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【 論文 】 
 

 

『戦争哲学一斑』に見る、井上円了の日本（人）倫理観 
 

中島敬介 

 
 

はじめに 

（１）厄介な著述 
 

今や我邦は東洋の天地に立て将に天下に命令せんとする気運に際会せり、吾人は須
らく此機に乗じて愈々国民の決死団結の精神を堅くし、万国無比の国躰をして宇宙
六合に照徹せしめんことを期せざるべからず、〔…〕必ず今後数回の戦争を重ね初
めて東洋の盟主となり、大に国威を四外に発輝するに至らん(1) 

 

日清戦争のさなか、大日本帝国陸海軍が平壌と黄海の両戦を制し、今まさに大連・
旅順の占領に及ばんとするとき、戦勝に沸き立つ銃後の内地では『戦争哲学一斑』（以
下、「本書」とも略す）という「希有の珍書」(2)が出版されていた。冒頭に掲げた〈威
勢の良い〉文言は、同書最終章の一部に現れる。奥付に目を移すと、発行は明治 27

年 10 月 5 日、版元は哲学書院、そして著作者兼発行者の欄には「井上圓了」と記さ
れている。 

井上円了（以下、「円了」とも略す）の〈思想〉の追跡には、しばしば〈厄介な著
述〉が立ち塞がる。『戦争哲学一斑』も、その典型的な一書である。悩みの種は内容
が明確さを欠いているせいではない。むしろ、明快すぎるのである。〈一読で〉円了
が熱狂的国粋主義者にして戦争讃美者であり、したがって排外的侵略主義者にして
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政府の強兵政策のお先棒を担ぐ御用学者と、〈見えてしまう〉のである。今日、最初
に本書で円了を知った人が―穏健な考え方の持ち主であるかぎり―次の一冊を手
にすることは、まず、ないだろう。 

しかし一方で、円了が生涯保持した「護国愛理」(3)のコンセプトや〈通俗化と実践〉
という方法に照らせば、あるいは『星界想遊記』（明治 23 年、以下『星遊記』）、『妖
怪学講義緒言』（明治 26 年、以下『緒言』）、『勅語玄義』（明治 35 年、以下『玄義』）
などを補助線として読み直せば、先に述べた〈一読で〉云々の非難は、〈一読の限り〉
という留保の下で、〈円了＝熱狂的国粋主義者∩戦争讃美者∩排外的侵略主義者∩御用
学者〉は括弧に入り、〈見做されかねない〉との嘆息に転ずるだろう。 

『戦争哲学一斑』は、〈一読で〉こと足りるのか、それとも〈一読の限り〉でとど
まってはならない書物なのか、ここに込められた円了の本意は何か、本来どのように
読まれるべきなのか。このような本書をめぐる問いは、円了の〈思想〉そのものを評
価する重要な分岐点でもある。 

 

（２）円了の本意を探る―本稿の目的― 
 

井上円了という人物が「護国愛理」を標榜し、〈通俗化と実践〉を通して何を為そ
うとしたのか、ここであらためて拙見を略述しておきたい。それは円了の思想や行為
を追跡するための―拙いながら、当方の―研究フレームに関わって、本稿の目的に
直結するものであるからだ。 

円了は「明治 35 年を迎うる辞」として、次のように述べている。 

 

明治維新の大業は明治初年に於て其三分一を完成し、二十年三十年に於て其三分二
を結了し、愈々之を大成するの日は四十年五十年の後をまたざるべからず(4) 

 

この論考には、「諸君はすでに日本国民たる以上は、報国の義務として大に奮て明
治維新の大成を自ら任ずるの決心なかるべからず」や「自らその大成を任ぜんと欲せ
ば、千載再来の今なく、万古再生のわれなき」といった、唯ならぬ決意を示す―あ
るいは檄を飛ばすかのような―文言も見える(5)。この一文のみで言い切るには勇気
が要るが―敢えて蛮勇を奮い大上段に構えれば―円了が為そうとしたこととは、
〈明治維新の完成〉であった。日本特殊の「国躰」や「国風」を基礎として、自覚と
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責任ある政治主体者を確立し、西洋列強に伍する、あるいは日本特殊という意味では、
西洋には真似の出来ない理想的な社会経済体制を築くこと、これこそが円了の真意
であった(6)。 

このことをとりわけ如実に示す著述が、先に列挙した『星遊記』（明治 23 年）・『緒
言』（明治 26 年）・『玄義』（明治 35 年）の 3 書である。円了は『星遊記』によって、
あるべき国家構想を―正確を期すれば〈あるべきでない〉国家のあり方を〈否定的〉
に―提起し、3 年後の『緒言』において構想実現のロードマップを示し、それから
約 10 年後の『玄義』でこの国の政治主体者（主権者）を規定した（補注１）ところで、〈哲
学館事件〉が起こった。拙見では、これによってスケジュールの見直し等軽微な変更
は余儀なくされたものの、構想それ自体や推進方針などの〈大枠〉はそのまま保持さ
れ、したがって私学経営からの「退隠」も全国巡講や修身教会への〈転身〉も既定路
線から外れたものではなかった。付言すれば、〈哲学館事件〉そのものに―小説めい
た―陰謀性は認められない。ただし、事件を惹起させた契機には、以上のような円
了の国家構想推進の〈動き〉が関わっていただろう。このことと『戦争哲学一斑』と
の絡みについては、後に少し触れることになる（本稿「４」参照）。 

ここではこれ以上の言及は避け、以降の論旨に関わる範囲で、『緒言』におけるロ
ードマップの一端だけを確認しておくこととする。 

 

妖怪学は宗教に入るの門路にして教育を進むるの前駆なり〔…〕教育の所謂智育徳
育も一たひ妖怪学によりて真怪の明月を開きて後開発養成すへし(7) 

 

円了には、『倫理通論』（明治 20 年）・『倫理摘要』（明治 24 年）・『日本倫理学案』
（明治 26 年）・『中等倫理書』（明治 31 年）をはじめ、〈倫理〉を題した著述がある
が、『緒言』以前あるいは前後に著されたものを含め、その類いの書物には、円了の
倫理思想や倫理観―の本質―は、示されていないことになる。なぜなら「智育・徳
育の開発養成は、妖怪学で真怪の明月を開いた後」と他ならぬ円了自身によって断言
され、しかしとうとう真怪の〈解明〉は果たされないままに終わったからである。円
了の〈倫理〉に迫るには、表だって倫理を標榜していない著述や、一般向けの講演録
の中に散らばっている〈断片〉を拾い集めるしかないのである。 

