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本解説の構成は以下のとおりである．2 章において哲

1．は じ め に

学と AI の基本的な立場の相違を比較した後，3 章で形
而上学を概観し，4 章では哲学における特徴的な議論を

工学は「使われてなんぼ」の世界，すなわち有用性に

紹介する．5 章では形而上学からオントロジー工学への

最大の価値がある．一方，
哲学は「
（根本的な）疑問をもっ

貢献，そして 6 章ではオントロジー工学から形而上学へ

てなんぼ」の世界であり，ひたすら問い続ける．両者の

の貢献を紹介し，7 章で両者の相互作用を総括する．

相違は深く，それは動かしようのない事実である．しか
し，工学といえども有用な成果物を得るためにさまざま

2．知識，オントロジー，モデリング

な工夫がなされるわけであり，工夫に時間をかければか
けるほど有用な成果が生まれると期待される．工夫をす

知識は本来的に，存在するものに関する知識であるの

るには問題を深く理解することが必要である．特に，良

で，知識を深くわかるためにはそれが対象としている存

く「工夫された」解や方法は「広い適用範囲」や「製品

在をわかることが大きく貢献する．存在論は哲学の一分

寿命が長い」などの高い有用性をもつ．したがって，工

野に過ぎないが，Metaphysics（形而上学）と呼ばれる

学は有用性が一番大切といってはみても，工夫するため

哲学の本流の一つは存在論の中核であるので，ここでは

に考えることに時間を費やすことはむだとは考えられて

存在論に限定して AI との関係について論じる．蛇足か

はいない．すなわち，ad hoc でその場限りの有用性が珍

もしれないが，哲学の英語訳は Philosophy であり，形

重されることはない．しかし，そうはいっても，工夫に

而上学は Metaphysics であり，後者は前者の一分野であ

使えるコスト（時間＋費用）は限られているのが現実で

る．

ある．

さて，上述のような思想上の課題はさておいて AI の

哲学は，物事を深く考えて，対象を最も抽象化したレ

技術上の課題としては，推論，学習，そしてモデリング

ベルで「わかる」ことに貢献する．哲学が有用かといえ

がある．おおざっぱにいえば，学習で知識を得て，解き

ば多少 ？ が付く人々にとっても，哲学的「思考」の

たい問題のモデルをつくって，推論を使って問題を解く

有用性は理解していただきたい．それが本稿の趣旨であ

という具合である．ここでは哲学と関係の深いモデリン

る．工学が哲学から得るものと工学的思考が哲学に貢献

グに焦点を絞ることにする．問題のモデリングは対象の

するものの両方を論じたい．

理解から始まる．解くべき問題はそれが存在する対象世

哲学と AI の交流といえば，ドレイファスの AI 批判に

界としてのドメインに深く依存するからである．理解す

始まる「AI は実現可能か？」とか「AI に意識がもてる

るには対象ドメインの成り立ちから総合的に理解する必

か？」というような抽象度の高い根本問題での論争を思

要がある．

い出す．しかし，本稿ではその種の話題には触れないこ
とにする．AI はお腹がすくか？

すなわち生物として

とかく人は，特に工学者は問題を与えられると，それ
をすぐに解きたがるという悪い傾向がある．速さが要求

の欲求の問題として，AI は心の痛みをもつか？ AI は

されるからであるが，その結果 ad hoc な解を見つけて，

人を好きになるか？ などの問題は，そもそもそのよう

それがすぐに駄目になってまた次の ad hoc な解を見つ

な機能は AI にもたせるべきかどうかも含めて興味深い

けるという繰返しに陥る．このサイクルを止めるには勇

話題ではあるが，ここでは論じない．

気がいるが，少数の勇気ある（時間もある）人だけが，
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問題の理解から深く掘り下げて考察を重ねる．その考察

