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【 論　文 】

《倫理》論文における理念型論述の具体的様相
── 論文読解のための第一次考察 ──

藤　村　俊　郎

は じ め に

論文『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の “精神”』（以下，《倫理》論文と略称）1のなかで，
ヴェーバーはある論述に付した注記で，それが理念型による論述であることを明示するとともに，
理念型とは「歴史的現実にある意味で暴力を加える」ものと注釈している（後段「1」を参照）。
理念型は，いうまでもなくヴェーバー独特の重要な学問的方法であるが，ヴェーバー自身がその

代表的著作である《倫理》論文のなかで，敢えてその特質を「歴史的現実にある意味で暴力を加え
る」ものと説明したのをわれわれはどのように受け止めればよいだろうか？それは，《倫理》論文
で歴史的現実にどのような具体的処理が行われることを意味し，また，それは学問的にどのような
意味をもち，《倫理》論文の提示する歴史把握にどのような特徴的結果をもたらしているのだろう
か？
本稿でこれから考察しようとしているのは，およそこのような問題である。

この問いかけ方そのものが暗に示しているように，これから行う考察で，われわれは，ヴェーバー
がその生涯にわたる世界史把握の努力全般で活用した理念型把握の総体ではなく，何よりもまず《倫
理》論文における理念型論述，それも実は，同論文の初版におけるそれに焦点を絞る予定である。
それは，なによりもまず，われわれ自身がこの論文の精確な読解を主要目的としており，この目的
にとって，この論文における理念型論述の把握が重要な鍵になると予測するからだが2，そのうえで，

 1 本文で説明するとおり，本稿では，同論文・初版を主な分析対象とする。Max Weber, Die protestantische 

Ethik und der “Geist” des Kapitalimus, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik XX 1, 2, 

1904, 1905.〔以下，PE （Archiv, XX, 1）などと略記〕）。原文参照箇所の指示はこれにより，邦訳参照箇所は，
改訂版ではあるが，参照の便を考慮して主として，マックス・ヴェーバー，プロテスタンティズムの倫理と
資本主義の精神，（大塚久雄訳），岩波文庫，1989.〔以下，《倫理》（大塚）と略記〕によって示す。但し，訳
文は必ずしもそれにしたがっていない。また，改訂の影響がある場合は，そのことを明記する。なお，初版
と改訂版とを並行して読める訳書として，マックス・ヴェーバー，プロテスタンティズムの倫理と資本主義
の《精神》，（梶山力訳・安藤英治編），未来社，1994.〔以下，《倫理》（梶山・安藤）と略記〕が両版の対比
に便利であり，限られたケースだが，この文献によって参照箇所を示す場合もある。

 2 この問題意識を端緒的に示した小論として，拙稿，「ヴェーバーの『神曲』・『失楽園』対比を透視する─《倫
理》論文読解のための一序説─」，福島大学経済学会『商学論集』第 83巻・第 3号，2014年 12月〔以下，
前稿と略記〕を参照されたい。
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とくに問題を初版に限定するのは，次のような問題意識からである。
周知の通り，《倫理》論文には，1904-05年に執筆された初版（正確には，注 1に示す雑誌論文）
とおよそ 15年を経て 1920年に公刊された改訂版とがある。この間にヴェーバーは世界史把握にか
かわる一連の重要な労作を執筆しており，それらの一部を集成した論文集『宗教社会学論集』の刊
行に際して，その第一巻3の巻頭に置かれたのが，改訂された《倫理》論文であった。それは，同『論
集』全体の基調を設定する意味をもち，改訂の内容には，この間に蓄積された研究の観点や到達し
た世界史把握の問題意識など，新たな見地が反映していた4。この点に着目すれば，《倫理》論文の
精確な読解には，背景となるヴェーバーの学術思想や歴史把握の発展も考慮しながら，《倫理》論
文の初版と改訂版とを，さしあたり，段階的に異なるものとして区別し，それぞれの段階の特質を
把握するのが当然のアプローチとなろう。われわれは，まさにこの観点から，同論文を初版段階の
姿で認識することを重要な基礎作業と位置づけ，その鍵の一つとして初版における理念型論述の特
質の分析を目指している。これが当面する理念型論述の考察を《倫理》論文・初版に限定する問題
意識の主要部分である。
他方，このように考察対象を《倫理》論文・初版に基本的に限定することは，ヴェーバーの理念

型という方法範疇の全体像を把握するうえでも，実は重要な意味をもつと考えられる。なぜなら，《倫
理》論文・初版を執筆した頃，ヴェーバーは歴史把握ないし社会科学の方法論にかんする一連の著
述を展開しており，とくに 1904年に発表された論文「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客
観性』」（以下，《客観性》論文と略称）5は，理念型について初めて体系的解明を試みた論文として
注目されるものである。ところが，ヴェーバーがその早すぎる死の直前，つまり改訂版が出版され
て間もない頃，校正までを終えていたという遺稿「社会学の基礎概念」（以下，《基礎概念》論文と
略称）6をこれと読み比べてみると，理念型の基礎にある認識論や理念型の具体論について，考え方
が微妙に，しかもある面では相当顕著に変化していることが分かる。つまり，ヴェーバーの理念型
の理論と実際に何らかの展開があったのは確かであって，この点に着目すると，《倫理》論文・初
版の執筆段階におけるヴェーバーの理念型にかんする理論と実際がどのようなものだったかを具体
的に特定することは，ヴェーバーの理念型全体の把握にとっても独自の意義があると考えられる。
これがわれわれの考察の焦点を《倫理》論文・初版に絞る問題意識の副次的部分である。
こうした問題意識で進めようとしている考察は，多面的な検討が必要なため，本稿を含むいくつ

 3 Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, 1920.〔以下，GARS. Iと略記〕。
 4 改訂による変更の全貌については，先駆的分析として，安藤英治，ウェーバー歴史社会学の出立，未来社，

1992年〔以下，安藤『出立』と略記〕，204頁以下，最近の総括的分析として，Klaus Lichtblau u. Johannes 

Weiß, Einleitung der Herausgeber, in Max Weber, Die protestantische Ethik und der “Geist” des Kapitalimus, Beltz 

Athenäum, 1993.を参照。また，本稿のテーマに関連する改訂箇所の個別的分析例として，本稿後段「1 （2）」
の論述を参照。

 5 Max Weber, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, 1904, in Max Weber, Gesa-

mmelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 1922/1988,（以下，Obj （GAWL）と略記）; なお，邦訳参照箇所は，マッ
クス・ヴェーバー，社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」，（富永祐治・立野保男訳），岩波文庫，
1998，（以下，《客観性》（富永）と略記）で示す。但し，訳文は必ずしもこれに従わない。

 6 Max Weber, Soziologische Grundbegriff, in Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5 Aufl., 1976, S.1-30. ; マックス・
ヴェーバー，社会学の根本概念，（清水幾太郎訳），岩波文庫。
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かの論稿になることが予想されるが，その論述の過程で確認する暫定的結論や課題設定は，いずれ
も《倫理》論文の精確な読解の過程の一階梯ないし一局面を構成するもので，なお流動的な面を含
み，また，上述の問題を考察する場合，実証面・理論面ともに多岐にわたる論点が関係してくるた
め，一部の論点については，論述の脈絡や紙幅との関係で後段ないし別稿での論究を予告しながら
議論を先に進めざるを得ない場合もある。本稿を含む一連の論稿がこうした相対的限定性をもつこ
とについて，あらかじめ了解をお願いしておきたい。

＊なお，文中，ヴェーバー自身による強調は，すべてその引用文中に太字斜体を用いて示して
あり，それ以外の本文ならびに引用文中の下線ないし太字立体による強調は，すべて藤村に
よるものである。

1.　「歴史的現実に暴力を加える」ことの意味を探る　─問題の具体的確認のために

ここでは，われわれがどのような問題を考察しようとしているかについて具体的認識を共有する
ために，まず，冒頭で指摘したヴェーバーの注記の内容を考察して問題の具体像を確認し，次にそ
れに関連して，この問題の具体的な広がりを展望しうる参考材料を提示することにしたい。

（1）　理念型論述事例の考察〔1〕:〔信徒対比の理念型〕　─《倫理》論文における注釈の意味

問題の注記は，《倫理》論文第二部「禁欲的プロテスタンティズムの《ベルーフ》思想」・第一章
「世俗内禁欲の宗教的基礎」7のなかの一論述に付されたもので，文脈と内容は次の通りであった。
この章では，16・17世紀のヨーロッパでは人々の生き方が宗教に規定されていたとの認識から，

その状況をめぐる議論が展開されているが，当面の論述の中心はカルヴァン派で，ヴェーバーは，
かれらの独特の教義─いわゆる「予定説」─が信者の生活全般に及ぶ系統的な生き方を規定したこ
とを強調している。それと対比するために，伝統的な信仰生活を「中世カトリック教徒」に代表さ
せ，両者の対照性を図式的に表現し，カルヴァン派では「善行」が生涯を通じた系統的な生き方と
して追求されたのに対し，「中世カトリック教徒」は個別の罪深い行いに即して個別の「善行」を
行うに止まり，「倫理のうえである程度まで “その日暮らし”をしている」と定式化した（以下，こ
れを〔信徒対比の理念型〕と呼ぶ）。この定式化に関連して，ヴェーバーは本文中の「中世カトリッ
ク教徒」という語に注記を付して，そのなかで，理念型について次のように注釈したのである8。

　ここでもまた，何よりまず（zuerst）特徴的な差異を際立たせるため，歴史的現実にある意味で暴

力を加えるのを承知のうえで，どうしても “理念型的”な観念を用いた〈筆法〉（idealtypische Begriff-

sgespräch）で語らなければならない。─そうしなければ，煩瑣な留保条項に妨げられて，明確な定式

 7 本稿では，《倫理》論文の内部構成を邦訳通例の「章・節」編成ではなく，「部・章」編成で示し，また「《ベ
ルーフ》思想」という訳語を用いた。その考え方については，前稿，注 2，注 3を参照。

 8 PE （Archiv, XX, 2）, S.26, Anm.50）;《倫理》（大塚），191頁ならびに 195頁，注 （4）を参照。なお，大塚訳は
改訂版であり，初版とは異なる部分を含む（後段，「1 （2）」を参照）。また，上記訳文は前稿でも引用し，そ
の際，文中の “zuerst”を「ひとまず」と訳したが，本稿では解釈をあらため，「何よりまず」と訳し変えた。
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化はおよそ不可能になってしまう。できるだけ歯切れよくここに描き出された対照性がどの程度まで

