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 『物質と記憶』、とりわけその第一章において、ベルクソンは、意識的知覚がどのようにして

発生するかという問題を論じています。私たちの解釈では、この理論は、意識的知覚が発生す

るための二つの基準を含んでいます。したがって、知覚は、一度ではなく、二度生じる、とい

うことになります。一度は、「分断」の効果として。もう一度は、私たちがなす反作用の「非決

定」を反映するものとして（結果として、ベルクソンは、知覚なしの状態を含めて、三つの段

階を区別している計算になります）。ですが、困ったことに、これら二つの基準は、テクストの

中で、あるときには別々に、あるときには組み合わされて用いられます。このことが、解釈者

たちの間に、ある種の混乱を招いているように私たちには思われます。そこで、これら二つの

知覚の基準を、構造的な見地から分節してきちんと把握することが、ベルクソンの知覚理論に

ついて整合的な見通しを得るためには重要だ、ということになりましょう。 

 

１ 第一の基準：分断 

1.1. クオリアの問題 

 現代の脳科学者たちは、クオリアという、私たちの知覚経験が有する主観的な特性がどのよ

うに発生するかという問題を論じています。クオリアとは、たとえば、それぞれの色が持って

いる特徴的なニュアンスや、輝く光線がもたらす目のくらむような感じや、声がもつさまざま

な質感、といったものです。われわれの知覚を覆うこうした独特の性質は、どこからくるのか。

どのようにして生じるのか。脳のどの部位から生じるのか。どのような法則によってか。それ

は物理法則なのか、未知の法則なのか、と彼らは問います。 

 

1.2. 前提されている原理 

 しかし、一見すると正当なものに見えるこうした探求の底には、ある根本的な前提が、暗黙

のうちに存在しています。そしてこの前提は、ベルクソンの知覚理論の見地からすれば、疑わ

しいものです。すなわち、「われわれの知覚を満たしているクオリアが物質世界にないからには、

これらクオリアは、われわれによって産出され、付け加えられたものであるに違いない」とい

うものです。あるいはもっと単純化すれば、「現出があれば、かならず産出がある」というもの

です。こうした議論が、一見したところ無害に見えるというのは確かです。しかし、いかに説

得的に見えようとも、これはア・プリオリな規則ではなく、私たちの知性が持つ習慣的傾向に
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よって、知らない間に採用してしまっている、一種の思考上の旧弊でしかありません。これか

ら見るように、発生は、かならずしも、存在者の数を増やすような産出を伴うわけではないの

です。 

 

1.3. 付加原理を相対化する：減少による現出という選択肢 

 私が「付加産出」の原理と呼ぶこの先入観は、なるほど、原子論的・合成的な世界を解明す

るという場合には、妥当なものでありうるかも知れません。しかし、ベルクソンによれば、私

たちの意識的知覚は、振動的で全体論的な世界から、付加の法則にしたがってではなく、「減少

によって」生じるのです。 

 

後者〔意識的知覚〕のうちに、前者〔物質そのもの〕より以上
．．
のものがあるのだとしたら、

そして、現前から再現前へ進むのに、何かを付け加えなければならないのだとしたら、両

者の隔たりは乗り越えがたいものとなり、物質から知覚へ進むことは、解きがたい神秘に

包まれたままにとどまっていたことだろう。しかし、もし物質そのものから意識的知覚へ

と、減少によって進めるのだとしたら、また、イマージュの表象が、その単なる現前より

も少ない
．．．

ものであるとしたら、事情は同じではないだろう。というのも、その場合には、

現前するイマージュが自身のうちの何ものかを放棄するだけで、イマージュの単なる現前

によってイマージュが表象へと変換
．．
されるために十分だということになろうから（MM, 32

※、最後の強調のみ平井、残りは原著者による）。 

 

