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哲学館の開設と大μ・ポの設立

ー 哲学館の開設

論軸議をしZ︑次の課題に移る形をとりたいと思います︒

最初にまず哲学館開設の趣旨と経過について︑一．一浦さ

んから報告していただけますか︒

年譜的にみますと︑井ヒ円了が大学に人学した

のは明治一四年で二四歳︑卒業したのが明治一八年︑二

三浦

開きたいと思います︒今回はまず初めに井上円了の思想

八歳です︒それで︑哲学館の開設が明治二●年の九月で

第二回の井上円ゴの教育理念に関する座談会を

と行動の展開過程を時代的に大別して︑その特徴をつか

すから︑卒業後から哲学館の開設までは二年間あるわけ

高木

む形をと一︑≡︑みたいと思います︒最後に全体を通して見

に参加Lガ︑います︒それが総て明治二●年です︒在学中

で︑この間円了は固定的な職業についていないんですけ

場から明治の歴史的社会的背景を無視した形で行なわれ

には哲学会の創立にももちろん参加してい︹︑︑こういっ

た円rの理念を︑総合的に再度討議して問題を深めてい

ています︒また︑とま︑すれば．仏教工m払柵﹈序論﹄だけで評

た活動とそのほか在学中から哲学関係や仏教関係の著作

れども︑活動として考えれば大学卒業後に哲学書院をつ

価されがちで︑すが︑子細に見 ︑いきますとかなり変化し

ヒいう執筆活動があるので︑哲学館の開設とこういう活

きたいと思います︒そ∋間特に留音心Lたいのは︑井上円

ているものノニ言⌒Lているものがあるわけですから︑そ

動の総ては︑思想的には非常に密接な関係があると思う

くり︑国家学会の設立に参加し︑それから政教社の設立

の時代時代の特徴・の中に位置付けながら検討を加え一︑い

！﹂に関してはいろいろの評価があって︑それは現代の立

きたいと田心います︒

具体的には明治︑九年の春に哲学館を作る段取

りにはいったらしいというようなことは資料で見たわけ

水澤

んですね︒

話⁝の寸すめ方としては︑闇⁚頴︶提⁚起の±思味で︑すこしま

とめた報告めいたお話をいたたいたLLで︑それに関する

4

圏m大学八●年史一か何かに出ているのでは︑井上円

れが確か︐九年だったと思うんですけれども︑その﹈別に

学館を作゜ると聞いた初めてであるレロ山てくるんです︒そ

を︑井︐ヒ円了先生から︑聞か柵︑・れたと．︑それが具体的に哲

うすこし﹂与えた教味隠をする叫子校を作っ︑ていくということ

かしてつくらなき乙︑いけないと︑そ2／には哲学思想をも

れがかなり堕落しイ︑いて︑本当の僧侶み子をこれから何と

さんという方が︑当時の仏教関係者というんですか︑そ

たときの動機の話がありまして︑その座談会で棚橋一郎

てすけれビも︑⁝︑思想と文学﹄という本の中に哲学館を作っ

込にある真宗大谷派の真浄寺の寺田福寿氏︑その三人の

て︑加藤弘之博士︑勝海舟︑それに今の大学の近くで駒

らしいんです︒⁚人学を作ると文︑﹂の二菌心人というのがあっ

哲学館︑将来東洋大学にするという考え方を持っていた

また︑東洋学を主にした学校を作れレ三口われて︑始めは

ヒで︑同志で語りあって大学を作ったということです︒

学校が必．要だと勧められ︑自．分も応援するからヒいうこ

また加藤弘之先生から東大でやらないような哲学研究の

究会を開いているうちに︑啓蒙のための学校を作ろうと︑

んから聞いたところによりますと︑始め同志と哲学の研

名前が出てくるんです︒

来いとか何とか話があったり︑文部省に勤めうとか話が

大谷派︑東本願寺の留学生としてで︑哲学館の開設はそ

う話がありましたが︑円了自身は東・犬に入ったのが真宗

今︑円了は本山から帰ってこいと言われたとい

・あったりしたときに︑白 分はそういうことをやるからそ

の留学生グループによって行なわれたというようなこと

三浦

ちらにはつかないというような．︸とが語られていますか

を言っている資料もあります︒しかし今のところまだ詳

といわれる寺田福⁝寿氏は︑明治期には直ハ⁚示大F谷派の東⊥尽

ら︑それを︐九年の春に具体的に一つの事業として踏み

前回も申しましたが︑私が名古屋で加賀秀一さ

細は分からないんですが︑今の哲学館の一︑一大恩人の一人

井上

切っていくんじゃないかと思うんですね．︑

の帝国大ぷ子を出た後︑東本願寺の本山のほうから帰って

了は将来宗教的な教育事業に従事していきたいと︒いま

「．

一〇

掛﹂ということで︑﹁インド哲学取調掛﹂を任命されてい

誌で見ますと︑卒業後すぐの明治一八年九月に︑﹁本局用

後の円了と東本願寺との関係を﹃本山報告﹄という機関

りの中でできたんじゃないかと想像されます︒大学卒業

．﹂ういう背景と在学中や政教社などのグループのつなが

学校書籍館設置変更廃止規則というのがあります︒これ

ら明治二〇年三月一二日付で︑東京府令の区町村立私立

関を創立していく可能性が開かれていたのです︒それか

され︑府県にも私人にも独自の理念のもとに高等教育機

校ヲ論セス各人皆之ヲ設置スルコトヲ得﹂と明確に規定

区別があるだけで︑さらに教育令の第八条にも﹁何ノ学

規定では設置について︑府知事県令の認可︑公立私立の

ます︒ですから卒業と同時にすぐに関係が切れたのでは

をみても設置基準ではなく︑単なる届出様式にしかすぎ

での仏教活動の中心的な存在であったと言われてまして︑

なくて︑ある程度．本山との関係もまだ持ちながら︑大学

ません︒

ある意味では非常に自由な時代ですね︒それだ

卒業後一．年間の間で自分の方針と環境とを作っていった

高木

けに哲学館の設置の趣旨は大切だと思うので︑この問題

んじめ︑ないでしょうか︒この時期は円了にL二︐て非常に

思想的にも大事だし︑またこの哲学館の開設ということ

どういう人たちを教育するのかというようなこ

に移りたいと思います︒

水澤

についても︑二れらを総合的に考えてとらえていかなく
ちゃならないところだと田心います︒

とが︑哲学館の趣意書の中に出てくるんですけれども︑

政治だとか法律だとか︑科学︑理学︑工芸までもみんな

ところて︑明治二●年に私学を作ったというこ

とですが︑その当時は学校制度が整わない時期で︑教養

哲学を基にしていないものはないんだと︒だからその哲

高木

知識の非常に高い人も学歴はないということが当然の時

学を基にした教育をし㎡︑いくということで︑自分は哲学

館を作りたい︒ところが実際的に庶民は洋書を読むとい

代ですが︑どういう法律があったんでしょうか︒
広畑 斗．♪だ法制化︑制度化がされてません︒条文上の

を利し﹂という形で︑学ぶ人にだけでなく社会にもある

﹁この事業が果たしてよー成功に至らば社会に益し国家

がかかるんプ︑︑なかなか勉強する時間もできにくい︒そ

言ハ献をなすレ一いうようなことが謳われているわけですね︒

・つようごこし一もできないし︑プてれから学r⁝同をす・るに・も金

れを簡単に哲叫子館では教えていきたいというようなこと

これは今までの研究会の−甲で常に述へられ︑みんなが理

解してきたことがここに述べられているわけです︒

が︑︑二﹂年パ月の趣意書の中には出てくるわけです︒

針生 そ．︸では︑世運の開明は︑主として知力の発達

私立学校設置願のヒころでは︑﹁本校は哲学諸科を教授し

国大学に独占されているあり方に批判的ですね︒そして

あるを聞かず︒﹂二ういうかたちで︑哲学がある立思味で帝

はひとり帝国大学に限る︐世間またこれを教えるの学校

い方をするんてすね．二ただし当今哲学を専修するを得る

て︑哲学をもって教育・学問の世界の中央政府という＝︑口

物についてその原理を探りその原則を定める学問Lヒし

哲学が必要だと︑と同時に東洋の学問は憶断で決めてか

な部分があって︑理学は実験に基づくからヨーロッパの

号︶に書かれていますが︑第︑点は東洋の学問は空想的

年一月︶で︑前に高木先牛が論文二．井ヒ円了研究﹄第五

館の旨趣﹂︵︒哲学館講義録一第一年級第一艮・︑明治一二

それは哲学館開場式のときの演説です．︑クでトルは﹁開

力によって︑この他の資料があることがわかりました︒

なったようなことなんですが︑最近図書館の関係者の尽

開設の趣旨についてはいま針生先生がお話しに

もっぱら速成を旨とす一という目的で︑﹁Uごろ専門の諸

かる傾向があり︑だから演繹的であっ︹︑機能的な面が非

三浦

学七と図り哲学専修の一館を創立しこれを哲学館と称し

常に少ないと︑そういう改・艮すべき面があること．︑第二

によると考え︑学校の必要︑加え︹︑二てれ哲学は百般事

も一．て世の大学の課程を経過するの余資なき者並びに原

点は︑ヨーロッパの哲学は総ての学問の統合的なところ

を持っていると︑東洋の学問は個別性はあるけれども︑

書に通ずるの有暇なき者のために哲学速歩の階梯を設け
一年ないし三年﹂で教える学校︑哲学館を作る︒そして

ないいい貫 特貫付円最ま るす乏と総
点るうでい高色し者了初るとこべし／合

r：ぐ㍉；鴎㌻量三三熟ミ窒〜溺6

という立思味で彼は哲学に注目したこ

資∵金援助を受けていましグ︑︑

政教社のナショナリズムとの関係

2 哲学館開設と﹃仏教活論序論﹂および

て出発し・．⁚のが折品子館の開設だったわけです︒

プてうい・つ資︵全氾を元に︑定員五巳﹂夕口で︑私 塾．とじ

金五千円．のうち二千円は東西両本・願寺の寄附金で︑個人

は駒込の麟祥院で仮教場をもって始
︑哲学館の将来的な独立を︑円7﹂は

ようです︑．また︑財政的な面では︑

哲学館開設の前後の時代としての⁝番大きい思

想的課題は何だったかを考えます．と︑例えば自由民権運

高木

でもっ㎡︑作られ︑二れはその後も一

動などの比較的自由な空気があると同時に︑一方て明治

御卜︑または官の資金を仰

と同時に︑井上円了が一生

ヨーーロッパの文化・文明号二ての士︿ま・直⁚輸⁝・人ーしブ．︑つてー．︶て日⁚

んじぬ︑ない∬．．︑しょ・りか．︑鹿鳴館時代︼言われるよ三ノ．に︑

強力なものを打ち出そ三︑こ﹁︶げ＼いるという時期に当たる

政府は国家の体制を強化するために︑思想的にも一つの

で大衆と共に歩んでい・︑と

−見鯉⁝が渦巻く中で︑彼は一口本人

的立場のほうを一選︸んでいっ

に﹂マつ少／L日本人レごLての主一体性ん一持レ三りし二いう︑一つの

本の独立を保とう．﹀一いう見解と︑それから政教社のよう

う．ち︑仏教界からは大きい

を理．解する上で非常に大事

・身教会に及ぶまで一貫して

金円の民まあ

針であるし︑それが哲堂・館の大きな

けれごも︑無資本で出発して創立寄

三浦

は︑東洋の学者は﹁活眼﹂﹁活用﹂に

う占⁚から↑東洋

すJl生よとのでろ資まいビ学とう学．．三な
う点を円γは強調しています．．

こ西洋の学問を兼学す

寄附をあわせると約半額は真宗両派から出ています．．
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ヒ同じやり方で﹃顕正活論﹄ができますよね︑その﹃顕

正活論﹄の中身はなにかというと︑やは日彼のいわゆる

純正哲学につながるような仏教哲学でしょうね︐大乗仏

教的精．神に基づいた仏教の理念の紐み直しというか︑彼

㌻ノふうに見る

りながら書き

た﹁私塾の精神﹂の私塾三一いろのは︑陣洛ち穂拾いではな

とぼーは思うんです︒そうすると飯島先生が／5っしゃっ

は関係ないけれど︑その精神で確かに学校教育をやった

なりの秩序付けか︑理念の展開で︑直接には学校教育に

れがやっぱり

足らんところを逆に包み⁝込んで︑教育の本当のあり方を

いので山︑⁚ないか︑落ち穂仏指いLこいうことよりは︑むしろ

校教育に生か

示そ・つ．ヒしたというか︑そういうところがなかったかと

≡︑仏教活論序論﹂⁝と哲学館の開館に︹．いて討論す

田心うんですが︒

高木

ろ・にあ．たっ二︑⇒ての．当．時の〃仏教の置か．れ二いろ位即直を北同

景とL二︑考えておきたい．と思います．︑朋﹂治政府は政府の

指摘し︑その

う宣三口をし一︑います︒経済的・政治的な施策は明治四年

いう形で表して︑紀記の．神話に権力の根源を求めるとい

設立の政治的イデオロギーを﹁神武創業にもとつく﹂と

り︑教相判釈

教の伝統的な

ていたんじゃ

る教育という

︑前回の飯島

というのは︑

は彼の代表作

て仏教活論序
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のにかい非だ識の大念畏わて．ヒての館ヒ
宗のらま営としで学の！口け 円こもをで
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念て論ビテのかか生となれ学学たるるそ
右
焉fイたは．：，か思本ど校倉自だと意う
展他やごヴめと彼そうで ．教をけ思昧い
開宗るうなのものうんすつ育始まう
う
す派゜て．も庶か私とでけまとめせんそ思
るのそしの民く塾しすれり経るんでの想
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・．
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神道がいろんな形で強調されてい・︑︐︑これはむしろ儀式

教団の物質的基礎を在時かしπ︑います．︑それと逆に︑国み家

していま丁．この結果︑まずヒ地へpで土地を取リヒげて︑

主︑ た仏教をビの︑ごつに排降∵していくかヒいう二とに腐心

タン対策ということがあって︑思想統制の根源に使って

が︑そこで︑番眼日︺にしているのは︑封建時代のキリシ

地令はその後撤去され一︑±地は返ふ︑れますけれども︑特

どう教団を維持するかという．﹂ヒに腐心する状況で︑十

いくものが何もなかった︒むしろ仏教界全体が受け身で︑

に当たりますでしょう．それから見ると仏教は主張して

スト教による改革を叫ぶ人さえ出てきた．．明六社はこれ

あたってキリスト教をむしろ積極的に取り入れて︑キリ

がら弾圧はしていたんですが︑やがげ︑欧化政策をとるに

ごく初期はキリシタンを一応開放するといいな

の面であって︑ーデオロギtとしてはまだそんなに強い

に布教面では非常に大きい制約を受けて︑何一つできな

︷局木

ものはなかったけれビ︑大教宣布輝︸動という運動を起こ

いという状況に置かれていました．︑

まではあまり手を打たないで宗教政策に狂奔するのです

して︑教部省が思想統制をしていこうとしています︒そ

三浦

ですけれビも︑真宗は仏教界にあって明治維新以降洋学

仏教界のなかで︑円プJは真宗大谷派の寺の出身

して天皇制の宣伝省ヒして位置付けられ㎡︑︑坊さんは全
部教導職に任ぜられザ︑︑布教活動も説教もできない︒一二

僧を派遣したり︑社会的な変化にすぐ対応していった教
団だと思うんですね︒

条の教憲に基づー教導職としてのイデオロギーの宣伝以
外できないという情況に口直かれていました．︑

て︑そしてほぼキリスト教が台頭していました︒そして

井ヒ円了が東大に入ったときは教部省がなくなっ

と︑外国レ＝の関係で見てキリスト教と︑この二つの関係

仏教界自体は真宗両本願寺中心に教部省の廃止︑それに

高木

の中で何を選択するかというのが．︹．は明治政府の重要

よる布教活動の回復ということがようやく実現したとき

水澤 ︹．まり︑神道は特別の地位を持っていて︑仏教

な課題だつた八でしょうか．︑

lo

は真理であるかを論じたので︑仏教者に非常に大きい鼓

リフ︑ト教を切って︑仏教がいかに客観的であるかあるい

の意味でヨーロッハの哲学を借りた形でヨーロッパのキ

を﹃仏教活論序論﹄と同時平行に書いていますから︑そ

蘇教を排するは理論にあるか﹂などの後の﹃真理金針﹄

講義もしています︒このような背景の中で︑円了は﹁耶

円rと深く関係があり︑哲学館の設立に協力し︑島地は

です︒特に島地黙雷や渥美契縁が中心人物ですが︑拝上

味では仏教と日本人の改造というのが同時に考えられた

る人たちによって哲学館は生・まれたと思います︒その立思

本人の改良と表裏一体となりながら︑その見解を支持す

そういう人たちが仏教界や仏教の改良ということを︑日

があったということを伝えていますけれども︑とにかく

に言っていたところが︑それが哲学になったために不満

して︑哲学館を仏教界の革新のためにつくるというふう

は棚橋一郎氏が言ってるのですが︑事実かビうかは別に

︑いる仏教では︑宗派仏教の全部を肯定し

んじめ︑ないかと思うんです︒

円了の考え

舞をし勇気を与えたという思想史的な意味が非常に大き
︶レ︶田心︑斗丈↑ヲ︒

ています︒それは入り口であって︑彼が究極的に考えて

いるのは︑﹁大乗仏教の精神﹂です︒それは仏教の本質そ

哲学館の設立と﹃仏教活論﹄の関係では︑哲学

の普及というのが今後仏教を盛んにする一つの道である

のもの︑真如であり︑それは同時に真理であると言って

三浦

ヒいうように円了は考えていたんでしょうか︒

に︑純正哲学ヒいうふうに円了は言って︑スベンサー中

派的な仏教を想像しがちですけれども︑円rのいう仏教

スト教的な意味での宗教という概念で連想するような宗

います︒仏教というと︑われわれの今の考えでは︑キリ

心の哲学で︑仏教への道︑真如への道を証明していくと

はちょっと違うということは指摘しておきたいと思いま

それは小林先生がすでに分析なさっているよう

いう形をレニ．ています︒その意味では非常に密着してい

す︒

高木

るんですが︑もうひとつはこの設立の経過の中に︑これ
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ろ部分ですね︒それで仏教の活性化し二いう活論の主眼の

要性︑これが哲堂・館の設立趣±思書にはっきりと表れてく

全体構想の￡︑ヒで︑哲学的精神を日本人に普遍化する必

ヒしての析口学ミニいう位置付けがなされてーる︒そういう

接の日標であって︑そのための重要．な役割を果たすもの

ていると思います．活論では主ヒして仏教の活性化が直

飯島 ・︑仏教活論序論Lと哲学館の開設は非常に相即し

際性がないような国粋主義ではないということを三己っ一︑

国粋主義であり︑それはその後支配するような偏狭で国

こヒあらん一レ三＝口った三宅雪嶺の﹇口本主義を︑開明的な

提起された︒田中先生は︐護国と博愛レ一なんぞ撞着する

日本ヒいうところで生きている自分達という形で問題が

館の欧・化主義に対して︑主体的な立場をどこにおくのか︑

であったと分析しておられます︒そしてそこでは︑鹿鳴

常に屈辱的て︑かえって植民地化をすすめるようなもの

いまの開明的ということを︑政教社の人たちを

おられます．︑

部分は︑設立趣意書では従の部分に︵三．ている︒関係と
いえば︑主と﹁従の関係が︑位置付けが別にな一︑てくる．．

飯島

含めて︑単純にナショナリストというだけじゃなしに︑

後に円了が哲学館を日本主義の大学へ改良する

と言うときに︑政教社の＋ショナリズムとの関係が注目

同時にりベラリストでもあったという把握を可能に丁る

高木

されますが︑亡くなられた田中菊次郎先生は︑政教社の

視座としてもうひとつ加える必要があると︑私は考えて
います︒

ナショナリズムがどういう性格のものであったか︑そし
て円了がその中でビういう位置を占めたかということを

別な角度でとらえて一護国愛理﹂といった︑というふう

井ヒ円了は三宅雪嶺の﹁護国博愛﹂というのを

したのが︑井ヒ円rと哲学館の関係者と︑もうひとつは

に田中先生はとらえておら2／ます︒今︑飯島先生がおっ

高木

札幌農学校の出身者である．︑これが名乗りを上げてくる

しゃったデモクラシーの位置付けですけれビも︑丸山真

細かくお調べになっ︑ていました︒ひヒつは政教社を結成

問題の背景として︑条約改正の治外法権撤回の条件が非
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体制といノ︐点では終始一貫﹂ていて︑﹁弾圧は反体制ジャー

もって弾圧を受けて主︑三にというのは︑その国粋主義が反

指摘しヱ︑いるとおりだと田中先生は位置付けて︑それで

というふ・つに表規していま・丁﹁︑そういう意味で礼山氏が

結合を必然ならしめる歴史的論理を正確に把握していた﹂

を負うことによ一︐て︑デモクラシーとナショナリズムの

的独立と内における国民的自出の確立という二重の課題

男氏が陸掲南の位置付けの中で﹁外国勢力に対する国民

宗教論である︒

た︒だからあの場所に適応するときにも円↓Jがやるのは

の仲間達というのは極めて冷淡であり︑理解を示さなかっ

学や︑特に宗教・仏教ということになると︑他の政教社

分にかけての日本の文化現象に重きを置く︒ところが哲

う円了の日本主義というのはやはり哲学と宗教とこの部

えたときに︑同じ日本主義といっても︑他の人たちと違

がわりに早く離れていく理由がどこにあるだろうかと考

たの中で︑日本従来の学とこれを兼学する専門大学を設

その辺を田中先生は︑日本主義ヒいうとらえか

を日んじて受けた﹂︑そういうぴ．場に立・ノ︹︑︑円．﹂は﹁仏

けるという格好で︑洋行して帰三︑きてから哲学館を改

高木

教を維持拡張寸るはすなわ二．日本人をして日本人たらし

良して﹇﹇太く王義の大学にすると言ったヒ述べ一︑︑言工叩︑

ナリズムの宿命であり︑日本主義ジわ︐ーナリストはこれ

め︑U本人をして独立対抗せしむる用法な日﹂として︑

ができればと思ってやっているうちに気がついてきたこ

点で継承し︑残された部分に少しでも一歩・二歩進むこと

飯島 ただその占⁝で︑私ぱ田山ホ兀午工の記赤︸をいろんな

とするところは日本の独立︑日本学の独立だというふう

学館は宗教的教育事業であったと位置付けて︑その目的

役割と機能という点を重視したと指摘しております︒哲

するよりほかなしという立場から︑宗教における社会的

歴史︑宗教︑その他H本固有の風俗︑習慣を維持・改良

とは︑政教社が同じように川︑ベラリづヘムL一ナショナリズ

な表現を︐引用しておられます︒

﹁日本︷示教論﹂を政教社を通して述べた・三．ロフています︒

ムとを共有しながら結社を作ってや弓ていく中で︑円了
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開明的ナショナリズムであったが︑三宅雪嶺︑志賀重昂︑

こういうものを通して田中先生は︑当時の日本主義が

と円了は言っていますから︑それはむしろこういう点で

ように︑﹁表は日本主義﹂で︑﹁裏は宇宙主義﹂﹁即ち真理﹂

亡くなられた後の我々の研究で段々明らかになってきた

すか︒

少なくとも︑﹁保守﹂とか﹁陰り﹂とかいう言い

方とは別の言葉で考える必要がありそうだということで

飯島

良いところではないでしょうか︒

は︑いま飯・島先生がおっしゃったような点で修正されて

陸払ロ掲南と比べて井上円了の場合は︑・．＋り保守的であり︑

一円了と他の三者の思想には本質的に異なる面が見られ︑

円了の開明的な透明度は陰りを見せL︑それは宗教論と政

より保守的という部分なんだけれど︑そこらへ

治論の差なのだL二三口っております︒

飯島

んが私はち．︿っと保守的といっていいのかどうか︒とい

ぼくはいつもこだわるんだけれども︑政教社の

活動の中には徳富蘇峰の存在というのは全然つながりご

小林

ら学ぶものは実利的なニィLの部分だと︑ところがその

ざいませんでしょうか︒蘇峰の場合にはむしろヨーロッ

うのは︑俗に﹁和魂洋才﹂という言い方をして︑﹁洋﹂か

ﾋしさえもその帰するところは純正哲学という形で大
乗仏教の中に﹁洋才﹂に見合うものがある︑利に関して︒

合にはいわゆるナショナリズムの観点から論を展開して

パの市民社会に接近した形で論を展開し︑日本主義の場

いきますよね︒しかしその根は何かというと︑やはり広

に問題があるわけで︑﹁この点はさらに研究が必要で︑円

二つの有名な著作コ将来之日本﹄︑﹃新日本之青年﹄も︑

す︒だから日本主義も徳富蘇峰のその当時よく読まれた

い意味での政治学に結び付いているような気がするんで

了研究の重．要なひとつのポイントとなろう﹂という︑③う

未来を切り開こうとする点で︑読んでいて非常に明るい

これはいま端的に飯島先生がおっしゃったよう

に御本人もおっしゃっています︒この点は︑田中先生が

高木

すけれビも︒

ですから技術みたいなことになりますと多少違ってきま

一，
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んですよね︒ところがいわゆる宗教性となると︑意外な