相対的なものに過ぎないかは，後段で論じる予定である。

「中世カトリック教徒」という語に付されたこの注記は，彼らの倫理をある程度まで「その日暮
らし」と規定した本文の定式化が，実は対照性を強調するために「歴史的現実にある意味で暴力を
加え（た）」ものであって，この対照性をそのまま「歴史的現実」として主張しているわけではな
いことに注意を促している9。しかし，その点を明記したうえで，明らかにヴェーバー自身は，実際
には存在する相対性を捨象して，「できるだけ歯切れよく」「特徴的な差異を際立たせ（た）」「明確
な定式化」，すなわち「歴史的現実にある意味で暴力を加え（た）」理念型的把握に特別の意義を認
めている。
ヴェーバーがここで示した考え方でとくに注目されるのは，歴史事象を把握し，論述する二つの

対照的な〈筆法〉が対比されていることである。その一方は─ヴェーバー自身が明確にそう規定し
たわけではないが─歴史的現実をできるだけ客観的に反映し，実際に即した把握を重視する〈筆法〉
と言えよう。ところが，ヴェーバーは，この〈筆法〉では「煩瑣な留保条項」が妨げとなり，本文
で記述したような「特徴的な差異を際立たせる」「明確な定式化」はできないとし，これとは異な
るもう一つの〈筆法〉，すなわち，歴史的現実につねに随伴する相対性・条件性を捨象し，できる
だけ歯切れよい，いわば極限化された表現を追求する「“理念型的”な観念を用いた〈筆法〉」が必
要だと言う。いわば，「暴力」を加えない〈筆法〉と敢えて「暴力」を加えた〈筆法〉とを使い分
けようとしている。ヴェーバーがここで対照的なものとして示した区別は，歴史把握にかかわる
ヴェーバーの理念型論述を分析・考察する際に重要な意味をもつと思われるので，本稿では，前者
を〈リアリズム筆法〉，後者を〈デフォルメ筆法〉と呼び，以降の分析に活用することにしたい10。
ところで，ヴェーバーの上記の説明に基づけば，このうち，〈デフォルメ筆法〉は，歴史的現実

と理念型的把握とのあいだに必然的に意図的な乖離や歪曲を生じさせるはずだから，それがどのよ
うな意味で，どの程度許容されるのかが吟味されないと，この方法の学問的妥当性が問われること
にもなりかねないはずである。だが，ここでは，この点についてとくに論点の提起もなく，先回り
した解答も与えられていない。
ヴェーバーが理念型論述について敢えて「歴史的現実に暴力を加える」と述べた主旨は，上記の

注釈内容からおおよそ推定できるが，とはいえ，やや漠としたこの注釈だけでは，とりわけ，歴史
的現実からの意図的な乖離を前提とする観念的言明の客観的妥当性がどのように担保されるのかに

 9 この注記は「中世カトリック教徒」に付されているが，「カルヴァン派」も，その対極に置かれた限りでは，
やはり「できるだけ歯切れよく」「特徴的な差異を際立たせる」目的に沿って「明確な定式化」が施された「理
念型」概念としてあるのが論理的に必然であり，また情理的に自然であろうと考える。

10 この比喩的表現は絵画を念頭に置いている。絵画では人物の肖像を相当にデフォルメして描いても，克明な
リアリズムで描いてもいずれも価値がある。歴史把握でも，いずれの手法の歴史像も成立しうるが，学問的
な歴史把握に限るなら，実証的妥当性が要件となり，質も意味も異なる二種類の歴史像を取り違えるのは，
致命的な誤りや誤解を招くはずである。但し，両者の区別は相対的な面もあり，議論を明確にするため，本
稿での「デフォルメ」とは，ヴェーバーの言明に即して，特定の論述目的のために歴史的現実に意図的な変
形を加えた場合とする。
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ついて言及がないままでは，誰しも，そうした論述が学問的歴史把握に対してもつ意義をただちに
納得できるとは言い難いであろう。本稿の問題意識は，それを重要な留意点としつつ，《倫理》論
文における理念型論述の具体的様相を確かめ，その受け止め方を探ろうとするものである。言い換
えれば，それがわれわれの眼前に置かれている問題の基本的見取り図だと言ってもよい。

もちろん，それだけでは，われわれが考察しようとする問題のイメージは，なお抽象的で漠然と
したものに止まろう。ところが，上述の注記には，実は，たまたまそれが辿ることになった一つの
注目すべき経緯があり，その内容を通観すれば，われわれが問題にしようとしている事柄も，より
いっそう具体的な輪郭のなかに展望することが可能になると思われる。
その経緯とは，初版出版後 15年を経て行われた《倫理》論文の改訂に際して，当該部分の本文

と注記にかなり大幅な改変が加えられたことで，しかもその内容は，《倫理》論文・初版から改訂
版にいたる理念型論述の理論と実際の変化という，われわれが冒頭で述べた問題関心に直接かかわ
る内容を含んでいる。冒頭で断ったとおり，われわれは，当面の課題を《倫理》論文・初版におけ
る理念型論述の具体的様相を明らかにすることに焦点を絞り込んでおり，この点では，初版から改
訂版への変化をフォロウするのは本来の主旨から逸脱する面がある。しかし，われわれの中心的関
心事をめぐって初版から改訂版へどのような展開があったのかをあらかじめ眺望しておくことがで
きれば，ヴェーバーの理念型の理論と実際の具体的な姿に触れることにもなるし，また，初版と改
訂版とを区別して議論するわれわれの問題意識の意味を具体的に確認することにもなり，本稿の考
察の一つの準備作業と位置づけることも出来よう。以下では，この主旨から，一定のスペースを割
いて，改訂の具体的状況を参考材料として概観しておくことにしたい。

（2）　〔信徒対比の理念型〕のさらなる考察　─改訂版における理念型論述の修訂をめぐって

さて，先に引用した注記で確認できるように，もともとヴェーバーは，対比対象の対照性を本文
で極限化して描き出したうえで，実はその対照性が相対的なものであることについて，当該論述と
は切り離して「後段で論じる予定」と述べていた。だが，この「予定」は初版では実行されるには
いたらず，15年後の改訂で，この部分にやや複雑な改訂が施される運びとなった11。
まず，注記文中の「（…相対的な点は）後段で論じる予定」と述べた箇所が「（…は）別個に議論

されて然るべきだろう」と書き換えられ，それを承けて次の文章が加筆された12。

　すでに中世のうちにカトリックの公式の教説が彼らなりに生活総体の聖化という理想を打ち立てて
いたことは言うまでもないことである。だが，それと同様に次の二点も疑いを容れない。第一に，教

11 安藤英治氏は，《倫理》論文の初版と改訂版を詳細に比較分析し，初版で約束された「後段」の議論が実行
されず，改訂版で予告そのものが削除された例が多数あり，多くは，予定されていたもう一つの「章」が独
立したこと（いわゆる「ゼクテ」論文）に関係すると推定している。安藤 『出立』，215頁を参照。だが，こ
こで取り上げたケースでは，重要な改訂を加えた本文と注記が残されており，それらとは取り扱いが異なる
と言えよう。 

12 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in GARS.I, S.113, Anm.1 ;《倫理》（大塚），
195頁，注 （4），さらに 191-2頁 を参照。
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会の日々の実践は，ほかならぬそのもっとも有効な矯正手段，告解をつうじて，本文に引用したよう

な系統性のない生活態度の心理的負担を軽いものにしたこと，第二に，カルヴァン派の根底にある，
厳格主義的で冷厳な気風ならびに完全に自立した孤独な境地は，中世カトリックの平信徒には永続的

に欠けていたに違いなかったこと，これである。

さらに，本文でも，上記加筆文中のカトリックにかんする部分をやや詳しく論じた内容が加筆さ
れた。また，用語面で，初版本文の「中世カトリック教徒」という総称が「中世の普通のカトリッ
ク平信徒」と言い換えられ，本文と注記それぞれの加筆部分でも，対比対象をカトリックの「平信
徒」に限定する呼称が用いられた13。
このように，本文と注記の双方で，①「中世カトリック教徒」の範囲を「平信徒」に限定し，②

中世カトリックの教説について，「生活総体の聖化という理想」があり，「理想として，人間に原則
のある生き方を要求した」事実を認めることを含む具体的レベルの記述が加筆された。いずれも「中
世カトリック教徒」全般を指して，倫理上で「その日暮らし」と一面的に断定した初版の理念型的
表現を，教徒の範囲と判定の内容の両面で，より歴史的実際に近づける方向で行われた修正であっ
た。その反面で，改訂版には，まったく新しい要素も導入された。すなわち，③カトリックの告解
ないし秘跡に着目して，これをカトリック独特の本質的要素と捉え，そこに特別の意味を読み取る
議論が大幅に加筆され，後述するように，それがこの部分の対比論の新たな重点とされたのである。
こうした改訂の内容には，およそ次の三つの契機が含まれていると考えられる。
第一の契機は，初版の図式化に潜在していた自己撞着の是正である。それには二側面があった。

まずは用語面で，カルヴァン派と対比する対象は，初版でも，直前の部分では「中世の平均的キリ
スト教徒」と記述されていたのに，理念型の論述に入った途端に「中世カトリック教徒」という総
称で表現されたという事実があった。「平信徒」への用語の改訂は，この食い違いを解消している。
もう一面は，ヴェーバーが初版のこの部分の論述のしばらく後の箇所で，中世カトリックのもとで
発展した修道院における系統的な禁欲生活（いわゆる「世俗外禁欲」）からカルヴァン派やピュー
リタンのもとでの「世俗内禁欲」へと，キリスト教の禁欲のあり方が歴史的な転換を遂げたとする
重要論点14を提起していることに関連する。後段にこの提起があるにもかかわらず，「中世カトリッ
ク教徒」全般を「その日暮らし」の倫理と決めつけてしまうと，後段の重要論点の柱として強調さ
れた中世修道院の系統的禁欲生活の積極的意義と明らかに撞着する。「中世のうちにカトリックの
公式の教説が彼らなりに生活総体の聖化という理想を打ち立てていた」との認識を改訂版で付け加
え，教徒の範囲を限定したたことは，この撞着を緩和することを意味する。
第二の契機は，撞着の是正という技術的レベルではなく，理念型構成に随伴する意図的誇張その

ものになんらかの方法論的省察が加えられた可能性である。まず，上記①・②で見たように，改訂
版では，実情に即した記述を加筆して初版の〈デフォルメ筆法〉に修正が加えられた事実がある。
また，冒頭で言及したように，初版段階と改訂段階とで理念型の方法論的説明を比較すると，〈デフォ

