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序論 

 

1. 問題の所在 
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3. 研究の観点 

1) 「価値」 

2) 「生の意味」 
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4. 構成 

 

1. 問題の所在 

1) 序 

本研究で論じられるのは、人間の 生
レーベン

と政治についての、そしてそれらの結びつき方につ

いての思想史的な一考察である1。もちろんこれは、あまりに大げさなテーマを掲げている

と思われるかもしれない。しかしながら、ひとりひとりの暮らしの中で、目に見える形で

も、あるいは必ずしも明確に意識されることはないにしても、この問題が日々問われてい

ると言える。そして、ある決定的な場面においてどのようなふるまいを見せるかという個

人の態度表明にとっても、この問題は切り離すことのできないものと言えよう。人がどの

ような生を送るかという問い、そして人が生を送る環境・場においてどのように政治的な

営みを行うのかという問いは、それが立てられる前提、立てられる形、それが成立する契

機、解答に辿り着くまでの道筋、得られる解答、そして解答が得られた後になされる実際

の行動や行為、態度表明など、千差万別の姿をとって現れるものである。しかし、そうい

った問いが立てられるということそれ自体は、人類に普遍的に見られることであるといっ

ても過言ではないだろう。さらにいえば、こういった点は、政治思想の歴史の中でも最も

基本的な問題として、様々な地域で様々な思想家や政治家、そして政治の主体であり客体

でもある個人によって依然として議論され続けており、このような思想的な課題とそれに

対する思索や回答は、時代や地域を問わず枚挙に暇がない2。また、政治思想（史）の領域

だけに限らず、人間の生が現れ営まれる場とも言える社会において生じる社会現象を対象
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とし、それを研究する社会科学の領域においても、人間の生と政治の問題がその重要な位

置を譲り渡すことは今後もないであろう。 

ところで、管見の及ぶ限りでは、今日
こんにち

の状況――とりわけ日本の状況――を鑑みると、

資本主義的な経済・社会構造が存立しており、好むか好まざるかに関わりなく、また能動

的にか受動的にかに関わりなく、それぞれの人間個人がこのような状況の中で生を営まざ

るをえなくなっているように思われる。そういった中で、生と政治、そしてそれらの結び

つきという問題に対するひとつのありうる思想像を、本研究では、マックス・ヴェーバー

（1864-1920 年）の生と思想、そして政治思想の考察を通して浮かび上がらせることを目的

とする。しかしながら、なぜこのような現代的な問題に対するヒントを、ヴェーバーの生

や思想、政治思想を読み解くことを通して考えるのか。とりわけ、21 世紀の日本という限

定的な状況における課題の克服のために、なぜ地理的にも遠く離れたドイツの、それも 1

世紀ほど前の過去の対象から、現代（日本）における人間の生と政治や、それらの関わり

方のヒントを見つけ出すことができるのであろうか。その理由として挙げられるのは、ヴ

ェーバーが、経済、芸術、性愛、知、そして宗教といった、社会における文化諸領域全般

への視座を伴いつつ、とりわけ、資本主義の進展した社会の孕む問題性を剔抉し、そこに

おける人間の生と政治のありよう、そして生と政治の関わり方という問いを立てており、

それが他の思想や政治思想にはない独特な形での問題提起や結論、論理の展開を見せてい

ることである。筆者の所感にすぎないかもしれないが、現代（日本）においても、資本主

義の進展した社会における人間の生と政治というのは、重大な問題のひとつであり、この

問題と向き合う上でも、ヴェーバーが提示した、生と政治、そしてそれらの関わり方をめ

ぐる考想の有する可能性は大きなものだと言えるのではないだろうか。 

こうした問題を考える上で私たちは、ヴェーバー自身の人と思想
．．．．．．．．．．．．

に焦点を当てなければ

ならない。なぜなら、上述したようないわば人間の生き方に関わる問いは、思考によって

組み立てられたたんなる構築物としてではなく、人間の生き方を問う者自身の生の結晶と

して捉えられることによってのみ、意味あるものとなりうるからである。そうでなければ、

空虚で不毛なディレッタンティズムに終始することになろう。こういった観点から私たち

は、ヴェーバーの生み出した思想を、彼自身の生の中で、そしてさらには、マックス・ヴ

ェーバーというひとりの実存の中で織りなされていったものとして捉えることを、中心的

な主題としていきたい。この点をもう少し詳しくみておこう。ヴェーバーはしばしば、人

間の文化諸領域を広範に取り扱った社会科学者として評される。彼が生涯を通して、一連
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の宗教社会学研究、あるいは『経済と社会』などの社会科学的な業績を遺したことを考慮

すれば、そういった社会科学者としてのヴェーバー像は正鵠を射たものであるし、ヴェー

バー自身も社会現象を研究対象とする社会科学に学問をなす者として自らのアイデンティ

ティを置いていたと考えるのが妥当であろう。このヴェーバーにおける学問という点に関

していえば、彼が生涯を通して徹底的に学問活動への従事を果たしていたことは、これま

でも明白なものとして指摘されてきているし、どれほど研究が進んでいったとしても、こ

の点が覆されることはないだろう3。もっとも、ここでいう学問への従事とは、ヴェーバー

が学問的な活動を精力的にこなしていたという程度のものに留まらない。ある研究者から

「マックス・ヴェーバーの社会科学的なライフワークは、彼自身の生の作品であるととも

に、人間の生の作品でもある」とも指摘されているように、ヴェーバー自身にとって、生

と学問は深く結びついていたものだったのである4。 

このように、自身の生と密接な関係にあった学問に従事していた一方で、ヴェーバーが

政治という社会現象に学問的な関心を有していただけでなく、現実政治に対する問題提起

や打開策を度々表明するなどして、政治と積極的な関わりを持っていたことも、彼の謦咳

に接していた人々がつとに証言している5。また、彼の遺した数多くの政治論・政治評論が、

この事実を裏づけている6。そして、他ならぬヴェーバー本人が「政治的なるもの、それは

私の昔ながらの『密かな恋人』です7」とも述べているように、ヴェーバーの人生において

は、学問とともに、政治に対する関わり合いが重要なものとされていたのである。それど

ころか、場合によっては、むしろ学問以上に政治との関わりがヴェーバーの生を方向づけ

ることすらあった8。というのも、ヴェーバーは生涯にわたって、自身の生と深く結びつい

ていたものであったはずの学問的な活動を、しばしば中断
．．．．．．

し
．
放置し
．．．

てまで
．．．

政治に携わって

おり、とりわけ 50 歳の時点で第一次世界大戦とその敗戦を経験したヴェーバーは、一度は

現実政治の表舞台に立つことまで決意するようになっていたからである。これは、ヴェー

バーがたんに政治を、政治現象に対する自身の社会科学的な考察で得た成果の実践の場と

して捉えていたわけでも、いわんや学問活動の「息抜き」としていたわけでもなかったこ

との証左であろう。 

それでは、自分自身の生と密接な関係にあった学問よりもヴェーバーが政治に惹きつけ

られていた理由とは、一体どのようなものであったのか。その理由には、彼にとっての政

治がいわば使命
ベルーフ

であると自覚されていたという事実があったからではないのか。もしそう

であるのならば、それはどのような使命
ベルーフ

だったのか。こうした問いを、本研究において解
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き明かしていくことにしよう。そうすることによって、ヴェーバーの人と思想から、さら

にいえば、彼の生や実存から、ヴェーバーの政治思想を汲み取る作業を行っていきたい。 

ここでまず、ヴェーバーのいう政治について、私たちの論点を共有するための作業を行

っておこう。すでに述べたように、ヴェーバーからすれば、政治とは学問的な対象である

と同時に、彼自身の生において重要な何かを内包しているものであった。もちろん、ヴェ

ーバーにとっての政治が重要なものであったという点は、既存の研究においても十分に取

り上げられてきたと言えるため、本稿の立場としても、彼が終生政治を重視していたとい

うことについて異論はない。さらにいえば、ヴェーバーにおける政治の重要性は、後世の

ヴェーバー研究を待つまでもなく、彼自身が遺した政治論や彼の妻マリアンネ・ヴェーバ

ー（1870-1953 年）が執筆した伝記を一目見れば明らかなことであると言える。しかし、ヴ

ェーバーにおいて政治はどのような重要性を与えられていたのかという問いに答えるのは、

そう簡単なことではない。なぜなら、ヴェーバーにおける政治という概念は、たったひと

つの観点から捉えられていたものではなく、彼が政治を語るその背景をも視野に入れて論

じられなければならない問題だと言えるからである。まずこの問題から考察していこう。 

 

2) 政治の二重の意味 

ヴェーバーにとっての政治とは、一体どのようなものなのか。こうした問いが提起され

る前提として、彼が政治を語る上で異なる二つの視座を有していることが論点として挙げ

られる。私たちがヴェーバーにとっての政治を論じるに際して、何よりもこの点に注意し

なければならない。そのうちのひとつの視座が、以下のようなものである。1919 年 1 月 28

日にミュンヘンで行われた講演「職業としての政治」（以下、「政治」と略記）の冒頭にお

いてヴェーバーは、政治の定義めいたものを示唆する発言を遺しているため、ここに引用

してみよう。 

 

政治とは何か。この概念は並外れて広い概念であり、自主的に行われるあらゆる主導
．．

的な
．．

活動を包括しているのです9。 

 

政治が「自主的に行われるあらゆる主導的な
．．．．

活動を包括している」ものだという定義に

引き続いてヴェーバーは、政治の具体的な現れを、銀行の為替政策やストライキの際の労

働組合の政策、あるいは都市や農村の教育政策、ある団体の理事会の指導政策といった団
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体や組織の中に、そしてさらには、家庭内において妻が夫を操縦する策略といった二者間

関係の中にまで見て取っている10。したがって、ヴェーバーが政治を、いわゆる「政界内部

で働く力学」という狭い意味には還元し切れないものとして捉えていたことが指摘できる。

さらにいえば、ヴェーバーによって、より明確な定義づけも行われている。 

 

