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【 論文 】 
 
 

井上円了の思想と行動における孔子への崇尊 
 

佐藤将之 

 

 

はじめに 

 

明治、大正時期において日本を代表する啓蒙思想家、教育実践家の一人である井上
円了（1858〜1919；安政 5 年〜大正 8 年）は、確認された範囲で 182 冊の単行本や講
義録、さらに 850 篇を超える論文や隨筆など膨大な著作を残した １。よく知られてい
るように、その著述のテーマは、仏教学、純正哲学、日本主義、またそれらを応用し
て編み出された「妖怪学」など、極めて多岐にわたっている。また、こと近年、その
思想的影響が日本だけではなく、その当時、日本と同じくその社会と国家の近代化の
ために苦闘していた中国の知識人達にも大きな影響を与えていた事実が明らかにさ
れ始めている。円了が出版した各種の著作は、康有為（1858〜1927）２、梁啓超（1873

〜1929）、蔡元培（1868〜1940）など、現在でも大変著名な啓蒙知識人達の思想にも
少なからず影響を与えているのである ３。 

しかしながらその一方で、大きく明治思想を対象とする研究領域では次第に重視
されて来つつあるものの、いわゆる「円了研究」のテーマとしては、現在まで全くな
かったとは言えないにしても、あまり本格的に取り上げられてこなかった円了思想
の基底を理解すべき大きな特色がある。それは円了が幼少から青年時期まで、江戸時
代を通じて精緻に「カリキュラム化」されていた教育によって身につけた漢学的素養
（方法、あるいは態度と言い換えても良い）が円了の思想に与えた影響である。当時
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の円了にとって、現在の年齢で言えば小学校高学年から中学校過程全部の就学期間
の全教育科目を占めた漢学とは、我々がそれを「〜的素養」とのみ呼ぶにはその精神
世界のあまりにも大きい部分を占めていた。本論に入る前に二つだけ例を挙げよう。 

まず、近年取り上げられるようになった円了の精神世界の側面として、円了が生涯、
機会のある毎に自作の漢詩の詠むことを楽しみにしていたことがある ４。もちろん、
中国語の古典文法（すなわち日本語でいう「漢文法」）を学び、『詩経』や唐詩などを
通じて中国古典詩の創作法をマニュアル的に学べば、漢詩を理解し、正しい韻をふん
だ漢詩を作ることは技術的には可能であろう。しかし、何かに感動する毎に自作の漢
詩が脳裏に浮かぶというのは、作詩者が中国の古典思想、歴史故事、文学作品などに
関する知識をただ沢山持っているというだけでなく、それら膨大な知識を感情の赴
くまま自由に駆使できるという境地にまで達しなければ難しいであろう。つまり、円
了が感動した際に発せられる言語、言い換えれば円了の知的活動のある意味で一番
深いところで発せられた言語の核は漢文によって占められていた。 

そして二つ目は筆者自身の研究で明らかにしたことだが、円了の東京大学就学時
代に当時の日本における学術レベルの頂点を占めた『東洋学芸雑誌』や『学芸志林』
から発表した諸論考も、その全てが彼の漢学的知識を武器に執筆したものであると
いうことである。円了研究者には周知のごとく、円了の東京大学の卒業論文は荀子の
哲学についてであった。筆者が前稿で明らかにしたように、円了は、その東京大学就
学時代になされた一連の論考と、その直後に発表された「概論」あるいは「通史」に
分類される著述を通して、彼の先輩であり、また師でもあった井上哲次郎（1856〜
1944；安政 2 年〜昭和 19 年）とともに、当時、日本において「支那哲学」と呼ばれ
た現在でいう「中国哲学」研究領域の創始者なのであった ５。これらの事実を念頭に
入れ、本稿では円了と漢学、またその漢学を基礎に形成された「中国哲学」との関係
について、もう一つの興味深い事実に注目する。それは円了の孔子に対する態度であ
る。円了が東京大学を卒業して間も無い時期の 1885 年（明治 18 年）、同士たちを集
め孔子、釈迦、ソクラテス、およびカントの哲学「四聖」を祭ったことはよく知られ
ているところであるが（【図 1】参照）、もし、円了が 1885 年の時点、つまり明治 20

年にもならない時点で、孔子への祭祀を始めていたとすると、その後、明治末年から
昭和初期にかけて日本や中国で展開されたいわゆる「孔子教」実践や普及活動への先
鞭をつけたのは、円了でなかったのかという推測も可能になるのである。しかし、筆
者が本稿において目指したいのは、円了の孔子崇拝がのちの「孔子教」の形成に対し
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て歴史的に果たした影響や意義を明らかにす
るといったことよりも、円了の生涯の思想と行
動において、孔子が実に円了の思想世界の特別
な存在であったという事実を明らかにすると
いうことである。円了にとって「孔子」という
イメージは、幼少期から青年期の「経学的聖人」
というイメージから始まったと考えられるが、
東京大学就学期には論理的誤謬の多い「哲学
者」と批判的にとらえ直されたようである。し
かしそれでも、後半生に至ると、この世に生き
る人間達の道徳化を実践した「偉大な哲人」へ
と収斂した。言い換えると、哲学を本格的に学
んだ東京大学時期の円了は孔子を伝統的な「経
学の祖」というイメージから脱却させ、中国に
おける哲学の開祖として捉えなおした。哲学館
創立ならびに展開時期の円了は、孔子に対する
その基本的なイメージは保ちつつ、西洋哲学、仏教哲学、妖怪学などの自身の哲学・
思想体系を構築していった。しかし晩年に及び、いわゆる「修身教会運動」や地方巡
講に邁進するようになると、孔子のイメージは、哲学の社会実践（つまり社会の道徳
化）におけるまさに模範的人間像を提供するに至った。そうした円了の孔子観は、円
了が生涯にわたって崇尊した他の三聖と比べても特別な地位を占めていた。 

総じて、明治思想史の流れを、江戸漢学が明治時期を通じて西洋から移入された哲
学という学問（つまり哲学という知識としてだけではなく、学術ディシプリンとして
の「哲学」）の受容によって、漢学の知識群が哲学という知識体系に如何に融合し、
組織され、その結果、新たな価値体系としての姿を見せるに至ったのかというプロセ
スだと考えると、その受容者の精神世界にもともとあった徳川時代の漢学（それは特
に「経学」として）の究極目標が孔子の教えを体得し、実践することであったという
状況を理解しておくことは重要である。そして、円了が江戸時代から続くそのような
思想背景下で教育を受けたという事実とそのインパクトを勘案しつつ、円了の孔子
観の展開を明らかにすることは、新たな思想の移入と消化という現象を中心として
把握される作業に留まりがちだった明治思想の展開という研究テーマにおいて、そ

【図 1】 四聖像 
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の受容の主体が確立した思想を西洋思想の寄
せ集めによるモザイクとしてではなく、そこ
から一歩進んで、もともとからある価値体系
から連続したものとして捉えるというような
考察の可能性を提供するだろう ６。 

以上のような事実と筆者の問題意識にもと
づき、本稿では円了の著作に見える孔子に関
わる論述の分析を通じて、円了がどのように
孔子という人物の思想と行為を理解していた
のかを検討する。具体的には以下の三つの観
点を提起したい。第一に、孔子に向き合う円
了の態度、または孔子の描写の仕方は、孔子
の言動を記したとされる典籍を読んでその哲
学の「真諦」を明らかにするといった類に限
られるものではなく、孔子の思想を学ぶ以外
にも、孔子その人を祭ることや、身をもって
その教えを実践すること、さらには孔子のような人格と生涯に則るというものでさ
えであった。第二に、円了の生涯にわたる言論活動において、孔子思想の「哲学性」
への評価には起伏があったようであるが、晩年の円了は孔子の価値を評価しまた崇
尊する思いを心からいだいていた。そして第三に、孔子と他の三聖（釈尊・ソクラテ
ス及びカント）との関係である。特に円了晩年の思想世界においては、孔子が思想提
唱した思想の内容は、一人一人の人間が生きている間に実践すべきものであるとい
う意味において、他の三聖のものに比べ、より重視されるべきものであった。 