 私たちになじみの付加原理という考え方に加えて、もう一つ別の発生のモデルがあります。

これを「減少による現出」と呼ぶことにしましょう。このモデルでは、クオリアは、私たちに

よって生み出されるのではなく、単に全体から「それらを切り離すことそのことによって」(MM, 

33)その姿を現すことになります1。 

 このテーゼは、以下の二点の驚くべき論点を含んでいます。 

1) 私たちの知覚と物質的世界の関係は、部分と全体の関係であって、多くの哲学者が想定する

ように写しと原本の関係ではない。したがって、ある対象の知覚
．．．．．．．

は、知覚されたその対象
．．．．．．．．．

と

                                                             
※ 『物質と記憶』からの引用は、PUF カドリージュ版のページ数で指示します。訳は基本的に平井による
ものですが、既存の訳を参考にさせていただいたことはいうまでもありません。記して感謝いたします。 
1 「この分断、この判別こそが、知覚をしてイマージュから引きはがせしめるのである」(MM, 44)。脳に
よってクオリアが生み出されるという考えについては、ベルクソンははっきりと、そんなことは「奇跡じ
みた」ものだと、糾弾している。「〔脳を経由することが〕、イマージュの表象に変身する奇跡じみた力をそ
こからくみ取るなどということは、私には理解不能だし、今後も理解できそうにない。こんな仮説は不要
だということを、後で示そう」(MM, 25)。 
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別なものではないということになる。ただし、対象と同じものであるといっても、その部分

でしかないわけですが（ここから懐疑論的な観念論は不要になります2）。 

2) 物質的世界のこの部分を、知覚へと変換
．．．．．．

するのは、この部分を残りから分断することのみに
．．．．．．．．．

よって
．．．

なされ、何ら他の操作を要求するものではない3。ですから、いったいどのようにして、

新しく積極的な何かが、単なる分断によって現れるというのか、この点をしっかり理解する

ことが、きわめて肝心なことになります。しかしこのことは、思考の習慣的な方向をひっく

り返すという、大変な知的努力を要しそうです。そこで、この仕事をやりやすくするために、

あるわかりやすい例を挙げたいと思います。それは混色の例です。 

 

1.4. 減少による現出の例示 

 混色には、二つの方式が存在します。それぞれ減法混色と加法混色と呼ばれます。絵の具や

プリンターのインクを扱う場合には、減法混色になります。これが減法と呼ばれるのは、色の

三原色（シアン、マゼンタ、イエロー）が、混ぜるにしたがって光を吸収し、黒に近づいてい

くところからです。ですが、私たちに関心があるのは、白い地の上に何か新しい色を出現させ

る場面です。この場合、私たちは、もちろん、絵の具を付け足さ
．．．．

なければなりません（キーワ

ードが逆転しますので注意してください！）。ですから、ここでは、新しい色が現れるのは、私

たちの慣れ親しんでいる方の法則、付加
．．
産出の法則にしたがっているということになります。 

 もう一方の、加法混色の方は、色のついた光
．
の合成をつかさどる原理になります。加法と呼

ばれるのは、混ぜるたびに明度が増すからです。ですから、光の三原色（赤、緑、青）を全部

合計すると、白色光という、無色の光になります。この光の三原色は、テレビやパソコンの画

面でおなじみでしょう。ここで私たちにとって肝心な点は、この白色光の場合の白は
．．．．．．．．．．．

、絵の具
．．．

の場合と異なって
．．．．．．．．

、もはや色が不在であるということを意味せず
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、まったく逆に
．．．．．．

、すべての色
．．．．．

で充満した状態を指す
．．．．．．．．．．

、ということです
．．．．．．．

。したがって、ある特定の色がついた光線が出現する

のは、絵の具の場合とは別の規則、すなわち、「減少による現出」の規則にしたがうことになり

ます。 

 太陽光を考えてみてください。太陽光は白色光といわれますが、それは、太陽光が可視光線

のすべてのスペクトルを含んでいるからです。しかしここに含まれているスペクトルは、それ

                                                             
2 原文と写しとの間の横たわる溝を、ひとたび認めてしまえば、懐疑論的観念論という袋小路は避けられ
ないように私たちには思われます。ここで述べた第一点は、ですから、すでに大変重要な意義を持つもの
なのですが、下記論文ですでに詳しく論じたこともあり、本日の発表では問題を第二点に絞りたいと思い
ます。平井靖史、「懐疑論を論駁する（１）」、『哲学の探究』第 37 号、哲学若手研究者フォーラム、2009. 
3 ですから、単に分断のみによってなされるここでの「表象への変換」と、私たちの記憶の働きによる「収
縮」（これにって可感的性質の「主観性」が生じるとされています）とは、区別する必要があるでしょう(cf. 
MM, 31)。 
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ぞれ切り離してみれば、私たちの目には、特定の色を持ったものとして現れるものです。たと

