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脳が心を生み出すとはどのようなことか 

        

 

                            冲 永 宜 司 

 

はじめに 

 脳が心を生み出すという常識は、20 世紀以降支配的である。しかし、この生みだすと

は一体どういうことか、きちんと理解されているのだろうか。17 世紀のデカルトは、精

神と物質の存在論的な二元論をとなえたが、そこで精神は物質とは区別される一方で、身

体の運動に関わる精神の働きに脳が関与していることは、認められていた。また解剖学的

な脳の構造はこの時期にはすでに知られていた。こういった機能的な意味では、デカルト

でも心は脳に宿ると言えるかもしれない。ただし、純粋な精神と身体との関係を説明する

ために、松果腺が引き合いに出されたのは、純粋な精神が脳とは別の存在として考えられ

ていたことを示している。そして、この純粋な精神とは何か、それは身体といかにして関

わるのか、という問題が有名な心身問題として後世まで受け継がれたのであった。 

 他方、時代は下って、21 世紀の脳科学では、脳が心を生み出すことを大前提としてい

る。ここに、脳と区別された純粋な精神はない。この「生み出す」というのは、物質とし

ての脳が心を因果的に産出する1、という意味になる。自然科学の前提としての物理主義

的世界では、物質以外のものが存在してはならないからである。しかし、脳が心を産出す

るとはどういうことなのか。物理的基本単位としての原子や、基本的な物理的状態として

の電荷などが、感覚や感情を生み出すとはいかにして可能なのか。これらが正面から解明

された上で、現代の物理主義が展開されているかというと、そうとはいえない。しかし物

理的なもの以外に心を仮定してしまうと、物質以外は存在しないという物理主義の大前提

が崩れてしまうことになる。そしてこうした物理主義からすれば、心も物質でなければな

らない。つまり脳科学も、その最も基本的な前提の部分で、問題は未解決であることにな

る。 

 したがって私たちは、デカルト的な純粋精神と、物質化された心という、二つの不可解

なものの間にいるのである。現在の脳科学は、デカルトのような純粋精神の存在を考えて

いないが、それは純粋精神の非存在を実証したからではない。むしろ、精神の存在問題は

解決されないまま、心の物質的、客観的側面のみに観察対象が絞られたという方が正しい。

こうして心の質的、主観的側面は、物理主義的な前提に従って、存在しないか、もしくは

せいぜい、物質の随伴現象としてしか見なされないことになった。つまり質的、主観的特

性は、物理主義的理念によって、実証以前に存在者から外されたのである。しかしそれは

私たちの直接的な実感から乖離した見解でもある。したがってこの主観的側面は、物理主
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義的理念と、私たちの直接的実感との狭間で、非常に不安定な存在状態に置かれることに

なった。 

 そこで本論では、物理主義的理念によって心を存在から締め出すのではなく、あくまで

主観客観を含めた経験の全体を基礎にした上で、脳と心との存在論的な問題を考察した立

場を取り上げる。その上で、物質と精神という、私たちが持つ基本的な認識枠が持つ問題

点について考察する。 

 

第 1 節 Ｗ．ジェイムズによる脳の「伝達的機能」説 

 心が脳から生み出されるという、ほとんど疑問視されない私たちの常識が抱える問題に

ついて、これから W.ジェイムズとベルクソンを参考にしながら考えて行きたい。まず最

初に、ジェイムズが「人間の不滅性」という講演の中で取り上げた、脳の「伝達的機能」

という考え方を見たい。この機能が、一般に考えられている、脳が意識を生みだすという

「生産的機能」に対して、どのような理由で意識の説明にとって都合がよいかに着目する。 

 

１ 脳と意識に関するふたつの機能 

 ジェイムズが活躍した 19 世紀末から 20 世紀初頭では、脳の解剖学的な構造や機能はほ

ぼわかっていた。すでに 17 世紀のデカルトが、心を扱う上で脳の構造に触れており、そ

れから 3 世紀近く経過した時代において、脳の構造や機能がかなり知られるようになって

いたことは当然である。ジェイムズ自身も、その大著『心理学原理』の前半部で、脳の構造

と機能については詳しく触れている。この時代に、人々は精神が脳に基づいているという

根本前提を共有していたことが重要である。「われわれの内面生活は、脳回転のいわゆる

「灰白質」という、あの有名な物質の機能であることを、科学はまさしく、のがれる可能

性なく証明することを達成した」（ERMp.79 /『人間の不滅性』221頁）とジェイムズ自

身が語る。しかし「人間の不滅性」で問われるのは、「内面生活」が「物質の機能」であ

る、というこの「機能」とは一体何を意味するのか、それについて私たちは十分に議論を

尽くしてはいないのではないか、ということなのである。確かに私たちの内面が、脳の機

能に依存していることは証明された。しかし「機能上の依存という観念をもっと綿密に探

求し、たとえば機能上の依存にもどれほど多くの種類があるかを、自問する」（ERM 

p.82/224頁）ことが必要だというのである。逆に、科学が私たちの内面を脳の機能だとい

う場合、それは何を明らかにしているのだろうか。 

 

 「厳密な科学では、私たちは相伴 concomitance というあからさまな事実しか書き

とめることはできない。」「刺激流が後頭葉を通過するならば、意識はものを見る
、、

。前

頭下部を通過するならば意識は自らにむかって物事を語る
、、

。」（ERM p.88/230頁）。 
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 観察によって明らかになるのは、脳が意識を生みだしている様子ではない。観察される

のは物理的変化としての現象であり、意識現象はそこに見出されない。二種の現象は、認

識されるツールがまったく異なるためである。このふたつを同じ観察の俎上に載せること

はできない。したがって後頭葉と視覚、前頭下部と自己意識とが相伴って生じていること

はわかるが、同列の観察は原理的に不可能である。 

 

 「だから出来事の様子について、生産とか伝導とかについての言及はすべて、純粋

な追加的な仮説であり、またそのかぎりにおいて形而上学的な仮説である。というの

も私たちは、その一方の選択肢について、他方の選択肢にくらべ、より多くの詳細な

概念を形づくることはできないからである。」（ERM p.88/230頁）。 

 

 観察、記述は物質と意識との相伴までしか言えない。しかし私たちの説明は、「追加的

な仮説」の側からなされてしまう。説明が世界の全体に及ぶほど、この傾向は顕著である。

むしろ、現象の記述のみで完結する科学上の言説はない2。すると、脳が意識を産出する

という科学的言説が「追加的な仮説」なら、脳は意識を違った形に作り変える、という伝

達的機能の言説が否定される理由もなくなる。この結果、「その考えが、私たちの現在普

及している意識の脳機能説と、あい容れぬものではない
、、、、、、、、、、、

という点を示すこと」（ERM 

p.76/ 213 頁）が私たちの課題として呈示される。 

 では伝達的機能とは何か。これは生産的機能ではないという仕方で特徴づけることがで

きる。生産的機能とは、「脳がコレステリンやクレアチンや炭酸を生みだすのと同様に、

脳の内部に意識を生みだす」（ERM p.84/ 225 頁）という機能であり、「いろいろな物質的

なものが、それぞれの内部に、結果を作りだしたり生みだしたりする機能を持つ」（同

所）ことだとされる。生産的機能の例としてはほかに、「蒸気は湯わかしの一機能である」、

「光は電回路の一機能である」、「動力は流れおちる滝水の一機能である」、「いし弓の引き

金」、「爆発化合物に金づちがうちおとされる場合」（ERM p.84-85/ 224-225 頁）などと

いったものが取り上げられている。これらの場合、それぞれの前者は、それぞれの後者と

は異なったものとして産出されているという。そしてこの機能が、生理学者が「思考は脳

の一機能である」という成句を公言するときに念頭に置いている機能だとされる。ではこ

れらに対して「伝達的な機能」とは何か。この例には、光に対する「色ガラスやプリズム

や屈折レンズ」の役割、「空気箱の中の風」に対する「オルガンの健」が例示されている。

光はガラスを通すとその色が変えられたり制限され、一定の色あいや光線の形に限定され

る。しかし、プリズムが光を生みだすことはない。同様に、オルガン内のいろいろな空気

の振動数はさまざまな健を通じて音を構成するが、オルガンは空気自体を生みださない

（ERM p.86/ 225-226頁）3。 

 しかし、仮に精神が脳とは別に存在するとして、それはどのような仕方で存在するのか。
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たとえば、物質世界の中で、何か物質ではないものとして、空間内の特定位置に存在する

のか。 

 

 「たとえば、物的事物からなる全宇宙―地上の調度品も天体の一群も―真実在の世

界を隠し背後にとどめる、単なるうわべのヴェールにすぎぬ現象であることが判明し

たと考えてみよ。」「また観念論哲学は、私たちが手に入れる自然的経験の世界全体は、

一つの無限な思考を砕くか屈折させる時間の仮面にすぎず、この無限な思考は私たち

に個人我として知られる無数の有限な意識の流れにつながる唯一の実在であると宣言

する。」（ERM p.86/ 226頁）。 

 

 これらの記述を見ると、まず物的世界があって、それの付随した領域、もしくは同等の

領域として、思考の世界があるのではない。これだと、物質に完全に随伴した存在でしか

ない意識とか、もしくは二元論が帰結するにすぎない。まったく反対に、無限な思考の世

界こそが唯一の実在世界なのであり、私たちの認識や思考は、この世界を映すどころか縮

限して表す限定的な働きを持つにすぎないという。こういうと、物質と精神の位置が現代

の私たちとは逆転した、突拍子もない観念論的な思考への逆戻りと映るかもしれない。し

かし、物質を実在として、そこに精神的な存在を加えるとなると、この精神とは物質以外

の何からできているのかという問題が生じる。さらにこの精神は空間のどこに位置するの

かと問われれば、答えられない。したがって見方をガラリと変え、無限の精神が実在であ

り、私たちの個別の精神、そして物質とは、そこから縮限もしくは抽象されたものだと見

なす方が、不都合が少ないという考えが、この背後にはある。この考えだと、器官として

の目は、実在を見るためのものではなく、反対に実在を遮る働きをする。物質の世界から

精神の世界へは、ひとつの世界から別の世界への行程ではなく、ヴェールで覆われた世界

の覆いがはぎ取られることである。このヴィジョンが、ジェイムズの中にあり、それはベ

ルクソンにも通じるところがある。 

 では、もし普遍的な精神が実在だとして、私たちの個別の思考はどうしてそこから生じ

るのか。普遍的な精神であれば思考は統一的で完全なはずだが、なぜそこから個別的で不

完全な思考が生じるのか。 

 

 「太陽の満天の超絶した閃光をあらゆるばあいにさえぎるのに十分であった円屋根

が、ある時ある箇処ではその力を弱め、若干の光線をこの地上世界にさしこませるこ

ともありえたと考えてみよ。これらの閃光は、いわば意識の非常に数多くの有限な光

であり、またそれらは、量と質において、円屋根の不透明さの程度が変わるに応じて、

さまざまに変化する。」（ERM p.86/ 227 頁）。 
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 ここで太陽の閃光は普遍的な精神の比喩、様々な仕方で光を通す円屋根が私たちの脳や

