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﹁具体性﹂

について
ー

は

夏

子

によって彼は世

の心身論が開いた哲学的ヴィジョン

﹃意識の直接与件に関する試論﹄ の持続
﹃物質と記憶﹄

﹁生命﹂というテーマに定位

しっつさらに深め︑同時に前者の著作に含まれていた

を︑後者の著作が準備した

論と

た︒﹃進化﹄

れまでの彼の仕事の総決算という意味合いを持ってい

界的に有名な哲学者となったのであるが︑この著作はそ

次のような理由による︒﹃創造的進化﹄

﹃直接与件﹄から﹃進化﹄まで

ベルクソンにおける

はじめに

による﹃意識の直接与件に関す
︵トぎQ賢哲讃

までの諸著作をとりあげ︑

から﹃創造的進化

︵b訂已h琶訂計薫乳ュS§註訂訂切札こQC芸驚叫芸へ且﹄

︵Hen見出訂rgsOn︶

本稿は︑十九世紀のフランスの哲学者であるアンリ・ベ
る試論

ルクソン
︵以下﹃直接与件﹄ と略記︶
へ鼠已3．C且﹄ ︵以下﹃進化﹄と略記︶

﹁直観﹂

の方法を生命理論によって根拠づける試みだか

らである︒ベルクソン哲学がふつう哲学史のなかで生の

という言葉をどのよう

彼が

﹁具体的な ︵cOnCret︸COnCr賢e

に使用しているか︑そしてその具体性によって示されている

哲学として位置付けられるのは︑﹃進化﹄

が彼の哲学の

ものは何かを検討することによって︑彼の思想的深化を辿ろ

一つの到達点と見なされているからであり︑そう見なし

までのベルクソンの仕事の総決算と呼ぶに催するものである

本稿の試みにおいてもまた︑﹃進化﹄という著作が︑それ

へ1−

うと試みるものである︒本稿においてもまた︑ベルクソン哲

てよい理由があるからである︒

あろう︒

学についての次の様な基本的な立場を踏襲することになるで

ベルクソン哲学はしばしば生の哲学と呼ばれる︒それは
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う︒いずれにせよ︑ベルクソンは具体的なという形容詞を繰

ての役割が与えられているのが︑具体性である可能性もあろ

可能性もあろう︒つまり︑抽象性を示すための足がかりとし

具体性に注目してベルクソンの諸著作を振り返ってみる

り返し用いているということは事実である︒それは︑ただの

ことが示されるであろう︒

ン哲学の主題とされているものがあることを確認すること

と︑具体的なという形容詞が伴って示される側に︑ベルクソ

になろう︒そして︑ベルクソン哲学に深化が見られるとすれ

る繰り返しにはそれなりの意図があるとする立場をとること

は何らかの意図があるのだろうか︒本稿は︑ベルクソンによ

惰性的な繰り返しなのだろうか︒それとも︑その繰り返しに

ヘリこ

具体的時間︵DI00ご謡︶︑﹃物質と記憶﹄においては︑具体的

ば︑それは︑この立場を暗黙裡に前提してもいることもまた

﹃直接与件﹄においては︑具体的な持続︵Dロ芦−声−遥−−00○︶︑

ができる︒後で詳しく見ることになろうが︑それは例えば︑

においては︑再び

結論部では示したいと思う︒

本稿を論じるにあたり︑﹃進化﹄

作を出版された順に確認しておくことにしよう︒一八八八

までのベルクソンの諸著

知覚︵MM芦忘○−NO即N余−当00︶︑﹃進化﹄

︿3︶

︵EC余短亙

具体的持続︵EC−可．NN態N−∽霊︶︑そしてまた再び具体的時間
︵ECN−−Nた︶︑あるいは具体的な実在︵r恥巴i邑

といったように述べられているものである︒

︵訂3．鼠﹄︑

︵ECN−︶︑あ年
る﹃意識の直接与件に関する試論﹄︑一八九六年﹃物質と記

具体性の対義語として想定されるのは抽象性である︒抽象
︵Di00盟

憶︵轟謎ざ温室ぎ冬至︑一九〇〇年﹃笑い

的なという形容詞は︑抽象的な時間

等々といったように使用

いは︑抽象する能力 ︵DI可N・詔−謡︶

一九〇七年﹃創造的進化﹄︑以上である︒

れた順に辿ることにする︒そして︑それぞれの著作において

本稿は︑﹃直接与件﹄︑﹃物質と記憶﹄︑﹃進化﹄ と︑出版さ

されている︒このように抽象性について述べるベルクソン

具体的なという形容詞がどのように使用されているかを見て

は︑抽象性に︑ベルクソン哲学の主題に対する横槍としての
役割を担わせているかのように見えなくもない︒ベルクソン

いく︒では︑﹃直接与件﹄

から始めることにしよう︒

の本質的な主張をダイレクトに示すための具体性と︑その主
で︑ある意味で︑存在の客

張への足がかりとしての抽象性という構図が浮び上がりそう
ではある︒また︑﹃物質と記憶﹄

観性を保障する思考を否定しないベルクソンを考えれば︑ベ
ルクソンが具体性について述べる意図は︑それとは逆である
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一﹃意識の直接与件に関する試論﹄
ついて

