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Abstract： 
The Philosopher and enlightenment thinker INOUE Enryō 井上円了 has made great 

contributions to Japanese society since the twenties of the Meiji period until the middle 
of the Taishō period. He has also had an important influence on Chinese modernity 
through the politician and educator, CÀI Yuánpéi 蔡元培, at the end of the Qing dynasty 

and the beginning of the republican era. 
Drawing on works by INOUE Enryō such as the Prolegomena to a Living Discourse on 
Buddhism 『仏教哲学序論』, CÀI Yuánpéi published a Treatise on Buddhism Protecting 
the Country 『仏教護国論』in March 1900. INOUE Enryō belonged to the vanguard of the 

Buddhist reform movement and proclaimed the principle of "Protection of Country and 
Love of Truth"「護国愛理」. Enryō believed that Buddhism was a religion based on 

science and philosophy and, therefore, is the most adequate religion for the developed 
modern world. For the same reason, it also seemed possible to bring Japanese 
Buddhism to the West. 
In China, which was threatened with being divided up by the Great Powers, CÀI 
Yuánpéi was inspired by INOUE Enryō's work to write his Treatise on Buddhism 
Protecting the Country. Coming from a traditional perspective on Chinese history and 
culture, CÀI Yuánpéi considered it to be an urgent task to revive Chinese Buddhism as a 
religion that could save China from its national existential crises. 
Further, there exist at least four different Chinese translations of INOUE Enryō's 



 

王  IIR 1 (2013)  │  119 
 

Lectures on Mystery Studies 『妖怪学講義』. The most prominent is probably CÀI 
Yuánpéi's Lecture Records about Mystery Studies 『妖怪学講義録』(1906). It was INOUE 

Enryo's intention to thoroughly expose the origin of mysteries, ghosts, and all sorts of 
"strange, abnormal or wondrous phenomena" as an "aberration" and to purge the human 
mind from these delusions. For CÀI Yuánpéi, who proposed new ideas on science and 
on the people's sovereignty, the translation of INOUE Enryō's lectures was probably a 
great guide for his efforts. 
 

明治期の啓蒙思想家、哲学者である井上円了は明治二十年代から大正中期に
かけて、日本社会に大きな足跡を残したほかに、清末民初の政治家、教育家で
ある蔡元培を通して中国の近代にも重要な影響を与えたのである。 

1900 年 3 月、蔡元培は井上円了の『仏教活論序論』などを手がかりに、『仏教
護国論』を発表した。「護国愛理」を唱えて仏教革新運動の先頭に立った井上に
よれば、仏教は理(自然科学)と哲学とにより成立する宗教であり、現代の進化し
た世界に最も適合した宗教であるので、日本仏教は将来「西洋に超駕せしむる」
可能性もあろう。 

井上の著書を読んだことは、列強による分割の運命に脅やかされている中国
の知識人蔡元培が『仏教護国論』執筆の決定的契機になった。蔡元培は中国の
歴史と文化の伝統の上に立ち、中国を亡国の危機から護ることのできる宗教と
して、中国仏教の復興を緊急の課題としたのであった。 

また、井上円了の『妖怪学講義』(1886 年)の中国語訳は少なくとも 4 種以上
あるが、其の中で一番有名なのは蔡元培が翻訳した『妖怪学講義録総論』(1906
年)であろう。井上の趣旨は、妖怪、幽霊など「異常変態不思議なるもの」が「迷
誤」に起因することを徹底的に暴露し、人心の迷妄の一掃にあるとしたら、科
学と民主の新思想の確立を提唱した蔡元培がこれを中国語訳にしたのも、ある
種の必然の導きと言えるかもしれない。 

 

 

はじめに 

 

明治中期から活躍した哲学者である井上円了（号は甫水、1858 年–1919 年）は、
仏教革新家や啓蒙思想家などとして多方面にわたって活動し、その生涯の著書は百
余冊、雑誌論文は百六十余種とも言われるほど、日本社会に大きな足跡を残しただ
けではなく、中国近代哲学者の蔡元培を通じて中国にも大きな影響を与えたのであ
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る。 