身体の比喩になっている。この円屋根を通じた閃光が私たちの思考であり、それは強かっ

たり弱かったり、様々な模様や色がついていることもある。それは閃光の縮限された量と

質である。「意識の不透明度」とは、太陽の閃光を様々な仕方で遮ることで、個別の閃光

の量と質とを変えるものである。この考えからすると、脳や身体は精神を生みだすのでは

なく、反対にそれを遮る消極的なものとなる。現に、脳は「柵」の機能として描かれる。

円屋根は「柵」の比喩でもある。 

 

 「脳のおかれている状態のいかんによって、その障害となる柵もまたあげられたり

おろされたりするものと推定されていいだろう。脳がフルに活動しているばあい、その

柵は非常に低くおろされるため、かなりの精神エネルギーがとうとうと溢れでる。別な

時刻においては深い眠りのために見すごされてしまうくらいの思考の波しか活動しな

いばあいもある。」（ERM p.87/ 228 頁）。 

 

 個人の意識は、全体の精神の遮り方の結果であって、全体の精神からの、個人の意識の

生み出され方ではない、という考えである。一見、突拍子もない印象がぬぐえないかもし

れない。しかし、生産的機能を突き詰めると、意識は「無から創造」されるしかない。また

反対に、全体の精神が与えられる場合でも、個人の精神がそこから新たに生まれるとなる

と、そこで新しくつけ加わるものはどこからくるのか、という問題も生じる。「この過程

のうちで意識は、無数の箇所で新たに
、、、

 de novo 生み出される必要はない。」（ERM p.89/ 

231頁）という記述は、伝達説の過程でも、意識に何かがまったく新しく作り出されるこ

とはできないという意味になる。生産説は印象として正しいが、論理として不都合がある。

そして皮肉にもその逆が伝達説なのである。 

 このように、個別な意識は新たに作られるのではなく、制限されることによって生じる

という考えは、意識の「閾」の概念に通じている。「閾」は先の「柵」に相当する。これ

はフェヒナーの「精神物理学」からヒントを得ている。 

 

 「意識が立ちあがり得る前には、その運動のなかで一定程度の活動が達成されてい

なければならない。この必要とされる程度が『閾』threshold とよばれる」「頭が非

常にさえた状態のばあいのように閾がさがれば、ほかの時では私たちに意識されな

かったに違いないことが意識されるようになるし、また疲れてもうろうとしている時

のように閾が上がれば、意識の量も低下する。」（ERM p.90/ 232 頁）。 

 

 閾とは運動の強さそのものではない。そうではなく、運動の強さのうち、意識化される

レベルの値が閾値にあたる。したがって、閾値は意識のさまざまな感度によって変化する。
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閾が下がると、小さな運動でも意識化される。反対に閾が上がると、運動が大きくても意

識されない。閾の上下によって、同じ強さの運動でも、意識化されたりされなかったりす

る。眠っている状態は閾が上がっているために、ほとんど何も意識化されないという。 

 この閾という考えにおいて特徴的なのが、外部からのひらめきの流入である。私たちの

自我が働いている間は、閾が上がっている状態なので、ひらめきについては気づかない。

反対に、それが流入し、意識がそれに気づくのは、閾が下がった状態なのである。そして

この流入には、理由がない、つまり意識の側から予測や計算ができない。これは、予測や

計算が一定の思考枠の尺度に則った出来事のみを予測できるのに対して、この流入は、つ

ねにそうした一定の思考枠に則らない仕方で生じるためである。私たちの思考は、いつも

ある一定の枠と尺度の内部で行うしかない。したがってその外部はつねに内部から考えら

れない形で必然的に存在している。したがって、枠内部からあらかじめ計算することがで

きない、流入の量と質とは、常に私たちの意外な経験の可能性として開かれている。これ

は、私たちの意志を超えた創造にもあてはまり、それは自己内部から推理したり計算した

りすることが不可能である。そのため天才の業と見なされる場合もある。 

 

 「回心の場合や、神意のみちびき、突然の精神の快癒などにおいては、その経験の

当事者たちにとっては、外部からの力が、通常の感覚の作用や感覚にみちびかれた心

の作用とはまるきり違った仕方で、当事者たちの生命に入ってくるかのようにおもわ

れる、それは普通の感覚作用が、自らの源であるより大きな生命へと突然に開かれる

かのようにおもわれるのである。」（ERM p.93/ 234頁）。 

 

 さて、このような流入の経験からすると、脳が意識を生み出すという考えは、この流入

の意外性が、脳について知られたことから予測不可能な生命の閃きである、という事実に

よって反駁される。またこの流入は外部からの、日常感覚とはまったく違った介入の感覚

をとることも、この反駁の理由になっている。「すべてこのような経験は、生産説ではき

わめて背理で意味がないのに、もうひとつの説には非常に自然にあてはまる」（ERM 

p.94/ 234 頁）というのである。確かに外部からの介入の感覚などだけでは、伝達説の正

しさを証明することにはならない。しかしこの介入が、脳内部からの予測を超えているこ

と、それは物理的な外部であるのみならず、思考の外部であること、そしてこの外部が存

在することが論理的必然であることは、伝達説の妥当性を増大させる。ここでジェイムズ

は、カントを引用する。 

 

 「したがって肉体は思考の原因ではなく、単に思考を抑制する制約であることにな

ろう。そして肉体は、私たちの感性的で動物的な意識にとって本質的であるにもかか

わらず、純粋な霊的生命の障害として見なされてかまわない。」（ERM p.94/ 235頁 



総合教育センター論集 

- 7 - 

K.d.r.V. B807）。 

 

 カントでは肉体は現象界にあり、物理法則に従い、決定論的に運動する。しかし、肉体

が「霊的生命の障害物」ということは、この決定論的世界が、実在世界の縮限にすぎず、

そして私たちはこの実在世界について知り得ないことを意味している。当然そこは、決定

論的な計算も及ばない。そこが、物自体と同じところに位置づけられているゆえである。

つまりこの「霊的生命」の世界は、個別の霊魂などの既成概念でとらえることさえできな

い。このカントの物自体すなわち霊的世界すなわち認識不可能な世界という構図は、伝達

的機能で私たちが考察した、普遍的な精神すなわち思考枠にとって必然的に伴う外部、と

いう構図にきわめて類似する。 

 

２ 生産的機能の根拠と知の本質構造 

 しかし生産的機能は今日では脳科学の大前提であり、それは物理的世界観の暗黙の前提

になっている。そこで、なぜ生産的機能の方が当然視されるかという観点から、伝達説の

可能性を考え直してみたい。 

 私たちが脳を観察して言い得ることは、脳の物理的状態と意識状態との対応関係である。

そして、この対応関係の説明が「役立つ」ことによって、この説明は正当化される。たと

えばシナプスの情報伝達がセロトニンと関係し、セロトニンの投与によってうつ病が治る

のであれば、その説明は正当化される。そして、それ以上のことは問われない。うつ病に

ついては、効果の出る化学物質が明らかになればよいのであり、意識が化学物質から作ら

れているか、それとも化学物質はすでにある意識状態を変化させるにすぎないのか、とい

う議論は、そこではどうでもよいからである。確かに論理的には、意識状態と化学物質と

の関係は、生産説でも伝達説でも説明できるのであり、どちらの説が正しいかは、知識の

「役立ち」からは「問題の範囲外」に置かれる。 

 このように、私たちが「問題にする限り」の現象に関して、同じように「役立つ」説明

が複数あれば、それらの説明は同等の価値がある。注意すべきなのは、私たちが「問題に

する」範囲は確かに狭い場合も広い場合もあるものの、その外は「問題の範囲外」という

構造を残していることである。「問題の範囲外」のない知識はない。知識はそれぞれの問

題の範囲内で役立てばよいからである。すると、問題の範囲が限られるという構造が残り

続ける限り、その範囲について同等に役立つ複数の理論が並立する、という構造も残り続

ける。しかし、生産説と伝達説との選択に関しては、問題の範囲内での事柄は、どちらか

一方の説だけを支持するものではない。すると、私たちに生産説をもっともらしくさせて

いるのは、「役立ち」の問題範囲の事柄ではなく、それ以外の付帯状況だということにな

る。この状況には、物質から意識がなぜ生じるか、という一般的な問いも挙げられよう。

さらに、世界は物質からできているか精神からできているか、という形而上学的な問いに
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おいて、私たちが前者に共感しているという理由も、選択される理論に影響を与える。し

かしこの問いは、実は現時点でのあらゆる個別の「役立ち」の問題範囲外にある。範囲外

だからこそ形而上学的なのである。この問いが決着済みであるという考えは、世界が物質

か精神かという問いが、「役立ち」とその問題範囲外という構造があるにもかかわらず、

本質的にこの構造を忘却しているために生じている。では伝達的機能を支持する側からの、

物質と精神との関係に関する仮説にはどのようなものがあるか。注意する必要があるのは、

この仮説は、私たちの「役立ち」の問題範囲内については、生産説と同等によく説明がで

きている事実である。 

 

３ 「伝達的機能」の諸相 

 ここで、生産的機能と同じようによく、私たちの問題領域について説明するとされる伝

達的機能の諸形態を見てみたい。まず、生産的機能が含む問題を確認する意味で、19 世

紀当時、脳が意識を生みだすことの謎に対して、それは不思議ではないと考えた唯物論の

考えの一例を見たい。それは、カバニースの意見である。 

 

 「この（印象や判断）ような機能をはたす、脳という器官の運動が未知であると、

あなた方は言うのだろうか？ ならば私はこう応える。胃の神経が、消化を形作って

いるさまざまに異なった操作を決定する働きや、胃の神経が消化液に対して、あれほ

ど活発な溶解力を与える仕方も、同じように私たちの精査からは隠されている、と。」

（ERM p.84/ 254頁）。 

 

 神経と消化液との関係とは、かなりかけ離れてはいる。この意味で、物質と物質との関

係も、なぜ一方が他方を生みだすのか、突き詰めると簡単ではない。しかし、胃の神経が

どのような状態になると、特定の消化液が分泌されるかという、対応関係を記述すること

はできる。そして神経の働きをより細かく観察すれば、分泌される消化液の種類と量も、

より詳しく解明されるだろうが、そこにも両者の対応関係以上のものがない。さらに、解

明をより詳細に突き詰めて行っても、この構造は残り続ける。つまりこの対応関係以上の

知は、そもそも存在せず、またこの対応関係があれば知識の「役立ち」には充分であると

いうことは、胃の神経の動きと消化液との関係でも、脳神経と意識との対応関係でも同じ

なのである。このカバニースの唯物論的見解は、知識の形而上学的レベルでの性質に触れ

ながら、それをかえって生産説を弁護するよう用いていると言える。ここで、物質と物質

との関係は、物質と意識との関係と同じ地平で眺められる。 

 スペンサーの見解にもカバニースと同様の考えが見られる。スペンサーは、物質の運動

や力が、意識や感覚を生みだすことについて、「これらは推し測ることのできない神秘で

ある。しかしそれらのことは、物理的な力が互いに他の物理的な力に変形することよりも
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いっそう深遠な神秘ではない。」（ERM p.85/ 255頁）という。これは物質と物質、物質と

精神との関係はともに、「役立つ」限り認められるという見解に通じている。ただしスペ

ンサーはカバニースのように唯物論の立場には立たない。一方、ビュヒネルになると、唯

物論であり、かつ精神を物質から説明できるとする。 

 

 「思考は一般的な自然運動のひとつの特殊な様態と見なされなければならない、そ

れは中枢神経の要素であるものの特徴なのである…」「思考は運動のひとつの様態で

あり、かつそうでなければならず、単に論理の要請ではない…」（ERM p.85/ 225

頁）。 

 

