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凡例 

 

ベルクソンの著書からの引用は、書名の略号にベルクソン生誕百周年記念全集版のペー

ジ数および単行本版のページ数、あるいはそのいずれかを付すのが通例であるが、口頭発表

であるという点、また聴衆の多様な知的背景ならびに検証可能性の簡易さという点に鑑み、

書名の略号および入手しやすい（と思われる）邦訳のページ数を付すことにした。本稿にお

ける訳文は基本的にそれらの邦訳書を踏襲したものだが、筆者が必要に応じて訳した場合

もあり、その旨は記してある。 

ベルクソンの著書名の略号およびその参照した邦訳書の訳者は以下である。書誌情報は

末尾の参考文献表に譲る。 

 

 ・『意識に直接与えられたものについての試論（時間と自由）』（DI、中村文郎） 

 ・『アリストテレスの場所論』（ALS、村治能就・広川洋一） 

 ・『物質と記憶』（MM、熊野純彦） 

 ・『思想と動くもの』（PM、河野与一） 

  

 また、ベルクソン自身により正当な著書とは認められていないものの、ベルクソン哲学の

背景を推し量るためのテクストとして本稿では『講義録』（第 2 巻＝合田正人・谷口博史訳、

第 4 巻＝合田正人・高橋聡一郎訳）も参照しているが、こちらも巻数をローマ数字で示し、

邦訳のページ数を付している。 
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はじめに――問題の所在 

 本稿は、アンリ・ベルクソンの哲学における「空間化 espacement」概念の諸相を明らか

にし、従来のベルクソン研究によって描き出されてきたベルクソン像の総合、あるいは縫合

を図るための予備的考察である。 

 ベルクソンは一貫して空間化という問題に立ち向かってきた。それは、空間化批判という

かたちでは、第一の主著『意識に直接与えられたものについての試論』（以下『試論』）にお

ける「時間の空間化」批判をはじめとして、容易に看取されるものであろう。しかし「立ち

向かってきた」ということにはもう一つの含意がある。それは、ベルクソンが自らの哲学的

方法として、むしろ積極的に空間化概念を鍛えてきたということである。『試論』は、以下

のように書き始められている。 

 

   私たちは自分たちのことを表現するのに必然的に言葉をもってし、しばしば空間に

おいて思考する［DI, 9, 拙訳］ 

 

ベルクソン哲学の、いわばこの記念すべき巻頭言において、すでにして言葉と空間が類比

的なものとして考えられていることに注意を払っておきたい。従来この一節は、ベルクソン

が言語に対して抱いていたある種の諦観を示す、といったような解釈を受けることが多か

ったかもしれない。とすれば、ベルクソンは学者としてのキャリアを開始した当初から、厳

密には信用できない（自然）言語を一貫して使い、おまけにノーベル文学賞まで受賞すると

いうことになるわけであるから、やや愉快ですらある。こうした解釈を下す態度から導き出

されるベルクソン像は、多かれ少なかれ曖昧なものにとどまらざるをえず、持続、直観、運

動、イマージュといったベルクソンに固有の術語群もまた、濫造された怪しげで曖昧な概念

だと理解されることになりかねない。そのためか、イマージュの概念や直観の概念を「解明

すること」がベルクソン研究の論題としていまだに幅を利かせているように思う。中には、

ベルクソンをいまやバズワードの観すらある「生の哲学」といった語で説明することで満足

し、ひいては反知性主義者などと呼んでみたり、宗教に回帰したなどと簡単に言ってみたり

する向きもあるようだ。 

 一方で、上述のような態度を戒め、ベルクソン哲学を厳密な知、精緻な論理構造を具えた

ものとして説明しようとする人々もいる。筆者は、どちからというとこちらの側に与するも

のであるが、ただ、その厳密さを証し立てるために担ぎ出されてきたのは、当時の実証科学

をベルクソンが批判的に摂取したことを伝える消息であったり、それが現代的にもいまだ

有用であることを現代科学の視点から擁護するものであったりした。いわば、ベルクソンの

テクストに基づかない、外在的な視点からばかりベルクソンの厳密さは擁護されてきたよ

うに見えるのだ。 

 以上のように大きく二つに分かれるベルクソン研究の在り方を前提として、おおまかに
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前者の研究により描出されるベルクソン像を「やわらかいベルクソン」、後者のそれを「か