まで identity は保存される．そもそも，変化とは何か，

は深くなり，必然的にオントロジーへと導かれる．問題

identity はどのような変化の影響を受けるのか？ 以上

の理解には，その領域と関連する物事の理解が必要にな

は Object に関する identity の話であるが，行為や現象

り，そのような対象理解には物事の本質を極めることに

などの時間空間上の生起物（Occurrent）は変化そのも

なるからである．

のである．この問題は哲学上の大問題であるが，ここで

通常，オントロジーは内容指向の AI 研究の代表とし

興味深い観点を指摘しておく．人が変化を問うことがで

て理解されており，形式的な理論研究と対比されてきた．

きるということは，identity の存在問題は解決されてい

そこでいう「内容」は，例えば花瓶とは何かということ

るのである．時刻 t1 から t2 の間の変化を問うには，変

を考えると，
花瓶を形づくっている材料としての粘土（陶

化しているかいないかの議論の対象が同一でなくてはな

器）や銅などの質料と，花瓶がもつ形状（形式，あるい

らない．t1 のときの太郎の身長は，t2 のときの次郎の身

は形相）に分けることができる．オントロジー工学が「内

長と比較しても意味がないし，t2 のときの太郎の胴回り

容」の問題を一般的に議論するためには，ドメインに依

と比較しても意味がない．比較対象が同一でなければそ

存する質料ではなく，それらの相違を捨象した形相に着

れは相違であって変化ではない．すなわち，変化を議論

目した議論を行う必要があるが，それに対応して，ドメ

できるということは議論の対象が t1 から t2 まで identity

インに依存しない存在物の形式的な構造を対象にした上

を維持して存在していることを受け入れていることにな

位オントロジーと，おのおののドメインの固有性を反映

る．具体的には，机のトマトの色が緑から赤に変化した

した存在物の構造を対象にしたドメインオントロジーに

とき，同一であることを初めから仮定しているので，緑

分かれる．この分類は AI から見たオントロジーの分類

のトマトと赤のトマトは同一かという問いは意味をなさ

のように見えるが，実は哲学のオントロジーの分類と一

ない．

致している．というか，哲学のオントロジーは上位オン
トロジーのみを指す [岡田 02]．

そもそも，ある「もの」を他と区別して同定できる
ということも神秘である．それを説明する原理として
Unity という考えがある．あるものを一つの全体物たら

3．形而上学の概要

しめること，その理由として，それを構成するすべての
部分がある Unity condition（統一性条件）を満たして

形而上学 [Lowe 98, 鈴木 14] は世界の基本的な成り

いるからというものである．そのようなものは Object

立ちに関する考察を行う学問であり，主な研究主題は，

と呼ばれる．Unity condition をもっていないものも

identity と Persistence（持続性）
，普遍者（Universals）

存在する．金の指輪を例にすると，指輪自体は金の塊

と個物（Particulars）
，時間と空間，因果性，依存性な

が指輪の形を形成しているという条件のもとで指輪に

ど多岐にわたる．それは AI で理解されているオントロ

Unity を与える．しかし，そのどの部分をとっても，そ

ジーの親玉のようなものといえる．ある意味哲学的存在

れは塊でさえあればよく，部分としての金の塊は Unity

論（オントロジー）と同じ意味で使われていた時期もあっ

condition をもたない．したがって，金の塊は同定する

た．本章では形而上学で問われている問題のいくつかを

ことはできても，その数を数えることはできない．ちな

ピックアップしてみる．

みに，指輪のような Object は identity があり同定でき
るし，数えることができる．このような存在の抽象度の

3･1 Identity
物の identity とは何か？ 机の上のトマトが 1 分後も
10 分後も同じトマトであるというのはどういうことか？

高いレベルでの議論は，後に述べるオントロジー工学で
扱われる上位オントロジーの設計に貢献する．このこと
については後で少し詳しく説明する．

これは Persistence の問題としても議論される．Identity
には Synchronic identity と Diachronic identity の 2 種
類の identity がある．前者の典型例は宵の明星と明けの

3･2 時

間

時間とは何か？

時間は実在するか？

時間の理論

明星が同じ金星であるというものであり，同じ時刻にお

の中には，
「現在」しかこの世に存在しないと主張する

ける二つの物の同一性を指し，後者は一つの物の異なる

Presentism や，すべての時間点は等しく存在する（Real

時間における同一性を指す．どちらかというと，変化に

である）ことを主張する Eternalism などがある．これ

深く関連する後者の identity がより熱心に議論されてき

に対応する形で，時間の存在としては，時制（過去，現

た．

在，未来，したがって，現在の存在）を認める A 系列

Identity はどのようにして失われるのか？ すべての

理論と，時制がない（現在の存在を認めない）B 系列理

もの，特に生物は時々刻々変化している．よく知られて

論がある [入不二 02, McTaggart]．B 系列理論では，単

いるように，人体を構成する細胞は半年もすればすべ

に前後関係しか存在しない．したがって，世界はすでに

て入れ替わるほどの変化である．しかし，人体を構成し

あらゆる出来事は起こっていて，ただ，それが順番どお

ている全細胞が入れ替わったとしても人はその人のま

りに現れてくるだけという見方に対応する．これらの二
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つの理論は，前者は世界を Dynamic なものと見て，後

