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〈感情〉と〈意志〉のあいだ̶̶ベルクソンの時間心理学における凝縮・拡張のダイナミクス 

平井靖史（福岡大学） 

 

 

0. 導入 

 今日もまた、バラの話から始めよう1。 

 

わたしはバラの匂いを嗅ぐ。すると、たちまち幼児期の漠然とした思い出が記憶に立ち戻ってくる。し

かし、実を言うと、これらの思い出はバラの香りによって喚起されたのでは決してない。私は匂いその

もののうちでこれらの思い出を嗅ぐのである。私にとっては匂いが、こうしたことすべてなのである。

(DI, 121-122) 

 

石井と私は、ここに、〈想起〉と区別される記憶力の重要な一つの作動様態を見いだし、これを〈浸透〉と

名付けておいた。「匂いのうちに思い出を嗅ぐ」という一見レトリカルな比喩として読み過ごされかねない

表現のうちには、（心理的諸要素を原子論的・離散的に表象した上でその結合を説く）「連合主義」批判と

いう消極的な文脈には回収できない、ある積極的な理説がここにある。ベルクソンとて、香りの知覚によ

って幼少期の記憶が想起されるという事態がありうることを否定しているのではない。現に、私がこの後

に立ち止まって、「思い出のより判明な想起」へと歩みを進めることは十分あり得ることである。しかし見

逃してはならないのは、そのような知覚を機会とした意識的想起のプロセスのトリガーが引かれるために

は、この意識的想起に先立って
．．．．．．．．．．．．

、
．
すでに
．．．

、
．
バラの匂いの知覚そのもののうちに、「個人的なもの ce qu’elles 

ont de personnel」（記憶）が含まれている
．．．．．．

からでなければならない。記憶に、知覚動詞（「嗅ぐ」）を充て

るのはそのためである。そうでなければ、まったく個人的な経験の差異（「他の人ならば、別の仕方で匂い

を感じるだろう」）に基づくこうした〈機会想起〉が説明されないだろう。 

 われわれの研究によれば、これは私の記憶が、（場合によってはほとんどそれとして識別し得ぬほどの）

「色合い」や「ニュアンス」という形で、知覚に〈浸透〉しているという事態を示している。このプロセ

スは自動的・非意志的である点で、通常の意識的〈想起〉プロセス（「まず過去一般に身を移し、面を云々」）

とははっきり区別される記憶力の作動形態である（しかも浸透しているのは、やはり記憶の部分ではなく

全体である。「幼少期の思い出」という部分によって先導されつつも、記憶相互の内的「連帯性」のゆえに

残りの全体をも引き連れて浸透した、記憶の全体が、われわれの知覚する世界のうちに与えられている）。 

 要するに、記憶は二度現れる。一度目は知覚のうちに先回り的に浸透しこれを（独特のニュアンスや色

合いによって）パーソナライズする形で、二度目はこの「錯雑な記憶」の〈拡張〉的展開を通じて、つい

                                                             
1 今回の発表は、多くの側面で、2005 年 3 月に故石井敏夫氏と行った共同研究発表「記憶力活動のもう一つの「二形式」
について」を発展的に引き継ぐものである。 
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に特定の思い出を同定する、という仕方で。 

 

1. 凝縮：第一質料としての感情、第二質料としてのイマージュ 

1-1. 凝縮概論 

 本発表の論点の一つ目は、この〈浸透〉を、私の近年の研究2から見えてきた〈凝縮〉の一様態として位

置づけ直し、さらに心理学的には〈感情〉、認知論的には〈自動的再認〉と結びつけ直すことである。 

 〈凝縮〉とは何であったか。もっとも一般的に定義するならそれは「可能な限り多くの過去を、現在へ

と挿入する」働きであり、ベルクソンによる生命の定義に鑑みても、それは記憶力の、付随的どころかむ

しろ第一義的な作動様態と見なしうるものである。物質と生物の違いは、後者が過去を保持する点にある。

しかし、たんに過去経験を羅列的・離散的に記録保存するのではなく、自己保存につとめる生物体の行動

に貢献するべく現在へと圧縮
．．
的に投入される点が枢要である（出来事記憶の個別的参照は、たんに贅沢で

あるのみならず、環境への適切な反応に要する手間にしても時間にしてもかえって不利にはたらく。生命

の本源的功利性）。 

 凝縮圧は、以下の二つの力に分析される。 

a) 諸要素（記憶）相互の浸透・求心性の融合圧 

b) 即時的過去にとどまらず、現在行動へと挿入されようとする前進性の推進圧 

 前者 a)は、人間においては記憶力全体の「連帯性 solidarité」をもたらす。『試論』において3この働きは

「精神的総合」(DI, 82)あるいは端的に「力 force」4とも呼ばれ、心的諸要素の（「一対一」のみならず「一

対全」の）「相互浸透」・「有機的組織化」・「異質性（異質的多様）」をもたらすとされていた。また、出来

事の差異を中和化しつつ統合する〈質的一般化〉（「意味」化・「一般観念論」、後述）もこの帰結である。 

 後者の推進圧 b)は言うまでもなくエランであり、『創造的進化』においては個体から種のレベルへと拡張

されて「進化の力」として規定されることになるが、個体の水準に議論を絞っても、いわゆる〈駆動性感

情〉がここから理解されるはずである。記憶力理論では、「並進」translation を司る。 

 