本稿は、以上の観点から、国家構想実現のロードマップ提示時点―すなわち明治
26 年前後―において、将来主権者となるべき臣民は、どのような倫理観を持つべき
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と円了が考えていたか、それを『戦争哲学一斑』から掬い取ろうとする企てである。
そこには、おそらく明示された文言や表現はないであろうという意味で、『戦争哲学
一斑』の解釈可能性を探る試みでもある。 

なお蛇足ながら、本稿では『戦争哲学一斑』をもとにした円了の戦争論の分析・究
明はなされない。したくともできない、その理由の第一は―戦争論に限らず―一書
を以て円了の論旨は捕捉し得ないからであり、第二に、そもそも『戦争哲学一斑』は、
円了が自らの戦争論―あるいは戦争哲学―を表明するために著されたものではな
いと考えるからである（補注２）。 

 

 

１．『戦争哲学一斑』を読む―最初は〈祝勝本〉として― 

（１）構成と概要 
 

『戦争哲学一斑』の発行日と同日（明治 27 年 10 月 5 日）の読売新聞に、本書の広
告が掲載されている。そこには「井上圓了先生新著」とあって、大きく「謹祝 海陸
大勝」の文字が躍っている(8)。この「海陸」の戦いとは、先に触れた明治 27 年 9 月
15 日の〈平壌の戦い〉と翌日の〈黄海海戦〉を指しているのだろう。日付を照合する
と、原稿はわずか 2 週間足らずで書き上げられたことになる（補注３）。この執筆態度を
円了の〈喜びよう〉の表れと見れば、本書はまさに広告どおりの戦争祝勝本であり、
〈一読〉で事足りることになる。 

ここであらためて、本書の構成と概要を整理しておこう。『戦争哲学一斑』は、冒
頭見開きの序言と以下の全 14 章・77 頁の本文で構成されている。 

 

第一章 戦争の原理／第二章 戦争の事実／第三章 戦争の進化／第四章 戦争の原
因／第五章 戦争の心理／第六章 戦争の要素／第七章 有形的要素／第八章 無形
的要素／第九章 戦争の助素／第十章 勝敗算定法／第十一章 要素中の要素／第十
二章 戦争の変道／第十三章 我邦特殊の要素／第十四章 国民の教育  （以下、
章番号は丸囲み数字で示す） 

 

内容をみると、序言は〈発行動機〉、本文①から⑫が戦争一般についての〈総論〉、
⑬が戦争要素に係る〈日本特論〉、そして最後の⑭で〈本書執筆の目的〉が述べられ
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ている。 

 

（２）発行の動機―「不肖亦雀躍挊舞に勝てず」（9）― 

 
今回海陸共に大勝利の報に接し不肖亦雀躍挊舞に勝てず図らず大声一呼して此一
論を吐出するに至れり故に是れ聊か帝国の万歳を祝さんとする微衷なり(10) 

 

以上のように、序言でも新聞広告と同様、本書は陸海両戦の勝利に思わず口をつい
て出た帝国万歳の一書だと言う。しかし、これは円了の個性の発露というよりは、日
清戦争に沸き立つ当時の世情と同調したものと言える。この近代日本最初の国際戦
争には、〈脱亜〉を唱えた福沢諭吉（以下「福沢」）はもちろん、〈不敬〉を糾弾され
て教職を追われた内村鑑三（以下「内村」）も―後に一転して非を唱えるのだが、当
時は―支持を惜しまなかった。 

福沢は、 

 

実に今度の師は空前の快事、人間寿命あればこそ此活劇を見聞致候義〔…〕今や隣
国の支那朝鮮も我文明の中に包羅せんとす、畢生の愉快、実以望外の仕合〔…〕日
清戦争など官民一致の勝利、愉快とも難有いとも云ひやうがない。命あればこそコ
ンな事を見聞するのだ、前に死んだ同志の朋友が不幸だ(11) 

 

と手放しで喜び、内村も次のように気勢を上げた。 

 

日本は東洋に於ける進歩主義の戦士なり。故に我と進歩の大敵たる支那帝国を除く
の外、日本の勝利を望まざるものは、宇内万邦あるべきにあらず(12) 

 

さらに内村は「戦争を非常に嫌ふ内閣」が開戦を決したのは「過ぐる二十余年間、支
那の吾人に対するや其妄状無体殆ど吾人の忍ぶ可からざる」事情によると政府の肩
を持ち、その目的についても「支那を警醒するに在り」と正当化した(13)。 

福沢も、また内村にしてこの為体だから、国粋主義者と目される円了の「雀躍挊舞」
は、何ら不思議の感を抱かせない。この序言を読む限り、本書は紛うなき〈戦争祝勝
記念本〉なのである。 
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しかし、言葉が踊り戦勝気分が横溢しているのは序言だけで、本文の筆致は―不
審なほど―冷静である。 

以下に『戦争哲学一斑』本文を略述する。（３）は①～⑫の〈総論〉、続く（４）は
⑬の〈日本特論〉、（５）は⑭の〈本書執筆の目的〉の各々骨子である。 

 

（３）戦争とは―「常道にして〔…〕兵も亦常器なり」(14)― 
 

戦争は「万世不易の理法」に基づく「社会変遷の一現象」である。戦争は社会の「常
道」であって、一時的な「変道」ではない。したがって「兵」もまた社会の「常器」
なのである。将来においては戦争が根絶すると説く学者もいるが噴飯物である。この
世から戦争がなくなるなどは「架空の想像」に過ぎず、史実もそれを証明している。
戦争も生物のごとく進化する。かつての「腕力競争」は、今や「道理的戦争」となり、
「正理公道の観念」が勝敗を決する。いずれは「残忍の風」も一掃され、「極めて少
数の人を殺して勝敗を決す」るだろう。しかし、それはまだまだ遠い先のことであ
る。 

(15)（①～③） 

戦争は「国民の感情の衝突」で起こり、さらに「道理意志の衝突も之に加」わる。
衝突の原因はさまざまで、「政治上宗教上〔…〕貿易上工業上〔…〕歴史上人種上の
関係」によって生じるが、社会・国民・団体の「忿怒」が「戦争の一原因」となるこ
とは間違いない。戦争の勝敗は予期できない。また生命の犠牲も不可避であるから、
人に「恐怖の情」を生じさせる。それにも関わらず戦争が後を絶たないのは、「人心
自然の性として之を好む」からである。(16)（④、⑤） 

戦争は有形・無形各 10 種の要素で構成されるが、そのうちの最重要素は「兵士と
謀略」である。要素付加される 4 種の助素を併せて勘案すれば、戦争の命運はひとえ
に「国民の精神」にかかっている。(17)（⑥～⑪） 