えば、夕日は赤く見えますが、これは、太陽光が含んでいる他のスペクトル、波長の短い青色

側が、大気中の塵によって散乱して失われた、その引き算の残りだからです。事情はこうした

ものであるにもかかわらず、私たちの知性はと言えば、本来物質的事物を使い倒すためにでき

ているものですから、すっかり付加産出の法則の方に居座ってしまって、それがもはや有効で

ない場面でも、この法則にしがみついてしまうという、強い傾向を持っています。 

 ですから、この引き算的な考え方をより確固としたものにするべく、二つの原理の違いをよ

り詳しく見ていくことにしましょう。絵の具という、色素の物質的な固まりでできたものを混

ぜ合わせる場合には、一定の色が現れるためには付加
．．
の操作が必要でした。ですから、たとえ

ば付け足した赤は、当然のことながら、地の白とは、別
．
の
．
存在です。しかし、こんどは、目の

前に白色光があるとしましょう。ここから赤い光線を得たい。どうすればよいでしょうか。こ

の白色光が、すでにすべての色で飽和状態にあるというのに、いったいさらに付け加えるべき

色が存在するでしょうか。もちろん、存在しません。反対に、これから現れる新しい色は、も

うこの無色の全体の中に、はめ込まれて存在している
．．．．．．

のです。ですから、やるべきこととして

残されているのは、ただ、他のスペクトルを引き去る
．．．．

ことだけです。問題のスペクトルに色を

取り戻させるには、他のスペクトルを覆い去ることで、この中和した全体から、引きはがす
．．．．．

こ

とで足りるのです。この引きはがしによって、スペクトル間の相互干渉の効果が解除されるか

らです。ですから、ここでは、赤い光線は、白色光とは別なもの
．．．．

ではなく、ただ、より少ない
．．．．．

もの
．．
です。 

 ここに大変な発想の転換があります。色の世界では、（粒子の合成ではなく）波に属する生成

が問題となる場合には、自然は「減少による現出」の法則にしたがうのです。無色の光から、

光の他の構成素を除去し引き去ることで、ある積極的な色が取り出されます。このことはつま

り、色ゼロの状態から
．．．．．．．．

、他の色を引くと
．．．．．．．

、ある積極的な色
．．．．．．．

になる
．．．

（！）、ということです。 

 

1.5. クオリアの問題への適用 

 同じやり方で、ベルクソンとともに、以下のように考えてみましょう。すなわち、一見して

それ自体のうちにはクオリアを持たないように見える物質的事物は、実際には感覚的性質を欠

いているわけではなく、（私たちの知る性質がそのほんの一部を占めているに過ぎないような）

あらゆる種類の潜在的な性質で満たされている、と4。そしてこれら潜在的な性質は、すべて合

わさることで、質的にニュートラルな見かけを生み出しているだけだ、と。 

                                                             

4 第七版の序文に見られる、「対象は、それ自身において、われわれが認めるように絵画的な
．．．．

生彩を有して
．．．．．．

いる
．．
」という一節を、私たちはこのような意味で解釈したいと思います。 



「ブラインドサイトをベルクソン流に解釈する：運動的知覚、分断か非決定か」平井靖史（福岡大学） 
Yasushi HIRAI, “Interprétation bergsonienne de la vision aveugle: perception motrice, dissociation ou 
indéterminaion” 
 

 5 

 そうなると、ちょうど色の場合に、色の全体からそこに潜在している色を取り出すのに、「分

断」で事足りたのと同じように（これはだれもが認める事実です）、どうしてこの同じ原理を、

今度はこの色の全体が現れ出る場面に再び適用することをしないのでしょうか。 

 これは単なる比喩ではありません。というのも、可視光線の全体（色のついた光が出てくる

もとになる）は、それ自体が、私たちを取り巻く、より大きな電磁波の全体の、一部に過ぎな

いからです。私たちの周りには、可視光線のすべてのスペクトルに加えて、赤外線や紫外線、

ラジオ電波、X線、等々、波長の異なる多くの電磁波が存在します。そこには、また同じ部分と

全体の関係があるのです！ 

 ただ、あまり行き過ぎないようにしましょう。私たちとしては、この次元での知覚を出現さ

せる、「分断」の構造を確認したところで、さしあたりはよしとしましょう。 

図１ 

 