1-2. 凝縮の原初的様態としての浸透 

 バラの匂いに浸透したニュアンスとはどのようなものだろうか。なにか特定の像（イマージュ）と呼べ

                                                             
2 「自由にとって時間とは何か̶̶ベルクソンにおける可能性なき自由について̶̶」『西日本哲学会年報』第 19号、
2011年。 
3 ベルクソンの概念的展開はしばしば「片道切符」で、あとに来る分析によって判明した事柄によって事前に扱った事
柄を（明らかに対応しているにもかかわらず）遡行的に指示的に結びつけてくれないという不親切がある。『物質と記憶』
第一章における「反作用の可能性」は第二章ではより生理学的に「運動メカニズム」として解明されるし、知覚の鏡映
とは再認の回路のことであるが、明示されない。同様に、『試論』で扱われた多くの論点が、後の著作においてタームを
変えて再論されているのだが、必ずしも誰の目にもはっきりするわけではない。本発表では、その脈絡も可能な限り指
摘して、全体の風通しをよくしたいと願っている。 
4 「内的な自我、つまり、感じたり熱中したりする自我、熟慮したり決断したりする自我は、その諸状態および諸変様
が内密に浸透し合っているようなひとつの力(force)であって、これらの状態や変様は互いに分離されて空間のうちで展
開されるや、深い変質を被ってしまう」(DI, 93=翻訳 141頁)。 
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るようなものには、それはほど遠い。むしろ知覚全体を覆い尽くす独特の感じとでも言うべきものだろう。

それがたとえばある種の「懐かしさ」に似た感じだと同定できるとしても、それは幼少期の思い出を喚起

することに成功したあとになって、事後的・遡行的にでしかない、そのような、ともかくも名状しがたい

独特の質感でしかなかったはずである。 

 だが、いやしくも想起のトリガーになりうるだけの微かな有意性をもっていた（だから想起が始まるこ

とができたわけだ（し、場合によっては想起に成功して記憶の同定にいたったわけだ））が、それはなぜだ

ろうか？こう問えば、ベルクソニアンならばおそらくはこう答えるだろう、このときの身体が、せわしな

い現在指向型の欲求・充足連関から、いくらかの停滞・逸脱状態にあったことによるのではないか、と。

なぜそう答えるか。それは「完全に調和のとれた自動的刺激反応連関におかれた身体においては、イマー

ジュ記憶の作動は阻害される」という有名なテーゼ（〈身体運動とイマージュ記憶の排他性テーゼ〉とでも

呼べよう）を熟知しているからである。だが、そのような作用連関が「滞る・ゆらぐ」という欠如的な事

態が、唐突に〈質的ニュアンス〉を「産出」するだろうか？ベルクソニアンならばそれもありそうもない、

と応えるだろう。それが有意性を帯びるのが自動的作動の停滞によるのであれば、その順調な運行に際し

ても、その有意性はただ中和され・埋没していただけで、やはりそこにあったのだ、と。 

 つまりこうなる。われわれの身体が、環境との作用反作用連関の自動性のうちに、単なる「経路

conducteur」(MM, 43)として埋没し自らの輪郭を失ったかに見えるときですら、この知覚領野全体を「覆

う」漠たるニュアンスとして記憶の全体が凝縮浸透している、と（そしてこの点で、生物は（遺伝的本能プ

ログラムのみにより生きる下等生物の自動性や、習慣獲得により後天的に獲得された自動性において）どれほど

自動機械
ロ ボ ッ ト

に接近しても、なおそれと区別される；言い換えれば、両者が識別されないとすればそれは現在側面に

のみ着目する限りにおいてである）。つまり、自動的作用の円満運行において抑圧されているのは、記憶力の、

イマージュとしての
．．．．．．．．．

現実化作用であって、現実化全般ではない（つまり〈浸透〉は許す）。そして、〈浸透〉

は、記憶の凝縮が、判明なイマージュの形成にいたらないような仕方で
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、より錯雑ではあるがしかしより

全般的・普遍的な仕方で現在の知覚のうちに介入する、その際の様態である、と。これがわれわれの仮説

である。過去全体の、未分節なままの知覚への凝縮浸透は、生命体にとって初次的であるがゆえに普遍的

な状態である。以下、これを運動メカニズムと運動図式の区別に関連づけつつテクストにより本格的に検

証するが、その前に傍証を二つ挙げておく。 

 第一点。『試論』においても、表層の心理事象に備わった（連合主義者によって無視される）色合い

coloration・ニュアンス nuance が、人格の全体の相互浸透性・連帯性からの帰結であることは触れられて

いること（cf. DI, 124）5。 

 第二点。〈排他性テーゼ〉は、「イマージュ
．．．．．

」としての「記憶 souvenir」（個体化済みで複数形を容れる）

                                                             
5 もちろん、背景にある心理学の構図にさまざまな相違があるため、これが直接の決定的な根拠となるとは考えていな
い。しかし念のため指摘しておけば、この相互浸透が「保持する」記憶力（イメージを想起する記憶力（これは全体か
らの分断を含意する）ではなく）に起因するものであること、想起記憶が保持記憶に依存することも、『試論』はすでに
述べている。 
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を用語上指示していること。運動が「排除する écarter 」のは、現在と「有用な結合のできない過去のイ

マージュ」 (MM, 90)である6。とすれば、「有用なイマージュ」だけではなく、（文脈上の理由からそれと

して明示されることはないにせよ）イマージュ未満の浸透感情も排除されることはないと考えられる7。 

 

1-3. 二種類の運動性再認の共通底辺としての〈浸透〉 

 

