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藤村 :《倫理》論文における理念型論述の方法論思想（1）商学論集　第 86巻第 2号　　2017年 9月

【 論　文 】

《倫理》論文における理念型論述の方法論思想（1）
── 論文読解のための第二次考察（1） ──

藤　村　俊　郎

は じ め に

われわれは，2016年 7月に本誌上に発表した論文「《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─」1（《第一次考察》と略称）において，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」」（《倫理》論文と略称）を初版のテクスト2で精確に読解
する立場を表明し，その作業の手始めとして，同論文で，ヴェーバーが理念型を「ある意味で歴史
的現実に暴力を加える」ものと注釈している事実に注目し，その具体的意味と学問的意義ならびに
それがもたらす具体的結果を検討するため，まず，《倫理》論文内でヴェーバー自らが理念型論述
であることを明示した四事例について，その具体的様相を分析した。
その結果，これら四事例には，類型的対照性を極度に強調して示す第一のタイプ（三事例）と，

わずか一例だが，われわれが「予定説の理念型」と名付けた《倫理》論文の核心部分を構成する第
二のタイプがあることを確認し，それぞれの特徴と問題点を洗い出した。とくに第二のタイプにつ
いては，「《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」であること，「そこか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」だったことを指摘し，これを当面の最大の謎に位置づけた。
そして，この二つのタイプ─とりわけ第二のタイプ─の理念型論述について，それが歴史認識とし
てどのような学問的意義と役割があるのかを明らかにすることなしに《倫理》論文・初版の精確な
読解も成立し得ないと判断し，《倫理》論文の理念型論述を支えていたヴェーバーの当時の方法論
思想を掘り下げて把握し，それらと結びつけてこれらの謎を解明することを次の課題とした3。
本稿は，前稿で絞り込んだこの課題を《第二次考察》として追求するものである。
この課題の前提にあるのは，上述のとおり，《倫理》論文の精確な読解には同論文の初版と改訂

版とを異なる段階の作品として区別し，まずは《倫理》論文を初版の生まれたばかりの姿で把握す
 1 藤村俊郎，《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─，『商学論集』第

85巻 1号，2016年 7月。〔《第一次考察》と略記〕。
 2 Max Weber, Die protestantische Ethik und der “Geist” des Kapitalismus, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozi-

alpolitik, XX,XXI, 1904, 1905. 〔PE （Archiv, XX.）などと略記〕。原文参照はこれにより，邦訳は，改訂版だが，
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.〔《倫
理》（大塚）と略記〕による。なお，本稿で参照した範囲内では，初校と改訂版の異同はない。

 3 《第一次考察》，23-24頁。
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ることを追求する観点であるが，これと関連して，《第一次考察》では，理念型にかんするヴェーバー
の方法論的立場にも，《倫理》論文・初版執筆段階と改訂版公表段階とを比較すると，有意の差異
が見られる事実に着目し，初版執筆時期に限定して理念型論述の理論と実際を具体的に考察するこ
とは，ヴェーバーの理念型論を歴史的展開の視点で考察する意味もあるはずだと予想していた4。
この問題意識を継承して，本稿の考察対象とするヴェーバーの方法論思想も《倫理》論文・初版

執筆時期のそれに焦点が絞られる。ただし，《倫理》論文にかんするこうした検討は，異なる時期
のテクストと方法論思想とが錯綜している改訂版では，意味のある検討がそもそも不可能であって，
初版執筆時期に限定してはじめて固有の意味をもつことにあわせて留意を求めておきたい5。
問題は，このような検討を可能にするような材料の有無であるが，《倫理》論文・初版の場合，

偶然とも言えるほど特殊に幸運な状況がある。というのも，ヴェーバーが《倫理》論文・初版を執
筆・発表した時期は，ちょうど彼が歴史学ないし「社会科学」の方法論について独自の見地の確立
を試みる論文を集中的に発表した時期に当たっており，そのなかで理念型が方法論の中心的環に位
置づけられているため，それらを通観すれば，この時期にヴェーバーが学問としての歴史学をどの
ように構想し，理念型という方法範疇をそれとの関連でどのようなものとして構築しようとしてい
たかをかなり豊富な材料から，多面的に考察することが可能だからである。
もとより，この時期の方法論の全貌を再構築してこれを評価するのは，当時の方法論をめぐる歴

史哲学的な論争を含む歴史学方法論の素養を必要とし，ヴェーバー自身が取り扱う問題の学問的領
域も広範囲で，論述も多くは微細を穿ち，論旨は難解であるなど，われわれの能力を遥かに超える
ものがある。ただ，われわれの当面の課題は，《倫理》論文の理念型論述について抱いた前述の謎
の背後に，どのようなヴェーバーの歴史把握にかんする考え方があるのかを探ることであり，その
かぎりでは，ヴェーバー自身が実際に表明している方法論思想から上記問題を解決するヒントとし
て何を見出せるかが検討の焦点となる。検討の範囲がやむを得ず予想外に広がる面があるにしても，
本稿の考察は，あくまでも《倫理》論文・初版，とくにその理念型論述の読解という限定的な目的
に即したものであること，この点を念のため，あらかじめお断りしておきたい。

※　以下，引用文中の斜体太字はヴェーバー自身による強調を示し，それを除く本文ならびに引用文

中の下線・二重下線・波線下線・立体太字などはすべて藤村による強調である。なお，引用文は，参

照を指示した邦訳書の訳文に必ずしも従ってはいない。

 4 《第一次考察》，1-2頁を参照。なお，同稿，5-9頁では，われわれの注目した注釈と理念型論述について，ヴェー
バーが改訂版で本文と注記の双方に重要な改訂を加えた状況を具体的に分析しているので，これも参照され
たい。

 5 もっとも，《倫理》論文が改訂版で読まれているかぎり，本稿が試みたような，ヴェーバーの同時期の方法
論思想と密着させた《倫理》論文・初版像へのアプローチの必要性はあまり意識されぬかと思われる。最近
では，Peter Ghosh, Max Weber and The Protestant Ethic : Twin Histories, Oxford, 2014.に，われわれに類似し
た視角からの検討が見られる。だが，観点・方法に違いもあり，それらについては，当連載論文の最後に概
括する予定である。
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1.　予備的考察 : 考察対象の特定・歴史的文脈の確認・考察対象の特徴と考察の手順

（1）　考察の対象となる諸論文の特定

まず，上記の問題意識に即して，ヴェーバーの方法論にかんする論文で，発表時期が《倫理》論
文・初版執筆時期とほぼ重なりあっているものを挙げれば，次の五篇に絞られよう。

①　「ロッシャーの〈歴史的方法〉」，1903.〔《ロッシャー批判》と略称〕6。
②　「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」，1904.〔《「客観性」論文》と略称〕7。
③　「クニースと非合理性問題」，1905.〔《クニース批判》と略称〕8。
④　「クニースと非合理性問題（続）」，1906.〔《クニース批判（続）》と略称〕9。
⑤　「文化科学の論理学の領域における批判的研究」，1906.〔《マイヤー批判》と略称〕10。

これら一連の論文は，検討方法や内容に違いはあるが，いずれも歴史学ないし「社会科学」の方
法を論じたものとして関連があり，これらを《倫理》論文・初版の発表時期（1904-1905）と重ね
てみれば，方法論の探究と歴史把握の実践とが，いかに絡み合って進行していたかが推定できよう。
これら以外にも，「R.シュタムラーの唯物史観の『克服』」（1907）があるが，時期が《倫理》論文・

初版発表後にかなりずれ込んでいるうえ，内容もあまり理念型への言及がなく，われわれの問題関
心との直接的関連性は薄いと判断した。また，《倫理》論文・初版への批判にヴェーバーが反論し
た四篇の論文（1907-1910）があるが，《倫理》論文・初版の執筆意図の説明はあるものの，批判へ
の事後的・防衛的弁明が中心で方法論の理論的説明には乏しい。また，初版執筆時点から時間が相
当に経過しているうえ，執筆後の省察と《倫理》論文改訂への歩みを予想させる内容も含まれてお
り11，むしろ初版執筆以後に始まる新たな学問活動への転換点に位置づけるのが適当と考えた。さ
らに，「理解社会学のカテゴリー」（1913）は，新しい段階の新展開と位置づけて対象外とした。

 6 Max Weber, Roschers “historische Methode”, 1903, in Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 

1922/1988,〔（GAWL）.と略記〕, S. 3-42. ; マックス・ヴェーバー，ロッシャーとクニース（一），（松井秀親訳），
みすず書房，1955,〔《ロ・ク①》（松井）などと略記〕，9-87頁。

 7 Max Weber, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher u. sozialpolitischer Erkenntnis, 1904, 〔Obj （GAWL）と略
記〕, S. 146-214. ; 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，〔《客観性》（富永）と略記〕，23-164頁。

 8 Max Weber, Knies und das Irrationalitätsproblem, 1905, （GAWL）, S. 42-105. ;《ロ・ク①》（松井），89-146頁な
らびに《ロ・ク②》（松井），3-71頁。

 9 Max Weber, Knies und das Irrationalitätsproblem, 1906, （GAWL）, S. 105-145. ;《ロ・ク②》（松井），73-154頁。
10 Max Weber, Kritische Studien auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Logik, 1906. ;（GAWL）, S. 215-290. ;  

エドワルト・マイヤー／マックス・ヴェーバー，歴史は科学か，（森岡弘通訳），みすず書房，1965.〔《マイヤー》
（森岡）と略記〕，99-227頁。

11 例えば，ヴェーバーのラッハファールへの反批判論文（マックス・ヴェーバー，資本主義の「精神」に関す
る反批判）の訳者，住谷一彦氏の〔解題〕を見よ。『思想』，1980年 8号，No. 674, 83-87頁。
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（2）　この時期の歴史的文脈の確認

それでは，ヴェーバーが上記諸論文を発表した時期に，その執筆活動を主導していた基本的問題
意識は，そもそもどのようなものだったのだろうか？　本稿の具体的検討方法を確定する前提とし
て，上記諸論文が執筆された歴史的文脈を，当時のヴェーバーの個人的状況ならびに彼がこの時点
で向かい合っていた学問的問題状況の二つの側面から眺望しておくことにしたい。
まず，ヴェーバー個人に即した基本的状況として，周知の事実だが，次のような点を確認してお

