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欧米諸言語文献に見る井上円了研究

ライナ・シュルツァ
rainer schulzer

はじめに

　本論文は、欧米諸言語で発表された井上円了研究の現状を分野別に明

らかにするものである。ここでの欧米諸言語による井上円了研究とし

て指すものは、ローマ文字が中心であり、ロシア語などラテン文字以

外で書かれたものは除いている。紹介する資料の14人の研究者の中に

は、英語および仏語で論文を執筆した日本人3人も含まれている。選考

基準として、井上円了が研究の中心対象でなくとも、これまでの諸研究

になかった、井上円了についての新しい情報が書いてあるものも取り上

げた。短い参照文、百科事典・人名辞典などの項目および単行本の論評

は、選考の対象に入れないようにした。

　本論文の目的は、次の二点である。（1）日本人の研究者に対して、

欧米諸言語による研究の状況を報告すること。したがって、日本語の研

究を補う事柄、および日本人の研究者と違う見方と評価を持つ論考に

着目した。（2）欧米の研究者に対し、既存の研究の概観を紹介するこ

と。これにより、将来の望ましい研究を明確にする他に、井上円了研究

ヘスムーズに入ることと、的を絞った調査を容易にすることができるよ

うにすること。

　本論文の付録として、取り上げた資料の文献目録を記載した。内容の

概観を得ることができるように、井上円了関係のある章の見出しもそれ

ぞれに記録している。論文の場合は、原則として全部の見出しを記載し

ている。さらに、引用または分析の対象になった井上円了の著作のタイ

欧米諸言語文献に見る井上円了研究　3（232）



トルも挙げている。

1．井上円了研究への入門

　研究への入門として適切である論文が2つある。金森修氏の仏語で

執筆された「Portrait　d’un　Penseur　Bouddhique　a　I’Age　des　Lumiさres　de

Meiji．　Le　Cas　Inoue　Enryo」という1995年の論文は、井上円了の最も

重要な哲学的問題を取り上げ、主に思想者として紹介した論文である

【XII．】（t）。金森氏は、キリスト教、迷信、唯物論という井上円了の3つ

の哲学的大敵を決定し、それぞれに対する井上円了の排斥の道理を解説

する。また、井上円了が論破する学説だけではなく、論文の後半には井

上円了が自ら主張する哲学的論理も明らかにされている。金森氏は論文

で『哲学新案』の独創性を多少批判的に評価したが、同氏がこの井上円

了の晩年の重要な著作を紹介されたことは、欧米の研究者にとって特別

な価値がある。欧米諸言語による研究論文の中で、『哲学新案』に言及

した唯一のものであるからである。井上円了の晩年の哲学を注目した金

森氏の論文は、初期著作のみから井上円了を理解する傾向がある欧米の

研究の中で例外である。

　つぎに、英文の一番優れた井上円了への入門は、Kathleen　Staggs氏

が1983年に発表した「‘Defend　the　Nation　and　Love　the　Truth’．　lnoue

Enryo　and　the　Revival　of　Meiji　Buddhism」という論文であるに相違な

い【XXIL】。同論では始めに、タイトルで英語へ翻訳されている「護国

愛理」という、井上円了が『仏教活論序論』で始めて唱えた一生の標語

を説明している。それから、仏教の宗教者・キリスト教の反対者・愛国

者・教育者としての井上円了の社会的活動を取り上げている。Staggs氏

の情報の豊かな研究には、井上円了の生涯と著作の最も大切なポイント

が挙げられている。

　金森氏が井上円了の哲学的立場を中心としているのに対して、Staggs
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氏は伝記的かつ活動的情報をより多く取り扱っているので、この2人の

研究者の論文が互いに補い合い、欧米の読者には双方を併せて研究への

入門書として勧めることができる。

2．井上円了の初期著作

　先ほど紹介したStaggs氏の論文は、同氏の1979年の博士論文を基に

まとめたものである。この博士論文は、井上円了関係の欧米における研

究の最も早いものの1つであるだけではなく、現在まで一番大切な研究

である間違いない。『ln　Defense　of　Japanese　Buddhism：Essays　from　the

Melji　period　by　Inoue　Enryo　and　Murakami　Sensho』というタイトルを

持ち、600ページ余りにわたり、村上専精と井上円了を日本仏教の近代

化の際立った人物として取り上げた研究である【XXI．】。『仏教活論序

論』における日本仏教の復興のための道理を解説している。その他に、

Staggs氏の論文の付録には、『仏教活論序論』の英文翻訳がある。この

翻訳は初めての、井上円了の著作から欧米諸言語への唯一の完全な翻訳

であった。そのため、それ以降の欧米の各研究者は、Staggs氏の研究を

多く依拠している。Staggs氏の開拓的研究によって、個々の分野や特定

の問題についてさらに研究を進めることができている。

　通仏教の最も代表的な人物とされている村上専精と井上円了を比較する

ことが実りあるだろうというStaggs氏と同じ期待を基に、「Revitalization

versus　Unification：AComparison　of　the　Ideas　of　Inoue　Enry6　and

Murakami　Sensh6」という岡田正彦氏の英文論文が執筆された【XIIL】。

岡田氏は、『仏教活論序論』と『大乗哲学』に日本仏教の価値と意義を

主張する道理を分析し評価する。

　オーストラリアのJudith　Snodgrass氏の研究も、　Staggs氏の翻訳を引

用しながら、主に『仏教活論序論』の分析を出発点とする。2003年の

『Presenting　Japanese　Buddhism　to　the　West：Orientalism，　Occidentaiism，
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and　the　Columbian　Exposition』という著書の中の井上円了について