たとえば、[A]私がある街を初めて散歩するとしよう。街角に来るごとに、どちらに行くべきか分から

ないでためらう。私は不確かさのうちにある。つまり、複数の選択肢が私の身体に課されているという

こと、私の行動が全体的に非連続であるということ、どの姿勢のうちにも次にとるべき態度を予告した

り準備したりするものが何もない、ということである。[C]その後、この街に長い間住んでしまえば、

私が横切る対象の判明な知覚なしに、この街を機械的に歩くことができるようになるだろう。ところで、

この二つの極端な状態、すなわち、[A]知覚がまだそれに随伴する確定された運動を組織していない状

態と、[C]こうした随伴運動が私の知覚を無用にするほどまでに組織されている状態との間に、[B]中間

状態があって、そこでは、対象が覚知されながらも、互いに結合され・連続し・互いに命じ合う諸運動

を引き起こしている。[A]私の知覚しか判別できない状態に始まり、ついには[C]ほとんど私の自動運動

しか意識しない状態に終わる。そしてこの中間に、[B]混合状態、生まれつつある自動運動によって強

調される知覚があるわけである。ところで、後二期の知覚[B][C]が、最初期の知覚[A]と異なるのが、身

体を適切な機械的反応に向かわせる点であって、他方、新しい方の知覚の二者[B][C]は、親近的ないし

再認された知覚を特徴づけるあの独特の相貌
．．
cet aspect sui generis を帯びて精神に現れるのだとすれ

ば、知覚に伴うこのよく調整された運動的随伴の意識
．．
、組織化された運動的反応の意識が、ここでは親

近の感
．
じ
．
le sentiment de la familiarité の基底にあると見なすべきではないか？したがって、再認の基

礎には運動レベルの現象があることになるだろう(MM, 100-101)。 

 

 『物質と記憶』第二章、街の例である。この段落がおかれている文脈としては、まずは再認一般
．．
の特徴

を析出する（身体記憶とイマージュ記憶の対比が再認という問題に適用される）ことが目指されており、

そのために[B, C]という二種類の再認は、随伴運動という共通底辺によって一括りにされた上で、これを欠

く[A]と対比されているということを確認しておきたい。その上で、本発表でわれわれが着目してもらいた

いのは、ここに登場する「感じ sentiment」という用語である。「極端な例」であるはずの[C]においても、

                                                             
6 「運動は、どちらかと言えばイマージュを排除すると言えるだろう」(MM, 103)。われわれとしては、以下の本能テ
ーゼも、同様に解釈できると信じたい。「私たちをして空間を前方に際限なく開かせるのと同じ本能が、私たちをして時
間をそれが流れるにつれて背後に閉じさせる」(MM,160)。 
7 正確には「現在の意識が」排除する、と述べている。これは「凝縮の力の功利的性格が記憶力そのものに由因するの
ではなく身体に由因する」という解釈を引き入れかねないが、それは正確ではない。これから〈想起〉されるイマージ
ュの有用性を判別し選別する（回転 rotation・方位付け orientation を可能にする）のは、後に明らかにするように、先
行的〈浸透〉なのであるから。主語は現在のやはり「意識」であり、「神経系が現在状況に厳密に適合していることを反
映する」「意識」(MM, 90)であり、これが〈独特の感じ〉としての初次的身体運動〈感情〉なのである。 
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運動的随伴そのものではなく、その「意識」が、「再認の感じ sentiment」をもたらすとされているのであ

り、しかもこのことは、この文脈を継続する続く二段落においてもほぼ字義通り繰り返されている（がゆ

えに単なる偶然の筆の滑りとは思われない）。曰く、「知覚に対して反射のような仕方で後続するこれら生

まれかけの運動についての意識
．．
が、ここでもなお、再認の基底にあることになるだろう」(次段落の末尾、

MM, 101)；「日常的再認の感じ
．．
は、この組織化についての意識

．．
のうちに根を持っている」(次々段落の末尾、

MM, 102)。 

 しかし疑問が生じるだろう、この「感じ」を覚える「意識」は、どこから来たのか、と。じっさい「身

体運動の意識」と言うと、ともすれば身体運動があってそれが自らを志向的対象とする意識を随時産出す

るなどと受け取られかねないが、それではまるで随伴現象説ではないか。存在論的にも（成長ブロック疑

似四次元主義）、生命論的にも（推力）、心理学的にも（過去全体としての人格）、（ついでに言えば時系列

的にも（笑）、）「過去が先」なのである。 

 ならば逆に、運動する身体とは独立に、意識が別個に存在して、これを「感じ」たり感じなかったりす

るのだろうか？現に『試論』にも同様の例があって、そこでは、歩き慣れた街は「とりわけ表現しがたい

変化」を帯びるのだが、それは「私の意識的存在mon existence consciente〔つまり過去総体としての人

格〕の幾ばくかを借り受ける」(DI, 97)ことによる、とされていた。だが解釈すべき問題は、この意識的存

在がどこにあるのか、である。〈凝縮〉の諸相を検討したあげく、もっとも整合的であると現時点のわれわ

れに思われるのは、以下のようなものである。すなわち、この、完全に自動的な習慣行動の場面において

〈意識〉と呼ばれているもの、それは、運動身体やこの「感じ」を対象化するような独立の主体などでは

なく、当該の「親近のサンチマン」そのもの、「独特の相貌
．．
cet aspect sui generis」そのもののことであ

り、そしてこれこそが、〈凝縮浸透〉した私の記憶全体、である、と8。先を急ぎすぎた、またあとで戻る。 

 

 さて、再認のテクストに戻って、議論が推移するのはその次の段落(MM, 103)である。ここまで[C]自動

的再認についての議論を要約して「この点に、親近の相貌
．．
aspect は存している。したがって、運動傾向だ

けで、すでにわれわれに再認の感じ
．．
を与えるのに十分だと言えるだろう」と書いた上でベルクソンは、「急

いで付け加える」、「しかしながら、ほとんどの場合、別のなにかが合流している」、と。言うまでもなくイ

マージュ記憶である。だが注意して読んでいただきたいのは、この「感じ」とイマージュ記憶は排他的で

はない、という点である。「運動傾向だけで十分である」というのは、「実現運動[C]においても存続する」

ことを意味しつつ（現に先行二段落はそれを語る）、裏を返せば、運動図式の媒介によりイマージュとして

の記憶が合流する注意的再認[B]においても、同じ「感じ」は相変わらず合流先の「地 fond」としてある、

ということをも意味している。この意味でまさに〈浸透〉記憶は、再認の「基底 fond」をなしているので

                                                             
8 したがってわれわれは、意識が「感じあるいは感覚という形で立ち会っている」のは「主導権を持っていると意識が
思っている行いのすべて」においてであって、「私の活動が自動的になると立ち消え s’éclipse・消滅する disparaît」と
するMM冒頭のテキストは、冒頭であるが故に不正確な表現であると考えることになる。 
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ある。 

