
1 6 2

1. はじめに

20世紀を迎えようとする転換期において、日本のメディアでは「宗教」をめぐ
る問題が盛んに取り沙汰されていた。『太陽』1901（明治34）年1月の「宗教時評」
（龍山学人）は、「東西両洋文明の衝突」によって「宗教思想の新傾向がもたらさ
れ、「遂に世界の宗教思想上に、一大変化を生じ来らんとす」という。「国民の宗
教思想は、頓に勃興し来りて、苟も清新の気、純潔の風、以て一代を徳化するの
宗教あらば、之に接せんことを望」んでいるといい、統一的な宗教（思想）の出現
への期待が表明されている。さらに同誌翌月の「宗教時評」でも、「現今我国宗教
界の状態は、各種の問題紛糾雑然として、（中略）而して仏教も、基督教も、共に
変動の機運内に萌し、新思潮は日に高まり来りて、澎湃たらんとすれども、一方
には、宗教本来の性質として、守旧的信仰と、旧慣的儀礼とは、未だ容易に侮る
可からざるの勢力を存し、所謂新宗教の前途、俄に卜すべからざるものあり」と
されている。ここでは、新時代における宗教思想の混迷した様相が、変化への
志向と各宗派が有する保守性との対立という図式のもとにとらえられている。
また同年の後藤宙外「思想惑乱の時代」（『新小説』1901年5・6月）では、「維新

以後泰西の物質的文明の襲来、種々の科学及び新思想の輸入」などによって「儒
仏二教の信仰と勢力とは大頓挫を来た」しており、「爾も是れに代りて国民の思
想を統一して、適従する前

ところ

を知らしむるに足る程の学説も宗教も人物も出でざ
る也」と述べられている。宙外によれば、「昨今各処に喧囂を極」めているのが
「倫理問題と宗教問題」であり、仏教とキリスト教の「競争」や「親睦」をはじめと
して、それぞれの宗派の運動や「禅学研究の流行、比較宗教学の研究、仏耶両教
融合論、合理的宗教説など、「宗教界の運動と学説の旺盛とは頗る目覚しきもの」
がありながらも、「尚一般の民心をして帰依渇仰せしむるに足るの宗教も学説も
な」いという。宙外によれば、このような動向は「思想界の一大惑乱の時期にし
て恐るべき禍機」を示すものであり、ここで「宗教問題」は「倫理問題」と並び、
宙外のいう「思想惑乱の時代」を象徴するものとして立ち現れているのである。

同時期における宗教界の主な動向を先行研究によって以下にまとめておく。
星野靖二は、「欧化主義に対する保守的な反動」や1891（明治24）年の内村鑑三
不敬事件、1893（明治26）年の「教育と宗教の衝突問題」などによって、「キリスト
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教に対する逆風が吹いていた」1ことを指摘する。また1894（明治27）年の日英
通商航海条約によって、1899（明治32）年には日本国内での「内地雑居」が実施
されることになるが、小川原正道によれば、「内地雑居にともなうキリスト教流
入に関して、内務省がもっとも懸念していたのは、キリスト教排撃論を喧伝し
ていた仏教勢力との衝突」であり、政府は「キリスト教の大規模伝道の展開や他
宗教との衝突、そして安寧秩序の妨害を防ぐ対策を採っていく」2。
さらに前出の星野は、1900（明治33）年頃の清沢満之の言論活動を通して、日

本の仏教界が「新しい形で仏教を社会の中に位置付けるという課題に直面」3し
ていたことを指摘している。星野によれば、この時期の仏教をめぐる議論は、
「現状の仏教とその組織には批判、改良されるべき余地があるという論理にお
いて、しばしば仏教改良論として提示された」という。また磯前順一は、同時期
の井上哲次郎による「宗派を超えた統一宗教をめぐる発言」をたどり、井上が既
成宗教に代わる「倫理的宗教」を志向していたことを跡づけている4。磯前によ
れば、その後の井上は統一的な「理想的宗教」の建設を提唱していくが、そうし
た志向は、岸本能武太や加藤玄智、姉崎嘲風らによって同時期に確立されてい
く日本の近代宗教学においても看取されるものであった5。
こうした状況下で、1901年に日本国内でのモルモン教伝道が開始される。前

出の小川原によれば、これは「安寧秩序の妨害」が懸念された場合の例にあた
り、内務省は主にモルモン教の「一夫多妻」を警戒しながら「他派に比して強い
姿勢でモルモン教に対応した」6。この事例からも明らかなように、モルモン教
は一夫多妻をはじめとする特異な教義によって良くも悪くも注目を浴び、新聞
や雑誌等で盛んに取りあげられることになる。また、同時期の文学系メディア
にもモルモン教への言及が少なからず確認できる。

本稿では、日本国内での伝道開始当時のモルモン教をめぐる言説を、同時代
の宗教をめぐる思想的混迷の中に位置づけることを試みる。そして、その言説
空間の中で起きた、モルモン教とニーチェイズムの結合という奇異な現象に焦
点をあてながら、明治30年代の思想と宗教をめぐる時代思潮の一側面を照らし
だしてみたい。後述するように、上記のような結合はモルモン教の教義とニー
チェ思想に対する偏向したイメージの符合によりもたらされるものであるが、
そうした偏向性は国外から新たに持ちこまれる外来の宗教や思想への警戒と期
待を二つながらに反映するものであり、前述のような宗教界の変化への志向と
保守性との対立という同時代の課題とも響きあっているはずである。

2. モルモン教の伝来をめぐる言説

明治期のモルモン教伝道活動と、それに対する新聞メディアや政府の反応な
どについては、沼野治郎や杉内寛幸らによる論考がある。沼野の調査によれば、
1901年 8月14日から9月8日にかけての『時事新報』や『朝日新聞』等7紙には

