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寺田福寿と仏青運動
―椎尾辨匡の共生運動への展開 (1)―

渡辺　章悟

はじめに

　「諸縁和合」の「共生」運動は、椎尾辨匡（1876 ～ 1971）が、大正 11（1922）鎌倉光明寺で第一回結集をし

たことに始まる。この共生運動は近代仏教が重視してこなかった社会生活の再発見がある。確かにそこには押し寄

せる帝国主義への批判などは見られないという時代背景としての限界はあるが、有機体的縁起としての共生を、学

説だけではなく、まさに社会運動として展開した功績は甚だ大きい。

　しかし、この社会運動は椎尾にして突如生まれたものではない。当時の社会背景のうねりが、幾多の仏教者に社

会への眼差しを向けたさせたことも事実である。本稿はこの立場から、椎尾の始めた共生運動の背景を、明治後期

から大正にかけて展開した新仏教運動や仏教青年会運動に見られるような、若者が中心となって推し進めた仏教の

社会活動のありかたに探ろうとするものである。　

１．近代仏教の改革運動

　吉田［1992］1 の近代仏教史の分析によれば、明治二十年代前半は井上円了らの仏教研究の土台の上に、新仏

教運動が展開されたが、さらに明治後期（明治 33 年～ 45 年）の仏教を日露戦争を境として、前・後期に二分する。

そして、日露戦争終了までの後期には、次の四点の特徴があるという。

　（１）新仏教運動、（２）精神主義運動、（３）仏教教学における新気運、（４）日露戦争に対する態度である。

　この中で注目されるのは、最後の（４）である。それは日清戦争では見られなかった非戦論、厭戦論が現れたこ

とであり、社会問題に積極的に発言し、社会改良（社会政策と社会事業を含む）によって、社会問題を解決しよう

と活動するようになったことである。

　その理由として、一つには新仏教運動の同人が、堺利彦や幸徳秋水らの平民社グループと親しい関係を結んだこ

とがある。もう一つはキリスト教社会主義に触れたことや、仏教思想が持つ平等主義を社会事業に結びつけて考え

たことである。とくに、矢吹慶輝の社会的仏教という思想や、セツルメント浄土宗労働共済会を設立した渡辺海旭

の共済運動、大乗仏教主義は特に注目される 2。

　一方、アジアの近代仏教改革運動は、（１）原点・原典回帰主義、（２）合理主義的・人間主義的仏教解釈、（３）

在家主義的な宗教平等主義、（４）社会改革的傾向、（５）知識人中心の啓蒙主義、（６）キリスト教に対抗しうる

ものとしての仏教、（７）ナショナリズムの政治的・社会的・文化的基盤としての仏教、という特徴を備えている

ことが島［1998］によって指摘されている 3。

　これらの特徴は日本仏教においても共有されるようである。例えば、明治 9 年には南条文雄、明治 23 年には高

楠順次郎、明治 32 年には荻原雲来、明治 32 年には渡辺海旭など、多くの若い留学僧が西欧に留学して、西欧の

サンスクリット語やパーリ語原典に基づく近代仏教研究を日本にもたらした。その結果、村上専精や姉崎正治らの

大乗非仏説が再び唱えられるようになり、従来の宗派色の強い偏狭な仏教研究に大きな刺激をもたらした。

　一方、大内青巒や境野黄洋らは自由検討による啓蒙的な仏教を唱道し新仏教運動を提唱したが、それは合理主義

的・人間主義的な仏教解釈を目指していたと言ってよい。彼らは、従来の教団を旧仏教と呼んで批判し、真の仏教

信仰のあり方を目指したが、そこには在家主義的な平等性が見られる。
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　そして何よりも重要なのは、彼らの目指す仏教が、当時の社会の変革に結びついていたことである。彼らの主張

は、宗教の本質を世俗性から超俗した次元に置くことはせず、世俗の中に宗教の可能性を求めていった点にその限

界があったが、逆に世俗世間の中に宗教を据えることにより、あらたな可能性を秘めていたとも言えよう。

　これは実際に、長きにわたって政権の補完勢力になっていた仏教には見られない方向性を持っていたのである。

　このような仏教内部の改革と、社会変革に目を向けた仏教者が、高楠順次郎や渡辺海旭といった留学経験者にも

見られることは、明治中期以降の仏教の大きな特徴である。また、彼らは新仏教運動の協力者として、あるいは仏

教青年会運動や共済会といった青年を中心とする仏教改革運動の一翼を担ったことでも知られているが、それは、

明治初期の廃仏毀釈から明治という近代化の流れの中で、取り残される仏教をどのように再生させることができる

のかという、切実な問題に基づいた実験であり、社会の中に生きた仏教を確立するための弛まざる努力に他ならな

い。

　本稿はそのなかで、近代の改革運動が明治中期からとみに高まってきた経緯を、寺田福寿という真宗の僧侶の活

動を軸に捉え、彼の活動の一つである仏教青年会運動が後にどのように展開していったのかを明らかにすること、

また、それが椎尾辨匡らの共生運動とどのようなつながりがあったのかを概略し、そこに流れる共通性を汲み取る

ことが目的である。

　
２．寺田福寿の足跡

（１） 幼少期

　寺田福寿（1853 ～ 1894：嘉永６年～明治 27 年）は江戸後期から明治時代の眞宗大谷派の僧である。諱は護

法院で、42 歳で病没した。本名の姓は石亀という。

　嘉永 6 年（1853）3 月 3 日、越前（福井県）足羽郡舞屋村（現福井市舞屋町）の眞宗大谷派道恩寺に生まれた。

父は石亀聞慶、母は由利といった。9 歳にして両親と死別、鯖江の仰明寺をはじめとする周辺の寺々で修行しなが

ら、明治 3 年（1870）福井の中教院に入った。

　当時は、国内各宗派の僧侶が計ってキリスト教対策を講じ始め、福井でも西本願寺別院内に「福井僧学校」を設

立して、時局に対応するための僧侶を養成することとなった。その校長には福井市の曹洞宗孝顕寺住職、青蔭雪鴻

が就任した。彼は政府内に多くの知己を持つ有力者であった。石亀福寿はこの学校で一年ほど学んだ後、明治 4 年、

この学校の教師に抜擢された。次いで才能を評価する周囲の勧めもあり、明治 6 年、校長青蔭に東京留学を命じられ、

大教院に入った。

　大教院とは明治新政府の政教分離以前に、神道国教化政策を推進する教部省のもとで、神仏合同の中央の拠点と

して、前年（明治 5 年）の 9 月に芝の増上寺に設立された宗教機関である。しかし、東西両本願寺の強い反対で、

創設後わずか 3 年（明治 7 年）で廃止になった。そのため、石亀福寿は行き場がなくなってしまった。

（２）福沢との出会い

　このような時、石川島の人夫集合所（自由刑執行施設）で説教していた刑務教誨師の草分けであった浅草本願寺

の蓑輪對岳は、東本願寺の事務総長であった渥美契縁と懇意であり、石亀福寿のために、明治 8 年 4 月頃に、大

阪慶應義塾に入塾の世話をした 4。しかし、同塾は 6 月に閉鎖、徳島へ移転したため、友人の江村秀山らとともに

阿波慶應義塾に移って洋学を学んだ。

　その頃、京都の本願寺教団でも、新時代にふさわしい教団作りという観点から、「教師教校」5 が開校されたので、

福寿はすぐにそちらの教師教校英語科に転校した。さらに、本願寺の海外留学生制度が創設され、明治 9 年、福

寿も江村秀山と共に欧州留学生の候補者となったが、当時東本願寺では両堂再建につき、予算削減のあおりで計画

が中止されたのを契機に、教師教校付属洋学生として東京に出て、西周、後藤牧太らについて哲学の英文原書講読

などを学んだらしい（井上円了は福寿の 2 年後、明治 10 年に京都教師教校に入学し、同年 9 月に東本願寺留学生

として上京している。）。さらに本山の命で京都、比叡山で仏教を修学し、本山（大谷派）の留学生として再び東京

に出て福沢邸に寄宿して勉強を続けた 6。
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　明治 13 年 7 月、三田の慶応に入学した。おそらくそれも、東本願寺の渥美契縁の紹介であったと思われる。こ

うして、明治 10 年前後から東京にいる間、福寿は福沢諭吉の家に寄宿し、福沢から薫陶を受けた。

　その頃の福沢邸は一万四千坪もある広大な敷地があり、数多くの棟の他、政客、文人等多くの客人が列をなして

訪問していた。福寿はその福沢家に書生として客人や塾生の面倒をみながら暮らしていたのであろう。また、福沢

は毎月演説会を開き、塾生に演説を練習させたが、福寿もここで学生に対して仏教を演説し、一般の人びとに対す

る布教法を実践的に学んだ 7。

　やがてこのことが京都にも知られることとなり、明治 13 年 12 月、大谷派教師教校を中心に「仏教講談会」が

結成されたことを契機に、福寿等が東京でこれを開くことを本山に計って、明治 14 年 6 月、明治会堂 8 で第一回

仏教演説会が催された。ここで福寿の演説が評判になり、仏教界に彼の名前が広く知られることとなった。仏教の

演説会はこれを初めとするといわれる 9。

　さらに翌年の６月 24 日に、同じ明治会堂で開会一周年を記念した「仏教講談会」が開催された。この時は吉谷

覚寿、島地黙雷らの著名な仏教学者の講話に混じり、福寿も「光寿無量の説」と題して講演した。このような仏教

講談会が全国的なブームとなり、福寿もあちこちで仏教講話を行っていた。

　

（３）真浄寺の住職時代

　明治 15 年（1882）、福寿 29 歳の時、福沢の薦めで、駒込蓬莱町（現在の向丘）の真浄寺の娘「かよ」の婿養

子になり、旧姓「石亀」を「寺田」姓に改めた。寺田福寿の活躍はこの時から本格的に始まる。

　その住職時代の活動を「時事新報」10（明治 27 年 6 月 3 日刊）に掲載された「福寿小伝」という記事には次の

ようにある。

明治 19 年、各宗協議所設置に尽力し、幹事に選出される。次いで、仏教会を設けて学生を養成し、また浅草

本願寺内に婦人会を設けて法義を拡張する。明治 21 年、真宗法話会を組織して、雑誌「法話」を発行し、井

上円了氏の哲学館設立に与りて力あり。23 年、社寺境内上地、山林貸下に奔走して効あり。その他、墓地並

びに寺院家屋税等を始めとし、特に近来は仏教上のみならず、国光上（国の威光）に関して大いに計画すると

ころ尠からず。

　

　寺田の活動は多岐に及ぶが、その多くは福沢の示唆によって動いていたことが、福沢と寺田の往復書簡によって

知られる。寺田福寿は仏教に批判的な福沢の影響もあってか、当時の衰退した仏教界を復興するため、政府や本山

に対して仏教制度改革の意見書を次々と公表した。これらは「愛国護法策論」や「仏教振興論策」という未刊の論

文集に収録されている。

　それらの主なものは、明治初期仏教の上地問題、社寺林政の解決策、寺院銀行、生命保険、寺院僧侶裁判所の設

立案と僧風釐正建議書、新仏教運動、仏教道場の建設、全国婦人法話会の設立、哲学館設立にあたっての要地借り

入れと資金募集運動、開国社・工業所の設立などである。

　寺田は各宗派を糾合し、仏教を広宣する運動にも熱心であった。明治 14 年に仏教講談会を創設し、16 年 10 月

に仏教界規則を発表している。これがきっかけとなって、明治 23 年 6 月 12 日から 7 月 5 日まで、築地本願寺に

て各宗管長会議（42 宗派管長が参加）、明治 26 年 6 月に湯島麟祥院で各宗協和臨時大会、明治 29 年 9 月に仏教、

キリスト教合同の宗教家懇談会などが開催されるようになった。

　また、明治 24 年には帝国大学を初めとする各校の学生を慫慂して協力して仏教の復興に尽力すべきことを説い

た。その結果が仏教青年会の成立に繋がるのである。このことは後に詳述する。

（４）生涯の事績

　その後、明治 27 年（1894）5 月 30 日に 42 歳で病没するまでの短い生涯ながら、彼の活動をみると、その実

に精力的な姿が浮かび上がってくる。それらを概観すると、以下のように纏められる。

　１）仏教講談会の創設
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　明治 15 年 6 月仏教講談会を開催。翌年（明治 16 年 10 月）には、「仏教会概則」を発表した。それには、「講

