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コメント	  
井上克人著	 『〈時〉と〈鏡〉	 超越的覆蔵性の哲学 
	 ―道元・西田・大拙・ハイデガーの思索を巡って―』 

	  
2015年 7月 4日	 関西大学哲学会春季大会 
関西大学千里山キャンパス第一学舎A603教室 
 

水野友晴（日独文化研究所） 
０	 はじめに 
	 本書は「超越的覆蔵性」を通底するテーマに据え、これを、道元、西田幾多

郎、鈴木大拙、ハイデガーといった思想家、さらには、大乗起信論、華厳教学、

体用論理、東方キリスト教など、豊富な事例の分析を通じて明らかにすること

を試みている。 
	 「超越的覆蔵性」とは、超越が、常に己自身へと還帰してゆくという動性を

通じてその超越性を保つさまを指す。しかもその自己還帰の動性においては、

ただにそれが超越的次元に留まるというのでなく、超越が超越自身に還帰する

その動性は、そのまま万物が形成されるところの働きでもある。つまり、超越

がその超越性を保つことと、万物が化育することとは、独立するそれぞれの事

態ではなく、一つながりの事態である。 
	 このような「超越的覆蔵性」としての超越のあり方をその特徴に有する思想

には、大乗起信論に見られる如来蔵思想、現成を〈時〉であるとともに〈差異〉

の性起であると説くハイデガーの思想、西田哲学における実在の論理などがあ

ると著者は言う。例えば次のように言われている。 
	 （i）「『起信論』に見られる如来蔵思想において留意すべき点は「真如」が持
つ覆蔵性の構造である。〔中略〕それは超越的に一なる原理がその超越性をどこ

までも維持しながら、自己内発的に自己展開してゆくということ、要するに一

なるものは、自己展開しながらも、どこまでも自己蔵身することによってそれ

自身に留まっているということである」（114頁）。 
	 （ii）「西田はすでに『善の研究』でも「統一的或者の自発自展」ということ
を繰り返し述べているが、「自発自展」という風に「自」の反復ということにお

いて、統一的或者が自己発展しながら自己抑制的に自己内還帰していることを
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自ずから示している」（114-5頁）。 
	 （iii）「ハイデガーによれば、有るものが有るということにおいて、有は有る
ものをまさに有るものとして有らしめながら、そのように有らしめている働き

である有そのものは、それ自身〈有るものに非ず〉という仕方で有るものから

身を引く（entziehen）ところの覆蔵性である」（127頁）。 
	 このように、「超越的覆蔵性」の興味深い点は、その動性が、単に超越内だけ

で完結するのではなく、動性の内に現実的次元をも蔵する全体的根本的動性と

いう性格を有するということ、すなわちその意味でそれは、現実に存在するわ

れわれ（有、実在）の存在根拠でもあるということ、しかしその存在根拠は、「覆

蔵」というその特性のゆえに、われわれの目に届かず幽
かく

れるとされる点にある。

著者はこの事態を「鏡」のたとえを使って説明する。「鏡が物を映すのは、物に

向かっているときと向かわぬときとを問わず、いつも映している」（25頁）。し
かしながら、鏡において「映す」ことが実現されるためには、その働きがある

二重性においてとらえられる必要がある。鏡は、「すべての個物が影像として鏡

の中に映現されてくることと一つに、鏡は鏡自身を無限に映じてゆく」（24頁）。
換言すれば、鏡が鏡としての本領を発揮するためには、「個々の物を映すに先立

って、あるいは映し出すことと一つに鏡が鏡自身を無限に映してゆく〔中略〕

そのためには、鏡は、本体としてどこまでも動的発展的に、いわば静的固定化

を絶えず自己否定的に打ち砕きながら、その不断の照り返しの焦点へ遡及的に

還帰し続けていなければならない」（25頁）のである。 
	 その上で、上記引用文中において「本体」の語が登場していることに注目し

たい。「鏡」にたとえられるそれ
、、
は、万物を、それにおいて映し出すところの影

像となすという意味で、万物の（あるいは万象の）本体とみなし得るだろう。

しかしそのことで万物が本来固有に有するところの実在性が、「鏡」の側に引き

取られ、虚に転ずるとみなされるべきではない。万物が、まさに万物としてそ

れ自身の実在性のもとにあるということと、本体が、本体たることから変異せ

ず、当の本体であり続けることとが、まさに同一事態の両面として生起してい

るというのである。このように見てくると、「超越的覆蔵性」の議論にあっては、

本体とそこにおいてある現象という両者の関係性を究明する作業が不可避的に

伴われる必要があることに気付かされる。本書において著者はそれを〈内在的

超越の論理〉と位置づけ、それについて体用論理をはじめとして、「東洋的叡智」
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と著者が呼ぶところの諸論理を題材に視野の広い分析を加えている。以下では