 

1-4. メカニズムと図式の区別、ふたつの再認 

 やや議論を戻すことになるが、念のため、自動的再認[C]と注意的再認（別名「イマージュによる再認」

(MM, 104)）[B]という、二つの再認の区別を確認しておこう。前者が、身体に蓄積された先天的ないし後

天的な習慣行動による再認であり、本稿ではこれを可能にする生理学的実体を〈運動メカニズム

mécanisme moteur〉という呼称で指示しようと思う9。後者は〈運動図式 schème moteur〉で。 

 〈運動図式〉はテクスト上「生まれかけの反作用・運動」と関連づけられるために、しばしば解釈者に

よって〈運動メカニズム〉の減退版・ないし形成途上の〈運動メカニズム〉のようなものとして同列に扱

われることがあるが、これは以下の三つの理由により間違っている。第一に、何よりも忘れてはならない

のは、両者の独立には、病理学的な必然性があること、そしてそれをベルクソンがはっきりと主張してい

る点である。ベルクソンによれば言語盲の患者は〈運動図式〉の疾患であり、彼らが「文字を書き写すと

き、文字の持つ運動とでも呼ぶべきものを捉えられないことは、よく観察される事実である。……このこ

とは、このような患者の多くが、書き取りdictéeをさせられて書いたり、自発的に書いたりする能力を立

派に保っているだけに、いっそう注目すべきことである」(MM, 106-107)。仮に〈運動図式〉が「未完成

の運動メカニズム」にすぎなかったならば（つまり運動メカニズムが運動図式を包含するならば）、同じ

文字を「書けるのに読めない」ことは有り得ないはずである。できそこないの運動メカニズム（たとえば

覚えかけの自転車技術）が対象の意識的再認を可能にするわけではない。 

 第二に指摘すべき対立点は、「一連の運動によって構成される身体技能としての〈運動メカニズム〉が

成立・獲得されること」と、「それが環境からの知覚刺激と一対一で自動的連携をなすように習慣化され

ること」とは、別なことである。現に、前者の意味での〈運動メカニズム〉は、注意的再認[B]の場面にお

いても存在する（上記引用内「互いに結合され・連続し・互いに命じ合う諸運動」）。否、存在するどこ

ろか、それが過剰であること（つまり特定の知覚状況において採用されうる身体運動反応（第一章のター

ムで「可能的反作用」）が複数
．．
開かれること）こそが、注意的再認の発生条件なのである。 

 なるほど、ひとつの運動メカニズムを見るならその全体は、一連の要素的筋肉運動モジュールの系列化・

組織化によって構成されている(MM, 122)。ある身体運動技能を獲得することは、「全体的運動の図式的

表象」を、手持ちの「要素的キネステジック・イメージ」の再編成を通じて満たすことで、新たな「全体

のキネステジック・イメージ」へと具現化する手続きであった（ワルツの例を参照せよ(ES, 179-180)）。

そしてなるほどこのとき、（坂道でもでこぼこ道でも崖の上でも機械的に同一の歩行を続けるゼンマイお

もちゃではあるまいし）この要素的諸運動は同じ要素的水準における知覚
．．
によってリアルタイムに補整さ

                                                             
9 「身体的記憶」や「習慣的記憶」という呼び方は、〈運動図式〉への適用を排除しない点で十分に識別的でないという
理由により。というのも〈運動図式〉もまた、身体が反復訓練により習慣として獲得しうるものだから。 
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れるわけだから、内部的には知覚を（ただし現象的にではなく機能的に10）処理している。この要素水準で