13 この改訂の具体的様相については，両版の記述を並列して示している《倫理》（梶山・安藤），211-3頁を参照。
14 PE （Archiv, XX, 2）, S.28-32. ;《倫理》（大塚），200-207頁を参照。なお，大塚訳は改訂版のため，大量の加筆
部分を含んでおり，初版の議論の基本内容が再現されているのは，この箇所である（そこにも加筆はある）。
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ルメ筆法〉への省察に関連すると思われる考え方の変化もそこに窺うことができる。但し，この検
証は次稿に譲らざるを得ないので，ここではあくまでも可能性として提起するに止めておきたい。
第三の契機は，対照性を把握する思想内容の変化である。改訂版で新たな内容（上記③）が導入

された事実がそれを示すが，そのポイントは次のように要約できよう。
もともと，初版の理念型論述の主旨は，カルヴァン派の教義の影響が生活態度の倫理的系統化に

結実することの強調にあり，その対極にある典型として「中世カトリック教徒」の生活態度の非系
統性が対置されていた。これに対して，改訂版は，カトリックの教説にも「生活総体の聖化という
理想」があり，それに向けた指導もあった事実を認め，生活態度レベルでの対照性を緩和したが，
その反面で，告解ないし秘跡をカトリックの宗教意識の本質とするあらたな観点を導入した。その
観点には二面があった。ヴェーバーは，一方で，告解などが罪の意識の軽減により生活の系統化を
弱める作用をもつと主張したが，他方で，この部分に続く新しい段落で，初版にはなかった「呪術
からの解放」という新しい論点を導入する論述を展開し，カトリックの秘跡を呪術的救済手段，司
祭を呪術者と位置づけ，この祭儀の本質を呪術的と規定した。そこから，ヴェーバーは，「呪術か
らの解放」と「呪術性」とを対極的位置に置き，前者を「（近代的）合理化」に，後者を「呪術へ
の呪縛」（＝「合理化」契機の欠如）に結びつけ，その一方をカルヴァン派の，他方をカトリック（さ
らにはアジアの諸宗教）の究極的本質とする，まったく新しい対比基準を導入したのである。

15年を隔てて行われたこの改訂は，これら諸契機が絡み合った思索の結果であろうが，決定的
意義をもったのは，やはり第三の契機だったと推定される。というのも，改訂部分の焦点である「呪
術からの解放」を中心とする観点は，《倫理》論文・改訂版が巻頭を飾ることとなった『宗教社会
学論集』全体の世界史把握の一つの基調となったものであり，その意味で，この部分の小さな改訂
は，実は，『宗教社会学論集』編纂の基本的契機をなす新たな歴史把握の観点を表現する決定的な
環であった。それだけにまた，この観点を盛り込むという重要な動機がこの部分の改訂を主導した
と思われるのである15。
以上は，この改訂でヴェーバーが意図的・積極的に追求したと思われる一面だが，もう一面で，

この改訂には，その特殊な構造に由来する消極的な結果が随伴している。というのも，さきの紹介
でも分かるように，この改訂は部分改訂であり，しかも，15年間に質的に変化した思想内容やそ
れを反映した記述を初版の文章の各処に嵌め込む結果となったから，必然的に初版留保部分と新規
改訂部分という異質の要素が接合されたモザイクが各処に形成され，これに基づく論理的文脈の不
整合や意味の混濁が生じるのが避けられなかったからである。
例えば，改訂版では，中心テーマの信徒対比に新たな基準を導入して対比の次元を深化させたが，

あらためてその次元で論旨全体を統一的に再構成したわけではないから，上記「第三の契機」の説
明にも示したように，生活の系統性を重視して修道院の世俗外禁欲の歴史的意義を積極的に評価す
る初版由来の観点と，カトリックの呪術性を強調して宗教意識の本質を否定的に評価する新しい観

15 この部分の改訂は，この意味で，改訂全体のなかでも内容的にもっとも重要なものの一つと言える。このこ
とを確認した機会に，それにもかかわらず，ヴェーバー自身は，《倫理》論文の改訂にかんして，「実質的に
（sachlich）重要」な箇所の変更は「一つもない」と発言をしている事実を想起しておく。GARS.I, S.17, 

Anm.1 ;《倫理》（大塚），12頁 ;《倫理》（梶山・安藤），66頁を参照。
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点とが混在する結果となった。だが，生活の系統性という基準は，絶対的境界線が引けるものでは
なく，仮に資本主義との適合性という点での差異が検証できたとしても，それはあくまでも相対的・
量的な差異に過ぎないはずである。ところが，「呪術性」と「呪術からの解放」との対立は，ある
意味で絶対的・質的な差異であり，二者択一的な基準である。改訂版にはまったく異質なこの二つ
の評価基準が併存しており，両者を統一する視点の提示もないまま，文脈に応じてそのいずれかに
重点を置く論述が行われるという，ある種のダブルスタンダードの状況が生じている。
だが，われわれの関心から見てより注目されるのは，生活態度一本に絞って，それなりに一義的

に明快だった初版の理念型把握が，改訂によって，構造も内容も複雑に変容し，初版から残されて
いる理念型の説明と新しく導入された記述とでは，もはや同日の談ではなくなっている事実である。
それは，ヴェーバーの理念型概念に何らかの変容があったことをも推測させるが，ここでとくに指
摘しておきたいのは，異質の観念が直接に接合されたモザイク構造に由来すると思われる論理的文
脈の混濁や「謎」が理念型の理論と実際にかんしてとくに顕著なことである。
そもそも初版の理念型論述は，本文と注記や補足説明とのあいだで二つの〈筆法〉を使い分けよ

うとする際立った特徴をもち─その論述内容への賛否は別として─形式面から見れば，本文と注記
との役割分担と〈筆法〉の区別が呼応するきわめて透明性の高い理念型論述の設計だった。ところ
が，改訂版では，もともと初版の注記で「明確な定式化」を不可能にする「煩瑣な」説明と規定さ
れていたような，歴史的現実を斟酌した内容が注記と本文の双方に複雑に書き込まれたから，本文
と注記などの役割分担と〈筆法〉の分離はおろか，〈筆法〉の区別さえ不分明になってしまった。
それにもかかわらず，〈筆法〉の区別と役割分担の構想を説明した初版由来の注記内容がそのまま
残されたから，注記の文言上では初版の簡明な理念型論述の構想が語られているのに，論述の実際
ではその原理的考え方が放棄され，踏み外されているという，論理的にちぐはぐで，内容も混迷し
た論述になっているのである。
とくに，われわれの観点からみて重要な問題は，肝心の「暴力」という概念がますます不透明に

なったことである。初版の理念型論述は，「中世カトリック教徒」と倫理上の「その日暮らし」と
を直接結びつけた単純な構造の図式化で，しかも「中世カトリック教徒」という用語に注記を付し
て，ここでは〈デフォルメ筆法〉がとられていると言明し，その積極的意義を強調していたから，
朧気ながら，「暴力」とは「その日暮らし」という規定が誇張されているとの主旨であろうと推測
でき，ある程度の透明性があった。これに対して，改訂版では，カトリックの生活倫理にかんして，
実際の状況を汲み取った記述が本文と注記に多面的に錯綜して挿入されたものの，「その日暮らし」
との規定はやはり維持するという複雑な論旨になった。そのうえで，修正された呼称である「中世
の普通のカトリック平信徒」に初版を踏襲した注記が残され，「暴力」と〈デフォルメ筆法〉の意
義を強調する基本論点もそのまま残された。だが，すでに〈デフォルメ筆法〉を修正する加筆によっ
て迷路のように複雑化した論述のなかで，この注記で語られている「暴力」が具体的に何にかんす
るどのような状況を指すのかは，ほとんど推測不能になっているのである。
かくして，改訂版では，初版の明快な構想が文字通り「有名無実」化しただけでなく，おそらく，

改訂版固有の理念型論を整理しようとしても，ほとんど無理な状態になっていると思われる。
ともあれ，改訂結果の評価はここでの本題ではないので措くとして，以上の概観から間違いなく
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次の二点が確認できよう。すなわち，第一に，初版段階と改訂版段階とを比べると，ヴェーバーの
理念型論述は，その内容だけでなく，その運用と説明にも相当の変化が生じていること，第二に，
論文の論旨把握の点でも，理念型論述の理論と実際の把握の点でも，《倫理》論文を精確に読解す
るには，初版と改訂版とを区別し，まずは初版の論述の特質を確認する作業がどうしても必要なこ
とである。また，《倫理》論文における理念型論述の具体的な姿も，ある程度，展望できたと考える。
以上により，われわれの意図した準備作業も一応の目的を果たしたと思われるので，次節以降，

振り出しに戻って，《倫理》論文・初版における理念型論述を考察するわれわれなりの立場・観点・
方法の基本点を確認し，それを踏まえて，本題の詳細な分析に取りかかることにしたい。

2.　《倫理》論文における理念型論述を考察する観点と方法　─問題意識の明確化

「ウェーバーが恣意的に利用されたり，逆にその意図を的確に理解されなかったひとつの大きな
理由は，この捉え所のない『イデアル・ティプス』概念にあると思われる。」16

わが国を代表する個性的なヴェーバー研究者の一人であった安藤英治氏はこのように述懐してい
る。氏は，われわれの分析対象である《倫理》論文と理念型との関係を早くから集中的に問題にし
ており，《倫理》論文を，「自覚的にウェーバーのいうイデアル・ティプス（理想型または理念型）
の積み重ねとして構築された」もの，「自覚的にイデアル・ティプスの積み重ねによって歴史の意
味を探り出そうと試みた最初の論文」と捉え，独自の観点17から同論文の徹底的解明を試みた。
その安藤氏が上記述懐で用いた「捉え所のない」という表現は，当然，単純な意味ではありえな

い。氏は，ヴェーバーが《倫理》論文と同時期に執筆した系統的方法論である前掲《客観性》論文，
さらには《倫理》論文に先立つヴェーバー自身の歴史研究など，関連する広範な著作の研究を踏ま
えて《倫理》論文を解剖しており，凡俗のレベルで理念型を「捉え所のない」ものと言っているわ
けではない。しかし，氏は上記文章の続きで，当時のドイツの学者の間でもそれが理解されなかっ
たことを指摘しただけでなく，みずからも「イデアル・ティプスの陥し穴には充分気をつける必要
がある」と注釈する18など，まま困惑ものぞかせており19，また，理念型論述の分析に必ずしも透徹
していないと思われる面もないとは言えない。理念型を高いレベルで自家薬籠中のものとした安藤
氏においても，なお理念型には説明しきれないものが残ること，この点が「捉え所のない」という
表現の背後にあるのではないだろうか。
ともあれ，このことに象徴されるように，“理念型とは何か？”という問題は簡単に答えるのが
難しく，その個別具体的な現れを的確に把握するのにはなおのこと困難が伴う。あるいはこうも言
えるかも知れない。理念型とは何か，どのような考えで立てられた方法概念なのかについて，たと
えばヴェーバーの書いた《客観性》論文などに即してごく一般的な説明をするのは可能かも知れな