それらの分析の中から体用論理についての分析についてごく概括的に見、続い

て西田哲学において著者が見る「超越的覆蔵性」と関連する特徴についてごく

部分的な確認を行った上で、コメントを試みることにしたい。 
 
１	 超越的覆蔵性と体用論理 
	 体用論理について、著者は本書のさまざまな箇所でそれぞれ興味深い分析を

展開しているが、論点抽出のため、以下の点に特に注目することにしたい。そ

れは、体用論理が、「言詮を絶する覆蔵的・超越的に一なる原理が自己抑制的に

その超越性をどこまでも維持しながら、自己内発的に自己展開し、万物の中に

自らを内在化させていく」（109 頁）、「内在的超越」（同）の特徴を典型的に有
する論理であるという点である。 
	 体用論理の説明にあたって、著者は『大乗起信論』に登場する水波のたとえ

を利用し、次のように語る。「体用の関係は水と波との関係をいう。体とは根本

的なもの、自体的なもの、用とは派生的なもの、その働きを意味し、本体とそ

の作用、実体とその現象の関係をいう」（211頁）。「水が大波小波いかようの波
の姿をとろうとも、水そのもの、即ち水の本体（湿）は常にすべての波の形状

を超えて、水そのものの自己同一性を保持している」（同）。 
	 さざ波、うねりなど波にはさまざまな形状がある。それらはすべて水が現出

する形態であることは直観して明らかであるが、そのことを措けば、さまざま

な波が均しく水からなることは、それらにみな「濡らす」（湿）という性質が備

わっていることから確かめられる。 
	 言い方を少し変えてみたい。水に水という形態があるのではない。水の形態

は波であったり、水滴であったり、蒸気であったりする。見た目を全く異にす

るそれらが〈水〉として括られることは、それらが「濡らす」という性質を現

じるために可能になる。さらに言えば、「濡らす」という性質は一度限りの発揮

ではなく、「濡らし続け」という常なる発揮である。それによって水は浸透し、

浄水とも汚水ともなり、さざ波にもうねりにもなる。しかしどんなに姿を変え

ようとも、それらが「濡らす」ことを放棄することはない。水は常に「濡らす」

ことへと還帰してくるのである。 
	 水は、「濡らし続け」ることを通じてさまざまな波へと派生し、外見上は似て
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も似つかないものにさえ変容し得る。しかしそれは「濡らす」ことの発揮を通

じての変容であり、かえって「水が水たること」を存分に保っているのである。

すなわち、水の派生態である波は「濡らす」働きを内に蔵し、その働きを発揮

することで更に派生してゆくが、それは同時に、「水が水たること」（常に濡ら

す）という自己同一が保たれることをも意味する。著者が「体は用と「非一非

異」の関係にあって、本体としてはどこまでも超越を保っている」（211頁）と
語ることにはこうした事情が意識されていると考えられる。 
	 以上をうけて、考察のモチーフを実在界の全体へと転ずれば、体用論理的視

