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ベルクソンの時間存在論をマクタガート的問題系によって解剖する 

平井靖史（福岡大学） 

 

0. 序 

 マクタガートによって1908年に発表された「時間の非実在性」論文1以降、この百年の間、時間の

分析形而上学は大きな進展を見せた。哲学者たちによる相互批判から、時間の問題を分節するため

の数多くの有益な概念が引き出されてきた。様々に異なる時間論上の立場を正確に定位し、見極め

るべき論点を的確に絞り込む上で、こうした諸概念を援用することは非常に効果的である。A論者

（時制論者）かB論者（非時制論者）か、現在主義か永久主義か、等。 

 他方、1989年の『意識に直接与えられたものについての試論』によって哲学的デビューを果たし

たベルクソンの時間論は、時に、「連続的な現在の意識的体験流」のごときものを言挙げする素朴

現象学として、また時に、空間化された表象によって取りこぼされてしまう「表現不可能な何か」

を標榜するある種の否定神学として、長らく皮相な仕方で受容されてきた。だが、そのテクストの

根底には、強固な〈過去〉実在論を理論的基盤としつつ、現在と過去の相互干渉のダイナミズムか

ら未来の創発性を構造的に解明するという、きわめて周到に構築されたひとつの堅固な〈時間存在

論〉が伏在している。 

 本発表では、この理論的実質を顕在化させ、その射程を明らかにするべく、ベルクソン時間論を、

不幸な相互無関心のうちに独立の発展を見せた現代英米系の時間論の枠組みの中に敢えて位置づけ

ることを試みる。もちろんこれはあからさまにアナクロニックな作業ではある。だが、こうした遡

行的な作業を通じて、ベルクソンの理説の一見とらえどころのない固有性を概念的に同定し、広く

批判的検討へと開くための素地が形成されるならば、発表者にとって幸いである。 

 もちろん、ベルクソンの側からの紋切り型の批判に終始することはたいして有益であるとは思え

ない。たとえば名高い「時間の空間化批判」についても、本発表で検討するように、時間の線形化

は、ベルクソン自身にとっても時間の実在的な働きのうちに含意されているものであり、一般に誤

解されているように単なる知的虚構として切り捨てられているわけではない。さらに、彼の議論は、

時間を狭い意味での現象学的な意識体験のうちに還元しようとするものではなく、時間様相にかか

わる歴とした存在論的主張を含んでいる。こうした点を明るみに出すためにも、今回の方法が有益

であると信じたい。 

 

1. 永久主義と現在主義2 

                                            
1 MCTAGGART, J. M. E. (1908) ‘The Unreality of Time’, Mind, 17, 457-74. 
2 代表的な現在主義者としては、Adams(198), Bigelow(1996), Merricks(1994), Prior(1970)などが挙げられる。
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 永久主義とは、現在・過去・未来を含むすべての時点の存在を認める立場である。時間の創造性

を主張するベルクソンは、未来の実在を認めないから、この点で永久主義と異なるのは明白である。

時間の進行とは、「すでに存在している」未来へと単に駒を進めることではなく、「新たな」出来

事を産出するものである3。 

 では現在主義だろうか？否、ベルクソンはその〈過去自動保存説〉によって、過去の出来事に対

してはっきりと存在論的なコミットをしているから、現在主義とも異な（り、むしろ「成長ブロッ

ク宇宙」説4に近い立場であ）ると、まずは思われるはずである。実際、現在がたえず「更新renouveler」

されるに併せて、過去はたえず「増大」し、そのことによって、実在の全体が時間的に成長してい

くことを、ベルクソンは再三主張している。 

 