1
星野靖二『近代日本の宗教概念─宗
教者の言葉と近代』有志舎、2012年2月、
191頁。

2
小川原正道『日本の戦争と宗教　1899‒
1945』講談社選書メチエ、2014年1月、
39頁。

3
星野靖二「清沢満之の「信」─同時代
的視点から─」、山本伸裕・碧海寿広
編『清沢満之と近代日本』所収、法藏館、
2016年11月、121頁。

4
磯前順一『近代日本の宗教言説とその
系譜─宗教・国家・神道─』岩波書
店、2010年2月、83頁。

6
小川原、前掲書、43頁。

5
山口輝臣『明治国家と宗教』東京大学出
版会、2013年5月、167‒168頁。
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モルモン教の由来に関する記事や宣教師の取材記事など26もの記事が掲載さ
れており、その論調は「多妻主義について非難する」ものが多く、1紙を除いて
は揃って排斥的姿勢をとっていた7。杉内も、日本での伝道活動は「当初から「多
妻主義」、すなわち「一夫多妻」というイメージが付きまとっており」、「宣教師た
ちは、これらのイメージの払拭を図ることから始めなければならなかった」8と
している。

実際、この時期のモルモン教に関する言説をみると、「モルモン教＝一夫多妻」
という図式が人々の心に強烈に刻みこまれていたことが伝わってくる。前出の
杉内が例に挙げる『二六新報』1901年 8月14日の記事には、「多妻主義を以て聞
こえたる米国ユータのモルモン宗宣教師日本に渡航せんとす」とある。また雑
誌記事でも、「かの多妻制度を以て有名なる「モルモン」宗が、今後日本にその伝
道を試みんとの企てあり」（『聲』1901年7月「江湖」欄）、「一夫多妻主義を以て有
名なるモルモン宗は、今回日本へ向け布教するに決し、（中略）牧師は出発の途
に上りたる由」（『禅宗』1901年8月「雑俎」欄）といった言説がみられる。
『読売新聞』では藤波一如9の「モルモン宗」という記事が連載（1901年9月8日

－19日）されているが、その第1回で藤波はモルモン教を「基督教と云ふよりも
寧ろマホメツト教」とし、「多妻の主義にかぶれて生れ出たもの」であることを
その根拠としている。藤波は同時代の思想状況を「古道は廃れて新道は興らず、
以つて頼るべきの倫理道徳は未だ確立して居らない、（中略）実に精神界混溷の
時代」と概括したうえで、「我邦現社会の淫風の吹き荒む勢と来たら、上流は改
めて云ふまでもなく中流下流悉く情波猥浪、汪湃混濁と云ふ有様の時世である
のに、寧ろ我邦思潮の権化とも云ふべき一夫多妻主義で有名なモルモン宗が侵
入して来たのであるから、倫常の何物たるを弁へぬ輩は、その皮相だけを聞い
て結構な宗旨であると思ひ、或はその悪感化ばかりを受けて天理蓮門以外、更
に劇毒極まる淫祠を帝都の中央に築き、上下淫蕩の巣窟となつて我国民の徳風
を愈が上にも乱すやうなことになりはしまいか」と述べる。統一的な「倫理道
徳」が確立せず混沌としている日本の精神界が、モルモン教の伝来によって「悪
感化」を受け、さらなる混乱を招くことを藤波は憂慮するのである。

上の藤波の言説には、いくぶん感情的な側面もあるにせよ、日本国内の道徳
や宗教思想の混乱状況をふまえ、モルモン教の流入が及ぼす悪影響を懸念した
ものとして位置づけられるだろう。こうした見方は、前出の後藤宙外の意見と
も響きあうものといえる。その後、藤波は連載の中で一通りモルモン教の教義
や来歴を説明していく。そして最終回において、「モルモン宗とて、まさか直接
に不道徳を奨励し不義を勧誘すると云ふ訳ではない」と譲歩しながらも、その
教理は「不徳不義に墜落せざるを得ない性質のもので、（中略）人間の弱点に乗
じて、家国社会の秩序を紊乱しやうとする、膃肭臍宗である」と「断言」して連
載を締めくくっている。藤波の強い口調は、上記のように日本の社会状況への
憂慮からくるものだが、あまりに強い警戒感のために、被害妄想的な偏見に
陥っている感もある。

7
沼野治郎「日本におけるモルモン教会」、

『立命館言語文化研究』第6巻第4号、
1995年1月、71頁。

8
杉内寛幸「明治中期の宗教行政と外来
系新宗教─日本伝道開始時のモルモ
ン教への反応を事例として─」、『國學
院大學研究開発推進センター研究紀要』
第10号、2016年3月、207頁。

9
この藤波一如なる人物についての詳細
は明らかでないが、『活禅録』（文学同志
会、1901年9月）、『禅学の奥義』（同上、
1902年6月）、等の著書があり、また「一
如居士」と署名している場合もあるこ
とから、仏教（禅宗）系の知識人と推測
される。
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それに対して、内田融『モルモン宗』10（文明堂、1902年1月）は、その「緒言」に
「本宗の倫理的価値又は実行的利害」には「一切卑見を加へず」、「客観的記述を

主とし本宗の価値に関する評定は之を読者の自由判断に任ぜんとす」とあるよ
うに、比較的冷静かつ中立的な立場からモルモン教の解説を行っている。とは
いえ、ここでもやはり「緒言」の大部分が「一夫多妻主義」の説明に割かれている
ことから、「モルモン教＝一夫多妻」という図式の強度が窺い知れよう。さらに
内田は同書の「結論」において、モルモン教が「他の宗教と趣を異にし世人に忌
避軽侮せらるゝは彼の一夫多妻の宗義にありとす」とし、今や一夫多妻主義は
アメリカでは法令によって禁じられており、もはやモルモン教も一夫多妻主義
を公認してはいないが、それは表面上の形式に過ぎず、「彼等の間には事実とし
て一夫多妻主義の実行せられつゝあることは疑なきことなり」と述べている。
そのうえで内田は、一夫多妻制を「野蛮極まる習俗」「不道徳の事実」と断じ、こ
のような教義を持つ宗教は「野蛮時代」に現れるべきものであって、「文化旺盛、
人智開明の時代」である19世紀の中葉に起こり、20世紀の今日にますます勢力
を増しているのは「一怪事」であると結論づけている。

