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【  論文  】 
 
 

哲学館事件と綱島梁川―明治哲学史の転回点― 
 

菅原潤 

 

 
Abstract:  

The Philosophy Academy Incident 哲学館事件 happened in 1902 when the Philosophy 

Academy 哲学館 (later Toyo University) conducted its graduation examination. On the 

examination day, a Ministry of Education school inspector thought that one 

examination question written by the ethics teacher NAKAJIMA Tokuzō 中島徳蔵 was 

inappropriate, which prompted the withdrawal of the Academy's right to grant public 

middle school teaching licenses based on the results of the examination. The question 

judged unacceptable concerned the ethical problem of whether or not it is permissible to 

kill someone in a higher position than oneself if one's motive is correct. The Philosophy 

Academy Incident caused an intense debate in Japanese media about the relation 

between free academic inquiry and public education. In this paper, I concentrate on the 

contribution to the debate by the scholar TSUNASHIMA Ryōsen 綱島梁川 (1873-1907). 

While he had studied English utilitarianism with ŌNISHI Hajime 大西祝 at Waseda 

University, he did not confine himself to utilitarian arguments when discussing the 

underlying ethical problem of whether moral ends could legitimize harmful means. He 

took a more comprehensive approach to the theory of means and ends that also included 

elements of German Idealism, thereby exemplifying the transition from the first 

generation of modern Japanese philosophers to the second. Different from the 
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utilitarianism-influenced Enlightenment thinkers NISHI Amane 西周, NAKAMURA 

Masanao 中村正直, and FUKUZAWA Yukichi 福沢諭吉, the reception of the English 

thinker Thomas H. GREEN led the philosophers of the second generation to turn to 

German Idealism. Through his other writings TSUNASHIMA Ryōsen also exerted an 

influence on the young NISHIDA Kitarō 西田幾多郎. 

 

(Keywords: Ryosen Tsunashima, english utilitarianism, the freedom of speech, German 

idealism) 

 

 

はじめに 
 

 「哲学館事件」とは、1902 年に哲学館（現在の東洋大学）で中学校の教員免許に
関連した試験問題のうち、哲学館所属の哲学教員である中島徳蔵（1864～1940）の
出題を文部省の視学官の隈本有尚が問題視し、中学校の教員免許の取得どころか、
哲学館廃校さえも検討したという事件である。松本清張の『小説東京帝国大学』に
より広く世に知られるようになったこの事件は、1928 年に大学令が公布されたとき
に、東洋大学の認可が遅れたことの遠因として取り沙汰されることが多いが、本稿
ではこの事件がきっかけで新聞等で広く哲学の社会的位置が論じられた事実を重視
し、日本の西洋哲学受容における第二のエポックを示すものとして捉えたい。 

 結論をあらかじめ述べると、西周（1829～1897）により「ヒロソヒ」に「哲学」
の訳語を充てた第一のエポックでは、哲学は啓蒙思想の導入のなかに埋没して他に
導入の必要のあった法学や経済学との区別が十分なされたかったのに対して、哲学
館事件においてはじめて哲学は、これらの学問とは別の原理を追求するものとして
はじめて認知されたと言える。とりわけ綱島梁川（1873～1907）はこれまで副次的
に論じられたカントとヘーゲルの哲学的原理をはっきりと論じたことにより、哲学
は個人の内面を形成する学問だとする西田幾多郎以降の哲学理解を方向づけたと考
えたい。 
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事件までの経緯 
 
 まずは哲学館が開学されるまでの経緯を見ておこう。現在の東洋大学の前身にあ
たる哲学館は 1887 年に井上円了（1858～1919）により開学した。1920 年以降私立
大学として認可される学校は哲学館以前にも幾つかあるが、それらの多くが慶応義
塾を始めとする実学志向であるのに対し、哲学館はその名の通り「哲学」を理念と
して掲げる点で際立っていた。わざわざこのような理念を掲げた理由は、創設者の
円了が哲学を修めたからに他ならない。小坂国継の近著によれば、先述の哲学受容
の第一のエポックに当たる哲学者として、前述の西周を筆頭に大西祝（1864～1900）、
井上哲次郎（1856～1944）、清沢満之（1863～1903）、西田幾多郎（1870～1945）、そ
して井上円了が挙げられるが１、これらのうち西を除けばいずれも何らかのかたちで、
創設されたばかりの東京大学出身者であることに注意を促したい。 