1.1． 現在と過去の同時存在 

 しかし、事情はそれほど単純ではない。というのも、存在するとされる過去の位置づけに、ある

ベルクソン特有の論点が介入するからである。それは〈現在と過去の同時存在〉という論点である。

過去が存在すると言っても、それが現在と同時に存在するならば、現在時点とは異なる時点の存在

を、結局は否定していることにならないだろうか。これに答えるためには、ベルクソンの時間論の

構図をまずは描き出す必要があるだろう。 

 過去が存続する。これは言い換えるなら、過去は存在をやめない、消え去りはしない、過去はと

どまる、保存される、ということである。過去は、「現在にとどまるdemeure présent」(MM, 1035)。

ベルクソン自身によるこの表現は、極めて特異な彼の時間論上の戦略を明かしている。なぜなら、

この表現が意味していることは、時間形而上学の伝統に反して、過去は「もはやない」ものではな

い、ということであるからである。 

 アウグスティヌスを含むどれほど多くの現在主義哲学者が、過去を、「もはや存在しないもの」

と考えてきたであろうか。そうした哲学者たちすべてに抗して、ベルクソンは、過去は過ぎ去った

ものではない、と主張するのである。過去は現在と共にある、あるいはむしろ単純に、過去は（現

                                                                                                                                     
永久主義者としては、Mellor(1981), Quine(1960), Russell(1915), Williams(1951)など。現代の時間論の主要論
文は、LE POIDEVIN, Robin and MACBEATH, Murray (eds.) (1993), The Philosophy of Time, Oxford; 
OAKLANDER, L. Nathan (2004), The Ontology of Time, Prometheus Booksなどに集められている。 
3 たとえば、「予定していた事態が」実現したとかしなかった、ということを有意味に語るためには、未来の出
来事と現在の出来事の数的同一性を確保しなければならないように思われる。私自身は、存在を認めない、と
いうことと、同一性を持たないということは、異なると考えており、したがってこの問題は回避できると考え
ている。 
4 Broad, C. D. (1938) Examination of McTaggart’s Philosophy, Vol. 2, Part 1, Cambridge University Press. 
現代の代表はトゥーリーである。TOOLEY, Michael (1997), Time, Tense and Causation, Clarendon Press, 
Oxford. 
5 BERGSON, Henri (1896), Matière et mémoire, puf. 以下、MMと略記しページ数を添える。邦訳は岡部聰
夫訳（『物質と記憶』、駿河台出版社、1995年）を適宜変更しつつ利用させていただいた。 
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在形で、というより、端的に
．．．

）存在する。ここに、時間論の議論図式の全面的で決定的な変形が見
て取れるだろう。過去と現在は、線形に延び広がった（あるいはアウグスティヌス流にいうなら「弛

緩した・分散した」6）時間上で、近接して一つの系列をなしているわけではない。そうではなく両

者は、垂直化された図式（逆円錐図、図3参照）において「（上下に）重ねられる」。たとえるなら、

過去はもはや現在の「隣人」ではなく、「上の階の住人」なのである。 

 

1.2. 過去の実在 

 では、一体どのようなモチベーションで、ベルクソンは、過去の

残存を主張するのだろうか。ベルクソンは、『物質と記憶』第三章

において、逆T字の図を提示して（図1）、こう問うている。 

  

 一方の、水平線、AB上には、空間におけるすべての同時的対象が含まれている。他方の、垂

直線、CI上には、時間において並べられた継起的記憶が配置されている。二つの線の交点Iのみ

が、われわれの意識に現に与えられている。一体どういうわけで、知覚されないのにもかかわ

らず直線ABについてはその全体が実在するということを躊躇なく認めるというのに、反対に、

直線CIでは、現に知覚されている現在Iだけが真に存在する唯一の点であるように思われるのだ

ろうか(MM, 158)。 

  

  ベルクソンの不満は、空間に関しては、主観を超えた広範な実在を認めるのに、なぜ時間になる
．．．．．．．

と
．
、突然
．．
問題が「
．．．．

主観
．．
」
．
のうちに囲い込まれる
．．．．．．．．．．

のか
．．
、というものである7。むろん、記憶力の主観的

                                            
6 「分散 distentio」としての時間（『告白』第 11巻）。 
7 ここで（とりわけベルクソンのテクストになじみが薄い研究者の方々に）留意されたいことは、ベルクソン
の記述において、記憶 souvenirや記憶力 mémoireといった、主観的な語群が散見されるという点である。 
 

〔第一の記憶力は〕おのおのの事実、おのおのの挙措に、その場所と日付を残す。役に立てようとか実践
に応用しようとかいう下心なしに、それはただ本性的必然性の効果のみによって par le seul effet d’une 
nécessité naturelle、過去を蓄積していく(MM, 86)。 
自発的記憶力は出来事に日付を与え、一回きりで記録する(MM, 89) 

 
 しかし、この「真の記憶力 la mémoire vraie」とベルクソンが呼ぶものは、通常のわれわれが想定するよう
な、個人的で相対的な心理的存在者としての記憶にかかわるものではなく、「決定的な過去のうちで、紛れもな
く作動する se mouvant bien réellement dans le passé définitif」(MM, 168)と言われる。さらには、この保存・
蓄積・記録の主体が、なんらかの「能力」であることさえ、否定されている。 
 

ここには帳簿も引き出しもない。本来の意味では能力すら存在しない。というのも能力というものは望む
とき、あるいは可能なときに、時折行使されるものであるが、過去の過去への積み重ねは、間断なく続け
られるからである。実際には、過去は、それ自身で自動的に保存されるのである(EC, 4-5)。 
過去を保持して現在の内に注ぎ込んでくれるような特別な能力というものは存在しない。過去はそれ自身
で、自動的に保存される(PM, 170)。 