私たちにとって「政治」とは、次のようなものであると言えます。つまり、国家間の

場合でも、国家内、すなわち国家に包摂された人間集団間の場合でも、権力の持ち分を

追求し、権力の配分に影響を及ぼそうとひたすら志向することなのです11。 

 

他の箇所からもう少し補足していえば、ヴェーバーのいう政治とは、人間集団内部、あ

るいは人間集団相互において、「権力の配分・維持・変動に対する利害関心12」を持つ主体

が、自らの意志によってそれに携わり、「政治組織間や政治組織内部の権力の配分に影響を

及ぼそうと努めること13」なのである。つまり、「権力への志向」というのが、ヴェーバー

における政治の定義のひとつであることが分かる。ちなみに、ヴェーバーのいうところの

「権力」とは、「ある社会関係の内部で抵抗を排してまでも自分の意志を貫徹する可能性」

とされており14、政治を定義するに際しても、彼自身の社会学・社会科学的な視座がその前

提となっていることは見逃せない。また、1917 年から 1918 年にかけて『フランクフルト新

聞』で発表された論稿「新秩序ドイツの議会と政府」においては、政治の本質が、次のよ

うに言われている。 

 

あらゆる政治の本質は、〔…〕闘争
．．

であり、同志と自発的追随者を募り獲得すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

で

ある15。 

 

ここでは、政治の本質を「同志と自発的追随者の獲得を目指す闘争」と言い切っている

ことからも、あくまでも政治を人間的な関係のひとつの現れと見做し、人間の営みとして

の政治の内側に入り込んでその本質を見極めようとしたヴェーバーの知的な営為が看取で

きる。したがって、ヴェーバーが政治を語る際の見方のひとつにおいては、政治活動およ

び政治行為がどのような形態で、またどのような手段によって行われるものであるのか、

そしてそれがどのような性質を有しているのかという、いわば社会科学的な観点から政治

の定義がなされていると言えるのである。 
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しかしヴェーバーは、こうした社会科学的な定義とは異なった表現を用いて政治を語っ

てもいる。政治に対するヴェーバーのもうひとつの見方を、先の「政治」講演を締め括る

際に呈されたヴェーバーの言葉から見てみよう。 

 

政治とは、情熱と判断力の二つを同時に用いて、堅い板に力を込めてだんだんと穴を

くり抜いていく作業です。もしこの世界で不可能なことに繰り返し繰り返し立ち向かわ

ないようであれば人は可能なことも達成しえないというのは、まったくもって正しく、

あらゆる歴史的な経験がこれを証明しています。〔…〕自分の立場から見た現実の世界が、

自分が捧げようとするものにとってどれほど愚かでどれほど卑俗であったとしても、断

じて挫けない人間。どのような事態に対峙しても、「それにもかかわらず！」と言い切る

ことができる人間。そのような人間だけが、政治への「天職
ベルーフ

」を持つのです16。 

 

仮にこの引用文の冒頭と末尾で現れている「政治」の箇所に、上述した「権力への志向」

や「同志と自発的追随者の獲得を目指す闘争」といったヴェーバー自身の社会科学的な定

義を当て嵌めてみても、そのような政治が困難さを伴っていることは認識されつつも、な

ぜこれほどまでに期待をかけられているのかを説明することはできない。したがってこの

発言は、すでに述べたような社会科学的な観点を持ちつつも、それとは異なった角度から、

政治という社会現象の一側面をヴェーバーが看取していることを表している。そしてそれ

に留まらず、ここに政治に対するヴェーバーの価値判断すら表出されていると言える。な

ぜなら、政治を「情熱と判断力の二つを同時に用い、堅い板に力を込めて、だんだんと穴

をくり抜いていく作業」であると述べていることは、政治に携わる者が現実の政治的な状

況において――それがどれほど困難なものであっても――見せるべき態度であると、ヴェ

ーバーが見做していると言いうるからである。それに続けて、「もしこの世界で不可能なこ

とに繰り返し繰り返し立ち向かわないようであれば人は可能なことも達成しえないという

のは、まったくもって正しく、あらゆる歴史的な経験がこれを証明している」と述べられ

ていることを考慮すれば、「政治」講演末尾の言葉は、ヴェーバーが政治に対して何かしら

の「意味」を与えていることの表明だとすら言えるだろう17。つまり、ヴェーバーにとって

の政治とは、たんなる学問上の考察対象にすぎるものではなく、人間の――そしてそれは

他でもないヴェーバー自身の――、生とそれを取り巻く世界との関わり合いを通した創造

的な営みであるという、彼の価値判断が投影されたものなのである。 
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したがって、ヴェーバーの思想においては、「政治」という表現が用いられる際に、ひと

つは社会科学的な定義、いわばシニフィアン―シニフィエ関係によって表される内容とし

ての意味と、もうひとつは彼自身の価値に基づいて期待をかけられたもの、いわば重要さ

としての意味という、二重の意味が存在していると考えられるのである。本研究において

は、この後者の意味を、ヴェーバーにおける政治の「意味」と呼び、その内実を明らかに

していきたい。 

しかし、ここでひとつの疑問が生じてくる。本論でも詳しく取り上げていくように、ヴ

ェーバーは、折に触れて政治の困難さを冷静に認識し、ドイツが第一次世界大戦に敗戦し

た頃には、政治に対する失望感を顕わにするなど、必ずしも政治に対するポジティヴなイ

メージを堅持していたわけではなかった。むしろ彼は、政治がその特性ゆえに内包する危

険性に対して注意を喚起してさえいた。このようなヴェーバーの政治に対するネガティヴ

なイメージを鑑みれば、政治から距離を置き、それをあくまでも学問的な考察対象に留め

ておくという選択肢を取るということも、一見するとありえたのではないだろうか。先述

したような、学問に従事していたヴェーバーであれば、こういった選択がむしろ自然なも

のであるように考えられる。しかしながら、興味深いことに彼は、政治に対する実践的な

関心を捨て去るどころか、生涯にわたって自分なりのコミットメントを通して政治への熱

烈なこだわりを見せていたのである。 

では、このような政治へのヴェーバーのこだわりは、一体どのような動機に突き動かさ

れたものだったのだろうか。本研究ではこういった問いを議論していきたい。ただし、こ

のままではあまりにも漠然とした作業になってしまう虞があるため、次のような論点に限

定してみよう。すなわち、ヴェーバーにとっての政治が彼の生と思想においてどのような

意味で重要だったのか、なぜ政治に携わろうとする態度を捨て去らなかったのか、またそ

ういった重要性は彼の人生の歩みにおいて変化したのか、もし何かしらの変化があったと

すれば、それはどのようなものだったのか。あるいは変化せず一貫していた部分はあった

のか、あったとすればどのような点で一貫していたのかという論点を提示しておきたい。

そしてこのような論点を、ヴェーバーの「主観的意図」に沿う形で議論していくことによ

って、彼にとっての政治が何かしらの意味で重要なものとされるに至る内的必然性を闡明

することを本研究の課題とし、これを考察していこう。ただし、上述したように、これま

での研究においても、ヴェーバーにとっての政治の重要さという点は繰り返し指摘されて

きた。それゆえ、まずこの点をフォローしておきたい。 
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2. 研究動向 

本研究がテーマとする、ヴェーバー自身の生と思想における政治の重要性や「意味」と

いう点については、これまでの研究ではどのように論じられてきたのだろうか。まずこの

点を確認しておかなければならない18。 

一つめに取り上げるべきは、ヴェーバーが学問的な研究対象として政治を捉えている側

面を強調する研究である19。こういった研究の中で、ヴェーバーの政治論を体系的な政治学

として再構成するという作業を最も精力的に成し遂げたと言える雀部幸隆の研究を見てお

こう。雀部は、ヴェーバーにとっての政治という営みは人間の生の全体と関わる非常に重

要なものではあるが、それは最高の価値を有しているわけではなく、相対的に見て価値が

あるにすぎないという解釈を前提とする20。また、雀部によればヴェーバーは、人間の生が

主知主義的合理化の進展に伴い、単一の価値によって意味づけられることがなくなった時

代だと主張した。そういった時代において人は、政治によって救済されることを期待して

はならず、諸個人は自分自身で生の意味づけを行わなくてはならないというのである21。つ

まり雀部は、政治が人間の生に意味づけをするような価値あるものだという視点をヴェー

バーは相対化していると見ている。もちろん雀部も、ヴェーバーが政治論を彼自身の学問

活動において枢要の位置を占めるものであったことは認めている22。ただし雀部は、ヴェー

バーの政治論を通して彼自身の学問と思想全体の理解へと進む必要があると説くため23、あ

くまでもヴェーバーの政治論を体系的な政治学として再構築する作業に向かっていくので

ある24。 

こういった雀部の研究――そしてヴェーバーの社会学・社会科学的な政治分析を集中的

に取り扱う他の研究――は、ヴェーバーが学問的な研究対象として政治を見ている側面を

強調するものだと見做すことができる。いわば、ヴェーバーにおける学問と政治という論

点を、ヴェーバーの学問における政治という形で編成して考察していると言えよう25。した

がってこれらの研究は、ヴェーバーがどのように政治を考察したのかという問題を提起し、

その解答を試みていくことになる。しかしながら、ヴェーバーの政治との関わり方が必ず

しも学問的な関心だけに還元しうるものではなかったという点を重視する本研究からすれ

ば、このような問題提起によっては、なぜヴェーバーが学問の領域における政治分析のみ

に立ち留まるのではなく、現実政治に対するコミットメントに踏み出したのかという本研
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究の疑問に答えることはできなくなってしまう26。それゆえ、本研究においては、ヴェーバ