 

 

１．哲学堂「絶対城」に安置された孔子塑像の謎 

 

まず、井上円了の孔子観を理解する上で興味深い二つの事実を紹介しよう。一つ目
の事実は、円了が中心となって 1894 年（明治 27 年）に創刊された学術雑誌『東洋哲
学』の創刊第一号を飾る口絵が孔子だったということである（【図 2】参照）７。ちな
みに釈迦の口絵は第二号に回されている。 

【図 2】 『東洋哲学』創刊号口絵 
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二つ目の事実は、円了が晩年に整備した
哲学堂と孔子の関係である。井上円了は東
京大学卒業後の 1887 年（明治 20 年）に哲
学館を創立し、のちに哲学館大学へと発展
させたが、1902 年（明治 35 年）に起こった
いわゆる「哲学館事件」への対応などによる
辛労で神経衰弱となり、大学経営から完全
に引退した。そして後半生の円了は、大学経
営引退の翌 1903 年（明治 36 年）から全国
を巡回して地方の民衆を直接啓蒙しようと
いういわゆる「巡講」と、それまでに購入し
た土地に「哲学堂」を開設するという二つの
活動に、文字通り体力と精力を注いだ。円了
にとって、「哲学堂」を開設するというのは、
一般民衆のために、精神修養の場として哲
学の知恵が味わえる場（公園）を提供するこ
とであった。円了は哲学堂内の建物や庭園内の仕掛けやオブジェに「哲理門」・「進化
溝」といった哲学・思想に関係する名称をつけ、哲学堂の中心地の一角を占める「絶
対城」（図書室）には、「四聖」が刻画された「聖哲碑」を安置した。ここまでは円了
研究者にはよく知られた事実である。 

興味深いのは、この四聖が刻画された「聖哲碑」の前面に孔子の彫像も安置されて
いるという事実である（【図 3】参照）。石碑の台座の側面には、四聖間の位置関係に
ついてはそれぞれの聖賢たちが生きた時代の前後に従っているのであり、上下優劣
を付けているのではないという文も刻まれており ８、またこの趣意文には「大正四年
（1915 年）一月、後学・井上円了、識（しる）し、併せて書す。」９という奥付けもあ
り、円了自ら書いたことがはっきりしているので、少なくとも「聖哲碑」を設計する
上で、円了はこの四名の聖哲に地位や優劣の上下はないと考えていることが理解で
きる。つまり、碑画の「四聖」の地位は互いに同等であるはずなのである。ならば、
円了はなぜその石刻図画の前面に孔子の彫像をわざわざ安置したのであろうか？ち
なみにこの空間は図書室としての機能も果たしており、円了はその空間に「絶対城」
と命名したが、それらの事実は円了にとってどのような意味を持っていたのであろ

撮影・泉大悟 

【図 3】 聖哲碑・孔子像 
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うか？つまり、円了の思想世界において、図書館として利用される空間に「絶対城」
という名称が与えられた事実と、その領域に描かれ安置された「四聖」との間には、
どのような関連があるのであろうか？因みに円了は哲学堂の「本尊」の参拝者に「南
無絶対無限尊」と唱念するよう求めている。円了が彼ら「四聖」の石刻図画が「絶対
的本尊」そのものを体現していると考えたのだろうか？それともこの「絶対城」はど
ちらかと言えば抽象的な境地を指し、哲人そのものとは一体化するものでもないと
考えていたのか？ 

およそ百年も前の哲学堂の設計における円了の動機に関する思想上の理由に答え
るのは、直接の資料がない限り、今となっては大変困難だが、少なくとも否定できな
いのは、円了は、「四聖」が後世の人々にこの境地へと至ることのできる道筋と手だ
てを開示したと考えており、このことが「絶対城」と命名された空間に石刻四聖図を
安置すべき一つの理由になっているのではないかということである。 

しかしその前提で、もう一度問わざるを得ないのは、円了は四聖の石刻画の前面に、
そこにすでに刻画された孔子の彫像を、なぜそれとは別に、また四聖の石刻画への視
線をわざわざ遮るように、その真正面に安置したのかという問題である。上述のよう
に円了は石碑に付せられた「賛」の中で、四聖の間に「軒輊（上下優劣）はない」と
はっきり言ったのではなかったか？また、円了は絶対城の空間にはいかなる肖像も
置かないと決め １０、その空間に安置したのは石碑なのであるが １１、そうならば、物
的質感のある造形物をその石碑の前に置く意味はどこにあるというのであろうか？
言い換えれば、円了の思想世界において、「絶対城」の前にある「聖哲碑」の更に前
にある孔子単独の彫像との間には、何か必然的な相互関係、あるいはそうしなければ
ならなかった思想的な理由があったのではないのだろうか？この問題について、筆
者は孔子に論及している円了の文献の内容を分析して以降、「絶対城（形状による表
現不可）－四聖を刻んだ石碑（＝画像）－孔子を彫った彫像（＝立体像）」という三
者の配置そのものが、井上円了がもともと持ちながらも、晩年に徐々に現れ出てきた
人と哲学に関する理解の枠組みを表わしているのかもしれないと、次第に考えるよ
うになった。つまり、その配置は、この世界の成員として生活し思考している人間で
ある個々人と、それらの人間が哲学、あるいは哲学を通じて達成すべきある種の境地
との間の関係を象徴しており、そしてその理解の枠組みの中で、円了は人間が孔子と
その他の三聖の導きを通じていかに哲学を実践すればよいのかということを示そう
としたのである。またそれゆえに、この関係を明らかにする探索の中から、孔子・中
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国哲学、及びその哲学体系全体における孔子と中国哲学に対する井上円了の位置づ
けを理解する手がかりを見つけ出せるかもしれない。ただ本稿では、急ぎ結論を示す
前に、まずは円了の著作のなかに見られる孔子に関連した記述をできるだけ分析す
ることによって、円了がどのように孔子という人物の思想と行為を理解していたの
かを一つ一つ確認していく作業から始めることにしよう。 

 

 

２．孔子に関する井上円了の叙述 

 

考察を始める前にまず以下の諸点を確認しておきたい。筆者は前項で井上円了の
思想世界において孔子が独特の位置を占めていたと述べた。しかし、矛盾しているよ
うに聞こえるかもしれないが、孔子に向けられた円了の「特別」な意識は彼の「孔子
論」を検討するだけでは十分には理解できないであろう。それは円了の孔子観が円了
の著述のみに現れるというものではないからである。井上円了と孔子との関わりは、
その著述の中で孔子を論ずることの他に、（1）自ら孔子を祭り、（2）1907 年（明治
40 年）に湯島聖堂で釈奠（かつて徳川幕府が主催していた孔子を祭る儀式）が復活
した際、その二十名の評議員の一人としてその指導的役割をにない １２、（3）哲学堂
には孔子だけ彫像のものも安置し、（4）自身が創刊した『東洋哲学』で当時気鋭の学
者たちに『論語』と孔子思想の研究を推進させ、（5）孔子の例に倣い、自選の『論語』
を撰述した、など多面的である。さらに、円了の生涯において孔子は各方面で円了自
身が追求してきた人間のモデルでもあった。ただ、円了と孔子の間の関係（すなわち
上に列挙した（3）をのぞく問題）の全面的検討は本稿での議論の範囲をはるかに超
えてしまうので、以下では検討の範囲を孔子に関わる円了の論述の考察に限定し、主
にそれによってなぜ円了が哲学堂の「絶対城」の前に孔子の木像を安置したのかの問
いに対して回答を試みたい。 