の1章は、内容的にStaggs氏の研究を上回っていないといえども、

Snodgrass氏の井上円了の解釈にも特徴的な視点がある【XX．】。

　同氏はこの1章を既に1997年に、「The　Deployment　of　Western

Philosophy　in　Meiji　Buddhist　Revival」というタイトルで、同じ文章を

独立した1つの論文として発表している【XIX．】。「配置」という意味を

持っ「deployment」という言葉で、　Snodgrass氏は、井上円了の西洋哲

学の受容の主な動機が真理探究ではないと示唆する。そして同氏は、井

上円了が西洋哲学の権威を援用したのは、主に日本仏教を復活するため

の方策であったと主張する。このようなSnodgrass氏の主張には、井上

円了が自分の論説の妥当性を信じていることが考慮されていないといえ

る。

　井上円了についての欧米諸言語による最初の本格的な研究は、1972

年のRobert　J．　J．　Wargo氏の博士論文の中の井上円了についての1章

であろう【XXIV．］（2）。この博士論文は、2005年に『The　Logic　of

Nothingness：AStudy　of　Nishida　Kitar6』というタイトルで単行本とし

て出版されるようになった【XXVI．】。この研究の中には、井上円了と

井上哲次郎が西田幾多郎の重要な先駆者として扱われている。青年時代

の西田が井上円了の『哲学一夕話』を熱心に読んだ事実があることか

ら、Wargo氏は井上円了の純正哲学の処女作を詳細にまとめている。

　「Buddhism　Meets　Christianity：Inoue　Enry6’s　View　of　Christianity　in

Shinri　Kinshin」という英文論文は、ドイツの研究者Monika　Schrimpf

氏が井上円了の『真理金針』を対象とした研究である【XVIL】（3）。

Schrimpf氏は井上円了の反キリスト教論、所謂破邪論（排耶論）を発表

し、その道理の妥当性を明確に論じている。

　「Tracing　the　Circle　of　Truth：Inoue　Enryo　on　the　History　of　Philosophy

and　Buddhism」とのGerard　Clinton　Godart氏の論文によって、更に『哲
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学要領』と『仏教活論本論・顕正活論』という2つの井上円了の重要な

著作が欧米研究の範囲に移されている【VIII．】。この2つの著作を比較

することで、井上円了がヨーロッパの哲学史と類似し、同じような弁証

法的な規則に従って仏教が進化したものと考えたことを、Godart氏は

指摘する。

　以上のように、井上円了の30歳までの重要な著書はすべて英文によ

る研究者に注目されている。1886年の『哲学一夕話』はWargo【XXIV】

【XXV．】【XXVI．】が、1886・87年の『哲学要領』はGodart【VIII．】が、

1886・87年の『真理金針』はSchrimpf【XVII．】が、1887年の『仏教活

論序論』は、Staggs【XXI．】が対象とした。

3．井上円了の妖怪学

　井上円了の英文の研究論文の中で、最も多様的に取り上げられている

ものは「妖怪学」である。この20年の間、米国大学で提出された3本の

博士論文は、井上円了の妖怪学を主要なテーマとしている【III．】【V．】

【X．】。Jason　A．　Josephson氏、　Dylan　M．　Foster両氏の博士論文はスタン

フォード大学への提出したものである。同Foster氏の博士論文は2008

年に、Gerald　Figa1氏のシカゴ大学の博士論文は1999年に単行本として

出版された【IV．】【VII．】。

　Figa1氏は、『Civilization　and　Monsters：Spirits　of　Modernity　in　Meiji

Japan』の第1部で、12ページにわたり妖怪学に関する井上円了の使命

にっいて、参考になる導入的記述を行なっている【IV】（4）。同書の第2

部中では、『天狗論』を詳細に分析することで、さらに読者に井上円了

の迷信の扱い方を知らせている。つぎには、「国家学と妖怪学との関係」

という論文を引用・議論しながら、井上円了の妖怪学の政治的な意義を

指摘している（5）。

　Foster氏の『Pandemonium　and　Parade：Japanese　Monsters　and　the
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Culture　of　Y6kai』にも、井上円了の妖怪学についての入門として適切