小林

そこで位置付けたときに︑円了というのは︑﹁文

飯島

当．時その文化の根まで︑宗派仏教あるいは特定

そうですね︒

化の根﹂までいった人じゃないか︒

日本主義の根本は﹁開国．一レニ 嬢夷﹂という二つの理念

高木

ほどない︒そこに円γの存在が・出てくるだろう︒しかし︑

の立場だろうと思うん

宗教以外でいった人が少ない︑まして学校では皆無であ

で考えていくと︑やはり﹁開国
です︒その﹁開国一︑または開かれた嬢夷の精神じゃない

るということですね︒

飯島

かと田心うんです︒そうするヒ新政．府の権力の中枢に座っ

たところの明治維・新の士心七達︑開かれた撰夷の精神の持

ですがね︒

美術の分野とか︑風景の美学とかは出てくるん

ち主達︑西欧先進諸国に耳を傾けつつ︑しかも国家の主

井上

なくて含わなかった・＋う4︑︑わりに﹇﹇本主義的な杉浦重

なんか話を聞くと︑徳富蘇峰とはあまり親しく

体性︑民族の主体性を確保しようとする︑そういう精神
とつながってい・＼．口本主埜我はひとつの現れ︑それとも

もうひとつ︑ここに至るまでに︑田中先生もちょっ

剛さんの思想とはだいぶ合っていたみたいですね︒
高木

ストレートに継承した精神の現れ方ではないか︑とぼく
は思・つんです．．そして︑徳富蘇峰は完全に政治の世界に

と触れておられますけれども︑政教社は明治の維新後の

外国留学した人たちによって形成ン︑﹂れている︒円了はま

行ってしまいますが︑日本主義の場合にはそれは文化の
皿巴界ですね．︑そこがちょっレ三遅うだろうと．︒ある立思味で︑

だ外国に行っていないヒころで参加している︑そこに差

イベイブル﹂とか﹁ゲオグラヒ！﹂とか︑直接翻訳した

景には︑．つには︑明治初年の大教宣布運動では︑﹁ホレ

があるという言い方をされているんです︒日本主義の背

政教社の論文は蘇峰のものよりは質的には深みがあると

蘇峰との対比関係を政治か文化かというのは︑

いうか︑非常におもしろいんです︑土ね．︒

飯島

非常に適切だと思います︒

1）

ような外国の文献が︑政府の教育活動の中に教科書とし

バソクになるようなものが

てたくさ・れ・へっています．︑二れがひとつ大きな背景とし

て︑
政府の活動にあっ・．⁚と考えられます︒

つまり非常に狭く限定﹀︑﹂れた範囲で︑宮許の仏

えということなんです．．

飯島

それでとにかく本山・未寺関係が明確でない宗

教にしようとした性格だレ一思うね︒

高木

自由布教を許さずですね︒

派は全部廃止です．︑

針生

そうです︒そういう形で封じ込めていったとい

飯島 つふ弍り大教院の設置にも見られるように︑・

の口本の国家的独立の急務性ヒいうことで︑欧化政策を

高木

うことを仏教者たちが経験した︑そういう背景のも−︑︸に

とって近代化を図っていこ二とするときに︑おそらく政
府の要路者︑指導者層は︑仏教し一いうソはこれの足を引っ

この問題が出ている︒

だから仏教に傾斜を深めるという．τほ︑非常

そうですね︑極めて危険な歩みということにな

そうすると﹇仏教活論﹄を出したのは︑非常に

大変な二とで吉︑いまよく書かれているのは︑

んじゃない︑勇気のいることなんですね．

顕正したっていう三日い方をしてますけれとも︑そんなも

高木

直㏄胸があることですね︐

井上

りますね︒それを井七円．ーは︑敢え一︑挑戦していった．

高木

に保守というか反動ヒいうか︒

飯島

張る邪魔者︼いノ︑口で見て︑これがト︑教院の設置になっ
て︑統制下におころし二．

高木 いや︑統制だけじゃなく一︑︑大教院の教導にな
ると︑仏﹇教を説いてはいげないということになっている
んです︑．つノまり︑仏教に持︑する包囲網が磨兀全に敷かれて

つまり神道と融和する形に近寄る限りの仏教を

いたし﹁二︑口えると思います

飯島

認める形でし︑．う︑大教院ヒいうのは．

高木 いえ認めないんで寸．︑神仏分離で排除して︑後

は三条の教憲についてのみ話していいヒ︑場所は寺を使
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三

﹂
﹁∨

哲学館をな．ぜ開設せざるを得なか

E三．﹈．なるで・陛．ト・ニノ゜か．

壬︑．ノ︑干く︑

一

て︑総体としてまとめてみると︑

哲学館．が開設さ・れ・．已明治一︑．．︶年頃の口本の思想

飯島 だめなの．は今の．仏教だと∵ことで︑すね︒
高木

ヘリ

﹁

上♪兄−二U﹂．．ーの．活動につ

レ＝．つ．

ヘ

︶

三

⇔

こ

ラ
ベ
を
ソー
し︑

日本の思想あるいは日

苫︐る ご︑﹄円了がそれ以前に文学会とか哲学会を作っ

針生
力
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末解体期から始まっている一種の小結社の方向へ向かっ

ていく動きと︑ある意味で国家の体制化というものが真っ
向から衝突．している︒

それに合わせて︑円了のほうはどうだろ．うかと考えて

い・︑と︑やっばり円了も臣民化の世界ではなくて︑結局

世の中全体が動いてゆく︑仮に言えば結社主義と︑そう

いう一種のセクショナリズムみたいな形で︑動いてる︑そ

うすると国民の社会的な反応とは一体何かというと︑国

民ということを妾口うグループと︑臣民・化を当鉄小．引き受．け

一種の国家主︸義と国

粋主義とに分かれてくるところだと思う．んですね︒だか

るグループに分かれているわけで︑

．字し口をつ．けながら．結局﹁巳民

ら︑その意味では円了は国粋主義ではなくて︑つまり臣
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くんですね．︑ところ・が社
︑ か

民化を図っていくところじゃなくて︑新しい自覚を持︹．
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化して︑．㌧・・フロセスを歩．んで
う．・
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どったんじゃないかというあたりがここから浮かび上がっ

える︑そういうオープンな意味での．国家主義者の道をた
㌔

高木

それが政教社の運動にもなり︑また哲学会にな

てくるわけですね︒
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針生

政教社から円了が逃げていくような形て出てい

明治二．︐年六月までの一年間をかけています︒この洋行

の日的は何だったのでしょうか．．

洋学の現状についてヨーロッパ︑アメリカ等でどういう

当時の新聞には二つ出ているんです︒一つは東

国家主義という名前で呼ばれるとしても︑国民を目差す

ふうに受け止めているのかを見てきたいということ︑も

水澤

方向と︑臣民化を目差す方向でやっぱり内部問題があっ

う一つは政教の関係ということが出ているんです︒欧米

くのは︑横文﹈子にすると︑つでナショナリズムあるいは

たからではないだろうかと思います︒

ようなことなんだー・口心うんですけれど︒具体的には︑ア

では政治と宗教の関係はどのようになってるのかという

展開されげ︑︑大衆に定着したんですが︑時間をかけて天

メリカとイギリス︑アイルランドを含めてフランス︑ス

大教宣布運動はモタモタした試行錯誤の過程で

皇制ができかかりつつ一あったときに︑円了が護国愛理を

イス︑スベイ︑．／︑ポルトガル︑イタリア︑ギリシャ︑ト

高木

言い出すんですね︒さっきの針生先．生の国民と臣民の分

ルコ︑

三浦

しかし︑結果としては日本主義の大学の創立提

中に書かれていないんですね．︑

どういうように受け止めたかということについてはこの

うことが細かく出てくるんですけれビ︑ただその事実を

す．︑客観的なことやこういうふうな生活をしていたとい

てきたことは﹃欧米各国政教日記﹄にまとめられていま

ランダ︑ベルギーと十か国以上を同ってくるんです︒見

ロシア︑ドでツ︑スウェーデン︑デンマーク︑オ

かれ目は重要だと思います︒

問了は明治二一年に洋行し︑帰国後に哲学館を改良し
て︑大学の設立へと展開ン・・せひ︑いきます︒．この点につい

円了は哲学館を開設した約．年後の明治二一年

3 洋行と大学の設立

一︑︑具体︐的に検討してゆきたいと思います︒

高木

六月に︑欧米の視察旅行にでかけていますが︑それから
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唱というところへ反映されてくるわけでしょうね︒

のが強いんじゃないかと思うんです︒つまり︑日本人の

主体性といいますか︑自らのあるべき姿というのをここ

で再認識したというこヒでしょう︒結論的には日本へ帰っ

結局どこの国へ行っても︑自分の国の学問や自

分の国の主義につ いては徹底して守り︑進めている︒そ

てきたあとの文章なんか読むとそういうことになってい

水澤

して︑政教日記の記述を見ますと︑﹁独立の精神﹂のよう

各国︑宗教と民衆との関係というのは非常に強いとい

ますからね︒

神思想︑学問︑事業︑組織︑目的︑風習︑礼式︑宗教と︑

うようなことが出てきますよね︒帰国後に井上円了が言っ

に﹁．独立の一と表現しているものはその他に︑気風︑精

あわせて十一項﹇日にわたっています︑このように﹁独立﹂︑

のをつくっていかなくちゃいけないんじゃないかと︑か

のをしっかり確立する︑それで日本主義の大学というも

まとめてるわけだけれども︑その中で教育の制度という

ているのは︑やっぱり独立国日本の将来について考えを

﹁人民皆﹂と≡口っている占⁝

つまり各国固有のということを強調しています︒また︑
﹁各国人民皆独古一の精神﹂と︑

も注目されます︒

日本が明治になって外国から学ぶものがあるといって

なり強く唱えるわけですよね︒

高木

欧化王義をとったことに対して︑明治一五︑六年頃の欧
化主義にみられる外国文化を摂取するというか︑そうい

んですか︒

各国の教育制度についてもやっぱり述べている

う裏付けをとりにいった部分があるんじゃないかと思う

それぞれの行間から見えてくるんじゃないかと思うんで

あんまり細かくどうだということはないけれど︑

パでも︑それぞれ自分の国の行き方をしっかり見極めて

す︒けれどそれは︑ここの国ではこういう制度になって

水澤

いるし︑宗教もそうなんだと︑日本はあまりにも欧化主

いるということはちょっと出てこなかったんじゃないか

んですね︒だから︑国と国が接しているようなヨーロッ

義に走りすぎたということを再認識している部分という
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ているような気がするんです︒主義主張でこうなったと

らの宗教との結び付きというか︑その中で教育もとらえ

度だからというのはあまりないような気がします︒昔か

と思うんですけどね︒だから要するに政府がつくった制

たんじゃないでし．小うか︒

ないというのは哲学館ということで︑当時は評価が高かっ

うか︒で︑そういうことを明確にして︑しかも宗派性が

れは外国へ行ってきて痛切に感じたところじゃないでしょ

慣を維持改良するより他なしLとい・つ発想なんです︒こ

帰国してから︑哲学館の改良に円．Jは着手して

来ノ目的事業ニツイテ一言ヲ述べテ以テ知友同志二告グ﹂

いますが︑まず政教社の機関誌である﹃日本人﹄に﹁将

三浦

いうことは出てこないんじゃないでしょうか︒古い制度
が確立していて︑その中でそれぞれがやっていると︑だ

から国でどういう教育をしてというような大上段から構
えた記述みたいなのはあまり出てこないですよね︒

ようという時にも︑円了の場合︑文化的な着目の仕方が

る哲学館の独立という方針をはっきり出していくとみら

み込んでいます︒ですから開館の趣旨から言えばいわゆ

を発表し︑日本主義の大学の設立ということに今度は踏

大きいと思 つ︒どこの国へ行ってみても︑自国り三口語を

れるわけです︒この時期は円了にとっても非常に多忙な

諸国を見聞してきて︑口本的なものを大事にし

持ち︑・目国の言量叩に六田りを持ちという言い方で︒それな

時期で︑個人的には自分の出身の寺を継ぐというような

飯島

のに日本は今や和魂の総てをはなって︑欧化しかかって

高木

円了の寺を継ぐという問題ですが︑これは真宗

了研究﹄第五号︶からわかります︒

と︑非常に多忙を極めていることが円了の書簡︵﹃井上円

れと同時に仏教とキリスト教との内地雑居に対する問題

問題︑それから公的には哲学館の移転の募金の問題︑そ

キリスト教の理解よりも︑文化の中のひとこま

いる︑これはなんだと︒

小林

としてのキリスト教でしょうね︒
高木 だから﹁余はも﹁︑て．﹂れを見るに日本固有の言

語︑歴史︑宗教というごとく︑その他日本固有の風俗習
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独特の風習があぞ．て︑これは親鷺以来の伝統で︑当時の

り越えて円了は哲学館の改良に着手しています︒

円了は長男ヒしての世襲が決まっていました︒というこ

て住職になりますけれビも︑真宗は歴代ずっと世﹇襲で︑

寺は今の勢いで行くと滅びてしまう︒だから自分はこの

大きい視野にたって︑つまり自分が住職を引き継いでも︑

も︑手紙を見ていると実はそうではなくて︑もっとより

円了は非常にクールな人だと言われますけれど

とは住職になるへく檀家たちが幕禾の乏しい金を出し一︑

仕事をしなければならないという悲壮感が漂っている︑

︷局木

徹底した教育を受けさせるとい・つ意味で寺に義務を背負っ

そういう思想状況が現実にあったということが非常に大

他の宗派は全部出家仏教で︑従って一代限り︑任命され

ているという条件があります︑ですからこの時期になっ

事じゃないかと思うんです︒だから手紙の文面によれば︑

円了がクールといえば︑そういうことを見通す目がクー

て︑檀家たちから寺を継⁝いでー川レ一いう﹄強い要・求が出て
ノ＼ノジ︶ナ・ご↑プ⊂
﹁

ルであって︑人間的にクールであるというのとはまた別

一

三浦 書簡⁝の中では︑〃仕職を継いでくれという檀家の

／︑輌吋ノξ

O

だと思うんです︒そういう中で哲学館の改革に着手して
＞

要求に対し︹︑︑円．Jは今仏教が存亡するかしないかそう

いう大事な時期なんだと言って︑政府の立場は欧化主義

重要性を認識させ−．かうと奔走しげ︑いくわけです︒今は住

の仲間の人たちと図って︑それに対して仏教の必要性︑

大学創立五〇年史﹄に載っているものでしかわからなかっ

きました︒従来ですと﹃日本人﹄の記事あるいは﹃東洋

主義にあるいは哲学館の改良に関する新しい資料が出て

哲学館の改良については︑今度図書館から日本

職を継ぐか継がないかという問題ではないと言う︒住職

たんですが︑それをさらに掘り下げたものが高木先生の

三浦

ノ
し ＼︐・．⁝

世襲の問題か㌫︑円了はお父さんから名前を変えろと≡口

論文の中にも載っていますけれども︑哲学館の改良の目

のヴ⁝場ですからキリスト教を重要視するので︑仏教関係

われているのがその後の書簡に出ていますが︑それを乗
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問の方法ヒいうふうに誤解する人がいるかもしれない﹂

式の中で︑﹁学校の主義としては日本・モ義だけれども︑学

の後援者でもあった加藤弘之が明治二．一年二月の移転

良くわかるようになりました︒﹇﹇本主義について哲学館

的について︑円了が具体的に何を考えていたのか非常に

円了が洋行で得た結論だったようです︒

を考えて全体的な教育をしなければいけないという点が︑

いった総合的な教育が必要なんだと︑だからもっと将来

米へ行ってみげ︑非常に感じたのは人物︑人品︑人徳こう

けじゃないんだと︑日本の今の教育は学力だけだと︑欧

たいと思いますが︑ヨーロw・パの教育というのは学力だ

一人の人間が

今の第三点については︑特に人間の主体性の確

立というのがただ単なる観念じゃなくて︑

高木

と︑道理を．追究する学問に︑西洋︑東洋︑日本の区別は
．切ないと述べています︒今日でも日本主義を誤解する
傾向があると思うんです︒

に人間論というか人間の主体ということが大事になって

自分というものを見詰めていくという︑その意味で非常

るだろうと思三︐んですね．

いて︑単なる知識から人間中心の大学へというふうに変

哲学館の改良ということについていくつかの特徴があ

ロッ．ハを知るけれども日本．を知る人︑は少ないこと︑それ

わることを意味しているということではないかと思うん

︐は当時の状況としてヨー

が第一点︒一国の独立を図るためには︑言語学︑文章学︑

ですね︒

．

歴史学︑宗教学などが必要・だというようなことが言われ

水澤

れていますけれども︑その点はどうですか︒

これまで︑日本主義と国粋主義とは同一とみら

ている︒それから第二点・こして︑ヨーロッハでは自国の
学問をするその余ヵでもっ了︑東洋学を研究すると︑だか

円了の選択した日本主義というのが︑従来単に

欧化主義への反動と考えられがちですが︑円了自身はそ

三浦

学問が哲学館の正課だったけれビも今後は東洋学を中心

の後︑哲学館の目的について語ったものがいくつかあり

ら自分もそういう方針をとってやりたい︑従来は西洋の

にしていく．︺と︒それから第三点は︑これは後でも触れ
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にもありましたように︑東洋・の学問を学問として再生し

だ﹁こいう占⁝に特徴﹂を求め㎎直いで︑いる㌃．﹂れは聞⁚館の無趣巳日

か一方の立場に立たないんだ．と︑この二つを兼学するん

う時代になってしまったと︑しかし日分としてはどちら

すね︒六︑七年前には西洋に偏り︑今は東洋に偏るとい

ますけれども︑その中で︐結局次のように言っているんで

的に把握する基礎であると彼は考えていたようですね︒

問だけれども︑哲学あるいは理学はそれを区別なく統一

場を貫いているのです︒政治・法律などは区別のある学

日本主義を絶対化することよりも．一つが一つだという立

望ましいというように言っているわけで︑ですから単に

この二つは密接不離の関係にあり︑これを統合するのが

宗教︑歴史︑裏の宇宙主義に哲学を位置付けています︒

苦﹂らに︑ 折口μ子館の改良の目的の中に︑ 一国の独⊥︶⁝︑ 日

ていくんだということが明確にあったんじゃないかなと
思います︒

礎を築く精神というものは少数の学者あるいは上流階級

本の独立について述べているわけですが︑そういった基

円了が言︹ノているある部分だけを取って︑レッテルをは

の・者のみがもっていたんではできないんだと︑結局国民

これは特に大事なことだと思うんですけれど︑

り︑それを利用してきたきらいがあ．ると思います．円了

全体がそういう精神や気質をなすような形にしなければ

高木

の趣旨はどっちかに偏するヒいうことではなくて︑哲学

ならないんだと︑それが円．﹂の一つの基本的な精神だっ
たようです︒

者としてクールに見イ︑いく点では二買していると思いま
寸．︑

館講義録﹄二九〜二〇号︑明治二二年一〇月︶で﹇口本主

しかし教育とか宗教に従事する者の名誉というのは︑官

ば︑官に立っものがもっとも尊重される風潮があると︑

それからもう一つは︑当時は官と民と対置して考えれ

義を詳しく説明していますが︑表は日本主義で裏は宇宙

に立つ者とまた異なる次元であって︑官という政府は一

三浦 ﹀ごつに新資料の﹁哲学館目的ニツイテ﹂二哲学

・王主我なりと三口い︑また具体的には︑表の日本主．義に≡旦譜︑
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ています︑︑それは単に官界だけを重視するんじ璃ぺなくて

り教育家︑宗教家︑哲学家というのが必要．なんだと言っ

は一国人民の中央点にすぎず︑国民全体の改良にはやは

国の最高の地位にあるけれビ輻︑わボかに小部分あるい

そして軍人勅諭とか地方巡察使派鬼退というのが一五年で︑

勅がでたのが一四年で︑そのときまた哲学科に入って︑

きた一一年に円了ざんは予備門に入学し︑国会開設の詔

の︑地方税の規則︑府県会規則︑郡区調整法規則が出て

と思います．．例えば農村のいわゆる三新法といわれるも

そのときに妖怪・の研究を始めています︒

民の部分といいますか︑そ二・い㌧も〃も重視しなければ
いけないレニ言っていますね．．

実務者の技術的法律家ヒか技術的経済家とかの実務家を

のが哲学館であっ︹︑︑これは官僚養成機関でもないし︑

活も苦しくなってきていることを社会が敏感に感じてき

のところで結局統合されつつある︒税制も改正されて生

体制と地方を結ぶところの戸長︑郡長あるいは村長など

制度が整えられ︑農村というか地方の人たちは国家の

育てるというよりも︑国家の独立を民の側で支えるもの

ている．例えば学校ができたから入れヒいわれても簡単

彼が明確にしているものを実現Lた形で作一︐た

としての︑°彼の言⁚う主張を実現した形のものとしての哲

に入れないわけですね︒直接官立の学校に入れる人は︑

高木

学館の位置があるということです︑．つまり私学の重要性

層がちょっL三トで︑ちょっと目覚めた人︑残ったところ

黙っ∠︑ても入っていくわけですから︑それよりは社会階

どころで︑当時の思想状況の中で︑哲学館開設はどの

は坊ふ︑・んを主体にした人びと︑あるいは新しい階級の地

二がここでラロわれています．．

ように．受け止められたのでし︑弘うか︒﹃仏教活論﹄を通し

方地主でしょうね︒この人たちは事実的に東京大学予備

というこ

て仏教関係・者だけが受け止めたのか︑あるいはもう少し

門︑文科大勘子なんてとこまでトントンとストレートに入

れない人たちじゃないでし︐﹀うか︒円了はそのような人

広範囲に受け止められたのか．︑

針生 これは事実問．題として・号えていったほうがいい

24

の新しふ︑＼というのがもう︐つあると思うのは︑﹁日本主義

たちに呼び掛けたわけでし︑弘う︒しかも呼び掛けたとき

られたんじゃ︑ないでしょうか．．

と違っていたと思いますね︑ある種の期待感をもって見

それはあたっていると思います︒

いと思いますが︑円了自身は学問をどう考えていたのか

針生

というと︑これは終生変わらなかったと思うんですが︑

これに対して常に考えてお

にしろ︑これを古いままで受け止めたという形では位置

理論や言語︑書籍上ではだめなんで︑﹁実行﹂ということ

の゜﹂ということでし・本うね．

付けしてないことです．︑そういうものをヨーロッパの哲

がなければその価値を示すことができないというのが︑

さっきの改良の中にもう一つ付け加えておきた

学で見直してということがあるわけですから︑新しい儒

この改良の中で出ています．一

三浦

学とか新しい仏教というイズージがあろから︑それで宗

かなければならないことは︑仏教にしろ儒学にしろ国学

門の学校へ行かないで哲学館へ行こうと言う人が出てき

高木 円ゴは財政的にも大衆的な寄付ヒいぞ・形をとっ

ますけれども︑それは哲学が持つ抽象的観念性に対して

かあるいは活書とか︑﹁活﹂ということばを彼はよく使い

つまり活眼という﹁活﹂という三口葉︑活仏教と

ていて︑維持も大衆に依存する︑また入学者もエリート

旦ハ体的な実体化と︑生活における実体化ということを常

高木

ではない︒その︼きに︑人間の基本にかかわる哲学を出

に努力し︑その視野を持つことを彼は敢えて主張し♂︑い

たのかもしれない．．

し︑大乗仏教の精神という形で受け止められる﹁生きか

ー

哲学館の教育目標

円了の教育思想

るという点に共通の問題じゃないかと思うんですね︒
二

た﹂の問題としてとらえた．︑つまり知識だけではない．︑

彼の．言葉の﹁実際﹂になる︼思いますけれビも︑これも

当初から一霞していますね︒実務学校ではない学校とし
ての哲学館︑国内における社会的位置付けはち︐︽っと他
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高木