まず孔子を議論した井上円了の文章を整理してみる。（【表 1】を参照）。筆者が収
集できた範囲の文献において、円了には、例えば蟹江義丸（1872 年〜1904 年；明治
5 年〜37 年）の『孔子研究』のように、孔子思想あるいは『論語』の内容について著
述したいわゆる学術的専門書はない １３。しかし注目すべきは、円了の処女作、つま
り東京大学就学当時の円了が、当時の日本で最高の学術的水準を誇った『東洋学芸雑
誌』から 1882 年（明治 15 年）に出版した論文は、孔子に関する内容だったことであ



 
 
 

佐藤  IIR 6 (2018)  │  183 

る（詳しくは後述する）１４。同様に、円了が生前の最後、すなわち 1919 年（大正 8

年）に出版した単行本も、『論語』の体裁に従って書かれた『大正小論語』であった。
つまり一言でいえば、円了の著述活動は文字通り孔子に始まり孔子に終わったので
ある。円了の生涯にわたる思想活動の中で、孔子の存在が最後まで彼の脳裏から離れ
ることがなかったという事実がわかるであろう。 

現在われわれが目にすることのできる著作の中で、孔子が文章の主題あるいはそ
の中の主要なトピックを形成しているのは、以下に挙げる十五篇の文章である。この
他に附録として挙げた三つは円了が直接孔子について論述したものではないが、明
治・大正当時の知識人の儒家思想理解において、『易伝』の作者は孔子とされ、「仁」
だけではなく、「忠孝」及びその他の主要な儒家の徳目も孔子によってはじめて提起
されたとみなされていた状況を鑑みて １５、附帯項目に入れ、読者の参考に供した。
ちなみに、本文 82 ページ（プラス「附論」の 14 ページ）の『忠孝活論』は、現在確
認できる 182 冊の書籍のうちで、円了が儒家哲学の内容について専論した唯一の単
行本である １６。 

 

 

 

【表 1】 井上円了「孔子」関係著作一覧 

 タイトル 出版年 掲載刊行物 備考 

（1） 尭舜ハ孔教ノ偶像ナル所以ヲ

論ズ 

明治 15年 6月 

1882 

東洋学芸雑

誌、第 9 号 

東京大学入学 

（明治 14年） 

（2） 第 3段 支那哲学 明治 19年 

1886  

哲学要領 東京大学卒業 

（明治 18年） 

（3） 第 14 章 孔孟ノ修身学ハ仮

定臆想ニ出ヅルコト 

第 15 章 孔孟ノ修身学ハ論

理ノ規則ニ合格セザルコト 

第 109章 孔孟ノ説 

明治 20年 １７ 

1887 

倫理通論 哲学館創立 

（4） 星界想遊記 明治 23年 

1890 

  

（5） 倫理摘要 明治 24年 

1891 
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（6） 孔孟の教是より興らん 明治 24年 

1891 

天則（第 4篇

第 3号） 

 

（7） シナ哲学 明治 25〜26年 

1892〜93 

哲学館講義

録・純正哲

学講義 

 

（8） 漢学再興論 明治 30年 

1897 

東華（第 2巻

第 1号） 

世界旅行、インド

で康有為を訪問 

（9） 儒教本尊説 明治 38年 

1904 

東 洋 哲 学

（第 12巻第

11 期） 

哲学館大学校長

を辞職 

（10） 孔聖（孔子） 大正 2年 

1913 

哲界一瞥  

（11） 利己利他教 大正 5年 

1916 

哲窓茶話 １８ 「絶対城」が完成

（大正 4 年） 

（12） 知育のみに偏すべからず 大正 5年 

1916 

哲窓茶話  

（13） 儒学を修めざるべからず 大正 5年 

1916 

哲窓茶話  

（14） 奮闘哲学 大正 6年 

1917 

  

（15） 大正小論語 大正 8年 

1919 

 逝去 

附 1 易ヲ論ズ 明治 19年 

1886 

学 芸 志 林

（第 17巻第

96 冊ならび

第 97 冊） 

「孔子の易理」等

用例あり 

附 2 忠孝活論 明治 26年 

1893 

  

附 3 「義勇」「忠節」「礼儀」「信義」

「誠心」「孝道」「友道」「恭敬」 

明治 37～39年 

1904～1906 

修身教会雑

誌 
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３．孔子に関する叙述における井上円了の二つの態度 

 

上に列挙した円了の孔子に関する著作におけるその孔子観を分析してみると、円
了が孔子思想の内容と意義についての意見を表明する際、主に二つの異なる態度に
基づいていたことがわかる。一つは円了が主に「支那哲学史」等の通史的叙述をする
際に現れてくる孔子観であり、もう一つは「東洋哲学」の必要や意義に論じ及ぶ際、
意識的か無意識的かにかかわらず自然と滲み出てくる孔子への崇慕の念である。著
作の時期から見れば、前者の態度は基本的に東京で在学中から彼の創立した哲学館
での講義内容までに現れる。後者の態度は 1890 年（明治 23 年）出版の『星界想遊
記』で提起され、翌 1891 年（明治 24 年）出版の「孔孟の教是より興らん」という一
文によってその理解の形が明確に示された。つまりこの二つの作品に現れている態
度が、その後逝去するまで三十年近くにわたる円了の孔子観の基調になっている。筆
者はこれら二つの異なる態度を孔子に対する円了のそれぞれ「分析的態度」および
「崇尊的態度」と呼ぶことにする。ただ、孔子に対するこれら二つの態度を個別に検
討する前に、二点説明しておく。 

第一に、孔子に対する円了の「分析的態度」は東京大学時代を中心とするその初期
の著作に現れ、「崇尊的態度」は主に 1890 年（明治 23 年）以降―すなわち東京大学
を卒業してから四、五年後の著作から現れ始めるが、このことは 1890 年以前に孔子
を「崇尊」する心理が円了に全くなかったことを必ずしも意味しない。というのは、
円了の孔子崇尊は、幼いころの漢学教育、つまりは経学典籍の内容を理解するに従い、
円了の精神世界の一部を常に占めていたはずで １９、1890 年前後の時期に忽然と外か
らもたらされたものではないからである。それゆえ、たとえ 1890 年以前の円了の著
作から孔子を崇尊する態度を示す言論が見出されないとしても、そのことによって
当時の円了には孔子を崇尊する心がなかったという結論へと直ちに飛躍することは
できない。 

第二に、「分析的」態度か「崇尊的」態度かにかかわらず、少なくとも円了の著作
で孔子が取り上げられる時、価値判断の基準は「哲学に照らして」であった。言い換
えれば、特に後者の「崇尊」の態度に関して、円了は孔子を―他の三聖に対するの
と同じく―その「哲学」的偉大さゆえに「崇尊」しているのであり、ゆえにそれは
宗教上の信仰から崇拝する態度とは異なる。後述するように、青年期から中年期にか
けて円了の孔子に対する観点が「変化した」のは、実は「哲学」の意義と機能に対す
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る彼の理解が「変化した」のに伴ってのことだったという可能性も考慮する必要があ
る。 

 

（１）孔子に対する円了の「分析的」態度の特徴 
 

円了が自らしたためた履歴書によって、彼が十歳から漢学の訓練を受けるように
なり、『論語』を正式に学び始めたことははっきりしているが、東京大学入学以前に
円了が孔子あるいは『論語』をどのように見ていたかを具体的に知ることができる記
録等は発見できていない。ただ全く手がかりがないわけではない。その手がかりの一
つは、円了が新潟学校・第一分校（所謂「長岡洋学校」）で 1876 年（明治 9 年）に
「句読師雇」（現在の「助手」に相当する）だった時の 10 月、授業以外の学術交流を
促進するためサークルを創設し、それに「和同会」と名づけたという事実である。言
うまでもなく、その名称は『論語』子路篇の「君子は和して同ぜず、小人は同じて和
せず。」という一節を典拠としてつけられたものである ２０。 