点とは、眼前の実在の風景をそのままに現出せしめつつ、その風景とはコンテ

クストの次元を異にして同一性を保つところの内在的本体性を探求する視点で

あると言えるだろう。そのような内在的本体性の探求の一例として著者があげ

るのが、西田哲学における実在の論理である。以下では、ごく部分的な紹介に

とどまらざるを得ないが、西田哲学における実在の論理と内在的本体性をめぐ

る著者による分析の一端に簡単に触れてみることにしたい。 
 
２	 西田哲学における実在の論理（１）	 ——〈遁れ去り〉と〈真実在〉 
	 本書第二編「西田哲学の論理的基盤」第四章「西田哲学に於ける実在の論理」

において著者は、西田が「形なきものの形を見、声なきものの声を聞く」（そし

てそれを「東洋文化の根柢」であると西田は言う）ことに哲学的根拠を与えて

みたい（『働くものから見るものへ』序）と述べていることについて、次のよう

に語る。 
	 「「形なきものの形を見、声なきものの声を聞く」とはどのようなことなのだ

ろうか。西田は、たとえば日本文化の性格についてその「情的」性格、「リズミ

カル」な性格を、エセーや各論文で指摘している。〔中略〕とくに「形而上学的

立場から見た東西古代の文化形態」の中で、西田は古代ギリシアの文化が時を

超えた永遠なるもの〈イデア〉を知的対象とする「ヌースの文化」であると捉

え、それに対して日本の文化は「情的文化」であって、外に永遠なるものを見

るのではなく、内に物から物へ移って行く、時を超えるのではなく、時の中に

動いて行く、要するに日本民族の文化はどこまでも時間的であり、時間的推移

にこそ情意はあるのだと語る」（255−6頁）。 
	 「時間的推移にこそ情意はある」との指摘に続けて、著者は、「自分にとって
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最愛の、かけがえのない者の死に遭遇する悲痛と慟哭」（259頁）を指摘し、そ
れを「絶えず遁れ去ってゆくもの、取り返しがつかないもの、今となってはど

うしようもないという痛恨の思い」（同）と表現する。そして、その思いの底へ

と徹してゆくことを通じて「悲痛・慟哭の感情がやがては「諦念」となって深

まり、移りゆくものは移りゆくままに、それが永遠の影として、永遠の姿とし

て甦ってくる」（260頁）こととなると言う。 
	 深まったかなしみは、「人間が抱く主観的な無常感であると同時に、自己の置

かれた世界そのものの姿でもある」（260 頁）。自己にとって、宇宙とは、すべ
てが自分の手のうちから遁れ去ってゆき、常に自己ひとりが置き去りにされる

〈寂寥〉と〈孤愁〉の構造から感得される。宇宙は、自己にとってそのような

ものとしてしか実感されない。それは、絶えざる遁れ去りという動性そのもの

を永遠性として感得するという態度であるとも言える。「外に永遠なるものを見

るのではなく、内に物から物へ移って行く、時を超えるのではなく、時の中に

動いて行く」という西田の形容にあってはこうした点が捉えられているように

感じられる。深まったかなしみの情意とは、遁れ去りの絶えざる連続という〈時〉

そのものにおいて生きる私たちの主体性におのずから纏われてくるところの情

動とでも呼べるだろうか。 
	 ともかくも、われわれは、そこにおける動性が、〈真実在〉が、われわれが生

を生きることを通じて、「まさにどこまでも遁れゆくもの、隠れたるもの、永遠

なるものとして自らの姿を顕わにする」（261頁）という構造を有していること、
そして、その構造は超越的覆蔵と著者が呼ぶところのものであることの二点を

認めることができるだろう。話題を転じて、以下、西田哲学における〈真実在〉

の考察が超越的覆蔵のイメージのもとで遂行されていることの著者の指摘につ

いて簡単に見てみることにしたい。 
 
３	 西田哲学における実在の論理（２）	 ——自発自展と説明 
	 著者は、西田が『善の研究』を執筆する機縁ともなった、「純粋経験を唯一の

実在としてすべてを説明して見たい」1という営為について、「純粋経験を唯一の

実在として物語り、説明するという哲学的営為は、どこまでも純粋経験の現在
、、

                                            
1西田幾多郎『善の研究』岩波文庫、2012年 3月改版、6頁 
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に立脚しながら、それを反省的思惟そのものに既在的に
、、、、