における具体性に

の出会いが︑現実の運

と想像上の運動とのあいだ︑空

ふたつの運動体︵アキレスと亀︶
動︵mO仁焉meロtr紆−︶

間それ自体と無限に分割可能な空間とのあいだ︑具体的

と抽象的時間官mps註s卑已t︶

とのあいだ︑にある隔たりを示すものであるというこ

時間︵tempscOnCret︶

ている︒言葉の数にこだわる必要はないのかもしれない︒し

︵iロどi許niヨm監i乳e︶

とを認めることが必要だとは信じない︒直接的な直観

﹃直接与件﹄ では︑具体的なという言葉が頻繁に用いられ
かし︑前に述べたことを繰返せば︑このように同じ言葉︑こ

空間や時間や運動の性質についていかに巧妙なものにも

あり︑持続は空間の外にあることを示してくれるのに︑

が︑運動は持続︵dur紆︶ の中に

こでは具体的な︑そして︑抽象的なという形容詞が繰返し使
われているのにはそれなりの理由があるとも考えられよう︒

うか︒︵Di∞サ∞盟

せよ形而上学的仮説などをどうして援用する必要があろ

﹃直接与件﹄ における具体性について詳しく検討するため
に︑具体的時間と抽象的時間とがすりあわされ︑また具体的

ゼノンは想像上の運動と︑無限に分割可能な空間と︑抽象

︹省略︑括弧内捕捉︑引用者︺

空間︑そして持続について述べられる︑エレアのゼノンのパ
ラドクスについて書かれる箇所を引周し︑検討することにし
よう︒

キレスの一歩一歩︑亀の一歩一歩が運動たるかぎり不可

るいは︑具体的なものをここで擁護するのではなく︑新たな

これらの想定に対して︑直接に批判を加えるのではなく︑あ

を生み出し︑パラドクスを作ったといえよう︒ベルクソンは

的時間とを想定することによって︑ベルクソンのいう隔たり

分のものであり︑空間たるかぎりでは異なる大きさだか

る︒この引用部は以下のように続くのだが︑以下においても

道具立てを用意しているように見える︒すなわち︑持続であ

どうしてアキレスは事実亀を追いこせるのか︒それはア

らである︒だから歩みを加え合わせれば︑アキレスが通

うである︒

また︑新たな道具立てとして持続が持ち出されているかのよ

過した空間としては︑亀が通過した空間と亀がもってい
それで︑現

たアキレスに先行するへだたりとの総和を上回る長さが
ほどなく得られることになるだろう︒︹⁝︺

代の一思想家による鋭く深い分析の後でも︑われわれは

19 ベルクソンにおける「具体性」について

cOnCret︶

に際しては︑﹁分割可能性に限界がある必要がない﹂と
の分割可能性に限べ
界る
があ

いうことについて述べている︒この他の箇所における具体性

具体的空間︵espace

るとする必要などはいささかもない︒実際は空間の中に

ソンが形容する場面においては︑それが時間的な関係におい

の用い方へも手を伸ばしてみよう︒すると具体的なとベルク

言ヱ

ある︑二つの運動体の同時的な位置とそれらの運動体の

のとして︑表されているように思われてくる︒ただし︑一見

て把捉されるものとして︑そして︑私たちに対して近しいも

運動とのあいだに区別をつけておきさえすれば︑空間は
無限に分割できるものとしておいてよい︒その運動自体

d紆cOnCr野e

︵Dロ茎︶ が︑時

想定されているのは︑空間︑位置︑量であるだろう︒このよ

済ますことができないほどである︒しかし︑分断された

常生活や︑更には哲学的議論においてさえ︑これなしで

るものであり︑きわめて便利であるため︑われわれは日

戟念を構成する諸要素のこうした分断は︑抽象へと至

場面に注目し︑検討することにする︒

では︑それとは見えにくい︒ゆえに︑この箇所で述べられる

間的な性格を帯びた観念の組織であるとは︑一見したところ

念の組織︵cOnte舛どrede

してそれと分かるものばかりではない︒例えば︑﹁具体的観

よりも

であり︑量ではなしに質である︒

は空間を占めることはできず︑延長︹広がり︺
むしろ持続 ︵dur紆︶
︵Di00盟

ベルクソンはこのように述べるのだが︑なぜ︑このような
述べ方をするのかを考えたい︒先にあげた引用部も含め︑こ
こでの叙述を検討してみよう︒ベルクソンは新たな道具立て

うな対立から見た︑ベルクソンによって述べられる具体性と

諸要素こそまさに具体的観念の組織に参入するところの

一．11︶

はどのようなものとして据えられるだろうか︒注意されてお

要素であると想像したり︑また︑実在的諸項の浸透をそ

として︑持続を導入している︒持続に対立するものとして︑

いてよいのは︑質を帯びないという意味で持統と対立せられ

合主義の誤謬に陥ってしまう

︵Dロ葺︶

よって再構成すると称する場合︑私たちは不可避的に連

れらの象徴の併置に置き換えることで︑持続を空間に

る空間にも︑具体的なという形容詞が付されることである︒

﹁抽象的な時間﹂という

そこで︑ベルクソンが具体的なという語を使う場面により
ベルクソンは ﹁具休的な時間﹂と

近づいて吟味することにする︒

ことを述べている︒また︑﹁具体的な空間﹂ということを述
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ベルクソンは︑ここで︑﹁分断された諸要素﹂が﹁具体的観
念の組織に参入する要素であると想像すること﹂は︑﹁持続