 もっとも西田は他の哲学者たちとは違ってその生年が明治に入ってからであり、
また彼が東大時代に師事した中島力造（1858～1918）は同志社時代に大西とともに
学んだ間柄なので、小坂の挙げた哲学者のうち西田のみは日本哲学の自立的発展が
始まった第二のエポックに入れるべきだろう。哲学館事件の原因となった中島徳蔵
は、その西田と同時期の東大生として中島力造より学んでいることに注意したい。
しかも中島力造が授業で扱ったのが『善の研究』に大きな影響を与えたイギリス理
想主義の T・H・グリーンの倫理学なので２、二人の中島と西田がどういう関係にあ
ったのかに興味が集まるかもしれないが、本稿の主題は哲学館事件なので、中島徳
蔵と井上円了の関係に話を戻す。 

 中島徳蔵は 1864 年に現在の群馬県に生まれたので、1870 年生まれの西田より 6

年年長となる。これだけの年齢差で西田と同窓になることに不審の念が抱かれるか
もしれないが、顕彰会の出版した本によれば、中島はいったん小学校教員を務めた
後に東大の門を叩いたため、西田よりも遅れをとることとなった３。東大卒業後中島
は円了の招きにより哲学館講師に就任し、当時の倫理学研究の権威とされる丁酉倫
理会学術演説会で最初に講演をする栄誉を得て、文部省修身教科書起草委員に選ば
れた。こうして見ると中島の研究者としてのキャリアはスタートこそ遅かったもの
の、その後は順調そのもので哲学館事件の当事者になるとはとても思えない。 

 事件の原因はむしろ文部省および、文部省を取り囲む政治の側にあると考えた方
がよい。政治学者の小俣憲明によれば、その遠因は尾崎行雄文相の共和演説にある
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とされる。咢堂の号でも知られる尾崎はその巧みな弁舌により、第一次護憲運動で
第 3 次桂太郎内閣を辞職に追い込んだことで「憲政の神様」と称されるので、生涯
のあいだ在野の政治家であり続けたように見られがちが、実は一度だけ第 1 次大隈
重信内閣の文部大臣として入閣したことがある。この内閣には大隈の政敵である板
垣退助も入閣したにとどまらず、陸海軍大臣以外の大臣職はすべて政党人が占めた
ため、初の政党内閣とされる。この内閣は一般には隈板内閣と呼ばれたが、内紛の
ためわずか 2 か月ほどで総辞職したため、本格的な政党内閣は周知のように大正期
の原敬内閣まで待たなければならなかった。 

 その短命内閣のなかで尾崎文相は思い切った改革を断行した。そのなかでまず注
目すべきは、省令・訓令・内訓・達・内達 22 種類の一括廃止である。これらは自由
民権運動が始まってから教員の政治活動を厳しく制限したもので、教員のみならず
国民の言論の自由を最大限に保証することが廃止の狙いだった。次いで重要なのは、
これまで各府県に設置された教科書採択審査会を廃止し、教科書の自由採択制度案
を提示したことである。言論の自由が保障された戦後においてですら家永三郎と文
部省のあいだで教科書裁判が起こされとこと、また国旗国歌法が成立するまで卒業
式に君が代を歌うかどうかで現場が混乱したことを考慮すれば、こうした尾崎の政
策方針は、現在の視点から見ても非常にリベラルだという印象を受ける。 

 問題となる共和演説は、これらの政策の根本理念を述べたものである。1899 年 8

月の帝国教育会茶話会で尾崎文相は、教員の待遇改善は官吏の等級とは別の基準で
おこなわなければならず、また三井や三菱のような大財閥に匹敵する金銭的待遇を
与えることもできないので、金銭によって人の貴賤を評価する拝金の世風を改めな
ければならないと主張した。この演説は国民の平等を求める主旨を内に秘めている
がゆえに「共和演説」と呼ばれるようになった４。それゆえ外部資金の獲得金額によ
り大学教員を評価する昨今の状況も、尾崎の批判の的になることだろう。 

 共和演説は聴衆となった 500 余人の教育関係者には大いに好評だったが、薩長出
身の非政党政治家の不興を買って尾崎文相は辞任に追い込まれ、そのため尾崎文相
の提言した政策は実行されなかった。辞任の理由ははっきりしないが、共和演説の
終了後に一人の聴衆が教育勅語の撤回を要求したことも理由の一つとして考えられ
る。実際にそういう発言があったかどうかは怪しいが、共和演説より半年前にジャ
ーナリスト出身の政治家の竹越与三郎が、国際的な思潮と比して従来の悲憤慷慨的
な倫理は時代遅れだと断じた演説があったことは確かである。 