図 1 
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な働きが、各個人の時間経験において決定的に重要な意味を持つことは言うまでもない。それどこ

ろか、〈凝縮〉という各個人レベルで作動する記憶力の働きが、感覚質の還元不可能な独自性や、

各人の個性的人格といった諸々の主観的異質性をもたらしているという点で、ベルクソンほど記憶

力の（想起に還元されない）多様かつ決定的な役割を主張した哲学者もいないほどである8。 

 しかし、そのベルクソンがここでは、そうした各個人レベルでのいわゆる「主観的な」時間経験

の存在論的条件をなすものとして、「過去それ自体」の残存という議論へと歩を進めている9。われ

われの記憶は、知覚が知覚の対象である事物それ自体に到達するのと同じように（『物質と記憶』

第一章における純粋知覚論）、記憶の対象である過去それ自体に到達しており、精神を記憶として

語ることは、こうして〈過去による精神の構成〉という存在論的主張へと接続する。こうして、精

神を「非物質的な何か」といった否定的な規定にとどめず、「実在する過去」によってこれに積極

的な実質を与え、かくして心身問題を、現在と過去の（存在論を巻き込んだ）時間論的問題として

立て直す、というのが『物質と記憶』のプロジェクトだったのである。 

 過去がそれ自体で存在し、精神が構成的な形でこれに到達するのだとすれば、記憶の個人差など

なくなってしまうではないか、という反論は無用である。過去実在論は、観念論に対する批判と軌

を一にしている。それはちょうど、現在の知覚において、知覚対象それ自身の存在を認めたからと

言って、知覚内容が異なることが不可能になるのではないのと同様である。対象の数的に同一な存

在と、各個人に相対化されたさまざまな知覚とは、両立可能である。それと同様に、過去の出来事

それ自体の存在を認めたからと言って、すべてのひとの想起が同一化するわけではない10。 

 

1.3. 「経過した過去」と「保存される過去」 

 ベルクソンは現在主義であるかという問いに戻ろう。現在主義者たちは過去を、それがもはや存
．．．．

在しないという理由で
．．．．．．．．．．

、否定する。それに対して、ベルクソンは、もはや存在しないような
．．．．．．．．．．．

過去を、
否定するのである。だが代わりに、存在にとどまるような過去を、彼は認める。そこで、こう問う

                                                                                                                                     
われわれの過去は、…必然的に、自動的に保存される。それは全面的に残存する(PM, 152)。 

 
『物質と記憶』においても、「過去が」それ自身で保存されるということはすでに認められている（「時間は、
記憶力のためにイマージュの場所と日付を保存する」(MM, 88)。「過去のそれ自体における残存」(MM, 166)）。
『物質と記憶』において保存の役を担うとされている〈記憶力〉が、通常の意味での（意志に依存し、間欠的
に行使されるような）「能力」ではない。したがって、過去はそれ自体によって保存されると言っても、記憶力
によって保存されると言ってもどちらでもよいのだが、後者の場合、この記憶力も、決してわれわれの意志に
依存したものではなく、自動的・必然的に発動するようなたぐいの働きである。 
8 まだ未解明な部分が多い〈凝縮〉の諸相については、その一部を以下の論文において論じることができた。
平井靖史、「自由にとって時間とは何か̶ベルクソンにおける可能性なき自由について̶」、『西日本哲学年報』
第 19号、2011年、161-186頁。 
9 ここでわれわれがベルクソンの時間論を、時間存在論と呼ぶことを提唱するのも、そのためである。 
10 心が過去であると述べることと、過去が心であると述べることは異なる。それ自体で保存されるすべての過
去が、ことごとく精神と呼びうるものを構成するという汎心論はベルクソンにはない。 
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ことができるだろうか。すなわち、彼は、「保存された過去」の実在を認める限りにおいて現在主

義ではないが、「過ぎ去ったものとしての過去」を否定する限りにおいては、現在主義とも呼びう

るだろうか、と。以上の留保を踏まえた上でも、やはり否と答えるべきであろう、と発表者は考え

る。理由を以下に示したい。 

 この解明に踏み込むに際して、フッサールの『内的時間意識

の現象学』における、〈過去把持〉の理論に触れておくことは、

ベルクソンの立場を対照的に浮き立たせる上で有益であると

思われる。フッサールはそこで、ここでわれわれが問題として

いる「経過した過去」と「保存されている過去」との区別に、

一見類似した問題を扱っている。というのも、そこでフッサー

ルは、水平線AEで表される「今時点Jetztpunkteの系列」と、

垂直線EA’で表される「過去地平Vergangenheitshorizont」と

を区別しているからである。「次々に新しい今が現れるにつれ

て、今は過去へ推移し、それに伴って先行時点の過去の経過の

連続性全体が《しも手へherunter》退き、一様に過去の深淵へ

後退する」11。 

 つまり、今時点がPからEへと移行すると、先ほどの今時点P

は、P’という過去へと推移し、新しい今時点Eと共存する12。そ

してPの時点ですでに過去であった分は、P’A’としてさらに沈

下し、EP’と合わさってEA’という過去地平を伴う今時点を構

成する。 

 