ト E1 とし，次にコップの割れるイベント E2 とするとき，

者は Static であると見る見方に対応するといわれる．し

E1 が E2 の原因であるといえる．この場合，E1 ⇒ E2 の

かし，この見方は誤解を招く．というのは，change in

⇒をどのように定義すればよいのかということが因果の

time と change of time の区別を無視しているからであ

問題である．必然と読むという理論 [Armstrong 99] と，

る．時間とは何かということを議論するときには後者で

落ちなければ割れていないから，ということで，
「￢ E1

なければならない．時間はその実在性もあやしく [入不二

のときに￢ E2 がいえる場合に E1 が E2 の原因である」

02, McTaggart]，謎に包まれている．

という理論（Counterfactual theory）[Lewis 07] もある．

時間や Persistence の議論で現れる議論に Temporal
part（時区間に対応する部分）の問題がある．行為や自

上の例を下の例に入れ替えた例もよく見る例題である．
「鍵をかけ忘れたので泥棒に入られた」

然現象などのいわゆる生起物（occurrent）は時間軸上の

⇔「鍵を掛けていたら泥棒に入られなかったであろ

存在物であるので，
部分時区間に対応する部分（temporal

う」 だから両者には因果関係がある．

part）をもつ．それでは Object は temporal part をも
つであろうか？

しかし，これらの二つの例には大きな相違がある．上

哲学では意見が二つに分かれ，常識

のコップの例は因果として問題ないが，泥棒の例では反

人同様，もたないという 3D 理論と，もつという 4D 理

論がある．コップが落ちて床と衝突したことはコップが

論がある．前者は常識人が考えるとおり，この世には物

割れた直接の原因であるが，鍵をかけていなかったとし

（object）と事（occurrent）があり，物はその存在に三

ても泥棒が入るとは限らない．因果関係が「弱い」とい

次元空間（3D）が必要なものであり，事は三次元空間

うわけである．しかも，鍵をかけていないというのはイ

とは別の時間空間に存在するもの（生起物）と考える．

ベントではなく，
かけ忘れたことの結果として生じた「状

したがって，物には temporal part はなく，その有無が

態」である点も問題とされる．このように，状態は因果

物と事とを区別する本質的な差であると考える．一方，

を直接起こすとは理解されておらず，哲学の因果理論で

後者の 4D 理論は，三次元空間に時間を加えて四次元空

は因果はイベント間の関係に限定され，状態は必要条件

間を想定して，物にも temporal part があると考え，物

として位置付けられている．

はさまざまな事（内部プロセス）の集積体であるとみな

もっと極端な理論として，人が原因と結果と呼ぶイ

して，この世には事しか存在しないと考える．この理論

ベント間には必然的な結び付きは存在しないという理論

では，物は四次元空間の軌跡として表される．

もある．確かに結び付きを観測することはできないであ

実 は，3D vs. 4D の 議 論 は， 別 の 見 方 か ら 見 れ ば，

ろう＊1．しかし，観測できないからといって単なる規則

Object 優先 vs. プロセス優先という対立ということがで

性に過ぎないということにはならない．特に物理現象と

きる．実際，Naïve には存在論というからには物が存在

して起こる因果関係に限定すると，結び付きはいくつか

することを体系的に説明するわけなので，物，すなわち

の物理法則に限局できるので結び付きの立派な説明にな

Object にまず注目されるべきである．しかも，出来事は，

る．そして，ほとんどの物理的な相互作用はエネルギー

ものが参加して初めて可能である．例えば，散歩という

の授受が伴うので，エネルギーの移動を結び付きの根拠

出来事は散歩する人がいなくては話にならない．このよ

にする理論がある [Armstrong 99]．これは科学者として

うに考えるのが 3D 派の人々である．一方，人も机も馬

賛同したくなる理論である．しかし，これには大きな落

も，この世に存在するには時空間を占有することが必要

とし穴が待っている．
「コードが切れたので扇風機が止

であり，時間と無関係にこの世に存在することはできな

まった」というイベント列を考えると明らかに因果関係

い．その点では時間空間に存在する出来事と同じである．

にあるが，それはエネルギー供給の停止が原因であり，

すなわち，人間が歩いているという出来事も座っている

エネルギー授受では説明が付かない．
「エネルギーが移

という出来事も，ひいては存在するということも皆出来

動しなかったので」と考えればよいように思われるが，

事である，ということになり，物と出来事を区別する必

因果はイベントの間の関係であると信じられているの

要性がない．これが 4D 派の主張である．さて，どちら

で，
「しなかった」というイベントは存在しないので，
困っ

が正しいのであろうか？

てしまう．この問題は Causation by omission といわれ
ていて，結び付きを明示的な根拠とする理論の外になっ

3･3 因

果

てしまっている．

因果とは何かと問われて，原因と結果の関係であると

物理現象に関わる因果にはエネルギー授受があると考

いうのは答えにならない．本稿の読者全員は因果とは何

える人々には，因果関係は論理関係のような抽象的な関

かを知っているが，それが何かを説明できる人はいない

係とは異なり，
「因果関係の本体」といえるような何かが

と思われる．あまりにも自明なものは説明困難なのであ

あると考えているように思われる．そして，
それは我々の

る．
二つのイベントの間の関係．
「コップが机から落ちた
ので割れた」という例を考えると，コップの落下イベン

＊1 この主張はイギリスの哲学者 Hume によって指摘されたが，
その影響を受けた哲学者は少なくない．
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直感とも一致する．しかし，そう考えると上の Causation