堂・寮舎は駒込吉祥寺の栴檀寮内、事務所は駒込蓬莱町真浄寺と定める。仏教演説練習を主旨とする」とある。

　２）仏教道場の設立

　明治会堂での仏教講談会での成功から、さらに日本橋に仏教の一大会堂を建設する計画を立てる。その主旨

文はともに慶應義塾出身の朝吹英二と寺田福寿が発起人となっているが、その資金集めや運営方法など、福沢

と頻繁に手紙のやり取りをし、福沢の指示に従っているところがみられる。明治 27 年、福沢・三井・岩崎・

渋沢の賛同を得て、日本橋・京橋に法道場を新築する。

　３）各宗協議所の設置（築地本願寺内に事務所を置く）

　明治 19 年、東京府会で寺院課税（家屋税）などを賦課することを決議したのに対し、これに反対する各宗

協議会の設置に尽力して、幹事となる。やがてこれが築地本願寺での各宗管長会議（明治 23 年 6 月）となり、

湯島麟祥院での各宗協和臨時大会に結実した。さらに、このような福寿の活動が、明治 29 年 9 月の「仏教・

キリスト教合同の宗教家懇談会」へと展開してゆく。

　４）婦人会の設立

　明治 19 年、大谷派新門主大谷光瑩は東京の上流社会に真宗の布教を試みようとして、「仏教婦人会」の設

立を思い立った。その意を受けて福寿は 7 月 28 日に第一回の会を本願寺浅草別院で開催。11 月 4 日「婦人会」

（後の「貴婦人法話会」）を設立。会長に三条実美侯爵夫人、副会長は文部大臣榎本武揚子爵夫人であった。明

治 34 年 2 月から「婦人法話会」と改称。

　５）仏教各宗管長会議

　明治 23 年 5 月 12 日から 6 月 5 日までの 24 日間、東京築地本願寺にて開催。42 宗派管長または代理が出

席した。福寿はそこで次の六箇条を提案した。

　　①東京に皇室の菩提寺を御建立あるよう建議あり度事。

　　②僧風の頽壊を釐正せんことを建議。

　　③仏門制度改良意見

　　④寺院銀行創立考案大要

　　⑤旧寺領の代りに官林を寺有に附せらるるよう建議あり度事。

　　⑥寺院僧侶裁判所設立案

　６）哲学館の創立援助

　明治 20 年に円了が湯島の麟祥院で哲学館を開設したときに、資金援助に奔走。また、明治 22 年に円了が

蓬莱町に哲学館の本校舎を建設した土地は、寺田福寿が住職をしていた真浄寺の隣寺である曹洞宗の海蔵寺か

ら寺田の尽力によって借り入れることができたといわれる。両者は「恰も月と地球の関係のようで、（中略）

師（寺田）は館主から遠く離れるという様なことはなくて、始終館主周辺に付き纏うて居られた様に想ふ」と

いう 11。

　７）雑誌「法話（のりのはなし）」の発行

明治 21 年、真宗法話会を組織し、雑誌『法話』を発行した。

　８）無常堂の建設

　身元不明の死者を供養するために「無常堂」を建設した。 

　９）仏教青年会の創立

　帝大及び第一高等中学の「徳風会」、東京専門学校（早稲田）の「教友会」が中心となって、学生の仏教理

解が少しずつ盛んになっていった。この二つの会と、慶應、法学院、哲学館といった各方面の学生を集めて、

学生の仏教徒の連合を結成しようということになった。明治 25 年 4 月、その相談が真浄寺で行われ、寺田は

その相談役であった。そこから翌年 1 月に「大日本仏教青年会」が成立した。同会の開会式は神田の錦輝館（下

が演説会場、およそ 2000 人収容、二階が懇談会場）で挙行された。

　寺田は京都に仏教各宗派合同の総合仏教大学建設のプランを作り、各宗協会へ上申書を送ったが、これは実

現しなかった。

　10）寺院銀行・仏教生命保険の設立
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　福沢・寺田の指導で、宏仏海と大内青巒が中心となって、明治 27 年（1894）5 月 15 日に「明教生命」は

操業を開始した。創立した。明教社の人々が、雑誌「明教新誌」にその計画を発表したが、その目的に「会社

利益の幾分を割て、以て各宗布教の費に充てんと欲す」及び「宗教家の生命保険と寺社仏閣の火災保険」とあ

る。これを初めとして、仏教生命、有隣生命、真宗信徒生命、日宗生命火災、禅徒生命、曹洞生命、浄土生命、

大谷信徒生命、六条生命、真宗火災などが次々に操業を開始した 12。

（５）建白書と最期

　以上が寺田のおもなる業績である。この他にも、寺田はその人脈を生かして盛んに政府にも働きかけた。政府に

提出した建白書は複数あるが、その代表的なものには二つある。一つは「建言」（国立国会図書館憲政資料室所蔵「三

条家文書」）で、もう一つは「仏門制度改良意見」（同「井上馨文書」）である。

　前者は華族会館長三条実美に宛てた華族維持策である。すなわち明治 17 年（1884）に発布された華族令を承け、

華族が「社会の必要物」となり、鉄道事業などによる華族財産の維持を通じて、経済的安定を得られるように提案

した。後者は明治 25 年（1892）に 8 月に内務大臣井上馨に提出したものである。当時の曹洞宗では総持寺が永

平寺から独立する動きがあり、金銭問題も絡んで新聞紙上をにぎわしていたことを承け、「寺院僧侶裁判所」を設

けて、宗門に生じていた争論に対して政府の介入による紛争解決を求めたものである。

　この二つの建白書が福沢諭吉の意図を受けながら進められたことについては、すでに先行研究がある 13。もちろ

ん、寺田の遺稿『阿弥陀経通俗講義』（1894 年）で、「神武天皇を阿弥陀仏に、現天皇を釈迦に喩えて、皇紀と天

皇による支配を自明のこととして、帝国憲法を遵守して生涯を全うすることを＜往生浄土＞に等しいとする」こと

や、『教育勅語説教』に見られるように、「三条教則に何の疑いも持たず、天皇制支配の正当性を仏教の教義をもっ

て補強した」14 というような評価もなされようが、生涯にわたる活動を通じて、仏教の民主化や社会活動にめざま

しいはたらきを為した。

　明治 27 年（1894）5 月 30 日、寺田は急性腹膜炎を発症して、わずか 42 歳にして死去した。惜しむらくはそ

の活動が短かったため、活動の成果が十分に実現されなかったが、明治の仏教に果たした役割ははなはだ大きい。

　寺田福寿はこのように幅広く精力的な活動を行ったが、哲学館の創立から初期の運営に際しても様々な援助を

行った。その活動に対して、東洋大学は以下のような記事に見られるように、創立時の三恩人の一人（後は、勝海

舟と加藤弘之）と顕彰し、今に至っている。

「東洋大学創立三恩人墓前参拝」大正 7 年１月２０日（日曜）

哲学館に創立の際より特別の援助を与えられたる勝海舟先生（池上洗足）加藤弘之先生（雑司ヶ谷）寺田福寿

師（駒込蓬莱町）三恩人の墓前において、東洋大学創立三十周年の報告参拝が行われたり。［以下略］（『東洋哲学』

２５－２, p.57）

（６）寺田福寿の著書

『人道教初歩』哲学書院、明治 20 年（1887）；［寺田福寿編］『貴婦人会法話』明治 21 年（1888）；『人生の目的』

哲学書院、明治 26 年（1893）；『善悪標準』哲学書院、明治 26 年（1893）；『浄き御国』；『阿弥陀経通俗講義』

哲学書院、明治 27 年（1894）；『教育勅語説教』澤田文栄堂、明治 28 年（1895）（『教育勅語関係資料』第 5 集、

日本大学精神文化研究所、1977 に再掲載）；『愛国護法策論』；『仏教振興策論』；『仏教と理学との関係』；『真宗大意』；

『人としての道』。 

３．YMBA（仏教青年会）の成立

　寺田福寿の活動の一つとして、「大日本仏教青年会」についても、触れておかなければならない。「大日本仏教青

年会」は、仏教青年会と連動して展開した組織である。但し、その組織や活動の実体については行っていたのかは

よく知られていない。
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　実は日本の仏青運動には、スリランカ発の仏教復興運動の影響がある。そして、そのスリランカにおける近代仏

教の復興は、一人のアメリカ人を含め、幾人かの仏教僧の活躍に依るところが大きい。彼らの直接的な影響によっ

て、日本の仏青運動が起こってきたのである。

　そこで以下には、スリランカにおける仏教青年会の成立の由来と、世界における仏教青年会運動の状況、寺田を

初めとする日本の仏青運動の展開などを、年次を追って述べ、最後に、仏青活動の実情とその特徴、共生運動に連

なる意義などを纏めておく。

（１）スリランカにおける近代仏教の復興と YMBA

　そもそも近代のスリランカは、ポルトガル（1505 ～ 1658 年）、オランダ（1658 ～ 1796 年）、イギリス（1796

～ 1948 年）と約 450 年にもわたる長き外国の支配に苦しんだ。しかし、その中でかろうじて存続していた内陸

部のキャンディー王国に、ヴェリヴィタ・サラナンカラ（1698 ～ 1778 年）が登場し、教え子である国王の援助

を受けて、全教団の最高位であるサンガ・ラージャ（僧王）に任命され、仏教の専修学院を創設し、多くの秀れた

仏教僧を輩出した。

　サラナンカラの蒔いた種がやがて芽を出してゆき、その弟子たちも学校を幾つか経営して仏教の指導者を養成し

た。その中からモーホッティワッティ・グナーナンダ（MohoTThivatte GuNAnanda 1823 ～ 1890）のような傑出

した僧侶が現れた。彼の名を一躍高めたのは、キリスト教の牧師との間で論争した宗教問答である。

　当時にはキリスト教と仏教の間で何回か宗教論争が行われ、その優劣を競い合っていた。1866 年にはウダンディ

ンで最初の討論が行われ、1873 年にはパーナドゥラで第三回の公開討論がおこなわれた。これをパーナドゥラ論

争という。このときに仏教側の代表として名声をあげたのがグナーナンダなのである 15。

　その対論の内容はアメリカの新聞に報道され、これを知ったロシア人の H.P. ブラヴァツキー夫人（Helena 

Petrovna Blavatsky 1831 ～ 1891）と南北戦争の英雄 H. C. オルコット大佐（Henry Steel Olcott 1832 ～ 1907）

が深い感銘を受ける。

　彼らは 1875 年にニューヨークに神智学協会（Theosophy Society）を設立し、1878 年には本部をムンバイに移し、

アウトカーストの教育のためのオルコット・ハリジャン自由学校（Olcott Harijan Free Schools）をはじめ、幾つ

かの学校や図書館を創設した。

　次いで、1880 年にスリランカを訪れ、三帰依を行い、五戒を受けて正式に仏教徒となった。彼らはその翌月には、

文化財保護と仏教教育の振興を名目として、コロンボに仏教神智学協会（Buddhist Theosophical Society）を設立

した。

　オルコットとブラヴァツキーはセイロンの都市部や山間部、僻地に出かけ、仏教の布教再興に努め、日曜学校を

開き、釈尊の降誕会を盛んにした。また、オルコットは『仏教教理問答集』（Buddhist Catechism）という著書や、

仏教新聞などを発行し、セイロンの仏教に活力を与えた 16。このような彼らの事業が、後の仏青運動に繋がってゆ

くのである。

　また、彼らは若きダルマパーラを教育し、仏教神智学協会の書記として彼らの通訳させながら、セイロンの至る

所に出かけて、仏教の復興に力を尽くした。彼こそは後に現代スリランカ仏教復興の功績者となってゆくアナガー

リカ・ダルマパーラ（AnagArika  DharmapAla 1864 ～ 1933 年）である。ダルマパーラはミッション・スクール

に在籍していたが、やがてそこを去り、ヒッカドワ・スマンガラ長老やモーホッティワッティ・グナーナンダ長老

からパーリ語や仏教教育を受け、さらにオルコットとブラヴァツキーがセイロン島に来てからは彼らの通訳をして、

1898 年に神智学協会と決別するまで、在家者として仏教神智協会のために働いた。

　彼は 1889 年にはオルコットと共に日本を訪れ、両国間の仏教徒の最初の橋渡しをした。1891 年にはインドに

渡り、サルナートやブッダガヤの荒廃を目にして、仏教遺跡の復興を目指すようになり、同年にスマンガラを会長

に戴き、マハーボーディ・ソサエティー（Maha Bodhi Society 大菩提会）をセイロンに設立し、ブッダガヤの遺

跡を仏教徒の手に取り戻すための法廷闘争を開始した。翌年には本部をカルカッタに置いて世界に向けてアピール

する。

　一方、スリランカではカトリックから再改宗して、仏教に戻ってきた若い人たちが多くいた。その中で、1898

年にカトリックから改宗した C. S. ディッサナヤカをリーダーとして作った組織が YMBA (Young Men’s Buddhist 
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Association) である。これは「仏教徒の道徳的、文化的、身体的、社会的福利の増進」を目的の一つとしていた。

この YMBA はセイロンにおける最も重要な在家者組織に発展し、1919 年に ACBA (All Ceylon Buddhist Congress 

全セイロン仏教者会議 ) となった。その国際奉仕部門として 1950 年に設立されたのが、現在世界の仏教徒のネッ

トワークとなっている WFB（World Fellowship of Buddhists 世界仏教徒連盟）である 17。

　また YMBA は、現在のスリランカの社会教育、あるいは日曜学校（Sunday School）の全国ネットワークを作り、

彼らのための教科書を提供するなど、1960 年代に政府がとって替わるまで、大きな力を発揮していた 18。

　

（２）オルコットと仏教青年会

　明治 15 年（1882）に浄土真宗の水谷仁海はオルコットの『仏教教義問答集』（Buddhist Catechism）を翻訳す

る希望の手紙を出し、それに対して翌年にオルコットから許可の返信を得た。そこで、赤松連城と相談して、当時

京都中学の校長であった今立吐酔に翻訳を依頼し、知恩院門主の題字、赤松の緒言などを添えて、明治 19 年 4 月

に仏書出版会から『仏教問答』として刊行した 19。この翻訳本の出版が、彼を日本に招く運動に火をつける結果と

なった。

　明治 22 年（1889）にオルコットの名声を聞いていた在家仏教徒の平井金三（1859 ～ 1916）と、浄土真宗僧

侶の佐野正道を中心とする反省会や海外布教研究会のメンバーは、神智学協会の支部を作って、神智協会会長の H. 