ーが政治に対して学問的な問題関心からさらに踏み出た、ある種の実存的な意味賦与を行

っていたのではないかという仮説を考察していくことが課題となる27。 

ただし、実存的な意味づけというからには、政治に意味賦与を行う基準となるヴェーバ

ーの「究極的価値」という問題を考えなければならない。この点を俎上に載せていると言

える二つめの先行研究が、何かしらの重要性の基礎づけの基準であるヴェーバーの「究極

的価値」とそれに基づいた政治思想を明らかにすることを試みた、ヴィルヘルム・ヘニス

である。ヘニスによれば、ヴェーバーは、現代世界における「人間存在（とその発展）の

運命」を自身の中心的な問題に設定し、この問題関心から、自身の学問的生涯に一貫する

「人格と生活秩序」というテーマを提起している28。この前提の上でヘニスは、ヴェーバー

の実践政治上の観点や立場と、学問における価値自由な立場との連関の解明に向かい、「彼

の人と作品を規定した『究極的価値』」をヴェーバーの政治観のうちに見出そうと試みる29。

ここでヘニスは、しばしばヴェーバーが「自由主義者」だと称されることを考慮して、ヴ

ェーバーの思想が自由主義的な要素とどのような関連を持っているのかを探っていく。ヘ

ニスによれば、確かにヴェーバーを「主意主義的自由主義者」だと称することは可能であ

る30。しかしヴェーバーは、「望ましいこと」やまやかしの希望、漠たる理想といったもの

に囚われることが自由主義的な思想の問題だとして、それに対する非難や反感を隠そうと

はしない。ヴェーバーにとっては、何事にも一切囚われることなく、その時々の状況に応

じてその人自身の判断力を行使することこそが重要だったのである31。こうしてヘニスは、

ヴェーバーの「人と作品を規定した『究極的価値』」が、「責任ある判断力」であったと主

張する32。ヘニスはさらに、ヴェーバーの政治思想が、人間的な共同社会関係的な政治シス

テムによる人間的な魂の力の育成・発展と、隣人・「同胞」への献身や「大義」（Sache）へ

の献身を引き受けるその人の力量や心構えが人間の高貴さを形づくるものであると提示し

ている33。 

このように、ヴェーバーの「究極的価値」がどのようなものであり、それが政治を語る

ヴェーバーにおいてどのように現れてきたのかを問うヘニスの議論は、本研究の問いの立

て方とかなり重なっているものだと言える。しかしながら、ヴェーバーにとっての政治が

どのようなものであったのかという点を明らかにしようとする本研究からすれば、ヘニス

が自由主義的な思想の根本的な諸特徴との関連をみることだけでヴェーバーの政治思想を

解釈しているため34、自由主義に対するヴェーバーの非難や反感の一断面から彼の「究極的
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価値」を導出してしまっている点と、そこから彼の政治思想を浮かび上がらせている点は

看過しえない。つまり、ヴェーバーの「究極的価値」と政治思想についての結論それ自体

は私たちの議論においても考慮すべきものだと言えるが、そういった結論を導き出す論理

展開については過度な偏りや強引さが目立つ35。したがって本研究では、論拠とするテクス

トをただひとつに限定する手法や、何かしらの概念との対峙という観点のみを軸にヴェー

バーの「究極的価値」や政治思想を読み解くのではなく、彼自身が展開した思想の変遷と

の結びつきを考察することを通して、ヴェーバーにとっての政治や政治思想を明らかにす

るというアプローチを採用しなければならないのである。 

では、そのアプローチとはどのようなものか。この点は一つめの先行研究とも関わって

くることでもあるため、ここで整理しておこう。ここまで述べてきたように、ヴェーバー

の学問的な政治分析に着目し、それを体系的な政治学や政治理論として構築しようとする

研究（雀部など）も、そしてヴェーバーの人と作品の「究極的価値」を明らかにし、そこ

から彼の政治思想を解釈しようとする研究（ヘニス）も、ヴェーバーの生や思想をいわば

共時態として理解している点に問題がある。つまり、これらの研究は一種の「学問体系」

や「思想体系」としてヴェーバーにとっての政治や彼の政治思想を取り扱っているために、

ヴェーバーにとっての政治が持つ重要性や政治への実存的な意味賦与そのものの変化や一

貫性を追うことができない。それゆえ、本研究では、ヴェーバーの人生の歩みを辿りなが

ら、そこで現れてくる政治の重要性や政治への意味賦与における変遷と貫かれているもの

を明らかにするという立場から考察を行っていきたい。ただし、こういったアプローチを

採る際に確認しておかなければならない研究も存在している。それは、ヴェーバーの政治

への関わり方に関する歴史・政治史研究である。ここでは、ヴォルフガング・J・モムゼン

と、「モムゼン門下の作業の批判的継承36」を行う今野元の研究を参照してみよう。 

まず、モムゼンは、「マックス・ヴェーバーが政治的に成長する様々な局面の描写と、場

面場面で彼の心を捉える役割を果たした政治的な理想と要求の分析を結びつけ37」ようと試

み、ヴェーバーが「その生涯、大いに〔ドイツ国民としての〕国民的な感情を分かち持っ

ていた38」こと、すなわち、ヴェーバーが終生、ナショナリズムに基づいて国民主義的な権

力国家の設立と発展を求めていたことを明らかにした。例えば、モムゼンによれば、ヴェ

ーバーは幸福主義的な価値判断や道徳的な価値基準などが国民経済学のテーマとなってい

ることに強く抗議し、そういった価値理想よりも上級にあり、唯一妥当する究極的な価値

としての「国民
．．

の概念」が定立されるべきであると一貫して考えていたのである39。したが
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ってモムゼンは、ヴェーバーにおけるナショナリズムと権力政治の追求を主張していると

言える。 

このように、ヴェーバーが表明した政治的な態度や発言の内容を論じたモムゼンに対し

て、本研究の主題である「究極的価値」の問題に一歩踏み込んでいるように思われるのが

今野である。というのも、今野はヴェーバーの政治的な意見表明に際しての判断基準とい

う、いわば内的な動機を明るみに出しているからである。今野の研究では、人間の主体性

がヴェーバーの生涯を通したあらゆる価値判断の基準となっており、それゆえに彼が人間

の主体性を強烈かつ執拗に追求していたことが証明されている。今野によれば、「人間に個

人としての主体性を求める余り、それが不充分であるように思えるものに対しては、その

尊厳を否定するような発言も憚らないという行動様式40」がヴェーバーの人生にわたって見

出される。今野の主張を掘り下げていけば、ヴェーバーが人間を評価し、判断するに際し

ては、あくまでもその人間の主体性を基準にしていたのであり、主体的な人間に対しては

称賛し、主体性の欠如した人間に対してはその人間性を徹底的に否定しており、そしてそ

ういった基準に基づいて、ヴェーバーは政治的にも価値判断を行っていたのである41。つま

り今野は、ヴェーバーにおける「主体性」の成熟度に基づく人間評価・政治的価値判断を

明らかにしたのである。 

ここまで確認してきたモムゼンや今野の研究は、その実証的・伝記的な研究を通して非

常に高い説得力をもってなされている。とりわけ、今野の研究は、ヴェーバーの価値判断

の基準により深く切り込んだものだと言える。ただしここで注意しなければならないのは、

これらの研究が――思想史研究・政治思想史研究としても多くの貴重な示唆に富むもので

はあるものの――あくまでも歴史研究・政治史研究としての確固たるスタンスからなされ

ているため、一次史料と格闘する中で看取されるヴェーバーの姿が克明に描き出されてい

るということである。むろんこれは、ヴェーバーの外面的な行動をモムゼンや今野がなぞ

っているなどということを意味しているのでは決してない。モムゼンや今野はあくまでも、

史料的裏づけに欠ける心理分析を抑制し、憶測を慎む態度を貫きつつ、史料への取り組み

を基にヴェーバーの行動様式や評価基準を実証的に明るみに出すことに成功していると言

えるのである。 

しかしながら、こういった歴史研究・政治史研究を通しては、ヴェーバーの判断基準こ

そ明確にはなるものの、その判断基準の深奥にある内的な基盤を明らかにするという課題

は限定的にしか達成されないように思われる。（ここで提示したヴェーバーの判断基準の内
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的な基盤という点については、本研究の観点を設定する際に改めて詳述したい。）したがっ

て、本研究では、ヴェーバーの価値に敢えて一歩踏み込んで、彼にとっての政治の重要性

と政治への「意味」賦与を明らかにしていきたい。 

さらには、――本論で論じていくように――ヴェーバーが生涯一貫してドイツにおける

政治的未成熟を問題視し、これを改善するために政治教育の必要性を主張していたことを

考慮すれば、彼が政治的な主体性（そしてそれを包含する、人間の人格全体の主体性）の

希求を、今野が指摘するようにその有無の問題だけに限定して考えていたわけではないよ

うに思われる。むしろヴェーバーは、政治的な主体性（さらには人格的な主体性）の形成

にまで射程を拡げて自身の政治思想を展開していたのではないだろうか。というのも、人

間がその生を取り巻く環境から影響を受け、そして逆にそのような環境に対して何かしら

の働きかけをなすという関係の仕方の中で主体性の形成が果たされると仮定することによ

って、ヴェーバーが人間の生という実存的な問題と対峙することで人間の主体性の形成を

見出した可能性にも言及しうると考えられるからである。こういった仮説も、ヴェーバー

自身の価値を問題関心とする思想史研究という視座を敢えて設定することによって、彼の

思想へと内在的に分け入り、その展開を跡づけることによって検証されえよう。そしてこ

のような作業を通して、人間の主体性や政治的な主体性、延いては人間性が形成されるプ

ロセスについてのヴェーバーの考想とその理路を闡明することができると考えられる。し

たがって、歴史・政治史的なヴェーバー政治論研究に対して本研究は、彼の思想をより強

調することを明確に意識した議論を展開していくことになるだろう。 

ここまで先行研究を確認してきたが、まとめてみれば、第一と第三の先行研究のように

ヴェーバーの「究極的価値」の問題を論じることに対する「禁欲的態度」や、第二の先行

研究のようにその抽出経路の過度な偏りゆえに、ヴェーバーの「究極的価値」に基づいた

生と思想における政治の「意味」という本研究の問いは、先行研究の中では前景化するこ

とはなかったと言える。ただし、このように先行研究がヴェーバーの「究極的価値」に依

拠していないことには、看過しえない理由がある。それは、ヴェーバー自身が彼の「究極

的価値」を表明していないという構造的な要因の存在である。それはどういうことなのか。

そういった構造的要因が存在するにもかかわらず、なぜ本研究ではヴェーバーの「究極的

価値」とそれに基づいた思想を研究することが可能となるのか。この点を、次節で詳しく

論じていこう。 
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3. 研究の観点 

1) 「価値」 

前節の末尾で、ヴェーバーが自身の「究極的価値」を表明していなかったがゆえに、先

行研究においては彼にとっての政治の「意味」が問われることがなかったという点を指摘

したが、これはどういうことなのか。まず、ヴェーバー自身の「究極的価値」という点か

ら考えてみよう。雀部によれば、ヴェーバーは、妻マリアンネを含むごく親しい人々に対

してさえ、自分自身の拠って立つ「究極的な立場」を明かすことはなく42、またそのような

「究極の価値」ないし「究極の立場」を表明する「信条の『告白』」を、青年時代から晩年

に至るまで、首尾一貫して一切拒否していた43。1918 年 1 月 17 日付エーリッヒ・トゥルム

ラー宛の手紙には、そのような「究極的価値」や「究極的立場」を表明する態度がヴェー

バー本人によって明示されている。 

 

