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東洋大学井上円了研究センター新設記念シンポジウム

井上円了の妖怪学と現代
2015年 3月 21日（土・祝） 13時～ 17時
東洋大学 8号館 7階 125記念ホール

井上円了の妖怪学

三浦節夫「井上円了の妖怪学入門」

柴田隆行「哲学からみた妖怪学」

記念講演

石塚正英「妖怪と人とのインターフェイス」

シンポジウム「井上円了の妖怪学と現代」

パネリスト：高橋郁丸・島田茂樹

討論参加 ：石塚正英・柴田隆行（司会）

「妖怪ウォッチ」が空前の大ヒットと言われるが、〈妖怪と言えば井上円了〉と言

われた時代がかつてあった。井上円了は、1887（明治 20）年の『妖怪玄談』に始まり、

『妖怪学講義』全 6 巻、『妖怪学雑誌』編集、そして最後の著作『真怪』というよう

に、まさに〝妖怪博士〟の名に恥じない業績を多数遺している。しかし、井上円了は

妖怪を近代啓蒙合理主義で駆逐した「ゴーストバスター」だとの印象が現代でも強く

残っている。井上円了の著作を一度でもひもとけば、それがいかに一面的なものであ

るかは明らかであろう。

井上円了の妖怪学の概要を本学教授三浦節夫と柴田隆行が紹介したあと、記念講演

として、歴史知学の提唱者でありＮＰＯ法人頸城野郷土資料室

理事長を務める東京電機大学理工学部教授石塚正英氏が、フェ

ティシズム、神々とのインターフェイス、妖怪とのインターフ

ェイスなど歴史知の視点から妖怪について幅広く論じる。

シンポジウムでは、井上円了の生誕地である新潟県で「妖怪

は文化だ」として新潟の妖怪伝説を記録し普及する活動をして

いる新潟県妖怪研究所長の高橋郁丸氏、インド哲学ならびに仏

教学の視点から井上円了の妖怪学を解明する文学部非常勤講師

の島田茂樹氏に、それぞれの立場から話題を提供していただき、

その後の討論に、記念講演講師の石塚正英氏と司会も加わわり、

井上円了の妖怪学に関する新たな研究の可能性を模索する。
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プログラム（タイムスケジュール）

開会

13:00 開会のことば 東洋大学学長竹村牧男（元 井上円了記念学術センター長）

井上円了の妖怪学

13:10 三浦節夫（国際井上円了学会会長、ライフデザイン学部教授）

「井上円了の妖怪学入門」

13:40 柴田隆行（井上円了研究センター長、社会学部教授）

「哲学からみた妖怪学」

記念講演

14:10 石塚正英（NPO法人頸城野郷土資料室理事長・東京電機大学理工学部教授）

「妖怪と人とのインターフェイス」

15:10-15:30 休憩（会場展示品鑑賞）

シンポジウム「井上円了の妖怪学と現代」

パネリスト：高橋郁丸・島田茂樹、討論参加 ：石塚正英・柴田隆行（司会）

15:30-16:00 高橋郁丸（新潟妖怪研究所長）

「妖怪は文化だ!!――新潟の妖怪文化を記録する」

16:00-16:30 島田茂樹（文学部非常勤講師）

「井上円了の〈妖怪学〉と現代――悦ばしき学問への誘い」

16:30-17:10 討論

閉会 17:15

懇親会（ご自由にご参加下さい。途中退出可）

17:30-19:00 学内3号館1階ステラ（会場隣りの建物群に囲まれた中庭から入場）
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井上円了の妖怪学入門

