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1 ．イデア的なるもの

　A・N・ホワイトヘッドの有名な言にあるように、哲学史をプラトンについての長大な註釈と

みることも可能だろう。もちろんホワイトヘッドが言っているのは、後世の学者たちがプラトン

の著作から引き出した、思想体系としてのプラトニズムのことではない。彼が言うのは、プラト

ンの著作のなかに豊富に存在するアイデアのことだ（Whitehead 1979: 39＝ 1981: 58）。

　たとえばイデア論について考えてみても、後世の思想家がみな、イデアを信奉しているといっ

た意味ではありえないだろう。しかしそれでもなお、現代までの西洋思想史をイデアとそれとの

想起というモチーフから見てみることで、その変奏を聞き取ることは可能なのだ。その変奏を可

能ならしめているのは、人間が、イデア的なるものの存在（わかりやすく言えば「神」）か、イ

デア的なるものが存在するかのように行為させるだけの機能かの、少なくともいずれかを前提と

していると考えざるをえない、ということだろう。

　つまりイデア論を、単なる個人的な信仰という意味でつかわれる場合の「形而上学」として退

けるのではなく、そこに現代的な意義を認めうるとすれば、それは次のような問いに集約される

のではあるまいか。すなわち、人間が対象認識の際にあたかも、先行して存在するイデアを「想

起」しているかのように行為するのはなぜか？という問いである。客観的に見たとき、もっとい

えば（現代的に）素朴に考えたときに、イデア的なものに対する既視感や、対象の同一性を代表

する理念的なカテゴリーが、偽装されたもの・事後的に作られたものであるとするならば、我々

はなぜ、いかようにしてそのようになっているのか、という問いが生じるわけだ。その問いが西

洋思想史を貫いている。そのようにホワイトヘッドの言を理解してみよう。そして、我々がそこ

で前提としてきた人間特有の「イデア化する」とでも言うべき機能を、「象徴（シンボル）化」

機能と、（のちの展開を先取りして）とりあえず名付けておいて差支えないように思われる。あ
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らゆる個物に分有されるイデア、という図式を反転させ、あらゆる個物の経験から抽出されるが、

あらゆる個物に依存せず、あたかもそれらに先立つような存在を感じさせる、そんな機能のこと

だ。

　この「象徴化」機能に関しての現代の種々の具体的な展開、つまり、そこで構築されたイデア

的なるものが規範的拘束力や権力をもつための機制だとか、最も一般的な象徴（記号）である言

語とともに経た展開だとか、あるいはその機能の相互作用によって肥大化する共同体意識だとか

については、念頭には置いておくが、この際あまり論じないことにしよう。本論での関心は、そ

の機能特有の「愚かさ」がいかに発現するのか、それが人間を理解するのにどう役立つか、とい

うことにある。

　「象徴」や「愚かさ」などについて、精密な定義から始めるのではないことを、とりあえず許

されたい。これらが端から形を与えられる類のものなら、論考そのものが意味を失うからである。

　本論文は、この「イデア的なるもの」の成立要件であるこの機能がいかなるものか、その可能

性と不可能性とを考察することを目的としている。

2 ．実在論と観念論

　「象徴化」機能についての論を直接に進めるのは途方もない物語になるので、ここからは 19

世紀から 20世紀にかけて活躍した哲学者 H・ベルクソンの思想を起点として、論考をすすめて

みよう。そこで彼によって提示される視点の上で、「象徴化」機能がどのような限界をもって現

れるかを、次章でM・メルロ＝ポンティの仕事を参考に深めてゆく。

　多くの例外はあるだろうが、現代の我々の最も素朴な世界は、実在論と観念論の相補的な形態

であるように見える。唯物論と唯心論と言ったほうが正解かもしれないが、実在論と観念論にし

ても唯物論と唯心論にしても、それらしい思想傾向は漠然とあるものの、厳密な線引きを受け付

けない類の歴史的に多様な用語なので、その漠としたイメージのうえで進むことにしよう。

　我々が受け入れている世界像を単純化すると、おおむね次のように記述できようか。外部に物

質によって構成され物理法則に支配される世界が存在し、それを一つの判断・意思決定機能であ

る自己（主観）が受け取り、それに働きかける、と。この自己が、外的世界と同じく物質から構

成されているとのみ見るか、物質とは全く違う法則で動いていると見るか、などの細かな差異を

捨て置いても、我々の多くは、外在的世界と自己という二つを起点として世界を見ている、とい

うことにしてよかろう。

　この世界観は素朴とはいえ、イデオロギー的な意味でも哲学的な意味でも、歴史上さまざまに

展開されてきた。西洋思想史上、実在論と観念論とをいかに総合するか、あるいは少なくとも橋

渡しをするか、が一つの大きな課題であったと見ることができる。このような数々の試みの中で、

実在論と観念論とのいずれかの二者択一を拒否し、もちろん双方の相補的な世界観も拒否した、

ユニークな提案が 19世紀後半から 20世紀にかけて多く現れる。この時期は、まさに上記の世界
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観の克服が、哲学者の間だけでなく様々な分野で、自然科学や芸術においてすら、（多少前後は

