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0. はじめに



自己紹介
・大学に属さず社会哲学研究を行っています。
・主な活動：今年で28年目になる公開講座
『ルカーチの存在論』を、友人たちと共同運
営しています（2014年まで社会哲学者・故
石塚省二教授が主宰）。
・ここでTime Being-Labor Being theory
（以下、TB-LB theory)を継続的に発表して
います。
・また、ここでジェルジ・ルカーチの主著
『社会的存在の存在論』を友人と共同翻訳中
です。



詩と翻訳と報道

・30年以上、詩を書いてきました。現在、3
か月に一度、詩の朗読会「銀河朗読会」を主
宰しています。⇒芸術と時間（過去存在）の
関連性
・仕事は、翻訳とインターネット報道メディ
アの仕事をしています。
・「知識とは行動する能力である」という命
題を中心に、知識と民主主義の関係を論じた
本『自由は知識の娘』（ニコ・シュテール
著）を、現在、翻訳中です。



１. TB-LB theoryの着想まで



基本的な出発点

・探求への原動力は諸哲学
から出てくるものではなく
て、むしろ諸々の事象や問
題から出てくるにちがいな
のだ。

E・フッサール『厳密な学とし
ての哲学』（1911）

E・フッサール（1859-1938)▶
Wikipediaより



TB-LB theoryは時間と空間
に関する新しい考え方

• 「時間」に関心をもったきっかけ

①歴史修正主義の存在

②友人の在日三世の作家との議論

③ジョージ・オーウェルの『1984』の中の
言葉



歴史修正主義とは？

・もともとは、ナチスに
よるホロコーストを否
認する者を「歴史修正
主義者」と呼んだ。

・1978年に設立された歴
史修正研究所（The 
Institute for Historical 
Review、略称IHR）が
代表格。

▲ハンガリーからアウシュ
ヴィッツに到着したユダヤ人
たち（1944年）Wikipedia
より



歴史修正主義の典型的な発想

・ 「ホロコーストという言葉によってユダヤ
人に対する政治的迫害や何件かの散発的な
殺害を指すならば、そして残酷な出来事が
あったことを指すならば、誰もそれを否定
はしない。しかしホロコーストという用語
が強制収容所における600万人から800万
人のユダヤ人の計画的絶滅行為を指すなら
ば、それは証拠のないものだと我々が考え
ているものだ」（IHR所長、マーク・ウィー

バー）



規模・計画性・唯一無二性の否定

・ホロコーストの存在自体は
否定しないが、その規模を矮
小化したり計画的大量殺人
だったことなどを否定する

・ソ連の大粛清・強制収容所
やクメール・ルージュの大虐
殺、オスマン帝国のアルメニ
ア人虐殺などと比較して、ホ
ロコーストの唯一無二性を否
定する。

▲アウシュヴィッツ強
制収容所の死の門
（Wikipediaより）



日本の歴史修正主義者たち

・日本にも歴史修正主義者はた
くさんいる。たいてい、従軍
慰安婦問題や南京大虐殺、朝
鮮半島の植民地支配、侵略戦
争などをめぐって問題化して
いる。

▲従軍慰安婦像
（Wikipediaより）

・安倍内閣を支えているのが、靖国神社を擁
し侵略戦争を否定する「日本会議」であるか
ら、内閣自体が、歴史修正主義内閣のような
もの。



最近の具体例
・タレント医師の友利新「日本は朝

鮮半島を植民地にしたわけじゃな
い。統治しただけである」

（AbemaTV、2018年5月19日)