S. オルコットの招聘に乗り出し、12 月には野口善四郎が使者となってセイロンに到着。明治 23 年（1890）1 月

17 日に野口はオルコットとダルマパーラをともなってセイロンを出発し、同 2 月 9 日、平井や高楠ら僧侶七十余

名が出迎える神戸港に帰国した。

　到着後、オルコットは平井金三 20 の通訳で、知恩院にて日本の各宗派の高僧と面談し、五戒を唱え、南北仏教

の統一を訴えた。彼は 100 日を越える滞在期間中に、全国 33 都市に足を運び、合計 76 回の公開演説会を開催し

た。3 月 6 日湯島の麟祥院、7 日が芝の増上寺、8 日が浅草の本願寺別院、9 日が一橋にあった帝大の講堂、10・

11 日は木挽町の厚生館、13 日は小石川の伝通院、4 月 5 日には名古屋の大谷派別院、7 日は岐阜の本願寺別院（こ

のときの来場者は何と 7 千人）、8 日は岐阜の公園倶楽部館、5 月 12・13 日は広島市で六ヶ所、仏護寺、国泰寺

などで行っている。このように、東京・仙台・岐阜・名古屋・京都・広島など、その聴衆は合計 20 万人近くにも

及んだ。その影響もあって、全国に仏教青年会が組織されるようになったという 21。

　オルコットの日本での人気は絶大で、小山憲栄『唯識三十頌要解』（明治 22 年 4 月）には、当代の学僧赤松連

城とオルコットの巻頭言が掲載されている。

　なお、『仏教問答』の付録には「仏教の信条十四箇条」がある。それは南北仏教統一の宣明文であり、これこそ

京都の知恩院に集った各宗派の管長に対して、同意を求めた内容であった。

　この提案は受け容れられなかったが、南北仏教の統一というメッセージは、当時の日本仏教界に大きな影響を与

えた。ただし、彼の訪日の大成功にもかかわらず、神智学協会への批判やキリスト教側からのネガティブ・キャン

ペーンやなどもあり、彼の評価は次第に否定的なものになった。

　オルコットはその後、明治 24 年（1891）に再来日するが、この時は日本の歓迎はなく、彼は失意のうちに日

本を去った。しかし、ダルマパーラはその後も何回か日本を訪れ、大菩提会の代表としてブッダガヤの聖地の回復

を訴え、あるいは海外仏教の状況をもたらし、多くの日本の仏教者に接触し、長きにわたり交渉を持ち続けた。

　「浄土教報」によれば、ダルマパーラは、明治 26 年 1893 年 5 月 15 日から 10 月 18 日にシカゴで開催された

世界宗教大会の帰り、同 10 月 31 日に横浜に寄港した。その後、芝公園の金地院に滞在し、各宗派の僧侶と会い、

一高、帝大の学生組織である徳風会、愛知仏教会らの招きで各地において講演したことを克明に報じている 22。

　注目されるのは、11 月 30 日に大日本仏教青年会の立役者である真浄寺の寺田福寿に招かれ、「南北仏教につい

ての対論」を行っている事実である。この会の参加者は、黒田真洞、村上専精、小栗須香頂、織田得能、堀内静宇、

野口善四郎、釈興然の諸氏であった 23。これを見てもわかるように、当時の仏教研究者たちには、南北仏教の教義

や信仰の違いは、かなり注目されていたようである。

（３）海外の YMBA

　YMBA の成立は、いち早くアメリカに広まった。すでに YMCA があるのだから、その仏教版は比較的容易に受
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け容れられたのであろう。まず、それは移民が多かった西海岸のサンフランシスコから始まる。

　明治 31 年（1898）7 月、開業医灰田勝五郎宅で仏教青年会設立の会が開かれ、同 30 日にサンフランシスコ仏

教青年会が発足した。この会は毎週土曜日の夜に信仰座談会、仏典研究会を開き、日曜日には本部に参集して結束

を固めた。

　彼らは本願寺に布教師派遣の要請を行い、これに応えて薗田宗恵と西島覚了の二人が派遣され、明治 32 年 9 月

にサンフランシスコに赴任した。

　結局、その仏教青年会とは、本願寺の出先機関と代わりはなかったが、社会の核になる宗教という拠り所を手に

した当地の日系人たちには、非常な喜びをもって歓迎された。

　仏教青年会の活動を見ると、すでに 1899 年 4 月 8 日には、初めて釈尊降誕会を行い、布教師到着後には、遠

方からも出張布教の申込みが相次ぎ、教線は拡大した。

　仏教青年会の活動も次第に広がり、アメリカ人用の英語の法話や教理研究、日系人のための説教、法話、仏教婦

人会、英和学校などを毎日のように行っていた。

　こうして仏教青年会はサンフランシスコから、1901 年には北部のシアトル、1902 年にはサンノゼ、1903 年

にはサンフランシスコ対岸のオークランドと次々と設立されていった 24。

　次いで、その動きはすぐにハワイ州にまで広がった。1900 年には「反省会」結成時の一員であり、大日本仏教

青年会のメンバーでもあった本願寺派の開教使である今村恵猛（1867 ～ 1932）が中心となり、ハワイ仏教青年

会（Young Men’s Buddhist Association）が設立された。その目的は「青年の教化を計り、精神上の修養と共に移

民地に活動すべき準備を完成せんことを期し」とされているが、ハワイではさらに夜間の英語学校や演説会、仏典

輪読会、演芸会、野球部・テニス部などのスポーツ倶楽部、職業斡旋、市民啓発運動、赤十字運動、矯風活動など

多彩である。

　これは移民社会のあらゆる便宜に供するもので、彼らの結束の根拠となるはたらきをしていたものであろう。ま

た月刊の機関誌として、『同胞』が刊行されたが、これには日本から前田慧運や高楠順次郎という反省会の仲間も

しばしば投稿している。

　なお、1930 年には英語伝道部との共催で、「汎太平洋仏教青年会議」という国際会議も開催している点は、仏

教青年会の大きな飛躍と言えよう 25。

４．近代日本における仏青運動

　近代の日本仏教において、仏青運動は明治の廃仏毀釈 26 から欧化政策の中で、混迷していた仏教教団を内部か

ら補完し、明治中期より盛んになる在家中心の新仏教運動と連動しながら、仏教の社会活動の必要性を訴えた。ま

た、大正時代から展開する渡辺海旭の共済運動や椎尾辨匡の共生運動といった仏教の社会活動へと連なってもいる。

　それはある意味では欧化政策の反動としての国粋主義的な思潮のなかで生まれてきたとも言えるが、欧米に追随

するのみの時代から、自国の独立の覇気が芽生え、キリスト教の移入に刺激されて漸く宗教の本質に立ち返り、社

会に向けた役割を意識しだしたと言ってもよい。

　仏青運動の萌芽は明治 10 年代末の官立、私立の仏教研究を志す同好会にある。その初期のものとしては、明治

19 年（1886）に成立した東京専門学校の早稲田教友会がある。そもそも「教友会」の立ち上げには、大隈重信を

助けて東京専門学校（後の早稲田大学）の創立に寄与した小野梓 (1852 ～ 1886) による仏教普及運動にあるとい

われる。ただし、明治 19(1886) 年 1 月 11 日、小野はわずか 33 歳の若さで他界したが、「教友会」はそれと前後

して発足している。

　教友会の発足に指導的な役割を果たしたのが大内青巒 (1845 ～ 1918) や島地黙雷 (1838 ～ 1911) といった当

時の仏教改革運動の指導者であった。小野・大内・島地の三人はいずれも「共存同衆」という仏教啓蒙団体の有力

メンバーであり、彼らの交友の中から教友会が生まれたのであろう。この教友会のメンバーが明治 20 年代に成立

する仏教青年会にも関わっていたのである。

　教友会は後に早大仏青になるが、その初代会長は仏教学者で民俗学者の武田豊四郎である。彼も椎尾辨匡などと
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ともに「教友会」の中心メンバーであった。

　その後、明治 20 年代になると各地の学校に続々と仏教青年会が誕生する。東京では明治 23 年に結成された慶

応義塾の三田仏教会 27、同年京都府尋常中学（後に真宗京都中学校に改称）に結成された仏教青年会、千葉第一高

等中学校医学部の樹徳会、仙台の第二高等中学校の道交会、金沢第四高等中学校の道友会、東京の帝国大学及び第

一高等中学校の徳風会、京都の第三高等中学校の仏教青年会、熊本の第四高等中学校の仏教青年会などが設立され

た。

　また、この頃になって、各地方でも仏青が成立する。明治 21 年には近江仏教青年会、同 22 年には赤間関仏教

青年会（山口県）や、茨城仏教青年会（茨城県）、松山青年仏教会（愛知県）、大和仏教青年会（奈良県）、玖珠仏

教青年会（大分県）、法城仏教青年会（山口県）、北陸仏教青年会（石川県）などが結成されている 28。

５．戦前の仏青運動

（１）明治中期の仏教青年会

　本願寺は政府に先駆けて留学生をヨーロッパに派遣し、留学制度や学校制度の近代化に乗り出した。明治 8 年

（1875）大・中・小教校が創設され、僧俗共学の普通教校が設立された。この学校は、内学科・漢学科・英語学科・

数学科の四科に分かれ、アメリカ人教師を雇い入れて原書講義を行うなど、最新の教育システムを採っていたため、

多くの優秀な人材が巣立っていった。

　明治 18 年（1885）頃、西本願寺の普通教校の学生有志により、「禁酒進徳」をモットーに、道徳と風習の改良

を目指す「禁酒会」が母体となり、翌年の 4 月 6 日に「反省会」（The Temperance Association）が発足し、8 月

には『反省会雑誌』（後に『反省雑誌』、さらに『中央公論』となる）を発刊した。この会は沢井洵（高楠順次郎）、

今村恵猛、古河勇、櫻井義肇、常光得然らが中心メンバーとなり、そのうち東京留学組が仏教青年会を結成し 29、

その後の新仏教運動に直接の影響を与えることになる。 

　また、「海外宣教会」は、1887 年頃の普通教校教師だった松山松

太郎が、米国仏教についての情報を得て、米国神智学協会へ連絡を取

り、『反省会雑誌』創刊号に発会趣旨文を掲載したのをきっかけに発

足した。

　これ以降、海外の仏教の動向は普通教校の『反省雑誌』、英文雑誌『亜

細亜之宝珠』（1888 年 7 月刊）、『海外仏教事情』（1888 年 11 月刊）

で報道されることになる。これらの雑誌には神智学協会のニュースや

留学生の動向などが掲載され、国内の仏教徒に海外への関心を高める

気運をもたらし、オルコットの招聘に結びつくのである 30。

　一方、関東では、明治 22 年 4 月、帝大・第一高等中学及び私立学

校の学生有志が芝区愛宕町青松寺にて合議し、「仏教青年会」を結成した。この会の活動は月二回、日曜日に定例

集会を開いて研究と親睦を深めることと、適宜仏教講演会を催すことであった。これが後の「大日本仏教青年会」

の母体となる。この事情は、『反省会雑誌』第 19 号（明治 22 年 6 月 10 日発行）に掲載された「仏教青年会」と

いう記事によって伺うことができる。 

　本誌によれば、この年（明治 22 年）、古河勇（老川）が東京にて（普通教校の）同窓の人々と計って、仏教青

年協会を創設したとある。その時は島地黙雷が講師で、菊池熊太郎が会長となり、幹事が古河等 15 名で、『令知

会雑誌』を借りて機関誌とした。すでに同誌 62 号に、古河が「仏教青年の新団体」という文章を掲載し、ここに

趣意書や規則を付したとある。それには禁酒主義を宣揚し、仏教の腐敗を救い、六金色の旗光がたなびくことを祈

念しているから、「反省会」の流れを継承する組織だったのであろう。 

　また、『反省会雑誌』の「其他の青年会」という記事には、「同時に起こって同名を用い、ほとんど同様の青年に

依って立つ」云々と言い、愛宕下青岸院に開会した東京仏教青年会は、青松寺の住職と大内青巒の講話、主な賛成

員（賛助会員）には佐々木東洋、福沢諭吉、内藤耻叟（哲学館の講師）らの名があげられている。
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　この会は官立私立の学生によって設けられたもので、今回は会長が辰巳小次郎（哲学館の講師）であった。また、

