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マクタガートの遺産 

   現代時間論のバトルライン    
 

佐金 武

 
1. はじめに：マクタガートによる時間の非実在性証明 

 英米圏の現代時間論のルーツは、マクタガートにさかのぼる。『マインド』誌に掲載され

た「時間の非実在性」、そして主著『存在の本性』に収められたその改訂版において、彼は、

時間が実在しないことを論じたのである(McTaggart, 1908 & 1927, pp. 9-31)。その論証は、

帰謬法による。つまり、時間が存在するという仮定が矛盾に導くことを示し、それゆえ時

間という概念は実在にあてはまらないことを次のように論証する。1）時間のとらえ方には、

A-系列とB-系列と呼ばれる二つの仕方がある。A-系列は、ある一つの出来事が未来から現

在、そして過去へと至るという時間把握であり、B-系列は、出来事の間のより前・より後

という（順序）関係により把握される。2）A-系列による時間把握と B-系列によるそれは

時間の存在にとって同じ程度に不可欠
、、、

（essential）であるが、前者は後者より基礎的
、、、

（fundamental）である。それゆえ、A-系列に矛盾が見いだされるならば、時間は実在しな

い。3）A-系列は矛盾を含む。よって、時間は実在しない。 

 上のマクタガートによる時間の非実在性証明に対しては二つの主要な反応があり、それ

らは互いに対立関係にある（と整理されるのが一般的である）。一方は、A-系列が時間に

とって基礎的であるとしながらも、それが矛盾を含むことを認めない立場、いわゆる A-

系列主義である。他方は、A-系列は矛盾を含むゆえに存在し得ないというマクタガートの

主張を妥当なものとして支持するが、時間の本性はむしろB-系列にありとするB-系列主義

の立場だ。しかし、この一見理解しやすい対立構造は、かかる論争を読む上での手頃な見

取り図以上のものではない。そこで、本論において我々は、マクタガート自身の思考を辿

りつつ、以後の哲学者たちによって取り上げられてきたいくつかの論点に言及し、その対

立の諸相を概観する。まず、議論の出発点となる上の前提 1）と 2）を考察することにより、

マクタガートの時間論の特異さを確認しておく（第 2 節）。ついで、A-系列の矛盾を主張

する議論 3）とそれに対する二つの反論を整理する（第 3節）。また、いわゆるマクタガー

ト・パラドックスをめぐるこの論争に関して、三つの再構成とそれらに対する反論を見る

（第 4節）。最後に、マクタガートに対する A-系列主義からのいくつかの応答を紹介し、

その問題点を指摘する（第 5節）。 
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2. マクタガートの特異さ：A-系列とB-系列、A-系列が基礎的であること 