くことが必要であろう。第一に，1897年夏以降，ヴェーバーは心身の不調に見舞われ，転地療養
を重ねてもなかなか好転せず，ついに 1903年秋にハイデルベルグ大学教授の地位から退くまでに
いたったこと12，第二に，スランプから抜け出す兆しが見えた 1902年に「ヴェーバーをはじめて具
体的な資料を造型する作業から引き離して，広汎な論理的問題性のなかへ導き入れ（た）」13とされ
る前記《ロッシャー批判》の執筆が始まり，回復に波もあって，発表は 1903年となったが，それ
以降，方法論を追究する一連の重要な論文が《倫理》論文・初版と重なり合って執筆されるにいたっ
たこと，第三に，これら一連の方法論追究の刺激とも踏台ともなったのがハイデルベルク大学の同
僚で新進の哲学者リッカートであり，その新著をヴェーバーが 1902年に転地療養先で読み，「非常
によい」と評していたこと14，などである。こうした点から見て，上記諸論文は，既成のアカデミッ
ク体制の枠外に身を置いて展開され始めた，ヴェーバー復調後の学問的再出発の最初の構成部分で
あり，その内容も新たに本格的に取り組む哲学的・理論的分野であったことに注目しておきたい。
この状況に重ねて，もう一つ重要な点は，折しもエドガー・ヤッフェが既存の社会科学関係の雑

誌を買い取り，1904年から新しく『社会科学・社会政策雑誌』（《アルヒーフ》と略称）15として刊
行を続行することになり，ヴェーバーがヤッフェ，ゾンバルトとともにその共同編集者になったこ
とである16。学界に主導的な影響を与えうるこの新しい活動への取り組みは，並行して求められる
同誌への寄稿とともに，大学の狭い講座的専門性から解放された─そして，彼自身の問題関心には
むしろ照応した─より広い視野からの学問活動のために，恰好の刺激と場とを彼に与えたはずであ
る。
しかし，ヴェーバーをこれら一連の方法論論文の執筆へと駆り立てたもっとも重要な内的推進力

は，当然ながら，当時のドイツ学界の客観的状況を背景に彼が抱くにいたった強烈な方法論への問
題意識だったと言えよう17。19世紀末のドイツの学問世界では，ヴェーバーが携わっていた歴史学
ないし「社会科学」の方法論をめぐって激しい哲学的論争が繰り広げられていた。論争は，1890

年代半ばを画期としてヴィンデルバントが切り開いた新しい段階に入っていたが，ヴェーバーが上

12 マリアンネ ･ヴェーバー，マックス・ヴェーバー，（大久保和郞訳），みすず書房，1963年，209頁を参照。
13 同前，211頁を参照。
14 同前，207頁を参照。
15 Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.なお，前稿では，これについて『社会科学・社会政策紀要』と
いう訳語を充てていたが，本稿では『…雑誌』という訳語に訂正した。

16 マリアンネ ･ヴェーバー，前掲，220頁を参照。
17 以下の方法論論争については，例えば，A・シェルテイング，ウェーバー社会科学の方法論─理念型を中心
に（石坂巌訳），1977年，れんが書房新社，を参照。
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記の一連の論文を執筆した時期は，そこからさらに一歩を進めた，新たな境地を切り開こうとする
気運が生じた時期に当たっていた。
ヴィンデルバント以前に学問論で支配的だったのは，ニュートンの自然哲学体系を踏まえて，普

遍的で必然的な一般法則を発見して世界を演繹的に説明するのが学問の本質と捉える「法則定立主
義」であった。法則の発見や法則による説明の行われない歴史学を含む自然科学以外の学問は，い
わば芸術と同様の主観的把握が支配するジャンルに属すると見なされたり，逆に，歴史学でも一般
法則の発見が追求されたりした。この状況を打破する新しい見地を提起したのがヴィンデルバント
で，彼は，歴史学は学問としての本質が自然科学とは異なることを主張し，これを一回きりで生じ
る個性的現象の説明を追求する点に本質がある「個性記述学」と捉える立場を確立した。しかし，
その後も「法則定立主義」との論争が続くなかで，20世紀初頭にヴィンデルバントの議論をより
深めたのが弟子のリッカートであり，その新著18を転地療養中のヴェーバーが読んだのである。
リッカートの新しい見解は，ヴィンデルバントの言う「個性記述学」的な認識の本質が─自然を

対象とするか，人間や精神を対象とするかといった─研究対象の素材的区別から生じるのではなく，
研究主体の価値観点が研究対象を選定し，規定することにあると主張するものであった。つまり，
無限に細分できる諸要素が無限の相互関連で絡み合っている客観的現実の網の目のなかから，研究
主体が重要だと考える個別的事象やその相互の関連の一側面のみを研究対象として取り出し，その
個別的特性が研究されること，この点に歴史学などの特質があると喝破したのである。リッカート
はこの関係を「価値関連性」〈Wertbeziehung〉19と呼び，この観点から歴史学などの方法論を哲学的
に解明しようとしていた。不調を脱したばかりのヴェーバーの学問的再出発の歩みは，まさに，こ
の観点を共通の足場にしつつ，歴史学ないし「社会科学」を実際に研究する立場から，より具体的
なレベルで方法論を独自に確立する道を探究するかたちで始まったのであり20，先に掲げた五篇の
論文は，ほかならぬその格闘の足跡だったと言ってよい。
ところで，ヴェーバーのこのような努力の基本的性質を把握するには，ヴェーバーがとくに大学

在職中の担当講座との関係で具体的に直面していた方法論問題のもう一つの側面にも注意しておく
必要がある。それは，ドイツ国民経済学の主流であった「歴史学派」，さらにはマルクス主義との
対抗関係である。例えば，上記五篇の論文のうち，三篇は歴史学派の代表的学者ロッシャーとクニー
スの批判を標榜した論文であるが，その内容は単なる彼らへの批判というよりも，歴史学派を乗り

18 Heinlich Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, eine logische Einleitung in die histo-

rischen Wissenschaften, 1902. 
19 ここでは，〈Wertbeziehung〉に「価値関連性」という一般的訳語を充てたが，この概念についてのヴェーバー
自身の把握を確認したうえで（本稿，22-23頁），《「客観性」論文》におけるヴェーバーの見地については，
とくに「価値による秩序づけ」という訳語を用いる予定である。

20 リッカートの歴史哲学を読むと（例えば，ハインリッヒ・リッカート『歴史哲学序説』，（佐伯守訳），1976,

ミネルヴァ書房），その内容は純粋に思弁的な体系構築で，ヴェーバーが歴史把握の理論と実際の両面に目
配りして，具体例を挙げながら方法論を議論するのとは相当に異なる。その分，ヴェーバーの議論には系統
性に難があるものの，実際的見地からの修正・展開の可能性があったとも言える。〈Wertbeziehung〉につい
ても，ヴェーバーはリッカートから重要な示唆を受けた面とリッカートの重要な限界を乗り越えようとした
面とがある（本稿，注 29を参照）。
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越える新たな方法論を具体的に模索した点により重要な特徴があった。また，方法論の展開として
もっとも重要な《「客観性」論文》の中心部分は，歴史学派やマルクス主義─とくにその俗流─の
法則主義を批判し，彼自身の提唱する立場の有効性を主張する根本的対決の文書でもあった21。
このように，先に挙げた五篇の論文は，学界の先頭を切って新しい方法論の道を切り開こうとす

る気鋭の学者の格闘の足跡であり，それだけにまた，これらの論文の多くは，なお開拓に主眼があ
り，突破を必要とする諸論点を重点的に模索しながら論じた面もあり，決してある体系を完成した
大家がそれを順序立てて系統的に解き明かしたものではない。こうした状況が，これらの論文の読
解を困難にしているのも事実であろう。

（3）　主要五論文の個別的特徴と本稿の考察手順

以上を踏まえながら，前掲五論文を見渡すと，歴史認識の方法を論じた点では共通するが，内容
や語り口に相違があり，おおまかに三種類に分けることができる。
その第一は，1904年に発表された《「客観性」論文》である。これは，ヴェーバーが共同編集者

となった《アルヒーフ》の新しい発足に当たり，この雑誌の学問上の立場を系統的に宣明する意味
も籠めて書かれた長編で，五論文のなかで歴史学ないし「社会科学」の方法論をもっとも綜合的に
論じており，ヴェーバーが《倫理》論文・初版で理念型について参照を指示した唯一の参考文献で
もある22。論文は，① いわゆる「価値自由」の問題，② 歴史学ないし「社会科学」の本質的特性，
③ それに基づく独特の方法範疇である「理念型」，という三つのテーマを論じているが，論文全体
を通じて，ヴェーバーの歴史把握の独特の姿を窺うこともできる。《倫理》論文・初版の背後にあ
るこの時期の方法論思想を把握するうえで，基本的土台を示す論文と考えて間違いあるまい。
その第二は，1903年から 1906年にかけて発表され，のちに「ロッシャーとクニース」という一

本の論文に纏められる三本の連作論文である。いずれも，歴史学派の代表的存在であったロッシャー
ならびにクニースに対する批判を表題に掲げているが，《ロッシャー批判》がロッシャーの方法的
弱点の批判を主内容としているのに対し，《クニース批判》と《クニース批判（続）》の二篇は，む
しろ，心理学その他の関連する諸分野にも視野を広げながら，クニースを超えるヴェーバー自身の
独自の方法論を新しく開拓する議論に精力が注がれている。そのなかで，われわれの問題関心に直
接かかわるのは，クニース批判の二篇であり，ヴェーバーが《倫理》論文執筆直後と推定される時
期に歴史認識の客観性や理念型について新たに到達した，《「客観性」論文》とはすこし違った観点
を窺う好材料となっている。この部分が本稿での主要な考察対象となる。
その第三は，1906年に発表された《マイヤー批判》である。論文は，前半で歴史学者マイヤー
の方法論論議に論評をくわえたのち，後半で，いわゆる「因果帰属」に関連する「客観的可能性」
の問題を集中的に議論している。この論点は，ヴェーバーが《「客観性」論文》でその重要性を強
調しつつ，詳細な展開にいたらなかったもので，《「客観性」論文》への重要な補充をなす。この時
期のヴェーバーの方法論思想の特徴をやや異なった角度から確認する材料となろう。
以上の特徴を踏まえ，本稿では，まず《「客観性」論文》をヴェーバーの方法論思想を把握する
21 例えば，Obj （GAWL）, S. 167. ;《客観性》（富永），66-67頁を参照。
22 PE （Archiv, XX, 1）, S. 31, Anm.1. ;《倫理》（大塚），81頁，注（1）を参照。



19― ―

藤村 :《倫理》論文における理念型論述の方法論思想（1）

土台として考察し，次いで，クニース批判の二篇と《マイヤー批判》を検討したうえで，最後にそ
れらを綜合して，われわれの立てた課題への解答を追求する手順を踏むこととしたい。