 

 

仏教哲学者としての井上円了 

 

井上円了はキリスト教や欧化の風潮と仏教の衰退などに対して、『真理金針』(1886

年)、『仏教活論（序論）』(1887 年)、『仏教活論本論（第二編 顕正活論）』（1890 年）、
『宗教新論』(1898 年)など一連の著作を出版して、仏教の哲学化に努めていた。円
了は仏教が「護国」と「愛理」の統一した宗教であり、西洋哲学における真理が仏
教においては真如という形で存在するので、仏教は近代世界に最も適合した普遍的
宗教であると主張していた。 

円了は仏教の隆替と国家の盛衰と深く関わり、体験と直観に重んじる東洋伝統的
仏教は西洋近代の論理的枠組みで再解釈することでキリスト教に抵抗して、日本を
衰退から救うのだと認識していた。1887 年に円了は「諸学の基礎は哲学にあり」と
いう理念をもって、仏教の教育者を育成することを宗旨に、後に東洋大学となる「哲
学館」を創立した。彼は西洋から伝わった「哲学」という学問をもって、明治初期
に退勢になっている仏教を解釈し再構築しようとした。 

哲学による文明開化を志向していた円了は、日本各地で大衆を対象に講演会を行
ったりして、啓蒙活動を努めていた。更に「哲学館」において様々な原因による通
学困難者などに対する通信教育の方法も考えられていた。こうした哲学の普及や大
衆化を積極的に推進する背景には、彼独自の哲学観があった。彼は「哲学館開設旨
趣」において、哲学を「学問世界ノ中央政府」として、「万学ヲ統轄スルノ学」と規
定していた。円了にとって、文明開化の決定的要因は、「智力ノ発達」にある。そし
て「諸種ノ学問中最モ其高等ニ位スルモノハ乃チ是レ哲学」である以上、哲学の学
習こそが、「高等ノ智力ヲ発達シ高等ノ開明ニ進向スル」ための必須不可欠の条件で
あった。そして諸学を総合し統括する哲学の性格からしても、哲学を学ぶことが日
本の近代化にとって重要であると説いた。しかし注意しなければならないのが円了
は「哲学」をすることが欧化主義の立場からではなくて、あくまでも仏教を論理化
して再興することを最終的目標としていたことである。 

円了は無限絶対なる実在を認め、彼が創立した「有限より無限に論及する」独自
の哲学システムを「純正哲学」あるいは「総合哲学」と称した。また仏教は哲学の

http://spysee.jp/%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E5%A4%A7/2026778/
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原理に基づいて論理の規則に従って立てるものにして、「いわゆる知りてのち信ずる
ものなり」１と主張していた。つまり仏教を単なる信仰問題とするのではなく、論理
的立場から解釈しようとすることが井上氏の宗教哲学の特質だと言えよう。 

 

 

井上円了の妖怪学研究 

 

井上円了は日本の民間に古くから伝わってきたお化けや幽霊、狐懇きや占い等々
の超常現象の事例を集めて、日本各地で実態調査を行った上で、古今東西の文献を
博く調べて、その異常現象について科学的解明を施した。その成果は、ついに 1896

年、『妖怪学講義』全八巻の大冊にまとめられて、またこうした研究から、彼は「お
化け博士」、「妖怪博士」などとも呼ばれたのである。 

円了は、当時の科学では解明できない「超理的」つまり「不可思議なるもの」を
「真怪」――真の妖怪としたのに対して、自然現象によって実際に発生する異常現
象を「仮怪」、誤認や恐怖感など偶然的要因によって生じる異常を「誤怪」に、そ
して利欲などのために人為的に引き起こした権謀などを「偽怪」としていた。「仮
怪」にはさらに「物怪」すなわち物理的に各種の異常現象と、「心怪」すなわち幻
覚、妄想や感情的衝動から来る迷妄などの異常な精神感覚に分類した。『妖怪学講
義』は総論、理学、医学、純正哲学、心理学、宗教学、教育学と雑部の八門を設け
て、「真怪」以外の「妖怪」に対しては物理、化学、光学、天文、地質や生物など
の科学知識をもってそれぞれに分析や解釈を施した。 