 序論で触れたように、マクタガートの議論は、各々の出来事が過去・現在・未来である

ことのいずれかによって把握されるA-系列と、二つの出来事が前後（あるいは同じ位置）

関係にあることによって把握されるB-系列との、時間の見方の二分法に基づく。前者の過

去・現在・未来という述語を A-特性、後者の前後関係を B-関係と呼ぶことにしよう。さ

て、マクタガートの証明の前半部における主張は、それがなければあらゆる派生的な時間

の概念が成り立たないという意味で基礎的なのは、B-系列ではなくA-系列だということで

ある。その根拠と議論の筋道は、次のようである。1）時間が存在するためには、本当の変
、、、、

化
、
が可能でなければならない（つまり、本当の変化なしに時間は存在しえない）。ところで、

2）A-系列なしの B-系列のみによる時間把握は、そのような変化をうちに含むことはでき

ない。そして、3）本当の変化が存在するとすれば、A-系列によるその表象が必要である。

それゆえ、4）A-系列は時間にとってB-系列より基礎的である。 

 前提 1）に関していえば、ここには本当の変化とは何かをめぐる曖昧さが潜んでいる。

たとえば、シューメーカー(Shoemaker, 1969)は、宇宙の三つの地域をそれぞれ定期的に襲

う局所的な凍結現象
、、、、、、、、

という思考実験からはじめて、あるとき無変化の寒波のサイクルが一

致し宇宙全体の凍結
、、、、、、、

が起こるという想定へと読者を導き、変化なしの時間が可能だと論じ

ている。ところが、ホーウィッチ(Horwich, 1987, pp. 18-20 (邦訳 31-3頁))が指摘するように、

この議論はマクタガートの前提 1）に対する反論と見なされるべきではない。ここで慎重

に区別されるべき変化の概念は、出来事内部の変化
、、、、、、、、

、すなわちものの変化と、出来事その
、、、、、

ものの変化
、、、、、

、すなわち出来事に起こる変化である。シューメーカーが正しければ、ものの

変化なしに時間は存在しうる。しかし、マクタガートが言わんとするのは、出来事の変化

なしの時間は不可能ということなのである。以下により詳しく説明しよう。 

 ものの変化とは、氷が溶けるとか林檎が木から落ちるというような、出来事のなかにい

る我々がそこで普段目にする変化である。問題は、この種の変化が、変化という概念のす

べてを尽くしているかどうかだ。そこで、異なる宇宙状態A、B、C、D、…からなる一連

の経過について考える。さらにそのとき、次のいずれかの状況を想定したい。状態Aから

B、そして Cへと移るが、Cのまま宇宙全体がある一定の期間凍りついてしまうという想

定、または、BとDの間にはCに代わって空虚が介在するという想定である。これらのこ

とが意味をなすためには、あるいは、「宇宙はどれだけの期間
、、、、、、、

凍りついていたのか」とか「宇

宙を浸食した空虚はどれくらいの間
、、、、、、、

続いたのか」と問うことが有意味であるためには、も

のの変化という考えでは不十分だ。宇宙全体の凍結や空虚とは、そのときいかなるものの

変化も存在せず、宇宙状態に違いがないという想定に他ならないからである。 
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 ところで、マクタガートは、時間の存在の

ためには、ものの変化ではなく、出来事に起

こる変化が必要と考える。そして、この変化

は、出来事の前後関係からなる連なり（B-系

列）の外部にあって、その上を相対的に運動

する「今」という考えによって理解するのが

よいと示唆する(McTaggart, 1927, pp. 10-1, 

Footnote 2)。これが、マクタガートによる時

間のダイナミズムのモデル、いわゆる「動く

今」である。（表 1参照）この着想のもとでは、

ものの変化なしの出来事の変化（それゆえ、

宇宙全体が凍結するときにも時間は経過する

という想定）が可能となる。一連の出来事 E1、

E2、E3、…が宇宙状態としては同じだ（ものの変化が存在しない）としても、その各々と

今の関係が変化することによって時間の経過を考えることができるからである。 

E1 E2 E3 E4 E5

B-系列の運動

固定化された今

固定化されたB-系列

（固定的な今に対するB-系列の運動）

（固定的なB系列に対する今の運動）

今の運動

表1：「動く今」の相対運動

〈今〉

E1 E2 E3 E4 E5

〈今〉

 さて次の問題は、前提 2）と 3）に関わる。マクタガートによれば、本当の変化、すなわ

ち出来事の変化は、A-系列なしの B-系列のみによる時間把握によっては不可能であって、

そのような変化が存在するとすれば、A-系列による表象が必要である。なぜか。出来事間

に確立されるより前・より後というB-関係は不変であって、出来事に起こる変化をどのよ

うにしても捉えることができない。他方、A-特性を用いれば、時間の存在にとって決定的

な意味を持つ出来事の変化を表現することができるという。ある出来事に述語づけられる

A-特性は永続的に固定されてはおらず、時間の経過とともに変化する。つまり、各々の出

来事は、今の動きにしたがって、未来から現在、そして過去になるという変化を被ること

になる。こうして、マクタガートは、出来事の変化がA-系列によってのみ表象可能である

ことから、これが時間にとって基礎的であると結論するのである。 

 