・高須クリニック院長、高須克弥氏
の「南京もアウシュヴィッツも捏
造だと思う」（twitter、2015年10

月15日）などの発言。

▲高須克弥氏
（twitterより）

・ユダヤ人人権団体「サイモン・ヴィーゼン
タール・センター」がアメリカ美容形成外科
学会に除名勧告を行った。（2017年8月22日）



「過去」は一つ！真理は一つ！

・なぜ、こうしたことが社会問題化するの
か？

・「過去」が操作されているのはなぜなのか、
そして、どのようにか？

・そもそも「過去」とはなにか。「時間」と
はなんだろうか？

・そもそも、「過去」とはだれから観た過去
なのか、あるいは過去であるべきなのか？



在日作家との対話

・「おじいさんが大陸でなにをしていたか、
聞いたことはありますか？」

・戦争の惨禍（リアル）は、広島・長崎の
原爆・沖縄地上戦・東京大空襲など、被害
者の視点が中心。
・加害者の視点は「知識」として知ってい
た程度。

・祖父は従軍慰安婦問題や南京大虐殺、朝
鮮植民地支配の当事者だったかもしれない。



「過去」（時間）は人間が作り出す

・「過去」（時間）は人間の活
動と別個に客観的に存在する
のではなく、人間の活動が創
り出しているのではないか。

・時間は無色透明なものではな
く、きわめて政治的で社会的
なものではないか。

▲沖縄本島へ艦砲射撃
を行う戦艦アイダホ
（Wikipediaより）



ジョージ・オーウェルの言葉

・ジョージ・オーウェル
（1903-1950）は、全体
主義のディストピアを描い
た小説『1984』（1949)
の中で、時間と統治構造の
関係について非常に重要な
ことを述べている。▲ジョージ・オーウェル

（Wikipediaより）



過去・現在・未来と権力

▲小説『1984』

・’Who controls the past,’ 
ran the Party slogan, 
‘controls the future: who 
controls the present 
controls the past.’(Gerge 

Orwell p.40, PartⅠChapter Ⅲ in 
1984, Penguin modern classics)
・過去を支配する者は未来を支配す
る。現在を支配する者が過去を支配
する。党のスローガンにこうある。



時間を人間が支配する

・ ’Who controls the past,’ ran the Party 
slogan, ‘controls the future:
・「『過去』を支配する」とは？ だれが？
どのように？

・過去（時間）は人間の支配の対象になる。

・だれが？⇒「現在」を支配する者（党）が
・どのように？⇒（社会的に）歴史記録を党
の都合のいいように改竄することで
・（個人的に）記憶を改変することで
⇒reality control=doublethink



２. TB-LB theory



TB-LB theoryの全体像（未完）①

1 有即時、時即有。

1.1 時間と存在が別個にあるのではない。
存在とは同時に時間であり、時間とは同
時に存在である。

1.11 時間存在または存在時間とは空間の
ことである。

1.111 時間とは労働時間であり、空間と
は商品空間である。



TB-LB theoryの全体像（未完）②

2 時間存在の本質は人間と人間の社会関係
である。社会関係が時間存在に先行する。

2.1 時間存在に「自然的」「社会的」の区
分はない。

（3 万物は一瞬である。）

4 時間存在は変化する。

5 時間存在は人間活動によって現実化する。

6 時間存在とは歴史的時間存在（the 
historical time being)である。



TB-LB theoryの全体像（未完）③

6.1 いわゆる時間とは歴史的時間存在
にほかならない。

7 民族国家（nation-state)の過去
（歴史）は、当該民族国家による歴史
的被害存在（the historical 
suffering being)の痛みによってつ
くられる。

7.1 我々が「過去」と呼んでいるもの
は一切が終わっていない。



TB-LB theoryの全体像（未完）④

7.2 社会的出来事を「過去」として、
終わったものとして、社会的出来事か
ら物象化する力が「現在の統治権力」
である。

7.3 現在の統治権力は「過去」を統治
権力自らの正当化のために、操作・修
正・編集する。



TB-LB theoryの全体像（未完）⑤

7.4 「過去」は現在の統治権力を正当
化するイデオロギーへと堕落する危険
性を秘めている。

7.5 過去には、現在の統治権力が関与
する公的過去（the public past)と関
与しない私的過去（the private 
past)がある。



TB-LB theoryの全体像（未完）⑥

7.51 公的過去とは「現在の統治権
力」による操作・修正・編集と「歴史
的被害存在」の痛みによる「過去」制
作とが戦いを行う場である。

7.52 この戦いは社会的な問題（public 
issue）を構成する。



TB-LB theoryの全体像（未完）⑦

8 「時間」の生成は、出来事の参照の普遍
性に依拠する。

8.1 「過去」「現在」「未来」はカテゴ
リーのカテゴリーである。

8.11 「時間」には「空間」が先行する。
相互に参照する出来事Aと出来事Bの間に
（空間的な）非対称が存在するとき、
「原因」「結果」のカテゴリー（時間的
序列）が発生する。