世にいうところの「究極的立場」ですって？それはくだらないおしゃべりや大騒ぎ以

外には、何ももたらすことはありません
．．．．．．．．．．．．．．

。それに私は何よりも、長年の経験と原理的な

確信からいって、次のように考えています。切迫して突きつけられたまったくもって具
．．．．．．．．

体的な
．．．

問題に対するふるまいに向けた、自分自身の（憶測の上での）「究極的な」態度表

明を試してみることによっての
．
み
．
、自分自身の本当に望むことが明白なものとされるの

であると44。 

 

ヴェーバーからすれば、「究極的立場」（そしてそれと同義のものと言える「究極的価値」）

なるものは、表層的に表明されるようなものではなく、現実の喫緊の問題に対してどのよ

うなふるまいを見せるのかという、その人自身の態度から看取されるもののはずなのであ

る。つまり、「究極的立場」や「究極的価値」のうわべだけの表明を、ヴェーバーは拒否し

ていたのだった。ただしここで看過しえないのは、ヴェーバーが、「切迫して突きつけられ

たまったくもって具体的な
．．．．．．．．．．．

問題に対するふるまいに向けた、自分自身の（憶測の上での）『究

極的な』態度表明を試してみることによってのみ
．．

、自分自身の本当に望むことが明白なも

のとされる」と述べていることである。ヴェーバーが拒否していたのは、あくまでも自分

自身の「究極的立場」や「究極的価値」を口先で並び立てることであって、換言すればこ

れは、人間の「究極的立場」や「究極的価値」それ自体の存在がヴェーバーによって前提
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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されているということ
．．．．．．．．．．

に他ならない。この点は先述のように、ヴェーバーの「究極的価値」

に基づいた生と思想における政治の「意味」という問いを掲げた本研究にとっては、大変

重要なヒントとなる。なぜなら、ヴェーバーが自身の「究極的価値」の表明を拒否してい

るからといって、それは彼の「究極的価値」が存在していないことを意味しているのでは

まったくなく、むしろ上に引用したようなヴェーバーの言葉を彼自身に照らし合わせてみ

れば、ヴェーバー自身の「切迫して突きつけられたまったくもって具体的な問題に対する

ふるまいに向けた『究極的な』態度表明」の中から、彼の「究極的価値」を抽出すること

が可能となるからである。 

したがって本研究では、ヴェーバーが人間の生と政治をめぐるどのような現実の喫緊の

問題に直面し、それに対してどのように知的な格闘というふるまいを展開していたのかと

いう点を考察することを通して、そこに存在する彼の「究極的価値」を議論していきたい。

ただし、そのような「究極的価値」の表明をヴェーバーが拒否していたことを考慮すれば、

それが明示されている可能性は高くないだろう。それゆえ私たちは、ヴェーバーが直面し

た現実の喫緊の問題に対する彼の知的な格闘の姿の中に存在するような、私たちの観点か

らみて看取されうる彼自身の「究極的立場」や「究極的価値」をヴェーバーの「価値」と

呼び、その内実を明らかにしていきたい。このような、いわば発見的方法を用いることに

よって、明示されてはいなくとも重要だと考えられる、物事を選択・判断する際の基準、

すなわちヴェーバーの「潜在的な」価値を描き出すことができると考えられるのである。 

本研究のこういった考察の手法は、学問的な方法としても
．．．．．．．．．．

、必ずしもヴェーバーの意に

反するものではないだろう。というのも、ヴェーバーは自身の社会科学方法論においても、

行為者の主観的な意図を理解することで社会的な行為を考察するという手法を導入してお

り、ヴェーバー自身が研究対象の個人の内面を考察の対象としていたからである。むろん、

彼の社会科学方法論においては、考察の対象は行為者の主観的な意図にすぎず、その行為

者の「究極的価値」までも明らかにしようとしているものではない。しかしながら、何を

隠そう他ならぬヴェーバー自身が、価値という語を「究極的価値」とほぼ同義に用いて、

次のように述べている。 

 

人間の行為が経験上それに向かって方向づけられうるような数多くの究極的な「目的」

や「価値」を、私たちは、非常に多くの場合においては完全に明瞭に理解することはで

きない
．．

し、ときには知的に把握することができたとしても、それらの価値が私たち自身
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の究極的な価値から根本的に逸脱すればするほど、感情移入する想像力を通して追体験
．．．

的に
．．

理解することは困難になる。そういったとき、諸般の事情にもよるが私たちは、究

極的な価値を知的に
．．．

解釈するだけで満足するか、それも成功しない場合には、このよう

な究極的な価値をたんに所与のものとして甘受した上で、可能な限り知的に解釈し、可

能な限り感情移入によってほぼ追体験したそれらの照準点から、究極的な価値によって

動機づけられた諸行為の経過を理解しようとする他ない45。 

 

この引用文が記された文脈は、社会学的な分析者が、考察対象の究極的な目的や価値を

理解しようとし、それが困難な場合でも、社会学的な分析が不可能ではないということを

主張することにあるため、必ずしも考察対象の「究極的価値」を理解するための方法論が

語られているわけではない。また、ここでは「行為」が理解の対象とされているため、そ

の「行為」を行う者の生や生き方全般にまで理解を及ぼすことは想定されていない。しか

しながら、人間の行為の「究極的価値」を「できるだけ知的に解釈」し、「できるだけ感情

移入によって追体験に迫り」、その「究極的な価値を目指す行為の過程の理解」を試みるこ

とは、ヴェーバーにとって否定されるものではないはずである。また、ある行為者の行為

がその生や生き方と無関係であると想定することはかえって不自然であり、当の行為者が

意識しているかどうかに関わりなく、その行為が生の一部であることは疑いえないもので

あろう。したがって、私たちがヴェーバーの思想や政治思想を理解しようとする際にも、

知的な解釈と感情移入による追体験を通して彼自身の「価値」を明らかにすることは、ヴ

ェーバーによっても承認されうるという前提の上に立って、考察を行っていくことにしよ

う。もちろん、知的な解釈と感情移入による追体験は、それを行う者の主観を完全に遮断

することはできないため、恣意的なものにならざるをえない。ただし、本研究では、敢え
．．

て
．
ヴェーバーの「価値」を問うという立場を明確にし、その上で解釈と追体験を行うこと

で、解釈と追体験の過程を客観的に跡づける筋道を明示することで、学問的な客観性を担

保しうると考えている。そしてそうすることによって、これまでも提示され、そして今後

も提示されていくであろう数多くのヴェーバー像の中でも、彼の生と思想に内的に分け入

ったヴェーバー像のひとつを提示することができるだろう。 

さらにいえば、ヴェーバーの思想における政治がどのようなものであったのかを明らか

にするという課題を掲げる本研究においては、こういった前提の上に立つことによって、

様々な状況において様々な対象について政治を語るに際してヴェーバーが政治にかけた期
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待の現れを、その基準に基づいて論じていくことが可能になったと言える。換言すれば、

本研究においては、ヴェーバー自身の直面した問題に対する彼の知的な格闘の中に見出さ

れる彼の「究極的価値」という視点からヴェーバーのテクストを考察するという発見的方

法を用いることで、明示されてはいないが重要だと考えられるヴェーバーの「価値」を明

らかにすることを課題とする。さらには、こうした考察によって、彼の政治思想にも迫る

ことができる。つまり、様々な問題に判断を下す際の基準を明らかにすることによって、

ヴェーバーの直面した問題に対する彼の知的な格闘が、政治をめぐる考想の中でどのよう

に展開されており、そこで彼が政治にどのような重要性を見出していたのかを、彼自身の

価値基準に即して問うことが可能となるのである。これをヴェーバーの「価値」という私

たちの観点に引きつけていえば、ヴェーバーが自身の「価値」に依拠してなした、政治へ

の向き合い方、関わり方、携わり方の主観的意図を、ヴェーバーにとっての政治の「意味」

と呼び、その内実を闡明していくことを、本研究の課題としたい。ただしそれに先立って、

ヴェーバーの「価値」の現れの場として、彼の生と思想における問題意識という点につい

ての本研究の視点を提示しておこう。 

 

2) 「生の意味」 

前項で、ヴェーバーの「価値」を考察していくための観点を設定したが、この「価値」

が現れる場である、ヴェーバーが直面した現実の喫緊の問題とそれに対する彼の知的な格

闘という点についても、本研究の観点を整理しておこう。というのも、そういった問題と

それに対する知的な格闘が展開される前提として、ヴェーバーがどのような問題意識を有

していたのかを明確にすることで、彼の提示した解答や格闘の姿が鮮やかに浮かび上がっ

てくるように思われるからである。 

このヴェーバーの問題意識という点については、ヘニスの研究が参考になる。というの

も、先述したようにヘニスは、ヴェーバーの人と作品においては、現代世界における「人

間存在（とその発展）の運命」という中心的な問題と、「（人間の）人格と生活秩序」とい

うテーマが存在していたことを指摘しているからである46。いわばヴェーバーが人間につい

ての哲学的なテーマを論じていたことを、ヘニスは明らかにしている。ただし、先行研究

整理の部分でも述べたように、ヘニスの問いの立て方や提示する結論は非常に参考になる

ものの、その結論を導くまでの道筋の偏りは看過しうるものではない。つまりヘニスは、

ヴェーバーの問題意識を、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の〈精神〉」論文をめ
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ぐる彼の主張や、批判に対する反論・弁明だけを基に提示しており、考察の対象と結論の