3. マクタガート・パラドックス：A-系列に矛盾があるというのは本当か？ 

 マクタガートの証明の後半部において逆説的に論じられるのは、A-系列による変化の表

象が矛盾を含むゆえに、それを基礎とする時間は存在しえないということである。この結

論は二つの前提から導かれる。すなわち、1）過去・現在・未来という A-特性が互いに両

立不可能な述語であるにもかかわらず、2）各々の出来事はこれら両立不可能な A-特性を

すべてもつということによるのである。マクタガートは、次のように論じる。 

 3



Mが過去であるなら、それは現在であったし未来であった。それが未来であるなら、それは現

在となるだろうし過去となるだろう。それが現在であるなら、未来であったし過去となるだろ

う。こうして、三つの両立不可能な名辞すべてがそれぞれの出来事について属性として断定す

ることができるが、このことは、それらが両立不可能であることと矛盾し、それらが変化を生

み出すことと矛盾するのである。(McTaggart, 1908, p. 468)   

 

 しかしながら、どんな出来事も二つ以上のA-特性を同時に
、、、

持つことはないように思われ

る。そして、マクタガートの指摘するA-系列のパラドックスは、たとえば、「Mはかつて
、、、

未来だった
、、、

が、今は
、、
現在であり

、、、
、やがて
、、、

過去となるだろう
、、、、、、

」のように時制表現に強調を置

けば、すぐに解消するはずだと言いたくなる。マクタガートは、この反論に対して二つの

仕方で答えを用意する。一つは、反論者の主張が悪循環に陥ることを示すものであり、も

う一つは、悪性の無限後退へと導かれることを示すものである。 

 一つ目の回答はまず、強調された時制表現がそれ自体、A-系列を構成することを指摘す

る。「Mはかつて
、、、

未来だった
、、、

」という形式の文は「Mは過去において
、、、、、、

未来である」という

形式の文と、「Mは今
、
現在である

、、、
」は「Mは現在において

、、、、、、
現在である」と、「Mはやがて

、、、
過

去となるだろう
、、、、、、

」は「M は未来において
、、、、、、

過去である」とそれぞれ同値である。それゆえ、

A-系列という正にその概念から発生するところの第一の矛盾を解消するために、反論者は

実は、もう一つのA-系列を導入しているのだ、とマクタガートはいう。パラドックスの解

消のためには、A-系列の整合性が直接的に示されるのでなければならない。ところが、反

論者の言い分にしたがえば、整合性が示される前に問題のある当のA-系列という概念が再

び導入されることになってしまい、悪循環に陥る。  

 マクタガートのもう一つの回答は、次のことを認める。すなわち、A-系列を再び導入す

ることによって、当初の矛盾は解消されたかのように見える。確かに、「M は過去におい

て未来である」と「Mは現在において現在である」、そして「Mは未来において過去であ

る」ということは、矛盾していない。しかし、こうして導入された高次のA-系列にある各

時点もまた、最初の系列にあった各々の出来事と同じ困難に直面することは必至である。

つまり、高次の系列にある各時点が時間を構成する限り、それに過去・現在・未来の両立

不可能な特性のすべてが述語づけられることになる。この矛盾を解消するために第三の時

間系列を再び導入してもよいが、これについても同じことがいえる。こうして、矛盾を解

消するためにどれだけ多くの時間系列を導入しても、同じ困難が無限に生じるだけであり

解決にはならない、とマクタガートはいう。 

 これに対する古典的な反論は、ブロード(Broad, 1938, p.313)とプライアー(Prior, 1967, pp. 
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4-7)に見出せる。マクタガートの議論では、各々の出来事に三つの A-特性すべてが述語づ