明治政府は文明開化の近代化政策を推進するため、「国定修身教科書」において、
お化けや幽霊、狐懇きや占い、加持祈祷等を非理性的な「迷信」として、学生に認
識させ、また「迷信」の打破を要請していた。1905 年、円了は「もっと多くの人を
理解させるために、以上の迷信事例をさらに詳しく取り上げたくて」２、「迷信解」
を書いたと述べた。このような妖怪学研究には明治政府の意図が投影されていたと
いえよう。 

では、科学で解明できない「真怪」についてどうだろう。不可知論者としての円
了は「真怪」とは「無限絶対、不可思議なる」ものにして、これはまさに宗教的世
界に属すると主張していた。「そもそも学術は人知を元とし、有限相対の範囲内に存
するものなり、しかして宗教は人知以外にありて、無限絶対の体に基づくものなり」
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３と強調していた。つまり、円了の妖怪学研究の趣旨は、「かくして物心万有のほか
に絶対不可思議の体あることを証明するは、実に予が妖怪学の目的にして、「緒言」
に仮怪を払って真怪を開くとはこれをいうなり」４と言ったように、「仮怪」などを
科学で打破して、「真怪」を人々に開眼させることは、あくまでも「物」、「心」両界
を超越した「絶対無限、不可思議」なる宗教世界の存在を証明するためなのであろ
う。 

「しかして、この吾人が外界に対して有するところの有限性の心象を変じて無限
性を開き、すなわち無限性に同化すること、これ宗教の目的とするところなり。さ
らにこれをいえば、吾人相対性の心をして絶対世界に入らしむるの道を教えるもの、
これを宗教となすなり。仏教に転迷開悟というはすなわちこれにして、迷とは有限
性を示し、悟とは無限性を指すものなり」５という発言には、科学概論とも言われる
ほどの円了の妖怪学研究が、実は科学で証明できない「絶対無限、不可思議」なる
宗教世界、とりわけ「護国愛理」の仏教の存在を認識させるのを宗旨とすることを
反映していると言えよう。 

 

 

蔡元培の『仏教護国論』 
 

中国近代哲学者の蔡元培（1868 年–1940 年）は中華民国初代教育総長を務めたほ
かに、1916 年から 1927 年まで北京大学学長に、また 1928 年から 1940 年までは中
央研究院院長にも就任していた。蔡元培は二度のヨーロッパ留学でルネッサンスの
科学精神とフランス革命の啓蒙思想を体得し、中国で科学主義と公民道徳を内容と
する教育改革を呼びかけた。また蔡元培は新文化運動にも深く関与して、科学と民
主を中味とする新思想の確立を提唱していた。 

1900 年 3 月、蔡元培は『佛教護国論』という文章を発表して、その執筆の契機に
なったのは「日本哲学家井上氏の書を読んで初めて悟った」ことであると本人が明
言した６。彼がどのようなルートで円了の説に触れたのか、また円了の説との出会い
は、彼以後の思想的展開にいかなる性格の影響を与えたのか、以下では後藤延子氏
の考証を参考にしたいと思う。 

