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ベルクソンの記憶の哲学――知覚と想起はどのように区別されているのか 

 

⚫ 本発表の目的：知覚と想起の区別をめぐるベルクソン説と連合主義の考えのちがいを

判明にすること。 

⚫ 手法：現代の記憶の哲学の概念を適用してベルクソン説と連合主義の対立点を明確に

する。 

➢ サブの目的：現代の記憶の哲学の研究に（ベルクソンなどの）哲学史的な研究が貢

献しうる事例を示すこと 

⚫ 本発表の構成 

1. 問題設定――知覚と想起はいかにして区別されているのか 

2. 連合主義 

3. ベルクソンによる連合主義批判 

4. ベルクソン説 

5. 記憶の哲学の概念の導入――ベルクソン説と連合主義の比較 

6. 連続的な進展としての想起――ベルクソン説と連合主義の根本的なちがい 

7. 結論 

 

 

1. 問題設定――知覚と想起はいかにして区別されているのか 

 

⚫ 手続き的記憶とエピソード記憶 

➢ 手続き的記憶：同じ経験を繰り返すことによって身につけられた運動技能に代表

されるような記憶（例：自転車の乗り方を覚える） 

➢ エピソード記憶：運動技能や習慣といったものではなく、自分が経験した過去の出

来事（＝経験エピソード episode of experience）を（意図的に）思い出す際の記憶

（例：自転車に乗る練習をしたという出来事の一つ一つを思い出す） 

⚫ 扱う問いの射程：「想起の現象内容 phenomenology of remembering」をめぐる問題 

➢ 存在論的問題：過去と現在という時間性の本性が何なのか。「過去とは何か」ある

いは「現在とは何か」といった問題。 

➢ 現象内容の問題：過去や現在それ自体の性質について問うのではなく、ある特定の

経験が現在あるいは過去のものとして主体に現れてくる認知の過程はどのような

ものか。 

 

⚫ 問い：ある経験エピソードが知覚あるいは想起として私たちに現れてくる際の時間性

の現象内容（現在性または過去性）のちがいはどのように認知されているのか。 
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2. 連合主義 

 

⚫ 連合主義：知覚と想起には印象の強度（生気 vivacity）の程度のちがいしかなく、その

ちがいに気づくことができれば両者を識別できる。そして、生気が強いときに、経験エ

ピソードは知覚として認知され、弱い時に、それは想起として認知される。 

⚫ 連合主義批判：印象の「生起 vivacity」の内実が曖昧である。 

➢ 生気が弱い：知覚において与えられる内容の「劣化 degraded」「変形 transformed」。

知覚においては明るく照らされていたイメージが、想起においては暗がりにおい

て見て取られるのと似た状態である。（Byrne [2010：p. 18]） 

➢ 生気は「活力 lively」のことか、「強度 intense」のことか（Ryle [1949：p. 270]） 

⚫ ベルクソンによる連合主義の vivacity解釈：身体に対する影響力（現実性 actualité） 

➢ 例：黒板をひっかく音を思い出す 

 

⚫ （ベルクソン版）連合主義：主体 Sが知覚と想起のあいだの現実性（身体に対する影響

力）のちがいに気づくならば、S は両者を識別できる。そして、現実性が強いときに、

経験エピソードは知覚として認知され、弱い時に、想起として認知される。 

 

 

3. ベルクソンによる連合主義批判 

 

⚫ ベルクソンが連合主義を批判した議論には少なくとも三種類のものがある。 

 

【議論③ MM151／200】 

1) 前提：「知覚と想起のあいだの現実性のちがいに気づくことができるならば、両者を識

別できる」（連合主義の主張） 

2) 前提：「〈知覚と想起のあいだに現実性の程度のちがいしかない〉ならば〈知覚と想起の

あいだの現実性のちがいに気づいており、かつ、両者を識別できない〉」（ベルクソンの

主張） 

3) 仮定：「想起と知覚のあいだには現実性の程度のちがいしかない」（連合主義の主張） 

4) 2 と 3 より、「知覚と想起のあいだの現実性のちがいに気づいており、かつ、両者を識

別できない」ことが帰結（モードゥス・ポネンス） 

5) 4は 1と矛盾する。したがって、3の仮定「想起と知覚のあいだには現実性の程度のち

がいしかない」は誤っている。 
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⚫ 2の前提を正当化する思考実験 