 
 
 

菅原 IIR 4 (2016)  │  127 

 実をいえば教育勅語の理念と現場の修身教育の齟齬があることは以前より帝国議
会でたびたび問題にされており、一時期は文部省内で教育勅語そのものを改める動
きもあったが、とりあえずは修身教科書の国費編纂が求められることとなった。中
島が選ばれた文部省修身教科書起草委員会はそのために設置されたのであり、こう
した政治的対立の渦中に中島、および哲学館は見舞われたのである。 

 

 

事件の推移 
 
 冒頭で哲学館事件を説明するにあたり中学校の教員免許の取り消しについて言及
したが、これと事件の発端となった試験との関係について手短な説明を施すことに
する。当時の哲学館の卒業生は慶応義塾、東京専門学校（早稲田大学の前身）、国学
院とともに、無試験で中学校教員の免許を取得することができた。つまりは哲学館
を卒業すれば、自動的に中学校教員になる資格が得られるというシステムである。
問題の 1902 年は 10 月 25 日から 31 日までが卒業試験の実施期間であり、この期間
にたまたま視察に訪れた隈本視学官が修身の試験問題が不適切だと報告したため、
中学校の教員取得の特典の廃止を命じたということである。 

 それでは隈本視学官が問題視した修身の問題とはどういうものか。それは当時の
イギリスで広く流通したミューアヘッド（1855～1940）の著書を出典として、動機
が正しければ目上の者を殺害することが許されるかどうかを問うものであり、海外
出張中の円了に代わって中島が出題した問題だった。この出題を視学官は、天皇を
殺害して革命を起こす見解を正当化する余地があると判断したというのである。実
を言えばこれと同様の事件が 10 年ほど前にも発生していた。ふたたび小俣の研究を
援用すれば、井上哲次郎が 1891 年に刊行した『勅語衍義』のなかに、漢学者によっ
て不敬呼ばわりされる記述があったのである。小俣によればこの経験に懲りた井上
はかの有名な内村鑑三の「不敬」行為を告発し、自らが「忠君」であることのアリ
バイ工作をしたとされる５。 

 こうみてみると明治憲法下での我が国の言論は文部省により厳重に管理され、そ
の体制のまま敗戦を迎えたと考えたくなるが、事件直後の新聞紙上では文部省の強
硬な措置に対する非難が相次いだ。まずは当事者である中島と隈本審議官と文部省
の側からそれぞれの言い分が公表され、その後は『万長報』をはじめとする新聞各
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紙は異口同音に文部省の暴挙を糾弾した。三浦節夫による調査によれば、『早稲田学
報』や『新仏教』や『太陽』といった業界紙や雑誌なども含めると、哲学館事件に
関する記事は 580 点にも上る６。 

 この間円了は沈黙を守り、中島はいったん哲学館を退いたものの、3 年後に円了
の要請で哲学館に復職し、後に東洋大学の学長にまで上り詰める。それゆえ円了は
哲学館事件のあいだは終始中島を擁護する側に立ったと考えることができる。その
背景として、事件をきっかけにして雑誌媒体を中心に倫理学説の論争が盛んになさ
れたことが考えられる。その主役となったのが、一般的にはその名が知られていな
い綱島梁川である。 

 

 

綱島梁川によるミューアヘッド擁護 
 

 綱島梁川、本名綱島栄一郎は 1873 年に岡山県で生まれたので、西田幾多郎より 3

歳年少である。号は故郷を流れる高梁川にちなんだものである。高梁教会で受洗後
に上京して東京専門学校に入学、主としてシジウィクを中心とするイギリス功利主
義を研究し、卒業後は自らの同郷の師である大西祝の全集編纂などに従事した。結
核により健康を害したため定職にはつけず、34 歳の若さで夭逝した。晩年は見神体
験を論じ、西田に多大な影響を与えた。安倍能成の編集により『梁川全集』が死後
出版された。 