するものの）共有されていたように見えるのだ1）。

　ここでは、その一つの哲学的試みとして、ベルクソンの主著の一つである『物質と記憶』にお

ける「対象との距離」に注目する視座をもとに、考察を進めることにしよう。それとともに、彼

がその冒頭で注意深くそう試みたように、我々もここで上記のような実在論と観念論の二元と、

それについての既存の体系をひとまず廃棄、あるいは少なくとも前提とせずに始めてみよう。

　ベルクソンは『物質と記憶』において、先に述べたような我々にとって素朴な世界像、歴史的

に言えばデカルトに由来する「心身問題」を不可避的に含む世界像を批判し、それを克服できる

ような視座を提示・展開する。そこから、彼の有名な諸々の概念も説明されるのだが、ここでは

そのような詳細な議論には立ち入らず、またその後のベルクソン研究者たちの議論にも触れず、

ただ彼の提示した視座を紹介するにとどめることにしよう。そして、我々がここで「イデア的な

るもの」と呼んだものについてのその後の展開の土台として、それを借り入れることにしよう。

　ベルクソンは『物質と記憶』の冒頭で、それまでの哲学史上の諸々の議論について、つまり

「物質の諸理論と精神の諸理論について、外界の実在性もしくは観念性をめぐる諸論争について、

何も知らないふりをして」（Bergson [1896] 1968: 11＝ 2007: 8）2） 始めることを提案する。この提

案こそ、ここでの我々にとってふさわしく、実在論と観念論のいずれにも回収されないよう新た

な視点を得るための準備となろう。

　そのうえで、ベルクソンは我々に与えられる漠然とした「像（イマージュ “image”）」3） を考え

ることから始める。彼は、いくつかそういった「イマージュ」について考えたのち、その中でも

「ある特殊なイマージュ」が存在することを指摘する。それが我々の「身体という中心的なイ

マージュ」であり、「このイマージュに合わせて他のすべてのイマージュが調整され」るような、

そういったものと説明する。が、「ある特殊な」といっても、そのほかの全イマージュの総体と

しての「宇宙全体のイマージュ」（イマージュの総体としての「物質」とも言われる）をそこか

ら引き出せるようなものとして（観念論のように）考えるのは不条理であり、（哲学的な意味で

の）表象を生じさせるのではなく、身体を取り巻く物体に対して及ぼしうる「作用の中心」と

いった意味においてである。そして、ベルクソンは、この物質としてのイマージュが、特権的な

「身体というイマージュ」の作用と関係づけられたとき、それを「物質についての知覚」と呼ぶ

（Bergson [1896] 1968: 17＝ 2007: 15）。このあたりは「何も知らないふり」をして始めた代償な

のか、視点が定めづらいのだが、二つの「イマージュ」が相互に関係しあっている、というのが

最初に与えられる形となる。

　「イマージュ」という語がいかなる概念なのか、という純粋に哲学的・伝統的・聖書解釈的な

問題は置いておくとして、このベルクソンの構成が前提としているのではないかと思われる事実

があるのだが、それとともに考えると理解しやすいかもしれない。それは神経系の構造であり、

外部と内部とが線的につながっているようなモデルで想像できよう。実際、ベルクソンは「脳」

は「一種の中央電話局」のようなものだと表現することもある（Bergson [1896] 1968: 26＝ 2007: 
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27）。外的刺激の出入力先と、それを中央が「通話させ」たり「待機状態」に置いたりするわけ

