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０．はじめに─物理学における時間概念
物理学者であるプリゴジンが目指したのは、古典力学あるいは量子力学における時間対称
性を破ることである。我々が念頭に置いている一般的な時間概念の内実は、不可逆性と一方
向性であり、エディントンの言うような「時間の矢」として把握されている 。しかし物理
１

学の世界において、このような時間概念は、不完全な観測者であるの我々の「無知」による
ものだという見解がある。これは一体如何なることなのか。これについては、我々の経験や
観測が時間の流れの中にあり、過ぎ去る過去と至り来る未来の区別をしていることと、ニュ
ートン力学や相対性理論、量子物理学の法則で描き出される世界にはそのような区別がない
という違いがある。まずそれが如何なることであるのかを考察せねばならない。
ガリレオあるいはニュートンの物理学が成立して以来、時間は運動の位置ないし軌道を表
す媒介変数（パラメーター）として扱われてきた。時間推移の数値化によって、物体の振舞
いは計算可能になり、全時間において物体の運動軌道を規定することが出来るとされている。
これは要するに、時間パラメーター、いわゆる時間軸の上で、ある一時点を取った場合、そ
の初期条件からの時間変数の増減で物体の位置が決まるということである。特に古典力学に
おいて、運動や状態の変化に関する規則性は、数学的普遍性（数値化と演算の規則）に基盤
を置いているので、客観性を前提として持つことになる。このように、特定の初期状態から
ある時間点における状態とその時間発展が規定される見方を、決定論という。そして、この
ような前提の上に立つ物理学は、物体の運動軌道に関して時間的な対称性も持つ。時間変数
tを反転してt→－tとすると、その物体の運動軌道は、向きの反転を示す 。この時間変数tの
２

初期条件をプラスが未来、マイナスが過去と看做したとしても、運動軌道は向き以外が同じ
働きを示すため、本質的な過去から未来への一方向性が規定されることにはならない。これ
を時間の可逆性という。このような可逆的時間において「時間の矢」は意味を成さず、我々
の一般的な時間経験とは異なったものと理解されるのである。
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以上のように、ニュートン力学の法則における古典物理学において、時間は決定論と対称
性を持つ。特に物体の運動軌道が決定論的であることから、世界を物体の総体としてみた場
合、その運動は計算可能で、予測可能になると考えることが出来る。このことから、17世紀
以降、ニュートン力学の方程式を通じて齎される古典力学法則が、自然全体に対し、原理的
には自動機械のようなものであろうという観念を齎してきた。このような観念を享受した場
合、我々は、そのような法則の確実性に対立するような現象である「新しさ」
、
「選択」
、
「自
発的行為」という発展や創造というものが、人間の観点に過ぎないのだ、という考えに至り
「新しい」とか「選択する」というような現象が、
得るだろう 。つまり物理学においては、
３

人間の主観的な解釈なのだと理解されてしまう。物理学的法則（方程式）とそれに代入する
初期条件（位置と運動量）の全てを知ることができるなら、創造や選択といった恣意的、任
意的そして偶然的と看做されるような現象も、予言することが可能だと考えられるからであ
る（ラプラスの魔）
。確かに我々人間は、初期条件を完全に獲得することが難しいので、乱
流や個々の分子の運動など、複雑な自然現象の変化を計算によって完全に予測することは出
来ない。このように、初期条件を完全に獲得できない人間の観測能力において主張される発
展や創造という現象は、単に無知の表れであるというように言われるのである。
しかしながら、我々の自然現象に対する記述は、生物の進化、物体ないし物質の発展変
化、あるいは世界の歴史という現象を、過去から未来への進行として、逆戻りすることない
時間の流れとして描き出している。以上のような状況においては、自然現象に対して、古典
力学のような数学的記述と、我々の観測における現象の自然的記述が対立しているように見
える。このような問題がなぜ生じ、どのように関係し、そしてそれらの折り合いがつくのか
と考えた場合、我々はそれらを調停する鍵は時間に対する理解の仕方に拠るのだろうと考え
ることが出来る。両者の記述における対立には、時間に対する見解の相違が見て取れるから
だ。つまり、物理学において用いられる時間の概念と、現象において観測される時間の流れ、
この両者の時間における違いを考察することが、本小論の主題である。
１．物理学における現象と理念の関係─エントロピーとボルツマン
１）エントロピーと熱力学第二法則
物理学において扱われる時間が、全て決定論的で可逆的であるわけではない。確かに、振
り子運動や等速直線運動など、運動の安定した単純な系は、古典力学の運動方程式で表現さ
れ、上で述べた決定論的振る舞いをする。しかし、乱流や熱力学など、現象の変化が乱雑で
不安定な系は、非決定論的で不可逆的な時間発展をするという性質を示している。
運動変化の不可逆的な現象について、まずここでは熱力学の例について見て行こう。それ
は特に、「孤立系のエントロピー（entorpie）は、時間発展の下で増大するか、あるいは一
定のままである」という、熱力学第二法則が相応する系が典型である。まず、このエントロ
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ピーというのは、系のある状態から他の状態まで変化させたときに得る換算熱量の総和とい
う状態量を、1865年にクラウジウスという物理学者が定義したものである。つまり、エント
ロピーとはそもそも変化というギリシャ語に語源を持つ概念であり、具体的には、熱量を持
つ二つの系が接すると、熱の移動が起きるという変化現象を表現したものである。エントロ
ピーを一般的な数式で表現すると、ʃδQ/T（δQは熱量の変化、Tは温度）となる。特に、
孤立系（外部からの仕事のない状態）における高温の系から低温の系に熱量が移動する現象
を、上述の式で表現すると以下のようになる。
高い方の温度をTh、低い方の温度をTlとし、かつ、系が熱を吸収するときQ＞０、熱を
放出するときQ＜０とするとき、
ʃδQ/Tl－ʃδQ/ Th＞０
となる。
第一項と第二項でδQが同じで、かつTh＞Tlなので、必ず値は正になり、負になること
はない。つまり、孤立系における熱の移動は必ずエントロピーが増大する方向へ推移するの
である。従って、熱力学第二法則ないしエントロピー増大の法則は一方向にのみ解が出るの
で、まさに系の不可逆性を示すこととなる 。
４

