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第５２回金沢大学暁烏記念式・記念講演

「世界宗教と日本人の宗教観」
宗教学者 田川建三氏

平成１３年４月２８日（土）午後１時３０分より金沢中央公民館彦三館で第５２回金沢大学暁烏記念式及び記念講演が開催さ
れた。記念式典では，和田敬四郎附属図書館長，林勇二郎学長の挨拶に続いて暁烏家当主である暁烏照夫氏より挨拶
があった。記念講演は，宗教学者の田川建三氏（大阪女子大学名誉教授）を迎え，「世界宗教と日本人の宗教観」と
題して１時間半行われた。今回は初めての学外の会場での開催であったが，大学関係者以外に一般からも約５０人の参
加があり，熱心な質疑応答もあり，盛況のうちに終了した。

講演要旨

この講演が図書館主催ですので，学生の頃に聞いた岸
本英夫先生の講義を思い出しました。先生は後に東京大
学の図書館長として有名になられた方です。その講義の
最初に「宗教」の定義を提案なさったのですが，当時す
でに難しい病気をかかえておられ，休講が多かったので
す。そして，休講の後で出ておいでになると，前回の定
義は修正する，とおっしゃって，その修正の理由を話さ
れてその回は終ります。以後，休んでは出て来られると，
また定義の修正とその言い訳というわけで，結局一年間
その繰り返しでした。つまり，宗教とは何かなどという
定義は，すぐれた学者であればあるほど，できやしない
のです。多くの方がわかったような顔をして「宗教，宗
教」とおっしゃっておられますが，何となく人がそう呼
ぶから，そう呼んでいるだけの話です。

日本語の「宗教」という語は近代の造語です。西洋語
の religioの訳語です。この語の変遷そのもが面白い。
古代ラテン語，中世キリスト教用語，宗教改革期以後，
近代宗教学，２０世紀前半のキリスト教，等々で，この語
の意味も，意味の幅も，まるで違います。
しかし一応何となく近代的な意味で「宗教」という語
を用いることにして，「宗教」という領域はいつ頃成立
したのでしょうか。つまり，人間社会の文化のうち，あ
る一部の領域だけを区切って「宗教」と呼ぶ場合です。
実は古代においては（中世でも近現代でも本当はかなり
多く），民族宗教はこの意味での宗教ではありません。
それは，その民族の生き方，その社会の全体の表現です。
旧約聖書（古代ユダヤ教）を見ればそのことはすぐにわ
かります。現代においても，イスラム教は多くの場合そ
うです。外部の人間が自分たちの頭にある「宗教」とい
う漠とした，しかし狭い概念にあてはめてイスラム教を
わかったような気になるから，かえって誤解するんです。

そのユダヤ教が
歴史上ほんの一時
期だけ「宣教する
宗教」になったこ
とがあります。大
ざっぱに言って，
前３世紀から後２
世紀までです。「宣
教」が可能になる
には，改宗者が居
ないといけません。
改宗者が存在する
には，個人が自分
で別の宗教を選ぶ
可能性が存在しな
いといけません。

その民族に生れたら，百％その民族の生を（つまりその
民族の宗教を）生きる以外の可能性がないところでは，
「宣教」という行為も成立しません。世界史上「宣教」
という行為を大きく可能にしたのが，ヘレニズム・ロー
マ時代です。特にローマ帝国の帝国支配は，諸民族を解
体して，巨大な帝国の中で一人生きる個人にしてしまい
ました。そうなってはじめて，「宣教」と「改宗」が可
能になります。だからこの時期，ユダヤ教だけでなく，
多くの宣教する宗教が出現したのです。けれどもその場
合，民族の生活が完全に消滅してしまったわけではあり
ません。つまり人々は，一方で従来の民族的社会生活を
いとなみつつ，他方で自分で選び取った宗教を信じるに
いたった，ということです。ここに，生活の大部分の領
域とは区別された特殊領域として「宗教」なる領域が成
立します。この状況に一番適合したのがキリスト教です。
キリスト教ははじめから宣教する宗教として，この時代
に新たに出現した新興宗教ですから。

現代人がふつう「宗教」として考えるのは，後者の方
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です。それと前者を同じ「宗教」という単語でくくって
わかったようなつもりになるから，誤解が生じるんです。