16 安藤『出立』，280頁，注 （6）を参照。
17 同前，233-234頁を参照。なお，安藤氏のこの見地に，何故かあまり支持は広がっていないように思われる。
18 同前，316頁，注 （29）を参照。
19 例えば，同前，371頁を参照。
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いが20，少なくとも《倫理》論文にかんする限り，ヴェーバーが実際に書いた文章の一つ一つにつ
いてそれが理念型による論述なのか，それとも普通の歴史分析の論述なのかを識別したり，またそ
のそれぞれの理念型の意図や意味を確定したり，妥当性を判断するとなると，おそらく人さまざま
の判断が出てきてしまうと思われる。つまり，一般的説明はできても，個別具体的には捉えがたい
ものが絶えずつきまとっているのが実情ではないか思われる。
ところで，本稿の分析を通じてわれわれが否応なしに到達する結論は，実は，先取りして言えば，

安藤氏とほぼ同様の方向で，《倫理》論文は少なくともその基本部分が理念型で構築された著作で
あって，歴史的現実を実証的に分析した著作ではないと判定することになるはずである。ただ，わ
れわれの辿る道筋は，安藤氏のそれとはやや異なる。安藤氏は長年の研究を土台にした蘊蓄の高み
から，“理念型とは何か？”という問題への一応の答えを用意したかたちで，いわば俯瞰的に《倫理》
論文を精査し，その各構成部分の論述が如何に理念型で構成されているかを論定していく。いわば，
上からのアプローチと言ってよいだろう。だが，この方法による論証は，その背景にあるヴェーバー
の方法論や業績についてじゅうぶんな知識がない者には，消化不良に終わる可能性もあろう。
われわれの場合，《倫理》論文・初版の具体的な理念型論述について，そのなかで歴史的事実と

の関係がどのように処理されているかを眼目とする検証を行い，それを踏まえて《倫理》論文にお
ける理念型論述，ひいては論文全体の捉え方を考える道筋を辿ろうとしている。いわば，下からの，
一歩一歩山道を登るアプローチとも言え，レベルの高い理念型についての認識がなくとも論証内容
の把握にそれほど難渋することはないと思われる。また，理念型による歴史把握の具体像をこの方
法で解剖することによって，一般的な理念型論から得られるのとは異なるヴェーバーの理念型の生
きた姿を《倫理》論文の実例によって一つ一つ浮き彫りにすることにもなるはずである。
ところで，この方法で検討を始めようとすると，ただちに一つのジレンマに突き当たる。つまり，

理念型とは何かについて何らかの判定基準を準備せずに，《倫理》論文のなかから検討対象となる
べき理念型論述をどのように特定するのかという問題である。本来ならば，「歴史的現実に暴力を
加える」論述とそうでない論述という重大な区別を提起したヴェーバー自身がこの二種類の異質の
論述を明確に区別して示すべきところであろうが，そのような識別標識は存在しない。言い換えれ
ば，《倫理》論文は，一方ではヴェーバーの方法論と業績について，他方でヴェーバーが取り上げ
た広範な歴史事象について，広く，深い認識をもたなければ，この二つの〈筆法〉を読み分けて，
精確に読みこなすのは難しいという，地雷原のような性格をもつ著作なのである。
それはともかくとして，われわれのアプローチがぶつかるジレンマを解決するために，本稿では，

ヴェーバーその人に頼り，ヴェーバー自身が理念型による論述であることを明確に示している場合
を取り上げることとしたい。その実例数は少ないのだが，何よりもヴェーバーの認識に即した分析
対象を間違いなく選定でき，あわせてそのほとんどに付されているヴェーバーの注釈からそれぞれ
の事例に即して理念型にかんするヴェーバーの考え方を具体的に探る可能性もある。そこから射し
てくる光を手がかりにヴェーバーの《倫理》論文における理念型論述の理論と実際を具体的に見極

20 例えば，《倫理》論文の最初の翻訳者梶山力氏がその訳書で行った理念型の「解説」は，表門から理念型を
簡潔かつ明快に説明したものとして，もっとも優れたものの一つであろう。《倫理》（梶山・安藤），7-35頁
を参照。
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め，その結果を踏まえて次のステップを確定することにしたい。これが本稿当面の目的である。
この観点から調べてみると，《倫理》論文のなかでヴェーバー自身が理念型による論述であるこ

とを明確に示した事例は四例存在する。数は少ないが，やがて判ってくるように，そこから見えて
くるものは実は決して小さなものではない。この四事例のうち，一つはすでにわれわれが検討した
〔信徒対比の理念型〕であり，新たに検討の対象となるのは三事例ということになる。そのうちの
二事例は内容的に関連があり，タイプも類似しているので，次にこれらを取り上げて，われわれな
りの探究を先へ進めることにしたい。

3.　図式的対比のタイプを考察する　─〔企業家対比の理念型〕の二つの事例

（1）　理念型論述事例の考察〔2〕:〔創成期企業家対比の理念型〕　─理念型の構成原理・性質・機能

ヴェーバーは，《倫理》論文第一部・第二章「資本主義の “精神”」で，ヴェーバーの考えるこの「“精
神”」の核心的内容をまずフランクリンの処世訓によって例示した後，今度は，このような「“精神”」
が資本主義の発展に果たした役割を具体的イメージで示すため， 19世紀中葉までのドイツ繊維工業
問屋制企業家の活動スタイルを取り上げている。そして，「経営組織はどの点から見ても “資本主
義的”な形態」をとっていたとしても，経営者の活動スタイルが「伝統主義」的か，それとも「新
たな霊魂（Geist），まさに “資本主義の精神（Geist）”」で鼓吹されているかによって，歴史的に決
定的な岐路が生じると主張し，それを理念型の図像で描き出す（この点にちなみ，この事例を〔創
成期企業家対比の理念型〕と呼ぶ）21。その内容は，いわば都市に腰を据えて日々を安楽な仕事と優
雅な娯楽で過ごす旦那風の企業家と，現場に出向いて手工業者や顧客のもとを巡回し，薄利多売を
実現するために昼夜を分かたず仕事に励む革新的企業家との図式的対比と言ってよかろう22。
ヴェーバーは，こうした具体的イメージを提示した論述の冒頭に注記を付して，次のように述べて
いる23。

　以下の具体的イメージは，さまざまな地方のさまざまな個別部門の諸事情から得た材料を “理念型

的”に切り貼りして仕上げた〈kompilieren〉ものである。そこで念頭に置かれた諸事例のなかで，こ

21 ヴェーバーは，ここでの議論を，ゾンバルトが『近代資本主義』（1902）で提起した需要充足目的の「手工
業段階」と利潤追求目的の「資本主義段階」という段階区分に異論を提起するかたちで説き起こしている。「経
営組織はどの点からみても “資本主義的”な形態（でも…）」という場合の “資本主義”に引用符が用いられ
たのは，それがゾンバルトの段階区分概念を指すからだと考えた方が論理的には理解しやすい。PE （Archiv, 

XX, 1）, S.25. ;《倫理》（大塚），71-72頁を参照。同様に，“精神”の引用符もゾンバルトがこの概念を段階区
分との関連で用いたことによろう（改訂版でこの引用符は取り去られた）。Werner Sombart, Der Moderne 

Kapitalismus, Erster Band, 1902, S.207-208.を参照。
22 この図像のモデルは，伝統主義的経営者がヴェーバーの父方の祖父，カール・アウグスト・ヴェーバー，革
新的経営者が叔父，カール・ダフィート・ヴェーバーとされている。Guenther Roth, Max Webers deutsch-

englische Familiengeschichte 1800-1950, 2001, S.250-251を参照。
23 PE （Archiv, XX, 1）, S.27-29., u. S.27, Anm.1）. ;《倫理》（大塚），74-78頁 ; 75頁，注 （1） を参照。
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こに描かれたのと寸分違わず同じ経過を辿ったものは一つもないが，このイメージが奉仕している図

解的例示〈Illustration〉という目的にとって，もちろん，それはどうでもよいことである。

このコメントでは，ここでの理念型が歴史的現実の諸事象を素材にしていること，しかしながら，
それは歴史的現実そのものではなく，意図的に，実際の姿とは切り離された抽象的次元で，現実に
は存在しない観念的構成物として構成されていること，またそれは，「図解的例示」という役割を
与えられていること，つまり，① 理念型の構成原理，② 性質，③ 目的・機能の三点が説明され
ている。ここで用いられた理念型概念の重要ポイントを端的に示した貴重なコメントである。他面
で，歴史的現実から乖離した「図解」がどのような意味で歴史について真実を語り得て，その妥当
性はどのように担保されるのかという問題には，やはり特段の提起や説明はない。このいずれの面
でも，その内容は，さきに見た〔信徒対比の理念型〕や次に取り上げる第三の事例にも通じるもの
で，この意味で，このコメントは一定範囲の理念型に通ずる標準的意義をもつものとして重視して
よいと思われる。
なお，この〔創成期企業家対比の理念型〕は，《倫理》論文の中心的柱をなす「資本主義の “精神”」
の把握に関連するもので，この中心概念そのものをどう見るかは，論文読解に特別の重要性をもつ
問題である。だが，逆にその議論にはそれに相応しい多面的アプローチが必要であり，当面の課題
である理念型論述の具体的様相─個々の理念型論述において歴史的現実がどのように処理されてい
るか─を検証する文脈のなかにそれを差し挟むわけにも行かない。上記の議論は，当面の課題の検
証を終えたうえで別途行うしかなく，またその予定であることをお断りしておく。

（2）　理念型論述事例の考察〔3〕:〔成熟期企業家対比の理念型〕　─理念型と価値判断

さて，ヴェーバーは，上述のように 18世紀半ば頃の創成期のドイツの革新的企業家像を提示し
て「資本主義の “精神”」の決定的重要性を説く議論を展開した後，今度は資本主義がじゅうぶん
に発達した「今日」の企業家像を取り上げる。その主旨は，この段階では，発達した資本主義の激
しい競争が外的強制となって企業家たちの経営活動を基本的に規定していて，すでに「不断の労働
を伴う事業が “生活に不可欠なもの”になってしまっている」ため，創成期に必要とされた特別の
リゴリズムに貫かれた「精神」は，もはやほとんどその影を留めておらず，企業家たちの経済活動
の目的・動機も多様化していること，そのような段階的変化を示すことにある（裏返せば，それは，
ヴェーバーの言う「資本主義の “精神”」とは，「今日」の企業家たちの姿からは抽出できない，特
殊な時期の特殊な事象であり，特殊な方法で再構成するしかないとするヴェーバー独特の立場の表
現でもあろう）。
こうした成熟期資本主義の企業家たちの多様な動機を例示するなかで，ヴェーバーは，内発的動

