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Abstract: 
INOUE Enryō was one of the first Japanese thinkers to formulate a Buddhist response to 
the European modernity. He placed Buddhism on the landscape of academic categories, 
especially religion and philosophy, critiqued the dichotomies that seemed to be driving 
European and American philosophies, and appropriated if not coined the term 
"Buddhist philosophy" (仏教哲学). He even devoted a book-length monograph to the 

elaboration of this category. In doing so, he prepared the ground for the work of later 
movements within Japanese philosophy that synthesized Buddhist and academic 
philosophy such as the Kyoto school. More importantly, however, he philosophized 
Buddhism and re-envisioned philosophy from a Buddhist perspective. It is this latter 
achievement that highlights Inoue’s significance not only as an important historical 
figure who put thinkers from different traditions into a dialogue with each other but also 
as an individual thinker in his own right.  
The proposed paper will focus on Inoue's concept of "Buddhist philosophy." It will 
examine how this category redefines philosophy and appropriates the ideal of modernity. 
In particular, this presentation will pose following questions: How does Inoue envision 
"Buddhist philosophy"? What is his definition of philosophy? How does Inoue read the 
ideals of modernity into Buddhism? What is his challenge to modernity? The answers 
to these questions will reveal Inoue's ambiguity towards modernity insofar as he uses its 
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ideals and methods in order to challenge it. This ambiguity central to Inoue’s work has 
the unintended effect of liberating philosophy form the Eurocentrism of modernity. It 
may have been Inoue’s intention to reaffirm the Japanese tradition in the face of what 
he perceived to be the hegemony of the Europe. However, his critique of modernity also 
created an opening, a possibility if you will, for an intercultural if not global philosophy. 
I believe herein lies Inoue's significance for scholars outside the fields of Japanese 
Buddhism and philosophy. 
 

井上円了は、ヨーロッパ近代に対する仏教からの回答を提示した最初の日本
の思想家の一人である。彼は仏教を特に宗教と哲学という学術的なカテゴリー
の中に置き、欧米の哲学を動かしているように見えた二元論を批判し、「仏教哲
学」という語を発明したかそうでないとしても自らのものとして利用した。彼
はこのカテゴリー（仏教哲学）を敷衍するために一冊の本に匹敵するモノグラ
フを書き上げすらした。こうすることで彼は、京都学派のような仏教と学術的
な哲学を総合する日本の哲学界の後の活動の地ならしをした。しかしさらに重
要なこととして、彼は仏教を哲学化し、仏教の観点から哲学を再構想した。こ
の後者の業績こそ、さまざまな伝統を持つ思想家を対話へ導いた重要な歴史的
人物としてだけではなく、一人の思想家としての円了の重要性を強調するもの
である。 

この論文は、の「仏教哲学」概念に焦点を当て、このカテゴリーがどのよう
に哲学を再定義し、近代の理念を利用したかを検証する。特にこの発表は以下
の疑問を提示する。すなわち、円了はどのように「仏教哲学」を構想したのか。
彼の哲学の定義とはどのようなものか。円了はどのように近代の理念を仏教の
中に読み込んだのか。彼の近代性に対する異議申し立てとはどのようなものか。
こうした疑問に対する答えは、円了が近代の理念と方法を異議申し立てのため
に用いるがために持つ近代に対する曖昧性を明らかにする。この円了の著作に
中心的である曖昧性は、近代性のヨーロッパ中心主義から哲学を解放するとい
う意図しない効果を持っている。彼には自分がヨーロッパの覇権として理解し
たものを前にして日本の伝統を再確認するという意図があったのかもしれない。
しかし、彼の近代性批判は、世界の、または異文化の哲学の端緒あるいは可能
性を生み出しもしたのだ。私が信じるのは、日本の仏教と日本の哲学の領域外
にいる学者たちにとっての円了の重要性がこの点にあるということである。 
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はじめに 
 