戦争の勝敗は各要素をもとに算定することができる。しかし、天災・人災等の「変
道」によって、不測の事態が生じることは避け得ない。変道の最たるものは、「謀略」
がプラスに変じた「奇術奇計」とマイナスに変じた「過失過誤」である。我ら日本人
と雖も普通の「人類」であるから「過失過誤」は免れない。戦争においては「綿密の
注意を用ふる」ことが何より肝要である。(18)（⑫） 

 

 



 
 
 

中島  IIR 6 (2018)  │  235 

（４）日本特殊の戦争要素―「一死以て君恩に報ずる」（19）― 
 

以上の「古今万国に通ずる戦争の事情」に加えて、日本には「我邦特殊の要素」が
ある。それは有形においては「一統連綿天壌無窮の皇室」であり、無形においては「千
古不易、東西無比の忠孝一致の大道」である。この二要素の存在は、「特殊の国躰」
すなわち「有形上には皇統連綿の帝室〔…〕無形上には忠孝一致の大道」に起因す
る。 

(20)（⑬） 

有形的要素は三つに分かれ、「璽鏡剣の三種の神器」として表れる。無形的要素も
三分されて「仁智勇の三徳」となり、有形の三種の神器と照応する。〈璽＝仁〉は団
結／諸資源、〈鏡＝智〉は謀略／天時地利、〈剣＝勇〉は決死／兵士・軍器を意味し、
よって我邦の戦争要素はこの三者に尽きる。「此等の要素を合一すれば即ち我が国民
の一大精神」となる。すなわち、これこそ「建国以来綿々として」伝わる「日本魂」
である。(21)（⑬） 

日本は「君民一家の国風」を有し、臣民の祖先も「皆皇子神孫より分岐」した。臣
民は「同胞兄弟たるのみならず、又実に皇室と一家を成して今日に至」っている。我々
の「肉身は明治の年代に形を現」したものだが、その「精神は我祖先の神孫より遺伝
して吾人に分賦せられ」たもの、すなわち「神代より滾々として流れ来たりし」もの
である。したがって、我々臣民にとっては「縦ひ肉身を棄つるも」精神まで損ねるも
のではなく、むしろ「唯々祖先伝来の元気精神を完う」すること、すなわち「一死以
て国家に報ずる」こととなるのである。(22)（⑬） 

「数千年来一統連綿の皇室を頂ける」国躰も「忠孝一致の大道」も、その拠って立
つ基礎は「君民一家の国風」である。ここにおいて「君に対する忠義」と「親に対す
る孝道」は一致し、「服従（団結）」「謀略」「勇気（決死）」も「一として忠孝一致の
大道を本源とせざる」ものはない。「果たして然らば戦争上我邦特殊の要素は、一死
以て君恩に報ずるの一道にあり」と言うしかない。(23)（⑬） 

 

（５）本書の目的―「我邦特殊の戦争要素を〔…〕子弟に薫陶せん」(24)― 
 

我が国は、東洋の大国として、世界に覇を唱える時機に至った。今回の日清戦争は、
その第一歩に過ぎず「今後数回の戦争を重ね」なければ「東洋の盟主となり、大に国
威を四外に発輝」することはできない。ここに至って日本国民たるもの「万国無比の
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国躰をして宇宙六合に照徹」せしめるため、「決死団結の精神を堅くし」なければな
らない。そのため「純然たる軍国の教育を子弟に授け、忠孝一致の大道を本として大
に国民の元気を涵養」することこそ「実に目下の最大急務」なのである。(25)（⑭） 

以上のように、戦争は「生存競争」であり、人類進化上不可避の〈社会現象〉であ
る、日本が世界の〈勝ち組〉となるためには「我邦特殊の戦争要素」より来る〈一死
報国〉の精神を以て戦い続けなければならない、円了はこのように言い放ち、次のよ
うに本書を結ぶ。 

 

今回の日清開戦に就て益々世人の注意を促し、我邦特殊の戦争要素を以て大いに子
弟を薫陶せんことを望むものなり、予が本論を草せし微意全く之にあり(26) 

 

掉尾になって明かされた、この〈本書執筆の目的〉は、序言の〈発行動機〉とは明
らかに内実が異なっている。ここに至れば「雀躍挊舞」して「帝国の万歳」を祝す序
言などは、ただ読者の耳目を集めんがための〈惹句〉に過ぎないかのようである。本
文の全コンテンツは、「我邦特殊の戦争要素」を「子弟」に「薫陶」させるところに
向かって一途に、かつ周到に編集されている。とりわけ〈本書の目的〉に直接つなが
る⑬は、他章と同一人の手になるものとは思えないほど―あるいは再読・重読をせ
ざるを得なくさせるための高度な編集技法と疑わせるほど―簡明さを欠いてい
る （補注４）。ここには、「君民一家」の用語が見られるが、このありふれた語彙も一筋縄
の理解を阻んでいる。円了の場合の「一家」は、陳腐な比喩でも〈見立て〉でもない。
生物学的あるいは遺伝上の〈同一ファミリー〉を指示している。この「一家」によっ
て、皇室と臣民は―何の根拠も示されないのだが―同一の〈血統〉にあり、したが
って臣民も皇室と同一の〈神〉の末裔とされているのである。臣民の生身も〈神の現
身（うつせみ）〉とすることで、「一死以て〔国家／君恩〕に報ずる」ことが〈正当化〉
されている。円了は〈君のため、国のためにその身を犠牲にせよ〉と言っているので
はない。臣民がこの国の神の末裔であるゆえに、「一死以て」そのアイデンティティ
を守るのが当然だと主張しているのだ。この円了の仕掛けた「君民一家」のトラップ
を読み過ごした瞬間、臣民たるもの「一死以て〔国家／君恩〕に報ずる」穴へと転が
り落ちることになる。(27) 

一方で、理屈の勝ちすぎた罠でもあって、いかに戦勝気分に酔っていたとしても、
実際に本書に感化されて、「家庭の際より〔･･･〕子弟」(28)に〈死を迫る〉ことを「薫
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陶」しようとする親が続出したとは思えない。その意味で本書は、とうてい開戦の勝
利に酔い痴れることのできる〈祝勝本〉になるとは思えないのである。 

 

 

２．再読は〈予言書〉として―解釈可能性を広げる― 

（１）不気味なリフレイン 
 

本文での円了は、福沢や内村とは違って、この戦争を〈正戦〉視し、正義の勝利と
喜ぶ気配は皆無である。③では「道理的戦争」や「大義名分或は忠君愛国等の正理公
道」という言葉が見られるが、これらは「今日（の）戦争」の全般的傾向を説明する
言辞で、日清戦争での「我邦」に言及したものではない。対手の清国（支那）を軽侮
し、あるいは卑怯とする表現も見当たらない。⑫の「支那の兵法は専ら奇術奇計を論
ぜし」や「支那得意の奇術奇計」は、むしろ「此点は支那の長所なり」とする、評価
の言なのである。そもそも「戦争は常道」であって一般的な社会現象とする本書の立
場にあっては、正悪の観念など埒外なのかもしれない。(29) 

