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想起は能動的か、それとも受動的か 

――ベルクソンにおける想起の非創造性について―― 

 

⚫ 目的：想起は、記憶を創造・生産・構築する能動的な働きではなく、記憶を受容

する受動的な働きと、記憶の現実化を抑制する能動的な働きの協働によって成り

立っている、というベルクソンの考えを示すこと。 

⚫ 方法：『物質と記憶』、『講義録Ⅰ』の「心理学講義」、そして『精神エネルギー』

所収の「〈生きている人のまぼろし〉と〈心霊研究〉」に基づいて、ベルクソンの

想起説は「潜在的保存説かつ現実的生成説」（Sinclair [2019: 103]）であるというシ

ンクレアの解釈を批判的に検討し、現実的生成説という解釈が誤っていることを

示す。 

⚫ 結論：ベルクソンにとっての想起は三つの過程から成る。 

① 記憶それ自体に備わった現実化の傾向性 

② 人類の注意による記憶の現実化の抑制 

③ 身体運動を通じた脳状態の変化による記憶の現実化の抑制 

➢ これら三つのいずれもが記憶を生産・創造する過程ではないということを示

すことによって、シンクレアの解釈を斥ける。 

⚫ 本発表の構成 

【パートⅠ：20分】 

1. 潜在的保存説かつ現実的生成説 

2. ベルクソンによる記憶の分類 

3. MM148のシンクレアによる解釈の検討 

（質疑１：10分） 

【パートⅡ：15分】 

4. ベルクソンにおける想起の三つの過程 

5. 結論 

（質疑２：15分） 
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1. 潜在的保存説かつ現実的生成説 

 

⚫ 言葉の意味の確認 

➢ 記憶：思い出される経験エピソードの内容
．．

 

➢ 想起：経験エピソードを思い出す作用
．．

、働き
．．

 

 

⚫ 潜在的保存説：記憶は感覚の性質をもたない状態で保存され、貯蔵される。想起

とはこの保存・貯蔵された情報を検索することである。 

➢ 純粋記憶説：「純粋記憶は拡がりをもたない無力なもの〔潜在的なもの〕であ

り、感覚の性質はいっさい分かちもたない。」（MM155-6／205） 

⚫ 現実的生成説：想起とは、主体が現在直面している状況の対処に役立つ内容を記

憶に付加する働きである。したがって、記憶には、構築・生産・創造された内容

が常に
．．

認められる。 

➢ 「〔ベルクソンにとっての〕想起には本質的に
．．．．

悲劇的なところがある。という

のも、想起は失敗する定めにあり
．．．．．

、それが求める当のものには到達しえない

運命にある
．．．．．

からだ。エピソード記憶は、それが過去にあったのと同じ過去を

想起する試みとしてとらえられるならば、シーシュポスの神話のような無限

の試みである。想起、すなわち純粋記憶の可能性の条件とは、同時に、その

不可能性でもある。」（Sinclair [2019: 103] 強調は引用者による） 

➢ 「〔…〕ベルクソンの説明においては、想起の純粋な働きはありえない
．．．．．

。つま

り、純粋記憶は純粋な形で想起されることが決してない
．．．．．

。記憶の想起は、現

在において得られる方法、すなわち、今と未来の行為に向けられた現在にお

いて得られる方法によってのみ潜在的な記憶を現実化できるという限りにお

いて、つねに
．．．

生産的ないし創造的なものである。」（Sinclair [2019: 103] 強調は

引用者による） 

 

⚫ 潜在的保存説かつ現実的生成説のまとめ 

① 潜在的保存説：記憶は感覚を持たない状態で保存されている、という記憶の

保存のされ方にかんする説。 

② 現実的生成説：想起とは現在に役立つ内容を能動的に構築して、保存された

記憶に付加する働きである、という記憶の想起のされ方についての説。 
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2. ベルクソンによる記憶の分類 

 

⚫ 「過去の心理的事象の再生、再認、位置づけが想起の必要十分条件である〔…〕」

（「心理学講義」の第 27講「記憶」、CoursⅠ165／151）。 

① 過去の心理的事象の再生（過去性）：過去のものであるということ 

② 過去の特定の時空間上の位置づけ：過去のいつ、どこで得られたものなのか 

③ 再認（オートノエシス）：かつて自分が
．．．

経験したものを再び経験していること 

⚫ ベルクソンにとっての記憶とは、過去性、特定の時空間上の位置、そしてオート

ノエシスという三つの現象的内容をすべて
．．．

もつもの。 

 