3. TB-LB theoryの3つの理論的
源泉



道元の時間論

▲道元（1200-1253）
Wikipediaより

・『正法眼蔵』（1231-1253）
の「有時（うじ）の巻」に道元
の時間論が述べられている。
①「有時」の思想：「いはゆる
有時は、時すでに有なり、有は
みな時なり」⇒時間と存在は一
体、時間と自我、時間と空間も
一体という思想。



人間活動が有時を現実化する

②有時現成の思想：「おほよそ、籮籠（らろ
う）にとどまらず有時現成（うじげんしょ
う）なり」（訳）いかなるカテゴリーや区分
からも自由に時間存在は現実化する。
「冥陽（みょうよう）に有時なる諸類諸頭、
これみなわが尽力現成なり、尽力経歴なり」
（訳）陰に陽に見え隠れする時間存在も、す
べて我々の活動の結果、現実化しており、人
間活動の結果、経歴（flow)している」



ルカーチの社会的存在の存在論

▲ジェルジ・ルカーチ
（1885-1971）
Wikipediaより

・ルカーチ「『社会的存在の
存在論』第二部 最重要の問
題複雑系 第一章 労働」の
部分を翻訳・参照しつつ、思
索を深めている。
・これは、時間存在が人間の
労働活動によって現実化され
るという認識と一体である。



全体性の概念

・「それぞれの段階の存在が有する全体
および部分についての複合的性格を忘れ
てはならない。言いかえると、それらの
もっとも本質的で決定的な諸カテゴリー
は、それぞれの存在水準の全体性からの
み、そして、全体性の中でだけ、適切に
概念化することができるのである。」
（拙訳：ジェルジ・ルカーチ著『社会的存在の
存在論』第二部 最重要の問題複雑系 第一章
労働）



ヴィトゲンシュタインの
時間空間論

▲ヴィトゲンシュタイン
（1889‐1951）
Wikipediaより

・ヴィトゲンシュタインは、
『論理哲学論考』（1921年)
の命題6.3611で非常に重要な
時間空間論を展開している。
命題の前半が主に時間論、後
半が空間論。



時の流れは存在しない

・命題6.3611(前段）
（拙訳）いかなる出来事も「時の
流れ」―そんなものは存在しない
―と比較することはできない。出
来事にはただ他の出来事（たとえ
ばクロノメーターの動き）と比較
できるだけである。
それゆえ、時間の経過に関する記
述は、他の出来事に依拠してはじ
めて可能となる。

▲クロノメーター
（船の揺れや温度
変化に影響されな
い、高精度な携帯
用ぜんまい時計）



「時間」は生成される

・命題6.3611(前段）の含意は次のとおり。
①時の流れは存在しない。
②「時間」は出来事Aと出来事Bの比較・参
照によって生成する。言いかえれば、出来
事Aと出来事Bの非対称性が「時間」を作る
（空間が時間に先行する）。
③したがって、「時間の生成」には常に社
会関係が先行する。



「過去」は終わっていない

④「時間」の本質は社会関係であるから、
「時間」は実在するのではなく、人間活動が
作った一つのカテゴリーである。この意味で、
「過去」「現在」「未来」はカテゴリーのカ
テゴリーとなる。
⑤「過去」は、事後的に作り出されたカテゴ
リーのカテゴリーであるから、原理的には、
過去は「過去」として終了していない。それ
は継続している経歴（flow)であり、変化で
あり、したがって、原理的に「完了していな
い」。



