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『試論』とベルクソン——持続の展開と表現としての持続 
 
はじめに  
 『意識に直接与えられたものについての試論(以下『試論』と略記)』第三章において、ベルクソンは、自
由について論じている。しかし、自由について論じることの困難をもまた、ベルクソンは同時に論じてい

る。なぜなら、自由という問題自体の本性が、そうした論じかたを要請するものであるからである。実際

ベルクソンは、この第三章の結論にあたるくだりにおいて、自由は｢われわれが自由であるちょうどそのた

めに、定義できない(DI 165)｣と述べていた。ではいったい、自由について語ることは、いかにして可能な
のか。たとえば、 J.-C. Parienteは、まさにこうした言表不可能性をめぐる諸問題について論じた｢ベルク
ソンとウィトゲンシュタイン
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｣という論考の中で、こう語っている。 

 
ベルクソンは自由を定義しようとも、またその実在を証明しようともしない。彼は反対に、自由を

定義することはできないということ、ひとはそれを確認するにとどめるべきであることを確立する。

自由の問題は、｢自由の観念を、明らかにそれを翻訳不可能であるような言語で翻訳(DI 166、原注)｣
しようとする場合にのみ生じる。自由が言表不可能 ineffable であるのは、この意味においてである。
しかし、自由が単に言表不可能であるのではないということ、自由は、少なくともベルクソンが自由

は言表不可能であると語っている
．．．．．．

(強調原文)という点において、言説の対象であるということは、確か
なことである。もしベルクソンが自分の述べていることに完全に合致しようとすれば、彼は自由につ

いては全面的な沈黙を守らねばならなかったのではないかという問題が生じるはずではないだろうか。

……いかにしてひとは自由について、あるいは一般的に言表不可能なある対象 Aについて、妥当な仕
方で語ることができるであろうか。ここに、『試論』が提起するもっとも困難な問いの一つがある
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。 

 
Parienteが適切にも述べるように、われわれは自由が、単に

．．
言表不可能なものではない、ということに

注目しなければならない。なぜなら、自由について、少なくともその言表不可能性について、ベルクソン

自身が語っている——しかもそれを語るのに一冊もの書物を要した——からである。ベルクソンは、自由
について決して沈黙しなかった。ではベルクソンは、『試論』において、いかにして語りえたのだろうか。 
自由が言表不可能であるとは、ベルクソンの議論においては、自由と言語との間には共約不可能

incommensurable (DI 124,178)なほどの深い差異があるということを意味する。だがわれわれが注目するの
は、ベルクソンが、自由(異質的多様体)と言語(等質的多様体)との間の差異を語るのに、ひとが<いかに>そ
の差異を見誤るかというその仕方を分析することをもってしている、という点である。『試論』をひも解

くと、われわれはベルクソンの議論が、自由が言語に対してその本性を異にすることを単に主張するより

も、そのように異なるものが<なぜ>混同されるに至るのかを論じることに多くの労力を割いていることに
気づく。『試論』は、両者を単に分断することで、それらを判明な対立図式のもとに描出することに終始

しているわけではない。それらの間の本性の差異を提示した上で、さらに
．．．

、そのように本性の異なるもの

が、にもかかわらず混同されること、このことの本性を究明し・表現することに、『試論』の企図はあっ

た。本稿の目指すところは、このような二段階の手続きがいかに『試論』にとって不可欠のものであるか

を、『試論』で呈示される(差異のあり方についての)ふたつの多様体に、とりわけそのふたつの多様体の間
．

の
．
差異のあり方に注目することで、解明することにある。それによって『試論』という書物における言語

化(表現)の問題が、いかに異質的多様体の概念と密接に連動したものであるかが示されるはずである。 
 
1. 多様体と展開 
われわれの議論に入る前に、『試論』においてきわめて重要な概念として登場する｢多様体｣と｢展開｣に

ついて確認しておきたい。ふたつの多様体と呼ばれるのは、一方は等質的な homogène境域における相互
に外在的な諸項の並置からなる多様体であり、他方は諸項が区別されない連続的継起的な変化であるよう

な｢質的差異化の原理(DI  71)｣である。後者が異質的 hétérogène多様体と呼ばれる。これらが、<差異のあ
り方>、<区別の仕方そのもの>について区別されるふたつの多様体であることに注意していただきたい。
                                                             