⚫ ベルクソンは、上の三条件との関連で、記憶の種類を分類している 

➢ 「過去へと身を置き、かつての場面をいわば甦らせようとする能力が、時に、

想像的記憶と呼ばれることがある。かかる記憶も結局は純粋記憶に属するも

のなのだが、しかし、想起の対象にわれわれが伝えるこの生気、この新たな

生は、対象〔＝記憶〕の中には存在しなかった何かに他ならず、われわれが

付加する何か、われわれ自身の資源に由来する何かである。だから、想像的

記憶は単なる想起以上のものである。」（『講義録Ⅰ』の第 29講「想像力（魂の

能力）」、CoursⅠ182／169頁） 

⚫ ベルクソンはここで二種類の記憶を区別している。 

➢ 「単なる記憶」：想像された内容がいっさい付加されていない記憶 

➢ 「想像的記憶」：単なる記憶に想像が付加された記憶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022. 03. 20. Sun. ＠ベルクソン哲学研究会 

原健一「想起は能動的か、それとも受動的か」 

4 / 10 

 

⚫ おそらくベルクソンは単なる想起も現実に生じている現象として認めていたと思

われる。 

【理由１】ベルクソンが上記引用部で「時に」という表現を用いている。想像的

想起は想起の一例に過ぎないことが示唆されている。 

【理由２】第 27 講「記憶」にてベルクソンは記憶の三つの条件を提示した直後に

次のように述べる。 

➢ 「これら三つの条件のうちの一つ、もしくは二つを消去してみたまえ。あな

た方が関わっているものはもはや想起ではないだろう。」（CoursⅠ165／151） 

例１） ある人物と過去に自分が会ったことがあると主体は知っているが、し

かし、それがいつ、どこにおける経験エピソードであったのかを思い

出せない。 

– 過去性とオートノエシスは含まれるが、特定の時空間上の位置が

欠けている。これは「おぼろげな記憶 réminiscence」に過ぎず、い

わゆる想起ではない（CoursⅠ165／150） 

例２） ある画家が風景や顔を思い描く場合、これらのイメージの素材は完全

に無からつくられたものではない。それは過去に得られた要素の新た

な組み合わせと呼ぶべきものである。しかし、この場合、思い描かれ

ている内容は自分が経験したものではない。 

– このイメージには過去性が認められる。しかし、その現象的内容

にはオートノエシスと特定の時空間上の位置が欠けている。 

– 「そうした場合には、精神は想像しているというべきであって、

精神は思い出していると言うべきではない」（CoursⅠ165／151-2）。 

⚫ 以上の分析をもとにベルクソンは次のように述べる。 

➢ 「このように想起は、再認とそれに伴う〔時空間上の〕位置づけという二つ

の性格、というよりも二つの操作によって、想像活動とは区別される。また、

想起と化した印象には、過去の一定の場所を指定しうるという点で、想起は

ただのおぼろげな記憶（la simple réminiscence）とは異なる。」（CoursⅠ165-6／

152） 

⚫ つまり、ベルクソンは、過去性、時空間上の特定の位置、オートノエシスという

三つの性質を満たすものとして単なる想起を定義しており、この点で、単なる想

起と想像を厳密に区別している。 
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3. MM148のシンクレアによる解釈の検討 

 

⚫ シンクレアの解釈とは異なり、ベルクソンは、単なる想起という現象があること

を認めていることが推測される。シンクレアが自身の解釈の際に依拠している

MM148を典拠に解釈の是非を判定したい。 

⚫ 「〔…〕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）」 

➢ 上記引用部の記憶はオートノエシスを満たしている。その理由は、冒頭で、

思い出す対象が「自分の
．．．

生涯」であると述べられているから。 

➢ この想起において得られる経験が過去性をもつことも示されている。「現在か

ら離れてまず過去一般
．．．．

に〔…〕身を置き直す」と述べられているから。 

➢ 特定の時空間上の位置もこの経験は得ている。なぜならばここで身を置き直

す「過去の一定の領域」が「自分の生涯の一時期
．．．

」だと述べられているから。 

⚫ したがって、ベルクソンが MM148で提示している想起は、想像的想起ではなく、

単なる想起に他ならない。 

 

 

 

 

  過去性 位置づけ オートノエシス 例 

単なる記憶 〇 〇 〇 MM148 

おぼろげな記憶 〇 ✖ 〇 

ある人物と過去に自分が会

ったことがあると知ってい

るが、いつ、どこにおける

経験エピソードだったのか

を思い出せない 

想像 〇 ✖ ✖ 
ある画家が風景や顔を思い

描く 

想像的記憶 

（単なる記憶＋

想像） 

〇 〇+✖ 〇+✖ 過去の記憶に想像を付加 
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4. ベルクソンにおける想起の三つの過程 