 哲学館事件に関する学説論争に話を戻すと、事件の発端となった試験問題を出題
した中島徳蔵の思想や出題の元になったミューアヘッドの中島の解釈は争点とはさ
れず、中島抜きにミューアヘッドの学説そのものの特徴が問題とされた。今となっ
てはほとんど無名なミューアヘッドについて若干説明を加えておこう。ミューアヘ
ッドとは先述の代表的なイギリス理想主義者のグリーンの流れを汲む哲学者で、19

世紀末イギリスのスタンダードな哲学の教科書を刊行したことで知られている。 

 それゆえ哲学館事件の知らせを聞いたミューアヘッドは大いに驚き、『東洋哲学』
に自らの著書への弁明書をわざわざ寄稿している。ミューアヘッドの『倫理学』を
邦訳した桑木厳翼（1874～1946）も翻訳者の責任として、ミューアヘッドの学説が
穏健であることを力説した。こうした一連のミューアヘッド擁護の動きに反旗を翻
したのが、旧制一高のドイツ語教師である丸山通一である。丸山は計 4 回にわたっ



 
 
 

菅原 IIR 4 (2016)  │  129 

て桑木らの弁を執拗に批判した。こうした状況をみて論争に割って入ったのが綱島
梁川であり、本名の綱島栄一郎の名義で「哲学館事件に関して倫理学上動機の意義
を論じ併せてミュイアヘッド氏の動機論を評す」を発表した。この綱島論が論争上
もっとも長大で、ミューアヘッド＝中島擁護の流れを決定づけるものなので、清水
清明が復刻した資料に基づき以下で詳しく見ておこう。 

 梁川はまず自らの議論を文部省の行政的措置の是非ではなく、ミューアヘッドの
学説的意義を、その師であるグリーンの学説にまでさかのぼって論じることに限定
する旨を述べる。特に梁川が問題にするのは、ミューアヘッドの動機の理解である。
梁川によれば、動機説には「未だ其の選択決意を経ぬ前の

、、、、
欲望（Desire）其者」であ

る「意志の選択作用、決意作用」とみる説と「意志の選択決意を経た上での
、、、、、

欲望」
とみる説の二つがある。このうち意志の選択決意を経ない欲望を動機とする考え方
それ自体は「必しも不当ではない」と梁川は判断して、そうした欲望の目的をさら
に二つに分ける。その一つは「感情

、、
即ち広くいう興味

、、
（此中には主観的、反対的な

る 感 性
センシビリチー

即ち苦楽感と、客観的衝動的なる 動
パツ

情
シヨン

とを食ませることが出来る）
で、欲望の主観的方面

、、、、、
（所謂 動 力

エフイセント
原 因
、コーズ

）」であり、もう一つは「欲望の対境
として心上に掲げ出ださるる目的の観念

、、、、、
で、其の客観的方面

、、、、、
（所謂 有

フアイ
極

ナル、
原因
コーズ

）」
である。言い換えれば「真理に対する興味の感情」と「真理という目的の観念」の
二つであり、いずれも「畢竟同一なる心的事実の両面で、別々に引き離すとは出来
ぬ」とされる。 

 その上で梁川は、欲望がそのまま行為に直結することはないことを強調する。な
ぜなら「もし此くの如く動作した場合には其れを厳には吾人自身の動作、即ち自覚

、、

を以て為した動作と言わぬが常である」からであり、それゆえ「欲望が吾人を動か
すのは、謂わば、自然的

、、、
に動かすので究極的

、、、
に動かすのではない」と言う。例えば

もしも「種々の欲望の相争う場合」は欲望だけでは行為に踏み出せないわけで、梁
川はグリーンの表現法を援用して「其何れが果して真に吾人の自己を満足せしめる
ものかを篤と見定めて、之れに自己を合致させ」る、後者の「意志の選択作用、決
意作用」こそが動機だと結論づける。ここまでの議論は、梁川が専門とする功利主
義に関する自らの知見を開陳したものだと言える。 

 他方でさらに梁川は、以上のような欲望に関する議論を踏まえたうえで、「意志の
選択作用、決意作用」にも二種類あると主張する。彼はいわゆる道徳の動機説と結
果説の区別を念頭に入れて、結果を重視する立場を「客観的動機

、、、、、
」とし結果から区
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別された動機を重視する立場を「主観的動機
、、、、、

」と見なす。その上で梁川は、ミュー
アヘッドの言う動機はどちらかと言えば「客観的動機」に近しいと捉えるのに対し
て、自らの見解は「主観的動機」寄りだと述べるが、「主観的」動機という言い方が
誤解を招くことを考慮してこれを「意向」と言い換える。次の指摘は、梁川におけ
る倫理学説の展開の深化として注目すべきである。 