 本稿は、1997年 1月 10日東京都立大学哲学科に、卒業論文として提出された｢『試論』とベルクソン——展開され
た差異と差異化としての表現｣を大幅に圧縮し、要約・加筆したものである。なお、ベルクソンの著作からの引用は、そ

れぞれ P.U.F. 版に基づき、以下の略記によって書名を表わし、該当頁数を添えた。翻訳は、主に白水社｢ベルクソン全
集｣の訳を、『試論』に関しては服部 紀訳『時間と自由』(岩波文庫)をも参照した。ただし、文脈上訳を変えた箇所も
ある。 

DI —Essai sur les données immédiates MM —Matière et mémoire PM —La Pensée et le mouvant 
1 J.-C. Pariente, Bergson et Wittgenstein, in Revue internationale de philosophie, 1969,(2-3) p.183-204. 
2 Ibid. p.184 
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｢区別するという言葉の
．．．．．．．．．．

ふたつの可能な意味を、一方は質的で他方は量的な同と他とのあいだの差異につい
．．．．．

ての
．．
ふたつの概念を、認めねばならない(強調引用者、DI 90)｣のである。 

<差異のあり方>についての規定に関しては、ここでは、その｢判明さ｣による規定をあげておこう。 
等質性とは、｢判明な諸項の並置(DI 95)｣からなる｢判明な多様体 multiplicité distincte (DI 59, 86, 90, 91, 

92, 170 etc.)｣である。これに対し、異質的多様体における差異とは、｢それが一なのか多なのかをも言うこ
とができないようなぐあいに、またそのような見地から検討すればただちにその本性を逸してしまう

dénaturer ようなぐあいに、お互いに混じりあっている(DI 102)｣、このような仕方での差異であり、｢その
各瞬間は数的多数性を構成せず(loc.cit.)｣、｢不分明な形のもとに(loc.cit.)｣捉えられる｢不分明な indistincte
多様体(DI 78, cf.DI 89)｣、｢錯雑な confuse多様体(DI 65, 96)｣である。これらふたつの多様体はこの意味で
それぞれ本性を異にしており、両者の間には本性の差異があるということができる。 
ついで、｢展開｣という用語に関して触れておく。『試論』においては、展開 développer, déployer, dérouler

といった語群によって、相互外在化 extérioriser・並置化 juxtaposer・固定化 fixer, solidifier等……一言でい
えば、異質的多様体の、等質的多様体への<本性の変化3>が考えられている。念のため述べておけば、この
用語法(｢展開｣)は、ベルクソンのテクストによって十分に支持されるものである(cf. DI 55, 74, 76, 89, 91, 
92, 94, 98, 104, 122, 132, 149, 165, etc. )。異質的多様体においては、諸項は相互浸透していて、判明な・
数的な複数性を形成しないにもかかわらず、ひとは｢時間を空間内に展開する développerという深く根を
下した習慣(DI 91)｣を有していて、｢われわれが質的多様体と呼んだものを、数的多様体の形のもとに、空
間内に展開 déployer (DI 92)｣する傾向のうちにある。結局｢あらゆる判明な多様体は空間内に展開されるこ
と un déroulement によって得られる(DI 89)｣ものにすぎない4

。ベルクソンが『試論』において主題化して

いるのは、ふたつの多様体の間の本性の差異を越境する、この脱本性的な展開(<本性の変化>)なのである。
そして両多様体の<混同>は、まさにこのように異質的多様体がたやすく展開され・<本性の変化>を蒙るも
のであることに存している。 

 
2.  純粋持続と等質的空間 
さて、われわれの議論は、先に述べた差異のあり方についてのふたつの多様体が、その多様体同士の間

ではいかなる差異を呈するのか、この点にかかっている。われわれは、『試論』の議論は両多様体の分断

によって終わっているのではない、と述べた。そうした『試論』の捉え方が十分でないと思われるのは、

ひとつには、両多様体の単なる
．．．

分断・対立が、ふたつの多様体の間の本性の差異について、判明な・した

がって等質的な差異観を想定するからである。 
ここで、『試論』における｢純粋持続｣の概念の特殊な位置づけに関して論及しておく必要があるだろう。

先にも述べたように、ベルクソンは、差異の観点を導入することで、われわれが意識の連続性の中で体験

する｢質的な進行(DI 92)｣を、きわめて明晰な形で概念化することに成功している。異質的多様体という概
念の呈示によって我々が『試論』から得た哲学的な恩恵は、計り知れない。しかしわれわれは、むしろベ