しかしながら、ここで注意せねばならないのは、熱力学第二法則におけるエントロピーの
増大が定式化されるのは、孤立系でしかも上の計算式の条件となっている、Th＞Tlかつ熱
吸収がQ＞０、放出がQ＜０、という前提においてである。古典力学的なʃδQ/Tで定式化さ
れた系のエントロピーは、上の条件を前提しなければ（例えば孤立系でないとか）
、当然な
がら計算上は可逆であり得る。つまり、計算式上にはエントロピーが増大するという現象の
不可逆性は、そのまま含まれているわけではないのである。よって上の前提に見られる通り、
エントロピーの増大という熱の移動は、現象の観測における熱力学的流れ（thermodynamic
flow）を含み込ませており、経験的に得られた情報を基にして、条件を経験則で規定した上
で定式化しているものである。クラウジウスもこのような経験則からなる前提自体を法則に
組み込むことを明確に説明しているわけではない 。エントロピーが増大するという熱力学
５

第二法則は、以上のような現象論的に定式化されたものなので、古典力学的に計算可能なエ
ントロピーを不可逆とするのは、古典力学の理念から言って、例外的なものであるとされて
しまうのである 。
６

そしてもう一つ、孤立系のエントロピーの増大には重要な性質がある。それは、エントロ
ピーが十分長く放置して単調に増大していくとき、ある一定値でその値が最大（無限大）に
なる。これを熱平衡状態と言う。つまり、二つの系における温度は等しくなり、熱量の移動
がなくなるということを示しているのである。これに関する具体的な説明は以下の項でする
が、このエントロピー増大による熱平衡への移動という現象は、当然、現象としては不可逆
である。冷めた水が何の仕事も与えることなく再び熱湯になることは無い。しかしながら、
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物理学的法則に照らしてこの現象を考慮するとき、上で述べたような事情、即ち現象論であ
るとして、熱力学第二法則はやはり経験則の定式化であることから、古典力学の理念的前提
に乗るものではないと理解されてしまうのである。
２）ボルツマンのH定理
産業革命において熱機関が発達するにつれ、熱という現象についての研究が盛んになる。
エントロピーは熱力学における概念であるが、19世紀において、熱が物体を構成する微粒子
の無秩序な運動（熱運動）に伴う力学的エネルギーであると解釈される につれ、その概念
７

が適用される範囲が拡張する。そのような熱力学の発展の最中で、ボルツマンは熱量だけで
なく、粒子運動のエネルギーもエントロピーに従うと表現した。これについて具体的には、
以下のような状態である。ある孤立系の中で運動する粒子は、時間の経過とともに散らばっ
ていき、系の中で粒子の配置が乱雑になる。一旦乱雑になった粒子の配置は、系の外から何
らかの仕事（エネルギー）を加えない限り、前の時間の状態に戻ることはない。これは熱平
衡の過程に見られる現象と同型のものであり、そこからボルツマンは、気体の濃度あるいは
密度が平衡状態へと推移していく現象にも、エントロピー増大の法則を定式化したのである。
これについては以下のような例証もある。隔絶した二つの部屋を用意し、一方の部屋を空に
して、他方の部屋に気体を満たす。そして両部屋の隔絶を解除すると、空の部屋へ気体は流
れていき、気体の圧力、分子数は両部屋で同等となる。この実験はエーレンフェスト夫妻の
ものとして有名である 。プリゴジンが述べるには、このような孤立系に起こる不可逆な状
８

態変化こそ、まさに我々が普段経験する変化であり、時間の不可逆性を示すものであるとい
う 。熱力学同様、気体分子運動論においても、エントロピー増大と平衡状態への推移は、
９

不可逆性を示す現象として観測される。このエントロピーの増大と変化の平衡化についてボ
ルツマンは、分子運動を統計的に解釈することでこの現象を説明することとなる。
エントロピーが増大するという現象についてボルツマンが展開するその理論は、雑駁に言
って以下の通りである。まず、各分子の衝突による速度変化を積分し、その分布関数を取
る。そしてその際、粒子間の相互作用（衝突）によって、粒子の速度が変化し、一つの粒子
の速度分布関数 を含む時間発展が示される。この計算がボルツマン方程式と言われるもの
10

で、分子輸送の振る舞いを表現する。このボルツマン方程式を用いて、孤立した粒子系の関
数H の時間発展を求めると、一方向的な時間的振る舞いを示し、平衡状態へと近付いて行
11

くことが示される 。これを「H定理」という 。このH定理においてボルツマンは、エント
12

13

ロピーの法則性を主張することになる 。
14

しかしながら、この定式化は以下のような問題を孕んでいる。個々の分子運動自体が運動
方程式によって求めることが出来るということは、運動軌道が決定論的であり、可逆的であ
る。しかし、そのような分子の集積である気体や液体など、巨視的観測におけるそれらの運
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動は、一方向的に変化し、不可逆的である。つまり、微視的状態では可逆であり、巨視的状
態では不可逆になるという、真逆の状態が規定されてしまうのである。微視的運動を内包し
た巨視的集団であれば、通常は積分可能と考えられる。しかしここに示される現象の振る舞
いには、微視的運動からの連続性が無くなってしまうのである。このことは、従来の物理学
で、「現象の解析を簡単な要素に分解して、その各要素を理解し、その重ね合わせで全体を
理解する」という、線形的系の重ね合わせの原理で理解する要素還元的思考に沿うものでは
15

ない。すると、分子の微視的で可逆的な運動方程式から現象の巨視的な不可逆性が得られて
しまうボルツマンの規定は、古典物理学の理念から懐疑の目を向けられることとなる。この
ような特殊な事態に際して、数学者であるポアンカレは、時間的に可逆な過程である運動軌
道から、不可逆性を説明することは論理的誤りであろうと考える。そしてロシュミットは、
運動方程式で示される分子運動の速度符号を逆にするような初期状態を想定すれば、系は
「過去」の方へ進み、エントロピーは減少するであろうという速度反転パラドックスを主張
するのである 。
16

このような反熱力学的な振る舞いの可能性に関する反論に対して、ボルツマンは以下のよ
うに考える。上述したエーレンフェスト夫妻の例証のように、二つの部屋の気体の移動を示
す分子の数を考えるのだが、個々の分子が部屋の移動に関して、10 の数の分子がどちらの
23

