
 
陳独秀の宗教観から見た中国現代知識人の精神的緊張 

 
華東師範大学人文学院助教授 

張 暁林 
 

 中国現代史において、陳独秀は、新文化運動の旗手であると同時に、

政党運動の指導者でもあるという二重の役割を演じてきた。新文化運動

の旗手としての陳独秀の学術思考は、多方面の文化問題に及び、そのな

かには宗教問題も含まれている。宗教問題において、陳独秀の考えには

明らかな変化が認められる。本稿は、この変化に対する研究を通じて、

現代知識人の代表的人物である陳独秀が、中国に現代性を備えた運動を

形成してゆくに際して示した精神的緊張を明らかにしてゆきたい。 

一、「科学をもって宗教に替える」（1917） 

 厳密に言えば、陳独秀は所謂「書斎の学者」ではない。20 世紀初頭の

激動する時代が、彼を「社会学者」にし、「社会思想家」に仕立て上げた。

即ち彼の思考、著述は、いずれも時代と社会の脈動に密着している。彼

の宗教観の表明は、この特徴を鮮明に反映したものである。 

 1912 年、民国政府は『臨時約法』を発布し、憲法という形式によって、

公民の信教の自由を認めた。「中華民国の人民は一律に平等であり、種族、

階級、宗教の差別はない」、「人民には信教の自由がある」、と。孫文や多

くの民国の革命家は、自身もキリスト教信者はあったが1、政治において

は、欧米近代の「政教分離」という国家と宗教に関する原則を実行した。 

 『臨時約法』の国家と宗教の関係に関する条文は、発布直後から、厳

                                                  
1 孫中山は「敬虔なるキリスト教信者であり、その革命同志のうち、キリスト教

を信じる者は、陸皓東、区鳳墀、楊襄甫、陳少白、史堅如など多くの志士がいる。

惠州の役の参加者のうち 30%がキリスト教徒であった。民国成立後、国会議員の

キリスト教徒は六十数名にのぼった」（顧為民『基督教与近代中国社会』上海人

民出版社、1996 年、第 355 頁）。 
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しい試練を受けた。1912 年、康有為も再び孔教運動を起こし、その門人

と画策して「孔教会」を組織したのである。その年の 11 月 12 日、孔教会

は正式に成立し、康有為は総会会長に推された。1913 年夏、孔教会は請

願運動を起こし、憲法中に「孔教をもって国教となす」よう明確に規定

する議案を提出したが、多くの反対にあい不首尾に終わった。1916 年、

康有為は、国会で憲法草案を討議する機に乗じて黎元洪と段祺瑞に上書

して、1913 年の主張を繰り返した。国会は 終的には投票によって孔教

を国教とする議案を否決した。孔教を国教にするか否かを論争する過程

で、保守派と新青年の間に激しい論戦が引き起こされた。そこから新文

化運動のもうひとつの言説、宗教問題に関する大討論が展開されたので

ある。 

 1916 年 10 月より、陳独秀は、『新青年』誌上に陸続と「康有為を駁し

総統総理に致す書」「憲法と孔教」「孔子の道と現代生活」「袁世凱の復活」

「再び孔教問題を論ず」といった文章を発表し、孔教問題を集中的に議

論しはじめた。 

 康有為が孔教を打ち立てようとしたのは、一般的な文化的意義から言

うと、宗教化という形を取って伝統文化と伝統道徳を守り、現代的な時

代背景のなかで危機的状況にある儒学を衰退の趨勢から挽回しようとす

ることにあった1。その政治的意義から言えば、西洋の政教一致の現代憲

政国家モデルにならい、孔教を君主立憲制度の理論的基礎とすることに

あった。その目的は政治制度を改めることであり、その正当性は、古い

価値体系の形式的な刷新に求められた。陳独秀を含む新青年の反孔教の

論拠もまた、西洋の現代啓蒙理念に源するものであったが、それが政教

分離と信仰の自由であった。 

 政教分離について、陳独秀は西洋の現代政治の原則から出発して論証

を行った。彼は「政教を分けるのはすでに公例となって」おり、国家は

国教を定めることによって、公民の宗教道徳生活を強制的に統一するこ

とはできないと考えた。蔡元培が「孔子は孔子、宗教は宗教、国家は国

                                                  
1 康有為は、1898 年と 1913 年の二度にわたって孔教運動を醸成し、孔教を国教

にしようとしたが、二度の思想の実質に、根本的な変化はない。 
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家、それぞれ理が異なるため、無理に一緒にすることはできない」1と主

張したのも、この道理である。しかも歴史的経験に基づけば、政教の混

同は、国家混乱の原因である。よって、陳独秀は、さらにこうも指摘す

る。もし憲法という形で孔教を国教に立てるならば、その他の宗教、例

えば仏教、道教、キリスト教、イスラム教などの平等の権利を損ない、

孔教をその他の宗教と対立する位置に置くことになり、際限のない論争

を引き起こす可能性がある、と2。 

 保守派が孔教を国教にしようとするのは、憲法によって、特殊な権利

でもって共同の権利に替え、それを凌駕することを保証しようとするこ

とである。陳独秀は護憲の立場から、憲法で一族、一宗教、一党、一派

閥の特殊な権利を優遇することはできない、と訴えた。陳独秀は、さら

に深刻な結果、つまり孔教が一旦国教となってしまえば、必ずや思想、

信仰の自由の侵害を招くであろうことも鋭く察知していた。このことに

対して、彼は「立派な国家憲法を持ちながら、全国に一律を強い、思想、

信仰の自由を奪って、わざと面倒を引き起こすとは、何たる奇談」、「今、

ほかの宗教を蔑視し、孔教だけを尊ぶとは、宗教信仰の自由を侵害する

ものではないか」3と主張した。反孔教の問題について、陳独秀の観点に

は三つのレベルがある。第一のレベルは、護憲である。憲法が規定する

信仰の自由の権利を擁護することである。それは、宗教と政治の関係を

問題とする。この面における意義は、すでに述べた通りである。第二の

レベルは、孔教は宗教ではないという主張である。それは、宗教と倫理

一般との関係を問題とする。第三のレベルは、「科学をもって宗教に替え

る」という考えの提起である。それは、宗教と科学の関係を問題とする。

この三つのレベルがそれぞれに深まることにより、新文化運動時期の中

国宗教学が関心を寄せる特殊な倫理問題に言及し、その当時の宗教学が

                                                  
1 陳独秀「再論孔教問題」、『陳独秀著作選』第一巻、上海人民出版社、1993 年 4
月第 1 版、第 254 頁。原載『新青年』第二巻第五号、1917 年 1 月 1 日。 
2 陳独秀「再論孔教問題」、『陳独秀著作選』第一巻、第 254 頁。 
3 陳独秀「憲法与孔教」、『陳独秀著作選』第一巻、第 225、226 頁。原載『新青

年』第二巻第三号、1916 年 11 月 1 日。 
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考える一般的な理論問題をも論じることになったのである。 

 現在から見れば、第二のレベルである孔教が宗教か否かという問題は、

新文化運動時期の中国宗教学の特殊な理論問題であり、それは、宗教と

倫理の関係性の問題である。陳独秀は言う「孔教問題は、憲法にかかわ

るだけでなく、私たちの実際の生活や倫理思想にも及ぶ根本問題である」

1。 

 康有為が孔教を国教にしようとするのは、形式からは、儒学宗教化の

道を取ったものである。維新運動時期から康有為はすでに儒教を提唱し

ており、儒学宗教化の方法でもって儒学をもり立て、伝統儒学が維新変

法において、キリスト教が西洋の歴史において発揮したような社会作用

を発揮するよう企図したのである。康有為は西洋の宣教師の影響を受け、

変法は新しい道徳と宗教の上に築かねばならないと考えた。その数十年

後に康有為は、昔の話を蒸し返し、孔教の基礎の上にこそ「世道人心は、

始めて繋ぎとめられ、政治法律は、始めて施行することができる」2と考

えたのである。 

 しかし、すでに時代は異なっていた。19 世紀以来の西洋思想の変遷は、

中国で変革に努力する新青年たちに強い影響を与えていた。もし従来の

西洋の歴史が、キリスト教と文明の進展とのないまぜであるとするなら

ば、19 世紀以降の西洋文明の発展の軌跡は、宗教と文明との日増しの乖

離、宗教の威光の日増しの縮小として現れている」と考えた。中国は宗

教国ではなく、「信仰心が爾来薄弱で」3あり、その歴史において、かつて

宗教上の偉人や法王は存在しなかった。それを今、教主を設け教化を行

おうとしても、何の権威も威光も生まれないだろう。いわんや孔教は宗

教ではないのである。陳独秀は「わが中華の宗教は、もともと盛んでは

なく、まして孔教には全く宗教の実質と儀式がない。これは教化のため

                                                  
1 陳独秀「憲法与孔教」、同上、第 224 頁。 
2 『孔教会請願書』、『民国経世文編』、第 512 頁。斉春暁、曲広華『晩清巨人伝・

康有為』哈爾濱出版社、1996 年 3 月第 1 版、第 546 頁より転引。 
3 「駁康有為致総統総理書」、同上、第 217 頁。 
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の教えであって、宗教の教えではない」1という 。 

 孔子の教説と近世の所謂宗教とを比較して、陳独秀は次のような結論

を得た。「凡そ宗教はすべて神を語り、生死を論じる。この大前提に誤り

はなかろう。孔子は神怪を語らず、生死を知らなかったのであるから、

孔教はもとより宗教ではない」2。また言う「宗教の実質は霊魂の救済に

あり、出世の根本である。一方、孔子は鬼に仕えず、死を知らず、文行

忠信もみな入世の教えである。所謂性と天道は、哲学であって宗教では

ない」3。陳独秀は、孔教と宗教との違いを四点指摘した。神を語るか否

か、生死を論じるか否か、魂の救済と出世、入世に関心があるか否か、

である。陳独秀の比較に基づくと、彼が当時理解していた宗教とは、そ

の大前提が二つあることがわかる。神を語ることと生死を論ずることで

ある。その実質は、魂の来世での居場所を重んじる、出世の教説に属す

るものである。 

 孔教が宗教ではないとすると、その実質は何であろうか。孔教は、礼

教を核心とする十全な体系を備えた倫理学説である、と陳独秀は考えた4。

これより、陳独秀は、宗教一般と倫理との関係の討論に着手してゆく。 

 陳独秀が宗教と倫理の違いを強調したのは、孔教に対して言えば、孔

教が決して相対的に安定した出世の宗教ではなく、社会の変遷に従って

興廃する人倫の道徳であることを指摘するためである。よって、時代が

移り変わった以上、封建時代の道徳である孔教は、これに従い取って替

えられるべきだというのである。陳独秀は、新文化運動の指導者として、

孔教問題が政治にかかわるだけではなく、倫理革命の予兆であることも

鋭く察知してこう言った「孔教問題が国内で騒がれはじめたが、これは

倫理道徳の革命の先声なのである」5。しかし、もし孔教のことは一旦置

                                                  
1 「駁康有為致総統総理書」、同上、第 215 頁。 
2 「答兪頌華（宗教与孔子）」、『陳独秀著作選』第一巻、第 278 頁。原載『新青

年』第三巻第一号、1917 年 3 月 1 日。 
3 「駁康有為致総統総理書」、同上、第 215 頁。 
4 「憲法与孔教」、同上、に見える。 
5 「文学革命論」、同上、第 260 頁。原載『新青年』第二巻第六号、1917 年 2 月

1 日。 
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くとすれば、陳独秀が宗教と倫理の違いを強調したのは、倫理の新しい

