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サーベイ論文

物理学における創発に関する哲学的議論
森田紘平 ∗

Two Philosophical arguments on the emergence in physics

Kohei MORITA

§1 はじめに

物理学における創発現象に関する記念碑的論文は “More is different” という有名な

フレーズを冠した Anderson（1972）であろう．ノーベル賞受賞者である Andersonは

凝縮系物理学において，還元主義（彼の言葉では構成主義）が成り立たないことを論

じた．物理学のみならず哲学においても，この論文を背景に，様々な研究がなされて

きた．例えば，本稿でも扱う Butterfield（2011b）はそのタイトルが “Less is different”

であることからわかるように，明らかに Andersonを意識している．また，Humphreys

（2015）やMorrison（2015）は Andersonの議論を検討したものである．本稿では取り

上げないが，量子古典対応や相転移のような伝統的なケースだけではなく，凝縮系物

理に関する諸現象や量子化学との関係などが創発をめぐる近年のテーマである．

哲学の伝統的な文脈であれば，創発は心の哲学や，さらに古くは生命現象の創発な

どが標準的なテーマであるが，これらの分析では物理学における創発を十分に扱うこ

とができていない．本稿では，創発について論じている代表的な二人の哲学者として

Robert Battermanと Jeremy Butterfieldの議論を紹介しよう．特徴的な点としては，心

の哲学における創発の標準的な定式化を与えている Kimの議論が物理学においては応

用できないということにある．創発の定式化における部分全体関係が重要な役割を果

たさないというのが Battermanの主張である．一方で，Butterfieldは創発が還元と両

立するような概念として創発を提示している．

本稿の構成は以下の通りである．まず，2節冒頭で標準的な還元，いわゆるネーゲ

ル的還元や Kimによる創発の定式化を確認する．これらを踏まえて，Battermanの議

論を紹介する．Batterman の議論では漸近的論証に注目し，虹を具体例として分析す
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ることで，創発においていわゆる部分全体関係が成立しないことを指摘する（2.1節）．

続けて，Butterfieldの議論の概観を与える．通常，創発と還元は両立する概念ではな

いとされることが多いが，Butterfieldは創発と還元は論理的に独立な概念であると主

張しているので，その点を中心に簡単に整理しよう（2.2節）．さらに，両者の議論の

違いと問題点などを簡単に指摘する（2.3節）．最後にこれらの議論を簡単にまとめる

（3節）．

§2 創発とは何か

ここでは，物理学における創発を議論している Batterman（2002），Butterfield

（2011a ; 2011b) の主張を概観する．Batterman や Butterfield らは具体例 1 に基づい

て，創発や還元に関する一般的な主張を組み立てている．彼らの主張を見る前に科学

哲学における還元と創発に関する標準的な定式化を整理する．

まずは，ネーゲル的還元について Battermanの定義に従って整理する．ネーゲル的

還元の特徴としては，以下の二つの性質があげられる．これら二つの性質が述語レベ

ルの関係性と理論レベルの関係性を記述したものである．

• 結合可能性：還元される理論が与える‘A’という文によって意味されるものす

べてと，還元する科学にある理論語によって表現される特徴との間に適切な関

係を仮定する想定が導入されなければならない．

• 導出可能性：この付加的な想定によって，‘A’という単語を含むような還元され

る科学のすべての法則は，還元する科学の理論的仮定と定義によって導出可能

である．

これらが，還元の条件になっている（Batterman 2002, p. 63）．結合可能性とは還元さ

れる理論の文と還元する科学の文との間を結ぶような橋渡しの法則が存在するという

ことである．また，還元される理論の全ての法則は還元する理論から導出可能である

というのが導出可能性である．さらに新ネーゲル的還元を Schaffner の議論をもとに

次のように定式化している．還元する理論を T として，T ′ を還元される理論であり，

還元のために T ′ を修正した理論を T ′∗ とする．

1 Batterman（2002）では虹やWKB近似などが例として挙げられており，Butterfield（2011a）では統
計力学と熱力学の関係を例にとり，Butterfield（2011b）では確率論，幾何学，量子力学における超選
択則，統計力学における相転移が例として挙げられる．しかし，本稿では分量の都合も踏まえて，取
り上げる具体例は一部に限る．
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1. T ′∗ の基礎的な単語が還元関数（ないし橋渡し法則）によって，T の様々な単語