日常生酒のうちで生じる事態は︑﹁具体的な持続﹂に本源

の方向で

とってより近しいもの︑より親密であるものを示していると

ある︒とすれば︑具体的と形容されるものは︑私たちの生に

へ6−

があって︑それが移行するのは﹁記号的な持続﹂

考えられる︒そして︑この親密さは︑時間的な関係において

ことであると述べ︑そ

うすると誤謬に陥ってしまうと述べている︒この箇所でも︑

据えられる親密さであると考えられる︒このことは︑ベルク

を空間によって再構成すると称する﹂

られている︒ここでは︑具体的観念の組織は︑持続の厚みを

ソンが﹁具体的な﹂と形容する場合に︑﹁生きられる﹂とも

先に見たように︑持続と空間とが︑対立するものとして述べ

の具体性は︑抽象に対して︑一方向的な関係をしか持たな

帯びるものであるだろうことを読み取ることができよう︒そ

う0

形容することがあることからも汲み取ることができるだろ

い︒つまり︑﹁持続を空間によって再構成する﹂ということ

﹁具体的な﹂という形容

詞を︑私たちの生にとってより親密なものを示すために︑私

ところで︑なぜベルクソンはこの

連続性を回復することの不可能催が示されていよう︒とすれ

の書き方を振り返って︑ベルクソンがアキレスと亀のパラド

たちに対して︑用いることができたのだろうか︒ベルクソン

はできない関係にある︒連続性を断たれた諸要素によって︑
ば︑ここで具体的なと語られる性格とは︑連続性であり︑そ

クスについて述べる際に︑﹁現実に追いつき

れも︑時間的な連続性であると考えられる︒ベルクソンがこ
のような述べ方をするのは︑以下のような事態がとらえられ

追い越す︵追い越される︶アキレス︵亀︶﹂が﹁具体的な時間﹂

き方は︑そのような運動が現実に起きているということが︑

のうちに︑述べられていたことを思い出そう︒このような書

︵追いつかれ︶︑

ていることに理由があると考えられる︒
感知できないほど微妙な段階を経て︑諸要素がそこで相

ているかのようである︒つまり︑具体性とは私たちのうちで

既に私たちのうちで同意されている事柄だということを示し
；⊥

互浸透するような具休的持続︵dur紆cOnCrかte︶

て︑自由な活動から意識を伴った自動運動への移行がな

るものでもあるのではないか︒そしてまた︑この具体性と

既に分かちもたれているがゆえに︑訴えかける対象となり得

から︑

諸瞬間が併置されるところの記号的持続へ︑したがっ
される 古口00○︶

は︑私たちの内で既に分かちもたれてしまっていることを指
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示するという性格をもつがゆえに︑様々な言葉を尽くしてそ
において主張しよう