ルクソンがそのように純粋持続を概念化したこと、まさにこのことの意義をこそ、真剣に受け取るべきだ

と考える。概念化された
．．．．．．

持続は、概念化されたことの代償において理解されねばならない。なぜなら、『試

論』において、言語による概念化は、異質的多様体が<本性の変化>をきたす主要な要因として挙げられて
いるからである(DI 91, 96, 97, 98, 124, 133 etc.)。 

 
まだ展開を果たしていなかったであろう心の状態をあらわすための用語をも、われわれは、この一た

び果たされてしまった展開の像から借りてくるより他ない。従って、これらの用語は根源的な欠陥に汚

されていて、数や空間と無関係な多様体の表象は、自己に帰って沈潜する思想にとっては明瞭であって

も、常識の言語には翻訳されえない(DI 91)。 
 
実際ベルクソン自身、異質的多様体を｢相互浸透｣によって規定しつつも、即座にこの表現が、すでに諸

．

項を想定しているという意味で十全なものでないことに、注意を喚起している(DI 102, 91)。われわれが注
目するのはまさにこの点である。ベルクソンは、その本性上言表し難いものを扱うに際して、単に沈黙す

                                                             
3 本稿で極めて重要なものとして論じられることになる異質的多様体から等質的多様体への｢本性の変化 changer de 
nature, modifier la nature｣｢脱本性化 dénaturer｣に関しても、われわれはこの用語法を『試論』のテクストに負っている。
cf. DI 177, 148, 102 etc. 
4 その他にも、たとえば、端的な用例としては以下のようなものが挙げられる。｢持続が展開される場としての空間
l’espace où elle se développe (DI 55)｣、｢空間内で展開される継起 la succession se développant en espace (DI 76)｣、｢空
間内に展開されること un développement によって量となった時間(DI 94)｣、｢複数性 pluralité は、あるひとによっては
持続と呼ばれるが実は空間であるあの等質的境域内での一種の展開 une espèce de déroulement を通してしかあらわれ
ないであろう(DI 122)｣等。 
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るのではなく、あえて言表することによって本性が失われる、その変化・展開の場面のただなかにおいて

それを表現しようとする。 
こうした『試論』の語り方こそ、後に見るように、ベルクソンの透徹した差異理解によって要請された

ものである。『試論』は、純粋持続を内的な体験に訴えることで単に肯定するよりもむしろ、純粋な持続

が、<いかに>等質的空間に展開
．．
され、様々な｢妥協

5
｣概念を生み出しているかを執拗に説く。｢強度｣、｢等

質的時間｣、｢因果性のもとで考えられた自由｣、これらはすべて純粋に異質的なものが等質的多様体のうち

へと展開されたものである。しかしそればかりではない。純粋持続を言語によって定義し、積極的に対象

化(客観化)するならば、そうして得られた規定は即座に純粋持続の本性上の異質性を裏切るものとなるので
ある。仮に『試論』が素朴にも純粋持続を積極的に定義し、等質的空間を単に排斥することに終始してい