テゴリーを提案している [範疇論]．これもオントロジー

by omission が説明できなくなってしまうのである．

工学における上位オントロジーと深く関連している．

しかし，因果関係に関しては，常識人は哲学者が何と

一方，個物（Particular）に関しては，その存在に関

いおうが，意味のある，強い結び付きのある関係だと信

しては疑う余地はないが，その成り立ちは問題となる．

じている．いや，常識人だけではなく，科学者全員がそ

どんな具体的な存在物も何らかの性質なしには存在でき

うであると思われる．なぜなら，科学者は自然が従う法

ない．そこで，個物とはつまるところすべての性質の集

則や原理を見つけようと日々努力しているわけで，諸現

まりと考えることができるように思えるが，そう考える

象の間には意味のある因果関係が存在していると信じて

と性質に変化があると identity が失われて別のものにな

いるように見えるからである．これほどの強い信念に裏

りかねない．属性は単独で存在することはできないので，

打ちされた因果を明示的に捕かまえることができないと

何かに付随しているはずであるが，その「何か」とは何

いうもどかしさは相当強いものである＊2．

の属性（性質）ももっていないことになるが，そのよう
なものが存在し得るのかという問題が生じる．というこ

3･4 普 遍 者 と 個 物
人間，山，会議，性質……など普通の名詞は AI でい

とで，簡単に見える個物でさえ，形而上学的な扱いとい
う意味ではまだ解決されていない．

う概念，哲学でいう普遍者（Universal）を指す．
「人
間」は安倍晋三や高梨沙羅などの具体的な個人とは異な

3･5 依

存

性

り，地球上のすべての人間を具体例としてもつクラスに

この世には多様な依存性があるが，その中で最も基

対応する．クラスは AI 用語であり，哲学でいう普遍者

本 的 な 依 存 性 の 中 に Specific-dependence と Generic

と対応するが同一ではないことには注意を要する．異な

dependence がある．前者は，それ自身の存在に他の「特

る任意のクラスの共通部分もクラスであるが，二つの普

定の」物が必要な物の依存性である．例えば高梨沙羅の

遍者の共通部分が普遍者とは限らない．普遍者に関して

身長という属性は高梨の体なしには存在できないことの

本質的な問題は普遍者がどのような存在物かという点に

ように，高梨の身長は高梨の存在に依存している．一方，

ある．多くの人が知っているギリシャ時代の哲学者プラ

後者は「特定の個物」ではなく，
「一般的な普遍者」の

トンとアリストテレスとの対立である．プラトンはイデ

存在に依存する依存性である．例としては
「燃料」
がある．

アという概念をもち出して，普遍概念は天上に個物を理

これは特定の燃焼イベントに使われる材料という意味で

想化したものとして存在すると主張して，アリストテレ

はなく，燃焼一般の材料であることを意味する．すなわ

スは各個物の中に存在すると主張した．両者の意見は異

ち，燃料は一般的な燃焼イベントの存在に依存している．

なっているように見えるが，実は異なっているのは普遍

このような依存性をもつ個物は，存在依存型持続物

者の存在場所であって，普遍者が存在すること自体には

（Existentially-dependent continuant）
と呼ばれる．
通常，

合意している．しかし，現代哲学では普遍者が存在する

全体物はその部分に依存することは当然であるので部分

かどうかの問題は解決していない．実際，普遍者は実体

への依存性は無視されるので，存在依存型以外の持続物

のない名前に過ぎないと主張する唯名論（Nominalism）

は独立持続物と呼ばれる．読者が通常思い浮かべる個物

[唯 名 論] と， 実 体 と し て 存 在 す る と 主 張 す る 実 在 論

のほとんどは独立持続物である．

（Realism）[実在論] が対立している．
ところで，形而上学には存在する個物が所属する最も

他にも，自由意志の問題や様相の問題もあるがオント
ロジーとは関連が薄いのでここでは触れないことにする．

一般的な類を意味するカテゴリーという概念がある．各
普遍者の上位概念をたどって上っていくと，最後はカテ

4．哲学における議論

ゴリーに行き着く．例えば，自動車を例にとると，自分
が所有する車⇒自動車⇒乗り物⇒人工物⇒具体物とな

4･1 定 義 の 難 し さ

る．あるいは，高梨の身長⇒身長⇒身体的属性⇒属性⇒

哲学，形而上学の難しさの原因の一つに定義の難しさ

存在依存型持続物となる．結局，何種類のカテゴリーが

がある．特に哲学は最も一般的，抽象的な概念を定義し

あれば普遍者を説明するために必要十分であるかという

たいのでその難しさは一層である．例をあげると，工学

問題は，後述する上位オントロジーにも大いに関係する

者はポンプの機能やエンジンの機能については容易に説

重要な課題である．実際，アリストテレスは実体，量，質，

明できるが，最も上位にある機能を定義することはでき

関係，場所，時，姿勢，状態，能動，受動の 10 個のカ

ない．同様に，医学の分野において，糖尿病，虚血性心
疾患，骨折というさまざまな疾患は定義されている．例
えば糖尿病であれば，おおざっぱには「インスリンの作

＊2 そこで著者は形而上学にはない新しい視点を導入して，
Buffalo
大学の哲学科の修士課程を修了して JAIST の博士課程に進学し
てきた学生とともに因果とは何かという最も哲学的な話題に挑
戦して，現在論文を執筆中である．

用不足のためブドウ糖が有効に使われずに，血糖値が高
くなっている状態を引き起こす疾患」と定義できる．し
かし，最上位の概念である疾患は定義されていない．
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§ 3 物体間の境界とは何か？ [加地 08]

ており，
「条件」は領域に依存する知識であり，専門知

境界は存在するとしても物体とは違った存在の仕方を

識が十分に進んでいれば可能であるが，適切な上位概念

していると思われる．境界を考える前に衝突問題を考え

を決めることは容易ではない．定義の難しさの根本原因

よう．ある哲学者が「実世界では物体の衝突は起こり得

は上位概念の同定の困難さにある．

ない」ことを論証した [Klein 87]．これは，物理を知っ

このように概念の定義は難しい．だが，実は哲学者の
定義は簡単なのである．

ている人には当然のことであるが，常識の世界に住む
人々にとっては衝撃的な結論といえる．衝突とは急激な

哲学者

接触ということであり，接触とは二つの物体の間に他の

＝ Thinkers who can say anything about anything.

物体がない状態であるので時空間上の一点を共有するこ
とになるが，その結論は二つの物体が時空間上の一点を

4･2 面 白 い 話 題
哲学的オントロジーでの「興味深い」議論例をいくつ
か紹介する．
§ 1 チーズの穴はチーズを回転したときに回転するか？
[加地 08]
穴は変わった存在物である．オントロジー的にいえば，

共有することはできないという物理的制約に支持されて
いる．二つの物体は接触できないので，衝突もできない．
次に「表面」を考える．表面は二次元の存在物であり，
その点で普通の三次元の物体とは根本的に異なる．オン
トロジー的にいえば Feature と呼ばれる存在依存型持続
物の一種である．他の類似したものとしては，辺，稜，

存在依存型持続物であり，穴を形づくっている周りの実

頂点などがある．表面は境界と非常に近い概念であるの

体（チーズ）に依存して存在している．さて，今チーズ

で，境界を考えるうえで参考になる．一つの物体を分割

の塊にある楕円形の穴を想定する．チーズを動かせば穴

したときには二つの表面ができることを考えると，二つ

も移動するので穴は移動できそうである．じゃ，回転す

の物体を接触させたときにできる境界は二つの表面の間

るのか？ しないとすればその原因は非物質性にあるの

にある．しかし，その間に何かがあれば，それが二つの

か？ 移動できて回転できないということはあり得ない

物体の接触を遮ることになるので接触していないことに

ここで [加地 08] から，回転しないという理

なる．この問題は，境界というものが存在して，物体が

論と回転するという理論を紹介する．直径の異なる二つ

接触できるという二つのことは両立しないことを意味し

のでは？

の円筒を用意して，大きいほうを右回りに回転させる．

ている．すなわち，境界があれば接触できないし，接触

そのとき，穴も一緒に右回りに回転しているとする．次

できれば境界は存在しない＊3．

に小さいほうを大きいほうの中に入れて，左回りに回転

これは一見解決不可能な矛盾のように見えるが，実は

させる．このとき，小さいほうの穴が左回りに回転して

この世界を連続と見るか不連続と見るかの見方の問題で

いるとすると，小さいほうの穴は大きいほうの穴の部分

あることに気付くと解決できる．物体は原子の集まりで

であるので同時に二つの逆方向に回転していることにな

あるので，物体の接触・境界を考えるうえでは，世界は

り，矛盾が導かれる．一方，回転するほうの理論は，楕

不連続なのである．したがって，物体を接触させるとい

円形の穴が空いた筒を想定する．筒を回転させれば楕円

うことはそれぞれの表面の原子が隣り合う状態になるこ

も回転する（ように見える）ので回転するというわけで

とであり，その場合境界は隣り合う原子の間を指し，架

ある．さて，どちらが正しいのであろうか？

空の存在物となる．一方，連続する空間であると無理矢

一風変わった理論に，穴は囲まれてできた空間ではな

理みなすと，連続性理論に支えられた実数の世界と同様

く，
囲んでいる物体の「穴周り」であるとする考えがある．

のことしか許されない．すなわち，隣り合う国の国境に

まだ多くの理論があるが，長くなるので省略して結論だ

は幅のない線を引くことができるが，その線自体がどち

けを示すと，
加地の意見では「穴は回転しなく，
変形する」

らの国に属するかは判定できない．言い方を変えれば，

が正しいようである．

どちらか一方の国にしか所属できない．実質的には国境

§ 2 影はどのような存在物か？ [加地 08]