部屋に入り、そして出て行くかは、情報量が膨大すぎて確定することが出来ない。従って、
まず巨視的な分子集団の運動を圧力という熱量の変化として考えるのである。すると、両部
屋の気圧が同じなら、たとえ分子がどちらの部屋を行き来し続けても、各部屋の分子数は等
しいと考えられる。こうしてボルツマンは、分子運動の振る舞いが、どれもアプリオリに確
率的であると仮定し、その運動の分布をとることによって個々の分子運動の軌道を観測する
ことをキャンセルしたのである。ボルツマンは分子運動の微視的解釈に関する我々の情報欠
如を補うため（情報の縮約）に、分子運動の確率的（統計的）解釈を導入している 。これ
17

は分子運動の微視的解釈の際に、彼が意図していた重要なポイントでもある。彼は微視的レ
ベルの分子運動を希薄気体という理想状態での振る舞いに限定し、計算の容易な状態（二体
系の運動）で考慮した。しかし実際は、無数に相互作用する粒子の集まりである。そのよう
な気体を分子運動の巨視的集団と前提し、その集団を一つの系と考えるならば、情報の縮約
は有効な措置である。その集団内の分子がどのような状態をとるかを場合の数として考え、
最も実現する確率（存在確率）が高い状態に、集団の状態が規定されると考えるのである。
これがエントロピーの増大を導くボルツマンの原理に確率が関係する理由である。
このように、微粒子である分子運動の微視的振る舞いを集団化し、我々の普段観測する巨
視的な現象を解釈するという方法をとるということ、つまり、個々の分子運動自体は、それ
として運動軌道を方程式によって求めることが出来るが、気体や液体などの膨大な量の分子
からなる複雑な系において、個々の分子の振舞い全てを計算することは不可能なので、集団
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化し、確率分布を取るということによって、この現象を解釈したのである。この手法は統計
力学として、粒子系の状態変化の記述として後においても広く用いられることとなる。
このことに対しても、様々な物理学者から批判がなされている。その中でも特に、ツェル
メロからポアンカレの回帰定理に基づく批判がなされる（ツェルメロの回帰性批判）
。これ
らの批判は以下のようなものである。まず確率的把握についてだが、個々の分子運動は結局
のところ、どちらの部屋に動くのかは確率的にしか捉えられない前提であるので、大量の分
子の運動を巨視的に集団で捉えたとしても、分子運動の揺らぎの中で、分布における状態実
現確率の一番高いものが現れているに過ぎず、確率的に平衡状態が保たれているに過ぎない
ということを示すに留まっている。つまり、確率の低い、ありそうもない状態、即ち反熱力
学的発展も、原理的には可能性が否定できず、実現してしまうことがあるということになる。
そしてポアンカレの回帰定理だが、雑駁に言って、分子運動の平衡状態は、十分に長い時間
（数億年単位）を経過することで、元の状態に戻ってくるというものである。このように、
ボルツマンの統計的解釈における分子集団の確率分布からエントロピーを導きだすという方
法においては、場合の数の内で可能性が残る様々な実現状態と、ツェルメロの主張するポア
ンカレの回帰定理、即ち、全粒子の位置と速度の値によって定義される閉じた系の状態が、
系の時間発展の下で最初の状態の任意の近傍に回帰するという可能性、これらのことが否定
できないのである 。
18

ボルツマンは以上のようにして、現象の巨視的振る舞いが不可逆になることを説明したの
だが、しかしエントロピーを示す方程式の中に状態確率（分子運動の確率的解釈）を導入し
たために、「反熱力学的」発展、即ちエントロピーが減少することの可能性が残り続けてし
まった。ボルツマンの解釈は結局のところ、不可逆性を自然法則ではなく、観測の近似にお
ける「粗視化」によるものだとするのである。これらのことから、物理学の法則性や普遍性
19

を前提とする物理学者たちは、不可逆性とは物理学への無知の導入であると述べるのであ
る 。
20

以上のように古典力学と確率の前提から、不可逆性は否定されてきた。しかしながらプリ
ゴジンは、これらの前提を、我々が住む不安定で進化発展していく世界とは全く別の、理想
化された静的世界を記述していると述べる。確かに熱拡散をはじめ、非平衡物理学と化学の
進歩に照らしても、最早、不可逆過程を見掛け上のもので済ますわけにはいかなくなってい
る。更に不可逆性というものは、エントロピーの様な系の平衡状態への移行、無秩序化だけ
でなく、建設的発展における秩序形成に関しても重要な役割を果たしているという（散逸構
造論）。プリゴジンのこのような考察について我々は、まず彼の主張の核となる、最も重要
な不可逆性の証明を見ていくこととする。
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２．確率の適用範囲と解釈の問題について─決定論的カオスとポアンカレ共鳴
相対性理論が登場し、量子論が展開されていく中で、時間の概念は絶対的なものから相対
的なものへと移行せざるを得なくなった。そして今日では、量子物理学における光の速度と、
光の粒子であり波であるという性質が、世界の全ての物理現象を記述する物差しとなってい
る。このことからゲルマンは、量子力学がそれ自体一つの理論ではなく、むしろ、今日全て
の物理理論がそれに適合せざるを得ない枠組みであると主張する 。しかしながらこれに対
21

してローゼンフェルトは、どんな理論も数学的な理念化を通じて表現された物理概念に基づ
いており、それらの概念は物理現象の適切な表現を与えるために導入されたものなので、ど
んな物理概念であろうとも、その適用範囲を知らずして、十分な定義をすることはできない
と言う 。このように、ローゼンフェルトの言う適用範囲というもの考えるとき、ゲルマン
22

の主張や、ボルツマンの確率の問題、そもそもニュートン力学の因って立つ数学的普遍性と
絶対時空間の前提は、果たして不可逆的物理現象を表現するのに適合するものなのであろう
か。
プリゴジンが目標とする時間の不可逆性について、それを明確化するためにまず為すべき
こととしては、古典力学の軌道や量子論における波動関数 といった物理学の基本概念の適
23