たいベルクソン」と称するとしよう。とすれば、本稿は「もっとかたいベルクソン」を描く

ための準備だと位置づけることができるだろう。しかし「やわらかいベルクソン」が哲学（研

究）史上に顔をのぞかせるのは、故なきことではないし、すでに述べたところの「かたいベ

ルクソン」が一面的であることも否みがたい。むしろ、ベルクソン研究史の新たな一コマを

描くためには、両者がいかなる関係にあるか考えなければならない。改めて言えば、本稿は

その関係を結び付ける方法を見通すための考察である。以下、本稿を大きく離れることのな

い範囲で、問題の所在を再び、こんどは具体的に見ていこう。 

 

ベルクソンは「反知性主義者」か？ 

ベルクソンを単にカントの批判者と考えたりする人々や、自然科学的な操作に馴染んだ

人々の中には、ベルクソンを逐語的な意味で「反知性（悟性）主義者」とみなす人がいるよ

うだ。 

ベルクソンは「形而上学入門」（1903）の中で哲学の方法を直観とし、ベルクソン自身が

そうみなすところの実証科学の方法である分析と対置させている。直観は、あらゆる表象作

用を排した上でなされる事象の中での絶対的な把捉であり、既知かつ共通の要素に分解す

ることで対象を捉えようとすることが分析である［PM, 249-254］。ベルクソンいわく「わ

れわれが誰でも内から、単なる分析によらずに直観によって把握する事象が少なくとも一

つある」が「それは時間を通じて流れていくわれわれの人格」であり「持続するわれわれの

自我」とも言い換えられている［同, 254］。ここで直観とは、私たちのそれぞれが、持続す

る私たち自身を把握する仕方であるとさしあたり言えるだろう。ただ、ぜひとも留意してお

かなければならないことがある。それは、人格それ自体は分析の対象ともなりうるというこ

とだ。 

 

  私がかりにはたらかないと想定した私の人格を私の意識の内的な眼で見まわすと、

まず液体の表面に固まった皮1のように、物質的世界からやってくるすべての知覚を認

める［同前］。 

 

 以上のごとき人格の認識の仕方は分析であり「物質的世界からやってくるすべての知覚」

は互いに区別され併置される、あるいは併置されうることから、集まって対象を構成すると

ベルクソンは続けて言う。この「対象」という語には、原文において強調符が付されている

が、ベルクソンは直観によって把握される事象を「対象 objet」と呼ぶことを注意深く避け

ており、その事実を強調していると考えることができよう。さしあたりここでは、結論の重

要な部分を先に述べておくと、空間化の有する作用の一つとして、対象を構成する作用があ

                                                   
1 この表現あるいはイメージは、本稿の議論において極めて重要だと思われるので、注意

しておきたい。 
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る2。 

 しかし、とすれば、いわば対象なき把握である直観は、いよいよ批判者からの誹りを免れ

ないのではないかと思われる。後続の部分でもこの直観、そして直観により把握されるべき

持続は様々に説明されはするが、どんな概念もイメージもこのことを表現できない、とベル

クソン自身が結論する［同, 258］。彼の哲学を方法論的に特徴付ける、というお題目があっ

て直観にばかり注目が集まるのはやむなきことではあろうが、肝心の本人は直観および持

続について説明を放棄しているようにも見える。 

 

本稿の構成 

以上のような行き止まりをいかに迂回し、持続や直観がベルクソン哲学という地図の上

でいかに位置付けることができるかということを、次章以降で考察したい。 

まず、第 1 章では本稿の本丸であるところの『試論』における「時間の空間化」批判の理

路を概観する。その中で、やはり謎として残るのが持続の具体相である。そこで第 2 章で

は、単に持続が空間化されてしまう、と言って済ますことのできないダイナミズム、いわば

空間化の瞬間にひろがる景色に焦点を合わせるため、『試論』の副論文として執筆された『ア

リストテレスの場所論』において、ベルクソンがアリストテレス的な場所の概念をどのよう

に復権させたか、そしてそれが空間とどのように関わりうるのか見てみよう。そして最後に、

アリストテレス存在論の根幹にある質料形相主義の観点から、空間を眺めてみることで「か

たいベルクソン」像を積極化する道筋をつけ、本研究の今後の展開を簡単に見通したい。 

 