続いて︑﹃物質と記憶﹄

における具体性について検討する

にあたり︑軸を︑ベルクソンが数学的な点に関連する事柄︑

そして︑時間に関連する事柄について考察する箇所に設定し

﹃直接与件﹄

う︒だから︑ベルクソンは

の内葉を述べようとしてもし尽くせないものでもあるだろ

の場面で使用されていることを示すことによって︑諸著作を

たい︒そのねらいは︑﹁具体的な﹂

；ヱ

において確保されている

間の特性は流れるところにある︒すでに流れた時間は

う︒現在の瞬間とは︑私にとっていかなるものか︒時

の状態の記憶を特徴づけようとつとめてもむだであろ

︵marq亡eCOnCr告e︶をまず定義するのでなければ︑過去

実際︑意識の受け入れる︑現在の実在の具体的徴表

下引用し︑検討していくことにしよう︒

貫くある傾向を示せるのではないかと考えるからである︒以

という形容詞がある特定

とするものの側に具体性をもたせてはいるのだが︑その主張
︵A︶

を述べるためには︑具体性に対する抽象性︑あるいは形式と
かったと考えられる︒﹃直接与件﹄

しての存在様式について批判を加えることに依らぎるを得な

ができるだろう︒

﹃物質と記憶﹄

における具体性について

のは︑私たちにおいて生きられる具体性であると考えること

二

における具体性について考えるのに︑

在と呼ぶ︒しかしここで問題なのは︑数学的点

過去であり︑時間が流れつつある瞬間を︑私たちは現

ているということ︑そして︑具体性の公理的な性格であっ

間的な関係において︑私たちにとって親密である事態を示し

をなしている︒しかし現実の︑具体的な

と未来とをへだてる不可分な境界︵F邑teind賢sib−e︶

えられるだけの観念的現在というものもあって︑過去

mathmmatique︶

きに語っているもの︑これは必然的に持続を占める︒

きられる現在︑私が︑私の現在の知覚について語ると

︵MM−∽N︶

が︑その同意された事柄について私たちは説明することがで
ことである︒

きないというように︑説明不可能な性格を備えているという

︵cOnCret︶︑生

ではありえない︒なるほど︑たんに考

公理としてのある種の同意を前提として成立しているのだ

た︒公理的ということは︑すなわち︑数学は私たちにおいて

︵inst賀t

ての議論を検討した︒そこで見えてきたのは︑具体性が︑時

主に︑ベルクソンによるエレアのゼノンのパラドクスについ

一では︑﹃直接与件﹄
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︵川︸

この箇所で︑具体的な現在は︑数学的な点として考えられる
におけ

観念的現在としてではなく︑現実に生きられる現在として示
る論じ方を思い出すことが出来よう︒

されている︒持続を導入している点は︑﹃直接与件﹄

ある︒続く箇所では︑過去と未来とが︑感覚と運動として言

い換えられ︑現在が身体と結び付けられる︒引用しよう︒

ところで直接的過去は︑知覚される限りにおいて︑の

ちに見るように︑感覚である︒というのも︑あらゆる

るからだ︒また直接的未来は︑自己を規定する限りに

感覚は︑要素的振動の非常に長い継起をあらわしてい

︵巴afOissens註On

おいて︑行動あるいは運動である︒だから私の現在

のこちらは︑同時に感覚であり運動でもある

を考える時に︑観念

ではこの持続は︑どこに位置するのだろうか︒それは︑
私が現在の瞬間 ︵in∽︷旨tpr針ent︶

etmOu扁ment︶︒そして私の現在は︑不可分の全体

的に規定する数学的点︵pOintmath恥m註que︶

を形づくるから︑この運動はこの感覚に隣接し

mO弓ementdOitten片町ce什訂sens註On︶︑これを行

︵ce

は同時にこちら側にも向こう側にもあるということ︑私

側にあるのだろうか︑向こう側にあるのだろうか︒それ

と延長する︒そこから︑私は︑私の現在が︑感覚と運

動の結びついた体系︵巨瑠StかmecOヨb5．恥desens註OnS

﹁私の現在﹂と呼ぶものが︑同時に私の過去にも未来

にもくい行っていることは︑あまりにも明白である︒

が

etdemOuくementS︶

これはつまり︑私の現在が︑私の身体についてもつ意

からなることを結論する︒私の現在

︹⁝︺だから︑私が﹁私の現在﹂と呼ぶ心理的状態

︵恥訂t

psychO−Ogiq已e︶は︑同時に直接的過去の知覚でもあり︑

は︑本質上︑感覚−運動的︵sens2ナmOteur︶なのである︒

も語れず︑単なる未来としても語ることができないものとし

在を感覚1運動的なものとする︒現在をこのように感覚−運

ベルクソンは感覚と運動として過去と未来を言いかえ︑現

︵MM−∽盟

識にあるということである︒

て︑過去と未来とに食い入るある瞬間として語っているので

よって定義しようとしている︒すなわち︑単なる過去として

ベルクソンは︑現在を︑過去と未来について語ることに

略引用者︺ ︵MM−∽甲盟

直接的未来の限定でもあるのでなくてはならない︒︹省
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よって過去と未来との隙間を最小限埋めようとしても︑その

一体化される︒ただ︑ベルクソンは〝−″を用いることに

と関係付けられ︑ク薫S罷me″とされた上で︑〝−″によって

まず︑感覚と運動とが〝et″で並べられ︑続いてクtenir㌢

動的なものとするまでのベルクソンの文章の運びを見ると︑

いうことが関連付けられる︒では︑引用しよう︒引用はま

されよう︒この箇所では︑心的性質ということと私の人格と

現在﹂が心理的状態であるとして書かれていたことが思い出

られる箇所である︒心的性質ということから︑二で︑﹁私の

psycFO−Ogiq完︶をもつものとしての私の人格について述べ

生命は当然はずみ

ず︑生命がはずみとしてとらえられるところから始まる︒

物理の世界からイメージをかりるとすれば︑はずみほど

とば避ける︒その代わりに︑ベルクソンは﹁身体﹂について

間隙をある点として表現することで全く観念化してしまうこ
語りだす︒このような語り方をすることによって︑現在を数

生命に近似した観念を与えうるものはないからである︒

には心的な筋合いのもの︵OrdrepsycbO−Ogique︶であり︑

に比較される︒というのも︑

学的な点として語ってしまっては︑現在の瞬間における豊か

とはいえそれはイメージにすぎない︒生命はありのまま

そうして心的なものは多数の項を渾然と相互通人したま

︵恥−賀︶

のように見える︒具体性に関していえば︑具体的なものとは

な内実を取りこぼしてしまうということを指し示しているか

きる︒というのも︑ベルクソンが具体的徴表として述べる現

前の引用部に続くのは︑一と多の議論である︒

実を含むものなのである︒

は多数の項をつつみ込むものとして描かれるような豊かな内

ような可分的な性格を備えるものとしては示されない︒生命

述べていることを確認したい︒生命は︑数学的なと呼ばれる

﹁つつみこむ﹂ものであるとベルクソンが

まつつみこむ本性をもつ︒︵ECN誌︶

かれるところにあり︑それは︑感覚と運動とが一体として述

における具体性について

べられる身体に含意されていると考えられるからである︒
lニ﹃創造的進化﹄

におい

﹃創造的進化﹄

における数学的点をめぐる

議論は︑これから論じようとする

訂旨re

二で論じた ﹃物質と記憶﹄

ても見られる議論である︒それは︑心的な性質

生命の本性とは

在とは最終的にはクークを含む感覚−運動的なものとして描

身体的なものと関連付けて捉えられていると考えることがで
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な多︵m已官−icitかdis許cte︶