⑩では各戦争要素をもとに、日清両国の勝敗が算定され―案の定―日本は「勝利
の最上」で対手が「敗績の極」と結論される。しかし子細を見れば、有形要素はほぼ
互角で、純定量的な「資糧・運便・人数」に至っては、対手が勝っている。日本の優
位は、主観的判断を伴う「習練・編成・軍紀」に負っているのである。当時この国を
風靡していた戦捷（勝）気分(30)とは大きく隔たっている。これに代わって前景化して
いるのは、繰り返される「一死以て〔…〕報ずる」の文言と、本論の冒頭に掲げた⑭
の一文である。この文章も、実は③における一文のリフレインで、③においては、「古
今万国に通」じる「戦争の進化」の説明として、次のように登場する。(31) 

 

我邦を見るに、今や風雲の機に際会して〔…〕今後東洋の中心に立て益々国勢を世
界に宣揚し、隻手東洋の平和を維持せんとせば、爾後数回の戦争あるべきことを覚
悟せざるべからず、豈に今日の日清戦争のみに止まらんや(32) 

 

ここでは、現状の〈血で血を洗う〉戦争が、今後数千年を経なければ「一変するに
至らざる」との認識を受け、「故に我が国民たるもの」国家独立のために「軍人の士
気」を上げ「一死全力を尽」すべきとの結語を導く役割を果たしている。その与件と
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して、将来ともに戦争の廃絶はあり得ず、また今日の戦争が大義名分・忠君愛国等の
「正理公道」の争いに「進化」したことが前置きされているのである。(33) 

一方、⑭では「我邦特殊の要素」である「忠孝一致の大道」と「国民の教育」とを
接続する文章として現れる。先にも触れたように〈君への忠＝親への孝〉となる「君
臣一家」の「国風」にあっては、臣民の「一死」こそが、至高の人倫にして国家道徳
となる―なってしまう―ことを、「家庭の際より純然たる軍国の教育」として「子
弟に授け」るべし、との結論を引き寄せているのである。(34) 

このほぼ同文の両者を、前後の文章とともに重ね読むと、目眩のしそうな既視感に
襲われる。日清戦争を、普遍的な戦争の原則と、日本の特殊な戦争要素とが交叉する
〈地点〉に位置づけ、この戦争に始まる〈戦果〉ないし利益への期待が、〈侮外を伴
う自大主義〉とともに立ち現れるとき、戦争は社会の「常道」とならざるを得ず、そ
の戦争の継続を保証するために、兵もまた社会の「常器」とされ、「一死以て〔国家
に／君恩に〕報ずる」ことが、国民道徳として祭り上げられる。戦前の日本は、まさ
にこのとおりの道を突き進んだのではなかったか。 

この書は、戦前日本の 50 年を見事に〈予言〉していたことになる。 

 

（２）始まりは日清開戦―戦前日本の〈50 年戦争〉― 
 

昭和 20 年夏の敗戦まで続いた戦争を〈15 年戦争〉と呼ぶことがあるが、二重の意
味で間違っていると言えるだろう。第一に、この国は 15 年もの長期間を一括りにす
るだけの長期戦略性も、それに耐え得る資力も持ち合わせてはいなかったし、また先
行する戦（紛）争の結果が、後発の原因になったとすれば、その端緒は昭和 6 年に始
まる〈満州事変〉どころか、容易に明治 27 年の日清戦争にまで遡り得るからである。 

さらに言えば「清国ニ対シテ戦ヲ宣」(35)したのは明治 27 年 8 月 1 日だが、その伏
線は既に第 1 回帝国議会で張られていた。明治 23 年 12 月 6 日の衆議院本会議で、
総理大臣・山縣有朋は次のように演説した。 

国家独立自営の道に二途あり、第一に主権線を守護すること、第二には利益線を保
護することである（36） 

 
主権線とは国境線であり、利益線とは「主権線の安危に、密着の関係ある区域」(37)、

具体的には朝鮮半島であった。その「利益線を保って一国の独立の完全をなさんとす
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るには〔…〕巨大の金額を割いて、陸海軍の経費に充つるも〔…〕止むを得ざる必要
の経費」(38)であるとされた。その止むを得なさが積もり積もって、維新以来の海軍費
は当時既に、「一億千万円」(39)に達していた。これに陸軍費を加えた巨額の軍事費が
あわさって、福沢や内村そして国民の多くを狂喜させた陸海両戦の大勝に結びつい
たのである。 

日清戦争とは、内村が主張した「義のための戦争」ではなかった。「朝鮮の独立を
確定する」にあたり「実に吾人の血肉を殺して隣邦の衝突を避けん」がための戦争で
もなかった。日本の「利益線」を確保するための―それは、内村が断固否定したは
ずの―「欲を以て」行われた戦争だった。そして、半島で東学党が蜂起する遙か以
前に〈予定〉されていた戦争でもあった。(40) 

そのような日清戦争の〈戦果〉として獲得した遼東半島は、しかし西洋列強である
仏・独・露の 3 か国の〈干渉〉によって、返還を強いられた。その屈辱への〈臥薪嘗
胆〉が、日露戦争の導火線となり、その〈戦後処理〉が満州事変につながって、日中・
日米戦争を引き起こしていった。その間に日本は、東海粟島の〈半開国〉から、世界
の〈一等国〉へと上り詰め、主権線と利益線は〈生命線〉に収斂されて、列島・半島
から大陸に延伸されていった。 

東洋の中心に進み出た日本は、国威を世界に宣揚し、アジア唯一の〈大国〉として
国際連盟理事国に出世する。しかし西洋発の普遍思想である〈民族自決〉や〈門戸開
放〉に押し出されるようにして国際協調体制から離脱すると、欧米列強に比肩する東
洋の〈帝国〉として、アジアの平和と秩序維持を大義に、日本オリジナルの〈八紘一
宇〉と〈五族共和〉の旗を振り、独り―円了の言葉を借りれば「隻手」―大東亜共
栄圏の建設に邁進していく。「数回の戦争を重ね」ながら「大に国威を四外に発揮す
る」ため、戦線は満州から中国内陸部、遙か東南アジアや太平洋上にまで拡張されて
いった。まさに先の『戦争哲学一斑』に現れた一文の〈予言〉どおりである。 

