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Abstract－ The basic structure of “stackedness” in social groups is elucidated by referring to the concept and
theory of “canopy” in group dynamics and also to a modal logical structural analysis of canopies resulting in a
semilattice structure. Also, the two modes of thought, paradigmatic and narrative modes, introduced by J. Bruner
are examined yielding modal logical and social interpretation of the narrative mode. Moreover, existential graph
representation propositions and Petri net-based representation of events are combined to clarify Leibnizian spatiotemporal structure of narratives, where Leibinizian space and time are defined as being order of co-existence and
that of succession, respectively. Then a categorization of information as being sectional (exclusive) and inclusive
is introduced which is closely related to Bruner’s categorization of thought. Finally, a framework of research, “Information Edaphology”, is proposed and examined focusing on the grouth and enrichment of community and
communication via narratives.
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はじめに

ジェローム・ブルーナーは概念学習などの研究によ
り認知革命に深く関わり、
認知科学の開拓に寄与した。
その後、心理学と人文学の連関に注目し、文化心理学
や日常心理学（フォークサイコロジー）の提唱などを
行った。その過程で、彼は著書「可能世界の心理」[BRU]
を著わし、その中で人間の有する互いに相補的な二つ
の思考様式として「論理－科学様式（paradigmatic
mode）」と「物語様式（narrative mode）」のあるこ
とを提言し、両者を対比的に論じている。さらに、こ
れらの思考様式の統合に深く関わる人間集団や社会の
統合の問題について、集団のマクロ秩序形成を論じる
グループダイナミックスの立場から議論されてきたこ
と、とりわけ、杉万俊夫による「かやの理論」を紹介
する。かやの理論は、我々が暗黙の前提としている個
体（個人）に全てを還元して議論するという個体還元
の常識的考え方を転換する極めて大胆な仮説に基づく
ものである。これは、人間集団や社会と文化や知識あ
るいは規範などの関係を論じる上で新たな可能性を拓
いていくものと考えられる。
さらに、物語の構造や「物語る力」を論ずるために、
物語における「時間」と「空間」の表現方法について
ライプニッツの時空論の立場から考え、チャールズ・
S・パースの存在グラフやペトリネットに基づいた数学
的な表現方法を導入する。演劇の進行を例題として、
この表現方法の概要を示すとともに、物語が展開され
る背後にある「物語る力」について検討を加える。そ
れは、さまざまな共在者の間に時間構造や空間構造を
含んだ秩序を見い出したり、形成する力であり、それ
ぞれの文化や風土の下で育まれた原型
（ゲシュタルト）
や型が関連していると考えられる。それらを通して情
報やコミュニケーションの問題について検討し、「情
報土壌学」という学域の展望について検討を加える。
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ブルーナーの二つの思考様式
1

ブルーナーの二つの思考様式である「論理－科学様
式（paradigmatic mode）」と「物語様式（narrative
mode）」は互いに相補的であり、一方を他方に還元す
ることはできない。それぞれが固有の作動原理と適格
性の基準を有している。この適格性の基準として、論
理－科学様式では「真理性」が、物語様式では「迫真
性」が求めらるとされる。
思考過程を記述する基本となる”then”を含む文
（命題）についていえば、論理－科学様式では多くの
場合、then は、厳密な意味での含意（「厳密含意」）、
例えば、因果関係などを表している。一方、物語様式
では多くの場合、事象や出来事のより緩やかなつなが
りや継起を表している。
例えば、
「ある事が起こって、
そして（then）、別のことが起こった」というような
記述である。「論理－科学様式」では、この（厳密）
含意の真理性が、「物語様式」では、この事象継起の
「迫真性」が問われるのである。
論理－科学様式では、カテゴリー化ないしは概念化
を用いて諸要素が互いに関係づけられてひとつの形式
的な数学的体系化の理念実現が志向される。これらの
形式化の中には、
連言
（and, “∧”）
、
選言
（or, “∨”）
、
概念の上位－下位の階層化、厳密含意、特定の文脈か
ら一般的命題を抽象する仕組などが含まれる。さらに
この形式的体系は一貫性と無矛盾性という条件で規制
されており、一般的な諸原因とそれらの立証とを扱っ
ている。その上での陳述は観察可能なものによって規
定されるが、そればかりではなく、論理的に生み出さ
れるものもある。さらに、観察可能なものに照らして
吟味される一連の「可能世界（possible world）」に
よっても規定される。この可能世界の概念については
後に詳しく論ずる。
ブルーナーは、この様式における想像力に富む適用
は、よい理論、簡潔な分析、論理的証明、妥当な議論、
理路整然とした仮説に導かれた経験的発見などによっ
てもたらされるとしている。一方、物語様式の想像力
に富む適用は、見事なストーリー、人を惹き付けるド
ラマ、
信ずるに足る歴史的説明がもたらすとしている。

また、彼は、ポール・リクールの物語における時間
の議論に言及し、物語様式には人間の状態への関心が
関係しており、ストーリーに対して、悲しい、滑稽、
不条理などの感情が付随することが特色であるとして
いる。さらに彼は、ヴォルフガング・イーザーの読書
行為（読者論）についての議論を取り上げ、物語様式
では「現実化（actualization）」の諸相を可能にする
のは、テキストの相対的な（意味づけの）未確定性で
あり、読者による「意味の遂行（performances）」の
余地が残されているとしている。この意味の遂行を可
能にするものは「現実の仮定法化（subjunctivizing
reality）」であり、確固たる確実性ではなく、希望、
命令、勧告、ないしは可能的・予期的であったりする
出来事を表すのに用いられる。このような「現実の仮
定法化」を論理－科学様式の言説で表現するには、先
にも言及した「可能世界」の概念が必要となる。ブル
ーナーは、このことに関して、「様相論理（modal
logic）」における可能世界意味論に言及して論じてい
る｡
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の捉え方を「かやの理論」として提唱した。上述の創
発的階層構造の視点から解釈すれば、マクロな秩序を
共有する要素（個体）は同じ「かや」に属するという
捉え方である。彼は、先にも述べたように、グループ
ダイナミックスや人間科学の基礎付けとして、このよ
うな大胆な捉え方を提唱している。倫理やケアの問題
を考えるとき、集団や個人を「かや」という視点を通
して捉える方法は、全てを個人（個体）に還元する従
来からの個体還元的観点を補完し、より柔軟で実り豊
かな実践につながる観点を提供してくれるものではな
いかと考えられる。
注意すべきことは、かやに入ることで個人の固有性
が全てかやの共有性に置き換わるのではないことであ
る。個人の個性の余地は勿論残されている。逆に、図
1 に示すように、個々人が「重層的」にどのようなか
やの群によって覆われているか、それぞれの重層的な
かやの覆いの違いとして個性を捉えることも考えられ
る。すなわち、同一のかやに属する二人も、一方を包
み、他方を包まないかやの存在により、両者の違いが
顕在化される。