第 1 章 枯死した時間――『試論』における空間化批判 

 本章では、『試論』に即してベルクソンが行った批判、すなわち「時間の空間化」批判の

理路を簡単に確認し、そこから空間化のある相を見定めておくとともに講義録を参考とし

ながら、時間と空間の関係をいかに考えるべきか、補助線を引いておこう。 

 時間およびそれと対比される空間が人間の認識能力を根本的に規定するものであること

は、カントによって定式化され長らく認識論の枠組みを決定してきた。ベルクソンは、カン

トによって純粋直観であるとされたところの空間概念に対し概して肯定的であるが、時間

と空間が互いに並立する概念としてあることに批判の矛先を向ける。 

 

併置する作用としての空間化 

 ベルクソンは、空間化という概念に（というよりもむしろ空間という概念に、というべき

かもしれないが）彼独自の含意を持たせていると思われるが、空間化によって本性を損なっ

て認識されてしまうものがあるという立場ゆえに、空間化は批判の対象となる。ベルクソン

は先ほど掲げた巻頭言に続けて言う。 

                                                   
2 1903 年以前、1893 年の講義でベルクソンは「対象とは空間のなかでわれわれによって

行使された総合」（Ⅱ, 422）と語っている。 



6 
 

 

  ある哲学的問題が引き起こす乗り越えがたい困難の原因は、もともとは空間のうちに

その座を占めない現象を空間のうちにしつこく併置しようとする点にあるのではないだ

ろうか［DI, 9, 拙訳］。 

 

 この「併置 juxtaposer」こそ、ベルクソンにおいて空間のうちでのみ可能な操作だとさ

れている作用である。併置することで何が可能になるか。それは、大小関係・包含関係を計

算することである。よく知られているように、『試論』が批判の俎上に乗せたのは、連合心

理学であり、換言すれば精神現象を物理学的に取り扱う心理学であった。連合心理学は、人

間の精神現象をそれ以上は分割不能な原子的な感覚の合成として説明しようとする心理学

であり、意識に与えられるものが本来単純な質的多様であるとするベルクソンの批判の的

となった。 

 ベルクソン自身は空間を「多くの同一的にして同時的な感覚を相互に区別することを可

能にするもの」と簡単に定義するほかないとし、「質を持たない実在」とそのある種の実在

的性格を認めているが、この性格がカントにおける超越論的なものと似ていると認める［同, 

115-116］。しかしすでに述べた通りベルクソンは「人々は一致して、時間を、空間とは異な

るが、空間と同じく等質的な無規定の環境とみなしている」ことに対し、それが「時間から

持続を抜き取ることになる。単にそう反省するだけで、私たちがそのとき知らぬ間に空間に

逆戻りしていることが分かるはずだ」と両者の並び立つ位相を問題にしている［同, 119-

120］。 

 いずれにせよ、ベルクソンは、共存と継起という、まったく異なる原理を空間と時間に配

分しており、後者を前者として、つまり時間を、その諸部分が（部分すら本来認められない

ものであるが）互いに併置されているものとして、もっといえば神がその視点から過去から

未来までをその部分として一挙に把握するようなものと捉えることを「時間の空間化」とし

て批判するのである。 

 

物自体としての時間？ 

 『試論』以降のベルクソンは、認識が成立する地平である空間が、カントによって人間に

とり認識不能とされた物自体といかように関わるかを、鋭く問題化している。この問題化の

機制は、1896 年に出版される『物質と記憶』におけるイマージュと記憶という二大概念に

連なるものであるが、1893 年のアンリ 4 世校での形而上学講義に、その発想の原型をすで

に見ることができる。その中で「空間」を扱った講義があるので一瞥をくれておこう。 

 ベルクソンは、先の時間に関するカント的定式化をまずは受け入れているが、その際、カ

ント的な立場と並び立つ他の主張として経験論者の主張を検討している［Ⅱ, 416］。ベルク

ソンは主張の要諦を、空間の概念が他のものに還元可能だとしている点に見いだした上で、

記憶という精神の働きにより継起という仮象をまとったその実併置が可能になるとしてい
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る［同, 417］。これは『物資と記憶』という書物が要請されなくてはならかった消息を伝え