の（つまり、ひとつの運動メカニズム内部における）機能性の知覚が現象化しないのは、もちろん周知の

ように、「運動が知覚を無用にするほどまでに組織されている」からである11。だがはき違えてはならない

のは、一つ上の水準の知覚運動連関、つまり、こうして構成されるメカニズムと、このメカニズムの作動

トリガーとなりうる知覚との関係が、同じように自動的・埋没的であるとは限らない、という点である。

そうでなければ、注意的再認の出番はいつまでも来なかっただろう。 

 第三に、「生まれかけの反作用」そのものは、〈運動図式〉ではないこと。受け取られた刺激が、所定

の反作用へと自動的な形で受け渡されることがなく、複数の反作用可能性の間で停滞し、「生まれかけの

反作用」にとどまり、いわばそこで「発散se disperser, s’éparpiller」(MM, 26, 29, etc.)・「吸収s’absorber」

(MM, 57)されるとしても、そこにはいまだ特定の姿を持つイメージは現れる必然性はないだろう12。「〈浸

透〉の効果としての超様式性の漠たる感じ」以上ではあるが、イマージュ未満であるようなこの第二水準
．．．．

の浸透記憶
．．．．．

が、後に詳しく見るように、『物質と記憶』第一章で〈アフェクシォン〔感情〕〉の理論とし

て展開されているものであると、われわれは解釈しているのだが、それは後に詳しく見るとして、生まれ

かけの反作用がイマージュ記憶を個体化させる「枠」・「鋳型」として、〈図式〉の役目を果たすために

は、つまり、〈感じ
サンチマン

〉ないし〈 感 情
アフェクシォン

〉の地の上に〈表象
イマージュ

〉という図が描かれるためには、たんなる身

体運動感覚として吸収されるにとどまったままでなく、この行き場を失った運動傾向が、知覚の方へとフ

ィードバックされ（したがって様式的に種別化され（視覚・聴覚など）13）ることが必要である。継続され

るはずだった運動が、行き場を失って発生状態にとどめられるだけ（たんなる発散的吸収：せいぜい散漫

な偶発的イマージュ化を許すのみ）、というのと、それが知覚に舞い戻って対象の輪郭を分節しつつ強調

する再認道具として機能することとが、異なる事態であることは、事柄として明らかである。 

 したがって、これらの指摘を総合するならば、三つの局面が区別される必要がある。 

(i) 知覚を継続して自動的に遂行される運動は、われわれを「覚知対象から遠ざける」。[C]の場合。背

後から生命を推進する過去は、かろうじて〈浸透〉による独特の、ただし極めて曖昧な「感じ」として

のみ現在のうちに顔を出すにとどまる（第一水準浸透）。 

                                                             
10 機能的知覚と現象的知覚を、ブラインドサイト（盲視）の解明と関連づけて論じたことがあ
る。 « Interprétation bergsonienne de la vision aveugle: Perception motrice, dissociation ou indétermination »? （フ
ランス語）、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」（九州日仏学館）、2010年。
Cf. 前野隆司「ロボット・ゾンビ・ヒトのクオリア」、『感情とクオリアの謎』（長滝祥司、柴田正良、美濃正編）昭和堂、
2008年。 
11 「確固とした習慣が身に付くごとに、こんどは、出来上がった応答が、問いかけを無効にするので、やはり知覚の構
成要素は減少する」(MM, 44)。 
12 〈運動図式〉とアフェクシォンを結びつけて論じる研究は少なくないが（内山 2006、笠木 2008、永瀬 2011）、ここ
で指摘する識別を明示的に行っているものを見つけることは残念ながらできなかった。 
13 様式性の問題に注意せよ（知覚の分断そのものは「身体的欲求の隔たり」(MM, 48)によるものとされていることを考
慮に入れるならば、行動傾向の方も実は様式化されていると考えるべきか）。 
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(ii) 非決定性により自動的継続を妨げられた生まれかけの運動は、そのまま吸収される場合には、依然

として（明晰ではあるが不分明な）〈 感 情
アフェクシォン

〉としての〈浸透〉をしか許さないだろう（第二水準浸

透）。 

(iii) しかしこの生まれかけの運動が、「反対に対象へとわれわれを連れ戻し、対象の輪郭を強調する」

(MM, 107)時、そのとき、連続的作用領野（知覚）のうちに（そしてそこに浸透する背景感情の上に）、

初めて「分節」が施され、カタチなるものが（運動的な仕方で）「描かれる」。そこに記憶が流入する

ことで、個体化された〈イメージ〉としての知覚対象が成立するのである（注意的再認）。 

 

 端的に言うなら、〈運動図式〉とは、対象を運動的に利用する習慣ではなく、対象を運動的に認知する

習慣である（「覚知された対象の分節を見分ける習慣」）。だからこれは、「身体
．．
によって・習慣

．．
的に獲

得可能な・運動
．．
性の記憶」である点において見れば、たしかに〈運動メカニズム〉と同類ではあるものの14、

以上三つの点にわたって確認したように、その成立機序としても・成立する生理学的基盤においても、決

して混同されない次元のものであることは、念を押されるべきであろうと思う（単に「手を振れる」こと

（メカニズムの構成）、反応として手を振れること（知覚とメカニズムの連携）、自発的に手を振れるこ

と（メカニズムと動的図式の連携）、そして手を振っていると再認できること（運動図式）、これらはす

べて混同されるべきでない。たとえば「観念運動失行」のケースを考慮せよ15）。 

 

1-5. アフェクシォン論との接合 

 上記の説明の(i)と(ii)における浸透感情は、凝縮の効果である以上、個体的分節性を持たない（瀰漫性で

ある＝イマージュ未満である）点では通底しつつも、(ii)が反作用の選択的分岐（非決定性）の登場を画す

るものである点で、やはり決定的な違いを有している。(ii)の顕著な有意性（明晰さ）はそこからくる。

感 情
アフェクシォン

が登場する場面においては、「開始されてはいるが遂行されていない運動、多かれ少なかれ有用な

決断への指示を私は見いだすが、選択を排除する強制が見いだされることはない」(MM, 12)。 

 では、この選択肢の獲得は、いかにしてなされるか。当然、個体レベルでの後天的な習慣獲得が可能に

ならなければならない16。生理学的に見れば、知覚（刺激受容）と行動（運動反応）が機能分化を遂げて、

運動メカニズムの柔軟な習得を許すだけの神経学的な「可塑性」を獲得していなければならない。ベルク

ソンがアフェクシォンの例としてあげる痛みの事例は、まさにそれを指摘していた（棘皮動物では無理 ; 

MM, 55-56）。部分と全体の行動要求の組織論的な齟齬（これは身体のある一定の大きさを含意する）は、

作用と反作用の運動論的な疎隔（これは身体の現在の一定の厚みを含意する）に依拠している。身体は、

                                                             
14 注 9 参照。 
15 山鳥重。神経心理学の第一人者。神経心理学全般、および失語症に関する文献、とりわけ『知・情・意の神経心理学』
からは本稿の枠組みに関わる多大な示唆を受けた。記して感謝したい。 
16 そしてMM第二章が明らかにするようにそのためにはイマージュ記憶力の助力が不可欠である。 
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空間的な点でない（MM, 59）のみならず、時間的にも広がりを占める（直接的過去と直接的未来にまたが

る私の現在；MM, 152-153）。 

 こうして、進化論的見地からすれば、生体における入力系統と出力系統の生理学的水準での機能分化が、

反作用のレパートリ（運動メカニズム）の独立的多様化を可能にし17、この反作用の非決定性が時間的には

一定の順延を帰結し、このことが、漠たる感じとして背景感情にとどまっていた凝縮記憶(i)が、明晰な質

感(ii)として日の目を見ることを可能にしたと言えるだろう（図式によるイメージの現出(iii)まではあと一

歩である）。「意識と生命」から重要な一節を引いておこう。 

 