円了は 1881 年（明治 14 年）に東京大学に入ると非常に旺盛な著作活動を展開し始
めるが、孔子思想について叙述する中でその「分析的」態度が現れる著作は、いずれ
も東京大学で修学中か卒業後間もなく書かれたものであった。そうした著作物は確
認できるもので五作ある。すなわち、（1）「尭舜ハ孔教ノ偶像ナル所以ヲ論ズ」、（2）
『哲学要領』、（3）『倫理通論』、（4）『倫理摘要』、及び（5）『哲学館講義録・純正哲
学講義』である。その中で、（1）の「尭舜ハ孔教ノ偶像ナル所以ヲ論ズ」と命名され
た論文は、円了の学術的著作全体の中で、今で言う「学術雑誌」に発表された円了の
学術的処女作としての重要性を持つばかりでなく、当時はまだほとんど意識されて
いなかったいわゆる「支那哲学」という研究領域を開拓するという意義を持った著作
としても、重要な一本である ２１。それに対し、（2）から（5）まではいずれも「哲学」
を主題とした入門書あるいは概説書中の「支那哲学」にかかわる部分の叙述である。 

まず、「尭舜ハ孔教ノ偶像ナル所以ヲ論ズ」を見ると、この論文の内容において際
立っている点は、円了が伝統的経学における尭舜の「聖王」イメージに全面的に挑戦
していることである。円了は尭舜の時代は文明が未だ開けていない太古の時代であ
り、その時代に生きたとされる尭舜の「聖王」イメージは、戦国時代になって、当時
の「孔教」が形成されていた過程で儒家の必要によって提唱された「偶像」なのであ
ろうと主張した。その論述の中で注目すべきは、円了が千手観音等の仏像への仏教徒
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の崇拝を例として挙げつつ、彼本人―少なくとも彼は「得度」した僧侶である―は
仏像に実際の「功力」を見出そうとしていない。つまり円了は哲学徒として、仏教と
儒教の両方の信仰のメカニズムを解き明かそうと努力している。こうした円了の議
論の筋道の中から、東京大学時代の円了が「孔教」に対してであれ「仏教」に対して
であれ、哲学の立場からその「信仰」の社会的・心理的起源を明らかにしようとする
「哲学」的態度を見て取ることができるのである。この論文は直接孔子あるいは『論
語』の思想について論じたものではないが、その論述から、円了が、当時漢学者から
は「聖学の祖」として崇められていた孔子を尭舜の偶像化を行った、あるいはその契
機をつくった歴史的人物と捉え、その価値は哲学史的な観点から評価されなければ
ならないと考えていたことを我々は知ることができる。 

上述のようにこの論文は『東洋学芸雑誌』に掲載されたが、この雑誌に参加してい
た井上哲次郎が、この論文の後ろに意味深長なコメントを付している。哲次郎曰く：
「余が東洋哲学・儒家起源の処に堯舜は孔孟が嘵嘵する程の大聖人にあらざること
を論じたるが、今、此篇を読むに、亦其意あり。而して『堯舜は孔教の偶像なり』と
云ふが如きは，実に翻案の妙あり，読者匆々に看過する勿れ。」実は哲次郎も、この
論文の出版の数か月前に「泰西人ノ孔子ヲ評スルヲ評ス」という一文を出版してお
り 

２２、その中で、当時の西洋の学者は東洋（思想）の情況について「五里霧中」（哲
次郎の言葉）であり、その孔子を評論した論述には孔子の思想を誤解したところが少
なからず含まれていると主張していた。この一文も井上哲次郎が中国哲学に関する
問題について発表した最も早い時期の論文であることを考慮すれば、このことが意
味しているのは、当時の東京大学の「学術」環境において、研究と学習の空間を共有
していた哲次郎と円了が中国哲学の分野に題材を求めた時にいずれも思い当たった
のが、「孔子」理解にかかわる問題だったということである。ただ、哲次郎の興味は
西洋の学者がいかに孔子を理解しているかに向けられていたが、円了の論考の時代
的意義は、円了が孔子思想の歴史的役割に関する考察へと一歩踏み込んで、古代の聖
王の事蹟に「託古」することで自己の理想を提唱したのが、春秋戦国時代における「孔
教」形成の重要な思想的役割だったと指摘した点であろう。哲次郎が、円了のこの文
章の末尾にわざわざコメントを付したのは、円了の見解に対する自己の指導的立場
を示したいがためだったとも感じさせられるが、彼はその年に実際「東洋哲学史」を
講義しており、円了もこの講義を受けた学生の一人だったので、その内容や着想は多
かれ少なかれ哲次郎の観点に触発されていたであろう点は否定できまい ２３。 



 
 
 

佐藤  IIR 6 (2018)  │  188 

続いて、『哲学要領』・『倫理通論』・『倫理摘要』及び『哲学館講義録・純正哲学講
義』という四つの著作における、孔子に関係する円了の論述の特色を見ていく。上述
したように、これら四つの著作における叙述内容は基本的には、哲学または倫理学説
通史の中における孔子あるいは儒家に関する説明である。 

まず、1886 年（明治 19 年）に著述・出版された『哲学要領』は、近代日本におけ
る大学制度の形成過程の中にあって、「哲学科」という当時開始されたばかりの大学
教育制度における「哲学」というディシプリンによる専門的な学術訓練を受けた日本
の知識人が出版した最初の東・西洋哲学通史であった ２４。その主要な内容のうち西
洋哲学に関する説明は、主にフェノロサ（Arnest Francisco Fenollosa、1853〜1908）の
授業から学んだ内容、及びこのテーマに関係する文献についてのフェノロサの見解
を消化したものから主に構成されている。その点で言えば、実は東洋哲学に関する説
明も基本的にはフェノロサの理解モデルを受け継いだものとも言え、円了がフェノ
ロサの観点を踏襲したのは、主に以下の三方面においてであった。すなわち、（1）社
会的・歴史的変化の思想への影響を強調したこと、（2）思想の発展を思想間の「競争」
と「対立」の結果としたこと、及び（3）中国の思想家（とりわけ諸子百家の各思想）
の特色を、西洋哲学の中から最も類似した人物または思潮を見つけて対比するとい
う方式（例えば孔子とソクラテス）で述べたことである ２５。 

それではその論述のさらに具体的な内容を見ていこう。中国哲学についての円了
の叙述は、「第 3 段 支那哲学」に属する「第 11 節 史論」・「第 12 節 比考」・「第 13

節 孔老」及び「第 14 節 盛衰」という四つの節において展開されている。円了は
第 11 節で中国全体の歴史と地理的条件を説明し、続く第 12 節でフェノロサの理解
モデルに従い、中国の主要な哲学者の思想内容を西洋の哲学者に類比するが、そこ
では孔子思想の内容と意義がソクラテスと対比できるものだとされる。第 13 節で
は、対照し列挙するという方式によって孔子と老子の思想的特色の対照性が述べら
れる（【表 2】を参照）。 

円了は儒家思想の内容を批判するが、それは思想間の競争が思想の発展ももたら
すという見解を前提に主張されている。この点もフェノロサの影響下で提起された
ものであろう。「シナ哲学」について述べる最後の部分である第 14 節で、円了は以下
のように述べている。 

 

その抗敵たる仏教ようやくおとろえ、人の精神思想したがってその（註：儒学）勢
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力を失するに至るなり。（中略）儒学の弊たる古を師とし、述而不作を主義とする
をもって学問決して進歩すべき理なし。かつ中世以降、世間これに抗抵すべき学な
きをもって儒教次第に悪弊を醸成し、学者ただ虚影を守り活用を務めざるをもって、
ついに国力と共に衰うるに至る。 

 