な部分がある【VII．】（6）。まとまった量の翻訳も含まれており、読者

は生き生きとした印象を受けることができる。Foster氏がここで中心

とする迷信の一例は、「コックリ」という現象である。井上円了のコッ

クリについての論説を発表する他に、同書は、西洋から取り入れられ

た、「table　turning」と呼ばれた特別な妖怪の背景について多く触れて

いる（7）。Foster氏によれば、明治時代には知識移転（「transference　of

㎞owledge」）だけではなく、妖怪移転（rtransference　of　mystery」）という

興味深い事実もあったという⑧。

　迷信・宗教・科学という概念構造、いわゆる概念網（rconceptual

web」）が日本だけではなく、近代の世界宗教の形成に重要な役割を果

たしたことは、Josephson氏の「Taming　Demons：The　Anti－Superstition

Campaign　and　the　Invention　of　Religion　in　Japan（1853－1920）』というタ

イトルの博士論文の基になった仮説である【X．】（9）。この論文では日本

を例にとって前述の命題を証明するため、Josephson氏は『迷信と宗教』

を主要な研究対象としている。Josephson氏によれば、キリスト教を近

代宗教の原型（「prototype」）として、井上円了が仏教を同じように、迷

信から一線を画した教義・哲学の体系として定義することに努力したと

いうのである（10）。このように、宗教が主に修行的・儀式的な実践では

なく、なかんずく、信じることであるということを近代に形成して来た

捉え方の一例として、井上円了があるという。明治時代における実践か

ら信仰へという宗教概念の変化に関してJosephson氏は、日本人宗教学

者、島薗進氏と鶴岡賀雄氏の2004年の『〈宗教〉再考』という本を参照

している（11）。

　ここに挙げた3人の学者の研究に共通していることは、3者ともポス

ト構造主義的と言説分析的な方法を用いていることである。このように、

Figal氏（「taxonomy　of　the　supernatural」（12））、　Foster氏（「new　referential
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ecology」（13））、　Josephson氏（「conceptal　web」および「prototype　effect」

（14））の3氏は、距離のある立場から井上円了の妖怪学を主に特別な論

弁的方策として把握する。そこには、迷信に反する開明的な奮闘の必要

性はあまり認められず、啓蒙主義はもう1つのイデオロギーに外ならな

いというポストモダン的態度も伺うことができる。妖怪学という領域の

井上円了の実績を高く評価しない傾向がみられる。

4．井上円了の心理学

　心理学という分野の井上円了の先駆的実績を取り上げた研究者は2人

挙げられる。長年にわたり東洋大学教授であったMoses　Burg氏という

米国の心理分析学者の1987年の業績は、2っの短い論文から成り立って

いる【L】。その1つは、『心理療法』という著作を近代の精神身体医学

のアブu一チを先取りしたテキストとして紹介するものである。もう1

つの論文は、C．　G．　Jungの思想を比較することで、井上円了が創立した

哲学堂公園のシンボリズムをどのように心理分析の療法に生かすことが

できるかを考察するものである。

　恩田彰は、「The　development　of　Buddhist　psychology　in　modern

Japan」という論文の中で、井上円了が仏教心理学の先駆者であった

ことを指摘する【XIV．】。この分野の井上円了の主な著作を紹介し、阿

毘達磨・唯識・禅という井上円了の拠所を紹介している。歴史的には、

20世紀の仏教と心理学との間の活発な交流の端緒に井上円了を位置づ

けている。この世界仏教の近代に関する井上円了の位地が認められるた

めに、恩田氏の論文が特に重要な研究であるといえる。

おわりに

　井上円了は哲学を基礎とする大学の学部組織にも適切である包括的

な科学体系を作った（15）。その中で井上円了自身が活躍・執筆した分
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野をそれぞれ考えると、今後の望ましい研究が自ら明らかになる。即

ち、井上円了の宗教哲学と宗教学の著作は欧米の研究ではまだ注目され

ていない。仏教学の中では、例えば、日蓮宗・真宗・禅宗という3つの

仏教宗派の井上円了のそれぞれの「哲学序論」という著作も同様であ

る。倫理学・教育学・政治学という応用の学問も殆どまだ研究対象に

なっていない。政治思想に関しては、Brian　Daizen　Victoria氏の『Zen

at　War』という単行本だけが取り上げている。　Victoria氏の研究には

ナショナリズムに関わる井上円了の疑わしい発言の翻訳も含まれてい

る【XXII．】（16）。それに、　Morvan　Perroncel氏というフランスの研究者

の『G6nie　national　et　mouvement　d6mocratique：discours　sur　la　notion　et

participations　politiques　du　Seiky6sha（1888－1898）』という博士論文は、

2008年に提出され、井上円了について言及している可能性もあると考

えられたが、本論文を執筆するまでに、筆者はPerroncel氏の研究論文

を手に入れることができなかった【XV．】。

　伝記的に見て明らかなことは、前に述べた通り、井上円了の重要な初

期の著作全部が欧米の研究の範囲の中にあるが、金森氏の仏文の研究を

除いて、1897年の『外道哲学』、1909年の『哲学新案』、1912年の『活

仏教』、1917年の『奮闘哲学』という井上円了の後期の代表作は、まだ

未着手なものとなっている。

　最後に、論文の主題となってはいないが、井上円了を大きく扱ってい

る近年の2つの論文について報告したい。以下の2人の研究者の観点を

見れば、鈴木大拙と西田幾多郎以前の明治時代の思想が、最初の東洋と

西洋との思想的な出会いであったという興味深い問題が、これからの欧

米の研究者にも注目されるようになるだろうと、筆者は期待している。

　「‘Philosophy’or‘Religion’？The　Confrontation　with　Foreign　Categories

in　Late　Nineteenth　Century　Japan」という2008年のもう1つのGodart

氏の論文は、概念史という視点から、井上円了や清沢満之などを含む明
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治時代を活発的独創的な時代として評価し、今後の研究で再考される必