用範囲を規定することが求められている。その上で、論理ないし数学的に導かれる反熱力学
的運動が、自然現象の中で本来的に成立するのであろうか、ということを考えなくてはいけ
ない。よって我々は、ボルツマンないし統計力学が規定した分子の確率的運動の意味と適用
範囲を考察する必要がある。
まずこのことに対してプリゴジンが注意を喚起するのは、個別の分子運動の視点と分子集
団の統計的視点における記述において、その同等性が成立するのか否かを問わねばならない
ということである。即ち、ボルツマンの分子運動論のように、微視レベル（個々の分子）で
の運動は可逆で、巨視レベル（分子集団）での運動は不可逆となる理論において、従来の軌
道計算に確率を含ませるのは何故なのか、ということである。このことに関しては既に上述
してある通り、その理由を端的に言えば、情報縮約の補完であった。これについてポアンカ
レは、分子運動論の成立の際に、この理論が一つの全く新しいモデルであること、つまり、
物理法則は統計的性格を持ち、確率を顧慮することになるであろうということを予言しても
いる。だがこれは、単にポアンカレやボルツマンが行った通りの、情報縮約の補完、即ち、
確率的解釈が統計記述のための粗視化に過ぎないということを示しているのであろうか。そ
れでは結局のところ、微視レベルでの可逆運動と巨視レベルでの不可逆運動が連続してしま
うことや、観測における主観の不完全性ないし無知という指摘は避けられない。我々は、統
計力学とは異なる形でこの確率を理解する必要がある。
このことについて我々は、分子運動を場合の数における実現可能性という、存在確率で捉
えたことについて再度考えなくてはならない。つまりそれは、どうして熱力学や気体運動と
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いう系に、確率的として捉えねばならないような振る舞い、即ち系の不安定性が発現してく
るのかを理解せねばならないということである。それは端的に言って、微視レベルにおける
運動軌道の不安定性、即ち粒子が確率的に運動するという現象を考慮に入れることによっ
て、従来の個別のレベルの記述と統計的レベルの記述の間に考えられている、ニュートン力
学の理念的同等性に基づいた要素還元原理を破壊することができるとプリゴジンは言う。つ
まり、この個別レベルの運動と統計レベルの運動を繋ぐ際、
「確率」と表現されている運動
の振る舞いこそが、理想的計算状況から離れた、即ち古典的力学の前提から離れた、現象に
即した物理学を考える契機となるというのである 。
24

しかしながらこのことは、上のポアンカレの主張とそう変るところがないように思われる。
統計力学で扱う確率分布は、軌道の束の振る舞いか、統計集団の振る舞いである。現にポア
ンカレが予言した統計力学の手法は、現在も有効に使われている。だが現在の物理学にはそ
れとは別に、古典力学における線形的な科学ではなく、非線形的で複雑な現象を扱う科学が
台頭している。非線形的な運動をする系は不安定な系であり、そもそもこのような不安定な
系にこそ統計力学が用いられて来た。だが、我々が改めて注目すべき点は、そこで捉えられ
ている統計集団は、個々の軌道を捉える事に比べて新しい性質を示しているということであ
る。つまり、個々の軌道が既に不安定であるという、これまでの古典力学が持つ確実性を前
提に出来ない事態がある。上でポアンカレが述べたことを差しているのは、事実上こちらの
ことであろうとも考えられる 。このような事態について、プリゴジンがそのような現象に
25

着目し、時間発展の不可逆性を考えるために導入する現象は、決定論的カオスとポアンカレ
共鳴である。
１）決定論的カオス
既に上述の通り、熱力学系には還元論的な見方が成立しない。系の微視的なレベルと巨視
的なレベルの振る舞いが連続しないのは、微視的レベルの分子運動が、計算可能であるにも
関わらず、非常に複雑であるからだ。この複雑さをノイズとして考えた場合、それを確率に
置き換えることで、巨視的運動の振る舞いは微視的レベルの運動を集積したものと看做し、
実際には個別の記述と統計的記述の同等性が破られていることを考えずに接続してきた 。
26

しかしながら、微視的レベルにおける分子運動がカオスであるということを考慮した場合、
この確率による情報縮約という解釈は変更を迫られることになる。これまで考察上キャンセ
ルしてきた複雑さやノイズそれ自体を考慮することでそれが為される。そのようなノイズを
考慮して記述される現象はカオスと呼ばれている。それではまず、カオスというものが如何
なるものかを見て行こう。
カオスとは、異なった初期条件に属する軌道が、どんなに微細な違いであっても、その違
いによって時間と共に指数関数的に隔たっていく系のことである。これをカオスの初期条件
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に対する鋭敏さと言う。カオスということについて、例えばパチンコの玉の動きを考えてみ
る。玉が打ち出されて、盤上の釘に衝突すると玉は運動する向きを変える。勿論、衝突の仕
方が同じなら、玉は何度でも同じ運動方向を取る。しかし、打ち出された玉の初速がほんの
少しでも違うと、その後の運動が大きく変わってくる。玉の釘に対する入射角が若干変わ
り、釘に当たらないか、あるいは当たっても、その微妙なズレで真逆の方向に運動するとい
うことが起こる。これはつまり、玉の初速が大体分かっていても、完全でないのなら、その
後の運動を予測することができないということを示している。この僅かなズレが玉を出鱈目
な方向へ運動させる。このような運動の特徴をカオスと呼ぶのである 。カオス的運動軌道
27

は方程式で記述可能であり、決定論的なのだが、カオス性が発現した場合、初期値のホンの
僅かな誤差によって、二つの軌道は全く別のものになってしまうことが観測される。
古典力学で計算可能な系というのは、少々の誤差があっても軌道にそれほど変化をきたさ
ないので、安定していると表現されるが、カオス性を持つ系では、誤差がその後の運動を大
きく変化してしまうので、不安定な系と呼ばれる。よってこのカオス性を持つ運動 からは、
28