理想でもって宗教の古い理想に取って替えるためであった。陳独秀は、

孔教問題と孔教問題の討論中に論及された一般的な宗教問題とを明確に

区別していた。彼は孔教を廃棄すべきか否かの議論と宗教を廃棄すべき

か否かの議論とは全く異なる二つの問題であると考えた。この二つの問

題における彼の基本的な態度は、孔教も宗教もみな廃棄すべきである、

というものである。しかし、廃棄の理由はそれぞれ異なっている。彼は

こう言う「小生が孔教を非難するのは、それが宗教だからではありませ

ん。もし宗教のことを言うのなら、小生はその全てを非難します」1。 

 陳独秀は、1916 年に「我が 後の自覚」を書いて、倫理上の自覚こそ

後の 後の自覚であると鼓吹した。孔教に反対するのは、このことを

考えてのことだった。宗教反対も同じ考えに出るものであった。異なる

のは、孔教が中国の伝統的な道徳政治として、三綱の説をもって自由、

平等、独立の現代精神の確立を阻害するのに対し 2、宗教はその「他者依

存」の信仰によって「自ら頼む」精神、即ち自由、平等、独立の現代精

神の確立を阻害するのである。 

 陳独秀がここで宗教に反対するのは、宗教と倫理との関係に基づくか

らであり、倫理革命あるいは 後の自覚という考えに基づくからである。

そればかりではない。陳独秀はさらに宗教と科学の関係という角度から

も宗教に反対した。これが彼の孔教問題に対する三番目の足場であり、

この時期の彼の宗教問題に対する代表的結論となった。 

 1917 年 1 月 1 日『新青年』第二巻第五号に発表された「再び孔教問題

を論ず」において、陳独秀は、宗教と科学に対する異なる態度とその理

由を明確に表明しているが、それはこの時期の陳独秀の宗教と科学の問

題に対する基本的見解であると見なすことができる。陳独秀はこう言う

                                                  
1 「答兪頌華（宗教与孔子）」、同上、第 279 頁。 
2 陳独秀は言う「儒者の三綱の説は、我が倫理政治の大本であり、互いに関連し

ており、いずれかを廃することはできない。三綱の根本義は、階級制度である。

近世西洋の道徳政治は自由、平等、独立の説を大本としており、階級制度とは正

反対である」（「吾人 後之覚悟」、『陳独秀著作選』第一巻、第 179 頁。原載『青

年雑誌』第一巻第六号、1916 年 2 月 15 日）｡ 
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「私の信仰。人類の将来における真の信解行証は、必ずや科学をもって

正道となし、あらゆる宗教はみなこれを廃棄の列に置くであろう。その

理由は頗る複雑多岐にわたるが、試みにこれを略言しよう。およそ宇宙

の法則には二つある。一つは自然法であり、もう一つは人為法である。

自然法は、普遍的、永久的、必然的で、科学はこれに属する。人為法は

部分的、一時的、当為的で、宗教、道徳、法律は皆これに属する。……

人類の将来の進化は、今日芽吹いたばかりの科学の日進月歩の発達に従

い、あらゆる人為の法則を改めて、自然法則と同等の効力を持つに至ら

しめるに違いない。しかる後、宇宙と人生は、真に一体化するのである。

これが我々の 大にして 終の目的ではないだろうか」1。これが陳独秀

の「科学でもって宗教に替える」有名な論断の出所である。 

 宇宙の法則には二つある。自然法と人為法である。科学は自然法に属

し、その性質（特徴）は、普遍的、永久的、必然的である。宗教、道徳

は、人為法に属し、その性質は、部分的、一時的、当為的である。人類

の発展は、進化論の法則に従い、その趨勢の赴くところは日進月歩の科

学の発達である。しかも科学の発達につれて、人為の法則を改めて、「信

解行証」の面において自然法則と同等の効力を持つに至らしめる。所謂

「信解行証」とは、おおよそ信仰、理解（解脱）、行動、証明の追究を指

し、この四者は人類の活動の基本的な面を概括している。かつてはこの

四つの面においては、宗教の支配を受けることが多かったのであるが、

今日科学の時代にあっては、科学がこれらを支配すべきである。ゆえに、

陳独秀は、未来を展望してこう言う「人類の将来における真の信解行証

は、必ずや科学をもって正道となし、すべての宗教はみなこれを廃棄の

列に置くであろう」、と。 

 科学と宗教には、それぞれの守備範囲があるとする見方もある。科学

は自然界の知識を追求し、宗教は宇宙人生の秘密を探求する。自然界の

秘密は、宗教では解けず、宇宙人生の秘密も、科学では解けない。これ

は宗教の固守する 後の領域である。しかし、この 後の地盤も、陳独

                                                  
1 「再論孔教問題」、『陳独秀著作選』第一巻、第 253 頁。 
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秀は、宗教に渡そうとはしなかった。彼は言う、宇宙人生の根本問題は、

これまで宗教に独占されてきた。しかし、宗教のこの問題における解決

（了解と解脱）は、自分で自分を欺く「自解」の上に築かれており、本

当に解いたのではない。逆に、科学は当面、宇宙人生の大問題をすっか

り解決することはできない。しかし、科学は出発したばかりであり、科

学の進歩は限りなく、科学の進歩につれて、ついにはこの問題を解決す

ることができる。というのは、科学は自然法に依拠し、科学の解決が、「真

解」であるからである。科学の当面の限界でもって、科学のこの問題に

対する 終的な解決を疑ってはならない。 

 陳独秀の科学でもって宗教に替える理由は、進化論の基礎の上、正確

にいえば、人類の知力発達の進化法則の基礎の上に築かれている。19 世

紀の進化論が宗教学研究に導入されてから、初期宗教学派や宗教学者、

例えば、宗教人類学者のフレイザー（その「巫術―宗教―科学」の三段

階論において）、宗教社会学者コント、スペンサー（その社会動力学にお

いて）などは、いずれも宗教を含む人類の知力（知識）進化発展観を主

張した。新文化運動時期、西洋の宗教学が、そのほかの学問とともに中

国に流入し、当時なお著名な学説であった進化論同様、新青年知識人の

思想啓蒙の武器となった。陳独秀の宗教と科学の関係に対する論断、宗

教と科学の興廃に対する論断及び科学をもって宗教に替えるという主張

は、いずれもこうした人類の知力（知識）の進化観の現れである。人類

進化の法則を認識し、20 世紀の人類の知力の進化が、すでに宗教から科

学の段階に進んでいることを認識したからこそ、陳独秀は、科学をもっ

て宗教に替えることを主張したのである。 

 陳独秀はさらに時代の要求から出発して、科学をもって宗教に替える

もう一つの理由を述べている。陳独秀は、自然法則に対する理解の基礎

に立つ科学が、現在の世を益し民を目覚めさせる正道であると考えた。

彼は言う「自然界の知識を増やすことが、世を益し民を目覚めさせる正

道である。あらゆる宗教は、何の役にも立たず、でくの坊に等しくなる
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と、私は大胆にも宣言する者である」1。所謂「世を益し民を目覚めさせ

る」というのは、陳独秀にその注釈とすべき一句がある。「自覚に達して

幸福を享受する」である。陳独秀は言う「我らの科学に対する信仰は、

将来人類が自覚に達して幸福を享受するため必ずよるべき正道であり、

我が国ではとりわけ今これが求められている。これを提唱し、尊重する

必要性は、孔教、孔道及びそのほかの宗教哲学などを遥かに上回るので

ある」2。「世を益し民を目覚めさせる」は、陳独秀の「科学をもって宗教

に替える」というスローガンの二つの側面を指している。「民を目覚めさ

せる」あるいは「自覚に達する」は、このスローガンの観念あるいは精

神面であり、「世を益す」あるいは「幸福を享受する」は、このスローガ

ンの物質面である。陳独秀たちが新文化運動を起こした初心がいずれに

あったにしろ、陳独秀の「科学をもって宗教に替える」というスローガ

ンに対するより深いこうした解釈のなかに、新文化運動が 終的に到達

すべき二つの目的が表現されているのである。 

 陳独秀の科学をもって宗教に替えるという主張は、宗教の機能代替論

の道筋を採るものであった。同様の道筋は、蔡元培によっても採用され

ている。蔡元培は「美育でもって宗教に替える」、つまり、宗教の代わり

に美育によって情感陶冶の機能を代行しようと主張した。蔡元培は、宗

教の情感と審美機能から出発して、美育でもって宗教に替えるという結

論に至ったのである。宗教は、人の情感を陶冶することができるが、情

感を刺激して熱狂の極端に導く弊もある。美育も情感を陶冶するが、宗

教の弊はない。そこで、美育はその機能において宗教に替えることがで

きるというのである3。蔡元培は、「美育をもって宗教に替える」と主張し

てはいたが、宗教に絶対的な反対を唱えていたわけではなく、宗教の人

類文化の形成に果たす永遠の働きを肯定してもいたのである。我々は、

蔡元培が 1919 年に記した、譚鳴謙「哲学の科学と宗教に対する関係論」

に対する短評のなかに、彼のこうした傾向を見て取ることができる。蔡

                                                  
1 「憲法与孔教」、同上、第 224 頁。 
2 「再論孔教問題」、『陳独秀著作選』第一巻、第 255 頁。 
3 「答兪頌華（宗教与孔子）」、同上、第 308 頁。 
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元培は言う、正確に言えば、美学は感情を表すが、宗教は感情だけでな

く、意志をも表す。宗教の感情を表す部分は、美学の発展につれその範

囲が縮小してゆくであろうが、宗教の意志を表す部分、つまり人類の信

仰心は、永遠に美学によって取って替わられることはない。「宗教の永遠

に美学によって占領されざる者は、信仰心である」 1。これにより、蔡元

培は宗教に絶対的に反対していたわけではなく、むしろ宗教に積極的な

価値があると考えていたことがわかるのである。 

 陳独秀の宗教反対は、蔡元培よりも徹底していた。彼は自分と蔡元培

との宗教に対する態度の違いに言及してこう言う「蔡先生は孔子に反対

せず、宗教にも絶対的な反対はなさらない。これが私と異なる点である」

2。彼は、宗教の有益な部分（感情を表す部分）が芸術、哲学で代替でき

ると考えただけでなく、信仰心を表す部分についても代替できないこと

はないと考えた。換言すれば、たとえ宗教がなくても、人の精神から信

仰がなくなることはない、と考えたのである。彼は言う「私に信仰心が

ないのは良くないと言うのはかまわないが、我に宗教の信仰心がないの

は良くないと言うのは、必ずしもそうは言えまい。もし信仰が全て宗教

の範囲に属するというのなら、論理に合わないであろう」3。明らかに、

彼は、信仰と宗教とを全く異なる事と見なしていたのである。ここから

出発して、彼は、当時の「倫理的宗教」と呼ばれる傾向、つまり、宗教

と倫理の結合を通して、宗教を受け入れるという前提のもとで、倫理革

命を実現しようとする傾向に、批判を浴びせた。陳独秀は言う。中国人

は功利心が強く、信仰心がなく、宗教観念も薄弱である。「今、信仰心を

培い国民の人格を高めようとするのは、かなり優れた方法でないことも

ない。同じように力を尽くして提唱し、信仰心を無から有にするのであ

れば、どうして弊多く益少ない宗教でなければならないと切望し、蛇足

                                                  
1 蔡元培が譚鳴謙「哲学対宗教之関係論」を評した短文、遼寧大学哲学系編『中

国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、瀋陽、1981 年 10 月、第 196 頁。原載『新

潮』第一巻第一号、1919 年 11 月。 
2 「再論孔教問題」、『陳独秀著作選』第一巻、第 254 頁。 
3 「答兪頌華（宗教与孔子）」、同上、第 308 頁。 
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の愚をおかす必要があろうか。これが、小生のあらゆる宗教に反対する