「西書が高くて、その要は日本に訳本があるので、東文に通ずれば西書を博覧で
きて、しかも西書が三五年なければ通じないけれども、東文半年を期してできて、

http://www.weblio.jp/content/1868%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
http://www.weblio.jp/content/1916%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/1927%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://www.weblio.jp/content/1928%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/1940%E5%B9%B4
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D%A9%E5%91%BD
http://www.weblio.jp/content/%E6%96%B0%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%8B%E5%8B%95
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なお簡単なり」７という理由で、蔡元培は日本語の独学をはじめたのである。日本語
がかなり上達してきた蔡元培は、1900 年 1 月 3 日の日記に「日本の詩人本田幸之助
君と東本願寺留学生鈴木広間君が来た」と記述している。蔡元培が円了の主張の輪
郭を知り、また何らかの井上の著書や論文を入手したとすれば、この東本願寺留学
生である鈴木なる人物が大きな役割を果した可能性が大きいと言われている。 

因みに 1903 年までの日記から、井上円了に関係した記述を抜き出してみると、ま
ず 1901 年 5 月 28 日、杜亜泉に『妖怪学講義』を代って購入してもらい、同年 11 月
10 日に彼からその翻訳を依頼された。同年 7 月 25 日、史師譚から『哲学一朝話』
を借りた。同年 8 月 29 日、日本に行く友人に、「哲学館通訊教授の法」を調べてく
れるよう頼んでいる。同年 9 月 28 日、『仏教外道哲学』を借りている。同年 12 月
12 日には、羅振玉が『宗教新論』など数冊の本を代わりに購入してくれたという記
事があった。 

その他、円了に関係した文章は二つあった。一つは、1901 年 10 月出版の『学堂
教科論』の中で、諸学の分類について「日本の井上甫水」の説を紹介して参考とし
てあげていた。また 1911 年 10 月と 12 月に刊行された『哲学総論』の文中に円了の
『仏教活論本論第二篇顕正活論』の部分訳であると蔡元培が明言していた。もう一
つ、1900 年 2 月 27 日『剡山二戴両書院学約』の中で、1898 年頃、厳復の翻訳した
『天演論』に接し、始めて「進化の義を知」り、そして最近、これを「日本哲学家
の言」や「時局の糾紛、人情の変動」につき合わせて探究してみたところ、ますま
すそれが正しい道理であることを確信できたと述べていた。ここであげている日本
の哲学者とは、恐らく円了を指しているだろうと思われる８。 

さて井上円了は、哲学的枠組みや概念で日本仏教を「護国愛理」の普遍的宗教に
再編成することで、キリスト教を代表とする西洋文明の日本精神への侵蝕に反抗し
ようとしたが、中国を西洋帝国主義列強による分割という亡国の危機から救う思想
原理の選択肢の一つとして、「学者にして護国に志ある者は、仏教をおいて何に借り
るのか」と呼びかけた蔡元培の思想的出発点が円了と同じように見えるが、しかし
はたしてそうなのであろうか。 

蔡元培は『仏教護国論』において、孔子の『論語』を暴君に抵抗する第一真理と
し、民が貴く君が軽きと説く『孟子』の思想を第二真理とし、『荘子』は寓言の形で
孔子の第一真理を述べるものだと言った。仏教は「昔所謂無君」だから、「不臣于天
子」の自由的思想を主張して、この意味で仏教も孔子も同じく「教を明かす」こと
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を目的としているので、共に第一真理になるだろう。したがって、「吾れまさに日本
に遊び導師を求めてこれに従事せんとす」と願って、日本の仏寺改革の方法を参考
しながら、中国仏教の復興を呼びかけた蔡元培『仏教護国論』の主旨は実は君権を
抑制して、民権を主張する政治的理想を模索しようとしていた。 

 

 

蔡元培訳『妖怪学講義録（総論）』 

 

1899 年から 1911 年までの間、井上円了の十四種の著作が中国語に翻訳された。其
の中に妖怪学に関するものは商務印書館 1902 年に出版した何琪訳『妖怪百談』や文
明書局 1905 年に出版した徐渭臣訳『哲学妖怪百談』と『続哲学妖怪百談』があった。
また中国学者も井上から啓発されて、妖怪学についての啓蒙書、たとえば新中国図
書社 1902 年に屠成立の『尋常小学妖怪学教科書』を出版した。其の中で一番影響が
大きかったのは商務印書館 1906 年に出版した蔡元培訳『妖怪学講義録』（総論部分）
９であり、これは近代中国社会に影響を与えた 100 種の訳書の一つであると言われて
いる。 