1.6. 可能的なものが実在的なものに先行する？ 

 私たちは、可視光線しか見ることができません。なるほど、この定式は冗語です。というの

も、可視光線の「可視」というのが、もともと、人間の目が反応できるスペクトル（だいたい

380 から 750 ナノメートルの波長の電磁波。もちろん、生物種が異なれば守備範囲が異なるの

は言うまでもありません。別な種にとっての「可視」光は私たちのとは異なって当然です）を

定義してそう言われているものだからです。ただし、注目に値するのは、この言葉の上での冗

語性が、私たちの知覚の実在的な構造に、しっかり対応しているという点です。というのも、

私たちが受け取る刺激と、それに対して私たちがとる反作用との間には、「ちょうど鏡のような」

とベルクソンは言うのですが、鏡映的な
．．．．

関係があるからです。反作用が刺激を決めるのであっ

て、逆ではありません。出力が入力を決める。私たちは、反応できる
．．．

ものしか知覚しないので

す。 

 とは言え、ここで可能な反作用と言われるものが、何か観念的なものや非実在的なものを指

しているのではないということは、指摘しておいた方がいいでしょう。「可能なもの」は、ベル



国際シンポジウム：「思考と運動：アリストテレス、ベルクソン、ドゥルーズ」 
2010年 3月 27日（土）於九州日仏学館 

 
 

 6 

クソン自身が批判する、例のライプニッツ流の、「観念の形での先在」ではありません（「可能

的なものと実在的なもの」『思想と動くもの』所収）。確かに、この可能的反作用という表現は、

『物質と記憶』第一章に頻出しますが、そこでは、ある方法論的な理由のために、議論が制限

されているのです。続く第二章、第三章を見ていけば、この言葉が、先天的であれ後天的であ

れ、私たちの身体能力を構成する、神経学的な感覚運動系を指していることが明らかにされて

いきます。行動の反復によって身についた習慣をなしているものは「運動メカニズム」と呼ば

れますが、この運動メカニズムのおかげで、私たちは、日常生活の基礎的な振る舞いをほとん

ど自動的に遂行することができるのです。こうした自動運動は、受け取られた感覚と、それに

対する筋肉運動との間に、きちんと対応しあった結合がある、ということを意味しています。

こうした結合は、ひとたびできあがってしまえば、後天的に拡張された反射のように自動的に

機能することになります。「可能的反作用」とは、私たちの身体のうちにある、こうした生理学

的存在として、しっかり存在しているものです。実在的なものに先行するような非実在的なも

のなど、ありはしないのです。 

 

1.7. 様々な作用レベルと、その極 

 このように具体的に考えていくと、作用と反作用という語が、そのレベルをちゃんと区別し

ていないと、大変曖昧なものにとどまってしまう、ということに気づかされます。たとえば、

私たちの目は、視覚器官としては
．．．．．．．．

、紫外線に反応しません。しかし、細胞の集まりとしては
．．．．．．．．．．

、

反応するのです（紫外線は目に悪い）。同じ刺激が、作用レベルによって、同時に反応されかつ

反応されないということがあるのです。ですから、作用レベルをちゃんと段階づけて区別する

必要があります5。 

 こうした段階付けの極に、（ニュートンの第三法則（作用反作用の原理）が要求するように）

反作用が完全で全面的であるような、そういう根本的なレベルが存在します。反作用が完全で

全面的ということは、選択的な分断がなされない、ということです。というのも、すべてが応

答されるということは、何も無視されないということですから。ベルクソンは、「物質点の持つ

知覚」(MM, 35)というものに言及しています。そこでは、力学で扱われる力が問題となってい

ます。たとえば、万有引力の法則を考えてみてください。引力は距離に応じて減じていきます

が、決してゼロにはなりません。そして、受けた反作用に対して同じだけの逆向きの反作用を

返す、というあのニュートンの第三法則もここで当てはまります。ということは、任意の物質

点は、「物質世界のすべての点からの作用を、受け取り、伝達する」（同箇所）と述べることが

                                                             
5 私たちの目は、一定のスペクトルを選別しますが、力学的力に対しては選別しようがありません。同じ
身体が、作用レベルに応じては、分断されかつ分断されないということです。もっとも、直ちに見るよう
に、重力の影響を選別することができるようなものは存在しませんが。 
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できます。この意味で、この物質点が持つ知覚は、ベルクソンが言うように、「私たちの知覚に