➢ あなたが足を擦りむいたとする。その傷ははじめ強い印象をあなたに与える痛み

の知覚として現れている。そして、時が経つにつれて、この傷が癒えてくると、こ

の痛みの知覚の印象は弱まってくるだろう。 

➢ このとき知覚と想起のあいだに程度のちがいしかないとすると、傷が癒えてきた

ために、痛みの知覚を痛みの記憶と取り違えてしまうといったことが認められる。 

➢ 言い換えれば、知覚と想起のあいだに程度のちがいしかない場合、両者の現実性の

ちがいに気づいていても知覚と想起を区別できない事例が少なくとも一つある。 

 

⚫ 議論③から導かれる主張 

➢ ベルクソンの主張Ａ：知覚と想起のあいだには本性のちがいがある。 

➢ ベルクソンの主張Ｂ：たとえ知覚と想起の現実性の程度のちがいに気づいていた

としても、知覚と想起は区別されない。 

 

 

4. ベルクソン説 

 

⚫ 「〔…〕実際には、一挙に過去に身を置くのでなければ、われわれは決して過去に到達

しない。本質的に潜在的なものである過去は、それがわれわれに過去として把握される

ためには、過去が現在のイマージュへと展開しつつ暗闇から白日のもとに現れてくる

その運動を、われわれが身をもってたどるしかない。」（MM149-50／198） 

➢ ベルクソンは、すでに与えられている経験の現実性の強弱についての気づきでは

なく、身体への影響力をまったく欠いたイメージにその影響力を取り戻させると

いう想起の過程の把持によって、知覚と想起のちがいを説明（See 石井［2006］） 

➢ 把持される想起の過程 

[1] 感受能力の低減 

[2] 感覚的インプットと身体運動のアウトプットの連携の低減 

[3] 過去への意識の向け直し 

⚫ 3の把持が想起に特有の現象内容を生じさせる 

➢ 「われわれが意識するある独特な働き、すなわち現在から離れてまず過去一般に、

続いて過去の一定の領域に身を置き直す、という働き」（MM148／196）の把持 

➢ 純粋記憶説：記憶は想起される以前に潜在的な状態であった、言い換えれば、身体

に対する影響力を完全に失っていた
．．．．．．．．

というベルクソンの考え。 

➢ 「純粋記憶は拡がりをもたない無力なものであり、感覚の性質はいっさい分かち

もたない。」（MM155-6／205） 

⚫ 想起の過程に独特のものは潜在的な純粋記憶にアクセスしたことの把持 
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5. 記憶の哲学の概念の導入――ベルクソン説と連合主義の比較 

 

① 判断か感じか？ 

 

⚫ 判断説：想起に特有の現象内容は、想起された経験の内容についての推論や、それを通

じて下される判断といった高次の能力を介して与えられる。 

➢ 例：エピソード想起の主体は、現に与えられている経験の内容を、自分の過去の一

連の経験（物語）の中に的確に位置づけることによって、当の経験の内容が過去に

自分が経験したものであると判断する 

➢ 想起の現象内容とは二階の内容（second order content）である（Perrin, Michaelian & 

Sannt’Anna [2020: pp. 2-3]）。 

 

⚫ 感じ説：推論や判断などの高次の能力を媒介せず、経験の内容を直接感じることによっ

て、想起に特有の現象内容が得られる。 

➢ 連合主義：私たちはエピソードを想起する際に、そのエピソードの内容に伴う

vivacityを感じることによって、その経験を過去のものとして認める。 

➢ 想起の現象内容とは一階の内容（first order content）である（Perrin, Michaelian & 

Sannt’Anna [2020: pp. 3]; Michaelian & Sutton [2017: 3.1節]）。 

 

⚫ では、ベルクソン説における想起に独特の働きの認知とは、判断によって得られるのか、

それとも感じによって得られるのか。 

➢ 結論から述べれば、『物質と記憶』におけるベルクソンの説は判断説ではなく感じ

説である。というのは、ベルクソン自身が、知覚と想起の対比に基づく想起の認識

を「直観」として位置づけているから。 

➢ ベルクソンによれば、知覚と想起の二元論的な対比は「直接的な意識によって示唆

される」（MM1/9）ものに他ならない。 

➢ したがって、ベルクソンは想起の過去性を判断のような高次の認知能力ではなく、

感じといった直接的な認識として説明したと解せる。 
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② 達成感か能力感か？ 

 

⚫ 達成説：連合主義 

➢ ある特定のイメージを経験して、そのイメージから弱い印象を感じることは、まさ

しくエピソードを想起している最中の認知である。言い換えれば、それは想起の達

成において得られる感じ（達成感）。 

 