論拠をあまりにも限定してしまっているのである。 

こうしたヘニスの研究に対して、本研究では、ヴェーバーの生や思想をいわば共時態と

して捉えるのではなく、通時態として時系列的に考察し、そうすることによって、ヴェー

バーが自身の生の局面において対峙していた問題を明らかにしていく必要があるように思

われる。そこで私たちは、彼の生と思想を貫く隠れた赤い糸として、「生の意味」という問

題意識が存在していたのではないかという仮説を足懸りとして研究を進めていこう。この

「生の意味」を足懸りとした研究とは、ヴェーバーが人間の生というものをどのように考

想していたのかという点、さらにいえば、彼が人間の生への意味賦与についてどのように

考想していたのかという点に、考察の対象を限定しておくというものである。 

こういった観点を設定する理由は、ヴェーバーが社会分析を行うに際して、人間の内面

にその考察の焦点を当てていたことと関係している47。ヴェーバーはある時期から彼自身の

社会分析に諸個人の持つ価値という観点を中軸に据え、そういった価値に基づいて諸個人

が彼ら自身の行為にだけでなく、彼ら自身の生に意味を賦与していくという営為を看取し

ていた。さらには、自身の思想における一定の到達点とも言える地点で、社会全体におけ

る合理化が進展していったことによって生の意味が喪失しているという危機意識を持ち、

そういった生の意味喪失の時代における生の意味獲得を、自分自身の思想的な課題として

いたからである。もちろん、このような価値を中軸に据えた社会分析や生の意味づけに焦

点を当てた思想的な課題などの問題意識は、ヴェーバーの生涯においてつねに見出される

ものではない。ただし、生の歩みを進める中で重要なものとなっていくような問題意識で

あれば、それが明確には表明されていない局面においても、原初的・原型的な形で提示さ

れていると想定することも可能であろう。 

このような前提の上に立ち、ヴェーバーの生と思想を貫く隠れた赤い糸として「生の意

味」をめぐるヴェーバーの考想が存在していたという視点を設定することで、彼の生と思

想の展開に一本の道筋を通して考察することが可能となる。さらに付け加えれば、価値と

いう内面に対する視座から人間の生や実存を語ることの中に映し出されたヴェーバー自身

の生や実存にまで、私たちは考察を及ぼすことができるであろう。こうした本研究の観点

は、ヴェーバーの生と思想における限定的なほんの一部分を明らかにするものにすぎない

かもしれない。しかしながら、おそらくこのテーマだけでも、豊かな思想的な叡智を秘め

ているものと思われる48。 
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また、非常に重要なこととして、「生の意味」と「価値」という本研究の観点のそれぞれ

が、どのように有機的連関をなすと想定されうるのかという点をここで提示しておこう。

「生の意味」と「価値」という観点を設定する理由は、先述のようにヴェーバーが、「究極

的価値」は口先でではなく、切迫して突きつけられたまったくもって具体的な問題に対す

るふるまいに向けた「究極的な」態度表明の中でだけ表明されるという考えを持っていた

ことにある。本研究では、このような「究極的価値」に対するヴェーバーの考え方と、彼

が実際に展開した知的な格闘を、彼自身の「究極的な」態度表明へと読み替える作業を行

うことで、彼の「価値」を浮き彫りにすることを課題とする。つまり、ヴェーバーが、彼

自身にとっての「切迫して突きつけられたまったくもって具体的な問題」として「生の意

味」という問題意識を持ち、こういった問題に対する理想的なふるまいを行っていると彼

が見做している生の理想像や理想的な生のありかたのモデルを彼のテクストから探り出し、

そこに投影されているであろうヴェーバー自身の「価値」を抽出することに、本研究にお

ける考察の目的を設定する。敢えて図式的に示せば、〈切迫して突きつけられたまったくも

って具体的な問題（＝「生の意味」）に対するふるまい（＝理想的な生のありかたのモデル）

に向けたヴェーバーの「究極的な」態度表明（＝「価値」の表出）の考察〉こそが、本研

究の観点の構図である。このように、「生の意味」と「価値」という観点の有機的な連関を

意識することで、それぞれの変化と、相互の連関の変化をも、明らかにすることができる

のである。 

ここまでで、ヴェーバーの「価値」と「生の意味」といった「理念型」的な考察の枠組

みを用いるという、いわゆる発見的方法を駆使することによってヴェーバーの生と思想に

おける政治の重要性を考察する本研究の観点を設定した49。これらの観点に加えて、ヴェー

バーの変化や一貫性を追うための時系列的な研究という点に関しても、本論の議論に入っ

ていく前に私たちの観点を示しておきたい。 

 

3) 時期区分 

本論に入る前にさらに設定しておきたいのは、ヴェーバーを研究するに際しての時期区

分である。なぜなら、私たちの関心に引きつけてヴェーバーの思想から何かしらの知見を

読み取ろうとする場合に、時系列を無視してこちら側の都合の良いテクストを取り扱うよ

うなことは少しでも抑制しなければならず、またヴェーバー自身の生において、様々な時

期に様々な課題を前にして様々な考想が展開されていたと考えられるため、敢えて時期を
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区分し、その時期ごとにヴェーバーの知的な営為を理解することが必要だからである。 

ヴェーバー研究における時期区分については、それを作品史という観点から三段階に分

けたヴォルフガング・シュルフターの研究があるため、まずそれを確認しておこう。シュ

ルフターは、ヴェーバー自身の問題関心の変遷に従って、1889 年から 1900 年を第一段階、

1900年頃から 1910年を第二段階、そして 1910年から晩年までを第三段階と区分している50。

もっとも、シュルフターの時期区分においては、ドイツ帝国の構造形態と秩序問題という

ヴェーバーの政治に対する関心は、これら三つの段階のいずれにおいても確認できると指

摘されている。こういったシュルフターの時期区分は、本研究の問題意識からしても、ヴ

ェーバー自身に内在した形で設定されている点で参考になるものだと言えよう。 

しかしながら、ヴェーバーにとっての政治の重要性や、彼が政治に込めた「意味」を論

じるという本研究の立場からすれば、シュルフターのように、どの時期においても政治へ

の関心が見られると指摘するに留まるのではなく、ヴェーバーの作品が生み出される背景

や時代状況をも考慮し、そこでヴェーバーが表明した政治的な態度や政治について考察し

たことに焦点を当てた時期区分を採用する必要がある。ここで注意したいのが、ヴェーバ

ーの生涯には、――研究する側が後世から見て――一見すると大きな変化が起こりそうな

可能性のある二つの契機が存在していることである。この点を考慮して、本研究では表面

的にはヴェーバーの人生のターニング・ポイントだと思われるそれら二つの契機の前後を

分け、それぞれの時期における変化あるいは一貫性と、それぞれの時期の間における変化

あるいは一貫性を考察していこう。それによって、本研究が課題とするヴェーバーの生と

思想における政治の重要性と、その重要性の変化や一貫性がどのようなものであったのか

という点を明らかにすることができるように考えられる。したがって本研究では、ヴェー

バーの生涯を、次のように区分したい。まず、ヴェーバーは 1900 年を前後して重い神経症

に悩まされ、大学教授の職から離れなければならなくなり、学問活動も滞るようになるた

め、誕生から 1900 年前後の病気療養期までを前期とする。次いで、病気療養に区切りをつ

けて集中的な学問の営為へと復帰を果たす 1902 年頃から 1914 年の第一次世界大戦勃発前

までを中期とする。そして、生涯にわたって活発に政治と携わっていたヴェーバーが、未

曾有の衝撃をもたらした第一次世界大戦によるドイツの政治的な一大局面において何かし

らの政治についての考想を展開した可能性は限りなく高いと言えるため、第一次世界大戦

で一区切りとしておく。したがって、第一次世界大戦勃発後と戦時中から 1920 年の晩年に

至るまでを後期としておこう。 
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ただし、こういった本研究の時期区分自体は、それほどオリジナリティのある区分とは

言えない。なぜなら、ヴェーバーが病気療養のために学問的な営為を中断せざるをえなか

ったことや、彼が戦争を経て社会的、経済的、そして政治的な変動を経験したドイツにお

いて生を営んでいたことを鑑みれば、実生活での大きな変化を機にその思想が変遷を遂げ

るということは、むしろ一般的に見て妥当だと考えられるからである。しかしながら、本

研究においてこのような時期区分を採用するメリットは、ヴェーバーの思想や政治思想が

生涯にわたって次第に形成されていき、後期においてある程度の到達点に達したと言いう

るものになる蓋然性が高いことを前提とした場合、ヴェーバーの思想的・政治思想的な知

見が確立されていく過程を彼の変化の論理に即してより内在的に理解することができ、さ

らにいえばそういった変化の論理は、私たちのようにヴェーバーの「価値」を解き明かし

つつその生や思想と、そこにおける政治の重要性や政治への意味賦与に焦点を当てる研究

を通してこそ、闡明することができるという点にある。したがって、上記のように区分さ

れたそれぞれの時期においてヴェーバーの生と思想、政治思想に何かしらの変化があった

のかどうかという点は、本論での考察を通して明らかになっていくであろう。 

また、この時期区分との関連で付け加えれば、すでに確認したように、ヴェーバーの判

断基準をモムゼン以上に掘り下げて考察した今野によれば、ヴェーバーは終生一貫して人

間の主体性を様々な価値判断の際の基準としていた。敢えて本研究の視点に引きつけて考

えてみれば、今野はヴェーバーの「価値」を、「人間の主体性」を持つことだと見做してい

ると言えよう。今野が説得的に示したように、ヴェーバーはその生において終始一貫して、

「人間の主体性」が獲得される必要性を重視しており、その有無によって価値判断を行っ

ていた。では、この「人間の主体性」はどうすれば獲得できるとヴェーバーは考えていた

のだろうか。このような疑問は、あくまで一次史料を読み解くことでいわばヴェーバーの

政治的な言動の原理を見出そうとした今野の研究からすれば、その原理としての「人間の

主体性」の有無という結論を提示できた以上、考察する射程の外に位置する疑問であるこ

とは至極当然のはずである。しかしながら、ヴェーバーの「価値」を基にして彼にとって

の政治の重要性や「意味」賦与を考察していくことを課題とする本研究においては、その

「価値」の内実とそれが結実するプロセスを論じるという作業を避けて通ることはできな

い。ヴェーバーの「価値」はどのようなものだったのか。また、本研究の議論に引きつけ

ていえば今野のような有力な先行研究ではヴェーバーの「価値」は「人間の主体性」の有

無だと主張されているとしても、その「人間の主体性」はどうすれば形成されうるとヴェ
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ーバーが考えていたのかという問題は残っている。本研究においては、ヴェーバーの「価