……つまり、個体が選択するということはないのです。進化の他の路線においては、意識がどうにか

解放されて、個体がある種の感情un certain sentimentを取り戻し、したがって選択のゆとりを持つ

ことができました。しかしそこでも、生存の必要性が、選択の能力を欲求の単なる補助手段にすぎな

いものにしています。こうして生命の階梯の上から下まで、自由は鎖につながれているのです。せい

ぜい、その鎖を伸ばすことができるだけです。ただ人間においてだけ突然の飛躍が行われて、鎖が断

ち切られます(ES, 2018)。 

 

ここではっきりと、「できるだけ多くの過去を現在の瞬間のうちに盛り込む」という、生命の節約原理か

ら、感情という形態が説明されている。一定の状況におかれたある動物にとって、関与的な過去は、すで

に多数に及びうる。しかしそれらを順次個別的にイメージとして追体験する必要はないし、むしろ非効率

である。生存のためには、目下の行動選択にとっての判断材料として「結論だけ」を提示してくれればそ

れでいい（スピノザにおける第一種認識を思い出せ19）。したがって、ここで感情は、基本的に快・不快と

いう二値をとるはずである（当該行動を推奨すべきか忌避すべきかを示す）。関与的な諸記憶が、凝縮さ

れ、快不快の質感にまで圧縮され、（たとえば）イノシシの知覚に「浸透」し、行動を導く。われわれの

解釈によれば、初歩的な感情とは、この記憶の浸透のことだ。 

 

1-6. 感覚質～感情的感覚～人格（凝縮の諸相、感覚論の整理） 

 ここまで触れてこなかったが、MMでは「感覚質qualité sensible」と呼ばれ（現代ではクオリアと呼ば

れ）ることになる異質性が、〈凝縮〉のもたらすものであることは、テクストに頻出する以上誰の異論も

ない。「感覚的質の〈主観性〉は、われわれの記憶力によって施される、一種の実在の収縮contractionに

                                                             
17 スピノザ。「きわめて多くのことにたいして有能な身体を持っている人は、その最大部分が永遠であるところの精神
をもつ」(E5p39)。 
18 引用は、原章二氏によるたいへん明快な翻訳（『精神のエネルギー』平凡社ライブラリー）を利用したが、一部変更
したところがある。 
19 ここで結論だけ、というのは決して質を欠いているということではなく、むしろ逆である。むき出しの裸の出来事は、
逆に質ないし価値を欠いている。価値は事実の凝縮から生じる。二源泉についての仏語拙論(2013)。 
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存している」(MM, 31)。「クオリアの（発生なき）凝縮現出論」の「心の哲学」上の戦略的重要性につい

ては、別なところで詳述した20。  

 だがここで凝縮される「400兆の振動」(MM, 230)は、過去とは言え、たった一秒という、私の「直近の

過去passé immédiat」にすぎない。したがって、直接的過去に属する電磁波の凝縮からの、主観的異質性

の発生は、われわれの研究が包括的に再構成しようとしている〈凝縮〉の、極小極、「身体規模」におけ

る一断面にすぎない、と述べることが許されるだろう。 

 というのも実際には、同様に多くのテクストが繰り返すように、記憶力は、私の過去の「全体」を保持

し要約（凝縮）することで、一定の構造性（「深み」）を有する私の〈人格・性格〉を作るものであった

のだから（MM, chap. 3 ; DI, passim）。凝縮の極大極。『試論』が「深み」を心的諸要素の相互浸透の

尺度として定義していたように、凝縮圧は、ひとつのこころ全域にわたって均等なわけではなく、浸透性・

融合度のばらつきにより、こころに構造性をもたらすものでもある21。 

 今回のわれわれの試みは、（明示的にテキストが与えられている）この二極の凝縮様態の間で、〈浸透

凝縮〉としての感情を位置づけることである。この点で、『試論』が、すでに「快・苦」を、〈感情的感

覚sensation affective〉として導入していたことは示唆的である。これは希望や美的・道徳的感情など、

より高度な〈深い感情〉（したがって深みのある人格的こころの存在を前提する）を含む「複合状態」と

は区別される、「単純状態」に分類されているおり、並ぶのは音や光などの（感覚質に相当する）〈表象

的感覚〉である22。 

 この見取り図は、「感情的感覚」の位置づけについて多くのことを気づかせてくれる。まず一方で、こ

れが表象的感覚と同列の単純状態とされていることは、それが内的な構造性を見せないほどに凝縮されて

いる（表層に属している）ことを意味していよう（ただし凝縮のドメインにおいて異なる）。他方で、これが、

「外的な作用とそれを継続する望まれた反作用のあいだに挿入される」ものとして、「準備されつつある

反応の本性を何らかの明確な徴しquelque signe précisによって知らせる」ことで「反応が自動的に生じて

しまうことに対する抵抗」を許すものとして導入されることは、すでに単なる自動性からの離脱（「自由

の始まり」）であることを示唆している23。 

 感覚質＝表象的感覚が、受容される刺激の凝縮に関わるのに対して、感 情
アフェクシォン

＝感情的感覚は、刺激に対

する固有身体が開始しようとする応答に関わる。たとえば「快」は、「開始され、素描されつつある数多

の微小運動mille petits mouvements」(DI, 28)が、現にその素描通りに実現されつつあることの確認に基

                                                             
20 現代の一般的論者が想定するのとは異なり、物質的な電磁波と、感覚質は、質料的に同一である（がゆえに、独立な
実在としての感覚質など発生もしなければ、あらかじめ存在もしない、したがって余所から供給されることもない）と
いう、驚くべき理説である。ただ、物質と精神の二元的対立は、現在と過去の時間論的関係に置き直されることで、抜
本的に書き換えられる。感覚質は、電磁波を（ただし過去のそれを含めて）凝縮したことによる〈異質的効果〉に他な
らない。ゆえに逆に、凝縮の効果を解除されたものと想定されたのが、電磁波の継起についての通常の物理主義的な描
像である。 
21 『意識に直接与えられたものについての試論』（合田正人＋平井靖史訳、ちくま学芸文庫）、平井による「解説」。 
22 『試論』（合田＋平井訳）の第一章訳注に分類図を載せてあるので参照されたい。 
23 MM第一章におけるアフェクシォンとの細かな差異については、煩瑣になるため省略する。 
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づくものであると規定されているのだが24、それを踏まえるなら（MM第一章において）「苦痛」がその失