理由である」1。 

 要するに、少なくとも 1917 年までの陳独秀の反宗教の態度は、極めて

断固として徹底しており、絶対的な反宗教、あらゆる宗教に反対するも

のだと言えよう。「信解行証」の面においても、「益世覚民」の面におい

ても、また「幸福を享受する」面においても、完全に宗教を廃棄し科学

でもってこれに替えることを主張している。しかも信仰心を培う面や、

国民の人格を高める面においても、また 終的には倫理革命の面におい

ても、宗教の廃棄を主張したのである。しかしながら、陳独秀は、こう

した方面で宗教を廃棄したあと、科学でもって替えるべきだと明確には

言っているわけではない。ただ、彼の思考の脈絡をたどれば、明らかに

こうした方面においても、彼は「科学をもって宗教に替える」 2という趣

旨を貫いたであろうと認めることができる。 

 陳独秀は、「科学でもって宗教に替える」という考えを提起したが、で

は、彼の理解する宗教と科学には、どのような区別があったのだろうか。

前述のとおり、陳独秀は、倫理道徳としての孔教と宗教を対比したとき、

宗教に関する定義をいくつか定めていた。これをまとめると、宗教は、

神への信仰を有するものを指す。陳独秀は言う「世間には宗教のたぐい

といった言い方があるようだが、実際には、一神教と多神教だけが純粋

な宗教と称することができるのである。おそらく宗教とは、鬼神から離

れることはできないのである」3。さらに早い『新青年』の発刊の辞にお

いても、陳独秀は、科学と宗教を対比し、宗教は想像時代の産物である

と提起している。所謂「想像」とは、彼によれば、「客観的現象を逸脱し、

主観的理性を放擲し、何もないところから作り出した、仮定があって証

明なく、この世にすでにある知識ではその理由を明らかにできず、その

                                                  
1 「答兪頌華（宗教与孔子）」、同上、第 308 頁。 
2 例えば、「再論孔教問題」において「科学でもって宗教に替え、それによって

我が真実の信仰を開拓する」と言っている。 
3 「答兪頌華（宗教与孔子）」、同上、第 278 頁。 
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法則を述べることの出来ないもののことである」 1。これ以外にも、彼は

絶えず人類の宗教信仰心に訴える宗教に言及し、信仰の極端な形式であ

る宗教の迷信を激しく非難した。鬼神の想像と信仰は、等しく人類精神

の非理性の面に属する。ゆえに、陳独秀の所謂宗教というのは、実際に

は、事物に対する非理性的な態度を指している。科学については、当時

の彼の科学に対する基本的理解とみなすことのできる文章がある。「科学

とは何か。我の事物に対する概念が、客観の現象を総合し、主観の理性

に訴えて矛盾なきものの謂である」2。陳独秀がこのとき理解していた科

学というのは、主要には、進化論に代表される西洋近代自然科学のこと

を指している。しかし、「科学をもって宗教に替える」という命題におい

て、陳独秀が理解した科学は、事物に対する理性的な態度を指している

であろう。上述の理解を総合すると、陳独秀の「科学をもって宗教に替

える」という考えは、実際には、科学的に物事にあたる理性的態度でも

って、宗教的に物事にあたる非理性的態度に替えようとすることであっ

た。彼は、これが今の時代における思想啓蒙の重要な任務の一つだと考

えたのである。 

二、宗教観の反省（1920 年） 

 学界では、従来、新文化運動を前・後期に分けてきた。前期は、1915

年の『新青年』の創刊、新文化運動の始まりから 1919 年の「五四」まで

の約四年間を指す。後期は、「五四」運動及び「五四」運動後の新文化運

動の継続発展時期を指す。前期の新文化運動は、広義のブルジョア民主

主義の文化啓蒙運動に属し、後期の新文化運動は、マルクス主義の思想

啓蒙運動に属する3。新文化運動の旗手であった陳独秀の活動や思想も、

                                                  
1 「敬告青年」、同上、第 134 頁。原載『青年雑誌』第一巻第一号、1915 年 9 月

15 日。 
2 「敬告青年」、同上、第 134 頁。 
3 朱文華はその『終身的反対派』において、「五四」をメルクマールとして新文

化運動には部分的に質的変化が生じたと主張している。即ち「比較的広義の文化

運動の領域からある種の突破が生じ、そのなかの一部分が次第に狭義の政治運動

の性質を帯びたものに変化していった」。ゆえに「五四」運動は「新文化運動を
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そのメルクマールは若干異なるものの、このように前・後期に分けられ

るだろう1。陳独秀の宗教観から見ても、ほぼこのように前・後期に区分

することができよう。ただ、その境界となるのは、1920 年でなければな

らないように思われる2。というのは、これより前、陳独秀は、「科学をも

って宗教に替える」考えを鼓吹していたが、これより後、陳独秀は、宗

教観に対する反省を開始するからである。 

 新文化運動の指導者としての陳独秀は、理性主義者であり、恐らくは

科学主義者でもあった。新文化運動の初期、陳独秀は科学でもって宗教

に替えることを主張していた。しかし、1920 年、陳独秀は非常に個性的

な文章「キリスト教と中国人」を発表する。文中において、陳独秀は、

科学者によって破壊されたことがなく、将来も破壊されたり取って替わ

られたりすることのないキリスト教の「根本教義」を努めて掘り起こそ

うとしている3。陳独秀の新文化運動前期の基本的な立場を考慮するとき、

この文章の内容やその示すキリスト教及び宗教一般に対する態度は、実

に興味深いものがある。 

 陳独秀はこの文章で主にキリスト教について論じている4。彼の基本的

                                                                                                                             
前後にに分かつ分水嶺である」という（朱文華『終身的反対派』、青島出版社、

1997 年 5 月第 1 版、第 116 頁）。 
1 区分のメルクマールは、陳独秀の思想の特徴に着目するのが一般的である。即

ち、前期の陳独秀は、ブルジョア啓蒙思想家で、後期は社会主義を鼓吹したが、

マルクス主義の宣伝家に変化していった、というように。陳独秀の活動の特徴に

よって区分のメルクマールとする研究者も現れ、陳独秀は「五四」期に政治運動

に参与し投獄されたが、出獄後の社会活動は、明らかに実際的な政治活動に傾き、

その著述にも政治的色彩がより濃厚となり、それ以前の文化活動とは鮮明な対照

をなす、と考える（朱文華『終身的反対派』、第 116 頁）。 
2 厳格に言えば、1919 年 9 月、二度目の逮捕からの出獄後の陳独秀には、すでに

宗教観の変化の兆しが見える。例えば、李大釗、劉半農に答えた詩のなかに、キ

リスト教的博愛と寛容の精神が流露している。しかし、前期の宗教観を反省し新

しい宗教観を著すのは、やはり 1920 年のことである。 
3 「基督教与中国人」、『陳独秀著作選』第二巻、上海人民出版社、1993 年 4 月第

1 版、第 92 頁。原載『新青年』第七巻第三号、1920 年 2 月 1 日。 
4 広く宗教一般について論じたと考えることもできる。陳独秀は二年後にこう言

っている「現在の所謂宗教というのはキリスト教のことである。所謂キリスト教

とは、宗教のことである。というのは、現在 も有力な宗教はキリスト教だから

である。……ゆえに宗教について発言しないのならよいが、宗教について発言す

 - 55 -



な論調は、キリスト教の建設的な意義を肯定することにあった。もちろ

ん、彼はそのためキリスト教が中国や西洋で引き起こしたマイナス面の

影響を排除しているわけではない。西洋の中世紀には、キリスト教は信

教の名によって科学や自由思想を抑圧した。中国では、キリスト教は帝

国主義が中国を侵略する道具となったこともある。しかし、これらはい

ずれも教会の手になる制度的な罪悪であって、根本教義とその表す精神

から言えば、キリスト教はギリシアの学術とともに西洋文化の源泉をな

していたのである。 

 彼は口を極めてキリスト教の信と愛の教義を称賛し、イエスの人格を

形成する宗教精神を称賛する。さらに人類の行為においては、知識理性

から来る衝動ではなく、美と宗教的情感から来る自然で純粋な衝動を重

んじた。彼は新しい信仰を打ち立てようと引き続き努力していた。その

新しい信仰とは、歴史学や科学によって否定されたキリスト教の古い教

義（天地創造説、三位一体説など）などではなく、キリスト教のイエス

の人格と感情を表現するものであった。彼はしばしば美的情感と宗教的

情感とを同列に論じているが、これは実際には、蔡元培と彼自身の初期

の美育でもって宗教に替えるという考え方に背反するものであった。こ

うした様々な証拠から見て、陳独秀の初期に見える科学的理性に基づく

宗教に対する否定的態度には、キリスト教の根本教義やその宗教精神に

対する肯定によって、根本的な変化が起こったのである。科学的理性と

宗教とはもはや真っ向から対立するものではなく、宗教も消極的で全面

的に否定すべきものではなくなり、積極的な建設的な意義を備えたもの

となったのである。 

 この変化は、どのように解釈すべきだろうか。陳独秀のその当時の活

動が我々にその糸口を与えてくれているように思われる。1919 年、「五四」

運動が起こってまもなく、北京大学学長蔡元培は、北京を離れることを

                                                                                                                             
るのなら、まずキリスト教を研究しないわけにはゆかない。よって、キリスト教

は様々な宗教の代表となっており、我々が宗教問題について考えるとき、とりわ

けキリスト教には注意深くあらねばならないのである」（「宗教問題」、『陳独秀著

作選』第二巻、第 344 頁。原載『民国日報』副刊『覚悟』1922 年 4 月 25 日）。 
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余儀なくされた。上海にいる陳独秀の友人は、彼の身の安全を危惧して

南下するよう勧める電報を打った。陳独秀は、極めて激した口吻でこう

答えた。「わたしは苦悩で頭が裂けそうだ。一日も早く政府が私を獄に下

し処刑してくれることを願う」1。彼はそのまま北京に居続け「五四」運

動がさらに深く発展するよう指導した。６月、陳独秀は「新思想」を喧

伝し、「六三」運動を指導した「北京市民宣言」を散布したかどで二度目

の入獄を経験する。９月、社会各界の多方面からの救出と世論の強い影

響のもと、陳独秀は釈放された。李大釗、劉半農たちは、誇らしげな気

概を込めて詩を書き彼の出獄を祝し、真理が強権と圧力に戦勝したと称

えた。しかし、解せないのは、陳独秀が返礼の詩に全く別の反応を示し

たことである。彼は言う「どこに権威などあろう」「全ての人」は兄弟で

ある、と2。こうした全く異なる反応が生まれた原因について、胡適はこ

のように説明している。「拘禁期間中、読むことのできる新聞雑誌はなか

ったが、キリスト教の『旧約』『新約』の官話による訳本だけは、閲覧を

禁止されていなかった。彼はもともと感情豊かな人間だったので、今回

キリスト教の聖書を読んで、非常に感銘を受けたのである」 3。確かに、

激昂の入獄と凱旋の如き出獄に、豊かな感情と『聖書』の読書経験が加

わって、陳独秀がイエス流の博愛と寛容を示すことは、十分に理由のあ

ることである。その上、「こうした感情は、彼が上海に行ったあとまでず

っと残っていた」4。しかも「新宗教」を提唱する「キリスト教と中国人」

を執筆させるほどに彼をとらえていたのである。 

 思想から言えば、陳独秀は当時、民主主義者から社会主義者への転換

時期にあった。陳独秀研究者の言い方によれば、陳独秀はこのとき「ま

                                                  
1 1919 年 6 月 23 日『時事新報』。賈興権『陳独秀伝』山東人民出版社、1998 年

10 月第 1 版、第 155 頁より転引。 
2 李龍牧『五四時期思想史論』、復旦大学出版社、1990 年 9 月第 1 版、第 306 頁、

参照。 
3 『胡適手稿』第九冊下、巻三、第 545-550 頁、台湾胡適紀念館、1970 年印行。

劉長林『中国人生哲学的重建』、華東師範大学出版社、2001 年 5 月第 1 版、第 74
頁注①より転引。 
4 李龍牧『五四時期思想史論』、第 306 頁、参照。 
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だ社会主義をやろうという方向性を示しているだけで、どのような社会