2.　歴史認識における「価値による秩序づけ」〈Wertbeziehung〉

（1）　《「客観性」論文》の論旨構成と対象領域

最初の検討対象となる《「客観性」論文》は，いわゆる「価値自由」を論じた「I」，ならびに歴
史学ないし「社会科学」の認識の特質と「理念型」という二大テーマを論じた「II」からなる。こ
のうち，「I」は，共同編集者ヤッフェとゾンバルトが事前に閲読して内容に同意しているが，「II」は，
「形式，内容ともに著者のみが責任を負う」と論文冒頭に注記されている23。「価値自由」論は，ヴェー
バーの学問思想の重要論点ではあるが，《倫理》論文・初版における理念型論述との関係は希薄な
ので考察対象から外し，以降では，ヴェーバーのみが責任を負う「II」を検討素材とする。
「II」の部分の論述内容は，歴史把握の多くの側面にかかわるが，まずは，歴史把握における「価
値による秩序づけ」の問題を最初の主題とし，これにかんするヴェーバーの思想を《「客観性」論文》
に即して考察することから作業を始めることとしたい。というのも，この主題を論じているのは五
論文中この論文のみであり，しかも，この観点は，《倫理》論文・初版が構想され，執筆された時
期の方法論思想の土台をなしており，理念型も歴史把握もそれを抜きにしては語れないからである。
ところで，これまでわれわれは，ヴェーバーがこの時期の方法論の議論で念頭に置いている学問

分野を「歴史学ないし「社会科学」」というやや曖昧な表現で言い表してきたが，具体的には，ヴェー
バーはそれをどのような内容で想定していたのだろうか？　さいわい，《「客観性」論文》「II」には，
この点を明らかにする二通りの言明があるので，まずは，それを確認しておくことにしよう。
その一つは，ヴェーバーが《「客観性」論文》「II」の冒頭で，新発足する『社会科学 ･社会政策

雑誌』がどのような学問分野を取り扱うことになるかを明確にした言明で，彼は，それを「社会-

経済的なもの」と抑えたうえで，三つの構成要素からなると説明する。その第一は，狭義ないし固
有の意味で「「経済的」事象ないし制度と名付けることができる」領域それ自体，その第二は，第
一の領域には属さないが，その作用が経済にとって重要な意味をもつ（ökonomisch relevant）諸事
象（例えば，宗教生活），第三は，経済的現象には属さず，経済への作用もあまり問題にならないが，
その特性のある側面が多少なりとも経済的な契機に規定されるような，「経済によって条件付けら
れた（ökonomisch bedingt）」諸事象（例えば，ある時代の芸術的嗜好）である24。これらの構成要素
を確認したうえで，さらにヴェーバーは，これら三つの構成要素相互の関係が作用と反作用を繰り
返す過程を歴史的に把握して，歴史的因果関係や歴史的変化の文脈のなかで社会経済諸現象を考究
することを「われわれの雑誌のもっとも固有の研究領域」と位置づけている25。
このとらえ方は，再出発する雑誌の研究領域を編集者の立場で客観的に記述したものではあるが，

23 Obj （GAWL）, S. 146, Anm. 1. ;《客観性》（富永），162-163頁，原注（1）を参照。
24 Obj （GAWL）, S. 161-162. ;《客観性》（富永），56-58頁を参照。
25 Obj （GAWL）, S. 163-165. ;《客観性》（富永），59-63頁を参照。
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同時に彼自身の責任で発表した文章でもあって，この雑誌を拠点にして再出発しようとしている
ヴェーバー自身の問題関心のあり方も反映していると見てよかろう。
もう一つの言明は，具体的に自らの方法論を積極的に展開するに当たって，その前提として，学

問的考察の対象を規定したもので，やや違った角度からほぼ同様の限定が行なわれている26。

　われわれは，われわれが組み入れられ，われわれを取り囲んでいる生活の現実をその特性において

理解することを求める─すなわち，一方では，その現実の今日の形態における個々の諸現象の連関と

文化意義を理解し，また他方では，この現実が歴史的にかくなって他とはならなかったことの根拠を

理解すること，これである。

この二つの言明は，具体的規定と抽象的表現との違いはあるが，いずれも部門横断的把握と時系
列的把握とを組み合わせて，綜合的に対象の特質を解明しようとしており，旧来の歴史学派を否定
しつつも，自らが育ってきた歴史学派的な思考様式を継承し，新たなレベルを切り開こうとする
ヴェーバーの立ち位置を標示しているように思われる。本稿では「歴史学ないし「社会科学」」と
いう表現でヴェーバーのこうした関心対象領域を示し，また，われわれの当面の関心に引き寄せて，
そこで論じられている方法論を「歴史把握」・「歴史認識」にかんするものとも捉えることにしたい。

（2）　歴史認識の出発点としての〈Wertbeziehung〉

さて，ヴェーバーは，上記引用文の前後で，これらの領域の諸事象が「無限に多様な併存と継起」
のなかにあることにとくに注意を促し，これを「いかなる社会科学的研究にもそなわる認識目標の
特性」と規定するとともに，それを踏まえて，さらに次のように言う27。

　それゆえ，無限の現実に対する，有限の人間精神の思惟を通じた認識は，すべてつぎの暗黙の前提

のうえに成り立っている。すなわち，そうした現実の有限な部分のみがそのつど学問的把握の対象と

なること，そして，それのみが，「知るに値する」という意味で「本質的」なものと見なされること，

これである。

この「認識目標の特性」とそれが含意する「暗黙の前提」こそ，《「客観性」論文》の認識論的土
台をなすと言ってよく，この土台の上に立って，歴史学ないし「社会科学」の学問的方法論の根本
的立脚点として，研究主体の「文化価値理念」28─平たく言えば，何を自分たちにとって意味のあ
る事象と捉えるかという価値理念─こそが研究対象の選定に始まる一連の学問的認識行為を主導
し，規定するとの立場が主張される。これがリッカートの提起した〈Wertbeziehung〉─すなわち，（文
化）価値に関連づけて考察すること─という哲学的概念であり，ヴェーバーもこれを基本的に肯定
的に受け止めて自らの立脚点とし，そこから，歴史学派や史的唯物論学派の法則主義を批判し，彼

26 Obj （GAWL）, S. 170-171. ;《客観性》（富永），73頁を参照。
27 Obj （GAWL）, S. 170-171. ;《客観性》（富永），73-74頁を参照。
28 Obj （GAWL）, S. 178. ;《客観性》（富永），87頁を参照。
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独自の方法論的立場の具体的構築に挑んでいく。ある意味で，それが《「客観性」論文》「II」のす
べてとも言えよう29。したがって，ヴェーバーの方法論思想を語るには，まずは，彼が「文化科学
的考察方法の決定的特性」とも称した30この哲学的概念を詳しく観察しておく必要がある。
《「客観性」論文》で，ヴェーバーは，論文の中心テーマである方法論上の基本的対立の実質を，「現
実を思考によって秩序づける…二種類の方法」と捉えている31。その一方は，「見通しがたいほど多
様な諸現象の経過のうちに認識できる〈諸法則〉が内包するものこそ，これらの諸現象にかんして
学問上唯一「本質的なもの」でなければならない」とする立場であり，この観点から─自然科学が
そうであるように─因果結合の「法則性」を解明し，それを通じて「現実を〈演繹〉できるような
学説体系」を追求するとされている32。いわば，「法則による秩序づけ」の立場である。これに対置
されたのが上記の〈Wertbeziehung〉の立場であった。
では，歴史認識にとって〈Wertbeziehung〉の立場に立つことが具体的にどのようなことを意味

するのか？　この点について，比較的全面的かつ具体的に基本点を集約し ,やや図式的に論述した
部分があるので，多少長くなるが，以下に引用しておこう33。なお，引用文は，ほぼ一つながりの
論述であるが，論旨展開の段取りを追って把握しやすいように敢えて分節化して表示してある。

　〔引用文 ①〕　われわれが得ようと努めるのは，ほかならぬ歴史的な認識，つまりその独自性という

点で意義のある諸現象の認識である。その場合に決定的なのは，かぎりなく豊かな現象のかぎりある

部分にのみ意義があるという前提に立たなければ，個性的な現象の認識という発想も，論理学的34に

およそ意味をなさないということである。

　〔引用文 ②〕　およそ個性的な事実の因果的説明はいかにして可能かという問いを前にして，この世

に生起することがらにかんするすべての「法則」の考えられるかぎり包括的な知識を携えて臨んだと

しても，われわれはこの問いに答えられず，途方に暮れるばかりであろう。─なぜなら，現実からご

く微細な断片を取り出すとしても，それを記述すること自体がすでに遺漏なくできるとは考えられな

29 《「客観性」論文》冒頭の注記（本稿，注 23を参照）で，ヴェーバーは，同論文の性格を「現代論理学の既
知の成果をわれわれの目的に役立てようとするもの」と説明し，その「現代論理学」の代表者の一人に「わ
れわれの目的に照らして，とくにハインリッヒ・リッカート」を挙げる。ヴェーバーがリッカートの〈Wert-

beziehung〉を活用しつつ，「われわれの目的に役立てよう」とする関係には注意も必要である。リッカート
とヴェーバーとでは，実は，同じく〈Wertbeziehung〉と言っても，研究主体の価値理念が万人共有の理念か，
個々の研究者の理念かという違いがあり，それが学問的妥当性の根拠の議論に決定的に影響する。ヴェーバー
は，その後者の観点から独自の解決を追求し，それが《「客観性」論文》の重要な構成部分にもなっている
面がある。この点については，本稿続篇の検討を参照されたい。

 　なお，上記注記文中で，「論理学」という語がいわば「方法論」の哲学的議論をも含む広い意味で用いら
れている。この点は，以降の文中にも出てくる「論理（学）的」という修飾語の解釈の参考となるはずである。

30 Obj （GAWL）, S. 175. ;《客観性》（富永），82頁を参照。
31 Obj （GAWL）, S. 176. ;《客観性》（富永），84頁を参照。
32 Obj （GAWL）, S. 171-172. ;《客観性》（富永），74-75頁を参照。
33 Obj （GAWL）, S. 177-178. ;《客観性》（富永），86-88頁を参照。
34 「論理学」と言う用語の含意については，本稿，注 29を参照されたい。
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いからである。なんらかの出来事を規定している原因の数と種類は，実際，つねに無限にあり，その