三浦節夫

井上円了は安政５ (1885)年に、現在の新潟県長岡市の慈光寺（真宗大谷派・東本願寺）

という末寺の長男、つまり次期住職として生まれた。明治維新直後から漢学を学び、その

後、洋学に転じた。縁あって京都の東本願寺の学校に入学し、さらに留学生となり、東京

大学の予備門に入学したのが、明治 11(1878)年であった。その後、激しい競争を勝ち抜い

て、明治 14(1881)年に文学部哲学科に入学し、そこでギリシャを発祥の地とする西洋哲学

を英語で学んだ。哲学を研究する中で、真理を愛求する道と知り、さらに東洋の諸学を検

討し、哲学としての仏教（東洋哲学）を発見した。

円了が妖怪に関心をもったのは、在学中にイギリスの「心霊研究会（サイカル・ソサェ

テイ）」の存在を知ってからである。当時の哲学では心理学が必修であった。東京大学を

首席で卒業した円了は、明治 18(1885)年に「不思議研究会」を結成して、妖怪研究に着手

した。研究会は円了の病気のために継続されなかったが、円了は新聞や雑誌に広告を出し

て、各地からの怪奇現象の報告を集めた。

明治 20(1887)年、円了は哲学館（現在の東洋大学の起源）を創立した。哲学館では応用

心理学として妖怪を講義し、妖怪学という講義名に発展させている。円了の研究は、すで

に述べたように、「不思議研究」から始まり、つぎに「妖怪研究」となり、さらに発展さ

せて「妖怪学」として体系化された。基礎資料は、（１）各地の怪奇現象の報告、（２）

全国にわたる現地聞き取り調査、（３）古代から近代にいたるまでの文献調査である。

こうした山と積んだ資料を整理・統合して誕生したのが、円了の「妖怪学」である。円

了の代表作である『妖怪学講義』が初めて世に出たのは、明治 26(1893)年のことである。

円了、35 歳であった。円了は日本の妖怪を分析して、その発祥を調べ「中国伝来が７割、

インド伝来が２割、日本固有が１割」と結論づけている。
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哲学から見た妖怪学

柴田隆行

１．標題について

井上円了は『妖怪学講義』でこう述べている。

妖怪学は哲学の道理を経とし緯として、四方上下に向かいてその応用の通路を開達し

たるものなり。もし哲学の火気を各自の心灯に点じきたらば、従来の千種万類の妖怪、

一時に霧消雲散し去りて、さらに一大妖怪の霊然としてその幽光を発揚するを見る。

これ、余がいわゆる真正の妖怪なり。16-23

井上円了にとって、哲学とは妖怪学であり、妖怪学とは哲学であった。そうであるなら

ば、「妖怪学を哲学から見る」というのは形容矛盾ではないか。

妖怪学は、人知ようやく進みて物心内外の別ようやく生じ、結果を見て原因を探り、

原因を知りて結果を求むるに至りて、はじめて起こるものなり。このときにありては

すなわち万有ことごとく妖怪にして、日月も妖怪なり、星辰も妖怪なり、風雨山川ま

たみな妖怪ならざるはなし。16-86

妖怪学は、物心の区別を知らず彼我の別のない「太古の時代」から人類が脱し、分別悟

性を働かせるようになってのち初めて生じた、と円了は述べている。物心、因果、主客を

分析的に捉えることが妖怪学の出発点である。だが、これは出発点であって到達点ではな

い。したがって、これが妖怪学のすべてであるわけではない。井上円了を「妖怪バスター」

すなわち、合理主義に基づく啓蒙精神で妖怪を退治した人と捉えるのは一面的な理解にと

どまる。冒頭で引用した円了の言葉に即して言えば、「哲学の道理を経とし緯と」するこ

とで「従来の千種万類の妖怪、一時に霧消雲散し去」ることが仮にできるとしても、それ

はまだ出発点にすぎない。従来の妖怪が霧消し雲散したあとに「霊然としてその幽光を発

揚する」妖怪が現れるのであり、これが妖怪学あるいは哲学が向かうべき真の対象である。

偽怪（人為的妖怪）

虚怪

誤怪（偶然的妖怪）

妖怪 物怪（物理的妖怪）

仮怪（自然的妖怪）

心怪（心理的妖怪）

実怪

真怪（超理的妖怪） （『真怪』20-349）
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この図で言えば、真怪以外の妖怪は分別悟性すなわち近代合理主義で解明できる。では、