比べて、無限に広大で無限に完全である」（同箇所）とさえ言うことができるでしょう。ただし、

まさにこの同じ理由によって
．．．．．．．．．．．．．

、この知覚は不毛である、と言い添えましょう。私たち人間の知

覚は、部分しか見ないおかげで、見ることが可能になっているのです。すべてを見るというこ

とは、結局のところ、何も有用なものを見ない、取るに足らないものしか見ない、ということ

に他なりません。私たちの知覚は、量において失った分だけ、質において獲得するのです。 

 

1.8. 類似の知覚 

 第一章にとどまらず、他の章を参照することで、この知覚理論を、ベルクソンの用いた様々

な例によって、もっとはっきり理解できるようになります。たとえば、第三章には、草食動物

は草一般を識別する、という例があります。この例は、通常は、類似というものがいかにして

発生するかという文脈でのみ解釈される例ですが、これは、私たちの今問題にしている〈分断-

知覚〉の理解にも、役立ちます。というのも、この草食動物の例でも、やはり同じように、可

能な反作用の数が限られているがために、関係のある刺激（ここでは草）だけが、他から分断

されているからです。草が、風景全体から際立たされるのは、牛が、他のものを消化できない

からに他なりません。ですから、ここでも同じ〈分断-知覚〉が問題となっているということは、

明瞭です。 

 第三章で新しく追加されている論点は、この同じ量的な制限が、無限に多様な刺激を、反作

用の数と同じだけの限られた数の類に類別することを可能にしている、という点です。このよ

うに受け取った刺激をグループ分けすることで、個々の葉が持つ個体差は抹消されます。こう

して、類似が生まれるのです。ただし、この類似は、知的な観念といったたぐいのものではな

く、「感覚され被られる」（同箇所）力とでもいうべきものですが。分断を引き起こすのと同じ

事情が、知覚の類別化をもたらしています。 

 

1.9. 環世界としての知覚：そこに足りないもの 

 私たちの身体のうちに設えられた身体能力が、私たちが世界から何を受け取るかを決め、制

約しています。しかし、こうした分断による知覚世界の現出は、私たち人間の知覚を十分に説

明するものではありません。この欠如を補うべく、第二の基準、つまり、非決定性の基準がさ

らに積み重ねられることになります。では、いったいどのような点が足りないのでしょうか。 

 第一のレベルでの知覚を現出させる身体能力が、実在世界に対して先在するものではない、

ということは、先ほど見たとおりです。それは実在に先立つような何かではありません。しか

しながら、刺激をフィルタリングするのに、こうした身体能力が単に存在するだけ
．．．．．．．．

でいい、と

いうまさにこの点からして、このフィルタリングは、非時間的で
．．．．．

、非因果的な
．．．．．

仕方で生じるこ
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とが見て取れます。つまり、分断という基準は
．．．．．．．．