敗として語られるのももっともであると思われる。反作用がただ自動的に遂行されるのではなく、そこに

差し挟まれた僅かな停滞・遅延が、「直接的未来の予見とその追認（成功）」というズレを可能にし、背

景感情にとどまっていた凝縮記憶が〈快〉という「明確な徴し」として現出することを可能にした、とい

うことになる。ただしここで「思った通りに身体が動く」と言っても、実際にはそれは挿入された遅延の

微小さの結果でしかない（からズルい）のだが、これが自由の獲得の最初の一歩から、生命にとって「当

たり前の快」をもたらしていることを思えば、おめでたい話である。 

 

1-7. 浸透とこころ 

 ところで、さきほど凝縮の極大極として言及した、われわれの心理的存在（人格）が、同じ過去全体の

凝縮であるなら、本稿が論じてきた知覚への〈浸透〉とは、どのように異なるのか。この疑問が残るだろ

う。よもや私の過去の全体が二セットあるわけではあるまい、知覚に浸透するそれとそれを眼前にする私

の心と。したがって、問いは立て直されてこうなるだろう、ほとんどの生物において知覚のうちに全面的

に浸透したままにとどまる過去全体が、人間において、（凝縮であることをやめないままで）どうやって

この知覚的現在という舞台から引き剥がされるのか。過去の凝縮体としての私の心は、いかにしてそれが

はめ込まれていた現在という表層から自らを剥離して「深み」を獲得するのか。これはすでに本発表第二

部の問いである25。ゆえにここでは問いだけにとどめておこう。この段階で予告しておくことができるとす

れば、これは単に進化論的な水準の問題であるだけではなく、個体レベルでも、われわれ（人間）が自動

的習慣行動に没頭している間、浸透している分と別に心理的全体が浮遊しているわけではないだろう、と

いうことである。 

 

1-8.  紛れもない新しさ：異質的一般性 

 周知のように、アフェクシォンの導入とともに、宇宙に「新しい何かが紛れもなく追加される」ことを

『物質と記憶』の冒頭は告げている。本発表は、この〈感情〉の立ち位置を、〈凝縮〉というより包括的

な理論の全体像の中で的確に位置づけることを試みた。そして、当該の「新規さ」が、凝縮の異質化作用

によるものであることは、別な場所で論じたのでここでは省略したい26。 

 本発表で追記しておきたい論点は、この異質的新しさの出来と、「一般性」とのふしだらな関係である。

さきほど〈異質的一般性〉の名で指示したこの論点については、テクストとしてはMM第三章の一般観念

論の綿密な検証が不可欠であるが、紙幅の都合で大幅に割愛せざるを得ない。 

                                                             
24 「来たるべき態度を指示し・いわばあらかじめ形成するような現在の態度」に見いだされる〈優雅 grâce〉は、同様
の確認が外部身体において見いだされる場合であることになる(DI, 9)。 
25 現在離脱の問題。「過去に一挙に身を置く」とは、この剥離を伴うことを示したい。Cf. 宮崎隆「ベルクソン『物質と
記憶』第三章における過去性」。 
26 注 2に挙げた論文、「３-２節 過去によってもたらされる〈異質的〉新しさ」をご参照いただきたい。 
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 要点は、ベルクソンにおいて「一般性」に二つの意味があるということである。ベルクソンによって批

判される方の一般性は、『試論』にも登場する、質的内実の「捨象」による抽象的一般性である（赤色と青

色から、それぞれを固有色たらしめている赤、青を捨象することで「色」一般を得る）。これに対して、周知のよう

に『物質と記憶』は「生きられる類似」を生物学的な所与として出発点におく（第二の一般性はこれのこ

とではない）。われわれの議論にとってこれは、自動運動に随伴する浸透性の「感じ」である（したがって、

われわれはMM二章の「親近の感じ」と三章の「感じられる類似」は同じものであると考えていることになる。一般に

動物は、自らの身体スペックに応じて（程度の差はあれ）緩くカテゴライズされて現れる知覚世界に対してデフォルト

で「親近の感じ」を抱いている）。この論点はMM1章にわれわれを差し戻す。可能な反作用が知覚を「描く」
27。すでに「描いて」いるのである。その点で、（ロボットなら持つであろう）単なる物理的な入力出力と