一方で内田は「一夫多妻主義」を、モルモン教の勢力を発達させた一要因とし
て意味づけてもいる。内田によれば、モルモン教徒はこの教義によって「世間の
人に軽侮せられ他宗の者に嫌悪せられ」、「聖徒は別天地を有する一社会をなす」
が、このように忌避されることはかえって「内に親しむ」要因となり、ますます
「協合の念を強くし同胞兄弟の感を増」すものであるという。一般社会に嫌悪さ
れ受け入れられないからこそ、宗派の中に逆説的な内向的連帯感が生まれたと
分析する内田の言説は、むしろモルモン教の非社会的側面、言い換えれば、そ
の「外道」的な側面を、かえって読者に強く印象づけるものであっただろう。

藤波・内田の両名は、濃淡の差はあれどモルモン教の教義に否定的であるが、
これらに対し高橋五郎（吾良）はキリスト者としての立場から、「モルモン教ト喇
嘛教（一夫多妻教と一妻多夫教）」（『太陽』1901年10月）と題した文章を発表して
モルモン教を擁護した。高橋は、世間の人々の「眼中にはモルモン教と一夫多妻
とは単に異字同義の類語」としか映っていないと嘆き、人々が「一妻多夫教」で
ある「喇嘛教」（チベット仏教）を称賛しておきながら、「今や絶大の嫌厭を以て一
夫多妻教を排撃しつゝあ」ることを「自家撞着」と批難している。
さらにその翌年8月、高橋は『麼児門教と麼児門教徒』（個人出版）を刊行する

が、そこで高橋は、「一夫多妻は麼児門教の特色」として天下に知られているが、
実際のところ、それはモルモン教に限ったことではなく、「仏教の如きも到る処
に於て一夫多妻を─ 否な一夫多妾をすらも─ 許容」してきたとし、世界の
あらゆる国家や宗教の歴史における一夫多妻の例を挙げながら、一夫多妻を
モルモン教の「最大特色」とみなすことは世人の「誤解」であると述べている。
そして高橋は、「一切の良麼児門（末日聖徒）」は、酒は勿論、煙草やコーヒー、茶
などの嗜好品をも「慎んで用ひず」、「甚きに至りては聖餐式に於てすらも葡萄
酒の代りに水を用ふ」と、多くのモルモン教徒の謹厳さをアピールしたうえで、

10
著者内田融の人物についてはほとんど
詳細不明だが、『モルモン宗』表紙には

「文学士　内田融」と記されており、こ
の他の業績として『哲学雑誌』に「信仰
を論ず」と題した評論を連載（1903年
4‒6月）している。
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決して彼らは、モルモン教を攻撃する論者がいうような「肉慾の奴隷」などでは
なく、そのような攻撃は正鵠を射ていないと反論している。
こうした高橋の記述は、いかにモルモン教の一夫多妻が「肉慾の奴隷」といっ

た性的規範を逸脱するイメージのもとに受けとられていたか、そして、モルモ
ン教の布教や、それを擁護する側の人々が、そのような印象の払拭に追われて
いたかを物語っていよう。この時期のモルモン教をめぐる言説は、「大概該宗の
多妻主義を非難して、排斥すべしといふ論旨に帰着するのである」（『聲』1901年

9月「時論」欄）。教育学者の吉田熊次が著した『現今の教育及倫理問題』（金港堂、

1904年10月）の巻末には「附録」として「モルモン宗論」という文章が収録され
ているが、そこでは「吾人はモルモン宗といえば直ちに一夫多妻の制度を連想
せざる能はず」と記されている。そうした認識はモルモン教の伝来以前にもあ
る程度共有されていたものでもあろうが、布教開始当時の言論状況によって、
ますます強固なものとなっていったはずである。

以上みてきたように、モルモン教伝道当時の言説には必ずといってよいほど
一夫多妻をめぐる問題が取り沙汰されており、それはモルモン教に対する一般
的イメージ形成において、最も大きな要素となっていた。いわば、一夫多妻とい
う強烈な先入観が一人歩きしてしまったために、日本国内におけるモルモン教
の布教活動は、きわめて強い逆風にさらされることになったのである。そして、
同時期の総合雑誌や文学系メディアに少なからずみられるモルモン教関連の記
事等も、やはり一夫多妻の呪縛から逃れえてはいない。加えて、文学系のメ
ディアにおけるモルモン教をめぐる言説は、一夫多妻の是非をめぐる単純な議
論にはとどまらない独特の問題をはらんでもいる。以下、節を改めてそのこと
を検討していきたい。

3. 文学系メディアにみるモルモン教イメージ

『太陽』1901年9月の「宗教時評」欄（龍山学人）は、「注目すべきの一現象」とし
てモルモン教の伝道開始を取りあげ、やはり「一夫多妻の制度」に着目しながら、
「法律の明文によりて此劣等なる宗教を禁止し、以て社会の秩序を壊乱せざら
しむべし」と強硬な態度を見せるが、「如何に世人の之を遇するかは着目すべき
問題なるべし」と、実質的には静観の姿勢をとっている。また12月の同欄でも、
「モルモン宗の如き其口実と外見の如何に拘はらず、其実相如何を察して」とい
う留保を加えながら、「断乎たる処置に出づべ」きであると主張している。なお、
12月分の記事は翌年1月の『中央公論』に転載されている。
その『中央公論』にも、モルモン教への関心を示す記事が散見される。同誌の