ー教育家と宗教家の育成ー
次に哲学館の教育目標と教育内容について討論

したいと思います．．

をして︑

一から三年を普通科として︑上に二年をつくっ

て五年制とする︒そして教育家を養成していーという形

で具体化しています．．それともう一つは西洋の大学には

わけですが︑具体的な教育﹇日標とし〆＼は︑二一．年の一〇

としていた︒帝国大学にもそういう専門科というのがな

い︑円rは大学の宗教部というのを民間で作っていこう

神学部があるけれども日本の大学にはそ二︐・いうものがな

月に出た祈口学館広告によりますと︑教本目家︑±示教家︑文

いし︑そういうものを作っていきたいということですね︒

三浦 二三年の七月に．︐四名が第．回の卒業生となる

学者︑哲学者を養成するというぷうに書いてありますね︒

高木

学ぶ限りで通用するλだ−．二口っていますが︑これが最終

がとられています︒それを明確に打ち出すのは明治二六

二年の日本主義大学に切り替える前後からそういう表現

その教育家と宗教家の養成ということは明治二

そしてあとは政治家︑法律家︑経済家というのも哲学を

的には教育家ヒ宗教家の養成という．二大目的Lとして

年頃です︒宗教家というと︑その後宗教界から入学した

﹁仏教活論序論﹄の中で﹁余はじめて新たに一宗教を起

うような誤解を受けましたけれども︑その根源は円了が

人が多かったこともあって︑仏教大学とか宗教大学とい

絞られ︹︑います︒

円了は一方で教育家を重視するんですが︑哲学館の卒
業者はいったいど・つ・い・つ職業に従事丁るんだということ

こすの宿志を断ちて仏教を改良し︹︑これを開明世界の宗

を尋ねられ︹︑いる．その中で文科大μ子の卒業者は教育に

従事しているのが多ー︑学科的にも哲学館の場合はそれ

教となさんとすることを決定するに至る︒これ実に明治

というふうに言っています．︒

一八年のことなり．︑これを余が仏教改良の祈念とする﹂

に通ずるという意味で教育者の養成を考え︑中等師範学
校などの教員検定試験をこれから受けていくんだと言っ
ています︒そういうふうにして明治二六年に学制の改革
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水澤 そうします・二﹁仏教活論﹄と哲学館の開設と直
接結び付いてくるわけですね．︑

針生

だからそれを大きな意味で言うと︑円了は常に︑

ヨーロッパから帰ってきて︑そして新しい東洋大学の学

いろいろな言い方をしますが︑やっぱり宗教ということ

制改革のような発想を出す︑日本・王義的な大学だとか︑

教活論﹄を読んでいるところで大学が設置された︒そう

を借りてはいるけれども︑広くは道徳を考えていたのじゃ

高木 社会的な背景としては︑仏教関係者の多くが﹃仏

しますと当時まだまだ宗派仏教性が非常に強いという時

ないでしょうか︒

それは道徳というより︑精神的態度の論理じゃ
ないですか︒

高木

代背景のなかで出てきますか㌫・︑なにか信心を求めてい

くような︑非常に具体的な宗派性のある諸宗教というも
のが考えられますけれども︑円了の言っている宗教の求

ば真如であり真理であるということです︒そして哲学者

て︑その反省をする︒明治の教育は知育に走りすぎて︑

は未完成だといい︑それで完成しなくちゃいかんといっ

それは明治ということを反省したときに︑明治

はほんの少数あればよいから︑哲学館でそういう人を育

徳育に少し問題があり︑それから教育勅語に触れて学の

針生

てようと考えているのじゃなくイ︑︑真理を求めていく人

ほうはやっているけれども︑実業を忘れているという︑

めるものは︑大乗仏教の精神で︑これは他の言葉で言え

をこの教ム目で右目てようー・﹇いうこヒです．︑

つまり生涯教育まで全部含めて考えている︒それで﹁知

徳学業﹂というフレーズで語る︒これが自分の教育の目

宗教家というのは徹底的に自由人以外の何者で

もない︒教育家になると︑社会体制内のある制約を受け

的だと言うんですね︒次に考えなくてはいけない道徳教

飯島

てくるけれども︑やはり白由な人格のなしうる仕事です

育の方法ということを言う時に︑それは直接的な方法と

いうのは家庭︑学校︑社会というのが直接的な教育で︑

よね．・ただ︑円了が考えた大乗仏教というものの正体が
何かという問題が残︷．ている︒
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全゜部生涯にかかわるレ

．︸ろでの問題ですね．．間接という

のは︑芸術と自然という言い方をするのです︒だから絵
を見ることも︑情操︑あるいは徳育の函養といいますか︑

そういうところで広く教育を考えている︒この大きさを
端的に宗教という三口葉で三口ってしまうヒちょっと包みき

れないんじゃないかと思うんです︒

小林

教育者というのは別に坊きんでなくたっていい

だから当時﹁宗教と教育との衝突﹂という論争

わけです︒

高木

円了の教育構想

円了は教育家と宗教家の育成を哲学館の教育目

2

がありました︐

高木

標としましたが︑円了の教育構想において︑生涯にかか

高木 問題はその時の︷示教概念なんですよ︒針生先生
は現在の概△．心で宗教という言葉を使っていらっしゃるよ

明治二六年に﹁地方二本館設立ノ認定学校設立

わる教育ということがありました︒

三浦

うですが︑その意味で宗教ということに触れておきたい
と思います︑︑確か前に小林先生は︑円了の宗教は非常に

意見﹂︵﹃哲学館講義録﹄︶というのを出しているんですが︑

その中で民間教育というのを重視する姿勢を明確にして

論理的だと説明されましたね．

小林

います︒六項目があげられ︹︑います︒第︑は︑中学校が

少なくとも﹃甫水論集﹂の．予が所謂宗教Lの

±示教ですね︒この︷示教というのはいわゆる純正哲巳子の棒

通学ができないので︑まず簡易中学校を作りたい︒第二

一県に一校内外5・︸少なく︑あっても県庁所在地にあって

今私ち・︿っと思い付いたんですが︑先程宗教家と教育

は貧民学校を作りたい︒それは都市ですが︑第三は農村

内で︑中道の論理に媒介され一︑自覚︸・﹂れた倫理思想です．．

者とは何だという：⁝・︐ビうもその場合の宗教家という

れは高等小学校と尋常中学校の中間くらいのものを教え

で農閑期にやれる夏冬期学校というものを作りたい︒こ

それを望λでいたことは事実です︒

のはですね︑自覚したお寺の坊さんの養成じゃないかと︒

高木
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ないので︑女学校を作らないといけない︒第五は幼稚園

るんです︒第四は︑高等女学校はあるけれビも女学校が

密着ということに注目して︑それを日本化しようとして

しようと︑キリスト教会の役割の重要﹁さ︑家庭教育との

身につくから極めて重要だと指摘している︑それを具現

いるのです︒

ですね︑これは寺院に幼稚園を作﹁．︹︑いったほうがいい

だろうと︒第六は家庭教育です︒こういったものを充実

三浦

しかも全国的に即地的にやろうと考えたということです

生≧︑ ているその場に作っていこうということを考えた︒

でなく一︑︑円rは農村に即地主義でそのひとたちが働き︑

高木 今の・ヂうにヰ央に集めゲ︑教育をやるという考え

地方適宜の地に散って自分が考える独立の精神の開発と

打ち出ふ︑一れていますが︑教育家を養成し︑その卒業生が

ことですが︑円了の構想の中には今の﹁意見﹂に明確に

る︒それは先程言いましたように教育家と宗教家という

重視したわけですが︑同時に哲学館では卒業生がでてく

そういう音心味では民間における教育というのを

していかなくちゃならないと垂目いています︒

ね．︒こういうことが円ン﹂の趣旨で︑これは当時の総て中

いう簡易中学校あるいは私立学校を作っていくんだと︑

また︑円了自身は教育というものが無形の知識や思想

央集権化という時に︑地域主義に立つ大衆的基盤のヒに

を出し︑︸・﹀た人生におけるあらゆる部分について幼児か

の発達を促し︑そういうものがなければ一国の独立を図

そういう担い手としイ︑教育家の養成というふうに考えて

らヒいう発想がありますが︑この幼児からというものは

れないんだとして︑基本的には社会教育をもう一方で考

現実化していこうという構想は非常にユニークなものが

第一回の洋行︑つま杓︑年外国で勉強してきた中に︑家

えていたようです︒それは学校教育だけじゃなくて︑一

いたんです︒

庭における︷示教教育が知識でなくて体に身につくという

般社会においても必要なんだと︑それを感覚教育と言っ

あるわけです．．特にそれぞれの生活条件に対応するもの

ことから︑現代でいう宗教情操教育というようなものが
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えていたものを総合的に言いますと︑先程針生先生がおっ

して展開されていくわけです︒教育の内容の中で彼が考

k円了研究﹄第三号︶にありましたように︑社会教育と

たりしてます︒のちには具体的に︑北田先生の研究三井

す︒

用は教育と宗教の二つに帰するのであるLと述べていま

び宗教に附属するものと見て宜しい︒それ故に哲学の応

かろうと思う︒しかうして倫理と美術との二つは教育及

は非常に大事なんだと︑そういったものを教育の中にき

ると述べています︒ですから徳育を進めるうえでも芸術

ば芸術とか美術︑そういうものが非常に教育に効果があ

うひとつ﹁美妙﹂を教える情の教育ですね︑今日で言え

徳育︑．﹂れは別に意育とも言っていますが︑その他にも

で彼は︑当時の言葉で宗教家とかいうような表現をして

レベルでは安心立命という形で求めていく︒そういう形

のであって︑それをもうひとつ別な表現をすれば個人的

及する考え︑これは国家にも及び︑さらに社会に及ぶも

の表現によれば人間の持つ本質的な幸せというものを追

のは︑結局彼が宗教家という表現をしているように︑彼

円了の考え方の中に徳育という問題が出てくる

ちっと位置付けておく必要があることを明らかにしてい

いるので︑つまり単なる知識欲ではなくて︑人間性その

高木

るんですね︒これは前に飯島先生が指摘されておりまし

ものの追及と︑自分とは何かを問うていく部分を指して

しゃったように︑知識を教える知育で︑それから道徳の

たが︑﹁真善美﹂に対応したものを考えています︒

います︒特に芸術の領域はずっとあとのことですけれど

だと言っていますが︑それは；貝して変わらない︑．一の

そのことを具体的に哲学の応用という形で後年記して

身﹄第八巻第四号︶では︑﹁余が創立したる哲学館の如き

部分は今まであまり指摘されていませんが︑円了はこの

も︑日露戦争の最中にこういう時だからこそ芸術が大事

は哲学の応用方面を目的として設置したるものである︒

こと膓二貫して非常に重視しています︒これは今後もっ

いるものがあります︒﹁今後の教育家宗教家の責任﹂︵﹃修

先ず哲学の応用にては教育︑倫理︑宗教︑美術の外にな
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うんですね︒

と研究を一深めていかなければならない重要な部分だと思
飯島

それがひとつのヒントにはならなかったんだろ

その話は出てくるよ︒

いんでしょうか︒

それと同時に具体的にほ例えば；貝教育のこと
うか︒

高木

宗教は子供のときから教育しないと身につかないという

それは円了が書いているんで︑第一回洋行の後︑

小林

水澤
になってい曳︑︶ますけれども︑円rにそういう発想がなかっ
たでしょうか︒

円rの学校教育活動では︑京北中学と京北実業

趣旨で︑キリスト教会の役割の重要性︑家庭教育との密

古同木
と両方作り︑それから京北幼稚園を作りました︒さらに

それに関連して︑円了の教育に知的な教育だけ

じゃなく︑情操教育という観点がはっきりあったという

飯島

幼児からというこ／1︶がひとつですね︒

着に注目しています︒そういう意味で︑宗教教育はまず

京北中学作ってから︑祖父は支援はしたろうと

小芦子校も作ろニノ・としていました︒

井上

思いますが︑京北実業には直接タッチはしていませんで
した︵︑

ことにも結び付くわけです︒京北中学の場合は正規の学

制に則った中学だけど︑北田先生の青年教育の問題を取

高木 最初は中学だけですか．

井上

り扱う論文に出てくる︑お寺などでの変則中学︑簡易中

．貫教育は大切だから︑小学校は作らなくちゃ

いけないということは前から言ってましたね︒

学というものも大事ですね︒

それから︑円了は︑例えば大学に通えない人に

義録を発行して︑その受講者を館外員として大学に通学

対して︑哲学館開設後︑明治二一年から日本で初めて講

三浦

小林 初等教育︑中等教育のプランは︑洋行の前にやっ

後ですか︒ヨーロッパで日曜学校なんか見てな

後です．︑

たんでし．歩うか︑後にやったんでしょうか︒
高木

小林

3］

ども︑そういった手段についても非常に柔軟な考えがあっ．

義録は八大講義録といわれてように八種類ありますけれ

する館内員と区別し︑教育しているわけですね︒この講

僚です．︑法政大学の前身︑東京法学校も︑司法省学校の

田種太郎も米国留学生で︑司法省から大蔵省へ転じた官

を務めています︒専修学校︵専修大学︶の創立者︑目賀

フランス人教師や同校卒業の司法官僚が教師で︑後の中

央大学である英吉利法律学校においても穂積陳重が東京

たんじ杓︑ないかと馨います．︑

飯島 ︐貫した教育理念に基︑つ︐＼︑それぞれの現場に

養成することに情熱を傾けたんですね．︑民間人それも財

学の創立者は建学の精神を高々と掲げ︑すぐれた人材を

︹︑辛苦して運営され︑教育されていたんです︒これら私

門学校を除いて︑外国留学の経験をもつ官僚が自腹を切っ

当時五大法律学校し一呼ばれたこれらの私学は︑東京専

大学法学部教授兼法学長の肩書きで名を連ねています︒

私塾・哲学館の精神と人間教育

次に井上円了の教育思想の問題に移りたいと思

3

ふさわしいアレンジの仕方をしているのでしょう︒

高木

います︒それでまず初めに︑私立学校の創立者としての
特徴を︑広畑さんの方から簡単にご報告願えますか︒

手三リート官僚が現職官吏・﹁﹂て創立に参画しておりま

学部卒の学七とし︹︑官途にもつかず︑東本願寺にも帰ら

そこで哲学館ですが︑創立者の井ヒ円了は東京大学文

界人が設立し︑その経営のみに携わるという型の私学は

す︒東京専門学校︵現在の早稲田大学︑以下カッコ内は

ず︑独−刀でもって哲学館を興し︑それも周知のように哲

広畑 日本の私丹．ナは福沢諭吉︑新島襲︑井上円︻Jを除

現在の校名︶の創立者である大隈は︑もともと参与とし

学専修を掲げ︑宗教家︑教育家養成を目的としておりま

皆無で︑ここらあたりが日本の私学の特徴です︒

て明治新政府首脳者の︑人です．明治法律学校︵明治大

す︒創立者井上円．Jが専一に教育事業に文字通り身を挺

いてほとんどが欧米助豊子経験をもった三〇歳代前半の若

学∀創立者の岸本辰雄もフランス留学生で︑大審院判事
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哲学館の教育の持徴はピういう点にあったので

していった唯︑の私学といってよいと思います︒

高木

哲学館の応募要領にありますように︑寄宿舎にて朝夕に

茶会を設けて学校で行う知識の教育の他に︑現代でいう

う人間を養成するのかという具体的な問題と︑その方針

ていいんじU︑ないかなと思います．．その内容は︑どうい

ころ一までが︑円フ﹂の教育的な﹇臼標の．つの確立期と考え

三浦 哲学館の開設から洋行し︹︑大学の改良という−二

ています．︑それは著作や論文だけでなくて︑その人との

それを紹介して交流を深めていくというような場を設け

と思います︒また円．﹂が知っている学者あるいは友人︑

う茶ムエ規則もあります︒そこに特徴の﹁つがあるだろう

ましたが︑それをやっています︑後年には毎月二回とい

人間的な教育といいますか︑昔は徳義の養゜成と≡口ってい

とに分けられていーヒ思うんですが︑改良の意見の中に︑

人間の触れ合いを大事にしたとい二︐ことですね︒円了の

しょうか．

今度は﹁寄宿舎をつくる﹂︼いうことがありした︒それ

教育はやはり目前の刹那的な目的というよりも︑もうす

慶・応義塾の場合︑福沢はそれまでの洋学塾を︑

慶応四年に慶．応義塾と改称したとき︑会社を立て義塾を

広畑

いわゆる私塾ヒもとらえられると恩います︒

いたんじゃないだろうかと思います︐そういう﹄思味では

こし時間的に長く総合的な人間の育成というのを考えて

は学力のみの知育だけじ物︑なくて︑全人的教育を目指し
た5・三口うことができる−︑こ思いますp．

円rが仮教場から移転して哲学館に寄宿舎を作ったと
きに︑寄一侑金口の必要性︑を†⁝張し︑﹁白﹇分が企口長になって↑旺

日舎生とともに飲食し︑朝夕運動﹂︑談話をし︑そして
交情を通ずる方向を取る．・︑そうして人物の養成を図ると

創め同志諸子相芸に講究切磋して洋学に従事する︑また

私でなく広く公に士民を問はず︑志ある者が来学せんこ

的に章口えば︑円︻﹂が定旦宿●口に﹂米∠︑話

をしていたという・︿うなことは︑佐わ・木正熈さんという

とを欲すると言っています．︑この義に意味があると思い

つ∩

﹁言っています︹亘︹体

東洋大芦・寸の第一期︒生の方のお話にもありましたけれど︑

、．）、）

ます︒ つまり他人と名主我ヒ︑一税子・兄弟の

縁を結ぶとい

う音心味︑また︑公血鰍のためにすることヒいう立巳味・もありま

つまりその哲学は︑いわゆる非常に純粋で︑よ

徳六胃ということを言っております︒

小林

ではなくて︑あらゆる哲声子諸ぷ子を全部やるわけです︒ と

いうことは哲学そのものを︑だれそれが何を言ってるか

うするに今でいえば比較思想なんですね︒西洋哲学だけ

通しているのではないかと思います．．ただ円了には東京

じゃなくて︑折艮子をフィロソフィーにするところを﹂究め

す︒この点については︑哲学館の哲学を学問の中心に据

大学の文．科大学の速成という発想があって︑二の点は異

よ・つとし一︑いる︒そして︑その究極のところを万人に身

え︑広く向学の士に開放していくという建学の理念と共

なります︒ともかく従来の塾という概今心とは異質ですね︒

につけさせようとしているように思うんです．二﹁甫水論集﹄

や﹁円了講話集﹂は明治一ニヒ年と三九年ですから︑哲学

関して︑そこで︑≡面われている哲

学は諸学の基礎であり︑かつ︑いわば万人のものとして

館創立の年からすると︑随分あ．とのほうなんですけれど

飯島 折口学館の設立に

の哲芦ア丁みたいな含みが非必吊に大きいんじゃないでしょう

ている︒そこで言っているのはどういう二とかというと︑

も︑結局あれは哲学館でやったことを踏︑まえて彼は書い

そこでぽくは彼の言う二哲学L︑万人が持つべき

か︒

小林

尋ねしたら︑訳語らしいんでちょっヒがっかりしたんだ

例えば﹁純正哲学﹂という言葉が出てくる︒ぼくは純正

高木 それはご館内員心得﹄の中に︑﹁本館の主義はひ

けれど︑しかし言っていることはわかるんですね︒あそ

哲学というのは︑端的に言っ∠︑これは倫理だと思うんで

とり知育を養成するのみならず徳育を奨励するにあれば

この中に出てくるのは︑宗教と学術それを総括して思想

哲学という言葉は円了の創作だと思って︑針生先生にお

本館に﹂云々とあります︑そして﹁．その挙動人の模範と

ととらえる︑その．両局面として宗教と学術がある︒そし

すね︒倫理的態度じゃないかと︑

なるよう注音心すべし﹂と︑先程三浦さんも言ったように︑
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純正哲学の中身は何かといジ︐と︑中道の論理なんですよ．．

てその思想とは︑姑和局彼 にレ っては純．正哲ぷ子なんですね．︐

くは広い意味でいう﹁倫理学は哲学の⁝部門だけれども︑

立たしめるような哲学的態度とい・つか︑つまりそれはぼ

哲学は倫理的でなくちゃいけない﹂というあの倫理じゃ

ないかなと思います︒つまり倫理的態度です︒東洋大ぷ・†

つまり即の昧珊理です．︑これを弧珊理そのものとしてとらえ

れば︑これはアカデミックになっちゃうんです︒ところ

はまさにそういった広い意味でのモラルを教えるところ

ヒ考えていたんじゃないかと思います．︑

が彼はこれを︑学術を宗教の世界へと方向づける精神的
xの論理ととらえているように思・つんです︒だからそ

の即の論理でなくて︑いわば﹁生払︑＝りれた即の論理﹂と

まり︑彼の場合には即の論理というのは単．に理基澗として

哲学の中へというかたちでつながっていくわけです︒つ

合には学術・の一部門とLての教育と︑そし一︑宗教が純正

という意味なら了解つくんですね︒しかしそのことを果

ないということね︒そのために理に即し理を生きる態度

践につながっていく︑つまり理のための理︑観念論じゃ

たくなったのは今の説明で納得いたしました︑確かに実

けれど︑最初に倫理レ三＝口われたときにちょっと首かしげ

そこまで75っしゃられると少し安心するんです

いうか︑そういうものではないが．んろうかと思います︒そ

たして即︑倫理と言ってしまっていいかどうか︒倫理に

飯島

うすると︑そ．の生きられた即の論理というのは︑まさに

確かにつながっていくんひ︑すけれどね︒

の精神的態度の論理としてとらえているが故に︑彼の場

道徳になると思いますね︒道徳的態度になるんじゃない

いますと︑哲学館事件にも象徴されますように︑東洋大

つまりぼくがなぜそういうふうに考えたかと言

雑誌﹄や修身教会設立に象徴されるような︑活動となっ

学で一番大事なのは庶民に哲学的知識を授けると同時に︑

小林

ているんではないか︒だから円了が東洋大学で教えたの

哲学的知識を授けた教員を養成するという重要な一項目

か︒たからこそ彼は非常に道徳︑つまり後に司修身教会

は︑暫学そのものというよりは︑哲学そのものをも成り
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能心

だから知は知でも︑知恵の知ですね︒

いんですよね︒

小林

が入っ＝︑いたと思うんですね．︑教員つまり中等・初等の

教育に携わる人ですよ︒そうしますと教えるためには絶

円了の教育思想の中では︑哲学という宇宙主義

を一方でとりながら︑哲学館の改良における日本主義と

三浦

ちゃいけない︒同時にアカテミックなものを︑倫理的に

いう問題が出てきますね︒

対に知識も必要なんですよ︒だからアカデミックでなく

自分の態度でもって理解し︑体得していって︑世の中に

態度が養成されていくという方向にならざるをえないと

ある以上は︑当然知識の獲得ということを通して倫理的

ことがなによりも重要な活動の目標である︒学校教育で

教えられない．︑それも含めた哲学的な知識の獲得という

ない︒身につくということもなくち硫︑どうしても本当に

いうよりは人類社会とい言︑ことが盛んに使われているの

とを強調しています︒だから問題は日本の小さな国家と

も︑それは世界普遍的な倫理道徳の原理であるというこ

ませんけれども︑例えば忠孝ということを論ずるにして

理通論﹄では決して国家という言葉がないわけではあり

のについて見ていくと︑前期に出てくる﹃倫理摘要﹄﹃倫

円了の哲学というよりは倫理学で︑日本的なも

思うんです︒そして︑円．〜が本当に目差していたのは︑

ですね︒だからその意味で日本特殊なというこヒよりも︑

針生

この倫理的態度の方だったのではないか．︑つまり彼の言

理性的な世界に通用する倫理道徳ヒいう形を掲げていま

出ていっ︹︑活動できる人をやっぱり養成しなくちゃいけ

う純正哲学とはそういうことだったんじゃないだろうか

す︒

円了が一種日本特有のというときに︑その元素

言うわけ︒だから差別の相で見れば︑道徳︑風俗まで行

は大乗仏教にその総てが集約的︑象徴的に体現されると

飯島

と思うわけです．そう丁るとあとで円了が東洋大学を退
いて社会活動に入／︐ていったのとつながるんじゃないか︑

単なる知や理だけであっては人間形成にならな

そういうふうにぼくは思ノ︐・んですが．．

飯島
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れを倫理ということにもぼくはまだ少し抵抗が残ってい