けられるゆえに、そこに矛盾があるとされた。そして、彼は、この矛盾の存在を前提して
、、、、、、、、、、、、

おいて
、、、

、反論者が悪循環や悪性の無限後退に陥っていると糾弾した。ところが、最初のA-

系列に矛盾があるというマクタガートの主張は、本当に正しかったのだろうか。ブロード

は、次のようにいう。矛盾が生じるためには、ある出来事に対して同時あるいは無時間的

に（すなわち、非－継起的に）複数の A-特性が帰属されるのでなければならないが、A-特

性の両立不可能性とは正に、このようなことが起こりえないということに存する。つまり、

それぞれのA-特性は互いに両立不可能であるとすれば、継起的にのみ述語づけることがで

きるのだ。それゆえ、そもそも矛盾は導出されず、悪循環も悪性の無限後退も存在しない。

もっとも、ブロードのこの異議申し立ては、継起性というそれ自体時間的な概念に依拠す

る以上、何らかの循環を含んでいることは明らかだ。しかし、これさえ受け入れるなら、

矛盾は生じないのであるから、この循環は無害である。 

 プライアーもまた、A-系列そのものに矛盾はないと考える。本来、たとえば、「M はか

つて未来だったが、今は現在であり、やがて過去となるだろう」と表現されるべきことを、

そこから本質的に A-系列の用語である時制を取り除いてしまう不当な操作が施される場

合にのみ、真偽の疑わしい矛盾が引き出されるのである。この一見したところの矛盾は、

再び A-系列の観点から正しく表現されるなら、直ちに消えてなくなるはずのものである。

マクタガートは誤って、時間系列を何度導入してもそこで矛盾に直面するのだから、この

無限後退は悪性であると考えた。ところが、ことの正しい見方は逆に、見かけ上の矛盾に

何度出くわそうとも、それは再度A-系列の観点で書き直されれば解消するはずだというこ

となのだ。この過程に終わりがない限り、見かけ上の矛盾はいつも訂正可能性に開かれて

いる。重要なことは、マクタガートにとって高次のA-系列の導入は悪性の無限後退であっ

たが、プライアーにとっては訂正の過程なのである。 

 

4. パラドックスの再構成：ダメット、シュレジンガー、メラーとそれらへの批判 

 前節に見たマクタガートとその批判者たちの論旨をより正確に理解するために、ダメッ

ト(Dummett, 1960)によるパラドックスの再構成を検討しておくことは有意義かもしれない。

彼は、時間の経過を一望に収める外部の視点からの世界の完全な記述が可能とする実在論

の立場を放棄すべきことの根拠として、マクタガートの証明を擁護する。この実在論をと

ると、出来事 E が過去かつ現在そして未来であるという矛盾に陥るという。ここで、「過

去」、「現在」そして「未来」を第一レベルの述語と呼ぶことにする。しかし、たとえば、

E はかつて未来だったが、今現在であり、やがて過去となるだろうということにおかしな
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ところはない。そこで、「Eはかつて未来だった」を「Eは過去において未来である」とし

て、「E は今現在である」を「E は現在において現在である」として、「E がやがて過去と

なるだろう」を「E は未来において過去である」として解することにしよう。これらを第

二レベルの述語と呼ぶとすれば、3×3＝9通りの組み合わせが考えられる。 

　　　　　　　 過去　　　　　　　　過去　
出来事Eは、　　現在　　において　　現在　　である。　　
　　　　　　　 未来　　　　　　　　未来

（第二レベルの述語）

 

ところが、第二レベルの述語のなかには、両立不可能なものがある。たとえば、「現在に

おいて過去」、「現在において現在」そして「現在において未来」がそうである。それゆえ、

第二レベルのA-特性を導入することは、矛盾の解消にならないというマクタガートの主張

は正しかったように思われる。しかし、これに対して、反論者は、どの出来事もこれら両

立不可能な述語を同時に持つことはなく、継起的にのみ持つことができるのだからここに

問題はないというだろう。この継起性は、次の第三レベルの述語を構成する。 

　　　　　　　 過去　　　　　　　　過去　　　　　　　　過去
出来事Eは、　　現在　　において　　現在　　において　　現在　　である。　　
　　　　　　　 未来　　　　　　　　未来　　　　　　　　未来

（第三レベルの述語）

 

ところが、第三レベルの述語のなかにも、第二レベルと同様に両立不可能なものがある。

そして、このことは、どのレベルについてもいえる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　過去　
出来事Eは、　　現在において、......現在において、現在において　　現在　　である。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　未来

（あらゆるレベルでの両立不可能な述語）

 