この講演の表題として，誤解されそうな題をつけてし
まいました。私は別に「世界宗教」なる概念を用いるつ
もりはありません。単に，世界に存在するさまざまな「宗
教」を頭に置いた上で，日本人の宗教観を考えてみよう，
ということです。もっとも，「日本人の宗教観」という
固定したものがあるわけでもありません。さまざまな宗
教観が存在します。強いて言えば，今時の非常に多くの
日本人の場合，特定の，具体的に現実に存在している宗
教について本気になって深く考えた経験はなく，知識も
ないくせに，いやに知ったような顔をして，「宗教，宗
教」と言い立てる，ということでしょうか。

近頃の日本の新興宗教的現象について多少申し上げま
す。最近の新興宗教だけでなく，そもそも新興宗教なる
ものは，上に述べた「宣教する宗教」の型にはいります。
その典型と申せましょうか。新興宗教は何らかの仕方で
宣教しないと，成り立ちませんから。

日本の一部の宗教学者が，最近の新興宗教をアメリカ
語的片仮名語で「カルト」と呼び，こう呼んだらそれで
もうわかったような気分になっています。どの学問でも
そうですが，名前をつけたらわかったような気分になる
というのは，幼稚な学者の陥りやすい欠点です。これは
珍妙な単語です。だいたいアメリカ（および一部の英語
人）でしか通用しません。現在のヨーロッパ諸語ではこ
の単語はふつう「礼拝」の意味です。
その時代その時代に，伝統宗教が新興宗教を排除する
ためのレッテルが発明されました。自分たちこそが本物

の宗教であり，彼らのは「カルト」にすぎない，という
具合です。かつてのキリスト教社会では，自分たちが異
端とみなしたものを「セクト」と呼びました。キリスト
教の発生当時は，あんなものは religioではない，無神
論だ，と言われていました。等々。

それで，最近の日本の宗教事情ですが，本当は，これ
を「宗教」の問題としてとらえても仕方がないのです。
ところが，特にオウムのおかげで，宗教学者が評論家気
取りでしゃしゃり出て，「近頃の日本の宗教事情の特質」
などと言って解説して下さいます。しかし，オウムの問
題の過半は，宗教の問題ではありません。これはまず，
宗教詐欺の問題です。確かに，宗教を利用した詐欺にひっ
かかった人が大勢いる，という点では，宗教の問題です。
その点は宗教問題としても掘り下げる必要がありましょ
う。けれども，詐欺を働いた麻原某ほかの行動は，あく
までも詐欺の問題として扱わないといけません。

麻原にたぶらかされてサリンを製作し，その他いろい
ろ危険なものを開発した科学者が相当数居り，それを
使って殺人を実行した走狗者が相当数居たのも，宗教の
問題ではありません。よくお考え下さい。これをやれば
多くの人の健康が損なわれ，場合によっては生命も失わ
れ，多くの人に巨大な経済的損失を与え，等々，本当は
よくわかっていながら，上司の命令だから，おとなしく
上司の言うことを実行していれば自分の安全と出世が保
証されるから，等々の理由で，ひどい災害を生み出した
例は，オウム以外にも多く知られているではありません
か。薬害エイズしかり，有明海の不必要な堤防建設，水
俣病，など，本質は同じなんです。これら有名な例だけ
でなく，小さな例は，日常，私たちのまわりに満ちてい
ます。

そういった腐った社会環境に宗教詐欺が加わると，オ
ウムになった，ということです。社会の腐敗がとんでも
ない宗教詐欺を生み出したので，その逆ではありません。
問題は宗教問題ではないんです。

（備考：この講演要旨は田川建三氏が執筆されたものです。）

こ だ ま 第１４２号 ２００１年７月１日

総合科目「大学図書館への招待～みずから学ぶ，
図書資料を楽しむ～」開講中

今年も１年生を迎えて，４月１３日からスタートしました。抽選をくぐり
抜けた７８名の履修生は，総合教育棟 C５教室，図書館 AV室，総合情報処
理センター実習室と場所を移動しながら，また，講義，インターネットを
駆使しての実習，図書館内の資料探索などを経て，ただいまレポートの提
出時期を迎えています。これまでの受講の成果が発揮された，質の高いレ
ポートが期待できそうです。 （参考調査係）
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新しい情報サービスをはじめました
附属図書館ホームページから
目次速報・文献索引・オンライン・ジャーナルを提供

SwetScan
オランダのスエッツ・ブラックウェル社が提供する外国雑誌の目次速報データ・ベースで，全学問分野から１４，５００

誌以上を収録しています。現在２０００年からのデータを収録していますが，利用状況によりバックファイルの導入も検
討しています。

特 徴
◇論文タイトル中の単語，著者名からの検索のほか，雑誌名など多様な項目から検索することができます。
◇データは毎日自動更新されますので，最新の情報を迅速に検索することができます。（図１）
◇検索結果から附属図書館所蔵目録（OPAC）の受付け状況を参照することができます。（図２）
◇検索結果から文献複写依頼システム（ILL）を利用することができます。（図２）
◇検索式，または雑誌名等をあらかじめ登録することにより，登録者はデータ更新が行なわれるたびに検索結果を電
子メールで受け取ることができます。（図３）