集団を包む「かや」の理論

3.1 個体を包む「かや」
人間集団について、その集合的性質や動態を扱う学
域としてグループダイナミックスが知られている。こ
の領域に人間科学としての基礎付けを与えるものとし
て、杉万俊夫によって「かやの理論」が提唱されてい
る[SUG]。これは、人間集団のような要素として高度な
知性や複雑さを内包した個体（人）からなる集合体に
ついても、上のようなミクロな秩序とは違う次元のマ
クロな秩序の形成を「かや（canopy）」の形成として
捉え、より自然な形で人間集団や社会における秩序や
規範の成り立ちを捉えてゆこうとするものである。
彼は、人間同士が互いに分かり合うという関係が形
成されるためには「個人＝心を内蔵した身体」
（mind-in-a-body paradigm）という図式を採用し、全
てを個人（個体）に還元して考える立場に立つわけに
はいかないと強調している。これは、創発的な自己組
織的秩序形成の構造に対応づけて考えるとき、集合的
性質を含む人間集団の全ての性質が、個人（個体）の
「ミクロレベルの特性」に還元されてしまうわけでは
なく、「マクロレベル」でしか捉えることのできない
ものが残ることとして理解される。しかし、「個人＝
心を内蔵した身体」という図式は我々に根深く先入観
として埋め込まれており、「個体還元的」な視点から
はなかなか抜け出せないのが実情であろう。しかし、
集団内で、ある事柄、たとえば p について、個人 i と
個人 j が深く分かり合っている状況を考えるとき、単
に、i と j が p について同意見というだけではなく、i
は j が i の意見がどうであるかを知っており、それが
自分自身（j）と同意見であることを知っていることを
i 自身が知っているというような、「多段に亘る深い
認識」を相互に共有していることが必要となる。しか
も、この多段の構造の深さには一般に限度がないこと
から、個人（個体）の知識に全てを還元して議論を展
開することは（こんな単純な場合についても）実質的
にはできないことが分かる。
むしろ、彼は、互いに深く分かり合っている者同士
は一つの「かや」に覆われており（属しており）、そ
の中では多くのものが共有されているとする人間集団

図１ 個を重層的に覆う「かや」の群
3.2 「かや」の形成と身体性
このような「かや」はどのように形成されるのであ
ろうか？杉万は、「身体の互換的働き」が関与すると
している[SUG]。
ある人の行為を見て自分がその人であ
るかのように、その人と入れ替わったように追体験す
る場合がある。
このような具体的事例として、
杉万は、
目の前で不器用に包丁を扱う人に対しては、我々は指
を切るような予感を抱きつつ心配して見守っているが、
その人がついに指を切ってしまい、「痛い！」と叫ん
だとき、つい、自分も指を切ったように痛みを感じる
場合を挙げている。これは、「互換的な身体」の働き
の成せる技である。
このような追体験、共有体験の集積からひとつの個
と他者を包む「かや」が形成される。それがさらに拡
がってゆくと、より多くの人々を包むかやが形成され
る。このように、それぞれは異なった世界を有してい
た個（個体）が共通の体験を経ることによって「かや」
が形成され、その中で様々な事物や事柄に対して（共
有された）
「意味付け」
が生まれてくると考えられる。
我々が日々用いている日本語もこのようにして形成さ
れてきた意味付けとそれを担う表象記号体系の総体と
いうことができよう。このような「意味付け」は個々
人の認知や判断を縛ることにもなるが、同時に、それ
を通して体験を共有することが可能となり、形成され
たかやをさらに強固なものにしてゆく働きを持つ。
ここで注意すべきことは、「互換的な身体の働き」
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は、「今、ここだけの共通体験」を導くだけであり、
これが個々の具体的体験の時間・空間を超えた超越的
な形での「意味」の形成に至るには、いまひとつ別の
身体の働きが必要であると杉万は指摘している。それ
を彼は、
「超越的身体」と呼んでいる[SUG]。すなわち、
繰り返しになるが、互換的身体の働きを通して、一人
の個が他の個と経験を共有したとしても、それぞれの
身体を通しての体験である。これら二つの身体（の体
験）を離れて普遍的な意味を構成するためには、これ
ら身体（の体験）が超越的身体の勢力圏に入らなけれ
ばならないとされる。このようにして意味が（かやの
中で）定着するとしている。
杉万はこの超越的身体がかやの「規範」と「雰囲気」
を規定するとしている。ここで、規範には、「である
規範」と「べし規範」という二種のものがある。以下
では、である規範は「認識的規範」、「べし規範」は
「義務的規範」と呼ぶことにする。つまり、対象をど
のように認識（判断）するのかを認識的規範は規定し
ており、どのように行動すべきかは「義務的規範」が
規定している。
このような言語化可能な規範に加えて、
かやには言語化できない規範が付随しており、これが
（かやの）「雰囲気」と呼ばれるものである。ひとつ
のかやの集団には、それぞれ独特（固有）の雰囲気が
備わっており、それがかやの働きにとり極めて重要な
寄与をしている場合が少なくない。