機から主動的に営利に勤しむ類型も見られることを指摘し，例えばアメリカについて「今日の合衆
国のように全国民の想像力（ファンタジー）がただ数量的に大きいものに向けられているところで
は，そうした数字のロマンティシズムは抗し難い呪力をもって商人のなかの “詩人”に働きかける」
と述べる一方，それと対照させるかたちで，「そうでない国々では」，安定した地位を築いている有
力な企業家にそのようなアメリカ的進取の気風は見られないとして，とくにドイツの企業家につい
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て次のような対照的な二類型を描き出す。その一方は，功成り名遂げた有力者たちの「世襲財産と
名目貴族の安全港に到着して，大学や官庁につとめる息子たちが自分の素性を忘れようと努めるよ
うな」「模倣者（エピゴーネン）たちの退廃的産物」，他方は，「見栄や不必要な支出を好まないば
かりか，故意に権勢を利用することを嫌い，また自分の得ている社会的名声に対して外側の褒章を
受けることさえ喜ばずに避ける」ような，「一定の禁欲的態度をそなえている」，「ドイツでも少数
のすぐれた実例がみられた資本主義企業家の “理念型”」である（上記の特徴から，この事例を〔成
熟期企業家対比の理念型〕と呼ぶ）。ヴェーバーは，ここで用いた「“理念型”」という語に次の注
記を付している24。

　この語が意味しているのは，われわれがここで考察の対象としている企業家の類型が経験的平均値

のようなものではないこと，このことのみであると理解して頂きたい（理念型については，本誌 19巻

1号所載の拙稿25を参照されたい）。

長大な注記が満載された《倫理》論文のなかで，この注記はおそらく最短の部類に属し，文面も
単純だが，内容は逆に幾重にも屈折した複雑な含意で成り立っていると思われ，読解に難渋する。
まず，表面的な意味を確認すれば，次の二点について注意が促されている。一方では，「ドイツ

でも少数のすぐれた実例がみられた資本主義的企業家の “理念型”」とは，なんらかの形式的処理
を加えて（例えば，統計的平均値を用いて）歴史的現実を客観的に反映させようとした概念ではな
いこと，裏返せば，〈リアリズム筆法〉の記述ではなく，理念型に特有の〈デフォルメ筆法〉の概
念であることを念押ししたものと言えよう。他方，この語にそれ以外の意味はないとわざわざ断っ
ているのは，ヴェーバーが用いた〈Idealtypus〉に─とりわけ，本文の文脈では─「（人々が目的と
して目指すべき）理想的な類型」という意味と「理念上ないし観念上の類型」という意味と，両様
の解釈が成り立ちうることから，ここでの〈Idealtypus〉は本来的理念型しか意味しておらず，価
値判断の観点から評価した理想類型を語っているのではないと宣言したものと思われる。この注記
の末尾で，ヴェーバーは理念型について「拙稿」，すなわち前述の《客観性》論文を参照するよう
指示しているが，同論文にも〈ideal〉の意味の受け止め方について注意を促した箇所があり，ヴェー
バーは本来の理念型を「純粋に論理的〈logisch〉な意味において “理想的”であるような思考内容
の形象〈Gedankengebilde〉」と呼び，これを「あるべきもの，“模範的なもの”という考えから何は
さておき注意深く遠ざけておく」必要を強調している26。上記注記も同主旨と推測しておきたい。
それだけを読み取れば，それ自体としては比較的単純な内容にも見えるが，よく考えてみると，

そこからもさらにいくつかの含意を読み取られねばならないと思われる。
本文を見ると，ヴェーバーは明らかにドイツの同時代の企業家層の対照的類型を対比している。

そして，その対比の一方を構成する「ドイツでも少数のすぐれた実例がみられた資本主義企業家」
についてのみ，括弧に入れた理念型という語を用い，その語に上述の注記を付している。

24 PE （Archiv, XX, 1）, S.30-31. ; S.31, Anm.1）;《倫理》（大塚），79-80頁，; 81頁，注 （1） を参照。
25 本稿，注 5.記載の《客観性》論文を指している。
26 Obj （GAWL）, S.192. ;《客観性》（富永），116頁を参照。
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この事実については，次のような点で，第二次の読み解きが必要であろう。その一つは，ここで
理念型に括弧が付されている理由である。これは比較的単純で，理念型とは─すぐ後で確認するが，
とりわけ初版執筆段階では─何よりも観念的構成物であり，歴史的現実の存在ではないはずだから，
現実の企業家層を指すのにこの語をそのまま用いるのは，理論上，適切でないからであろう。もう
一つは，ここでの “理念型”論述の目的・機能の解釈である。最初に検討対象とした注記で，ヴェー
バーは，理念型には「歴史的現実にある意味で暴力を加え（て）」特徴的な差異を際立たせる本質
的機能があることを強調したが，そのような危険を伴う論述方法をわざわざ用いるのは，カトリッ
クとカルヴィニズム，もしくは「資本主義の “精神”」と伝統主義というように，ヴェーバーにとっ
てその対比が重要な意味をもつテーマにおいて，いわば「切り札」として用いる場合に限定されよ
う。ここでの対比は，「資本主義の “精神”」が必要でなくなった時期の企業家について行われてい
るものだから，もはや「資本主義の “精神”」を伝統主義との対比で図解しようとするものではあ
りえない。もし《倫理》論文のテーマを単に伝統主義に対置された「資本主義の “精神”」の解明
のみにあると解するなら，ヴェーバーはここで的を定めずに理念型という対比の矢を放ったことに
なる。だが，《倫理》論文・初版時点のヴェーバーには，上記第一テーマの他に，第二テーマない
し通奏低音とも言えるテーマがあり─詳しい論証は後の総括的論述に譲るほかないが27─，それが
ドイツにおけるブルジョアジーのあり方にかんする社会政策的評価と関連することを踏まえれば，
ここでの “理念型”の目的・機能とヴェーバーにとっての意味は比較的容易に推定できる。
このことが確認できれば，もう一つ掘り下げた第三次の読み解きに入ることができる。理念型論

述の重要な機能である類型化された対比において，特徴的差異を際立たせる〈デフォルメ筆法〉が
とられるとすれば，それは当然，対比される双方に適用され，その双方が理念型という方法範疇を
構成することになろう。したがって，ここでは，「禁欲的な」企業層にのみ “理念型”という語が当
てられているにしても，“理念型”化されているのは，少数の「禁欲的」な企業家層だけでなく，
その対極に描かれた「模倣者（エピゴーネン）たちの退廃的産物」の側も同様のはずである。この
点を踏まえて，両者を対比した本文の対照的表現を読めば，ほとんど誰もがこの典型的表現もふく
めて，両者の特徴を描写する一句一句にヴェーバーの強い感情移入が滲み出ているのを感じないわ
けにはいかないであろう。ここでの論述の焦点がドイツにおけるブルジョアジーのあり方にかんす
る社会政策的な評価にあると解釈すれば，そこにヴェーバーの政策的価値判断が反映するのは至極
当然で，一つの自然な表現とも受けとれる。だが，この注記では─同時期に書かれた《客観性》論
文の議論をも参照すれば─かなり屈折した表現ながら，ここでの理念型論述に価値判断は混入して
いないと宣言しているように解釈される。この両面を考えると，論述の「実際」とこの注記の「正
論」との関係をどう理解したらよいか，誰しもやや戸惑うのではあるまいか？ 

この問題は，実は，単なる違和感の問題ではなく，理念型構成における主観の役割とその評価に
関連しており，理念型論述の方法論的背景を考察する際に再び取り上げることになるはずである。

以上，ヴェーバー自身が理念型論述であることを明示し，それぞれに即したコメントを付した四

27 さしあたり，この点についての部分的論証として，前稿，とくにその 96-97頁を参照されたい。
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事例のうち，三事例を考察してきた。この三事例は，対照的類型を図式的に対比するという点でほ
ぼ共通の性質がみられ，〔創成期企業家対比の理念型〕にかんしてヴェーバーの示した理念型の構
成方法，性質，目的と機能についての説明（本稿，11頁）をそれらに共通する標準的なものと位
置づけることができる。その確認を補足する意味で，ヴェーバーが参考文献として指定した《客観
性》論文から，この時期の理念型にかんする理論的概括としてもっとも端的で透徹していると思わ
れる箇所を引用して，裏打ちとしておこう。

　理念型は思考内容の具象化されたもの〈Gedankenbild〉であって，それが歴史上の現実であること
はないし，ましてや「真正の」現実であることもない。……。そうした諸概念は創成された形象〈Gebilde〉

であり，そのなかにわれわれは客観的可能性の範疇を用いて，さまざまな連関を構成し，現実に照準

を合わせて習練されたわれわれの想像力（ファンタジー）がその妥当性を判定するのである28。

この引用文の前半では，理念型が本質的に観念的構成物であるとの認識が明確に述べられている。
この点は，《倫理》論文・初版執筆時点のヴェーバーの理念型論の特徴点としてとくに留意を要請
しておきたい。また，引用文の後半でヴェーバーが述べている「現実に照準を合わせて習練された
われわれの想像力（ファンタジー）がその妥当性を判定する」という認識は，理念型論述における
主観的把握の客観的妥当性が如何にして担保されるかというわれわれの提起してきた論点に直接関
連しており，理念型の方法論的背景を検討する段階で掘り下げて考察する課題となるものである。

4.　「予定説」の論述における理念型　─《倫理》論文の心臓部をどう読解するか？

（1）　理念型論述事例の考察〔4〕:「予定説」論述の理念型　─その論旨構成上の位置

ヴェーバーが明示した《倫理》論文における理念型論述の第四の事例は，同論文第二部「禁欲的
プロテスタンティズムの《ベルーフ》思想」・第一章「世俗内禁欲の宗教的基礎」の論述に現れる。
その具体的内容に入る前に，まず，それが《倫理》論文全体の論旨構成に占めている特別な位置を
確認しておくことが，この第四の理念型論述の独特の意義を把握するうえで重要である。
《倫理》論文全体は，周知の通り，第一部と第二部からなり，第一部は問題提起に当てられている。
まずその第一章では，カトリックとプロテスタントという二大宗教潮流と資本主義との関係にかん
するいくつかの事実から，プロテスタントと資本主義との「親和性」が導き出され，そのうえでこ
の関係を解明する基本的見通しが述べられる。続いて，問題解決の道具立てとなる二本柱として，
第二章では「資本主義の “精神”」について，また第三章で「《ベルーフ》思想」について，それぞ
れの概念が提示される。前稿（本稿，注 2を参照）で取り扱った『神曲』と『失楽園』の対比はこ
の第三章の末尾に位置し，そこで導き出された結論を梃子にして，論究の主要軌道がプロテスタン
ティズム一般からカルヴァン派ないしピューリタニズムを中心とするものに転轍される。それを承