だ。また、のちにベルクソンが図示するモデルでは、線分の一方の端は物質とゼロ距離にある

「純粋知覚」、他方の端は（その後の展開において名づけられる理念的な存在である）「純粋想

起」につなげられている（Bergson [1896] 1968: 147＝ 2007: 191）。認識にその都度与えられる

「イマージュ」は、この線分の中間的な落としどころとしての存在ということになる。このモデ

ルの両端の概念は実に理念的で、実現不可能な極として設定されているのだが、その間の線上の

どこかでその時々のイマージュが結実する（認識が成立する）と考えている。両端ともに理念的

な存在なのだが、「純粋想起」のほうが「純粋知覚」の極よりも、こう言ってはなんだが、より

理念的であり、物質との距離がゼロである「純粋知覚」のほうが多少現実的で、我々にとって想

像しやすいように思われる4）。

　やや先取りしてしまったが、ベルクソンは「イマージュ」から始めて、外在する「宇宙全体」

のイマージュと「身体」というイマージュとの作用関係の中に、我々の認識を位置づけていると

いってよい。そしてこのモデルの提示とともに彼は、我々が先に簡単に触れておいたような、実

在論と観念論との相互の決定的な断絶と、それゆえの相補的な関係を批判的に論じるのである。

もちろんこの批判は、I・カントを代表とする哲学史上の議論を念頭においている。カントにつ

いては「感性と悟性とのあいだに、なんだかわからない予定調和（harmonie préétablie）なるも

のを想定する」（Bergson [1896] 1968: 23＝ 2007: 24）ことになると言及されている5）。

　実在と観念のいずれかのパースペクティヴを選択し一元的に、またはそこからの帰結として結

局は二元的に世界を記述する、ということを拒否しベルクソンが提示するのは、「物質」という

極点（上記の「純粋知覚」）から距離をつくることで、生命（身体）の中に「不確定性」あるい

は「躊躇」が生じ、それが「神経系がわれわれの行動に残す自由度」を保証するという視点であ

る。この点に関して彼は、「神経系は表象をめざしてというよりむしろ不確定性をめざして構築

されたように思われる」（Bergson [1896] 1968: 29＝ 2007: 32）と表現している。ベルクソンが

「神経系」という言葉を使うのは、彼の頭の中に、単純な生物から高等（複雑）な生物から下等

（単純）な生物6） までの反応や、同一の生物種のなかでも距離がゼロの触覚から距離が果てしな

く遠くありうる視覚などの知覚とそれへの反応行動が意図されているからである。このあたりは、

のちに取り上げるメルロ＝ポンティの『行動の構造』が同じスタンスでの仕事といえるだろう7）。

　この発想のユニークな点は、ベルクソンが物質との（時間的・空間的双方の意味での）「距離

（distance）」（Bergson [1896] 1968: 28＝ 2007: 31）に着目し、実在論的
4

および観念論的
4

な発想を、

実に自然に我々人間のものとして考えられるところにある。対象との距離が十分あれば、行動を

迫られるまでのタイムラグが得られる。そしてそこで得られる「不確定性」あるいは「躊躇」こ

そが、高等（複雑）な生物における、条件反射行動よりも抽象的な機能への余地を開くことにな

るのだ。下等な（単純）な生物においては、たとえば触覚にほとんどの情報を頼るほかない生物

を考えると、当然、知覚即行動を余儀なくされるわけだ。そこには抽象思考をさしはさむような

余地は存在せず、直ちにプログラム通りの反応をするほかないし、それが最も現実的で有効な対
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処方法である。この点に関してベルクソンも、単純な生物における「棘状器官」に言及しており