主義をやるつもりなのかはまだ決まっていなかった」 1。彼の基本的な世

界観は、まだ古いレベルに留まったままだった。よって、彼が心の中に

思い描いていた社会主義というのは、「自由、平等、博愛」の延長線上の

ものに過ぎなかった。陳独秀のキリスト教に対する考え方の変化は、こ

うした思想状況を反映したものだと考えられよう。ちょうど初期の空想

社会主義者がキリスト教を共産主義と同一視する傾向にあったのと同様

に、思想的にはちょうど啓蒙学派から社会主義へと変化する過程にあっ

た陳独秀も、自然とこのような同一視をしてしまったのであろう2。「キリ

スト教と中国人」のある一段は、明らかにこうした所謂キリスト教社会

主義の観念を反映している。例えば、陳独秀は、「無産社会が「将来の隠

された弊害」であり「大乱の道」である」という政客に反駁してこう言

った。「政客は「キリスト教が貧しき者の福音」であり、イエスが貧しき

者の友人であることを忘れている」3。陳独秀が心の中に思い描いた社会

主義がキリスト教と連帯関係にあるということは、彼が 1917 年に書いた

一篇の文章中にも、その証拠を探しあてることができる。「道徳の概念及

びその学説の流派」と題されたその文章において、陳独秀は社会主義と

キリスト教とを同列に論じてこう言う「社会主義は、キリスト教文明で

あり、舶来の思想であり、今も大いに行われている。ロシアのトルスト

イは、懸命にこの学説を唱導し、これに和する者がはなはだ多かった」4。

1917 年には、社会主義をキリスト教文明であると見なしていたが、五四

の洗礼を受けてまもなく社会主義へと転向する 1920 年には、陳独秀は、

社会主義の「新キリスト教」を提唱するのだが、これは一種の「後退」

                                                  
1 李龍牧『五四時期思想史論』、第 304 頁。 
2 李龍牧『五四時期思想史論』、第 306、307 頁、参照。 
3 『陳独秀著作選』第二巻、第 93 頁。 
4 「道徳之概念及其学説之派別」、『陳独秀著作選』第一巻、第 300 頁。原載『新

青年』第三巻第三号、1917 年 5 月 1 日。この文章は、もと陳独秀が 1917 年 3 月

17 日北京高等師範学校徳育部講演会で行った講演を常乃悳が記録したものであ

る。 
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であると見なされてきた1。 

 胡適も陳独秀のこの時期の思想の変化を理解しようとして、「キリスト

教と中国人」に見える宗教観の変化が陳独秀を社会主義に導く媒介とな

ったのだと考えたようである。胡適は言う「おそらく八十日を越す拘禁

期間中に、陳独秀の精神にある変化が訪れたのである。彼は独りであれ

これ思い悩み、そのことが彼をしてこれまで考えたこともなかった道に

進ませ、宗教の必要性を感じさせた。彼は出獄後、この新たに得た知見

を喧伝し、新宗教が必要だと主張した。こうした新宗教に熱意を抱く陳

独秀が、その後あの 20 世紀の共産主義という新宗教に転進して行ったの

は、もちろん、さほど困難なことでもなかったろう」 2。胡適の解釈に従

えば、陳独秀はキリスト教を経て社会主義へと向かったのである。彼の

こうした解釈の言うまでもない前提は、キリスト教と社会主義にある種

の関連があるということである。 

 以上の解釈には、ひとつのモデルが含まれている。即ち、陳独秀の宗

教観の変化は、彼が民主主義者、或いは啓蒙思想家から社会主義者へと

向かう思想変化の範疇に属するということである。このモデルにおいて

は、陳独秀の宗教観（キリスト教観）の上述のような変化に対する解釈

は、理にかなったものだと言わねばならないだろう。だが、このモデル

においても、多くの異なる解釈がありうる。上述した「後退」説や胡適

の正面解釈の外に、「混乱」説というのもある。即ち、陳独秀が民主主義

者から社会主義者へと変化する過程において示した宗教観の変化は、陳

独秀の転換時期（変化している 中ではあるがまだ変わりきっていない

時期）に表出された思想の「混乱」だというのである3。「民主主義から社

会主義へ」という変化のモデルを用いて陳独秀のこの時期の宗教観の変

化を解釈することには、それなりの道理がある。しかし、それでは、啓

                                                  
1 李龍牧『五四時期思想史論』、第 307 頁。 
2 『胡適手稿』第九冊下、巻三、第 545-550 頁、台湾胡適紀念館、1970 年印行。

劉長林『中国人生哲学的重建』、華東師範大学出版社、2001 年 5 月第 1 版、第 74
頁注①より転引。 
3 朱文華『終身的反対派』、第 140-143 頁、参照。 
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蒙思想家としての陳独秀の思想の変化と中国における現代性の形成とい

う時代の抱える課題との関連性を無視してしまうことになる。つまり、

このモデルは、比較的説得的に陳独秀個人の民主主義から社会主義への

変化を説明してくれるが、啓蒙思想家である陳独秀が早くから従事して

きた、そして当時なお従事していたマルクス主義の宣伝と平行する中国

現代思想の啓蒙運動との関連性を無視してしまうのである。新文化運動

以来、陳独秀は一貫して中国における現代性の観念形成に努めてきた。

ところが、このモデルでは、陳独秀の思想は、突然この時代のテーマか

ら逸脱してしまうかのようなのである。このテーマに関する議論は延々

三十年代まで継続されるのではあるが。「キリスト教と中国人」発表後の

陳独秀の活動も、彼が依然として思想啓蒙運動に関心を寄せていたこと

を示している。 

   中国における現代性の観念形成という角度から見れば、陳独秀の宗教

観の上述の変化は、当時の観念や倫理革命、新文化建設の必要から出た

ものであったと言える。陳独秀はこのように考えていた。「中国の文化の

源泉に、美的、宗教的で、純粋な情感が欠けていることを、我々は否定

することはできない。倫理的な道義が情感から乖離しているだけでなく、

情感の表現を主とする文学においても、その大半が情感から離れて、倫

理的（尊聖、載道）、物質的（紀功、怨窮、誨淫）色彩が加えられている。

これこそが中国人堕落の原因である。我々は決して自ら「情感豊か」だ

と誇るわけにはゆかないのである」1。中国文化に欠けているものが、正

にキリスト教に特有のものであった。イエスの人格には、中国文化の源

泉に欠けている「美的、宗教的で、純粋な情感」が備わっている。陳独

秀は言う「私は、イエスの崇高で偉大な人格と熱く豊かな情感を我々の

血液の中に培うことを主張する」2。ある研究者はこう述べる。「こうした

イエスの人格と情感の喧伝の中に我々が見いだすのは、感性的な生命を

重視する現代性原理の突出である」3。陳独秀はイエスの人格の中に、中

                                                  
1 「基督教与中国人」、同上、第 88 頁。 
2 「基督教与中国人」、同上。 
3 孫尚揚、劉宗坤『基督教哲学在中国』、首都師範大学出版社、2002 年 9 月第 1
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国の伝統倫理や礼教文化を改造し、立て直す感性的生命原理を発見した

のである。彼は、キリスト教という他山の石をもって中国人の精神を彫

琢し、中国人の心性を構築しようとしたのである1。 

 「キリスト教と中国人」という文章の基調のひとつは、キリスト教の

美的、宗教的で、純粋な情感を強調し、中国文化にこうした情感が欠け

ているため、中国人の人間性を再構築するには知識的、理性的な倫理的

道義と自然的、盲目的、超理性的な情感とを結びつけねばならないこと

を強調することである。陳独秀はいかにしてこうした新しい認識を獲得

したのであろうか。胡適が言うには、陳独秀が獄中という特殊な環境の

もとで聖書を読んだからだという。しかし、それ以外の解釈も成り立つ

ように思う。 

 1919 年 8 月、北京国立女子師範学校の李超という学生が、勉学に家庭

の支持を得られず貧困に病が重なり亡くなった。彼女の家では、死後も

彼女を放置したままにしていた。このことが学校の教員、学生の公憤を

引き起こした。11 月 31 日、北京の学界千人あまりが彼女の追悼大会を開

き、会場で李超の写真と胡適の書いた「李超伝」を配布した。蔡元培、

胡適、陳独秀、蒋夢麟、李大釗らが特別講演者として演説を行い、梁漱

溟たちは自由演説者の身分で発言した。この大会は、にわかに「女子問

題講演大会」の様相を呈した2。胡適、陳独秀らの演説は、女性の解放及

びその背景となる人の解放、とりわけ解放に至る道筋に重点を置いてい

た。例えば、陳独秀は、私有制を廃止することで女性の解放の道を求め

ようと主張した。梁漱溟の発言は、極めてユニークなものであった。彼

は、女性自身が解放の必要を意識し、動き出して始めて、解放が議論で

きると考えた。しかし、現在はただ他人が女性の解放を提唱しているだ

けで、大多数の女性は解放の必要も意識しておらず、動きもない。しか

も、女性に動き出させるには、単に問題の所在を指摘するだけでは足り

                                                                                                                             
版、第 32 頁。 
1 同上参照。 
2 劉長林「‘五・四’思想家関於人的解放道路的思考―胡適、陳独秀、梁漱溟論

李超事件的比較分析」『安徽史学』1994 年第 2 期、第 50 頁、より転引。 
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ず、彼女自身が確かに問題だと感じなければいけない。梁漱溟は言う「問

題の指摘だけでは不十分で、彼女に確かに問題だと感じさせねばなりま

せん。問題の指摘は知識の面に偏っています。それが本当に自分の問題

だと感じるのは情感の問題なのです」1。梁漱溟は、人の行動は知識から

生まれるのではなく、欲望や情感から生まれるのだと主張した。人の行

動から言えば、欲望と情感が も基本的かつ も強烈なものである。と

いうのは、人が物事を行うのは、どれほど得をするか勘定しながらする

のではなく、「不自由による不快感から求める」2のである。上述のような

認識に基づき、梁漱溟は、陳独秀のやり方に対立する、情感の涵養によ

る解放の道を提示したのであった。梁漱溟は言う「陳先生が人類の占有

欲を克服しようとするのは消極的な方法です。この情感を涵養し発揮さ

せるのが積極的な道なのです」3。 

 李超事件における梁漱溟の批判は、陳独秀に知識と情感の関係につい

ての思考を促し、のち「キリスト教と中国人」を書いて梁漱溟の批判に

答えたのである。ある研究者はこう言う。梁漱溟の提起した情感の涵養

による解放の道の模索は、情感と知識とを対立させる嫌いがある。陳独

秀は、梁漱溟への修正意見として、「キリスト教と中国人」において情感

を強調するとともに、知識をも強調し、両者のいずれかを廃することは

できないことを強調したのである、と4。しかし、もし陳独秀の前期の宗

教的感情に対する態度から見れば、「キリスト教と中国人」において、ま

ず何より突出しているのは、陳独秀の情感、とりわけ宗教的感情に対す

る肯定である。 

 獄中で聖書を読んだことと李超事件及び李超事件での梁漱溟との対話

                                                  
1 劉長林「‘五・四’思想家関於人的解放道路的思考―胡適、陳独秀、梁漱溟論

李超事件的比較分析」『安徽史学』1994 年第 2 期、第 52 頁、より転引。 
2 劉長林「‘五・四’思想家関於人的解放道路的思考―胡適、陳独秀、梁漱溟論

李超事件的比較分析」『安徽史学』1994 年第 2 期、第 52 頁、参照。 
3 劉長林「‘五・四’思想家関於人的解放道路的思考―胡適、陳独秀、梁漱溟論

李超事件的比較分析」『安徽史学』1994 年第 2 期、第 52 頁、より転引。 
4 劉長林「‘五・四’思想家関於人的解放道路的思考―胡適、陳独秀、梁漱溟論

李超事件的比較分析」『安徽史学』1994 年第 2 期、参照。 
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が、彼に感情の重要性を認識させ、知識と感情の関係の再検討を促し、