、実際に作用が発動するということを
．．．．．．．．．．．．．．．．

、なしで
．．．

済ましている
．．．．．．

、ということです。一言で言えば、時間をなしで済ましている
．．．．．．．．．．．．

のです。ちょうど

ユクスキュルの述べた「環世界 Umwelt」のように、物質的事物のただ中に、ある生物がおかれ

さえすれば、このおくこと、あるいは実際におかなくても、おいたと想定すること、ただそれ

だけで、この生物固有の環世界をそこに浮かび上がらせるには十分なのです。たとえば、あな

たの右手のそばに、一匹のダニがいると仮定してみてください。一定のにおいと湿度感覚だけ

でできた、視覚も聴覚もない特殊な環世界がそこに描き出されます。ダニの可能的反作用が、

ダニに関係する刺激を他から分断することで、私たちが自分の知覚世界を描いているその同じ

場所に、また別の、ダニの知覚世界を生じさせます。しかし、強調したい点ですが、このフィ

ルタリングの操作を行うために、何ら物理的な作用は必要ありません。減少による現出は、時

間の外で生じるのです。 

 それにしても、どうやって時間をなしで済ますことができるのでしょうか。それはおそらく、

ダニにとっては、刺激が現実に作用したからといって、可能な作用がもたらしていたものと別

な新しい何かが生じるわけではないからでしょう。血のにおいに対して反作用することができ
．．

る
．
ダニは、しかし、血のにおいに対して反作用するほかない

．．．．
のです。ここでは、可能性と必然

性が一体になっています。もちろん、この、知覚が非因果的な鏡映的分断によって描かれる場

面（知覚的環世界）と、この同じ知覚が実際に遂行される自動運動によってたどり直される場

面（自動的再認）とは、混同してよいわけではありません。とはいえ、こうして実際に反作用

が遂行されたからといって、この反作用は、所詮、あらかじめ準備された下書きをなぞること

くらいしかしないのです。そうやって、自動的再認は、私たちを、対象を個体的に捉えること

から遠ざけるのです6。ですから、ここに、第二の知覚基準、つまり非決定性の、私たちにとっ

ての必要性があるのです。 

 

2. 第二の基準：非決定性 

 私たち人間にあっては、反作用は、受け取られた刺激から必然的に決定されてしまうわけで

はありません。言い方を換えれば、私たちは選択肢を持っている、ということです。減少によ

る分断という第一の基準によれば、可能な反作用の数のほうが、実際に存在する作用に比べて

                                                             
6 ところで、自動的再認とは何でしょうか。これは、反作用の運動が、「知覚を無用にしてしまうほどにま
で組織づけられている」(MM, 100)ような状態における知覚のことを指します。その典型的な例を、ベル
クソンはこう示しています。「長い期間の滞在の後には、私は町を、とりたてて判明な知覚を持つことなし
に歩き回れるようになるだろう」（同箇所）と。この場合、たしかに「判明な」知覚なしで動けるようにな
るのですが、もちろんいかなる知覚も持たなければ転ばずに歩くことなど決してできないでしょう。です
から、判明ではないものの、知覚は機能している

．．．．．．
のです。そうした場面で、まったく身体的な仕方ではた

らいているのが「自動的再認」です。これは、運動メカニズム（習慣的行動）が発動するのに随伴して生
じます。 
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少なかったわけですが、逆に、非決定性というのは、正反対の状況を含意します。つまり、与

えられた一つの状況に対して、複数の反作用が存在する（つまり反作用の方が多い）、という状

況です。しかしながら、ここにはなんら矛盾するようなことはありません。これら二つの基準

は、並列されて対立するようなものではなく、層をなして
．．．．．

、重なっているものだからです。 

 刺激の中からあるものを選別することと、とりうる反作用の中から一つを選択することは、

別なことです。たとえば、ダニは、刺激の選別はしますが、反作用を選択しはしません。ダニ

の環世界は、減少による分断の効果ですが、この分断・選別によってある時点で受け取られた

刺激に対しては、ダニは、一つの必然的な反作用しか持たないのです。選別された作用と、可

能な反作用の間に、一対一の対応関係があれば、選択は不要であり、反応は自動です。 

 ですから反対に、一つの状況に対して複数の選択肢が存在するとなれば、それは、あらたな

分断、今度は刺激と反作用の間の
．．．．．．．．．

分断を引き起こすことになります。それは、これまで固く閉

じていた鏡映の回路に亀裂が入る、ということです。この破綻が、新しい形の、今度はリアル

で実際にはたらく反射関係を起動させることになります7。では、この新しい反射関係とはどの

ようなものでしょうか。 

 選択が直ちになされない場合には、受け取られた刺激は行き場をなくして、枝分かれし並列

化した神経の間で「分割され拡散し」(MM, 26)ます。ベルクソンは、この拡散した状態の刺激

のことを、「単に生まれつつある反作用」と呼びます。「単に生まれつつある」というのは、身

体行為として遂行されるには至らない状態にとどまっている、というくらいの意味です。 

 

他方で、抹消からやってきた一つの刺激に対して、膨大な数の運動経路が脳の中で全部一
．．．

度に
．．
開かれるため、この刺激は限りなく分割され、その結果として、無数の、単に生まれ

つつある運動的反作用へと、発散することができるようになる（MM, 26）。 

 

