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『欧米各国政教日記』に見る井上円了のキリスト教観 
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はじめに 
 
 井上円了は哲学者として日本の思想史に大きな影響を与えただけでなく、東洋大
学の設立者として今も多くの尊敬を集めている。しかしハンガリーではまだあまり
知られていない。今日はブダペストで円了の名を冠した研究集会を開催するのを良
い機会と捉え、彼の活動を若干紹介しつつ、宗教についての書籍に関して考察を試
みたい。私自身は円了の業績について詳しい訳ではないのだが、彼が明治の早い時
期に欧州を視察し、その見聞を基に出版した宗教に関する著作には特に興味を惹か
れた。ハンガリーまでは来なかったようであるが、当時のオーストリア・ハンガリ
ー君主国の西の首都ウィーンへは足を延ばしている。1889 年に出版された『欧米各
国政教日記』において、若き哲学者円了が 19 世紀末のヨーロッパをどう見ていたか
を知ることは有意義であろう。キリスト教生活の現状と照らし合わせ、その特徴的
なところに改めて注目してみたい。彼の著作に書かれたことは現在にも通ずるもの
があると思われる。短い発表という限定の中なので、今回は彼の著作のほんの一断
面についてヨーロッパの観点から若干の考察を加えるのみである旨申し添える。 
 
 

円了の活動と宗教  
 

まずは井上円了の生涯について短く紹介する １。円了は 1858 年今の新潟県、越後
長岡藩にある真宗大谷派の寺、慈光寺の長男として生を受けた。地元や京都の学校
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で学んだ後、東京大学の哲学科に進学した。若い時から哲学を学ぶ重要性を感じ早
くから論文を発表している。1887 年には哲学館を東京に設立し、これは後に東洋大
学へと発展する。円了の年譜を読んでいて目を引く事は、この時代に先駆的な私学
の設立のため様々な困難が立ちはだかり、それを忍耐強く乗り越えていく円了の姿
である。また、円了は寺の長男に生まれ、仏教を身近に知り、家業を継ぐ道もあっ
たであろうが、結局は学問、そして教育家としての道へと進んでいった。 
 哲学者として宗教について多くの著作を世に出した円了であるが、日本が大きな
変貌を遂げる時期、性急すぎる西欧文化の受け入れに危機感を持ち、警鐘を鳴らし
ている。この円了の考えは当時の日本の知識人に影響を与え、そういう行き過ぎた
西洋化を戒める日本主義思想の代表のようにみなされる面もある。 
 円了は西洋思想の根本にあるキリスト教を理解するためその思想を研究し、著作
の中で仏教との比較を試みている。日本では仏教のみならずキリスト教についての
研究も以前から盛んであり、信者によるもの、批判的なものを含め膨大な研究や著
作が存在する。その中でも円了の著作はキリスト教に批判的な排耶論として重要な
位置を占めている。特によく取り上げられるのが『真理金針』や『仏教活論本論』
であろう。一方、これらの著作を解釈する論文ではキリスト教を批判するというよ
りも、外からの観点を取り入れることによって仏教の改革を促し、これを推進して
いくという面が強いことも指摘されている ２。円了は、仏教が時代の要請に応えら
れなければ今後キリスト教は一層広まっていくのではないかということに警鐘を鳴
らしていたのである。 
 
 

著作『欧米各国政教日記』 
 
 将来を嘱望された明治時代の若者の一人として、円了も幾度か長期間にわたる海
外視察の旅に出ている。第一回目は 1888 年に出発した約一年に及ぶ旅で、アメリ
カとヨーロッパを中心に回り、各国の宗教や国民の習慣の有様を研究することが主
要なテーマのひとつであったようだ。帰国後この旅をもとに『欧米各国政教日記』
を 1889 年に出版し、文字通り各国のキリスト教の様子をつぶさに観察して記して
いる。既にキリスト教は多くの宗派に分かれていたが、それらのひとつひとつを国
別に詳しく、教義や信者数、礼拝のやり方、それらにまつわる習慣や行事、聖職者
についてなどを記述している。欧州では主に列強諸国を回り、オーストリア・ハン
ガリー君主国も訪れている。公開されていた統計資料を駆使して、神父の数が何人
いる、などという細部まで報告している。 
 ウィーンへは立ち寄ったものの、ハンガリーまでは来なかったようだ。一方、ハ
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ンガリーについての次のようなデータを掲載した。人口 1700 万人、この内ローマ・
カトリックが約 800 万人、ギリシャ正教が 150 万人、改革派は諸派あって 300 万
人以上。カトリックでは枢機卿、大司教が一人ずつ、司教 16 人、司祭は 1947 人で、
ほぼ同数のシスターが活動するとしている ３。これらはもちろんオーストリア・ハ
ンガリー君主国当時のハンガリーの数字であり、国土も今よりずっと広かった時代
である。改革派信者の数が若干少な目な感じがするが、記述の数字は概ね妥当とい
える。 
 