たならば、いいかえればふたつの多様体の本性の差異を相互に外的な・判明な対立として描いていたなら

ば、まさにそのことによって異質的多様体の言表し難さは失われたことだろう。その際には、言語化によ

る脱本性的な展開が見逃されているからである。 
 
3.  ふたつの多様体の間の差異 
本性を異にするふたつの多様体があって、両者が単に相互に

．．．
外在的であるとするなら、それはどちらの

多様体をも静的なものとして表象することである。とすればそれらは単に性質を異にするふたつの多様体

であって、結局ふたつの多様体はそれら自身が互いに項として区別されるひとつの多様体を構成すること

になるだろう。なぜなら、｢相互に
．．．

外在的である｣ということは、はじめのふたつの多様体のうち等質的と

呼ばれる多様体の本性を規定する関係に他ならないからである。この場合、権利上自由は自由であり続け

るだろうが、言語は決して自由を見出さないだろうから、自由についてベルクソンは何も語ることはなか

ったであろう。とすればそこに展開はないが、その代わり本性の差異もなくなってしまうことだろう。 
したがって、それでもふたつの

．．．．
多様体があるとするならば、それらは単に相互に外在的なものではあり

えないだろう。一方で、等質的多様体においては、諸項が相互に外在的であるのみならず、その多様体自

体がもうひとつの多様体に対して外在的である(cf.DI 73,103)。これに対し、異質的多様体は、単にその内
で差異の原理であるのみならず、多様体自体の

．．．．．．
差異の原理である。われわれの論点は、ふたつの多様体が

単に相互に対立し・判明に区別される二項を構成するものではないこと、つまりは等質的多様体に対する
．．．．

異質的多様体の差異と、異質的多様体に対する
．．．．

等質的多様体の差異とはそのあり方を異にするということ、

ここにある。 
異質的多様体は、いわば二重の本性を持つものである。確かに一方では異質的多様体は、絶えざる質的

生成であり、諸項の｢相互浸透｣によって性格付けられるものである。だがさらに重要なのは、他方でこの

多様体が、｢進行
．．
の終局にまで達するや、一挙に思い浮かべることができる事物

．．
に生成 devenir (DI 149、強

調原文)6
｣し、等質的境域のうちへの｢展開 un déroulement によってのみ、相互に外在的になる

．．．
devenir (強

調引用者、DI 74)｣という点である。これが脱本性的な展開であった。両多様体の差異は、異質的多様体の
<本性の変化>そのものに存しているのであって、それ自体生成的な差異化の運動である。この変化こそが
両多様体の間の差異を産出するからである。そしてこの点が見逃されるならば、両多様体の差異(本性の差
異)は単なる対立・分断として、すなわち等質的なものと解されることになるであろう、とわれわれは考え
る。この場合には、差異化としての<展開しつつあること>が取り逃がされるからである。<本性の差異>は、
それ自体差異化の本性を有するものであるといえよう。 
異質的多様体は等質的多様体へとこのように容易に展開されるにもかかわらず、逆にひとたび展開され

るや、元の異質的多様体は到達し難いものとなる。物質的対象においては、｢質的な相を捨象するのを妨げ

                                                             
5 ベルクソンは、ふたつの多様体間の混同を｢妥協 compromis｣と呼んでいる(DI 163, 168-171)。これは｢浸透現象
endosmose (DI 81, 83, 171)｣ともいわれるが、純粋異質性の本性である｢相互浸透 pénétration mutuelle ｣とは混同され
てはならない。後者はひとつの本性のうちでの質と質との｢融合 fusion (DI 95)｣であるが、前者はふたつの本性の｢折衷
的観念 l’idée mixte (DI 171)｣である。この｢妥協｣の類義語には、｢交換 un échange (DI 164, 81)｣、｢交差 l’intersection 
(DI 82)｣、｢雑種的概念 un concept bâtard (DI 73)｣、｢連結線 le trait d’union (DI 82)｣等がある。 
6 純粋持続は、それが異質的な有機的進行である限りにおいては決して｢終局｣を迎えることはない。しかしそれは等質
的多様体のうちへ展開されるや、すでに進行を終えたものとして空間内に繰り広げられる。相互外在化としての展開は、

進行をその終局の姿によって代置することを伴う。そしてわれわれはこの脱本性的な契機(働きつつあるものからもはや
働かざるものへ)を見逃すことは、両多様体を単に対立させるにとどまることであると主張する。異質的多様体は、一方
で絶えず進行する[進行することを止めない

．．．．．．．．．．．
]が、他方で絶えず進行を止める[止めることを止めない

．．．．．．．．．．
](cf.DI 79, ‘ toujours 

sur le point de finir ’)。これに対し、すでに進行を止めた
．．．．．．．．．

のが、等質的多様体である。われわれはこの三つ、とりわけ後

二者を混同してはならない。 
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るものはない(DI 47)｣7
。このような両多様体の非対称性は、後のベルクソンの言葉で言えば、｢直観から分