その中心は第一高等中学校の学生を構成員とする徳風会であって、島地黙雷、赤松連城、大内青巒らが毎月一回の

講演会の講師となり、会員のための講義を行っていた。

　その他、東京では北畠道龍の興友会、東京専門学校の教友会、小石川大谷派の青年讃仰会、曹洞宗の青年興道会

など、多くの仏教青年運動があったことが知られる。

（２）大日本仏教青年会の成立

　次いで、明治 24 年（1891）11 月 27 日、駒込蓬莱町の真浄寺住職寺田福寿（東洋大学の三恩人の一人）が帝大・

第一高等中学校の仏教徒学生間で組織されていた徳風会会員に呼びかけ、仏教の復興の施策を呼びかけた。

　翌年、明治 25 年（1892）1 月に、帝国大学、第一高等中学校、東京専門学校（後の早稲田大学）、慶応義塾、

哲学館（後の東洋大学）、法学院、済生学舎会及びその他の学校に在学する仏教徒学生数十名が真浄寺に結集して、

東都仏教青年大会が開かれ、「大日本仏教青年会」が結成された。 そして、その年から釈尊降誕會と夏期講習会を

開催する計画が立てられた。

　一方、東都仏教青年大会に呼応して、京都の第三高等中学、大谷派大学寮、本願寺派大学林、同文学寮及び、京

都尋常中学など、関西の学生を中心に、同様の仏教青年会が結成され、ついに同年 7 月に東西の仏青が合同で講

習会を持つに到った。

　これ以降、東西の仏青は協力しながら夏期講習会を開催していったが、このことは、「是を我国東西の学生が連

合的事業を為せし第一濫觴なりとす」31 と記されている。

　なお、その年の 4 月には釈尊降誕會、7 月にはこの第一回夏期講習会が開かれたが、以降この二つの事業が大日

本仏教青年会の主たる定例行事となった。

　さらに、明治 27 年（1894）4 月の第三回「釈尊降誕會」に際して、神田の錦輝館で正式に大日本仏教青年会

の発会式が挙行され、寺田福寿が趣旨説明を行った。本部は本郷区森川町一番に置かれた。なお、そのときに定め

られた「大日本仏教青年会規則」は次の通りである 32。

　　　

　　大日本仏教青年会規則

第一条　本会ハ大日本仏教青年会ト称シ本部ヲ東京ニ定メ支部ヲ便宜ノ地ニ置ク

第二条　本会ハ青年者ニシテ仏教ヲ信奉シ且ツ其弘通ヲ謀ルヲ以テ目的トス

第三条　前条ノ目的ヲ達スル為左ノ事項ヲ行フ

　　一、 毎年釈尊降誕會ヲ執行スルコト

　　二、 毎年便宜ノ地ニ於テ夏期講習会ヲ開クコト

　　三、 定期若シクハ臨時説教講義及ビ演説会ヲ開クコト

　　四、 定期或ハ臨時有益ナル出版物ヲ発行スルコト

　　五、 前列ノ他総会若クハ評議員会ニテ必要ト認メタルノ事項

第四条　本会々員ハ賛助員及ビ正会員ノ二種ヨリ成ル

　　一、賛助員トハ高僧名士及ヒ篤信者ニシテ本会ヨリ特ニ入会ヲ依頼シタルモノヲ云フ

　　二､ 正会員トハ正規ノ手続キヲ経テ入会シタルモノヲ云フ

第五条　本会ノ会員ヨリ評議員六名ヲ撰出シ評議員中ヨリ互撰ヲ以テ幹事一名ヲ置キ各任期ヲ一年トシ再撰ス

ルコトヲ得

但シ幹事ハ特別ノ事項ニ関シ会員ニ委員ヲ嘱托スルコトアルベシ

第六条 幹事ハ会務ヲ整理シ評議員ハ之レヲ評決ス

第七条 本会ハ春秋二期総会ヲ開キ必要ニ応シテ臨時総会若クハ評議員会ヲ開ク

第八条 本会ニ入会セント欲スルモノハ会員二名以上ノ紹介ヲ以テ幹事ニ申シ込ムベシ、退会セント欲スルモ

ノハ其旨幹事ニ申出ツベシ

第九条 本会ノ経費ハ総テ会費、喜捨金、得益金及雑収入ヲ以テ支弁ス

第十条 本会ノ目的ヲ害シ及ヒ其面目ヲ汚ス所為アルモノハ評議員会ノ決議ヲ以テ除名ス
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第十一条　本会ノ規則ヲ改正セントスルトキハ会員五名以上ノ建議ニ依リ総会若クハ臨時総会ノ決議ヲ経ルヲ

要ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　ここで明らかなように、大日本仏教青年会は通仏教的立場で、釈尊への帰依を信仰の基盤に置き、釈尊降誕會を

催し、夏期講習会、演説会といった聞法、対論、研修の活動を主とする青年の主体的活動であった。いずれにせよ、

特定の宗派にもとづかない全国的な仏教組織というのは、近代においてはこれが最初であるといってもよいだろう。

そして、この規則は明治 20 年前後から陸続と登場する各地の仏教青年会規則に共通するものであり、後の仏青活

動の基本となった。

　なお、本会が結成された明治 25 年には、すでにキリスト教青年会が組織されつつあった。明治 13 年には京橋

教会に東京基督教青年会が結成された。これを端緒として、札幌（同 14 年）、大阪（同 15 年）、横浜（同 17 年）、

神戸（同 19 年）、福岡（同 20 年）等、各地に基督教青年会が結成されてゆく。その連合組織として明治 20 年に

日本基督教青年会が創設され、明治 21 年には帝大学生基督教青年会も設立されていた 33。

　このような背景を考えると、大日本仏教青年会を初めとするとする仏教青年会運動は、その対抗として生まれた

ものと考えてよいだろう。

（３）大日本仏教青年会の夏期講習会

　大日本仏教青年会の活動の柱である夏期講習については、すでに幾つかの研究がある 34。ここではそれらをもと

に、実際の研修のあり方を見てみよう。

　以下には夏期講習会を開催年度、機関、場所、参加人数の順に記しておく。

　第 1 回：明治 25 年（1892）7 月 20 日より 2 週間。東西連合で、播州播磨源光寺にて開催。参加者は 80 余名。

　第 2 回：明治 26 年（1893）東部は 7 月 13 日より鎌倉円覚寺で二週間開催。参加者 127 名。このときから隆

盛になり、参加者は東京専門学校（教友会）33 名、一高（徳風会）22 名、慶応義塾（三田仏教会）13 名、帝国

大学 13 名、哲学館 9 名、法学院 3 名、国民英学会 3 名、大谷教校 3 名、水産伝習所 2 名、東京美術学校 2 名、

日本中学 2 名、明治法律学校、専修学校、陸軍幼年学校、医学院、第三高等中学、二松学舎、浄土宗学林各一名、

無所属 14 名の合計 127 名であった。

　主な講師と題目は釈雲照「政教教育の原理」、沢柳政太郎「仏教修学の方法」、織田得能「万物体相論」、村上専精「自

力と他力」、大内青巒「般若心経」、釈宗演「宝鏡三昧」、福泉東洋「仏光禅師と時宗」など九名、賛助員は井上円了、

南条文雄、多田賢住、黒田真洞、寺田福寿、畔上楳仙らであった。

　西部は 7 月 15 日から二見の正覚寺で二週間開催。参加者は三高 17 名、本願寺文学寮 16 名、大学寮 10 名、帝

国大学 9 名、貫練教校 7 名、小学校教員 7 名、大学林 5 名、一高 3 名、地方教校教員 2 名、名古屋軍人 2 名、京

都尋常中学、東京医学校、哲学館、普通教校、開通学校、予章教校、明道学校の各一名、総員 119 名であった。

　講師と題目は、江村秀山「五時界頌」、徳永満之「思想の開発環」、加藤行海「天台法門大観之図」、姫宮大円「十

住心」、小山憲栄「唯識論」、赤松連城「仏教研究の目的」であり、賛助員は稲葉昌丸、吉谷覚壽、前田慧雲、藤井

宣正、渥美契縁、朝倉了昌、島地黙雷らであった。

　第 3 回：明治 27 年（1894）7 月 6 日より二週間、三河国（静岡県）蒲郡町三河会堂において東西合同で開催。

宿舎は同地方の寺院や一般の町家 13 箇所に分散していた。

　参加者は一高 46 名、大谷大学寮 24 名、帝国大学 14 名、東京専門学校 14 名、文学寮 13 名、真宗大学林 10 名、

三河教校 10 名をはじめ、哲学館、慶応義塾の学生ら約 228 名の大所帯であった。

　この時のおもな講師と題目は、姫宮大円「真俗二諦」、大内青巒「参洞契」、前田慧雲「教行信証」、沢柳政太郎「宗

教と科学」、村上専精「仏教東漸の概略」、島地黙雷「七仏通戒偈」釈雲照「仏教非厭世教」、南条文雄「觧行二学」

ら 14 名、賛助者は井上哲次郎、井上円了、小栗栖香頂、徳永満之、釈雲照らの中に寺田福寿の名も見える。また、

男爵前島密、伯爵児玉秀雄や、海軍中将子爵小笠原長生、同中将佐藤鉄太郎、陸軍中将堀内文治郎ら軍人の名もある。

　第 4 回：明治 28 年（1895）東部は 7 月 8 日より二週間、相模（神奈川県）三崎町で開催。浄土宗光念寺、浄称寺、

大乗寺、本瑞寺、大椿寺、常光寺、真福寺などを事務所・宿舎に分散。参加者は東京専門学校 27 名、一高 17 名、
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帝国大学文科 15 名・法科 3 名・農科 3 名、哲学館 14 名慶応義塾 6 名など計 111 名。 

　おもな講師と題目は村上専精「真言宗大意」、大内青巒「碧巌集提唱」、釈興然「南方仏教事情」、島地黙雷「二

河白道譬喩」、村上専精「徳義の実行法に就て」などであった。

　この夏期講習や各学校内の仏教講演会、各学校巡回の演説会、交代で主催した釈尊降誕會などの仏青運動のメン

バーには常盤大定、古河勇、能海寛、姉崎正治、鈴木貞太郎（大拙）、杉村広太郎（楚人冠）の名もある。また、

夏期講習には参加しなかったが、当時の仏青運動に関わった人として、長谷川良信、大宮孝潤、渡辺海旭、高楠順

次郎、高嶋米峰、境野哲、長井真琴、暁烏敏、木村泰賢、椎尾辨匡、島地大等らの名もある 35。

　第 5 回：明治 29 年（1896）7 月 13 日より二週間、遠州（静岡県）新居町龍谷寺で開催。参加者 80 余名。（東

西連合）

　第 6 回：明治 30 年（1897）には、東部は 7 月 6 日より二週間、松島瑞巌寺で開催された。参加者は帝大学生

を中心とした 194 名であった。この時、講習会における会員規約が示されている。

　西部は 7 月 21 日より二週間、明石光明寺で開催。参加者 122 名であった。

　第 7 回：明治 31 年（1898）尾張（愛知県）知多郡常滑正住院（東西合同）参加者は 130 名。

　第 8 回：明治 32 年（1899）越前敦賀万象閣で参加者は 250 余名（東西合同）36

　第 9 回：明治 33 年（1900）東部は相州（静岡県）沼津、西部は広島（東西合同）

　第 10 回：明治 34 年（1901）信州長野市

　第 11 回：明治 35 年（1902）養老公園

　第 12 回：明治 36 年（1903）越後（新潟）五智国分寺 37（東部）。7 月 17 日から 31 日、能登・和倉の信行寺（西部）

　第 13 回：明治 37 年（1904）東京

　この後、第 18 回は明治 43 年（1910）大磯、第 19 回は明治 44 年（1911）前橋にて開催され、これ以降も東

西で必ず開催されている。この運動に呼応して、明治 31 年（1898）には、当時の第三高等学校、京都帝国大学、

西本願寺大学林・文学寮、真宗京都中学校、東本願寺高倉大学寮など、京都の官立、私立の学生仏教徒が中心となっ

て、正式に「関西仏教青年会」が結成された。

　活動内容は東京の「大日本仏教青年会」と同じく、釈尊降誕會と二週間の夏期講習会である。重要なのは、これ

らが、当時のエリートであった学生が主体となって結成した連盟であったこと、特定の宗派を越えた通仏教的性格

を持っていたこと、仏教夏期講習会に見られるような長期間の研修と共同生活を通じて、次世代の人材育成に貢献

したことである。

（４）その後の仏教青年会の活動

　仏青の活動はその後も継続された。例えば、『東洋大学百年史』によれば、東洋大学仏教青年会は明治 41 年 10

月 25 日、学生有志 7、8 名で結成され、11 月には真浄寺で公開演説会が開かれ、明治 43 年 6 月 5 日に、大日本

仏教青年会巡回講演会を開催。約 350 名の聴衆があった。また、6 月 27 日には例会があり、渡辺海旭の「東洋学

の過去及将来」と題する講演が行われた。

　明治 44 年月 8 日には東洋大学仏青の主催で「第 20 回釈尊降誕會」（大日本仏教青年会）が開催された。各宗

大学関係者、新聞記者、学生など 1000 人が参加。

　大正 5 年 5 月 13 日にも東洋大学で大日本仏教青年会巡回講演会が開催。講演は木村泰賢「天下一つに定まらん」、

大住嘯風「ベルグソンの宗教について」などであった。その後も、東洋大学仏教青年会は昭和 5 年 12 月 8 日には

学友会仏教部・新聞学会・仏教年鑑社の後援で、「釈尊成道記念 講演と映画の夕」を神田の中央仏教会館で開催し

ている。

　また、同「政教時報」第 6 号（明治 32 年 3 月 15 日発行）には、愛知医学校仏教青年会の発足についての記事

が載せられている。それによって、当時の仏青の活動を伺うことができる。ここでその会則の一部を引用しておこ

う。（句読点は筆者による。）

愛知医学校内の仏教主義の学生は、学術討究の余暇、仏教の真理を味はんと、今回愛知医学校仏教青年会を

興し、去る一月二七日を以て法会式を挙行したり。　…中略…
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その会則は左の如し。