くけれども︑いま確認したある精神態度というもの︑こ

飯島

円了のいう大乗仏教の大乗性というのをそこま

で持っていっていいかどうか︒

円了はそうやっ︑て大乗仏教的な倫理的態度のう

ちに︑いわゆる大和心も体現されると考えておられた︒

小林

として受け止めさせる︑安・心立命は倫理じゃないんだよ

果たしてそれでよかったのかという根本的な疑問はあり

るんだけれども︑ある精神態度をそれを安心立命の現れ

ね︒見えないところで受け止めて︑それゆえに精神態度

上に位置付ける問題になりますから︒

圭す︒これは井上円了という一人の思想家を明治思想史

ヨーロッパでいわれるモラル︑あれだと思う︒

をよしとするという．︒これは⁝示教が土台にあるわけ︒

小林

なる場所だし︑それで釈宗演と比べて問．題にしてみたい

そこまでいくと︑まさに大和心も唐心も一律に

理といいますと︑宗教の戒律のように確立され制度化さ

と思っています．．彼は禅のせいもあって︑そして接した

飯島

れたものヒ考えられますが︑円了の場合は︑その根にあ

のがユニテリアンであるせいもあって︑仏教もキリスト

エシックス︵倫理︶というとまずいと思う︒つまり︑倫

るものからとらえようとしているんですね︒狭い意味で

教も何ら違いはないんだ︑一つの真如を求めてる︑みた

いなことまでいってのける︒円rの大乗性もそこまで広

の道徳とは知的あるいは理性的なものですが︑さらに進
めばそれを包み込み︑心情とか人間的なものに行き着く

がらせていいものかどうか︒

円了の場合︑個人の信仰を問うならば信心は真

ういうと︑浄土白示ではこういうというふうにですね︑あ

いうことになると︑いつでも出てくるのは︑真︷示ではこ

宗なり︑こう明言するわけです︒じゃあどこが真宗だと

高木

わけです． モラルとはそういうものではないか︒円了は
その人間的な次元で︑万人に共通する人々のあるべき姿︑
暮らし方や生き方のあるべき姿を求め︑そこに教育の基﹂

二思います︒

礎を置こうとしたのではないかと思うんですね︒
針生 ぼくもそうだ

37

るいは天台ではこういうという言い方で︑

．つの宗派に
思う︒

演と似通三︑いる︒しかし本質のところは︑真宗とどこ

というふうに言う︑その表現ではいまおっしゃった釈宗

学校も作る必．要はなかったと思います︒やはり︑その作

うに﹁哲学﹂という語をつける必要はなかっただろうし︑

なんとなく楼小化されて︑なにも﹁仏教哲学﹂というよ

ぼくもそう思います︒だからそれを言わないと︑

までどういう形であったのか︑最後の表現は確かに改悔

らざるをえなかったものをつかみだすためには︑今まで

針生

文の書き直しとか︑現世利益和讃の書き直しをしていま

のものではだめだから﹁改良﹂とかそういう言い方され

ついてだけでは説かないで︑それは他ではこういってる

すけれども︑﹁南無絶対無限尊﹂になりますとやっぱり南

ー

哲学館の拡充と哲学館事件の発生

哲学館事件と円了の大学退隠

てくるわけでしょう︒

三

無阿彌陀仏を唱えればという和讃とはちょっと内容が違
うんです︑そういう意味では︑円了は個人の信心という
ことはついぞ表明しなかったとみていいんじゃないかと
思います︒

井上円了の教育構想が非常に具体的になって︑

講義録も多種類出たように︑充実してきた中で︑大学設

高木

ち慣れ親しんできた文化の意．匠︑宗派︑こういうものは

置の方向への動きが出てきます︒このところを少し具体

ただ︑ぼくらの場合にもあるけれど︑生まれ育

やはり個人の個性の限界として残っていく︑その点につ

的に論じてみたいと思います︒

飯島

いては円了は正直だったんじゃないかと思ろ︒だから一

明治二三庄．一〇月に︑﹁哲学館二専門科ヲ設クル﹂

ということになっていくわけです︒これは一●万円の募

三浦

葉を使って物を言うと︑しかしねらっているのはそれに

金をして専門科を設けていこうということで︑日本主義

番親しんで︑言おうとする言葉は真宗で言い習わした言

囚われているものじゃないというね︒教育でもそうだと
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舟べの手紙では﹁今秋より資金募集に着手仕り度ー︑そ

付金の規定みたいなのが細かく設けられているわけです

その中て一∩︶万円 の実可付を募金するについていろんな寄

巡講開始の一か月近く前から編集等の準備があります︒

の方法に付き色セ愚考相運び候えども︑別に良き段これ
よね︒

の×芦子のW昧いUヘレ一准工めたわけです︒その庁ヰの七月の勝海

なく候﹂といノ︑状能心で︑その方法について相談をしてい

その中に館友とか確か館賓とかという扱いが出

てくるんですね︒そうしますと︑その前に祈艮子館を開設

三浦

出るわけですけれど︑．一の関係というのは︑実は二四年

するときの創立寄付金をもらっていますよね．︒つまり︑

るんですねぐそLて︑二一︑一古⊥●月三●日に教育勅語が

度の報告ヒいうのを見ま丁と︑教虞目勅ヨ㎜の並日及という名

いうことになるだろうと思うんで丁が︑いわゆる前．のよ

哲学館に専門科を設けるときは寄付の対象を拡大すると

に書いてあるんですね︒これによって同年一︐月四日か

うな条件じゃなくて︑専門科を作るにしても何か新しい

目が全国巡講のきっかけになっているということは明確

ら︑全国に巡講して募金を募るわけですね︒

ものがなければ恐ら・・行けなかったλじゃないでしょう

か︒そのためにも︑一つの方法とし一︑教育勅語の位置付

円了の全国巡講は三期に分けられるようです︒

第一期は二六年で終わっているんですね︒第二期は哲学

けが考えられたことが海舟への書簡から知ることができ

水澤

館事件の後でナ︐その後第一．一期は修身教会の時期です︒

ると思います︒

ただ︑一回日の寄附は割合狭い範囲だったんじゃ

最初の時期は大芦．†の基礎作りという要素が強いです︑明

水澤

ないですか︒二回目はそれを大衆に呼び掛けて展開して

らかに二の一〇万円の募金は大学へという経営的な基礎
作りに向け二・れていますよねミニ三年の一〇月一︑三日発

講のような形がここから出てくるわけじゃないでLよう

いくという部分がありますよね︒だからそれこそ地方巡
一︹︶月．二︑．日の発行ということは︑

行の﹇云u知会雑誌﹂の中に哲芦．仁館の事業の拡充というの
が出ているんです︒
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いけないと⁝言っているんですが︑それまで．の大学部し三言っ

ら帰ってきたあと日本主義の大学みたいのを作ら．なーち特︑

高木 大学の歩．みとすれば︑円了自身は対外的な活動

ているのと︑いわゆる折母子館みたいな．形でおかれている

か︒

というのは非常に少なくなって︑大学の基礎固めといい

あの大学という．のは個人的な呼称です︒

のとはどう違うんですか︒
広畑

だけど大学部というのはやっぱり当時の東大に

ますか︑財政や教育体制というものも拡充し同時に充実
させていこうという時期にあたりますね︒年譜を見ます

水澤

大学部と名乗るほうとしては︑専攻科みたいな

匹敵というか︑準じていこうということがあるんですか︒

と︑二九年の一月には東洋大学の設立を企図︑東洋図書

館を設立︑同年一二月一三巳に類焼した大学の再建︑そ

飯島

かたちで︑大学として専門学校のLになおもうひとつの

して三︐一年の七月に︑教育学部の卒業者に教員養成の無
試験検定の認可が与えられています︐︑これが哲学館事件

ところで︑円rは教育家と宗教家の養成を提唱

上を置く︒

高木

までの一つの経．過です︒

水澤 そのへんも二〇古に哲学館を作って︑⁝一一年か

ら外国に．年間行って︑二二年に帰ってくる︒それから

ています．︑鉦川試験検︷疋の三刃沁可は早い時⁝期から折艮子館の旦ハ

して︑明治二三年には教員養成を日差していくのだと言っ

三浦

そうですね︑．．三年に文部省に最初の無試験検

そうすると事件の外的な要．因として日本の学校

回目で涌﹂ったんですよ．︑

定制度の認可を申・し込んでいますからね︒それから︑．二

水澤

体的な目標だったわけですね︒

外国旅行の総まとめをするような形で二三年から哲μ子館
の拡充期．に入っ一︑︑ほんとの形・の専門学校とか︑ゆくゆ

・・は大学へというような形をとるために︑円．了がそれの
みに努・刀を傾注した時期と思っていいんじゃないですか︒

当時の大学部という呼びかたが︑二．一年位に例えば慶

応大学の慶応義塾大学部となっています︒円了は洋行か
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を占めていると思うんですね︒水澤ぷ↓︾んがおっしゃった

事件の中には．︶ういう社会的な背景が非常に大きな比重

は私立で教育家を養成しようとい・つことですね︑︒哲学館

制度それと官立の教員養成︑それに対して哲学館の場合

に不可なリヒいうにあらずτと中島徳蔵が返答したこと

で﹁動機善ならば拭逆︵主君や父なビを殺す︶も絶対的

あ⌒︐︹︑︑それがこの事件の発端となるわけです︒その中

の内容をめぐ

が︑文部省から臨監に来︹︑いた視学官の目にとまり︑そ

件レニ三口われ口仕△互的問題に発展Lていr︐たのです．

︐て︑中島徳蔵と隈本視学官のやりとりが

ように哲堂・館が拡充期に入って円rが全力を注いでいた

などが問題と﹂て取り⊥げられる二とになり︑哲学館事

︑いますが︑．三九年の一一月︑五日に今度

ヒ︑そこで出たのがこの哲学館事件ですね︒事件に先立っ
て円rが洋行し

ではその日的﹁を間かれ︑欧米の大学経占呂を隅子び視察して

欧米の視察にでていますね︒それに先立つインタビュー

明確に示してこないんですが︑当時の状況としては︑私

きました︒文部省は取り消しの理由を正式に文書などで

対して教員免許の無試験検定の資格取り消しを通告して

結局︑文部省は明治三五年一．一月一一．一日に︑哲学館に

くるんだということがありました︒そこで一︐円一五日

立学校に対して教育権を付与した・・ないという二とが︑

は哲学館を拡張して私立東洋大学とするために︑インド︑

に欧米への旅に出発して︑︐．．目︐．︑一日に哲学館事件を

取り消しの根底にあるニヒは明らかなんです︒経過につ

部省から﹁動機と行為についてどう教授をしたか﹂とい

いて続ければ︑視学官と中島徳蔵とのやりとりの後︑文

迎えたのですね．︒

高木 水澤ンデパの方から哲学館事件の経過について簡
単に報告して下ふ︑︑い．︒

徳蔵は文部省の関係者にも会ったりしているわけですか

う文書による問い合わせが哲学館に来る︒この間︑中島

蔵が倫理学の問題で﹁動機善にし︹︑悪なる行為ありや﹂

ら︑事態は決して楽観できないと思っていたのではない

水澤 明治一︑一五年︐●月の卒業試験で︑講師の中島徳

という出題をしたのに対し♂︑︑加藤という二字生の答案
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はないかということを︑文部省関係者などの論文︑談話

という思想を持つ者は︑中学校の教育者として不適当で

かと思三︑・んです︒文部省は﹁自由のために拭逆も可なり﹂

わけですが︑いろいろの出版物を見ると︑学問の白由と

おこりました︒新聞等は文部省に対する批判に終始する

する︒それによって一大センセーショナルな世論がまき

れから現場に立つ教育者に一︐自由のために拭逆も云々﹂

教育という分け方︑いわゆる学問の自由は認めるが︑こ

この時︑円了は欧州視察の途にあり︑哲学館は中島徳

は不適当であるという論がかなり強く出てくるわけです︒

を通じて言わせているんです︑︑

廿蔵に任せてあるわけです．．しかし円．ーも洋行の寸﹈別︑文

円了は帰国後︑無試験検定などなくても検定で通る実

うか︒

水澤

2

哲学館事件の要因

哲学館事件の背景あるいは要因はいろいろ考え

にはやっぱり政府︑官側の力の強さ︑力で押していくと

細かいことについてはわからないですが︑根底

られると思うんですけれども︑それはどういうことでし︑︿

高木

消しのショックも大きかったと思われますね．．

ら文部省とこのことで折衝していたわけですから︑取り

と中等学校の教育者養成を望んで︑哲学館創設後すぐか

力をつければいいということを言っていますが︑もとも

部省の関係者に哲学館の教育について理解を得られるよ
・つ︑あちこち話しに行っている︒だから洋行中も当然気
にかけていたと思いま丁が︑その取り消しの報を受けて︑
﹁ムユ朝のエヨ畑を芒パろ・すと思ぷなよ︑生﹈い︺Uつ麦の根固め

ヒなる︑苦にするな芒肌しの後に臼﹇和あり︑火に焼かれ風

にたをされ又人に︑伐られ︹︑もなほ枯れぬ若桐︑伐れば
なほ太く生い立つ桐林﹂とい武︐心境を打電してくるわけ
です︒

．﹂れを受ける形で哲学館は︑館主不在につきコメント
はしない︑とい・つ態度ですね︒中島徳蔵は︑三五年の一

二月一三日辞任しています．︑そして翌三六年︑学生への
不合格通知が来一︑︑中島徳蔵は言論界へその顛末を寄稿
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いうか︑そういう勢いみたいのがある時代だと思うんで
すよね︒そニへ私立が三校ですか︑哲学館︑早稲田︑国

権限といいますか︑そういったのが現れてきたんじゃな
いかと思うんですけどね．︑

思想問題と同時に国家制度の根幹にかかわる問

題だから︑社会的に展開されていくというところで︑円

三浦

す︒それに対して拒否反応みたいのもかなりあるんだけ

了自身の意識も相当深まったろうし︑また深刻な認識に

学院というのが無試験制度について申請していくわけで

れども︑当時の文部大臣尾崎行雄が私学の出身という形

改めて権力の持つ思想性というものを認識した

なっていったんじゃないかと思います︒

高木

て︐応許されていくと︒ところが根底には東大等の付属
する機関に教員養成所が作られたりしてかなり強い力が

高木 としますと︑国家がいわゆる人民の教育権−・﹂い

たりしても︑それは真如への道として考えているわけで

支えて︑純正哲学と言ったり︑その後は教育勅語レ﹁二＝口っ

んじゃないでしょうか︒つまり円了は本質的には仏教を

いますか︑そういうものを統一して把握する制度に対し

すから︒

ある︒

て︑私立が伸びてくるということは︑そうした権利をあ

小林

の教育制度の根幹の問題に実は触れていることになりま

て︑例えば門前に行って終日立ち尽くしてというような

けれども︑円了はそれに対してやっぱり個人が身を挺し

ぽくは哲学館事件の推移を外的にしか見てない

る程度．開放しなければならないということになり︑国家

すね．︑

してやっている︒その処理の仕方が極めて知的だと思う︒

形で解決しようとしてないんですよ．．あくまでも組織と

にとらえているんだと思うんです︑ただそれがどうして

結局自ら身を引いたわけですけれど︑どうして身を引い

そうですね︑やっぱり基本的にはそういうふう

哲学館に向けられたのか︑︑具体的にははっきりしないよ

たかというのもちょっと謎ですけれども︑すべてそういっ

水澤

うな気がするんですけどね︒根底には官の教育に対する
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うがないんですけどね︒それは円了の本領だったんじゃ

で解決Lていこ・つとしている︒そういう態度に見えてしょ

学館という組織と文部省といういわば体制の組織との中

んですよね︑ただひたすら沈黙していうと︒あくまで哲

てきて何とかしたはずなんですよ︒ところが︑してない

件のときには外国にいて︑そして普通たったら飛んで帰っ

ているような気がしてしょうがないんですよ︒哲学館事

味でも悪い立思味でも円↓Jの持っている一つの素質が表れ

いると思うんですよね︒そういったところにも︑いい意

なんで︑まン︑﹂にいま言った意味での円了的な活動をして

中身を入れていった人ではないか．︑晩年の布教でもそう

たシステムの中で解決して行こうと努力して︑その中に

本視学官は栄転で︑洋行し︹︑帰っ一︑来まして高等学校の

に使ったという面も否定できないでしょうね︒それで隈

学校の教科書検定をめぐる贈収賄事件︶を糊塗するため

きながら︑教科書問題︵哲学館事件と同時に発生した小

やり方なんですが︑政策面と同時に事件を大きくしてお

あるんでしょう︒それからもうひとつは︑これは官僚の

なことで︑意外というよりもいろいろな政策的なものが

いというとこだったんじゃないでしょうか︒それが音心外

た事はないヒ思っていたんでしょう．．だからお行きなさ

わりと安易に考えてたんですね︑誤解であると．．たいし

題について円r︑中・島徳蔵ともに解決するというよりも︑

的に任せちゃって︑海外へ行くんですよ︒最初はあの問

事件への対応が︑よく妥協って言われますね︑永井道

校長になるんですね︒

広畑先生︑そのへんどうですか︒当時の制度と

ないかな ． ︑

高木

広畑 思想というよりも︑円了の行動ですね︒ち・萌う

おかしいんじゃないかと思うんです︒というのは前から

内に入れていますが︑私は順応型に入れるのはちょっと

雄さんは﹃私学の系譜﹄の中で東洋大学も体制順応型の

ど発端が起こったときはまだ外遊前で︑中島徳蔵と一緒

言っておりますように︑ある意味で思想体系を持ってい

円了の思想との関係で︒

に文部省にも行っているんですね．︒それから徳蔵に全面
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他は実学の学校だから思想にふれないものね︒

る学校は哲学館だけでしょう．．

飯島

ちですが︑あくまでこれは学問と教育を分離した枠の中

だから研究の自由とか教育の自由とかいうこと

での支援なんですよ︒これじゃどうしようもないですよ︒

飯島

について︑円了はりベラルだったと思うね︒それが一発

実学というよりも︑結局はある目的持った代言

人でし・ごヲ︑それからミッション系になりますと︑やっ

やられたわけでしょう︒

広畑

ぱりキリスト教という強大な教団がバックですからね︒

きながら予備門に通うように．︑それとちょっと違う大学

を学ぶ︑だからふたまたかけ︹︑るんですよ．明治学院行

いて︑あとは全部経済と法律学校でした︒国学院はまさ

だけが宗教・思想にかかわる私学で中等免許をもらって

の中に一覧表ありましたね︑あそこに国学院と東洋大学

その位置については︑この前の丹野さんの報告

ですから︑哲学館は︒私は妥協とか順応型とかいうんじゃ

に体制そのもの︑それに対して東洋大学は仏教と言いな

高木

なくて︑やはり弾圧にひねりつぶふ︑・れたという感じがし

がら哲学と言い︑内容はりベラルですから︑きっかけは

それからもうひとつ︑あのヒきの風潮で英語という実学丁

ま
︒
一 亡よ
ーオ

ほんとにひねりつぶされたヒいう力の違いがね︒円了は︑

とか何とか三．口われ︹︑も仕方がないかもしれないけれども︑

度史から見てどうでしょうか︒やっぱり端的に早すぎた

位置にあるということについて︑広畑先生のご専門の制

か︒そこで丹野さんの言われた︑東洋大学だバ．りが特別の

何であれ弾圧される必然性があったんじゃないでし︑土う

高木先生がし︑熱っちゅうおっしゃろように︑制度的なも

んですか︑免許状の出しかたが︑その後は︷示教学校なん

飯島 積極的に抵抗しな﹁︑かたという意味では︑妥協

のを利用するだけ利用しながらというやりかたでいく戦

かも全部もらうようになるけれど︑私立大学で思想にか

かわるところに︑あの時代はどこも出していないでしょ

略を常にとっているんだからね︒
広畑 大部分の世論も︑哲学館に対し一︑支援するかた
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う︒

広畑 出し︹︑ないですね︒と二うがよく書かれている
んですが︑尾崎行雄が文部大臣で︑そ︑のときに私学振興
ということで︑教員資格が制度化されていきます︒
高木 哲学館は明治三．﹁午に認可・・れ一︑いますね︑日

本法律学校︵日大︶は二年も遅れ︹︑いるし︑慶．応も半年
遅れていますね．︑

広畑 慶応はその後返ヒしましたね︒

いたうえで︑

一方で資格を与える機関として臨時教員養

そういう意味で︑官と民との対立という問題が︑

成所というのを作ったんですよ︒
高木

明治三二年に認可制度が設立されてから三年後の三五年

円了の教育活動の挫折

円rはその後︑三大厄日というふうに言って哲

3

に︑哲学館事件になって表面化したということですね︒

高木

いう言いかた︑これは迷信と宗教という問題を真っ正面

学館事件の日の一三日を取り上げています︒この厄﹇口と

けでなく地方に臨時の機関を作って︑そこで免許を取れ

から取り上げた円了としては非常に皮肉な表現だと思う

それであなたのこの前のご報告に︑師範学校だ

と指導したということがあ・りましたね︒教員が足りない

んですね︑つまりそれだけ円了にとっては予期しないこ

高木

のは事実だから︑そうしてまでやったという話があった

とであるし︑ある意味では︑なにか災難そして憤満やる

かたないものがあったというふうに思うんですね︒とも

でしょう︒

それは師範学校です︒師範学校ヒいうのは小学

か・＼井ヒ円了は三大厄日の一つとして︑哲学館事件を

広畑

校の訓導です︒訓導は足りなかったんです︒中学も足り

一方で︑田中先生が﹁円了と民衆﹂︵﹃井上円了研究﹄第

位置付けて︑そういうことをしれ︹．と言いながら同時に

れと古同等師範がありましたよ︒だから東洋大学と慶応大

一号︶の中でご指摘になって引用しておられたように︑

ないけれども︑やっはり東京帝国大学があるでし．︿︑そ

学が返上せざるをえないというか︑もう取れなくしてお
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円了は︑官学に対して︑私はどこまでも﹁田学﹂でいく

︒

哲学館事件は二．五年の一二月で︑専門学校令は

に専門学校令が出ました

高木

三六年三月です︒だから四か月の間があります︒やっは

んだというように︑官と民ヒをきっちり区別していく︒
飯・島先生から今までの研究の過程でご指摘がありました

りそれとの関連が考えられますね︒

無試験制度になるまえに試験制度がありました

けれども︑．資本主義が発展してきゲ︑︑官の絶対支配から

広畑

ね︒いわゆる官立以外のものに対して︒その試験では哲

少しずつ民が力を持ってくるという経過が反映している
ように見えるんですが︑そのへんはどうでしょうか︒最

合格率が良かった︒

学館は非常に有力な学校でもあったんです．．

高木

初から官⁚史にならないかとか︑いろいろ官の扱いが円了
には付きまといますけれども．．

というのは︑趣意書にも書いてありますが︑円

了にとって哲学館のイメージはあくまでも東大なんです

広畑

だんだん整備⁝され︹︑くる過程での出吉下事だと思うんです

ね︒だからその時代の最先端の人が講師に来てやってい

飯島 哲丹子館事件というのは︑ちょうど専門芦子校ム廿が

よね︒

るんですね︒だから事件の後で︑取り消しは構わないと︑

実力でやったらいいじゃないかという声明みたいなのが

広畑 専門学校令ですね一︑私存三．五校令は二の問の丹野

先生の報告にありましたけれビも︑私立学校令というよ

年表で勅語・道徳教育関係という点を見てます

出されますね︐

飯島

私学振興といっても︑官許の枠内に閉じ込めて

のが見えるわけですね．︑

と︑結局政治が教育を国・家体制の中に組み入れるという

針生

りも︑私は専門学校令を重視しZ︑いる五です．大学令は

だから哲学館事件というのは︑ちょうど専門学

大正に入ってからですね︒

飯島

一月二八日に哲学館事件が起こり︑三月二七日

校令に向けて整備されてくる直前なんですね．︑

針生
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井ヒ哲次郎が︑よからぬこと︑という事件への

奨励するわけレ▲ね．．

広畑
評価をしたから︑文部省は哲次郎のそれを取り上げたと

れがだんだん制度が整っグ︑︑文部省の締め付けがくるに

したがって︑あおりをくう部分があっちこっち出てきて︑

哲学館事件を契機に今後の学校のあり方について︑この

んかみたいな面もちらちろ出てーるんじゃないかと︒後

まま先行きどうかと︑多少何か別なこと考えなきゃいか

井上 祖父が飛んで掃っ．て来なかったのは︑裏を知っ

のこととあわせると︑制度の枠内での教育のあり方なん

いうことも言⁚われてますね︒

てたからあまり騒いでもしょうがないレ一いう考えがあっ

三九年の﹁退隠の書﹂というのが﹁東洋哲学﹄

二︑三という理由は︑大部分円．﹂さんなりの理由に読者

と﹃︑修身教会雑誌﹄に掲載されましたが︑その中の一︑

高木

てことの限界を感じたんじゃないかと思いますね︒

それとやっ．はり円了もアカニ・ミつピ・ンなんべ＼すね．．

たんじゃないでし．．こつか︒
広畑

つまり哲学館は学問をするところだ．．

飯島 そ・つそう︑程度を落ヒL︹＼︑研究はしないで教

きれなかった現象であるヒいうことで︑これは井上円了

は︑官の締め付け︼いいますか︑そういうものに抵抗し

高木 そうし⊥．︿す・二応哲学館事件の位置付けとして

問題が反映しているのではないか︒それから講習会とい

ね︒この東洋大学の教育をやめてというところに︑今の

たけれビも入れられなかったというくだりがあるんです

るのが︑東洋大学を解散して講習会による教育を提唱し

も納得がいく︒そのひとつの中にわからないレ三これてい

に何等かの意味でそういう締め付けを感じさせる︑そう

う表現ですけれビも︑そのあと修身教会の運動になって

育だけなんて音心識はないか∴ね︑円ゴには︒

いう認識を砕独烈にい与えたというふうに見ていいですね．︑

くるものを指しているのか︑その内容はわかりませんが︑

もっと徹底して言えば私塾の精神とふ︑・っき言われたよう

飯島 私はそう﹇見てますけど．︑哲学館は創設以来︑研
・究も教育も・東大流に自由闇達にやっていたと思うの．．こ
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教育者を出していくという表面に出てきている声明と実