 確かに物質的性質をまったく持たない純粋な精神という考えは、現実の出来事においては

ナンセンスである。「私たちが展開することのできるもっとも迅速な思考も、少なくとも 

8 分の 1 または10分の 1 秒かかる」（ERM p.85/ 255 頁）といわれるように、物質的な時

間空間的性質を伴わない意識現象はない。しかし、思考を自然運動の一部といえる部分と、

そうではない部分とは区別される。たとえばクオリアのような思考の一人称的側面は、物

質からは説明できない。これを「物質の特色」ということはできない。いおうとすれば、

物質の概念を、私たちが用いていない程度にまで拡大するしかない。この意味でビュヒネ

ルの唯物論は素朴である。 

 次に、物質と精神とを接合する立場のひとつとして、ジェイムズが『心理学原理』の時

期から批判的に取り上げていた、クリフォードの「心素材」（mind-stuff）という考え方を

見ておきたい。これは、脳などの物質は心を生みだしているのではなく、物質に粒子的な

単位があるのと同様に、心にも基本的な単位があり、それが脳の基本的な物理的作用に対

応している、と見なすものである。ここからすると、粒子的な心の基本単位があるかぎり、

「意識は単一体ではなくて複合体である。」（ERM p.83/ 252 頁）。しかし、私たちの意識

が複合体として成り立っており、それが基本単位に分解されるとなると、複合体としての

私たち個人個人の生も破壊されることになる。つまり心が単位から成るなら、不死という

ことも成り立たなくなるというのである。 

 

 「もし個々の感じが個々の神経伝達にいつも伴い、感じの結合もしくは流れがいつ

も神経伝達の流れとともに行われるならば、神経伝達の流れが破壊されるばあい、感

じの流れもまた破壊され、もはや意識を形づくらないということにならないだろうか。

伝達そのものが破壊されるばあい、個々の感じはさらに単純な要素に分解されること

にならないだろうか。」（ERM p.83/ 252-53頁）。 

  

 個々の要素としての心素材は、脳の諸部分に対応している。そして複合体としての意識
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は、脳が各々の心素材を統合するという考えにもとづいている。したがって、脳が死ねば、

心素材はもはや統合されず、統合された意識もなくなる。確かにこれは、脳がなくなれば

意識の単位もなくなるということを意味しない。しかし、私たちの意識は複合を条件とし

ているため、複合がなくなれば、意識の要素が残ったとしても、統合意識としては死んだ

のと同じだというのが、クリフォードの考えである。 

 これに対して、意識がもともと全体として統一した不可分なものであるとすると、意識

の崩壊による死ということはなくなる。これはジェイムズも共感するプラグマティストで

あるシラーの主張であり、意識の汎心論的全体性と、その制限としての個別意識4とを唱

える点で、ジェイムズの立場にも近い。 

 

 「物質は意識を生み出す
、、、、

ものではなく、それを制限
、、

し、かつ意識の強度を一定の限

界内におさえるものである。物質でできた組織は、原子の配列から意識を構築するの

ではなく、意識の顕現をそれに許された領域の内部に限らせるのである。」（ERM 

pp.94-95/ 264頁）。 

 「したがってこの説明は、唯物論が「超自然的」として拒絶した諸事実の理解を私

たちに可能にさせることに加え、唯物論に有利であるといわれる諸事実にも同じよう

によくあてはまる。」（ERM p.95/ 265頁）。 

 

 これは明確に、唯物論が説明する諸事実に関しても、伝達説は生産説とプラグマティッ

クに等価であることを意味している。 

 

 「なぜなら、たとえば人間はその脳が損なわれるやいなや意識を失うとすれば、そ

の脳にたいする障害が意識の顕現を可能とさせる機構を破壊したということは、その

障害が意識の座を破壊したというのと、明らかに同じくらい妥当な説明だからであ

る。」（ERM p.95/ 265頁）。 

  

 脳の構造は、それが意識の産出を意味しても、制限を意味しても、意識の消失という同

じ現象に対して等しくよく説明できるということである5。しかし、プラグマティックに

等価な説明というのは、ある決められた範囲内で成り立っても、その範囲外でどちらかの

説明に不都合な問題が発見されれば、その説明は破棄される。たとえば光の伝達の媒質と

して、エーテルが存在する説としない説とは、光の伝達現象という範囲内では等価であり

得た。しかし、地球の自転という、光の伝達現象の範囲外の事柄を考慮に入れると事情は

異なってきた。もしエーテルが存在するのなら、地球の自転によってのエーテルの風が吹

いているはずだが、そうした風は検出されなかったからである。これは今までにない新た

なデータによって、一方の理論がプラグマティックにも成り立たなくなることである。し
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かし意識の伝達説は、どのような理由から否定されるに到ったのか。それが生産説とプラ

グマティックに等価にならない、データが発見されたのか。そういったデータは積極的に

は示されていない。むしろ、物質から意識が生じる謎は存在しているにもかかわらず、世

界は物質から成るという常識が、伝達説を誤りにさせたといえる。 

 心と脳との対応関係を、産出関係だけに置き換えることはできない。生産的機能と伝達

的機能とは、心と脳との精密な対応関係をまったく損なわずに、ともに成立させることが

できるからである。ただし伝達的機能は、付帯状況としては、脳と心との対応関係と矛盾

しない理論ではあるが、脳を直接調べることによっては証明も反証もできないので、科学

理論としては成り立たないという主張も可能である。「一角獣が存在する」という言明と

同じように、実証不可能な領域のことについては、「そこについてはわからない」という

論法でどうにでも説明することができるからである。 

 翻って生産的機能を正しいとすると、脳の物質の中には意識を「生産」する地点がどこ

かにあるはずである。しかし、それは延長と質量とを本質とする物質の運動が、どこかで

感じに変換されるという、考えられないことがそこで生じていることになる。ここには物

質ではない何かを考えるか、感じや意識は最初から最後まで存在しないと考えるしかなく

なる。こうなると、「伝達的機能」とは、脳があらかじめどこかにある意識を伝達すると

いう機能とも見なせるし、物質と意識とに分けて考えられない実在を、延長と質量だけの

物質と、意識という非物質的なものとに分けて考えさせる、私たちの概念変換装置と見な

すこともできる。しかし物質と意識との未分状態を私たちは考えることができないので、

この変換装置の把握のために、私たちは認識枠を変えることを要求される。つまり意識が

「生産」されるならば、そこは、脳のどこかで生じる生理学的現象としての生産ではなく、

物質と意識との概念的な分化の根源に関わっていることになる。 

 

第 2 節 ベルクソンの記憶力理論が投げかけるもの 

 これまで脳の「生産的機能」が、どこまで根拠があるかについて検討してきた。今日で

は常識と受け取られているこの機能は、心理学の分野では 20 世紀初頭、心理学者のリヒ

トハイムによる記憶の脳局在説などを主な出所とするものである。記憶が脳の特定の場所

に位置するなら、それは脳の特定の位置が、その記憶に関係する意識を保存しているとい

う考えに妥当するからである。この考え方はわかりやすく、私たちの物理主義的な思考に

もそぐうものだったため、私たちの常識を成すに到った。 

 しかし、記憶に関してリヒトハイムと同じデータを用いて、まったく逆の結論を引き出

したのがベルクソンである。ベルクソンは記憶と脳との関係は認めるものの、記憶は脳に

蓄積しないという立場をとった。この説が展開された書物が『物質と記憶』であるが、こ

の説は書物の難解さも影響してか、ほとんど私たちに受け入れられていない。何がふたり

を分けたのか。両者とも、与えられたデータから論理的に導かれ得る帰結である限り、脳
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と記憶との関係については、少なくともリヒトハイムの影響を受けた現代心理学だけが正

しいということはできない。以下、ベルクソンの所説がどこまで正しいかを検討するが、

この脳と記憶、脳と意識との区別は、物質からは説明困難なクオリアや主観性という、現

代の私たちにおける心の哲学の重要なテーマにも重要な示唆を与える。 

 

１ 記憶が脳にないのはなぜか 

 ベルクソンの記憶力理論が私たちの常識にとって奇異に思える点は、何より記憶が脳に

蓄えられないというその主張である。いうなれば、記憶に関する心の機能は、物質的な脳

に還元されない、つまり精神のある側面が、非物質的な何かを根源としているということ

である。ここで私たちは、脳と記憶とが異質であるという主張が、脳に記憶が宿ると見な

す議論に比べてどこに妥当性があるのか、もしくはどこがおかしいのかを確認しなくては

ならない。そこでまず、脳に蓄えられない記憶が、記憶の中でもどのような類のものかを

確認する。そして、失語症などの分析を通じて、なぜこの記憶が脳には蓄積されていない

と判断されたかを調べ、その判断の妥当性を吟味する。 

 

 a）二種類の記憶の区別 

 ベルクソンは記憶を二種類に区別する。「第一の記憶は、イマージュの記憶のかたちで、

私たちの毎日の生活での出来事すべてを、それらが展開される順序で à mesure qu’ils se 

déroulent 記録する」（MM p.78/ 102頁）。つまり、時間の順序をそのまま保持し、時間

形式に則った記憶である。またこれは「理知的な intellectuel」（MM p.78/ 103頁）再認

の対象として認知される、知識的性質を持つ。つまり順序が一定で、時間形式的で、対象

的な認知に関係する。 

 第二の記憶は、「イマージュを受け継いだ運動」として蓄積される。それは、「現在に蓄

積されている、過去の努力全体についてのこの意識」（MM p.78/103頁）であり、「それ

は私たちに過去を想像させるのではなく、過去を演じる joue」（MM p.79/ 104頁）とい

う。つまり、この現在の身体に自動的に組み込まれている仕方の記憶である。それは「思

い浮かべる imagine」ことに対する「反復するrépète」（MM p.79/ 104頁）という記憶で

あり、「習慣habitude」（MM p.80/ 105頁）的なものとしても、表現される。第一の記憶

が知的、精神的だとすれば、第二の記憶はむしろ物質的、身体的だともいえる。 

 このふたつの記憶の区別は、ベルクソンが脳とは別に記憶の座を考える論拠にもなって

いる。第一の知的記憶が第二の運動記憶とは質的に区別されることで、脳と身体に依存す

る後者に対して、前者が脳には依存しないという論法になる。そしてこの区別は一目瞭然

ではないので私たちは混同し、脳に宿る第二の記憶と同じ性質のものとして第一の記憶を

も見なしてしまう。このため、第一の記憶も脳に宿ると見なすに到る、というのである。 

 さて、第一の記憶は「イマージュの記憶」、第二の記憶は「身体の運動」と結びついて
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いる。後者が前者をも担っているという私たちの考えは、後者の担い手である脳や身体が、

イマージュ記憶の座でもあると見なすことである。つまりこの混同が、イマージュ記憶ま

でも運動記憶と同じと見なすため、脳一元化につながるということである。 

 

 「しかし、ひとはこれらが単一の現象であることを欲する。それゆえ、運動習慣

habitude motrice の基礎になっている、脳や脊髄や延髄が、同時に意識されたイマー

ジュの座でもあると想定せざるを得なくなる」（MM p.88/ 114頁） 

  