真怪の解明はどのようにして可能か。

２．真怪と物自体

18 世紀末の哲学者カントは、人間の認識には 2 つの幹がある――感性と悟性である。

感性は外から対象を受け取る能力であり、悟性は、感性を通して受けとられたものを思考

する能力である。われわれの認識は、空間と時間という感性の形式と、カテゴリーという

悟性の形式とを通じて行われるのであり、これらの形式なしに対象そのものを直接認識す

ることはできない。「われわれの認識はすべて経験をもって始まる。しかしそれだからと

言ってわれわれの認識がすべて経験から生ずるのではない。」われわれはどんな対象もそ

れそのものを認識することはできず、われわれが認識できるのはただ感性的直観の対象で

あるかぎりの対象、すなわち「現象」だけである。カントは対象そのもの、現象の本体を

「物自体」と呼ぶ。人間が認識できるのは物自体ではなく現象だけであり、このような人

間認識の限界をわきまえずにその能力を超えた世界に立ち入ろうとするなら、われわれは

避けることのできない二律背反に陥る、とカントは言う。

井上円了が言う「真怪」はカントの言う「物自体」ではないだろうか。円了は言う。

宇宙間の諸現象を分かちて客観、主観、すなわち物心両界にするのが古来のきまりで

ある。しかして、物界には物の規則あり、心界には心の規則あって、物の規則は物的

科学によって精密に立証せられ、心の規則は心的科学によって詳細に論明せられ、ま

た、その両界の関係は哲学によってこれまた明示せられておる。これらの諸説に照ら

せば、世間にて伝うる千妖百怪の疑団はことごとく氷釈瓦解して、青天白日となる。

しかるに、さらに一歩を進め、その物自体はなにか、その心自体はなにかというに至

っては、物的科学も心的科学も筆を投じ口を緘し、造化の妙、谷神の玄と冥想するの

みである。これこそ真正の真怪にして、真の不可思議というものだ。 (20-507)

これによると、円了の言う「真怪」はカントの「物自体」（カントにおいては円了の言

う「物自体」と「心自体」の区別はない）であるように見える。物的科学すなわちいわゆ

る自然科学と心的科学いわゆる精神科学のほかにそれらを統一的に把握する哲学がある

が、それら 3 者による解明のさらに先に、カントの言う「物自体」があり円了の言う「真

怪」がある。真怪を前にして物的科学も心的科学も筆を投げ口を緘するとあるが、哲学は

どうなのかは書かれていない。カントの場合、物自体は、認識できないが想定はできる。

実践は物自体なしでは成り立たない。道徳意志にとって自由は認識される必要はなく、た

だ考えられれば良い。「信仰に余地を求めるために、知識を除去しなければならなかった」

とカントは言う。

ここで思い出されるのが、1543 年に公刊されたコペルニクスの『回転論』に対するル

ターら神学者の態度である。コペルニクス理論は、哲学的宇宙論と数学的天文学の上下関

係の転換を迫るはずのものであったが、ルターら当時の神学者にとって神学の優位さえ保

たれていれば、神学の下位にある哲学と天文学の序列は問題関心外にあった（山本義隆『世

界の見方の転換 地動説の提唱と宇宙論の相剋』みすず書房、2014 年、605頁ほか）。
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天は神の書として、君の前に置かれている。そこに奇しき業を読み、神の季節、時、
ふみ わざ