図２ 「必然性」の可能世界を通しての解釈

これは、現実世界から接近可能な少なくともひとつの
可能世界で p が成立していることを意味している。
4.2 義務論理と認識論理
以上で用いられた様相子“□”と“◇”は“必然性”
と“可能性”を表すものであったが、前節で述べた義
務的規範と認識的規範に対応付けるとき、それぞれは
表 2 のように解釈される。これらの作用子について成
立する普遍的な関係を論ずるのが様相論理である。先
の必然性・可能性の意味付けに対応するのは真理論的
（alethic）様相論理と呼ばれる。一方、上記の二つは
それぞれ「義務論理（deontic logic）」[IWA91]と「認
識論理（epistemic logic）」[HIN]と呼ばれる。

4 様相論理から「かや」と「物語り」をみる
4.1 様相論理と可能世界意味論
「可能性」や「必然性」
、あるいは「義務的規範」や
「認識的規範」を論理学として論ずる分野に「様相論
理（modal logic）
」がある[HUG],[IWA]。ここでは、ま
ず、
「厳密含意」をどのように捉えるかをソール・クリ
プキの「可能世界意味論（possible world semantics）
」
を導入しつつ紹介し、その後に義務的規範や認識的規
範といった「かやの理論」と様相論理の関連について
考えてみよう。
一般に論理の世界では、p と q を命題（文）とする
とき、含意式 p → q（p ならば q）は、我々が通常イ
メージしている「ならば」という本来の”含意”の意
味ではなく、たまたま p の成立と q の不成立が同時に
は起こっていないこと（「質量含意」）を述べている
だけである。
因果関係のような p とq の緊密な関係
（
「厳
密含意」）を示すためには、p が起こっている様々な
状況の下で q が起こっていることが必要となる。その
ためには、いま現実に起こっている世界（「現実世界
（actual world）」）以外に想定可能（これを「接近
可能（accessible）」という）な「可能世界（possible
world）」という概念を導入する必要がある。
一般に、現実世界から接近可能な全ての可能世界で
p が成立することは、□p と表現される。これは、p が
（現実世界で）”必然的“に成立していることを意味
している（図 2 参照）。
このとき、先の厳密含意は□(p→q) と表すことがで
きる。一方、p が「可能的」に成立することは◇p と表
される。これは、￢p（p の否定）が必然ではないこと
と等価である。すなわち、以下の関係が成立する。

義務的規範

□：義務（しなければならない）
◇：許可（してもよい）

認識的規範

□：（正しいと）知っている
◇：否定する根拠を持っていない

表 1 義務論理と認識論理における様相子の解釈

4.3 かやの規範と可能性世界の関係
さて、このような様相論理と可能世界意味論の観点
から先の集団を包む「かや」の形成について考えてみ
よう。2.1 節で述べたように、かやの形成には「多段
に亘る深い認識の共有」が必要となる。これは、可能
世界間の接近可能関係を多段に辿って到達可能な可能
世界群の共有に対応している。ここでは議論を簡略化
するため、一段で接近可能な可能性世界群の共有の観
点から考えることにする。図 3 に示す(i)と(ii)は、想
定可能な可能世界群が絞り込まれてなくて、かつ集団
（{i, j, k}）内での共有性が低い場合と、逆に、可能
世界群が絞り込まれるとともに、集団内での共有性が
高い場合との対比を示している。ひとつの「かや」が
集団 {i, j, k} を覆っていると考えることができるの
は、(ii)の場合であり、逆に、(i)の場合には、そうみ
ることができないことが分かる。
「である規範」（認識的規範）と「べし規範」（義
務的規範）は概念的には全く異質のようにみえるが、
可能世界意味論の視点からみるとき、ともに接近可能
な可能世界群の絞り込み（限定）として捉えられる。
ただし、接近可能関係自体が認識的規範では「想定可

◇p ≡ ￢□￢p
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能性」として、義務的規範では「倫理的・法的許容可
能性」
のように異なる形で設定される。
いまの集団 {i,
j, k} について成立する）命題が規範となる。勿論、
これら Ai, Aj, Ak は、認識的規範、義務的規範それぞ
れについて、その意味での接近可能関係に基づいたも
のを指している。このように、「規範」は一般に接近
可能な世界群の「限定」として捉えられる。

働きによって相手の身になって追体験することは、現
実にいま、ここで自分が居る「現実世界」（図中 Wa）
から相手の体験している世界－別の可能世界（図中
W1）－に自ら（みずから）を（仮想的に）移行させ、
その世界からどのような世界が見えるか（接近可能で
あるか）を把握することを可能にする。このように、
可能世界間の移行の自由をもたらし、物語の「迫真性」
の根源となっているのは「互換的身体の働き」という
ことができる。

図 5 互換的身体の働きの可能世界間移行表現
さらに、超越的身体の働きは、可能世界間の接近可
能関係を絞り込むことをもたらし、
「である規範」
（認
識的規範）や「べし規範」（義務的規範）をもたらし、
物語を読み解く手段、すなわち、物語の作り手と読者
の仲介の手段を与えている。また、作り手あるいは読
者を包む様々な超越的身体によりもたらされる「雰囲
気」も物語に独特の色合いをもたらすことに寄与して
いるということができる。このように、「かや」は物
語と読者を重層的に「包み込み」、そこに豊かな連関
の場を創り出しているということができる[KAT9]。

図 3 「かや」を形成しない集団と形成する集団
さて、上のような可能世界意味論に基づいた規範群
とかやの形成の関係から見えてくるものとして、かや
の集団についての
（下向きの）
セミラティス性がある。
これは、それそれ規範を共有するふたつのかやの集合
としての共通部分がひとつのかやとして捉えることの
できることが図 4 のように示される。