と結び付けられる．

2. T ′∗ が１で与えた還元関数によって補強されたとき，T ′∗ は T から導出可能で

ある．

3. T 自身よりも，よりよい予測ができるように T ′∗ は T ′ を修正する．

4. T ′ が T によって説明されるとは，T ′ と T ′∗ が互いに非常に類似しており，T に

よって T ′ がなぜ T 同様にうまく働くのかを示すという意味である．

これは，ネーゲル的還元とは異なる還元の定式化の与え方である（Batterman 2002,

p. 64）．さらに，創発主義に関する Kimの定式化（Kim 1999, pp. 20-22）をあげてお

こう．

1. 複雑な高階の実体の創発：複雑性について高階の系は，新しい構造的組成が低

いレベルの実体と合わさることで，創発する．

2. 高階の性質の創発：高階の実体の性質は全て，構成要素を特徴づけるような性

質と関係から生じる．

3. 創発性質の予測不可能性：創発性質は基礎的な条件に関連した網羅的情報から

は予測できない．対照的に，合成的な性質は低いレベルの情報から予測できる．

4. 創発性質の説明不可能性/還元不可能性：創発性質は，単なる合成的な性質とは

異なり，基礎的な条件からみると説明可能でも，還元可能でもない．

5. 創発するものの因果的な効果：創発性質は特有の因果効力を持つ．つまり，創

発したものの新奇な因果効力がその構成要素の因果効力とは異なる．

Kim の定式化の 1 と 2 はある種の部分全体関係を想定した記述になっており，

Battermanはこの点を批判している．一方で，Butterfieldは Kimの主張に対してはっ

きりとは批判していないが，部分全体関係が重要ではない点は指摘している．また，

本稿では 5については論じない．

ここで，哲学と物理学における還元や創発の向きについて注意しておく．諸々の議

論の正確性を無視して，量子力学と古典力学の関係に注目しよう．量子力学と古典力

学の還元関係を考えるとき，哲学では「古典力学が量子力学に還元される」と主張さ

れる．しかし，物理学の言葉遣いでは逆向きである．つまり，「量子力学が古典力学に

還元される」のである．図式的に書けば

哲学　古典→量子
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物理学　古典←量子

となる．例えば，Batterman（2005）においては，粗雑な理論 Tc と洗練された理論 T f

という二つの理論における理論間還元を

(N) Tc が T f に還元されるのは，Tc の法則が T f の法則から導出できるときで

ある（Batterman 2005, p. 226）

と論じている．これは，哲学的な意味での還元であるが，述語レベルでの還元につい

ては言及されていない．本稿では両者を哲学的還元と物理学的還元ないし単に還元と

呼ぶことで区別する．

2.1 悪魔は細部に宿る

Batterman（2002）は，科学的説明の中でこれまで指摘されていなかった重要な概念

として漸近的論証 asymptotic reasoning があると論じている．漸近的論証とは，ある

種の詳細を無視するような抽象化を含む論証である．この漸近性に注目すると，還元

が成り立たないケースが存在する．還元の失敗を創発の条件の一つとすると，そのよ

うなケースは創発であるが，創発現象の中に部分全体関係に関する条件を必要としな

いものがある 2．

ネーゲルによる定式化をはじめとする哲学的還元のモデルは多重実現によって問題

を抱えることが知られているが，この多重実現に対応する普遍性 universalityという物

理学的概念があると Battermanは論じている（Batterman 2002, pp. 65–76）．多重実現

とは，たとえばある心の状態に対して複数の脳の物理的状態が可能であるようなこと

を言う．Batterman は還元主義の立場に対して多重実現が要請する問題を次のように

定式化している（Batterman 2014, p. 20）．

ミクロスケールでは不均質な系がマクロスケールでは同じ挙動のパターンをど

のようにして提示するのか？

この例では，ミクロスケールの条件が別々でも，マクロスケールの挙動は同一である

ので多重実現の物理学的な再定式化といえるだろう．この多重実現は物理学における

2 ここでの議論，特に創発概念に対する定式化はあくまで物理学に関するものである．心の哲学などの
いわゆる伝統的な創発に関する議論については，もう少し科学の発展を待つ必要があり，特に，神経
心理学や神経生理学の発展をまたないと十分な分析はできないだろうと論じられている（Batterman
2002, pp. 128–129）．
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普遍性と呼ばれる概念に対応している．Battermanは普遍性の定式化を，

1. 系の詳細と，関心の対象である系全体の挙動を記述することとは概ね無関係で

ある．

2. ミクロな詳細が完全に異なる様々な系が，同一の挙動を示す．

として与えている（Batterman 2002, p. 13）．例えばくりこみ群による臨界現象の記述

では，系の詳細を省き，物理的に本質な性質（対称性や次元）に注目することで，マ

クロなスケールの現象に共通する特徴（普遍性）を記述する．また，より日常的な

スケールの対象についていえば，高分子によって構成されるゴムの弾性も普遍性に

よって得られるものである．この意味で，普遍性とは多重実現の具体例になっている

（Batterman 2002, p. 119）．多重実現は橋渡し法則に対する反論となっており，ネーゲ

ル的還元は困難に直面する．つまり，橋渡し法則を認める以上 T ′∗ と T それぞれの単

語が対応しなければならないはずだが，普遍性が成立する場合，明らかにこのような

対応がない．例えば，普遍性を持つ熱力学的な系と統計力学によるその系の記述の関

係を考えてみよう．還元主義の立場であれば 3 統計力学に熱力学の系が還元されるこ

とを期待する．しかし，熱力学と統計力学の述語の間に厳密な意味で一対一対応は存

在しない 4．

このように多重実現に関する問題を哲学的還元は抱えてしまうことから，Batterman

は還元モデルとして物理学に基づく還元モデルを与える．そのような還元モデルを

Battermanは次のように定式化している．

まず T f をより洗練された理論とし，Tc を荒い理論であるとする 5．さらに，ϵ

を T f における本質的なパラメーターであるとする．このとき，

lim
ϵ→0
T f = Tc (1)