　

第一条　本会の目的は仏教の真理を研究し、信仰の基礎を定め、道徳を信仰し以て学生たるの本文を誤らざる

に在り。

第二条 本会は愛知医学校仏教青年会と称し、大日本仏教青年会と連絡す。

第三条 本会は特別会員・名誉会員・普通会員を以て組織す。

一項 特別会員は仏教者中の高僧名士を以てす。

二項 名誉会員は本校有縁の教諭を以て之に充つ、及び卒業生を以てす。

三項 普通会員は本校有縁の生徒を以て之に充つ。

第四条 本会は第一条の目的を達せんがため毎月一回本校に於て通常会を開き、特別会員の講演を仰ぎ、前校

生徒の聴聞を許す。

第五条 本会会員は通常会に於て仏教演舌（ママ）を為し、茶話会に列することを得。但し茶話会は通常会閉

会後にして教理及び各自信仰上の実義をなし、又は仏教新聞雑誌等を閲覧するものとす。

第六条 本会は本部に於て毎年開設する夏期講習会の事業を補佐するものとす。

第七条 本会は特別会として毎年四月八日釈尊降誕會を施行するものとす。

第八条 本会を整理せんか為に理事二名を置き、任期を一ケ年とす。

第九条 普通会員より会費として毎月金二銭徴収するものとす。

第十条 本会へ入会退会の者は、其旨理事に申告すべし。

　

　以上のように、各校の仏教青年会の活動は、大日本仏教青年会と連絡し、仏教演説会や毎年の四月八日の釈尊降

誕會と夏期講習を開催することなど、基本的には同じである。当時の学生がかなりの知識階層であったことを考え

れば、社会への影響力もはなはだ大きかったはずである。

６．その他の仏青の活動

（１）足尾鉱毒事件と仏教青年会

　「大日本仏教青年会」が結成される少し前、日本の公害の原点とも言われる足尾鉱毒事件が起った。1891（明治

24）年、田中正造が帝国議会で鉱毒事件を何度も質問したが、政府は言論弾圧をした。しかし、やがて大きな社

会問題に発展し、当時の農民運動、労働運動に発展した。しかし、足尾の鉱毒は改善されず、ついに田中は、明治

34（1901）天皇に直訴した 38。

　この直訴の後、学生が相次いで足尾見学に向かうなど、世論が盛り上がった。そのとき内村鑑三らが組織した

1200 人の「鉱毒被災地救済団」には、本願寺僧侶など 418 名、東京専門学校（早稲田）生 285 名、同中学生 52

名、大学生 98 名、高等中学生 110 名、尋常中学生 56 名、木下尚江一隊 41 名、その他新聞記者 58 名、弁護士

ら数十名とともに、大日本仏教青年会のメンバーも数十人が参加していた。大日本仏教青年会がこのような社会問

題にも関わっていたことは注目すべきである。

（２）監獄問題

　明治 31 年 9 月 5 日に、東京巣鴨監獄の仏教の教誨師が解任され、キリスト教牧師を任するという巣鴨監獄教誨

師事件が起こった。これは有間四郎助が巣鴨監獄の典獄になって赴任してから、牧師留岡幸助を教誨師に任命し、

多年奉仕してきた大谷派の教誨師 4 名のうち 3 名に辞任を強要したことに始まる。10 月には仏教徒国民同盟会や

大日本仏教青年会が反対運動を展開し、東京府議会が反対決議をし、さらに衆議院に建議案を提出した。さらに、

この案件が国会を通過するように 300 人の議員に働きかけている。（「政教時報」第 6 号、明治 32 年 3 月 15 日付、

7 頁）39
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（３）施米

　大日本仏教青年会ではないが、地方の仏青では米価の高騰に対処し、以下のように施米を行っている。

　明治 23（1890）　仏教花園婦人会、米価高騰につき施米を行う　　

　明治 33（1900）　田辺仏教青年会が施米

　明治 41（1908）　京都婦人慈善教会・京都仏教青年会が共催して施米

　

　後の大正 7 年（1918）8 月には米騒動があったように、庶民の暮らしは次第に窮乏し、米不足が蔓延していた。

その資金は慈善の喜捨によるものであろうが、当時の仏青が行った社会活動の一つとして記しておく 40。 

　

７．高楠順次郎と女子仏教青年会

　高楠順次郎（1866 ～ 1945）は、近代インド哲学研究の世界的権威として著名であるが、仏青運動や社会活動

にも積極的であった 41。

　高楠は 1886 年（明治 19）普通教校に在学していたとき、同志を糾合して「反省会」を組織し 42、翌年には機関誌『反

省会雑誌』（中央公論の前身）を発行、「禁酒・進徳」を主唱し、さらには海外への仏教の普及を志して、欧米仏教

通信社を創った。また、明治 21 年には海外宣教会を起こして『海外仏教事情』を発刊したように、海外との交流

や仏教の社会運動にも積極的であった。また、帝大仏教青年会の会長や、全日本仏教青年会連盟の初代理事長を務

めたように、仏青運動にも熱心であった。

　但し、特筆されるのは、千代田女子専門学校や武蔵野女子学院を開設し、同時に仏教女子青年会を起こしたよう

に、女性の教育にも力を注いだことであろう。

　大正 13 年（1924）、高楠は 59 才のとき、仏教主義にもとづく武蔵野女子学院を創立し、同時に 4 月、仏教女

子青年会を起こして会長となった。常光浩然はこのころの高楠を次のように伝えている 43。

当時の仏青会員であった歌人岩野喜久代女史は、「先生は 61 歳過ぎから女子仏教青年会の育成にたいへんご

熱心で、毎月小石川表町の伝通会館で講義をされた。」［中略］

先生の信念は、家庭の浄化、社会の郭清、女性教育の完成等には仏教婦人にまたねばならぬというところにあっ

た。そういう運動の機関誌として『アカツキ』を大正 14 年（1925）から 17 年間もつづけた。

　この仏教女子青年会の発会式は芝の協調会館で開かれ、会長は高楠順次郎であったが、通常は高楠霜子夫人が指

導し、婦人参政権運動に参加するなど、女性の意識の覚醒と地位の向上に努めた。このころ、仏教精神にもとづく

大衆運動として、椎尾辨匡（1876 ～ 1972）の共生会、山崎弁栄（1859 ～ 1920）の光明会などがあった 44。椎

尾の共生運動は社会的実践活動を通じ、現実世界へ直接働きかけようとするものであった。それに対して光明主義

運動は、一人ひとりの宗教体験、この場合は念仏実践が強調されている。大正期の浄土宗においては、この対照的

な指向をもつ二つの運動が宗門内外に大きな影響を与えつつ展開した。

（つづく）

注
1 吉田久一『日本近代仏教史研究』吉田久一著作集、第四巻、川島書店、pp.10-11。

2 同書 p.13、矢吹については、芹川博通『近代化の仏教思想』大東出版、1989、pp.254-256、282ff. 参照。渡辺海旭の共

済思想については、芹川博通「共済主義と共生主義―仏教福祉の理念」（『現代日本と仏教』第四巻、福祉と仏教＜救いと

共生のために＞）、平凡社、2000、pp.28-46。

3 島岩「西欧近代との出会と仏教の変容―仏教の未来に関する一考察―」『北陸宗教文化』9 、 1998、 pp.1-33。

4　阿波慶應とは、福沢諭吉の洋学普及の精神に基づいて、大阪慶應（明治 6 年 10 月）、京都慶應（明治 7 年 1 月）に続い
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て徳島に設けられたものだったが、明治 8 年には大阪、京都を合併して阿波慶應の分校とし、塾生は希望に応じて東京の

本塾に転学できるようになった。当時の慶應義塾はそれまでの私塾組織を西洋の共立学校風に改めて、会社組織とし、入

塾するものを社中と呼び、その協力で維持運営する仕組みとなっていた。いわば授業料制度を採用した最初の学校である。

5　教師教校とは、東西本願寺に設けられた宗門の教育機関で、東本願寺では第 22 代大谷光瑩が明治５年に海外視察に赴

いた際、随行を勤めた石川舜台が先進諸国の教育事情を参考にして実施したもの。明治 8 年 7 月 22 日に宗則で、京都

に大教校（貫練場）、各宗務出張所（教務所）の地に中教校を置き、その傘下に小教校を置いて、大谷派の教育網を設置

し、その教師育成機関として京都に教師教校を設置することが定められた。教師教校の就学年は 3 年、宗政に基づいた休

日以外は、５時 30 分起床、朝の 6 時から夕方の 6 時までの間に７授業が行われた。授業の休みは午前は 15 分間、午後

は 10 分という実に厳しいものであった。しかも全寮制という徹底した英才教育が行われた。当時の記録に、「宗門の趨勢

をみるに、青年俊秀の才は教師教校に集まれり．．．」といっているように、ここに入学するのは宗門人として最も輝かし

いことであり、３年卒業後は中小教校の教師となる資格が与えられ、将来も約束されていたことから全国寺院師弟の憧れ

の的となっていた。学資諸手当は一切支給（毎月 3 円 50 銭給付）ということもあって、18 歳以上 35 歳以下の者で定員

は 25 名と明記されていたが、初年度には９名しか入学できないほどの難関であった。石亀福寿はこれに選ばれたのであ

るから、相当な俊才であったのだろう。実際、教師教校の卒業生は、後にオックスフォードに留学し、M. ミュラーにつ

いて学び、梵語学を日本に伝えた世界的仏教学者の南条文雄（1849 ～ 1927 後に大谷大学長となった）、夭折した笠原研

寿（1852 ～ 1883）、井上円了（1858 ～ 1919）、明治仏教界の革新運動を起こし、今日の新宗教団の基礎を築いた清沢

満之（1863 ～ 1903）など錚々たる顔ぶれである。

6　福沢は東本願寺の事務総長渥美契縁とかねてから昵懇であり、福寿も教師教校時代に世話になっているので、おそらく

渥美の紹介で福沢を紹介してもらったのだろう。なお、明治 13 年 6 月 8 日付けで、福寿は本山議事の渥美に宛てて私費

による「東京留学願」を提出している。それによれば、福寿の本山での役割は「哲学取調方」とある（寺田康順『ぼだい

樹のほとりで　付記』真浄寺、平成 12 年、pp.546-547）。

7　福沢はその著『学問のすすめで』「演説とは席上にてわが思うところを人に伝えるの法なり。わが国にはいにしえよりそ

の法あるを聞かず。寺院の説法などは、まずこの類なるべし。西洋諸国にては演説の法、最も盛んにして……。人の会す

ることあれば必ずその会につき、あるいは会したる趣旨を述べ、あるいは人びと平生の持論を吐き、即席の思いつきを説

いて衆客に披露するの風なり。この法の大切なるは、もとより論を俟たず。」と、説法の重要性を述べている。これは当

時盛んになっていた自由民権の社会運動も背景になっているとみられる。

8　西南戦争後、急激に盛り上がった政治演説の場として、福沢が提唱して木挽町に建てて、交詢社や慶應義塾の若手政治

家たちに提供したものである。合わせて２００坪あり、その演説堂には千余人も収容できる、当時東京で最大の施設であっ

た。ここを東本願寺が借り受けたのである。

9　安藤州一「明治十三、四年ころ、東京において寺田福寿氏や江村秀山氏の諸師が社会にむかって仏教を紹介したのは、

仏教の社会化の初めである」『明治仏教回顧録』。

10 1882 年３月１日、福沢諭吉により創刊されたため、当初は慶応閥の人材によって運営されていた。創刊時より「不偏不

党」を掲げ、平明で経済を重視する紙面であった。そのため、当時の政党臭の強かった新聞に対して新鮮に映り、僅か 1、

500 部余りだった発行部数が 2 年後には 5、000 部余りまで増加し、大正中期までは東京五大新聞の一つと呼ばれた。戦

後には産経新聞に吸収される。

11 「景慕録第二」『東洋哲学』第八巻第五号、明治 34 年 5 月 5 日、p.355。

12　同誌には、「今度、本社が世間に発表して創立事業に着手したる明教生命火災保険株式会社は本社社員等が多年の宿志

にして、専ら時機の到来するを待ちつつありしに、今度幸に各宗諸大徳及び有力なる護法居士等の賛助を得、奮って其創

立に着手したるが、其目的とする所は宗教家の生命保険と寺社仏閣の火災保険にありと雖も今其第一着として興起する事

業は生命保険にあり」（友松圓諦「明治時代の仏教保険事業」『現代仏教』現代仏教社、1933 年、pp.758ff）とその経緯と

目的を明記している。水島一也「日本資本主義の生成・確立と保険事業」（『日本保険業史』総説編、保険研究所、昭和 43 年、 

p.56）

13 藤原正信「真宗僧侶寺田福寿と福沢諭吉―『教育勅語説教』の周辺―」『龍谷史談』121、2004、 pp.1-31。

14 同論文 p. 14。

15 この論争に関しては、森祖道「Panadura 論争について」（『日本印度学仏教学研究』第 18 巻第 1 号、 1969、 pp.361-366）と、

金　漢益訳『キリスト教か仏教か―歴史の証言―』（山喜房仏書林仏書林、 1998）が詳しい。

16 オルコットはスリランカで仏教徒の子供たちのための学校を創立し、宗教的迫害からセイロン仏教徒を守った。ま

た、ヴェーサック（Wesak）を公休日とすることに貢献し、シンハリ仏教復興の立役者となった。このため、15 セン
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ト切手にさえなっている。彼の業績については Stephen Prothero、 The White Buddhist: The Asian Odyssey of Henry 