5 自然らしさと重層性

図 4 かやの集まりのセミラティス性
4.4 「かや」の包む働きと身体性
さて、個を包む「かや」と「物語様式」の適格性で
ある「迫真性」の関連について考えてみよう。物語の
理解にはその物語の当事者が置かれている状況を共感
をもって追体験し、その局面で様々に想定される状況
やその変化について想いを致す必要がある。
このとき、
かやの形成に関わる「互換的身体の働き」は重要な意
味をもつと考えられる。これを可能世界の視点から捉
えなおしてみよう。図 5 に示すように、互換的身体の
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5.1 セミラティスと重層性
「かや」は図 1 に示したように、重層的に個や集団
を覆っている。この構造は、より詳細にみると、4.3
節に示したような（下向き）セミラティス構造を成し
ていることがわかる。これに関連して、このような「重
層性（stackedness）」を「自然らしさ」の本質として
捉え、建築デザインの方法論を提案したものとして、
クリストファー・アレグザンダーの「パタン・ランゲ
ージ」[ALE]が知られている。彼は、「都市はツリーで
はない」という標語でそのことを提示している。パタ
ンは建築や環境を規定する要素であり、それらの成す
全体－部分関係が図 6 のように階層的なツリー構造を
成していると極めて
「人工的」
な建築や環境になるが、
それが図 7 のようなセミラティスという輻輳した構造
を成していると、「自然」で「古びない（timeless）」
デザインが可能であるとしている。
5.2 人工システムの区分性
ツリー構造を導く典型的な対象世界の捉え方はビジ
ネスの世界における論理的思考
（ロジカルシンキング）
において標準的に用いられている「MECE(Mutually
Exclusive, Collectively Exhaustive)」という世界の

えられる。

6 物語における時空の表現
6.1 ライプニッツによる空間と時間の概念
我々は、現在ではあまり知られていないが、「ライ
プニッツの時空論」に注目して考えてきた。彼は、ニ
ュートンの代理人であるクラークとの間で往復書簡を
通して、この「時間と空間とは何か？」という根本問
題について長い論争を繰り返した[LEI]。
古典力学の基
礎づけからスタートしたニュートンの時間・空間概念
は、全ての人、全ての物理（古典力学）現象に遍く適
用される
「普遍的でグローバル」
な時空間概念である。
そこには、個々の存在者の固有性や個別性に配慮した
局在性（ローカリティ）を反映する余地はない。いわ
ゆる「時計の時間」はこれがベースとなって形成され
ている。この時計の時間に拘束され従属させられてい
る我々の生活や活動も、文化や風土といったローカリ
ティを排除したグローバリティを強く志向したものに
成らざるを得ない。つまり、「時間の概念」は知らず
知らずのうちに我々の社会や生活に極めて広範にしか
も深く浸透している「グローバルな統御構造」である
ということができよう。
しかし、このグローバリティは原点に戻って考える
と、あくまで古典物理現象（古典力学現象）を記述す
るために考えられたものである。しかし、我々の空間
概念は本来極めて広範なものであり、例えば言語の世
界でも「メンタルスペースの理論」が提唱されたり、
数学の世界でいえば、位相空間や関数空間といった極
めて抽象度と一般性の高い空間概念が広範な領域で活
用されている。
また、
建築や環境デザインの世界では、
都市空間や公共空間など人間の活動や文化・社会・風
土といった多様な要素も含んだ空間概念が登場するこ
とになる。
さて、ライプニッツは、より一般的な拡がりとして
の秩序、すなわち、「共在者の成す秩序」（order of
co-existence）を「空間」と呼び、他方、存在者が達
の関わり合いの中に見える秩序、すなわち、「事象の
継起の秩序」（order of succession）を「時間」と呼
ぶことを提唱した[AND]。これは、ニュートンの時空間
よりも遙かに広範に適用できる時空間概念であり、存
在者が時空間と関わる必然的な構造を考えたとき、極
めて自然な概念であることが分かる。もう少し正確に
述べるならば、ライプニッツの空間は、「組織の空間
性」に端的に示されるように、一種の「居場所の集合
体」のような、相互に関連性を有し、それが時間の進
行の中でも安定的に保たれるような場所（つまり「居
場所」ともいうべきもの）の集まりとして捉えられる
ような構造体を指している。したがって、昨今のよう
に、組織の構造がくるくると変更させられる組織は極
めて空間性の希薄な組織ということができる。

図 6 区切ることのできるツリー構造

図 7 区切ることのできないセミラティス構造

区切り方である。すなわち図 8 に示すように、対象を
「重複することなく全てを尽くす」ように区分する視
点である。命題（文）p と q の成否により対象世界の
展開の可能性（可能世界）全体（「確率空間」）が４
つに分解されている。最初に p の成否が、次に q の成
否が分かるとする場合、それらによる「情報」は、図
右に示された確率空間の分割（区切り）の束（フィル
トレーション）により表される。

図 8 人工システムの区分性と付随した情報の分割
の束（フィルトレーション）による表現

ツリー構造では図 6 に示されているように、部分を
全体から簡単に切り離すことが可能なモジュール性が
あるのに対して、セミラティス構造の場合、図 7 のよ
うに、どこにも切れる切り口がない。つまり、「区切
れない」構造となっている。すなわち、重層的なかや
の群により覆われる状況自体が、区切る論理とは対照
を成していることが分かる。この区切れない世界の中
で解決を模索することは、自己組織系や創発的な秩序
形成で紹介してきたように、出会いや偶然性をも包摂
するようなかやの群全体の成す働きが重要であると考

6.2 パースの存在グラフとペトリネット構造の導入
複数の個物や個体の間の共在の秩序を捉えるために、
チャールズ・S・パースにより導入された述語論理式の
グラフ表現形式「存在グラフ（Existential Graph）」
[PEI],[ROB]を導入する[KAT5]。述語はノード○で、そ
の引数となる個物や個体はそこにつながるアークで表
現される。例えば、「a は b が好きである」、「a は b
に c を与える」という二つの文（命題）で規定される
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a, b, c 三者の共在の構造としてのライプニッツ空間
は図 9 のように表わされる。

なわち、横長の矩形によるトランジション表記は、動
詞（述語）による行為とそれに伴う状態変化（個体・
個物にとっての）を表しており、本例の場合、トラン
ジションの前後で、a, b, c 間の関係（共在の秩序）
の変化が生起しているが、それらを具体的に表記する
述語ノードは省略してある。
このとき、ペトリネットの立場から言えば、図中の
アークはトークンの軌跡を表している。すなわち、こ
の表現はペトリネット表現というよりも、より厳密に
は、それをトークンの移動に沿って展開していった軌
跡表現である「発生ネット（Occurrence Net）」表現
ということができる[REI]。