析へ行くことはできても、分析から直観へと至ることはできない(PM202)｣ことの表明と考えることができ
るだろう。展開されたものとしての言語によって自由は｢十全に表現されえない(DI 179, cf.DI 135, 166)｣。
展開されたものと、展開によって失われるものとの差異、言語と自由との差異

．．
のあり方を見極めるには、

ひとは差異の原理であるところの異質的
．．．

多様体から出発する他ない。逆に両者の混同は、ふたつの多様体

のうち、差異の原理ではない方の多様体(等質的多様体)から出発することに起因するものである。 
 
4.  両多様体の純化と展開 
とすれば、｢われわれの外には継起なき相互外在性、内には相互排除性なき継続 (DI 171)｣といった語り

方が、いかなる性格のものであるかについての誤解はなくなるであろう。ベルクソン自身がすぐに続けて

述べているように、これは両者を混同しないために
．．．．．．

｢必要な分断 dissociation (DI 172)｣なのである。これは
等質的多様体の方は｢空間に都合のよいように au profit de l’espace ｣、異質的多様体の方では｢持続に都合
のよいように au profit de la durée ｣なされるものであって、あくまで両者を混同する立場に対する批判の
文脈において捉えられねばならないものである。確かにベルクソンは、両多様体の妥協的概念から一方で

は純粋に量的なものを、他方で純粋に質的なものとを摘出すべきことを主張する。しかしここでのベルク

ソンは混同を批判するために、そしてこの批判の相手である等質性の立場にとってこの批判が批判として

有効であるために、一言でいえば等質的多様体に対して異質的多様体が差異
．．
として現れるために、両多様

体の分断をあえて判明な仕方で強調しているのである。ベルクソンの差異に対する配慮は徹底したもので

あることが見て取れる。 
だがそのような仕方で呈示された両多様体の差異は、たちまち相互外在的な判明性を帯びることになる

だろう。したがってこの双方向への純化は、ベルクソンが採る二重の手続きの、あくまで一契機にすぎな

いのでなければならない。混合体(妥協的概念)を一方は純粋質の方へ、他方は純粋量の方へと純化するあま
り今度は展開そのものが取り逃がされる、ということがあってはならないからである。方法は純化で終わ

ってはならない。ベルクソンにおいて方法は常に二重である。混合体はまず
．．

<本性の差異>によって分離さ
れ、ついで
．．．

その本性の差異の<差異化の本性>が翻って捉えかえされねばならない8
。こうして本性の差異を、

その異質的な進行の過程において捉えることによってはじめて、両多様体が<なぜ>混同されるかの理由が
与えられるのである。しかしこれは、混同した状態へと戻ることではない。混同する者は、そもそもふた

．．

つの
．．
多様体の本性上の差異を、すなわち異質的多様体のもたらす差異の本性を見ないからである。この二

重の方法が行き着くところは、この混同を、この混同の理由を、異質的多様体の本性の側から捉えかえす
．．．

ことにある。その際にはもはや、分離を経る前の単なる所与としての妥協とはまったく別な様相を、差異

化の本性は示すだろう
9
。 

形式的にいえば、ここでわれわれは三つの立場を区別している。 
(ａ) ふたつの多様体の本性の差異を見ないために、両者を混同し、等質的多様体の絶対的普遍性を支持
するもの。 
(ｂ) ふたつの多様体の本性の差異を見て、両者を判明な仕方で区別するが、その差異の本性を見ないた
めに、ふたつを単に相互に外在的であるとみなすもの。 
(ｃ) ふたつの多様体の本性の差異を見るが、それが固定化された判明な区別の形をとるのは、絶えざる
差異化をその本性とする差異の原理が、すでに言語(あるいは概念)へと展開されたがゆえであることを理
解するもの。 
いかにベルクソンが苦心しようと、われわれに与えられるのはやはり言語でしかない。したがってベル

クソンが持続の言表不可能性(すなわちふたつの多様体の断絶)を語ることによって
．．．．

表現しようとしたこと

を、やはりふたつの多様体の対立に見ることは、なるほど当然のことであるし、ベルクソン流にいうなら

                                                             
7 以下も参照。｢科学によってつくられたこのいわゆる現象界では、同時性すなわち空間に翻訳できないようなすべての
関係は、科学的には認識不能なのである(DI 176)｣。 
8 Cf.MM95｢ひとはまず