小特集「明治三十四年の概観」（1901年12月）には、「宗教界方面」という見出し
のもとに「モルモン教とラマ教」を比較する記事が掲載されている。そこでは
「本年の教界に於て最も奇異の現象」として「一夫多妻主義のモルモン教の渡来」
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と「一妻多夫主義のラマ教僧の来朝」が並列されている。また翌年5月の同
誌は、口絵にモルモン教宣教師の写真（図1）を掲げつつ、廣井生「モルモン
小観」や千里山西「大陸の探険と我国民」といった、モルモン教に言及する記
事を掲載している。後者については後に詳述するが、前者は、記事に付され
たはしがきによれば「モ教は世人が想像するが如き悪宗教に非ざるを弁じ、
聊か同宗の為めに幾分の冤を雪ぎ、同時に世の宗教家に向て今少しく其度
量の寛大ならんことを勧告す」ることを目的としている。そして本文では、
「徒らに反対党の憎悪、中傷的流言に盲従して、猥りに之を軽断」しているの
は宗教学者ではなく「俗信徒」だけであり、吾人は如何なる迷信教に対して
も、其研究上慎重の態度を取らんと欲する者なり」という。そして、「一般基
督教」と同じくモルモン教にも布教の自由を与えるべきであると主張し、「宜
しく大国民の度量を以て、之を迎へ」、その行く末は「宗教界の自由競争に一
任せよ」と述べている。記者の「廣井生」とは、キリスト教牧師であり東洋大
学教授も務めた廣井辰太郎と推定される11が、前出の高橋と同様、キリスト
教徒としての立場からモルモン教を擁護したものといえる。
『太陽』や『中央公論』といった総合雑誌がモルモン教の取り締まりに対して慎

重な姿勢や寛容な態度を見せるのに対し、文学系のメディアはどうであったか。
先取りしていえば、文学系メディアのモルモン教に関連する言説には、上の「モ
ルモン小観」の言葉を借りれば、まさしく「徒らに反対党の憎悪、中傷的流言に
盲従して、猥りに之を軽断」してしまっている節があるのである。

雑誌『新声』の同人であった正岡芸陽は、1901年10月に新声社から『嗚呼売淫
国』と題した評論集を出版している。同書は『新声』誌上にも広告（図2）が掲載
され、一定の影響力を有していたものと思われるが、その中の「寧ろモルモン宗
を歓迎せん乎」という章では、「モルモン宗とは何ぞや、即ち所謂一夫多妻主義
にして、其字義の示すが如く、一夫にして多くの妻を有し得るの信条を実行せ
んとするもの也」と断言されており、「一夫多妻主義は現下最も広く世界に行は
れつゝある宗教や道徳とは相反するもの也」とされている。正岡がモルモン教
を「歓迎」する理由については後述するが、このような正岡の文章は、「一夫多
妻」にまつわるモルモン教の反道徳的な印象を助長する言説の一例に、ひとま
ずは分類できるだろう。

前節にまとめたように、モルモン教の一夫多妻は「淫蕩」や「肉慾（欲）」といっ

たセクシュアルなイメージのもとに語られることが多かった。『新声』「新刊略
評」（1902年2月）には、前出の内田融『モルモン宗』が取りあげられているが、
その紹介文においてモルモン教は「近時乱れたる我国の宗教界に一導の恐慌を
起さしめたるもの」とされており、「表に十三條の信條を標榜し、裏に一夫多妻
の主義を蔵する彼が教理は、倫常廃れ綱紀弛び、肉慾の跋扈日を追うて熾なら
んとする我が社会に如何なる勢力を占めんとするか」と記される。そのうえで
内田の『モルモン宗』は、モルモン教の起源や教会の組織、信仰箇條、発達の状
態などを説明したもので、モルモン教の内容を知るにあたっては「慥に一読の

図2　『嗚呼売淫国』広告（『新声』1901年10月）

図1　『中央公論』1902年5月　口絵

11
前出の杉内は当時のモルモン教宣教師
たちに協力した人物の一人として廣井
の名を挙げている（杉内、前掲論文、
225頁）。
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価値あるもの」と評されている。先述の通り、内田はモルモン教に対して比較
的冷静かつ中立的な立場をとっており、『モルモン宗』という書物自体には、上
の紹介文にみられるような攻撃的な論調はなく、この紹介文には記者の主観が
多分に反映されていると言わざるをえない。つまり内田の『モルモン宗』は、あ
くまで「モルモン宗の内容」を知らしめることを目的とした書物にすぎず、モル
モン教の宗旨と、倫理観の退廃や「肉慾の跋扈」といった社会状況との連動性は
『新声』記者の筆によって演出されているものなのである。
また、『新声』と競合関係にあった雑誌『文庫』にも、モルモン教に関していく
ぶん偏重した言説がみられる。同誌に掲載された、中澤臨川の「鉱毒被害地視
察記」（1902年2月）は、「世澆季にして、観るに聞くに愁嘆の事のみ多かり、耳
を掩ふには其声余りに惨に、眼を閉づるには其情余りに悲し」と語りだされる。
中澤によれば、「都は師走下旬、暴風吹き荒びて火災叨りに起り、警鐘耳を貫く
もの毎夜一再にして已まず、聞説其多くは皆放火犯なりと。（中略）／清都の中
既に此の如し、百数の大宮人は閑なれや、焉んぞまた他を問ふに暇あらんや」と
いう。そこから、「京を去て北の方十有六里、渡良瀬沿岸の悲劇の如きは彼等に
一毛の加減なきなり風馬牛相関せざるなり。モルモンの帰依者を賛せよ、肉慾
の権化を頌せよ、かくて世は或は泰平ならん」と皮肉な調子で記される。そこ
から同記事は、「然りと雖ども、三十万無告の民を奈何、方数十里の田野を奈何。
（中略）耳あるものは鼎鐺だも聞け、鉱毒被害地の惨状を」という訴えへと接続
される。