要性を勧めている。【IX．】。　Godart氏のポイントは、日本の伝統を、西

洋から取り入れた宗教vs哲学というパラダイムの中に位置づけること

は、本格的な思想の実績であったというのである。

　中江兆民と井上円了などの明治時代の哲学者から梁啓超（1873～1929

年）という著名な近代中国識者への影響は、Michael　Burtscher氏の

「Facing“the　West”on　Philosophical　Grounds：A　View　from　the　Pavilion

of　Subjectivity　on　Meiji　Japan」という論文に見られる【II．】。印刷され

た中国語のテキストの中で初めてカントの名前に言及した梁啓超は、

1898年から1911年まで東京での亡命生活の中で、「四聖」を祭る哲学

堂の儀式も目撃した。明治の日本の思想者が一人の日本人をも含まない

四聖（孔子、釈迦、ソクラテス、カント）を礼拝するという梁啓超の見た

光景を解釈することで、Burtscher氏はその時代の西洋と東洋の複雑な

絡み合いを顧みているのである。

【註】

（1）論文中の【】の中のローマ数字は、文献目録の番号を指している。

（2）この1章は翌年独立した論文として掲載された【XXV】。これより以前

　　にも既に井上円了についての2ページほどの短い参照文がGino　K．　Pio－

　　vesana氏の1963年に始めて刊行された『Recent　Japanese　Philosophical

　　Thought　1862－1962』に記載されている【XVI．】。

（3）Schrimpf氏の独文博士論文【XVIIL】の井上円了に関する情報は、英文

　　論文より少ない。

（4）Figal【IV】30～52頁。

（5）Figal【IV．】79～92頁。

（6）Foster【VII．】77～84頁。

（7）Foster【VII．】84～114頁。

（8）Foster【VII．】94頁。

（9）Josephson【X．】6～29頁。

脚　Josephson【X．】155～180頁。　同氏の「When　Buddhism　became　a

　　‘Religion’．　Religion　and　Superstition　in　the　Writings　of　lnoue　EnryO」とい
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う2006年に掲載した論文は【XI．】、同じ内容である。

島薗進、鶴岡賀雄『〈宗教〉再考』岩波書店、2004年。

Figal【IV．】40頁。

Foster【VII．】141頁。

Josephson【X．】11頁、【XL】145～146頁。

例えば、井上円了『純正哲学講義』（『井上円了選集第1巻』）東洋大学、

1987年所収）249～253頁。井上円了『宗教新論』』（『井上円了選集第8

巻』）東洋大学、1991年所収）31～32頁。

Victoria【XXII．】18～19頁、53頁。

付録
1 BURG，　Moses

“Several　Brief　Papers　Relating　to　the　Psychotherapeutic　Conceptions

of　INOUE　Enryo，　Founder　of　Toyo　University，　Tokyo．”T6yo’　daigaku　shi

毎ソδ5（1987）：180－196．

目次：“lntroduction　to　Papers　for　lnternational　Understanding　of

the　Psychotherapeutic　Contributions　of　INOUE　Enryo”（196－194）．

“lntroduction　to　Research　on　Conceptions　of　Psychotherapy　of　Inoue

Enryo，　Founder　of　Toyo　University，　Tokyo”（193－192）．“Conceptions

for　New　Research　Regarding　Psychological　Influence　on　Biological

Therapy（PIBT）．（lnspired　by　Inoue　Enryo’s　Psychotherapeutic　Studies）”

（191－187）．“APreliminary　Study　of　the　Psychoanalytic　Exploration　of

the　Symbolism　of　Inoue　Enryo，　Founder　of　Toyo　Universit〆’（186－180）．

対象：心理療法。

IL BuRTscHER，　Michael

“Facing“the　West”on　Philosophical　Grounds：AView　from　the

Pavilion　of　Subjectivity　on　Meiji　Japan”，　Comparative　Studies　ofSouth

Asia，4ノ’rica　and　the　Middle　East　26（2006）：367－376．

対象：四聖を祭る文、破唯物論、東洋のカントは果たして誰か。

IIL FIGAL，　Gerald

7》1θFO／k　and　the　Fantas’∫C仇Japanese～lfoderniりノ：Dialogues　O〃Rθα∫0η

and加aginati・n　i〃加’e・Nineteenth－and　Early　Tvventieth－Century　Japan，

PhD　thesis，　University　of　Chicago　1992．

（【IV】と同じ）
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Iv． FIGAL，　Gera［d

Civilization　and　Monsters．’Spirits　Of　Moderniり，　inル允ψ」ψαη，　Durham，

NC：Duke　University　Press　1999．290．

目次：“CHAPTER　2：Words　and　Changing　Things：Grasping　Fushigi

in　Meiji　Japan”（38－173）．“lnoue　Enry6　and　the　Taxonomy　of　the

Supernatura1”（40・52）．“CHAPTER　3：Modern　Science　and　the　Folk”