線は領域としてはゼロの大きさなので領土問題も起こら

鳥が空中にいて，その影が壁に映っていて，壁の影が

ないと理解すべきなのであろう．

道路に映っているシーンを想定する（太陽⇒鳥⇒壁⇒道

§ 4 「人工物」とは何か？

路の順である）
．もし壁がなかったら，鳥の影が道路に

人工物を人がつくったものであると定義すると，足跡

あったはずであるが，今は壁があるので，ちょうどそこ

は人工物か？ 自然言語は人工物か？ という問題に答

に対応する影は壁の影か鳥の影かという問題を考える．

えることが難しくなる．Technical artifact に限定した人

もし，それがやはり鳥の影であるとすると，鳥の影が壁

工物の定義としては Journal of Applied Ontology に最

の上と道路の上に二つあることになる．壁の影であると
すると，それに対応する壁の領域には太陽の光は届いて
いないので，影ができる理由に反することになる．いず
れにしても矛盾である．

＊3 ここでの議論は，接触は二つの物体が同じ空間を共有すると
いう理解に基づいている．したがって，連続な世界では接触は
実現され得ない．

人 工 知 能

378

32 巻 3 号（2017 年 5 月）

新の定義が紹介されている [Borgo 14]．それ以外の人工

て，二つに分けてもいずれも水であることには変わりは

物としては，Technical artifact とは異なり利用（Use）

ない Dissective＊4 という重要な性質をもつ．しかし，化

という概念から自由な芸術作品と使用者グループの間で

学の知見が進んで，水の最小単位である水分子が存在し

承認が必要となる貨幣があり，すべてを含む包括定義は

て，それが H2O であることがわかった時点で，水はマ

まだ存在していない．

クロな水と分子単位の水とは違ったオントロジー的性質
をもつことに気付く．実際水分子は分割すると水でなく

5．形而上学からオントロジー工学への貢献

なってしまい，液体としての水がもつ重要な性質を失う
ので，机のような通常の Object とみなされなくてはな

5･1 Formal ontology

らない．

Formal ontology はフッサールに始まる現象学にルー

別の例ではもっと根源的な問題として，相対性理論

ツがあるといわれており [現象学, 岡田 02]，その中心

と量子力学の出現がある．時間は運動する物体ごとに異

となる議論が部分の理論 Mereology である [Simons 87,

なって万人に共通ではなくなり，物体は粒子でもあり波

Smith 82, Varzi 96]．

でもあるという革命的な事実が明らかになった．オント

Formal には二つの意味が込められている．一つは

ロジーといえども，何らかの利用目的がある．純粋に真

AI になじみの深い述語論理を用いた形式化，あるいは

実を知るという立場からは科学の進展で得た新しい知見

定式化を指し，もう一つは Form と Content の対比にお

と整合性のあるオントロジーが望まれる．しかし，相対

ける Form, すなわち形相（形）に関するという意味であ

性理論や量子力学が正しいことは受け入れるとしても，

る．実際，アリストテレスのオントロジーでは馬が馬で

時間を人々が共有していないことや物体が波動でもある

ある所以としての形相（Form）と，ある馬を形づくっ

ことはあくまでも極限の世界での話であり，速さが光速

ている血や肉などの質料（Matter）の中で，形相を対

より十分小さく，物体も素粒子より十分大きい世界では，

象としたオントロジーが Formal ontology の起源という

物体はけっして波ではないし，時間は万人に共通で事象

ことができる．実際，Mereology での議論は質料ではな

の同時性も共有していると考えてよい．言い換えれば，

く Form としての部分を定式化して公理化することが主

日常的世界では絶対時間を仮定でき，物体と波は明確に

テーマになっている．

区別できる．ここで観点，あるいは有用性の尺度を導入
してみたい．日常的世界の観点では，相対性理論と量子

5･2 is-a と instance-of

力学の知見は邪魔になっても，何の足しにもならないの

オントロジーの記述で最も重要な関係に is-a（rdfs：

である．日常世界には「正しい」オントロジーは不必要

subClassOf）関係があるが，それはクラス間の関係で

なのである．ということで，我々は，Newton 力学の世

ある．クラスと具体物（インスタンス）の間の関係に

界で水は Dissective として扱うオントロジーを構築する

は instance-of（rdfs：type）が用いられる．そこで問題

ことが正しい．

となることが is-a と instance-of の意味論であるが，そ

気付いている読者もおられると思うが，この問題は上

れを考えるにはクラスとインスタンスとは何かという問

に述べた衝突や接触が可能かどうかの問題にも関係して

題が本質的である．哲学的には Universal と Particular

いる．ミクロの世界では物体同士は接触も衝突もできな

とは何かという問題になる．この問題を AI の立場から

い．しかし，マクロな現実世界では接触や衝突がないとい

述語論理で定式化（公理化）すると，外延的集合の意味

う主張は無意味である．したがって，科学的な正しさは

論を用いることが通常である．それに従うと，クラスは

犠牲にして，Newton 力学で衝突が起こることを許すオ

それに属するインスタンスが所属する外延集合に対応す

ントロジーをつくることが正しい方針であるといえる．

ることになるが，Universal と外延集合とではオントロ
ジー上の Status が大きく異なるので，無視できない違
和感が残る．そのような定式化を超えた本質論としては，

5･4 上位オントロジー
これまでの形而上学の概略的な説明の一部を反映した

is-a は普遍者間の関係であり，instance-of は普遍者と個

上位オントロジーの設計に関して議論する．AI の一部

物の間の関係である．

として議論されているオントロジー工学でいう上位オン
トロジーは哲学でいうオントロジー（存在論）とほぼ等

5･3 科学的真実とオントロジー

しい位置付けをもつ．

オントロジー理論は科学的な真実と完全な整合性をも

上位オントロジーの構築に不可欠な事項として概念を

つべきであるという主張は正しいか？ その答えは Yes

区別する基準と，概念形成の原理を明確にすることであ

and No である．Yes は当然であるので説明を要しない

る．これはすでに述べた形而上学での研究の成果と共有

であろう．No の回答を卑近な例を二つあげて説明する．
水はオントロジー的には Mass noun であることが示し
ているように，
数えられない量として存在する．したがっ

＊4 分割してできるいずれの部分も元と同じクラスに属するとい
う性質．
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する重要概念である．まず，区別として以下のものがあ