1.4. 過去は「不動immobileである」(MM, 169) 

 ベルクソンの時間存在論が、フッサールのこうした描像と異なるのは、以下の三点においてであ

る。第一に、これは時間「意識」の議論であり、とりわけ「過去把持」を主題とした図式であるこ

と。つまり、ここで問題とされているのは、決して「過去それ自体」の「保存」ではなく、意識主

体の内的意識における／による、直接的過去の暫時的保持である13。もちろんベルクソンにおいても

                                            
11 エドムント・フッサール、『内的時間意識の現象学』、立松弘孝訳、みすず書房、1967年、40頁。 
12「しかし音の今の意識が、根源的印象が過去把持へ移行するにしても、過去把持それ自身がこれまたひとつ
の今であり、顕在的に現存するものである。過去把持それ自身は顕在的であるが（ただし顕在的な音ではない）、
しかもそれは既在した音の過去把持である」（同書、40-41頁）。 
13 中山康雄氏は、これが現代心理学で言う「短期記憶 short term memory」に相当するものであることを指摘
している。中山康雄(2003)、50-51頁。 

図 2 
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〈保持rétention〉の理論は存在する（音・メロディーの例はベルクソンのお株である）が、これを

時間存在論の問題と混同してはならない14。 

 第二に、過去が、現在の（水平軸上での）移動に伴って、（水平・垂直方向に）移動する、と表

象されている点。ベルクソンにおいては、保存される過去は無時制的であり、現在の進行に合わせ

て時点を移動するようなものではない。具体的に述べれば、3月に起きた地震は、決して消滅するこ

となく過去として存在し続けるが、それは、現在に（たとえば11月に）保存されているわけではな

いし、来月になれば来月に、というわけではない、ということである。過去の総体は、端的に存在

する。 

 また、保存されてある個別の過去が、現在から（垂直方向

に）次第に遠のくわけでもない。実際、逆円錐の図（図3）

において、次第に増えていく過去の全系列は、つねにAB面

上に配備されるのであって、このAB面が現在平面Pから「次

第に遠ざかる」ことなど想定されていない。過去は端的に・

不動な仕方で存在し、過去と現在は同一の線形系列を形成し

ない。 

 第三に、それゆえ現在は、新しい現在の出現によって、過

去へと「推移」することなどない、という点であるが、これ

は後に触れることにする。 

 

1.5. 順序系列それ自体の形成 

 こうした表象は、時間の水平的・線形的図式化を端的に拒むものとして、理解されうるし、現に

そう理解されてきた解釈史がある。しかし、これから見るように、時間の線形構造そのものを、ベ

ルクソンは否定していない。重要なのは、そうした序列化された出来事系列は、時間の進行にした

がって「形成される」ものであって、時間の進行に先立って「前提される」ものではない、という

点である（したがってこれを前提するような
．．．．．．．

B系列主義をベルクソンは拒否する）。ひとたび線形の
出来事連鎖を前提してしまえば、時間はその上を「なぞる」・「移行」するだけのものとなり、そ

こに創発性・新規性の余地はなくなってしまうだろう。そうではなく、新たな瞬間の生成にともな

って、「過去の」系列に最新の要素が付加される。そして、この過去の系列全体は、どこかへ過ぎ

去ってしまうものではなく「保存」される。現在と過去の共存モデルを示す逆円錐図は、現在を、

過去を構成する諸瞬間と推移的関係に立つ
．．．．．．．．

同列の瞬間と見なさない
．．．．．．．．．．．

点で、水平的表象を退け、各現
                                            
14 片桐茂博(2009)は、この点に、フッサールにおける「直観」とベルクソンにおけるそれとの違いを見いだし
ている。Cf. 片桐茂博(2009)、「ベルクソンとフッサール—現象主義の彼方で—」、『哲学雑誌』第 796号（フッ
サールとベルクソン—生誕 150年—）、有斐閣、21頁。 

図 3 
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在とその都度の過去全体との同時存立を描くものであるから、つねに任意の単一時点を表象するに