社会主義とキリスト教との建設的な関係に対する認識が、宗教的な感情

へのアンデンティファイをもたらしたのである。こうしたことが折り重

なって、陳独秀の宗教観の変化への契機となったのである。しかし、彼

のこの変化は、新文化運動発展の軌跡にも沿ったものであり、啓蒙思想

家としての思想発展の論理にも良くかなったことであった。 

 ある研究者は、陳独秀のキリスト教に対する態度の変化、とりわけイ

エスの人格に対する宣伝は、以下のような事情を反映していると指摘す

る。即ち、新文化運動の指導者たちが中国の伝統文化に対する根本的な

破壊工作を行ったあと、倫理的、精神的空虚を強く感じ取り、宗教の代

替品を捜し求めたが、結局彼らを満足させることは出来なかった。そこ

でそのなかの少数の者が、宗教そのもの、「人類の生活活動の本源」へと

転向して、この空虚を埋める精神的資源を求めたのである、と。1

 新文化の建設という点から言えば、陳独秀のキリスト教観は、信者で

はない当時の一般知識エリートの水準を超えていただけではなく、キリ

スト教に関心を寄せる知識エリートの水準をも超えるものであった。イ

エスの人格にある美的、宗教的で、純粋な情感をいかにして中国文化の

血液のなかに注ぎ込むかという文化再造のかなめの問題について考える

とき、陳独秀は、当時の文化的キリスト教信者がキリスト教と中国文化

との関係について考えて得たものと類似した結論を得ていた。「我々は神

学などに教えを請う必要もなければ、教義などに頼る必要もなく、宗派

などの力を借りるまでもない。我々は直接イエス自身の門を叩き、彼の

崇高で偉大な人格と熱く豊かな情感が我々と一体化することを求めれば

よいのである。イエスはかつてこう言った。「求めよ、されば与えられん。

さがせ、されば見いださん。門をたたけ、されば汝のために開かれん」（「マ

タイ伝」七之七）と」2。陳独秀のこの回答は、彼の人本主義者としての

啓蒙の立場を表明したものであった。 

 陳独秀の変化後のキリスト教観の重要な内容のひとつは、キリスト教

                                                  
1 孫尚揚、劉宗坤『基督教哲学在中国』、第 33 頁、参照。 
2 「基督教与中国人」、『陳独秀著作選』第二巻、第 89 頁。 
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（教義）とキリスト教会との区別を主張したことである。彼は、キリス

ト教には区別して対応すべきであって、キリスト教の教義に欠点があっ

ても「特に攻撃する」必要はなく、矛先を教会へ向けるよう新青年を諭

した。陳独秀がここでいう教会とは、新教が中国に伝播して以来、植民

主義と曖昧な関係を保ってきた教会のことを指しているのは間違いのな

いところだ。陳独秀は、キリスト教で中国現代文化を再造するためには、

キリスト教の外在的な宗教生活の形式などに助けを借りる必要はなく、

イエスの門を直接叩きに行きさえすればよいと考えた。これもまた、当

時の文化的キリスト教信者が、キリスト教と中国の現代化の関係につい

て深く検討を加えた結果得た基本的な結論である。 

 上述のように、陳独秀の宗教観の変化は、決して偶然引き起こされた

のではない。それは、彼の思想自身のなかに因るべき筋道があっただけ

ではなく、中国の現代化というある特定の段階におけるテーマとの間に

も密接不可分な関係が存在したのである。 

  陳独秀は、初期には、西洋近代の啓蒙思想の鼓吹と中国人の政治的自

覚の啓発に力を尽くした。1916 年、陳独秀は「我らの 後の自覚」を発

表し、政治の自覚のほかに、倫理的自覚にも訴えねばならないと考えた。

というのは、「倫理的自覚が我らの 後の自覚のさらに 後の自覚である

からである」1。倫理的な 後の自覚とは、おそらく独立、平等、自由な

どの西洋近代理念の、中国国民に対する理念的啓蒙と精神形成を指すの

であろうが、それは、政治的自覚の基礎として提起されたのであった。

ただ、陳独秀の視野のなかには、そのときはまだ肯定的意味での宗教は

現れていなかった。 

 1920 年、陳独秀は新文化運動を反省して「新文化運動とは何か」とい

う一文を著した。その一文中において、陳独秀は、文化と新文化につい

て、次のように述べている。「文化の内容には、科学、宗教、道徳、美術、

宗教、文学、音楽などが含まれる。新文化運動とは、旧文化では不十分

だと思える所に、新しい科学、宗教、道徳、文学、美術、音楽などを付

                                                  
1 「吾人 後之覚悟」、『陳独秀著作選』第一巻、第 179 頁。 
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け加える運動のことである」1。この文章によって、陳独秀は、政治と倫

理を超え、全面的に文化再造の問題に取り組み始めたことを表明してい

る。ここでは、宗教が彼の視野に入ってきている。しかも正面的、肯定

的意味をもったものとして。 

 この一文中において、陳独秀は、新文化運動と彼自身の宗教問題に対

する偏りに対して、率直に批判と自己批判を行い、宗教とそれ以外の文

化との、新文化構築中における関係やそれぞれの位置について、新しい

見解を表明した。彼は言う「宗教は、旧文化の非常に大きな部分を占め

ており、当然、新文化もそれなしでは済まされない。人類の行為、動作

は、全て外部の刺激に対する内部からの反応による。外部からの刺激が

あっても内部が反応するかどうか、またどのように反応するのかは、知

識が中立ちして導くのであるが、真に反応を進める総司令部は、やはり

本能的な感情の衝動である。利に走る本能的な感情の衝動を、豊かにし、

真摯にし、高尚にすることにかけては、知識上の理性や徳義は、美術、

音楽、宗教の力の大きさに及ばない。知識と本能が併せて発達しなけれ

ば、人間性の完全な発達と見なすことができない。」2

 陳独秀のこの論述は、ある特定の宗教、例えばキリスト教、について

の議論ではなく、広く宗教一般についての議論である。ここには、従来

とは異なる見解が幾つか含まれている。まず、従来、陳独秀は、宗教を

知識と真っ向から対立するものと見なし、知識が興れば、宗教は廃れる

と考え、科学的理性を主導とする新文化の中に、宗教の座席は用意され

ていなかった。しかし、上の引用文中においては、宗教を知識と併存す

るもので、人類の本能的な感情の衝動を利に向かわせることができ、そ

こから 終的には人の行為、動作に対して根本的な影響力を持つ人類文

化のひとつであると考えている。彼は、ここから、極めて自然に宗教の

新文化における不可欠性を導き出すのである。「宗教は、旧文化の非常に

大きな部分を占めており、当然、新文化もそれなしでは済まされない」

                                                  
1 「新文化運動是什麼」、『陳独秀著作選』第二巻、第 123 頁。原載『新青年』第

七巻第五号、1920 年 4 月 1 日。 
2 「新文化運動是什麼」、同上、第 125 頁。 
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と。宗教と知識の関係について言えば、それらの人類の行為、動作に対

する影響の程度から判断して、理性的な知識や徳義はいずれも本能的な

感情の衝動に及ばず、「知識上の理性や徳義は、美術、音楽、宗教の力の

大きさに及ばない」のである。新文化運動が追い求めてきた理想的な人

格は、本来は理性的な現代人のはずであったが、今やそれは、知識と宗

教及び美的な情感の本能が併せて発達した人間へと変わったのである。 

 次に、陳独秀は従来「人類の将来における真の信解行証は、必ずや科

学をもって正道となし、あらゆる宗教はみなこれを廃棄の列に置くであ

ろう」と強い口調で主張してきた。しかし、現在、宗教を廃棄すべきか

どうかは、実際から出発しなければならないと彼は考えた。もし社会が

まだ宗教を必要としているのであれば、宗教を廃棄すべきではなく、宗

教を提唱してこの需要を満たさなければならないのである。無論、陳独

秀が提唱すべきだと考えたのは、優れた宗教、新しい宗教ではあったが。

それでは、何が優れた宗教、新しい宗教なのであろうか。陳独秀は、張

申府から寄せられた手紙の一節を引用して、新宗教とは、人類が口に出

して言うこともできない 高の情感（ラッセルはこれをSpiritと称した）

を発露したものである1と言った。陳独秀は従来、宗教を廃棄すると主張

していたが、当時の彼が理解する宗教の主要なる特徴は、鬼神から離れ

ることができないということであった。現在、彼は新宗教を提唱するた

め、新しい宗教の定義を導入した。張申府の言葉を借りれば、即ち「人

類が口に出して言うこともできない 高の情感を発露すること」である。

この変化が示しているのは、陳独秀が今なお鬼神を信仰する宗教には反

対しているが、もう宗教なら何にでも反対するようなことはなく、新た

に宗教を規定し直すことを前提として、新文化建設の中に、新宗教を受

け入れるよう主張しているということである。 

 1922 年、反キリスト教運動が陳独秀に、宗教と非宗教との境界、ある

いは宗教の定義についての熟慮を再び促した。彼は従来の宗教の定義に

疑問を投げかけてこう言う「我々が第一に問題としたいのは、宗教と非

                                                  
1 「新文化運動是什麼」、『陳独秀著作選』第二巻、第 127 頁。 
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宗教との境界は何か、ということである。もし神を信じるか否かを境界

とするならば、いささか簡単に過ぎるであろう。というのは、神を信じ

るのは宗教性の一部に過ぎず、宗教性の全てではないからである。これ

をもって宗教、非宗教の基準とするのは、全く論理的でないことになる」

1。陳独秀はここで神を信じるか否かのほかに、完全な宗教の定義にはい

かなる内容を含むべきかについて言及していないが、この言に、陳独秀

が新宗教を提唱する文を合わせて斟酌すれば、このような結論を得るこ

とができよう。つまり、宗教の定義には、少なくとも人類の感情を利に

向かわせる方面の内容を含まねばならない、ということである。陳独秀

の宗教に対する態度の大転換は、宗教の本質に対するより深い認識の基

礎の上に築かれたのである。 

 第三に、陳独秀は宗教と倫理とを比較して、宗教は神意を 高の命令

とし「他者に依存」する信仰であり、この点が、良心を 高の命令とし

「自らを頼む」倫理道徳と好対照をなしていると考えた。彼は倫理革命

の必要から出発して、「自らを頼む」倫理的自覚を提唱し、「他者に依存」

する宗教信仰に反対した。現在、この態度にも根本的な変化が生じた。

彼はもはや宗教が他力に訴えるからといって宗教を排斥することはなく、

逆に、宗教の他力が、知識を広め、感情を利に向かわせる上で、美術、

音楽の他力同様、積極的な作用を及ぼすことを十分に肯定している。 

 第四に、新文化運動の初期、陳独秀は中国文化の破壊と建設に力を注

いでいた。全般的に言うと、彼の立場は理性主義である。ここから、彼

は、あるいは認知理性の上に立つ科学に訴え、あるいは道徳理性の基礎

に立つ倫理的自覚に訴えようとしたのである。新文化運動の深化にとも

ない、陳独秀は、その偏り、つまり理性主義の極端化の表れである「芸

術、音楽に関心を示さず、宗教にも反対しようとし」、非理性的な人類の

感情をすっかり排斥してしまう、といった偏りに気づいた。陳独秀は、

こうした偏りが生むであろう消極的な結果にも思い至った。それは、人

類の生活の機械的な硬直化であり、それは彼が新文化運動を提唱した初

                                                  
1 「対於非宗教同盟的懐疑及非基督教同盟的警告」、同上、第 368 頁。 
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心に悖るものであった。そこで、彼は真っ先に誤りを認め、新しい認識