⚫ 能力説：エピソード的既知感（episodic feeling of knowing） 

➢ 例えば、一年前の出来事が思い出せそうで思い出せないといった場合、今は思い出

せていないけれど、思い出すことができそうだという感じが伴う（能力感）。 

➢ メタ認知：ある物事について知っているという自信のある感じ（既知感）や、この

ことを自分は知らないといった感じ（無知感）といった、自分の認知能力について

の認知。（Michaelian & Sutton [2017: 3.3 節 ]; Dokic [2014]; Perrin, Michaelian & 

Sannt’Anna [2020]） 

 

⚫ 一方でベルクソン説は達成感に基づく 

➢ 「〔…〕自分の生涯の一時期を思い出したりする場合を取り上げてみよう。われわ

れが意識するのは、ある独特な働き、すなわち現在から離れてまず過去一般に、続

いて過去の一定の領域に身を置き直す、という働きだ。」（MM148／196） 

➢ つまり、想起における独特な働きには、潜在的な過去にアクセスしたという感じが

伴う。上記の達成感か能力感かという分類に基づいてこの引用部を解釈すると、こ

れは潜在的な過去にアクセスしたという達成感であると言えよう。 

⚫ 他方でベルクソン説は能力感に基づく 

➢ 「だが、われわれの記憶はまだ潜在的状態にあり、ここでわれわれは適切な態度を

とりながら、それを受けとめる用意を整えているにすぎない。」（MM148／196） 

➢ この「用意」とは、過去の特定の領域にアクセスすることではなく、より具体的な

経験エピソードにアクセスしようとすること。 

➢ すなわち、過去に飛び込む独特の働きには、過去の特定の領域へとアクセスすると、

そこからまたより詳細な過去へとアクセスすることを促す意識が伴う。 

➢ 達成か能力かという分類に基づいてこの意識を解釈すると、これは、より詳細な過

去にアクセスできるという能力感である。 

⚫ つまり、ベルクソンにとっての想起に独特の現象内容とは、潜在的な過去にアクセスし

たという達成感と、より詳細な過去を想起できるという能力感のハイブリッド 
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6. 連続的な進展としての想起――ベルクソン説と連合主義の根本的なちがい 

 

⚫ 「連合主義がいつも犯す誤りは、生ける実在であるこうした〔想起の〕生成の連続性を、

並置される惰性的要素の非連続的な複数性に置き換えてしまうところにある。」

（MM148／196-7） 

⚫ 連合説にとって想起とは、印象の弱い静的なイメージを受動的に見る経験 

⚫ それに対してベルクソン説にとって想起とは「私がまず当のイマージュを実際に過去

の内に探しに行った上で、それを闇から光へと連れ出してきた連続的な進展」 

➢ 連続的な進展：過去の特定領域に到達した達成感と、より詳細な過去を想起しよう

とする能力感が、相互に作用しあい、想起の経験内容が発展していくプロセス 

➢ 「これら三つの項を一本の直線 AD上の三つの相互に接した部分 AB、BC、CDで

表すとすれば、われわれの思考はこの直線を Aから Dまでの連続した一つの運動
．．．．．．．．．

で描く
．．．

ものであって、一つの項がここで終わり、ここから次の項が始まる、と正確

に述べるのは不可能だと言えよう。」（MM147-8／195-6、強調は引用者による） 

 

⚫ つまり、過去にアクセスしたという達成感が、またより詳細な記憶を探し出すことがで

きるという能力感を生じさせ、この能力感に基づいて、また特定の過去に到達した達成

感が得られ、そして、この達成感がまたより詳細な記憶を想起できそうだという能力感

を生じさせ……といった一つの連続的なプロセス 

➢ すでに与えられている現実的なイメージを眺めるだけの静的、受動的なプロセス

として想起を捉えてしまっている連合主義とベルクソン説の根本的に異なる点。 

⚫ 想起に独特の働きについての意識が達成感と能力感のハイブリッドだということはベ

ルクソン説の一面的な説明に過ぎない。それだけではなくて、それら達成感と能力感が

相互に連続的に作用しあって、発展的な内容を形成していく一つのプロセスとして想

起をとらえ直すことがベルクソンにとっては重要である。 

 

 

7. 結論：連合説とベルクソン説のちがい 

 

I. 連合主義が与えられている経験の印象に注目して知覚と想起の区別について説明する

のに対して、ベルクソン説は知覚と想起が与えられるプロセスのちがいに注目する 

II. 連合主義は、想起の達成感に基づいているの対して、ベルクソン説は、想起の達成感と

能力感のハイブリッドとして想起の現象内容を捉えている。 

III. 連合主義は、想起の経験を、印象の弱い静的なイメージをただ受け取る経験であると捉

えている。それに対して、ベルクソン説は、想起の経験を、達成感と能力感が相互に作

用し合いながら潜在的な純粋記憶が現実化する連続的な進展と捉えている。 
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