4. 代表的な時間論の理論的な
特徴



日常的な時間理解

▲砂時計
（Wikipediaより）

・時間は過去から現在、未来へ
向かって一直線に進んでいる。
・時間は不可逆的である。
・時間には「過去」「現在」
「未来」の三区分がある。
・「過去」は変わらない。
・「未来」は必ずやってくる。
・「過去」と「未来」は同時に
見渡せない。
・時間は計測できる。



アリストテレスの時間論

・アリストテレスの時間論（『自
然学』第4巻第10章217b29-第14
章224a17）は、時間という現象
について私たちに伝承されている
詳細な最初の解釈である
（ハイデッガー『存在と時間』（１）

岩波文庫p.169)。
・その後の時間把握のすべてを本
質的に規定している（ハイデッガー

同掲書同頁）。

▲アリストテレス
（BC384-BC322）
Wikipediaより



「時間」は一つの存在者

・アリストテレスの時間論
の特徴は、時間自身を「他
の存在者」とならぶ一つの
「存在者」と捉えて、時間
の「存在構造」を明らかに
しようとしている点にある
（ハイデッガー前掲書p.169)。

▲アリストテレスの学園、
リュケイオン（Wikipedia
より）



アリストテレスの「時間」の定義

・時間とは前後に関する運動の数である。
（『自然学』219b 1-2)

・「時間とは運動の数量」つまり、それ
ぞれの運動が持つ具体的期間のことであ
る。例）通勤に1時間半かかる。お昼まで
30分ある。

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.52
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）

一つの解釈



時間の実在性のパラドックス①

・「空間」ではないものが、
いかなる意味で「数量」を
持ったり「長さ」を持ったり
できるのか？
・そもそも、運動をどうして
数えることができるのか？

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.54
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）

▲アリストテレス著
『自然学』1837年
オックスフォード版
第一頁（Wikipedia
より）



時間の実在性のパラドックス②

①時間とは＜過去・現在・未来＞から成っ
ている。
②どの時間も（無限の時間であれ、その都
度問題になっている一定の時間であれ）時
間の部分は、過ぎ去ってもはや存在しない
（過去）か、まだ存在しない（未来）。

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.54
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）



時間の実在性のパラドックス③

「時間の実在性」のパラドックス
③唯一存在する「今」だけを集めても時間
にはならない。
⇒時間とは、過去・現在・未来から成り
立っているから。
④したがって、時間は存在しない。

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.54
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）



アリストテレスの解決

①運動が知覚されたときに、時間が経過し
たと言われる事実がある。
②運動が時間の存在の条件になっている

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.55
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）

・時間が経過した（存在した）ことの基準
は、運動が起こったことが知覚されること、
つまり、運動に含まれる前後が識別される
ことである。運動の前後が識別されたこと
を以て「時間が存在した」と我々は言う。



時間は実在する

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.55
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）

・運動の知覚は、二つの「今」を区別する
ことで行う。例）「Aは今P点にいる」と
「Aは今Q点にいる」という仕方で「今」
を2つに区分する。
・「2つの今」を区分し「2つの今」の間
に「時間が存在した」と我々は言う。

・2つの「今」をこのように区分している
と認めるなら、「時間の実在性」を認め
ざるを得ない。



「今」のパラドックス①

参照）土屋賢二「時間概念の原型」p.56
（新岩波講座哲学７『トポス 空間 時間』1985年所収）

・すべては常に「今」の中にある
⇒「今」の同一性

・時間を2つの「今」によって区切ること
ができなくなる。
・あらゆる出来事が同じ「今」の中に存在
することになる。つまり、あらゆる出来事
が同時に存在していることになる。



「今」のパラドックス②
・「今」は次々に交代して過去に消え去っ
てゆく。⇒「今」の非同一性

・「今」が非同一なら、以前の「今」はい
つか消滅したはずである。どんなに近い時
点で消滅しても、以前の「今」は、今の
「今」とは異なる。しかし、時間は連続し
ているので、消滅した時点と今の「今」の
間には、無数の時点を区別できる。すると
2つの「今」が同時に存在している（い
た）ことになる。 参照）同掲書p.56