図 9 2 つの命題により規定される 3 者の共在関係を
内包するライプニッツ空間の存在グラフ表現
図 10 に示すように、
実際にはもっと複雑な重層的構
造を内包したライプニッツ空間を想定することが必要
となる。楕円形のノードは図 9 における○印と同じく
述語（個体・個物間の関係）を表している。これらは、
後述のペトリネットとの融合表現の際には、個体・個
物の状態を表すプレースとして解釈される。
さて、
述語の中で
「動詞」
に対応するものは状態変化、
すなわち共在の秩序（空間）の変化をもたらす。これ
は、裏を返せば、「継起の秩序」である時間の進行を
表していると考えられる。その表現のため、ここでは
離散的な時間進行をとらえる「離散事象システム」の
グラフ表現形式「ペトリネット（Petri net）」（より
正確には「述語-事象ネット（Predicate-Event net）」）
を導入する[REI]。これはカール・ペトリによって導入
されたものであり、個々の事象の推移を「プレース」
と呼ばれる場所にある「トークン」（token）と呼ばれ
る「印」の移動として表現するものである。事象の同
時生起は（事象の共在）は、トークンの移動の関所と
もいうべき「トランジション」の共有とそこの同時通
過（トランジションの発火）として表される。

図 11
示

時間進行を伴う述語動詞のトランジション表

図 12 に示すように、このトランジションを介して展
開された空間は元の空間の部分空間あるいは空間の一
部を形成する。すなわち、同図(a)に示すように、通常
の行為（action）によるトランジション発火（行為実
行）により形成される新たな共在の秩序（空間 Sa）は、
この行為以降の展開を示したものであり、この行為に
至る経緯をも内包した元の空間
（S）
の部分空間となる。
一方、想像する（imagine）や仮定する（assume）とい
った行為の実行（トランジション発火）により展開さ
れる「仮想的」空間（同図(b）の空間 Sb)は、元の全
体空間（S）の一部として部分空間を構成するというよ
りも、別の世界に“移動（warp）”したものとして捉
えられる。すなわち、トランジションは別の空間への
「入口」として捉えられ、S の部分というよりも、S
の構成要素として位置づけられる。

図 10 より一般のライプニッツ空間の成り立ち
これを先の存在グラフ表現と統合するためには、図
11 に示すように、述語（動詞）を表すノード（横長楕
円形ノード）の直後にトランジション（横長矩形ノー
ドで表示）を配置し、さらにこの述語ノードをトラン
ジションノードに統合させて表現することにする。す

図 12 継起の秩序(時間)を内包したライプニッツ時空
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6.3 個の遍在性・多面性の表現
このように構成されたライプニッツ時空表現のひ
とつの特色は、個が局在的な点（節点）としてではな
く、
遍在的なアークとして表現されていることである。
この結果、個の様々な展開（発展）や多面的な側面の
表現が可能となる。図 13 は、自己（個）について物語
ること（自己物語り）により自己が規定されるという
ナラティブアプローチの立場から個の表現を試みたも
のである。この語りをロイ適応看護理論に基づいて整
理し、自己概念、役割機能、相互依存の三つの適応様
式をコアとして、学校や友人などとの関係といった周
縁部への展開を整理して表現してある。周縁部への展
開を整理して表現してある。

を佐藤に与えた(1)。
そして伝達用途人間となった佐藤
は、カードに書かれた条件（無用途人間）を満してい
る鈴木にカードを伝達する(2)。
カードを伝達し終えた
佐藤は、再び無用途人間となってしまう。また、佐藤
からカードを受け取った鈴木は、伝達用途人間になっ
たふりをして、再び佐藤にカードを伝達した(3)。カー
ドを受け取った佐藤は、伝達用途人間となり、もう一
度鈴木にカードを伝達しようと鈴木を訪ねる。
しかし、
鈴木は佐藤に「自分は鈴木ではない」と嘘をつく(4)。
そして鈴木に嘘をつかれることで、佐藤はこれから先
ずっと「伝達する」という用途を持った人間になれる
はずだった。しかし、鈴木は自分の本当の用途は、親
切心からでた嘘をつくことであると打ち明ける(5)。
鈴
木の嘘に気付いた佐藤は、鈴木にお礼を伝達する(6)。
お礼を伝達した佐藤、嘘がばれた鈴木は共に無用途人
間になってしまい、二人とも途方に暮れる(7)。』

図 14 ラーメンズの「無用途人間」におけるカードの
用途の存在グラフ表現

図 13 ロイ適応看護理論に基づいた自己物語りの
ライプニッツ時空表現

二人の間のコミュニケーションにより生成されたラ
イ プ ニ ッ ツ 時 空 の 展 開 は 図 15 の よ う に な る
[KAT7],[KAT8]。図の最下端の二つの述語 have の目的
語に相当する個体アークが欠落していることは、それ
らの主語である Suzuki も Sato も「無用途」になっ
たことを表している。
このように、トランジション（共生成“co-create”
という行為）によって区切られたネスト構造を形成し
つつ
「重層的」
なライプニッツ時空が形成されている。
その中に佐藤と鈴木の二人を表すアークが枝分かれを
含みつつ様々な述語を介して紡ぎ合いを生みだしてい
る姿としてこの戯曲（演劇）は捉えることができる。

6.4 戯曲「無用途人間」の展開の表現
さて、上のようなライプニッツ時空構造の中に個体
や個物が位置づけられ、それらが述語を介して紡がれ
ることにより「共在の秩序」（空間）が捉えられる。
さらに動詞である述語（トランジションとして表現さ
れる）により、つぎの（部分）空間を展開し、その中
へと個物や個体が進展してゆく様をよりリアルに捉え
るには、コミュニケーションの現場と照合してみるこ
とが必要であろう[KAT8]。
ここでは、著名な演劇グループ「ラーメンズ」の小
林賢太郎作の戯曲「無用途人間」[KOB]を題材に、この
ライプニッツ時空が劇中の佐藤と鈴木という二人の登
場人物の会話に沿ってどのように展開されてゆくのか
を見てみよう。この戯曲のあらすじは以下のよう