ていると言っても故なきことではなかろう。 

 さて、そこにおいて併置が可能であるということは、そのまま空間が分割可能、しかも無

限に分割可能であることを帰結させるが、空間において捉えられる実在はそうではない。ベ

ルクソンは前述の通り、流れる自我の意識こそが直観されるのだと述べていたが「われわれ

はそれとの類比によってしか他の実在を表象することができない」とも講義では伝えてい

る［同, 424］。ここで議論を前進させるための興味深い論点が二つ提出されている。一つは、

自我と類比的に自我以外の実在を表象しうるために「質料の究極要素は意識と類似してい

なくもないと想定することができる」［同前］ということであり、もう一つは、物自体が空

間上で捉えられるのは、物自体がすでにして持っている内部的関係が、空間を支配する法則

である物理学的法則に翻訳されるための関係を必要十分に備えているからだ［同, 425］、と

いう点である。 

 質料の究極要素が、ここで何を指しているのかは判然としないが、講義録にしたがえばそ

れは「延長ならざる力動的要素へと解消されなければならない」とされ、これをライプニッ

ツのモナドと類比的なものとして語る［同, 425］。自我以外の何ものかを実在として表象す

るための範型が自我の直観に求められるとすれば、その表象されるべきものの質料自体に

何か内在的な動力がなければならなくなる。両者のアナロジーにおいて、機能論的に等価な

カウンターパートがなければならないという論法だ。 

 第二の点は、そのまま『物質と記憶』におけるイマージュの発想に結び付く。人間が認識

しうるレベルまで対象が縮減された結果物であるというのが、物自体との関係が曖昧な表

象でもなく、普遍的かつ真に存在すると論理的に想定されるところの事物それ自体でもな

い、イマージュの正体であった。 

 どちらの論点も「かたいベルクソン」と「やわらかいベルクソン」を縫合するに際し重要

な論点であるが、さしあたり結論に譲る。 

 

第 2 章 空間化の手前で――『アリストテレスの場所論』でベルクソンは何を

したか 

 本章では、以上で見たような空間化のいくつかの効果をさらに詳細に検討するために、ベ

ルクソンがいかに空間概念を鍛え上げていったのか見ていく。 

 

運動を可能にする場 

 ベルクソンの博士副論文である『アリストテレスの場所論』（以下『場所論』）は、なぜア

リストテレスは空間（空虚）ではなく場所を真にあるものとして認めたのか、という問いに

貫かれている。ここでは簡単にアリストテレスの場所の概念を、次節に接続しうる範囲で確

認しておく。 

 まず、アリストテレスによって場所は「包むものの内側の境界であり面である」と定義さ
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れていることをベルクソンは確認する［ALS, 260］。これだけであれば何の変哲もない話な

のだが、アリストテレスはここで場所の占め方に様相概念を援用し、可能的に場所を占める

ことと現実的に場所を占めることとを区別する。注意しておきたいのは、可能的に占めると

は時間性を前提とした事態ではないということである。可能的に場所を占めるとは、全体と

切り離せない（＝連続している）部分の場所の占め方のことであり、現実的に場所を占める

とは、物体そのものの全体が場所を占めることを言い、その物体自体が周囲と溶融していな

い、すなわち連続しておらず、個体性が確保しうるほどに分離されているときの場所の占め

方をいう。例えば、リンゴの芯は、リンゴが紅い果実のままであるときはリンゴの部分を成

すため、場所を可能的に占めると言われるが、もしリンゴが食べられるなりなんなりされた

結果として芯のみになったとき、芯は現実的に場所を占めるとされる。 

 アリストテレスが場所の占め方に様相論的区別を持ち込んだのは、運動の存在を肯定す

るためであった。ベルクソンは、アリストテレスが（空間ではなく）場所の存在証明におい

て、包むものに対して包まれるものが運動するものだと言っていることを引き、先の場所の

定義の修正を呼びかける。いわく「他のものの運動をその内に含んでいるが、自身は動かさ

れないそのものをわれわれは場所と呼ぼう」［同, 264］。場所もまた、「不動の動者」のよう

なものだとベルクソンは言おうとしているように見える。アリストテレスは、これにより空

間（空虚）の中では実現しえないと論証した運動が、実際には起こりえること、現に起きて

いることの説明に、場所の存在証明をはさむことによってさしあたり成功したのであった

が、ベルクソンはこの場所概念の論証に肯定的である一方、運動が数学的に説明されうるこ

とを擁護するために、空間の存在を主張することになる。この主張は、やや逆説的だが『試

論』における「時間の空間化」批判を可能にするために重要であり、必要でもある［三宅, 

pp. 36-37］。厳密な空間概念なくして、何かが空間という仮象を見せていることを糾弾する

ことはできないからである。 

 