中澤によれば、東京に住む人々は都内の荒廃に心をとらわれ、足尾銅山の鉱
毒問題などには関心を持つ暇がないというが、この文脈においてモルモン教が
「肉慾の権化」と表現されていることは注目すべきだろう。前出の藤波にも共通
するが、モルモン教は混沌とした世相と強い連動性を有するものとしてしばし
ば表象される。それは一夫多妻という宗旨から形成された反道徳的なイメージ
との親和性によるものと考えられる。「モルモンの帰依者」を「肉慾の権化」と言
い換える中澤の言説は、モルモン教に貼られていた反道徳性のレッテルがいか
に強固なものであったかを示す一例ともなっていよう。
その他、江見水蔭の小説「室津の梅」（『太平洋』1902年1月27日、2月3日）にも

「モルモン主義」という言葉が用いられている。主人公唐木の従兄である多三郎
は商船会社で働いていたが、そこでの船員たちの生活ぶりは、「到る処に青楼あ
り、神戸にも、横浜にも、函館にも、何処にでも女房があるといふ、モルモン主
義を取る」と描写されている。「モルモン教＝一夫多妻」という一種の固定観念
が、文学者たちの間にも浸透していたことを物語る恰好の例といえるだろう。

以上みてきたように、文学系メディアのモルモン教をめぐる言説は、モルモン
教の宗旨を「淫蕩」や「肉慾」といった反道徳的なイメージと結びつける役割を、
むしろ積極的に担っていた側面を有している。こうした情勢の中で注目される
のは、文学系メディアにおけるモルモン教をめぐる言説が、同時期の文学空間
を席捲していたニーチェイズムと関連づけられていくことである。なぜ、一見
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すると全く関係のない両者が切り結ぶことになったのか。以下、その様相を跡
づけていきたい。

4. モルモン教の「一夫多妻」とニーチェイズム

まずは、同時期におけるニーチェ受容や、ニーチェ思想をめぐる論争の流れ
を確認しておく。日本のニーチェ受容史にひとつの画期をもたらしたのは、高
山樗牛の「美的生活を論ず」（『太陽』1901年8月）である。樗牛はすでに「文明批
評家としての文学者（本邦文壇の側面評）」（『太陽』1901年1月）においてニーチェ

を取りあげていたが、論壇を熱狂的なニーチェ論議へと駆り立てていくのは、
むしろニーチェへの言及が一言もない美的生活論であった。それは、「ニーチェ
通の第一人者と目されていた登張竹風」が「樗牛の主張はニーチェ思想に基づく
ものであると解説したこと」12に大きな要因がある。竹風は樗牛の美的生活論
を「明かにニイチエの説にその根拠を有す」るものと断定し、樗牛のいう「美的
生活」や「本能」といった概念をニーチェの個人主義思想と結びつけている（「美

的生活論とニイチエ」、『帝国文学』1901年9月）。

このような議論は多くの批判的言説を呼び起こすことになった。たとえば坪
内逍遙は『読売新聞』に「馬骨人言」（1901年10月12日－11月7日）と題する評論
を連載し、ニーチェの思想体系や同時代文壇・論壇の無節操なニーチェ信奉を痛
罵した。また、逍遙だけでなく長谷川天渓や後藤宙外といった早稲田系の論客
たちも、ニーチェ思想および、ニーチェ思想に基づく（と竹風が規定した）樗牛の
美的生活論を厳しく批判した13。また、『新声』や『文庫』といった雑誌でも、明
らかに逍遙の「馬骨人言」に影響を受けたと思われる言説が氾濫している14。
さて、この「馬骨人言」の末尾近くで逍遙はニーチェイズム流行の比較項とし
てモルモン教を引きあいに出している。逍遙によれば、日本での「ニイチエ歓迎
の真の理由」は、ニーチェ思想が伝えられる以前から多くの人々が「既に実に於
てニイチェ宗の大の帰依者、信者、実践家であつた」からであり、「ニイチェの学
説は、単にその実に名義を与へ是

ヂヤスチフヒケーション

認を与へたばかりだ」という。続けて逍遙は、
「それにつけても爰に不思議を止めたはモルモン宗さの。同じく実に於て帰依
されてゐながら、根から歓迎されなんだ。宗旨にも運と不運とがあるか」と付
言している。
モルモン教が、その伝来以前から「既に実に於て帰依されて」いたとはどうい
うことか。上の逍遙の発言の意図は、前出の藤波一如や正岡芸陽、高橋五郎ら
の言説を補助線とすることで解読が可能となる。
まず、藤波が一夫多妻を「寧ろ我邦思潮の権化とも云ふべき」ものとしていた

ことに注目したい。藤波は日本社会の状況を「情波猥浪、汪湃混濁と云ふ有様
の時世」と表現し、その中でモルモン教が「劇毒極まる淫祠を帝都の中央に築き、
上下淫蕩の巣窟とな」ることを憂慮していた。すなわち藤波によれば、「一夫

13
美的生活論に対する反応については、
笹淵友一『浪漫主義文学の誕生』（明治
書院、1958年1月、201頁）や、修斌「明
治日本におけるニーチェ受容に関する
考察」（『新潟史学』第47号、2001年10
月）などに詳しい。

14
この問題に関しては別稿を期したい。

12
杉田弘子『漱石の猫とニーチェ─稀
代の哲学者に震撼した近代日本の知性
たち』白水社、2010年2月、24頁。
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多妻」的な「淫風」はすでに日本の社会を風靡しており、そこにモルモン教が持
ちこまれることによって、さらに「国民の徳風」が乱される恐れがあるというの
である。

また正岡の『嗚呼売淫国』は、モルモン教は一夫多妻主義が「当今文明の潮流
に反するもの」であることを知りながらそれを自称しているとし、「その胆や愛
すべし」という。さらに正岡は、「これを彼の女郎を妻にして正義を語り妾を蓄
へて人道を云ふ者に比して如何、寧ろ自ら進んでモルモン宗に帰依するの男ら
しきに若かんや」と、日本人男性が行う「身請け」や蓄妾制度を引き合いに出し
ながら、「日本人は毫もモルモン宗を拒むの権利を有せざるもの也、何となれば
モルモン宗の名こそなけれ、内実に於ては既に業にモルモン宗国たるものなれ
ば也」と述べている。日本の社会、特に男性たちの性的慣習は、その内実におい
てすでに「モルモン宗国」的であるとする正岡の言説は、先の逍遙の言葉との相
似性を有している。
そして、先述のように高橋は『麼児門教と麼児門教徒』において、一夫多妻が