その指摘は興味深い。その器官は「防御手段であると同時に知覚の道具でもある」として、受動

的知覚と能動的行動との時・空間的区別が生じていない段階があるというわけだ（Bergson 

[1896] 1968: 28＝ 2007: 30）。

　このように、ベルクソンは実在論にも観念論にも与せず、対象（物質）との「距離」を起点に

自身の論を構成し、有名な逆円錐の図などをつかって記憶と精神にせまってゆくのだが、ここで

はその詳細な議論は省いてここでの目的へと進もう。

　ここで確認しておくべきことは、対象からの刺激に対して（理念的ではあるが）距離がゼロの

知覚即行動のレベルから、我々人間の思考の中の象徴（記号など）のような、もはや特定の対象

から無限の距離を感じさせるような形態までが、ベルクソンの視点から描くことができる、とい

うことだ。外在的世界に対置させた（抽象的）思考能力の中心としての観念的存在を最初から設

定する、という従来の世界像に比すると、現実の象徴的機能の無数の程度の違いや、その機能が

持つ病的性格などを理解するのに有用な視点であると思われる。

　この立場を前提として、次章はメルロ＝ポンティが『行動の構造』において論じた、行動の 3

つの形態をみてゆくことで、人間に特有（それも程度の問題だろうが）の行動性格を単純化して

理解しておきたい。

　また、本論文では詳しくは触れないが、ベルクソンが提示したモデル、線分の両端の一方に物

質との距離ゼロの「純粋知覚」を、もう一方に「純粋想起」をおくモデルに多少の変更を加える

可能性を示唆しておきたい。神経ネットとしての脳の機能をベルクソンが知りえなかったかどう

かは分からないし、記憶との関連において『物質と記憶』は編まれているのだから、ここでのモ

デルの提示が直接ベルクソンへの批判になるというわけではないことを断っておくが、我々の神

経系の集中している部位である脳は、明らかにその出入力先を、外部世界（物質）だけでなく自

己自身にも持っている。その意味で記憶と関係してくるのだが、典型的な自己言及ネットになっ

ているため、先に述べた線分のモデルの「純粋想起」の極を何重にも巻きつけたような自己言及

的な構造にするほうが、理解の助けになるように思われる。もっとも、ベルクソンは脳を出入力

の間に挟む形で論を展開していたし、そもそも精密なモデルを提示することを目的にはしていな

い8）。また、ここでの議論にとってもモデルそのものはさほどの意味を持っているわけではない

が、単純なる神経細胞の構造が連なりあうことで、出入力だけでなくゆるやかな中心が生じてく

ること、またその同様な自己言及ネットが、さまざまな種間で量的な差異にしか一見感じられな

いものであるのに、以降に見るような生物間の脳機能の質的な差異を生み出すということは念頭

に置いてよいだろう。

　この考察を続けることは、まさに現代的な様々な学問（とりわけ社会科学）の抱える大きな

テーマにつながることになる。「部分」の総和としては理解できないような「全体性」が、なぜ

か突然組みあがり、独自の秩序だった運動を始める。その「全体性」を瓦解させずにおくための

自律的機能としての（先の「部分」とは違う）モジュールの構築と、それら相互の連携。そのよ
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うな観点からのアプローチは、例えば、脳に関してならば非線形科学的な観点からなされている

ようだが、もちろんそれは脳に限らず生命の根源への問いや、カオスと秩序、近代社会について

の問題群へすら接続可能である。それらは端的に言えば「システム論」ということになるが、そ

こへ入り込んでゆくことはここでの論旨から離れるし、そもそも難題でもある。ゆえに、ここで

はそのような発展可能性のみを維持しつつ、先へと進もう。

3 ．メルロ＝ポンティの行動の 3つの形態

　メルロ＝ポンティは当時の心理学や生理学的成果を前提として、生命の行動を 3つの形態に分

ける。彼は、反射行動の学説をかなり子細に分析することで、それまでの要素還元主義的な古典

的な行動についての理論を批判する。この古典的理論とは、物理的な事実としての刺激と身体の

反応とに 1対 1の対応「反射行動」あり、その組み合わせでもってあらゆる行動を説明するもの

であったらしい。メルロ＝ポンティはそれらの条件反射が、刺激としては異なっていても同じ反

射行動を引き起こす例や、クロナキシー（組織の興奮性を比較するための単位）の相互の依存関

係を示し、刺激と反応の 1対 1対応はむしろ稀にしか起こらない（実験室での限定された状況な

ど）ことなどから、「ゲシュタルト」や「全体性」から行動を理解するよう提案する。

　この「全体性」は部分の合成によって生じることはありえない、ということを彼は繰り返して

いる。このことは前章の最後に補足的に述べた神経系のモデルに関しての問題と同様であり、こ

の「ゲシュタルト」という概念が、要素還元主義的には決して理解できない脳の全体理解へと、

ブラックボックス化し隠蔽することなしに至るのかは興味深いところであるが、ここでの我々の

議論に直接かかわる問題ではないので言及は避けることにする。

　ともかく、このような古典的な行動学への批判を通してメルロ＝ポンティが提示した 3つの形

態を、ここでの主題のために紹介しておこう。そして、この 3つの形態を、ややメルロ＝ポン

ティ自身の議論から外れて、前章で我々が確認した「対象（物質）との距離」の観点の上で考え

てみることにしよう。

　彼は以下のように、それぞれの形態が厳密な境界をもって区別されるわけではないけれども、

生物の行動について 3つの形態を名付けるのだが、彼の関心は単純にその記述の分量からいって

も、後の 2つにあることは明らかで、ここでの我々の関心ももちろんその 2つ、とりわけ最後の

1つにある。

　この三つの範疇は、動物の三つの群に対応するのではない。その行動が決して
4 4 4

癒合的水準

を越えないとか、あるいは決して
4 4 4

象徴的形態以下には下らないという動物の種は存在しない。

にもかかわらず動物は、その最も慣れた行動の型に応じて、この段階に分けられる。…中略

…空間と時間の基本的次元は、今区別した三つの水準のいずれにもあると言ってよい。

（Merleau-Ponty [1942] 2009: 113‒114＝ 1964: 161）
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● “Les formes syncrétiques”（「癒合的形態」）

「行動は自然条件の枠の中に閉じこめられており、未知の状況は、はじめからそれに定

められている生活状況への暗示としてしか扱われない」（Merleau-Ponty [1942] 2009: 