7 ライプニッツ時空と情報の在り方： 区分的情
報と包摂的情報
ライプニッツ時空表現を用いるとき、情報の捉え方
についても新しい視点から考えることが以下のよう
に可能となる[KAT7]。
シャノンの情報理論で端的に示されているように、
「情報」は想定可能性（選択肢）を削除する働きをも
たらすものとして捉えられてきた。つまり、
「区分」、
「選別」や「排除」の契機として用いられるのが情報
の本務ということになる。例えば第 5 節に述べたよう
に、ビジネスの世界では、対象世界の無駄のない区切
り方”MECE”が重視されている。また、人類学者 G. ベ

『この世界の人間には、それぞれの「用途」があり、
誰しもが何かしらの専用人間である。ところが、佐藤
という男は「用途のない」無用途人間であった。そこ
に「親切からでた嘘をつくこと」が「用途」である無
用途人間の鈴木という男が現れた。鈴木は佐藤に「自
分は伝達用途人間である」と嘘をつき、「カードの条
件（無用途人間であるということ）に合う人にカード
を伝達する」
という鈴木が作り上げた用途
（図 14 参照）
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したものが図 16 である。
確率空間という可能世界の全
体を導入したコルモゴロフによる確率過程の定式化は
このような偶然性の捉え方から導かれたものである
（図 8 参照）。

図 16 確率空間上の分割の束（フィルトレーション）
による情報とランダムネスの捉え方

一方、「物語」の世界では、単純に排除ということ
にはならない。例えば、人に降りかかった幸運や不幸
を単に情報として捉えると、それが自分にとり有益か
否かだけの判断で採用したり排除するという「区分」
の働きがまず起こる。ところが、「物語様式」の思考
の世界では、不幸な体験にもそれなりの深い意味や意
義があり、そこからの深い学びや心境を深めることと
なり、排除するのではなく、それを全体の連関の中に
「物語」として位置づけ「包摂」しつつ「共在」させ
ることとなる。
このような物語の形成に関わる情報は以下のような
ものとして捉えることができる。これは、先に述べた
排除的情報と対比され、互いに補完的に働くものであ
る[KAT6]。

図 15 「無用途人間」におけるコミュニケーションの
進展に伴うライプニッツ時空の共生成

イトソン[BAT]は、ユングの書き遺したノート「死者
へ の 七 つの 語ら い 」 [JUN] に お け るプ レ ーロ ー マ
（Pleroma、区切り(distinctiveness)のない充溢の世界）
とクレアトゥーラ（Creatura、様々に区切られた生の世
界）という二つの世界の在りようを対比しつつ、情報
を以下のように定義づけた。
『情報とは, 差異を生むための差異である。
(Information is a difference that makes a
difference.)』

「包摂的情報」：包摂を生むための共在(出会い)
このような情報の働きは長い時間を掛けて集積され
たもの全体としてもたらされるものであり、先の区分
的情報と対照的に「遅い情報（Slow Information）」
ということができる[KAT1]。
ヨーロッパを中心に「社会的包摂（社会的包括、
social inclusion）」という考え方が注目されている。
これはもともと移民問題など絡んだ「社会的排除
（social exclusion）」の問題への対処から導入され
たものであり、荒廃した地域の再開発などに様々な実
績を上げてきた。その根底にあるのは、近隣地域の人
達の内発性を引き出し、それらを紡ぎ合わせることに
よる社会的企業活動など自助・自律的な活動を活性化
し展開することである。その際には、情報の「包摂的」
な在り方が重要な働きを成すものと考えられる。

これを区分、排除、共在といった視点から捉え直すと
き、以下のように表現することも可能である。
「区分的情報」：区分（排除）を生むための区分(対
立)
このような情報の在り方の背後にあるのは基本的に
は、
「論理－科学様式」であるということができよう。
このような情報は即効的活用を指向したものであり、
「早い情報（Fast Information）」ということができ
る。
時々刻々入ってくるこのような情報によって世界
（ライプニッツ空間）が次第に絞られていく様子を示
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8 遍在的個の物語る力と情報土壌学

的統合（Spatio-temporal integration）が、逆に、個々
の小さな物語や個人、コミュニティ、社会の在り方を
規定してゆくという「創発的ループ」が働くことによ
って豊かな文化や風土が形成されるというのが情報土
壌学の視点である。何れにしても、ライプニッツ時空
という重層的土壌の中で様々なスケールとレベルの物
語を介して人や出来事の連関がどのように形成され、
それらがコミュニティや社会、風土、文化の形成にど
のように繋がるのかについて情報とコミュニケーショ
ンあるいはインタラクションに焦点を当てつつ究明す
ることが課題となる。これには様々な分野にまたがる
活動が求められる[KAT2]。例えば、「創発」の考え方
や「複雑系」の視点も重要な示唆を提供するものと考
えられる。裏を返せば、様々に研究されてきた創発シ
ステムについても新たな展開の糸口となる可能性も秘
めているといえる。

8.1 ライプニッツ時空内での遍在的個の物語る力
図 17 は、ライプニッツ時空間と個（個体、個人）と
の関わり合いの構造とその重層的な成り立ちを捉える
ために、図 10,図 12,図 15 に示したライプニッツ時空
を上下逆転させて描いたものである。このライプニッ
ツ時空間では、含まれる様々な個が相互に連関しつつ
紡ぎ合いながら成長（進展）している。
このとき、これらアーク（個）を植物の「つる（蔓）」
にたとえるならば、それを支え育むライプニッツ時空
は、その植物の「土壌」とみることができる。コミュ
ニケーションや情報の交換は、この土壌の上でなされ
ており、こういった包摂的情報を育む土壌も含めて情
報やコミュニケーションあるいは包摂的なコミュニテ
ィ（べてるの家のような）の展開を考えてみよう。そ
のような学域の提言の意味も込めて、これを「情報土
壌学（Information Edaphology）」と呼ぶことにしよ
う[KAT3], [KAT9]。ここで Edaphology は農学の世界
で論議される「応用土壌学」を指している。土壌学と
しては、これ以外に理学中心の「基礎土壌学
（Pedology）」がある。
図中、空間とアークの間でやり取りされる「エネル
ギ(E)」は、個と空間との間でやりとりされる「物語る
力」であり、「かやの理論」との対比でいえば、「互
換的身体の働き」と「超越的身体の働き」の効果とい
うことができる。このように他者や集団との深い共感
的なコミュニケーションを通して個と空間が相互規定
的かつ創発的により確かな存在として位置づけられる
[KAT2]。