モルモン教のみに限られたものではなく、仏教にも「到る処に」おいて一夫多妻
を許容してきたことを指摘していた。そのうえで高橋は、「斯の如く印度は一夫
多妻国なり、西蔵は一妻多夫国なり、支那は一夫多妾国なり、日本は一夫多妾
国なるに非ずや」とも述べている。現実として「一夫多妾」が横行している日本
にとっては、モルモン教の一夫多妻も決して目新しいものではない、というわ
けである。

この他にも、「如何に我邦で実際多妻主義が行はれて居るにもせよ、法律では
明かに之を禁じて居れば、如此な宗旨の伝道が果して成功しやうか何うか疑問
である」（『聲』1901年8月「江湖」欄）といった言説がみられるが、これらに共通
しているのは、主に日本の蓄妾制度をモルモン教の一夫多妻に重ねていること
であり、日本においてモルモン教がすでに「実に於て帰依されて」いるという逍
遙の言葉にも、このような意味合いが含まれているだろう。すなわち、モルモ
ン教に対する逍遙の認識も、やはり一夫多妻ということが前提になっており、
ニーチェ思想を「ニイチェ宗」という一種の宗教になぞらえながら、その歓迎ぶ
りを、同時期に渡来したモルモン教に対する強い反発との対比の中でとらえて
いるのである。

さて、先述の美的生活論争や、そこから派生した「馬骨人言」論争をへて与謝
野鉄幹は、「ニイツチエの学説は哲学者の談義なり、然らざれば詩人の空想な
り。学者として之を主張するも可、詩人として之を撞慕するも可、見て以て直
ちに世の少年子弟を毒すと為すは、モルモン宗来れるが故に遽に婢妾の増殖せ
んことを杞憂し、続一年有半の能く行はれたるが故に直ちに無神無霊魂論の
蔓延せんことを危惧するの類なり」（『明星』1902年1月「文芸雑俎」欄「昨年の文

壇」）と述べている。ニーチェの思想を、その表面的な過激さによって「直ちに世
の少年子弟を毒す」ものと安易に判断することは、モルモン教伝来による「一夫
多妻主義」の影響によって「婢妾の増殖」することを憂うのと同じだというので
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ある。ニーチェ論争への意見であると同時に、モルモン教に対する皮相な世間
的解釈の陥穽を衝くものともいえるだろう。
また、『文庫』1902年1月の八面坊「片言」は、モルモン教とニーチェイズムの

結合という事態の本質を示唆するものとして注目される。いわく、「高山樗生
ママ

が、いつかの『太陽』で女子大に装ふ可し、女学生の髪、何ぞ蓬々たるやつて様
なことを公言したが、何のモルモン宗ぢやあるまいし、女一人に男一人の世の
中だ、美しいとて、飾るべきは唯一人の為め、□衆男児に媚を呈して、夫れで始
めて妻に娶らるゝ様ならば、天下の婦女子は、取も直さず、芸妓である娼妓で
ある、ニツエチズムも大概にせぬと、風俗壊乱として引縛るぞ」（□部分は一字

分空白）。ここでいわれる「ニツエチズム」とは、樗牛が「美的生活を論ず」の中
で説いた「本能主義」と、ほぼ同義とみて差し支えないだろう。樗牛は「美的生
活を論ず」において、人生の幸福や至楽は「本能の満足」ひいては「性慾の満足」
にあることを唱えて大きな反響を呼んだが、上に引用した言説にも、その余波
を認めることができる。すなわち、この論者は樗牛の発言を、女性が華美に装
うことで男性の欲情を喚起することを推奨するという、きわめて「本能主義」的
な意味合いを持つものとしてとらえているのである。そして、そのような解釈
のもとに樗牛の発言を、一夫多妻によって「肉欲」のイメージと不可分のものと
なったモルモン教と結びつけ、それらを「ニツエチズム」として括っているもの
と思われる。
この時期の樗牛の発言が、彼自らの美的生活論によって形成された「本能主

義」の強靭なフィルターを通して受容されることは、もはや避けられない状態に
あっただろう。それは、ニーチェの思想それ自体の一般的認識においても同様
であったはずである。モルモン教とニーチェイズムの結合という奇妙な現象は、
一夫多妻の教義によってモルモン教が付与された「肉欲」のイメージと、樗牛の
美的生活論によってニーチェ思想と結びつけられた「本能主義」が持つセクシュ
アルな側面（「性欲の満足」）との親和性によってもたらされたものではなかった
だろうか。

少し時代が下るが、加藤玄智は『宗教講話』（隆文館、1905年5月）の中で、「印
度の順世外道一派」の快楽主義的教義を「私欲満足主義又は本能主義」と言い換
えつつ、ニーチェの「不道徳主義」と併記している。ここにはモルモン教への言
及こそないが、「外道」的な宗教のイメージと、ニーチェ思想の「不道徳」性が容
易に結びつきうることを傍証する一例として重要である。モルモン教の一夫多
妻が順世派と同様に一種の快楽主義的な教義として受けとられていたことは、
これまで取りあげてきた同時代の言説をみても明らかであり、そのようなモル
モン教の「快楽主義」的な側面と「本能主義」が切り結ぶことは、むしろ自然な
成り行きであったともいえるのである。
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5. 〈劇薬〉としてのモルモン教とニーチェイズム