が，恒常的に成り立つとき，このような関係を還元と呼ぶ．

逆に，この極限による関係が特異な場合（特異点）にのみ成り立つとき，この図式は

単に理論間の関係を記述しているだけになり，このとき創発であると主張される．還

3 ここでの還元主義は認識論か存在論かなど，還元主義の立場は問わない
4 本論の目的は Batterman や Butterfield の創発に関する議論を整理することなので，細かい議論は割
愛する．還元と多重実現（普遍性）の関係については例えば Dizadji-Bahmani, Frigg, and Hartmann
（2010）がある．
5 f は finer，cは coarseの頭文字である．
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元の例として，Battermanは相対論とニュートン力学における (v/c)2 → 0や量子力学

と古典力学における ℏ→ 0を挙げている（Batterman 2002, p. 18）．

この図式を具体的に考えてみると，T f の方程式の解が，微小量 ϵ においてなめらか

に Tc に対応する方程式の解になるならば，この図式は維持できる．ここでは ϵ → 0

における挙動「極限に近づく挙動」と，と ϵ = 0における挙動「極限における挙動」と

を等しいものと考えている．逆に，極限における挙動が ϵ → 0での近似的な解と異な

るとき，上の図式は成立しない．このように，ある種の極限に関する操作は漸近的推

論と呼ばれる．

より具体的に考えてみよう．まず，次のような二次方程式

x2 + x − ϵ9 = 0 (2)

を考えよう．ϵ は微小量ないし，摂動項である．ここで，ϵ → 0では，ϵ = 0となる方

程式になめらかに近づく．すると

x2 + x = 0 (3)

であるので，解は x = 0,−1である．一方で，次のような二次方程式を考えよう．

ϵx2 + x − 9 = 0 (4)

この時，同様に ϵ → 0 を考えると，その解は x = 9 になる．しかし，(4) 式の例で

は，極限における挙動と極限に近づく挙動が本質的に異なる（Batterman 2002, p. 19）．

ϵ → 0あるいは，ϵ = 0として，ϵ の詳細を無視し，その意味で両者は同じ漸近的推論

であるが，極限における挙動と極限に近づく挙動が一致したり，異なることで，(2)式

が恒常的であり，(4)式は特異的であるといえる．

では，漸近的推論によって還元の関係になるような特殊相対論とニュートン力学の

関係について考えよう．(v/c)2 → 0としたとき，特殊相対論がニュートン力学に還元

されるが，これは恒常的性質であるといえるだろうか．まずは，運動量を

p =
m0v√
1 − v2

c2

(5)

で与える．ここで，m0 は静止質量であり，対応するニュートン的記述は p = m0v

である．本質的なパラメーター ϵ → 0 での解と ϵ = 0 の解が本質的に異なるとき

には，このような関係を特異と呼ぶのであった．このことを確認するために，(5)

式の分母であるローレンツ変換
√

1 − (v/c)2 のテイラー展開を考えよう．直ちに，
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1− 1/2(v/c)2 − 1/8(v/c)4 − 1/16(v/c)6 · · · であることがわかり，極限が解析的であると
いえる．したがって，特殊相対論の表現は，古典的物理量に (v/c)のべき乗の相互関係

を加えることで得られ，両者の関係は恒常的である．よって，ニュートン力学と特殊

相対論の関係に関しては，漸近的推論によって両者は還元可能である．

さて，創発において部分全体関係が重要ではないという Battermanの主張を虹の例

をもとに分析しよう．漸近的推論を使っているが還元でない場合というのは，図式よ

り極限の振る舞いが特異である場合である．このような還元の失敗が創発の条件であ

る（Batterman 2002, p. 135）．虹の記述に関して，Kim流の創発では，波動論がより基

礎的であり，幾何光学がより荒い理論であることを期待する．一方で，物理学者は波

動論が極限において幾何光学に還元されると考える．物理学による虹の記述は部分が

全体に対して，より本質的であるという主張はなされていない．実際，以下でみるよ

うに波動論における虹の創発的な特徴が，幾何光学的な構成要素や，その構成要素の

性質から得られるといった主張は成り立たない．その意味で虹は Kimの創発の定式化

における部分全体関係を要請していない．

波動論的な特徴はそもそも幾何光学的な記述に組み込まれている．幾何光学によっ

て現象を記述する際に，以下のような干渉光線の和という形式が与えられる．

ψ(R, z) ≈
∑
µ

∣∣∣∣∣det
{
∂rµ

∂R
(R, z)

}∣∣∣∣∣1/2eikϕµ(R, z) (6)

Rと rはそれぞれ光線を表すベクトルである．µは rのラベルで，µ = 1, 2, · · · であ
り，ϕは，光学的距離関数 6 である．この式は，幾何光学の構成要素の和であり，明