図 18 物語を中心にしてみた情報土壌学の展開
8.2 境界を越境する個の力と「毛羽立った」システ
ム
先にも述べたように、包摂的情報の在り方や情報土
壌学で強調しているものの一つは、個の越境する力で
あり、偶発的出会い（邂逅）から生じる他者との連関
を積極的に活かしてゆく力である。
例えば、図 19 に示すように、個（アーク）の存在は、
異なった（独立であった）空間（共在の秩序）を紡ぎ、
より大きな秩序の成り立ち（空間）を形成する可能性
を生み出している。同図では、空間 S0 と空間 S2 がひと
つのアークにより紡がれ、空間 S1 を形成している。

図 17 個とその相互連関を育む土壌としてのライプ
ニッツ時空

図 18 は、情報土壌学とコミュニティや風土、文化、
社会との関連について考えたものである。個人の歴史
（Personal History）や出来事（Events）は小さな物
語（Micro Story）として個人やその周辺で共有され、
それが「植物（Plants）」のように重層的ライプニッ
ツ空間（「重層的土壌：Stacked Soil」）の中で育ま
れ、物語の農園（Narrative Farm）で相互に紡ぎ合い
ながら、より大きな物語を形成する。この物語の時空

図 19 アーク（個体）を介しての空間の統合
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これは、リスク回避や安全・安心の立場から、危険要
因や部外者の侵入あるいは想定外の事象生起を排除し
ようというシステムや社会組織の構築と運営法とは対
極にある考え方である。多くの場合、これは「偶発性」
（偶発的な出来事）の排除という形をとる。
8.3 偶然性とセレンディピティ
偶発性や偶然性はよく確率をベースに論議されてい
るが、質的・構造的にその成り立ちを論じたのは哲学
者九鬼周造である。彼は、「偶然性」について、アリ
ストテレスやカントあるいはヘーゲルの論に言及しつ
つ以下のような３分類を提唱している[KUK]。
(a) 定言的偶然（概念の内包の例外事象の生起）
(b) 仮説的偶然（仮言的偶然）
(c) 離接的偶然（確率で論じられる事象の生起）
我々が注目すべきものは、
(b)のさらに小分類である
「因果的積極的偶然」と「目的的積極的偶然」である。
これらは二つ以上の因果系列あるいは目的指向的な行
為系列の邂逅
（出会い）
によって生起するものである。
この邂逅の構造を先に導入したライプニッツ時空表
現で捉えなおしてみると図 20 のようになる。
相互に独
立した因果事象系列あるいは目的指向行為系列が最後
に偶発的に出会っている。この出会いの背後には、事
象生起や行為実行による新たな共在の秩序の形成（空
間の形成）がある。このような「重層的」な空間の形
成の末にこの「仮説的積極的偶然」が生起している。
例えば、滋賀県の蒲生郡では、琵琶湖とその周辺の
河川という極めて恵まれた自然環境を活かしながら環
境教育の総合学習が行われてきた。その結果、日本中
に広まった言葉として「たんけん・はっけん・ほっと
けん」がある[ISA]。琵琶湖に流れ込む小さな河川の清
掃を舞台にした環境教育学習の際に、ある生徒が川の
中を「探検」しているときに、錆びた缶を見つけた。
これをゴミ箱に捨てようとしたとき、缶の中に棲む小
さな蟹（かに）を「発見」した。これを放っておけな
い（「ほっとけん」）ので、琵琶湖水族館を訪れて専
門家に蟹の生態について学びに行った
（主体的関与）
。
このように偶然性・偶発性を活かすことによって、能
動的・主体的に関わるような生きた教育が実現可能と
なる。
さらに、偶然的な出来事を活かす能力は「セレンデ
ィピティ（Serendipity）」と呼ばれ、しばしば大きな
発見や発明に至ることが知られている。先に述べたよ
うに、複数の因果系列や目的指向系列の邂逅に伴って
想定外事象が生起する。このとき、先入観や既成概念
に囚われず、観測された事象を「包摂的情報」として
捉え、重層的な空間の様々な包摂的働きを引き出すよ
うに、短兵急には結論を出さないような「重層性思考」
を展開してゆく能力がセレンディピティの一つの源泉
であろうと考えられる[SAW]。
図 15,17,18,19,20 に示したように、
境界を展開しつ
つ重層的に織りなされるライプニッツ時空が創り出す
コミュニティや組織は、様々な出会い（邂逅）を包摂
しつつ生長・深化してゆくシステムである。出会いを
媒介するのはアークで示される個（個体、個物）であ
る。それは、新たな出会いを介しての関係の形成を求
め境界を超えてゆく（システムの外にはみ出す）よう
な触手とみることもできよう。このような意味で、こ
のような重層的なライプニッツ時空で規定されるシス
10

テムは「毛羽立っている」ことが特色であるといえる
[KAT6]。

図 20 仮説的積極的偶然をもたらす邂逅の時空構造
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区切れない世界と「負の価値」