在ダイエット開始時点より 10 kg 減少して 65 kg である

る．

とすると状態となる．すなわち，状態は Time-indexed

① 持続物 vs. 生起物

quality であると定義できるとともに，性質はその物体

② 独立存在物 vs. 依存存在物

に inhere in しているが，状態はその物体が participate

③ 具体物 vs. 抽象物

in していると考えることができる．

④ 表現物 vs. 非表現物

また，原理としては

⑤ プロセス vs. イベント

（1）全体性

⑥ オブジェクト vs. 属性

（2）可算性（countability）

⑦ 質（性質）vs. 量

（3）同一性（identity）

⑧ 性質 vs. 状態

（4）依存性（dependency）

最初の区別は自明であろう．②はすでに述べた依存性

（5）統合性（integrity）

による区別であり，存在依存持続物の典型として教師，社

（6）統一性（unity）

長，結論，兆候，行先，食料などのロールがある．世界

（7）分割性（dissectivity）

はロール概念で満ちており，ロールをうまく扱わずして

がある．そもそも，オントロジーの対象は全体物である

良いオントロジーはつくれない [溝口 12, Mizoguchi 15]．

が，それがなぜ全体物であるかという問題は哲学的に深

③も区別としては自明であろうが，実際に運用すると

い．それに完全な答えを見つけることは極めて困難であ

すぐに問題に直面する．社会は具体物と抽象物のどちら

るが，部分的にでもそれに貢献する観点として，これら

であろうか？

④は情報化社会では極めて重要である．

の基盤概念があると考えることができる．まず，全体物

WWW 上に溢れている情報を扱うには情報のオントロ

として数を数えることができることは必須であろう．こ

ジーが必要である．車や山は非表現物であるが，
Web ペー

れによって，
「黄色いもの」という概念は全体物を規定

ジや本は表現物であり，それは内容保持物（Content-

するうえで不十分であることが帰結される．黄色い机が

bearing thing）といわれる．音楽，手続き，計画，プロ

あったとき，そこにある黄色いものは一つなのか，天板

グラム，設計図，仕様，文字，記号，絵画，小説，情報

と四つの足も黄色いので，五つと数えるのか，それに机

などはすべて表現である．手続きのインスタンスはけっ

も加えて六つと数えるのかを決定することができない．

してその実行過程ではない [溝口 05]．多くの哲学的オ

「机」という概念があれば，机がいくつあるかという問

ントロジーは気付いていないので，⑤は極めて重要な区

いには，天板と足は除外されるので，一つと答えること

別である．

ができる．

イベントは会議やコンサートが示唆するように，開

次に重要な性質は同一性である．そのものをそれであ

始から終了までの時区間での完結している生起物であ

ると認定できる根拠が必要だからである．1 分前に見た

り，常に存在する時区間全体に展開された存在物であ

それと，今見ているそれが同じものであるという根拠で

る．一方，プロセスは瞬時的であり，存在する各時点で

ある．上で述べた数を数えるときに，同じものを二度数

全体が存在している．言い換えれば，ongoing，あるい

えないためにもこの性質は必須である．例えば，グルー

は progressive である．したがって，イベントは変化で

プという概念の identity はメンバが同一であることであ

きないが，プロセスは変化できる．
「散歩」はイベント

る．実際，一人でもメンバが入れ替わればそれは別のグ

であり，
「歩く」はプロセスである．この区別は時間の

ループとなる．しかし，identity は多くの例でうまく定

オントロジーに関連することに注意しよう．プロセスを

義できないことがわかっている．そこで，実際には，同

論じるときには A 系列理論を，イベントを論じるときに

一性基準（identity criterion）を導入する．同一性基準

は B 系列理論を想定していることになる．⑥の区別は自

は二つの全体物の identity の失われ方を規定し，この基

明であろう．

準に照らして異なっていれば，その二つの全体物は異な

⑦と⑧は難しい問題である．長さ 20 cm のボールペン

ること，あるいは is-a 関係にはないことが示される．使

があるとする．長さはボールペンの属性である．20 cm

用例としては，
〈会社 is-a 人の集まり〉という関係が，

は長さのインスタンスであるように思えるが，同時に長

会社は人が入れ替わっても identity を維持するので，人

さ量，すなわち量であるように思える．両方とも正しい

の集まりとは identity 基準が異なり，is-a 関係の属性継

とすれば，属性（性質，質）のインスタンスと量が一致

承原理に反するので is-a 関係にはないと結論されること

することになるが，それは質と量は全く違うという考え

がある．

と矛盾する．詳しくは [溝口 12] を参照されたい．最後

依存性は，すべての存在物を，人間や会社のようにそ

の⑧であるが，状態と性質は時間との関連性を除けば同

の存在が他の存在物に依存しない独立存在物と，身長や

じものである．ある人の体重が 65 kg であることは性質

社長のようにその存在が人間や会社という他の存在物の

（属性）であるが，その人がダイエットをしているとい

存在に依存する依存的存在物に分類する際に使われる．

う状況では，ダイエット効果で体重が減少しており，現

統合性とは，全体物に含まれる部分を特定できるよう
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な性質をいう．ほとんどの全体物は統合性をもつが，部