Steel Olcott、 Indiana University Press、 1996. 彼の主要諸作は Old Diary Leaves、 Theosophical Society、 London、 1895.: 

Theosophical Society、 Adyar、 1904 に収録されている。

17 WFB はスリランカのコロンボで 27 カ国（現 35 カ国）によって、ブッダの教えの促進と対外的な普及、仏教徒の組織

化と団結、世界平和などを目的に結成され、第 1 回会議が開催以来、隔年おきに世界各国で開かれ、わが国でも 1952 年

および 78 年の 2 回にわたり東京と京都で開催されている。

18 スリランカにおける YMBA と神智協会の活動については、リチャード・ゴンブリッチ著、森祖道・山川一成訳『インド・

スリランカ上座仏教史―テーラワーダの社会』（春秋社、2005、 pp.308-312）を参照。

19 同書は、いわゆる Q & A（問答体）で書かれたもので、例えば、第一問は "1。Question. Of what religion are you? 

Answer. The Buddhist." というように、合計 381 の問答でもって構成されている。当時スリランカ仏教界の長老格であっ

たスマンガラ僧正のお墨付きをえて、シンハラ語をはじめ二十カ国以上で翻訳された。現在でもスリランカの学校で英語

テキストとして利用されているという。佐藤哲朗『大アジア思想活劇―仏教が結んだもう一つの近代史―』（オンブック、 

2006）参照。なお、翻訳者の今立（1855-1931）は明治初期の西本願寺留学生として、アメリカに留学し、帰国後は京

都中学の初代校長や外務省などに勤めたり、外国人の法律顧問のような仕事を行った。彼については、常光浩然『北米仏

教史話』（仏教伝道協会、1973、 pp.15-18）に詳しい。

20 平井金三は京都出身の明治の英学者で東京外語大などの教官職を歴任した。彼は井上馨の欧化主義に反対して下野し、

京都室町で新島襄の同志社英学校に対抗して英語塾『オリエンタル・ホール』を経営していた。明治 22 年には神智学協会々

長 H・S・オルコットを招聘して日本仏教の復興に火をつけた。明治 26 年シカゴで開催された世界宗教会議における英語

での弁舌は大変な反響をもたらした。またその前後、アメリカ各地で講演会を開き仏教伝道に勤め、帰国後はユニテリア

ンに参加。そこを退いてからは松村介石の道会、最後は自ら禅的瞑想団体である三摩地会を興した。

21 山田孝道「オルコット氏と仏教青年会」『仏教』4 号、能潤社、 1889、 pp.37-38; 友松円諦「在家仏教徒の活動」『講座 近

代仏教 2』法蔵館、 1961、 pp.217-231、 esp. 228-230; 『大アジア思想活劇―仏教が結んだもう一つの近代史―』オンブッ

ク、 2006。

22 「浄土教報」第 162 号（明治 26 年 11 月 15 日）、第 163 号（明治 26 年 11 月 25 日）、第 164 号（明治 26 年 12 月 5 日）

によれば、ダルマパーラは明治 26 年（1893）10 月 31 日に横浜に寄港し、増上寺に参詣。1 日には天徳寺を訪問し、目

白の釈雲照の目白僧園に宿泊。11 月 5 日には横浜仏教演説会。さらに、「印度に就て」という演説（野口善四郎通訳）を

掲載したばかりか、彼が芝公園の金地院に滞在し、各宗派の僧侶と会ったことを克明に報じている。

23「浄土教報」第 164 号（明治 26 年 12 月 5 日）。

24 常光浩然『北米仏教史話』（仏教伝道協会、1973、 pp.63-72）参照。

25 守屋友江『アメリカ仏教の誕生―二〇世紀における日系宗教の変容―』（阪南大学叢書 64、 現代史料出版、2001、 

pp.120-122）

26 たとえば埼玉県では、江戸時代の後期には 3、712 ケ寺あった寺院が、廃仏毀釈によって半世紀の間に 1、409 ケ寺減っ

て、明治 9 年には 2、303 ケ寺となった。村田安穂「明治維新廃仏毀釈の地方的展開とその特質について」『論集　日本

仏教史 8　明治時代』池田英俊編、雄山閣、 1987、 p.87

27 当初は仏教壮年会、後に土曜会と改称し、明治 26 年から三田仏教会となった。大正 8 年頃から現在の仏教青年会となる。

『慶応義塾仏教青年会百年史』平成 2 年（1990）参照。

28 龍溪章雄「明治期の仏教青年会運動（上）―大日本仏教青年会を中心として―」『真宗学』75/76 号、 1987、 

pp.318-319。

29 『反省会雑誌』第 6 年 4 号、 1891、p.32、 同、第 8 年 5 号、pp.19-21。

30 普通教校と反省会については、守屋友江『アメリカ仏教の誕生―二〇世紀における日系宗教の変容―』（阪南大学叢書

64、 現代史料出版、2001、 pp.24-34）を参照。

31 「仏教徒夏期講習会略歴」（『丁酉夏期講習会松洲明浦講話録』明治三〇年一一月）、pp.3-4。

32 『丁酉夏期講習会松洲明浦講話録』付録。龍渓章雄「明治期の仏教青年会運動（上）―大日本仏教青年会を中心として―」

『真宗学』75/76 号、1987、 pp.322-323。

33 土肥昭夫『日本プロテスタント・キリスト教史』新教出版社、1980、 pp.73-75。

34 土屋詮教『明治仏教史』（東京帝大仏教青年会編）三省堂、1939、 pp.122-131。龍渓章雄「明治期の仏教青年会運動（上）

―大日本仏教青年会を中心として―」『真宗学』75/76 号、1987、 pp.322-323。

35 土屋詮教『明治仏教史』三省堂、昭和 14 年、 pp.126-130. 明治 28 年 4 月には、仏教大会を京都市会議事堂で開いたり、
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仏教会を東京駒込の吉祥寺で催したり、仏教講談会、貴婦人法話会なども創立されたが、これらの多くは寺田もしくは彼

の主導した仏教青年会の発案によるところである。

36 この時の講習会は『北陸仏教青年会誌』第 6 号（明治 32 年 8 月）に詳しく報告されている。「政教時報」第 5 号（明治

32 年 3 月 1 日）によれば、明治 32 年（1899）2 月 12 日、大日本仏教青年会事務所にて、臨時会を開催。政教問題に

ついて議論し、会員間で見解を共有することにつとめた。当日は哲学館の井上円了が出席して、先年洋行の際に調査した

結果を報告した。また、明治 32 年の同会の活動として、「政教時報」第 5 号（明治 32 年 3 月 1 日発行）には、二つの

予告記事が見える。＜「第八回釈尊降誕會」を哲学館内の宗教学会が担当し、特に盛大に開催。「第八回夏期講習会」を

越前敦賀港にて開催＞このように、当時も大日本仏教青年会の活動は、釈尊降誕會と夏期・秋季講習会が中心であった。

37 「正法輪」176 号（明治 36 年 7 月 10 日）の予告記事によれば、同年 7 月 13 日から二週間、「大日本仏教青年夏期講習会」を、

越後（新潟）五智国分寺にて開催。宿泊費・講習会費は一日 25 銭であった。講師は、井上円了、本多辰次郎、日置黙仙、

近角常観、大内青巒、南条文雄、村上専精、前田慧運、松本文三郎、赤松連城、新井石禪、釈宗演、島地黙雷等 22 名であり、

その多くは哲学館関係者である。

38 時の明治政府は急激な資本主義の発達や、日清・日露戦争の戦費のために、足尾銅山から産出される銅を必要とした。

その採掘の為に渡良瀬川一帯におびただしい公害が発生し、鉱山の労働者や農民・住民を苦しめた。足尾の鉱山労働者の

ストライキは陸軍によって鎮圧され、同じく反対運動の拠点であり、田中正造の住居があった谷中村の農民の強制執行が

行われ、最終的には谷中村は水没、農民は北海道に移住させられた。特に、明治期には 1897 年から 1902 年まで、大規

模な六回の「押し出し」といわれる農民のデモ行進が行われ、多くの逮捕者が出た。特に明治 31（1898）第 3 回の押し

出しは 1 万人、明治 33（1900）の第 4 回の押し出しは 1 万 2 千人（このとき川俣で官憲との死闘で逮捕者 300 人に上り、

川俣事件と言われた）、明治 35（1902）の第 5 回の押し出しは 5 千人が参加した。押し出しは、いつも群馬県館林市の

雲龍寺（当時の住職は黒崎禅翁）に集合した。当時の大半の農民はお金もなかったので、干し飯を持参し、丸二日かけて

東京の国会議事堂まで歩いていき、議事堂前等で座り込んだという。ただし、鉱毒問題は解決せず、その後も昭和に至る

まで続いていた。林竹二『田中正造の生涯』（講談社新書、講談社、1976）；立松和平『毒――風聞・田中正造』（東京書籍、

1997 年）参照。

39 詳細は、土屋詮教『明治仏教史』（三省堂書店、1939、 pp.154-157）を参照。

40 米騒動に対する仏教教団の活動については、吉田久一『近現代仏教の歴史』筑摩書房、1998、pp.158-159 に詳しい。

41 高楠順次郎（1866 ～ 1945）は、明治 18 年（1876）開設されたばかりの京都・西本願寺の普通教校に入学し、仏教学

や英語等を勉強した。1890 年高楠 25 歳の時に、オックスフォード大学に留学し、マクス・ミューラー、ヴィンテルニッ

ツらについてサンスクリットを学んだ。次いでドイツに渡り H. オルデンベルクや P. ドイッセンらに師事し、フランスで

は S. レヴィと交わり、明治 30 年 32 歳になって帰国すると、半年後に東京帝大・文科大学の講師となり、博言学（言語学）

の講座でサンスクリット語を講じ、次いで梵語講座が開設されるや、その初代教授となった。また、渡辺海旭とともに『大

正新修大蔵経』を刊行、近代インド哲学研究の中心的人物となったことで知られる。また、学校教育では中央商業高校、

千代田女子専門学校、武蔵野女子学院を開設し、東京外国語学校校長（1900）、東洋大学（1931-1934 第八代）学長を

歴任したように、大きな足跡を残した。高楠については以下の文献を参照した。『高楠順次郎の教育理念』武蔵野女子学院、

平成 6 年。田村晃祐『わが思索の道―近代日本の仏教者たち―』（下）NHK 出版、 2004、 pp.68-81. 鷹谷俊之『東西仏教

学者伝』華林文庫、 1970、 pp.134-136。

42 反省会とは普通教校の教師と学生がともに協力して風紀の頽廃を防ぐ青年運動であった。飲酒をはじめ、風俗の乱れを

反省し、宗教者としての原点に立ち返ろうとするものである。

43 常光 ( つねみつ ) 浩然 ( こうねん )『明治の仏教者』下巻、春秋社、1969、p.356。

44 土屋詮教『大正仏教史』三省堂、大正 15（1940）、p.188。
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仏青運動関連の歴史年表