（77－152）．“Education　and　Monsters”（79－92）．

対象：お化けの正体、妖怪学講義、妖怪研究の結果、迷信と宗教、

天狗論、国家学と妖怪学との関係。

v． FosTER，　Michael　Dylan

ルforjりノ元010gies　ofM夕stecレ：γ6えα匡α〃d　DiSCOU）々∫θぷq〆’he　SUρernatural　in

J輌αη，1666－1999，PhD　thesis，　Stanford　University　2003．356．

目次：“Chapter　Two．　A　science　of　the　Weird：Inoue　Enry6，　Kokkuri，

and　Human　Electricity”（113－169）．“The　Truth　about　Y6kai”（113－

123）．“lnoue　Enry6　and　the　Creation　of　Y6kaigaku”（115－119）．“Types

of　Y6kai”（119－123）．“The　Kokkuri　Phenomenon”（123－138）．“The

Practice”（127－129）．“The　Name”（129－133）．“Foreign　Origins”（133－

135）．“Turning　the　Tables”（135－138）．“The　Mystic　Context：Spirit

Possession”（138・141）．“The　Scientific　Context”（141－157）．“Changing

the　Referential　Ecology”（141－143）．“lnoue　Enry6’s　Y6kai　gendan”

（143－149）．“Human　Electricity”（149－157）．“The　Ludic　Context”（157－

166）．“Tsubouchi　Sh6yδ’s　Ambiguous　Banquet”（164－166）．“The

Persistenz　of　Mystery”（166－168）．‘℃onclusion”（168－189）．

対象：妖怪学講義、妖怪百談、真怪、妖怪玄談。

VI． FosTER，　Dylan　Michael

“Strange　Games　and　Echanted　Science：The　Mystery　of　Koklcuri”，　The

Journal　ofAsian　Studies　65．2（2006）：251－275．

目次：“Kokkuri”（254－257）．“Contact　with　the　Otherworld”（257－260）．

“The　Mystic　Context”（260－262）．“The　Scientific　Context”（262－263），

“AMystic　Sience：Human　Electricity”（263－269）．“The　Progress　of

Enchantment”（269－273）．

対象：妖怪学講義、妖怪玄談。
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VII． FosTEK　Michael　Dylan

Pandemoniu〃1　and　Parade：Japaneseル五）nsters　and　the　Culture（～f　Yδkai，

Berkeley：University　of　California　Press　2008．291．

目次：“Chapter　Two．　Science　of　the　Weird：Inoue　Enry6，　Kokkuri，

and　Human　Electricity”（77－114）．“The　Truth　about　Y6kai”（77－84）．

“Inoue　Enry6　and　the　Creation　of　Y6kaigaku”（78－82）．“Types　of

Y6kai”（82－84）．“The　Kokkuri　Phenomenon”（84－94）．“The　Practice”

（87－90）、“Contact　with　the　Otherworld”（90－94）．“Creating　a　new

Referential　Ecology”（94－108）．‘‘Operations　of　the　Spirit：Enry6’s

Exegis”（98－102）．“Human　Electricity”（102－108）．“The　Space　of　Play”

（108・112）．“Tsubouchi　Sh6y6’s　Banquet”（110－112）．“The　Persistence

of　Mysterゾ（112－114）．

対象：妖怪学講義、妖怪百談、真怪、妖怪玄談。

VIII． GoDART，　Gerard　Clinton

“Tracing　the　Circle　of　Truth：Inoue　Enryo　on　the　History　of　Philosophy

and　Buddhism”，　The　Eastern　Buddhist　36（2004）：106－133．

目次：“Llntroduction”（106－113）．“II．　History　of　Philosophy　and

Buddhism”（113－130）．“History　of　Philosoρhy”（114－122）“（1）External

Development　of　Philosophy”（114－116）．“（2）Internal　Development　of

Philosophゾ（116－122）．“Histoりy　of　Buddh　is〃ゴ’（122－130）．　tc（1）External

Development　of　Buddhism”（123－124）．“（2）Internal　Development

of　Buddhism”（124－130）．“Conclusion：Changing　Buddhism’s　Past　to

Address　the　Present”（130－132）．

対象：哲学要領、仏教活論本論、仏教哲学。

IX． GoDART，　Gerard　Clinton

“‘垂?奄撃盾唐盾垂?]or‘Religion’？The　Confrontation　with　Foreign　Categories

in　Late　Nineteenth　Century　Japan”，　Journal　of　the　History｛ゾ舵αぷ69

（2008）：71－91．

目次：“1．The　Meiji　Period：An　Era　of　uncritical　lmportation　and

Translation～”（72－73）．“II．　The　Importation　of　Western　Philosophy

and　the　Problem　of　Categorization”（74・80）．“III．　Inoue　Enry6　and

Kiyozawa　Manshi”（80－82）．“IV．　Discussing　Materialism　in　Meiji

Japan”（82・89）．　v．　Conclusions”（89－91）．

対象：仏教活論本論、破唯物論。
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X． JosEPHsoN，　Jason　Ananda