 

⚫ では、ベルクソンがMM148で提示している想起とはどのような働きだったのか。 

➢ 「だが、われわれの記憶はまだ潜在的状態にあり、このときわれわれは適切

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。やが

て、徐々に記憶は、凝集する雲のように現れてくる。記憶は潜在的な状態か

ら現実的な状態に移行し、輪郭が形をとり、表面が色彩を帯びてくるにつれ

て、知覚に似たものになっていく。」（MM148／196） 

⚫ 以下では、上記の引用部の解釈を通して、ベルクソンにとっての想起が三種類の

働きからなることを示す。 

 

I. 記憶の現実化の傾向性と記憶の受容 

⚫ 上記引用部で、ベルクソンは記憶を「受けとめる
．．．．．

」と述べている。 

➢ ここで記憶は文字通り受容される対象として提示されているのであり、想起

において主体が記憶を（生成するのではなく）受容する過程が語られている。 

⚫ ベルクソンの記憶論には、あらゆる記憶は現実化しようとする傾向性をもつとい

う主張が見られる。 

➢ 「〔…〕この記憶それ自身が、われわれの過去の全体を携えながら前方に推し

進みつつ、現在の行為の中に自分自身を可能なかぎり入り込ませようとして

いる。」（MM187／243-4） 

⚫ 記憶、知覚、想像の比較 

➢ 知覚：ある特定の空間上に位置を占め、身体を特定のしかたで動かしたり、

身構えたりすれば、知覚対象は主体に受容される。 

➢ 想像：特定の時空間上の位置を身体が占めなくても、また、特定の身体的姿

勢を主体がとらなくても、目当ての対象のイメージを得ることができる。想

像の内容は、主体が能動的に産出・創造したもの。 

➢ 記憶：少なくともベルクソンにとっての記憶とは、想像のように能動的に産

出されるものではなく、知覚のように受容されるものであった。そのことを

先の引用部における「受け止める」という語の選択が示唆している。 

⚫ ベルクソンにとっての記憶とは、現実化する傾向性をもち、過去という領域から

ひとりでに現れようとするもの。おのずとやってくる記憶を主体が受容する。 
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II. 人類の注意 

⚫ 問い：すべての記憶には現実化する傾向性があるのに、実際には、一部の記憶し

か思い出されていないのはなぜか。 

⚫ 過去のパノラマ的光景（「〈生きている人のまぼろし〉と〈心霊研究〉」） 

➢ 記憶は常に現実化しようとしてその機会を狙っている。ところが、ベルクソ

ンによれば、ふだん記憶の現実化は人間に自然に備わる実践的性格によって

自動的に制御されている。 

➢ 「〔…〕私たちの過去全体はそこに控えていて、それを見るためには後ろを振

り返りさえすればよいということでしょう。ただ、私たちは後ろを振り返る

ことができないのです。そしてまた、振り返るべきでもないのです。振り返

るべきでもないというのは、私たちの進むべき道が生きて行動することにあ

り、生きて行動することは前を向くことだからです。」（ES76） 

⚫ 「生きて行動すること」「前を向くこと」は「人類の注意」によって成立している 

➢ 意志的な注意は「一時的なものであり、個人的なもの」に過ぎないのに対し

て、「人類の注意」は「恒常的ですべての人に共通な注意」であり、「自然に

よって強いられた」注意である（ES77）。 

➢ この「人類の注意」の機構が働くことによって、記憶の現実化は抑制されて

おり、「生きて行動すること」に役立つ記憶だけが思い出されるようになって

いる。 

⚫ 死を目の前にした主体においては、「人類の注意」による実践的機構の働きが失わ

れる。そして、記憶の抑制が弱まり、あらゆる記憶が思い出されてしまう。 

➢ ここであらゆる記憶が思い出されてしまうのは、あらゆる記憶が現実化する

機会を狙って、常に、主体に現れようとしているから。走馬灯においては、

死を目前にした主体における人類の注意の弱体化がその機会となった。 

⚫ 主体は、人類の注意の機構に対して受動的である。そのおかげで、現在の行為に

役立つ記憶のみを利用することができて、安定した生を営むことができている。 

⚫ この人類の注意ないし生への注意は、記憶を生成・創造する働きはしておらず、

記憶の現実化を抑制するものに過ぎない。ベルクソンにとっての想起とは保存さ

れた記憶を受容することであり、新しい内容を生成するのとは別の働きとして位

置づけられる。 
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III. 想起における能動性――記憶の現実化を抑制する身体運動 