際の円了の行動というのはち︑本っと別になるようにも見

な︒

飯島 私塾的なあり方の限界が近付い ︑きたと︒

えます︑これは続いて討議きれることになると思います

が︑円．〜が哲学館事件によって影響を受けたことは︑修

高木 それならもうはっきり私塾に戻ろ・つというよう
な表現の講習会なのか︒

身教会が帰国から二か月後の九月に企画されているなど

．丹子問の自由Lと言

針生 ﹁私塾の﹂という三口い方は︑

だからいま飯島先生がご指摘のよ三・に︑私学の

年度に一応大学に昇格して︑そこで自由を保証しよろと

する︑保証する道と解釈するならば︑当然その退隠の前

精神ということは︑学問と教育の自由ということを確保

高木

から考えられると思います︒

ええ︒学問・教育のだれにも拘束されないもの

い替えれば限界を三口い表わしますから︑それでいいでしょ
うね︒

飯島
と︒

それからもうひとつ私思う∧ですが︑事件の翌

したという二とになりますね︒円了が追及したものはそ

広畑

年︑すみやかに哲学館の改組をして・よすね︑大学にする

確かにそうだってこともあるんですね︒

ー

大学退隠と修身教会運動の提唱

社会教育については北田先生からご報告があり

ましたが︑円了は三九年一月に大学を退隠し︑大正八年

高木

四社会教育としての修身教会運動

田心うんですね．︒

ういう意味での研究と教育の自由ということになるかと

あれもやっばり︑専門学校では研究の自由が許

んだと︑．．︺れにちょっと注目しなけりゃならんと思いま
す．．

飯島

広畑

哲学館事件の二年ぐらい後の三八年一二月に︑

されないというなら︑大μ子にしなくちゃという︒

水澤

円．〜は哲学館大学を退隠するんです．そうなると実力で
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部会と︑しては不L﹁分だと思いますが︑問題提起の音心味で

だ分か︹．ておりません︒また修身教会運動の．研究は第三

身教会運動へと転換する問題については︑その原因がま

という社会教育に尽力しています︒哲学館事件の後に修

六月に大連で逝去するまでの一．二年間は︑修身教会運動

なくて︑地・方へ出掛けていって現地で教本目する立弓えを実

修身教会運動を始めた︒つまり中央に人を集めるんじゃ

ます．︑その後この考えが変わって︑学校は他人に任せて︑

と決心しL︑健康と併せてやめることになったと言ってい

これに同意する者なければ自ら継続の止むを得ざるもの

考えその内容を二三の人に図りたることありし81︶だれも

そうすると修身教会運動という円了のやった運

修身教会の種類というのがいろいろ出ているん

ですが︑その中核は地方の行政単位に作る地域組織です︒

高木

動の特徴点というのはどういうところにありますか︒

三浦

行に移したということが言えるんじゃないでしょうか︒

触れておきたいレロ心います．

つまり生涯教一百とも三口えるし︑社△云教去口といま

円了がすでに若い時から持っている教育の体系があり
ますね︑

福墲黷髟舶ｪ︑学校教育以外の゜部分︑その部分について

具体的な社会教育としての修身教会は︑哲学館

場所を寺院にして︑僧侶と学校の先生中心に道徳教育︑

つまり教育勅語に出グ︑くるような徳日を中心ヒした教育

をする．︑この地方組織ができたならば︑金持ちと貧乏︑

とするにありてその目的は今日すでに達し得たりと思え

立の初志は広く世間の人に哲学の何物たるを知らしめん

らない︑そのためにはまず個人が良くならなけりゃいけ

するためで︑それにはまず生活が豊かにならなければな

作ろうと提案しています︒その目的は人々の幸福を実現

男と女︑年令別︑職業別︑いろいろな単位の修身教会を

ば学校組織を解散して講習会組織に編成するにしかずと

高木 前にお話した﹁退隠の書﹂で円゜了は﹁哲学館創

するのはその時期からになります︒

身教ム云の孔堅己となっ二います︒本格的に山仕ム云教六目に専心

事件の後︑三ぺ年の七月に屠．ってくると︑すぐ九月に修

三浦

地方講演という形で活動があります．

三一
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尽力でほぼそろったものが見られるようになったのです

雑誌については︑創立百年史編纂室の関係者の

ども︑そういうものは学校だけで道徳教育をするからで︑

が︑明治三七年の第︸号から第一〇号までの修身教会雑

高木

家庭へ帰れば道徳はない︑社会に戻ってもないというこ

誌の雑誌スタイルのヒきはかなりはっきり教育勅語が中

ない︒堕落する原因というのを幾つか挙げていますけれ

とだから︑学校だけでは観念で終わる︒だからそれを生

心になっています︒それからタブロイド版の新聞の形を

になりますとこれは︑やはりそれも出てきますが︑それ

とった明治三七年から三九年の修身教会雑誌一一号以後

活し一︑いるあらゆる場に普遍化することで生活を変えて

実態的にはどうなんでしょうか︒実際上は雑誌

いけるんだと三三︑ています︒

三浦

人の名前も出てきますけれビも︑地方の会の成立が次々

のが修身教会雑誌に出

︑いて︑賛助者の名前︑寄付した

具体的には地方組織がいつどこにできたという

るものは全部出てくるという感じになって︑教育勅語は

なって︑全体を見通した感じでは︑精神修養の対象にな

と︑仏教︑儒教その他いろんな思想が掲げられるように

そして明治三九年から四四年の小冊子の﹁修身﹂になる

ほど教育勅語が中心ではなく︑仏教も取り上げられます︒

にあったというふうな印象はなかなか受け止めにくい︒

全面的には出てこない︒そういう意味では現象的に微妙

の発行というのがもうひヒつありますが︒

むしろ後援会組織に終わっているのが多かったんじゃな

に変化していて︑本質的にはそんなに変わっていないで

高木

いかと思います．︑つまり地方活動が定着化するという点

し︑玉うが︑表現は変わっています︒

いる南無絶対無限尊という和讃が出てきます︒これらは

究﹄第四号︶︑これは現世利益和讃になぞらえて作られて

また︑亡くなる前の︑和讃形式による歌︵﹃井上円了研

は︑今まで修身教会雑誌を読んだ限りではどうもはっき

組織を作っていくイデオロギーといいますか︑

りしない︒

水澤

そういったものはきちっとしていたんでしょうか︒

5ユ

に真宗の経典に近付いています︒個人としては自分は親

だし︑それからそういう内容を見ると︑急速に仏教︑特

地方組織というところで唱えるようにと言っているわけ

どこで使うかというと︑やはり哲学堂と修身教会という

いと︒本山というのは哲学堂で︑あくまでも精神的な意

名称はいいけれども︑それは本部支部という関係ではな

よろしいと︒哲学堂との関係で近いところだけそういう

けれども︑東京の一部分だけ支部のような形をとっても

味での本山と三口っています︒

三浦

鷺教徒なり︑真宗なりと言ってますけれども︑修身教会
ではいっさいそれは出てこない︒結局︑真宗のルートを

﹁つずつ組織していったら︑全国的組織となりまた大変

地方に行って講演するわけだけれど︑その組織

んなところで何度も同じメンバーを集めたりという．﹂と

化を敢えてしなかったんじゃないか︒というのは︑いろ

水澤

なことになる︒

まともに組織するとまた国家と問題が出てくる︒

通して大乗仏教の精神を広めることを自．分では考えてい
たのではないでしょうか︒

三浦 そうしますと全国を巡講しているわけですから︑

全国的な組織を作るという点ではどうだったんでしょう
か︒

はあまりやっていないんで全国津々浦々へ行く︑そうな

るとやっぱり修身教会の今言ったような組織を作っても

その点は︑しばしば彼は組織論について言って

いるんですけれども︑中央と直結する縦系列の組織を言

それぞれ独立体としておいた︒

高木

う者がいるけれどもこれは間違いで︑地方が一つずつ自

すでにそういう地方の核は哲学館で育てたので︑その人

ただね︑これは観念論かもしれないけれども︑

ね︒年令別だとか性別だとかいろんな組織は︑その中心

たちが核になるんだと言っています︒現実にも行った先々

高木

が地方組織でそれが機能別︑属性別に分かれたものだと

でそういう人たちが世話役になっています︒それからま

主的に独立して活動するんだというふうに言っています

言っています．．これは規則のようなものを作っています
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つまり︑組織を作るということよりも︑運動を

たもうひとつは︑寺と学校の先生の動員力を考えている︒

三浦
広げるということに重点を置い一︑いたと言えますか︒

水澤 そうじゃないですかね︒

了的な活動で自ら出掛けていって︑しかもお寺の組織を

利用して︑ということは村でいえば村の知識人がリード

をとって集めていくわけでし︑≠う︒そしてそこで講演を

する︒講演の内容を見ると︑私の印象では︑どの講演も

極力避けたんではないか．．最初から地方分権で︑そこに

うなお話をしている︒ところが民衆は︑それを新しい形

し方をしている︒そういった意味で︑頭で理解できるよ

筋が通っているんですよ︒非常に知的に︑良くわかる話

付属事業としイ︑幼稚園を設・︑べし︑修身教会に付属して

の仏法の説き明かしとして受け取っていたんじゃないか

だからむしろ組織が中央集権組織になることを

中学講習会を作れ︑変則中学を設置すべしと︑地方教会

と思うんですね︒従来のお説教とくらべると︑多少どこ

高木

維持法案というものを作っ一︑︑いろいろのお金の問題ま

ろかかなりずれてるんじゃないかと︒なんかこう円了の

学博土というと大変だったろうと思うんですけど︑その

のすごい頭のいいえらいお坊さんがおみえになって︑文

演会だったろうと思いますけれど︑受け取り手は東大出

性格の︑説き明かし方︑民衆の啓蒙︑今日でいう文化講

で三口っています．︑

2修身教会運動の概要
高木 次に修身教会運動の教育内容の問︑題を取り⊥げ
たいと田ひいます︑

か︑そういう意味で受け取っていたんじゃないかと思う︒

博士さまのありがたいお話︑しかも近代的なお話という

すね．︑ところがテーマは教育勅語であり︑お化けの話で

その間のずれみたいなものがあるんじゃないかというの

寺の組織を利用して︑聴衆にお説法をしていま

あり︑哲学教育という︑ビっちかというと難しい古同尚な

が︑まず第一印象ですね︒そのずれがずれのままでよかっ

小林

話で︑仏教の話じゃないわけですよね︒それをまさに円
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セントとか書いているわけです︒そういう意味で先程の

ども︒これによると勅語詔書関係がトップで四〇何バー

たのかとい三・のを︑分類されて表が出来ておりますけれ

高木 そこで志した話の内容がどういう活動内容であっ

うとされたようですが︑どれだけ揮毫があったかという

なんです︒その後︑現代生き残っている人から収集しよ

これが円了の修身教会運動に対してわかった範囲の分析

あったということを田中先生は展開しておられるんです︒

とがわかる︒それらの中に東洋大学の出身者がこれだけ

軸として︑哲学館の輪が地方に広く根をおろしていたこ

に視学が同伴して先導案内にあたったL︒そこでは円了を

精神的能心度の論理というものと︑関連があると思います︒

以外には︑内容的なものを確かめることが難しかったよ

たのかどうかという問．題がひとつ残るんじゃないか︒

これは亡くな︹．た田中菊次郎先生・が円了の書いたものを

うな報告をされております︒

自分で再統計されたもので︑﹁︐詔勅修・身関係﹂四一パーセ

ント︑ ．五〇八件︑﹁妖怪迷信一二四パーセント︑八七七

ります︒それは︑女の方ですけれども︑円了の話を聞い

ここでいま申し上げたことで︑問題点が二つあります︒

実際の活動の仕方としては主催者が市︑軍︑教育会︑

て︑布教師さんが来てお説教していると思ったという話

件︑﹁︑哲学宗教関係﹂一五ハ⁝セント︑一〇〇件︑﹁教育

仏教団体︑青年団︑婦人会︑実業クラブ︑農会︑その他

があるんです︒それから第二点はその内容が教育勅語中

第一点は地域への入り方が寺であったということ︒田中

いろいろあがっイ︑いますが︑四か村連合︑五か村連合と

心であって︑広島県君田村というところでの円了の記録

関係﹂八パーセント︑三●二件︑全部で三七〇六件になっ

いう格好で実際に行なわれて︑そして要するに有力者︑

に︑一御詔勅を敷術せるに講演の前後一人の拍手する者な

先生の︑地方で調査した記録の中に︑一つ面白い話があ

村長︑医師︑軍人︑分会長︑青隼団長と︑そういった口巾

く時々念仏の声を聞くのみLと記されていて︑念仏がと

ています︐

民的組合わせLと田中先生は書いていますが︑﹁各郡ごと
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きどき聞こえたヒいろように受け止め方のずれがあった
こと︒これは今の小林先生のお話を裏付けZ︑いるものと
思います︒

円了が本当にわかってもらいたいと思うことは

かと︑そういう気が非常に強いですね︒

飯島

あまりわかってもらえず︑たぶん有名な大先生︑名高い

えらい先生の顔を見てきたぐらいの︑そっちの印象のほ

うが強烈に強いんではないかというね︒ただ迷信退治な

小林 これは︑ぼくも小べ︑︑いときにお袋にお彼岸にな
ると金を持た品・＼れて︑お説教聞きにいかされたんですよ︒

んかの話はわりにわかりよかったんじゃないかヒ思うね︒

しかしやっぱりお化けの話といったら︑まず興

井上

飯島

大衆に迎合するようにやったんじゃないですか︒

その点はうまいね︑話題の取り上げかたが︑

らい．︑

味が先に立つと思うんですよ︒お化け博士といわれるく

小林

家の︷示教が真﹈示系でしたからハ︑最初に理論の話をして︑

あとはいわゆる因縁話をする．．講談ですね︑お化けの話
なんか出てきます︒そのときに︑話の節目節目に必ず︑
ナンマンダブツ︼やるんですよ．．後半になりますと︑浪
弁化桔即なんですまさー．由．柑二話物諺学秋ですね︑印象に残って

ますけどね︒

それについては︑一席︑二席と分けて話をする

というように︑こうしなければならんと円了が書いたも

高木

小林 受け取る側はそういう形でしょうね．︑そうすろ

のが残シ︑﹂れていますね．．それによりますと︑やはりお説

高木 それを彷佛とさせますでしょう．︑

と円了の講話の受け取られ万は︑円了自身の意図とはた

でまとめるとか︑その逆とか︑そういう展開がどうもあ・っ

教と同じに一席では情緒に訴える︑二席ではそれを論理

修身教会なるものを設立し

たようですね︒宮崎の都城で円了の話を聞かれた佐々木

ぶんずれてるなという気がします．ただそれを軸にした︑

せてみると︑円．﹂の意図は︑生前には必ずしも十分に円

正熈さんは︑大変えらい坊さんの話で︑それで大変面白

︑いくような動きも重ね合わ

．J自身の意図のままには受け取られなか一︐たのではない
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い話と難しい話と二つあって︑わかりやすくて今でも印
象に残っていると≡口っています︑

妖怪に関しては︑彼の年譜によると︑明ソ

竺五年に妖

怪の研究を始めたとある︒大学に入って次の年ですね︒

ども︑それは後で三口われるような迷信退治という立思味も

それでなぜ妖怪の研究に着手したのかは出て二ないけれ

ばり手段的かもしれないけれど︑非常に人々の注目を集

あったのか︑あるいは哲学雑誌を見ると第一号ですか︑

小林 それから︑ぼくは円7〜の妖怪研究というのはや︵︑

めたというところがあると思うのです︒新しく妖怪とい

コックリさんの研究が出てくるような︑一種の学問的な

対象にこういうこともなるんじゃないかという︑

うものを見直すという．︑それがむしろアヒールしていっ
たところがないか︑ヒいう気がしますね．︒まあ面白くな

民俗学︑そういうところでやりだしたのか︑ちょっとつ

⁝種の

い原理論よりは︑妖怪巳子のお化けの研究するほうで名が

それは単なる思いつきじゃないと思います︒私

も妖怪を信じることが生きていましたから︒

の経験では終戦直後の調査ではまだ大学を出た人の中に

高木

てますね︒

かめないのですけれども︒一礼年に不思議研究会もつくっ

いや︑お化け博士という評判が立ってからは︑

いっているというか・：⁝．︑

針生

今日は東洋大学の募金に来たんだけど︑お客さんという

︑そのときに︑例えば難しい哲学

か聴衆は妖怪の話をしろということが゜何回もあった︑そ
れではしょうがないと

こにいる全員が募金に応じますというようなことを︑ま

しれませんね︒というのは︑これもぼくの推測なんです

に近いけれども︑その問題はちゃんとやるべきことかも

妖怪論というのも︑実はこの研究会では末着手

くら言葉に使ってしゃべってる記録がありますから︑そ

けビね︑彼はやっぱり今︑針生先生がお︹．しゃったよう

小林

れは確かに世間の人がそ・ついう耳で話を聞いたのかもし

なことを︑仏教思想に即してやっていたんですね︒そう

の話をしたら募金には応じません︑妖怪の話をしたらこ

れない︒
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するとその当時の仏教界の思想状況なり僧侶の生きかた
と︑いわゆる明治時代の妖怪とが結び付いていたんじゃ
ないかと思うんてす︒そ二からどうも説き明かせないか
なと田心っ一てるんですけビ己

一︑土地を購入してます︒哲学館事件が発生して︑その後

哲学堂は哲学館事件と日露戦争戦勝︑大学昇格︑

三六年一〇月には哲学堂を作っています︒
水澤

その三つを記念するものだったと思います︒しかし︑精

神修養をする道場として作っていーということなんです

よね︒少し後年になると思いますけれビ︑社会教育の道

やはりお化けの話や迷信の不合理性を指摘する

話とか︑それから教育勅語や戊申詔書を説明してわから

場︑研修所︑哲学宗の本山であり︑これを道徳山哲学寺

飯島

せるなんてい∴︑ことも︑学校教育の理を求め理に生きる

そういう位置付けですね︒講演内容は﹃奮闘哲

と称するものである︑というようなことを言っています︒

高木

という精神態度ということにやはり根をつなぐことがで
きる事柄だレ一思う︑

学﹄の記載から知ることができますが︑かなり広範です︒

哲学堂と四聖の関係は切り離せないものですが︑四聖と

やっばn・お化けの話などは︑方便としての話だ⁝．

たと言わざるをえないですね︒最終的には護国愛理の愛

してソクラテス︑カント︑釈迦︑孔子の名前が上がって

小林

理のほうに弓っ張ってい二うとふ︑一れたんじゃないかと思

一八年の第一回哲学祭の中に孔子︑釈迦︑ソク

いるのは哲芦子館⁝創設の前ですね︒

高木

これは要するにシンボルとしての意味という言

洋哲学﹄に載っています︒

んでこの四人を選んだかというのは︑かなり詳しく﹃東

ラテス︑カントの四聖を祭ると書いてありますから︒な

水澤

うんですが
高木 修身教会運動では︑本山レ一しての哲学堂の役割
がありますが︒

三浦 先程のーり返しになりますが︑旦ハ体的に言うヒ

修身教会運動の本山としての哲学堂は哲学館事件の発生
の前に︑今の哲学堂の公園のところに大学の予定地とし
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高木 そういラような意味になるわけですね．︑そして︑

飯島 ．近代的理性のシンボルと︒

の問題だとすれば︑これはルソーじゃないけどサ＼・／チマ

つまりフィロソフで︑︑・というのが︑広い音心味でのモラル

は考えていたんじ巧︑ないかという気がするんですけどね︒

す︒そういった意味での︑情念の取り返しというのは彼

西洋古代はソクラテスで︑西洋近代哲学はカント︑支那

ンの問題なんですよね︒モラル・センチズシトなんです

い方をするんですね．．

思想は孔子︑印度哲学でば13釈迦と︑こういう格好であの

ソクラテスだと魂への配慮という言い方で出て

ね︒

小林

四人がシンボル的﹁代表者．﹂という三nい方をし〆︑います︒

だから︑絶対化した四聖じぬ︑ないんてすね︒

ソクラテスがそうだし︑それからカント︑釈迦︑孔子︑

たと思うし︑そういったことで︑西洋哲学は見当がつく

じゃない︒知的だけれども同時に非常に感性的な人だっ

きます︒カントというのは︑人が三面うほど知の人ばかり

非常に直感ということをかなり自分の哲学体系の中で大

んですが︒それから宗教哲学でも︑カントは随分長く論

ただ︑四聖を見ますと︑強烈に感じますのは︑

きな領域で論じた人ばかりなんですよ︐孔．＋はちょっと

じるんですよ︒孔子については︑儒教で非常に感性的な

小林

違うかな︒

知が徳に結びついてる．．

ものを重んじた思想家ではないか︒
飯島

そうですね︑徳ヒいう形で︑感性的なものをす

高木 孔子も直感派でし︑小︒

小林 孟子あたりからすればそλ・だな．︑それから円了

小林

くい上げていこうとする︒そうい一︐た姿勢においては共

の大丹子の卒論といわれる葡子あたoからみると全然違い

ますけビね︒つまりそういった意味での︑感性的なもの

釈迦の場合の宗教性というのは︑単に徳とだけ

通しているような気がするんですけどね．︑

飯島

を高く評価したという意味で︑道徳をたかく評価した人
たちが四聖に選ばれているという印象はひとつあるんで
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言っては済まん部分があるかもしれないね︒徳の裏とい