Ta〃刀ηg　Dθ〃lons：The　Anti－Superstition　Cα〃lpaign　and　the　lnvention（～〆1

Religion　in　Japan（ノ853－192の，　PhD　thesis，　Stanford　University　2006．

282．

目次：“Part　II－Historical　Cases”（144－246）．“lnterlude：Ask　Doctor

Monster”（145－146）“Chapter　4－When　Buddhism　Became　a　Religion：”

（147－198）．“4．3－Inoue　EnryO　and　Meiji－Buddhism”（155－180）．“4．3．1－

Meishin　to　ShOkyδ”（159－160）．“4．3．2－Purging　Demonic”（160－164）．

“4．3．3－Dismissing　Experience：The　Internal　and　Externa［Conditions

f（）rSuperstition”（164－166）．“4．3．4－The　Roots　of　Superstition”（166－

167）．“4．3．5－Clouded　Reasoning”（167－169），“4．3、6－Deluded　in

Regard　to　Fate”（169－170）．‘‘4．3．7－Abandoning　the　Physical　World”

（170474）．“4。3．8－Manifestations　of　the　Absolute”（174－177）．“4．3．9－

From　Practice　to　Belief”（177－179）．“4．3．10・Inoue’s　Contribution”

（179－180）．

対象：仏教活論序論、真宗哲学序論、迷信解、迷信と宗教。

XI． JosEPHsoN，　Jason　Ananda

“When　Buddhism　became　a‘Religion’．　Religion　and　Superstition　in

the　Writings　of　Inoue　Enry6”，　Japanese　Journal　of　Religious　Studies　33

（2006）：143－168．

目次：“Rethinking　Religion”（145－148）．“Historical　Context，　Echoes　of

Destruction”（148－149）．“Inoue　Enry6”（149－151）．“Meishin　to　shUky6”

（151－152）．“Purging　Demons”（152－156）．“Abandoning　the　Physical

World”（156・158）．“Manifestations　of　the　Absolute”（158－160）．“From

Practice　to　Belief”（160－161）．“Inoue’s　Buddhism”（161－162）．“The

Buddhist　Anti－Superstition　Campaign”（162－163）．‘℃onclusions”（163－

164）．

対象：仏教活論序論、真宗哲学序論、迷信解、迷信と宗教。

XII． KANAMoRI　Osamu（金森修）

“Portrait　d’un　Penseur　Bouddhique　a　l’Age　des　Lumieres　de　Meiji．　Le

Cas　Inoue　Enryo”，　Gengo　bunka　ronshab　40（1995）：9－27．

目次：“1．Introduction”（9－13）．“2．　Les　refutations　tripartites”（13－

18）．“Une　cosmologie　bouddhique　teint6e　de　darwinisme”（18・23）．“4．

Conclusion”（23－25）．
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対象：仏教活論序論、

案。

真理金針、妖怪学講義、破唯物論、哲学新

XIII． OKADA　Masahiko（岡田正彦）

“Revitalization　versus　Unification：AComparison　of　the　Ideas　of　Inoue

Enry6　and　Murakami　Sensh6”，　The　Eastern　Buddhist　37（2005）：28－38．

目次：“lnoue　Enry6’s　Argument　for　Revitalization：Working　toward

aModern　Buddhism”（29－31）．“Murakami　Sensh6’s　Argument

for　Unification：Seeking　the　Historical　Origins　of　Buddhism”（31－

34）．“Differing　Opinions　on　the　Mahayana　Teachings”（34－36）．

“Conclusions”（37）．

対象：仏教活論序論、大乗哲学。

XIV． ONDA　Akira（恩田彰）

“The　development　of　Buddhist　psychology　in　modern　Japan”，　in：

MuRAMoTo　Sheji村本詔司；YouNG－ElsENDRATH，　Polly（ed．）：Awakening

and　lnsight．　Zen　Buddh　ism　and　Psychotherapγ，　Hove：Brunner－Routledge

2002：242－251．

目次：“lntroduction”（242－243）．“Stances　of　early　modern　Japanese

psychologists”（243－244）．‘‘Enry61noue　（244－247）．“Exposition　of

Buddhist　psychology”（245－246）．“Inoue’s　system　of　psychotherapゾ

（246－247）．“Other　theoretical　elaborations　in　Buddhist　psychology”

（247－248）．“Empiricar　studies　in　Zen　meditation”（248－249）．

“Application　of　Buddhism　to　psychotherapy”（249－250）．‘℃onclusion”