とどまり、時間が経過していく諸時点を通覧する視点を持たない。無理にそうしようとすれば、次

第に成長する円錐を横に並べていくことになる（ちょうどフッサールの図を上下反転しただけのよ

うになる）だろうが、これでは、過去が現在に伴走しているかのような誤った印象を与えるだろう。 

 ひとたび生じた過去の総体は、「現在時点に」保存されるのではない。ベルクソンが何度も書く

ように、「それ自体において」保存される、すなわち無時制的に存在する。（個別の出来事ならと

もかく、）過去の「総体」に、時制などありえないからである。だが、無時制的に存在して（おり、

そして、新たな瞬間が付け加わるにつれて増大し続けて）いるから、各現在から見れば
．．．．．．．．

、当の現在
時点と同時的に存在していることになる、というだけのことである。 

 

2. A理論とB理論15 

 時間における秩序付けを語る際に、われわれが用いる用語法には、体系的に区別できる二つのグ

ループが存在する。一方は、過去・現在・未来という時制区分に基づく表現で、これをA系列の用

語と呼ぶ。これに対して、物事の「より先」・「より後」という相対的順序関係（およびそれに規

約的に付せられた加算符帳（日付など））に基づくB系列の用語がある。 

 さて、A系列、すなわち現在・過去・未来といった時間様相の実在性に対するコミットメントの

仕方に応じて、A論者（A系列主義者）とB論者（B系列主義者）が区分される。B論者は、B系列の

みが実在し、時間はこれによって成ると考え、A系列を付随的な主観的幻影と見なす。 

 A論者によれば、B系列は真の時間にとって決して十分でない。なぜなら、出来事間の相対的な順

序関係は、ひとたび与えられたなら、時間の経過につれて変化するということはないからである。

2003年が2011年より前であるということは、以前からそうであったし、これからも永遠にそうで

ある。ライプニッツが時間の定義として用いた「継起的秩序」は、それ自体時間の外にあるのであ

る。過去と現在というA系列語を本質的な仕方で用いるベルクソンが、A論者であることは明らかで

あろう。しかし、B系列とA系列の関係をどうとらえるかにこそ、あるきわめて重要な問題が潜んで

いる。以下ではこれを明らかにしたい。 

 

2.1. A理論の（誤導引された）モチベーション 

 B系列は、純然たる前後関係にすぎない。マクタガートの指摘は、ここには、時間には不可欠であ

るはずの変化が含まれない、というところにあった。これに不満を抱くA論者の議論は、およそ以

下のように進む（ように仕向けられている）16。 

                                            
15 時制の身分を巡る理論的な対立は、マクタガート以降の時間論の特徴である。代表的な A論者には Prior, 
Schlesingerなど、B論者には、Mellor, Quine, Russellなど。 
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 時間を「動かす・進ませる」ためには、何はともあれ、ある特別な瞬間、すなわち「現在」がな