明治元年（1868）王政復古。3 月 14 日、五箇条の御誓文発布。神祇官を再興し、神祇事務局を置く。神仏混交を禁じ、

神社の社僧・別当に還俗を求める。廃仏毀釈に展開。

明治 2 年（1869）教導職取調局を置く。神祇官を太政官の上に置き、民部省に寺院寮を設け、寺院の事項を管理、

掌握させる。

明治 3 年（1870）1 月、大教宣布の詔発布。松本、多度津、富山の廃仏。

明治 5 年（1872）3 月、神祇省を廃止して、教部省を設置。一宗一管長制として、各宗派にそれぞれ 10 名の教

導職を任命。4 月 25 日、太政官布告にて、僧侶に肉食・妻帯・蓄髪などを許可する。6 月、国民教化の基本

大綱として「三条教則」を定め、教導職に示す。11 月、「大教」宣布の中枢として大教院設置。 

明治 6 年（1873）1 月、徴兵令。尼僧の蓄髪・婚姻などを自由とする。春、島地黙雷が欧州より「三条教則」批判、

大教院分離の建白書を出す。2 月、切支丹近世の高札を撤去、キリスト教を黙認。4 月、増上寺、大殿の阿弥

陀如来の像を遷し、代わりに皇祖大神を安置。8 月、スリランカで「パーナドゥラ論争」が始まる。

明治 7 年（1874）各府県ごとに中教院を置く。大内青巒、小野梓、馬場辰緒らが共存同衆を組織した。

明治 8 年（1875）5 月大教院解散。『共存雑誌』発刊。7 月大内青巒『明教新誌』（明教社）を発刊。南北戦争の

英雄アメリカ人 H. S. オルコット（H. S. Olcott）がニューヨークに神智協会（Theosophy Society）を創立。 

明治 9 年（1876）6 月南条文雄・笠原研壽イギリス留学。10 月小教校・中教校・大教校の三校制からなる学制発布。

明治 10 年（1877）1 月教部省廃止し、内務省に社寺局を置く。2 月、加藤弘之、開成学校綜理に就任。4 月、東

京開成学校と東京医学校を合併し、東京大学が創立。

明治 12 年（1879）11 月、綜理加藤弘之の要請を受けて、原担山が東京大学文学部和漢文学科講師となり、仏典（『大

乗起信論』）を講義する。

明治 13 年（1880）4 月、田中智学、横浜で蓮華会を開く。これは明治 18 年には立正安国会、大正 3 年には国柱

会へと発展し、日蓮系教団の内外に大きな影響を与えた。京橋教会に東京基督教青年会が結成される。これを

端緒として、札幌（同 14 年）、大阪（同 15 年）、横浜（同 17 年）、神戸（同 19 年）、福岡（同 20 年）等、

各地に基督教青年会が結成されてゆく。その連合組織として明治 20 年に日本基督教青年会が創設された。オ

ルコットがマドラスに仏教神智協会（Buddhist Theosophical Society）を設立、次いで H. P. ブラヴァツキーと

ともにセイロンを訪問し、当地の仏教界指導僧グナーナンダらと接触。

明治 14 年（1881）6 月、明治会堂で東本願寺仏教講談会が開かれる。7 月、平井金三と西座新右衛門が中心とな

り、京都に杞憂会を設立し、「西教駁撃」を行う。

明治 16 年（1883）釈雲照『国教論』、『宗教邪正弁』を著し、十善会を組織する。

明治 17 年（1884）4 月、『令知会雑誌』発刊。5 月、南条文雄帰国。8 月、教導職廃止により、各宗管長が住職

の任免等を一任される。 田中智学が立正安国会を始める。普通教校設置。井上哲次郎、井上円了、三宅雪嶺

らが哲学会を結成。会長は加藤弘之。

明治 18 年（1885）帝国大学に博言学科が設置され、南条文雄が梵語学講師となる。

明治 19 年（1886）高楠順次郎、櫻井義肇、常光得然らが「反省会」を創立。東京専門学校に教友会が設立される。

3 月、帝国大学令発布、東京大学を帝国大学と改組。今立吐酔がオルコットの A Buddhist Catechism の和訳『仏

教問答』を刊行。9 月、釈興然がスリランカに渡航。大道長安が長野市に救世会を組織する。

明治 20 年（1887）8 月、櫻井義肇編輯『反省会雑誌』（『中央公論』の前身）創刊。9 月、井上円了が哲学書院を

創始し、次いで本郷の麟祥院内に哲学館（東洋大学）を開設。大内青巒『洞上在家修証義』。徳富蘇峰「民友社」

設立。本派本願寺の布教師、多門速明がロシアのウラジオストックに最初の開教を試みる。多門は明治 23 年

に同地で死去し、後の明治 27 年に矢田教証が同地に布教所を建設した。

明治 21 年（1888）井上円了第一回欧米視察に出発。1 月、近江に仏教青年会が設立される。帝大学生基督教青

年会が設立される。12 月、『海外仏教事情』（海外宣教会）発刊。三宅雪嶺・志賀重昴らにより雑誌『日本人』

が発刊。

明治 22 年（1889）1 月、大内青巒らが尊皇奉仏大同団を結成し、『釈門哲学叢書』を発行する。2 月、大日本帝

国憲法発布。神智協会の会長アメリカ人オルコットとスリランカ人ダルマパーラが初めて来日。4 月、帝大・
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第一高等中学及び私立学校の学生有志が芝区愛宕町青松寺にて合議し、「仏教青年会」を結成。これが大日本

仏教青年会の母体となる。4 月、ダルマパーラ著・川上貞信訳『愛理者之殷鑑』菊秀堂より刊行。5 月 14 日、

徳澤智恵蔵、ダルマパーラとともにコロンボに向けて出国。以降 7 年研鑚して明治 29 年に帰国する。5 月 28 日、

オルコット、川上貞信・朝倉了昌・小泉了諦の三名の留学僧をともなって帰国。

明治 23 年（1890）1 月、新島襄没。2 月、高楠順次郎、英国留学。5 月、井上円了、欧米。加藤弘之が帝国大学

総長となる。7 月、哲学研究会設立（1994 年に東洋哲学会と改称）会長は加藤弘之、副会長は井上円了。10 月、

教育勅語発布。11 月、第一回帝国議会召集。仏教花園婦人会、米価高騰につき施米を行う。慶応義塾に三田

仏教会が結成される。

明治 25 年（1892）1 月 6 日、寺田福寿が中心となり「大日本仏教青年会」結成。4 月 8 日、大日本仏教青年会

が三田演説館において「釈尊降誕會」が開催する。このとき、小幡篤次郎（慶応塾長）、釈雲照、大内青巒、

島地黙雷らの演説があり、琵琶や一弦の演奏なども行われた。7 月、大日本仏教青年会・夏期講習会を須磨源

光寺にて開催。8 月徳永（清沢）満之『宗教哲学骸骨』を刊行。

明治 26 年（1893）シカゴにて万国宗教大会が開催される。仏教側の代表は釈宗演、土宜法龍、蘆津実全、八淵訌龍、

野口善四郎及び当時アメリカにいた平井金三の六名であった。11 月、ダルマパーラ万国宗教大会の帰途に再

来日。 

明治 27 年（1894）2 月、神官・僧侶の政治活動禁止。4 月、釈尊降誕會に当たって、大日本仏教青年会発会式を

東京神田区錦町の錦輝館に挙行し、事務所を本郷区森川町一番地に置いた。5 月に寺田福寿没。8 月に日清戦

争始まる。12 月、境野黄洋・高島米峰らが「経緯会」を結成。雑誌『仏教』の主筆、古川老川（勇）と意気

投合し、同誌に論壇を発表。12 月、大宮孝潤インド留学に発つ。

明治 29 年（1896）大道長安、観音信仰に立った救世会結成（翌年、横浜救世会）。

明治 30 年（1897）1 月、日本学生基督教青年同盟成立。高楠順次郎英国より帰国。3 月、足尾鉱毒事件起こる。

河口慧海インドに渡航。6 月、帝国大学を東京帝国大学と改称、京都帝国大学新設。 

明 治 31 年（1898） C. S. デ ィ ッ サ ナ ヤ カ を リ ー ダ ー と し て ス リ ラ ン カ に YMBA (Young Men’s Buddhist 

Association) が結成される。2 月、仏教宗派に属する教師の神社における布教を禁止する。同月、京都帝国大学、

第三高等中学校、西本願寺大学林・文学寮、真宗京都中学校、東本願寺高倉学寮などの京都の学校に在籍する

学生が中心となり、関西仏教青年会を結成。7 月 30 日、サンフランシスコ仏教青年会の結成。サンフランシ

スコでまず初めに作られた組織は仏教青年会だった。この頃はまだ開教使は派遣されておらず、労働に来た青

年だけで仏教青年会を作った。このことが象徴するように海外開教区では仏教青年会が中心になって各仏教会

を運営しているようである。9 月 5 日、東京巣鴨監獄の仏教の教誨師を免じて、キリスト教牧師を任する（巣

鴨監獄教誨師事件）。10 月、大日本仏教青年会内に仏教徒国民同盟会が発会。同月、巣鴨監獄の教誨師問題に

ついて仏教徒国民同盟会、仏教青年会騒擾する。11 月、能海寛がチベットに向けて出国。

明治 32 年（1899）2 月、境野黄洋・高島米峰・渡辺海旭らが「仏教清徒同志会」を結成し、翌年 7 月に機関誌『新

仏教』を刊行。この頃、免囚者保護団体・施設の設立進む。釈放者保護事業団体斉修会（東京）・広島保護院・

鹿児島免囚保護会・佐賀出獄者保護会・茨城県連合保護会。10 月、荻原雲来ドイツ留学。大日本仏教青年会

内に仏教徒国民同盟会設立、会員は僧侶を除いた仏教信徒とする。

明治 33 年（1900）1 月、薗田宗恵等、サンフランシスコに仏教青年会を組織し、機関雑誌を発行。8 月、ハワイ

のホノルル仏教青年会が起こる。田辺仏教青年会が施米。『政教時報』（仏教徒国民同盟会）発刊。清沢満之が

内観の徹底による信仰世界を開く精神主義を唱えて、暁烏敏・佐々木月樵らと私塾浩々洞を開き、翌年から雑

誌『精神界』を刊行。3 月、姉崎正治ドイツ留学。5 月、渡辺海旭ドイツ留学。12 月、藤井宣正イギリス留学。

薗田宗恵ドイツ留学。

明治 34 年（1901）4 月、東京帝国大学文科大学に梵文学講座創設。高楠順次郎が初代教授に就任。12 月、数寄

屋橋教会の田村直臣牧師らが、学生の足尾鉱毒地視察を計画。東京の学生 700 人が、大挙鉱毒被災地を視察。

このうち大日本仏教青年会の学生が数十名含まれていた。また、本願寺僧侶など約 400 名も参加している。

明治 35 年（1902）5 月、ダルマパーラ来日、11 月、井上円了第二回欧米視察。近角常観が求道運動を始め、

1904 年に機関誌『求道』（『政教時報』を解題）を発刊。境野黄洋らが足尾鉱毒被害民救済仏教有志会を組織し、
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救済に当たる。12 月 27 日、浅草伝法院にて仏教青年伝道会の設立。12 月、哲学館事件起こる。