に基づき、この偏りを是正しようとしたのである。新しい認識は、人類

の生活活動の本源が本能的な情感であるという面から、また、情感と理

性の統一という面から、新文化運動の破壊と建設を再考するものであっ

た。陳独秀の宗教否定から宗教肯定への転換の中で、 も注目されるの

は、彼の認識が人間性の面、所謂「生活活動の本源」にまで届いている

ことである。まさにこの人間性の も深い層において、宗教はその肯定

的意味を獲得したのである。 

 宗教（キリスト教）を新文化の構想の外に排除することはできない、

これが陳独秀が反省後新たに確立した宗教観である。陳独秀のこの認識

は、新文化運動に携わった啓蒙学者の宗教と現代化の関係についての認

識の到達した 高の成果である。陳独秀が宗教（キリスト教）の人間性

における重要な作用を認め、かつ強調する考えは、新文化運動が現代の

新しい人格を形成しようとする全体的な発展の趨勢に全くかなったもの

である。 

 陳独秀の宗教観における変化は、あたかも鏡のように、新文化運動の

理念革命が深化していったとき、宗教がいかなる役割を演じるのかを映

し出している。あるいは中国の現代化の運動が、新文化運動のテーマで

ある文化改造、再構築の段階にさしかかっていること、及びそのテーマ

が展開する中でいかに宗教的精神とかかわるのかということを深刻に反

映していると言えるかも知れない。陳独秀の例から見て取ることができ

るのは、反伝統を主旋律とする新文化運動の反宗教は、宗教の迷信に対

する反対であり、とりわけ人の精神の自由を束縛するもの、例えば、キ

リスト教の教会や伝統的礼教に対する反対であるということである。し

かし、宗教の精神面については、新文化運動は、これを受け入れるだけ

でなく、吸収してもかまわないのである。まさにこの意味において、キ

リスト教や一般宗教は、現代化のある特定の段階において始めて、その

人類の精神生活に対する深い洞察により、現代化建設の必然的内容とな

るのである。上述のような意味において、陳独秀の宗教観の変化は、陳

独秀自身の思想発展の論理にかなっているだけでなく、20 世紀中国現代
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化の一般的な発展の道筋にも合致しているのである。 

 1920 年代の初め、陳独秀は、彼の宗教観を反省して、新しい宗教観を

確立した。しかし、依然として多くの問題は未解決のままであり、新た

に解決を求める諸問題が沸き起こってきた 。こうした問題には以下のよ

うなものがある。科学的理性と宗教的理性は結局はどういう関係にある

のか。宗教の前後二つある定義の関係について。陳独秀の鼓吹する情感

発露の新宗教は結局は神聖な信仰を持つ旧宗教とどのような関係にある

のか。新宗教は、完全に神を排除するのか、それとも神意と人類の本能

的情感を並列するのか。人類の行為における倫理的知識と本能的情感と

の関係について。イエスの宗教的情感とその宗教信仰の関係について。

美的情感と宗教的情感の関係について（蔡元培は、美育と宗教がともに

人類の情感に訴えるが、美育には宗教のような情感を放任する弊がない。

ゆえに美育をもって宗教に替えることを主張したが、陳独秀はこの時点

では、美的情感と宗教的情感を同列に論じ、美的情感でもって宗教的情

感を否定するとか美的情感でもって宗教的情感に替えるといった見方は

しておらず、両者をともに新文化建設に欠くべからざるものであると見

なしていた）、などなど。こうした未解決の新旧の諸問題が陳独秀を悩ま

していた。こうした問題のなかでも、とりわけその核心となるのは、科

学と宗教、あるいは科学的理性と宗教的非理性的関心が、新文化の構築

において一体どのように関係するのか、ということである。これが陳独

秀を深く悩ませ、彼の文化問題に関する思考に、緩むことのない緊張を

強いたのである。 

 「緩むことのない」という意味は、陳独秀に思想的緊張を強いたそれ

らの問題が、1920 年代に彼が社会主義に転換したあと突然彼の関心から

外れてしまい、彼の思想啓蒙家としての文化問題に対する考えが突然途

絶えてしまう、ということである。それ以降、陳独秀は、政党運動の指

導者であり活動家として中国現代史の舞台に姿をあらわす。彼は文化問

題よりも一層実際的な問題に関心を移し始め、文化問題は、陳独秀の視

野の中では、次第に階級、政党、国家、社会革命などより切迫した現実

問題に席を譲ってゆくのである。この中断により、陳独秀は宗教観にお
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ける緊張が緩むことなく、彼の思想にもう一つ別のより矛盾の深い緊張

を作り出すことになった。即ち、社会主義者と啓蒙思想家の間の緊張で

ある。大きな時代背景から見れば、救亡のテーマがやがて全てを圧倒す

る時代のテーマとなったため、当時の啓蒙思想家の関心は救亡に向かい、

あらゆる文化問題の討論が二の次になってしまった。20 世紀 80 年代の中

国思想界は、再び理念革命と現代性の形成の問題を討論し始めたが、実

際は、新文化運動の言説を受け継ぐもの、あるいは救亡運動と民族解放

運動によって中断された中国現代理念啓蒙の言説を受け継ぐものなので

ある。 

 1922 年後半から 1923 年以降、時勢の変化により、陳独秀は、政治問題、

政党問題、時局などにより多くの関心を払うようになった。このとき、

陳独秀の思想も、啓蒙思想家からマルクス主義者へと次第に変化し始め1、

これに合わせるかのように、陳独秀の宗教観にも変化が生じ、彼が新た

に身につけた唯物史観によって宗教問題を考えるようになった。陳独秀

が 1923 年 12 月、「科学と人生観」に発表した「適之に答える」という一

文は、こうした変化のメルクマールと見なすことができる。この文章に

おいて、彼はこう言う「唯物史観の哲学者も、思想、文化、宗教、道徳、

教育などの心の現象の存在を重視しないわけではないが、それらがいず

れも経済的基礎の上に築かれるもので、基礎そのものではないことを承

認せざるを得ないのである」2。ただ、陳独秀の宗教観のこの二度目の変

化については、別稿を用意したい。 

三、新知識人グループの宗教観 

 陳独秀の宗教観が変化してから現れた多くの新しい問題は、陳独秀ひ

とりを悩ましただけはなく、実際には、前世紀初頭の中国新知識人グル

ープを悩ました普遍的な問題であった。20 年代には『少年中国』誌上で

                                                  
1 陳独秀の伝記作家は、ほぼ 1920 年に、民主主義者からマルクス主義者への転

換が始まったと考えている（賈興権『陳独秀伝』、山東人民出版社、1998 年 10
月第 1 版、第 199 頁）。 
2 『陳独秀著作選』第二巻、第 574 頁。 
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展開された宗教問題に関する大討論や討論中に論議された課題、異なる

見解の間で交わされた論争などが、こうした問題の普遍性を充分に反映

している。この意味からすると、陳独秀個人の宗教観の変化に反映した

精神の緊張は、同様にしてその当時の新知識人グループが中国における

現代性の形成過程に参与し、経験した精神の緊張でもあったと言えるだ

ろう。 

 『少年中国』の宗教討論に加わったのは、当時の様々な思想学術の派

閥に属する人々であった。例えば、生命哲学を主張する現代新儒学者梁

漱溟、のちにマルクス主義者となる惲代英、科学派の王星拱、それに実

用主義の翻訳紹介者である劉伯明、国家主義派（「醒獅派」）の李璜、イ

ギリス実在論哲学者のラッセルも論戦に加わった。ラッセルは当時講演

のため中国を訪れており、討論に参加して自身の宗教観を披露した。そ

のため、今回の討論は、立場や観点が複雑多岐にわたることとなったの

である。討論は、主に三つの問題に集中した。宗教の本質（定義）とそ

の前途について、宗教と科学の関係について、宗教と芸術（美育）の関

係について、である。 

 宗教の本質と前途の問題については、ほぼ肯定派と否定派の二つの観

点が出された。厳既澄の当時の区分に基づけば、肯定派には梁漱溟、屠

孝実、劉伯明、周作人、田漢がいた。否定派にはラッセル、王星拱、李

煜瀛、周太玄、李思純、惲代英がいた1。 

 梁漱溟は、宗教「勉励慰藉」説を提起した。彼は、主に印度の各宗教、

とりわけ仏教を資料の来源として、宗教の「共同必要条件」から出発し、

宗教に定義を下した。「所謂宗教なるものは、すべて知識を超絶した事物

によって、情志の面の勉励慰藉を謀るものである」2。 

 この定義によって、梁漱溟は、二つの要件を析出することができると

考えた。第一は「宗教は必ず人の情志の面に対する慰藉、勉励をもって

                                                  
1 厳既澄「少年中国『宗教問題号』批評」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第

十冊、1981 年 10 月、瀋陽、第 215、216 頁。原載『民鐸』第三巻第二号、1922
年 2 月 1 日。 
2 同上、第 58 頁。 

 - 71 -



その事務となす」。第二は「宗教は必ず人の知識作用に対する超越、反逆

をもってその根拠とする」1。所謂「情志の面に対する慰藉、勉励」は、

生命のため安らかに立つ場所、つまり通常言うところの安心立命の地を

捜しあてることである。所謂「超越、反逆」は、「超絶」と「神秘」を指

している。所謂「超絶」とは、現有の知識世界、即ち感覚と理知の世界

の外のことである。「神秘」というのは、観念や経験が理知を容れずに作

用してしまうことを指す2。梁漱溟は、超絶と神秘が一切の宗教を成り立

たせている根拠であると考えた。 

 梁漱溟が宗教のために定義を下したのは、そこから彼の宗教の未来の

運命に対する見方を引き出すためであった。宗教の前途はどうか。人類

によって将来必ず必要とされるであろうか。あるいはその存在の必要性

や可能性があるのだろうか。これが『少年中国』誌上で展開された宗教

大討論の中心テーマであり、新文化運動時期のあらゆる宗教論争が注目

した中心議題であった。梁漱溟が討論に参加したのは、この問題に関す

る個人的な見解を発表するためであった。ゆえに、簡単に宗教の定義を

述べた後、彼は彼の宗教の定義に基づき、宗教の未来における存廃問題

を検討した。 

 梁漱溟は、そのほかの宗教、例えばキリスト教の人生、情志の面にお

ける需要の描写3と比べて、仏教が表す上述の需要は、人生の根本的な需

要であり、永遠の需要であると考えた。梁漱溟はまさにこうした情志の

面の需要が宗教の慰藉、勉励を必要にしており、宗教の永遠の存在をつ

いには不可避にしているのだと考えたのである。 

 屠孝実も、宗教に対して基本的には肯定的な態度をとった。屠孝実は、

                                                  
1 同上、第 57 頁。 
2 同上。 
3 梁漱溟の言う、キリスト教の描写する人の情志の面における需要というのは、

罪と懺悔である。その慰藉勉励が、神の救いである。梁漱溟は、こうした情志の

需要は「幻の情」であり、慰藉勉励も「幻の情」に生まれると言う。これは明ら

かに自らが自らを慰藉勉励しながら、神を幻想しているのである。梁漱溟は、宗

教の必要は「幻の情」の上にはないと考えた（「梁漱溟先生的講演」『中国現代哲

学史資料匯編』第一集第十冊、第 61 頁。原載 1921 年 4 月 15 日『少年中国』第

二巻第八期）。 
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シュライエルマッハーの宗教観を称賛し、宗教を「絶対帰依の感情」と