．．
ふたつの要素、すなわち記憶心像と運動を分解し、しかる後に

．．．．．
どのようなー連の操作をへてそれ

らが本来の純粋性をいくぶん捨て、相互に融け合うようになるかを調べるかわりに、それらの癒着 coalescence から生
ずる混合的な現象しか考えないのだ(強調引用者)｣。 
9 Cf. G.Deleuze, Bergsonisme, P.19-20. ｢拡散の線を曲がり角を超えて辿った後に、それらの線は交わり直さ se 
recouperねばならない。これはわれわれが出発した地点ではなく、むしろ潜在的な点、出発点の潜在的なイマージュに
おいてである。この潜在的なイマージュは経験の曲がり角の向こう側にあり、われわれに事物の十分な理由、混合体の

十分な理由、出発点の十分な理由を与えるものである｣。これは、｢われわれが認識するような事物を産出する engendrer
ために｣交わり直される se renouer点なのである。 
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われわれはそのように読む｢権利｣を持つであろう
10
。しかしこの差異があたかも相互に判明に区別されるふ

たつの概念の形をとることについてそれを問わないならば、これは結局われわれ自身等質的多様体のうち

にとどまることでしかない。上記の(ｂ)の立場は、こういったものだろう。しかしわれわれは、『試論』の
中であれほど執拗にも展開された議論、すなわちいかにひとが<展開されたもの>にとどまって<展開しつ
つあること>に思い至らないか、についての議論を経た後で、なおそうした判明化された本性の差異にとど
まることはベルクソンの議論に忠実ではないと考えるのである。 
本性の差異をその展開され終わった姿で捉える(ｂ)ならば、ふたつの多様体の間には｢乗り越え難い障壁

(DI 176)｣が打ち立てられることとなろう。しかしこのような｢非常に明確な区別(loc.cit.)｣に対して、ベルク
ソンはまさに異質的多様体の二重の本性——それ自体のうちで純粋に質的な進行であるばかりでなく、そ
の本性を失いつつ展開されるものでもあるという二面性——を持ち出して、こう反論している。 

 
しかしながら、この区別はおそらく截然としすぎて trop tranchéeいる。この障壁はひとの思うより

は超えやすい。現に、真の持続の諸瞬間が注意深い意識にたまたま知覚されて、並置されることなく

相互に浸透し、その内では必然的決定という考えがまったく無意味なものとなるような異質性を互い

に形成するとすれば、その際には意識の捉える自我は自由原因であり、自己自身は絶対的に認識され

ることになる。また他面では、この絶対者は現象と絶えず混ざり合い、現象に浸されることによって

現象に滲み入るから、まさにそれゆえにこれらの現象は、ひとの主張するほど数学的推理にとって近

づけるものではないことになる(DI 176-177)。 
 
5.  持続とその表現 
ベルクソンが異質的な差異について語るのに要した二重の方法は、まさに異質的多様体の二重の本性に

起因するものである。そしてわれわれはここに、ベルクソンの<表現>に対する態度が、まさに異質的な差
異化の運動についての直観に裏付けられたものであることを確認する。 
異質的多様体の等質的な図式や言語への展開は、脱本性的なものである。だがこの展開は、｢表現｣とし

て・差異を産出する運動として捉えられる限りで、積極的に解されることができるのではないか。実際わ

れわれは、ベルクソンが展開(いかに混同が生じるか)を語るその語りのうちに、持続の・自由の表現を見る
ことができたのである。持続は空間のうちへ、延長のうちへと自ずから表現

．．
されて s’exprimer en espace, 

en étendue (DI 174, 164)、混合体としての妥協的概念が構成される。持続はその本性を逸することによっ
てしか表現されない

11
。だが逆に言えば、まさにこのように展開されることによってこそ、等質的多様体と

異質的多様体との間の
．．
差異は開示されるのではないか。むしろ表現されないままにとどまる持続は、この

差異の本性を示さないのではないか。『試論』において自由行為が、持続の
．．．

｢表現
．．
｣そのものとして捉えら

れていたことを想起すべきだろう(DI 124, 129, 139)。 
確かに異質的な相互浸透としての純粋持続は、それがすでに展開されたものによっては示されない。す