思い付きといわれ︑事業家といわれ︑いろんなことをい

と︑そのように考えられます︒

ね︒﹁修身教会雑誌﹂から﹁修身﹂への内容の変化を見る

われても︑とにかく大衆との接点を図ったと思うんです

四聖についてはだいたい了解できましたが︑修

メo
う⊥カ・オ

高木
身教会運動では︑円了は︑当時河を逆上り︑馬に乗ると

人間にはこんなエネルギッシ・一な活動は考えられない︒

後ろに何かある実学なんで︑単なる実学じゃないんです

ろうと思う︒ただ︑実学がひと味違っているんですよね︒

円了の学問というのは︑結果的には実学だった

しかもその全部の記録を残し︹︑いる︑克明にどこへ何日

よ︒そこは押さえておかないといけない︒それが東洋大

小林

に行ってだれに会一．たという主なものがわかっている︑︑

学の目玉になるんじゃないかな︒哲学する心を持った実

いうしか交通手段のないところを歩いた︒今では普通の

こういう情況ですが︑こういうことに円了さんが熱情を

学なんです︒そこが違うと思いますね︒だから本当の音心

小林

ね︒

飯島

人格の中核を形成することをもって教育の大義

人格の中核を形成することを考えているわけだ

味でのヒューマニズムだと思います．︑

やした教育活動の根源はを検討しなければならないと

円了の教育の対象が特殊エリートでなく庶民だ

思います︒

飯島

ということに加えて︑都市の生活者だけでなく︑辺敵の
々山浦々の庶民というのがム芯頭にあったとい

として︑それが形成できていれば︑あと具体的な実学は

地の︑ム王国津

う．一とは︑やはり円．Jの教育を考えると七・﹂に老︑える必要．

あると思うんです︒

いくらでも社会で応用できるんだというようなところが

それから円了はいろいろ工夫しながら︑大衆と

なことだと思いますね︑．

高木

の接点というか︑求めるものとの接点を掲げ︑そこでは
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燃

3 教育老円了の人間像
次に︑．井上円了の人間像Lについて︑以前世良

しかし書いたものだけを見ますと︑非常に知的

両極があるように思うんです︒

小林

である︒書き方が︑みごとにまとめてある︒どれでもそ

高木
さんから﹇井上円了は魅力のない人だったんじゃないかL

だから何をもって魅力というか︑魅力という言

葉にこと寄せている中身にもよるんだけれども︑円了に

飯島

じゃないか︒

ている︒彼自身は体質的に非常に知に勝った人だったん

うです︒宗教哲学でもスピノザの思想なんかよくとらえ

ぼくはあれだけ社会活動ができた人ですとね︑

という問題提起がありましたが⁝⁝︒

小林
人間的魅力が全然なかったということじゃない︑むしろ
なかったら援助者は出てこなかったんじゃないかと思う
んですよね︐

んのお話しにありましたように︑非常に鋭く円了の魅力

ているものとか︑あるいは前に調査報告で佐々木正熈さ

そうじめ︑なくて︑その点はもっと開明的で開かれて︑知

されても付いていくというような魅力はなかったと思う︒

者のごと・＼ちょうど教祖的存在に理非を問わず︑すか

は︑法然に対する親鷺のごとく教祖的存在に対する帰依

といいますか︑その辺をシ﹄︑ーアにとらえている人もい

的でりベラルだったんじゃないかと思うのね︒だからこ

高木 それと同時に村ヒ専．精が亡くなられた後に書い

らっしゃるわけですね．一一偉・入なる︷示教・家なりLという表

れがなにかもう一つ情的なものが弱い︑あるいはそっち

の面での魅力を考える人にとっては魅力がないと≡口わせ

現も︑亡くなったときに二人ばかりあるんですね︒そう
いう音心味では︑非堂旧に目んえた人と目化えない人とがあった

る部分かもしれないね︒

確かにその魅力を感じた人というのは︑非常に
理性的な人ですよね︒

高木

ように思います︒つまり知の方で受け取ってしまうとい
う人と︑それからもうひとつは先生のおっしゃる精神的
態度を追及しているというところで受け取った人とこの
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飯島

やろうとすること考えること︑もっと協力しよ

うという形で︒

た︑そして意志の人だったと思うんですね︒そうすると

そういう態度の人は割り切りが早いんじゃないですか︒

人間関係でも割り切りがかなりあったと思う︒

おまえ俺についてこいとか︑命預けうとか︑絶対的にこ

飯島

度自身を決していく︑それに共感しているというか︑知

れやれとか︑こういう関係を持つ人じゃないと思うんだ

その生き方それ自体を是としている︑そして態

識ももちろんそうですけれどね︒そのへんが非常に極端

よね︒だからその部分に魅力を感じないという人も出て

高木

に分かれてきたのが︑死後境野黄洋が﹁過去の人なり﹂

一面においては非常に楽な︑そういった意味で

くる可能性もあると思う︒

小林

と言って︑亡くなった直後の表現とも思えないような表
現がある︒これを教育という問題についていいますと︑

飯島

決して情的な方ではなかったのではないか︒

封建的じゃない︒

は合理的な感じを受けると思うんです︒

種の福祉活動としての新仏教運動︑そこに弟子が育った

小林

吉田久一先生が報告されたときに︑社会運動として︑一

というところに高島米峰とか境野黄洋とかを位置付けら

義理はわりに重んじてるけビね︒尊敬は失わな

だからそういう面がやっぱり誤解も受けただろ

︶ユo

飯島
︑

れた︒社会運動的要素が強いと．﹂ろで円了と合わなかっ
たところともいえる．．そうすると大学というところを介

小林

しσオ

うし︑それから﹁冷たい﹂なんていうような言い方にも

して︑片一方は社会運動的な方向︑片一方はあくまであ
るものを活性化させようとし︑その後やめていくという

なったんじゃないか︒

べったり付いて行きたがっている人にと三・・は
冷たかったろうよ︑きっと︒

飯島

方向へ行くという︑この二つの別れ目が進行していった
んじゃないかと思いますが︐︑

小林 ぼくは︑円了はそういう意味では非常に知に勝っ
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話し方をみても︑外での社会活動の局面で民衆

るような前口上で話をして︑これはどうしてもいま我々

が読んで胸を打つような話とは思えない︒それはやっぱ

小林
にL手に話すんだけれども︑例えばいわゆるお坊さまが︑

り対象を少し考えないといけない︒

ただ世良さんが特に円了が魅力ない人物だった

清沢満之が書いてるもののような思わず切々と入り込む

飯島

んじゃないかと言うときには︑哲学館及び東洋大学に関

ようなところはないんですよ︑はっきり言って︒
飯島 涙を流させるような話︑じゃないものね︒

して後継者を︑円了の初志を断じて私は継いでいくとい

すね︒

うような存在を作り出さなかった︑その関連においてで

小林 それはやはり清沢満之と井上円プJの違いかなと︒

いや︑ つまり話をするときの対象をやっぱり考

ありがたみがない︒

針生

のところに出掛けていって︑向こうから来たんじゃなく

ぱり博士先生が来たから珍しいから行こうなんて人たち

ちが集まるようなところで話をするというよりは︑やっ

した場所というのは︑何というか︑求道心に燃えた人た

資力のない者とか原書が読めないとか哲学やりたいとか

つの目的で集まってくる人を対象にしたわけじゃない︒

学塾から始まったような形でもって︑ほんとに小さい一

志的結合というようなところで︑例えば慶応が小さな蘭

しくある種の宗派仏教の学校を作るとか︑何か一種の同

それは円了の哲学館設立したときの趣意がまき

て︑はるばると遠くから講演する人のほうが歩いていっ

東洋諸学とか︑目的が大変多岐に亙っているということ

針生

て︑そして話をするときの話の仕方というのは︑ときに

は︑その全部に後継者を求めるということがまず無理で

えないといけないと思う︒円了が好んで︑自らの身を託

は思い入れたっぷりな冗談を言わなくちゃいけないだろ

全部には求めるということはありえないとして

あると思います︒

飯島

うし︑このあいだ読んでたのにも﹁どんな顔したやつが
来るのかという格好で来たでしト小う﹂なんて形で笑わせ
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も︑ 一人でも二人でもいないじ ．ないかというのが世良

のがあちこちにできる︒それは個人的な魅力で集まって

てくる︒修身教会を作るヒそれに賛同する︒支部みたい

x

魅わの種類︑感じる仕方に二通りあるんじゃな
︑虫o

だから個人と思想内容というか︑あるいは運動
のやりかたといいますか．．

針生

しカ♪／

＞

飯島

ど魅力がなかったのかもしれない︒

来るのであって︑内容的な魅力というものは継承するほ

さんの下満な．のよ垣︑

針生 それは個人的にはできたと思う．．例えば高島米
峰とか︑ある時期の境野黄洋とか︑それはできたと思う．︑

しかしそれはや一ノばり大きなシステムとなった大学の中

で︑そういう多目的な事業をやっている中で分散してい
ーというか︑つなぎきれ六︑3かったことが出てくるので︑
大学の中ぺ︑かかわった人︑にし一って︑円了は魅力がないヒ

運動の中で継承者がなかったと︑この点も指摘される点

高木 また︑それを逆の面であえて三口うと︑修身教会

に︑本・部と支部の関係を作らない︑みんな独立して相互

われることは︑修身教会の場合に︑北田先生の報告の中

あるいは円了のほうに意図的にあったんじゃないかと思

いま修身教会の話が出たので思い合わせると︑

です．︑先程おっしゃった修身教会運動は︑こっちから出

の連絡役だけを中央でやるという組織意識︑これはやは

飯島

掛けていった旦刈象に吋詰すということですけれど︑辻日の布

り自分が教祖的存在て圧倒的な帰依者とのかかわりとい

いう面はし．︿うがないと思うんですよ︒

教師はそれと同じで︑結構感動丘︑・せπ︑ファンを作ってい

う立思味ではない形の︑非常にデモクラティックというか︑

つまり自分が生まれ育った環境というのが現実

にお寺さんであるとすれば︑本山末寺という一種の上下

針生

非常に知的に割り切ったメンタリティを持っていた︒

くんですね．︑

針生 つま日そのとき︑こういうことが言えませんか︒
円了という個人に魅力があるから︑ある意味で学校．を作

れば当時大変著名な人たちも教えに来るし︑学生も入っ
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大部分は東京帝国大学の教授が来てる︒これはやっぼり

学は植民地じゃないかという⁝三口い方するように︑教師の

になってもそうだけれども︑結局世良さんがよく東洋大

とあちこち講演して歩いて︑話はわりとうまくて説得力

たらしいんですけど︑自分の好きなようにやれと︒それ

絶対言わなかったらしいですね︒内心は継いで欲しかっ

んですね．︑父に是非自分の跡を継いでくれということは

祖父が特に父をかわいがったということもない

ある意味で見れば︑本山未寺みたいな関係で世間は見る︒

はあったみたいですね．．それではっきり言えば京北中学

井上

これはやっぱり切らざるをえないと思いますね︒だから

なんかも祖父に憧れて入った︑宇井伯寿さんもそうだと

関係がある︒学校を作ったときも︑東洋大学という名称

そういう意味での︑他とのかかわりをすると︑自分が一

ある村の村長さんなんかが︑それで子供のときに祖父の

言われてますね︒ですからあちこち歩いて︑田舎なんか

飯島 それは明瞭にあると思う．︑それは国家の独立と

講浦⁝を聞いて非常に感銘を受けたと︒それか・つ親が祖父

種の小ジ・︑な教祖になっては困るというところがあるので

同じで︑人格の独立ということを非常に強調的に言うか

の話⁝に威心銘を受けて︑自分の子供を是非京北とか折暴す館

行っても︑聴衆に小学校の生徒がいたというんですね︑

らね︒そんなにベッタリ人に宍可りすがるなみたいなね︑

に入れたいという人も随分あったという話ですね︒だか

はないでしょうか．．

実可つて＋米よう・とすればぽ突つぱねるところも︶あつたのかも

ても︑まあ若造が行っても︑むこうが話をきいてくれる

ら割に話はうまい︒ですから勝海舟のと・︸うなんか行っ

針生 ある意味で︑後継者ができないと三口われながら︑

というのも︑話がうまかったんじゃないかと思うんです

しれない︒

まがりなりにも百年迎える東洋大学は︑井上円了の意図

それは両極ありましてね︑大変話のヘタな人だっ

ね︒

高木

したところを見事に成功を︑﹂せているといえるかもしれな
いρ．
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ラ話も伝わっているんです．．いま漠然と﹁魅力﹂

こうい・つ際に魅力ン一いう・一一一口葉が

れているというご指摘もありましたけれども︑魅

容が何であ．るか︑

か悪い．のか︑その占⁝から・考え直㌧三︑みると︑影響

うほうがいいか・もしわませ八が︐︑

外から見た人は︑円．ーは∵込講であ仁︐こち歩いて

きご寄付をもら．﹂°い︑犬学を゜経営し︑修身教会を作一ノ．

円了の教育思想と﹁護国愛理﹂

ここまでは︑井ヒ円了の教育につい㎡︑歴史的な

ー

五井上円．﹂の教育理念

高木

．＝︒ー﹂

に重占川をおいて強

事実を中心ヒして︑討議を進めて参りました︒それを踏

まえ一︑源戦﹄別の東陛汗大声子で杜甘に

調山・・れた﹁護国愛理．﹂及びその普及に尺︑力した哲学の二

つについて︑片上円了の教育理念との関係で討論をした
ニリ

ていますから︑金があると思っ︑．デパ／錯︑∴︐ん︹︑Lし．エ∴

いと田心います．︑

一ノノ／．

明世

つ

と・㍉
で

レ︸

︑﹂

・｝一い

ｨ

⁝とを知っ．て

r

．1遁

﹁ーア

・た．︑のひ．．︑

シ

こ︸をなさゾ︑︹・

丁ゴ 一

ねた

まず大きな構成からいって︑︑仏教活論﹄はご存

の考え方を高く評価するド準備として︑まず小乗仏教か

一致するわけです︑教相判釈とい二︐のは︑いわゆる自派

す︼︑仏教でいう教相一判釈の形式とおおまかな二ところで

護法活論が﹁︑活仏教﹂に名前がかわるへ︒その構成を見ま

じのように・序之醐︑．があっグ︑︑一﹁破邪活論ゴ︑﹃顕正活ユ品﹄︑

小林

二つの関連性をうかがいたいと思います一︑

非常に重．要だと︑小林先生はお ︑．しゃいましたが︑この

先程︑﹃仏教活論﹄は哲学館の設立趣旨の基礎にな・．て

に．・︑一．．百円∵も外を歩・いてる・・︑二山︑昌兄ていないものねe

そして︑お余一．ニノ∵︑㎏ては公㍍二私を︑区別したそう

ある

し

公︑正 とし．つ

こか

話
で
は
＼

ー﹁〜
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は世問的には知られてなかったのではな．いでしょ・

面 ねなお
は茸こ．かるそ
質ヒ つほつ
実さ
たどい
だλ．
し
つの

テ

に．

面な性格でもあ．

たお 非細閤
ヒ母 常なの

㌧さ

「

一・

力上乏プJとた
うい
しるお
ｽ書
生高よをれ針かう高年りを針といの言と
活木う得ば生C 面木間し書生いの内わい

の

して自派の哲学︑思想が︐

の仏教哲学︑仏教論︑それを次〃︑に排除じ二︑い三︑︑そ

ら大乗仏教にかけて順番に︑歴史的に成立してきた各派

の体制を護国愛理といス︑三ロ葉で指し示した共同社会の形

思相心ではない．．そこで言口われている国とは︑むLろ現実

指し示さろべき目標でありまして︑現実の体制の擁護の

としての共同社会の形成︑共同社会レ一いう言い方は適当

目標なんで寸ね．一その真の意味の護国愛理．の理念の実現

成︑あるいは個人の形成のためにもってゆくべきいわば

そのものは︑少なくとも円．ーが考えたアカ

本当に説いた優れた論だともっていーのです．
﹃仏教活論．

の教六目﹂τ折﹇芦子館は

二思うんですが︑その序文で一番

デミックな理論の書だ

プてのト已め

やったんじゃないかというのがぽーの推▼測です︒そうい

で±似いと田心い幸くすけれレ〜⊃︑

・＼るというこレ﹂です二誤解

う面で︑その基礎理ひ洲が﹁仏劫⁝活払珊﹄ではないかレ一︑ふ︑﹁

−天切なのは︑ど・つし⁝︑も﹁．︸護国愛︹燈﹂という問題が出︹︑

くちゃならないのは︑円．﹂が哲学館を作二︐た根本のとこ

しあたり田心っているんですけれど．そう解の釈゜できるんじ宕︑

々︐汎心れ上チにど・つし二・︑もいわな

ろは︑やはり今だから言っていい︼思うんですけれビも︑

に歴史的にここに存在している国家なるものが︑彼にとっ

た大︐棄仏教の精神に川便った率院国愛理らしい．︑つまり現実

スティックな護国愛理ではビうもないらしい︒仮が考え

と書いておいたけれど︑いわゆるウルトラ・ナショナリ

護国愛理の三護国﹂も﹁愛理﹂も︑私︑論文の中にちょっ

仏教の精神に生かされた人間あろいは国家あ．るいは共同

る．つまり一護国愛理とい弓ことで＝＝口いたいことは︑大乗

のほうは一護国レニ擁栢になります．︒やはり相即の関係にあ

レ三口ったときは︑護法のほうが愛理と︑緒になり︑愛国

と﹁愛理﹂とが相即の関係にある︒それから﹁護法愛国﹂

護国愛理は︑円了の中では他の言い万をすると︑﹁護国﹂

ないかー二いうニヒです．．

て一番価値のあ．るものではなくて︑仏教の精神に生かさ

体の形成ということにあるのではないか︒そLてそれを

﹁≡限国愛理一のため．の大杉・丁だと思う八です．︑

れた共同体．﹂そ︷護国愛理の国である︐だから護収国愛理は︑
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主張することが円了の啓蒙活動だったと思うし︑そして

うことに結局結び付くのではないかと思います︒

いま最も重要だと言われた﹁護国愛理﹂につい

て︑三浦さんはそこを中間報告という形でまとめられた

高木

が︑円了の哲学館設立の精神ではないかと︑ぼくは思う

んですが︑﹁護法護国﹂あるいは口護法愛国﹂それから﹁護

その啓蒙活動の︑いわば担い手となる人を作っていくの

んですけれども︒そういっ←．に形で二つは結び付くのでは

国愛理﹂︑いくつかの使い方を円了はしていますが︑それ

大事な問題なので︒

に内容の変化がありますか︒言葉の用法としてち．本っと

ないでしょうか︑︑

実は円了の活動全体が︑折㌶．ナ館を超えて︑学校教育を

はみ出し︑そL斤︑全国行脚︑修身教会設立といういわゆ

三浦

時期的な特色はあると思います．≒口葉としては︑

る社会活動・社会教育︑その基本精神もやはり＝︑仏教活

﹁護国愛理﹂が最も多・＼その他に﹁護法愛国﹂﹁愛国護

出は﹃仏教活論序論﹄ですが︑その原型は針生先生が指

論﹄にあるの︹．・はないかと思うのですが︑ぼくはそうい

のものに即L二︑﹁＝ワつなら︑どうも序論﹄が︐番大切で

摘されましたように︑その前の﹁真理金針﹄にあります︒

﹁愛理護国﹂という言葉もありました︒﹁護国愛理﹂の所

はないかという気がします︒実は将来の活動まで暗示す

そ．一では︑﹁護国﹂と﹁愛理﹂という相反する二つが一つ

法﹂がありますが︑私が研究発表後に調べたところでは︑

るような基本−的な能心度が︑﹃序論﹄の−中に全部出ているよ

になるのは仏教の上だけで︑そこにしかないもの︑﹁妙理﹂

うふうに考えています．︑改めてもう一度論文を読み直さ

うな気がします︒そういう意味でなら﹁護国愛理﹂は非

だと書いています︒また︑それはキリスト教の殉教者の

なければならないと思ってますけれども︒・．︑仏教活論﹄そ

常に大切です．二裂返して言えば︑護国愛理ということは︑

精神でもあるという記述もありました︒

﹁護国愛理﹂の内容的変化については︑社会情勢の変

円ゴがその通りに言ったし一いう文献はまだロ兄付けてない

ですが︑よく言われる一．諸学の基礎は哲学にありLとい
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例えぼ︑明治二六隼の﹃教育宗教関係論﹄で︑﹁護国﹂と

化と自分の目的との関係で︑対応関係があると言えます︒

的学者として生きたが︑﹁余はそれよりも二段ドリて土百

こでは︑﹁世間の学者は貴族的﹂といい︑福沢諭吉は平民

姓的学者である﹂という主張がありますから︑大学とい

う限定を離れて︑社会教育に適合させた表現ではないで

﹁愛．理﹂をそれぞれ﹁教育﹂と︑宗教Lに対置させてい
るのです．︑活論では仏教再興一本でしたが︑目的を二つ

うですが︑どうも私が見たところでは︑根は一つなんで

しょうか︒そういう意味での変化といえば変化はあるよ

ては目的の﹁発展﹂であることを

に分けたことに周囲からの批判が出ています︒これに対
して円rは︑自分レ﹁

重点の置きかたが違うんでしょう︒

すけれども︑その時代に応じて表現が違うんですね︒
小林

立場も︑﹃序論﹂一のところでは﹁護国﹂も﹁愛理﹂

明らかにしています︒

また︑大正六年の﹃奮闘哲堂二になってきますと︑﹁護

飯島

も・実は一つなんだけれビも自分は愛理の道をとると言う

国のうちに愛．理が含まれる﹂︑だかろ三護国愛理Lといっ

てももう﹁護国﹂だけで間に合うんだヒい・つようなこと

ユ0

んだけれども︑のちには護国の道をとるに重点が変わる
ーオ

つ・丁
2ノ旨

を言いながら︑そこに付け加えられているのは︑しかし
﹁自分は護国愛理で一貫していることを忘れて欲しくな

明治二二年に移転式の学生の祝辞で︑本館創立

の主旨は﹁愛理護国に外ならずそれ真理を愛するものは

三浦

の﹁護国一というのは︑午戊申・詔書﹂のあとですから︑国

必ず国家を護せざるべからず﹂レニ．愛理Lが先に出︹︑い

い﹂︑というようなこと←ゲ三三．ているんですね︒この場合

利民福の考え方で民衆の幸福というものと国を富ますと

重点の置き方の問題が出ましたが︑円了の﹁護国愛理﹂

る記述もあります．

・つような形で︑修身教会で展開さ71るような論理がここ

は記述上の変化だけではとらえられない．．行動も総て含

いうこと．︑国を官田ますには民衆の幸福が必要なんだとい

に集まってきイ︑いるんじ㏄．ないかと思われるんです︒そ
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シテニチラブ︑二三口っグ︑いる点が大事だろうと思います．︑

理﹂を分けて考え・つれがちです︒しかし︑円rはニニ

うんです．︒とゴ昌いますのは︑二護口国愛理一はコ護国Lと﹁愛

んだ中から析出しないと出てこないものじゃないかと思

じような変化があるのか︑この問題について︑針生先生

変化し∠︑い文・ます︒﹁護国愛理﹂はそのどちらか︑また同

成が天皇制の絶対主義化が進む過程で︑国民が臣民へと

しなければなりませんが︑あの時代には近代国民国家形

ました︒円了の場合は︑教育勅語︑修身との関係も検討

明治二三年の教育勅語以後でも︑純粋にヨーロッ

三一いう本が出〆︑きたときに︑

ので︑民族特有の倫理道徳があるはずだという言い方に

普遍的な原理原則があるという．︑しかしお国振りがある

わってきて︑⇔．口︺本倫理学案

パの倫﹇埋︷子杉三部じプ︑います︑︒それ以後ち↑ヂっ−こ事情が亦久

針生

のご意見を⁝⁝c

．﹂の言葉は実体的な概念ではなくイ︑︑やはり理念のよう

なものでしょう．v先程︑哲学館の教育のところで︑精神

的態度というのがありましたけれビも︑それに該当する
ものですね︒一．つに通ずるものですから．︑それが純正哲

后子なのか︑大棄仏教の精神なのか︑現時点ではそういう

これはあるいは︑表が裏になり︑今度は裏が表

観点か∴．の検討ができていません︒

飯島

いていて︑愛国という語だけがあるのですね︒だから愛

針生 二六年の．﹁日本倫理学案≡ではずっと倫理を説

という形で話をする．︑しかしそのときに︑確かに忠孝ヒ

やるんですね︑思想的な解釈ではなくて︒その後で本稿

必ず最初に教育勅語を掲げて︑教育勅語の字句の解釈を

話が変﹁わってきます︒そのときに時代的形式でしょうか︒

理は出てこない︒国体論︑愛国の精神というところで︑

いうことがあるけれども︑そ二に目本特殊性ということ

になる︑ということム︑できるかもしれないね︒

忠君愛国という形で結局倫理を考えていくから愛国だけ

を三口いながら︑なおかつそこに普遍的な原理を理論的に

探求しようとい・つこヒを円了は考えている︒君主︼いう

が出て︵る．．

高木 これまで︑﹁護国愛．理二の国につい一︑討論してき
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︐言葉は出てくるけれども︑決して天皇という言葉は出て
こないですね．．

