較し、反省し、かつ抽象することができなければならない」のである。
この段階で、言語のようなものが介在しているとされる。概念として「木」が存在しなければ樹木の集まりとして
認識することはできない。

第五 「知性によって概念の力を借りて認識する」ことが成立するとされる。これが理解する段階である。これ
は単に言語による概念を使っているだけでなく、知性の純粋な概念であるカテゴリーが働いていることを示すもので

ある。これは「判断」の段階といってもいいだろう。判断するということは、ある特定の概念に基づいて、様
々な対象を一つの共通のもののうちに「統一」することである。
この統一の作業をカントは、「概念のもとへの包摂」と表現する。「すべての判断は、私たちのさまざまな像
｛＝観念｝を統一する働き」をするものである。
すべての判断は、このような主語と述語の包摂関係として表現される。
カントは「知性（理性）のすべての振る舞いを結局のところ判断とみなす」と

語っているように、知性は「判断を下す能力」であり、「概念によって認識する行為」である
。

第六 理性によって「洞察すること」。
第七 「会得すること」であり、これはきわめて高度のものとされる。



直観を通して受け取られた意識内容は、次に概念をつくりあげるための材料となる。この概念化の段階は直観の形式を通して受け取られた意識内容
を認識としてまとめあげる機能＝知性」による。カントによれば、知性は、受動的であった直観に対して、意識の能動的な働きである。そして、知性
には、“○○は××である”という主語と述語の言語形式＝「判断」の能力がア・プリオリに備わっており、知性はこの「判断」によって思惟するのだと
された。その判断のパターンを表したのが、「判断表」と「カテゴリー表」である。なお、判断表とカテゴリ表に示された形式は、「純粋悟性概念」と呼ばれ
る。

【判断表】
(1)量

全称的：すべてのAはBであ
特称的：いくつかのAはBである
単称的：１つのAはBである

(2)質
肯定的：AはBである
否定的：AはBではない（例：リンゴは黒くない）
無限的：AはBとは違う（例：リンゴはミカンとは違い、

ブドウとも違い、イチゴとも違い、……）
(3)関係

定言的：Aは必ずBである
仮言的：AはBならばCである
選言的：AはBか、またはCである

(4)様相
蓋然的：AはBかもしれない
実然的：AはBである
必然的：はBであるにちがいない

判断表とカテゴリー表は、１対１の関係にあるのが特徴である。たとえば、判断表の「関係」における「仮言的」は、カテゴリー表の「関係」における
「因果性—依存性」に対応している。つまり、“石は太陽に照らされると暖かくなる”という仮言的な判断が下された場合、それだけでは経験だけにもとづ
く判断の域を出ないが、この判断がさらにカテゴリーの段階に進むと、“太陽が原因となって石を暖めるという結果をもたらす”＝“太陽は石を暖める”と

いう因果関係をふまえた「ア・プリオリな総合判断」になるということである。また、カントによれば、直観を通して受け取られたさまざまな

意識内容を統一し、判断とカテゴリーによって総合判断が成立するプロセスそのものは、「統覚」によって支えられているという。「統覚」とは“対象を

認識している自分自身がいる”という「自我同一性」の意識のことであるが、もしもこうした意識がなければ、次々と受け取られる知覚内容がバラバラな
ままで、統一的な判断を下すことができなくなってしまうからである。このようにしてカントは、空間と時間というア・プリオリな直観の形式によって受け取
られた意識内容が、判断表とカテゴリー表において表されるような、これまたア・プリオリな知性の形式によって総合判断へと至るプロセスを示した。ま
た、こうした判断のプロセスにおいては、自我同一性の意識が必要であることを主張した。このことによって、普遍的な認識が成立する根拠を示すととも
に、因果性と同一性を否定したヒュームを批判したのであった。認識のあり方は生まれつきの認識の形式によって決まると唱えたカントの哲学は、対象

を正確に認識するというスタンスをとり続けてきた従来の哲学とくらべると、画期的であった。カント自身は、このことを「認識が対象に従うので
はなく、対象のほうがわれわれの認識に従わなければならない」と述べ、天動説に対して地動説を唱えた天文学者にちなみ、みず

からの考え方を「コペルニクス的転回」と呼んだ。

左記の判断表から、さらに「カテゴリー表」が導かれる。
【カテゴリー表】
(1)量

単一性
数多性
全体性

(2)質
実在性
否定性
制限性

(3)関係
属性と実体
因果性と依存性
相互性

(4)様相
可能性—不可能性
存在性—非存在性
必然性—偶然性

カントの認識と理解
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認識と意識の類推モデル ： 人間（脳）と計算機

人間 計算機

論理素子
ＬＳＩロジック

感覚 入出力機構

論理素子
ニューロ回路網

意識 ＯＳカーネル

認識 ＯＳ

ＯＳｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ思考、言語、学習

記憶 ﾒﾓﾘ、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

物理構成

外界との接点

自己制御

概念構成

記憶媒体と
アクセス

認知過程

仮説・類推の考え方

・計算機から人間を類推
－知っていること：計算機
－知らないこと：人間

認知科学の脳のソフト
モデルは存在しない

・類似性の判断
－性質と振る舞い
－構成に於ける共通性



研究課題

計算機における脳のモデル

１．「意識」の制御・構造のモデル化

２．「分かる」、「理解する」構造と脳モデル

３．禅における心のモデルと解釈
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