Continuant が Participate in している Occurrent であ

分を特定できない全体物の例としては「10 g の塩」とい

る．その Occurrent は Continuant の関与がなければ起

うものがある．これはどの塩粒で構成されているかを特

こり得ない．ということで，相互に依存し合っている

定することができない．

ことは受け入れなければならない．この事実に着目すれ

統一性とは，その全体物を構成する部分の間に一貫し

ばいずれかを優先させる理論は間違っている可能性が

た原則を見いだし得ることをいう．机は統一性をもつが，

極めて高い．ここでは議論を簡単にするために Object

それは天板と 4 本の足が満たすべき強度や空間的位置に

で Continuant を，Process で Occurrent を代表させる

基づく機能的貢献に関する原則を有するからである．

が，Object は Process の Enactor として存在する．い

分割性は以下のように定義される．その全体物を任

かなる Process も Enactor（動作主）なしに存在できな

意の方法で分割したときにできる二つの部分が，もとの

いし，Occurrent は Enactor にはなれないことからこの

全体物と同じカテゴリーに属するとき，それは分割可能

定義の正しさがうかがえる．実際，川は水の流れではあ

（dissective）という．自動車を分割するといずれの部分

り得ない．川は流れない．水の流れは川の内部 Process

も自動車ではないことが示すように，多くのものは分割

であり，その Enactor は水であり，川ではない．川は

性をもたない．統合性と統一性があり分割性があるもの

流れのルートの変化（支流の生成など）という外部プロ

の例として，森やネットワークがある．ちなみに，著者

セスの Enactor として定義される．水流はたまたま外

が開発した上位オントロジー YAMATO [Borgo 16, 溝口

部から容易に見えるのでそれが川そのものであると誤解

12] は上述の区別と原理に則って構築されている．

しやすいが，川は水流から構成される何か（全体物）で
あり，それは流れの道筋の変化や支流形成という現象に

6．オントロジー工学から形而上学への貢献

Participate している．歩行プロセスにおいては，歩行
者は脚の動きプロセスの Enactor にはなれないし，脚は

オントロジー工学の研究も進化して，最近では哲学に
貢献する成果を出せるようになった．そのいくつかを説

歩行の Enactor になれない．歩行の Enactor は歩行者な
のである．

明する．形而上学の考えを取り込んだオントロジー工学

詳しくは文献 [Galton 09] に譲るが，Object はその外

的思考が，いかに形而上学の諸問題に貢献できるかとい

部プロセスを enact する統合体であり，さまざまなプロ

うことを読み取っていただきたい．

セスの集積体と考えられる傾向が強いこの世の中で，内
部プロセスと外部プロセスの境界に位置する安定点とし

6･1 Object の 定 義

て存在する．

Continuant（持続物）や Occurrent の定義は哲学的
には終わっているはずであるが，川や台風，海流などが

6･2 生物機能と人工物機能を統合する機能の定義

どちらであるかは議論が分かれる．例えば，Continuant

この世に存在するものの多くは機能物である．実際，

はその存在に三次元空間が必要で Temporal part をもた

あらゆる生物（生命体）と人工物はすべて機能物である．

ないもの，Occurrent は時間空間の存在物で Temporal

そして，それらは機能的統合性をもつことが，それらが

part をもつものというような定義である．4D 理論の

全体物であることの根拠であるので，機能概念は存在論

研究者は，川や海流は水や海水の流れそのものであり，

的に極めて重要である．そのため，機能を対象にした哲

台 風 は 空 気 の 流 れ そ の も の で あ る の で Occurrent で

学的考察は多い [Buller 98, Cummins 78, Krohs 09]．し

あると主張する．実際かなり説得力があり，何となく

かし，生物の機能と人工物の機能とは似て非なるものと

Continuant らしいと思っている人もそれに反論するだ

もいえるため，両者を統合する定義はまだ存在していな

けの根拠が足らない．実際 3D 論者は，それらはすべて

い．人工物の機能は，設計者や使用者の意図に完全に依

Continuant であると主張したいが 4D 派の突込みに困っ

存するが，生物の機能はそのような人間の意図とは完全

ているという側面がある．ここでは，オントロジー工学

に独立している．この深い相違が原因して，まだ誰もこ

の立場から提案された新しい Continuant の定義を紹介

の 2 種類の機能を含む統一的定義に成功していない．こ

する．詳細は [Galton 09, 溝口 12] を参照いただくとし

こでは，[Mizoguchi 16] で公開された新しい機能の統一

て，ここでは概要だけを紹介する．

的定義を紹介する．解くべき問題はゴールの扱いにあ

議論は Continuant と Occurrent はどちらが優先さ

る．機能は達成すべきゴールを無視して成立し得ないが，

れるかではなく，相互に依存し合っている事実を素直に

ゴールは意図なしに存在しないと考えられている．しか

受け入れることから始まる．人の存在は，何もしてい

し，心臓のポンピング機能を考えるとき，血を他の臓器

ないということはあり得ず，寝ているか，起きている

に送るというゴールがあることは自明であるし，それが

ときは，食事をしているか，歩いているか，座ってい

あるからこそ心臓の機能を説明できる．そこで，問題は

るか，考えているか，……何かしていないでは存在で

いかにして心臓がもつ血を送るというゴールを設定でき

きないという事実を受け入れれば，この世にあるのは

るかということに問題を絞ることができる．心臓がもつ
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ゴールはどのように与えられるのであろうか？ 心臓が