うちの一部分をそれだけが考慮に値するとして選り分けるためのいかなる標識（メルクマール）も，

事物そのものには存在しない。本気になって「無前提的に」35現実を認識しようとする企てが達成でき

るものは，せいぜい，無数の個別的知覚にかんする「実在判断」の混沌（カオス）でしかないであろう。

　〔引用文 ③〕　こうした混沌（カオス）に秩序をもたらすには，次の事情を踏まえるしかない。すな

わち，われわれが現実に接近するさいに抱いている文化価値理念に関係づけられるのは，個別の実在

の一部分のみであるから，いかなる場合でもこれ以外にわれわれの関心を引き，われわれにとって意

義をもつものはない，という事情がそれである。つねにかぎりなく多様な個別現象の，特定された側面，

つまり，われわれが一般的な文化意義があると認める当の側面のみが，それゆえに知るに値するもの

となり，それのみが因果説明の対象になるのである。

　〔引用文 ④〕　因果的説明そのものも，これまた同一の現象を呈示する。すなわち，なんらかの具体

的現象を，その十全な現実性において漏れなく因果的に遡及することは，実際上不可能なだけでなく，

まったく無意味である。われわれは，個々のばあいに，ある出来事の「本質的」な構成部分が帰属さ

れるべき原因だけを掴み出す。………。ある現象の個性が問題にされるばあい，因果問題とは，法則

を探究することではなく，具体的な因果連関を求めることである。………。つまり，それは帰属問題

なのである。」

念のために，論旨を確認しておくと，まず，〔引用文 ①〕では，歴史認識を「個性的な現象の認識」
と捉える立場から，法則主義に対置するかたちで，前述の「認識目標の特性」とそれに内包される
「暗黙の前提」（20頁を参照）を提示し，また，〔引用文 ③〕では，そのことを「文化価値理念」の
問題として位置づけている。他方，〔引用文 ②・③・④〕は，〈Wertbeziehung〉を土台にして進め
られる歴史認識の特質を，その主要な局面に即して，法則主義の場合と対照させながら述べている。
そのうち，〔引用文 ②〕では，法則主義は，研究の目的を達成できないだけでなく─「法則による
秩序づけ」も不可能であるから─認識上の混沌（カオス）しか生み出さないと批判し，その原因は
「無前提的」であること，つまり，上記の「暗黙の前提」を無視して，歴史事象全般に妥当する法
則の把握を追究することにあると指摘する。そして，〔引用文 ③〕で，こうした認識上の混沌（カ
オス）を避け，秩序だった歴史認識を保障する道は，とりもなおさず文化的価値観念に基づく研究
者の関心の有無や重要度の判断から出発する前提に立つことだと主張する。そして，〔引用文 ④〕

では，因果関係の把握においても対象の限定・選択の原理が働き，因果関係を説明する普遍的法則
の発見ではなくて，原因と見られる具体的事象への因果連関の個別的「帰属」が問題になると指摘
する。
以上から，〈Wertbeziehung〉という方法論思想の基本的特徴をおおよそ看取できるかと思うが，

それにかかわってとくに注目されるのは，ヴェーバーが〈Wertbeziehung〉を法則主義と比較した
35 上記〔引用文①〕で，「かぎりなく豊かな現象のかぎりある部分だけに意義がある，という前提」が語られ
ている。
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相対的な差異としてではなく，むしろ一歩踏み込んで，認識上のカオスに陥るか，それとも秩序あ
る認識に到達できるかという，学問研究にとって文字通り死活的意味をもつ二者択一的分岐として
いることである。ヴェーバーは，この問題を「現実を思考によって秩序づける方法」の対立と規定
していたが，いま述べた積極的意義づけと結びつければ，これを「法則による秩序づけ」に対する
「価値による秩序づけ」と捉えることもできよう。本稿では，この意味を含めて，この表現をヴェー
バーにおける〈Wertbeziehung〉の─さしあたり，《「客観性」論文》に特徴的な─訳語としたい。

（3）　「価値による秩序づけ」にかんする図式的把握をどう見るか？

このような「価値による秩序づけ」による歴史把握の方法を全面的に評価することは，方法論に
かんする専門的検討を踏まえずに軽々に議論できる問題ではなく，また，われわれのここでの目的
でもない。われわれの当面の課題は，《倫理》論文・初版の読解に参考になる当時のヴェーバーの
方法論思想の特質を探ることであり，この観点からすれば，最大の関心事は，ヴェーバーが肯定的
なものとして示した「価値による秩序づけ」の立場による歴史把握が，そもそもどのように進めら
れるものと想定されているのかを具体的に確認することである。それには，この立場の歴史把握の
具体像を思い描くことが必要になるが，この見地から読み返してみると，《「客観性」論文》の論述
内容は，文化価値理念にかんする哲学的議論は豊富だが，歴史把握の実際にかんする手がかりは意
外に乏しく，具体像が漠としてつかみ難いことに気づかされる。そのうえ，具体的把握の観点から
考えると，それなりに重要な疑問が生じるのもまた事実である。
歴史把握の具体像が乏しいという消極面が生じたのは，この論文が「論理学」的な論争の文書で

あり，しかも，ヴェーバーが歴史認識の死活的分水嶺があると考える基本的立場の是非を争うもの
であったことによる面が大きいと思われる。とくに，さきに紹介した一連の〔引用文〕の論述では，
二つの立場が水と油のように相互に相容れないかたちで根本的に対立することが一面的に強調さ
れ，そのために，両者のあいだに実は共有されている要素ないしは両者の中間に位置する事態が捨
象されていることに注意が必要である。この点は，《倫理》論文・初版の背後にあるヴェーバーの
方法論思想の客観的な把握にかかわる問題なので，すこし掘り下げて検討しておくことにしたい。
われわれは，いま，歴史把握の具体像がつかみ難いことを問題にしたが，それが不分明なのは─

皮肉な結果だが─実は，もっぱら，ヴェーバーが主張している「価値による秩序づけ」の立場の研
究の具体像なのである。というのも，批判対象となった「法則による秩序づけ」の立場の研究は，
客観世界の諸事象のなかに客観的に作用していると想定される「基本法則」を探る研究であるから，
それが対象の客観的分析によって進められるであろうこと，分析結果の学問的妥当性も客観的に検
証されるであろうこと，したがって，少なくとも純理論的には，そこに主観的要素が介入する必然
性はないことなどが容易に推定できるからである。これに対して，「価値による秩序づけ」の立場
で行なわれる研究は，主観的要素から始動し，それによって秩序づけが行なわれる過程とされてい
るから，そのもとで，主観的主導の契機と客観的分析の契機とが具体的にどのように関係しあうの
かが不分明であれば，誰もその歴史認識が成立する過程を具体的に思い描くことはできず，そこか
ら導き出された結論の学問的妥当性がどのように担保されるのかも確認しようがないのである。
このような皮肉な結果になったのは，「基本法則」という客観的要素を追求する歴史認識と「文
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化価値理念」という主観的要素に導かれる歴史認識とを対置する極端に図式化された説明が追求さ
れた結果，後者の歴史認識にも実際には存在している客観的分析の契機が二次的な要素として図式
の外に押しやられ，その位置づけがまったく語られなかったことと無関係ではあるまい。われわれ
がそう断定できるのは，実はヴェーバーが論文内の別の個所では，「価値による秩序づけ」の立場
においても〈客観的分析の契機〉が不可欠の要素であることをはっきりと認めているからである。
例えば，〔引用文 ④〕で，ヴェーバーは因果関係の説明について，「われわれは，個々のばあいに，

ある出来事の「本質的」な構成部分が帰属されるべき原因だけを掴み出す」と述べたが，その選択
の原理については何も語らなかった。だが，別の個所の総括的論述では，因果帰属に触れたとき，「な
んらかの個性的な結果の妥当な因果帰属は，「法則的知識」─すなわち，因果連関の規則性にかん
する知識─の使用を抜きにしては，およそ不可能である」と言明し，さらに「いかなる場合にも，
…そうした帰属の確かさは，われわれの一般的認識が確かで包括的であるほど，それだけ大きくな
る」と補足している36。ここで言う「法則的知識」にせよ，「一般的認識」にせよ，そう呼ばれる以上，
それが学界で共有されている客観的認識であるのは自明であり，そうであるかぎり，二つの立場の
いずれにも共有されているであろうし，あるいはむしろ，それは「法則による秩序づけ」の立場の
研究者によって導き出された可能性さえ否定できないはずなのである37。
この事例と同じような意味をもつ別の問題もあわせて指摘しておこう。
さきの〔引用文 ②〕において，ヴェーバーは「個性的な事実の因果的説明はいかにして可能か

という問い」にかかわって，法則追求の立場は「カオス」に陥るしかないと指摘し，さらに〔引用
文 ③〕で，そこに秩序をもたらすのは文化価値理念による主導であると答えている。ここには，
明らかに論理の飛躍がある。というのも，法則的なものの追求が無効であるとしても，「個別的な
事実の因果説明」という目的に即して考えるならば，そこからただちにその解決策として文化価値
理念による主導しか手立てがないということにはならないはずだからである。歴史把握で取り扱う
個別的な事象は，つねに現実のなかでさまざまな事象と客観的な因果関係を取り結んでいるのが実
態であるから，そこにはその事実をめぐる因果関係のある種の客観的構造が存在すると見るべきで
あろう。もちろん─ヴェーバーが強調するとおり─それを全面的に余すところなく分析するのは不
可能だが，その因果関係の客観的構造をできるだけ反映するような認識を確立するのは，ヴェーバー
の言う「帰属問題」の解決のためにも不可欠の前提となるはずである。そこで析出されてくるいく
つかの因果的連関の客観的重要度を考え合わせながら，「個別的な事実の因果説明」を試みるのが
歴史把握の一般的経過だろうからである。ところが，ヴェーバーは〔引用文 ②〕では，このこと
について，「それだけが考慮に値するとして選り分けるためのいかなる標識（メルクマール）も事

36 Obj （GAWL）, S. 178-179. ;《客観性》（富永），89-90頁を参照。
37 細かい説明は省略しているが，ヴェーバーがここで用いている「法則」概念には，実は二通りの意味がある。
一つは，自然科学における「重力の法則」のように，それによってすべての現象を説明できるような原理的
法則で「法則主義」という場合は，この意味である。もう一つは ,狭い範囲の現象において規則的に観察で
きる関係を指す場合で，ここでいう「因果連関の規則性」などは，この意味である。ヴェーバーは，歴史学
ないし社会科学における前者の意味での「法則」は否定するが，後者の意味での「法則」は肯定し，これに
ついては，「規則性」という用語を用いる場合もある。しかし，訳書によっては，これも「法則性」と訳し
ている場合があり，注意が必要である。
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物そのものには存在しない」と性急に断言し，さらに〔引用文 ③〕では，あたかも，それに秩序
を与えるのは，「われわれが一般的な文化意義があると認める当の側面のみ」であるかのように論
じている。表現が微妙だから，断定は避けるが，もしこれが，事物そのものをいくら分析しても，
客観的判断材料は見出せないのであって，因果関連はもっぱら研究主体の文化価値理念によって判
断するしかないという意味であれば，それは，客観的因果構造の分析の必要性を無視し，もっぱら
文化価値理念が因果帰属を決定すると主張することになりかねない。そうではなくて，事物そのも
のの客観的分析結果を判断材料にしながら，最終的には問題を立てた文化価値理念が判断を下すと
いうのが本意であるならば，〔引用文 ②〕ならびに〔引用文 ③〕の論述は，どう見ても，対照性を
強調するために，二次的ではあるが実際には重要な要素を捨象した言明になっていると言わねばな
るまい。
いずれにせよ，二つの立場の関係は，水と油のようにまったく相容れないというより，むしろ基