 

『政教日記』に書かれたキリスト教との類似点 
 

それではここからは具体的な記述における、特徴的な箇所を取り上げてみる。ま
ず以下はキリスト教の儀式等において円了が仏教と似ていると列記したところであ
る（第 76）。 

 
（甲）堂内の装飾 

（一）あまたの偶像（木像、金像、絵像）を安置すること 
（二）偶像の周囲に光明をえがくこと 
（三）神前に礼壇を設け、その上に御地敷をしくこと 
（四）壇の上にろうそく台、花瓶を並列すること 
（五）酒および食物（パン）を毎朝供養すること 

（乙）礼拝の儀式 
（六）僧侶は袈裟・法衣（五条・七条の類）同様のものを着すること 
（七）信徒は珠数を用うること 
（八）合掌跪座すること 
（九）香を焼くこと 
（十）常夜灯を点ずること 
（十一）読経、説教の順序、体裁の同一なること 
（十二）鈴および鐘を鳴らすこと 
（十三）説教後に賽銭を集むること（ヤソ教諸派みなしかり） 
（十四）毎日朝夕、礼拝、読経すること 

（丙）僧徒の生活 
（十五）僧侶は妻帯せざること 
（十六）外出するに一定の法衣を着すること 
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（十七）頭上の一部分を剃髪すること 
（十八）祭日に生肉を食せず断食を行うこと 
（十九）僧徒はたいてい寺院内に寄宿すること 
（二十）男僧のほかに女僧（尼）あること 
（二十一）法王、教正ありて僧侶を統轄すること ４ 

 
円了も記している通り、各宗派の中でもローマ・カトリックの儀式や習慣につい

て述べていて、ここが仏教に一番近いと認識していた。筆者は長くハンガリーに滞
在し、カトリックのミサに与る機会もあり、この教会の習慣を見聞きする体験を基
に改めて円了の記述について見ていきたい。キリスト教はいくつもの宗派があるが、
ローマ教皇を頂点とするカトリック教会はその場所がどこであれ教義やミサの営み
が統一されているので、ハンガリーにおける状況を基にしても十分比較の対象にな
ると考えられる。ハンガリーでは国民の約 60 パーセントがカトリック信者、ないし
は幼児洗礼を受けるとされる。 
 カトリック教会の内部には時代を問わずイエスやマリア、聖人達の像が彫刻や絵
で至るところに飾られている。そしておよそすべての聖人にはグロリアと呼ばれる
光を表す輪が描かれることも多い。教会内部の正面には祭壇があり、敷物が敷かれ
てそこには花が飾られたり、蝋燭が灯されることもある。ミサにおいてはキリスト
の象徴として葡萄酒とウエハスのようなパン（ホスチア）がご聖体として使われる。
聖職者について、それぞれ名称は異なるものの、神父はミサなどの行事にふさわし
い法衣を纏い、日常においても神父であることを示すかっこうをしている。また数
珠に似たロザリオが祈りの時に用いられる。祈りの時は合掌し、ミサの中では跪い
て祈る場面があるし、教会に出入りする挨拶でも跪く習慣が見られる。ミサの祈祷
の場面では振り香炉を用いて香が焚かれる。この時、鈴が鳴らされる。またミサの
始まる時や、正午にも教会では鐘が鳴らされる。ミサの途中にはお賽銭に値するミ
サへのお礼を込めた寄付を集めるためのかごが回って来る。ミサは原則的に毎日行
われている。 
 次に神父の生活についてであるが、カトリックの神父は妻帯しないし、前述した
ように法衣で出かける。頭髪について、戦前は特に修道士達の間でトンズーラと呼
ばれる頭の中央部分を剃髪する習慣があった。現在はもう廃れてしまった感があり
ほとんど見られない。食事についてはそれほど厳格ではないものの現在でも復活祭
を待つ時期や、金曜日は日常的にも肉食を控える習慣が信者達の間では存在する。
神父の住居というのはおよそ教会に隣接している。そして男女別々に修道会の会派
があり、それらは現在でも活発に活動している。ローマ教皇を頂点としたヒエラル
ヒー秩序が保たれている。 
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 以上、概観してみると円了が記述したカトリック教会の習慣が、ハンガリーにお
いては今でもほとんどそのまま受け継がれている様子である。現在、仏教寺におい
てこれらの習慣がどのくらい残っているのかも比較検討する価値があるだろう。 