らかにそれぞれに位相

kϕµ(R, z)

がかかっている．ただし，k = 2π
λ
とした．位相は波動光学から与えられるものである

から，幾何光学と波動論の関係を与えるものである．さて，この幾何光学の形式が虹

などの現象に応用可能であることの根拠は，波動方程式によって与えられる漸近的分

析が同じ干渉光線の和を与えることである．換言すれば，波動論の特徴が最初から組

6 この関数は次のように定義している（Batterman 2002, p. 85）．まず，座標軸を準備して，z軸を共有
している第二の座標軸 (X, Y, z)を導入し，第二の座標軸上の点 P = (X, Y, z)とラベルづけする．単
純に，光学的距離関数は点 (x, y, f (x, y))と点 Pのユークリッド距離

ϕ(x, y, X, Y, z) =
√

(z − f (x, y))2 + (X − z)2 + (Y − y)2

である．
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み込まれていることによって，虹のような創発現象も記述できる．したがって，この

創発現象は部分全体関係ではとらえることができない（Batterman 2002, pp. 84–87）．

というのも，全体の側にあるはずの波動論の要素が，幾何光学的記述に不可欠である

からである．これは，先に挙げた Kimの創発に関する特徴づけのうち 1, 2に対する反

論になっている．

続いて，Kim の創発性 3 と 4，すなわち予測不可能性と説明不可能性を考えよう．

ある種の基礎理論によって，ある現象が予測不可能/説明不可能であれば，その現象は

創発である．虹の場合，基礎理論は波動理論である．では，虹という現象は波動論か

ら導出できるだろうか．答えは否定的である．なぜなら，ヘルムホルツの方程式のよ

うに与えられる波動方程式

∇2ψ(C) + k2n2(C)ψ(C) = 0 (7)

が虹の記述について本質的であるが（C は光線のなす角），創発現象はこの方程式の解

ではない．虹はこの方程式の中に組み込まれているが，そのことがわかるのは漸近的

推論をおこなったときである．したがって，厳密な意味で虹は，基礎理論から導出可

能ではない．つまり，虹の数学的表現の理解は，基礎理論（波動論）とは無関係な構造

の参照が求められるために，予測不可能である（Batterman 2002, p. 96）．よって，虹

は予測不可能であり，説明不可能である．

Batterman による虹に関する分析を整理しておこう．まず，前提として物理学にお

いて虹は創発現象である．この点を否定すると単に，創発概念の定義問題になってし

まう．そのとき，虹を創発現象として扱えないような創発概念を定義していまうと，

物理学において虹は創発とされる以上，議論として意味がないだろう．Batterman は

創発現象としての虹が，いわゆる部分全体関係の特徴を持たないと主張している．波

動論は波が関連する現象に関する理論なので，波動論が本質的であると主張されうる

だろう．ここで，波動論の方が本質的であるとは，波動現象をすべて内包していると

いう意味である．ただし，ここでの内包しているとは，説明可能という意味ではない．

また，波動論と幾何光学では，記述のスケールが同じである．したがって，部分全体

関係を想定しているような階層構造では両者の間にある虹をうまく記述できない．こ

れに対して，幾何光学という軸に波動論が肉付けをしているととらえることができる

と反論されるかもしれない．しかし，この場合では基礎理論の側にあるはずの波動論

が全体の側になってしまい，この反論は成立しない．さらに，前述のように波動論の

構成においては光線的な干渉和の要素が不可欠である．すると，全体の性質が部分の
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性質を超えるとは言えない．以上から，Batterman は Kim による創発の定式化の 1，

2を否定し，部分全体関係が創発において重要ではないと結論する（Batterman 2002,

pp. 116–118）．以上を踏まえて，虹の創発現象 7 が以下のような特徴を持つと論じて

いる．

• 虹は基礎理論である波動論にも，荒い理論である幾何光学にも還元できない
• 虹は基礎理論では説明できない
• 虹は基礎理論の性質からは予測できない

このように創発現象を整理すると，部分全体関係や創発的な性質の階層的な特徴は必

要ではない（Batterman 2002, p. 120）．というのも，虹の理論についていえば，そこに

は部分が存在していないためである（Batterman 2002, p. 125）．しかし，虹には説明不

可能性と予測不可能性が残り還元できないという意味で，創発であると考える．

これは部分全体関係のある創発現象を否定しているわけではない．部分全体関係を

創発の定義ないし，部分全体関係が創発に不可欠な要素であるとする立場を否定して

いるに過ぎない．Batterman の主張は部分全体関係は創発現象の結果であって，必要

条件ではないということである．

ここまでのサーベイを踏まえて，Battermanの議論を整理しよう．Batterman（2002）

では，漸近的推論が科学の営みに不可欠であり，ある種の詳細を省いていくことで普

遍性を獲得すると論じる．そのような科学的探究として与えられる虹の挙動は物理的

還元モデルに従わない．したがって，虹は創発現象と呼ばれるが，この時 Kim によ

る創発性の定義とは合致しない特徴がある．Batterman は部分全体関係によって創発

を定義するのは適切ではないとし，「部分/全体関係が創発を特徴づけるのに重要であ

るという受容されている意見は実際に最も関連していることを分かりにくくさせる」

（Batterman 2002, p. 125）と論じている 8．

7 虹については分析存在論に関する議論もあるが，ここでは科学理論がどのように虹を扱っているのか
ということに関心がある．その意味で，これは単なるトイモデルではない．
8 Batterman はその後いくつかの論文で，物理学における創発の定式化について議論している．例え
ば，Batterman（2015）は凝縮系物理学の哲学の文脈で，創発の本質的な性質として自律性を強調し
ている．また，Batterman自身の主張と物理学における創発の概観は Batterman（2009）で知ること
ができる．
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2.2 論理的に独立な創発