礎的な領域で共有する認識があるけれども，追求する手順や最終目的で対立しているというのが実
際に即したとらえ方であろう。まさに，そうした実際の姿において，共有される客観的分析の契機
も踏まえながら，文化価値理念の主導するもとで，どのような独自の歴史認識形成が進められるの
か，これがわれわれのもっとも知りたいところである。だが，《「客観性」論文》の「価値による秩
序づけ」にかんする論述に，そのような具体像はほとんど見出せないのが実際である。このため，
ヴェーバーの言う「価値による秩序づけ」の観点そのものが，《倫理》論文・初版の論述に具体的
にどのように関係してくるのか，ひいては，その観点から導き出された結論に学問的妥当性がどの
ように確保されるのかというわれわれにとって肝心の問題について，《「客観性」論文》からは，ほ
とんど実質的ななことが導き出せない結果になる。
しかし，ヴェーバーの脳裏にわれわれとほとんど同じ問題があり，ヴェーバーにとっても，それ

が避けることのできない問題であることは，ヴェーバーが「価値による秩序づけ」に基づく方法を
論じた部分を締め括る段階で，次のように言明していることからも判断できる38。

　研究の方法という点では，たしかに─後段で見るとおり─研究者が使用する概念的補助手段（「理念

型」を指す。〔藤村〕）の構成を主導的な「観点」が規定する。だが，それが使われる方式という点では，

…研究者はわれわれの思考の規範に拘束される。なぜなら，学問的真理とは，真理を欲するすべての

者に妥当することを欲するものにほかならないからである。

ここで注目されるのは，「価値による秩序づけ」を標榜するヴェーバーの方法論上の決定的概念
装置である「理念型」において，主導的な「観点」，すなわち，「文化価値理念」がその構成を規定
するとはっきりと言明されていること，しかし，そのうえで─単なる「思考の規範」への言及のみ
で不安だが─やはり，万人に認められる学問的妥当性が到達目標として掲げられていることである。
ここには，「価値による秩序づけ」の部分で解決が得られなかった学問的妥当性にかんする問いは，
理念型と結びつけた考察が必要であり，可能であると示唆されていると言えよう。

38 Obj （GAWL）, S. 184. ;《客観性》（富永），99-100頁を参照。
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この問題意識をもって，われわれも，次の「理念型」の検討に入っていくことにしたい。

3.　「理念型」の理論的意味─《「客観性」論文》における理論展開

（1）　《「客観性」論文》における「理念型」問題へのアプローチ

《「客観性」論文》全体を見通すと，前段で考察した〈Wertbeziehung〉論とこれから検討する「理
念型」論が全ページ数の約八割を占め，それぞれがほぼ匹敵する分量になっている。理念型問題が
〈Wertbeziehung〉論と並ぶ方法論上の二大問題であったことが分かる。
だが，われわれが「理念型とは何か？」という問いをもってこの部分を読み始めても，実は，必

ずしもそれへのストレートな解答が用意されているわけではない。「理念型とは何か？」との問い
に対して，ヴェーバーから返ってくるのは，むしろ，「○○が，理念型の一例だ」という答であり，
続いて，それがどのようにして理念型であるのか，構成は…，効果は…といった説明が続く。この
論文の理念型論の多くはそうした例解で構成されているが，そうした例解についても，ヴェーバー
は，「例として引用したり，示唆したりする当の理論的構成物が，そのままで，それが役立とうと
する目的に相応しいかどうか，つまり，それが目的に適うように構成されているかどうか，といっ
た問題には，いっさい論定をくださないでおくことにする」という方針を宣明する39。つまり，取
り上げられた理念型の事例は，必ずしもヴェーバー自身の責任で念入りに仕上げられたものとはか
ぎらず，他人の構成したものも含み，その学問的な仕上がりについても，ヴェーバーは責任をもた
ないと言うのである。論文冒頭の注記でも，ヴェーバーは，この点に関連して，「方法論上のいく
つかの観点を列挙するやり方に代えて，一つの体系的な論究を展開する」のを「いっさい断念した」
と言明している。こうした論述から一般的な観念を順序立てて導き出すのは至難と言うほかはない。
だが，一見，不可解にも見えるこうした論述方法の背景に，ヴェーバーの「理念型」問題へのア

プローチに潜む予想外に壮大で積極的な構想があるのを見落としてはならないだろう。
例えば，ヴェーバーは，「あらゆる学問と同様，われわれの学問も概念を用いて研究に取り組む」

が，それでは，「われわれの学問における概念の論理的機能と構造とはどのようなものなのか」40と
いう大上段に振りかぶった発問から理念型にかんする議論に入っていく。そして，ドイツの国民経
済学の歩みと自然科学との関係を振り返りつつ，主として理論経済学を念頭に置きながら，「本質
的なもののすべてを普遍的に妥当する一つの法則図式のなかに組み込む」ことを求める「自然主義
的観点が，決定的な個所で，いまなお克服されていない」と述べ，「われわれの専門学科においては，
「理論的」研究と「歴史的」研究との関係がいまなお問題」であり，このため，「一見架橋しがたく，
調停しようのない峻厳さにおいて，「抽象的」-理論的方法と経験的-歴史的な研究とが対立している」
と現状への危機意識を示す。その状況認識を踏まえて，ヴェーバーは，いずれの立場にとっても肝
心なのは，結局のところ，「人間の文化にかんする学問に固有の，ある範囲では欠くことのできな
い概念構成のある形式」であって，理論経済学の抽象理論の定理といえども，この「形式」の「一

39 Obj （GAWL）, S. 190. ;《客観性》（富永），111頁を参照。
40 Obj （GAWL）, S. 185. ;《客観性》（富永），101頁を参照。
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特例」にすぎないとする一つの綜合的見地を提示する。ヴェーバーの「理念型」論は，このように
対立する両者を架橋する展望を示しながら，抽象理論の定理をも「一特例」として包み込む，文化
科学に固有の「概念構成のある一つの形式」として展開されていく。いわば，《「客観性」論文》を
書き，《倫理》論文・初版を書いた時期のヴェーバーは，理論経済学も歴史学も包み込む「社会科学」
全般を架橋する方法問題として「理念型」を構想する壮大な構想を抱いていたのであって，このよ
うなパイオニア的野心を無視しては，この二つの著作も見誤るかも知れぬのである。
さて，以上のような予備考察を経て，理念型問題そのものにかんする論述は，①「抽象的経済理

論」，②「（中世）都市経済」，③「手工業」という三つの理念型的概念構成の事例を取り上げて，
順次，それらに即して理念型の基本的特徴を確認していくかたちで進められる。
この手順と事例選択もまた，この時期のヴェーバーの全体的問題意識と関係があろう。というの

も，彼は，「人間の文化にかんする科学に固有の，ある範囲では欠くことのできない概念構成の一
形式」という位置づけで理念型の具体的な議論に入ったが，その議論の内容は，必ずしも，彼自ら
が独自に開発した「理念型」の新基軸を既存の「概念構成」のなかに重要な構成要素として新たに
組み込んでいこうとするものではなかったからである。むしろヴェーバーは，多くの人がこれまで
用いてきたさまざまな「人間の文化にかんする科学に固有の…概念構成」のなかに，理念型として
意識的に取り上げるべき構成要素が一つの形式としてすでに存在しているという観点に立ち，その
ことを具体的に指摘し，人々に気づかせ，その方法論的意義を認識するように促そうしているよう
に見える。さきに，《「客観性」論文》の理念型にかんする論述方法について，「理念型とは何か？」
との問いに対して，ヴェーバーから返ってくるのは，むしろ「○○が，理念型の一例だ」という答
だと述べたが，「体系的な論究を…いっさい断念した」こうした論述方法こそ，まさにいま述べた
ヴェーバーの課題意識と密接に関連し，それを反映するものだったように思われる。また，このよ
うな手順による具体的検討の最初の例解に，ヴェーバーが敢えて「抽象的経済理論」を取り上げた
のも，まさに「理論的」研究と「歴史的」研究との「峻厳な」対立を架橋するかたちで，「抽象的
経済理論」を理念型の代表的な「一特例」に位置づけた先の発想を踏まえたものと見てよかろう。
因みに，この時期のヴェーバーがもっていた理念型にかんするこうした壮大とも言える構想を，

ヴェーバーがその死の直前に取り纏めた「社会学の根本問題」（1921）で定式化した「純粋類型」
としての「理念型」や「世界宗教の経済倫理」（1920）に収められた「中間考察」の冒頭で語られ
ている「理念型」のコンパクトに纏められた，主として社会学ないし歴史社会学のごく限定された
道具としての「理念型」概念と比べてみれば，《「客観性」論文》の論述に籠められている挑戦的課
題意識との差は歴然たるものがあろう。翻って言えば，この時期のヴェーバーの「理念型」概念，
ひいては方法論思想は，少なくとも一旦は，上述のような，この時期特有の壮大な構想を背景にし
た開拓途上のものとして把握することが必要なはずであり，また，そのように捉えないとしたら，
《「客観性」論文》で展開された理念型論のある種の未成熟さや，後述するようにあらゆる可能な構
成要素を包括しようとするある種の茫漠さを整合的に位置づけるのは難しいように思われるのであ
る。
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（2）　《「客観性」論文》に提示された理念型の標準的特徴