値」を考察の軸に据えることで、その内実としての「人間の主体性」形成とが果たされる

道筋をも明らかにしなければならない。そして、ヴェーバーにとっての政治の実存的な重

要性や「意味」賦与との関連でいえば、彼が自身の「価値」に基づいて、どのように自分

自身の生に意味を賦与していったのかも、私たちの研究における重要な問いであると言え

る。つまり、主体性の形成という人間の生や実存に深く関わるこの問題は、ヴェーバー自

身の人生の歩みと、その中で彼が果たした人間的・人格的な成長・展開に私たちが寄り添

うことで、究明することができるだろう。ここにも、時期区分を施すという本研究の観点

が有するメリットが存在しているのである51。 

 

 

4. 構成 

では、本論に入る前に、ここで本研究の見取り図を描いておこう。 

まず第 1 章において、前期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治を論じる。

この前期は、青年期において提示される、キリスト教信仰に立脚したヴェーバーの個人的

な価値や「生の意味」をめぐる問題意識の考察から始められる。それによって、本研究を

通して私たちが論じていくことになる、共同体を志向することによる主体性の形成という

彼自身の有する「価値」の原型を見出すことができるだろう。さらにこの時期においてヴ

ェーバーは、ドイツ東部の経済状況を考察した研究や国民国家としての祖国ドイツに思い

を馳せる講演などで、現実政治についての思考を積極的に展開する。それゆえ、そこでの

ヴェーバーの思考、とりわけ政治的な思考の中にどのように彼自身の「価値」が表出して

いるかという問いを提起しつつ、それらの資料を読み解いていく。ただし、前述のように

ヴェーバーは、1890 年頃から重い神経症に悩まされ、大学教授の職を辞職して病気療養に

集中せざるをえなくなるため、それまでの時期を第 1 章の考察対象としておきたい。 

次に第 2 章において、中期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治を論じる。

この時期は病気療養から復帰し、研究を再開するまで表面的な断絶が見られるものの、そ

の間にヴェーバーは、より深く人間の精神と社会との関係に視野を拡げ、一連の宗教社会

学研究に着手し、政治論の範囲でも視野の拡大と深化が鮮明なものとなっていく。この中

期においてはまず、ヴェーバーが自身の社会学研究における方法論を、人間の持つ価値に

対する視座を中心とするものとして確立し、研究対象とする諸個人の価値のありように焦
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点を当てるようになっていく出発点が提示される。次いで、そのような社会科学方法論を

用いたキリスト教宗教社会学研究においてヴェーバーが行った、人間の生と生の意味とに

関する社会科学的な考察を論じていく。そこでは、価値の不在とそれによる生の形骸化に

警鐘を鳴らすヴェーバーの姿が現れてくるであろう。さらには、キリスト教宗教社会学研

究とほぼ同時期に展開された彼のロシア政治論においても、ヴェーバーが人間の価値と生

に対する危惧を呈しつつ、政治の領域においてその状況を克服しようとする生の理想像を

見出していたことを明らかにしていきたい。 

そして第 3 章において、後期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治を論じ

る。後期は、自身のライフワークである宗教社会学研究がより厚みと深みを増していく一

方で、1914 年に第一次世界大戦が始まり、さらには敗戦というドイツの苦境に直面する中

で、現実的な政治・社会状況に対するヴェーバーの思考がはっきりと開示・展開され、彼

の政治思想がより明確な姿を見せるようになる。この時期は彼の思想が諸要素の複雑な連

関の上で展開されているため、「生の意味」と「価値」という本研究の観点から論点を整理

し、それぞれの内容と、それぞれの間の連関を考察していくこととする。ここであらかじ

め議論の筋道を示しておくならば、「生の意味」という問題意識の中では、近代という時代

にあっては生の意味喪失が起こっており、この近代に生きる人間は、自らの生に自分自身

で意味賦与しなければならないというヴェーバーの主張が明らかになる。そして、彼自身

の「価値」を投影した社会における理想的な生のありかたのモデルを提示することを通し

て、政治と携わることで生の意味獲得を果たすようドイツ国民に求め、さらにはそのよう

な要求をすることで、自分自身の生の意味を獲得していくヴェーバーの姿が、本研究の考

察の中で現れてくるであろう。 

それでは、ヴェーバー自身の変化や彼を取り巻く環境の変化にも注視しつつ、本論に入

っていきたい。 

 

 

                                                   

註 

 
1 本研究においては、政治を「人間同士の間に何かしらの関係があり、その関係の中で対抗

や協同、包摂、排除、無視などの様々な関わり方を通して何事かを達成しようとして行

われること」とイメージして考察を進めていきたい。むろんこのイメージは、あまりに

も漠然としたものにすぎないことはたしかである。しかしながら、不明瞭であるがゆえ

に、一見してこのイメージに即応するように見られる行為や現象を読み取り、考察の準
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備を整えることができるというメリットがある。 
2
 本研究でいうところの政治思想とは、「ある時代の人びとが政治についてどのような意見

やイメージを抱いたのか、という日常的な意識のレベルから、政治の営みを抽象化され

た概念や論理的に厳密に組み立てられた認識の枠組みをもって分析する理論体系のレベ

ルまでを意味するもの」という定義を念頭に置いている（小笠原弘親・小野紀明・藤原

保信『政治思想史』（有斐閣、1987 年）、2 頁。）。このような定義に沿っていえば、本論

でも詳述するように、ヴェーバーは社会科学者として政治を理論体系レベルで把握して

いる一方で、それに留まらない政治に対するイメージを有していた。このような政治に

対するヴェーバーのイメージを明らかにすることこそ、本研究のテーマである。 
3
 この点を指摘している先行研究は無数に存在しているため、ドイツにおける最新の伝記を

挙げるに留めておきたい。Dirk Kaesler, Max Weber. Preuße, Denker, Muttersohn Eine 

Biographie, München: Verlag C. H. B. Beck, 2014. 
4
 Ebenda, S. 12. 

5
 この点については、Marianne Weber, Ein Lebensbild von Max Weber, Tübingen: J. C. B. Mohr 

(Paul Siebeck), 1926（以下 Lebensbild）（マリアンネ・ウェーバー（大久保和郎訳）『マック

ス・ウェーバー』（みすず書房、1987 年）（以下『ウェーバー』）。）. Eduard Baumgarten, Max 

Weber. Werk und Person, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1964（以下 Max Weber）（エド

ゥアルト・バウムガルテン（生松敬三訳）『マックス・ヴェーバー――人と業績』（福村出

版、1971 年）（以下『ヴェーバー』）。）. Karl Jaspers, Max Weber. Eine Gedenkrede, Tübingen: J. 

C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1926. Karl Jaspers, Max Weber. Politiker, Forscher, Philosoph, 

München: R. Piper & Co. Verlag, 1958（これらは、訳書として、カール・ヤスパース（樺俊

雄訳）『マックス・ウェーバー』（理想社、1966 年）。に収録されている。）.を参照。また、

現実政治に対するヴェーバーのコミットについて指摘している後世の研究は、枚挙に暇が

ない。例えば、H. H. Gerth & Wright Mills, From Max Weber. Essays in Sociology, New York: 

Oxford University Press Inc., 1946（ハンス・ハインリヒ・ガース／ライト・ミルズ（山口和

男・犬伏宣宏訳）『マックス・ウェーバー――その人と業績――』（ミネルヴァ書房、1965

年）。）. 

また、本研究にとって特に重要なものは後に重点的に取り上げるため、ここでは近年の

ドイツにおける概説的な研究を挙げるに留めておこう。Frank R. Pfetsch, Theoretiker der 

Politik. Von Plato bis Habermas, Paderborn: Wilhelm Fink Verlag & Co. KG, 2003. Hans 

Maier/Horst Denzer (Hrsg.), Klassiker des politischen Denkens 2. Von Locke bis Max Weber, 3. 

überarbeitete Aufl., Munchen: Verlag C. H. Beck oHG, 2007. Gregor Fitzi, Max Weber, 

Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2008. Dirk Kaesler, Max Weber, München: Verlag C. H. Beck, 

2011.  
6
 この点については、Einleitung, in: MWG I/15, S. 1-7. ちなみに、ヴェーバーの政治論・政治

評論は、彼の死後、マリアンネによって『政治論集』として編纂されている。 
7
 Brief von Max Weber an Mina Tobler, vermutlich 17. Januar 1919: Weber, S. 671（『ヴェーバー』、

189 頁。）. 
8
 ヴェーバーは 29 歳の時点で、「僕は本来の意味での学者では決してない」（Lebensbild, S. 