利用方法
◇WWWブラウザで附属図書館ホームページに接続し，「導入データ・ベース」から「SwetScan」を選択します。
◇当面利用できるユーザ ID・パ
スワードが記述してありますの
で，［CLICK HERE］から検索
画面に入ります。
◇初期設定は「論文タイトル」検
索画面ですが，画面左側のメニ
ューから検索方法を選択するこ
とができます。（図１画面左）
なお，検索方法選択メニューに
「抄録検索」表示されています
が，現在のところ提供会社と雑
誌供給契約を行なっておりませんので登録データはありません。 〈図２ 詳細表示画面〉

金沢大学附属図書館報

〈図１ 論文検索画面〉
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利用手続
検索する検索式や雑誌名を登録して結果を電子メールで
受け取りたい場合は，登録の際にユーザー認証が行なわれ
ますので，あらかじめ「複写／借用」利用申請を兼ねた手続
きが必要です。手続きは附属図書館ホームページの「文献／
借用」利用申請書（コピーのうえ記入）を提出してくださ
い。手続きは今後Web上でもできるようにする予定です。

（担当 参考調査係・電子情報係）

医学中央雑誌Web版
（略称：医中誌WEB）

医学中央雑誌刊行会が提供しているデータ・ベースで，
国内で発行される医学・歯学・薬学等の刊行物約２，４００誌の
目次及び抄録を収録しています。

特 徴
データは毎月更新されており，１９８７年以降最新までの１５年
分のデータを検索することができます。接続する際にはユー
ザー IDとパスワードの入力が必要です。同時接続ユーザー
数には制限がありますので，ご利用後はすみやかに「終了」
をクリックし，ログアウトして下さい。
今回のサービス提供期間は平成１４年３月３１日迄，金沢大学
内の端末からであればどこからでもご利用いただけます。

利用方法
◇WWWブラウザで附属図書館ホームページ http : //www.lib.

kanazawa−u.ac.jpに接続し，「導入データ・ベース」から
「医学中央雑誌Web版」を選択します。
◇ユーザー ID・パスワードが記述してありますので，これ
を使い［CLICK HERE］から検索画面に入ります。

（担当 医学部分館図書係）

ProQuest Medical Library

米国 Bell & Howell Information and Learning社が提供する全文データ・ベースで，臨床系商業誌を中心とした約２００
誌を収録しています。

特 徴
データは日々更新されていますが，収録開始年は各雑誌に
より異なっており，一部抄録までのものもあります。本文は
テキスト（HTML）形式ですが，イメージは PDFファイル
も使用していますので，Acrobat Readerが必要になる場合が
あります。
今回のサービス提供期間は平成１４年３月３１日迄，金沢大学
内の端末からであればどこからでもご利用いただけます。

利用方法
WWWブラウザで附属図書館ホームページ http : //www.lib.kanazawa−u.ac.jpに接続し，「導入データ・ベース」
から「ProQuest Medical Journal」を選択します。 （担当 医学部分館図書係）

こ だ ま 第１４２号 ２００１年７月１日

〈図３ SDI検索登録画面〉

〈図４ BASIC検索画面〉

〈図５ 雑誌選択画面〉
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図図書書館館のの
トトピピッッククスス