このような手順で議論を出発させたヴェーバーは，まずは「抽象的経済」理論に即して，この理
論が歴史把握によく見られる観念の綜合体（Synthese）であること，そして，それらが近代的な市
場の諸条件のもとで繰り広げられるさまざまな事象の理想的イメージ（Idealbild）を提供してくれ
ることを指摘した後，その本質的特徴を次の三点に要約する。①「歴史的生活の特定の諸関係や諸
経過を結びつけて，それ自体として矛盾のない，思考された諸関係の秩序系（コスモス）にまとめ
上げる」こと，②「現実の特定の諸要素を思考によって引き上げて編成された，それ自体が一つの
（どこにも存在しない［藤村］）ユートピアとしての性格をもつ」こと，③ それによって，実際に
市場に依存する「諸関係の特性を，一つの理念的な典型を手がかりにして，因果的に究明できるよ
うなかたちで（pragmatisch）具象化して把握し，理解するのを可能にする」こと，これである。
さらに，それが研究と叙述の両面に効益があり，かつ不可欠であるとして，「研究上では，理念
型的概念は（因果の［藤村］）帰属にかんする判断力を鍛える」こと，また，理念型は「仮説その
ものではないが，仮説の構成に方向を指し示してくれる」こと，そして，叙述の面では，理念型は
「現実的なものの叙述ではないが，叙述に誤解の余地のない（eindeutig）表現手段を与えてくれる」
こと，などを挙げている41。
「抽象的経済理論」がもつ理念型としての本質と効益をこのように指摘したうえで，ヴェーバーは，
次に─あたかも，理念型が理論的研究と歴史的研究を架橋するものであることを証明して見せよう
とするかのように─この「歴史的に与えられた近代の交換経済的社会組織の理念」（すなわち，抽
象的経済理論［藤村］）から，その歴史的起源を求めて，さらに中世の「都市経済」について「理念」
を構成するとすれば，その場合にも，その理念が前者とまったく同一の論理学的原則に従って構成
されること，そして，前者と同様の本質的特徴が後者についても確認できることを示していく。こ
れが第二事例の論述を構成している。
ただし，この「都市経済」の理念型にかんする確認事項では，「抽象的経済理論」の場合に比べて，

① その構成方法について，時間と空間の両面で多様なかたちで散在する「都市経済」をいくつか
の特定の観点で一つの理念像にまとめ上げること，② このユートピアとして構成された理念上の
典型を尺度として，現実の個々の都市経済の特徴の把握が可能になる効益が生じること，この二点
が新たに付け加えられている42。この追加された二点は，ヴェーバーがより視野を広げた社会 ･歴
史現象一般を念頭に置いて理念型を論ずる場合には，つねに強調されるものであり，むしろ，それ
を含む説明の方が一般的であることに留意する必要がある。というのも，「架橋」という戦略的見
地から，理論経済学の抽象理論の定理を敢えて理念型論の冒頭に置いたとしても，それは理念型の
「一特例」に過ぎぬため，理念型一般の説明にはなお補充が必要だったという事情がそこに推定さ
れるからである。実際，ここで確認された理念型の基本構造とその効益にかんする説明は，上記追
加事項を含めてはじめて，《「客観性」論文》の論述を通じて確認される基本内容となり，いわば，
それが《「客観性」論文》段階のヴェーバーの理念型概念の標準的認識と言えるものになるのである。

41 Obj （GAWL）, S. 190. ;《客観性》（富永），111-112頁を参照。
42 Obj （GAWL）, S. 190-191. ;《客観性》（富永），112-113頁を参照。
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しかし，他面で，この時期のヴェーバーの理念型論は，この標準的認識を基本的核心としつつ，
より展開された，あるいはより複雑なかたちで歴史認識に多面的に応用されるものとして構想され
ている。そして，この多様な活用様式を無視しては，われわれの最大の関心事である《倫理》論文・
初版の「予定説の理念型」の独特の特質も適確には照射できないし，また，この時期のヴェーバー
の理念型論の独特の様相を浮かび上がらせることもできないのである。

（3）　理念型のより展開された内容と「価値による秩序づけ」

こうして，理念型の説明に取り上げられた第三の事例では，理念型のもう少し展開された内容が
議論される。そこでは，最初に，①「手工業」それ自体にかんして，さまざまな時間・空間軸に散
在している手工業経営者の特定の特徴─例えば，注文に応じた，または必要に応じた生産─に着目
して，前述と同様の論理学的原則により一つのユートピア的理念像，すなわち理念型の構成が可能
なことが確認され，次いで，② そこで描き出された活動様式が手工業以外のあらゆる部分におい
ても本質的に貫徹している一つの社会（＝「手工業社会」）を想定し，これを理念型にまとめること
も可能なことが指摘される。さらにそのうえで，③ これへのアンチ・テーゼとして，「手工業社会」
とは原理的に異なる，例えば，私的資本の増殖を推進的動機とする「資本主義文化」を，別個の理
念上のユートピアとして構成することも可能なことが敷衍される43。
ここで示された相互に関連する一連の理念型の例示は，明らかに，ゾンバルトが『近代資本主義』

初版で行なった手工業にかんするモデル構築と，それを土台にして構成された手工業段階から資本
主義段階への移行を含む一連の経済発展段階図式44を念頭に置いたものと推定される。ところで，
われわれの観点からとくに注目されるのは，それらの例示に続く次のようなコメントである45。

　ところで，このような（つまり，ゾンバルト型の・資本主義にかんする［藤村］）ユートピアにかん

しては，次のようなことがあり得るだけでなく，確実にそうなると見るべきである。すなわち，そう

したユートピアがいくつか，あるいはむしろ場合によっては相当数構想されうること，そして，それ

らのいずれもが他とは同じではないこと，…，また，それらのいずれもがそれぞれ資本主義文化の「理

念」の一つの叙述であると主張すること，そして，その独自性という点で有意義なわれわれの文化の

特徴を実際にいくつか抽出して統一的な理念像を形成しているかぎりでは，それらのいずれもがそう

した主張を提起できること，こうした点である。こう述べる理由は，われわれがある種の諸現象に関

心をもつのは，それらの諸現象にわれわれが文化価値を見出すこと，つまり，われわれがそれらの諸

現象を特定の価値理念に関係づけることを意味するが，そのような，文化意義がつねに導き出される

源泉である価値理念そのものが，非常に多様だからにほかならない。

この言明でとくに注目されるのは，① 理念型の構成自体が「価値による秩序づけ」に主導され，
支配されることを明確に確認している点，そして，② そのことの論理的帰結として理念型で導き

43 Obj （GAWL）, S. 191-192. ;《客観性》（富永），114-115頁を参照。
44 W. Sombart, Die moderne Kapitalismus, Erster Band, Die Genesis des Kapitalsmus, 1902, S. 60-72を参照。
45 Obj （GAWL）, S. 192. ;《客観性》（富永），115頁を参照。
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出される結果も，個々の研究者が何に関心を寄せているかによって異なってくるのを認めている点，
この二点である。それは，「価値による秩序づけ」の主導的作用がどこまで貫徹するのかという問
題にかんして前節の最後に確認したヴェーバーの見解（25頁を参照）の具体的例証でもある。だが，
それはまた，学問的妥当性にかんする議論にもかかわる重要論点でもあって，後段に予定している
総括的な議論のために，とくに留意を求めておきたい言明である。
この言明がもっている含意で，もう一つ，別の観点から注意を促しておきたいのは，《倫理》論文・

初版にかんするヴェーバー自身の構想が顔を覗かせていると見られることである。すなわち，ヴェー
バーはここで，まず手工業に着目することから出発してゾンバルトの「手工業社会」や「資本主義
文明」にかんする理念型把握について語り，次いで，それを承けながら視点を翻して，異なる価値
理念を土台にすれば，同じく「資本主義文明」にかかわる理念型がゾンバルトのそれにかぎられる
ことなく多様に構成されるのが，可能なばかりかむしろ必然であり，それらは内容が異なっても理
念型として対等の価値をもつことにわれわれの注意を促している。翻って言えば，《倫理》論文・
初版もまたヴェーバーなりの文化価値理念に根ざした「資本主義文化」のとらえ方を提起する論述
であり，その中心部分が理念型によって構成されていることはヴェーバー自身もはっきりと言明し
ている（後段（5）をも参照）。ここで暗黙裏に語られているのは，まさに，それが「資本主義文化」
にかんするゾンバルトの理念型に対置される，ヴェーバー独自の文化価値理念に基づく理念型とし
ての意味をもつであろうこと，この内面の意識と見ても間違いではなかろう。

（4）　理念型の学問的方法としての評価と理念型における理論と歴史の混同の危険性

理念型にかんして，「価値による秩序づけ」という主観的要素の主導作用が明確に確認されたこ
とは，当然，そこで構成される理念型の学問的妥当性をどう見るかに直結してくる問題である。
ヴェーバーは，前記言明をしたのちに，まずここで問題にしている理念型とは，「理想的なもの」・

「模範的なもの」という「価値判断」に基づく評価概念とは明確に区別されるべきことを強調し，
それとは異なるヴェーバー本来の「理念型」の特質を少し別の角度から次のように指摘する46。

　ここで問題なのは，われわれの想像力（Phantasie）から見てじゅうぶんな根拠があって，それゆ

え「客観的に可能」と判断され，またわれわれの法則的知識からみて妥当（adäquat）と判断される，

そのような諸連関の構成なのである。

この言明の主旨は，ヴェーバーの考えている理念型の構成には「客観的可能性」にかんする判断
や法則的知識が前提されており，この点で，主観的価値判断のみに基づいている「追求されるべき
理想像」とは根本的に異なる，という点にあろう47。このことから，ヴェーバーが自らの提起した「理

46 Obj （GAWL）, S. 192. ;《客観性》（富永），116頁を参照。
47 《Idealtypus》は，しばしば「理想型」とも日本語に訳されてきたが，ドイツ語でも，価値判断に基づく「理
想としての典型」という意味に取られやすかったようで，ヴェーバーは，自らの創出したこの用語が否応な
しにもってしまう両義性のゆえに，しばしばこうした釈明をしなければならなかった。《第一次考察》，13頁
をも参照。
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念型」に，先に確認したような「価値による秩序づけ」の主導という主観的な側面と，ここで確認
された「客観的可能性」などを前提する側面と，この両面を見ていることが分かる。だが，ここで
きわめて重要な意味を与えられている「客観的可能性」という範疇は，これ以上，《「客観性」論文》
で論じられることはなく，後に発表された《マイヤー批判》によらなければ，ヴェーバーの思想内
容を確認することはできない。したがって，文化価値理念という主観的要素の主導する，理念型に
よる歴史把握にかんする学問的妥当性というわれわれにとっての懸案も，結局は，《「客観性」論文》
の範囲内では解決できず，当面，議論を先送りするしかないことになる48。
とはいえ，ここに，理念型における学問的妥当性の問題が浮上してきたのは確かで，ヴェーバー

も，議論を新たな次元に移行させて，限定的ながら，この問題を意識的に論究している。
彼は，まず，「歴史的現実についての認識が「客観的」事実の「無前提な」模写であるべきであり，