114＝ 1964: 161）

● “Les formes amovibles”（「可換的形態」）

「行動の歴史のなかに〈信号〉というもの ― それは種の本能構成によっては決定され

ない ― の出現が見られるやいなや、信号は、構造実現の素材から比較的独立している

〈構造それ自身〉にもとづくと見ることができる」（Merleau-Ponty [1942] 2009: 115＝

1964: 163）

● “Les formes symboliques”（「象徴的形態」）

「行動の中に、認識という行為や自由な行為を導き入れるのである。それは観点のあら

ゆる取換えを可能とすることによって、私自身の観点が組み込もうとしている現実的な

関係や、また〈種〉のはっきり決まった要求によって指定されようとしている機能値か

ら、「刺戟」を解放する…中略…刺戟を刺戟そのものとして表わし、物の固有の真理と

価値とに開かれ、〈意味するもの〉と〈意味されるもの〉、〈志向〉と〈その目指すもの〉

との充全な合致へ向かう行為は、象徴的形態とともに現れる。ここでは行動はもはや単

に一つの意味を〈もつ
4 4

〉のではなく、行動そのものが〈意味〉なので〈ある
4 4

〉」

（Merleau-Ponty [1942] 2009: 133＝ 1964: 184）

　1つ目の「癒合的形態」のカテゴリーに属する行動においても、メルロ＝ポンティはやはりひ

とつの「ゲシュタルト」的な反応を考えているという点で、ベルクソンの言う「純粋知覚」とい

う理念的な極にからはまだまだ遠い（というより生物である時点でそこから無限の距離がある）

のだが、それは「具体的な状況の実質にぴったりはまりこんでおり、それゆえ真の学習には役立

たない」（Merleau-Ponty [1942] 2009: 115＝ 1964: 163）のである。「学習」が問題となるのは、

刺激の複合体と反応との関係を決定づけるプログラムが変更可能かどうか、が生物とその近く対

象との「距離」を典型的に反映しているからである9）。そして、「学習が」機能するのは、すな

わち対象からの刺戟（入力）に対しての行動（出力）パターンを、そのつど変化させたり環境へ

の単純な依存から切り離したりするのは、「可換的形態」という字義どおりのカテゴリーからだ

けである。そこでは上記の引用にあるように、対象の素材からかなり切り離されて、それゆえあ

る程度「可換的」な「構造」を備えているが、「象徴的形態」においての「記号」の使用ほどに

は、対象からの刺戟と無関係になることは出来ない。この「象徴的形態」こそが、人間を人間た

らしめるのであり、「可換的形態」は「信号」に、「象徴的形態」は「記号」に関係付けられてい

るとメルロ＝ポンティは言う（Merleau-Ponty [1942] 2009: 130＝ 1964: 181）。彼は、人間が音楽

を聴くときのメロディの提示や認識を例にとって、この形態を説明している。まさしく音楽的体

験はこの形態での「象徴化」機能を巡った遊びであるからだ10）。
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　ヒトのあらゆる記号使用が「象徴的」機能のみにより完成するわけではない。記号のみの丸暗

記が相変わらず人間にとって困難を伴い、イメージと記号の対応を固定するのにさまざまな身体

的アプローチを必要とすることからも、我々がこの形態において完成された生物ではないことは

明らかだろう。さらに、我々の典型的な記号であろう言語使用を鑑みれば、確かにその記号の元

になった対象をもはや必要としないのは明らかで、例えば我々はりんごの実物を見ることなしに、

「りんご」という記号だけでやり取りができるのではあるが、見方によっては、「りんご」という

語を聞くだけでりんごの質感に襲われてしまうことが避けようがなくなっているともいえる。つ

まり、今度は、我々はその抽象的記号そのものに対して「癒合的」とでも言えるような事態に陥

る。この点にこそ、我々の本論における主題が存するのだ。

　ここでの我々の関心にとって、メルロ＝ポンティが、この「象徴的形態」を「構造の構造」

（Merleau-Ponty [1942] 2009: 133＝ 1964: 184）という表現によって特徴付けているのは非常に示

唆的だろう。つまり「象徴的形態」では、物質から無限遠の彼方に離れた神の如き超越的位置に

ありうるというわけではない。そうではなく、「可換的形態」のもつ構造についての構造として、

2重（あるいは多重）にした形態として見ることができるわけだ。これは、我々がベルクソンの

議論をもとに提示しておいた自己言及的なモデルを思いこさせる。我々はもはや物質そのものか

ら信号を受け取るのではなく、我々自身からも信号を受け取るのであって、その形態はもはや自

己言及的というより、主語であり同時に述語であるような全体性として現れるのだ。

　「構造の構造」としての形態を考えたとき、我々は自身の（意識に上ろうが上るまいが）記憶

や習慣の中にあるシグナルに囚われもする、というのが理解できる。今やこの論点が、当初発し

ておいた我々の問題提起の重心となる。次章でそのことを取り上げよう。

4 ．愚かさとは何か

　前章でとりあげた 3つの形態との関連で、メルロ＝ポンティが意図していたであろうことを

我々の文脈になじむよう文章化すれば、次のように表現できよう。つまり、機械論的な刺激（の

多様性を無視し単純化したもの）と反射の 1対 1対応を実現しうるのは、生物の下等な形態にお

いてというよりはむしろ、高等な行動においてである、と。「癒合的形態」においてすら、ゲ

シュタルト概念を導入しなければ理解できなかったし、単純な条件反射は実験室という限定がな

ければいつも同じ結果は得られないことを指摘し、彼は、下等な動物の行動にこそ機械論的な理

解が不可能であることを相当の分量を割いて主張している。現代の我々が素朴に考えれば、人間

においてのみ複雑な創造性が、下等な（神経系が単純な）行動においてこそ、単一性・同一性に

彩られた機械的な反応が見つけられそうだが、メルロ＝ポンティが引き出した帰結はむしろ逆で

あったわけだ。同一の反応をいつも出力しうるという意味で、「条件反射は病的な現象か高等な

行動か、そのいずれかである」（Merleau-Ponty [1942] 2009: 134＝ 1964: 185）というように表現

しているが、「象徴的形態」においては、無限の多様性をもつ外的刺激に対して距離を取りうる
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ことが、その主な特性であった。