つまり全体的に見て、中国哲学を発展モデル、また孔老思想の関係を相対称的に見
るなどの主張において、円了はフェノロサの理解モデルから決定的影響を受けてい
る（【表 3】も参照）。ただし、中国思想の個別の学派や思想家の思想的特徴が、一般
的哲学理論の原理原則に従って二つの思想の流れのいずれかに振り分けられた結果、
抽象的な「二派の対立」という紋切り的な発展モデルに還元されてしまっているフェ
ノロサのやり方に比べ、漢学的訓練を経て諸子思想の個別内容にも通じていた円了
は、「人道－天道」・「仁義－道の本末」・「尭舜－伏羲」といった中国哲学固有の概念
分析枠を提示することにより、いわゆるフェノロサ的な「二つの思想潮流対立」の抽
象モデルを、儒・道両家の具体的思想内容間における競争というモデルに読み替える
ことによって、儒家と道家における思想内容の特質を対照させることに成功してい
る。 

その意味で『哲学要領』で描き出された円了の「中国哲学史」の内容は、上述した
哲次郎の「東洋哲学史」の講義内容と比べても、全体の情報量だけ見れば、哲次郎の
講義の方が各思想家のテキストの内容をより詳しく説明しているが、説明の仕方に
注意すれば、哲次郎による説明は、実際には主要な儒者の経歴と思想内容を系譜的記
述で並べる伝統的な「学案」風のものに過ぎない。つまり各テキストの思想的特徴を
並べただけの哲次郎の「哲学史」にくらべれば、円了の「哲学史」は、そこから一歩
進んで、思想と社会の相互作用、及び思想発展の弁証法的原理を応用して構成された、
より系統的な「哲学史」の論述なのだとは称し得るであろう ２６。 
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【表 2】 円了の孔・老理解対照表 

孔子 老子 

人道 天道 

世情人事 虚無淡泊 

実際 理想 

進取 退守 

愛他  自愛 

関渉 放任 

人為  自然 

尭舜以下の道 伏羲以上の道 

仁義は道の元 仁義は道の末 

浅近平易 高遠幽妙 

社会の安寧を求め、人心の快楽を増すという目的は同じだが、実現の方法に違いがある。 

 

 

【表 3】 フェノロサの第一学派・第二学派理解対照表 ２７ 

第一学派（孔子、孟子、荀子、楊雄） 第二学派（老子、列子 ２８、荘子、韓非子） 

肯定的見方 否定的見方 

実践的 思弁的 

常識 形而上学的 

道徳と政治的 純粋哲学 

利他的 利己的 

建設的 破壊的 

人間性や人的法を守る 自然や自然法を真似る 

有限で可能的な諸原理について 絶対的で不可知的な諸原理について 

フェノロサによれば、墨家思想は両者の統合を試みたが、失敗したとする。 
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（２）孔子に対する円了の「崇尊的」態度 
 

井上円了は 10 歳から 15 歳までの四年余りの間に、石黒忠悳（1854〜1941；弘化 2

年〜昭和 16 年）と木村誠一郎（鈍叟、生没年不詳）の「私塾」で漢学を習った。「私
塾」とは言っても、そこでの教育とは江戸時代に確立された学習プログラムに従って
系統的にマスターしていくべきものであり、周知のように二人の塾主が当時の日本
の新旧時代を代表するレベルの知識人であったことは疑う余地がない。石黒忠悳は
後に日本の医療制度創設の主な担い手となり、木村は長岡藩によって選抜された三
人の「江戸留学生」の一人で、江戸での就学期間に片山世璠（兼山、1730〜1782；享
保 15 年〜天明 2 年）の第三子 ２９である朝川鼎（善庵、1781〜1849；天明元年〜嘉永
2 年）に師事し、帰藩すると藩校の崇徳館で「都講」（校長）を務めた人物である ３０。  

つまり、円了の漢学的訓練というのは、三浦節夫も指摘するように、江戸時代から明
治初期にかけて円了と同じ年齢段階の青少年が受けられた最高レベルの漢学教育で
あったと言える ３１。それゆえ、経学の気風に満ちた寺子屋的教育環境の中で、他の
明治期の知識人と同じように、円了も孔子と『論語』に崇尊の念を抱いていたはずで
ある ３２。ただ東京大学時代、西洋哲学関係の知識が増し、それに伴って円了は儒学
の経典の教義の真理性に疑問を持ち始める。上述したように、こうした疑問は 1887

年（明治 20 年）出版の『倫理通論』に見える「孔孟の修身学は仮定憶想に出ずるこ
と」、「孔孟の修身学は論理の規則に合せざること」といった叙述から見て取れる。た
だし、この後 1919 年（大正 8 年）に逝去するまで、儒家思想が哲学的真理に合致す
るか否かという問題について、円了がその著作の中で専門的議論を展開する機会が
再び来ることはなかった。このように、「哲学者」としての円了が儒家思想の「哲学
的問題」に「関心を寄せることをしなかった」という情況が、これまで円了研究者が
円了の孔子観に興味を起こさなかった主な原因の一つではあろう。 

しかしながら、円了の著作を通観すれば、その中に孔子が少なからず登場している
事実を知ることができる。円了の生前最後に出版された単行本にも『論語』の名が冠
せられていたことは上にも触れたとおりである。我々の興味を引くのは、円了の生涯
から見るとまだ青年期に分類してもよい明治 23・24 年に出版された著作の中で、円
了は、それまで彼の思想において優勢だったと思われる「分析的態度」と大きく異な
った孔子への見方を示し始めている事実である。その著作とはすなわち 1890 年（明
治 23 年）に出版された『星界想遊記』と、翌 1891 年（明治 24 年）『天則』誌上に発
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表された「孔孟の教是より興らん」の二点である ３３。筆者の観察によれば、それ以
降の孔子と『論語』に関する円了の理解モデルが、この二つの著作によって形作られ
たようである。 

まず『星界想遊記』３４において孔子がどのように描かれているか見てみよう。その
序文によれば、これは前年に伊豆の修善寺の温泉旅館に泊まった際に円了が見た夢
の記録と説明される。その夢の中で、円了は「想像子」という人物に化して星界に遊
ぶ ３５。その遊行中、地球と環境の比較的類似した六つの世界を訪れる。すなわち、
「共和界」・「商法界」・「女人界」・「老人界」・「理学界」（科学の原理と学者が治める
世界）及び「哲学界」である。想像子は前の五つの世界を訪れた後、それらがいずれ
も完全に理想的な世界ではなかったことから地球に帰ろうとしていたのだが、最後
にうっかり入ってしまった「哲学界」で一人の仙士に出会い、「哲学界」がどんな世
界であるのかについての説明を聞く。想像子が目を見張ったのは、その世界には生死
の区別も、「一定の国土・方位・歳月・古今・貧富・老少・男女・飲食・形体…」な
どもなく、ゆえにそこの人民に感覚的苦楽はなく、精神的な歓楽があるだけだという
状況だった。想像子はこの世界の「真楽」の境地を聞き、この世界に住みたいと思い
始めるのだが、仙士に「汝には未だこの界に住する因縁熟せず」と入界を断られてし
まう。仙士によると、その因縁が熟すには、まず「有形界」で「有形界」の義務を完
全に尽くさねばならず、義務を果たしてはじめてこの世界に至れるという。そこで想
像子が「その義務とは如何？」と問うと、仙士は以下のように答えた。 

 

上に政府あれば政府に対する義務あり。君主あれば君主に対する義務あり。内に父
母あれば父母に対する義務あり。妻子あれば妻子に対する義務あり。朋友あれば朋
友に対する義務あり。社会あれば社会の義務あり。国家の義務あり、祖先の義務あ
り、万物の義務あり、天地の義務あり、自己の身体に対する義務あり。此義務を全
うして始めて精神世界の永楽を占領すべし。汝一たび本土に帰りて早く其義務を尽
して此界に来らんと。 

 