というものが可能である︒

空間において︑空間においてのみ︑疑いもなく︑分明

にすると︑私の意識がおなじよう

に強く反抗する︒意識は主張して︑私の感覚や感情や思

分明な多︵m巨iple︶

想は私が自分に施した抽象であり︑私のどんな状態にも

他の状態がことごとく含まれているという︒してみると

というものも空間

は絶対に他の点の外にある︒しか

を取り入れるほかないとして−私は多なる一であり一な

しまた︑純粋かつ空虚な一︵亡n監︶

すなわち点 ︵p05．t︶

︵unit恥et

a訂is︶︒と

こen．enキe

ロidans︼ビnenid賀S−．a亡耳enid賀Slesde∈ュ

いし︑両者をあわせたものの中にも人らない

られた眺めにすぎない︒私は一と多のどちらにも人らな

を私に差し向けている知性によって私の人格に対してと

れども一や多︵uロit恥etmu−官許it豊は自分のカテゴリー

るの
多なのである ︵uロ諾mu−昔−eetmultip−icit恥une︶︒け
は空間の限定ととっても知性

なのである︒抽象的な一と多

−知性だけが言語をもつのだからどうしても知性の言語

math恥m註que︶

内でしか出会えない︒それは数学的な点の一︵呂pO5．t

muitip−icit恥absキaites︶

カテゴリーと解してもよく︑空間性と知性の性とはたが
いに敷きうつしになっている︒︵ECN琵︶

においてもまた数学的点とは︑可分

ここでもまた︑二で述べた数学的点について思い出すことが

や︑私自身の底に見出されるあの連続を近似的に真似て

はいえ︑両者をもとどおり結合すれば︑あの相互通人

有効であろう︒﹃進化﹄
として論じられている︒以下に続く︒

のものは のであり︑生命一般もまたそうしたものなのである︒

みせることはできよう︒私の内的生命とはそのようなも

性の象徴として︑そして相互外在性という性格を備えたもの

ところが︑心的性質 ︵naturepsychOどgique︶

にくらべられ︑生命そのものとして考察するならば漢

生命は︑物質との接触においては︑衝力ないしはずみ

明らかであると思われるのは︑ベルクソンが数学的な点を

︵ECN∽甲澄

大な潜在力であり︑幾百幾千の傾向の相互侵食である

そっくりとおさまらない︒私の人格はある与えられた瞬
で

空間にぴったりとは当てはまらないし︑知性の枠にも

だと言いきると内なる声が

であろうか︑それとも多言u琵p亙

あろうか︒それを一︵une︶

間に一︵une︶

さまざまな感覚︑感情︑表象の声である︒しかし人格を

現れて︑抗議する︒それは︑私の個性を分けもっている

25 ベルクソンにおける「貝体性」について

在的な性格をもつ視点からは捉えることができない︒はず

ある︑ということである︒その間隙は︑一や多などの相互外

現在としてとらえられるある間隙とは別の性格をもつからで

批判するのは︑数学的な点がベルクソンが確保しようとする

よう︒

て語るために︑ベルクソンは次のように続ける︒以下引用し

る︒このような困難を避け︑アナパチと青虫との関係につい

所をひとつひとつ学びとっていると考えることは困難であ

アナバチと餌食のあいだに

を想定するならば︑事情はもはや同

︵言葉の語源的な意味での︶

るものである︒ところで︑この数学的点とは別のものである

じではないだろう︒この共感がいわば内側から青虫の傷

共感︵望冬邑畳

み︑あるいは人格ということを述べることによって確保され

られていくだろうか︒ここで引用した箇所とは前後するのだ

間隙は︑﹃進化﹄ のなかでは︑どのように引き継がれ︑述べ

して導入する﹁共感﹂について述べる箇所を検討することに

ろに持ち出されて置かれた︑というだけのことから生

いかもしれない︒それはアナバチと青虫とがひとつとこ

すさについての感じは︑外的知覚には何一つ負う所がな

︵許rmecOnCrかte︶﹂と つきやすさを教えるものとするのである︒この傷つきや

したい︒というのも︑共感ということを導入するのを見るこ

が︑ベルクソンが︑﹁具体的なかたち

とで︑ベルクソンが間隙を︑厚みを帯びたものとして維持し

もはやふたつの有機体としてではなく︑ふたつの活動

ずるのかもしれない︒その場合︑アナバチと青虫とは
︵ac賢it針︶

について言及するのは︑

なかたち

ベルクソンが ﹁具体的なかたち﹂

ていこうとするさまを見て取ることができるからである︒
アナバチと青虫について考察する箇所である︒このテーマ

感じなのであろう︒もちろん︑科学の理論はこの手の考

を知覚や認

にあらわしたものが︑この

は︑一見︑私たちとは関係付けられにくいように見えるテー

察に訴えることはできない︒科学の理論は行動︵ac昏n︶

としてみなされている︒両者の関係を具体的

マではあるだろう︒しかし︑ベルクソンは︑このテーマを用

昏rmecOnCrかte︶

いて︑﹁共感﹂ について周到に語っているように見えるので

を有機組織よりも前に︑共感︵sympa臣e︶

の役割は科学の役割の終わるところに始まるかである︒

に︑哲学が見るべきものは何一つないか︑それとも哲学