職員の皆さんのために
自己啓発研修図書コーナー
を設置しました

少子化や行政改革が一段と進むなか，国立大学

の独立行政法人化や大学改革，産学連携，技術移

転，生涯教育等々，大学に身を置く職員には，今

日急速に変化する大学事情に対応すべく意識改革

及び資質向上が強く求められています。この度，

附属図書館では，人事課の協力により，事務職員

の自己啓発を高めるために，別紙リストのとおり，

図書館２階資料館入口前に自己啓発研修図書コー

ナーを設置しました。

資料内容は，独立行政法人化に向けての法人会

計学や簿記に関する図書をはじめ，セクシュアル

ハラスメント，男女共同参画，環境汚染，情報化

あるいは国際化と言ったキーワードで図書を揃え

ました。

各部局等の職員の方々に周知していただき，こ

れからの大学人としての資質向上に活用していた

だくとともに，この機会に図書館を大いに利用し

ていただきたいと思います。

なお，先ほどのキーワードの他に，産学連携，

技術移転，情報公開，大学改革，大学経営等々，

大学運営の一翼を担う職員として必要な知識を習

得しなければならない事柄が多々あります。今後

とも継続して資料を揃える計画です。

（資料サービス係）

一般市民向け貸出サービス
スタートしました

地元の新聞に報道されたこともあり，連日電話

による問合せが多数ありました。５月１４日から５

月３０日までの短期間に３１名の図書館利用券を発行

し順調なスタートとなりました。今後は利用者か

らの要望や実施したサービスの評価を行い，地域

との連携を深めて行きたいと思います。

（資料サービス係）

マイクロリーダープリンター
新しくなりました

このたび，マイクロリーダープリンターを更新

し，コンパクトでこれまで以上に使いやすいもの

になりました。マイクロ資料の中でも，利用の多

い新聞の

マイクロ

フィルム

の専用と

して，お

使いいた

だけたら

と考えて

おります。

利用はカ

ウンター

で申し込

み手続き

をして，

自分で行

なえます。

（相互利用係）
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蔵書 第九回
散策

『高嶺遺稿』をめぐって
－西田幾多郎とカントとフェノロサ

前回西田幾多郎と石川県専門学校の蔵書につい

て書いたが，今回も西田の次ぎの言葉を糸口に四

高の旧蔵書についてふれてみたい。

「私はその頃一人で学校の書庫の二階に上って

静に書物を漁つたことが思ひ出される。書庫と

いふのは （中略） 無論，小さい土蔵式のも

ので，書物と云つても洋書は教科書が大部分で

あつた。読本の外に Underwoodの英文学史や

絵入りの大きな Araibian Nightsなどがあつた様

に覚えて居る。それでも誰がどうして買つたの

かWallace訳のヘーゲルの論理学があり，何と

かいふ人の記念に寄付せられたMax Müller訳

のカントの純理批評があつて，借りて来て読ん

で見たが，当時はとても分かりそうになかつた，

此等の旧知は今も尚書庫の奥深く，塵に埋れて

眠つて居るでもあろうか。」（「四高の思出」『同

窓会報』２号，１９２６）

文中，下線を引いた部分に出てくる，カントの

『純粋理性批判』の英訳本（“Immanuel Kant’s

critique of pure reason，［tr．by Max Müller］．［２nd

ed．］．２v．１８８１．”四高２－２０－３１）は東京帝国大

学文科大学在学中に亡くなった高嶺三吉（たかみ

ね さんきち）への追悼記念として，友人たちが

一周忌の命日に第四高等中学校へ寄贈したものの

一冊である。寄贈本すべてに寄贈の趣旨を書いた

小文と高嶺の肖像が貼られている。高嶺の没年月

日は小文にある「明治二十季七月六日」と考えら

れる。その約１年後に寄贈が行われたのであろう。

西田が予科から本科へ進み，哲学専攻を選んだの

は明治２１年９月である。彼が書庫でカントを読ん

だのはこの前後であろう。それから３年後の９月

高嶺と同じ選科生として，東京帝国大学文科大学

哲学科に入学する。翌２５年にはカント倫理学につ

いてのレポートを書いている（『全集』１３巻）。こ

のカントの英訳本が，「当時はとても分かりそう

になかつた」という言葉にもかかわらず，西田に

哲学の魅力を印象づけ，哲学者への道を歩ませる

こととなった書物の一冊であることは間違いない

と思われる。

さて，高嶺三吉は，明治１５年７月，石川県専門

学校文学科を卒業。翌１６年９月東京大学文学部に

選科生として入学。帝国大学令（１９年３月）によ

り東京帝国大学となった時期をはさみ，２０年７月

に逝去するまで在学した。あるいは，７月に卒業

予定であったかもしれない。

高嶺の追悼記念の寄贈本のなかに高嶺自身が東

京大学（のち東京帝国大学）で筆記した受講ノー

トが含まれている。『高嶺遺稿』（現物は「高峯」

と書かれている，四高１－３０－２１）と名づけられ

た７冊のノートである。ノートの中身を簡単に紹

介しよう。