2009 年にリチャード・ペインが、当時彼が企画していた仏教学研究所（バークレ
ー）の機関誌「パシフィック・ワールド」の特別号に、「日本仏教」というカテゴリ
ーについての考察を寄稿するよう私に依頼してきた。ちょうど「日本仏教哲学への
道案内 Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy」にかんする論集を編集し始
めていた時期であり、その際「日本仏教」や「仏教哲学」という概念を明確にして
おく必要もあったため、私は喜んでこの仕事を引き受けた。私たち「日本の仏教」
ないし「日本仏教」の研究者にとってまさに中心的概念であるにもかかわらずあい
まいなこの概念を明確にするよう私に迫ったペインには、本当に感謝している。こ
の仕事が私を、大学院時代にその著作に親しんだ井上円了の思想に立ち戻らせた。
こういうわけで、「仏教哲学」の概念にかんするその著書に私が大いなる啓発を受け
た竹村牧男博士から国際井上円了学会の創立記念大会への参加を打診されたとき、
私は光栄に思うと同時に、円了研究の専門家たちと円了の思想についての私の理解
をたたかわす機会が得られることをうれしく思った。この論文で、私はかつて「世
界平和」誌で発表した円了の「日本仏教」概念の使用にかんする私の考察を紹介し、
円了の「仏教哲学」概念の分析がモダニズムに対する彼の態度と対応をよく理解す
るためにいかに寄与しうるかを明らかにしたい。 

 

 

１．井上円了における「日本仏教」という概念２ 

 

日本の宗教研究の分野において一般的に用いられる「日本仏教」というカテゴリ
ーは、一見したところ当たり障りのないもののように思われるが、しかし実際には
興味深くかつ射程の広い意味を含んでいる。哲学的に言えば、「日本仏教」という言
葉は、「日本仏教」のあらゆる形態が共有しつつ、同時にそれを一方においてはアジ
アの他の地域の様々な仏教の形態から他方においては日本における他の宗教的伝統
から差異化するようなある本質を示している３。明治、大正（1912–1926 年）、そし
て昭和（1926–1988 年）の初期は日本の仏教徒が自らを「日本の仏教徒」とみなし、
また中国や韓国の仏教徒によってそのようにみなされることとなった時期であるが、
この時期においてこの「日本仏教」という表現は単に他の仏教のあり方に対して日
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本の仏教の独自性４を示すために用いられただけではなく、たとえ異なった目的のた
めとはいえ、同時にそれは価値のヒエラルキーを含意するものであった。このよう
な明らかにイデオロギー的な修辞やそれに付随するアイデンティティ政治（identity 

politics）という表層の背後には次のような二つの中心的な問いがある。すなわち、
その二つの問いとは、1）全ての日本の仏教を一つにまとめあげ、かつそれを他の仏
教の形態から区別するような本質といったものが存在するのか、2）真正の仏教とい
ったものが存在するのか、という問いである。ポストモダンの出現以来、これらの
問いに対する答えは明らかに「否」であると仏教学者たちは主張する傾向にある。
そうであるならば、中心的な問いは「日本仏教」という言葉がどのような意味を生
じさせるのかというものになる。本論の目的は、井上円了が「日本仏教」という言
葉をどのように用い、それをどのように理解しようとしたのかを明らかにすること
を焦点としている。 

「日本仏教」という言葉の語源と背景は明治時代にさかのぼる。明治時代は知の
激動期であった。この時代、日本は世界の中で自らのアイデンティティを見出そう
と格闘し、知識人達は世界の歴史の中で日本文化の占める場所を探し求めようと努
力したのである。日本の仏教が「日本仏教」として理解されたのもこの時期のこと
である。日本の思想家がヨーロッパおよびアメリカの哲学と出会った際に、一般的
に言って彼らの応答の仕方は以下の三つのうちのいずれかであった。すなわち、い
わゆる「西洋哲学」は「東洋」のとりわけ「日本」の「思想」よりも優れていると
いうオリエンタリズムに基づく感情を受け入れるか５、あるいは二つの「伝統」の調
停を試みるか―政治的な場面においてこのことは明治期の特質となる「和魂洋才」
というスローガンに至ることになった―、さもなければ外からのあらゆる影響を拒
絶するか、のいずれかであった。井上円了（1858–1919 年）はこうした応答の仕方
の三つ目に属していた。 