そういう音心味で彼は確かに臣民とか日・本の国体とかい

う三口葉を使ってはいるけれども︑しかし国体が︑後で昭

国家の形成がなされねばならぬと︑理想を掲げている︒

つまり︑円了は国体を永遠化して固定化してくるような

ものではないととらえていた︑というふうにさしあたっ

個人と国家がそういう形で一致すると言ってま

て言えます︒

高木

すね︒そうしますと︑﹁護国愛理﹂ということも︑ある固

和になってから強調上︑︑れる形でのことではないと思いま

すね︒ですから今の話からいうと︑制度的には国民統合

そのときに臣民化を図るという意味でも︑国粋

定した観念ではないと考えられますね︒

針生

あるいは臣民化という形で動いている政治的な動きに対
して︑社会は必ずしもそれに同調するものではなかった

つその根底に流れるものは急に明治になって作られたも

していったのが︑倫理学に関して言うと﹃通論﹄とか﹃摘

らかれた思想という形で彼は根拠づけ︑裏付ける形で出

主義者たちが考えていたような音心味でのものではない︒

のとは考えていない︒それについては国体の原型と材質

要﹄なんですね︒そのころから全国の巡講が始まった︒

だろうと思います︒．やはり特殊な日本の道徳や特殊な日

という言い方をしていますね．︒材質というのはよそから

だからなぜ明治二三年以後︑勅語が出た年に全国巡講が

そういう理論﹂・せ裏付けていくのはやはりヨーロッパのひ

入って主こても︑プての都牛度国家にムロわせていくような︑内

始まって︑そして日清戦争前後を踏まえて︑全国を歩く

本の倫理ということを円了は口にするときにも︑なおか

発的な内在する原理がある︑それが原型であると︑そう

と思うんです︒さらに修身教会という形でいくときも︑

のかというその理由づけも︑ばくはそれでできるだろう

国体にも進化がある︑時代によって変化があると言い︑

臣民主義的じゃないし︑タテの関係でもない︑つまり教

いう三口い万をしてきますね．︑しかしそうやって出てきた

そしていずれは理想的な円満なる個人の形成と円満なる

7｛｝

この解釈はほぼ円丁の今まで見落ときれイ︑いた点ではな

会の本山を作らない︑末寺作らないという形のつながり︑

の人類社会とかここに出てーる宇宙主義といノ︐︑

ういう護国だろうと思う︒しかし円了自身が考える︑こ

民主義にも通ずるし︑それから国民主義にも通ずる︑そ

∩・・らかれた合理主義︑理性．主義というも・のは決し︹︑それ

一種の

いかと田心います︒

その通りだと思いますね︑先生のご意見は非常

に対立しないんだということではないだろうか︒矛盾し

小林
に基本的なところががわか一︐・て︑参老．になDました︒そ

ない︑だから自分が言っている二とは正しいという形な

刊ノ

﹁愛理﹂を一体化してヒらえるか︑またはどっちを選ぶ

んだろうと思ノノ．．﹂活論．一の序論の．こころでは﹁護国﹂と

れで統一的に円了のいわゆる活動が把握できるんではな
︶

︸プC てよ三ノ﹁♪ご
〜ー

かというこし二が田取−初に出て・．ごますね︐︒そのときにやはり

高木 円．じか右傾化したために︑政教社を脱退したと

ー× ﹀

言われていますが︑二六年の⁝．日本倫理学案﹄では︑個

国民であること︑日本人であることが．卜地じぶ．ないかと

取る愛理を取る︑という三口い﹄力をLてきます．︑そこ

たんドしゃないか．︑だから円了の場合はなんでもかんでも

で円了としては精．杯普遍主義というものを言いたかっ

理を

ヨ﹇いながらも︑円了はあえZ︑学者としては理を取る︑真

人と国家について二れと逆な見解が出てます︒彼が国家

いでしょうか．︑こ．れは哲学館開設と

・王叢我で出たとい烈ノよりも彼の生き方に合致しなかったと

考えていい

針生先生の普遍的なものとU本的なものの二つ

メン関⁚係し一︑きますね︒

三浦

真理をも

︑一て護国をするとか︑仏教が言∴︑よ∴︐︑に護法護

を探求したレ一いうのは︑また後の哲学館改良の日本主義

それはなぜ言えるかというと︑結局日本全体を考えた

います．．

国という形で紐＝削提に︑体化するんじゃないしこぼくは田心

結局今まで護国愛理とひとつで見ていたけれど

と宇宙主義とい・つレ＝っえかたに通ずるものですね︒

針生

も︑つまり護国というのはその意味で表向き︑例えば臣
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じゃないかと︒ただ現実には超国家主義的国家が実体化

少なくとも当時そういパ．た葺心味での国家を考えていたん

たヒいうのが︑ぼくは重要だなと思いましてね︑円．﹂は

いったお話たったんですね︒仏教学者がそうおっしゃっ

からあるんで︑そういった意味で国分寺もできるし︑と

とおっし廷︑った︒そういう考えは日本には仏教伝来の時

を現実の日本の国家と考﹂二︑いるレ＝一ろは︑血縁共同体

合には家族即国家というぷうに︑家族主義的な国家理解

実の日本国家をどうとらえるかヒいうときに︑円了の場

共同体としてのもので︑これは大事な指摘だと思う︒現

するレ一家族の延長上に考えられた国家は︑要するに血縁

本固有の国家は︑家族の延長ヒに考えられた国家︒そう

という関係があると思う︒その場合に現実の国家は︑日

それでいま⁚仕会とか国︷家という三口葉が出たんで

されつっある歴史の歩みがありますね︑そこで話が非±吊

針生

としての国家を考える︒

その関係ですけれビ︑確かに鎮護国家がそうで

に難しくなってくる︒

飯島

して︑仏法的な国家ヒいう理想だけひとり歩きさせるわ

日本的国家の現実というのがあって︑この国家を抜きに

生がおっしゃった︑日本の国体︑お国振りに特有の特殊

ですが︑現実に足元にある国家というのは︑前に針生先

宙ぺ現された涼木ヒ的な国家が目煙

にあり一︑︑その一分．丁をなすものあれば一という言い方

ばこれを国家という︒今口の吾人は国家を組織せる社会

て一定の±地あり一定の政府あり一定の臣民あるに至れ

団体を結ぶに至ればこれを社会という︒またさらに進み

ら︑﹁各人そのカを合わせその業をわかち﹂社会分業︑﹁一

述べているんです︒まず人間の発生というか自然状能心か

すが︑社会と国家ということを︑極めて簡単にですが︑

けにはいかないヒいう関係があるヒ思う︒そうすると理

で︑現在の社会は国家を組織した社会だと︑そして我々

あるように︑護法愛国の国家も護国愛理の国も︑仏法で

想として目差す﹇日的は︑護国愛理の国家もそ ついう国家

個人としガ︑生きると同時に︑それだけじゃなしに国家の

にレ︑﹂れているとは思うん

であるにしても︑その国家にも当︑ていくのは現実の国家
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針生

ただその場合に︑ヘーゲル的な理念国家が影は

政治ということでね︒

ると．．

一部分としても生曳︑

飯島

ないのかしらね︒イデーを共有する者の国家というね︒

国家的道徳︑個人的道徳ヒいうものを考えると︑個人
的倫理は個人の円満なる完成︑国家の道徳は国家の円満

ただ︑個人的道徳論は﹃忠孝活論﹄の中では︑

すね︒そして個人的道徳を︑自己と家族に分けるんです︒

人倫の種類を分けて︑道徳を個人と国家とに分けるんで

針生

市民社会の︒

一社

なる完成を目標にするんだという言い方です︒国家はこ
の限りで︑ある意味で機関なんです︑そのときに︑
会︑ 一国家レ一並べておいて︑ある箇所ではこれをいわば

一国一社会の政治︑そして国体がここに入ってくるわけ

社会がその中にはないんですね︒国家的というのは直ち

に国内と国外という形で分けていくんです︒だから︑応︑

ですね︒人情・風俗に適応する実際上の道徳を自分はや
りたい︑理論をやるんではなーて︑実際上の道徳を考究

さっきの人倫の形成過程︑孤立した個人が団体をなして

この分類から見ると家族なんですね．︑だからこの家族は︑

するにあるレ三口います．そして︑理論上の原理を規定す

の徳と高等の幸福をもって最ヒの善としLと︑

具体的な家族の場合と同時に︑同︐民族としての社会を

社会︑それから国家とくるけれビも︑そのときの社会は

福ヒか福徳善レ一いう︑フラトンとかソクラテスが言って

含んでいるのか︑そして国家を国内と国外と分けたこと

る．︑まず⌒人生の目的並びに善悪の標準については完全

いたようなことが︑ここに出ているんですね︒そして︑

は︑国際社会まで考えているということがあるんですね︒

一種の至

だいたい人はあらかじめ持っているじゃないかという議

ものを家族というところに包括した︑そ二に特殊な︑円

の展開はちょっと読み取れない︒つまり︑市民社会的な

いわゆるへーゲル的に家族・市民社会・国家という形で
仕ム云と国±叉を概人芯的に区別するときに︑

論を展開していきます︑
飯島 そ二で

近代国家が念頭にあるらしいんだけれども︒

↓o

〔一

rのいわゆる日本的倫理学ヒいうヒきの国家論があると

のある区別のある家族ということではなーて︑仏の前で

という．形での差は出てくる︑︑これは国宕ぷに置三ご換えたと

向ド的という言い方をするときは︑少なくとも仏と衆生

みλな平等みたいな言い万が出てくるでしょ︒今度は︑

飯島 いやへーゲ・・を離れても︑近代の国家概念は︑

きの君主と家長と家族・二いう形で︑分けかたが出て︐

べーゲル的な一．一段階−二いうか⁝⁝力

単に地縁・血縁に縁起づけられた共同体の単なる延長に

そのとヱ・・に社会というL三︑︑には︑そ．の中心になるものが

すれば︑

あろのではなくて︑生産・消費の．ワンサイクルがひとつ

それはある意味で関連するかもしれない︒社会

＼る．

の︷元結性を最小単位ヒし一︑持ちうるものといったような

ないからじゃないんですかね．．

飯島

概念規定もあるでしょう．．国家という形の社会というの

を他の形の社会と区別するのは︑どこをもって区別して

は︑家族よりも社会がより大きな共同体︑これがいわゆ

は中心がなくても成り立つというね︒ヒころが︑円了は

小林 やっばりいまの針生・先生のお話を聞いて︑ぼく

る社会よりももっと大規模になって︑そL一︑大規模にな

いるのかと︑つまり国十があるとかね．．

は社会と国家というのを彼は明確に概念的に区別できな

るにつれて︑その核になる存在も必要にな︹︐．てくるよう

な︑そういうものヒして国家をどうも考えているらしい

かった と ． ．

いや︑できなかったというよりは︑しないとこ

と︒つまり国家は︑社゜会が大規模になったという形で考

針生

ろに︑日本の特殊性を見よう︼したんじゃないかと思い

社会というよりは家族が．︑

えているし一いうことは︑わかるんだけれども︒
針生

家族の延長上だからね︒社会は下位概念で国家

ます︒それは仏と衆宇とい三ノ関係で向上︵修行して悟り
に通ずる︶・向．﹁︵現実世界に﹂応用する︶という＝＝口い方を

飯島

は上位概念︑しかしその上下の関係は大きい小さいとい

するときの︑結局衆生つまり表向きにはみんな平等に︑
みんな仏になるという三﹇い方です．︑右承族と言口っても︑差一
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うぷうに即理解していいのか・︑上位・ド位というとき︑
何を基準にし一︑上下タニ．＝口二︑いるのか︒

私が読んだのでは一顕正活論﹄で︑社会という

社会と国家とのビちらが上位概念か︑という問

んですよね．︑

高木

題に関して︑円rが﹁奮闘哲学﹄の﹁余の社会観﹂で︑

こんな風に述べています︒﹁吾人は国家の一民たると同時

三浦
のは︿王︑伏げと構．成口貝たる個という分け﹂力なんですね◇中間

恵を受けているとして︑国家の恩に対して社会の恩を仏

に社会の一人である﹂と前提した上で︑それぞれより恩

国家の場合は？

に媒介になるものはまだなかった︑あうなんです．︑

飯島

とするレ三口っています．ジてして︑﹁我国は家族制の組織に

教では﹁衆生の恩一レニ＝日い︑それぞれ﹁元﹂とし︑﹁先﹂

目につーものはあエ．﹀りなかったんです．記述が簡単なん

てご社会の為に尽すよりも︐家の為に尽す方に重きを置

国家については︑私が読んだ限りの文献では︑

容を押ぷ．・えるへ・弍丁ものは一体何なのかとい

三浦

です乙その内

く㌧

べ一︑い上ますから︑ ムフ後弍こMに十分な研究管 川科↑ピ検斗酬しもぺ

めて﹁信仰する﹂主体は︑あくまても個人であるとも述

之に反し西洋は個人組織の社会なれば︑了孫の為よ

うことになりま寸ヒ︑必ずしし明確に右謬いてないんです

りも社会公共の為に尽す﹂と三口っています︒﹁安心一を求
︑たように︑社会概念ヒ国

ね︑︑

飯島 小林先生がお㍉｜︑れ︐

家概今心が明確︸1ー∨ッ︐ないんー︑三ないかという・心配があるも

L︹︑︑結論を出すことにし︹︑︑ここでは問題提起にとど

円了の人間教育ー宗教の問題ー

のだから．もし仕会が下位概念で国家が上億概念だとす

2

少し問題が戻るようで恐縮ですが︑先程︑

政教

めたいと思います︑︑

高木

るならば︑その上ーニドを分︑二︑いるラ︶キンプの基準は

何なのかというところが︑大小︑Lドかもうひとつ明確
でない．

小林 ．云は護国の理念の解聞．に非常に重要たと思う

i↓

先生から政゜教社の人々は政治の方向をとったけれども︑

社のナショナリズムと井⊥円了の関係のところで︑小林

はり感情的にあって︑それを理論的に布教しようとする

明治人特有の愛皇室心といいますか︑そういうものがや

うと田心います︒

ときに︑円了の場合は仏教ということが出てくるんだろ

この占⁝は教ム月とい・つ場では︑人間形成の占が教や哲学とい

後の結論は︑向上門というところで考えてくると︑キリ

﹁円了は文化の根まで行った㌦二いう発言がありました︑

う根底の次元・訴で行っていま寸ので︑重要な問題だと思

スト教と一緒でいわゆる君主も人民の区別もなくなると

﹁仏門中心孝払綱一班﹂で︑は仏教の旦取

．﹂で少し取り上げたいの

いうか差別があるのは当然であ．ると考えています︒そこ

方である裏の見方というこヒに立ってくると︑差別門と

これは

います︒この占⁝について再度．．

いうことをいう︒しかし︑向下門という円了特有の言い

とい二・事からですけれビ︑哲

ですが︑針生先生の方から問題を提起していただけませ
んか︒

針生 その﹁文化の根

で差別と言っているのは︑君主と人民の区別とい・つこと

一方︑文化の根という点から推していくと︑どうして

教衣門勅謳四に関蓮︸

の特殊性とか固有性というのは︑日本の神話にのっとっ

もヴてういう素朴な明治人特有の威心情というもの杉二方に

学と白示教とい︑つ一ぎ葦︷て一一一︐．一口われましたが︑

ている議論が先行します︒それが﹇﹇本の国体の特殊性で

据えて見ていかざるをえないところがあるように田心われ

を疏蹟まえているわけですね︒

あると︒特殊な国体︹︑︑あるならば︑特殊なる道徳があっ

ます︒口本の文化の根という言い方をするときには︑もっ

−戸三一口うとき

たはずだと言います．・の煮から︑文化の根というレ＝一

とも根本にはいわくいいがたい大和魂とか⁝種特有の道

して円了が ﹁我が国一種．闇二旬の倫理を作る

ろは二段構えで考えていかなければならないと思います︒

とかいう言い方をしながらする日本理解がまだあります︒

ですから︑それを教理化するときに宗教という言い方が

いわゆる素朴な口本人．．日本人は一種独特の皇室に対
する威⇔悟旧を持つというような＝．百い方か・つ伺えるよ・つに︑
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出てきたり︑儒教の引用文があったりするんじゃないか

が表で向上門がその背後︑裏にあるということからする

ならば︑修身について論−ー︶︑道徳について論寸るときに
は︑

レ一思います．．だから︑文化一の矩︹といージのは︑表の勅証叩に

出てくる表面的な解釈．の下にあるもの︑例えば宗教とい

い方を円了は徹底的にしているんじゃないかと︒

しかし︑倫理に関しては︑徹底的差別というこ

は﹈漣⁚れンこせていノ＼んですね︒

で￡︑︑家族制で親と家長と家に属する人たち︑

差別だと思う︒

それから君と臣という︑絶対的な関係ですよね．．絶対的

飯島

レ

針生

もっはら差別の世界レ﹂いう⁚伏一兀にm限︷疋ー︶払にものの言﹇

う語が出てーるとしても︑その下にもうひとつ︑彼が﹁日
本特右一の大道﹂と・か︑精．神のトから．言うレニ種特有一の元

気︑和魂︑口本魂があるレ三口います．．ここで︑﹁文化の根﹂
に関し一︑者．えておく必融女があるたろうと思います︒

飯島 つまり︑円．ーの日本主義︑これを私は神儒仏習
合して日本特有の大乗仏教といヱ︐・形できたものを︑これ

ビも︑ただヨーロッパの家庭生活と日本．の家庭生活を比

それは絶対的であるかどうかはわからないけれ

たんだけれども．非常に興味があるのは︑修身の場の二

較したときに︑戸長︑家長というものの強い力を中心に

針生

段階というか二重構造というか︑針生先生の御説に共感

集まっグ︑︑一種の求心−刀を発揮寸ろのが・家長であるから︑

を倫理との関係で︑修身に関連して針生先生はおっしゃっ

するところと疑問と二つあるんだけ21ど．︑

これは一種の差別の象徴と言えるとは思います︒ただし

それにっいプ︑はそれほど詳しい説明をするのでな・＼事

向上門がまぷ．・に宗教的世界にかかわる方向︑絶対無差

別につながっていく方向ですね︒それに対して向下門は

実がそうであると︒

ぼく流に言えば︑日本文化の︑日本固有のもの

の中には︑倫理レベルのものとさらにいっそうその根に

飯島

倫理の場所になってくると思うの︒これは差別の世界．︑

修身というこヒに関してはまったく倫理のレベルだけで
問題にしていzノて︑つまり倫理が表で宗教が裏︑向下門
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その奥に向上門の根っ子がある︑絶対的無差別の．．そし

わけ︒つまり向下門が臼取゜初の根一︐．子だとすると︑さらに

宗教的なものという．構造で一応考えようかと思 ．ている

話をする．︑そうすると最初から倫理や宗教の起源という︑

選択するというような︑ごく素朴な︑自然なところから

心を持っている︑通常自由な意思によって善なる行為を

れども何か前提されていて︑そし︹︑曰く﹁．性は善なり．﹂

一信仰心とか仏性という三口い方以一別に素朴な形ではあるけ

まの針生先．生のお話を聞いていると︑日本の大和．魂︑大

と︒

てこれは仏法の川一界．に涌︸ずる領域だと田せつ．︑ところがい

和心というのは倫理の出所のエー−トスを宗教とは全く無

ものを三口うものだか・．nノ︑倫理的に︑迫ろうレ一すれば︑いわ

つまり︑倫理のところで次元を明白に区切って

出てくるような︑そう．いうとこ・つで和魂の正体を円了が

くいいがたき自然の心みたいなことをいうけれども︑こ

飯島

なにかレ三マえているよう．に聞こえてくるー︑それは果たし

れがしかし円了の思想全体

関係に︑あ．るいは宗教のさらに奥に・二いう言い方さえも

てそうだろうか︑二れは仏法に通ずるものとして円了に

というのはまさにそれなんじゃないかと︒

からすると︑大乗仏教の仏性

受け止められているんじれ︑ないか︒︑

ちょっとそこはぼくもつかみきれないけれど︑

先程の︷．．仏門忠孝論Lというところでは︑例えば忠孝と

針生

てきませんけれども︑倫理ということを考えるときに︑

いう．︶とは仏教にもあるんではなくてですね︑仏教にご

針生 それは︑いわゆる仏性論−二いう形での言葉・は出

例えば倫理は理論面︑実践面という両．面から考えていく

ジてあるんだという︒そういう言い方できたときに︑二迫衝心

の根源は宗教心にまて行くように考えているのか︑そこ

こともあ．る．︑いわゆる倫理学は理論面．の追及があります．．︑

例えば良心の起源論︑意思の自・由論とかいラことがあ．る

宗教と和魂というのは︑確かに和︐魂は論理化以

のとこがちょっとつかめ．ません︒

小林

んだけれども︑円一．﹂はそういう二とをあまり考えなくて
いいということをはっきり三三﹁〜八ですね︒涌三吊我々ほ良
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ろに︑理論的にそれだけじゃ済まない面もあるんじゃな

の精神だけ75︑とらえきれうものなのかどうかというとこ

化なるものあるいは文化の根みたいなものが︑大乗仏教

と相即して−．二つえている︑それだけではたして庶民の文

者．えでは︑円了は民衆の心というのを︑大乗仏教の精神

前だけども︑底の論理でつながるでしょう．．ただぼくの

もいう﹂という説明をしています︒このような⁝観占⁝と︑

にて真如と名づけ︑其精神の人にあるを仏心とも仏性と

り刺戟して︑勇往適進せしむるに至る﹂﹁比大精神を仏教

大精神が余の心中に胚胎し︑其先天の命令が吾人を内よ

は人生を向上する学﹂とし︑その﹁動機は宇宙の大勢力︑

余は之を世界の大化と名づけた﹂と言っています︒﹁哲学

是れ宇宙の進化であるL﹁世界は星雲に起りて星雲に帰る︑

⁚前節で計云珊した占⁝を加⁝えると︑ 円フ﹂は一；里構吐已のように

いかという問題があるヒ思うんです︑

そう︑理論的にば﹁即一で納めちゃうからね︒

見えて︑実はそうではないように思うのですが︑この点

飯島

小林 だから円一︑ーの老・えだと︑民衆の心は大乗仏教と

ますジ

井上円了は哲学館を開設して︑哲学を社会に普

及させようとしたのですが︑円了の教育を語るとき︑哲

高木

円了の哲学と教育思想

もムフ回は︑今後の研究課．題として残しておきたいと思い

ー

針主先生のおっしゃる二重構造は確かにあると

3

相郎で考えられうと︑大乗仏教の精神で全部教育できる

これは構造上の問題だ二思うのね︒だから理念

ことになっちゃうわけですよ︒

飯島

でぼくが内部構⁝造レ三﹇ったヒき︑そのことが気になって
・辛

︑ ．﹂つふノG
←﹁

小林

の﹁愛理﹂は真理に至る純正哲学であるという主張もあ

学を抜ン弍︑にして語ることはできません．︒また﹁︑㎝護国愛理﹂

高木 円了は︑進化論の立場から︑．世界の太初は星雲

ります︒そこで︑哲学館開設の頃までの日本社会におけ

思う︑．

より起り︑次第に分化︑して万物現象を開現するに至る︑
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る哲学の認識︑それから円了の哲学の特徴などについて︑
うかがいたいのですが⁝⁝﹁︑

針生 折三デヒいう一ゴ葉は幕末に西周が．希哲学﹂とい

口講主我録．﹇や﹂︑純正折罵子講主我﹄で㏄迩べています∵︒円了と

このようなこレ一は明己旧二∩︶年代までは椀くんではな

しては﹁理学﹂﹁智学﹂が︑﹁哲字﹂よりはよしとしてい
ま・す︒

郎が明治の哲学を回顧したし二二ろで害いてるところです

た．︑それはもうち︑小っと前から言うと︑東洋哲芦．丁︑支．那

書きましたが︑後は哲已子のほうを使う人が多くなって≧︑・

いでしょうか︒ぼくは前に⊆．井上円r研究﹄の第一号に

が︑それには論争がありましてね︒どちらの言葉を使う

哲学︑印度哲学という形で︑折三子のほうが使い易かった

う︐三口葉を使っグ︑います．．理学︼哲学の関係は︑井上哲次

かは︑多．分に好苦︑・好きがあったように思いますね︒最初

針生

哲学館設立のときに︑哲学という三口葉は当時の

もう通じています︒そして新しい印象を与えた

インテリゲンチャに通じる言葉だったんですか．︑

高木

タルに折息子ということになった︒

んじ命︑ないですか．．それで二般的にそうい三︐ふうにトー

一方で自然科︷．＋が理学ヒい・つ言葉で呼ばれ始めた．

はわれわれが考える折品子を理μ子・二呼ぶ風習があるけれど
も︑

東洋大学で論理学を教えた清野勉という人は︑自然科学
というか物理学というか﹃理学大意・という本を書いて
いるんで︑す．自然科学系統の人たちが理学という言葉を

いう言葉を使っているし︑﹁玄学﹂ヒい・つのを使っていた

んじめ︑ないですかね︒前は例えば西村茂樹は﹁﹁聖学﹂と

いう言葉が出﹀︑已︑〜たヒ思うんです．︑そのときにどっちを

人もいるし︑あるいは﹁希折品子一や一希督︹芦子﹂という呼

使い出したので︑それに対︑抗する爵心味でかえって折昌ナと

取るかは好き好きがあったと思うんですね︒例えば三宅

学という≡口葉は︑ちょっと新鮮な感じがあったんじゃな

び方があり︑そして理学が一゜般化し♂︑いる世界の中で哲

フ﹂自身は︑﹁．理学訪方が・歩いと思うが︑それは科学を指

いでしょうか．．東京大芦子文科大学の講座や学科名に哲学

雪嶺とか中江兆民なビは理堂・を好んで使うんですね︒円

す語となってしまったので︑一哲学二という語を用いると
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という三口葉が使われていますから︑新鮮であるというだ