識より前に置いてはならない︒しかし繰返せば︑ここ

に︑ここをこう刺したら青虫は麻痔するのだというような急

させられるような急所をつく︒アナバチが︑昆虫学者のよう

アナバチは自分の獲物をとらえるのに︑一息に獲物を麻痺

ある︒
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︵EC−謡︶

共感とは何か︒共感とはすなわち︑あるものに属すると同

このような共感は︑これまでに述べきたベルクソンの文脈の

時に︑あるものが属する事態をこそ指し示すのではないか︒

私たちにおいて成立しているある同意を意味し︑時間的な関

申ではどの様に位置づけられるだろうか︒具体的なものとは

この具体性とは︑音楽の主題のように︑言葉に表現する
の具体性は︑私たちと無禄なものではない︒ベルクソンは

係において︑私たちに親密なものであり︑身体に含意されて

ことができないとされる︒そして︑共感として描かれるこ
こう続けるのだ︒﹁感情の現象や反省をともなわぬ共感・反

適いないものを︑それよりはずっと漠然として知性のにじみ

が本能によって行動する際その意識のなかに起こっているに

いると考えられるのではないだろうか︒先に引用したが︑具

時間的な性格のうちで捉えられるものでもあることを示して

えられているのは︑共感が時間的な性格を持つということ︑

い虫
るものであった︒共感に︑具体的なかたちという表現が与
感︵sympp旨iesetan官a蒙es︶などにおいて︑私たちは昆

こみすぎてもいる形でながら︑自分たちのなかにいくらか

体的なものが生きられるものであると述べられるのと同じよ

●■●●■

うに︑共感が﹁表象されるよりはむしろ生きられるもの﹂と

●●■●●

体験する﹂

述べられることからも︑時間的な性格のうちで据えられてい

私たちのうちにも共感としての具体性

は息づいている︒﹁アナバチの方は実際僅かしか︑自分に利

る可能性は高い︒そして︑具体的な説明が哲学的な説明であ

︵EC−謡︶

害のあるところだけしか掴まない︒しかし少なくとも内側か

るとされるのであれば︑時間的な性格のうちでものごとを捉

■●●●●

たく別で︑ある直観による︒それは表象されるよりはむしろ

らそれをつかむ︒そのつかみ方は認識過程によるのとはまっ

える努力︑このことをベルクソンは哲学のうちにみていると

●●■●●

における更なる間隙への対処を見よう︒それは︑

考えられてくる︒
と呼ばれるところのものに似

生きられるもので︑おそらく私たちのあいだで物事を見抜く

﹃進化﹄

画家がキャンバスに向かい︑絵の具がパレットになら

いるように思われる︒その箇所を引用しよう︒

ベけ
ルクソンが画家による創作について述べる箇所に現われて
はまったく別の道に求められな

︵EC−べ中土︒そして︑本能に関して︑﹁具体的な説

共感︵sympa蒙ediまnat計e︶
ている﹂

明︵e眉−ica旨ncOnCr賢e︶

り︑もはや知性の方向ではなく﹁共感︵sympatEe︶﹂の方向

ればなるまい︒それはもはや科学的ならぬ哲学的な説明であ
に見出される ︵EC−ヨ︶﹂と述べられる︒
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び︑モデルはポーズをとっている︒私たちはそうしたこ

この箇所における﹁何ものでもないもの﹂が

﹁質料的に無

べるのをみると︑先ほど検討した︑﹁共感﹂という関係とし

なるままに︑形態として自己を創造する﹂とベルクソンが述

から︑ベルクソンが一歩踏み出してい

と全てを見ており︑またその画家の手法も知っている︒

昏rme︶

キャンバスの上に現われるものを私たちは予見できるだ
てのかたち

である︒それは︑キャンバスの上にあらわ

︵cOnnaissaロる
Cよ
eうに見える︒その形態を創造するのは︑﹁何ものでもな
︵↓訂n︶﹂

具体的な解答として生み出されるものが持つ時間的な性格

は︑あと
のともにある︒新しいものを創造するものとしての衝力は︑

れる︑画家の手から生み出された作品としての具体的な解答

としては︑肖像画がモデルにも芸術家にも いもの

にその間題が解かれるか︑抽象的な知識

ろうか︒問題の要素は︑私たちが掘っている︒どんな風
absキaite︶

︵sO−utiOnCOnCr告e︶

きっと似るであろうことから︑私たちは知っている︒
けれども︑具体的な解答

を︑空間的な性格から区別するものである︒ベルクソンは具

予見不可能な︑芸術作品の一切たる何ものでもないも

体的なものを生み出す原理について述べるのであるが︑その

︵nen︶ をともなっている︒そしてその何ものでもな

の

︵N訂ntdema監re∵−secr紆原
−理
uは
γ︑具体性を具休性たらしめる︑時間的性格を与えるも

いものが時間をくう︒質料的に無なるもの︑それが形態
として自己を創造する

の小
である︒何ものでもないものとして述べられるものが︑自
m巾mecOヨme訂rme︶︒その形態の芽生えと開花は縮
己を創造すると語られることによって︑ベルクソンは︑具体
と一体をなしている︒自然の作品についても同様であ