円了のような思想家達がとった議論の戦略は二重のものであった。まず、彼らは
日本的であることの本質つまり「日本精神」といったものを明確に認めあるいは単
に暗示し、その上で日本の仏教がこうした日本精神を完全に反映するものであると
いうことを論ずる。第二に、彼らは聖徳太子（574–622 年）６から江戸時代までの日
本の仏教と日本の国家との関わり合いをたどってみせる。明治期の多くの日本の知
識人が日本的なものの独自性を主張するかあるいは少なくとも示唆する一方で７、矢
吹慶輝（1879–1939 年）は 1934 年に書かれた著書『日本精神と日本佛教』の中で明



 

コプフ  IIR 1 (2013)  │  107 
 

確に「日本仏教」を「日本精神」と同じものとみなしている８。日本の仏教には生来
日本精神との親和性が備わっているとするまさにこの発想は問題を含むものである
が、この発想こそ円了の試みの中心をなすものであった。日本における仏教が日本
仏教となるためには仏教を本来日本的なものとする何らかの特殊な特性がなければ
ならない。しかしながら、このような主張は極めて困難なものである。というのも、
仏教は日本の外に起源をもつものであって、歴史的に言えば、日本の文化的・宗教
的風土にとっては二次的なものだからである。 

井上円了は『真理金針』の中でこうした自らの議論を展開している９。円了によれ
ば、キリスト教が日本の国家にとって危険性をもつのに対して、仏教は本来国家主
義的なものである。もちろん、この独特な主張はいささか単純なものであり、また
極めて多くの問題を含んだものである。では、円了はどのようにして我々を驚愕さ
せるようなこうした主張に行き着いたのであろうか。末木文美士に従えば、「円了の
キリスト教批判と仏教の擁護」は二つの柱、すなわち哲学のカテゴリーに関する彼
の理解と、仏教は「仏法の保護と祖国愛」に奉仕するという彼の信念とによって支
えられている１０。円了は宗教と哲学との区別から議論を説き起こしている。すなわ
ち、前者は「情感」を後者は「知力」を動因としていると円了は主張する。近代に
おいては「合理化」された宗教であるとはいえ、キリスト教があくまで宗教として
機能しているのに対し、仏教はある意味においては１１宗教や哲学のいずれをも構成
するものではない。しかも、仏教が「情感と知力とを結合する宗教」１２を構成する
ものである限り、それは別の意味においては１３宗教でありながら同時に哲学でもあ
る。もちろんこの区別は問題をはらむものであるが、円了は実のところ「宗教」と
「哲学」というカテゴリーの意味を綿密に探求することには関心をもってはいない
し、これらのカテゴリーが自国中心主義的なものであり、それゆえにヨーロッパ以
外の伝統には適用できないのではないかということを精査しているわけでもない。
厳密に言えば、『真理金針』における彼の議論は政治的なものである。キリスト教―
彼は実際には「ヤスの宗教」あるいは「ヤス教」と表現するが―は日本にとって脅
威であり、日本の敵と見なさなければならないものであった。これに対して、仏教
は、たとえそれが外国の伝統に由来するものであるとしても、「鎮国護民」１４と言わ
れるように常に日本の国家を支えるものであり続けてきたのであり、本来日本的な
ものなのである。キリスト教とは反対に、仏教は「民利を興し、国益を進め、近く
は一家の安全を保ち、遠くは一国の 富強を助け 」１５るのである。これは円了が「護
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法愛国」ということで意味していたことに他ならない１６。末木文美士はこうした円
了の立場を次のように的確に要約している。「仏教は日本の宗教であるという出張は、
…仏教が国家主義体制に呑み込まれていくイデオロギー的な根拠となるものであ
る。 」１７ 