観測における長期予測が不能に陥る。このように、カオスは数学的に規定可能であっても、
系は不安定性を示すということがポイントとなる。
以上のようなカオス性の有無、つまり、系が不安定な振る舞いをするという現象を表現す
るモデルには、以下のものがある（本文末の図１参照）
。まず、ある壁面に適当な楕円を描
き、その楕円を一つの系と看做す。その楕円の円周上の各点から出発する軌道曲線を考え
る。この軌道曲線は壁面から垂直方向に出発し、壁面の裏側を巻くように回転し、また壁面
へ戻ってくるとする。そして、壁面へ戻ってきた点全ての軌道の跡を繋ぐとまた楕円が出来
る。すると、壁面にはもう一つの楕円が出来、最初の楕円と比較することが出来る。これは
要するに、壁面上の図形を同じ壁面上に移すという一連の規則で表される操作が、運動の性
質を表すというモデルなのである。この際に出来上がる円形がもとの円形と同形であれば、
運動はカオスでない。もとの楕円にそのまま重なるか、重ならずとも同形なら運動軌道が安
定していると言える。しかし、出来上がる円形がもとの円形と異なっているのなら、その運
動はカオスである。円形が曲がっていたり、捻じれていたりすれば、運動が不安定というこ
とになり、出来上がる円形がもとの円形と遠ざかる。このような場合はカオス性が強いと言
われる。カオス性の強い円形ほど、引き伸ばされたれ折り曲げられた形をするのだが、円形
として閉じてさえいれば面積は一定である。このようにして、個々の要素の運動軌道のカオ
ス性から、その集合である円、即ち系の不安定性が示される。そして更に、カオス的系の時
間発展が平衡状態に移行するモデルの例として、パイこね変換がある（本文末の図２参照）。
29

パイこね変換とは、ある正方形を半分に潰して引き伸ばし、中央から半分に切って積み上
げるという、一連の動作をすることである。この動作を、例えばある図形（丸でも三角でも、
ただの直線でもいい）が描かれた正方形に適用してみる。円の場合で考えれば、まず押し潰
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されて、正方形は縦の長さが半分で、横の長さが倍の長方形となり、描かれた円は変化した
正方形の形状に従って楕円になる。そしてこの潰されて横に伸びた長方形の真ん中から半分
に切って、二つになった長方形の一方を上に重ねる（どちらでもよい）
。するとまた正方形
に戻る。しかしその際、その正方形の中に描かれた円は半分に切られた楕円が重なったよう
な図形になってしまう。この動作を何度も繰り返すと、その図形はもとの形を失い、どんど
ん正方形の中に細かく広がっていく。伸ばしたり切ったり重ねたりと、混ぜ返しているうち
に描かれた図形がばらばらになっていく。そのような動作の回数を重ねる度、つまり時間が
経過する度に、図形はどんどん散らばって、十分な時間が経つと、図形の断片は一様に正方
形の中に分布する。この変換は、初期状態によらず、一定の終状態へ向かうものである。す
ると、この様子は極めて熱平衡状態（エントロピーの増大）へ向かう過程に似ている。しか
し、ここで注意せねばならないのは、パイこね変換は数学的に規定された説明モデルなので、
時間反転すれば元の状態に戻ってしまうということである。パイこね変換は平衡状態への運
動モデル、即ち粒子運動の可逆性とカオス性が同居しているということを示しているに過ぎ
ない。
しかしながら、プリゴジンはここで更に展開する。確かにパイこね変換では、時間反転
−tをすればもとの状態へと戻っていき、つまり高エントロピー状態から低エントロピー状
態への移行を示すことが出来る。その点では時間の不可逆性を示してはいるわけではないの
だが、パイこね変換を開始した初期状態より更に前へと時間変数を戻してやると、＋tへの
時間発展とは、異なる発展の仕方をする。
先程のパイこね変換を再び使用する。今度は正方形に図形ではなく、丁度縦半分から白と
黒で色分けされているものを設定し変換する。パイこね変換を施している系に内部時間 を
30

設定し、内部年齢を取って行く。設定した時刻０の位相から、上述の操作の手順で変換を進
めて時間発展させて行くと、図形の柄は細かい白黒の横縞模様となる。これを時間反転して
操作を巻き戻して行けば、やがて開始した初期状態である丁度縦半分に白黒で色分けられた
図形に戻る。しかし、更に初期状態以前の時間反転方向−tへと操作を継続していくと、今
度は細かい白黒の縦縞模様の図形へとなっていく。つまり、パイこね変換では、＋tと−tで
は発展の仕方が異なるのである。
パイこね変換というモデルから、力学系が二種類の時間発展を齎し、未来と過去という独
立な記述が得られる。これは従来の古典力学の運動軌道のみの洞察からは見えて来ないもの
である。ニュートン力学の法則では「調和振動や二体系といった単純な力学系においては、
そのような分解は存在せず、未来と過去は区別され得ない」。安定した古典力学の運動軌道
31

は単線であり、数学的に規定された軌道上を運動するという理解なので、時間変数tは例え
マイナスになろうとも変数として連続している。マイナスに過去、プラスに未来という意味
は単純な軌道から見出すことができない。つまり、時間発展の仕方が二種類あるということ
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は、古典力学的分析の範疇に入ってこないのである。要するに、そのような二つの半群を取
れば、カオス的系には過去と未来の区別が出来、時間の方向性を定めることが出来る。「時
間発展は、最早過去と未来が同じ役割を果たす群ではなく、時間の矢の方向付けを持つ半群
によって記述される」のである。数学的モデルの中から「過去」と「未来」という時間の方
32

向が規定できるという点が重要である。
そして更に、もう一点重要なのは、パイこね変換における内部年齢が、記述において非局
所的であるということである。例え内部年齢が局所的に分かったとしても、その位置が過去
なのか未来なのかは、その一点だけを見ても判らない。系の遷移を考慮する場合は、その系
全体における持続性という点を考慮しなければならないのである。これについては以下の項
で再度考察する。
これらの変換がカオス運動軌道のモデル化である。不安定な力学系の記述にこのようなモ
デルを適用して考えるのは、安定した力学系とは異なり、初期条件に対する鋭敏さというカ
オス性を繰り込んで作られているからである。これらを統計力学の巨視レベルに見られる統
計集団に適用することによって、微視的運動の如何にかかわらず、時間発展に従って、平衡
状態、エントロピーの増大を示し得ることが説明される。ここでは、微視的レベルの分子運
動が決定論的であると言っても、カオス性を有することによって、軌道が予測困難になり、
そのような予測困難な軌道によって構成される系は強い不安定性を示すということがポイン
トである。つまり、このような不安定な系を扱う統計力学は、強い不安定性の非局所的記述
の方法として確率を導入しているということが窺えるのである 。カオスを考慮することに
33