しかし、敵方の桁違いの物量と圧倒的兵力の前には、「君民一家の国風」すなわち
「忠孝一致の大道」も「数千年来一統連綿の皇室」も、国民の一大精神たる「日本魂」
も歯が立たず、〈神国〉であるはずの大日本帝国は、その神の加護も得られないまま
「国躰」もろとも潰滅する。この事態もまた、『戦争哲学一斑』の〈予言〉するとこ
ろであった。(41) 

 

神仏は吾人の目前に来現して最終の判断を与ふることなきや知るべし、〔･･･〕腕力   
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若しくは兵力に訴ふるは必然の勢なり(42) 

 

 

３．三度目は「禁書」として―解釈可能性のさらなる拡張― 

（１）円了の多様な活動 
 

この書には、19 世紀末以降の半世紀、日本の辿った道筋が―ほぼ正確に―描か
れていた。本稿では割愛したが、後の〈史実〉に見合ったトピックも散見される。こ
れが円了の優れた先見性や洞察力―あるいは〈お化け博士〉の神通眼―によるもの
ならば、『戦争哲学一斑』は、世にも稀なる〈予言〉の書であった。 

しかし、〈逆方向〉からの見方もできる。解釈可能性を広げれば、この書をテキス
トとして〈事実が創られた〉とも見做し得る。『戦争哲学一斑』を読んだ、〈有意の誰
か〉が本書を握りしめながら、「今や我邦は東洋の天地に立て将に天下に命令せんと
する気運に際会せり」と嘯いて、「今後東洋の中心に立て益々国勢を世界に宣揚〔…〕
せん」と邁進していく、これは人智を超えた〈予言書〉や奇跡に近い偶合よりも、こ
の世界でははるかに蓋然性の高い出来事である。そして、このような解釈の可能性は
〈通俗化と実践〉という円了独特の〈方法〉によって、さらに開かれるのである。 

社会人・円了の誕生を東大卒業（明治 18 年）とすれば、中国・大連で客死する大
正 8 年まで、その 35 年の〈生涯〉は、ほぼ著述活動／「全国巡講」(43)／倫理普及を
めざした教育活動に費やされたと言える。刊行された円了の著述は単行本・講義録だ
けで 182 冊にのぼり(44)、分野も単一の学問領域には限定されない。例えば『妖怪学講
義』は、〈総論／理学部門／医学部門／純正哲学部門／心理学部門／宗教学部門〉そ
して―ご丁寧にも―〈雑部門〉にまで分けられている(45)。「全国巡講」は延べ 27 年
間・約 3600 日に及び、その訪問地は全都道府県を網羅して、平成 25 年時点に置き換
えると全市町村の約 60％がカバーされるという(46)。その間に、哲学館をはじめとす
る私学経営に骨身を削り、内閣直属の高等教育会議議員など種々の公職をも引き受
けながら、中国・台湾・朝鮮半島にまで巡講の足を伸ばし、さらには生涯 3 度の―
北極観光をも含む―世界旅行を敢行していたのである。そのような多岐多様にして
前人未踏・空前絶後とも言える円了の活動の基底にあったのが、「護国愛理」と〈通
俗化と実践〉であった。 
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（２）思想の〈行為化〉―通俗化と実践― 
 

標榜された「護国愛理」というコンセプト自体は、国境を超えた普遍性を有する
が、円了にとっての内実は、日本（人）特殊の倫理観を―内包するかたちで―意
味していた。その―唯一無二の―普及方法が〈通俗化と実践〉であり、両者は一
体不可分であった。 

一般に、通俗化とは〈高度な学問を大衆に理解可能なまで咀嚼する〉と略述できる
が、円了の場合はもう一手間かかっていて、そこに〈かみ砕いて細片となった情報の
再編集〉が加わる。その工程で使われるギミックが〈世情や時勢への迎合〉あるいは
〈権威や権力の逆用〉で、これによって〈実践〉が〈通俗化〉にリンクされる構造に
なっている。 

円了は「世の謂はゆる学者」を「貴族的学者」と呼び、自らはこれと弁別して「百
姓的学者」を称した。前者―すなわち円了以外の学者―は「民間の事情も知らず、
人智の程度も知らず、其の言ふ所が世間の人に分からうが分かるまいが、更に頓着せ
ず、自ら研究して高尚の学理を究むるを以て目的として居る人」で、後者―すなわ
ち円了自身―は「地方人民の実際身に修め、心に守るべき心得を説」き、さらに「其
の一言一句ただちに実行し得ることを教える」人である。つまり、円了の自覚として
は、単に分かりやすく説くだけでは不十分で、ただちに〈実践〉を促すものでなくて
はならない。円了は啓蒙にあたっては大衆向けに、講義であれば教科書的に、あると
きは研究報告や論文の風を装い、別の場合は巷談ないし講話めかし、あるいは随筆や
旅行記（談）の体裁をとって、トピックやジャンルを跨ぎ、時勢や世情に棹さすかた
ちで「地方人民」の実践に直結させる情報編集的〈通俗化〉が施され、「護国愛理」
の一般普及が目指される。そのような〈言説の通俗化〉は、円了自身の〈行為の実践〉
にもつながり、著述／全国巡講／教育活動の 3 者は、それ自体かつ相互に「護国愛
理」と〈通俗化と実践〉に貫かれ、分かちがたく結びついていたのである。(47) 

しかしながら、このような〈通俗化〉は、努めて実践的である反面、大衆迎合―
悪く言えば「曲学阿世」―とも受け取られ、今日においてなお円了及び、その〈思
想〉の評価が定まらない―有り体に言えば、低く見られる―原因にもなっている。
このような円了を見くびる傾向は同時代にもあったようで、「頃者井上圓了君、教育
宗教衝突の議論甚だ盛なるを見て、教育宗教関係論を著し、以て其持論を世に公にせ
んとす。圓了君も亦投機の士なるかな」(48)、あるいは「井上圓了師足下〔･･･〕時好
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に投じて書肆を利し、併せて自ら利すれども、その文章は〔･･･〕ただ意味さえ通じ
れば好しと云ふお粗末の著述なるが故に、〔･･･〕足下を以て際物師と呼び、学商と嘲
けり、甚だしきは山師を以て擬するに至る」(49)との酷評もあった。 