アリストテレスの解決①

・「今」のパラドックスを「P点にいる
A」と「Q点にいるA」の関係の問題とし
て扱った。つまり、時間固有の問題ではな
く、空間の問題として扱った。
・言いかえると「今」は運動体や運動から
独立して自立的に存在しない。「今」の内
容、言いかえれば、運動体の状態によって
「今」は規定されると考えた。⇒ハイデッ
ガーのアリストテレス解釈とは異なる。

参照）同掲書p.57



アリストテレスの解決②

・具体的に言うと、運動(体）Xと運動
（体）Yが同一なら、「Xが成立している
今」と「Yが成立している今」は同一であ
る。
・運動（体）Xと運動（体）Yが異なるな
ら、「Xが成立している今」と「Yが成立
している今」は異なっている。

参照）同掲書p.57



アリストテレスの解決③

・運動（体）Xと運動（体）Yがある意味
で同一、ある意味で異なっているなら、
「Xが成立している今」と「Yが成立して
いる今」はある意味で同一、ある意味で異
なっている。

参照）同掲書p.57

・アリストテレスの表現は「＜今＞は運
動体の規定を引き継ぐ、あるいは反映す
る」
（アリストテレス著『自然学』）



アリストテレスの時間論の問題点
・時間の実在性を言いながら時間の存在
からの非自立性を言っているという矛盾。
・時間は過去から今、未来へと流れるこ
とを前提にしている。
・時間を過去・現在・未来に三区分。
・時間を存在から切り離している（ハイ
デッガーの解釈）。
cf. 「有即時、時即有」（TB-LB theory
命題1）および「時間存在は変化する」
（ TB-LB theory 命題４）



アリストテレスの時間論の問題点

・人間の社会活動が時間（今）というカ
テゴリーを創り出しているという視点が
ないので、「時間の実在性」と「時間の
存在被規定性」という矛盾を犯している。
cf.「＜過去・現在・未来＞はカテゴリー
のカテゴリーである」（TB-LB theory
命題8.1)



5. 物理学的な時間論



ニュートンの時間論
・事物の変化の根底にあってそ
れを計る規準となる「絶対時
間」が存在する。
・「絶対時間」は外的世界とは
かかわりなく、一様に流れる。
・「絶対時間」は事物と無関係
に存在し、事物の位置や大きさ、
形などを決める基準となる。
ニュートン『自然哲学の数学的原理』
（1687）略称「プリンキピア」

▲ニュートン（1642-
1727)Wikipediaより

参照）中村秀吉著『時間のパラドックス』（中公新書、2006年14版）



アインシュタインの時間論

▲アインシュタイン
（1879-1955）
Wikipediaより

・観察者ごとに固有の時空間
があると考える。
・主体と客体は、外部条件に
左右される相対時間と相対空
間に存在し運動する。
・時間と空間は一体化してい
る。



物理学的な時間論の問題点

・人間の社会活動との連関が隠されて
いる。
・時間操作がテーマ化できない。
・主客の分裂⇒時間と存在の全体的な
記述ができない。
・進歩史観が根底にある。
・実証主義哲学を前提にした基礎づけ。
・時間は、過去・現在・未来へ直線的
に流れる。



物理学的な時間論の問題点

・時間が均質化している。
・因果律を前提にしている。
・人間と自然に対する支配・操作と結
びつく。



6. TB-LB theoryの理論的な
特徴



TB-LB theoryの時間の特徴

・時間を自立した存在とは見なさない。
・時間と存在を全体的に捉える。
・時間の生成を人間の社会活動に由来する
と考える。
・時間と統治権力の関係をテーマ化できる。
・時間操作（空間操作）が、なぜ、どのよ
うに起きるのかをテーマ化できる。
・空間が時間に先行するため、時間論は空
間論になる。



TB-LB theoryの時間の特徴

・歴史を統治権力による制作と考える。
・歴史的被害存在による歴史制作の可能性
が国家（の歴史）を超えることを示唆して
いる。
・時間論に人間の「痛み」という感情を導
入している。
・自然科学に閉じた時間論でもなく、人文
科学・社会科学に閉じた時間論でもない。