よって、統計力学の確率的解釈に端を発する分布とその粗視化という意味が、系の不安定性
によるものであるということが理解されるのである。
以上のように、分子運動の微視レベルから統計集団の巨視レベルへの接続が、カオスとい
う系の不安定性を示す現象から説明出来た。微視的運動を決定論的カオスとして捉え、数学
的に計算可能なものであるとし、更にその軌道の拡散や収束という不安定性を示す性質から、
平衡状態に近づくという現象が起きるのである。しかしながら、微視レベルから巨視レベル
への連続性が証明できたからと言って、何故分子運動の挙動がカオス性を帯びるのかという
ことが示されなければ、この問題を解決することにはならない。そしてまた、時間的方向の
区別が得られたと言っても、系が可逆になる可能性が退けられた訳ではない。高エントロピ
ーから低エントロピーへの移行という現象が生じる可能性（エントロピー障壁）についても
34

考慮せねばならない。この問題を解明するもう一つの鍵は、ポアンカレの定義した、粒子の
振動に関する共鳴という現象である。
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２）ポアンカレの共鳴
カオス的運動はどのようにして生じるのであろうか。分子運動の観測を考えてみる。思考
実験的に分子一つを取り出した場合、その運動は当然、運動方程式に従うので、軌道を規定
することは容易い。これが二個の場合、つまり衝突が生じる場合でも、単に二体系の弾性衝
突なので、簡単に計算できる。しかし、これが三体以上になると途端に計算が複雑になる。
一つの分子の動きをとらえるには、三次元空間内における分子の時々刻々の位置を表す３つ
の変数と、運動量を表す３つの変数、計６個が必要となる。二体系の問題の場合は６×２で
12個の変数の運動方程式になるが、これはニュートンによって解かれている。しかし、三体
系の場合は６×３で18個の変数になるのだが、これはラプラスによっても解くことは出来な
かった。18個もの変数を人間の計算能力で扱うには複雑過ぎるのだという。そしてこれはポ
アンカレによって、解析的には一般に解けないことが証明されている（三体問題）。
35

しかしながら、変数の多さで計算できないという理由ならば、現在の技術においては何の
問題もない。三体どころか多体であっても、コンピューターであっという間に計算できる。
だが、三体問題に生じる複雑性の本質的要因は、摂動が関わっているという点である。摂動
とは、一般に力学系において、主要な力の寄与（主要項）による運動が、他の副次的な力の
寄与（摂動項）によって乱される現象である。摂動という語は元来、古典力学において、あ
る天体の運動が他の天体から受ける引力によって乱れることを指していたが、その類推から
量子力学において、粒子の運動が複数粒子の間に相互作用が働くことによって乱れてしまう
ということも指すようになった。この摂動による系の乱れ、三体問題ないし多体問題に内在
する複雑性は、系の間の相互作用を考慮することを必要とする。複数粒子間の相互作用によ
って系が乱れ、解析不能ないし不可積分になるということを齎す摂動とは何であろうか。こ
れをプリゴジンは、ポアンカレの示した共鳴という現象であると言う 。ある物体が振動す
36

るとき、１秒間辺りの往復の数を振動数と言う。そして、２つ以上の振動体が同じ振動数で
振動すると、その物体の間に大きなエネルギーの移動が起こる。例えば寺の釣り鐘やブラン
コなどをその振動に合わせて押してみると、時間をかければ小さな子供でも大きく揺らすこ
とが出来る。これを 共鳴現象と言う。具体的には、２つの振動体が互いに力を及ぼし合っ
ている場合、つまり相互作用している場面において、２つの振動体ω１とωk の振動数が一致
する（ω１＝ωk）と共鳴現象が起こるのである。
共鳴に関する方程式は以下のものである。
tanδ=２γω/ω１−ωk
固有角振動数ω１ に近い角振動数ωkの外力を加えると、非常に大きな振幅の振動が生じ
る。これが共振であり、共鳴・共振運動、あるいは強制振動と言う。そして共鳴に関する運
動方程式の中に、
1/ω１−ωk
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という、振動数の引き算が分母の中に現れて来る。振動数が同じ値に近付いて行くと、そ
の分数はどんどん大きくなり、終に無限大になる。この無限大が現れて来ることを、共鳴特
異性と言う。このように発散する式において、運動方程式は解けなくなる。振動とは振動体
の状態が一意に定まらず揺れ動く事象であり、この振動が発散するということは、共鳴によ
ってその瞬間のエネルギー、即ち運動量が跳ね上がるということである。これによって、粒
子間の相互作用で位置や速度に差異が生じ、後に起こる現象が全く違ったものになり、次に
何が起こるか予想不能になってしまうのである。つまりこのような共鳴が起きるときには、
系が不可積分になってしまうということである。上で述べたとおり、不可積分になるという
ことは相互作用が働いているということである。相互作用が働く場合、定義上可積分しか扱
えない古典力学的軌道は、このような系には適用できないのである。すると、共鳴現象にお
いても、運動がカオス的で不安定になったと言い得るだろう。このように共鳴特異性は「運
動の不安定性」を理解する鍵になっており、
「ポアンカレ共鳴（不可積分性）と決定論的カ
オスとの間に密接なアナロジーが成り立つ」。粒子運動におけるこのようなカオス運動の不
37

安定性と、共鳴という拡散現象の関係、計算可能でありながら系に不安定性を齎し、分子振
動の自由度の相互作用において運動軌道が崩壊する現象 、まさにこの点を考慮することに
38

よって、プリゴジンは系の不可逆性を証明するのである。
0

0

0

0

そして、ここで考慮せねばならない重要なことは、
「我々の周囲の世界には持続的な相互
作用が存在するという事実」（傍点原文）である。この室内を考えたとき、大気中の分子同
39

士は絶えず互いに衝突し合っている。この状況は、真空中に幾つかの分子を考えた場合の
0

0

0

0

「過渡的な相互作用」の状況とは全く異なっている。この持続的相互作用と過渡的相互作用
40

との違いは、古典力学から熱力学へと移行するときに、決定的に重要となる。過渡的相互作
用とは局所的な事象に対する記述であり、古典力学の記述がそれに当たる。つまり、幾つか
与えられた個数の粒子を選び出し、それらを孤立させたときの運動を考えるものである。他
方、持続的相互作用は非局所的な事象に対する記述であり、大気中の分子の絶え間ない衝突
運動という系全体を捉えるものである。不可逆性が現出するのは、非常に多くの粒子全体に
よって駆動している系なのである。つまり、我々が懸案にしている熱力学系は後者であるた
め、過渡的相互作用ではなく、持続的相互作用を考察の基本に据えなければならない。そも
そも過渡的相互作用における記述は、取り扱う現象を理想化ないし制限した上で成されるこ
とがほとんどであり、むしろ我々が端的に観測する現象からすれば特殊な状況なのである。
３）確率という記述と不可逆性
ここで一旦、これまでのポイントをまとめてみる。まず決定論的カオスとポアンカレ共鳴
に共通して見られるのは、
a）系の不安定性・・・カオス的運動、共鳴による相互作用、これらによって、古典力学か
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ら出発したのにもかかわらず、軌道が崩れ、系が乱雑になって行く。
b）非局所的記述・・・系の時間発展がある一点の局所的記述では捉えられず、持続的な相
互作用を基本とする非局所的記述で捉える。これによって時間の方向性が示される。
ということである。このような系の不安定性と非局所的記述から得られる最初の帰結は、古
典力学における軌道は「最早理想化でしかない」という点である。初期条件に対する鋭敏さ
41