 こうした「生まれつつある反作用」の役目として特筆すべきは、これが、刺激に対して、一

種のフィードバックを引き起こすということです。ベルクソンによれば、生まれつつある反作

用は、受け取られた知覚の方へと引き返して、この知覚を、その図式的運動でもって枠づける

ということをします。こうして、私たちを対象から遠ざける代わりに、今度は、「私たちを対象

へと連れ戻し、対象の輪郭を強調する」(MM, 107)のです。これが「運動図式」の役割で、これ

によって、知覚された対象を運動的に
．．．．

分析し、ひいては記憶が合流するということも可能にな

                                                             
7 たとえば、ベルクソンが『物質と記憶』第一章で「事物についてわれわれの抱く表象は、つまるところ、
それらがわれわれの自由にまでやってきてそこで反射するということに由来する」(MM, 34)と書くとき、
この反射は、可能的反作用による単なる分断ではもはやありません。そうでなくて、「運動図式」という、
反作用の実在的なフィードバックが語られているのです。 
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るのですが、残念ながら、この点には今日は深入りことができません。 

 

 そろそろ知覚の二つの基準をめぐる私たちの分析を要約することにしましょう。 

 非決定性のないところでは、言い換えれば、選別された刺激と可能的反作用が一対一で対応

してしまっているところでは、反作用が実際に遂行されたからといって、それは可能的反作用

によって準備されていた下書きをはみ出るものにはなりません。今まで出てきた用語を使って

言い直せば、「運動メカニズム」が作動するときに伴う「自動的再認」は、「環世界」を満たし

ている有用な「類似」を、たどり直すことしかしない、ということになります。以上が、「分断」

という基準が描き出す状況です。しかし、これが説明するのは、私たちの知覚の「起源」が有

用性にあること、その「根底」には類似という一般性があること、こうしたことに過ぎません。

たしかに、「動物の知覚は、通常はこの有用なものの識別に制限されている
．．．．．．．

」(MM, 176-177)で

しょう。しかし、これに対して私たちの知覚は、あらかじめ設えられたこの単なる識別を、は
．

み出す
．．．

ものです。私たちの非決定性の度合いを反映している、この私たちの知覚にとって、知

覚回路にスイッチを入れることは、特別な意味があります。つまり、その場合には、自動的な

反作用に継続されることができなくなった刺激が、微細な「生まれつつある運動」へと拡散し、

これが知覚された対象へと送り返されて、対象を、本来の意味で現実的なものにする
．．．．．．．．．

のです（こ

れが「図式運動」の働きです）。 

 

 知覚の三つのレベルについて箇条書きにしてまとめておきます。 

レベル０：反作用が全面的である場合の知覚 

反作用は知覚を選別しない。したがって分断が生じない。 

「互いに継続し、他のもののうちに雲散霧消してしまわざるをえないがゆえに」(MM, 33)、

中和されてしまった
．．．．．．．．．

知覚 

レベル１：反作用の数が限られている場合の知覚（第一の基準：分断） 

限られた数の反作用のために、刺激の選別的な「分断」と、刺激間の「類似」が生じる。 

瞬間的に、非因果的な仕方で浮かび上がる、環世界としての
．．．．．．．

知覚。 

例）植物は土壌から栄養分だけを選別する（MM, 177）、草食動物は草一般を判別する（同箇

所）。人間の眼球は、特定の波長の電磁波のみに選択的に反応する。 

レベル２：反作用が非決定である場合の知覚（第二の基準：非決定） 

同時に複数の反作用がある（神経回路が並列化している）ために、選択が必要で、そのため、

即座の反応を先延ばしにする、時間というものが入り込んでくる。そこから感覚運動回路の

切断が生じ、知覚対象へのフィードバックが起こる。 

逆流した運動によって、強調された
．．．．．

（図式化された
．．．．．．

）知覚。 



「ブラインドサイトをベルクソン流に解釈する：運動的知覚、分断か非決定か」平井靖史（福岡大学） 
Yasushi HIRAI, “Interprétation bergsonienne de la vision aveugle: perception motrice, dissociation ou 
indéterminaion” 
 

 11 

 

 さて、私たちはここまで、知覚の二つの基準を、順番に検討してきました。では、二つの関

係については、どう考えればよいでしょうか。このデリケートな論点を解明するために、最後

に、ある症例をとり上げましょう。それはブラインドサイトというものです8。 

 