伝統主義を擁護するために円了が用いた仏教の概念のあり方を最もよく示してい
るのは、戦前の極めて多くの仏教思想家達が共有し、「近代の超克」―これは『近代
の超克論』と称される１８―というスローガンの意味を帯びることとなった反近代主
義的な感情である。仏教家の近代に対する応答の立場は以下の三重の戦略の下に形
づくられたものであった。すなわち、第一に彼らは仏教を理性的な宗教として示し
科学的なパラダイムを超越し包含しようとした。こうした議論は反科学的と見なさ
れたキリスト教に対する仏教の優位性を立証するものと考えられた。同時にこうし
た思想家達が主張したのは、仏教が超理性的でありそれゆえに「西洋」の哲学より
も優れているということであった。すでに示したように、円了が仏教は知性を包含
すると同時に超越すると論じた際に１９、円了はこうした思想の理論的枠組みを与え
ていたのである。第二に、日本仏教は日本文化にとって不可欠な要素であり源泉で
あると解釈されている。そして第三に、こうした思想家達が示しているのは日本仏
教の観念が国家を宗教から分離する様々な概念的欠陥を克服する傾向をあらかじめ
独自の仕方でもつものと解釈されるということである２０ 。円了や鈴木大拙
（1870-1966 年）といった思想家は、仏教の観念がとりわけ近代主義的なレトリック
がもつ二元的な特性を克服するのに適したものであると主張している。円了の場合
においては、それは宗教と哲学のつまり情感と理性的思考との並列である。キリス
ト教が情感的な論理に染まり、それゆえにもっぱら宗教としての資格が与えられる
のみであるのに対して、仏教は情感的な思考と理性的な思考の双方をつまり宗教と
哲学の双方を含み、それゆえに両者の区分を超越すると円了は主張する。彼によれ
ば、このことが可能となったのはまさに大乗仏教の媒介によるものであって、それ
は浄土仏教の「情感的宗教」と彼が「聖道」と名付けるものの合理性とを統合し、
観念論と唯物論、情感と合理性そして宗教と哲学とを等しく含むような体系を形成
するものなのである２１。このようにして、仏教は単に国家と両立可能なものである
だけではなく、同時にキリスト教をも自らの一部として含むことになると円了は考
える２２。しかし円了の議論はこれにとどまるものではない。「善良な仏教徒のあり方」
において、彼は絶対と相対２３、真理と現象２４、「水の全体と一滴」２５、涅槃と輪廻２６、
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そして「平等と差別」２７との「同一」を宣言する。最初の四つの表現が秘密的で形
而上学的な文句のように聞こえるのに対して、最後の表現は―おそらくは大乗仏教
の哲学に則ったものであろうが―倫理的にも政治的にも極めて問題含みのものであ
り、イブが指摘しているように、そうした表現は戦争と差別を正当化するために用
いられてきたのである２８。ここでの問題は、日本仏教の文脈において「差別」とい
う言葉が政治的・社会的差別２９を示すものとして用いられていると同時に「識別」３０

という認識の機能を示すものとしても用いられているということである。円了がこ
のことを根拠づけるための基礎を見出したのが、とりわけ「心経」３１の非二元論で
あり、一般的に言えば、大乗仏教の哲学である。 