を持つ不安定な系は、単一の軌道からは理解できない。今や初期条件は単に空間（相空間）
の一点ではなく、非局所的な「領域」として、全体性を考慮したアプローチの下で記述され
る。そのように複雑性の力学が定式化された上での軌道は、不安定系が実現している過程を
表すのみである。即ち、古典力学からは不可逆性が説明し得ず、むしろ古典力学の定式を離
れることがなくては、熱力学系の不可逆性を理解することが出来ない。古典力学的前提よっ
ては理解できなかった微視レベルと巨視レベルの同等性の破れがこれらのことから明らかに
なるのである。
以上の通り、決定論的カオスにもポアンカレ共鳴にも共通するのが、
「予測不可能」とい
うことである。予測が不可能になるとは、言わば「確率的」になるということである。粒子
振動の自由度 が共鳴することによって、相空間内部における粒子の軌道は拡散するように
42

運動する。このことによって、粒子集団は時間と共に均一に広がって行き、かつ粒子間に相
関が生じるのである。このような粒子の拡散運動による確率的振る舞いは、ブラウン運動や
酔歩に特徴的である 。運動遷移の過程は、記述的には確率的であることに注意しなくては
43

ならない。このように、系の不安定性と確率とは密接な関係にあるということが窺える。つ
まり、これらのような分子運動の観測から言い得るのは、
「運動軌道出現の確率」ではなく、
「確率的に運動する」ということである。自然の含み込む偶然性ないし確率の本性は、一定
の軌道が一定の確率で現象するということではなく、運動がそもそも確率的に振舞うという
ことである。運動に対する確率という概念の位置は、運動軌道が前提とされ、その後にある
のではなく、運動の初期ないし開始の時点に既に含み込まれているのである。系の持つカオ
ス性とその構成要素の相互作用によって時間が生じてくる。よって、これらのことから明ら
かになるのは、系の外に時間があるのではなく、系の運動が時間を、その流れを生成すると
いうことである。絶え間ない生成と変化が時間と呼ばれるのであり、客観的時間はその上に
作られる。最早、運動による生成と展開の中で、それでも時間が可逆であると主張すること
は、思考の中だけの話なのである。
以上のような証明の結論を見る限りでは、結局のところ、ボルツマンが分子運動論に確率
を持ち込んだことは正当な手続きだったように思える。ボルツマンの熱力学系に関する数学
的記述は現象に沿うものであるし、実際に適用も可能である。ボルツマンの記述の有効性と
批判の間に見られる齟齬が何であるかということを顧みると、それは記述における前提と解
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釈の違いにあると考えられるのではないだろうか。
３．現象の直接記述─時間の本性
プリゴジンが現象の不可逆性を主張するのは、上述した考察から導き出されているが、カ
オスや共鳴といった現象を研究すること、引いては現象の不可逆性を究明しようとする動機
は一体何であったのか。
改めてプリゴジンの考えを引用すれば、
「エントロピー増大則とそれに含意される《時の
矢》の存在を、自然の基本になっている事実と看做すこと」であった。このような見方を正
44

当付けるものは、
「私たちの周りにあるがままの自然が時間的に非対称的だという観測事実
です。私たちは皆揃って年を取っているのです。そして進化過程の連鎖を逆向きに辿ってい
る星などと言うものを観測した人は未だ嘗ていないのです。許される状態の集合を図示した
とすると、これから平衡状態へと向かう状態だけを表す部分集合になってしまうのではない
4

4

4

4

4

かという可能性を調べてみる気にさせたのは、この経験的事実なのです…理想化した、摩擦
のない調和振動子が熱力学の第二法則に従うとは、誰も期待しません」（傍点筆者）という
45

ことである。
以上のようなプリゴジンの観測と経験における現象の時間的流れは、フッサールの時間意
識考察における客観的時間に対する括弧入れ（エポケー）と類似している。フッサール現象
学は、体験における時間意識を主題とすることによって、客観的時間を現象学的にエポケー
してきた。これはフッサール現象学が、無前提性において為されるものであること、つまり、
実在するものについての超越的前提を排除した上で、意識体験そのものについて考察するた
めである。これらのことは『内的時間意識の現象学』の冒頭第一節で示され、客観的な時間
経過の想定の上で、時間認識の主観的可能性の条件を考察するのではないということが、厳
密に注意されている 。体験における現出する時間、現出する持続という、絶対的所与性の
46

もとで意識経過の内在的時間の考察を進めるのである。つまり、数的ないし理念的な単なる
値として、前提された時間軸上に表される時間では、我々の体験はもとより、現実に起こっ
ている現象をそれ自体として捉えられないということである。フッサールが括弧入れしたの
はそのような客観的時間という意味での時間であった。勿論、ここで注意すべきなのは、両
者の時間に対する記述の見解が類似していると言っても、やはりプリゴジンがフッサールと
同じ意味で客観的時間を括弧に入れたわけではない。フッサールの場合はあくまで現象学的
還元という方法に基づいた上での意識「体験」を扱うのであり、内的意識に対する考察であ
るため、通常の意味での「経験」とは区別せねばならない。プリゴジンは通常の経験から物
理学を展開し、その上でニュートン的な時間とは異なる時間を見出したのである。両者の記
述のレベルは異なっている。だがしかし、意識を考察するにしろ、物体を考察するにしろ、
それぞれの現象に対する記述に対して、客観的時間を単純に適用しないという記述の態度に
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ついては、一考の価値があると思われる。
これを要するに、現象ないし経験に定位した時間を考える際に、フッサールと同様にプリ
ゴジンが否定するのは、端的にいって理念の一元的な解釈である。そもそもニュートンの法
則には、「観測者」という存在が考慮されていない。普遍的で客観的記述には、観測者に関
係するものが一切ない記述と定義される 。現象に対する科学者の記述が、そのような客観
47