それゆえ、第一レベルでの矛盾が存在するとすれば、その矛盾はレベルの階層を昇ること

によっては解消されない。 

 シュレジンガー(Schlesinger, 1980, pp. 47-50)が指摘するように、ダメットによるこの再構

成には、先のマクタガートへの二つの批判がそのまま当てはまる。一つには、ダメット版

のパラドックスは仮言的であって、第一レベルでの矛盾の存在を認めないブロードのよう

な論者には訴えるところがない。最初の矛盾を得るためには、三つのA-特性すべてが、出

来事に対して非－継起的に帰属されなければならない。ところが、ダメットは、彼が仮想

敵とする実在論をとればそうなると前提するだけで、ここからどんな種類の時間の実在論

 6



についても矛盾が生じるということは帰結しない。もう一方の批判は、プライアー的な観

点からのものであり、矛盾の発生とその解消とが入れ替わる段階の存在を指摘する。何ら

かの理由で、第一レベルでの矛盾が問題になると仮定しよう。ことの次第を悲観的に見れ

ば、あるレベルでの矛盾を解消するはずのどの高次のレベルでも再び困難に直面する。し

かし、楽観的に眺めれば、矛盾はそもそも誤った操作による見かけ上のものに過ぎず、ど

のレベルについても次のレベルでの正しい解決が常に用意されており、この後退を悪性と

見る必要はない。 

 シュレジンガー自身はA-系列主義の立場をとるが、マクタガートの議論は本物のパラド

ックスの一例であると考え、独自の解釈を提示している(ibid. pp.52-8)。それは次の通りだ。

まず、「出来事 E は未来にある」は時点 M1において真である、「E は現在にある」は M2

において真である、そして「E は過去にある」は M3において真であるとしよう。どんな

出来事も、それが生じているときにのみ様々な性質を持ったり失ったりする。それゆえ、

時間的な幅をもって存在する出来事は異なる時点で異なる性質を持ちうるが、ここで Eが

瞬間的にのみ存在する出来事であるとすれば、たとえ異なる時点であっても過去性・現在

性・未来性という両立不可能な性質をもつことは許されない。こうして、A-系列に最初の

矛盾が見出された。これを回避するために、出発点にあった三つの仮定は、E と M1、M2

そしてM3の間の関係を表していたに過ぎないと考えることもできる。つまり、それらは、

「EはM1の後である」、「EはM2と同時である」そして「EはM3の前である」のように

それぞれ解することができるが、あるものは異なるものに対して様々な関係を持ちうるの

で、ここに矛盾はない。ところが、これら三つの文はB-系列をなすものに他ならず、マク

タガートのいう変化を表すことができない。この変化を回復するには、E と固定的な関係

にある M1、M2また M3が、次のような意味で変化するものでなければならない。すなわ

ち、「M1は未来にある」は時点M4において真である、「M1は現在にある」はM5において

真である、そして「M1は過去にある」はM6において真であるという仕方で変化が回復さ

れる。しかし、これは最初と同じ理由により矛盾である。以下同様。 

 既に見たダメットへの批判に照らして、上の解釈には次の利点があるとシュレジンガー

はいう。第一に、非－継起的であることの前提は、ここでは必要ない。パラドックスの始ま

る最初の仮定において、異なる時点M1、M2、M3に言及しているにもかかわらず、矛盾が

生じている。第二に、この解釈における無限後退を楽観視することはできない。どの段階

でも矛盾が生じるか必要とされる変化が失われるかのどちらかだからである。 

 しかし、シュレジンガーの再構成にも問題がある。彼が見失っているのは、A-特性とい

う性質の特異さである。確かに、瞬間的な出来事は、時間を通じて変わらない性質をもつ。
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たとえばそれが「アン女王の誕生」として特徴づけられるとき、異なる時点で「アン女王