またそうした模写が可能であるという見地に立つ者は，こうした理念型概念にいかなる効用も認め
ないであろう」と言う。これが「法則主義」を念頭に置いた批判的発言であることは言うまである
まい。それに続けて，彼は，「価値による秩序づけ」の学問的意味を理解している者でさえ，「何ら
かの歴史的「ユートピア」を構成することは，歴史研究の不偏性にとって危険な具体的描出手段と
みるであろうし，多くの場合にはむしろたんなる遊びと見なすであろう」との見通しを示す49。注
目されるのは，彼がこの見通しをただちに排斥することはせず，むしろ，「実際，それが単なる思
想の遊びにすぎないか，それとも，学問上有効な概念構成であるかは，けっして先験的には決めら
れない」としていること，そして，「ここでもまた，ただ一つの基準，すなわち，具体的な文化現
象をその諸連関および意義において認識することにとって，その効果がどうかという基準があるの
み」との原理的立場を示していることである50。
この立場は，一見したところ，出された結果の実践的検証という手続きに言及しているようにも

見え，そのかぎりで理念型による把握の学問的受け止め方に一定の答えを出しているようにも見え
る。だが，言うところの「効果」が何に基づいてどのように検証され，どのような基準で判定され
るのかが明確に規定されなければ，それが妥当な学問的評価になるかどうかの判断は不可能で，方
法論として議論が完結しているとは言えまい。ここでも，われわれの関心事である学問的妥当性の
担保の問題について，明確な判断を下すのは留保するしかないのだが，こうしたやや生煮えとも言
える論述が反復される事実は，主観的要素の主導する理念型の学問的妥当性をヴェーバーも重要問
題と意識してはいるが，簡単に答えが出せる状況でもないことを暗示しているようにも見える。
さて，理念型の学問的妥当性について上述の見地を示した後，ヴェーバーは，「具体的な諸連関

の単なる確認を超えて，ある個性的な発展経過の文化的意義を確定し，それを特徴づけようと試み
るなら」，「理念型としていつでも切れ味鋭く，また誤解の余地なく規定された概念」が必要になる

48 「学問的妥当性」の問題について，《「客観性」論文》でこれ以上は議論されていないわけではないが，内容
は曲折が多く，断片的言及に止まる。本稿では，この肝要の問題について，次稿で総括的に考察する予定で
ある。

49 この見通しは，あるいは，「価値による秩序づけ」を支持する学者のあいだにも，「理念型」の学問的妥当性
については，疑念を呈する向きがあったことを反映しているのかも知れない。

50 Obj （GAWL）, S. 192-193. ;《客観性》（富永），116-117頁を参照。
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ことを繰り返し強調したうえで，とくに歴史叙述や歴史把握における理念型の意義に問題を絞り込
み，まずは，その観点から，理念型の特質を次のように描き出す51。

　理念型は，一つの思考内容の形象であって，歴史的現実ではないし，まして「本来的な」現実でも

なく，なおのこと，典型例として現実が組み込まれるべき図式として用いられるために存在するもの

でもない。理念型は，純粋に思念上の極限概念という意義をもち，歴史的現実の経験的内容の特定の

有意義な構成要素を明確にするために，歴史的現実を測定する手がかりとなり，歴史的現実の対比対

象となる。

この言明で，まず明確に確認できるのは，理念型が歴史的現実ではなく，また本来あるべき現実
でもなく，純粋に思念上の極限概念であると明言されていることである。これは，この時期のヴェー
バーの方法論思想の不動の要点であり，少なくとも，われわれが問題にしている時期のあいだ，繰
り返し言及されることになる原則的立場である。したがって，この原則的立場を表明した《「客観性」
論文》と同時期に執筆された《倫理》論文・初版のなかで，ヴェーバー自身が理念型論述であるこ
とを示した部分は，やはり，歴史的現実を語っているのではなく，また歴史的現実の本来の姿を描
き出したのでもなく，ただ「歴史的現実の経験内容の特定の有意義な構成要素（当然ながら，ヴェー
バーの文化価値理念がその前提にある［藤村］）を明確にする」ためだけに構成されたことを意味
するはずである。それを主導した文化価値理念が何だったかは，もちろん議論が必要だが，まずは，
ヴェーバー本人の《倫理》論文・初版執筆時の意図が上記のようなものだったことをわれわれの読
解の基底に置くべきであろうし，この点は，われわれが抱いた謎への解答の原理的構成要素として，
明確に確認しておくべきだと考える。
しかも，ヴェーバー自身は，上述の点を見誤る危険をじゅうぶんに意識していて，上記の言明に

続けて，とくに「理論と歴史との混同」に明確に注意を促し，具体的に，① 理念型という理論的
概念構成のなかに歴史的現実の「本来の」内容や「本質」を固定したかのように信じること，② 

そうした概念構成を，歴史を無理矢理押し込めるプロクルーテースの寝床に利用すること，③「指
導的理念」（Ideen）を実体化して，現象の洪水の背後にある「本来の」現実ないし歴史において実
現される現実的「諸力」と考えること，という三つの危険な状況を指摘している52。いずれも，《倫理》
論文・初版の「無前提的」で危険な読み方への警告であり，理念型論述の学問的妥当性にかんして，
それが「何ではないか」という否定的角度から示された解答として重視すべきだと思われる。

（5）　より複雑な構造をもつ理念型論述の「生体解剖図」─「予定説の理念型」読解の道筋

上記の一般的警告を発したヴェーバーは，とくに「われわれは，上記の危険な混同のうち，最後
に挙げたもの（上記 ③ を指す［藤村］）に…陥りやすい」との状況判断を示し53，ある時代や社会
の「指導的理念」と歴史的現実との関係をどう捉えるかについて掘り下げた議論を展開する。その

51 Obj （GAWL）, S. 194. ;《客観性》（富永），119頁を参照。
52 Obj （GAWL）, S. 195. ;《客観性》（富永），122頁を参照。
53 Obj （GAWL）, S. 195-196. ;《客観性》（富永），122-123頁を参照。
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論述内容は《倫理》論文・初版の理念型論述と密接な関連性があり，とくに詳しく見ておく必要が
ある。
この議論の初めに，ヴェーバーは，そうした「指導的理念」とされるものは，歴史的現実のなか

にそのまま把握できるようなかたちで存在するわけではなく，現実とは別の次元で観念的に構成さ
れたものであり，歴史的現実とこの構成物とは混同できないこと，この観念的構成物は，本来は，
理念型として構成されてこそ明確に把握できること，などの一般的・原則的認識を確認する54。そ
れを承けて，ヴェーバーはそのような「指導的理念」を表現する理念型の「論理学的構造」と「経
験的現実のなかで，われわれに直接与えられている」具体的状況との関係が「極めて多様である」55

ことに注意を促し，この二要素の絡み合いで，理念型論述にどのような性質上の差異が生じるかを
具体的に例解していく。この例解に用いられている素材が，《倫理》論文・初版で論じられた宗教
上の代表的諸指導理念と歴史的現実におけるその具体的状況である。それゆえ，ここでの論述は，《倫
理》論文・初版における「予定説の理念型」や，それに類似ないし関連する理念型論述を方法論的
に裏側から照射するものになっており，この点で，とりわけ注目に値するのである。
論述は，構成される理念型の内部構造と対応する歴史的現実の状況との具体的関係を，複雑さの

度合いの異なる三つの典型事例に分けて示し，それぞれの様相を解剖するかたちで進められる。
最初に取り上げられる「比較的単純」な事例は，「一つまたは若干の定式化された表現で容易に

把握できる理論的指導原理─例えば，カルヴァンの予定説信仰─または明確に定式化できる慣習倫
理的な要請…が人々を支配して歴史的な作用を起こしている」ことが確認できる場合である56。こ
の場合については，おそらく，理念型として概念化されても歴史的現実との対応関係が捉えやすい
からであろう，そこで構成される理念型の性質について特段の説明はなく，ヴェーバーが加えた注
釈は，そうした指導的理念が人々に加える強制は，論理的よりも心理的な力によるところが大であ
るという一点のみである。ところが，この点は，われわれが《第一次考察》のなかで，《倫理》論文・
初版における予定説にかんする理念型の構成では，予定説が個々人に与える直接の心理的影響のみ
を突出させるように材料が限定的に操作されている事実に注意を促した論点57にピッタリと符合す
る。《「客観性」論文》のなかの，一見，意図もはかりがたいような些細な注釈が，実は，《倫理》
論文・初版の論述の決定的ポイントと暗黙裏に照応している事実に，まずは留意を求めておきたい。
第二のより複雑な事例は，「上記の指導原理や要請が，諸個人の頭脳のなかには…もはや生きて

いないのに」，その論理的な帰結などに人々が依然として支配されている場合である58。この具体的

54 Obj （GAWL）, S. 195. ;《客観性》（富永），123-124頁を参照。
55 Obj （GAWL）, S. 195. ;《客観性》（富永），126頁を参照。なお，富永・立野訳は，この最後の部分の「きわめ
て多様である」〈höchst verschieden〉を「まったく別のことである」と訳しているが，内容・文脈の両面か
ら見て，誤訳であろう。理念型の内部構造と当該理念型の歴史的現実に対する外的関係とが「別のこと」な
のは，この文脈でわざわざ指摘することではないし，直後の論述主題の前提を述べたヴェーバーの意図がまっ
たく無視されている。因みに，同訳書中 124頁では，同じ表現〈höchst verschieden〉が「さまざまな姿をとっ
て…」と訳されている。

56 Obj （GAWL）, S. 197-198. ;《客観性》（富永），126-127頁を参照。
57 拙稿《第一次考察》，19-21頁を参照。
58 Obj （GAWL）, S. 198. ;《客観性》（富永），127-128頁を参照。
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状況が《倫理》論文・初版の重要な論点の一つと深く関連することは，同論文中の有名な一節─す
なわち，「…強力な宗教運動が経済発展に対してもった意義は，何よりもまず，その禁欲的な教育
作用にあったのだが，それが経済への影響力を全面的に現わすにいたったのは，純粋に宗教的な熱
狂がすでに頂上をとおりすぎ，神の国を求める激情がしだいに醒めた職業道徳へと解体しはじめ，
宗教的根幹が徐々に生命を失って，功利的世俗主義がこれに代わるようになったとき…だった」59

─を想起すれば，一目瞭然と言えよう。このような性質の歴史的作用を及ぼす理念について行なわ
れる理念型への「綜合」〈Synthese〉について，ヴェーバーは，それが第一の場合よりも「理念型
的な性格をそなえていること」が「いっそう明瞭に現われる」と特徴づける。
状況が極度に複雑な第三の事例は，問題となる「指導原理が当初から不明瞭に意識されるにすぎ

ないか，あるいはまったく意識されず，あるいは少なくとも明確な思想連関の形式をとってはいな
いような場合」とされ，具体例として，「特定の時期の自由主義」，「メソディスト派」，「思想的に
未発達な社会主義の変種」などが挙げられている60。こうした事例でも，ヴェーバーは，理念型と
しての「綜合」〈Synthese〉が「実際行なわれるし，また行なわれざるをえない」と述べ，そこで
は理念型としての性格が「ますます決定的」になり，理念型の検討の最初に取り上げた抽象的経済
理論と同じような「一つの純然たる理念型」になると述べる。
話はそこで終わらない。こうした論述を総括するように，ヴェーバーは，次のような二通りの概