28 Obj （GAWL）, S.194. ;《客観性》（富永），119頁を参照。
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けて，第二部・第一章は，この後者の諸潮流を「禁欲的プロテスタンティズム」と把握し，その禁
欲的生活態度をかれらの宗教的基礎から「解明」する部分である。論述内容は大きく二つの部分に
分かれており，まずその前半部で，カルヴィニズムを素材にその教義・信仰生活・生活態度を典型
的なものとして描き出し，次いでその後半部で，ヴェーバーが「禁欲的プロテスタンティズム」と
名付けた潮流の諸教派について，前半部での把握を基準にしながら，教義・信仰生活・生活態度を
特徴づけていく。これらの議論を踏まえて，ヴェーバーは，次の第二部・第二章「禁欲と資本主義」
で宗教に規定された禁欲的生活態度の具体的現れとして「《ベルーフ》労働」への精励と資本主義
的営利生活との関係を論究し，現代への展望まで述べて，論文を終結する。
このような論旨展開の流れから明らかなように，第二部・第一章，とくにその前半部は，ある意

味ですべてがそこに流れ込み，すべてがそこから流れ出る《倫理》論文の心臓部とも言える決定的
に重要な位置を占めている。そして，ヴェーバーの明示した第四の理念型論述は，まさにこの心臓
部に位置しており，《倫理》論文のなかでもとりわけ重要な意味をもつものである。それでは，こ
の理念型論述はどのような内容・構造・特質をもち，第二部・第一章前半部のなかで，どのような
役割を果たしているのか？これが次の問題となる。

（2）　ヴェーバーの指示した理念型論述の範囲と内容は…？　─新たなジレンマ─

では，ヴェーバーは，この理念型についてどのようなことを述べているのだろうか？
第二部・第一章の論述の導入部で，ヴェーバーは，まず，章題に掲げた「禁欲的プロテスタンティ

ズム」がどのような宗派に担われたとみているかを説明し，続けて，これら諸宗派の教義と実践は，
歴史的現実においては相互に複雑に入り組んでいて，教義と生活態度との関係を確定的には捉えが
たい─ヴェーバーの常用表現を借りれば，「流動的」な─のが実際であるとの認識を示す。しかし，
ヴェーバーは，それでもやはり宗教的教義とそれが人々の意識を規定した関係を追究しうるとの立
場に立ち，「当時の人々が抽象的に見える教義についてどのように思い巡らしていたかは，実際的
な宗教的関心事と結びつけて洞察してはじめてわれわれも理解できるようになる」との見地からそ
れを再現して理解する課題を提起する。だが，同時に，その解明は─いわば，ありきたりの歴史把
握の方法では不可能であるから─理念型によるしか方法がないとの判断を次のように表明する29。

　この場合，言うまでもないことだが，われわれには，そうした宗教的な思考の内容〈die religiöse 

Gedanken〉を，さまざまな材料から矛盾なく理念型として取り纏めたものを，現実の歴史には滅多に

現れなかったようなかたちで提示するしか方法がない。なぜなら，現実の歴史のなかで明瞭な境界線

を引くことが不可能であるからこそ，その宗教的な思考の内容の徹底的に矛盾のない形態を追究する
なかでしか，それに特有の影響を見出すことは期待できないからである。

こう予告した後，ヴェーバーは新たな段落を起こし，「16・17世紀に，資本主義の発達がもっと
も高度だった文明諸国，オランダ，イギリス，フランスで，大規模な政治的・文化的な闘争の争点

29 PE （Archiv, XX, 2）, S.4-5. ;《倫理》（大塚），141頁を参照。



17― ―

藤村 :《倫理》論文における理念型論述の具体的様相

となっていた信仰はカルヴィニズムである」30との書き出しで第一章前半部の本格的論述を開始す
る。以下，16・17世紀の上記諸国におけるカルヴァン派の歴史的重要性，カルヴァン派の教義で
ある「予定説」ないし「恩恵による選択」説の要点，その由来と特質，それが人々に及ぼした影響
と心理的起動力，ヴェーバーの議論全体の核心をなす「確証」ないし「自己実証」〈Bewährung〉
観念の提示，それがもたらす禁欲的生活態度，その世俗内禁欲としての特徴づけなどをめぐって論
述を展開し，その過程でしばしばルター派との対比にも触れながら，前半部の議論を収束する。
こうした議論の流れからも分かるように，第一章前半部は，いわばカルヴィニズムに即してその

教義と信仰生活，それらの歴史的意義を論じたひとつながりの論述として展開されており，ある特
定の部分だけを理念型という質の異なる論述として取り出すのは不自然でもあり，また不可能でも
ある論旨構成になっている。ヴェーバー自身もまた，予告された理念型による論述がどの部分なの
かについて，直接の指示はしていない。それゆえ，予告されているのは確かだが，その理念型論述
がどこで始まり，どこで終わるのか，あるいはどの部分を指すのか，にわかには特定できない。も
ちろん，ひとまずそれは留保しておいて，論述を先へと読み進める読み方もあろうが，われわれの
場合，理念型論述の構造や特徴を分析するという本稿固有の課題を設定しており，この問題を解決
できなければ，ここでの分析対象自体も特定できないというジレンマにぶつかる。
すでに分析した三事例の場合を振り返ると，そこではいずれの場合にも，理念型論述が比較的コ

ンパクトで，その内容も対照的な二つの類型を図式的に対比する単純な構造で，〈リアリズム筆法〉
と〈デフォルメ筆法〉も事実上分離されており，理念型論述の全貌を前後の論述から区別して容易
に把握できた。だが，この第四の理念型はまったく様相が異なる。過去の歴史をめぐる一連の長大
な論述がほとんど切れ目なく続き，どの部分が〈リアリズム筆法〉で，どの部分が〈デフォルメ筆
法〉か，読んだだけでは判別できない。そのため，ほとんどの人はこれを歴史的実証分析の〈リア
リズム筆法〉による記述と受け取り，何かが実証されていると思い込んで疑わないか，あるいは，
難解な，曲折した論述という印象をもつだけに終わると言っても過言ではあるまい。
理念型を《倫理》論文把握の基本におく論旨を展開した安藤氏が，同時に「捉え所のない『イデ

アル・ティプス』概念」をヴェーバーの誤解や恣意的読解の原因と評したのも，まさにこの第二部・
第一章前半部を分析したなかでのことだった。氏はこの部分を論じた章を次のような一文で書き始
めている31。

　『倫理』論文第二章第一節「世俗内禁欲の宗教的基盤」（われわれの言う第二部・第一章である : 藤村）

の構成はいささか錯雑しており，とりわけその冒頭部分には問題になる箇所が多く，ウェーバーの意

図もまた必ずしも鮮明に描かれているとは言えない。だが，それにもかかわらず，そこには同時に『倫

理』論文の主題に関するウェーバーの発想法が凝結して示されてもいる。つまり，ネガティヴにもポ

ジティヴにも，この冒頭部分は特別に注意に値する箇所である。

30 PE （Archiv, XX, 2）, S.6. ;《倫理》（大塚），144頁を参照。但し，大塚訳は改訂時に追加された文言を含んで
いる。

31 安藤『出立』， 271頁を参照。
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安藤氏の読み方とわれわれの読解にはニュアンスの違いもあるが32，理念型論述に特別の注意を
払った観点からの《倫理》論文評として，この部分にかんする上記評言には強く共感できる。「構成」
の「錯雑」や「問題になる箇所」の多さは，われわれなりにこれから確認していくことになるが，「意
図」の不鮮明さは，まさにわれわれが直面したジレンマそのものの別の表現と言えよう。

（3）　〔「予定説」の理念型〕の全貌を発掘する　─ヴェーバーの論述意図の再構成

このジレンマを解きほぐすには，結局のところ，ヴェーバーがこの論述に理念型把握を組み込ん
だ意図をいっそう掘り下げて確認し，その意図に即して論述の大きな枠組みを見通すしかない。そ
の鍵はこの論述の導入部分ならびに第一章前半部を総括した長い段落33にある。注意深く読めば，
この両者は相呼応しており，両者が一つの基本線に貫かれたひとまとまりの理念型論述の始まりと
終わりであることを間違いようもなく示している。その見通しを把握しなければ，両者に挟まれて
いる第一章前半部全体を統一的・有機的・整合的に解釈するのはおよそ不可能であろうと思われる。
まず，導入部で示されたヴェーバーの意図をより詳しく再確認してみよう。直接的表現は，さき

に引用したヴェーバー自身の説明にある（本稿，16頁）。その主題は，定冠詞が付されていること
から判断して，ある特定の「宗教的な思考の内容」である。具体的には，直前に提示された内容，
すなわち「当時の人々が抽象的に見える教義について…思い巡らしていた」ことであり，しかも，
それは，「実際的な宗教的関心事と結びつけて洞察してはじめてわれわれも理解できるようになる」
とされている。「実際的な宗教的関心事」とは，やはりその直前で，「当時のもっとも精神性の高い
人々をも捉えていた来世についての思想」の強力な作用が強調されているから，救済ないし永遠の
生命の問題に関連する内容が念頭にあるのも明らかである。
ただ，そのような思考内容は，もはや直接そのまま実証的・記述的に再現するのが不可能なので，

観念的に矛盾のないように合成した理念型によって探るしかなく，それは現実の歴史には滅多に現
れなかったようなかたちになろう。これが，ヴェーバーの導入部における説明の主旨である。
この主旨にしたがえば，ヴェーバーがここで考えている理念型とは，「当時の人々」の「宗教的

な思考の内容」の再構成にかかわるものであり，とくに，それを救済や永遠の生命の問題と結びつ
けて洞察しようとしていることが確認できる。この観点から論述を読んでいけば，この理念型によ
る再構成の基本線が─さしあたり表面的なレベルで表現すれば─カルヴァン派の教義，すなわち「予
定説」ないし「恩寵による選定」とそれが当時の人々に与えた影響にあること，したがって，この
問題にかかわる論述は─あくまでもこの部分では─すべて理念型論述と意識されていること，こう
した点が否応なしに確認されよう（この確認に基づき，これを〔「予定説」の理念型〕と呼ぶ）。
ただ，その主題をカルヴァン派やピューリタン34という具体的・現実的存在に限定するのは，実