　同一性やそれに拠る反復、といった機械論的な自然観や客観的な時空間感覚はメルロ＝ポン

ティが言うように、この形態（人間）において初めて発現するものなのだ（Merleau-Ponty 

[1942] 2009: 135‒136＝ 1964: 188）。この時点で、ほとんど本論考での主題との関連は見えている

のだが、つまり、この「象徴的形態」である人間的行動の中に、ほかの 2つの形態とは異質の

「愚かさ」が顔を出す、ということになる。ここで特徴づけられる「愚かさ」とは、「一つのもの

への囚われ」であり、それは冗長的・固定的・反復（単純な繰り返しという意味での）的で病的

な価値や規範をもとにした行動をヒトに運命づける。

　ところで、ベルクソンにおいても、というよりベルクソンにおいてこそ、この機械的・同質的

な、端的に言えばニュートン力学的な世界は知性の産物であることが指摘されていたのではな

かったか。我々の議論の前提を借りてきたベルクソンから、もう一つ、彼の「笑い」についての

興味深い理論も借りてみよう。『笑い』において提示される理論は、次のように要約できる。

　「おかしみ」とそれに伴う笑いは、「固有の意味で人間的」なるものにのみ存する。そして、

人間の中にあらわれる「機械的なこわばり」にたいして、生ほんらいのしなやかさを思い起こさ

せるために、罰としての笑いがある、というようなロジックである（Bergson [1900] 2007＝

1938）。ベルクソンは「こわばりが滑稽なるものであり、そして笑はそれへの懲罰なのである」

というのを、あらゆる滑稽さを直接説明するものではないけれども、「すべての説明に伴奏する

ライトモチーフ」として提示する（Bergson [1900] 2007: 16＝ 1938: 28）。また、どこまで意図し

てのことであるかわからないが、こうも述べているのが面白い。「社会的からだの表面に機械的

こわばりとしてとどまっていそうなものをことごとくしなやかにする」（Bergson [1900] 2007: 15

＝ 1938: 27）、と。

　ベルクソンの、この「機械的なもの」への過信を忌避する態度は、彼の諸著作をつらぬいて見

て取れるものであり、それに対して「しなやかさ」、つまり、刻々と変化し二度と同一のものが

戻ってこないという時間的真理（彼の言う「持続」）へと対応し、わがものとできるような「し

なやか」な生を持ち出し、相互の協同を目指すという思考も彼の一貫した立場であっただろう。

この前提の上で、彼が『笑い』において言うところの「機械的なこわばり」は、いまや我々の文

脈で扱うべき「愚かさ」と同質のものと言えるのではなかろうか。もっともメルロ＝ポンティに

よれば、ベルクソンは人間的な活動においてすら未だ「本能が本能なりに追及しているのと同じ

目標の別な追及様式しか見ていない」（Merleau-Ponty [1942] 2009: 176＝ 1964: 242）ということ

になるのだが。つまりベルクソンは、最終的には人間を動物の亜種程度にしか考えていなかった

のだが、メルロ＝ポンティは、人間には人間固有の「第三の弁証法」が存在するのであって、他

の「形態」における弁証法的関係と質的に異なっている、ということを強調するのである。そし

てそれは、もちろんその用語についての哲学史上の展開を念頭に、「人間の労働」（Merleau-

Ponty [1942] 2009: 175＝ 1964: 241）という表現を与えられる。

　確かに、ベルクソンの哲学的態度にはそのような向きがある、メルロ＝ポンティと違い、世界
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は、こう言ってよければただ一つの弁証法の中にある。他の生き物とは異なる、人間的なる弁証