蔡元培はこの本を翻訳する目的は円了と同じく「国家のために妖雲妄霧を払拭し、
必ず智徳の二光を開」１０いて、つまり啓蒙教育を通じて社会道徳を推進しようとし
ていた。しかし健全な道徳を構築するためにも健全な知識がなくてはならないので、
まず科学知識を普及することによって「迷信」など「人心の迷妄を祛」き、社会的
風俗習慣を改善して、さらに実業を発展させることを近代化国家建設の急務だとし
ていた。 

しかし、前節にすでに述べたように、円了は妖怪学研究において、「仮怪」などを
科学で打破して、「真怪」を人々に開眼させることは、あくまでも「物」、「心」両界
を超越した「絶対無限、不可思議」なる宗教世界の存在を証明するためなのであろ
う。では井上氏と異なり、仏教を君権を抑制して、民権を主張する政治的理想から
評価する蔡元培は、『妖怪学講義録』翻訳において、宗教と科学との関係についてど
う考えていたのであろうか。 

民主と科学をスローガンにあげる新文化運動を思想的背景として、蔡元培は梁啓
超、陳独秀ら中国近代知識人と同様に、「自由」と「民権」、「共和」の理念に傾倒し
て、宗教を人々の精神的自由を妨害して盲従させる非理性的な「迷信」だと否定的



 

王  IIR 1 (2013)  │  125 
 

に見る傾向が強かった。世界各国の富強が科学の発達と深く関わり、科学は「国家
の頼って生存する要素」であるので、亡国に迫られている中国を救うためには、宗
教より西洋近代科学技術のほうが鍵であり、所謂「科学救国」１１論が主張されてい
た。それもまさに「科学」を信奉する近代文明国家論と啓蒙思想が投影されたもの
であった。 

科学知識の普及に主眼を置いた蔡元培訳『妖怪学講義録』は近代中国において影
響が大きかったのである。翻訳依頼者の杜亚泉は「初印総論序」において、「此の書
煌煌たる巨冊にして、その精思名論、予が感服し崇拝して、名状すべからず」１２と
述べた。中国近代哲学者张东荪は蔡元培訳『妖怪学講義録』が中国が西洋哲学を輸
入した早期の代表作であり、「其の時代の中国人の哲学に対する態度を反映してい
る」１３としていた。研究者江绍原は『中国礼俗迷信』においてこの書の迷信問題に
対する分析をたびたび引用して、日本が資本主義近代化国家を建設した時の「迷信」
打破についての代表作だと評価していた１４。 

 

 

「美育をもって宗教に代える」説 

 
1912 年 9 月に民国政府に公示された新「教育宗旨」は、当時教育総長に就任して

いた蔡元培の意見を取り入れて、「忠君」と「尊孔」の言葉を削除した。二度のヨー
ロッパ留学でルネッサンスの科学精神とフランス革命の啓蒙思想を体得した蔡元培
が「新教育に対する意見」という文章を発表して、「共和国民の健全なる人格を育成
する」立場から軍国民教育、実利主義教育、公民道徳教育、世界観教育と美感教育
という教育理論を提出していた。美育を重視することはまさに蔡元培の教育思想に
おける重要な特質であると言われている。 