3. ブラインドサイトを解釈する 

 この症例は、一種の盲目です。しかし、通常の失明と異なり、視覚器官にではなく、大脳の

後頭葉に位置する一次視覚野という部位に、傷害があります。視覚情報は、脳まではちゃんと

届くのですが、そこで処理されることができないため、ブラインドサイトの患者は、結果的に、

盲目の人と同じような生活を強いられます。 

 しかし注目すべきことは、この患者は、ある一定の視覚能力を保持しているということです。

たとえば、投げられた石をよけることができたりします。これは、通常の盲目では起こりえな

いことです。もちろん、ここで、超能力だとか、魔法の第六感だといったことが問題になって

いるわけではありません。そうではなく、現象的知覚と区別される機能的知覚
．．．．．

がはたらいてい

るということです。ブラインドサイトでは、眼球、網膜、視神経といったものが損傷なく残さ

れていることを忘れてはなりません。ところで、眼球から出た視神経の束は、大脳の視覚野に

到達するまでに、分岐しないわけではありません。だいたい 70 から 90 パーセントの神経繊維

は、視覚野まで直行しますが、残りは枝分かれして「上丘」9という部位に向かいます。そこは、

感覚運動をつかさどる他の様々な部位と連絡しています。視覚に関する反射回路は、こうして

ちゃんと生き延びていて、それのおかげで、色や形といったものはそうしたものとしては本人

には一切見えないにもかかわらず、それでも視覚
．．
刺激に対する（基礎的ではあれ）反応が可能

になっているのです。ブラインドサイトの症例は極端なものですが、それが示してくれるのは、

通常私たちには、二通りの視覚システムが備わっている、ということです。つまり、映像を使

って見る視覚と、映像に訴えることなしに見る視覚です。 

 ここで、以下のような仮説を提示しましょう。すなわち、ブラインドサイトにおいても存続
．．．．．．．．．．．．．．．

しているこの後者の視覚システム
．．．．．．．．．．．．．．．

、知覚映像なしでたち振る舞うことを可能にしているこの後
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

者の視覚シ
．．．．．

ステムは
．．．．

、ベルクソンのいう自動的再認に対応している
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という仮説です。ブライ

ンドサイトの患者において存続しているのは、この単に機能的なもの
．．．．．．．．

にまでなった知覚に他な

らないのではないでしょうか。もしこの仮説が正しいとすれば、運動メカニズムによる自動的

再認と、「生まれつつある自動運動によって強調され」(MM, 101)、「運動図式」によって枠づけ

                                                             
8 L. Weiskrantz, Blindsight: a case study spanning 35 years and new developments, Oxford, 2009. 
9 中脳の中、デカルトで有名な松果腺の下に位置しています。 
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られる知覚とを、ちゃんと区別することがいよいよ重要になってきます。もっとも、この区別

は、ベルクソン自身がこの引用した文脈でなしていることですが10。 

 この症例を上のように解釈してくると、知覚の二つのレベルは、互いに排他的な選択肢であ

るのではなく、私たちのうちに、同時にさえ共存しているものだということが見えてきます。

ダニが〈非決定-知覚〉（レベル２）を持たないことはありえますが、逆に人間が、〈分断-知覚〉

（レベル１）なしで知覚するということは、ありそうもありません。レベル２は、レベル１の

上に乗っかっているからです。また、人間にあっても、すべての作用レベルですべての反作用

に対して非決定性がみられるわけでもありません。たとえば、器官ごとに分けて見ればそれら

の反作用は必然的なものですし、重力や、反射行動、とりわけ運動メカニズムといった例でも

そうです。 

 なじみの対象に囲まれて、低気圧の影響で少しむくれた顔の私は、考え事をしたまま難なく

階段を上ります。目を閉じても、そこに視覚的な環世界は広がっています。デッサンをすると

き、私は、対象全体が作る構成上の動的文節をとらえ、その稜線の動きをたどります。フラン

ス語は聞こえますが、ロシア語は無理です。音楽を聴くときにはリズムに乗りますが、ヒップ

ホップはどれも同じようにしか聞こえません……。こうしたことすべてが知覚です。ただし、

レベルは様々で、互いに層をなして共存しているのです。 

 

                                                             
10 もっともベルクソンは、そこでは、判明な知覚の方をさらに下位分割して（そのうちの一つが運動図式
に対応）、全部で二つではなく三つの段階を区別していますが、ここでは立ち入りません。 