もっとも当人は、これも投機的とされた「漢字不可廃論」への批判に対して、「余
が独り物数寄らしく飛び出だして漢字廃すべからずと論するを見て、機に投して利
を得る為ならんなどゝの批評を招くに至れり、余は決して投機学者にもあらず山師
学者にもあらず」と否定し、「先年相撲流行の際に相撲玄談を著し日清戦争の際に戦
争哲学を著はししを以て当時の評に余り投機に過ぐるが如く言ひし者あり、然とも
余の意は、社会百般の事みな其裏面に哲理を具するを以て時に臨みて其哲理を外面
に開示するは学者の責任にして、〔･･･〕哲学普及の目的に合する」と抗弁し、したが
って「世間必す余を目して付会学者、瞞着学者なりと云はんも余自ら信するところあ
りてその所信を世に表白する者なれは、世評の如何は敢て問うところに非ざるなり」
と胸を張るのである。円了にしてみれば、先のごとき世評を全く気にしていなかった
とまでは言えないものの、たとえ批判―誤解―されようが、〈通俗化〉という方法
を放棄するつもりは、毫もなかったようである。(50) 

ともあれ、このような確信犯的な覚悟のもとに、徹底した〈通俗化〉による活動
が行われたのであるから、先に〈倫理〉として触れたように、円了著述のある書の
題名に〈学〉の字があっても、当てにならないのである。円了自身が「高尚な学
理」も「究むる」ことも否定しているのだから、〈学〉が成立しているはずがない
のである。〈学〉の表示もまた〈仕掛け〉の一部で、似たようなタイトルでも、そ
の内容は―少なくとも表現表記レベルでの―一貫性や整合性は、端から意識の外
に置かれているのだ。円了にとっての「活学活書」とは、まさに「『学』を捨て
て」こそ(51)成り立つ、そういう類いのものであった。 

言葉を換えれば、円了の〈通俗化〉とは、「護国愛理」の本質を異なる知や理解レ
ベルのパラダイムを越えて伝える〈翻訳〉作業でもあった。著述ばかりか「全国巡講」
もまた、行為化された思想の〈翻訳〉だったと言える。巡講の旅は「汽車は三等、弁
当は握り飯」(52)という、質素というより過酷なものであったが、これを募金目的とす
れば「華族や財閥のような大金が自由になる層から大きな金額を集めるよりも効率
が悪かった」(53)などは、殊更に指摘されるまでもない。誰の目にも明らかなことを当
の円了だけが気付かなかったはずがない。募金は副次的・結果的であって、真の目的
は〈巡講〉という行為そのもの、あるいはその行為を通して、日本（人）特殊の倫理
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観を「地方人民」に普及するための〈翻訳〉的行為だったと見る方が自然なのである。 

 

（３）『戦争哲学一斑』による倫理の〈翻訳〉 
 

『戦争哲学一斑』も、そのような〈翻訳〉の書とすれば、選択した〈戦争〉という
テーマの内に「護国愛理」を追い込んで〈通俗化〉させていることになる。テーマ選
択の動機は、円了が戦争讃美者であったとするよりも、〈大衆受け〉を狙ったと見た
方がよい。執筆動機は、序言どおり、日清開戦の勝利に沸く世情にあった。もちろん、
これには二重の意味が含まれる。一つは、方法論的な〈通俗化〉が世情への迎合を必
要としたこと、そして同時に―こちらがより積極的かつ重大な意味として―先に
見たように福沢や内村すら熱狂させた、その世情の膨満への懸念である。これこそ、
世情に〈阿る〉と見せかけて、その勢いを利用しつつ反転させる、〈通俗化と実践〉
の真骨頂である。 

日清戦争は、この国ばかりでなく、世界史的あるいはアジア史的にも重大な意味
を持つとも指摘される。それ以前のアジアには「少なくとも三千百年の間、〔…〕
民族同士が憎みあって戦ったということは、一回もな」かった。明治政府が富国強
兵という「西洋思想」を採用した結果、西洋に負けじとアジアを「ぶちこわす戦
争」をした。その端緒が日清戦争であり、その「戦争」が以後半世紀続いたことに
よって「アジアは東西に何もかも分裂し、分断し、対立するという情けない状態」
となった、その引き金になった戦争と見ることもできるのである。(54) 

『戦争哲学一斑』が〈祝勝本〉でも〈予言書〉でもなく、前者は読者の気を惹く
ためのギミックで、後者は想定外の利用のされ方だったとすれば、では、この書に
込めた円了の本意とは何であったか。ただでさえ、人類一般に「人心自然の性とし
て之（論者注：戦争）を好む」ことに加え、「我が国民は非常に戦争に熱心」(55)で
「世論の風潮は開戦一方に集中し、一も戦争二も戦争と唱え来たり、殆ど戦争以外
に講ずべき問題あるを忘れおるものゝ」(56)ごとき日本（人）の行進を、日清戦争で
踏みとどまらせることではなかったか。そうであるなら「爾後数回の戦争あるべき
ことを覚悟せざるべからず」とは煽動ではなく警告であり、「今後東洋の中心」に
進出しようと企て、「益々国勢を世界に宣揚し」ようと目論み、それを以て「東洋
の平和を維持せん」とするなら、「豈に今日の日清戦争のみに止まらんや」と、戦
勝に浮かれる時勢の〈空気〉に〈水〉を差そうとしたのである。 
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これこそ、当時の、そしてその後の―そして、今日においても―日本（人）に求
められる倫理観ではなかったか。 

これが円了の本意であったとすれば、しかしその本意は、何ものかに遮られて、
同時代にも後世にも伝わらなかった。遮ったものの一つは、先にも触れた本書をテ
キストとした〈事実の創作〉、すなわち想定読者層以外の層が『戦争哲学一斑』に
反応したことが考えられる。常識的に言って、臣民に先んじて出版物に目を通すの
は、〈思想〉に敏感で読解力に秀でた〈官憲〉である。意識的に〈誤読〉すれば、
世情や時勢に「阿る」かたちのまま、国家レベルで〈実践〉に移すことができる。
戦争に備えた兵站機能を強化し、忠君・愛国・勇気さらには「忠孝一致」を臣民の
徳目として〈万世一系〉の皇統を神聖化し、「一死以て〔国家／君恩〕に報ずる」
ための洗脳的な国民教育を施していく。『戦争哲学一斑』は、円了のアラートをた
った一つ転記し忘れるだけで、物的かつ精神的統制を強めながら国を挙げて破滅に
向かうための〈教科書〉となり得るのである。その警告とは「覚悟せざるべから
ず」の一句である。この国では、誰も何の覚悟もないままに、半世紀にも渡る戦争
が続いたのである。 

円了の一般の人々への〈買いかぶり〉も、本意を遮ったものの一つだろう。円了
は世情や時勢の圧力を利用し、その〈追い風〉を反転させることによって、自覚と
責任ある主権的臣民意識を芽生えさせ、自尊にも侮外にも向かわず、拡張主義にも
籠城主義にも陥らない、日本（人）特殊の倫理観を普及しようとした。しかし、働
きかけられた側は円了の本意を読み取ることなく、〈追い風〉通りの〈実践〉を許
したのである。円了の〈本意〉は〈通俗化〉の裏に潜み、その意味で『戦争哲学一
斑』は、〈禁書〉のように封印されたのである。 