見なした。と同時に、彼は、ジェイムズの宗教心理学の宗教に関する規

定にも同意している。屠孝実は、この二人の学説に基づき、自身の宗教

の本質に対する見方を発表した。彼は言う、宗教の成立には、二つの条

件しかない。第一は「自然の束縛と解脱をもとめる心」である。第二は

「直接的な宗教経験」である。前者は、二つの要素を含む。一つは人の

有限性であり、もう一つは人の無限を求める心である。後者は、ジェイ

ムズが言うところの宗教人自身が超越者との繋がりを感得する内心経験

である。それは感情に属し、理知には属さない。 

 屠孝実は、上述のような宗教の本質に対する理解から出発して、宗教

に対する見方を発表した。彼は直接宗教の将来における存廃問題には答

えないで、人々の宇宙に対する態度は一つに限定できず、理知的態度を

とっても、道徳的態度をとっても良く、また芸術的、宗教的態度をとっ

ても良く、どの態度にもそれなりの特徴とその成立の理由のあることを

主張した。彼は言う「ゆえに私は、科学、芸術、道徳、宗教はそれぞれ

に特色があり、お互いに排斥しあうべきではないと思う。排斥するのは

偏見に過ぎない。ましてや一端の結果に執着するのは、人生を不完全で

不十分な一隅に追いやってしまうことになるだけであって、決して得策

ではない」1。言わんとするところは、宗教には人生を豊かにする正面的

意義があり、よって人類文化上に一席を占めることを許すべきであると

いうことである。 

 王星拱は、否定的立場に立って自らの宗教に対する見方を発表した。

彼に言わせると、宗教は二つの要素から成り立っている。一は信服、二

は崇拝である。王星拱は、二者のどちらが欠けても宗教としては成立し

ないと考えた。しかし一方では、王星拱は、二者のうち崇拝の要素がよ

り重要であるとも考えていたようだ。彼は言う「崇拝は宗教にとって欠

くことのできない要素である。もし崇拝がなければ、宗教はその足場が

                                                  
1 「屠孝実先生的講演」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 70 頁。原

載『少年中国』第二巻第八期、1921 年 4 月 15 日。 
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なくなってしまうだろう」1。しかし、崇拝は必然的に信服の基礎の上に

築かれるのである。宗教的崇拝の基礎としての信服にはおおよそ以下の

二種類がある。「超人的な権力の存在」への信服と「こうした権力が人類

の生活を支配することができる」ことへの信服である。王星拱は、この

二種類の信服の上に築かれた崇拝は、みな道理がなく、よって賛同すべ

きではないと考えた。前者の崇拝が賛同すべきでないのは、それが信服

するところの「超人的な権力」が、ある種の虚構の存在だからである。

後者の崇拝が賛同すべきでないのは、言い出すとかなり複雑であるが、

それが宇宙の無限、有限の問題にかかわってくるからである。しかし、

宇宙が有限であろうと、無限であろうと、我々はともに崇拝するには及

ばないのである。王星拱は言う「我々には崇拝の儀式が不必要なだけで

はなく、崇拝の心理も不必要である。崇拝の儀式は、迷信や無知を育て、

崇拝の心理も、さまざまな悪い結果を生み出すのである」2。 

 李潤章と周太玄たちは衝突論を主張した。陳独秀の初期の観点も衝突

論に属する。李潤章は、その「宗教と科学」という一文において人類の

文明の発展過程を考察している。文明史から見れば、人類は、宗教万能、

科学万能、宗教と科学併存の三段階を経てきた。そこで李潤章は問う、

いったい三者のいずれが適当であろうか、と。この疑問を明らかにする

ため、彼は科学の精神、科学と宗教の根本的な違いをはっきりさせなけ

ればいけないと考えた。李潤章は言う、宗教家の仮定と科学者の仮説は、

ともに確かに解釈不能（inconnaissable）な事物を解釈すために発明したも

のである。科学者の仮説は、一時的、理想的仮説に過ぎず、それは必ず

事実と合致しなければならない。宗教家は、神を事実と見なし仮定とし

ているわけではない。ゆえに人に信仰、服従を強い、懐疑や異議を差し

挟むことを許さないのである。これ以外にも、科学は革新、創造を尊び、

真実、個性、自由を尊崇するが、こうしたものは、宗教によっては受け

入れられないものである。この点から見れば、科学は宗教よりも文明の

                                                  
1 「王星拱先生的講演」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 53 頁。原

載『少年中国』第二巻第八期、1921 年 4 月 15 日。 
2 同上、54 頁。 
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発展により適している。李潤章の結論は「科学が一歩前進するたびに、

宗教は一歩後退している。昔、宗教の軍隊に占領されていた地域は、今、

その大半が科学の軍隊によって征服されている。ゆえに、宗教万能はと

うの昔に問題ではなくなっており、科学と宗教併存説も、昔は科学者に

して宗教家でもある人がいたが、今後はそのような人はおそらく多く現

れないであろう」1。 

 進化論の科学観から宗教問題を見るのは、新文化運動期に普遍的な現

象であった。周太玄は、進化論の角度から宗教と科学の衝突に対する見

方を表明した。周太玄は、宗教と学術がもともと原始時代の人の思考と

理性から生まれ、思考が自己を満足させることができないとき、しばし

ば臨時的に信仰が生まれその欠を埋めたのだと考えた。その後、信仰が

分かれて、広義の即ち通常の信仰と狭義の即ち宗教信仰になった。近代

科学は、広義の信仰の産物である。狭義の信仰は、その後次第に感情と

強く結びつき、排他性、独占性という性格を備えるに至った。宗教信仰

はこの産物である。宗教信仰は思考から生まれ、神の観念は自然知識の

不足によって生まれた。神の観念は本来自然を解釈するためのものであ

ったが、結果は自然を解釈する知識の発展を制限することになった。し

かし、進化の原理が発見されて以来、人々は自然を解釈する有効な知識

の体系を持つようになり、そこで、宗教の超自然的な謬見や錯誤も次第

に存立できなくなり、神の領域は次第に縮小していった。周太玄は、宗

教と科学の衝突の結果は、必ずや宗教が自然界の解釈の権威を完全に失

い、 終的には消滅してしまうであろう、と断言した2。 

 併存論を主張するのは、屠孝実、陸志韋、譚鳴謙たちである。併存論

は、陳独秀が後期に主張した観点にやや似ている。屠孝実は、宗教と科

学には互いに衝突しあう面があるが、それは両者の宇宙観の根本的な衝

突であると考えた。宗教は宇宙観において目的論を主張し、科学は機械

                                                  
1 李潤章「宗教与哲学」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 158 頁。

原載『少年中国』第二巻第八期、1921 年 4 月 15 日。 
2 周太玄「宗教与進化原理」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 158
―161 頁。原載『少年中国』第三巻第一期、1921 年 8 月 1 日。 
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論を主張するのである。しかし、宗教と科学の衝突は絶対的ではない。

というのは、宗教は直覚に訴え、その特徴は具体性と総合性にあるが、

科学は理知に訴え、その特徴は抽象と分析にある。宗教の対象は、直接

的な主観経験であるが、科学の対象は、客観的な事実である。屠孝実は、

理知の抽象作用はもちろん重要ではあるが、ここから出発して感情の総

合作用を否定することはできない。「というのは、分析と総合、直覚と理

解、知識と感情は、いずれも人類の心理に必然的に備わっている作用で

あって、どれかがどれかの権利を否定するということはないからである」。

宗教と科学の根本的な衝突は、宇宙に対する説明に集中しているが、宗

教において宇宙の説明が理にかなっているか否かは、宗教自身とは無関

係である。科学は宗教の宇宙説明を否定することはできるが、宗教を否

定することはできない。「というのは、宗教の本質は、その具体的な経験

にあって、具体的な経験は否定することができないからである。即ち、

宗教と科学は併存することができるのである」1。屠孝実は、こうした併

存論の立場から出発して、宗教家は自らの立脚点が有限の、具体的な主

観的経験に過ぎず、その範囲を超えては、その経験に固執せず、科学を

尊重せねばならないことを理解すべきであると進言した。 

 陸志韋は、宗教の本源と本質は、人生至高至美の価値を保存すること

にあり、至高の価値に対する恋々たる情にあるのであって、のちに発生

した事物、例えば、宗教制度や信条などはみな付属品であると考えた。

こうしたものは時とともに興廃するものであり、廃すべきを廃さないの

は文化に有害なのである。宗教と科学の衝突は、宗教の付属品が廃すべ

きなのに廃していないときに発生する。宗教と科学との過去の衝突の責

任について、陸志韋は喧嘩両成敗の法をとり、科学と宗教はともにその

咎を免れ難いと考えた。宗教について言えば、しばしば価値と事実を混

同し、しかも付属品であるはずの教会、教主、教書の類いが一種の権威

となって是非を転倒させ、事実を捏造してきた。科学について言えば、

たまたま針の穴から天井を覗いたような輩が、科学の結論を哲学化して、

                                                  
1 以上の引用文は全て「屠孝実先生的講演」『中国現代哲学史資料匯編』第一集

第十冊、第 70 頁、に見える。 
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希望、信仰、感情が人生の確かな事だとするのを否定し、ごく普通の信

仰や教会との衝突を引き起こした。例えば、18 世紀の機械論と 19 世紀の

進化哲学（進化論を指しているのではない）は、「自らの職権を超えた発

言をして過ちを犯してしまったのである」。しかし、宗教と科学のこうし

た衝突は、今日ではもはや過去の歴史となってしまった。今日から見れ

ば、科学と宗教は、それぞれに長所がある。ゆえに宗教は科学と調和し

共存することができるのである。陸志韋は、科学者はある条件のもとで

宗教を信じて良いとさえ考えた。その条件というのは、宗教制度が自由

な考えを妨げず、因果律にはかかわらず、将来の可能性については、猜

疑心を持ち過ぎて科学の実験精神を妨げるに至らないことである1。 

 科学と宗教の併存論を主張する人のなかでも、譚鳴謙の観点は極めて

特色がある。譚鳴謙は、宗教と科学とは調和的に併存することができる

が、それには間に入って調和させる者、媒介者が必要で、それが哲学だ

と考えた。譚鳴謙の議論は、宗教、科学、哲学の関係に及ぶものである。 

 譚鳴謙は、古今東西の歴史を顧みるに、科学と宗教はつねに衝突と論

争を繰り返してきたが、衝突の結果、どちらかが残り、どちらかが滅ぶ

ということはなく、社会の統一もそれによって壊されたり、妨害を受け

ることもなかった。逆に、社会全体から見れば、科学と宗教は、しばし

ば調和し、融合してきたのである。これより推論すれば、科学と宗教の

間には、必ず調和させる媒介が存在するはずで、それがお互いを親密に

させているのである。譚鳴謙が考えるには、その媒介こそ哲学である。 

 人の精神作用には、二大系統がある。一つは知力の作用であり、もう

一つは感情の作用である。前者は理性とも呼び、後者は感情とも呼ぶ。

両者の作用の特徴は、知力の作用が分析的、意識的、静止的、必然的で

あるのに対し、感情の作用は総合的、無意識的、動力的、自由的である。

知力と感情の作用がこれほど異なり、反対の場合すらある以上、両者の

衝突は必然である。しかし、「世界人類を眺めるに、……時として衝突矛

盾は免れないとは言え、 終的には統一に向かい、我らの人格もついに

                                                  
1 以上は、陸志韋「科学与宗教」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第

94-96 頁。原載『少年中国』第二巻第十一期、1921 年 5 月 15 日。 
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は保持されているのであるならば、我らの精神界には必ず調和させる者

があるはずだということがわかるのである」1。譚鳴謙は、この調和者が

意志であると言う。意志は、情知の中にあり、その作用は、情をもって

知に和し、知をもって情を押さえる。あるいは知によりて情に達し、情

によりて知に達する。 

 知、情、意の精神界における上述のような関係は、社会においても現

れる。知力は科学となって現れ、感情は宗教となって現れ、意志は哲学

となって現れる。科学が知力の作用の現れである以上、科学にも知力の

作用の四つの特徴が備わっている。科学は現象を対象とし、現象界以外

の事物は、全てこれを否定するため、宗教家の超絶世界は、科学の否定

の列に置かれる。宗教は感情に訴える以上、同様にして感情の四つの特

徴を備えている。宗教は、それだけではなく、さらに実在にも訴え、有

限で相対的な少しも自由のない現象世界を脱け出すことに意を注ぎ、自

由快楽の世界に達しようとするのであるが、「これは人情の自然、宗教の

究極である」2。以上のように、科学と宗教の相違は、みな両者の衝突を

生み出すのであるが、これをまとめれば、科学と宗教の衝突は、実に現

象と実在との衝突に帰着するのである。哲学も両者の調和においてここ

を指向する。 

 哲学は、科学や宗教とは異なる系統であるとは言え、その共通性を考

えれば、現象と実在の関係に着目しないものはない。哲学上現象を重視

する経験論も、もともと現象の中から実在を演繹しようと努めており、

哲学上実在を真実無謬と見なす理想論（プラトン）も、現象が実在の表

現形態であるということは認めている。また哲学上の融通論（アリスト

テレスとスピノザ）もあって、現象と実在をともに重視している。経験

                                                  
1 譚鳴謙「哲学対於科学宗教之関係論」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十

冊、 
第 187 頁。原載『新潮』第一巻第一号、1919 年 11 月。 
2 譚鳴謙「哲学対於科学宗教之関係論」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十