日、月、年を知るべきである。こうした知識を得るためには、天が動こうが地が動こ

うが、かまわない。（ミルトン『楽園の喪失』。山本義隆前掲著書より重引）

ケプラー以後いずれ明らかになるように、天が動くか動かないかは決定的な事柄となる

が、ルターらにとって問題は神が絶対であることだけであり、神は不可知であった。しか

し、カントにとっての「物自体」も円了にとっての「真怪」もけっして不可知ではない。

円了によれば「真怪」こそが妖怪学の、したがってまた哲学の真の研究対象であった。こ

れを言い換えれば、真怪は妖怪学や哲学によって解明しうるということである。

先に引用したように、「万有ことごとく妖怪にして、日月も妖怪なり、星辰も妖怪なり、

風雨山川またみな妖怪ならざるはなし」と円了は述べている。晩年の井上円了が哲学教育

の場すなわち「万物万端を備具せる大学校」として考えたのは、広大無辺のこの世界すな

わち自然であった（『教育総論』）。

星辰も教師なり、山川も教師なり、ないし禽獣虫魚、木竹草苔みな教師ならざるなし。

その範囲無限というべし。 (11:428)

カントにとって物自体が「わが上なる星の輝く空とわが内なる道徳法則」であったよう

に、井上円了にとって真怪は日月星辰広大無辺の自然であった。そうであるならば、真怪

に至るためにはまず、偽怪、誤怪、仮怪に向かわなければならない。神ならぬわれわれ人

間に可能なのは、現象を経て物自体に迫ることでしかない。だからこそ円了は、たんなる

ゴーストバスターすなわち「妖怪撲滅運動家」（小松和彦）にとどまらず、日本全国津々

浦々を歩き回り妖怪現象をとことん集め記録したのであった。

哲学は、われわれの眼前にいつも開かれているこの壮大な書物（つまり宇宙です）

のなかに記されているのです。（ガリレオ・ガリレイ『黄金計量者』第 6節）
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記念講演