ここに至って想像子が仙子の名を尋ねると、その仙士はなんと想像子の崇拝する
釈迦本人であった。そして彼の左右の三人の聖賢―孔子・ソクラテス及びカント―
が想像子の前に忽然と姿を現す。想像子の左に現れた、「支那国」から来た「孔夫子」
も想像子を戒め以下のように言う。 
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我れ汝の本土にありしとき世道人心の治らざるを見て、修身斉家の道を講し、仁義
道徳の大本を説きしか其後、人民私利に走り小慾に汲々として大道をわするるに至
れり。これ実に道徳の罪人なり。汝わがために記臆せよ。道徳の家には幸福の園池
あることを。若し幸福の園池に遊ばんと欲せば必ず道徳の家に入るべし。 

 

「哲学界」における想像子と四聖との対話の中で、四聖はそれぞれ想像子に「苦は
楽岸に達する船なること」（釈迦）・「道徳の家には幸福の園池あること」（孔子）・「知
徳の本体を明かにして之を研脩するの必要」（ソクラテス）及び「中正完全の哲学」
（カント）という言葉を「有形界」の人民に伝えることを託す。しかし、ここで注意
すべきは、作者である円了は、孔子を登場させる前に、儒家の経典で提唱された所謂
「五倫の徳」の実践を勧めることを、上の最初の引用文のようにまず釈迦の口から直
接、主張させている点である。そこに登場する釈迦の教誨の筋道に従えば、「哲学界」
に住むための条件は、仏教徒が一般的に行う「出家」や「読経修行」といった行為で
はなく、儒家の主張する人間社会における人倫道徳の実践である。釈迦に五倫の実践
を提唱させる『星界想遊記』のストーリー構成は、円了の以下のような思想世界の構
造をも表出させている。すなわち、一人ひとりの人間が、「哲学的真理」に到達する
ための方法は出家や読経ではない。人間は、誰でもこの世に生きている間において、
国家・君主と社会へ忠勤に励むことを含む人間社会での責任を果たさなければなら
ない。 

 

続いて、「孔孟の教是より興らん」における円了の孔子観を見ていこう。円了はこ
の一文の冒頭で、知識の進歩は往々にして道徳礼節の退歩をもたらすので、どのよう
な社会も「知育」より「徳育」の推進を重視すべきだと指摘する。そして「徳育」を
推進する方法には、「東洋的道徳主義」・「西洋的道徳主義」・「宗教道徳」・「学術道徳」・
「孔孟思想」・「仏教」及び「耶蘇教」といった方式があると考える。しかしここで円
了が強調するのは、当世の日本社会に必要なのは「道徳の本体と本源」あるいは「そ
の善悪の標準」等を探求する議論、つまり当世で議論されている「道徳の学術」＝倫
理学ではなく、実際の道徳の普及であるはずだということである。それゆえ、円了は
「今や余輩の取るべき最良法は唯主義上の争論を止め、宜しく自己の身に

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
体
．

して
．．

着
．

実に履践するを以て、第一の務となさざるべからず
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」（強調は原文のまま ３６）と主
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張する。続けて、孔子の生きた二千五百年前と自己の生きている当世とを比較してそ
の社会状況、道徳的退廃状況が極めて類似しているとするのだが、ここで円了は自嘲
的な口調で「万般の学に通ぜざる孔子」は現在の理論的知識にあふれた書生にはかな
わず、孔子の科学的知識は不十分だと述べる。しかし、これにつづく論述で、当世の
書生たちは「未だ孔子の其道を説きたる本意を知らざるなり」という問題の核心に触
れ、以下のように強調する。すなわち、「その本意は理論にあらずして

．．．．．．．．．．．．．
実行
．．

に
．

ある
．．

こ
．

とを知り、自ら進んでその術に当たれるものにして、理
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

論理屈によりて世に勝たん
．．．．．．．．．．．．

と
．

し
．

たるものにあらず
．．．．．．．．

。実践躬行を以て世の模範となりたるものなり
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」（強調は原文の
まま）結局のところ、円了にとって孔子の学説の主旨は「修身斉家治国平天下の要道」、
つまり「仁義忠孝」を明らかにして、「一国一社会の安全幸福を目的とする」ことに
あった。それゆえ、「余輩はそれを学説として一科の倫理学を講述するものとす」る。
しかし我々が「大聖」である「孔子を崇尊し、之を模範とする」のは、彼が正に一個
の「実行家」であるがゆえである。 

後半になると、前半の主張が『論語』の内容に即して例証されていく。例えば、『論
語』学而篇（陽貨篇にも同文が採録されている）の「巧言令色鮮矣仁」（巧みな言葉
や人を印象づけるような表情には仁の徳がすくないものよ！）という文が挙げられ、
この文が当世日本社会の弊害を洞察していると指摘されている。円了は「今日の人は
唯言語に巧みにして、実行に疎し。地方の少年、東京から帰ると哲学でも高尚を好む
の弊害。実際修身に於いて上を尊ばず、徳者を敬さず、礼節法度を軽んずる。」と現
状を嘆く。 

そして結論部分では、まず富国強兵と殖産興業の基礎は「徳義」だとされ、円了は
『論語』の「警鐘」が「我が国の現時の弊」を予言しているのを痛感し、それゆえ、
「今日の弊を救うは、実にこの道にある哉！」と喝破する。同時に当時西洋化を推進
していた知識人の、「人、あるいは余を目して、孔孟主義なりと嘲し、固陋なりと笑
わん。」という儒家思想への批判に対して、円了は次のように答える。すなわち、そ
れは古い意味での「孔孟主義」であり、円了自らが推進しようとする「斯道」は「二
千五百年たって我が人心を涵養し、道徳を支配し、金言格言を諳んじる」ような「道」
であって、ゆえにこのような思想は「孔孟主義」と呼ぶべきでなく、また当世の日本
に自国の時勢を救うこのような教えがあるのだから、わざわざ他国から道徳説を輸
入する必要はないと。最後に円了は、その教え（孔孟の教え）が衰えたのは「今日の
孔孟論者が、其の教の実行を説きながら、一身の徳業の修らざるもの往々これあるに
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至る」からだとし、徳業を自ら実践できない儒者を批判して本文を終える。 

この一文における円了の主張の軸は以下の四点だと理解できる。（1）当世の日本の
危機は、知識人や人民が「真理」に暗いことにあるのではなく、社会における道徳実
践の退廃にあること。（2）この情況は孔子の生きた中国の春秋時代とよく似ているこ
と。（3）孔子はその仁義忠孝の実践によって当時の一国一社会を安全幸福にしようと
自ら努力したが、これこそ孔子が「大聖」と称される理由であること。（4）日本はこ
のような孔子の自己実践の学説を受け入れることすでに久しく、もはやそれを「孔孟
主義」、つまり孔子と孟子という個々の思想を示すだけの名称で呼ぶことはふさわし
くないこと。この四つの主張の中で、円了は実行を伴わない道徳の知識に嫌悪感を持
ち、およそ十五年後にその理念を、「修身教会運動」を展開するという形で全面的に
実行に移した。円了が終生崇拝した「四聖」の中で、円了の実践した「修身」運動の
手本となったのは孔子以外にはないであろう。言い換えれば、明治 24 年（1891 年）
の円了は当時の日本社会には道徳の実践を推進する孔子のような人物が必要だと考
え、明治 39 年（1906 年）の円了は、その認識からさらに一歩進めて、自らが孔子の
ように直接「修身教会運動」を推進して日本社会の道徳的気風を高めようと実践した
のであった。 