しかし、もう一つの読み方も可能である。西田が用いる「即」とは異なり、円了
の「不一不二」３２や「同体不離」３３という表現は全ての大乗仏教の非二元論と同様
に、脱構築的とは言えないまでも破壊的な潜在力を持っていると理解することがで
きる。すでに他の箇所で論じたように３４、西田の「肯定即否定」３５といったような
表現は、二分的な概念構造と二元論的な枠組みを不安定なものとし、一切の差異を
消去してしまうような神秘的な同一を意味するものではないと理解される場合にの
み意味をもつのである。神秘的な同一を否定するという後者の読み方は西田のそし
て円了の著作の大半の部分と調和するものではない。破壊的な契機という側面は円
了の著作においてもっともよく示されていると言えるかもしれないが、こうした読
解は一般的な大乗仏教のレトリックを用いることで可能であるばかりではなく、ま
さにそれと一致するものなのである。実際のところ、大乗仏教の非二元論的な哲学
は、「仏法の擁護と祖国愛」といったような表現のイデオロギー的基礎を提供すると
いう目的にかない、不殺生という第一の教えを擁護しようと誓った仏教徒が軍国主
義と戦争に直面して感じたであろう精神的な葛藤を軽減する一助となったといえる
かもしれない。しかしながら、こうしたレトリックがもつアイロニーは、本質主義
と概念的言語の実体化を防ぐものとして考案されたまさにこのレトリックが、結局
のところ日本仏教や日本精神さらには国家を本質化し実体化する道具となってしま
ったということである。問題の核心はまさにここにある。務台理作（1890-1974 年）
が戦後自らの師の軍国主義的傾向を反省した際に至った結論は、戦前の京都学派の
哲学者の国家主義の本質は―それがはっきりと言明されたものであれ、示唆的なも
のにとどまっていたものであれ―相対的で変化する存在者をつまり日本国家を絶対
化してしまったところにあるというものであった３６。西田の言葉を用いれば、日本
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は全体性の表現ではなく多における一なのである。同様の議論は日本仏教にも適用
されうる。つまり、日本は「法身」の表現ではなく多の一なのである。もし円了の
哲学を非本質主義の哲学として読もうとするならば、その哲学は愛国主義や国家主
義としてよりもむしろ多元主義として現われてくることになるのであって、それは
批判哲学３７、あるいは戦後の田辺が自らの立場を表現したような「絶対批判」３８と
いう働きをもつのである。 

 

 

２．井上円了における「仏教哲学」という概念 
 

井上円了は、ヨーロッパ近代に対する仏教からの回答を提示した最初の日本の思
想家の一人である。彼は仏教を特に宗教と哲学という学術的なカテゴリーの中に置
き、欧米の哲学を動かしているように見えた二元論を批判し、「仏教哲学」という語
を発明したか、そうでないとしても自らのものとして利用した。彼はこのカテゴリ
ー（仏教哲学）を敷衍するために一冊の本に匹敵するモノグラフを書き上げすらし
た。こうすることで彼は、京都学派のような仏教と学術的な哲学を総合する日本の
哲学界の後の活動の地ならしをした。しかしさらに重要なこととして、彼は仏教を
哲学化し、仏教の観点から哲学を再構想した。この後者の業績こそ、さまざまな伝
統を持つ思想家を対話へ導いた重要な歴史的人物としてだけではなく、一人の思想
家としての円了の重要性を強調するものである。 

この部分は、円了の「仏教哲学」概念に焦点を当て、このカテゴリーがどのよう
に哲学を再定義し、近代の理念を利用したかを検証する。特にこの発表は以下の疑
問を提示する。すなわち、円了はどのように「仏教哲学」を構想したのか。彼の哲
学の定義とはどのようなものか。円了はどのように近代の理念を仏教の中に読み込
んだのか。彼の近代性に対する異議申し立てとはどのようなものか。こうした疑問
に対する答えは、円了が近代の理念と方法を異議申し立てのために用いるがために
持つ近代に対する曖昧性を明らかにする。この円了の著作に中心的である曖昧性は、
近代性のヨーロッパ中心主義から哲学を解放するという意図しない効果を持ってい
る。彼には自分がヨーロッパの覇権として理解したものを前にして日本の伝統を再
確認するという意図があったのかもしれない。しかし、彼の近代性批判は、世界の、
または異文化の哲学の端緒あるいは可能性を生み出しもしたのだ。私が信じるのは、
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日本の仏教と日本の哲学の領域外にいる学者たちにとっての円了の重要性がこの点
にあるということである。 

「近代」というのは色々な意味を含意する。「近代哲学」について述べれば、重要
な表れが三つほどあると言えよう。一つは実在性は全く理性的で、理性のある人間
に理解されるという見解。二つめは近代哲学の世界観は基本的に二元論的であると
いう点。そういった意味では、実在としてまったく重なりを持たない部分を持った
絶対的に異なる二つの局面に分けることができると考えられている。例えば、近代
哲学者の原型であるデカルトによると、実在は二つの基本要素、具代的に言えば、
空間的なものとして把握された物質(身体)は、｢広がりのあるもの(レース・エクステ
ンサ)｣と「考えるもの(レース・コーギタンス)」から創造されている。そして、実在、
あるいは、世界に現れる現象の由来についての捜索が近代哲学の第三番の特徴にな
る。よく知られるように、二元論を支持する哲学者は、二つの全く関係のない物質
や場所が、どのようにして互いに影響を与え合い、通信可能であるのかについて説
明する必要があるだろう。 