190（『ウェーバー』、131 頁。）.）という発言を遺しており、実務的な諸活動を放棄して

までも学問活動に突き進んでいくことに対して、割り切れない思いを抱いていたようで

ある。 
9
 Max Weber, Politik als Beruf, in: MWG I/17, S. 157（マックス・ヴェーバー（脇圭平訳）『職

業としての政治』（岩波書店、1980 年）（以下『政治』）、8 頁。）. 
10

 Ebenda（同上。）. 
11

 Ebenda, S. 159（同上、10 頁。）. 
12

 Ebenda（同上。）. 
13

 Ebenda, S. 167（同上、19 頁。）. 
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14

 Max Weber, Soziologische Grundbegriff, WuG, S. 28（マックス・ヴェーバー（清水幾太郎訳）

『社会学の根本概念』（岩波書店、1972 年）（以下『根本概念』）、86 頁。）. 
15

 Max Weber, Parlament und Regierung, in: MWG I/15, S. 482（マックス・ヴェーバー（中村貞

二・山田高生・脇圭平・嘉目克彦訳）『政治論集 2』（みすず書房、1982 年）（以下『政治

論集』）、379 頁。）. 
16

 Max Weber, Politik als Beruf, in: MWG I/17, S. 251f.（『政治』、105-106 頁。）. 
17

 ただしこの発言は、ヴェーバーが 55 歳の時点でなされたものであるため、これが彼の人

生においてつねに抱かれていた政治への期待感かどうかは即断しえない。どのような思

想的な展開を経て政治にこうした期待感が込められるようになっていったのかを、本研

究で明らかにしていきたい。 

また、このようなヴェーバーの政治に対する期待の背景に、彼の生きていた時代の現

実政治および社会的な状況があることにも、目を向けなければならない。なぜなら、第

一次世界大戦という未曾有の事態に直面したヨーロッパ、その中でとりわけ困難な状況

に陥ったドイツの政治的・社会的な状況を目の当たりにしたヴェーバーからこの発言が

なされたことを考慮すれば、当時のドイツにおける困難な課題の達成を、政治を通して

成し遂げるべきであるとヴェーバーが希求していた可能性も高いように思われるからで

ある。 
18

 本研究ではヴェーバーにとっての政治がどのような重要性や「意味」を有していたのか

を考察することが主題となっているため、ヴェーバーにとって政治が重要であったこと

は確認しつつもそれを主要な論点とはしていない研究は、本論の先行研究整理では割愛

した。そういった先行研究には、例えば、「愛国主義」がヴェーバーの政治的意志に対す

る究極的な基準ではあったものの、彼にとっての政治は唯一絶対的な意義を有してはお

らず、その中心にある使命は「消極的な性格の哲学的実存」であったと指摘したカール・

ヤスパース（Jaspers, a. a. O., 1926. Jaspers, a. a. O., 1958（邦訳前掲書、1966 年。）. （ただ

し、フィッチはこのようなヤスパースの解釈を、価値自由な学問と政治的価値判断の領

域が、ヴェーバー自身の生において「実存的」統一がなされていると理解している（Fitzi, 

a. a. O., S. 158-160.）。このようなフィッチの理解に対して本研究では、どのように「実存

的」であったのかを考察していきたい。）。ヴェーバーの全業績を学問的・社会科学的な

側面に集中して特徴づけることを課題としているため、（日々の）政治に対するヴェーバ

ーのコミットメントは敢えて捨象したディルク・ケスラー（Dirk Kaesler, Max Weber. Eine 

Einführung in Leben, Werk und Wirkung, Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2003.）などがある。 
19

 このような研究の中にはまず、ヴェーバー自身の社会学的・社会科学的な政治理解に着

目して、それぞれの個別論点を議論していくものがある。例えば、ヴェーバーの「国家

社会学」における合理性とカリスマの相互作用に依拠したカリスマ論と官僚制論を論じ

たステファン・ブロイアー（Stefan Breuer, Bürokratie und Charisma. Zur Politischen Soziologie 

Max Webers, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994.）、体系的なヴェーバーの国

家論の構築を目指すアンドレアス・アンター（Andreas Anter, Max Webers Theorie des modern 

Staates. Herkunft, Struktur und Bedeutung, Berlin: Duncker & Humblot, 1995.）、ヴェーバーに

おける政治社会学的な「政治的近代」論を取り上げるステファン・エッガー（Stephan Egger, 

Herrschaft, Staat und Massendemokratie. Max Webers politische Moderne, Konstanz: UVK 

Verlagsgesellschaft, 2006.）など。 

また、これと同様にヴェーバーの社会学的・社会科学的な専門用語や方法論を取り上

げ、そこから彼の政治理論を抽出しようとする研究もある。ここには、デイヴィッド・

ビーサム（David Beetham, Max Weber and the Theory of Modern Politics, London: Allen and 

Unwin, 1974（デーヴィッド・ビーサム（住谷一彦・小林純訳）『マックス・ヴェーバーと

近代政治理論』（未來社、1988 年）。）.）、グレゴール・フィッチ（Gregor Fitzi, Max Webers 

politisches Denken, Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2004.）、野口雅弘（野口雅弘『闘争と
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文化――マックス・ウェーバーの文化社会学と政治理論』（みすず書房、2006 年）。）など

が含められる。 

さらには、ヴェーバーの「価値自由」という学問的な態度において、下位
サ ブ ・

体系
システム

として

の学問と政治が、それぞれ自律した価値体系として独立しつつ、そうであるがゆえに相

互関係が可能とされていると理解するヴォルフガング・シュルフター（Wolfgang Schluchter, 

Wertfreiheit und Verantwortungsethik. Zur Verhältnis von Wissenschaft und Politik bei Max Weber, 

Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1971（ヴォルフガング・シュルフター（住谷一彦・

樋口辰雄訳）『価値自由と責任倫理――マックス・ヴェーバーにおける学問と政治――』

（未來社、1984 年）。）.）の研究や、ヴェーバーの社会学理論の定式化を生み出す、社会

的・政治的文脈の自覚的な必要性を説き、政治的著作と社会諸科学に対する学問的な寄

与との間にある相関関係を解明しようとするアンソニー・ギデンズ（Anthony Giddens, 

Politics and Sociology in the thought of Max Weber, London and Basingstoke: The Macmillan 

Press LTD, 1972（アンソニー・ギデンズ（岩野弘一・岩野春一訳）『ウェーバーの思想に

おける政治と社会学』（未來社、1988 年）。）.）の研究なども、ヴェーバーが学問的な研

究対象として政治を捉えている側面を強調する研究に含めることができる。 
20

 雀部幸隆『ウェーバーとワイマール――政治思想史的考察――』（ミネルヴァ書房、2001

年）、13 頁。 
21

 雀部幸隆『知と意味の位相――ウェーバー思想世界への序論』（恒星社厚生閣、1993 年）、

第 5 章。また、同様の主張は、雀部前掲書、2001 年、261-294 頁をも参照。 
22

 雀部前掲書、1993 年、i 頁。 
23

 同上。 
24

 同上。雀部前掲書、2001 年。雀部幸隆『公共善の政治学――ウェーバー政治思想の原理

論的再構成』（未來社、2007 年）。 
25

 とりわけ雀部によれば、ヴェーバー自身は「究極的立場」に関する信仰告白を拒んでお

り、純粋に「知」の立場を貫いていた（雀部前掲書、1993 頁、374-376 頁。）。ヴェーバー

はこのような立場に立ち、徹頭徹尾「知」の言葉に還元したプロテスタンティズムの原

理的観点から、次のような生と世界とに対するスタンスを取っていたのである。「この世

界は――自己自身をも含めて――どうしようもなく堕落しており、その惨状はしばしば

目を覆うばかりである。にもかかわらず、それが絶望的に救いがたいものだということ

は決ったことではないし、だれもまたそう決めつけることができない（これが、この世

はその堕罪にもかかわらず、神の造りたもうたものであり、神の御手
み て

が働いている、と

いうことの散文的な意味である）。いずれにしても、われわれはこの世界の中に生きるし

かないし、この世界に向かって生きるほかない。この世界に働きかけて多少ともこの世

界を生きるに値いするものとすること、これがこの世界に生を享けた者の畢竟の「課題」

（eine „Aufgabe“）である。その努力がどこまで実を結ぶかは全く保障のかぎりではない

が、しかし不可能と見えるものへの挑戦なくして、可能なものも成就したためしがない。

曇りない良心（Gewissen）と明晰な判断力（Verstand）とをもって、あくまでも dennoch!

である。」（同上、378 頁。） 

このように雀部は、ヴェーバーの「究極的立場」に立脚した生と世界に対するスタン

スを「知」的な営為へと読み換えているがゆえに、ヴェーバーの政治論を政治学体系へ

と構成するという作業にあたっていると言えよう。 
26

 あるいは、本研究の問いに答えようとした場合でも、ヴェーバー自身の個人的な選好（「政

治に興味を抱いていたから」、「政治をおもしろいものと感じていたから」など）に還元

する以上の解答は引き出しえないように思われる。 
27

 むろん本研究では、ヴェーバーの学問的な政治分析を無視して彼の政治へのコミットメ

ントを研究するべきだという主張を掲げているわけでは決してない。そもそもヴェーバ

ーは自身の社会学的・社会科学的な概念装置を駆使して現実政治を把握していたため、
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単純にヴェーバーの学問的な政治分析と現実政治へのコミットメントとを切り離し、前

者を等閑視してしまっては、むしろヴェーバー自身の姿を見誤る危険性が高い。 

また、このような本研究の立場に対しては、次のような批判が想定されうる。仮に本

研究のいう実存的重要性なるものをヴェーバーの中に見出そうとすれば、それは間違い

なく学問（「知」）に与えられているものであり、そのような実存的に重要な学問を通し

て政治を捉えているがゆえに、ヴェーバーは政治をも実存的に重要だと考えているので

あって、筆者の理解はそのような実存的に重要な学問が投影された政治に表層的な実存

的重要性を見ているにすぎないのではないかという批判である。 

ヴェーバーにとっては学問が彼自身の生において重要なものであったということと、

学問的な探求と政治に対する視座がヴェーバーにとって不可分の関係にあったことは、

筆者としても疑いの余地のないものだと考えている。ただし、上記のような仮想批判は、

個人の生の中にある実存的重要性が、唯一の経路を通して表出するものであるという前

提に基づいているように思われる。これをヴェーバーに即してみれば、彼の実存的重要

性が学問という経路によってのみ表出しており、この学問という現れ方に引きつけられ

るか包摂されるかして政治が統御されていくものとして理解されることになる。しかし

ながら筆者は、人間の持つ実存的重要性は、たったひとつの経路を通して現れてくるも

のではなく、生の様々な局面において見出されるものなのではないかという視座から本

研究の問いを立てたい。この生の様々な局面というのは、例えば職業労働であったり家

庭内の生活であったり、あるいは宗教的な信仰の世界であったり趣味の領域であったり

と、ある個人の生の営みを構成する、いわばステージのようなものを想定している。ヴ

ェーバーに関していえば、彼の個人的な生の局面においては学問が、そして他の人々と

共同的に営む生の局面においては政治が、それぞれ彼の実存的な重要性の現れる経路だ

ったのではないかと考えられる。もちろんヴェーバーが、――自分自身を「宗教音痴」

だと称していたとしても――宗教的な信仰や、あるいは芸術の面で実存的重要性を現し

ていた可能性もある。ただし、人間の生と政治、それらの結びつき方を考察しようとす

る本研究の立場からしても、そして何よりヴェーバー自身が現実政治に積極的にコミッ

トしたという身近な人々の証言と彼自身の遺した多くの政治論を考慮しても、ヴェーバ

ーにとっての政治が実存的重要性のとりわけ肝要な表出経路であったということを彼の

生と思想の中から探り出す作業は、有意義なものとなりうるだろう。この点については、

とりわけ本研究第 3 章で詳しく考察していく予定である。 
28

 Wilhelm Hennis, Max Webers Fragestellung. Studien zur Biographie des Werks, Tübingen: J. C. 