 

例えば、患者の病を療治するのは医者の主眼点であるけれども、然かするには或
は劇薬を服ませて、苦しい思いを患者にさせなければならない場合もあろう、又
は荒療治の結果よし患者の一命だけは取り止め得るにしても、同時に生まれもつ
かぬ片

マ
輪者

マ
にして退けるというような懸念がある場合もあろう。服薬の苦痛を与

えるのは本意ではないが又不具者
マ マ

にするのは望ましくはない、寧ろ悲しむべき事
とさえ思わぬではないか、治療という結果を来たす手段若しくは其結果に伴う一
部分として、何れも此場合、医者の決意の目的（対境）の一面を形づくるものと
言わねばならぬ。即ち主眼ではないが、少なくとも第二義的にも、彼れは此等の
事柄をも予想して、意志の対境としたものと見なければならぬ。されば前に窮極
的に吾人を動かすものと言った中にも、更に一段進んだ意味で窮

、、、、、、、、、
極的
、、

に吾人を動
かすものと、然らざるものとの区別を此に立てるのが当然だと思う。通常動機

、、
と

意向
、、

とを列べていう折の動機が、取りも直さず前者で、後者が取りも直さず意向
である。前例でいえば病気を治すのが医者の動機、服薬の手段や不具

マ マ
という結果

の一部は其意向に当たる。予輩は少くとも両語の意義を此く理解するが妥当と信
ずる７。 

 

 その上で梁川は、行為の手段・部分・目的を包含する意向と、そのなかの目的の
みを取り出した動機を隈本視学官が区別しなかったことに、哲学館事件の核心があ
ると判断する。さらに両者の区別を最初におこなったのはベンサムで、ミューアヘ
ッドとミルもベンサムの区別を踏襲しているとも梁川は言い、ジャーナリスティッ
クな話題とアカデミックな学説解説を見事に融合させてみせる。 

 ここまでの梁川の論調で気づかされるのは、形式主義的に捉える場合でのカント
批判を胚胎させていることである。しばしば指摘されるようにカントの議論が動機
の純粋さのみを道徳的だと見なす動機論ないし義務論と見なされるのに対して、ベ
ンサム等の功利主義は結果重視の倫理学と見られる傾向があるが、梁川はベンサム
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等の功利主義理解には行為の手段・部分・目的を総合的に判断する視点があること
を指摘しているのは興味深い。このことは次で論じられる目的派に功利主義が連な
ることを含意すると思われる。 

 

 

ドイツ観念論への言及 
 

 さらに梁川は自らの研究分野とするイギリス功利主義から一歩踏み出して、グリ
ーンの理想主義の母胎となったドイツ観念論にも言及する。その際のコンテクスト
とされるのが、中島の作題と関係のある「動機即ち目的善ならば手段の悪は恕して
可也」という命題の分析である。 

 まず梁川は目的と手段の関係を「一、目的善、手段善」、「二、目的悪、手段悪」、
「三、目的善、手段悪」、「四、目的悪、手段善」の 4 パターンに分け、常識的に言
って後二者を問題にすべきだと説く。その上で梁川は、両者の関係について以下の
ような三つの学説があると言う。 

 

目的と手段との関係の見方に予輩は大畧此に三様の別を立て得る。直
○

覚
○

派
○

は目的
と手段とを無交渉に分離

、、、、、、
して了ってばらばらに其独立の価値を見んとし、功

○

利
○

派
○

は一個の目的（結果）のみを採って全然手段の本具内在の価値を無記、無意義の
ものと視んとし、目

○

的
○

派
○

は目的と手段とを離さず、又一を取って他を捨てず、双
方を一元的、有機的、融会的に観じて、其両者が或究竟目的の統一の下に成る義
務系統に占むる各々の位置と価値とを審らかに校較比照してさて後に判断を下
さんとする。前の二見解は予輩の立脚地と合わぬ。余す所は目的派の見解で、予
輩は此見方によってのみ始めて克く目的と手段との関係を満足に解釈し得ると
思う８。 

 

 こうして梁川は「意向全体、結果全体の上より、其至上善に資する関係を精査し
て以て上の二つの場合即ち目的善而手段悪なる場合と目的悪而手段善なる場合とに
於ける目的と手段の相互の交渉関係を判断するが、至当の態度かと信ずる」と言う。 