 運動記憶は習慣化された記憶でもある。習慣は反復化された運動であり、反復が「運動

習慣」となるからである。そしてこれは、脳内の物質の運動にも対応する。延長より運動

に物質の基本を見出すベルクソンの考えが、ここで伺える。それは延長を必要とするが、

延長だけでは成り立たない。それに対して、イマージュは物質の基本性質としての運動を

必ずしも伴わない。ここに、イマージュが物質ではない理由が見出せる。こうして、脳が

「イマージュの根底」に置かれるのは、ベルクソンにいわせれば背理ということになる。 

 さて、物質としての脳への一元化は、物質から意識を締め出してしまった。物理主義的

な単位としての脳細胞が、イマージュを生み出すことは考えられないからである。これは、

物質からクオリアが生じる謎にも通じる。そこで、知覚もイマージュではなく、外界から

の情報に対する身体の運動による反応の一連の過程と考えるのが、物理主義にもとづく認

知理論の方法のひとつになったのである。これだと、刺激に対する身体運動の過程のみを

実在として、意識やイマージュは最初から一種の付加物として処理される。 

 こうした方向に対してベルクソンは、物質を実在としてそこから意識やイマージュの発

生過程を考えたのではなく、まず基本的実在としてイマージュを位置づけたところが特徴

的なのである。それは物理主義という共通した出発点からの、思考過程の違いではなく、

何を根本的な実在と見なすかという出発点からの違いなのである。イマージュの座を脳と

しないのも、この出発点の違いから考えると、論理的に一貫した見解となる。 

 

 b）記憶そのものとは何か 

 ではベルクソンにとって、運動習慣とは区別された記憶そのものとは何なのか。それは

「私たち過去の心的生命 vie psychologique antérieure 」であり、「この生命は、…その出

来事の詳細がすべて時間のもとに位置づけられる仕方で、残り続けている」（MM p.96/ 

122頁）ものだという。これは非運動的で、微細な所までを忠実に記録された資料のよう

な保存状態を意味する。そして物質的な性質を持たない一方、時間的順序に忠実に則ると

いう。つまり時間形式の棚に順序よく精密に配置された、集密資料のごときである。「本

質的に日付をもち、したがって、決してくり返されない。」（MM p.80/ 105頁）という記

憶の性質は、それを示している。そしてこの集密資料として、「その記憶は、目下行われ
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ている知覚印象と、それに伴う運動との間に亀裂が生じ、そこに記憶のイマージュが入っ

てくるのを、ただ単に待っているだけ」（ MM p.96/ 122頁）だという。さて、この挿入

を待っているイマージュに結びついている記憶は、どこで待っているのか。ベルクソンの

論法は、この記憶は運動ではないので、脳には保存されないというものであった。 

 ただしこれは、物質的なものとしての脳を運動性質に限る、ベルクソン自身の前提にも

とづく論法にすぎないのではないか。つまり、こうした記憶の性質から、それが脳にはな

いことは、ベルクソン自身の前提がなければ導き出されない、という反論が可能である。

この反論は、脳は運動以外の性質も記憶可能であるというだろう。 

 しかしベルクソンは、イマージュ記憶が脳にはない理由に、次のようなことも挙げる。そ

れは、脳の損傷の事例を観察、吟味すると、この損傷によって行動は阻害されるが、記憶

そのものは破壊されないという説明が可能なことである。つまり「脳の損傷は、身体が対

象に直面して、その対象にふさわしいイマージュを呼び出すのに適した構えを取るのを妨

げてしまう」（MM p.101/ 128頁）にすぎないのであって、記憶そのものがなくなること

ではない。見方を変えれば、脳は記憶を行動化するための器官であって、記憶を蓄えるた

めの器官ではないということである。これはジェイムズの「伝達的機能」としての脳に類

似している。脳が意識の産出器官であっても、意識の制限器官であっても、観察される限

りの現象からは違いがないからである。 

 

 「もし私たちが、他と同じようにここでも、運動は運動しか作り出せないこと、そ

して知覚刺激 ébranlement perceptif の役割は単に身体に特定の態度を刻印するだけ

であり、ここに記憶が流入してくることが証明できれば、すべての物質刺激のはたら

きはこの運動調整 adaptation motrice の仕事で尽くされ、記憶は別の所に求められ

なければならないだろう。」（MM p.101/ 128頁） 

 

 この流入が証明可能とすれば、ジェイムズの「伝達的機能」と「産出的機能」とが、実

証可能な範囲においてはプラグマティックに等価であるのより、一歩踏み込んでいる。そ

して、脳にはない過去に意義を見出すことは、「無用なものに、価値を置くことができ

る」必要があり、「もしかすると人間だけが、この種の努力をすることができる」（MM 

p.80/ 105 頁）という。しかしこの、実証され得る記憶の「流入se insérer」とは一体どう

いう出来事なのか、さらなる検討が必要である。それがもっとも詳しく展開されるのが、

記憶衰退と失語症の症状に関する研究である。以下、それを検討し、「流入」は私たちが

物質の性質と見なす範囲の出来事ではないこと、そして脳とは「別の所」の記憶とは、脳

の外の物理的空間にあるのではなく、私たちが脳という概念に付与している事柄の外側と

見なすことで説明可能になることを見ていきたい。 
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２ 失語症、記憶衰退の事例から、記憶が脳にはないことを言えるか 

 記憶の減退の観察から、ベルクソンが何を導いているかを見てみたい。記憶衰退は大き

くふたつのケースに分けられる。 

 まず、突然の記憶の消失がある。この場合には、「単語」、「数字」、「外国語の言葉すべ

て」のような、任意の複数のイマージュの気まぐれな消失が生じる。これらはイマージュ

に結びついた特定の記憶の全面的な消失である。この消失は、物理的、精神的な「激しい

ショックの結果」である場合が多く、再び記憶が戻ることもある。さらにこれは、ある人

格が消えたり、また戻ったりする現象と類似しており、そこからすると「見かけ上なくなっ

ている記憶は、実際には残存」していると結論される（MM p.126/ 155頁）。ここからは、

見かけ上なくなった記憶がどこにあるか、という議論は問題になっていない。 

 これに対して、次に「本来の失語 aphasies véritables」が取り上げられる。これは、突

然ではなく徐々に進行する消失であり、主に言葉の消失に見られる。言葉の忘却の場合、

「固有名詞」の忘却から始まり、「普通名詞」、「動詞」の忘却へと続く。忘却がいつもこの

順序を踏襲することについて、「言葉のイマージュが、ほんとうに、大脳皮質の細胞に沈

殿しているとすれば、説明方法は見いだせない」（MM p.127/ 156 頁）とベルクソンはい

う。大脳皮質の細胞が記憶を蓄えているのなら、細胞の破壊のされ方によって、忘却順序

はいつも任意なはずだからである。 

 動詞が一番最後まで残り、固有名詞が先に忘却されるのは、動詞が「身体の努力でとら

えられる言葉」であり、それに対して「固有名詞」は「身振りで描ける非個人的動作から、

もっとも遠い」（同所）からであるという。つまり、脳の運動という働きにもっとも迎合

しやすい記憶が、もっとも想起へと引き出されやすいということである。これは、すべて

の場合において、記憶自体が消失することが忘却ではなく、記憶が運動によって現実化さ

れにくくなることを忘却として、ベルクソンが考えていることを意味する。 

 

 「記憶が現実化するのには、運動を補なうもの un adjuvant moteur が必要である

こと、イマージュが思い出されるためには、ある種の精神的態度そのものが、身体的

態度に入り込ま insérée なければならない」（同所） 

 

 ここで、忘却は記憶そのものの消失ではなく、記憶の現実化の条件である、記憶の身体

運動への流入が阻害されていることを意味するにすぎない。イマージュそれ自体が消える

のであれば、記憶の数が減るはずである。しかし記憶が衰退する場合は、数が消えるので

はなく、名詞であれ、動詞であれ、記憶が全体として薄くなることから始まる。ベルクソ

ンはこれも、忘却される品詞の種類に関わらず、記憶イマージュを触発させる運動能力が

消えることとの論拠とする。反対に「失語症患者 aphasique」は、思い出せない単語を、

「動作を思い浮かべ pensé」ることで思い出すともいわれる。ときには、この動作の表現
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に、当の思い出せなかった単語が、不意に入っていることがある（MM p.128/ 157頁）と

もいう。ここからも、記憶の現実化は記憶の運動への流入によるのであり、現実化と運動

とが密接であることがわかる。しかし私たちは、現実化できない記憶が完全に消失したの

か、それとも運動化現実化されていないだけなのかの区別は、記憶の現実化の観察からは

不可能であることにも注意したい。記憶の数の減少、記憶が全体として薄くなること、ど

ちらの事態からも、この判断はつかない。それでもベルクソンはこれらの考察から、「（突

然の忘却、本体の失語のうち）一方の場合でも他方の場合でも、私たちは、物体としての

脳の特定の細胞に位置づけられ localisés、この細胞がなくなること abolirait による、記

憶の破壊 destruction を見つけることはない」（MM p.128/ 157頁）という結論へともっ

ていく。さらに失語症以外の場合では、 

 

 「病変は、観察されたり、想定はされても、決して特定の場所に位置づけられて

localisèe はいないが、この病変が、感覚―運動の関係全体に混乱 perturbation をき

たし、この関係を、変質させ altère たり分断したり fragmente する。その結果、知

的均衡の崩壊 rupture、あるいは単純化 simplification が生じ、さらに間接的に、記

憶の無秩序化 désordre あるいは分離 disjonction が生じる。」（MM p.191/ 232頁） 

 

 という。ここでも、位置が特定化されない病変が記憶を途切れさせる現象を、記憶自体

が脳にないことの根拠としている。「したがって、記憶を、脳の直接の機能 function 

immédiate du cerveau とみなす学説」は、「脳病理学の支持を当てにすることさえでき

ない」（MM p.191/ 232頁）とまでいう。確かに、記憶が脳に蓄積されるなら、位置の特

定化されない病変が記憶を失わせるのは説明がしにくい。しかしこの主張に対しては、観

念やイマージュに結びつく記憶というものはなく、記憶とはすべて運動記憶に帰結すると

仮定すれば、特定内容の記憶の消失が特定の病変の位置に対応しなくてもよい、という反

論も可能である。現に近年の知覚理論はイマージュ的な表象を設定せず、記憶も表象の形

では考えられていない。これは記憶を脳内に限る、ひとつの方法である。すると脳内に記

憶がないと主張するには、運動記憶とは別にイマージュに結びつく記憶を設定し、運動記

憶とは性質的にまったく断絶させるための論拠が必要になる。するとここで、ベルクソン

が記憶と脳とを切り離すための、最初の前提が抱える問題に戻ったことになる。 

 しかし、次のベルクソンの言葉は、イマージュ記憶を運動記憶から切り離す論拠がある

のではなく、切り離すという前提から話を始めていることを疑わせる。 

 

 「あらゆる事実、あらゆる推論が、次の理論を支持している。それは、脳について

感覚と運動との媒介だけを認めて、この感覚と運動の全体を、精神活動の最先端

pointe extrême、絶えず出来事の織り目に差し込まれている insêrêe 先端にし、そし
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て身体には、記憶を現実に向けさせ、これを現在に結びつけるという唯一の機能だけ

を認めて、記憶そのものを物質から完全に独立しているものとして考える理論である。

この意味で、脳は役に立つ記憶を想起する役割をしてはいるが、しかしはるかに、そ

れ以外のすべての記憶を一時的に排除する écarter 役割をしている。」（MM pp.191-

192/ 232-233頁）。 

 