ければならない17。現在こそ、まさに出来事が「生じる」瞬間であり、これが順序系列のうちに挿入

されることで、そこを起点とした時間的展望を拓き、諸出来事の間に、過去や未来といった様相的

な区分をもたらす。時間様相（A系列）の変化（これをA変化と呼ぶ）なしには、この宇宙に真の変

化はないのだ、と。 

 そしてA変化は、事物にではなく、出来事に生じる。時間を可能にしているのは、事物の性質の

変化ではない。というのも事物の変化は時間が働いていることの結果だからである。たとえば、赤

いリンゴが黒くなることを考えてみよう。このとき時間を進ませているのはリンゴではないことは

明らかである。時間のせいで、リンゴが変化しているのである。 

 マクタガートにしたがえば、時間が進むということは、（事物に生じるいわゆる「質的変化」で

はなく）出来事が変化するということに他ならない。ただし出来事の変化と言っても、その内容で

はなく、時制が変化していく。つまり、内容的には同一の出来事が、「未来」から「現在」、やが

て「過去」へと、その時間様相を順次取り替えていく、これが時間経過の正体なのである。 

 するとこうなる。リンゴが赤いという状態があり、リンゴが黒いという状態がある。この二つの

状態の間に順序関係がある、というだけでは、まだ変化は生じない。これがB系列に対する批判的論

点であった。では、時間的移行・変化とは、いかにして生じるのか？それは、「赤いリンゴが黒く

なる」という「出来事」が、実際に生じるということによって、である。実際に時間の中で何か変

化が起きた、ということは、マクタガートの言によれば、「未来の出来事から始まって、各瞬間、よ

り近い未来の出来事になっていった。そしてついにそれは現在になった。それから、過去になり、

これ以降はずっと過去であり続けるだろう。各瞬間に、次第に遠い過去になりながら」18ということ

に他ならない。同一出来事に生じる、この、「未来である」から「現在である」そして「過去であ

る」への移りゆき、A系列における変化こそが、時間の進行を織りなしているものに他ならない、

とマクタガートは考えたのであった。 

 だが、マクタガートが（実在的な時間を不可能たらしめる）矛盾を見いだしたのも、まさにこの

本質的な点においてであった。一つの同じ出来事が
．．．．．．．．．

、「未来である」「現在である」「過去である」
という、互いに両立不可能な属性を帯びる。マクタガートにしたがえば、この矛盾は、再びA系列

に訴えることなしには回避できない。しかしこれは論点先取に他ならない。ゆえに時間は実在しな

い、と。 

                                                                                                                                     
16 マクタガートの議論については、多くの文献が存在する。入不二基義(2002), 中山康雄(2003), 伊佐敷隆弘
(2010)その他。以下のサーベイ論文は非常に役に立った。佐金武(2006)、「マクタガートの遺産̶現代時間論の
バトルライン̶」、『哲学論叢』、33号、126-137頁。 
17 ここから、「では、無数にある瞬間のうち、ある瞬間を現在たらしめているのは何だろうか？」という問い
を立てたくなるだろう。しかし、この問いにこそ、難点は潜んでいるのである。後述。 
18 J.M.E. McTaggart, ‘The Unreality of Time’, Mind, Vol. 17, No. 4(1908), p. 460. 
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2.2. A変化なしのA理論 

 こうしたマクタガート的パラドックスに対して、ベルクソンならばどう応答するだろうか。 

 B系列だけで変化は生じないということに、ベルクソンは同意するだろう。実際、ベルクソンの動

的な時間論は、明確に様相語によって展開されている。しかし、マクタガートが考えるようなA変

化が時間を動かす、という主張にもベルクソンは首肯しないだろう。 

 （１）第一に、彼は出来事の、未来から現在への移行を認めない。未来は実在しないからである。

時間の進行に先立って、未来の出来事なるものは存在しない。したがって、この出来事が、現在に

なるという変化は生じえない。 

 （２）第二に、出来事の現在から過去への移行も認めない。現在は過去にならないのである。確

かに、過去は、時間の展開にしたがって増大する。否、過去が増大していくことそのことが、時間

の経過なのである。しかし、古い現在が過去へと登録されるのではない。それは単に新しい現在に

よって上書きされるのみである。現在は、（過去となることで）過去に追加されるのではない。現

在は毎瞬間更新されながら、過去の仲間入りをすることはない。そうではなく、毎瞬間、過去は現

在とともに生じるのである（〈現在と過去の同時生成〉説）。そもそも、各瞬間が純粋に現在的な

運動で構成されているに過ぎなかったならば、次の瞬間に宇宙の運動状態は全体として変化するか

ら、これによってすっかり更新されてしまい、保存される分などなかったことだろう19。 

 

2.3. ベルクソンの側からのマクタガート批判 

 したがって、ベルクソンの枠組みにおいては、ある出来事が未来から現在、過去へと述語を変え

ていくというA変化そのものが、場所を持たないのだが、ここではもっと踏み込んで、ベルクソン

的見地から、マクタガートによるA変化の不可能性の主張に、批判的検討を加えることを試みてみ

ることにしよう。 

 マクタガートが取り出してきた困難は、つまるところ、時間を特徴付ける変化というものを〈出

来事のA変化〉によってモデル化した点に起因しているように思われる。すなわち、ある出来事が、

                                            
19 別な場所で論じたように、ベルクソン的現在は、きわめて物理主義的な仕方で定義されていた。運動状態
の総体は、新しい状態によってすっかり置き換えられる。したがって、もし実在というものが、運動のみによ
って構成されていたとするならば、文字通り一切が上書き更新されて、何も保存されることはなかっただろう。
しかし、逆に、もし実在のうちに、運動に還元されえないような何かがあるとすれば、それは新しい運動状態
によっては置換されないだろうし、したがって、存続するだろう。なるほど、現在によって「ずらされ」(MM, 
104)、「脇にやられ」(MM, 103)はするだろうが、それでも、存在の領域そのものから排斥されるということは
ないだろう。ベルクソンが「潜在的なもの」と呼ぶこの「何か」こそが、現在と同時に生成する最新の過去で
あり、すでに保存されている過去の系列の末尾に追加される最後の過去である。 
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順に未来・現在・過去へと変化する、という描像は、ベルクソンの描像と対比することで明らかと

なるように、はっきりと
．．．．．

B
．
系列の順序構造を前提とし、これを反映させたものとなって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