 先に述べたように、こうした梁川の態度表明は意向を重視すると解釈された功利
主義が目的派だと宣言したと言えるが、今日のわれわれが目的と手段が食い違う場
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合に思い浮かべられるのは、カントの非社交的社交性やヘーゲルの理性の狡知とい
ったドイツ観念論独特の概念だろう。経歴紹介の箇所で書いたように梁川はイギリ
ス功利主義の研究に専念したと解されるわけだが、こうした観念論流の概念を彼は
どう評価するのか。 

 この概念は視学官が問題にした革命のために天皇を殺害することは正しいのかの
論点と直結するので、梁川の議論は次のように慎重な言い回しを見せる。 

 

手段の悪は手段の悪として何処までも故との姿の儘で残っている、即ち依然たる
悪であるように飽くまで没交渉的に論断し去るのは、余りに事実を抽象し過ぎた
見解、余りに道徳上の常識と遠ざかった見解ではありまいか。悪と見らるる手段
も、其が高給の目的に資し、其光を分有して其れに開眼された場合には

、、、、、、、、、
（一切の

義務は互に相融会出入するもの故）少くとも最早断じて原の姿のままの悪ではな
い。之れを依然たる悪と見るは、寧ろ吾人の保守的実情の沙汰

、、、、、、、、
で、理性の判断で

、、、、、、

は無い
、、、

と言い得られるか。殺人流血の所行が平和の為めという理由
コーズ

の為に是認せ
らるる場合には、少くとも其是認

、、
という一点に、それほどは

、、、、、
罪の拭い浄められた

意味を含んでは居らぬか。倫理上有機的一元論
、、、、、、

の立脚地からは、此く言うより外
無いと信ずる。されば「目的は手段を是認す若しくは神聖にす」という一格言は、
或条件の下にてならば
、、、、、、、、、、

決して俗悪危険の格言ではない。否寧ろ極めて正当合理の
、、、、、

主張
、、

といってよい９。 

 

 つまりは一定の条件のもとであれば「目的は手段を是認す若しくは神聖にす」は
通用するというのが、梁川の判断である。けれども「何等の制限をも附けないで、
孟浪に此語を濫用し利用する」立場を彼は峻拒する。そしてその立場にヘーゲルは
含まれるとされる。ヘーゲルの言う「自由が仏国的民権論者一流の革命的、破壊的
性格のものならぬこと論を俟たぬ」１０というコメントを付していることを考慮すれ
ば、梁川は理性の狡知のようなドイツ観念論流の倫理概念に一定の理解を示しつつ
も、基本的にはイギリスの功利主義に踏みとどまっていると考えられる。 

 

明治哲学史における事件の意義 
 

 以上のような綱島梁川の本格的な議論の展開に対して、丸山通一は民権論者風の
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革命思想を梁川が認めていないことに気をよくして、矛先を収めることになった。
これを受けて事件の当事者である中島徳蔵も梁川の議論が自分の意を汲んだものだ
ということを述べたので、事件にまつわる一連の論争は梁川の議論を境にして終息
したと捉えていいだろう。 

 それでは哲学館事件およびこれに対する梁川の議論は、明治哲学史においてどう
位置づけられるべきなのか。第一に言えるのは、事件に関する議論を通じてはじめ
て西洋哲学の中身が公衆に知られるようになったことである。事件以前の西洋哲学
は帝国大学の学生向けに教授されるもので一般的にはほとんど知られていなかった
し、たとえ知られたとしても東洋思想との関連で理解されるにとどまっていた。こ
れに対して綱島梁川は、明治初期の論客とは違ってことさらに東洋思想（特に儒学）
の概念を援用せずに、基本的にはイギリス功利主義の文脈で議論を展開したので、
梁川の議論を読んだ者は西洋哲学の流儀とともに、それが日本の社会におよぼす影
響をはじめて自覚的に理解したと思われる。 

 こうした梁川の思想的立場は、明治初期の哲学研究者とはいささか立場を異にす
ると思われる。これに関してイギリス功利主義の研究者であり、梁川研究でも名高
い行安茂が次のような興味深い提言をしている。 

 

近代日本における功利主義の受容を考えるとき、われわれはこれを 2 つの時期に
分けて考えることができる。その第一は、日本の近代化が始まった 1868 年から
1887 年までの 20 年間である。第二は、1888 年から西田幾多郎の『善の研究』が
刊行された 1911 年までの 24 年間である。 