妖怪と人とのインターフェイス

石塚正英

１．天動説は間違っていない

鴨長明は言いました。「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。よどみ

に浮ぶうたかたは、かつ消えかつ結びて久しくとゞまることなし」（方丈記）。

太陽系は銀河系というさらに大きな領域の中にあります。太陽系は時速 7 万キロの速度

で銀河系の中を移動しているのです。地球は太陽の周りを回っているだけでなく、太陽の

動きに合わせて宇宙の中を移動しています。つまり、地球は、平面図的には太陽の周りを

回るのですが、側面図的には太陽のあとを追いかけるようにしてその周りを螺旋的に回っ

ているわけです。太陽系が銀河系内の軌道を一周するには約 2 億 2500 万年かかるのです

から、鴨長明の言うことは、森羅万象に通じているのです。

科学的なパラダイムでは、科学的現象は反復されます。反復検証されます。しかし、天

体は「行く天の川のながれは絶えずして、しかも本の場所にあらず」です。天文学では科

学は成立しませんね。きのう地球がいた場所に、きょうの地球はいません。きのう太陽が

いた場所に、きょうの太陽はいません。天は動いているのです。これを称して天動説とい

うのではなかったでしょうか。

２．歴史知というパラダイム

人々は現在のところ科学知の視座から地動説を認めつつも、実際には経験知の視座から

天動説にしたがって生活しています。頭脳は地動説を承認するものの、身体は天動説を心

地よく受け入れるのです。地動説すなわち科学知からはとうてい承認しがたいものの、現

代人は、日常生活ではすっかり天動説すなわち経験知に依拠して生活しているのです。

その際、経験知や感性知の立場を前近代的と見なして拒否するのでなく、これを知の体

系の一方の極に据え、他方の極に科学知や理性知をおき、双方を交互的な運動や相互的な

往還といった動的なサイクルに位置付けしなおし、連合していくことが意味をもつでしょ

う。その先に見えてくる新しい知が「歴史知」です。地は動きますが、天も永遠に動くの

です。その観念を認める立場を、私は歴史知（ヒストリオゾフィー）、あるいは百学連関

（エンサイクロペディア）としています。井上円了の思想圏は、この百学連関の域にあり

ます。

２．フェティシズムという通奏低音

18 世紀フランスの思想家シャルル・ド・ブロスは、当時のアフリカ大陸やアメリカ大

陸に残存する原初的信仰をフェティシズムと命名し、次のように特徴づけました。

これは本来の宗教以前のものである。例えば前者においては崇拝者が自らの手で可視の

神体すなわちフェティシュを自然物の中から選びとるが、後者においては神は不可視のも
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のとして聖像の背後に潜む。つまり前者ではフェティシュそれ自体が端的に神であるのに

対し、後者において聖像はいわば神の代理か偶像かである。その背後か天上にはなにかい

っそう高級な神霊が存在する。

また、フェティシズムにおいてフェティシュは、信徒の要求に応えられなければ虐待さ

れるか打ち棄てられるかするが、本来の宗教において神霊は信徒に対し絶対者なのである。

フェティシュは今も拝まれている。

３．神々とのインターフェイス

前近代、というよりも先史古代の人類は、彼らをとりまく外界＝モノ世界に霊的な意味

を付与していました。「モノノケ」という表現がそのことをよく示しています。民間信仰

において主役を演じる神々の多くは、何らかのご利益的機能をもったモノノケ神さまです。

したがって、先史古代世界に存在した人と事物・事象とのインターフェイスには、たいが

い霊とか神々とかが介在していました。

そうした霊や神々の中には、ときに障害をもつものがいます。民間信仰において愛され

る神、いじめられる分だけ慕われる神、障害をもつゆえに人と共生する神、そうした庶民

神こそが、外的事物・現象と人間とのインターフェイスにふさわしいのです。

４．妖怪とのインターフェイス

昔は、日常生活上で説明のつかない現象が起きると、ときとしてそれを妖怪の仕業にす

ることがありました。妖怪の仕業という決着の仕方は、実はけっこう合理的だったのです。

街風（つむじかぜ）か疾風（はやて）のようなものにのってきて一気に人の肌を切り裂く

妖怪かまいたち、これに遭遇した者はもうただ不運だと思え、あきらめが肝心だ。その妖

怪は太刀をもって構えているので、「かまいたち」と言い、あるいはカマのような鋭い爪

や牙を剥き出したイタチ姿で出没するので、そのように呼んだらしいです。

とにかく、わけのワカラナイ事態に遭遇するや人はさまざまな口実、辻褄あわせをやっ

てのけるのです。それでいて、だれも迷惑を被るわけではない。合理主義とは何も近代ヨ

ーロッパのものだけを指すのではないのです。「かまいたち」伝承のような生活上の処世

術・処世訓も、実に合理的な知恵の一つなのだ。迷信的空想を日常生活に合理的に適用し

ているのです。

５．オコゼを巡る柳田と南方の文通

柳田國男は、1911 年 3 月、南方熊楠から一通の書簡を受け取る。

『学生文芸』の「山神とオコゼ」のこと。･･･霊代（たましろ） totem とせるは如何。貴文

のここの意味ならんには fetiche（また fetish と書す）なるべしと存じ候･･･totem は形あ

るものにあらず。（南方）

その後に柳田は次の文章を綴る。

ヲコゼ問題は愈々（いよいよ）南方氏の手に因って研究せられ始めたれば、明瞭なる結
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論を見るも遠きに非ざるべし。楽しみなる事なり。（柳田）