 もしこの記憶と物質との断絶が、実証ではなく前提だとすれば、実際にベルクソンによ

る、脳に蓄積されない記憶という考えの根拠はどこにあるのか、疑問が生じる。ベルクソ

ン自身は、保存された記憶そのものがイマージュ化され、さらにそれが脳で図式化される

ことで知覚と融合する、という順序を考えていた。「観念、すなわち純粋記憶は、記憶の

奥底から呼び出されて、記憶イマージュに展開され、だんだんと図式的運動 schème 

moteur に入り込む s’insérer ことができるようになる」、そして「記憶は、自分を引きつ

ける知覚にいっそう自らを混ぜようとするか、もしくはその知覚から、記憶はその枠組み 

cadre を採用する」（MM pp.133-134/ 163頁）。つまり記憶には、それが明確になる「枠

組み」が必要なのであり、それが「知覚」ということである。またイマージュでさえ記憶

そのものではなく、記憶と運動との中間的な状態とされる。そうした指摘のあとベルクソ

ンは、「したがって、脳には、記憶が凝固し se figent、蓄積される s’accumulent 場所は

ないし、またありえない」（MM p.131/ 163頁）というのである。しかしこうした議論は、

私たちによって観察可能な知覚の側から、記憶の所在を証明したものではない。むしろ知

覚の側からは、記憶が脳に蓄積されるという立論も、蓄積されないという立論も可能であ

る。 

 結局、記憶の消滅が細胞の消滅に対応していないことが、ベルクソンが、記憶が脳に宿

らないと見なす大きな理由になっていると考えられる。しかし、運動習慣が現在の知覚の

現場において観念やイマージュの形に再構成されたものが、記憶と見なされていると仮定

したらどうか。この場合は、特定の観念に固まった記憶はもともとないのだから、記憶が

特定の脳細胞に基づいている必要はない。そして記憶は部分的にはっきりとなくなるので

はなく、「機能が全体的に損なわれる」という仕方で構わない。この考え方に問題があると

すれば、記憶が運動記憶に一元化できるか否かである。一元化は不可能であり、記憶には

観念の記憶や、イマージュ記憶が拭いがたく存在するなら、ベルクソンの見解は否定でき

ないことになる。ベルクソンの立場は純粋記憶と純粋知覚との二元論である。これは観察

からは導けない。他方、運動記憶一元論も、観察からは導けない。よって観察からは、記

憶と脳とが同一とする立場も、別とする立場も、ともに「追加的な仮説」である。 

 また、脳についてのベルクソンの記述で特徴的なのは、脳が記憶を蓄えるのではなく、

記憶を「排除する」役割であるという記述である。これは「物質が、われわれに忘却をも

たらす」ともいわれる。脳は記憶の座であるどころか、むしろ記憶自体を阻害するという



脳が心を生み出すとはどのようなことか 

- 18 - 

ことである。これについては、「脳の損傷による記憶の破壊と呼ばれるものは、記憶が現

実化する連続的進行の遮断 interruption 以外のものではない。」（MM p.131/ 163頁）と、

脳の物質性が記憶の精神性にまったく相反するという主張がなされる。記憶は脳がなけれ

ば完全な形でどこかにある。しかしそこは脳という延長物の形式としての、空間的などこ

かの位置ともいえない。記憶だけの特定の位置という考え方自体が背理だからである。 

 すると、そもそも記憶が空間的に位置するという考え方自体が、根本的に見直されるべ

きではないか。記憶が脳になければ、ほかのどこかにある、という考えは、脳であれ脳以

外であれ、記憶が空間的存在である、という考えを前提としている。これは、実在が空間

的だということでもある。しかし記憶や観念はもとより空間的な何かではない、という視

点に立てば、それらが脳の空間的部位に対応している必要はなく、むしろ空間的な位置を

実在の条件とする考え方が見直されなくてはならない。空間性というカテゴリーに入らな

いものを、空間的に位置づけようとする試みが、そもそもカテゴリー錯誤だからである。 

 記憶が脳にはないという場合、これまで私たちは脳とは何を意味するかを十分に考察し

なかった。この考察ではすでに述べたように、空間や延長とは何か、物質とは何か、意識

がどのように物質と関わるかについての根本的な反省が要求される。そこでは実在が空間

的な物質なのか、反対に実在の抽象がこの物質なのか、という問題も含まれる。そして、

これによって、先ほど問題となった「記憶が脳にはない」ことの意味も大きく異なってく

るのである。また死んで肉体が朽ちたとき、精神はどうなるかといった不死への問題意識

も、脳にはない記憶がいかに理解されるかで、意味が異なってくると考えられる。 

 

３ 物質と心という概念枠の解体 

 これまでは純粋記憶の所在を考察するにあたり、脳が物質からできているという、その

物質性とは究極のところ何なのかを考えないできた。しかしここには問題がある。脳を素朴

に実在自体と見なすためには、脳の本質すなわち物質の本質すなわち実在でなければなら

ない。空間的な延長を物質の本質と見なせば、脳以外のものは存在しないという場合、そ

れは空間的なもの以外が存在しないことでもある。そこでは記憶が脳に蓄積されないのは

あり得なくなるが、他方で脳から意識が生じることも、意識自体の存在も謎となる。意識

は空間的でも物質的でもないと考えられるからである。それに対してベルクソンは、脳を

運動の機能とし、記憶から区別している。この運動は物質の運動だが、それはベルクソン

流に区分した二元論的な実在の一方にすぎない。しかし、この物質としての脳を、二元的

実在の片割れとしてではなく、むしろ実在からの論理的な抽象物として解釈するのが、本論

での目標である。この解釈では、実在の源は脳ではなく、心も実在そのものではない。当然、

こうした脳を実在の抽象物と考えることは、延長をともなう物質としての脳をすなわち実

在と見なす物理主義とは矛盾することになる。 

 こうした、心も実在ではなく、実在の抽象であるという理解について検討したい。ベル
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クソンは、純粋記憶の方も精密に時間的に配列されているとする。これは私たちが一般に、

物質に対立する心の属性と見なしている性質とも異なる。私たちの考える心は、思惟主体

であり感覚的であり非空間的だが、精密な時間的配列はなさないからである。ベルクソン

は伝統的な二元論のように、物に心を対置させたのではない。純粋知覚を「物質」の位置

におき、その対極として「純粋記憶」を考えた。純粋知覚も純粋記憶も、伝統的二元論で

の物や心ではない。純粋知覚は自ら表象しない第一性質としての物質ではなく、すでにイ

マージュを含む。また純粋記憶も、デカルト的な実体的自我ではない。記憶の配列には、

実体的な自我も心もない。つまり実体的な「私」はどこにもいない。しかも精密な時間形

式に則っている。そしてこうした「私」不在の諸要因が、ベルクソン的な心を実質的に作

り上げていることになる。 

 こうした実体的な魂でも、自我でもない「純粋記憶」では、私たちの素朴な物質と精神

との二元論的な図式が解体される。こうした図式が可能であることは、もともと私たちが

考えていた物質や精神が実在ではなく、すでに実在から抽象された概念であることを示し

ている。だがベルクソンは、西田の「場所」のように、あらゆる概念化以前の未規定的な

根源として、純粋知覚や純粋記憶を考えていたのでもない。ベルクソンの二元的実在は、

「場所」のように、思考によっては規定不可能な根源へと遡求されたのではなく、また論

理の枠による構成物として考えられていたのでもない。それでも、ベルクソンのいう、脳

に蓄積されない記憶とは、脳の空間的外部ではなく、脳や物質に対する概念的外部にある

と見なした方が、不自然ではないと考えられる。むしろベルクソンが精神に空間性を含め

る仕方が、記憶も脳以外の空間的位置を占めるという考えを導いていると思われる。以下

それを確認して行きたい。 

 

  a）物質でも霊魂でもない純粋記憶 

 脳にはない記憶というと、霊魂のように考えられてしまうかもしれない。しかし純粋記

憶は決して実体的な霊魂とはいえない。それは一種の生命の貯蔵庫かもしれないが、伝統

的二元論の非物質的実体ではない。では、これは何なのか。ひとつの方法として、運動と

しての脳の性質からは規定できない、精神性の根源と考えてみたい。ベルクソンの脳の性

質からは、そうならざるを得ない。そこから見ると、霊魂も物質も概念にすぎないので

ある。逆に霊魂の不自然さは、物質即実在とする、物理主義的な考えを前提として初め

て成り立つ。 

 ベルクソンは（純粋）記憶に対する記憶中枢の関係を、外界に対する感覚中枢の関係と

同様に見る。まとめられた感覚は、外界を直接模写することはしない。感覚中枢は、外界

の雑多な単音を、知覚という和音にまとめ上げる「巨大な鍵盤 un immense clavier」に

ほかならない。 
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 「この鍵盤の上で、外界の対象 l’object extérieur は無数の短音 notes から成る和音 

accord をまったく一挙に演奏し、こうして、特定の配列 ordre でかつ同じ瞬間に、

この感覚中枢 centre sensoriel に関係するすべての地点に応じた、莫大な数の要素的

感覚が生み出される」（MM p.138/ 167頁） 

 

 諸感覚から知覚が生じるのはこの感覚中枢であって、外界や感覚器官自体とは異質なも

のである。ここで外界は実体としての物質とは見なされず、他方で感覚や知覚も実体とし

ての魂とはかなり異なる。同様に、記憶も実体としての魂ではない。このように、感覚中

枢では外界と異なる性質が生じている限り、外界と感覚器官が消滅しても、「それでも、

同じ要素的感覚は生じ得る」ことになる。「なぜなら、同じ琴線 cordes が感覚中枢にあっ

て、同じように鳴り響くことができるから」（同所）である。ここで、感覚器官と感覚中

枢とでは、対応した出来事が生じている。しかしそれぞれの出来事は、空気の物理的振動

と、音の内的感覚ほどに、まったく異質である。 

 同様の構造は記憶についてもあてはめられ、記憶自体と記憶が再現される仕組みとは、

区別されている。「しかし、この無数の琴線を同時に書きならし、無数の単音を同一の和

音に統合する réunir、鍵盤はどこにあるのか？」とベルクソンは問う。これについて、

「いわゆる《記憶中枢》région des images というものが存在するとすれば、それは、この

種の鍵盤以外のものではありえない。」（同所）と答える。鍵盤であるから、それは記憶を

蓄積するのではなく、その中枢の外から来た記憶の単音を統合する機能でしかない。これ

が、記憶そのものではない、記憶再現の仕組みである。「純粋に精神的な原因」としての

記憶と、鍵盤という統合機能としての記憶中枢とは区別される限り、記憶そのものと鍵盤

通過後の記憶イマージュとはまったく異質である。 

 記憶中枢は、「心の耳oreille mentale」（MM p.138/ 168頁）といわれる。この「記憶中

枢」は「側頭葉」の特定部位にあるのだが、何度も確認したように、それは特定の部位に

あるからといって、記憶の蓄積場所とは見なされない。なぜなら、「私たちは、脳という

物質のある領域に蓄えられた過去のイマージュの残留物を、認めることはできないし、考

えることさえできない」からだという。この主張の論拠が、失語症や、記憶の消失の現象

なのだが、その問題点についてはすでに触れた。それでもベルクソンは、「もっともらしい

たったひとつの仮説は、記憶中枢の占める領域は、聴覚中枢 centre de l’audition そのも

のに対し、感覚器官（いまの場合は耳）と対象的な位置を占めているというもの」（同

所）と語気を強める。 

 さらに、「記憶中枢が、純粋記憶、つまり潜在的対象の保管者でないのは、感覚器官が、

現実の対象の保管者でないのと同様である」（MM p.139/ 168頁）と明言する。このいい

方だと、純粋記憶とは現実の外界の対象と同じであり、この外界が脳や感覚器官の外にあ

るのと同じ意味で、純粋記憶は脳や記憶中枢の外にあることになる。簡略に図示すると以
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下のようになる。 