括をおこなっている。重要なので，少し長くなるが，これも全文を引用しておこう61。

　〔引用文 ⑤〕　叙述しようとする連関が広汎にわたればわたるほど，また文化意義が多面的であれば

あるほど，そうした連関を一つの概念-思想体系に総括し，組み上げる叙述は，ますます理念型の性格

に近づき，この種の概念を一つで済ますことは，ますますできなくなり，したがって，たえず開示さ

れてくる有意義性の新しい側面を，そのつど新たな理念型概念を構成することによって意識にもたら

そうとする試みが，ますます当然のこととして，また不可避のこととして繰り返されることになる。

　〔引用文 ⑥〕　たとえば，キリスト教のある「本質」にかんするすべての叙述は，もしそれが経験的

に現存したものの歴史的叙述と見られたいと望む場合には，いつでも，また必然的に，非常に相対的

で疑わしい妥当性しかもたない理念型であるにすぎない。これに対して，そうした「本質」の叙述がもっ

ぱらそれに照らして現実を比較し，測定する概念的手段として用いられる場合には，それは，研究にとっ

て問題発見の手段として（heuristisch）高い価値をそなえ，叙述に対して高い系統的価値をもつ理念

型となる。理念型はまさにこうした機能において，欠くことのできないものなのである。

上記〔引用文〕で締め括られるこの一連の長大な論述は，何よりも先ず，その具体的内容が《倫
理》論文・初版の論述内容と濃厚な関連性をもっている点で注目されるが，その関連性も，直接的
なものから，間接的なものへと，重層的に捉える必要があろう。

59 PE （Archiv, XXI.）, S. 104 ;《倫理》（大塚），355頁を参照。
60 Obj （GAWL）, S. 198. ;《客観性》（富永），128頁を参照。
61 Obj （GAWL）, S. 198-199. ;《客観性》（富永），128-129頁を参照。
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《倫理》論文との関連性がもっとも直接的なかたちで確認できるのは，予定説やメソディスト派
など，《倫理》論文・初版で取り上げられている具体的指導思想を事例としている場合だが，そこ
では単に事例に言及するだけで，事例そのものの読解への示唆も限定的である。ところが，ヴェー
バーがこの論述で取り扱っているのは「人々を支配する思想」一般であり，《倫理》論文全篇が取
り扱っているのもやはり「人々を支配した思想」にほかならない点に着目すれば，ここで例示され
た三通りの状況は，《倫理》論文・初版が取り扱う各種の「指導的理念」のほとんどすべてがその
いずれかに当て嵌まると言え，この意味での関連性は，間接的だが含蓄はきわめて広い。
この観点から，とくに留意すべき論点として，次の三点を具体的に指摘しておきたい。
その第一は，ヴェーバーが，〔引用文 ⑤〕で，複雑で広汎な理念の連関を把握する叙述の場合，

つぎつぎと理念型の構成を繰り返す必要に迫られると発言していることにかかわっている。この発
言は，われわれの言う「予定説の理念型」に始まる論述が，最初に予定説に限定した理念型を構成
し，次いで，それを標本としながら，ドイツ敬虔派やメソディストなどを論じてゆき，ついに「禁
欲的プロテスタンティズム」というヴェーバー独自の概念を構築し，さらにはそれを通じて「資本
主義の「精神」」を説明しようとした，あの全体構造をまざまざと彷彿とさせる。実際，このよう
な生々しい述懐が《「客観性」論文》で表明されること自体，《倫理》論文執筆という内的体験を抜
きにしては想像しがたいことであって，この発言は，《倫理》論文の論述構造全体がこのような発
想で重層的に構成されていったことを強く示唆していると考えるのが自然であろう。
その第二は，《倫理》論文・初版の第二部「禁欲的プロテスタンティズムの《ベルーフ》思想》」
を構成する二つの章の，宗教改革期と 17・18世紀の資本主義の助走期という二つの時期に跨がる，
カルヴァン派ないし「ピューリタニズム」を中心とする「禁欲的プロテスタンティズム」にかんす
る論述全体にかかわっている。《倫理》論文を構成するこの根幹部分で論じられている内容も，ま
さに，「人々を支配した」さまざまな「指導思想」にほかならず，その限りで，またそうであるが
ゆえに，そのいずれもが，歴史的現実を記述したものではなく，ヴェーバーが自らの文化価値理念
の主導するもとで，「歴史的現実の経験的内容の特定の有意義な構成要素を明確にするため」62に構
成した「ユートピア」であることを明白に示唆していると考えるのが自然であろう。
その第三は，〔引用文 ⑥〕において，ヴェーバー自らがこうした理念型を用いた論述を「経験的

に現存したものの歴史的叙述と見なそうとすれば」，それらは，「いつでもまた必然的に，非常に相
対的で疑わしい妥当性しかもたない」ものに堕してしまうこと─つまり，ヴェーバー自身はそう読
まれることを望んでいないこと─を明確に警告している点である。これは，理念型と現実との危険
な混同を厳に戒めたこの部分のヴェーバーの明白な執筆意図の別の表現であり，同時に，《倫理》
論文読解にかんするわれわれへの根本的メッセージと受け止めるのが，やはり自然であろう。
以上のような点で，この部分のひとまとまりの論述は，《倫理》論文・初版における理念型論述

の読解について，望外と言ってもよいほど的を射た，しかも捕捉範囲の極めて広い示唆を含んでい
る。これまで，われわれは，ヴェーバー自らが理念型論述であることを直接指示した，わずか四事
例のみを《倫理》論文・初版の理念型論述として扱ってきたが，以上のような諸点から考えて，以

62 本稿，32頁の引用文を参照。
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降では，《倫理》論文・初版における理念型を─とくにその旨を明示しない限り─われわれが抽出
した四事例に限定せず，より一般的に存在するとの前提で議論を進めることとしたい。
さて，翻って，それでは，理念型そのものの理論的把握について，この論述によって何か新たに

全体を見通せるような啓示を得たかと言えば，むしろ，われわれは，新たな五里霧中の状態に導か
れた結果になっているのを否めない。というのも，それ以前の説明で朧気ながら輪郭と性質とを多
少は理解し得たと思っていた理念型について，われわれは，ここでまたもや，「理念型とは何ぞや？」
という疑問を新たなレベルで抱きなおさざるを得ないからである。
例えば，ヴェーバーは，上記で例解した三つの事例分析で，それぞれの状況に応じて指導理念に

かんする「綜合」〈Synthese〉が三様の異なる特質をもった理念型として構成されると述べて，もっ
とも単純なとくに特徴の説明がない理念型から，それよりやや複雑な「理念型的性格」が比較的濃
厚な理念型を経て，最後に，明確には捉えがたい，やや漠とした指導理念の影響がある事例におけ
る「純然たる理念型」と特徴づけられる理念型まで，理念型的性格の濃淡やニュアンスで区別され
た多層的な理念型を語り，さらに，〔引用文 ⑤〕では，「叙述しようとする連関が広汎にわたれば
わたるほど，また文化意義が多面的であればあるほど，そうした連関を，一つの概念-思想体系に
総括し，組み上げる叙述は，ますます理念型の性格に近づき…」とも語っている。
こうした，理念型としての性格の濃淡のヒエラルヒーをもつ理念型像は，「理念型」という概念

装置がヴェーバーの脳裏では，複雑で微妙な重層構造で把握されているらしいことを示唆し，誰に
も真似のできないヴェーバーの理論的想像力（Phantasie）の豊かさに驚かされるが，その反面で，
このような重層的構造をもつ概念装置の全体像を把握する鍵が《「客観性」論文》では─まして，
ほかの論文でも─納得できるかたちで与えられていないことには困惑するしかない。逆にまた，こ
のように広がっていく「理念型」は，歴史学でどうしても必要な「概念化」という一般的な操作と
どこでどのように区別されることになるのかという新たな疑問さえ浮上してこよう。
論述がこのようなものとなった背景には，初めて理念型論を本格的に方法論に導入しようとした

ヴェーバーが抱いていた壮大な問題意識や，歴史把握に用いられるさまざまな既存の概念構成を包
括的に新しい理念型というカテゴリーに包摂しようとする野心的な構想があろうし，それにもかか
わらず《「客観性」論文》の実際の論述では，そのすべてを説明し尽くすには至らなかった事情も
あろうと想像される。もちろん，そうした点は別途の専門的検討が必要な問題であるが，少なくと
も，ヴェーバー自身のその後の歩みを見ると，《「客観性」論文》以降，理念型の理論と実際は，こ
のように複雑で錯綜した内容をさらに掘り下げていく道を歩んだ形跡はなく，むしろ，一転して理
念型論をより単純化し，内容を集約する方向に向かっていることも否めない事実であろう。この転
換が，何時，どのように生じたのかは別として，少なくとも，《「客観性」論文》で提示が試みられ
た─そして，《倫理》論文・初版で活用された─初発時点の理念型構想は，その後，折に触れて明
らかにされた，よりコンパクトに整理された理念型論と同じ枠組みには納まりきらない，より複雑
多様で茫漠とした広がりを窺わせる面があることは否定できないのではなかろうか？
この問題意識は，なお今後の検討に宿題として持ち越すとして，ともあれ，われわれは，以上で

《「客観性」論文》で論じられた理念型論について，その標準的特徴とより展開された内容，そして
より複雑な構造という三つのレベルでその本質と諸特徴を確認し，また，複雑で多様な応用を観察
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した。とくに，われわれが最後に検証した《倫理》論文・初版における論述の実際と《「客観性」
論文》における理論的説明の驚くほどに密接で重層的な関連性は，《倫理》論文・初版の理念型論
述の背景にある方法論思想について，極めて重要な示唆を確保し得たものと考える。他方で，学問
的妥当性の問題にかんする方法論思想など，《「客観性」論文》の範囲内では解決できない留保点も
確認している。この認識の深化と課題の確認との両面を抑えつつ，《「客観性」論文》そのものに即
した方法論思想の考察はひとまずここで収束し，次稿では，《マイヤー批判》における「客観的可
能性」という範疇にかんするヴェーバーの思考内容を確認するとともに，クニース批判論文に現わ
れたヴェーバーの方法論思想の微妙な，だが重要な変化に注目し，それらを踏まえて，《倫理》論文・
初版を読むうえで参考にすべき方法論思想について，総括的に議論することにしたい。

（次稿に続く）