法になんとなく気づいていながら、結局はそれを「生」の名のもとに回収させてしまうような印

象がある。それゆえ、人間の知性（象徴化機能）の産物であるところの物理法則と、外在してい

る物質そのものをつなぐことになるような世界を、想起させる。それはまるでエッシャーのだま

し絵を見ているような印象にさせるところがある。もっとも、それはベルクソンが是か非かとい

う問題ではなく、両者の、同一の世界へととりうる態度の差異に起因しているのかもしれないが。

　ベルクソンとメルロ＝ポンティの（仮想）論争をとりあえず脇に置くとして、これまで、彼ら

とともに見てきたように、人間に固有の「象徴的形態」にはそれゆえの可能性と、それと一体に

なった不可能性としての「愚かさ」あるいは病的性格が存するのだ。物質的な対象を離れること

はできるものの、それゆえ自身の立てた抽象物・象徴に「囚われ」、「こわばり」もする、と。

　しかしここで、この「愚かさ」という語に、我々が一つの価値判断を持ち込もうとしているで

はないか、と人は批判するかもしれない。それには反論しようもないが、こう応えることはでき

るだろう。つまり、とりわけ 19世紀以降、多くの（西洋史上の）思想家が、明に暗にこの「愚

かさ」をいかに位置づけ、克服するのかという課題に躍起になっていたのではないか、と。ここ

で 19世紀を一つの転換点としたのは、もちろん G・W・F・ヘーゲルの『精神現象学』を念頭

に置いてのことである。ヘーゲルに端を発する（その意味での）弁証法的なスタイルが忌避して

きたものこそ、この種の「愚かさ」だったのではなかったか。その名の通り、『精神現象学』は

人間の精神の弁証法的運動を、なんらかの形あるものを出現させることなく、定立することなく

記述しようという試みだった。彼の態度とカントの態度とを並べて考えるならば、カントはソ

リッドな理論を定立したのに対し、ヘーゲルはリキッドな運動・現象を追いかけた、とでも言え

ようか。もちろんカントのもっとも有名な定言命法「汝の意志の格率が常に同時に普遍的な立法

の原理として妥当しうるように行為せよ」は倫理に関する否定弁証法的な態度のもっとも端的な

姿であるかもしれないが、それでもやはりカントは理論を立てた
4 4 4

のであり、ヘーゲルはそのよう

な固定的で同一的な形を与えるのを避けていたように見える。

　ヘーゲルは『精神現象学』において、「弁証法的」という言葉を実はあまり使わなかったのだ

が（その意味でも何らかの忌避を感ずるのはうがちすぎだろうか）、数少ない箇所である「序

論」において、その「弁証法的運動」は「真理」と「知」の弁証法なのだというようなことを述

べている（Hegel [1832] 1986: 78＝ 1998: 16）。これを我々の文脈に引き入れるならば、「象徴」

と「体験」の間の弁証法と言うことが許されようか。いずれにせよ、ヘーゲルにおいて意図され

ていたのは、ディアレクティークと聞いて通常思い浮かぶようなモノとモノとの間の弁証ではな

く、「象徴」と「体験」、「抽象」と「具象」との間の弁証法だったのではないだろうか。そして、

数多い誤解とは逆に、『精神現象学』の最終章「絶対精神」においては、それまでの弁証法的運

動をなぞることでわずかなページが割かれるのみで、なにか固定的な到達点が描かれているわけ

ではないのだ。F・ニーチェを思わせるような回帰する弁証法的運動のみが、そこには書かれて

いる。
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　この読みが過剰さを含んでいるとしても、少なくともその後の西洋思想史において、ヘーゲル