の死」に変わることはない。ところが、この種の性質とは異なり、A-特性は時間の経過に

したがって次々と出来事に適用される。スミス(Smith, 1993, pp.177-8)の「A-性質理論」に

よれば、ある出来事 Eは、それがまだ起こっていないときには未来性という性質を、起こ

っているときには現在性という性質を、もはや起こっていないときには過去性という性質

を持つ。だが、シュレジンガーは、どんな性質についても出来事がそれを得たり失ったり

するのはその出来事が起こっているときだけだ、と正当化なしに前提している。 

 A-系列の矛盾に関してさらに検討すべきことは、時制（A-特性に対応する本質的に A-

系列の用語）は実在的かあるいは単に表現に過ぎないのかという、異なる形での同じ問い

である。B-系列主義の代表的論者であるメラー(Mellor, 1981, chap. 6 and 1998, chap. 7)は、1）

時制に関する事実など存在しなくてよいこと、また 2）そのような事実が存在すると考え

るなら矛盾が生じることを示そうとする。そこでまず彼は、ある事実が存在するとは世界

についてのある文を真にすることができるということ、つまりその文の真理条件として現

れるということだと考える。これに基づき、1）と 2）にそれぞれ対応する主張として、1*）

時制を伴う文は時制を含まない事実によって真になる（つまり、無時制の真理条件を持つ）

こと、また 2*）時制を伴う文が時制を含む事実によって真になる（時制を含む真理条件を

持つ）とすれば矛盾が生じること、この二つを論じるのである。 

 1*）に関して、メラーは、文タイプとそのトークン（個々の発話や筆記）を区別した上

で、あらゆるトークンは時制を含まない事実によって真となることを示そうとする。出来

事 Eとして、たとえば、1815年のウォータールーの戦いをとる。Eについての時制を伴う

ある文の真理条件は、次のようなトークン反射的な説明
、、、、、、、、、、

により与えられる。「Eが起こった

（Eは過去である）」という文の任意のトークンを uとすれば、uが真であるのは、それが

E（1815年）より後にあるときかつそのときに限る。uの真理条件として与えられる「uが

Eより後にある」というB-関係的な事実に時制は含まれない。この説明はあらゆる文トー

クンについて一般化でき、ゆえに時制を含む事実は不要と結論される。 

 2*）を検討するためには、時制を伴う文の時制を含む真理条件が、どのようなものにな

るかを考えてみればよい。それは、次のような発話の時点とは無関係の真理条件
、、、、、、、、、、、、、、、

だろう、

とメラーは示唆する。すなわち、先の Eと uに関して、任意の uが真であるのは、Eが過

去であるときかつそのときに限る。この真理条件が今適用されれば、ウォータールーの戦

いは確かに過去であるから、uは真である。ところで、この真理条件は、1815年以前にも

適用できたはずだ。しかし、その時点において Eはまだ過去ではなく、したがってその同

じ uが偽ということになる。ここに、uが真かつ偽という矛盾が生じる。よって、時制を
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含む事実が存在すると考えることはできない。 

 このメラーの議論 2*）に対する批判は、「uが真であるのは、Eが過去であるときかつそ

のときに限る」という双条件文の左に現れる真理述語の時制をどう扱うべきかに向けられ

る。プリースト(Priest, 1986)は、メラーの主張が成り立つには、「～は真である」という述

語が無時制であることが前提されていなければならないと指摘する。しかし、「真である」

が時制を伴うとするなら、uは今真であるが1815年以前には偽であったということができ、

u は時間の経過にしたがって真理値を変化すると考えればよい。ここに問題はない。さら

に、議論 1*）に対しても、真理述語が時制を伴うとする論者は、あらゆる文が時制を含む

事実による真理条件を持つと反論できる。無時制の文については、たとえばこうである。

すなわち、「ウォータールーの戦いは 1815年と同時である（無時制の「である」）」が真で

あるのは、ウォータールーの戦いが 1815年にかつて起こったか、今起こるか、またはやが

て起こるだろうというときかつそのときに限る。条件文の両側はどの時点でも同じ真理値

を持つはずだから、これは正しい。そして、あらゆる文の真理条件が時制を含む事実によ

ってこのように与えられるとすれば、時制の実在論者はメラーに抗して、無時制の事実こ

そ不要と応じることもできるだろう。それゆえ、メラーの議論が成り立つためには、真理

が時制を伴わないという主張のための独立の議論が必要である。この正当化が与えられな

い限り、メラーの議論は論点先取である。 

 