空間を擁護し、かつ運動を肯定する 

 アリストテレスの場所の概念では、運動を数学的に説明することができない。それは、場

所が動くものを含みつつも、それ自体は不動であるということに起因する。いわば物活論的

な、と形容しうる場所に対し、ベルクソンは空間を『場所論』の最終章で取り上げる。ベル

クソンは場所自体に運動性を与えてしまったアリストテレスを「どのような働きもしない

ものは決して存在しないと考え」「現実的な働きまたは可能的な働きに含まれるもの以外に

はどのような種類も考えてはいず、空虚な空間はこの両方を欠いているから、空虚な空間は

決して存在しえないと信じている」との診断を下す［同, 289-290］。 

 さて、アリストテレスが活動的な場所を、全宇宙、それも動物の似像とも捉えていること

にベルクソンは着目し、ライプニッツの多元論を呼びよせる［同, 291-292］。ライプニッツ

が空間を無限に分割可能とした結果として、それ自体が力動的であるようなモナドを要請

せざるをえなかったことは、前述の質料の究極要素が力動的なものであらねばならないと
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いうことと同一の結論であり、ベルクソンは明らかにアリストテレスの場所概念が孕む動

性自体には、賛意を表しているように思われる。しかし、ライプニッツ的な結論は、アリス

トテレスが物体の部分が可能的に場所を占めるとの考えからは帰結しえなかったことだと

ベルクソンは喝破し「場所に関するかぎり、アリストテレスの現実態と可能態の区別を放棄

しよう」と提案する［同, 293］。こうして、拡がりと場所とを分離する思考から、そのうち

で拡がりが生じるところの空間概念が取り戻されるに至るのだ。 

 

要約と展望――形而上学、未完のプロジェクト 

 本稿ではまず、従来のベルクソン研究において提出されてきた二つのベルクソン像をそ

れぞれやや雑駁に「やわらかいベルクソン」「かたいベルクソン」とし、後者のベルクソン

像をテクストに内在的な仕方で精緻化しようという方針を確認した。そのベルクソン像の

キーワードとなる「空間化」概念について、対象を構成する作用であること、それ以前に併

置を可能にするという根本的な作用であることを「形而上学入門」ならびに『試論』におい

て見た。そして、直観により把捉されるべき事象へと、空間化という方法的立場から至るた

めのポイントをモナド論とイマージュの概念に見いだした。この洞察を先に得た上で、講義

録と『場所論』を参照することで、運動を可能とするアリストテレスの場所という概念が、

空間概念として再びベルクソンによって選び取られる消息を確認した。ここから、いかなる

展望が開けてくるだろうか。さらなる研究を要するいわば仮説として、いくつかの論題を示

して本稿を終えようと思う。 

 

仮説：時間の空間化は質料形相論とのアナロジーで捉えられる？ 

 ベルクソンがアリストテレスと格闘したことを念頭に置けば、彼がアリストテレスの存

在論の骨子である質料形相論、なかんずくその前提となる可能態と現実態という様相概念

を自らの哲学的方法のうちに組み入れたことは想像にかたくないし、現に可能態は潜在性

概念としてベルクソン哲学の中で生まれ直しているのは事実である。1894 年から翌年にか

けてのアンリ 4 世校におけるギリシャ哲学講義において、ベルクソンはアリストテレスが

いかにプラトンのイデア論を克服しようとしたかを「叡知的なものを感覚的なもののなか

に再び位置づけるための絶えざる努力」［Ⅳ, 115‐116］と記述する。つまり、イデアと感

覚的なものとの連関をいかに確保するかがアリストテレスにとっての（そして後期プラト

ンにおいてすでに）課題であったが、その解決のためのメルクマールが質料形相論であり

「質料と形相、可能態と現実態の理論はアリストテレスの哲学の最も重要な点である」［同, 

116］とベルクソンにいわしめる。そして、四原因説の解説において「形相とはまさにかか

る質料を決定し、それにつけ加わる何ものか」［同, 117］だとし、形相が現実化の働きを持

つものだということをうかがわせる。 

 