32 例えば，氏は一つながりの論述を中断してその一部を「冒頭部分」として区分するが（前掲書，272頁を参照），
これはヴェーバーがある「謎」に触れて挿入したコメントに惑わされたもので不自然と考える。また，氏には，
われわれが以下に説明する「論述の大きな枠組み」の個別構成要素の認識はあるが，「枠組み」の全体像が
見られない。

33 PE （Archiv, XX, 2）, S.35-39. ;《倫理》（大塚），216-220頁を参照。
34 この文章では，ピューリタンは基本的にカルヴァン派と重なる概念として用いられているが，ヴェーバーの
用いる「ピューリタン」概念は一義的ではなく，注意が必要である。前稿，87頁 ; 88頁，注 18を参照。
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は正確ではない。問題にされているのは「当時の人々」であり，特定の宗派に限定されてはいない。
実際，第一章前半部の論述を総括する段落に入ると，その最初の部分でヴェーバーはあらためて

次のような考えを示す。まず，彼は「ここまで，われわれはカルヴァン派の宗教意識の領域内を歩
き回り，それに対応して，当然のこととして，予定説を方法的に合理化された倫理的生活態度とい
う意味でのピューリタン道徳の教義的背景として扱ってきた」と確認する35。そのうえで，予定説
をテーマとした理由としていくつかの歴史的事情に触れた後，より深い本質的な理由をこう述べる。
「だが，何よりもまず─のちにもくりかえし説明するように─系統性のある道徳の心理的出発点と
して，われわれの研究にとって根本的な意味をもつ救いの確証という考え方が，選びの教説（すな
わち，予定説 : 藤村）とそれが日常生活に対してもつ意味とを手がかりにして，まさに “純粋培養”

的に論究することをこのうえなく必要とするものなのである。このため，われわれも，現にこの救
いの確証という考え方がこれから考察する諸教派（カルヴァン派以外の「禁欲主義」的諸潮流 : 藤
村）のすべてにおいて一様に信仰と道徳の結合の図式として現れてくるのであるから，もっとも整
合的な形態としての選びの教説から出発しなければならなかったのである」36。
要するに，「予定説」とその影響の理念型的再構成は，カルヴァン派のそれを説明すること自体

が目的だったのではなく，むしろ禁欲的プロテスタンティズム諸教派に共通する道徳の心理的出発
点をなす「救いの確証という考え方」についてその宗教的基礎をモデル的に構成すること，この点
に根本目標があったと言うのである。導入部で「当時の人々」の「宗教的な思考の内容」を問題と
して提示したのも含意はまさにこの点にあり，万人がその狙いどおりに読解できた否かは別として，
ヴェーバー自身の主観的意図がそこにあったことは，これらの文言から疑う余地がないであろう。
（a）　理念型論述としての定性分析①　─歴史的現実に加えられた「暴力」の検証

理念型による論述の基本的主旨をこのように理解したうえで，この部分の理念型論述の構造と特
質を確認するために，それにかかわる次の二つの問題を吟味してみよう。一つは，ここでもやはり
歴史的現実に「暴力」が加えられているのかどうか，加えられているとすればどのような内容なの
かという問題，もう一つは，ヴェーバーはこの理念型の論述で〈リアリズム筆法〉と〈デフォルメ
筆法〉の関係をどのように処理しているのかという問題である。
まず，歴史的現実に「暴力」が加えられたかどうかであるが，この問題にかかわっては，《倫理》

論文発表以来，多くの研究者からヴェーバーの描くカルヴィニズム像は事実とは異なるとの批判が
加えられてきたことが想起される37。その限りでは，われわれにも指摘したい点はあるが，ヴェー
バー自身が正面から，理念型論述とは何らかの意味で歴史的現実に「暴力」を加えるものと言い切っ
ている以上，事実問題を提起するだけでは─歴史像の部分的訂正にはなっても─ヴェーバーの思考
内容の客観的解明には結びつかない。ヴェーバーが歴史的現実に「暴力」を加えた意味を把握し，

35 PE （Archiv, XX, 2）, S.35. ;《倫理》（大塚），216頁を参照。
36 PE （Archiv, XX, 2）, S.36. ;《倫理》（大塚），217頁を参照。
37 例えば，以下の論点整理を参照されたい。（1） Malcom H. Mackinnon, The Longevity of The Thesis, A Critique 

of the Critics, in Hartmut Lehmann and Guenther Roth （ed.）, Weber’s Protestant Ethic, Origins, Evidence, Contexts, 

1987/1995, p. 211-223.　（2） Richard E. Hamilton, Max Weber and the Protestant Ethic, in Richard E. Hamilton, 

The Social Misconstruction of the Reality, Validity and Verification in the Scholarly Community, 1996, p. 65-85.
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ヴェーバーの問題意識を内在的に捉え返さなければ，精確な読解にはならないのである。
前出の三事例の場合，歴史的現実に加えた「暴力」の内容をヴェーバー自身が具体的に説明する

ことはほとんどなかった。だが，〔「予定説」の理念型〕の場合─問題意識がないと見落とすであろ
うが─この点について実に重要で間違えようのない説明を二度も行っている。
まず，ヴェーバーは，長大な論述を始める前の導入部で，「当時の人々を無条件にとらえていた」

「来世観念」を把握することの重要性を主張したとき，その理由を次のように述べていた38。

　…われわれにとって第一に重視しなければならないのは，当時の倫理的解説書などで理論的に教え

られていたことではなく─もちろん，教会紀律〈Kirchenzucht〉や司牧，説教を通じてそれが実際的

な意味をもったのはもちろんなのだが─，何よりもまず，生活態度に方向を示し，個人にその方向を

堅持させた心理的推進力を突き止めることだからである。

そして，第二部第一章の最後でも，あらためて第一章の論述方法を振り返って，このように述べ
ている39。

　この論究ではことさらに，さしあたって，古プロテスタンティズム諸教会の客観的・社会的な諸制

度とそれの倫理的影響，とくにきわめて重要な教会紀律〈Kirchenzucht〉からは出発せず，むしろ禁

欲的宗教意識の個々人による主観的獲得が生活態度のうえに特徴的におよぼした作用から出発した。

ここでは，カルヴァン派を中心とする宗教運動を素材に，宗教が個々人に与えた倫理的影響を解
明しようとしているが，それにもかかわらず，その影響を現実に媒介していた教会の影響は─それ
があったことを承知のうえで─敢えて一切捨象し，もっぱら教義の個人への直接的影響のみを問題
にすること，これがこの部分の理念型論述を導く方針であったことが繰り返し確認されている。
もし，この歴史上の集団的宗教運動において，「予定説」を個々人がどのように受け止めたかを

問題にして，そこで見られた大量現象を客観的・実証的に再現しようとするのならば，個々人が「予
定説」について知るのも，ヴェーバーの強調する厳格で怖ろしい神について知るのも，それが彼ら
の来世ないし永遠の生命にいかに関係するかを知るのも，またその認識のもとで信者がこの世でど
のように生きねばならないかについて基礎的な教育を受けるのも，日々の生活態度について指導を
受けるのも40，また日頃の悩みを打ち明け，励まし合う信者同胞との関係に支えられるのも，すべ
て教会ないし説教者を中心に結集した信者集団を媒介としている事実を一切捨象するなど，およそ
考えられないことであろう。だが，ヴェーバーは，そうした教会等の影響を敢えて一切捨象するの
がここでの論述で特殊に必要な方針だと強調している。ある時代の宗教が個人に倫理的影響を与え

38 PE （Archiv, XX, 2）, S.3. ;《倫理》（大塚），140-141頁を参照。
39 PE （Archiv, XX, 2）, S.72. ;《倫理》（大塚），284-285頁を参照。
40 とくにカルヴァン派系統では，生活態度の実際的教育という点で「教会紀律」が果たした役割はきわめて重
要だった。そのことを承知のうえで，これを捨象している点に，ヴェーバーの理念型構成の重要な標識があ
る（注 43も参照のこと）。
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た歴史をまるでヴェーバーがしばしば参照する『天路歴程』のクリスチャン氏のように41，ただ孤
独に歩み続ける個人の心理劇としてのみ語るとすれば，それは，実証的で客観的な歴史像としては
あり得ない方針だが，ヴェーバーの論旨に従えば，この部分が理念型論述であるからこそ，ここで
はそれが合理的な方針なのである。
つまり，ヴェーバーはここで宗教が個々人に与える倫理的影響を語ろうとしているが，それは実

証的に再構成された客観的歴史像ではなくて，「想像力（ファンタジー）」が「さまざまな材料から
矛盾なく理念型として取り纏め（て）」観念的に構成した歴史像なのである。だからこそ，彼はそ
れが「現実の歴史には滅多に現れなかったような」ものになると予告していた42。彼が，選びの教
説とそれの日常生活に対してもつ意味に結びつけて救いの確証という思想を「“純粋培養”的に考
察する」と述べたのも，まさにこのような意味にほかならなかった。こうした点を確認すれば，こ
の部分では，「歴史的現実にある意味で暴力を加え（た）」特殊な論述をするのがヴェーバーの基本
方針であったこと，このことが誰の目にも明白になるではあるまいか43。
（b）　理念型論述としての定性分析②　─用いられている〈筆法〉の検証

いま述べた点は，もう一つの検討課題である〈リアリズム筆法〉と〈デフォルメ筆法〉の処理に
かんする論点に直結してくる。というのも，上述のように筋道を立ててヴェーバーの説明を再構成
すれば，この部分の論述全体が意識的に「暴力」を加えられた観念的構成物であることが明白にな
るにもかかわらず，もし，この舞台設定の設計図に気づかずに漫然と文面を追うだけに止まれば，
それが本質的に〈デフォルメ筆法〉の論述だと見抜くのは無理に近く，実際，多くの人がそれを〈リ
アリズム筆法〉の論述であるかのように思い込んでしまうからである。人々がこの原理的区別に気
づきにくいのは，ヴェーバーがこの部分で二つの〈筆法〉を分離せず，むしろ二つの〈筆法〉を絡
み合わせて論述を進めていることに起因している。まさに，この二つの〈筆法〉を混在させ，絡み
合わせた論述である点に，この部分の理念型論述の他に類を見ない特質とそれに伴う困難が潜んで
いるのである。
具体的に観察してみよう。ヴェーバーは，この心臓部の論述を「16,7世紀に，資本主義の発達が