る︒﹃進化﹄

性を成立させるものを示そうと立ち回っているように思え

可能なひとつの持続となってながく伸び︑持続はそれら

具体性を成立させている条件であると考える︒

においてベルクソンが取り出して見せたのは︑

る︒衝力は進歩ないし継起であって︑継起に固有な力を

おわりに

は︑時間との関係において私たちに親密な︑私たちにおいて

以上の考察をまとめよう︒﹃直接与件﹄における具体性と

四

る︒そこに現われる新しいものは内なる衝力から発す

●●●●●●●

与え︑あるいは力をことごとく継起からもらう︒とにか
くそれは継起を︑ないしは時間における連続的な相互浸
透を︑空間における瞬間的な単なる並置に道元させなく
しているものである ︵EC∽会︶
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るある基調が前提とされていたということでもある︒そして

てとらえるということは︑私たちにおいて分かちもたれてい

深化として表れてくるであろう︒そして︑それらを深化とし

現実における深みを捉えさせることに成功しているとすれ

では︑具体性とは身体に含意されて

いるものであるということが示され︑そして︑﹃進化﹄

ており︑﹃物質と記憶﹄

既に同意されてしまっているなにものかを示す役割を果たし

あるものに属するものでありながら︑あるものが属する共感

いるのは︑私たちをつなぎ止めておくある一定の相が確保さ

ば︑ベルクソンにおいて具体性について繰り返し述べられて

では︑

という事態︑そして︑創造の原理が導入されるための装置と

では

石井敏夫︑﹁ベルクソンの

とにしよう︒

︵1︶

註

﹁具体と抽象︑単純なものと授維なもの︑事実と法則︑の関係﹂
︵DI−宗︶

ちろんそう問えば簡単に応じ得る︒例えば空間︑位置︑同時性︒﹂
と述べ︑更に続けて︑次のように述べている︒﹁しかし最も実き
詰めたところで言えば︑それらのいったい何が︑﹁持続﹂ と対立
するのかむ私たちの見るところ︑ベルクソンが掲げる対立は︑未
完了と完了のそれであるり本質的なのはこの点であって︑空間や
位置や同時性が例えば﹁繋﹂を有さないとか︑それらは延長して

︵4︶杉山氏は︑﹁﹁持続﹂に対立するのはいったい何か︑という点︒も

︵3︶

EC川卜武芸訂叫訂革C鼠已3．へ亀

FrBCeのQ巨dユge版に拠る︒
pl＝短竃㌃琶料2ぎ室数ふ萱鼓詳浄芸ぎ訂⊇蔓鼓莞
MM‖蜃江詳ヂ乳挙瞥室ざ

極北石井俊夫論文集﹄︑理想社︑二〇〇七︑p．∞鉾
︵2︶ ベルクソンの著作の引用には以下の略号を使い︑その略号と頁数
を括弧で括って示す︒貫数は︑現行のPressesU2．くerSi︻已resde

﹁閉じた社会﹂論﹂︑﹃ベルクソン化の

以上を本稿における結論とし︑ひとまず︑考察を終えるこ

れるためであったとも思われてくるのである︒

して︑具体性が描かれているというように考えることができ
そこで問わなければならないのは︑このように具体性につ

る︒

いて検討してきた結果︑ベルクソンの思想の深化がみられる
としたら︑それはどこに︑という問いであろう︒ここで︑
ドゥルーズの次の言葉を思い出そう︒﹁持続・記憶・エラン

＝ヴィタルは︑ベルクソンの哲学の三つの大きな段階
︵ ︶

﹁具体的な﹂ものが︑私たちの

︵作者e︶を示すものである﹂︒ベルクソンが述べている具体
性について検討すると︑その

生にとって親密な相に位置し︑私たちにおける生の基調をな
ではその
では︑そこから物質と精神

していると考えられた︒その基調は︑﹃直接与件﹄
ものとして表れ︑﹃物質と記憶﹄

ともなう現実的姿としての身体に表れ︑﹃創造的進化﹄

という二つの実在が証明される︑記憶が浸透している知覚を
生命原理を導くための装置として表れていた︒ドゥルーズの
T亭っ︑ベルクソン哲学における三つの大きな段階は︑この基

調に関係付けられると︑私たちに対して︑ベルクソン哲学の
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山直樹︑買ルクソン聴診する経験論﹄︑創文社︑二〇〇六年︑p．誕