に始まる弁証法的スタイルは、明にはたとえばフランクフルト学派に通底する視角に、暗には無

数の思想家の学問的態度それ自体の中に引き継がれていった。

　メルロ＝ポンティが「第三の弁証法」として人間の行為について述べたものと、ヘーゲルの弁

証法とが正確に同じロジックで構成されているのかどうかについては、ここでは論考を差し控え

ておこう（もちろんメルロ＝ポンティはヘーゲルを意図してはいる）。我々はメルロ＝ポンティ

にならって、彼が、高等な行動と下等な行動とにかんして素朴な理解とは逆に、機械的な 1対 1

対応の反応をむしろ「象徴的形態」に特徴づけたように、いまや次のような結論を引き出してお

こう。

　人間（「象徴的形態」）はその「愚かさ」において、もはや動物（他の二つの形態）になるので

はない。そうではなく、人間が人間から転落するとき、それは人間でも動物でもないなにものか

になるのだ、と。

　我々は、メルロ＝ポンティの 3つの形態を受け容れ、かつ人間が「象徴的形態」から逃れられ

ないとしたら、もはや自然に帰ることは出来ない存在なのではないか。昨今、現代的な人間（大

衆）の内に動物的なものを見出して、それに期待なり危機感なりを持つ議論が見られるが、たと

え比喩としてでも、人間の「愚」が動物に落ち込むことはありえないのだ。最も動物的と思われ

る赤子でさえも、その言語習得を思えば、「象徴」を習得するのが当たり前のように成長するし、

その知能は 3歳を超えた時点で成熟したチンパンジーを超える。もちろん、例えば狼に育てられ

た人間が狼の如くなり、それの人間への復帰が不可能ではないが困難であることを鑑みると、特

に初期に人間社会の中で成長する、という条件が付きそうではあるし、言語習得が不可能な個体

も存在するだろうが。経験的な実感にすぎないが、たとえば犬が言語を解さないからといって、

それを我々は「愚か」とは表現しない。植物の葉が、太陽光だろうが電灯だろうがお構いなしに

向かうことを「愚か」とは言わない。転がる石を「愚か」と言わないのと同じように。してみる

と、「象徴的形態」から別の形態へと落ち込む（そんなことがあるか分からないが）ことが「愚

か」なのではやはりない。我々の「克服さるべき」「こわばり」は、自然とは離れたところにあ

るのだ。本能的で自然的と思われがちな各種欲求ですら、メルロ＝ポンティの言う「構造の構

造」に囚われてしまう。このことを示したのが、あの精神分析学が我々に対して持った、一つの

衝撃だったのではないか。

　ニーチェが、ツァラトゥストラをして「人間とは克服さるべきなにものかである」（Nietzsche 

[1919] 2005＝ 1967）と言わしめたとき、彼が意図したものは、「象徴的形態」には、それ固有

の「囚われ」が逃れがたく運命づけられているということ、それゆえ、人間はそれとの弁証法的

運動を展開してゆかなければならないことも同時に帰結することだったのか。実際、ツァラトゥ

ストラはたとえば弟子に、彼らの師ツァラトゥストラを疑い、否定するよう幾度も注意を促す。

かの著作の底に終始流れているのが、この固定的なものへ対するニーチェの嫌悪だった。彼

（ツァラトゥストラ）のあらゆる主張は、我々の展開してきた論の上においても、不整合を生じ
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ない。そしてニーチェは、人間の硬直した「愚かさ」を解きほぐすものとして、「美的なもの」

に期待を込めていたのだ。
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注

 1）   科学においては例えば、20世紀前半の「相対性理論」や「量子力学」などの、T・クーンの言うと
ころの「パラダイムシフト」がそれにあたるだろうし、芸術においてはそれを探すとすれば 19世紀
後半頃になるだろうか。20世紀の入り口に一つの思想的な「溝」があるということは、度々指摘さ
れるように、どうも確からしい。

 2）   以降の訳出については、基本的に邦訳書の日本語を尊重している。
 3）   この “image”を哲学用語として扱うべきとは、ベルクソンの表明する意図からしても感じられない
ので、「像」とのみ訳すこともできるだろう。が、邦訳の習慣上「イマージュ」という訳語をあてた
ほうが通りが良いので、今回はそちらを採用する。

 4）   「より理念的」というのは奇妙な表現ではあるが、「純粋想起」を想定することのより困難さが、む
しろベルクソンのモデルに修正を加える余地のように思われる。そしてそれは、ベルクソン以降、と
りわけここ 50年の間にめざましく発展した神経科学における成果をもとにする必要があるだろう。

 5）   ベルクソンの哲学（『物質と記憶』）は、カントで言うところの「構想力」についての哲学だと言わ
れることがあるが、カントがその理論的構造物のなかでの各構造の接続のために要請せざるを得な
かった「接着剤」のような役割を果たしているものが「構想力」であることを考えると、ベルクソン
の仕事をそのように理解するのは妥当だろう。

 6）   「高等」「下等」というのは 1つの価値を含んでいるし、本論文の意図に、その価値をキャンセルす
ることが含まれているのだが、ここでは（訳の関係もあって）あえてその語を使用する。

 7）   メルロ＝ポンティがベルクソンの思想的影響を受けていることは間違いなく、そのうえでベルクソ
ンを超え出ようとする意図が見られる。

 8）   当時は、現代のような脳の構造についてはまだはっきりわかっていなかった。「ニューロン」や
「シナプス」という語も登場したばかりの時期である。脳のネットワークがどんな形態かははっきり
しておらず、例えば、ちょうどこの 20世紀の初めごろ、有名な「カハールとゴルジのギャップ論
争」というのがあり、神経細胞同士の間に間隙がある（ニューロン説）のかない（網状説）のかにつ
いて見解が分かれていた。まだ電子顕微鏡が発明されておらず、光学顕微鏡での研究だった頃である。

 9）   「癒合」という語によってメルロ＝ポンティがベルクソンの言う「物質＝知覚」の理念的位置の周
辺のことを考えていたかどうか、つまり生物と物質（無生物）の区別の生成を意識せざるをえない境
界周辺を考えていたのかどうかは分からない。しかし、『行動の構造』では「癒合的形態」にはほと
んど論が割かれていないことからも、彼の焦点はいずれにせよほかの二つにあったと言えるだろう。

10）   メルロ＝ポンティへの思想的影響の強い E・フッサールも、『内的時間意識の現象学』においてメ
ロディの認識についての考察から、その論の多くを展開していた。その意味でも現象学的な関心にふ
さわしい対象なのだろう。
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