しての機能的知覚と異なる。ユクスキュル的な環世界知覚が、やはり「描かれる」知覚である理由はここ

にある。 

 このように、それ自体としては一回性と差異に満ちているはずの世界が、動物にとっての第一所与とし

てはゆるやかな類型化を施されて現れるのは、反作用可能性（運動メカニズム）のレパートリの数的制限

のゆえであった（つまり浸透記憶もそのつど適切に「回転」させられている；後述）。この〈類似〉から、二方向

の洗練によって、「個物」と「思考される一般性」が得られることも、よく知られていると言えるだろう。 

 だが、われわれが今指摘しようとしているのは、この「思考される一般性」が、『試論』におけるそれ

と同じように表象的対象化とその操作的捨象に還元されない、別なものを含んでいるという点である。こ

の（「生きられる類似」でも「思考される抽象的一般性」とも異なる）第二の思考される一般性
．．．．．．．．．．．

を、〈凝

縮による一般性〉と呼びたい。なぜなら、それは記憶の部分集合の、一定水準における凝縮によってもた

らされる一般性であり、したがって何も操作的・部分的な仕方で捨象することなしに、諸要素の融合が実

現する圧縮された一般性だからである（ある単語を耳にしたとき、誰それによる特定の発話事件ではなく

「フランス語一般」を私が思い浮かべるとき、この「フランス語一般」は、決して抽象的なフランス語で

はなく、私の「フランス語にまつわる」すべての記憶の凝縮体である）。 

 注意が必要である。このとき、この「第二の思考される一般性」は、もととなった無数のフランス語体

験から比べれば、情報量
．
としては貧困化しているように見えるからである（「貧困化appauvrissement」

という用語には注意せよ、と私は言っている）。しかし同時に見逃してはならないことは、個別の経験が

そのまま離散的に保存されていただけでは決して日の目を見ることのなかったであろうあらたな質的ニュ

アンス（この場合は「私のフランス語感（観）」のようなもの）をもたらしている、という点である。凝

縮の二義性は、ここではっきりと見届けることができるだろう。個別的な要素的出来事おのおのの非再現

                                                             
27 まずは、生物にとって非関与的な刺激は単に無視される、ということ（縮減）。その上で、関与的な刺激で構成される
知覚世界を構成する内容も、その解像度は世界に対して生物が取り得る身体運動のレパートリーに依存する、というこ
と。こうして反作用可能性の鏡映として環境知覚世界が成立する。生きられる類似。 
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性（一回性）と、たえず増大する出来事総体の絶えざる動的組織化によって各瞬間にもたらされる異質性

の非再現性（新しさ）とは、その生じる水準が異なるのである。 

  

1-9. 回転 

 運動図式による注意的再認において、凝縮はその出口として判明な（＝分節された）イマージュ形態を

迎えるから、記憶全体は、並進 translation するのみならず、必要な面を向けるために「回転 rotation」し

「方向付け orientation」られることは見やすい。だがアフェクシォンにおいても、さらには第一浸透感情

においても、回転は成立しているとわれわれは考える（ほとんど無意識なまでに自動化された運動であっ

ても、「自動車を運転しているときの感じ」と、「シャンプーしているときの感じ」、さらに「窓を開け

ようと立ち上がったときの感じ」と「背伸びしようと立ち上がったときの感じ」は異なろう）。環境にお

ける身体の運動的態勢の変化に追随して、記憶全体の浸透がもたらす知覚領野全体の質的印象はダイナミ

ックに変転すると考えるべきである。そして、この変転は記憶の回転によってもたらされている（仮定に

よって、ここに面の移行はないのだから、それ以外にない）。 

 したがって、凝縮は、（(i)(ii)(iii)）どの場面においても、現在指向的present-orientedである。それはた

んに時間様相的に現在を向いているというのみならず、現在を構成する内実に沿って、実質的にも方向付

けられている、という二重の意味においてそうである。Rotationによる現在指向的、部分先導型（非意志

的）流入については石井との共同研究を見よ。 

 

1-10. 現在の記憶と記憶のマッチポンプ 

 知覚全体を常に満たす第一質料としての浸透記憶。その動的変転は、どれほど希薄でも、生命が続く限

り背景的な質感として継続する。場合によってはそこに鮮烈な感情が浮き立つこともあるだろう。さらに

場合によって図式を介してイメージへと結実することもあるだろう。（ここからは第二部の話だが）さら

に場合によっては現在離脱を経て自発的な想起が、こころの深みを開示することもあるだろう。 

 だがともかく、生きている限り、毎瞬間の知覚の全領域に、記憶は、地として浸透するにせよ、図とし

て「刺繍」されるにせよ、「現前している」。なぜ、それは消えないのか。それが生命に起因する凝縮だか

ら(ES, 20、上に引用済み)。 

 La mémoire est là. とすれば、ESにおいて、〈知覚と記憶の同時発生〉として語られているのは、これ

に他ならないではないか？ 

 ベルクソニアンならば、そもそも、記憶力によっていったい何が保存されるのか、と問うたことがある

だろう。知覚は、「絶えず更新される」ものであって「保存される」ものではない。知覚が物質の部分にす

ぎなかったことを考えれば、道理である（この点で通常の四次元主義とことなる。ベルクソンは過去の物
．

質
．
の存続を認めたことはない）。だから、この知覚と同時的に、同じ現在的現実についての記憶が成立して

いなければならないのであった。つまり保存されることになるものは、はじめから（ただしリアルタイム
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の）記憶なのである。ここまではテクストが語ることである。だがさらに問おう、では、この「現在の記

憶」とは何か？何でできているのか？と。 

 物理的運動で満たされた世界。知覚はその部分集合にすぎない。それは物質相互の作用を通じて、刻一

刻と変動していくだろう。宇宙がいかなる潜在性も持たず、純然たる現在物質だけで構成されていたなら

ば、デカルト流の「連続創造」のように保存などなかった
．．．．．．．．

ことだろう。だから逆に、この継続的な更新に

よって上書きされないものがあるとすれば、それこそが保存されるはずである。それは何か。知覚と本性

を異にする記憶のほかあるまい。だがそれは、この知覚場面と別に円錐形をして直立しているような何か

ではなく、この物理運動性の知覚そのものに浸透し、いつもこれを漠然とニュアンス付け、ときに感情的

色合いに染めあげ、場合によってはイメージのトッピングで飾り立てる、その記憶そのものではないか。

とするならば、驚くべきことに、「現在の記憶」の元手は、「過去の記憶」なのである。こうしてベルクソ

ンの記憶力理論は、気の遠くなるほど壮大な循環的産出を描いている。いわゆる「過去の漸次的豊穣化」

が、だからいかなる意味でも量的な増大ではないことに、何度でも思いをいたすべきである。先回りして

1-8にて凝縮の産出性について注意を喚起しておいたのもそのためである。 

 

（※以下、未完のため題目のみ） 

1-11. 想起プロセスに二つの凝縮はない（v.s.ドゥルーズ）。 

 

2- 拡張： 

・意志的想起。図式との関係。選択と創造の関係。努力としての拡張と単なる弛緩の関係。 

・「持っているもの以上を与える」〈意志〉の創造性・自由行為。 