円了が頼りとした世情や時勢は、輿論（public opinion）をおこすことも、主権を自
覚した臣民を生み出すこともなかった。ただ騒動と混乱を巻き起こすだけの大衆感
情（popular sensitive）と、暴徒と化す群衆を出現させただけだった。円了に限界があ
ったとすれば、まさにこの大衆への〈買いかぶり〉ではなかったか。 

先に引用した読売新聞の円了評には、続きがあった。そこに次のような一文が見え
る。これが衆目の一致するところであったかどうかは分からないが、もしそうだとす
れば、円了の〈通俗化と実践〉という方法は、そしてこれと表裏一体の「護国愛理」
のコンセプトも、はかなく空転していたことになる。 
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社会に対して貢献せんと欲する志の切なるがため、〔･･･〕余りに実利を重んじ、成
功を目的とせるが故に、足下が学者としての品位は一層下劣に陥り、足下が忠君愛
国を標榜として、哲学館生徒を薫陶するや好し、然れども其の解釈を公にせるや覚
えず人をして顰蹙せしむるものあり、思ふに是れ足下の理想にあらずして、各標榜
せざれば今の所謂偏狭なる文部省、教育家に容れられず、随つて学校拡張の策に障
碍あるを恐れてならん、昨年ミユアヘツド氏の倫理書事件にて、文部省認可を取り
消さるゝや、世人或ひは、哲学館は忠君愛国のために自殺を遂げたりと譏りたり、
〔･･･〕足下が平生の理想を没却して、漫りに世に阿るを認められたるなり、〔･･･〕
足下は理想を犠牲に供して実利の奴隷と為す(57) 

 

このような誤解は、「誤怪」ならぬ「偽怪」として、今なお円了に取り憑いているの
かもしれない。 

 

 

４．最後は「倫理教科書」として―解釈可能性の限界へ― 

 

明治 34 年 3 月 20 日、第 15 回衆議院本会議で質問書を振りかざし「明治二十三年
十月三十日下し賜りたる勅語に対し近来数種の新聞雑誌に現れし所の撤回説なるも
のあり」(58)と熱弁するものがいた。壇上の安部井磐根は、明治 26 年官紀腐敗に連座
した衆院議長・星亨を「星は議長か番頭か」(59)とばかりに院外追放した「代議士中の
硬骨男子」(60)である。この日「日本臣民としてあられべきことでない」(61)と指弾され
たのは文部省嘱託・中島徳蔵（以下、「中島」）、修身教科書調査委員の下に置かれた
起草員の一人だった。 

先の安部井が「続々現れまして」と引用した「数種の新聞雑誌」記事によると、中
島は修身教科書起草員の立場を利用して「教育勅語の撤回」を主唱し、高等教育会議
に提案したが、この「一箇の狂漢」には明治 31 年にも勅語に関わる「不敬」の前歴
があったという(62)。この追及に対して、文部省はもちろん「事実全く無根なり。〔･･･〕
文部省職員中嘗て此の如き」不埒な「説を唱えたる者なし」と、言下にこれを否定し
た。(63) 

加藤弘之を委員長とする修身教科書調査委員 10 名は、明治 33 年 4 月の初会合で
文部省普通学務局長・沢柳政太郎委員に「議案の調製を一任」し、彼の「修身教科書
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編纂の旨趣案」に基づき明治 34 年 4 月から「本文を起稿し逐次編纂」が進められた。
これに先立つ前年 10 月 29 日、中島ら 3 人の起草員が「尋常小学校修身教科書編纂
の方針」を提出しているが(64)、このときの「編纂の方針」に関わる経緯が昭和 9 年発
行の文書に見られる。「実際筆を取られる起草委員の間では何かの方針が必要」と 3

案が出されたが「何づれも一長一短」があり、結局は「小学校令及び同施行規則によ」
り「勅語の旨趣に基づ」くこととなったが、その 3 案の一つに「智仁勇の三徳を基本
とする」が挙げられているのである。(65) 

中島は「明治三十四年五月に至り嘱託を解かれ」、代わって吉田熊次が「同年六月
より起草員を嘱託」される(66)が、この後任は次のような回想を残しているという。中
島の辞任は「修身教科書に関連して、教育勅語を批判したことが問題を惹起した」と
伝聞したこと、また中島から事務引き継ぎはなかったが、委員会に関する記事や記録
の中に「智仁勇の三徳を中心として課題と教材を配当せんとの試みがあった」(67)と。 

「教育勅語の撤回」が議案になったとされる高等教育会議は調べがついていない
が、「起草員において起草せしものは一々委員会の会議に附し一字一句評議を凝し
稿を更ふること数次に及へり」(68)といった当時の事情を勘案すると、常識的には、
起草員が調査委員を飛び越して、直接高等教育会議に「勅語撤回」を提案したとは
考えにくい。調査委員の〈誰か〉による提案か、せいぜいその者の〈指示〉と考え
るのが妥当だろう。 

中島は文部省嘱託を解任された後、明治 30 年に招聘された哲学館に倫理担当講師
として〈復職〉し、後に〈哲学館事件〉で名を馳せる。その哲学館の館主であった井
上円了は、同時期、修身教科書調査委員に―ただ一人の民間人として―委嘱されて
いた。つまり、哲学館で講師を務めていた起草員・中島は、哲学館の館主である調査
委員・円了の〈下にいた〉のである。付言すれば、中島を講師に招いたのも円了だろ
う。 

本件は登場する人物といい話題となった事物といい、〈哲学館事件〉との連なり
が注目されるが、ここで話題を『戦争哲学一斑』に戻す。 

「勅語撤回」に関連して浮上した「智仁勇の三徳」は、先述のとおり円了が『戦
争哲学一斑』において―中島が哲学館に就く何年も前に―「日本特殊の戦争要
素」として、三種の神器の「璽鏡剣」に「相対へせり」としたものだった。「戦争
の要素は此三者の外に出ず〔…〕此等の要素を合一すれば即ち我が国民の一大精神
となる」もので、「建国以来綿々として相伝はり、以て吾人の日本魂」となったこ
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の精神を「教育中に注入」せよ、と円了は『戦争哲学一班』において主張したので
ある。(69) 