⚫ 問い：記憶の現実化の傾向と人類の注意によるその抑制という面から見た時に、

主体は想起においてひたすら受け身である。しかし、想起においては、主体は自

分の目当ての記憶を積極的に選択しているようにも思われる。 

 

⚫ ベルクソンによれば、脳は記憶の現実化を抑制する器官であり、エピソード想起

における「身体の役割は、記憶を蓄えることではない」（MM199／259）。 

➢ 「〔…〕身体は、過去がそこにはまり込めるような態度を再びとることができ

る。あるいはさらに過去の知覚をかつて引き延ばした一定の脳内現象を今ま

た反復することで、身体は現実的なものへの係留点を記憶に用意し、失われ

た影響力を目下の現実に対して取り戻す手段を与えるだろう。〔…〕脳は記憶

やイメージを蓄えてはいないのである。」（MM253／325-6） 

⚫ ベルクソンによれば、脳は、記憶がはまり込む枠組みを提供しているに過ぎない。

私たちは身体を動かすことによって特定の脳状態をつくりだし、記憶は自身のも

つ現実化の傾向性に従ってその枠組みにはまり込み、主体に受容される。 

⚫ この時、あらゆる記憶が現実化してしまわないように身体や脳が機能している。

この点についても「〈生きている人のまぼろし〉と〈心霊研究〉」の次の引用部が

説明している。 

➢ 「〔…〕精神が記憶を必要とするとき、脳の役割はその記憶に対して適切な枠

となる姿勢あるいは発生状態の運動を身体から引き出すことなのです。そう

した枠があれば記憶はひとりでに
．．．．．

（de lui-même）やってきて、そこに嵌まり

込みます。脳はそうした枠を準備するのであって、記憶を供給するのではあ

りません。」（ES74、強調は引用者による） 

 

⚫ 想起の主体はあらゆる記憶が思い出されてしまわないように記憶の現実化の傾向

を抑制して、目当ての記憶のみが現実化されるようにしている。それは、身体運

動を展開することによって特定の脳状態を生じさせることで可能になる。 

➢ やはりここでも、脳は記憶を生み出しているのではないというベルクソンの

考えが表明されている。 

➢ 身体や脳の役割とは、記憶を生成することではなく、記憶の現実化を抑制す

ることに過ぎない。想起の能動的過程はここにのみ見いだされる。 
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5. 結論 

 

⚫ ベルクソンにとっての想起には三種類の過程がある。 

I. 記憶それ自体の現実化の傾向性：記憶それ自体が現実化しようする傾向性をもち、

その記憶を主体が「受けとめる」。 

II. 人類の注意による記憶の現実化の抑制：記憶の現実化の抑制は、人類の注意とい

う無意識的な機構によって営まれている。こちらの機構も主体にとっては統御不

可能なものであり、主体は受動的であると言える。 

III. 身体運動とそれによる脳状態の変化：想起の主体は、身体運動によって特定の脳

状態を引き起こし、現実化しようとする記憶の傾向性を抑え込んで、すべての記

憶のうちから現実化されるべきものだけが現実化されるようにしている。 

➢ このように、記憶を生成（生産・創造）するのではなく、記憶の現実化を抑

え込むという能動性が想起には認められるとベルクソンは考えた。 

⚫ 確かに想起には能動的な面がある。ただし、その能動性が認められるのは、記憶

の現実化を抑制する身体的姿勢を採用するという点においてのみであり、シンク

レアの述べるような記憶の内容の生成という点においてではない。 

➢ 現実的生成説というシンクレアの解釈とは異なり、ベルクソンの考えは潜在

的保存説ではあるものの、現実的生成説ではない。 

 

⚫ 4E：Extended、Embodied、Enactive、Embedded.  

➢ “Though  research on so-called 4E cognition has become firmly established in the 

cognitive sciences, relatively little attention has been paid to the domain of memory. 

This is surprising, given that memory is typically considered one of the key domains of 

cognitive science. This workshop brings together researchers working on embodied, 

embedded, extended and enactive approaches to cognition to elucidate the phenomenon 

of memory and investigate how 4E research on memory can move forward.” 

(https://philevents.org/event/show/96694) 

➢ ベルクソンの記憶論は「4E research on memory」の方向性を示す一例になる？ 

  

https://philevents.org/event/show/96694
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