潜在する覆蔵的な〈含

蓄〉として捉え、それを遡行的に開陳する
、、、、、、、、

」（268頁）ことであると述べている。 
	 『善の研究』において「唯一の実在」として位置づけられる純粋経験は、自

発自展と呼ばれることからもわかるように、内発的に自身を展開してゆく。し

かもその展開は、純粋経験が、純粋経験でないものへと変容してゆくのではな

く、あくまでも純粋経験たることの同一性を保ちつつの展開である。すなわち

唯一実在たる純粋経験は、その自発自展の動性において、万象を生み出しつつ、

常に純粋経験自身へと還帰する。このことを著者は〈自ら運動する自己同一性〉

（267頁）と表現する。 
	 しかしながら、〈自ら運動する自己同一性〉と「説明」との間にはどのような

関係があるのであろうか。著者は次のように語る。「叙述され、説明されること

に於いてこそ、真実在は自らに立ち帰り、自らを自ら自身のうちに映し出す」

（266頁）。つまり「説明」は唯一実在の自発自展の動性の一環であり、説明が
説明を紡げば紡ぐほど唯一実在は自において展開されてゆく。語りが豊穣とな

ることにはかえって唯一実在の唯一実在自身への旺盛なる還帰が反映されてい

るのである。 
	 しかし、それはまた、「説明」と実在自身との間に、豊穣なる語りを挿むこと

ができる懸隔があるということでもある。そして、実在の更なる自発自展から

次なる語りが紡がれても、その懸隔は縮まるのではなく、実在自身はさらに彼

方の目標として、語りに対してなお遠くにとどまるのである。「純粋経験の統一

性は、思惟を可能ならしめながらもそれ自身思惟の統一の対象にはならずに自

ら覆蔵し、そうした意味では、現在
、、
意識である純粋経験は、言うなれば絶えず

その直接性を〈痕跡〉としてしか与えない〈絶対的過去〉として既在的自己同
、、、、、、

一的
、、
な性格をもっている」（267-8 頁）と著者は語るが、それは以上のような構

造を見据えてのことであろう。 
	 このように見てくれば、唯一実在の自発自展が有する動性が単純なる一方向

的発展のベクトルではなく、二重のベクトルから把握されるべきであることは

明らかである。その活動は確かに、次々と豊富なる自覚的内容を産出するとい

う意味で発展であるが、同時にそれは、唯一実在が唯一実在自身へと還帰し、

動的に自己同一を保ち続けることでもある。そしてこの還帰し自己同一を保つ

という側面は、産出のベクトルを内に含みつつ遡及し収斂するベクトルにある
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がゆえに、語りに対して巧みに身をかわし、隠れる。われわれはここにおいて

も、発展と還帰の同時生起からなる超越的覆蔵のイメージを認めることができ

るのである。 
 
４	 コメントの試み 
	 以上は本書における著者の膨大な考察のごく一端を垣間見たに過ぎないが、

本書に対してコメントを加える試みへと移りたい。 
	 本書には「エピローグ」として「西欧的知性とその運命――東アジア的叡智

に託するもの」と題する論攷がおさめられている。「哲学するという営みは、つ

まるところ、人間存在の有限性を自覚するところから始まる「祈り」なのだ」（序

文 11頁）との態度から紡ぎ出されるこの箇所は、本書の中でも実践的意味合い
が前面に押し出されており、新鮮な印象を抱かせられる。 
	 「さかしらな理性では捉えられない究極的なもの、無限なるもの、超越的な

ものに身をゆだね、そうした深みの次元に絶えず身を置き、心を研ぎ澄まして、

その声なき声の語りかけに耳を傾けつつ思索すること、自ら哲学するというの

はこういうことなのであろう」（序文 11 頁）と著者は続ける。この旺盛かつ謙
虚な営みに全面的に敬意と賛意を抱きつつ、著者からより多くの知見を披露し

ていただく呼び水となることを願って、私の方からは些か間に合わせの感の否

めない、蛇足めいたコメントを紹介させていただきたい。 
	 第一に、超越的覆蔵性の議論が、実践面を意識して考察の俎上にあげられる

時、〈私〉と〈世界〉の問題が、知識的側面とは一種別様の仕方で問題として浮

上することはないであろうか。 
	 たとえば、自ら運動する主体として、私というものを例にとれば、私が動く

主体であることについては大半の人が首肯することであろう。そして、私が運

動することが、同時に私が私自身へと還帰することであることも看取されやす

い。私は活動しつつ、活動することにおいて常に私であり続けているのである。 
	 これに対して、世界を形成する形成作用はどのように捉えられることになる

だろうか。本書においては、「個人個人の小なる意識を超えて普遍的な統一性を

持っている真実在の統一作用」（217頁、一部入換）と語られるように、世界を
形成する形成作用については、個人の主体性の底が底抜けし、主体性の根が世

界に向けて底なく沈下してゆくことで、以前には個人の主体性であったものが
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今度は世界形成の主体性としての性格を発揮してくるということから考えられ