（250－251）．

対象：心理摘要、東洋心理学、仏教心理学、禅宗の心理、心理療

法。

XV PERRoNcEL，　Morvan

Ge“ie　national　et　mouvement　democratique：discours　sur～a　notion　et

participat’ons　politiquesゴμSeikV6sha　r1888－1898♪，　PhD　thesis，　Universit6

Paris　Diderot　2008．

（未検討）

XVI． PlovEsANA，　Gino　K．

Recent　Japanese　I）hilosophica～Thought　1862－1962， Tokyo：Enderle
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Bookstore　1963．296．

目次：“Chapter　lL　Conservativism　and　Anglo－German　ldealism　1886－

1900”（28－59）．“Old　Thought　and　New　Categories　in　Nishimura，　Inoue

Enry6，　and　Miyake”（32－37）．

XVII． ScHRIMPF，　Monika

“Buddhism　Meets　Christianity：Inoue　EnryO’s　View　of　Christianity　in

Shinriκ言〃shin”，　Japanese　Religions　24（1999）：51－72．

目次：“1．lntroduction”（51－52）．“2．　lnoue　Enry6’s　background　and

his　writings”（52－53）．“3．　Inoue’s　appreciation　of　Christianity”（53－56）．

“4．Inoue’s　criticism　of　Christianity”（56－65）．“4．1．　Inoue’s　concern

for　the　nation”（56－58）．“4．2．　Inoue’s　theoretical　criticism”（58－65）．“5．

Conclusion　（65－69）．

対象：真理金針。

XVIII． ScHRIMPF，　Monika

z〃r　Begegnung　deぷノal）a〃〆schen　Buddhis〃lus〃iit・de〃t　Chris’e〃’醐in　der

ル匂∫－Zei’θ868－∬912ノ，　Wiesbaden：Harrassowitz　2000．247．

目次：“1．Buddhismus　versus　Christentum：Entstehung　und

Elemente　der　antichristlichen　Haltung　japanischer　Buddhisten　von

der　Tokugawa－bis　in　die　Meiji－Zeit”（13－81）．2．“Die　buddhistische

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＋Kritik　am　Christentum　von　der　Offnung　des　Landes　bis　zur　Mitte　der

Meiji－Zeit”（34－81）．“2．2．　Buddhistische　Apologie　und　antichristliche

Argumentation”（34－81）“2．2．2．‘Unmodernes’Christentum　versus

‘zeitgem5Ber’Buddhismus：Inoue　Enry6s　Shinri　kinshin（1886／87）und

Fujishima　Ry60s｝巨∫oりδ〃latsuro（1893）”（71－79）．

対象：真理金針。

XIX． SNoDGRAss，　Judith

“The　Deployment　of　Western　Philosophy　in　Meiji　Buddhist　Revival”，

The　Eastern　Buddh　ist　30．2（1997）：173－198、

目次：“Inoue　Enry6”（177－179）．“lnoue　the　Philosopher”（180・181）．

“H6sul，　the　Paradigmatic　Meiji　Intellectual”（181－184）．“Gokoku　airi”

（184－189）．“Buddhism　and　Patriotism”（189－912）．“Buddhism　and

International　Prestige”（193－916）．“Taking　Buddhism　to　the　West”

（196－197）．　Conclusion”（197－198）．
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対象：仏教活論序論、日本宗教論。

XX． SNoDGRAss，　Judith

Presenti・g　J・panese　B・ddhi・m　t・th・〃Westl　Orientalism，　Occidentalism，

and　the　Columbian　EXposition，　Chapel　Hill：University　of　North　Carolina

Press　2003．360．

目次：“lntroduction：Orientalist　Scholarship　and　Asian　Buddhist

Modernities”（8・10）．“5．　Buddhism　and　Modernity　in　Meiji　Japan：The

Question　of　Access”（125－126）．“5．　Buddhism　and　Modernity　in　Meiji

Japan：Buddhism　and　Japanese　Identity”（129－132）．“5．　Buddhism

and　Modernity　in　Meiji　Japan：The　Discourse　of　the　Meiji　Twenties”

（132－136）．“6．Buddhist　Revival　and　Japanese　Nationalism”（137－154）．

“Inoue　Enry6”（139－140）．“lnoue　the　Philosopher”（140－141）．“H6sui，

the　Paradigmatic　Meiji　Intellectual”（141－143）．“Gokoku　airi”（143－

144）．“Deploying　Western　Philosophy”（144－147）．‘‘Buddhism　and

Patriotism”（147－148）．“A　Secu［ar　Sangha”（149－150）．“Buddhism　and

International　Prestige”（150－152）．“Taking　Buddhism　to　the　West”