「現実の対象」（脳の外）⇒「感覚器官」（耳）⇒「聴覚中枢」。 

「純粋記憶」（脳にはない）⇒「記憶中枢」（聴覚中枢に対して、感覚器官と対象の位置）。 

 さて、このように見ると脳の外の「外界の対象」と、同じく脳には蓄積されない「純粋

記憶」とは、まったく別物のように思われるかもしれない。それは、「外界の対象」は物

理的なものとして第一性質を属性とするのに対して、記憶は純粋な主観的精神として私た

ちは考えるからである。しかし「外界の対象」について、ベルクソンは物理主義的に第一

性質として見ているのではない。むしろベルクソンで「物質」といわれるのは、知覚的な

「イマージュ」であった。そこからすると第一性質としての物質は、抽象的な概念にすぎ

ない。同様に、「心の耳」である記憶中枢に入ってくる純粋記憶についても、ベルクソン

は純粋な魂のような実体を設定してはいない。それが何かは明示されないが、ひとつに

は、感覚と融合しようと意志している潜在的状態と考えることができる。そして、感覚と

融合したとき、それは初めて意識化される。そこからすると精神や魂も実在ではなく、私

たちが作り上げた概念にすぎない。 

 この、純粋記憶が精神ではなく、物質でもないことからすると、それはあらゆる規定を

当てはめられない混沌と見なされるかもしれない。しかし『物質と記憶』での、この記憶

が知覚 perception と融合しようとする（MM p.134/ 163頁）、行動に向かおうとする

（MM p.139/ 169頁）などといった記述からは、『創造的進化』のエランに結びついていく、

躍動の根源のようなニュアンスも読みとれる6。反対に、知覚の方が記憶を引きつけると

いう記述（MM p.136/ 165頁）もある。どちらにせよ、純粋記憶とは私たちが素朴に精神

や意識として考えている何かではなく、むしろ精神や意識の方が純粋記憶から見れば抽象

概念となる。ところで外界の対象について私たちは、直接に知覚できない。それと同じく、

記憶そのものについても直接に知ることはできない。こうなると外界と記憶とは、まった

く異質ということさえできない。そして世界は存在論的に第一性質とはいえず、また第二

性質とも言えない。 

 ベルクソンの記憶理論の意義のひとつは、物質や魂として私たちが考えていることの概

念的素朴さを反省し直させ、物質対精神という伝統的二元論の根拠となる概念枠を問い直

したことにある。外界は第一性質でさえないと見なすのがベルクソンの知覚理論だとすれば、

実体としての魂の性質を解体するのが記憶理論の意義だと考えられる。ただしベルクソン

は、素朴に考えられた物質や魂の枠を外した後、実在を概念化できないものと見たのでは

なく、独自の物質と記憶概念から新たな二元的な実在を規定しようとした。この点は、物

質でも意識でもない純粋経験の概念化不可能性に積極的な意義を見出そうとしたジェイム

ズや西田とは異なっている。 
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  b）時間と意識 

  a）では、外界と記憶というベルクソンの区分が、物質と意識という常識的な二分法を

解体することを見た。さらに概念の解体は、私と私でないものの区分についてもなされる。

それは現在としての私に対する、私ではない過去と未来という常識的区分の解体である。 

 私たちは、感覚とは、私が現在において受けるものだと考える。しかしベルクソンに言

わせると、感覚とはすでに生じた出来事への感受であるので、「直前の過去 passé 

immédiat」に属するものだという。私たちは「現在 présent」において感覚を感じ取って

いるという理解をしているが、それはまだ出来上がった感覚ではなく、「感覚 sensation 

であると同時に、運動 mouvement」（MM p.149/ 179頁）であるような未分状態だという。

そして「直後の未来 avenir immédiat」になると、完全に「行動 actionであり、運動」と

なる。ここで、感覚から運動への接続をするのが、現在の役割であるが、以上からわかる

ように、一連の過程で、現在という独立した実質は、純粋な意識経験としてはどこにもな

い。 

 「要するに、私にとっての現在とは、わたしが、自分の身体corpsについてもつ意識」

（同所）だというのは、このためである。すると現在とは私という意識的な中心ではなく、

身体という物質的で空間的なものに限定され déterminée る。ここで、私の意識は身体その

ものではなく、身体が過去となることで身体に伴って生じてくるものである。私は過去の蓄

積がなければあり得ない。それに対して、「私の現在は、空間に完全に限定されたもの」で

ある。この意味で現在は、「私の過去とは、はっきり対照をなす」（同所）と言われる。こ

こで現在、つまり身体そのものに私はない。現在が意識されるとき、そこではすでに意識

される過去との対比が生じ、すぎ去ったものと区別されることで私の意識が生じる。過去

とは、私と、その被所有者とが位置する時間なのに対して、極限の現在では私と感覚とが

所有と被所有との関係にさえなっていない。現在にあるものは、私自身ではなく身体であ

り、そしてそこに時間的実質はない。 

 こうしたくだりを見ると、物質と区別された精神的な中心としての「私」は、どこにも

ない。それは、時間的な現在がないことと対応している。現在はせいぜい、空間的にのみ

にしかないのである。そこには実質的に、所有された感覚としての過去と、運動や行動と

しての未来との二種類しか存在していない。また、私を身体とともに考えるなら、そこに

は独立した現在の意識中心がなく、感覚と運動との流れで成り立っていることになる。こ

こに、身体から独立した意識、身体から独立した私というものはない。これは現在のみで

は記憶は成立せず、したがって記憶と意識は現在を含んだ広がりにおいて初めて成立する

ことを意味する。反対に現在が身体であることは、ベルクソンの文脈では、現在が物質か

ら成るという意味にも解釈できる。 

 このように私や意識が現在にはなく、逆に身体が現在であるというベルクソンの構図だ

けでも、現在に私と意識の中心を見る常識的な理解に転換を迫る。ここでも、意識と物質、
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過去と現在と未来という通常の区分が解体されている。現在は厳密には存在しないにもか

かわらず、現在を概念によって独立化させて初めて、意識と物質とはたがいに独立して二

元的に考えられ得るのである。 

 ここで、「生成 devenir」というベルクソンの重要概念のひとつが、意味を持つ。それ

は元来静止している実在が、流れることでその形状が変化するのではなく、流れそのもの

が実在であり、静止は抽象であるという考えである。原子のような基本単位の集合離散に

よって流れが生じるという考えだと、流れがあっても実在は変化せず、真の新しさは存在

していないことになる。しかしこれは、実在は静止であるという前提があるためである。

反対に流れが実在であるとするなら、そこに不変が考えられる必要は最初からない。つま

り、変化は見かけ上のみ存在する幻想であり、実在は不変だという考えは、実在が静止で

あるという前提を、最初の段階で隠し持っている。それに対して流れが実在であれば、新

しさは常に存在していることになる。そこでは、不変の物質も存在しない代わり、不変の

意識、不変の私も存在しないことになる7。 

 

 「実在そのものであるこの生成の連続 continuité devenir において、現在の瞬間と

は、私たちの知覚がこのまとまった流れのうちにこしらえる、ほぼ瞬間的な断面 coupe 

によって形成され、そしてこの断面がまさしく物質の世界 le monde matériel と呼ば

れるものなのである。」（MM p.150/ 179-180頁）。 

 

 切断面に厚さはない。そこに実質的な厚さがあると考える私たちの常識は、物質や意識

を実在化させる仕組みと共通している。そしてこの厚さが存在するかのように考えさせる

のが、私たちの認識枠なのである。しかし実際は、厚さのない所に存在できる実質はない。

それを鑑みれば、ベルクソンのいう、脳にはない記憶を、空間内のどこかにあると考えた

り、何らかの物理的空間的存在と見なすことは、厚さのないものに対して厚さを与えるの

と同様のこととなる。物質として存在する脳の部分に記憶があるのではない。それは存在

しない現在に実質を見ようとすることに等しい。翻って、実在の断面が脳であり物質なの

である。それは不可分の流れを切断したところに、現在が現れるのと同様である。こうし

た実在の転換も、私たちの認識枠の解体と再編に関係する。こうしてベルクソンでは、空

間的現在的で純粋な第一性質としての物質は、実在の断面としての抽象となる。同様に、

瞬間において成立する意識や私も抽象である。それに対して、ベルクソンでは純粋記憶そ

れ自体は、抽象物ではない。この意味で純粋記憶は、脳という空間的な抽象物とは、存在

様式を異にするのである。 

 脳で運動と結びついたときに生じる、記憶の顕在化は、すでに純粋記憶ではない。それ

は純粋記憶が半ば物質化された中間状態である。これを私たちは感覚的なものと感じるが、

それはベルクソンにいわせれば、二元的実在のひとつとしての記憶の根本的な状態ではな
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い。記憶の根本状態としての純粋記憶とは、あくまで異質なのである。「純粋記憶と、現

在の感覚 sensations actuelles」について、「この違いは、われわれの見るところ、根本的 

radicale」（MM p.150/ 180頁）だとベルクソンがいうのは、この意味である。この「感

覚」は、記憶と対になって、ベルクソンの二元的実在のもうひとつを成立させる、知覚イ

マージュに相当する。 

 「感覚」とは「身体表面の、特定の場所」に生じる。「これに対し、純粋記憶は、私の身

体の、いかなる部分とも結びついてはいない」「私の過去の奥底 fond de mon passé」、と

してはっきり区別される。これが「具体的な姿を取ると」「感覚」となり、そのときはじ

めて「現在」化して、「生き生きと実感」（同所）されるという。つまり記憶と感覚とは根

本的な存在様式が異なり、記憶は過去、非空間、非活動であるのに対して、感覚は現在、空

間、活動なのである。純粋記憶は空間的位置がなく時間的であり、感覚は空間的だが時間

的な前後を区別する形式の中では考えられていない。これらが、ベルクソンの考える、実

在の両極端である。しかし実際、私たちは現実の経験において記憶と感覚とを混同し、記

憶に空間を混入し、感覚に時間を混入しているとベルクソンは見る。この結果、両者を区

別せず、ともに同一の次元における精神の要素と見なしているというのである。 

 この混同の結果のひとつが、「記憶の観念性には、感覚そのものとは対照的な別のもの

quelque chose de distinct があることを、認めようとしない」立場にある、「心理学者」

（MM p.151/ 181頁）の考えになっているという。この「別のもの」とは、純粋記憶の特

色であり、非空間性でもある。つまり「心理学者」は、この混同によって、記憶の非空間

性を認めないということになる。反対に、感覚そのものは空間的、身体的、行動的である。

感覚を記憶からはっきりと区別しないと、「身体に位置づけ localisée られない」「遊離した

状態で état flottant、広がりのない inextentif」感覚が存在することになってしまい、それ

は背理だというのである（同所）。 

 上記のベルクソンの議論を、少し検討したい。確かに、感覚の非空間性が背理なのはわ

かる。しかしこの背理は、純粋記憶が非空間的であるというベルクソンの前提に基づいて

いる。つまり非空間的な純粋記憶に対して感覚が空間的であるという視点に立つゆえに、

非空間的感覚が背理にされるのである。では純粋記憶が非空間的だとされるのはなぜか。

それはベルクソンに、記憶を観念と同じように捉えているところがあるためだと思われる。

観念は精神作用ではなく、意味だからこそ、脳とも運動記憶とも無縁なのである。しかし、

純粋記憶を観念と見なしてよいかは、疑問が残る部分もあるだろう。なぜなら、確かに私

たちの世界のある部分は観念ではあるが、観念は記憶のような精神作用の性質ではなく、

実質的な精神とは無縁でもあり得るイデア的な意味の空間にあるからである。だが純粋記

憶をイデア的空間と重ねれば、それが物理的空間や感覚とはまったく異質であり、物理的

空間内のどこにもないことが容易に理解できる。この異質性は、私たちの精神の諸側面の

中の事柄として、記憶と感覚とが異質である、という次元の異質性ではなく、精神と意味
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という、根本的な存在様式の異質性である。こうすると、記憶が脳に蓄積されないという

