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動的時間的構造の必要性 一哲学的雑感一
塩谷 賢
千葉大学文学部
現在 ､複雑系の研究が大 きく進展 しているとき､研究成果 をどの ように理解 し､受
容す るのが我 々の認識 に とって 自然であ るか ､は現代 の科学哲学に とっての大 きな課題
の一つであ ろ う｡ 本稿ではそのために必要 と思われ る若干の概念の存在 について示唆 し
たい ｡
時間的な変化の局所的な様相は比較的単純 な規則に従 っているに もかかわ らず ､あ る
程度の大 きさを持つ と極 めて複雑 な行動 をとるとい う現象は 自然界の中に数多 く見受 け
られれ ､いわゆ る複雑系 の一つ と考 え られ る｡ この ことは ､全 く同一の法則 に従 う局所
系がある範囲に共存す ることによ り､互いに干渉 しあ って複雑な様相を呈す るもの と見な
すことが 出来 る｡ また､単一の非線型力学系は ､高次の干渉項 を含んでお り､適当な領域
に展 開することにより､高次干渉項の効果がその軌道に複雑な振舞いを与える｡ これは先
の多様な系で ､単純な規則の様 々な出現が相互干渉 をしていた複雑な状況 (のあ る側面 )
を生成す る要素 を､対象系 として選ばれた ものの運動原理 (運動方程式 )として配分 し､
それ以外の系 (の集団)か らは運動の様相 を取 り除いて ､積分展 開のための無性格な領域
と見なした もの の ように見える｡この見方が正 しいのであれば ､単一系 または相空間での
複雑系の取 り扱いは､多粒子系の全体的な運動 を重心の運動によって解析するの と同 じよ
うな本質を持 っていることになる｡ この ような措像は外的立場か ら纏め上げた もの といえ
よう｡ここで問題 となることは複雑系が 開放系 としての持つ性格 をどの ように理解す るべ
きかである｡ 外 的描像は量的パ ラメータを通 じての開放性 を描写するには強力な方法であ
る｡ しか し､運動の性格 を決定す るような影響 ､運動の様相 を変化 させ る新 しい原理が生
成す るといったデータレベルではない ､規則 レベルでの変化の有様 を十分に描 くことがで
きるだろ うか ? 外的措像は理想的には ｢全て｣の干渉項の生成要因を予め与 えてい るこ
とになるので ､新たに干渉項が生成することを入れ ることは ｢原理的｣にはで きない｡実
際には積分展 開した軌道において変分や巻 き込み といった軌道間の力学や統計的な手法 を
追加することによって単一系 として表現 された複雑系の新たな現象への潜在能力 を評価す
ることが為 されているようである｡ このことは積分展開においては無性格なキ ャンバ ス と
考えられていた積分領域が ､実際には外的措像が取 りこみ きれていない､創発的な変化の
ための要素 として考慮 されていることになる｡
実際に も我 々は世界 をなす様 々な複雑 な系の一部 として他の要素 と相互干渉 してい
るが ､硯 に行 っている相互作用 をしているだけでは､複雑性の様相 を理解 していることに
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はな らない｡知性 を持 って複雑 な世界 に対 している以上は､部分的 ･近似 的に複雑性 を外
的視点か ら捉 え､予想 し､新たな創発 に (
不完全で も)備 えるといったことを為 してい る
はずであ る｡ その意味では単 に受動的に複雑系の要素 となってい るだけでな く､能動 的に
複雑系 を生 きてい るのであ る｡ この我 々の現実になるべ く沿 った形で複雑系 を ｢理解 ｣す
ること､そのために必要な概念 を探求す ることが我 々の課題 の一つであ る｡
上に述べ た外 的描像 とその補正の仕方 とアナロジ カルに考 えることが で きる事例が 実
は言語哲学の領域 に存在 している｡ それは言語についてのフレーゲ的見方 (以下 ､F措像 ､
とす る)とウ ィトゲ ンシュタイン的見方 (
以下 ､W 描像 ､とす る)の関係であ る｡F措像
とは ､言語 を論理的操作 に服す る もっとも一般的な形式の体系であ り､文 をもっとも一般
的な意味での ｢思想 ｣を表現す るもの と見なし､様 々な場面での応用 において文の構成要
素の ｢意味｣や ｢意義 ｣が与 え られ ると考 えるものである｡ タル スキーに由来す る現在 の
標準 的なモデ ル理論やそれ に基づ く数学 によって形式化 され た 自然科学の理解 の仕方 は ､
この F措像 の流れ の上 にあ る ものであ る｡一方 ､W 措像 は言語 を実際に行 われてい る操
作 の動的体系 ､一種のゲ ーム と考 える｡ この とき､ゲームの外か らゲ ームを描写す ること
はで きない｡言語の理解 はゲ ームにおけ る振舞い方 を通 じて得 られ るのであ り､その源泉
は全てのゲームに浸透 してい る 日常言語 とい う言語ゲームへの参加にある､とい うもので
あ る｡
この両者 は言語 についての異 なる見方 として ､様 々な議論が な されて きた ｡ しか し､
私はこの両者が 背反的であるのではな く､言語 とい う極めて開放性の高い複雑系 について
の我 々のダ イナ ミックな接 し方の異 なる 2側面 を表 している ものであ る､ と考 える｡
我 々が これか らなにか をしようとす るとき､現在進行形で言語 に向か ってい るとき､
複雑系であ る言語系の相互作用 を担 うエ ージェン トとして振舞 うときには我 々は W 描像
に よってお り､既 に起 こった言語現象 ､デー タとしての言語現象 に関 しては F措像 に よっ
ている｡W 措像 は多粒子系の内部的立場 ､F措像は外 的立場に対応 してい る｡ この両者 を
繋 ぐのは ｢時間｣である｡ しか し､この時間は単なるパ ラメー タで はない｡複雑系 の場合
に もいえるように､規則 ､法則 といった新 しい ｢秩序｣の創発 の関わる時間であ り､他の
エ ージェン トと相互作用 を可能 とす るような ｢状況 ｣が ｢並存｣す ることに よって ｢新 た
な適用｣が発生 し､高次の相 関が現われ るような機能的な新 しさを持つ ｢時 間｣であ る｡
この ｢並存性 ｣や新 たな ｢適用｣ といったことを議論することの重要 さが触れ られ た
ことはか ってなか ったように思 われ る｡｢ダ イナ ミックな環境｣の ようななん とな く分か っ
た気 になる言葉 に よって示唆 されてはいた｡そこでは時間は個 々の適用 ､並存性 と直交す
る形で系 に対す る独立パ ラメー タとして理想化 されていた ままであった｡だが ､我 々が取
ろ うとしている見方か らは ､時間は機能的なレベルでの系の並列可能性 に即 して様 々な レ
ベル を持 ち､並列性の表現であ る空間 も機能的には様 々なレベルの存在であ ると考 え られ
る｡ この見方 を考 えるためには並列可能性 ･適用可能性 を表す ｢背景｣ とい う概念 を導入
す ることが 必要 と思われ る｡
この ｢背景｣とい う考 えは ､機能 レベルでの系の並列可能性 に基づ くものであ り､実際
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の多粒子系は様 々な背景の実現モデルの重ね併せ と考えられ る｡ その意味で空間は背景の
無限の重ね合わせであ り､機能的並列性の平準化 として得 られた構造 を持つ もの となる｡
また ､上で述べ たのは時間のあ る 1点におけ る様態 に関す る機能的な特性であ った ｡
これ に加えて時間が進展 し､過去 ､現在 ､未来の様相が変化 してい くさまもこの考えの中
に取 り入れなければならない｡この ときには並列性その ものの変化 とい う表現の難 しさを
持つ問題が現 われて くる｡ 離散的な状況においては ､r
e
c
ur
r
e
ntne
ur
a
lne
tなどのモデル
であ る程度の表現は可能であろ う