デカルト自身、物質と精神の関係を考えるにあたって、科学的な方法で明らかに
できない松果体と呼ばれる、身体と心を結びつけるものとされる脳の一部や、ある
いはまた神を仮定した。神学者と何人かの哲学者は、我々が神について話すことが
できることを認めているが、松果体が物質と非物質を結びつけるものだと真剣に考
えようとする人はだれ一人いない。それ故、西田幾多郎によると、デカルトは本当
の二元論者でるというよりは、潜在的一元論者 だと言えるわけで、さらに付け加え
ればスピノザより首尾一貫しない一元者であると言えると思われる。 

さて、井上円了はデカルトに従って実在が物と心から創造されたことを出発点と
するのみならず、デカルトのように、二元論に立って、世界と理解の方法を二つの
別々のカテゴリーに分けているが、デカルトに反して二元論的な陥穽に陥ることが
なかった。なぜなら、井上円了はデカルトのように、物と心が創造者としての神に
よると言わずに、神を物と心を結びつける第三の用語として解釈し、神を共通の場
とし捉えたからである。後に、西田は、この共通の場を「場所」と名付けた。そし
て、「物」は物質、所観、客観、外界を指示し、「心」は、心性、能観、主観、内界
を指し示す。さらに、井上円了は『仏教哲学』のなかで、神の世界と心物の世界を
分けて考えた。前者は不可知的であり、実体、無限、そして絶対として定義された
「神」を含み、実在の平等性を表現すると考えらる。それに対して、後者は可知的
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であり、現象、有限、そして相対とし説明された「心物」を包含し、実在の差別を
表すと言われる。それに加えて、井上円了はその通りの存在論を反映する認識論や
方法論を発展させることになる。特別に、論理を用いて無形的な心性を理想として
調査する哲学と、実験を方法として有形的な物質を感覚を使って検索する理学を認
定する。疑によって推理を使って世界を理解してみる哲学と理学は学問になる。そ
のように定義するならば、学問は宗教と全く異なるものだと井上円了は仮定する。
なぜなら、宗教は疑いより信仰に立って、啓示によって真理を把握できるという、
実在を理解する方法だからである。 

井上円了自身が認めたことではないが、彼のアプローチはある意味で弁証法的で、
表層で心と物は相対立しているが、神によって、止揚されるのである。同じように、
哲学と理学は二つの学問の方法として対立し、深層で、そういった対立を止揚する
宗教は学問と相対して、その新しくさらに深い対立は仏教によって解決されるとい
うのである。詳しく言えば、仏教は宗教と学問としての哲学との関係を説明すれば
いいと井上円了は提案する。彼は次のように表現する。「仏教は哲学なりや宗教なり
やとは今日の一問題なり。世間これを論ずる者はいう、仏教は宗教にして哲学にあ
らずと。あるいはいう仏教は哲学にして宗教にあらずと。しかれどもこれみな一方
に偏する僻見なりといわざるべからず。余はまさにこれに答えていわんとす、仏教
はその一部哲学より成りその一部宗教より成りて、哲学、宗教の相結合せるものな
りと、今この三者の関係を示せば図のごとし」。３９つまり、井上円了によると、仏教
のなかには、宗教と哲学の局面が含まれるのみならず、それに加えて、仏教は「哲
学、宗教の相結合せるもの」になる。ある意味で、そういう発言は、仏教は伝統と
して、儀式のような宗教的な局面と、議論のような哲学的局面を含蓄することを意
味する。だが、そういう発言は常識的なだけで
なく、宗教的な局面も哲学的な局面もあるキリ
スト教、イスラム教、そしてはヒンズー教など
にも適用可能であり、仏教と哲学を止揚するも
のとして仏教を考えようとする円了の目的は分
かりにくいように思える。しかし、井上円了が
発言した言葉はそれより深い意味があると思わ
れる。その深い意味を説明するためには、彼自
身が利用した図式を見れば分かりやすくなるだ
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ろう。『仏教哲学』のなかに載せられた図式は、仏教が「哲学、宗教の相結合せる」
ことを表現するために設計されたようである。だが、円了に利用された図式は「宗
教的な局面と哲学的局面を含蓄すること」よりも、むしろ宗教と哲学の重なりや関
係を表すものであると考えられる。興味深いことに、カスリス・トマスは同じ図式
を使用していた４０。しかし彼は二元論と非二元論の違いを明らかにするためにこの
グラフを使用していた４１。カスリスの図式を見れば、そういった違いが良く理解出
来るだろう。二元論の立場からみれば、宗教と哲学とは全く違うように見えるが、
非二元論の立場から見れば、宗教と哲学は共通の要素を共有する。言い換えれば、
宗教や哲学は密接に連結されている。もし、カスリスの洞察を宗教と哲学の関係に
適用すれば、間違いなく、この両者のそれぞれが存在しないことを言うことができ
る。それだけではなく、円了によれば、宗教と哲学の間にある重要な連結を提供し
ているのは仏教になる。正確に言えば、宗教と哲学の関係を与えるのは仏教哲学、
特に円了が呼ぶ「中宗」の天台宗、華厳宗、そして真言宗の哲学にあるパラダイム
になる。 