ここまで、「肉欲」や「性欲」をめぐるセクシュアルな印象の観点からモルモン
教とニーチェ思想の結合の様相を跡づけてきたが、両者の間にある共通項はそ
れだけではない。『新声』「甘言苦語」欄（1901年11月）には、黒眼児と名乗る記
者によって、日本仏教の権威失墜に対する皮肉が記されている。いわく、「お手
前達は弥陀の本願を切売して、愚婦の財布を敲かせて、それで以て土手八丁は
衣紋坂などゝ、坊主頭に山高帽でも戴いて、狭い斜な巷を通うて居らるゝから、
天理教が跋扈したり、蓮門教が盛になつたりする。「モルモン宗とは何

ど ん な

様もので
御座るかな」などゝ太平楽を列べて居らるゝ間に、檀家の財布にモルモン神社の
お守護札が入ることになりまするぞ、些とお気を確に、お持ち遊ばされや」。
「檀家の財布にモルモン神社のお守護札が入る」とは、外来宗教が既存宗教に

取って代わることを暗示しており、権威を失っていく仏教への警鐘を読みとる
ことができよう15。

その他にも、モルモン教に言及しながら既存仏教の閉鎖性を指摘したものと
して、前出の千里山西「大陸の探険と我国民」が挙げられる。同論文は「（一）政
治の方面より見たる大陸の探険」「（二）学術の方面より見たる大陸の探険」
「（三）実業の方面より見たる大陸の探険」「（四）宗教の方面より見たる大陸の探

険」という四項目からなっており、各項目の観点から「探険」の有用性が論じら
れているが、中でも注目したいのは「（四）宗教の方面より見たる大陸の探険」で
ある。ここでは、日本国内の仏教者が海外巡礼に出ないことについて、「これ仏
教の已に死滅せる為めなりと雖、又以て我国人の外国に踏み出すことを嫌ふ」
ためだと理由づけられている。このために日本の宗教は「永く世界的のもの」に
なれないと論者は慨嘆し、「本号の口絵（前掲（図1）参照─引用者注）吾人は吾邦
に来れるモルモン宗の宣教師を紹介せり。彼の如き教義を以てして猶自費万国
伝道の壮挙を企つ勇気有り。吾人索より其教義を信ぜずと雖、只其熱心には感
服せざる能はず。之を紹介せるものいさゝか日本の宗教家を警めんとするの微
意に外ならざるなり」と述べる。つまり、モルモン教の教義には必ずしも賛同
しないが、その布教の姿勢における「勇気」や「熱心」を肯定的に評価し、そのこ
とをもって「日本の宗教家を警めん」というのである。ここではモルモン教の有
する積極性が強調されながら、ともすれば閉鎖的になりがちな既存宗教を激励
するための材料とされている。
こうした言説は、本稿冒頭でふれた宗教革新の動きとも、決して無縁のもの

ではないだろう。仏教雑誌『新仏教』の「モルモン宗を歓迎す」（無署名、1901年

11月）は、かつてアメリカから伝来した「マンモニズム」が「日本の士気を奮興
し」、「素町人根性を駆逐し」、「一国道徳の程度を高からしめた」ことを引きあ
いに出し、「同じく米国より渡来し、其名称の頗る相似たるモルモニズム」が、
「日本の家庭を廓清」し、「風俗文教の矯正匡救に資し」、「天下の人心をして明か
に其帰向すべき所を知らしめ得」ることに期待を寄せている。このように宗教

15
天理教や蓮門教といった新興宗教を引
きあいに出しながらモルモン教を「淫
祠邪教」と規定する言説は、「天理蓮門
以外、更に劇毒極まる淫祠を帝都の中
央に築き、上下淫蕩の巣窟となつて我
国民の徳風を愈が上にも乱す」ことを
憂慮した前出の藤波一如にも共通して
おり、同じく前出の吉田熊次も「現在
我国に行はるゝ天理教の如き風教に害
あるや疑なし」としつつ、モルモン教
も「風教に大害を及ぼすは疑ふべくも
あらざるなり」と断じている。さらに
前出の『太陽』「宗教時評」（1901年12
月分）も、「旧信仰廃れて是に代るべき
新信仰確立せず、（中略）淫祠邪教は大
に跳梁跋扈を恣にせり」とし、「天理、
蓮門、富士、丸山等」を例に挙げながら
モルモン教に言及している。
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界からも、国内の「士気」を高め風教道徳の「矯正」をもたらすものとして、モル
モン教を「歓迎」する声があがっていたことは注目される。これは、自らの沈滞
を自覚し「革新」を求める既存宗教側の自己批判的な認識を反映していよう。

前出の正岡芸陽『嗚呼売淫国』は、「寧ろモルモン宗を歓迎せん乎」という章に
おいて、「モルモン宗を以て他に一の優れるものありとなす」ためにモルモン教
を歓迎すると述べている。正岡に言わせれば、あらゆる宗教は「等しく迷信」で
あり、宗教信者は「理想の奴隷」である。そのように宗教は人を「骨抜人間」にす
る「偽善」的なものであって、その点において、キリスト教や仏教、儒教といっ
た既存宗教も、金光教や蓮門教、天理教といった新興宗教も同じであり、「モル
モン宗を以て亦一も異なる所」はないという。そして「今の社会には迷信家案外
に多く、偽善者最も多く」、そのように「現時の道徳、宗教」が腐敗した中で、少
なくとも「自ら欺かざるの点に於てモルモンは優れたり」という。なぜなら先に
も引いたように、「モルモン宗は自ら称して一夫多妻主義と云ふ」ものであり、
「女郎を妻にして正義を語り妾を蓄へて人道を云ふ者に」比べれば、「寧ろ自ら

進んでモルモン宗に帰依するの男らしきに若かん」と正岡は喝破する。皮肉に
満ちた正岡の口調には、日本の社会や宗教、道徳の腐敗に対する強い慷慨が込
められており、その「偽善」的な腐敗ぶりを浮き彫りにするために、モルモン教
の非「偽善」的な側面が持ちだされるのである。