続いて，Butterfieldの議論を整理しよう．まず Butterfield（2011a）では，還元，付

随，創発の関係について論じている．一般に，創発と還元は対立するものとして考え

られる．たとえば Battermanも還元の失敗として創発を定義する主張があることを紹

介している（Batterman 2002, p. 6）．しかし，Butterfieldは創発と還元が論理的に独立

であると論じて，創発と還元を対立させるのは適切ではないと論じている．さらに，

Butterfield（2011b）では，還元と創発が両立する例が挙げられている．以下で，詳し

くみていこう．

Butterfieldの主張は以下の（1演繹 Deduction）と（2前 Before）である（Butterfield

2011b, p. 1069）．

(1.演繹)創発は還元と矛盾しない．かつ，この主張は強い意味での「創発」（新

奇性と頑健性）と「還元」（論理学的な意味での定義的外延）で成り立つ．簡

単にいうと，N → ∞を考えることによって，新奇で頑健な性質を演繹できる．
加えて，極限は次のように考えなければならない．たとえば，有限な N を用い

ている弱い理論は強い意味での演繹を妨げる．さらに，この弱い理論は適切で

あり重要なものである．Tt と Tb はあいまいにしか定義されない（「熱力学」や

「統計力学」のようにラベルづけられる）ので，両者が還元可能かどうかという

論争を回避できる．

二つ目の主張は

（2.前）弱い意味での創発は極限を得る前に生じる．つまり，新奇で頑健な振る

舞いは有限系でも認めることができる．

である．極限による操作によって得られる性質が，極限を取る前の現象からみて新奇

で頑健であれば，それは還元でありかつ創発である．一方で，極限を取らないことで

生じる新奇で頑健な振る舞いが知られているので，それは還元ではない創発である．

これらの主張を理解するためには強い意味での創発・還元や新奇性と頑健性の定義を

理解しなければならない．以下で，これを確認しよう．

Butterfieldによる還元の定義を確認する．Butterfield（2011a）の特徴は，創発と還

元が論理的に独立な概念であり，ネーゲル的還元を否定しないことにある．まずは，

哲学的ジャーゴンとしての還元は簡単に次のように整理できる．ある理論 T1 が別の
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理論 T2 に還元されるとは，T1 が T2 の部分であるとされることである．同様にネーゲ

ル的還元は，T1 が T2 から導出可能であるという程度の意味である．一方で，物理学

における還元は逆になっており，T2 が T1 に還元されると論じられるが，これは「還元

する」というよりは「簡単にする」とか「単純化する」といった意味である．このよう

に，Butterfieldは哲学的な意味で創発を用いている．ただし，簡単のため二つの理論

をそれぞれ次のように定式化する．Tb の ‘b’は，basicや bottomの頭文字で，ミクロ

であるとか本質的であることを含意しており，bestの頭文字でもあり，成功した理論

であることを指している．もう一方の理論を Tt としよう．‘t’ は top や tangible の頭

文字で，マクロであるとか可観測であるという意味を持っており，taintedというの頭

文字で以前使われていたものという意味も持つ．これを用いて，Tb ≡ Tbottom/basic/best

が Tt ≡ Ttop/tangible/tainted を還元するというように定式化される（Butterfield 2011a,

pp. 927–928）．

二つの理論，Tt,Tb があった際に Tt が創発であるとは次のような意味である．Tt に

よって与えられる記述が，Tb と比較して新奇で頑健であるとき，Tt は Tb の創発であ

るという．ここで，新奇とは定義不可能であり，説明不可能であるという意味であり，

Kimの定式化でいうと 3，4に対応している．一方，頑健とは，Tb の様々な条件に対

して Tt は独立であるという意味である．

ここでの還元とは演繹としての還元 ‘reduction as deduction’であり，この意味での

還元には二種類あり，強い還元と弱い還元である．強い還元とは，Tt は Tb と比較し

て新奇な振る舞いを与えないという意味である（Butterfield 2011a, p. 938）．弱い意味

での還元は (1)～(5)の 5つの性質を持つ．

(1) 定義の選択：Tb の定義は，Tt の定理を保証するように適切に選ばなければなら

ない．

(2) 長い演繹と定義も認める：Tt の単語の定義や Tt の定理の導出に際しての演繹を

短くすることを要請しない．

(3) 同一の広がりを持つものとしての定義：Tt における原始的な述語 P は Tb の

合成的な述語 ϕ と次のような関係をもつ．∀x1,∀x2 · · · ∀xn P(x1, x2, · · · , xn) ≡
ϕ(x1, x2, · · · , xn)