続いて第 89 ではクリスマスの習慣について述べている。 
 

ヤソ誕生日すなわちクリスマスは、西洋諸国の大祝日なり。なお、わが国の正月
元日のごとし。当日は戸ごとに常葉木をかけ、室内の花瓶、燭台にいたるまでそ
の小枝をはさむ。あたかもわが正月に松、竹、燈を用うるに同じ。当夕、眷属一
同一席に集まり美食を設け、食後、自在に歓楽を尽くして深更に至る等、みなわ
が正月の風俗に異なることなし。当日は親戚、朋友の間には必ず贈品呈書するを
例とし、下女下男、出入り、小作の者には多少の金を与え、近隣の貧民にも多少
の愛を施す等、またわが歳末のごとし。地方の停車場などには当日に限り、「天下
泰平、武運長久、鉄道会社千秋万歳」と題示せるあり。これまた、わが国風に異
ならず ５。 

 
と記し、ヨーロッパのクリスマスの様子を伝えている。この祝日がその重要性にお
いても、皆が集って宴を催し贈りものをし合う習慣においても日本の正月と似てい
るというのは的を得ている。また、道端にあるキリスト像にも注目した。 
  

オーストリアはローマ宗の国なれば、路傍に往々十字架上のヤソ像あり、その下
に神灯ありて、その前を通過するもの一拝して去り、あたかもわが国の路傍にあ
る地蔵尊、道祖神のごとし。（第 213）６ 

 
 ハンガリーでも村の入り口や、道路沿いにカルヴァリアと呼ばれる十字架のキリ
ストを建てる習慣があるが、その場所を行き来する人達の守護の意味や、それに向
かって祈りを唱えたりするための役割を持っている。円了はこれを道祖神になぞら
えているが、似通った意味があると言えるだろう。 

第 214 ではドナウ河畔の小さな聖堂に立ち寄った様子を書いている。そこにはマ
リアと 12 使徒の像があり、村人が祈りを捧げている。この場所について円了は日本
の仏像を安置した庵室の様子と同じと書き、民衆が祈る様子は東西も、都会と田舎
も文明の進んだところ、遅れたところ皆同じようだと書いている ７。普遍的な指摘
であろう。 
 今回は円了が実際的な宗教的習慣上の類似点として挙げたところを現在のヨーロ
ッパにある現状と比較してみた。もとはと言えば、宗教上の大事な意味を持つ事柄
について、これほど多くの点に類似を見出した円了の指摘について意外な気がした
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からである。 
 欧州へ旅行中、円了は仏教信者としてキリスト教に反対するのかと尋ねられ、 
 

余は仏教を主唱すると同時に、宗教の真理を主唱するものなり。（中略）論理上ヤ
ソ教の理を推究すれば、その極み仏教の原理に合体するに至る。ゆえに、余はか
つていえるあり、ヤソ教一変すれば仏教に至らんと。（中略）余はヤソ教をもって
仏教の一部分とせんとす。決してこれを敵視するにあらず、ただ朋友視あるいは
兄弟視するのみ。（中略）これを敵視するは余が本心にあらざるなり。（第 100）８ 
 
と記し、キリスト教を近いものと感じている様子がうかがえる。もちろん、論ず

る中でキリスト教への批判も記されていて、例えば欧州の都市では罪人がたくさん
いて悪徳も横行しているが、キリスト教はそれを戒め、感化することができないで
いる。日本はキリスト教国でないが、これほど罪人は多くない、と述べてキリスト
教が社会問題を解決できないでいる様子を説明している。（第 129）９ 
 
 

おわりに  
 

円了が欧州を旅してから既に百年以上経った。欧州もアジアも二度の大戦を含め
激動の 20 世紀を超えて社会は様変わりした。それを考えると円了の描いた欧州の教
会生活が少なくともハンガリーにおいてはよく残っているし、円了の指摘がリアリ
ティーを失っていない部分が多くあって驚かされる。 
 円了は排邪論のイデオローグとみなされているようだが、代表作の『真理金針』
や『破邪新論』『仏教活論本論』などはいずれも 1884 年から 1887 年にかけて書か
れていて、この欧米旅行よりも以前に出版された著作である。つまり旅行へ出る前、
既に円了はキリスト教についてかなりの知識があった訳だ。そしてキリスト教の実
際に現地で触れて書いたものは、どちらかと言えば類似点が強調されている感じが
する。 
 これまでも円了の排邪論については多くの論文が書かれているが、例えば芹川博
通が「排邪論というよりも仏教とキリスト教の比較研究・比較思想論、あるいは比
較宗教学を指向する態度である」１０と指摘するように、この『政教日記』において
もむしろ類似点を多く挙げていて、比較しようとした側面が強いように思われる。
円了が類似とした事柄について、仏教の寺におけるその意味や派生、起源について
さらに今後検討することも興味を惹かれる点である。 
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（本稿は 2014 年 4 月 25 日に行われたブダペスト研究集会のハンガリー語発表を加
筆修正し日本語に改めたものである。） 
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