正岡は1902年5月に新声社から『英雄主義』と題した書物を刊行しているが、
正岡によれば、ニーチェイズムは「完全なる思想」ではないが、日本の「時弊救済
の要義は確にニツチエーズム中に潜」んでいるという。正岡はニーチェを「近世
に現はれたる最大の英雄」と位置づけ、「個人主義の大旆を以て、総ての誤れる
理想に大打撃を加へた」と評価する。その文脈において正岡は宗教問題にも議
論を敷衍し、既存宗教の形式的なあり方を槍玉にあげながら、「偏狭なる倫理説
は霊妙滑脱の人心をして麻痺せしむ、形骸のみを有して時代精神を洞察するの
明なき道徳は終に世をして小博愛、小慈善の末に走らしむ、之明治の時代精神
也」と舌鋒を鋭くする。宗教的な倫理思想の形骸化と矮小化を「明治の時代精神」
とする正岡の発想は、いうまでもなくニーチェのキリスト教批判に感化された
ものであろう。

さて、『嗚呼売淫国』と『英雄主義』の二著に示された正岡の議論には、モルモ
ン教とニーチェ思想の対応関係に関する重要な論点の糸口が見出される。『新
声』1902年1月の「文芸小観　回顧と前進」（無署名）は、「道徳よりも黄金、宗教
よりも淫欲の上に重を置ける利己主義の極盛時代に於て、本能主義を唱ふるが
如きは、熱火に油を注ぎ、病者に毒水を与へんとするの危険を犯すものにあら
ずして何ぞや」とし、「情慾の奔逸を制すること能はざる青年」にとって、「利己
主義」を旨とする時代の風潮は「一層の堕落を早むる」ものではないかと述べ
ている。「本能主義＝ニーチェ主義」に対する危険視は、「利己主義の極盛時代」
という状況や、それに伴う青年の堕落への憂慮を前提としており、坪内逍遙も
前出の論争の中で、「放僻横邪の説が一知半解の間に」紹介・推奨されることに
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強い不快感を示す。そのような思想や学説が「盲崇」され、「徳育地を払ひ、思想
混乱せる社会に流伝」することにより、「既に堕落せる青年輩には其の非を回護
するの口実を供する」ことを憂慮したために、「筆誅を元凶に加へん」としたこ
と（「帝国文学記者に与へて再びニイチェを論ずるの書」、『読売新聞』1901年12月

19日）こそが、「馬骨人言」執筆の動機であったとしている。このようにニーチェ
思想もモルモン教も、在来の思想や宗教が混乱をきわめる中に投げこまれたか
らこそ、さらなる悪影響を与えかねないものとして並々ならぬ反発や警戒を招
くのである。

そうした危険性が警戒される一方で、ニーチェ思想やモルモン教には、思想
界の沈滞や混迷に一種の〈劇薬〉として作用する可能性が認められてもいる。
久保天随は、『帝国文学』「雑報」欄の「新道徳と新宗教」（1902年1月）において、

「革新の声あればこそ、いつかは之を実現するに至り、社会組織の改善となり、
人文の進捗、愈よ観るべき者あるを得るなれ。ニイチエ主義の唱導は理の当然
のみ」とし、「ニイチエは現代思想界の旋風なるべく、また劇薬たるべきものか」
と述べる。坪内逍遙も前出の「馬骨人言」で、「ニイチェ／＼と吹聴するは、畢竟
は萎靡沈澱せる文壇の大惰眠を破らんための善巧方便」であろうと分析してい
る。これらの言説は、前述のように、既存宗教への警鐘や激励のためにモルモ
ン教が持ちだされていたことにも通じるものであろう。正岡芸陽はモルモン教
を「劇毒極まる淫祠」（前出『嗚呼売淫国』）と表現したが、大方においては危険視
され警戒を招きながらも、既存の宗教や思想の「革新」を促す対立項として機能
しうる可能性を秘めたもの─そのような時代認識の共通性が、ニーチェイズ
ムという外来思想とモルモン教という外来宗教との「結合」の裏側には潜んで
いたのである。

6. おわりに

モルモン教はその伝来当初から「一夫多妻（主義）」の教義が過度に注目され、
「肉欲」や「性欲」といったセクシュアルな言葉とともに、そのイメージが流通し
ていった。一方でモルモン教の伝来は、近代的な宗教思想や道徳観念形成の過
渡期にあった明治日本にとって、既存の宗教体系や社会的システムの問い直し
を迫るものでもあった。それは、高山樗牛の美的生活論によってやはり性的な
イメージを付与され、保守的な道徳思想との対立が前景化されていったニー
チェイズムの受容構造と、奇妙なほどに似通っているのである。
そして、外来思想や宗教への反発は、在来の社会や思想界、宗教界の内憂や

危機意識と表裏をなすものであった。外来の思想や宗教は国内の社会や思想の
病弊を照らしだすものであり、在来の宗教や思想が置かれている領域を脅かす
可能性を有しているからこそ、既存の思想や宗教の奮起を促す〈劇薬〉として語
られるのである。そのことは、宗教界の沈滞や宗教間対立の中での統一的な
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「理想的宗教」の模索、道徳思想の混迷や腐敗といった状況において、新たな思
想や宗教のあり方を弁証法的に見いだしていこうとする時代精神を映しだして
いるはずである。

こうした現象の構造を解明することは、明治30年代という時代の実相に迫っ
ていくことにつながるだろう。「思想」と「宗教」は複雑に絡み合い、「惑乱」「混
迷」「混乱」などと言い表される時代を形成していた。しかし、こうした言葉で
ひと括りにすることは、その時代状況自体をブラックボックス化し、その内実を
隠蔽してしまいかねない。ニーチェイズムとモルモン教の奇妙な「結合」という
現象には、そのような問題を解決していくための重要な鍵が隠されてはいない
だろうか。

［付記］ 引用は原則として初出により、旧字は適宜新字に改め、特に必要なもの

を除いてルビや傍点は省略した。なお、引用文中の「／」は改行を示す。