ここまで説明してくれば、円了が哲学堂―「修身教会運動」の本部―の「絶対城」
の「入り口」の四聖の石碑の前に、なぜ孔子の彫像を安置したのかが理解できるので
はないかと思う。それは『星界想遊記』という文章によって唱導された、哲学の理想
郷に入るには孔子が始めた儒学による現世道徳の実践という方法によらなければな
らないという円了の理念が、哲学堂という建築空間において顕現したものだったの
である。哲学堂の「絶対城」は『星界想遊記』の「哲学界」を表象し、その世界は無
形によって構成されているので、四聖の像は刻されて描かれただけの二次元画像で
ある。しかし円了は、この世界に入るには儒家の提起する「五倫」の徳（君臣・父子・
夫婦・兄弟及び朋友＝円了が「修身教会運動」において推進した徳目）の責任を実践
するよう日夜努力しなければならないと考えた。この現実世界において人間一人一
人が生きるための規範は孔子によって提起されたもので、それゆえ、「絶対城」の入
り口には、その手引き者としての孔子がどうしても必要なのである。しかも現実世界
に生きる我々は「有形」なので、「有形界」に安置された孔子の彫像にも、我々の実
際の世界に存在する「有形物」のような質感が必要であり、ゆえに有形界における感
覚において質的立体感を持つ木材で作られた彫像が安置されたのであろう。 
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４．おわりに 

 

本文で論じた円了の孔子観を最後に整理してみよう。井上円了は 1919 年（大正 8

年）、大連での講演中に脳溢血により死去した。享年 61 歳であった。円了の生涯にわ
たって、円了が意識的に、あるいは全面的に孔子、あるいは『論語』の思想を論じた
専門的な著作が限られている以上、我々による円了の孔子観への理解は、その断片的
な記述に基づくパズルの組み合わせのようなものにすぎないかもしれない。しかし、
本稿における考察によって、過去の研究ではほとんど注目されることのなかった円
了思想における以下のような特色を描き出すことはできたのではないかと期待して
いる。 

まず円了の孔子観において潜在意識的基礎を成していたのは、幼・少年期に石黒忠
悳や木村鈍叟の漢学教育において受けた「経学の祖」としての孔子への崇尊の念であ
ったであろう。ただし、青年時代に入って、十代後半からの英語や洋学の学習、特に
東京大学における哲学教育の経験によって、分析的態度で儒学（＝孔子）思想を考察
するようになり、哲学的真理に即した知識としての孔子思想には欠陥を感じるよう
になっていた。しかし、当時、哲学的真理の追求がより良い日本人の国民性を涵養で
きるのかという課題に対して、現状の学問、特に哲学のあり方に限界を痛感し始めた
円了は、道徳の実践者としての孔子の存在に着目するようになり、孔子への崇尊も幼
少期とは違って、意識的で確固としたものとなったのであろう。具体的には『星界想
遊記』と「孔孟の教是より興らん」の記述から、若年期でもそうした意識は多分にあ
ったであろうと推察されるが、明確に意識にあがったのは哲学堂を経営し「修身教会
運動」を推進した晩年期であったであろうと推察される。この時期の円了の思想世界
において「孔子と儒家倫理道徳学説」は独特でかつ高い価値を占めていた。つまり、
有形界において構成される社会という世界に生きなければならない人間にとって、
「哲学界」（『星界想遊記』）あるいは「絶対城」（哲学堂）に入るためには、孔子が唱
えたとされる儒教思想こそが唯一無二の道筋なのであった。 

 

円了逝去の後、円了の友人、弟子などの関係者によって、かれらの円了への記憶を
集めた記念文集が出版されたが、そこに出てくる興味深い言葉をもって本稿の結び
としたい。その言葉は、円了の弟子の一人で、哲学館で西洋哲学や心理学を講義し、
当時「新仏教運動」の推進者の一人でもあった田中治六（生没年不詳）によるもので
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ある。田中は、その文集の一篇である「先生逸話」の中で、彼の専門である西洋哲学
や仏教思想の知識がまるで彼の脳裏に存在しないかの如く、円了の生前の印象を次
のように述べている。 

 

それでも僕には、孔孟は如是人であったろうかと、 

敬愛の念を毫も失せなかった ３７。 

 

 

追記： 
本稿は 2017 年 9 月 16 日（土）に東洋大学白山キャンパスにおいて開催された国

際井上円了学会第 6 回学術大会の基調講演「明治時代『哲学者孔子』像の形成におけ
る井上円了」報告原稿として構想され、同年 11 月 4 日（土）国立台湾大学哲学系に
おいて開催された「近代日本における東洋哲学の誕生」国際学術シンポジウムおよび
12 月 2 日（土）台湾・中央研究院近代史研究所で行われた「近代東亜知識人的国家
構想」学術シンポジウムにおいて中国語で報告された内容を再び日本語での出版の
ために加筆、修正を加えたものである。特に中央研究院での会議では、筆者の報告の
コメンテーターを務めていただいた成城学園大学経済学部の陳力衛教授から有益な
コメントをいただいた。また、日本女子大学文学部の出野尚紀氏ならびに東京大学大
学院の寺田光之氏からも有用な資料・情報の提供を受けた。謹んで御礼申し上げたい。 

 

 