   事物は内的努力によって、ある種の形相を取り、ある種の型式を実現することを目指
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すと考えることがえきる。つまり、この形相の誘引力（中略）こそが変化を生み出すの

であり、だから、まさにこの（引用者注：現実化しようとする形相の）欲求が動力原理

である［同,118］。 

 

 ここで、あくまで大雑把な仮説としてこういうことがいえるのではないか。つまり、時間

と空間はそれぞれ質料と形相にあたり、空間化によって時間は実体として認識されると。も

ちろん、ここにおける「認識」は、直観ではないことを強調しておこう。それだけではない。

直観と分析、哲学と科学、記憶と物質云々というベルクソン哲学における二項対立の根本構

造は、質料形相論的に結合しえるのでないか。動的なものをスタティックなものでパッケー

ジングすること。とりわけ、哲学と科学の関係については、もっと注視すべきではないだろ

うか。というのも、ベルクソンは「形而上学」という語に、何か独特の含意を持たせている

ように思われるからだ。常識的には、形而上学は哲学の一部門であると思われるが、ベルク

ソンにとっての形而上学は、哲学と科学により構成される上位の部門なのではないか。ベル

クソンの哲学的著作が概ね実証科学の研究にも基づいていたことを鑑みれば、故なきこと

ではなかろう3。そして、いわばメタ自然学としてのベルクソン形而上学が新たな転回を迎

える画期となったのが、他でもない『物質と記憶』だったのではないか。 

 

場所概念の復活と形而上学――『物質と記憶』へ 

 『物質と記憶』には、光学的な、あるいは電磁気学的な術語が散りばめられている。心身

関係を論じるために、例えばマクスウェルを登場させることにどれだけの意味があるのか。

これは、注目してよい点であろう。改めて『場所論』を見てみると、場所もまた、前述の形

而上学プロジェクトを完成させるための質料形相論的読解を受け入れうる。やや長いが引

用する。 

 

   場所が形相と質料にきわめて類似しているために、多くの人が、場所とは包まれた物

体に固有なあるもの、質料あるいは形相であると考えている。なぜなら場所は形相のよ

うに物体の外周に沿って輪郭を描くからである。場所は質料となお一層近い関係にあ

る。なぜなら場所は、質料のように種々な変化のいわば公共の舞台であって、その舞台

で白色は黒色のあとに、軟らかさは硬さのあとに登場するのである［ALS, 237］。 

 

 場所を考えるにあたって、ベルクソンがいわゆる場の理論を後に参照するようになった

消息を『物質と記憶』は伝えている。そのように考えることができるだろう。心身関係論の

困難を緩和するために、場所の概念が変奏されて再びベルクソン形而上学に位置付け直さ

れる道筋を探ることが、今後の課題となるであろう。それはもちろん、当時の電磁気学の水

                                                   
3 この点において、河野与一が≪Introduction à la métaphysique≫を「哲学入門」と訳し

たことの事件性は高い。 
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準を科学史に依拠しながら探るとともに、それに対するベルクソンの理解を踏まえること

が重要だろう。なお、最近になってアリストテレスの場所概念の再検討がアリストテレス研

究者の中で行われている4ことは、本研究の層を厚くするためにも有益だと思われる。 

 さて、ベルクソンが心身関係論の困難解消のために場所（あるいはもはや場）の概念に再

び息を吹き込んだことは、更なる検討の余地があるとして、それがやはりベルクソンの形而

上学プロジェクトと切り離せない関係にあることを示して筆を置きたい。ベルクソンは、電

磁気学における諸概念が図式化のためには有効であることを認めた上で「けれども哲学は、

なぜこれらの記号がほかの記号よりも便利であり、より先にすすむことを可能とするのか

を問わなければならない」［MM, 396］と意気込み、以下の一節へと進む。 

 

   そういった（引用者注：電磁気学を構成するような）記号には、私たちがさいしょに

運動をめぐって与えておいた、純粋に心理学的な分析とふたたびむすびあう傾向があ

る［同, 397］。 

 

今後研究されるべきは、この「むすびあう傾向」の動態をベルクソン形而上学プロジェク

トに即して明らかにすることである。それは、従来のように、単にベルクソンの科学との接

触を記述したものでなく、いわば概念のレベルでのベルクソン哲学と科学との闘争関係を

明らかにすることとなるだろう。 

  

                                                   
4 例えば［松浦, 2018］などがある。 
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