﹃アリストテレスの場所論

︵昏註定温碧落学計ぎ⊇賀喜乱芝

の中

を区分する家計乳 ためには︑私たちは現実が任意に区分できる
ことをまず納得官記仁乳eユしていなければならない﹂宮M塁盟

ていることは注意されてよいだろう︒﹁ところで︑こうして現実︵r紆−︶

憶﹄における精神と物質の存在証明・よ︑理想社︑二〇〇二p．−N−．
いる︑あるいは瞬間的である︑などといった論点は︑もちろん無
なお︑引用した簡所においてCで示されているのは︑白u∃eS．
関係ではないにせよ︑二次的なものに過ぎない︒空間が無限に分
E象牙nduCenten乳房軍es搾S︻訂訂rsi︷賢esde耳だーCeである︒
割可能であるというのは確かだが︑そのこともベルクソンにおい
ては空間の非生成性︑不動性からの系として理解されている︒﹂杉︵7︶ 続く﹃物質と記憶﹄ においてではあるのだが次のように述べてられ

︵5︶﹁具体的な多数性︵量︵練cOn3一邑﹂︵D：芭﹁具体的な方角
︵d首ec哲nscOnR紆sこ ︵Di↓N︶ ﹁具体的な持続；弓紆cOnC払teこ

で︑具体的なものについても言及する文脈で︑ベルクソンは次の
の

︹存在︺様式は︑︹⁝︺質料から分離された形式からなるもの

具 ように述べている︒﹁︹われわれが呼ぶところの︺数学的という他

﹁具

古Ⅰ笥︶ ︵8︶

古Ⅰ岩○︶

︵DI謡．−畢−声−豊 具体的意識︵c昌SCiencecOnCrか邑﹂
﹁具体的観念の組織 へcOnte迫ビrede d紆cOnR告e︶﹂

古l−宏︶

︵M∽N︶

︵Q鼠d詮stO訂ksde−OCOSen搾邑︶﹄

﹁ベルクソンが確保したのは︑ほとんど質蛍的ともいえる生成が

数を括弧で括って示す︒ラテン語については巴r︼c巨竜審．を参照︒

古l−の
∽引
盟用は︑M和ぎ囁Sにより︑引用箇所はMを略号として用い︑員

﹃アリストテレスの場所論

である﹇括弧内補足︑省略︑引絹者︺︒﹂
︵r恥巴itか

体的自我︵mOicOnCret︶ ︵DI−○♪−Nダー許︶ ﹁具体的な嚢在の総体

体的で生き生きとした自我︵mOicOnCretetdす賀︹こ
訂nsemb訂de−ar恥註t恥c呂Cr監e︶﹂古l−−皇﹁具体的な実在

cOnCr軒eこ ︵Di ↓．−∽N︸−缶．−∽♪−謡︶ ﹁具体的な現象︵ph㌢Om昌．e

cOnCret︶﹂ ︵DロN盟 ﹁具体的運動︵mO⊂くementCOnRet︶﹂
﹁具体的な心理的諸東女二面訂p登＝hO−0軋quescOn︹詔邑﹂βⅠ−亀﹁具

体的な質︵qu註許cOnn乱打s︶﹂︵Dロ芭﹁像の具体的なかたち昏me ︵9︶
cOnq紆d︑旨毒eS︶﹂古口琶﹁具体的な存在︵乱ste宍eCOn︹慕邑﹂
︵Di−墨﹁具体的な時間︵符コ膏COnR＆﹂︵DI−登﹁現実的で貝体

杉山︑前掲讃︑p．−○鉾

何の支えも必要としないままに継純していくという光景である︒
いや︑外的な視点などはないのだから︑私たちは︑光景というよ
りもむしろ端的に感じられる体験と言った方がよい︒こうした非
志向的な感受的経験の質蛍的なリアルタイムの生成−そこにおい
て私たちは︑消し去りようもなく自分自身の生を生きている︒﹂

﹁移ろいやすい本源の姿をと

︵6︶ ﹁︹﹃物質と記憶﹄ の︺六版以前の序によれば︑前者の ﹃意識の直接

的な私たちの持続︵nO宥d弓紆r紆紆etcOnRか邑﹂ 古Ⅰ−遥︶

らえようとした﹂ ︵C忘蔓ものである︒だが︑この著作ではそれ

与件に関する試論﹄は︑﹁内的生﹂の

p．−−P

から

﹁﹁数学的な﹂という形容詞は︑観念の上で限りなく分割されている
という事態を言い表していると解すペきである﹂︑石井︑二〇∩二︑

と同時に︑日常的生描のうちでは︑﹁具体的な持続から⁚⁝・記号︵迎石井氏は︑﹁数学的な﹂という形容詞について次のように述べている︒
的な持続へと⁝⁝それと気づかれぬほどに徐々に移行してゆく﹂
古Ⅰ−筈︶という事態が︑それと並行して生ずる事態︑すなわち﹁自
由な活動から意識のある自動現象へと﹂ 古声筈︶ 同じような仕方

補足引用者︺﹂石井敏夫買ルクソンの記憶力理論1﹃物質と記

人文社会科学研究科

哲学・思想専攻︶

で移行してゆく事態とともに︑見据えられてもいた︒だから︑前 ︵11︶G巨esDe−e畠e︸訂訂ユ顎毒針選♪憎已珂−麗声p↑
著にはすでに︑﹁精神生活﹂ が︑その ﹁本源の姿﹂を最も深い音
︵きた・なつこ 筑波大学大学院博士課程
色として︑﹁様々な音色﹂で響いていたと見てよい︒︹冒頭括弧内
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