ことは、空間のどこかに単体の記憶が浮かんでいるのではなく、記憶とは物理的空間や延

長という私たちの認識形式とは異質のイデア的次元にあると理解できる。これも、脳の外

の空間的な特定位置に霊魂がある、ということではなく、脳が実在の性質的な一側面にす

ぎないことの呈示として理解できる。実在は脳でも、非物質的霊魂でもない。私たちの概

念化が、物質としての脳や非延長的な魂に、実在を限定しているのである。このことは、

脳もイマージュのひとつにほかならないというベルクソン自身の主張の中に、読みとるこ

とができる。 

 

 「身体はイマージュ自身であり、イマージュを蓄える emmagasiner ことはできな

い、なぜなら身体は、もろもろのイマージュの一部をなす fait ものだからである。そ

れゆえ、過去の知覚や現在の知覚を、脳のもとに位置づけ localiser ようとする企て

は、絵空事 chimérique にすぎないのである。これらのイマージュは、脳のうちには

ない。脳が、これらのイマージュのうちにあるのである。」（MM p.164-165/ 198頁）。 

 

 脳がイマージュのうちにあるというこの主張は、ベルクソンはイマージュが物理主義的

な意味での物質より根源的であると考えていることを意味する。実際に私たちは、物質が

実在であって物質がイマージュを生みだすか、反対にイマージュが実在であって物質もそ

こへの現われか、決定する基準を持たない。そしてイマージュを実在と考えた場合と、物

質を実在とする考え方を採る場合とで、現実を同等によく説明するならば、イマージュ実

在説はプラグマティックには物質実在説と同程度の真理性を持つ。ではどこの領域におい

て、二つの主張には差異が生じるのか。たとえば、物質からどのようにイマージュが生じ

るかの説明は難しい。しかしイマージュに物質がなぜ登場するかは、その物質概念によっ

て世界が合理的に理解されるなら、説明がつく。確かに、両方の説のプラグマティックな

差異については、すべてを数え上げることは難しい。しかしここに示した差異は、イマー

ジュの実在性が、物質の実在性と、少なくとも同程度に正しいことを意味する。そして脳

もイマージュのひとつと見なすこの考えは、私たちの世界に関する概念解体の最たるもの

のひとつであるだろう。 

 この解体は、生成を実在と見なすベルクソンの考えのうちにも生じている。物質を実在

とし、決定論を唱える立場は、無生物的な固体としての物質の単位と、それらの単位の間

にある空虚とを考える原子論的な要素説を前提にしていた。これに則ると、新たな生成と

見なされることも、物質単位の結合の仕方が変わっただけであり、本質的に新たな生成は

ない。しかも生命現象も物質の集積から説明しようとするため、物質と対立する生命を説

明しなくてはならない場合、それは何から成り立ち、どこにあるのかが謎となってしまう。

それは、物質を基本的実在と見なす存在論の持つ根本問題である。それに対して、ベルク
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ソンは次のような立場をとる。 

 

 「私が自分の身体と呼ぶイマージュは、すでに述べたように、生成する宇宙の横断

面 coupe transversale である、各々の瞬間 instant を構成している。したがって、身

体は、受けた運動 mouvements reçus と、返す運動 mouvements renvoyés とが、行
、

き来する場所
、、、、、、

lieu de passage、…要するに、感覚―運動現象の座 siège である。」

（MM p.165/ 198頁）。 

 

 これも身体にイマージュが宿るのではなく、身体の方がイマージュのひとつにすぎない

という説である。記憶はその頂点において、身体を通じて現在の物質的状態と関係するに

すぎない。しかも実在が「生成する宇宙」であると明確に主張されている。ここから考え

ると、物質の単位を実在として、その決定論的な状態から自発性や生成の可能性を吟味す

るのではなく、まったく反対に生成する宇宙が実在としてあり、その断面、抽象化として、

決定論的な物質的身体があるにすぎないということになる。こうなると、物質と生成とは

せめぎ合っているのではなく、生成の大海の抽象的断面として物質が位置づけられる。だ

がベルクソンは、実在の全体を生成と見なす一方で、生成と決定論の対立問題を綿密に検

討はしていない。むしろ、後期の『創造的進化』に見られるように、物質に対する仕方で

生命を実体化してしまう面もある。しかし、身体がイマージュのひとつであり、実在の

「横断面」にすぎないというこの考えを徹底させるなら、生命は物質に対立するのではな

く、生命対物質という構図が作られる以前の根源として、生成が位置づけられると考えら

れる。これは、生命対物質という対立以前の「場所」を設定した西田と、エランとして物

質をつきやぶる生命を考えたベルクソンとの違いにもつながってくる。 

 

おわりに 

 ここまで、ジェイムズとベルクソンを中心に、脳が意識を生産することはなく、また記

憶は脳に蓄積されない、という一見奇妙な主張の意味をさぐってきた。そこでジェイムズ

においては、脳を生産機能と見なしても、伝達、制限機能と見なしても、現実の意識現象

に差異を及ぼさない説明が可能であることを見た。そしてジェイムズの踏襲するプラグマ

ティズムでは、現象を同程度によく説明するのであれば、その説明理論が単一である必要

はなかった。これは、意識に対する脳の役割のプラグマティズム的な転換とも言える。脳

に関わる意識現象が、脳の根本的な性質を変えてみても同じようによく説明されるならば、

脳が意識を産出するという理論も、脳が意識を伝達するという理論も等価に成り立つか

らである8。しかし、「人間の不滅性」での、生産機能と伝達機能に関する限りのジェイム

ズの議論は、脳の外に意識があるか否かという枠組みに収まっている。この限りでは、物

質に対する意識という概念枠に則った議論であった。この概念枠自体が根本的に反省され
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るのは、『心理学原理』でクリフォードの「心素材」という概念が批判的に吟味されると

きと、『根本的経験論』で実在としての純粋経験が考えられるときである。これらは、意

識でも物質でもない中立的な一元的実在に収斂する議論である。これは、物質と精神とを

二元論的に分ける考えが、形而上学的なレベルで生じさせる問題を解決するために導かれ

た議論であった9。それは、意識がなぜ生み出されるかという問題解決のため、脳と意識

に関する妥当な考えを、プラグマティックに洗練し直したことである。そのために、物質

と意識という認識の根本枠自体を一元論的な視点から作り変えたのである。 

 それに対してベルクソンは、物質と意識という区別の枠組みを、いわば、イマージュ論

的に作り変えている。それは物質と意識とを実在とするのではなく、イマージュと記憶と

を根本的な実在と見なす。そこからすると、脳という物質も、現在の自我意識も、実在そ

のものではない。ただし問題なのは、イマージュと記憶とは、二元論的に切り離されたま

まなのか、ということであり、ここが純粋経験のような中立一元論的な方向に進んだジェ

イムズとは異なるところであった。また、『創造的進化』におけるエランのように、物質

的決定性に対する生命の跳躍という二元論的な構図も、物質と精神という枠組みを解体す

る試みが成された一方で、ふたたび独自の二元論の構図になっていることを示している。

西田がベルクソンを批判したのも、この点であった。『物質と記憶』に限っていえば、記

憶とイマージュとの二元論において、ふたつの関係が最終的にどうなるのか、という問題

は残った。これに関して私たちは、ある次元からみると、記憶とイマージュ、さらに精神

と物質という区別は、それぞれ概念的な生産物として位置づけられる可能性を考察した。

そうでないと、脳にはない記憶が、空間的に「どこにあるか」という謎が生じてしまうか

らである。この謎の反省を通じて私たちは、物質や精神を抽象的な概念と見なす、根本的

な視点の転換を試みたのであった。すでにベルクソンの記憶と、イマージュとしての物質

の二元論は、私たちの物質概念、精神概念の問題を明らかにし、解体、再構築させる意義

を持っていた。さらに私たちは、物質や精神という区別自体をも、実在からの概念的な限

定と見なしたのである。 

 またベルクソンは、現在を過去と未来との接点と見なすことによって、現在に実体化さ

れがちな自我がそこにはないことを示した。この、実体的な自我がないという主張と、精

神は物質としての脳ではないという、一見矛盾した主張との同時成立は、精神の存在論的

な位置について、根本的な作り変えを促すものであった。自我を実体化して精神を物質か

ら区別するから、二元論的な霊魂論になる。自我の実体性を否定して、精神の産出根拠を

物質とするなら、唯物論に近くなる。しかしベルクソンの立場はどちらでもない二元論で

あった。 

 また、ジェイムズの純粋経験が、ベルクソンとも異なる、一元論的立場であることはす

でに確認した。そしてジェイムズが伝達機能を考察したのは、不死という問題意識に導か

れていたからであった。しかし精神が脳にはなく、しかも自我が存在しないのなら、不死
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の観念も改められる必要があるだろう。つまり、滅ぶ物質に対する精神の存続という対立

図式自体が作り直されなければならないのである。この対立図式は、脳も自我も実体では

なくなることで、絶対的に無効化される。どちらか一方のみが実体化されることではじめて、

不死や、その反対の唯物論が成り立つからである。物質も自我も実体ではないのなら、そ

こに滅ばないものはない代わり、永遠存続へのこだわりさえ生じ得ない。永遠存続へのこ

だわりが絶対的になくなるところに、この瞬間が永遠であるということが成立してくる。

この絶対否定をくぐり抜けた、瞬間の永遠性という次元から、新たに精神的なものの積極

性が考えられなくてはならないだろう。 

 

略号 

ERM: James,William. Essays in Religion and Morality, The Works of William James, 

Harvard U.P., 1982, including “Human Immortality”. 邦訳 上山春平訳「人間の不滅

性」『ウィリアム・ジェイムズ著作集・７ 哲学の諸問題』日本教文社 1961 所収。 

MM: Bergson, Henri. Matière et Mémoire: Essai sur la Relation du Corps a l’ Esprit, 

Paris, Felix Alcan, 1903. 邦訳 岡部聰夫訳『物質と記憶』駿河台出版社 1995. 