明治 36 年（1903）境野黄洋ら「仏教清徒同志会」を「新仏教同志会」と改称。河口慧海がネパールにて梵文仏

典 41 帙を得て帰国。3 月専門学校令発布。

明治 37 年（1904）1 月 15 日、井上円了、和田山に哲学堂開堂式を挙行。2 月日露戦争始まる。伊藤証信は無我

愛の運動を起こした。6 月には巣鴨に無我苑を創立し、翌年からは機関誌『無我愛』を刊行した。

明治 38 年（1905）村上専精が東洋高等女子校を設立。

明治 39 年（1906）2 月、無我苑、解散。5 月、大日本宗教協和会が設立され、神道・仏教・キリスト教の各宗教

家が会合。

明治 40 年（1907）2 月、オルコット没（75 才）。4 月 3 日から 7 日まで、万国キリスト教青年会が東京にて開

催される。4 月 6 日から 8 日まで、浅草本願寺で大日本仏教徒大会が開催される。榊亮三郎フランス留学。

明治 41 年（1908）京都婦人慈善教会・京都仏教青年会が共催し、施米を行う。

明治 42 年（1909）4 月 13 日、釈雲照没。7 月、釈宗演アメリカより帰国。

明治 44 年（1911）隣保事業（渡辺海旭らによる労働共済会、労働慰安会・東京）、免囚者保護事業（八王子扶養園、

川越就実園、仏教保護会等）

明治 45 年・大正元年（1912）免囚者保護事業（佐波郡南仏教団、吾妻樹徳、佐波郡北部各宗連合免囚保護会・群馬、

免囚保護会・山口）、各宗代表免囚保護協議会開催。以降、大正年間に全国で仏教保護司会（免囚者保護事業）

の活動が広がる。

大正 2 年（1913）ダルマパーラ、朝鮮経由で帰国の途につく。8 月、世界仏教徒大会をサンフランシスコで開催。

日本仏教各宗派代表が参加。

大正 3 年（1914）7 月、第 1 次世界大戦始まる。社会事業研究会主催の全国仏教徒社会事業大会が東京で開催される。

田中智学が日蓮回帰主義を唱えて国柱会を結成し、機関誌『天業民報』を発刊。山崎弁栄「光明会趣意書」を

発表。真宗の真田増丸が大日本仏教救世軍を始め、幼稚園経営・免囚保護事業・点字雑誌の発行などを行う。

大正 4 年（1915）5 月、仏教徒談話会が時局有志懇談会を開き、支那布教権獲得要求の貫徹を決議。12 月に 13

宗 56 派が結集して、仏教連合会が組織される。

大正 5 年（1916）4 月 8 日、仏教各宗派、各団体が合同で、釈尊降誕花まつりを日比谷公園で挙行。これより花

まつりは各地において国民的行事となる。5 月 7 日、京都妙心寺にて各宗派共同で佛教護国団を設立。その目

的には、国民精神の振作統一と尊皇護国、済世利民を掲げる。11 月 5 日に発会式を挙行。

大正 7 年（1917）9 月、東京帝国大学文科大学に印度哲学講座開設。村上専精が初代教授となる。12 月、大内青巒没。

大正 8 年（1919）3 月、東京大学仏教青年会設立。長谷川良信がマハヤナ学園（東京）を開設。6 月 6 日、井上円了、

大連の本願寺別院にて没。7 月、赤松連城没、11 月、釈宗演没。

大正 9 年（1920）各地に仏教会設立の気運が盛り上がり、仏教会開設が相次ぐ。戦後恐慌が始まる。全国社会事

業大会が開かれる。翌年には足尾鉱山で大ストライキ、大正 11 年には全国水平社の設立。

大正 13 年（1924）3 月、釈興然没。11 月東大仏青会館建立。東大セツルメント設立。4 月、仏教女子青年会創立、

会長・高楠順次郎。5 月、高楠順次郎が『現代仏教』を創刊。

大正 14 年（1925）11 月、仏教連合会の主催によって、芝増上寺にて、東亜仏教大会が開催された。中国・朝鮮半島・

台湾と日本が参加。

昭和 2 年（1927）4 月、西部日本仏教青年会連盟発足。

昭和 3 年（1928）京都仏教女子青年会、歳末供養少女保護デーの募金運動を開始。4 月、コロンボに大菩提会（Maha 

Bodhi Society）設立。5 月、大菩提会、ブッダガヤにて第一回仏誕生祭を挙行。2 月、椎尾辨匡、初の僧侶代

議士となる。

昭和 4 年（1929）京都仏教青年会、京都六華園（少女保護）

昭和 5 年（1930）あそか病院（東京）開設。大阪仏教セツルメント設立。4 月、妹尾義郎、新興仏教青年同盟結成。

5 月 21 日から 6 日間、第一回汎太平洋仏教青年大会がハワイ・ホノルルで開催される。11 月、全日本仏教青

年会連盟を結成。東京中央仏教会館にて発会式。

昭和 7 年（1932）全国光明主義青年同盟、及び財団法人光明修養会の結成。
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昭和 8 年（1933）　1 月、渡辺海旭没、七月、ダンマパーラ没、11 月、境野黄洋没。

昭和 9 年（1934）7 月 17 日から 12 日間、第二回汎太平洋仏教青年大会を東京で開催。13 カ国の代表（外国代

表 320 余名、日本代表 300 余名）が結集。世界平和促進運動、人種の平等、聖地ブダガヤ復興、仏教青年会

の本尊を釈迦牟尼とし、礼拜形式を三帰依とすること、涅槃を理想として菩薩道の実践を期することの決議を

行った。

昭和 13 年（1938）文部省が神儒仏の三教の代表者を東京の日本青年館に招き、国民精神総動員等を協議。庭野

日敬ら、大日本立正交成会（のちの立正佼成会）を開教。

昭和 14 年（1939）4 月、仏教連合会、戦没軍馬慰霊追悼法要実施を決定。5 月、東本願寺、刑務教誨研究所を開

設。6 月、矢吹慶輝没。11 月、田中智学没。

昭和 16 年（1941）3 月、仏教連合会を改組し、大日本仏教会を結成。12 月、大日本仏教会、先勝祈願の七日間

御修法を各宗で修することを決定。

昭和 18 年（1943）2 月、大日本仏教会、築地本願寺にて日泰親善仏教大会を開催。7 月、大日本仏教青年会連盟、

東京にて大東亜仏教青年大会を開催。

昭和 20 年（1945）9 月、各宗派管長、日本債券宗教教化実践要綱を決定。

昭和 21 年（1946）7 月、仏教社会主義同盟（のちの仏教社会同盟）結成。

昭和 22 年（1947）4 月、友松円諦、東京に神田寺を開き、真理運動本部を並置。5 月、全日本宗教平和会議開催。

11 月、大谷光照、公職追放。

昭和 24 年（1949）4 月、全国仏教革新連盟結成。高島米峰没。

昭和 25 年（1950）1 月、日本仏教社会事業連盟結成。5 月、セイロンのコロンボにて第一回世界仏教徒会議が開催。

昭和 26 年（1951）4 月、全日本仏教青年会同盟結成。宗教法人法公布。

昭和 27 年（1952）9 月、東京と京都で第二回世界仏教徒会議開催。12 月、世界仏教徒連盟が発足。

昭和 28 年（1953）8 月、高野山にて第一回日本仏教徒会議が開催される。

昭和 29 年（1954）6 月、全日本仏教会結成。10 月、永平寺にて第二回全日本仏教徒会議が開催される。同月、

京都にて全日本仏教学生大会が開催。12 月、ビルマのラングーンで第三回世界仏教徒会議開催。

昭和 30 年（1955）11 月、身延山で第三回全日本仏教徒会議が開催。

昭和 31 年（1956）5 月、比叡山で第四回全日本仏教徒会議が開催。11 月、ネパールで第四回世界仏教徒会議開催。

昭和 32 年（1957）9 月、奈良東大で第五回全日本仏教徒会議が開催

昭和 33 年（1958）6 月、浅草寺で第六回全日本仏教徒会議が開催。11 月、タイで第五回世界仏教徒会議開催。

昭和 34 年（1959）10 月、京都知恩院で第七回全日本仏教徒会議が開催。

昭和 35 年（1960）5 月、金沢市で第八回全日本仏教徒会議が開催。

昭和 36 年（1961）6 月、横浜の鶴見総持寺で第九回全日本仏教徒会議が開催。11 月カンボジアで第六回世界仏

教徒会議開催。

昭和 37 年（1962）6 月、大阪四天王寺で第十回全日本仏教徒会議が開催。

昭和 38 年（1963）6 月、福岡市電気ホールで第十一回全日本仏教徒会議が開催。

昭和 39 年（1964）6 月、静岡市駿府会館で第十二回全日本仏教徒会議が開催。11 月、インドのサルナートで第

七回世界仏教徒会議開催。

昭和 40 年（1965）8 月、長野市市民会館で第十三回全日本仏教徒会議が開催。この年、仏教伝道協会設立。

昭和 44 年（1969）2 月、全日本仏教会、靖国神社法案に反対声明。

昭和 45 年（1970）10 月、第一回世界宗教者平和会議（WCRP）京都で開催。

昭和 46 年（1971）7 月、第六回日本宗教者平和会議。

昭和 50 年（1975）3 月、第一回全日本仏教徒青年会議開催。12 月、ブッッダガヤの日本寺にて第一回国際仏教

徒結集開催。

昭和 53 年（1978）10 月、京都で第十二回世界仏教徒会議が開催。

昭和 60 年（1985）2 月、全日本仏教会、宗教法人セミナー開催。

（2007・3　渡辺章悟作成）



84　寺田福寿と仏青運動

仏教青年会関連参考文献

網田義雄『越前真宗史』、『大谷派先輩著述目録補遺』

大内 青巒「寺田福寿氏逝く」『東洋哲学』1-5、東洋哲学会、1894, p. 212. 

境野哲（黄洋）「寺田福寿師小伝」（『阿弥陀経通俗講義』＜寺田福寿遺稿＞哲学書院、明治 27（1894）, pp.1-14.

常光浩然「先覚の師寺田福寿―その十二年間の活躍」『明治の仏教者』春秋社 , 1968-1969。

寺崎修研究会編『慶應義塾草創期の福沢門下生』第 5 巻

三宅 守常「寺田福寿の勅語衍義書をめぐって」『宗教研究』275。

三宅 守常「明治仏教と教育勅語 ( Ⅳ )―真宗僧寺田福寿の衍義書の場合―」『大倉山論集』26, 1989, pp.23-47.

三浦節夫「福沢諭吉・井上円了・寺田福寿・小香栖香頂」『井上円了研究』第 7 号、東洋大学井上円了記念学術センター , 

1997, pp.29-57.

寺田康順『ぼだい樹のほとりで　付記』真浄寺、平成 12 年（2000）。

藤原正信「真宗僧侶寺田福寿と福沢諭吉―『教育勅語説教』の周辺―」『龍谷史談』121、2004, pp.1-31.

『現代仏教―明治仏教の研究・回顧』第 105 号＜十周年記念特輯号＞、現代仏教社、昭和 8 年（1933）.

土屋詮教『明治仏教史』三省堂、昭和 14 年（1939）。

土屋詮教『大正仏教史』三省堂、昭和 15 年（1940）。

『講座 近代仏教 2』法蔵館 , 1961。

森祖道「Panadura 論争について」『日本印度学仏教学研究』第 18 巻第 1 号 , 1969, pp.361-366。

常光浩然『明治の仏教者』上・下巻、春秋社、1969。

鷹谷俊之『東西仏教学者伝』華林文庫、1970。

常光浩然『北米仏教史話』仏教伝道協会、1973。

林竹二『田中正造の生涯』講談社新書、講談社、1976。

土肥昭夫『日本プロテスタント・キリスト教史』新教出版社、1980。

池田英俊編、『論集　日本仏教史 8　明治時代』雄山閣 , 1987。

林霊法『椎尾辨匡師と共生浄土教』百華苑 , 1988。

芹川博通『近代化の仏教思想』大東出版社、1989。

吉田久一『日本近代仏教史研究』吉田久一著作集 4、川島書店、1992.

田宮仁・長谷川匡俊・宮城洋一郎『仏教と福祉』溪水社、1994.

高楠順次郎研究会編『高楠順次郎の教育理念』武蔵野女子学院、平成 6 年（1994）。

立松和平『毒――風聞・田中正造』東京書籍、1997。

金　漢益訳『キリスト教か仏教か―歴史の証言―』山喜房仏書林仏書林 , 1998。

吉田久一『近現代仏教の歴史』筑摩書房、1998。

小林・古田・峰島・吉田監修『現代日本と仏教―福祉と仏教―救いと共生のために―』第 4 巻、平凡社 , 2000.

吉田久一・長谷川匡俊『日本仏教福祉思想史』法蔵館、2001.

守屋友江『アメリカ仏教の誕生―二〇世紀における日系宗教の変容―』（阪南大学叢書 64, 現代史料出版、2001,

木村清孝「詳論・原坦山と「印度哲学」の誕生『東アジア仏教はいその成立と展開』木村清孝博士還暦記念会編、

2002, 春秋社 , pp.5-30

田村晃祐『わが思索の道―近代日本の仏教者たち―』（上・下）NHK 出版 , 2004.

リチャード・ゴンブリッチ著、森祖道・山川一成訳『インド・スリランカ上座仏教史―テーラワーダの社会』春秋

社、2005。

佐藤哲朗『大アジア思想活劇―仏教が結んだもう一つの近代史―』オンブック , 2006。

Henry Steel Olcott, Old Diary Leaves, Theosophical Society, London, 1895: Theosophical Society, Adyar, 1904

Stephen Prothero, The White Buddhist: The Asian Odyssey of Henry Steel Olcott, Indiana University Press, 1996.



共生思想研究年報 2007　85

Study on TERADA Fukujyu and Young People’s Buddhism Movement
-  Development of Kyosei or Tomoiki (Coexistence Movement) by SHIIO Benkyo(1) - 

Summary

WATANABE Shogo

　　The Kyosei or Tomoiki (coexistence movement for harmony) was started in 1922 by SHIIO Benkyo during the 

first meeting held at the Komyoji Temple in Kamakura. This movement rediscovered the social life, which was not 

given importance by the modern Buddhists. Although it had some limitations due to the prevailing situation that 

did not allow any criticism against the emerging imperialism, its achievements are considered great because the 

movement promoted a dynamic relationship between academic theory and social movements. 

　　Although this social movement led by SHIIO was not rapid, the social upheaval at that time changed the 

view of the Buddhists towards the society. Here, I try to explore the background of the coexistence movement 

(Tomoiki) started by SHIIO by considering Buddhism social movements promoted mainly by young people, such 

as new Buddhism movement and young people’s Buddhism movement organized as the Young Men's Buddhist 

Association (YMBA) which were developed during the latter period of the Meiji Era through the Taisho Era. 

This paper covers only the first half of the movement, during which TERADA Fukujyu (1853-1894) was deeply 

involved in the infancy of the YMBA.
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