でに展開されたものが示すのは、｢達成されつつある働き l’action s’accomplissantではなく、達成された働
き l’action accomplieである(DI 135)｣。しかし<すでに展開されたもの>ではなく、<展開しつつあること>
に注意を置くことができるならば、そこに持続の本性の変化を、したがってふたつの多様体の間の差異を

見ることができるのではないだろうか。 
<展開>は絶えず知性によって固定化され・結晶化され、<展開されたもの>とされる。だが展開そのもの

は持続の本性である。持続の表現の可能性は、ここにある。持続は<いまだ展開されざるもの>にとどまる
ことなく、｢自ずから展開される｣(二重の本性)。表現されないままにとどまる持続は、等質性に対して外在
的であり、したがって等質性との間に差異を産出しないであろう。また逆に、その表現の残滓ともいうべ

き展開済みの言語によって、持続が十全に表現されていると考えるならば、差異化の運動としての展開を

見逃すことになり、これもまた混同を産むのみである。したがって両多様体の差異はそこにもない。だか
．．

らこそ
．．．

持続は絶えず自らを表現(表出)する。自らの本性から出て sortir (DI 179, 33)12
、本性の差異化によっ

て差異を産出する。等質性のうちへと入る entrer (DI 80)ことによって、その本性を変え・展開を蒙る。そ
こに展開そのものに存する

．．．．．．．．．．
差異化の本性を見るならば、持続は両多様体の異質的な差異そのものとして現

出するだろう。持続の・その異質的本性の十全な表現は、<展開されたもの>のうちにではなく、<展開し
つつあること>のうちにある。 
                                                             
10 ｢時間がひとたび流れてしまえば、われわれはその継起的な諸瞬間を互いに相排除するものとして表象し、こうして
空間を過ぎる線を考える権利

．．
を持つ(DI 136、強調引用者)｣。 

11 ｢われわれは、われわれが援用せずにはすまなかった表現そのもの l’expression même によって、時間を空間内に展
開するという深く根を張った習慣を暴露した(DI 91)｣。 
12 その他、こうした自己超出を述べる語として、émaner (DI 125, 129, 130), se détacher (DI 132) 等が挙げられる。こ
うした超出は、表現と同視されている(DI 129)。 
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繰り返しておこう。もしひとが、異質的多様体を等質的多様体に対して単に外在的なものと捉え、した

がってただその内においてのみ諸項が異質的であるという意味において、それ自身に対して単に内在的な

ものと捉えるにとどまるならば、そのひとは自由について議論することはできないであろう。この場合ひ

とは、等質的多様体と異質的多様体との本性の差異を単なる対立として表象するから、なぜ両者が混同さ

れるのかを説明(展開)することができないからである。すると、沈黙を守るのでない限りは、ただ言語を闇
雲に(外在的に)批判することに陥ることになるか、あるいはただ自由の実在を、一方的に主張することに終
始することになるだろう。これに対し、すでにそうした差異の本性についての洞察から出発しているから

こそ、ベルクソンはこうした空虚な議論形態を取らず、ひとがなぜ、いかにしてふたつの多様体を混同す

るか、その理由・仕方を詳細に説明(展開)することができるのである。 
したがって『試論』が批判するのは、正確には言語ではない。言語(等質的多様体)への展開なしには、両

多様体の差異化(表現)はないからである。ベルクソンが批判するのは、展開されたものに異質的多様体の十
全な表現を見るにせよ(両多様体の混同)、自由を単に

．．
言表不可能なものにすることで沈黙するにせよ(｢乗り

越え難い障壁｣)、両多様体を判明な対立として定立するにせよ(展開された<本性の差異>)、いずれにせよ展
．

開された
．．．．

地点で省察を切り上げるようなひとつの<態度>である(本稿注8参照)。確かに議論の任意の次元で、
展開されたものは展開そのものを裏切る。だからこそわれわれは、展開を本性の差異化として捉えること

で、持続の展開のうちに表現としての持続を見出し、『試論』をその(展開された)結論においてではなくそ
の議論の展開

．．
のただなかにおいて読む途を模索したのである。 