性あるいは数学的に表現されるとき、現象を理念にはめ込んで、記述の方法に添うような形
で示すことになる。プリゴジンが指摘するのは観測者の経験と、そこで捉えられている事実
をそのものとして捉えねばならないということである。彼らの実施する経験の記述に対して、
上のような客観的記述に沿わない現象（複雑性やノイズ）は保留されてしまうというような
記述の態度に危惧を持っている 。これでは現象の持つ多様性が損なわれてしまうだろう。
48

現象は実際に起こっていることであり、理念とはそれに対する説明の手法として採用されて
いるのだから、理念に合わせては本末転倒である。
「我々自身が、時間の矢や進化発展の落
とし子なのであって、それらの親ではないのである」とプリゴジンは言う。勿論、この主張
49

は数学的記述を否定するものではない。むしろ数学の普遍性や客観性は、確実性を表現する
ことに関して適している。しかしながら注意すべきなのは、一度確定された記述に拘泥し、
端的に他の現象にも敷衍してしまう態度である。現象の細やかさや、その多様性を掬い上げ
ようとするとき、以前の記述の適用範囲が対応するとは限らず、その都度の現象に定位した
記述が為されねばならない。プリゴジンは、この数学的記述の性格から来る記述様式の硬直
化に気付いていた。その中でも時間という現象に関して、
「今日の多くの物理学者たちにと
って、自然を記述する際の基礎的レベルに関する限り、
「時間の矢」が存在しないというこ
とは信念となっている」ことについて、疑問を呈するのである。
50

古典力学が現象の多様性、即ち上述してきたカオス現象を雑音として退けてきた点にこそ、
物理学が扱う問題がある。プリゴジンの記述態度は、
「実在の豊潤さの強調」である。その
51

中で彼は、現象の不確実性に沿う散逸構造という記述を生み出した。散逸構造についての具
体的な内容は割愛するが、しかしながらこの新たな記述は、従来の古典力学における確実性
に拘った記述とは次元を異にする。決定論的カオスやポアンカレ共鳴に見られるように、そ
のような現象を眼差すプリゴジンの眼には、
「偶然と必然とは妥協できない対立概念ではな
く、それぞれが自分の役割を演じる宿命的なパートナーである」と映ったのである。これは
52

古典力学的記述を抹消し、取って代わろうというのではない。記述の手法が増えたというこ
とである。古典力学は、安定な系ならば、極めて正確に対応するのだから、適用できる範囲
で活用すればよいのである。このような、現象の多様性に対する絶えざる記述の刷新ないし
産出こそ、まさに現象学の理念に通ずるところがあるのではないだろうか。
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４．おわりに
では、我々が今、目を向けるべき客観的ないし物理学的時間とは何なのか。それは、経験
に即応する時間である。我々は、経験に基づいた事象その物の観測と言う方法と態度を、現
代物理学の成果から見出そうという狙いを持つのである。プリゴジンの仕事によって、客観
的時間（ニュートン力学における可逆的な時間理念）は克服されつつある。プリゴジンが
「知識を生物の諸特徴と関係づけなければならない」と述べるように、物理的世界を我々の
経験から切り離した対象として記述することは限界がある 。周知の通り、細胞の自己組織
53

化、生物の進化、宇宙論など、彼の不可逆性に関する散逸構造論は物理学の一理論に留まら
ず、広範にわたる領域に時間化と秩序化の理論を寄与し得るものである 。そして科学と現
54

象学の関係について、例えば他に、認知科学の領域でも、ヴァレラが意識の科学的研究の方
法として、力学的記述という方法を用いた神経現象学を提唱している。あるいは非線形・非
平衡的科学における生命のリズム現象に対する数理的アプローチなど、複雑性研究の展開は
枚挙に暇が無いほどの広がりを見せている 。これらの研究は、我々観測者の、あるいは被
55

験者の経験に定位して展開されている。このような事情の中で、意識と科学の関係は従来ほ
ど隔絶されたものではなくなり、むしろ、探求の前進に大きく関与する可能性が指摘されて
いる 。このように、我々は事象の記述から科学を展開しようとする試みに、現象学の視点
56

や記述方法などの接点や寄与を見出すことが出来るであろうと思われる。
図1
図１

軌道上の各点から出発した軌道曲線が一回
りして戻って来た時の図形（カオスでない）

軌道上の各点から出発した軌道曲線が一回
りして戻って来た時の図形（カオスのとき）

図2

過去

未来
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軌道上の各点から出発した軌道曲線が一回
りして戻って来た時の図形（カオスのとき）

図2
図２

過去

内部年齢

未来

-1

0

1

2

注
・フッサリアーナからの引用は巻数をローマ数字、頁数をアラビア数字によって示す。
4

4

0

0

・筆者による強調は｢強調｣、原書における強調は｢強調｣と示す。
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トロピーという概念を「時の矢」と呼んだ。
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する「向き」が反転する。そしてtが二乗されているので、運動自体に向きは関係しない。
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Über die Irreversibilität der Zeit
MUTO, Shinji
Prigogine（1917-2003）verletzt die Symmetrie der Zeit in der klassischen Dynamik und
Quantenmechanik. Allgemein denken wir, dass die Zeit im Fluss ist, und wir zwischen
Vergangenheit und Zukunft unterscheiden können. Aber ihre Unterscheibung liest nicht
in der Dynamik, wenn auch der allgemein Gehalt des Zeitbegriffs irreversibel und
unumkehrbar ist.
Die physikalische Zeit ist grundsätzlich deterministisch und irreversibel symmetrisch
Charakter. Also ist die Umlaufbahn des Körpers hat reversibel. Aber unsere Beschreibung
der Natur stellt die Welt als Zeitfluss dar. Warum steht die mathematische Beschreibung
der Physik die natürlichen Beschreibung des Phänomens gegenüber? Der Schlüssel für
dieses Problems ist die Zeit. Wir betrachten die Rolle der Zeit.
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