日本は 1868 年以来西洋の文化および哲学を急速に導入してきた。西周、福沢諭
吉、中村正直等は、明治初期のわが国に、西洋哲学を紹介した。これらの人びと
の中で、福沢および中村は功利主義に関心をもっていた。福沢はイギリスの道徳
哲学および政治哲学の熱心な紹介者であった。中村は 1874 年にスマイルズの
Self-help を日本語に翻訳した。この本は日本の知識人の間で広く読まれた。中村
はわが国では J.S.ミルの『自由論』の訳者としてすでに知られていた。第二の時
期は功利主義から理想主義への移行の時期である。とくに、中島力造（東京帝国
大学での最初の倫理学教授）および東京専門学校（現在の早稲田大学の前身）の
講師であった大西祝は、共に功利主義に関心をもち、これを研究した。彼等はこ
れについて著書を出版した。しかしながら、功利主義は日本においては人気がな
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かった。なぜそうであったのか。まず第一に、功利主義は、日本の政治には強い
影響力をもったけれども、日本人の人生観とは性質を異にした。なるほど、快苦
の 2 つの原理は人間の行動の主要動機ではあるかもしれないが、日本人は、儒教
的あるいは仏教的な、違った原理に対して一層強い共感をもった。〔中略〕かく
して「1890 年代の若き日本のアカデミックな哲学者たちは、功利主義およびスペ
ンサー流の進化論の日本の唱道者に反対し、グリーンが 20 年前に戦ったと同じ
戦い方をする手段をグリーンの中に求めた」といわれるのである。これらの哲学
者には大西、綱島、西晋一郎、吉田熊次、藤井健次郎が含まれた１１。 

 

 言うならば大西祝までの世代と、綱島梁川をはじめとする大西以降の世代では哲
学に求めるものが違うというのが行安の提言である。 

 大西以前の世代のなかには井上円了も含まれることを考慮すれば、この提言を受
ければ円了の世代と中島徳蔵や梁川らの世代のあいだにことさらに断絶を設けるこ
とには、違和感あるかもしれない。福鎌忠恕によれば円了の主要な関心はカントに
あるが、それはあくまでも「19 世紀末葉におけるイギリス新カント学派を介して捉
えられたカント」１２であり、また齋藤繁雄によればキリスト教に関する記述がきわ
めて希薄であることを理由に円了はミューアヘッドの倫理学を評価し１３、この方針
に大西世代に連なる中島徳蔵も同意しているからである。 

 けれども哲学館事件に端を発した哲学的論争において綱島梁川は、必ずしもイギ
リスの功利主義の議論の文脈では満足していないように思える。このことは狭い意
味での動機説にカントを置き、意向を重視する立場として功利主義を捉えたうえで、
功利主義以上に動機と結果の対立を尖鋭化する立場にヘーゲルを見届ける議論にお
いて垣間見られる。 

 こうした議論をする際に、梁川がミューアヘッドではなくグリーンをベースにし
て話を進めていることに十分注意する必要がある。しばしば指摘されているように
グリーンの理想主義はカントやヘーゲルに代表されるドイツ観念論から決定的な影
響を受けているのであり１４、梁川の議論にはイギリス哲学のコンテクストを踏み越
えてドイツ観念論本体につながりたいという衝動が見受けられる。こうした衝動は
梁川の見神体験をも突き動かしているのであり、またグリーンに基づきながらも独
自の内面的倫理を探究する梁川の姿勢は、西田の『善の研究』につながるものでは
ないか１５。他方で梁川と西田の議論の立脚点がグリーンを中心としたイギリス理想
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主義の域から脱し切れないのに対し、本格的なドイツ思想の移入は西田を批判した
高橋里美と田辺元から始まると見ていいのでないか。 

 他方で、1990 年代以降、我が国に応用倫理学の原理としてふたたびミルの功利主
義が見直されたこと、およびその主導者がヘーゲル研究で名高い加藤尚武であるこ
とは、きわめて意味深長なものに思える１６。見方を変えれば、現在の倫理学を取り
巻く状況は明治初期に舞い戻ったものだと考えてよく、そういう現在において明治
後期において我が国の倫理学が内向化するきっかけとなった哲学館事件は重要な意
味合いを有しているのである。 
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