（152453）、‘‘Conclusion”（153－154）．

対象：仏教活論序論、日本宗教論。

XXI． STAGGs，　Kathleen　M．

In　D・fense（ゾ卿α〃e・e・B・ddhi・m・　E∬妙3吻M舵ル匂印・・輌・4鋤加・e

Enrγo　and　Murakami　Sensho，　PhD　thesis，　Princeton　University　1979．

611．

目次：“Chapter　V：Inoue　Enry6”（162－272）．“The　Formation　of

aMember　of　the　New　Generation　of　Meiji　Japan”（164－182）．‘‘1．

Inoue’s　Childhood　and　Traditional　Education”（165・167）．“2．　Inoue

and　Western　Studies”（167－176）．“3．　Choosing　a　Career”（176・178）．

“4．Inoue’s　View　of　his　Education　as　a　Search　for　Truth”（178－182）．

“Defense　of　the　Nation　and　Love　of　the　Truth”（182－186）．“‘I　do　not

hate　the　Man　Jesus’”（186－203）：‘‘1．　The　Lure　of　Christianity”（187・

191）．“2．Facing　Christianity　with　Sympathy　and　Impartiality”（191－

193）．“3．The　Denial　that　Christianity　is　of　More　Use　to　Japan　than

Buddhism　is”（193－197）．“4．　The　Denial　that　Christianity　is　Rationally

Superlor　to　Buddhism”（197・203）．“‘Living　People　are　Animated　and

Dead　People　Rest’”（203－212）．“1．　The　Seiky6sha”（204－205）．“2．　The
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Philosophy　Press”（205－206）．“3．　The　Philosophy　Ha11”（206－208）．“4．

The　Renewed　Dedication　to　Education”（208－212）．“The　Collision

between　Religion　and　Education”（212－221）．“1．　The　Culmination　of

Kokusui　Shugi”（212－216）．“2．　Religion　in　Societプ（216－221）．“lnoue

and　the‘Stupid　People’”（221－238）．“1．　Gumin”（221－223）．“2．　On

the　Immortality　of　the　Soul”（223－225）．“3．　Ghost　Studies”（225－236）．

“4．Lecture　Tours”（236－238）．“The　Temple　of　Philosophジ（238－

241）．“Inoue’s　Answers　to　the　Three　Basic　Challenges　to　Mid－Meiji

Buddhism”（241－260）‘‘1．　Japanese　Buddhism　is　not　Japanese”（242－

245）“2．Japanese　Buddhism　is　not　Buddhism”（245－247）“3，　Japanese

Buddhism　is　not　lntellectually　Sound”（247－260）．　Notes（261－272）．

対象：仏教活論序論、真理金針、霊魂不滅論、妖怪学講義、お化け

の正体。

翻訳：仏教活論序論（349－453）。

XXII． STAGGs，　Kathleen　M．

“‘

cefend　the　Nation　and　Love　the　Truth’．　Inoue　Enryo　and　the　Revival

of　Meiji　Buddhism”，　Monumenta　Nipponica　38（1983）：251－281．

目次1“Gokoku　airi”（252－254）．“Eariy　Life”（254－257）．“Tokyo

Imperial　Universitゾ（257－261）．“BukkyO　katsuron　joron”（261－265）．

“Inoue　and　Christianity”（261－270）．“Inoue　and　Patriotism”（270－271）．

‘‘

撃獅盾浮?@and　Education”（272－279）．‘℃onclusion”（279－281），

対象：仏教活論序論、真理金針、教育宗教関係論、忠孝活論、霊魂

不滅論。

XXIII． VlcToRIA，　Brian　Daizen

Zen　at　rVar，　Lanham：Rowan＆Littefield　Publisher　2006．285．

目次：“Part　I：The　Meiji　Restoration　of　1868　and　Buddhism”（1－54）．

“2．Early　Buddhist　Social　Ferment”（12・37）．“Buddhist　Responses　to

Domestic　Critics”（15－18）．“Buddhist　Responses　to　Japanese　Expansion

Abroad”（19－37）．“4．　Institutional　Buddhism’s　Rejection　of　Progressive

Social　Action”（49－54）．‘‘Scholarly　Reaction”（52－53）．

対象：忠孝活論、円了講話集、国体及び忠孝論。

XXIV． WARGo，　Robert　Joseph　John

The　L・9ゴC　・fBa吻α〃醐e　C・ncept　・f　N・’励9ηε∬θτη’he・Phii・∫（～吻（～r

欧米蕗言語文献に見る井上円了研究　19（216）



Nishida　Kitarj，　PhD　thesis，　University　of　Michigan　1972．429．

（【XXVI．】と同じ）

XXV．

XXVI．

WARGo，　Robert　Joseph　John

“lnoue　EnryO：An　Important　Predecessor　of　Nishida　Kitar6．　In　Studies

on　Japanese　Culture”，　in：八励o〃Bunka　Kθη左W　1～oη3力存，　The　Japan

P．E．N．　Club　l973：170－177．

（【XXVL】と同じ）

WARGo，　Robert　Joseph　John

The　Logic　ofNothingness：・A　Study　ofNishida　Kitaro－，　Honolulu：University

of　Hawai’i　Press　2005．256．

目次：“The　Perfect　Path　of　lnoue　Enry6”（11－17）．

対象：哲学一夕話。
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