しまって
．．．．

いる
．．
。 

 つまり、B系列が描く出来事の順序構造に応じて、時間がスライド移行することが予定されていて、

それによって、未来であった当該の出来事が、現在、過去へと推移する、という構図である。だが、

時間の進むべき道をもB系列として前提しておいて、そこに変化を起こそうとしても（結局は別な系

列を要求する羽目になり）無限後退に陥るのは自明である、とベルクソンなら言うだろう。 

 ではなぜ、B系列を前提とすることは妥当でないのか。B系列は過去であるからである。言い換え

れば、出来事間の順序系列は、すでに成立した出来事についてしか確定されないからである。変化
．．

によってこそ
．．．．．．

B
．
系列は形成されるのであって
．．．．．．．．．．．．．

、逆ではない
．．．．．

。 
 

2.4. A系列内部での論理的順序 

 ここにはもうひとつの疑似問題が隠されている。すなわち、何が、現在を現在たらしめているの

か、という問いである。無数にある瞬間の中で、どうして、この瞬間が現在なのか？いくらでもあ

る他の日が今日でもよかったのに、なぜ 11 月 26 日が今日なのか？こう問われれば、「時間経験す

る意識主体」としての私を持ち出したくなるのも自然かもしれない。しかし、この問いを受け入れ

たならば、すでに、A系列を主観へと追いやろうとする B理論の戦術にはまっているのである。 

 ここには、過去・現在・未来という時間様相を、B系列上の異なる 区 画
パーティション

として考える、根深い

倒錯が潜んでいる。直線上の時系列をア・プリオリなものとして想定したまま、ここから三つの時

間様相を得ようとすれば、「分割線としての現在」と、それによって分割された二つの部分としての

過去と未来、という表象は避けがたい。現に、一部の A論者たちでさえ、この表象を共有してしま

っている。たしかに、われわれはしばしば、「はじめに現在が導入されなければ、過去も未来も分

節されることはない」と考えがちである。しかしベルクソンにしたがえば、それは B系列を「前提」

とした上で、A系列の諸タームを、そうした B 系列上の位置指示子と無批判に想定しているからに

すぎない。そして、B 系列上で現在をどこかに指定しようとすれば、主観性の罠が待っているので

ある。 

 これに対して、B系列を前提しない時間様相理解がベルクソンのうちにはある。そしてこれは、時

間様相の三つの要素のうちで、過去こそが根源的であると考えることによって可能となる。過去は、

単にB系列に投影された時系列順序において「先」であるという意味においてのみならず、様相的差

異を生成する順序においても、第一のものなのである。そして、この方法でこそ、A系列の客観性・

時間様相の還元不能性が、確保される。なぜなら、過去はそれ自体で
．．．．．

保存されるからである。ひと
たび起きた出来事が、変更も消去も受け付けず、質的にも数的にも同一なまま存続するという事情
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は、われわれが頑張って成し遂げているようなたぐいの事柄ではない。ただ、過去というものの本

性として、不可侵なのである。 

 したがって、ひとたび起きた出来事は、自ずと、われわれの助けを借りることなく、保存され・

蓄積されていく。これが宇宙
．．
の過去の総体
．．．．．．

（存在の実質）
．．．．．．．

を、客観的に確定していく
．．．．．．．．．．．．

のである20。そ
して、現在とは、この過去の総体に押し出されながらもこれを輪郭づける、外皮のようなものとし

て、二次的に（ただし同じく客観的に）確定される（現在は存在というよりは生成であり、過去こ

そが優れて存在である）。そして、その都度、すでに確定した（不可侵かつ反復不可能なものとな

った）出来事の追加によって、順序系列（B系列）が延長・更新されていく。 

 現代の形而上学者たち（A論者たちを含む）が想定するのとは異なり、現在はあらかじめ与えら

れたB系列「上」に位置を持ちにやってくるものではない。B系列は、新たな出来事が「過去」とし

て生起するにつれて、形成されていくのである。このベルクソン的見地からは、永久主義が想定す

るような普遍的で独立的とみなされたB系列なるものは、過去の領域においてのみ妥当であるにすぎ

ないはずであるものを、（不当に）拡張適用した産物ということになるだろう。 

 