注 
１ 三浦節夫「井上円了の初期思想（その 1）：真理金針以前」（『井上円了センター年報』
（第 16 号，2007 年）、50 頁参照。 
２ 円了は 1903 年（明治 36 年）の二回目の「世界旅行」の際に、インドのダージリンに
立ち寄ったが、そこで康有為を訪ねて漢詩を交換し合うなどの交流している。その記録
は 1904 年に出版された『西航日録』に見られる。 
３ 蔡元培が青年期に井上円了の『妖怪学講義』（全五巻）を中国語に翻訳した（ただし出
版されたのは「総論部分」だけである）という話は、中国近代思想史の専門家には広く知
られている。井上円了の著作が当時の中国に紹介されていた状況については、中国社会
科学院の大学院生である李立業氏が、それらの訳本や関係情報を広く蒐集し、「国際井上
円了学会第 6 回学術大会」（2017 年 9 月 16 日）において、その成果の一部を「井上円了
著作の中国語訳及び近代中国の思想啓蒙に対する影響」という主題で報告している。 
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４ 新田幸治・長谷川潤治・中村聡編訳『襲常詩稿・詩冊・屈蠖詩集訳注』（秋田：三文舎、
2008 年）を参照。因みに、円了が地方巡講において、募金のために揮毫した膨大な数の
筆蹟の文面も、もちろん江戸時代からの作法を踏襲したものであろうが、そのほとんど
が漢文である。 
５ 詳細な論証については、佐藤将之「井上円了思想における中国哲学の位置」（『井上円了
センター年報』第 21 号、2012 年 10 月）、29-56 頁を参照されたい。 
６ この点と関連して、円了が創立した教育機関が当初は「哲学館」という名称を与えられ
ながらも、のちに「東洋大学」に改称されたという事実についても、その変更を可能にし
た円了の思想世界には、やはり円了が理想とする「東洋哲学」の創始者である孔子への
傾倒が円了の心の奥底に確固として存在していたからだと考えられる。つまり、本文で
指摘するように『東洋哲学』創刊号の口絵が孔子であったことと、「哲学館（大学）」が
「東洋大学」に名称変更された二つの事実は、偶然の一致ではないだろう。 
７ その「本誌発刊旨趣」に作者の名前はないが、直後に出版された『東洋学芸雑誌』（第
151 号、1894／明治 27 年 4 月、200-201 頁）の「雑報」に『東洋哲学』が紹介されてお
り、「井上圓了氏の編輯に係る『東洋哲學』と題せる雑誌…」とある。 
８ 原文は「如其位次則從年代前後，非有所軒輊也。」 
９ 原文は「大正四年一月後學井上圓了識并書。」 
１０ 故井上円了述『哲学堂案内』（東京、財団法人哲学堂事務所、1915 年初版、1920 年増
幅改訂三版）、24 頁。 
１１ 三浦節夫『井上円了』（東京、教育評論社、2017 年）、515 頁。 
１２ 三宅米吉（編）：『聖堂略志』（東京：斯文会、1935 年）、66 頁。ただ円了が湯島聖堂に
おける「釈奠」の復活そのものに具体的にどのように関わったのかについては未詳。 
１３ この書は蟹江義丸の博士論文が 1904（明治 37）年に金港堂から出版されたものであ
る。しかし蟹江本人はこの出版直前（同年）に 32 歳で逝去している。この書は昭和初期
まで孔子思想研究の最重要著作と称えられた。 
１４ 『東洋学芸雑誌』は杉浦重剛（1855〜1924 年／安政 2〜大正 13 年）らがイギリスの
『Nature』に倣い、1881（明治 14）年に発行した総合学術雑誌である。 
１５ 円了は『周易』を「哲学祭」の「供物」の一つに選んでおり、その中の「繋辞伝」を
伝統的な理解に基づいて孔子の著作と考えていた。円了が『周易』の思想を非常に重視
していたことは明らかである。 
１６ 1893（明治 26）年に哲学書院より出版。 
１７ 序文から本書が 1886 年（明治 19 年）12 月に完成したことがわかるので、著述の時期
から言えば明治 19 年の作品だと見なせることになる。 
１８ 1905（明治 38）年以前の「茶会談話」の内容を集めた著作だと見られている。 
１９ 円了はその詩集『屈蠖詩集』に付された「履歴書」の中で、最初の漢学の先生である
石黒忠悳に師事していた期間に学んだテクストのうち、「山子点」の『論語正文』を善本
として第一に挙げている。『論語正文』は片山兼山（1730〜1782 年／享保 15〜天明 2 年）
が訓点を施したテクストである。 
２０ 土田隆夫「井上円了による「長岡洋学校和同会」の設立とその後の動向」（『井上円了
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センター年報』第 21 号、2012 年 10 月）、37-38 頁。 
２１ 東京大学時代の円了の著作のテーマは、主に中国思想関係と仏教関係の二つに分ける
ことができる。そのうち仏教関係の論述は、いずれも『開導新聞』など教団を対象とした
新聞や雑誌に発表されており、一般の読者層に向けて書かれたものであった。それらの
内容は円了が東京大学入学以前から持っていた時事的・評論的問題意識の延長である。
それにくらべ、中国哲学関連の論文は東大に入学して後、井上哲次郎の「東洋哲学史」
（第二学年）・島田重礼の「支那哲学」（第三及び第四学年）・中村正直の「漢文学」（第四
学年）といった関係する講義に触れ、その刺激を受けて執筆されたのかもしれない。 
２２ この論文は『東洋学芸雑誌』（第 4 号、1882 年／明治 15 年、53-56 頁）及び『修身学
社叢説』（第 23 冊、1882 年／明治 15 年、9-15 頁）より出版された。前者の版面が影印さ
れて『井上哲次郎集』（東京、クレス出版、2003 年）の第 9 巻に収められている。 
２３ 井上哲次郎が 1882 年（明治 15 年）から翌年にかけて、ドイツ留学前に行った東洋哲
学史に関する講義に関しては現在二つの講義ノートの存在が知られている。一つ目はま
さに井上円了によるのもので、開始ページに「東洋哲学史、井上哲次郎氏口述、井上円
了」と記されている。この講義ノートの原本は東洋大学・井上円了研究センターに保管
されており、そのデジタルデータの閲覧・複写が可能ある。もう一つは、金沢大学附属図
書館に保存されている「高嶺三吉遺稿」に含まれている講義ノートのうちの一つである。
このノートに含まれる哲次郎の「東洋哲学史」相当部分の内容は水野博太氏によって公
刊された。水野博太「『高嶺三吉遺稿』中の井上哲次郎『東洋哲学史』講義」（『東京大学
文書館紀要』第 36 号、2018 年 3 月、20−49 頁）を参照。なお水野氏は、高嶺三吉の講義
ノート校訂する際、円了の講義ノートも参照し、文字や内容の異同も記している。 
２４ その巻頭に「曩ニ井上哲次郎氏著ス所ノ哲学講義世ニ行ハルヽモ其書希臘哲学ノ歴史
ヲ略述スルニ止マリテ未タ西洋近世哲学及ヒ東洋哲学ニ論及セス」とある。 
２５ 円了は「東洋哲学」部分のフェノロサの講義内容のノートを残している。柴田隆行と
ライナ・シュルツァがこのノートの内容を日本語に翻訳している。柴田隆行、ライナ・シ
ュルツァ訳「井上円了『稿録』の日本語訳」（『井上円了センター年報』、第 19 号、2010
年 9 月）、139-140 及び 145-153 頁参照。 
２６ このような円了の哲学史理解をヘーゲルの弁証法を受容したものと見なせるかどう
かに関して、フェノロサのノートでは確かにヘーゲルが哲学の発展を理解した方法に触
れられているが、ヘーゲルの弁証法モデルの厳格な運用ということについてノートが示
しているのは、円了の中国哲学史モデルの根源がヘーゲルのものだったとしても、円了
はフェノロサが理解したものをそのまま円了のモデルに取り入れたのにすぎないのでは
ないか。 
２７ 柴田隆行、ライナ・シュルツァ訳「井上円了『稿録』の日本語訳」、147 頁による。 
２８ 柴田氏整理の表中では「列氏」となっている。 
２９ 善庵が生まれた時に実父の片山兼山はすでに逝去していたので、その母は朝川黙翁と
再婚した。善庵は養父が亡くなる間際にそれを告げられ、旧姓に復するよう勧められた
のであるが、養ってくれた黙翁の恩に報いるため、終生改姓することはなかった。 
３０ 松本剣志郎「鈍叟・況翁・円了——越後長岡の名望家高橋九郎を交点に」（『井上円了
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センター年報』、第 23 号、2014 年）、59-81 頁。 
３１ 三浦節夫は「円了は藩黌レベルの最高の漢学教育をうけていたのである。」と述べてい
る。三浦節夫『井上円了』、57 頁を参照。 
３２ 例えば、円了は自己の漢詩集を『屈螻（くつかく）詩集』と命名しているが、それは
「尺蠖之屈、以求信也」という文にもとづいている。この詩集の中で、円了は「四海皆兄
弟」・「徳不孤必有隣」といった文も用いている。また、本文で述べたように、円了は「長
岡洋学校」に就学している時期に『論語』から命名した「和同会」というサークルを組織
してもいる。 
３３ この文章は『天則』（第 4 篇第 3 号、1891 年／明治 24 年）より出版され、後に中尾弘
家編『甫水論集』（東京、博文館、1902 年／明治 35 年）に収められた。東洋大学がそれ
を復刊し（東洋大学井上円了研究会第三部会資料集第二冊、1982 年）、その後『井上円了
選集』第 25 巻にも収められている。 
３４ 康有為『大同書』に対するこの書の影響については、坂出祥伸「井上円了『星界想遊
記』と康有為」、同氏『増補改訂・近代中国の思想と科学』（京都、朋友書店、2001 年）、
616-636 頁所収を参照。また森紀子は、東京へ逃れた梁啓超が当時円了の祭った「四聖図」
を見て、その中にイエスがおらず、カントが取って代わっている構図に衝撃を受けたと
指摘している。森紀子「清末啓蒙家梁啓超と『四聖画像』」（『サティア（あるがまま）』第
43 号、2001 年）、34-36 頁を参照。 
３５ 『星界想遊記』の主人公が星界（＝『荘子』の言う「天」の領域）に「遊び」、道を得
た聖人に出会って教えを請うというストーリー構成は、『荘子』の内容にヒントを得たも
のではないかと筆者には疑われる。この点に関しては別の機会に明らかにしたい。 
３６ この一文の強調には、他の部分の丸印「⚪�」と違う二重丸印「◎」が使われ、強調の
中の強調であることを示している。 
３７ 田中治六「先生逸話」、林竹次郎編『故井上円了先生』（東京、正文舎、1917 年／大正
8 年）所収。 
  

（佐藤将之：国立台湾大学哲学系） 
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