5. マクタガートへの応答：ビゲロー、ゼイリコビッチ、ロウの場合 

 マクタガートのパラドックスを回避しつつ、A-系列の意味を捉える枠組みを与えようと

する二つの試みを紹介する。一つは、A-系列の意味を可能世界によって基礎づけるビゲロ

ー(Begelow, 1991)のモデル、もう一つは、動く今という考えへの関与を避けつつ出来事の

存在論を展開するゼイリコビッチ(Zeilicovici, 1989)のモデルである。さて、ビゲローは、た

とえば、「今現在であるものは、やがて過去だろうし、かつて未来だった」という時間的な

事実についての主張を、矛盾を生じさせることなく救いたい。彼の提案は、過去性・現在

性・未来性という両立不可能な性質のある出来事への帰属を予め与えられた時点に相対化

するのではなく、可能世界という全く異なる存在物に相対化せよというものだ。表 2にあ

る World（A）からWorld（E）の可能世界は、全く同じ事柄を含んでいる、つまり全体と

しての歴史が同じであるが、これらのものに対する過去性・現在性・未来性という性質の

割り振りにおいて違いがある。太字のアルファベットは過去性を、大文字は現在性を、イ

タリックは未来性を表す。さて、World（C）において過去または現在であるすべての事柄

は、World（D）において過去であるから、前者は後者の過去にあるという。また、World
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（B）において未来または現在であるすべての事柄は、World（A）において未来であるか