｡

この ときで も､機能 としての時間経過の構造 として現

われ る事態 (入出力のパ ターン)と､それ を我々が記述するための外挿的手段 としての メ
カニズムの 2つの段階を区別す る必要があ る｡ この ときには記述手段の厳密化 を測 ると､
並列性その ものが予め限定 された可能性 に服する形にならざるを得ない｡そのため入出力
パ ターの側 に着 目した多 くの事例の統計的相関や異なる表現法に渡 るインターフェイスの
可能性 とい った機能の メカニズ ムその もの を浮 き出 させ るための手法が必要 となるだ ろ
う｡ 具体的には記述のために費消 され る情報資源の量 と記述 メカニズムの相関を考慮 した

e
fe
c
t
i
v
ee
qui
val
e
nc
eを一般化するような概念が必要 となるもの と思われ る

｡

さらに問題 なのは､｢時間｣に連続性 を与える場合である｡ 現在の ところ‑径群の よう
にパ ラメー タで代用する方法はあるが ､本質的には操作 ･適用その ものの可分性 ･連続性
の表記が必要 となる｡ このことは まだな されていないが ､空間の連続性の根幹に関わる問
題であろ う｡
背景の概念の分析 には､いわゆる因果法則的 ･質点の外 的関係 に基礎 を置 く表記以外
に､並列性 ､適用時における法則のズ レの効果 といった ものを含 むいわば情報論的な概念
が必要である｡ 空間 ･時間が この ような背景概念のある種の理想化であることを考えると
物理的実在性 とい うものは､い ままでの物的性格 を超 えた情報的性格 を含 むものに拡大 さ
れねばな らない｡この場合には世界その ものの機能 と我 々の記述のための手法の間の差異
が暖味な ものになる｡ すると先に触れたような機能その ものの メカニズムと記述のための
メカニズ ムの区別に相当する概念が必要 となる｡ この区別 ･タイプ分けはス トリクトな も
の とい うよ りも､時間が進 むこと､つ ま り現在が過去になることによって部分的にタイプ
が壊れて行 くような ものであろう｡ この ような区別の可能性は ､連続的な操作 ･適用の表
記 に対応 した ものであろ うと思われ る｡
この新 しい概念分析 の方法は我 々の 日常的な理解の構造 に極 めて よ く合致 してい る｡
そのため ､物理的理論の理解の促進のみならず ､心脳問題での ｢心｣の概念の機能的な位
置付 けや物理における実在性 ､宇宙論 における人間原理の問題 といった科学哲学的課題 に
も新 たな ヒン トをなげかけるもの となるだろ う｡
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