これら三つの性質では，科学の特徴を記述するのに十分ではない．そこで，さらに次

の 2つの性質を加える．
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(4) 新しい対象を得る：ここまでで与えた三つの性質では，Tt は新しい対象を得る

ことができない．そこで，次の三つの性質を導入する．

– 理論的特徴づけ：還元は Tt の単語を Tb の言語で定義する．

– 論理的構成：Tb の論理的構成は還元の要請より Tt の対象を置換させる．

– 中括弧：集合論を使うことで，対象を形式的な構造から定義する強力な手

段が与えられる．

(5) 機能的定義：これらの定義は心の哲学における機能主義と同様のもの 9 である．

これら，5 つの性質が弱い還元の持つ性質である（Butterfield 2011a, pp. 930–935）．

詳細は省略するが，Butterfieldは多重実現が還元に対する問題にならないと論じてい

る 10．また，強い意味での還元とは異なり，新奇な現象が生じることを，弱い還元で

は否定しない．したがって，この弱い還元については創発と矛盾する概念ではない．

還元でありかつ創発であるような例は Butterfield（2011b）において論じられてい

る．確率論，幾何学，量子論，統計力学の四つの分野から，例があげられており，量子

論と統計力学の具体例として超選択則 superselection と相転移があげられている．超

選択則について Butterfieldは

• 大きな有限系は無限系によってうまくモデル化できる．
• そのようなモデルは，数学的有用性と経験的成功によって正当化される．
• 無限系によって新しい数学的形式が与えられる：例えば，超選択則など．
• にもかかわらず，還元が存在する：創発の超選択の性質と振る舞いは，無限極
限をとるような十分に豊かな理論に還元可能である．

• 一方で，極限をとるなかで創発的な振る舞いを見ることができる．

と結論付けている（Butterfield 2011b, p. 1122）．ここでは，この議論を詳述すること

は避ける．これについて議論を追うためには，いくつか数学的，物理学的に導入しな

ければならない概念があり，本論の趣旨である創発に関する一般論から離れてしまう

からである．また，相転移については，前述の（1演繹）と（2前）に対応して，

9 心の哲学における機能主義では，痛みの機能的定義は次のように与えられる．痛みとは，「ある組織
が傷ついたときに典型的に生み出され，嫌悪の行動を引き起こす物理的性質を持った動物の性質であ
る」．このように定義を，その役割において与えることである．．

10 この点については Soberによる議論（Sober 1999）を参照しており，Butterfield自身は詳しい議論を
与えていない．
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• 相転移における創発的な振る舞い 11 は，統計力学において N → ∞のように適
切な極限をとることで導出可能である．一方で，有限な N の系に限定すれば，

導出可能ではない．

• 一方で，創発的な振る舞いは有限な系でも生じる．

と論じられている（Butterfield 2011b, p. 1129）．つまり，導出可能性が残る一方で，導

出可能ではないような性質も残るという意味で，相転移が還元でありかつ創発である

ような事例として扱われている．

続いて，付随 supervenience の議論を整理しておこう．付随は次のように導入され

る．対象の集合 Oがあり，これは二つの性質の集合 T (≡ top)と B(≡ bottom)によっ

て定義されるとしよう．ここで，T が B に付随するとは，B のすべての性質が一致
している O の任意の二つの対象が，T のすべての性質が一致するときかつ，そのと
きに限る．例えば，Oを絵画とし，T を美的性質とし，Bを物理的性質とすればよい
（Butterfield 2011a, p. 940–941）．

付随を創発であるとする立場は，還元との関係も含めて次のように整理される．

(i) Tt が Tb の有限な定義的外延であるとき（つまり，定義が有限であるとき），そ

れは還元である．

(ii) この定義が無限であるとき（つまり単なる付随であるとき），これは創発である．

ここでは定義が有限であるか否かによって，還元・付随・創発の関係が与えられている

（Butterfield 2011a, p. 944）．先ほどの還元の定式化で許されるのは導出過程での無限

性であり，定義は有限でなければならない．Butterfieldは創発は還元や付随と異なり

論理的な概念ではないとする立場であるので，これらの定式化を否定し，「創発のない

付随」と，「付随のない創発」の具体例を与える（Butterfield 2011a, pp. 951–956）．ま

ず，創発のない付随として古典統計力学が例として挙げられている．古典統計力学は，

構成要素の古典力学の定義的外延と考えることができるので，古典力学に付随する．

付随でも還元でもない創発については，物理学において以下の二点

1. 複合系の状態空間やその性質を定義する規則は不変である．特に，状態空間に

11 相転移について Callenderは「問題は，相転移—統計力学によって説明される—が無限系においてのみ
生じるが，我々が説明しようとしている現象は有限系でしか生じないということである」（Callender
2001, p. 549）と論じている．このように相転移をどのように理解するべきかというのは統計力学の
哲学の伝統的なテーマである．
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ついて規則的に定まっている．古典物理学ではデカルト積であり，量子論にお