もっとも高度だった文明諸国，オランダ，イギリス，フランスで，大規模な政治的・文化的な闘争
の争点となっていた信仰はカルヴィニズムである」という，あたかもカルヴィニズムについて，実
際に即した歴史記述を始めるかのように語り始めた。そして，それ以降，この軌道のうえで論述が
展開されるから，どう見ても歴史的現実の実証的記述が綴られていくように見える。だが，そのな
かにヴェーバーは，実は，次々とかれの想像力（ファンタジー）の構成物を織り込んでいる。いや，

41 例えば，PE （Archiv, XX, 2）, S.13. ;《倫理》（大塚），157頁を参照。なお，ヴェーバーがこの部分で「論証」
材料としたバニヤンの思想像そのものが一つの理念型であることについては，さきに紹介した「イデアル・
ティプスの陥し穴」（本稿，注 18を参照）として，安藤氏が分析しているところである。

42 イギリスの内乱史を論じたある歴史家がカルヴァン派の運動を概括したなかで，あたかもヴェーバーを念頭
に置いているかのように，聖職者の役割は変わったが，「個々の信者が孤独な状態に放置されることはなかっ
た」と端的に指摘していることを紹介しておく。Michael Braddick, God’s Fury, England’s Fire, Penguin, 2009, 

p. 8.
43 それは，前出引用文（注 40）に続く「教会紀律」を考察対象外とするヴェーバーの理由説明からも明確に確
認できる。
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むしろ説明モデルとして構築された「予定説」像という理念型を骨格としつつ，それを取り巻くさ
まざまな歴史的事実がこれに肉付けされていき，根本は観念的構成物であるにもかかわらず，一見，
生けるがごとき歴史像がそこに織り出されているのである。
そこでは，二つの〈筆法〉が絡みあって一つの文章が成立することさえある（そのことを明確に

示すために，とくにこの段落では，観念的構成物が語られる部分に二重下線を，歴史の現実が語ら
れるかに見える部分に波線下線を施す）。例えば，「予定説」と個人の意識の関係だけに焦点を絞る
理念型的前提から出発したヴェーバーは，「この悲愴な非人間性をおびる教説が，その壮大な帰結
に身をゆだねた一世代の心に与えずにはおかなかった結果は，何よりもまず，個々人のかってみな
い内面的な孤独化の感情だった」という重要で有名な帰結を引き出す44。ここでの「教説」は理念
型的前提から引き出されたものなのに，それを彼は歴史的現実の一世代が実際に受け止めたかのよ
うに叙述し，この異次元の二つの事柄が交錯する─実際にはあり得ない─作用の結果として，内面
的孤独化の感情という以降の論述の鍵となる理念型的把握をあたかも動かしがたい，それも基本的
な歴史的現実であるかのように提示するのである。
このほか，カルヴァン派とルター派との対比なども，前者は理念型的に把握されたはずだが，後

者はどの次元のものなのか説明がなく，結局は，歴史的現実レベルの対比のように受け取られてし
まう。さらに，論述の各所に鏤められた注記の微細を穿つ議論もまた精緻で綿密な実証分析が行わ
れているかのような印象を与える。だが，その一つ一つの注解がそれ自体としてどれほど実証的で
緻密であっても，観念的構成物を根幹として論述が成立している限り，論述総体の根本的性格が歴
史の実証的解明に生まれ変わることはあり得ない。むしろ，ヴェーバーはこれらの注釈で理念型論
述の「実証的な」（！）補強を追求しているとさえ言える。つまり，この部分の論述では，小さな〈デ
フォルメ筆法〉と小さな〈リアリズム筆法〉とを組み合わせた特殊な構造の大きな〈デフォルメ筆
法〉の論述が織り出されているのである。このような文章が構成されるのは，まさに，歴史的実証
によって再構成することの不可能な「…宗教的な思考の内容を，さまざまな材料から矛盾なく理念
型として取り纏めた…かたちで提示する」という目的をヴェーバーが，予告通り，一貫して追求し
たからにほかなるまい。
この心臓部の論述を総括した段落の最後の部分になって，ヴェーバーは初めて，「深い信仰心に

禁欲的性格をあたえるそうした心理的推進力は，この後すぐに明らかになるとおり，それ自体とし
ては明らかに種々さまざまな宗教的動機から生み出され得たのであって，カルヴィニズムの予定説
は，そうしたさまざまな可能な条件のうちの一つにすぎなかった」という歴史の実相にかんする醒
めた認識を示す45。これまでの議論が観念的なモデル構成を目指したものであることを裏書きする
この発言に，われわれは，ヴェーバーが理念型レベルから歴史的現実レベルに立ち戻った瞬間の意
識の反映を見ることができよう。また，その直後に始まる次の第一章後半部の論述が「ところで，
歴史展開の現実においてもやはり…」という文言で始まっているのも，同じ意識の反映であろう。
これらすべてが指し示しているのは，第二部・第一章の前半部を構成し，《倫理》論文の心臓部

を構成する長大な論述は，その全体が一つの纏まった大きな特殊な構造の理念型論述であったこと，
44 PE （Archiv, XX, 2）, S.11. ;《倫理》（大塚），156頁を参照。
45 PE（Archiv, XX, 2）, S.39. ;《倫理》（大塚），219頁を参照。



23― ―

藤村 :《倫理》論文における理念型論述の具体的様相

ヴェーバー自身もまたそれを基本方針と意識して論述していたこと，このことではあるまいか？ 

むすび　─本稿の到達点と次の検討課題

本稿で，われわれはヴェーバー自身の明示した理念型論述四事例の具体的様相を考察してきた。
まず，本稿の前段で，われわれは最初の三つの論述事例について，それらが図式的対比という機

能を果たす共通するタイプであることを確認するととともに，ヴェーバー自身の説明に基づいて，
それらに共通してみられる純然たる観念的構成物という本質，現実を素材にして切り貼りするとい
うその構成方法，図解的例示という目的・機能などの基本的特質を確認し，あわせて二つの〈筆法〉
を区別し，分離する考え方にも注目した。また，理念型論述で歴史的現実に加えられる「暴力」の
学問的妥当性にかんする不透明性を留意点として確認し，さらに，理念型にかんする注記をめぐる
改訂内容を分析して，ヴェーバーの理念型の理論と実際に変容を窺いうる事実も認識した。
これに対して，最後に検討した第四の理念型論述にかんする検討では，ヴェーバー自身が，断片

的ではあるが，取り違えようのない表現で示している執筆意図を忠実に復元すれば，この予告され
た理念型論述が，第二部・第一章前半部という《倫理》論文の心臓部そのものを構成する長大な構
造で展開されていると考えるしかないとの結論に達した。
これらが本稿当面の到達点であり，以降の考察の立脚点となる基本認識である。
ところで，われわれが最後に検討した〔予定説の理念型〕について，その理念型としての特質は

何かを考えてみると，前段で考察した三事例とは著しく異なる面があることに気づく。
その一つは，理念型論述の目的・機能である。図式的対比のタイプの三事例にかんしては，それ

を「図解的例示」としたヴェーバーの説明が明らかにそのまま当て嵌まっているが，最後の〔予定
説の理念型〕の場合，むしろ一つの纏まった歴史事象の本質的構造の再構築を追求しており，単な
る図解というより，むしろ本格的な実証的論証そのものにさえ見えた。それと関連するもう一つ顕
著な違いは，この理念型論述では，二つの〈筆法〉が区別 ･分離されるどころか，両者が渾然一体
と絡み合わされていることである。それにより，もはや純然たる観念的構成物とも言い難いような，
生々しい歴史像が「真正の」現実であるかのような相貌で織り出されており，そのために，読者が
〈リアリズム筆法〉と〈デフォルメ筆法〉のいずれの次元が語られているのか判断に迷うのはほと
んど必定なのである46。
つまり，ヴェーバーは《倫理》論文の心臓部で，先の三事例のような比較的単純で明快な枠組み

に納まりきらない，複雑で特異な構造をもった理念型を構成し，それを読者が誤って実証的歴史分
析と思い込むような錯綜した〈筆法〉で展開したのである。それにもかかわらず，前段三事例の場
合と異なり，ヴェーバー自身はこの特異な理念型論述の目的や特質について方法論的注釈をしてい
ない。それゆえ，ここにあるのは，《倫理》論文の決定的に重要な環節であるにもかかわらず，方
法論上の「謎」に包まれて本質が見通し難く，不透明で幻惑されやすい理念型なのである。そこか

46 こうした点にかんしては，本稿で問題にした二つの〈筆法〉とその区別の必要性について，基本的には同じ
問題を提起しつつ（この点でその先見性に敬意を表したい），ややニュアンスの異なる受け止め方をしてい
る安藤氏の見解も参照されたい。安藤『出立』，277-8頁を参照。
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ら各人各様の読解や多面的な論争が発生したのはむしろ必然であって，論争の根源は読者の側より
も，むしろヴェーバーの問題の立て方と論述の特殊な構造にあったと見るべきであろう。
《倫理》論文の心臓部を構成するこの理念型論述は，そもそもどのような性格の，どのように読
み取るべきものなのだろうか？この理念型論述としての「謎」を解剖することこそ《倫理》論文読
解のもっとも決定的な鍵なのではないだろうか？
これが，以上の検討から論理必然的に導き出される暫定的結論であり，新たな問題意識である。
このような結果全体から，当然の関心事として浮かび上がってくるのは，そもそも性質も構造も

異なるように見える二つのタイプの「理念型」の構造や特質，意味，妥当性などを，ヴェーバー自
身は方法論的にどのように統一的に整理し，説明しているのかという疑問であろう。
したがって，われわれの次の課題は，このような観点から，《倫理》論文・初版執筆段階でのヴェー

バーの理念型を中心とする方法論思想を確認し，その学問的意味や学問的妥当性を考察するととも
に，それらの認識を背景に，《倫理》論文におけるこれらの理念型論述，とりわけ〔予定説の理念型〕
をどのように読み解くのかを考えることであろう。
そのような方法論的基礎に立ち返った考察を踏まえたうえで，次に，この理念型把握で描かれた

歴史像と歴史的現実とのあいだに実際にどのような懸隔が生じているのか，その基本点を確認して，
理念型による歴史把握の特殊な性格を吟味することや，ヴェーバーがここで歴史的現実に「暴力」
を加えた目的は何か，ヴェーバーの論述行為の「意味」を探ることなどが必要となろう。そうした
考察を通じて，他の重要問題─例えば「資本主義の “精神”」とはどのような概念なのか，など─
を吟味して，綜合的に《倫理》論文 ･初版の特徴を考察する道も開けてくると思われる。
こうした展望をもちつつ，次のステップの具体的課題を上記のように確認して，本稿における議

論をいったん閉じることにしたい。
（以上）