の二つに比べると一般性に欠けるとはいえ，医学におい

血を他の臓器に送ることによって生命維持に「貢献」し

て最上位の概念であるので，考察する価値は十分高い．

ていることは明らかであり，ゴールではなくその貢献

現在いくつかの疾患に関するオントロジーが存在し，疾

を根拠に機能を定義するというのが哲学者の考えの中

患定義もなされているが，多くは疾患とは身体の異常状

心であった [Cummins 78]．しかし，貢献を根拠にする

態であるという，存在論としては間違った定義がなされ

と，何らかの障害で現在貢献をしていない心臓はその機

ている．疾患は，人体に異常状態を起こした原因とし

能をもっていないのか，もっているが発揮していないだ

ての「何か」であって，状態そのものではない．そこ

けなのかの区別がつかないという問題がある．いわゆる

で，哲学者 Barry Smith は異常状態を引き起こす傾向

Malfunction 問題である．もう一つ Etiological theory

性（Disposition）であると定義した [Scheuermann 09]．

[Buller 98] という理論がある．それは生物の進化過程で

それは存在論的には正しいのであるが，日夜患者の病気

現在まで進化しつつ使われてきたことに根拠を置く理論

を扱っている医者にとっては抽象的であまり評判がよろ

であるが，本質は貢献なしには機能がいえない点では同

しくない．そこで River-Flow Model：RFM と名付けた

様である．

疾患定義が新たに提案された [Mizoguchi 11]．RFM で

新しい定義の基盤となるアイディアはデバイスオント

は疾患を人体に現れる異常状態の因果連鎖の総体である

ロジー [Mizoguchi 09] に基づく Systemic context とい

と定義されている．因果の伝搬を川の水の流れになぞら

う概念である．人工物も生物もそのすべての部品（デバ

えて，因果連鎖は川に対応し，川が Continuant である

イス）は合目的的な振舞いをしており，そのことによっ

と同じ理由で Continuant であることが示された．それ

て全体物がシステムとして意味のある振舞いをすること

は，上に述べた Object の定義に基づいていることに注

を可能にしている．その意味では人工物も生物も相違は

目されたい．因果連鎖は通常は Occurrent と認識されて

ない．システムが設計されたか，進化によってそうなっ

いるが，著者独自の哲学理論があってこそ，疾患を因果

たかは問題ではなく，システムであるかどうかだけが問

連鎖としつつ Continuant としての定義に成功している

題であり，システムである場合には各部品はより粒度の

[Robert 15]．

大きいサブシステム，ひいてはシステム全体の振舞いに
貢献することが要求され，そのことによって意図に依存

6･4 Mereology への貢献（機能部品）

しないゴール（Non intentional goal）の存在が明らか

哲学における Formal ontology の中心である Mereology

になった．そして，機能とは「Systemic context におい

は部分の理論であり，膨大な研究成果が積み上げられて

て設定される Non intentional goal を達成するために振

いる [Simons 87, Smith 82, Varzi 96]．しかし，残念な

舞いが Play するロール」であると定義される．

ことに，現在の Mereology では，生徒が学校の部分であ

この定義の意味するところは深くて広い．Behavior

るかどうか，客はレストランの部分であるかどうか，車

と Function が分離されているので，
Malfunction 問題は，

輪と前輪と操舵輪のどれが自転車の部分なのかなどの質

ロールはもっているが，Behavior が十分でないだけと

問に答えることができない．すなわち，Mereology には

いうことで簡単に解決できる．心臓のポンピング機能を

ロール概念が無視されているのである．これは常識と

語るときには Systemic context を正しく循環器系と設定

いってもよいと思うが，ロールの概念なくして部分を語

しなければいけない．もし，Systemic context として音

ることはできない．会社の構成を語るときに社長，専務，

生成 Context を設定すれば，心臓の機能は鼓動音生成と

部長，社員などのロール概念なしに，すべて Player で

なる．そしてどちらの Context が適切かは存在論的には

ある「人間」だけを使って語ることは全く意味をなさな

決定できないことを意味する．その適切性の判断はドメ

い．今，生物と人工物などの機能物に限定すれば，その

インの知識，すなわち生物学的知識によって決定される．

部分は機能部品であるので，機能部品は部分になり，入

生物の機能に関する従来の理論では，人体という全体物

力物は部分ではないと結論できる．学校の例であれば，

の機能を語ることができないことに苦労していた．この

生徒は入力であり，教育された状態となって出力される

新しい理論では人体の機能はそれが置かれる Systemic

ものであり，機能部品ではあり得ない．したがって，学

context が与えられないと語ることができないことを主

校を，教育を行う機能物として見る限り，授業をする機

張しており，これまでの理論では人体のような全体物の

能部品である教師は部分であっても，生徒は部分ではな

機能を語ることができなかった理由も説明していること

いことが結論できる．生徒は，ボイラの水（暖められて

になっている．さらに一歩深めて，機能の存在論的定義

高温蒸気として出力される入力）なのである．このよう

とあるものがもつ機能の同定は異なる問題であることを

な考えを定式化して，Mereology へのロール概念を導入

明言したことも貢献の一つといえる．

して強化する研究は有望であると考えられる．

6･3 疾 患 の 定 義
疾患の定義というのはドメインの概念であるので，上
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す発展することを願っている．
謝 辞

形而上学とオントロジーの相互関係について解説し
た．オントロジー工学は形而上学から学ぶことは極めて

本学博士課程 1 年豊島史彬君との討論が有益であっ
た．ここに記して感謝します．

大きい．実際，すでに述べたように上位オントロジーの
開発には形而上学の理論が不可欠である．そして，それ
に加えて，オントロジー工学的視点を携えて，形而上学
的な問題に挑戦することによって，一定の学問的な貢献
ができることも示した．この両者の相互互助的な関係は
今後も促進すべきであると考えている．本稿を終えるに
あたって，両分野の交流に関して，オントロジー工学が
できる形而上学への貢献の要因をまとめたい．
（1）本質的には工学の立場を捨てていないので，不必
要に衒学的になることがないと同時に，問題を突き
詰めて，どうしても無理とわかれば，
「工学的近似」
という錦の御旗を掲げて妥協することができる．
（2）概念の解明を行う際にモデリングという考えを
もっていること．哲学者は，分析哲学といえども思
考の道具は論理学と集合論である．論理学や集合論
は定式化には極めて有用であるが，思考を助ける道
具としては抽象的すぎて弱い．現実の構造を反映し
ていないからである．その点，著者が立命館大学の
來村徳信教授とともに考案し，活用し続けてきたデ
バイスオントロジーは適切な抽象度をもちつつ，現
実の問題の構造を反映する強力な思考ツールとなっ
ている．デバイスオントロジーに従えば，複雑怪奇
な対象に対して粒度の問題にとらわれることなく，
一貫した整合性のある概念抽出が可能になる．実際
上述の Object の定義と統合機能定義ではデバイス
オントロジーの貢献が大きい．
（3）Toy 問題と揶揄される問題ではなく，現実味のあ
る工学的な例題を豊富に活用して実質的な議論を推
し進めることができる．
（4）物事の Context 依存性に敏感であること．実際，
機能の統一的定義に関してはその威力が発揮され
た．
（5）形而上学では，ありのままの現実を捉えるという
根本的な姿勢から，コンテキストに依存するロール
は深く考察されてこなかった．しかし，
世の中はロー
ルで満ちあふれていることを考えれば容易にわかる
とおり，ロールのうまい取扱いは必須である．特に，
人間以外のものが Play するロール（兆候，結論，
操舵輪，行先，食料，準備など）に注意を向ければ
世界の本質がより良くわかる．実際，デバイスオン
トロジーはロールアサインメントシステムとなって
おり，振舞いや機能の領域依存性の除去に大きく貢
献する．
このようにオントロジー工学は形而上学に恩返しがで
きるレベルに達しているが，今後は相互の交流がますま
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