いてはテンソル積である．

2. 粒子や自由度がある数を超えたり，ある種の状態になると，これらを記述する

ような本質的な力は存在しない．たとえば，量子物理学でも古典物理学でもせ

いぜい 2体間の力を仮定している．

が認められている．この例として量子力学の性質があげられる．量子力学ではエンタ

ングルメント状態がヒルベルト空間のテンソル積で記述される．古典力学との関係で

いうとエンタングルメント状態は付随でも還元でもなく，頑健で新奇な振る舞いであ

る創発を生んでいる．つまり，古典力学の枠組みでは論じられない現象であり，かつ，

エンタングルメント状態については実在する 12 ことが疑いがない．また，古典力学の

理論条件とエンタングルメントを記述する量子力学の理論は独立であるので，頑健な

性質であるといえる．また，同様に，量子力学や古典力学は多体系に応用できない．

したがって，多体系である化学や生物学の現象は量子力学や古典力学からみて付随で

も還元でもない創発である．言うまでもないが，化学や生物学は量子力学や古典力学

から見て頑健であるためである．

Butterfield（2011a）の目的は創発に関する二つの主張を批判することであった．一

つは，創発が還元と矛盾するという主張，もう一つは創発が付随であるという主張で

ある．結論として創発・還元・付随の論理的な独立性を主張していた．したがって，

Batterman（2002）のように還元の失敗が創発という関係ではない．還元が可能であれ

不可能であれ，創発は頑健で新奇な性質が現れることが特徴である．

最後に，創発と還元の関係について簡単に整理しておく．創発で還元である例，還

元ではないが創発である例について再度あげておこう．創発であり還元である例は，

超選択則と相転移があげられている．一方で，還元ではないが創発である例としては

エンタングルメントや生命現象があげられている．ある理論に対して，頑健で新奇な

要素があれば，その理論のその部分は創発である．一方で，還元には新奇なものを認

めないような還元と，そうではない還元を考える．新奇な性質を認めるような還元は

弱い還元である．したがって，定義より弱い還元と創発は両立可能な概念である．こ

の時，還元の条件としては演繹可能性がポイントになるが，演繹としては，Batterman

12 科学的実在論の議論において，量子力学的対象の実在性が問題になることもある．しかし，エンタン
グルメント状態については，アスペの実験や量子情報に関連する実験で検証されている．したがっ
て，エンタングルメント状態が頑健な現象といっていい．
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とは性質が異なる．Batterman が数学的形式間における漸近的論証に注目したのに対

して，Butterfieldはあくまで伝統的な文の間の関係に注目している．この立場はもち

ろん，ネーゲル的な還元との両立を目指す立場からすれば当然のことであろう．

2.3 まとめ

ここまでの節では Battermanと Butterfieldが展開した物理学における創発の議論を

整理した．Batterman は漸近的推論と呼ばれる極限をとるような操作をもとに物理学

における還元を定式化し，極限をとった際に，特異になるような場合は創発であり，正

規であれば両者の関係は還元とされる．この意味で，還元の失敗が創発の定義になっ

ている．さらに，創発において部分全体関係は本質ではないことが，特に虹の例に基

づいて主張される．部分全体関係の結果として創発が与えられるのではなく，逆に創

発によって部分全体関係が与えられることがあるに過ぎない．一方，Butterfieldは還

元と創発，付随と創発が論理的に独立な概念であると主張する．Butterfieldも部分全

体関係を強調しない点では一致しているが，還元であり創発であるような事例を挙げ

ている点で Battermanが還元の失敗として創発を捉えていたことと対立している．還

元ではない創発の例としては，量子力学と古典力学の関係におけるエンタングルメン

トや物理学に対する化学や生物学があげられており，還元である創発の例としては超

選択則や相転移があげられている．創発の定義として，創発のもととなる理論と比べ

て新奇で頑健な振る舞いが重要な特徴になっている．ここでの新奇とは定義不可能で

あり，説明不可能であるというものである．一方で，頑健とは創発の元となる理論の

組成とは無関係というものであった．両者を比較すると，Batterman が部分全体関係

を否定すること，還元の失敗として創発を捉えていることの二点が特徴的である．一

方で，Butterfieldは還元（と付随）が創発と両立するような概念であると論じている

点が特徴的である．

さて，Battermanと Butterfieldの差で特徴的なのは還元との両立可能性である．この

違いは，極限に関する扱い，Battermanの表現では漸近的推論の扱いにある．Batterman

が特異な振る舞いをするような極限であるか否かによって還元できるかどうかを区別

しているのに対して，Butterfiledはこのような区別を導入しない．しかし，Butterfield

では量子古典対応の中でもエンタングルメントは還元可能ではなく創発である例とし

て挙げられている．これに対しては Battermanは同意するだろう．量子古典対応は創

発の例として扱われている．一方で，虹についてはどのように考えられるだろうか．

虹は波動論にも，幾何光学にも還元できない．その意味で，両方の理論に対して新奇
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性がある．しかし，頑健性があるといえるか．虹の記述は波動論と幾何光学の特徴が