 

註 

                                                      

1 これは、J・サールの「生物学的自然主義」における、「脳が心を因果的に産出する」という考え

を踏襲したいい方である。「生物学的自然主義」とは、物質を基本的な実在として生命現象を考

える、現代の生物学の根底にある世界認識である。 

2 たとえば進化論では、発見された化石同士の類似性にもとづいて、進化の系統樹が作られ、その

過程が自然選択で説明される。しかし、発見された化石同士は、実際に進化によって結びついて

いるのか、また進化の理由は本当に自然選択なのかの証明を厳密に行なうことはできない。それ

でも自然選択による進化論が一般的なのは、私たちの世界観を形づくる唯物論と競争原理とが、

そこで「追加的な仮説」として働いているからである。反対に創造論の主張がなくならないのは、

進化の理由が自然選択であることの厳密な証明がないことに加え、こんどは各々の種を神が直接

創造したという宗教教義が、そこでの「追加的な仮説」になっているからである。 

3 無論、無から何かを生みだすという意味での「生産的機能」はあり得ない。蒸気でも水が必要で

あり、爆薬の爆発でも化学物質が必要である。したがって「生産的機能」であっても、あくまで

何かあるものの、本質的な姿を作り変えることにとどまる。それは、人間から見た現われ方が本

質的に変化する、ということである。しかしこう考えると、意識が脳の「生産的機能」によって

作り出されるとすれば、化学物質が意識という現われ方に変化することが、そこでの本質的変化

になる。しかし、この本質的変化は考えにくい。なぜなら、意識という主観的な現われは、ある

化学物質が別の化学物質に変化することとは異なり、脳内の化学物質にはまったく見出されない、

あたかも無から作り出されるような何かだからである。この意味で、意識が脳の「生産的機能」

によるものだとしても、意識の素材にはすでに意識に類する性質を含んだ何かがなくてはならな

い。しかしその類する何かについての明確な概念を、私たちは持たない。 

4 全体が区別されない意識から、なぜ個別意識が生じるか、という問題は、次のようなフェヒナー
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の例を取り上げながら、波をともなう水における閾の高低によって説明される。 

 

「意識は、それをささえている精神物理的な様々な波動の全体が、閾の上でそれら自身連続で

あるか非連続であるかにしたがって、連続になるか非連続になるか、統一状態になるか個々ば

らばらの状態となる。」（ERM p.92/ 262 頁）。 

 

    実在は、無数の波頭をともなう水の全体である。これが「精神物理的な様々な波動の全体」で

ある。ここには個別意識も統一意識もない。閾とは一定の高さ、水準だと考えればよい。たとえ

ば、閾が波頭より上の高さにあれば、何も現われていない。波頭と波底との間にあれば、それぞ

れの個別の波だけが閾の上に現われ、波同士はつながっていない。閾が波底より低ければ、閾の

上ですべての波がつながってひとつの水として現われる。これが「連続した統一状態」である。

閾が波底と波頭との間にあるときが、「非連続」な状態である。もう一度「波頭のみならず、波

底も閾の上に現われている」状態になれば、「意識の非連続は連続へと転回されることになる。」

（同所）。 

   こうした比喩は、意識は根本的にはひとつにつながっているが、普段は閾が上がっているため

に個別の自我として意識されている、という考えを説明する。そうなると、閾が低くなれば、そ

れまで個人の意識内容の範囲にはなかったものまでが流入する。しかしそれは不可解で得体の知

れないものというより、もともと波同士を含んだひとつの水の中に共有されていた大きな意識が、

閾で遮られていたにすぎないのが私たちの個別意識であることを示している。 

 

 「また、もしそれぞれの波底が押しあげられ、そして閾の上にあるぞれぞれの波の頂点が平

たんに流れるように、波を一緒に押しこめたならば、個々別々の感情をいだくそれぞれの生物

は、単一の感情をいだく一つの生物になっただろう。」（ERM p.92/ 263 頁）。 

 

    このように波がなくなった平板な水面の比喩は、「単一」といわれている。しかし実際は、無

数の波を含むと同時に、全体としてつながっているという二つの性質を同時に含むのが水、つま

り普遍的な意識の状態なのである。 

   これらは、人間個人の意識をひとつの波で、個人を超えた普遍的意識を水として示すものであ

る。だが翻って、人間の個人の意識の方を水全体にたとえることもできる。この場合は、人間の

意識がひとつに感じられるのは、個別の波をともなう意識の閾が下がっているからであり、もし

閾が上がれば、人間はひとつの意識ではなく、一人の人間の要素がそれぞれ個別意識として働く

ことになる。この個別意識でもっとも具体的なのは、ふたつの大脳半球である。 

「しかし…人間の二つの半面、その右の面と左の面とは、このように統一される」（同所）。 

    私たちは普段の状態で、左右の大脳半球がひとつになって働くように閾が低いので、ふたつは

ひとつの意識として統一的に機能している。しかし閾が高くなり、二つが独立して働き始めるな

ら、そこで統一的なひとつの意識があるとはいえない状態になるだろう。これは、少なくとも客

観的機能として、ひとりの私が登場すること、消えること、複数化することがなぜ起きるかを説

明している。このような理由から、もともと個々ばらばらの心素材がひとつに結合するという考

えより、ひとつの全体的意識が閾によって区分されるという方が、意識現象を説明しやすいとジ

ェイムズは考えていた。この考えだと、個別の「私」が生じたのも閾の作用ということになる。

確かに私の内面性一般はこれで説明がつく。しかし個別の「私」の唯一性や存在の問題は、これ
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では説明がつかないという立場もある。 

5  伝達説にも、伝達的機能の背後が統一された一者であるタイプと、背後が多であるタイプとが

ある。前者は「先験的観念論の絶対精神」であり、それは「完全なる一者」である。反対にク

リフォードの「心素材」は、後者の典型といえる。しかもこれは、一なる精神が分割されて私た

ちになるのではなく、個々ばらばらの精神の素材が結合して私たちの意識になるという考えであ

る。そしてジェイムズはこの背後が、厳密にこの両極端のどちらかでないといけない、という立

場はとらない。 

 

 「しかしながら私の講演の意図からすると、舞台の背後に存するのは一なる心であっても多

なる心であってもよいだろう。伝達説に絶対必要なことのすべては、それらの心が私たちの心
、、、、、

を超越していなければならぬということである、―したがって私たちの心は、前もって存在し、

そして自分たち自身より大きい心的な何か
、、

から、やって来るのである。」（ERM p.89/ 257 頁）。 

 

   これは『宗教的経験の諸相』において、神的存在が必ずしも絶対的に私たちを超越した厳格な

一者でも、多なる不完全なものである必要もなく、「より以上のもの more」であればよいとする

主張に通じている。そして「より以上のもの」について、私たちの理解は本質的に及ばない。こ

こで着目すべきは、この「背後に存する」心とは、一であるか多であるか、個別の意識であるか

統一意識であるかとか、純粋な霊魂であるか脳のような物質であるかといった、特定の何かとし

て規定可能なところから外れている事実である。そこは私たちの概念化の届かないところである。

西田的に言えば限定以前、述語化以前ということになる。たとえ、伝達的機能の背後が個別の多

（個々の霊魂）か、一（絶対精神）かという決定にも概念化を必要とする。しかし、どちらかを

選び得るのではなく、そこに私たちの理解が及ばないというのは、論理が私たちの出所である根

源的世界を把握し得るのではなく、論理の方がその世界の限定の産物であることを意味する。 

6 ベルクソンは、知覚が記憶に結びつこうとする方向だけではなく、記憶が知覚に結びつこうとす

る方向も、同時に考えている。「私たちが純粋記憶と呼ぶものに相当する志向intentionと、聴覚

のイマージュ記憶 image-souvenir auditive と適切にも呼ばれているものとの間には、きわめて

頻繁に、いろいろな中間段階の記憶 souvenirs intermédiaires が入り込んで来ている」（MM 

p.139/ 169頁）といったように、純粋記憶を「志向」と呼ぶ記述などには、それが読みとれる。

そうなると、記憶はただ書庫に眠っている資料なのではなく、それ自体が自発性を持った生命で

もある、ということになる。「われわれは、知覚 perception から観念 idée に進むのではなく、観

念から知覚に進む。」「純粋記憶は、現在に浮かび上がってくるにつれて、対応するあらゆる感覚

を、身体内に生みだそうとする。」（MM p.140/169頁）といった記述からも、記憶の動的性格を

読みとれる。その一方で脳は反復的、習慣的な記憶を担う物質的なものだが、こちらにも記憶と

結びつこうとする自発的な傾向は存在する。これは、記憶も脳も、一方が生命で他方が物質とい

う単純な割り切りができないことを示している。純粋記憶と純粋知覚はともに、精神と物質の一

方にあてはめられることはできない。 

7 決定論を歴史的に見れば、天体の運行が精密に予測できるという事実から生じている。100 年以

上先の日食が見える地球上の場所と日時が正確に予測できるのも、天体の運行が精密に決定され

ているからで、こうした精密さがラプラスの悪魔などの発想につながった。しかしこれは、摩擦

も風もない、真空無重力の広大な宇宙空間と、そこに浮かぶ固体としての天体という構図である。

そこには真の新しさもない。それはまさしく、原子的な固体の基本単位と、それらの間にある
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まったくの空虚という構図をほぼ理想的に所持している。決定論という思想には、この構図が必

要だったのである。逆にこの構図がとれないのが実在の真相であったらどうだろう。そこでは基

本単位がどこまでも見つからず、また空間中にはどこまでも媒質が伴い、空虚が存在しない。そ

こからは決定論の思想は生じようがない。こうして考えると、決定論はアプリオリだったのでは

なく、歴史的に生じてきたといえる。実在がもしこうした物体と媒質とが未分の流れであれば、

決定論のような予測は不可能である上、そこには定型的な規則というものがない。ベルクソンの

生成という考えは、決定論を成立させる状況を前提とするのではなく、反対にこうした決定論の

成立条件以前という視点から、理解し直すことができる。 

8 ある一定範囲の出来事を同じようによく説明する理論が複数あるなら、それらは並立するという

考えは、ファン・フラーセンの「決定不全性テーゼ」にも通じる。しかし、考察に含めなければ

ならない出来事が増え、一方の理論が他の理論よりも多くの出来事を説明するようになると、理

論はひとつに収斂することもある。脳と意識に関する出来事において、生産的機能が伝達的機能

と同じほどよく、それらの日常レベルでの出来事を説明しても、私たちの考察範囲が形而上学的

な問題まで拡大されたとき、妥当性は伝達機能の方に収斂することも考えられる。すると、私た

ちに生産的機能をもっともらしく思わせていたのは、物理主義という近代科学による付帯状況と

いうことになる。 

9 現代の脳科学者ラマチャンドランは、側頭葉てんかんと宗教体験との関係を指摘した。こうした

議論は、脳をどのようにしたら極度に崇高な感情などの体験が起きるか、それがどのような化学

物質に関係しているか、などという関心から注目されている。しかしその一方で彼自身は、「科

学者としての私がめざすのは、宗教的感情がなぜどのように脳の中で生まれるのかを発見するこ

とであるが、このことはどんな意味においても神が実在するかしないかにはまったく関係がな

い」と主張する（ラマチャンドラン『脳の中の幽霊』角川文庫 2011年 293頁）。これはある意

味分裂した見解と見えるかもしれないが、伝達機能説に照らせば、宗教的感情が脳内現象に対応

していることは、超越的存在を否定するものでも肯定するものでもない。その意味で伝達説は、

現代の脳科学理論にも示唆を与える意義を失っていない。 

 