1917 年、蔡元培は北京の神州学会で「美育をもって宗教に替える説」をテーマに
講演を行った。蔡元培は、「人の精神作用には、知識、意志、感情の三方面がある。
……原始時代には、宗教はこの三つの作用を兼ね備えていたので、文化において主
導的地位を占めていた。その後、社会の進歩及び科学文化の発達に伴い、知識と意
志の作用は次第に宗教から離れて独立し、専門的学問、即ち科学と道徳となった。
残された感情の作用は、純粋な美育をもって宗教に替えなければならない。なぜな
ら宗教史から見れば、宗教よりの衝突や戦争は、いずれも感情の作用が刺激されて

http://www.weblio.jp/content/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%A8%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9
http://www.weblio.jp/content/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E9%9D%A9%E5%91%BD
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行われたのであるが、純粋な美育の場合、人の感情を陶冶することによって、高尚
純潔な習慣を身につけさせ、人を軽んじ己を重んじる考えや人を害し己を利する考
えを取り除くことができるばかりでなく、感情を刺激して極端に走らせる弊害もな
くなるのである。」１５と述べていた。1921 年、『少年中国』誌上の宗教討論の文脈に
おいて、蔡元培は、「美育をもって宗教に替える」説をさらに、「将来の中国におい
て、将来の人類と同様に、宗教の存在余地がもはやないだろう」１６とまで断言して
いた。 

19 世紀末から 20 世紀初ごろにかけて、ヨーロッパからの伝教師たちはキリスト
教を広めるために中国において文教事業を積極的に推進しようとした。しかし、中
国近代ナショナリズムは、中国が西洋近代帝国主義による軍事的侵略とキリスト教
など文化的侵蝕に反抗した過程に発生したものであった。1922 年から 1927 年まで
に全国の知識界を席巻した非キリスト教運動は科学と民主のスローガンを揚げて、
宗教の人性に対する束縛を激しく批判していた。1922 年 4 月 9 日に北京非宗教大同
盟大会において、蔡元培が「今の宗教は外力をもって個人の精神世界に侵入して、
人権を侵犯したと見てよい」１７とキリスト教を批判した。蔡元培が「兼容並包」、「各々
その是を行ないて、相妨げず」の自由主義と進化論的世界観を認識と行動の原理と
していたため、宗教の人間の自由な精神生活に及ぼす影響力の大きさに警戒して、
「美育を以て宗教に代える」という主張を探し当てたとも見てよいであろう。 

蔡元培は哲学の勉強のために、1907 年から二度ドイツへ留学に行って来た。カン
ト哲学の影響を受けて、世界を物質的現象界と、精神的本体界に分けて、美学こそ
人間を因果律に制約されている相対的現象界から、経験を超越した自由な本体界に
導く架け橋だと主張して１８、美学はこのような普遍的超越的性格を持ち、美学の教
育は人々を現実的利害関係を超える精神世界に導くことを究極の目的とすると蔡元
培は強調していた。 

蔡元培の「美育を以て宗教に代える」説が中国近代美学理論において開拓者とし
て位置づけされているが、当時から宗教界からのみならず、新文化運動に参与した
学者の陳独秀、周作人、周谷城、熊十力、呂澂らからも強く質疑されたことがあっ
た。例えば、新文化運動の発展にともない、陳独秀は理性主義の極端化といった偏
りに気がつき、1920 年、「キリスト教と中国人」という文中において、人類の行為
は知識理性から来るのではなく、美と宗教的情感から来る自然で純粋な衝動である
として、宗教の意義を見直したのである。また文学者の周作人や西洋哲学研究者の
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劉伯明もそれぞれ文学と宗教と、芸術と宗教との関係の角度から蔡元培の説を批判
して、宗教の存在価値を積極的に評価しようとしていた１９。一方、これらの論争は
人々を「美学」や「宗教」の本質について深く考えさせるきっかけになって、それ
自体も大変重要な歴史的意義があると思われる。 

以上述べたように新文化運動時期において、新知識人グループが宗教をめぐる諸
問題に対して活発に議論し論争していて、これは新知識人たちが中国における近代
化過程に参与した場合に経験した精神の緊張でもあったと言えよう。井上円了から
思想的啓発を受けた蔡元培における宗教観はなぜその後円了のそれと異なる特質を
現してきたのか、これを究明することは蔡元培思想の全体的構造に迫り、さらに中
国近代思想史全般を把握しようとする場合に一つの分析視角として有効ではないか
と思われる。 
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