必要であり，これを根拠に頑健性がないとも言えるだろう．その場合，Butterfieldの

定式化では虹は創発ではない．

虹が Butterfieldの図式で創発ではないからといって，Butterfieldが誤っているのか

というと必ずしもそうではない．虹が創発でないとするように定義するのはあまり生

産性がないだろうということは指摘した．すると，Butterfieldの定式化が誤っている

ように見える．しかし，Butterifieldの議論は系ではなく理論に適用されるものである．

つまり，ある理論がほかの理論の記述と比較して新奇で頑健な性質を記述するとき，

創発と呼んでいる（Butterfield 2011b, p. 921）．虹は系であり，虹理論という理論はこ

こでの議論の対象ではない．したがって，Butterfieldにとって自身の定式化が虹に適

用できないことは問題ではないのである．

しかし，これは両者の議論が問題ないということにはならない．まず，Butterfield

に対しては，系と理論を区別していることに対する問題があるだろう．系を記述する

のは理論である以上，系における創発が理論においては創発にならないというような

状況はやや不自然である．もちろん，これは存在論的な疑問であるので本質的ではな

いといえるかもしれない．同様に，Batterman の議論については次のような反論が可

能かもしれない．漸近的論証に関する分析の妥当性の問題は残るであろう．漸近的推

論が科学的説明において非常に重要な役割を果たすことは間違いない．しかし，まず

特異であれば必ず創発と呼べるのかという問題は残る．また，物理学と化学の関係や，

さらに生物学との関係，また日常的な対象の扱いなどは現在のところ十分に形式化さ

れているとは言えない．創発の定式化に漸近的推論による性質を入れてしまうと，形

式化されていない理論や系については創発かどうか判断できないということになる．

ただし，このような Battermanに対する批判は決定的ではないだろう．この漸近的推

論をしているかどうかが決定されていない創発現象があるのではないかという批判は，

そもそも Battermanの議論の適用範囲が物理学における議論である以上，生命や心な

どの議論がここでの定式化で扱えないことについては問題ではない．漸近的推論にお

いて特異性が現れているが創発ではない，もしくは，特異性がないのに創発であると

いう例を探すという方針は，もちろん反例を挙げるという意味でより決定的になりう

る．ただ，現状ではあまり決定的な反例は想定できていない．

最後に，創発における部分全体関係について注意をしておこう．Batterman が提示

した虹の例では，波動論が包括的であり基礎的であることから全体とされた．一方で，

幾何光学は波動論よりも個別的で荒い理論であり部分の側に属するとされている．加
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えて，Battermanの創発図式より，虹は創発的である．ここでの問題は，部分と全体の

与え方である．Kimの定式化では創発の条件のように記述されているが，そのように

とらえると問題が生じるというのが Batterman の結論であった．このことはむしろ，

還元や創発に関する図式に当てはめてから，部分と全体を規定するという可能性を示

唆しているようにも見える．しかし，これはあくまで可能性であり，虹の例では波動

論を部分の側に属させるのは自然ではないだろう．もちろん，そのような部分と全体

の定義を与えることも可能かもしれないが，所詮は定義問題になる上に，部分と全体

の定義が一貫性を持つことはないだろう．つまり，創発関係は部分全体関係とは独立

な関係であり，創発によって部分全体関係を規定することができることもあるという

程度の関係にしか過ぎないのである．

§3 まとめ

本稿では，創発に関する二人の主な論者の哲学的な議論を整理した．ここでは，簡

単にしか触れていないが両者ともに具体的な物理学の事例をベースに議論を展開して

いる．また，Battermanや Butterfield以外にも創発については議論の対象にはなって

いる．

2 節で確認したように，Batterman と Butterfield は物理学における創発の定式化を

試みている．Batterman は極限をとるような漸近的推論に注目し，漸近的推論が成り

立つケースを還元と呼び，この還元が失敗するケースを創発と呼ぶ．さらに，Kimが

部分全体関係を前提して与えている創発の条件 1, 2 が適切でないことを示している．

Butterfieldは還元と創発が両立するものであると論じている．創発の性格として，頑

健性と新奇性を挙げ，これらの性格を持つ具体的な事例としてエンタングルメント状

態を挙げる．エンタングルメントは明らかに，古典力学からみれば頑健性と新奇性を

持っている．そのため，エンタングルメント状態は還元ではない創発である．一方で，

超選択則が創発であり還元である例として挙げられる．これはつまり，極限による操

作によって古典力学的な特徴と還元可能であるが，新奇で頑健な性質を持つことから

創発でもある．このように両者の創発に関する定式化は異なる．表面上は還元との

両立可能性において対立している．両者の違いは Battermanが理論に注目する一方で

Butterfieldが命題間の関係に注目して創発を分析している点に起因しているのではな

いかという点は指摘した．一方で，両者に共通している点としては，Kimの定式化に

おける部分全体関係を創発において要請しないという点である．
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