ているように私には見える。 
	 しかしそれは依然として個人形成の原理（あるいは個人の行動原理）にとど

まるのではないかと言われた場合、そこからは〈個人〉と〈世界〉との関係を

めぐって、より深まった考察の隘路を進むことが開かれてくるように思われる。

たとえば、世に「随其心浄則仏土浄」（『維摩経』「仏国品」）ということばがあ

るが、浄心という主体性は世界レベルに深まった個人の主体性としてまず捉え

られると考えた場合、その主体性をもって世界が形成される形成作用と直ちに

同一であるとまで言を進めてしまってもよいものであろうか（あるいは、そう

いう視点にまで深まらなければ、人と世界は結節しないのかもしれないが、そ

れはそれで、浄心が、まず
、、
人の側から見られた
、、、、、、、、、

主体性であることを示しはしな

いだろうか）。飛躍するが、浄心を有する個人においては世界が仏国土にも映る

ことであろうが、そうでない人の目に依然として仏国土でない世界が映ってい

るであろうことについては一体これをどう処理したらよいものであろうか。私

の天邪鬼的な目がそのように言わせるのかもしれないが、世界形成に向けて至

心に打ち込む傍らにおいて、それに感化されずに自分勝手なことをしている輩

が依然としてあり続けることについてはいかにも歯がゆく情けないことだと思

わずにいられない。ただし、そうだからといって至心なる打ち込みを放擲して

しまってよいとは私にも毛頭思われず、むしろ一向に打ち込みに励むべきこと

を感じる。ただ、その際、万物を化育するという意味の世界原理と、至心に打

ち込む行動原理との前後性や整合性について何かしら示唆が与えられればあり

がたく思う。 
	 第二に、上の点と関連して、超越的覆蔵性の議論における本体を構成すると

ころのものについてお尋ねしたい。水波のたとえにあっては、さまざまな波の

本体として〈水〉が提示された。水という普段からわれわれが親しんでいるも

のが使われる点でこのたとえは直感的にわかりやすい。しかし、水波のたとえ

が本体と万有との関係を指してのものであるならば、万有を一貫する本体とは

実際のところどのようなものとして捉えられてくると言えるのだろうか。 
	 水波のたとえにおける水も、本体としては、いかなる形態も有さない（それ

ゆえにいかなる形態にも変容しうる）水として考えるべきかもしれない。その

場合、形態を有さない無
、
形態の水としては、たとえばその「濡らす」性質（湿）
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をして本体としての水として考えることもできるだろう。 
	 しかしそれならば、万物において通底するところの性質とは何であるのだろ

うか。あるいはそれは眼前の万物を静的に固定化する見方ではなく、生成変転

する万物という動的な見方に入ることによって見出される通底する性質という

ことかもしれない。そしてそのように動的な相から万物をつなぎ合わせする見

方としては、たとえば「衆生無辺誓願度」といった姿勢から世間に対処するこ

となどを挙げることができるかもしれない。 
	 衆生無辺誓願度の願心は、自身の主体性の視座を世界大に拡げ、また、同様

の願心から世間に渉る人びとをつなぎあわせ、またそれらの人々によって願心

を理念に据えた治世産業が興されるかもしれない（これらのことはそれ自体で

大変貴重なことである）。しかし、願心は薬草から薬を作り出すかもしれないが、

薬草となる草自身をも作り出すかといえば、是と直ちに断言することに私はた

めらいを覚えずにはいられない。 
	 あるいは、衆生無辺誓願度的願心こそが世界を形成するのであり、これを欠

いては世界が現状のような世界とはならないと見るべきなのかもしれない。こ

の見方にあっては、衆生無辺誓願度はもはや個人の主体性原理ではなく、むし

ろ逆に衆生無辺誓願度の主体性において
、、、、、、、、、、、、、、、

個人が摂め取られている
、、、、、、、、、、、

と言えるだろ

う。しかしそうであっても、質料的なものまでもが衆生無辺誓願度の願心によ

って生成されているのであろうか。私の中では、願心は心と財（材？）の扱い

に関わることには結びついても、質料や物質までもが願心から生み出されてい

るとはなかなか考えにくい。あるいは質料は“初期条件”として最初からそこ

にあったのであろうか。しかしそれは創造的一元論たるにどこか不十分な点を

含みはしないだろうか。 
	 西田幾多郎は『善の研究』第２編第１章「考究の出立点」を次のような書き

出しで始めている。「世界はこのようなもの、人生はこのようなものという哲学

的世界観および人生観と、人間はかくせねばならぬ、かかる処に安心せねばな

らぬという道徳宗教の実践的要求とは密接の関係を持っている。人は相容れな

い知識的確信と実践的要求とをもって満足することはできない」2。つまるとこ

ろ、私のコメントは、超越的覆蔵性の哲学における、哲学的世界観と実践的要

                                            
2 西田幾多郎『善の研究』岩波文庫、2012年 3月改版、63頁 
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求との架橋について、この機会を利用してもっと著者からお伺いしたいという

点に収斂するように思われる。 