 3. 結論 

 結論として、主要な論点をまとめておこう。 

 第一に、現在主義に関して。ベルクソン的過去は、過ぎ去らない。 

 時間様相の諸タームは、もはや、時間系列内での位置・区画を示す目印としては用いられていな

い。保存された過去は無時制的に存在し、そのため、任意の現在はこれに同時的である。B系列を前

提とすることを避けるため、現在・過去は意味論的に再構築される。現在は現実的運動として再定

義され、過去は潜在的なものとして再定義される。出来事の成立によって過去は確定し（＝不可侵

性を帯び）、順序系列に参画する。これにより一回性＝反復不能性を持つことになる（出来事は本

質的に日付を有する）21。 

 第二に、A理論に関して。ベルクソン的現在は、過去にならない。 

 ここから、ベルクソンにマクタガート的なA変化は存在しないことになる。現在と過去の同時発

生。ベルクソン時間論がわれわれに示すのは、A変化を認めないA理論の可能性である。 

                                            
20 ベルクソンの、過去のそれ自体における保存というテーゼを、確定性＝不可侵性の成立によって過去が出来
事として存立する、という考えへと文脈的に接合できたのは、伊佐敷隆弘先生の書物『時間様相の形而上学 現
在・過去・未来とは何か』（勁草書房）における当該の主張に大きなヒントを得たことによる。ただし、入不二
基義先生が指摘するように（「時間様相とそれを逸脱するもの̶書評：伊佐敷隆弘著『時間様相の形而上学 現
在・過去・未来とは何か』」、『西日本哲学年報』第 19号、西日本哲学会、187-193頁）、おそらくは方法論上の
制約から、過去そのものの存在論的性格については、形而上学的な踏み込み度合いが大きく異なっている。 
21 過去の不可侵性と反復不能性の区別は、重要な論点である。一度起きた出来事が、変更できないということ
と、それが二度起きないということは、別な事柄である。 
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 たしかに、B系列だけでは変化は起きない。順序関係そのものは不変である。ここから出発
．．
すると、

以下のような問いへの誘惑は、ほとんど抗しがたい。すなわち、なんとか、この相並ぶ出来事たち

を、継起させたい、移行させたい、そのためには、何が足りないのか？と。一見するとこれはA理

論に親和的な問いであるように見える。しかし、すでに時間の全般的系列を想定してしまっている

点で、実は自滅的な問いなのである。この出来事順序系列を稼働させようとしても、（他ならぬマク

タガート自身が示して見せたように）どこかで循環に陥らざるを得ないからである。 

 B系列だけで変化は起きないからといって、変化を起こすためにB系列上に現在を導入しようとす

るのは、それゆえ、非常にまずいやり方である。このときひとは、はじめから過去・現在・未来を、

それ自体順序構造を持ったもの（A「系列」！？）として受け取ってしまっているのではないか22？ 

 なるほど B 系列だけでは変化は起きない。それもそのはずである。B 系列は、変化がもたらした

一産物に過ぎないからである。変化が B 系列を生み出すのであって、逆ではない。刻一刻と、新た

な出来事が生起し、過去が増幅する。しかし、現在が過去へと「推移」するのではなく、過去こそ

が、現在を新たな状態へと押しやるのである。現在はこうしてたえず更新される。だがこの現在と

同時に生成された最新の過去が、B系列を一歩「引き延ばす」。 

 出来事は、ひとたび成立してその内容が確定することにより、不可侵性を帯び、反復不可能な一

回的出来事として、既存の確定的な秩序に構成要素としてはじめて参入する。B 系列は、どこまで

も過去に限定されたものなのである。にもかかわらず、永久主義者が、これを不当に拡張して、未

来にまで及ぶ時間の線形秩序を無批判に前提するとすれば、ここには著しい飛躍があるとは言えな

いだろうか23。 

                                            
22 中山康雄氏は、前掲著書の中で「インデックス付き時制述語の公理系」を構築して、問題の解明を試みてい
るが、そこにも同様の陥穽がないだろうか。なるほど「インデックスが増加するにつれて」矛盾なく時間が進
行するが、本来の問題は、何がインデックスを移行させるのか、であったはずである。 
23現在を実在的なものと見なす A理論全般に対して向けられる非難として、特殊相対性理論から帰結する、同
時性の相対性と矛盾するのではないか、というものがある。だが、これが、主要な困難を構成するとは思われ
ない。地表が客観的に存在するということを主張したからといって、あらゆる地表面の海抜が等しいと述べる
ことにはならない。現在がわれわれの主観から独立に、すなわち客観的に存在すると述べたからといって、宇
宙全体を同時に覆う唯一の普遍的な現在にコミットすることにはならない。実際、出来事の蓄積によって現在
が定義され、そして出来事はローカルなものである以上、現在が宇宙のあらゆる場所で絶対的な意味で同時で
あると主張する合理的な理由などはじめからないのである。おそらく、批判者の側に（そして多くの場合応答
側にも）主観的であることと、系に相対的であることの、漠然とした混同がそこに潜んでいる可能性はないか。 