冊、 
第 192 頁。 
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論は、哲学で も科学に近く、科学を宗教に近づけるよう導いている。

理想論は、宗教に近いが、宗教を科学に接近するよう導いている。融通

論は、科学にも宗教にも近く、科学と哲学は、みなこの融通論によって

お互い通じ合っているのである。哲学はその性質により、現象と実在、

あるいは科学と宗教の間を往来し、両者を繋ぎ貫通させ、人類文化の統

一性を保持しようとするのである。譚鳴謙の観点は、調和併存論と見な

すことができるだろう。 

 新文化運動時期に、宗教と芸術の関係を議論するには、特殊な文脈が

存在した。即ち、宗教の存廃という大前提のもとで議論が展開されたこ

とである。よって、宗教と芸術の関係は、こうした視野からは、宗教と

芸術が互いに交替可能か否かという問題となった。これ以外にも、宗教

と芸術の関係については、異なる、さらには対立さえする見方が存在す

るが、それらに共通する理論的大前提は、宗教の情感化あるいは審美化

である。 

 1917 年、蔡元培は、北京の神州学会で「美育をもって宗教に替える説」

という演題の講演を行い、これにより新文化運動時期の宗教と芸術の関

係の討論の序幕が切って落とされた。蔡元培は、人の精神作用の区分と

その宗教史上における宗教との関係から説き起こした。人の精神作用に

は、知識、意志、感情の三方面がある。 初期の宗教は、この三つの作

用を兼ね備えていた。宗教家は神霊の観念を用いて原始人の宇宙、人生

に対する疑問に何とか答えていたが、これは知識の作用が宗教に付着し

ていたのである。宗教家は利他主義を提唱して、人の利己的な闘争心を

誘導したが、これは意志の作用が宗教に付着していたのである。宗教家

は人の美を愛する考えを利用して、美術（歌舞、彫刻、絵画など広義の）

でもって人の信仰を誘ったが、これは情感の作用が宗教に付着していた

のである。原始時代には、宗教と対立するような学術がほかになかった

ため、宗教は人の精神の三つの作用を兼ね備えることができ、文化の主

導的（唯一）地位を占めていた。その後、社会が進歩し、科学文化が発

達すると、知識の作用と意志の作用は次第に宗教から離れて独立し、専

門の学問、即ち科学と道徳となった。残された情感の作用は、それを蔡
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元培は美感と呼ぶが、それは依然として宗教と密接な関係を保っていた。

文芸復興以降、美術は次第に宗教から離れ人文を尊ぶようになった。こ

こに至って、美育には二つの主張が現れることになった。一つは、美育

と宗教はやはりもとのままの緊密な関係を保持すべきことを主張し、も

う一つは、美育と宗教との分離を主張した。蔡元培は、両者を比較して、

後者を取るべきだと考えた。というのは、「美育が宗教に付着していると

常に宗教の巻き添えを食い、陶冶の作用を失って逆に感情を刺激する」

からである。宗教史から見れば、宗教の衝突や戦争は、「いずれも感情の

作用を刺激して行われた」のである1。これに鑑み、もし感情陶冶の方法

について語るのならば、宗教を捨て純粋な美育をもってこれに替えなけ

ればならない。純粋な美育は、人の感情を陶冶することにより、高尚純

潔な習慣を身につけさせ、人を軽んじ己を重んじる考えや人を害し己を

利する考えを取り除くことができるばかりでなく、感情を刺激して極端

に走らせる弊害もないのである。 

 1921 年、『少年中国』誌上の宗教討論の文脈において、蔡元培は、彼の

宗教の存廃に対する見方を発表し、この前提のもとで、彼の「美育をも

って宗教に替える」説をさらにはっきり主張した。彼はこう考えた「将

来の中国では、将来の人類と同じように、宗教に存在の余地は残されて

いないだろう」。宗教が消滅した後に残された信仰の空白は、さまざまな

哲学上の主義がこれに取って替わるだろう。しかし、宗教が消滅した後

に残された感情の空白は、美育がこれに取って替わるのである。蔡元培

は、重ねてこう述べる「私はかつて「美育でもって宗教に替える」と言

ったのは、まさにこの意味である」2。 

 蔡元培の「美育をもって宗教に替える」説は、『少年中国』の宗教討論

でも大きな反響を呼んだ。まずは同調する者である。李思純は「宗教問

題雑評」のなかで、蔡元培の観点に同調したが、別の論拠も提出した。

                                                  
1 蔡元培「以美育代宗教説」（在北京神州学会演講）『中国現代哲学史資料匯編』

第一集第十冊、第 172、173 頁。原載『新青年』第三巻第六号、1917 年 8 月 1 日。 
2 「蔡孑民先生関於宗教問題之談話」（周太玄記）『中国現代哲学史資料匯編』第

一集第十冊、第 170 頁。原載『少年中国』第三巻第一期、1921 年 8 月 1 日。 
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李思純は言う、人類の知識面における満足は、哲学と科学から得ること

ができる。情感の面における慰めは、芸術と宗教から得ることができる。

芸術と宗教は、人の情感を慰める面において、同様の作用がある。即ち、

人の高尚な情感や優美な品性を陶冶し涵養するということである。そう

である以上、芸術は、宗教に替わることができるのである。芸術が宗教

に替わるのは、文芸復興以来の歴史の趨勢であるばかりでなく、理論的

な根拠もある。「ヨーロッパの格言に「美は善なり」（beauty is good）と言

う。快楽主義派（Hedonism）の倫理学者は、「善は快楽なり」（good is 

pleasure）と言った。芸術が宗教に替わるのは、ここにその理論的基礎が

ある」。つまり、芸術は情を慰めることを通じて人を善に向かわせるので

ある。この点から言えば、芸術は宗教に取って替わり、人類の教化を助

けることができる。芸術の道徳的機能、あるいは芸術と道徳との関係か

ら芸術が宗教に取って替わる必然性を論証することは、蔡元培の「美育

をもって宗教に替える」説にはなかった点である。李思純は、ここから

彼の宗教の存廃に対する見方を発表した。「もし科学が知の面に替わり、

芸術が情の面に替わるのならば、宗教の存在は当然ながら疑問となろう」
1。 

 蔡元培に対する反響の多くは反対者の意見であった。後期の陳独秀は、

美的、宗教的で、純粋な情感によって倫理と道義に偏った伝統文化を再

造することを主張し、美育と宗教は共存して、ともに作用を発揮するこ

とができると主張したが、彼も蔡元培に対する反対者であった。 

 周作人は、宗教と文学の関係という角度から、陳独秀と同じ穏やかな

反対意見を述べた。文学と宗教はいずれも生を求める精神活動から生ま

れ、恐怖と喜びの感情のほかに、別の感情はないように思える。ゆえに、

情感は文学の本体であり、それ以上に宗教の本体でもある。文学の積極

的作用は、全人類の感情を結びつけることにあるが、これはまさに宗教

の積極的作用でもある。もちろん、文学と宗教に相違点もある。即ち、

文学は神を用いない、あるいは神と関係を持たないのである。とは言う

                                                  
1 李思純「宗教問題雑評」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 165、169
頁。原載『少年中国』第三巻第一期、1921 年 8 月 1 日。 
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ものの、科学と比較すると、文学は、遥かに宗教に馴染む。というのは、

その根本的な精神が馴染む、つまり、ともに全人類を結びつける感情の

紐帯となるからである。周作人は、彼の言う芸術に馴染む宗教とは、宗

教の精神を指して言っているのであって、宗教の制度や儀式を指してい

るのではないと強調する。宗教の制度や儀式の存続が可能かどうかは甚

だ疑問ではあるが、「宗教の根本精神は、芸術の存在と運命を共にするの

である」1。 

 蔡元培の考えに対する 大の反対者は、劉伯明である。彼は明確に、

蔡元培の美育でもって宗教に替える主張には反対であると言う。という

のは、蔡元培は宗教が何なのか、そして美育はいかにして宗教に替わる

のかを述べていないからである。劉伯明から見れば、宗教、とりわけ所

謂高度な宗教というのは、理想と現実の衝突に起源する。芸術は、両者

の対立の一部分については調和させることができる。この点は、蔡元培

も見て取り、王星拱も見て取った。ゆえに彼は言う「人は求めるものが

得られないとき、美術を研究してその欲望を満足させるのである」2。し

かし、王星拱も蔡元培に同じく、宗教の本体を知らず、芸術的想像が理

想と現実の衝突を弥縫する暫定的な代替品にすぎず、人に一時的な満足

を与えることができるだけで、永久の満足を与えることができないとい

うことがわかっていないのである。後者の満足は、実に宗教が与えてく

れる満足である。一歩譲って、宗教化した芸術であれば、あるいは宗教

に替わることができるかもしれないが、普通の芸術には、不可能である。

宗教はその精神世界を対象としているが、これは普通の芸術では永遠に

替わることのできないものである。理想の境地が客観的存在であるか否

かは、議論することはできるが、理想の境地の意義とその価値は、歴史

的客観性がある。古今東西の思想に見える理想の境地に対する普遍的な

アイデンティファイは、理想の境地の歴史的客観性を表明している。ゆ

                                                  
1 周作人「宗教問題」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 94 頁。原載

『少年中国』第二巻第十一期、1921 年 5 月 15 日。 
2 劉伯明「宗教哲学」『中国現代哲学史資料匯編』第一集第十冊、第 94 頁。原載

『少年中国』第二巻第十一期、1921 年 5 月 15 日。 
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えに、それは根拠のあるものであり、その根拠は、物質や自然にあるの

ではなく、人の精神にあるのである。こうである以上、宗教は独立して

存在する理由があり、芸術によって代替することはできないのである。 

 上述したような新知識人グループが宗教にかかわる諸問題に対して提

起した、相互に矛盾しあう観点のうち、主要なものは陳独秀の変化する

前後の宗教観に、おおよそ反映されている。この意味から言うと、新文

化運動時期の陳独秀の宗教観が示す矛盾と緊張は、実は、新文化運動自

身の抱えるある種の精神的緊張が、陳独秀という個人に圧縮された結果

だと言えよう。確かに、中国現代史における新文化運動は、極めて特殊

な歴史的環境に置かれている。その参加者が自己のために策定した歴史

的任務は、極めて巨大で困難だった。彼らは自らの背負う重い歴史的伝

統に批判を加え、潮のように押し寄せる西洋文化に対応しなければなら

なかった。さらに彼らは決断を迫られていたのである。伝統を打ち捨て

西洋を抱きとめるか、伝統を死守して西洋を排斥するか、あるいは彼ら

の先輩が見事に成し遂げたように、広い胸襟をもって両者を受け入れ融

合するか。これはおそらく彼らが自己のために策定した任務のうちでも

も実現困難なものの一つであろう。彼らはさらにその上、未来を展望

しなければならなかった……。複雑な歴史的環境が彼らの思考を規定し

ていたのである。しかし、こうした新知識人グループの精神の緊張を詳

述するのは、一篇の小文のよくするところではない。 

 

（翻訳：大阪市立大学大学院文学研究科助教授 松浦恆雄） 
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