ら、前者は後者の未来にあるという。そうすると、「今現在であるものは、やがて過去だろ

うし、かつて未来だった」は次のように分析できる。

すなわち、ある世界 w において現在であるものは、

wの未来にある何からの世界xにおいて過去であり、

wの過去にある何らかの世界vにおいて未来である。

出来事と見なしうる同じ事柄への、過去性・現在性・

未来性という両立不可能な性質の帰属は世界に相対

化されており矛盾は生じない。 

World（E）　　 a b c d e f g  H i j k

World（D）　　 a b c d e f  G h i j k

World（C）　　 a b c d e  F g h i j k

World（B）　　 a b c d E f g H i j k

World（A）　　 a b c D e f g H i j k

表2：ビゲローのモデル

 デイントン(Dainton, 2001, pp. 23-5)は、この提案に対して次の問題を指摘する。可能世界

の存在論的身分をめぐっては、二つの対立する立場がある。一つは、あらゆる可能世界は

等しく存在するという様相の実在主義であり、もう一つは、ただ現実の世界だけが存在す

るという様相の現実主義である。そして、どちらの立場も困難に直面する。実在主義をと

れば、多くの異なる世界が存在する、つまりは多くの異なる時点が等しく現在であること

になり、現在性「今～である」ことの唯一性が失われる。また、現実主義をとれば、任意

の一つの世界だけが存在する、つまりは任意の一つの時点だけが現在であり、世界はこの

瞬間のうちに凍りついていることになる。そして、いずれの立場でも、マクタガートの考

えたA-系列のダイナミズムを意味づける存在論は見当たらないのである。 

 出来事の存在論的観点からのゼイリコビ

、、、、、、、、

、、、

ッチのアプローチは、およそ次のような論を展

開する。あらゆる現在の時点において、未来は

存在しない。そして、時間の経過とは存在する

ものの量が増大していく過程であるが、これは

予め存在している時間における増大ではなく、

古い A-系列が存在をやめ新たな A-系列がそれ

に取り替わること
、、、、、、、

による増大である。また、絶

対的な時点が予め存在していて、出来事はそこ

に生成するということでもない。むしろ時点は出来事の生成と共につくりだされるのであ

る。（表 3参照）ところが、オークランダー(Oaklander, 1992)によれば、このゼイリコビッ

チの説明は、B-系列が単一の時間系列かどうかをめぐる困難に直面する。新旧のA-系列が

取り替わることによって新たなB-系列の時点が作り出されるなら、単一のB-系列について、

またそこでの変化について語ることはできない。しかし、単一のB-系列を前提とするなら、

その時間系列のなかでの変化の表象は、回避すべきはずの動く今という考えと大差ないこ

（現在までの出来事の総体＝実在）

＊（現在）

＊（現在）

＊（現在）

新旧のA-系列

の入れ替わり

M1

M2

B-系列

表3：ゼイリコビッチの存在論とダイナミズム
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とになる。 

 ビゲローとゼイリコビッチが A-系列の意味の観点からマクタガートへの応答を試みる

のとは対照的に、ロウ(Lowe, 1987 & 1998)は、時制表現の正しい使用法
、、、、、、、、、、、

に着目する。彼に

よれば、マクタガートのパラドックスの原因は、「そこのここ」という指標表現の重複が誤

った言い回しであるのと同様に、「かつて未来だった（過去において未来である）」等のA-

特性の複合表現
、、、、

による誤謬推理にある。つまり、「かつて未来だったものが今現在であり、

やがて過去になるだろう」というマクタガートのいう時間的変化を表す命題がそもそもの

誤りである。他方、時間のなかにある個物は当然、時制を伴って現れるという。それゆえ、

メラーが前提したように、文トークンの真理述語が無時制でなければならないということ

は受け入れられない。というのも、文タイプとは異なり、個々の具体的なトークンは時間

のなかに存在し、時制を伴う仕方でのみ様々な性質を持つことができる。それゆえ、トー

クンに対する真理述語「～は真である」は正しくは、「～はかつて真だった、今真である、

またはやがて真となるだろう」を意味する。ここからロウは、ある出来事についてのトー

クンは、メタ言語において次のように分析されるべきであるという。 

 

任意の出来事 eについて、（ⅰ）「eがかつて起こった」ということは、真だったか、真であるか、

または真となるだろうということのいずれかであり、（ⅱ）「eが今起こっている」ということは、

真だったか、真であるか、または真となるだろうということのいずれかであり、かつ（ⅲ）「e

がやがて起こるだろう」ということは、真だったか、真であるか、または真となるだろうとい

うことのいずれかである。(Lowe, 1998, p. 46) 

  

 ここに不合理はない。しかし、上のロウの応答が、十全なA-系列主義の形を提示するも

のかどうかは疑わしい。ル・ポワデバン(Le Poidevin, 1993, p. 167)が指摘するように、この

議論はそのまま空間についても当てはまるからである。すなわち、任意の命題 pについて、

（ⅰ*）「ここで pだ」ということは、ここで真であるか、そこで真であるかのいずれかで

あり、かつ（ⅱ*）「そこで pだ」ということは、ここで真であるか、そこで真であるかの

いずれかである。もちろん、これは全く正しい。だが、このような空間との類似が成り立

つとすれば、もとの時間についての主張は、それに特有の何かを表現していなかったこと

になるのではないか。第一に、ある発話が「ここで真・そこで真」ということとは区別さ

れる、「真だった・真である・真だろう」とは何を意味するのか。とりわけ、そこに存在論

的な含意の違いがあるとすれば、それは何か。第二に、この理論において、時間のダイナ

ミズムはどのように捉えられるのか。既に触れたように、ロウはA-特性の重複を禁じ、メ
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タ言語の観点からこれを回避するのであるであるから、マクタガート的な変化の概念に訴

えることはできない。要するに、ロウの理論は、時制表現をパラドックスから擁護する点

では紛れもなく A-系列主義に与する。他方、時間の存在論やそのダイナミズムに関して

A-系列主義的な直観をどの程度救えるのか、疑問な点も多い。 

 

6. むすびに：マクタガートの遺産、そして将来の課題 

 一方ではマクタガート・パラドックスの妥当性を示すこと、そして他方では彼の議論に

いかに応答するべきかという課題があり、どちらも現代時間論における未完のテーマであ

る。本論に見た限り、どの立場にも批判すべき点があるか不十分なところがある。だが、

重要なことは、A-系列とB-系列を軸とする論争を通じて垣間見える時間の本性
、、、、、

であり、こ

れに関する著者自身の考えはいずれ示すことにして、ひとまずここにサーベイを終える。 
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