このやりとりに先立って、柳田はオコゼをトーテムだと思っていたのですが、南方はフ

ェティシュとして柳田を啓蒙しています。

６．佛現寺の「天狗の詫び状」

調査研究の行程で、2002 年 8 月、伊東市の佛現寺を訪問しました。当日は、はじめて

にもかかわらず、ご住職はまことにご丁寧なおもてなしを頂戴しました。その折りに「天

狗の詫び状」という古文書、および「天狗のヒゲ」という遺物を拝観しました。ご住職は

この二つを、むろん本物と思って寺宝にしていました。ついては、私に真偽の程を調査し

てもらえれば、ということになりました。拝観の恩義を感じた私は、証書卯調べてこのよ

うにご返事申し上げました。

〈天狗のわび状〉の件でございますが、日本の古代文字の一つかと思い、文献に当

たってみました。同封させていただきましたコピーは、その史料の一部であります。

にわかには書体や文字の出自を確定できませんが、二次的な複写（模写）の可能性も

あります。時間をかけて調査していきたく存じます。まずは、当座のご報告までと思

い、ご返報致します。〈天狗のヒゲ〉につきましては、旧駒沢村の伝承をも調査し、

関連を探ってみたく思います。いずれも興味とロマンの尽きぬ研究対象でございます。

７．Ｄ．シュトラウスの神話的解釈

19 世紀前半ドイツの神話学者シュトラウスは、新約聖書について、従来は物語の核心

を神そのものの精神としてきたが、核心は民衆の精神、民衆の共同体の精神、その物語の

舞台となっている場所や次代を生きた民衆の精神である、としました。

シュトラウスによると、従来、神は無限とされてきたが、神は自然および人間精神とい

う有限を引きずっている。神（無限）は人間（有限）を自己の外化として定立している。

その２者のあいだには、神から人間へのコースで啓示が、また人間から神へのコースで信

仰が、相互交渉的に存在している。その際、神と人間とを結びつける神人キリストは、個

人でなく、類である。

８．ミュトス神話とロゴス神話

私の研究において、あるがままの現象を語る神話は「ミュトス神話」。例えば、ハトを

見たらハトと意識しそのように語り記す。ミュトスの世界では、ハトを神とする人はハト

それ自体が端的に神である。それに対して、あるがままの現象に対してその意味や概念を

語る神話は「ロゴス神話」。例えば、ハトを見たら平和を意識しそのように語り記す。ロ

ゴスの世界では、ハトを神とする人はその動物の背後か深部に真善美、正義や平和の本質

を見抜く。ハトはそうした本質の眷属（使い・代理）である。ロゴスは明らかに反ミュト

スなのです。
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シンポジウム「井上円了の妖怪学と現代」

妖怪は文化だ!!

――新潟の妖怪文化を記録する――

高橋郁丸

〔別紙参照〕

井上円了の〈妖怪学〉と現代

――悦ばしき学問への誘い――

島田茂樹

近年、物質文化・技術の飛躍的進歩が著しい。パソコン、ケイタイ電話 …… 等必要以

上？の合理化製品の巷への氾濫には目を見張るものがある。一方、あたかもその反動の如

く、非合理的な存在――妖怪（殊に妖怪ウオッチ）、占い、 [信仰 ]宗教、オカルト … 等―

―も世間から華やかな脚光を浴びる。ただその中には、単に娯楽？の範疇に留まらず、そ

の域を脱して、われわれの日常生活に何らかの悪影響を及ぼすものも少なくない。正に、

円了博士の提唱された〈妖怪〉（偽怪、誤怪、仮怪）、〈迷信〉の類が 21 世紀の現在でも

大手を振って跋扈している。その傾向は宗教関連に最も顕著であり、同時に、最も重要且

つ難解な問題を含んでいるのも事実である。

今回のシンポジウムでは、〈妖怪学〉（不可思議なものの真相究明）、延いては〈学問〉

とは本来楽しいものである（円了博士も単に日本近代化、啓蒙のために、妖怪＝迷信打破

に取り組んだのではなく、不可思議なもの・未知なるものへの飽くなき純粋な探究心もあ

ったのではないか、いやあった筈である）という私的解釈のもとに、井上円了の〈妖怪学〉

の現代的意義を、特に宗教関連において、問題提起していきたいと考えている。

〔別紙資料参照〕