「国民の一大精神」を「日本魂」とし「我邦特殊の戦争要素」と規定しておきさえ
すれば、日本特殊の「国躰」の内にとどまり、「之ヲ中外ニ施シテ悖ラズ」(70)といっ
た普遍性は持ち出せない。『戦争哲学一斑』は、世情と時局に乗じて「我邦特殊の戦
争要素」の言葉を用い、「智仁勇」で『教育勅語』の徳目を上書きしようとした、円
了編集による日本のあるべき〈倫理教科書〉のブルー・プリントだったのかもしれな
い。 

 

 

補論―限界のさらに向こうへ― 

 

円了の〈通俗化と実践〉という、世情や時勢、大衆感情や権力の動向に棹さし
て、これを逆用する方法は、目的地までの誘導標には使えても、いざ目的の地点で
何かを為すには、あまりに非力に過ぎるのではないか。相手の力が弱いと効果が出
ないし、といって強すぎれば押し潰されたり、飲み込まれたりしてしまう。目的の
最前線―おそらく明治 35 年の〈哲学館事件〉の近辺―では、もっと〈強い思
想〉がなければならなかったはずだ。 

円了が用意していたのは、日本という特殊な大地から、普遍性を突き破るように
湧き立つヴァナキュラーな思想か、あるいは逆に、日本に覆い被さって特殊性を窒
息させるようなユニヴァーサルな思想だったのだろうか。 

しかし、〈通俗化と実践〉という〈方法〉の延長上には、そういう〈強い思想〉
とは全くカテゴリの異なる、思想とすら呼べない〈思想〉が浮かぶ。敢えて言え
ば、それは強いて人を動かさない〈時を待つ思想〉とでも言うべき異形のものであ
る。 

誰を恃（ま）つでも、何を俟つでもない、人が成長し世代も変わり、社会が成熟
すれば、この国のありよう―国躰―も文化―国風―も変わる。 

円了は、それを信じ、己が一人で土壌を耕し、自分のいなくなったところに、
「護国愛理」の秋（とき）が来るのを待とうとしたのである。 

明治 37 年、円了は『迷信解』を出版し、次のような一文でその書を閉じた。普
通に読めば、〈哲学館事件〉に敗れた円了の〈白旗〉である。しかし―文字どおり
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―死の直前まで民衆に倫理を説き続けた円了の行為に照らせば、あるいはこれこ
そが、円了が終生持ち続けた、揺るぎなき日本（人）特殊の倫理観だったのかもし
れない。 

 

力の及ばざることは天運の然らしむる所とあきらめ各正理を守り正道を履み、上天
に耻ぢず、下地に耻ぢず、中人に耻ぢざる行をなし、世は如何に暗黒なりとも、心
中は常に青天白日なる様に心掛くるこそ、人の人たる道と申すものぢゃ。(71) 

 

（了） 

 

 

《補注》 

１．円了の著述を扇に例えると、『星遊記』・『緒言』・『玄義』3 書は、扇面を支えて広げ

る扇骨の一部であり、要の部分は『仏教活論序論』（明治 20 年）である。それ以前

の諸著作はここにおいて束ねられ、ここから扇骨を基軸として、以降の膨大な著述

が面的に拡大展開していく。この書には「護国愛理」のコンセプトの明記ばかり

か、〈通俗化と実践〉のマザーモデルが「中道の理」を保持する「方便」であるこ

とも示され、真怪の〈正体〉も顔を覗かせている。まさに円了思想の〈原点〉の位

置を占めるのだが、同時に円了への誤解（偽怪）の〈原点〉もまた、この『仏教活

論序論』である。円了の純然たる国家論である本書を宗教関連、とりわけ仏教再興

のための仏教論と見る限り、円了の思想や行動の本質や真意は―その限界も含め

て―追跡不能である。 

２．円了は別の―複数の―著述では『戦争哲学一斑』とは真逆の戦争観を披瀝してい

る。例えば『円了講話集』（明治 37 年）の「三十三 対露余論」では、「抑も戦争は

変事のものにして、常時のものにあらず〔･･･〕永く東洋の平和を維持せんとする

〔とき、〕開戦のごときはこれに達する一時の手段に外ならず」と主張する。本稿

「1-(3)」で整理したものと比べると、見事なまでに―あきれるほどに―対照的で

ある。これを〈井上円了の戦争観〉というアングルで見れば、10 年の間に戦争へ向

き合い方が 180 度変化したか、対手国の違いによるものか、あるいは全くの〈無定

見〉としか受け取れない。しかし、視角を変えれば次のような見方もできる。すな

わち、戦争が「常時」であれ「変事」であれ、円了にとっては些事に過ぎず、異な
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る―矛盾する―立論を「方便」にしてでも発信されなければならない、懸念すべ

き〈重要な関心事〉が、別のところにあった。それは、明治 27 年時点にあって

は、戦勝に酔い痴れて対手国人の首級型の石鹸が出回るような世情であった。 

３．本書の本文冒頭には、タイトルに続いて「井上円了 講述」と書かれている。序言

には「図らず大声一呼して此一論を吐出する」と書かれているが、あるいは過去の

講演・講義録がベースになっているかもしれない。もし、そうなら短時日での原稿

作成も頷ける。 

４．上記３と関わるが、この時点で書き下ろされたのが⑬以降の 2 章で、これが既存の

①～⑫に接ぎ木されたとすれば、③と⑬との同文重複や⑬と他章との文章表現面で

のギャップも納得しやすくなる。 

 

 

《引用参考文献等》 

文中かぎ括弧内の引用・参考部は、文中番号と該当頁で表示した。前掲のものは略し

た。以下文献ごとに掲げる。同一センテンスまた段落中の引用等が同一文献の場合は

各々の最後に一括表示した。引用部の表記は、原則として常用漢字・仮名を用い詔勅・

勅語を除き片仮名は平仮名に適宜変更し、傍点・ルビ等の修飾は省略した。誤字・誤

用・脱字と思われるものも原文を尊重し、注などは付さずそのままとした。発行年は奥

付等の表記を転記した。 

１．井上円了『戦争哲学一斑』（明治 27 年）哲学書院／(1) p.76, (9)･(10) 序言左頁, (14) 

pp.1-2, (15) p.1, 19, 23, 24-25, 26, (16) p.28, 29, 30, 32, 35, (17) p.59, 61, (18) p.63, 69, 

(19) p.75, (20) p.70,71, (21) p.72, (22) p.73,74, (23) p.73,75, (24) p.77, (25) p.76,77, 
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２５．読売新聞 第 9560 号 （明治 37 年 1 月 24 日）紙上、「公開状百通 第十八 井上

圓了に与ふる書 下」／(57) 

２６．『第十五回帝国議会衆議院議事速記録第十六号』「官報号外」（明治 34 年 3 月 21
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