日本人教官の講義は，島田重禮の支那哲学，吉

谷覚壽のインド哲学（天台四教儀），榊俶の精神

病理学，解剖及生理学である。この内榊の講義は

医科大学におけるもので，日本の大学で最初の精

神病理学の講座が開設された記念すべき日，明治

１９年１１月３日の第１回の講義を知ることができる

貴重な資料である。

外国人教官の講義は，フェノロサ（Fenollosa，

E．F），ノックス（Knox，G．W），ブッセ（Busse，

Ludwig）の哲学，倫理学，審美学，社会学など

の講義である。中でもフェノロサの講義が大部分

を占めている。近代的な人文諸科学の日本におけ

る揺籃期・成立期の貴重な資料である。

第１４２号 ２００１年７月１日こ だ ま

「高嶺遺稿」第２冊“Criticism on Kant system”の冒頭部分

－ ７ －
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日本美術新生の

恩人として著名な

フェノロサは，来

日当初（明治１１年

８月来日）は東京

大学の教授として

西洋哲学，社会学

（始めは世態学と

いわれた）などの

教育者として活躍

した。彼が指定し

た参考書の中にウ

オレス訳のヘーゲ

ル論理学とともに，

ミュラー訳のカン

トの純粋理性批判

があった。フェノロサは英訳本によりドイツ哲学

について講義したのである。東京大学時代のフェ

ノロサについては，山口清一氏が「東京大学にお

けるフェノロサ １～５」（埼玉大学の紀要と

『HERON』誌上に交互に連載，１９７１－１９７３）の

なかで詳しく論じられている。

「高嶺遺稿」第２冊は“On Kant，Fichte，and

Schelling”の標題があり，最初は“Criticism on Kant

system”となっている。ノート中に“Critique of Pure

Reason”という書名も書かれている。

フェノロサの講義したカントの哲学書は，高嶺

三吉という若くして亡くなった同郷の先輩の存在

を通じて，哲学者になるか，数学者になるべきか，

選択すべき前途について煩悶していた時期の西田

幾多郎によって，石川県専門学校から引き継がれ

た第四高等中学校の土蔵式の書庫で見出されるこ

ととなったのである。

追記１：『高嶺遺稿』第６冊に「明治廿年一月

九日／帝國大学教授フェノロサ氏講／哲学史巻

四」とあり，これは在職期間が明治１９年８月まで

とされている従来のフェノロサ伝に再考をもとめ

るものである。

追記２：西田の読んだウオレス訳のヘーゲル論

理学も四高旧蔵書のなかに残されている。請求記

号：四高 ２－４０－４８

（情報サービス課図書館専門員 梶井重明）

としょかん日誌
（２００１年３月～５月）

４月１０日 新入生対象図書館オリエンテーション
４月１３日 総合科目「大学図書館への招待開講
～７月１３日
４月２６日 第５２回北信越地区国立大学図書館協議会（KKR
～２７日 ホテル金沢） 和田敬四郎（図書館長），郡司

良夫（事務部長），奥田道夫（情報管理課長），
棚橋章（情報サービス課長）出席

４月２８日 第５２回金沢大学暁烏記念式・記念講演（金沢市
中央公民館彦三館） 記念講演「世界宗教と日
本人の宗教観」 講師：田川建三氏（大阪女子
大学名誉教授）

５月７日 第６回自己啓発研修 喜田由紀子（相互利用係）
～６月２５日受講

５月１４日 一般市民への貸出開始
５月１５日 石川官公庁行政相談連絡協議会及び石川地域さ

わやか行政サービス推進協議会（金沢広坂合同
庁舎１階大会議室） 北村久美子（総務係総務
主任）出席

５月１６日 日本医学図書館協会総会（埼玉医科大学）
～１８日 中沼安二（医学部分館長），松原美重子（医学

部分館図書係長）出席
５月２１日 平成１３年度北陸地区国立学校等初任者研修
～２４日 （金沢大学事務局及び辰口共同研修センター）

内藤裕美子（雑誌情報係）受講
５月２４日 第２２回 EDCセミナー（西南学院大学）野村洋
～２５日 子（参考調査係長）受講
５月２９日 平成１３年度国立大学附属図書館事務部課長会議

（東京医科歯科大学） 郡司良夫（事務部長），
奥田道夫（情報管理課長），棚橋章（情報サー
ビス課長）出席
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金沢大学附属図書館報「こだま」第１４２号
発行：金沢大学附属図書館 編集：広 報 委 員 会 ２００１年７月１日発行

〒９２０―１１９２ 金沢市角間町 電話（０７６）２６４－５２００ 印刷：活文堂印刷株式会社
ホームページＵＲＬ http : //www．lib．kanazawa-u．ac．jp/

電子メールアドレス postman＠syswk．lib．kanazawa-u．ac．jp

読者の皆様からのおたよりをお待ちしております。

表題地模様 ○Ｃ Toku Yusui（加賀友禅染絵『さやぐ，おどる』。由水十久（初代。１９１３－１９８８）は金沢出身の加賀友禅作家です。）
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