ますとどういうことでしょうか︒

教育の実践の中心で︑彼の哲学というのは︑簡潔に言い

これは前に第一同座談会で言ったと思いますけ

けでなくて︑新しさを定着させていたんじめ︑ないでし︐︿

小林

ど︑やっぱり井上円了の哲学というものは︑まず日本主

うか︒円了は一四年に哲学科に入っていますからね︒だ
からもうすでに世間的にいわゆる訳語として定着してい

義と宇宙主義という哲学館改良のときの位置付けを見て

ら︑メタフィジークだと思うんですね︒形而上学です︒

考えられるんですけど︑もし哲学の言葉を使って言うな

たのが哲学という言葉だと田心います︒

古同木 哲学館が学生の募集をするヒきに︑哲学という
言葉は地方にまで．般化し ︑いたんですか︑

を出しただけじゃなくて︑それを﹁生きる﹂ことが大切

てしまうとそういうことになります︒だから問．題は哲学

そしてその中身は大乗仏教の精神でしょう︒簡単に言っ

葉だとそろそろ若い人たちに戸惑いが出てきていたんじゃ

だと︑そこにいわゆる宗教的なものが出てくるんじゃな

もう一般化していたと思います︒理学という言

ないでしょうか︒本葬三貝うときに︑先程の︑⊂︑理学大音心﹄

針生

のように自然科﹁学を理学だと受け止める人と︑中江兆民

宗ではなくて普遍的な大乗仏教の精神が︑番よく出てい

いかと︒円了がまさに生まれ育った大乗仏教の世界︑真

きに理μ子を使うという︑ちょっと惑いが出てきている︒

るのが︑例えば﹃哲学一夕話﹄できれいにまとめてある

の一⊃．理学鉤三百﹄のように伝統的な哲学を意味していると

そういう惑いに対して哲学というものが新鮮なアピール

彼は宗教についてはセクトから離れた白由開放

図式ではないか︒

小林

それが例えば﹈51北中学の五〇周年記念の﹃学祖

主義が自分の求めているものであると言ってますね︒

高木

というか︑それがあったような気がしますね︒だから︑

﹁哲学館﹂というのは︑その意味では時代にマッチした

教育で考えますと︑円了の社会教育まで含めた

というか︑大変新鮮なアイデアだったと思いますけれビ︒

高木

8i3

説明できるとよく言われますが︑これなどは二つの原則

︵仏法︶と俗諦︵王法︶にわける真俗二諦論というので

の語録が載っているんです︐その中で︑円了は宗教的に

ということになりますね︒

芹上円．﹂先生略伝・語録﹂一でしたか︑その上の欄に円r

は真宗だけれども︑しかし他の人は禅︷示かもしれないし︑

たが︑円了は真俗二諦論は過去において時勢に応じて宗

それについては︑ぼくは論文に書いておきまし

能心ですよね︑言うなれば日本・王蓋汽と宇宙主義の図式でい

義を革新したものと位置付け︑その革新は﹁今日に至り

高木

うなら日本主義に位置付けられた言語・宗教・歴史の世

ては数百年前の旧夢に属一すものとして︑その革新の必

日蓮宗かもしれないと三口っ．ている︒だけどそれは現象形

界で︑歴史的な世界において円プJは真宗の仏徒として生

要゜性を強調しています︒

確かに真俗二諦論できれいに整理できるんです

んです︒だけど彼はそこはやっぱり西洋哲学の精神もちゃ

よ︐そう言口われれば円フJの哲学はまさにそうだと言える

小林

きるだろうヒ︒しかし根本は大乗仏教の精神︑つまり宇
宙主董我とLでの哲工子だと三肖っ○︑いる︒彼の純正哲丹子とい

円アは現実と普遍的なものを︑裏と表や︑向上

うのはそスいう意味じゃないかと思うんてすけれど︒

高木

んと身に付けていろところがあります︒だから真俗二諦

それを整理して終わりというところがないわけですよね．．

と向下という形で三山います︑こういう見方はヨーロッパ

針生 コーロッハの哲学はそうい三︑意味で裏表は出さ

彼にとってはそこのところが大切なんで︑それを生かす

論で現象即本質︑本質即現象ととらえています︒しかし︑

ないですね．︑哲学の中に原則を二つ置い一︑︑そして出会

ということを円了は実際やった人ですからね︒だから高

哲学にありま丁か︒

う人によって使い分けるという二とはないでしょうね︒

木先生がおっしゃったように︑真俗二諦論でひっーくっ

ているだけでは不本意だというのはそこじゃないでしょ

原理を普．遍的に書ハ徹ふ︑﹂せるということでしょう．

三浦 仏教的な見力では︑円．〜の﹁護国愛理﹂を真諦
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♪︑︑

うか︒それで終わっ．ちめ︑う︑た∴︑ぜんぜん彼の中から実
践の問題が出︹︑こないと思う ん ぺ ． ︑ す ・

う言い方をするけれども︑円rは内容を述べるというよ

りも形式的な分類をやるんですね︒これは理論的部門に

あり一というキャッチフレーズがよく使われます︒しか

るけれども︑しかしそれについて本当の意味での哲学は

るとか︑複躰論であるとか︑そういう形式的な分類はや

あたるとか︑実践部門にあたるとか︑これは単躰論であ

し︑そこで一一一一口う ﹁折黒．∫ とはどういうことで︑また円了

とか︑あるいは人間が大事だとか︑社会が大事だとかと

三浦 と二ろで︑円了というヒ︑−．諸学の基礎は哲学に

の哲学の特徴といったものはあるんでししくうか︒

うのです︑つまリョーロッハの学問はそれぞれの場所で

そしてあくまでも自分のやること︑大事だと思っている

分類をやってみせる︒それからそれについて考えてい！＼

いう形で︑自分の進む方向までのことは三口わない︒ただ

原理を探求した︑例えば化学は化学の原理︑︑物理学は物

ことは実践なんだと︑実践的部門という形でつまり倫理

針生 われわれは円r自身の全体を︑円﹁．Jの哲学と言

理学の原理︑生物学は・宅物学の原理というふ・つに︒しか

円了は東洋にも哲学があるけれども︑東洋のは

学のようになっていくわけですね︒

針生

それは倫理学に関して言うと︑道徳と倫理を分

れを取り入れなければならないと言っていますね︒

演繹的であって欠点があり︑西洋のは帰納的である︒．︶

高木

し哲学というのはそれらの﹁原理の原理︸を探求すると
いうことだレ三口っていますね︒そしグ︑︑原理の原理を探
・求することを彼は純正哲学レ三百った︒これは文字通り︑

いまふ・つに考えれば形而上学ということになろ︒しかし
自分は一体何をやっているか︑こういう．︶とが自分の︑

もの︑これはキリスト教もそうだけど︑神様が出てくる︑

けるポイントでもあるわけですね︒従来のヨーロッパの

〆︑いない︒ただヨーロソハにはこういう哲学というもの

そういったとき彼は神を仮想するとか臆断するとか言う

円了の哲学だという形で体系化するということを彼はし

があるとか︑これを・考えれば純正哲学と言うべきだとい
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んです︒原理をとことん追及しないである前提や︑ボス

的に見ていきますね︒

があって宇宙主義の倫理なんですよ︒ところがその宇宙

ですから哲学館の目的の中でね︑大いなる目的

というものがあるんじゃないんですね︒

小林

ると︒それは仏教もしかり︑儒教もしかり︑それ以上突

チュラートのようなものを立てプ︑︑そしてそこから始ま

き珪而めていかなかったじゃないかと．だけど一哲学はそう

理想化された目標なんです︒

として輝いているわけじゃないんですね︑それ自体とし

針生

哲学のところでも三﹇う．だから折口学ヒいうよりも︑ムフふ

て︒具体的に言うと︑今哲学するという話が出ましたけ

じゃな！三シそれを突き詰めていくんだと︑そういうこと

うに言えば︑円了にとっては﹇．．哲学する﹂ということが

れど︑現実なる世界を︑果たしてそれが私にとってどん

だからといって︑今︑真理としての真如が歴々

大事なんで寸ね︒だから倫理なんかについても︑臣民で

な意味があるのか︑果たして人々の願いをすくい上げた

小林

あ．るレ一三︑口われるし一果たしてそうかというところで検討す

ものであ．るかという︑クリティークの立場に立つと︒そ

を彼は言ミ︐・んですね︒これは倫理のところでも言うし︑

る︒また︑もともと孤・口した個人がおり︑それが団結し

円了は思想の押し付けをしない︒万法万理があっ

れをいろんな形でみんなに呼び掛けていーと．．

高木

て 仕ム云になり︑さらに組織化され︹︑国±家になりという形

で議論を展開してい・・ときに︑それは進化だと．．進化と

て︑Z︑こには日的に達する人それぞれのいろんな道があ

るレニ三﹇っていますね︒思想を生きるための︑．道を選ぶた

いう概ム芯をど・つしても・人れておかなくちゃならない︒八プ

作∴ ︑れつつあ．る明治国家も︑固定したと考えたのではだ

めの啓蒙ですね︒

もう少し言うと︑思想まではいかないけれど︑

とにかく﹁︑考えよう﹂ということなんですね︒自分の﹁︐生

針生

めなんで︑．時に・応じ進化するものヒいう形で円了はとら

彼は進化を考えるので︑皇室︑国家も全部相対

えている︑

高木
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﹁ド﹂には向いていなか︹︐たことですハ．明六社のは︑常

に制度改革．あるいは臣民にするにはどうすればいいのか

いうのは︑庁回い位置をい自める一つのテ・ーマだレ一思うんで

いる︑最．後まで軸になっている仏教を通して考えてみて

かなくてはならないのは︑それまでのかれの軸になっ．て
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お説教をし←．已のではなくて︑

ころの教育を必要だとして実行に移そ・つし﹁︺ました

姿勢の人たちが︑横文字が読めて横の思想を縦にし︑し

沢を除いて︑それ以外の人たちはほぼ官に関係のある︑

践家でもあるでし・＼う．．そうしますと︑一般的に円了は

かもそれは低いヒころにするんじゃなくて︑全部法律の

い意味での教育は学校教育だけではなく一︑︑あらゆると

致口芦寒家という形でド分類べ二れ︹︑い士土すが︑田口︹ーの折口已子ヂせ鯉川

書物なり政府の書物なりを読んで日本にそれを制度改革

ヂ︑

明するトでは︑啓⁚蒙といろ実践活動ぱ重要なポイトにな

りならば︑やはり

で啓蒙運動をやっている︒問題はそのような啓蒙は常に

あるいは新しい制度を作るのに役立てるというような形

ぼくの考えではやはり明治思想史の中での広い

りますね︒

小林

︑

枠組みで分類すれば︑円了は啓蒙・王義者だったと思うん

です︒

ｺいう音心味ての道徳つ論であって︑真の☆思味での啓苗家でな
いと田じうんてす○

徳富蘇峰．がそうじゃないか．︐それか∴やはり福沢諭吉も︒

しかしぜんぜん系統は違います・♪︑だけどやりばり啓蒙

これに対し一︑︑円．﹂の啓蒙は特⁝徴があります．逆に啓

すね︒啓蒙と言︹︐たときにすぐに思い浮かぶのが⁝明六社

も︑・ゲ︑れ以前の仏教︑極端に言えぱ円了以前の仏教とは

蒙とい．プ︑しベルで考えてくると︑円了について考えてお

です︒この明︑六社というのはヒUあえず海外に行った人

教学というか学僧という形で︑経典︑教理︑教芦子という

日本の近代化の中で啓蒙主義とか啓蒙運動とか

たちが集まって︑そしてただ機械的に思想を輸入すると

針生

・家だと思いますね︑

・．

とを︑学問的には語る場所ヒいうのは一つもないという

こで述べられている救いと﹁∵ぺ︑ものは一体゜何だとい・つこ

ても︑仏教といで︐ものはビういうものであるかとか︑こ

ことを．生懸命分析したり研・究を深めるということがあっ

自身は︑私のやるのは実．践だと繰り返し強調することか

必ず理論的倫理学︑実践的倫理学と分けるけれども︑彼

た︒このことを彼の倫理学で見ると︑倫理学を分類して

う︒そういうような音心味での実践家であり運動者であっ

方では学者の世界．に関わり︑

一方では大衆の世界に向か

現実があった．︑円了は一方︹︑理論的なことをやるんだけ

円．﹂は仏教の改良とか︑日本人の改良と言いま

ら見ても︑彼の姿勢というのは実践というところにある︒

小林

ヨーロッパの︑例えばフランスあたりのいわゆ

すが︑啓蒙に改良という言葉が通じるもんですか︒

高木

れども︑かれの本領というのはそうじ品︑なくて︑やっぱ
り実践ア醐だと田心います︒ムフまでの仏教のやりかただった

ら︑地獄に行ー・芸・二か極楽に行ーよこいう一種の語りで
仏教徒に対してお説教するのが通常だ二︐たと思うんです︒

語りかけるものであった︒また﹁︑仏教活論二は︑実は新

うなときは︑仏教原理であるとか学問的なものを・大衆に

であフ︵㌔そして＝力で書物にしていく．︑仏教大音ごのよ

従﹈米やっていた人たちの仏教泊肌話に類いするよ︑つな実践

六社的﹂レ三口っていいかと思いますね︒せいぜい言って︑

なくて︑知識人の改良なんです︒針生先生が言った﹁明

す︒つまり︑宗教を切り捨て一︑います︒だから︑大衆じゃ

ろまでは考えた啓蒙主義じゃないですね︒知識の啓蒙で

ンスの啓蒙主義というのはいわゆる倫理教育というとこ

る教養主義︑啓蒙主義︑それからカントなんかでも広い

しい時代に対応ふ．﹀せるという音工味ももちろんあっただろ

政治体制が問題となる︒フランフ︑ならフランスの絶対王

円了はその場ムロニっの手段を取っていたんじれ︑ないか．

︑．いた︑教声子研究というもの

意味の啓蒙主義の最後の世代だと思うんですけビ︑フラ

う︒今まで．世間的に一隠され

政の政治体制に対して新しいでギリスの民主主義という

妖怪学につながっ一ぺいーような世界というのはまさしく

のあ．りかたをさらけ出ふ︑﹁せた仕事じめ︑ないか︒円了は一
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ていかざるを得ないような時代で︑しかも︑農村などの

ように注栢局見捨てられ︹︑いる人たちの中に入っていった︒

決して地方の城下町とか文化の中心であるようなところ

は利用していない︒そうでは．なくて農村に入っているc

だから見捨︹︑られている人ということ・︐伍りも︑臣民化の

形で頭ごしにいろいろやられて︑御上のおっしゃる二と

はごもっともという形で総てを押し付けられている中に

人り込んで︑そして一種の﹁．口日覚めよ﹂ということをやっ

井上円了の教育理念

随．分広範囲に問題が提起されまして︑また多．く

4

ているところに円了の意味をぼーは感ずるんです．．︑

高木

の重要課題が今後の研究に待つ形で残べ・︑れました︒特に

社会経済史的背景や思想史︑宗教史的背景の分析があり︑

討一議を準備していながら︑時間の関係から︑残念ながら

今後機会を得て︑討論報告するという段取りになってし

まいました．．このように極めて心残り．の多い座談会でし
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たが︑最後に︑飯島先生にお願いして︑一教育理念一とし

育の拠点という理解をしてもいいでしょう︒その場合に︑

位置付けられる大学という場所は︑庶民を対象とする教

いう理解をもって取り組まれました．その教育というの

てみますと︑巴．﹂は︑教育の事業を・日分の一生の仕事と

を伺ったものをも含め一︑︑総括的に私なりに取りまとめ

りで︑私のとらえたしのを報告して︑みなさんのご意見

全なことは言えないんですけれど︑いままで見てきた振

育理念を主テーマに掲げて取り組んできた中で︑まだ十

しょうけれビも︑総括ヒいう事ですから︐私が円了の教

題であるところでのそれにふさわしい日本人の形成︑こ

な時期に︑

とか︑あるいは列強に劣らぬ富国強兵が課題であるよう

明治時代︑諸外国の圧力の下で︑日本の民族的な独立性

集約的に表現されるもの︑これを実現する事業が教育と︒

本人の改造﹂とか﹁日本人の改良﹂とか︑という言葉で

＝言にしていうならば︑円了自身の言葉を借りれば﹁日

目して︑教育の事業を一宅の仕事としたかということを

庶民を教育するというのですが︑どのような人間形成を

は︑単に学校教育にヒどまらず︑哲学館を中心ヒする東

れこそがいかなる富国強兵の直接策よりもより根本的な

飯島 か23汗︑申し﹂げていることの繰り返しになるで

洋大μ．†は円rの全教育事業のいわば拠点の役割を持つも

日本の大事なことと円了は考えたと思われます︒

ではなしに︑工日︑ートを含む庶民の全体が教育の対象と

と申しますものは︑日本の国民全体︑特にエリート教育

りますと︑円了にとっ一︑︑ 一生の婁業である教育の理念

あったという理解が︑その背後にあるわけです︒そうな

その中でしばしば特徴的にいわれてくることは︑従来の

諸外国との対比においゴ︑各所で論じてきますけれども︑

わったかと考えますと︑これは日本の特性ということを

の中身は︑どのような口本人像を今心頭に置いて教士閂に携

それでは日本・人の﹁改良﹂とか﹁改造﹂とかいうこと

．見迂遠に見える新しい日本人︑近代化が課

のであって︑家庭教育︑仕会教育︑その他万般の教育で

して考えられていたように思います．中でも東洋大学に

爪
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います︒従っ︹︑︑そういう音心味ですべてにとって小さい

んに当時の啓蒙家としての円了の面日もみてとれると思

までの持ち物以上に日口を広くして達成を望むと︒このへ

それからあらゆるこヒをなすにあたっての手だてを︑今

うど﹁若者よ大志を抱け﹂というふ・つに大きな志を持つ︑

会の中での因習に囚われたものの考え方を脱しない︒ちょ

そしイ︑この小さな島園で︑長年生まれ育っ﹀︑きた小さな社

見も小さい︑志も小・︑︑い︑知識も少．ない︑総てが小さい︑

くこともすべてが小さいと︒体が小さいだけでなノ＼了

日本人が考えろことも︑感じることも︑それから志を抱

ながら︑今は眠り死んでいるもの︑これに命を呼び覚ま

身の内に持っていながら︑日本人が伝統の内に持ってい

貢献するか．．従って︑この﹁活発なもの﹂というのは︑

るものを身につけて︑国際社会にむしろ積極的に寄与︑

て諸外国それぞれのもっているナショナリティに相応す

に体になっていると︒これをいかに活性化することによっ

ら日本固有の文化の伝統︑これが活性を失っている︑死

と︑円了のいわゆる日本主義︑大乗仏教を中心にしなが

す︒﹁活発なもの﹂とは︑あれこれ合わせて考えてみます

それから他方で︑﹁活発なもの﹂ということがいわれま

の二つで集約されるような日本人像というのが︑円了の

日本人をより大きな日本人へと︑標語的にこれを表すな

人間に日本人を改造ないし改良する﹂と．︑その知見にお

教育に課したものであったろうと思います︒﹁遠大にして

と思いますけど︒要するに﹁遠大﹂と﹁活発﹂というこ

いても︑志においても︑実行力においても︒二れは国際

活発なもの﹂を考えるときに︑非常に大事な役割を持っ

す．︑仏教についても︑﹃仏教活論﹄の﹁活﹂もそれだろう

性をもつということにもつながってくる︒それから科学

てくるのが︑基本的なものとして﹁哲学﹂というふうに︑

らば︑前から申しておりま寸ように﹁遠大にして活発な

的な知識と技術を身につけるとかいう諸般のかかわりを

円了によって考えられた︒

だいたい啓蒙家としての円了︑かつ明治の一般的な風

もってくることが︑﹁遠大なもの﹂というところに総て包
括されてくると田心います︒
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出てくると︒

私が井上毅の意見案を材料に使いましたのは︑当時の

潮であったナショナリズムとい・つこの二つの座標から見

るときの円了の教育理念というのは︑いま申しましたよ

明治の学制が整えられていくプロセスで︑政府側の︑体

制側の教育についての考え方がどうであったか︑これに

・つなことで︑簡単にいえば要約できるのではないかと思
︸ま丁︒

さい︑体も小さい︑心も小哉︑C︑才能も小ふ︑﹂い︑慮りも

さはどこに現れたかという︼︑国土も小さい︑家屋も小

急︑浅薄︑薄弱とい ノたよスノなことが︑そしてその小さ

それとも︑それどころではない︑体制の教育ではできな

け落ちているものを補うという役割のものであったのか︑

う形で作ったということは︑体制側の教育に対して︑欠

議論になりましたけれども︑円了があえて私学をこうい

対して円了の教育についての考えを対比的に考えようと

小さい︑度量も小・さい︑志望も小さいと︑あらゆること

い別の教育理念と教育への期待があって︑それを我こそ

少し旦ハ体的に言いますと︑．日本の特性を論ずL二円了

し

をい﹁．てくるわけですね︒そしてまた逆に小成に甘んじ

がやるんだという積極性とどちらであったろうかという

いうところがあったわけです︒これは前に我々の問でも

たり︑同時に拘泥したり︑遠大の思想︑目的︑方法とい

ことが話題になったことがありましたけれど︑段々私の

講話集﹄︶という論文︑ここで日本人の短所が︑狭小︑短

︒それからもうハ．ンとつ︑やはり一︒円

う言い方をしますね

考えでは︑後者の方が円了の志というふろに考えていい

つまり円．Jの教育対象が庶民︑私の言葉でいう﹁民﹂

．〜講話集巴に出てくる青年教育の方針という︑変則中学

有為な人間を養成するとい﹁．ていますが︑それは精神の

というものが終始念頭にあ三︑︑従ってこれは一方で対

んじゃないかという方向に来つつあります．︑

開拓と人晶の改良が基本を成すということですね︒風俗

象が﹁民﹂であると同時に︑教育の基本を円了が哲学に

の問題を扱った︑あす．﹇らへんで庶民レベルでの着実︑

一国の文明︑吉田強独立はこれに基づいて初めて

の改︷艮︑
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を基本の場所で備えて︑それぞれ身に持つ才能を才能領

る宗教心というもののもつ音心味︑これによって安心立命

の折艮子というときには︑見失われている仏教に象徴され

置くというヒころにもうひとつの現れ方をしている︒そ

学校がゴタゴタし始めげ︑学長就任を頼まれた時に断った

あれは大正七年でしたか︑大学を退隠した円了が︑再度

の幻滅感みたいなものも円了にあったように思われます︒

現しにーいような学校になっていくことに対するある種

学令ができて︑制度が整うにつれて︑円了の私塾性が発

﹁御説一応ごもっともなるが現代政府の教育方針は依然

域で計るい．﹂けでなしに︑人それぞれの安心﹂︐⊥命に立った

く．︑井上毅の案に基づく明治教育体制の進められ方の中

官僚主義にて自分の宿論たる自由開発主義にあいもとる

時の口Lにそれがあります︒学長就任を説ーのに対して

で︑幕未におい︹︑見捨てられげ︑いたものの中で︑漢学は

ゆえ﹂断固拒否すると︑こういう表現にも現れてくる︒

うえで︑才の発現を考えるというところにつながってい

−︑くるわけですね︒ところが廃仏殿釈以

小学校から大学まで官の教育ではついに場を持ちえない

葉でいう円了の私塾の精神という言葉でよばれている︑

というものの持つ大事シ・こ一いうことが︑これが我々の言

いく︒より基本的な人間形成という場所での哲学や宗教

的な無理解と︑実利的な知識のみが官によってなされ一︑

によれば︑哲学というものについての教育の場での基本

の場に持ち込まれなかった︒それは同時に︑円了の理解

来の仏教とい・つものは︑政府の手ではなんとしても教育

わりを持つ︑私塾ならではという精神というのが円了の

分こそそれをやるというふうに考えた︒このこととかか

形成をするという教育の場を︑これは官にはできない自

という根までおりていったところで︑文化を理解し人間

のもとになされた︑根にせまる︑人間形成の哲学や宗教

ち穂拾いではな︵て︑より積極的な意味を持つ教育理念

了の教育事業というのが︑決して官でなされる教育の落

んです．︑前のこととも関連性があるんですけれども︑円

もう一つ補足します︒それは私塾の精神という問題な

いち早ー復興し

ものを︑私塾においてこそ実現する︒のちにだんだん大
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教育理念と教育事業を考える時に非常に大事なポイント
の一つではないかと思うんです︑
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