先にも述べたように、
安全･安心の立場からは想定外
の偶然的な事象生起は避けるべきものとされ、可能な
限り排除される。しかし、現実の世界はしばしば「区
切れない世界」として我々の前に登場する。このこと
を強く自覚させられるのは、自身（自己）と区切って
排除したくとも排除できないような存在との出会いで
ある。例えば、容易に治癒できそうにない病にかかっ
てしまったり、身近な人や重要なものを喪失したりし
た場合、この「負の状態」はないものとして自己と切
り離して無視（排除）することはできないし、また、
この状態をそのまま受け容れることも困難である。し
たがって、この「負の価値」との出会いの意味や自己
の在り方について深く見つめ直すような展開が行われ
ることになる。とりわけ死に至る病との出会いは「魂
の痛み（スピリチュアルペイン）」を生み出すとされ、
これを契機として自己の在り方を世界全体と関連付け
て深く問い直す営みがしばしば展開されることが知ら
れている。
このように「負の価値」をもついものとの出会いは、
自己を「包摂的空間」の中に置き越境する力や空間の
包摂的働きを引き出しながら自己の在り方や存在の意
味を問い続けることになる。同時にひとりひとりの個
の在り方だけではなく、社会やコミュニティの在り方
をも包摂的空間の働きとしては重要な意味を担ってい
ると考えられる。そのような意味で興味深いのが、北
海道日高地方浦河にある「べてるの家」である[BET]。
浦河日赤病院の精神科と連携しながら統合失調症など
の精神障がいの人達が集い働く施設である。2006 年 3
月末に学生達を伴い見学させていただいた。部外者と
部内者を全く分け隔てしない完全なまでに「開かれた
運営」にはカルチャーショックを受ける想いがした。
べてるの家には様々な「家訓」がある。例えば、
・弱さを絆に
・弱さの情報公開
・利益の無いところを大切に

・安心してサボれる会社づくり
・勝手に治すな自分の病気
・べてるに来れば病気が出る
・自分でつけよう自分の病名
・三度の飯よりミーティング
・べてるの繁栄は地域の繁栄
など、
健常者からみると逆転の発想に彩られているが、
これらは彼らが苦悩の末に皆で辿り着いた境地を表現
したものである。
そこには従来のシステムの捉え方や運用法とは全く
異なる豊かでたおやかな世界が拡がっている。つぎの
ような視点の転換（→）がある[BET]。すなわち、
・治療や生活の理念・イメージ：
個人レベルの治療と職業リハビリテーションや社会
的リハビリテーション
→ 他者・地域・社会・歴史との和解や共生的関係の
創出
専門家による専門的介入 → 非専門家による常識的
関与
・具体的対応：
再発予防 → 再発 OK（何回でも）
生活の心配や不安の軽減と問題点の解決
→ 心配や苦労の中で生きることの豊かさに出会い
また問題を活かし人とつながる手段として活用
望ましい目標を示し繰り返し指導する
→ 偶然的で計画されない多様な出会いの機会を積
極的に活用
・人間関係：
公私の区別を明確にする → 公私混同が大事

摂的空間や思考との接点について考えると、抽象的構
造から世界を見るのは区分・排除的空間を通してであ
り、思考としては論理－科学思考の立場であり、情報
としては排除的情報が関わっていると考えられる。一
方、具体的内容から世界を見るのは包摂的空間を通し
てであり、思考としては物語思考の立場であり、情報
としては包摂的情報が関わってくると考えられる。
一方、理論物理学者デビッド・ボームは彼の「対話
（dialogue）」についての論議の中で「参画的思考
（participatory thought）」と「厳密思考（literal
thought）」の二つの思考様式を対比的に論じている
[BOH]。
前者は、
個体の区分を超えて全体が一つのもの、
すなわち全一的なものであると捉える立場であり、こ
れは先に示した「ゲシュタルト存在論」や「拡大自己」
の立場と通底していることが分かる。一方、後者は、
個々の個体を別々のものとして区分する論理－科学的
思考の立場と繋がっているものである。

11 むすび

このように偶発的出会いを活かし、深い共感の形成
を通して個の「区切り」を「越境」するような集団の
豊かな場の文化が形成されている。「べてるの家」で
のケアと生活は、従来の組織運営や治療の在り方から
は対極ともいうべき地点に立って実践されている。

10 ネスの拡大自己・ゲシュタルト存在論と
ボームの参画的思考
上のような自己を開き拡大してゆく在り方と深く通
底するものとして哲学者アルネ・ネスの論議が挙げら
れる。彼は、自然との関わりを人間存在の在り方から
深く見つめ直し、「深層エコロジー（Deep Ecology）」
という立場を提唱している。その根底にあるのは自然
世界を生態系や気象モデルに代表されるように概念
化・モデル化した「抽象的構造（abstract structures）」
として捉えるだけでは不十分であり、概念化せずに、
そのままのもの全体として、「具体的内容（concrete
contents）」として捉えることが大事であるとしてい
る[NAE]。後者の捉え方からは、自己自身も自然環境と
一体化して全一的な「ゲシュタルト」を形成するよう
な人間存在の在り方が導かれるとしている。これを彼
は「ゲシュタルト存在論（Gestalt Ontology）」と呼
んでいる。この立場は究極的には自己の存在を宇宙全
体に空間と時間の枠を限りなく拡げて拡大していく
「拡大自己（extended Self）」の概念に行き着くとさ
れる。
いままで論じてきた区分的・排除的空間や思考と包
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ここでは、我々の思考様式として、ブルーナーの考
え方に従い、主客分離の科学的思考と主客非分離の物
語思考とを対比的に取り上げ、グループダイナミック
スにおける「かやの理論」など様々な視点から、二つ
の様式の違いや統合の在り方について検討を加えた。
この問題は、今日益々深刻になっている地球環境問題
の本質的な解決と深く関わっている。このことについ
ては、ディープエコロジーの提唱者である哲学者アル
ネ・ネスの展開している拡大自己実現の考え方が興味
深い。ここで注目していることは、個人の思考様式や
社会がどのように統合されうるのか？ということであ
る。かやのように重層的構造を内包した統合において
は、集団や社会に一律に同調を求める単層的な没個性
の統合ではなく、個人の個性や存在の独自性が担保さ
れた柔軟性とたおやかさを内包した新しい統合の形を
模索することが必要であると考えられる。
後半では、この社会の統合の問題と物語の形成の問
題をリンクさせ論じた。そのために、「ライプニッツ
の時空論」を参考にしつつ、物語の時空の数学的な表
現形式を与えた。この上で物語る力が物語の時空のな
かでどのように生成され、共同体や社会の統合と関わ
ってくるのかについて論じた。さらに、このような議
論を展開する新たな学域として「情報土壌学」の可能
性を論じた。その際に、情報やコミュニケーションの
在り方についても議論し、それがブルーナーが提案し
た二つの思考様式と深く関わっていることを明らかに
した。この問題は格差やいじめなど社会的排除の進行
と深く関わっていると思われる。
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