 『宇宙観』の中で、円了は次のように、哲学の根本問題を説明する。「古今の宇宙
観には唯物論もあれば唯心論もあり、一元論もあれば、二元論もあり、超理論もあ
れば、虚無論もあり。」彼は次のように続けます。「その諸説を統合総括しきたらば、
初めて宇宙の真相をうかがうことができるであろう」４２。西田幾多郎が『善の研究』
から論じたように４３、円了は哲学の問題として、基礎となる学問的な哲学が立つパ
ラダイムを同定する。つまり、哲学の問題は、すべての学問的な哲学は、二元論的
枠組みを包含するということである。仏教哲学のみが新しいパラダイムに貢献しな
いとも考えられている。世界を説明するときに、哲学者は、通常、観念論と唯物論
との間で選択をする。ただし、各々のアプローチは存在論についての議論に重要な
洞察を提供する。それぞれの意見は、それが立っている立場によって制限されると
言われる。イデオロギーとして、哲学的な確信は真理を表現するのではなく、哲学
者自身の立場を表すことになる。それ故、もっと包括的な新しいパラダイムが必要
であると井上円了は提案する。彼は以下のように言う。「古来の唯物論、唯心論によ
りて明に証明せられている。あるいは唯物論が真理である、あるいは唯心論が真理
であるなどというのはいずれも偏見にして、局外より観察すれば、この二者全く一
物の両端、いったい両面に過ぎぬことが分かる。更にその理を相対絶対の上に当て
はむるに、相対を究むれば絶対となる絶対を究むれば相対となる。よって相対絶対
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も成ることが分かる。余は相容相含説を唱うるに至った。」４４円了が「一体両面」を
表すパラダイムは仏教教典に出てくるものであることはよく知られている。円了に
よると、仏教哲学は哲学に、絶対と相対４５、真理と現象４６、涅槃と輪廻４７、そして
「平等と差別」４８との非二元性という概念を提供する。包括的なパラダイムが必要
なため、円了は言う。「一体両面にして、しかも二者相含せりとたつるものである。
この相含の理によりて、古来の学説の矛盾相反する点も会通することができる」４９と。
なぜならば、「一般の哲学眼より見て矛盾すと思うところが真理の存するところであ
る」からだ５０。二十一年後には、西田は絶対矛盾的自己同一に基づいた哲学を発展
させた。私は、別の場所で説明したように５１、務台理作が西田哲学をもとにヒュー
マニズムとグローバルの哲学の体系を発展させたと考えている。したがって、円了
は近代主義のパラダイムを批判して、グローバル的な哲学を支持できるパラダイム
を提案したとも言えよう。 
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