B. Mohr(Paul Siebeck), 1987, S. 119（ヴィルヘルム・ヘニス（雀部幸隆・嘉目克彦・豊田謙

二・勝又正直訳）『マックス・ヴェーバーの問題設定』（恒星社厚生閣、1991 年）、141 頁。）. 
29

 Ebenda, S. 196（同上、242 頁。）. 
30

 むしろヘニスは、「自由主義的な主意主義者」、「心の底から自由を求めた主意主義者」と

ヴェーバーを理解する方がより適切ではないかとさえ述べている（Ebenda, S. 222（同上、

270 頁。）.）。 

ちなみに、ヴェーバーの自由主義的な側面を強調している研究は、例えば青山秀夫『マ

ックス・ウエーバー――基督敎的ヒューマニズムと現代――』（岩波書店、1951 年）。 Robert  

J. Holton/Bryan S. Turnur, Max Weber on Economy and Society, Routledge, 1989（ロバート・J・

ホールトン/ブライアン・S・ターナー（小口信吉・井上博二・泉田渡訳）『マックス・ウ

ェーバー――自由主義とモダニズム――』（文化書房博文社、1995 年）。）. Chris Thornhill, 

Political Theory in Modern Germany. An Introduction, Cambridge: Polity Press, 2000（クリス・

ソーンヒル（安世舟・永井健晴・安章浩訳）『現代ドイツの政治思想家――ウェーバーか

らルーマンまで』（岩波書店、2004 年）。）. 佐野誠『ヴェーバーとリベラリズム――自由

の精神と国家の形』（勁草書房、2007 年）。など。 
31

 Hennis, a. a. O., S. 196-230（邦訳前掲書、242-279 頁。）. 
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32

 Ebenda, S. 230（同上、279 頁。）. 
33

 Ebenda, S. 235f.（同上、284-285 頁。）.「ヴェーバーは、近代政治思想のもうひとつの伝

統に属しており、マキァヴェリ、ルソー、そしてトクヴィルのうちに名を連ねられうる

だろう。そこでは、利害や便益の保障ではなく、魂の力を発展させることが重要とされ

る。そしてこの魂の力の発展は、個人主義的ではなく、人間同士の同胞意識と連帯感の

ある、結局は古典的な意味での政治
．．

基盤の上でのみ可能であると考えられている。諸個

人を政治的な諸組織へと強制的に引き入れ、諸個人にその秩序内での責任とリスクを共

有させ、場合によってはこの政治的な諸組織を作為的に内的・外的なリスクに曝し、制

度的な安全装置によって闘争
．．

を排するのではなく、反対にそれをまさしく誘いさえする

こと。これがその政治理論の中心にある。」（Ebenda, S. 235（同上、284 頁。）.） 
34

 ちなみに、ここでヘニスのいうところの「自由主義」の思想的核心とは、①「ある一定

の希望と結びついた廃棄、脱境界、解放」、②「発展」や「進化」を求めて不断に変化す

るダイナミックな社会を目指す時代に対する信仰、そして③一種の（少なくとも自由と

平等といった）「価値の普遍主義」と、各人がその価値の実現に不断に協力するべきだと

する道徳的命法である（Ebenda, S. 199ff.（同上、245 頁以下。）.）。 
35

 学問的な「洞察力」や「総括能力」をひとえに「判断力」と同一視しているあたりに、

やや牽強付会なヘニスの論理展開が現れてきているとも言える。 
36

 今野元『マックス・ヴェーバー――ある西欧派ドイツ・ナショナリストの生涯』（東京大

学出版会、2007 年）、12 頁。 
37

 Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890-1920, 2. überarbeitete und 

erweiterte Aufl., Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1974a, S. XVI（ヴォルフガング・J・

モムゼン（安世舟・五十嵐一郎・田中浩訳）『マックス・ヴェーバーとドイツ政治 1890-1920

年』（未來社、1993 年）、17 頁。）. 
38

 Ebenda, S. 52（同上、105 頁。）. 
39

 Ebenda, S. 40（同上、89 頁。）. 
40

 今野前掲書、2007 年、105 頁。 
41

 この点については、今野元『マックス・ヴェーバーとポーランド問題――ヴィルヘルム

期ドイツ・ナショナリズム研究序説』（東京大学出版会、2003 年）。今野前掲書、2007 年。 

ちなみに、本研究においては「究極的価値」という観点から敢えて一面的に整理をし

ているため、今野の研究において非常に重要な諸論点はここでは割愛せざるをえなかっ

た。しかし、今野の描き出したヴェーバー像は、本研究の議論にも多くの示唆を与えて

くれており、さらにはヴェーバー政治論を研究していく上でも必読の内容のように思わ

れるため、少し紙幅を割いてその論旨を確認しておこう。 

今野は、ヴェーバーのナショナリズム、延いてはヴェーバーの政治思想を考察するに

際して、「知性主義の逆説」という独自のテーゼを採用している。この「知性主義の逆説」

とは、「官憲国家のヘルシャフト〔大意としては「支配」〕に抗して自由で平等な個人に

よるゲノッセンシャフト〔大意としては「協同関係」〕を構築しようとする知性主義的な

政治運動が、いつの間にか知性を基準に人間たちを序列化し、高い知性の持ち主を支配

者とする新しいヘルシャフトを構築してしまうという現象」（安藤英治（亀嶋庸一編、今

野元訳）『回想のマックス・ウェーバー――同時代人の証言』（岩波書店、2005 年）、235

頁。）を意味している。そして、この「知性主義の逆説」という知的営為の産物がどのよ

うにヴェーバーの思考や政治論に現れていたのかといえば、アングロ＝サクソンへの憧

憬とそれによって抱かれるドイツの劣等感、さらにはその構図をドイツとポーランドの

関係に投影して生み出す相対的な優越感が、知性を基準にした序列化を喚起したと、今

野は主張するのである（今野前掲書、2007 年、361 頁以下。）。 

さらに今野は、ヴェーバーの「政治においてどうしても譲れない原則」として、ひと
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つにドイツ国民国家の維持・発展を、そしてもうひとつに政治的近代論を挙げている（同

上、259 頁。）。それぞれ確認しておこう。ひとつめに挙げた、ドイツ国民国家の維持・発

展というヴェーバーの政治原則とは、ビスマルクの指導で誕生したドイツ帝国をさらに

発展させていくことを自分たち若手世代の使命とし、統一国家として定着し始めた祖国

ドイツを、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、オーストリア、ロシアなどの国々

とならぶ世界大国にするという「世界政策」を目標とするものであった。こうした「世

界政策」へのヴェーバーの憧憬は、「ドイツ帝国」（deutsches Reich）から「世界帝国」

（Weltreich）への飛躍が叫ばれたヴィルヘルム期ドイツの政治的雰囲気の中で涵養された

ものであり、その方針は終生維持されていた（同上。ちなみに、今野の原文では、オー

ストリアは「エステルライヒ」、ロシアは「ロシヤ」と表記されている）。今野が指摘す

るもうひとつのヴェーバーの政治原則である政治的近代化論とは、「人間の観念世界を脱

魔術化＝合理化することで、自由で自立した個人を育成し、その共同生活に見合った新

しい政治制度を準備するという、優れて知性主義的な政治構想」であった（同上。）。す

なわち、「なおも残存する身分制の伝統や教会の権威といった旧体制の桎梏から人間たち

を解放し、知的に覚醒した自由で自立した、本質的には平等な個人たちの共同生活に見

合った政治制度を目指すという解放の過程」であり、「そこにいつの間にか個人間、人間

集団間に新たな序列が生まれ、そこに新たな支配従属関係が生じてしまう」のである（同

上、368 頁。）。そして今野は、ヴェーバーにおけるドイツ国民国家の維持・発展と政治的

近代化論という二つの思想的潮流が絡み合う状況を、二律背反するものではなく、相乗

作用のあるものだったと主張している（同上、360 頁。）。 
42

 雀部前掲書、1993 年、292-293 頁。 
43

 雀部前掲書、1999 年、1 頁。なお、この点については、Hennis, a. a. O., S. 195（邦訳前掲

書、1991 年、241-242 頁。）.をも参照。 
44

 Brief von Max Weber an Erich Trummler, München, 17. Januar 1918, in: MWG II/10, S. 66.  
45

 Max Weber, Soziologische Grundbegriffe, in: WuG, S. 2（『根本概念』、11 頁。）.  
46

 Hennis, a. a. O.（邦訳前掲書。）. 
47

 この点については、本研究第 2 章で詳述する予定である。 
48

 ところで、「生の意味」という着眼点に関しては、フリードリッヒ・ニーチェとの関連が

思い起こされるだろう。ヴェーバーがニーチェから受けた影響という点については、モ

ムゼン（Wolfgang J., Mommsen, Max Weber. Gesellschaft, Politik und Geschichte, Erste Aufl., 

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974b（ヴォルフガング・J・モムゼン（中村貞二・米

沢和彦・嘉目克彦訳）『マックス・ヴェーバー――社会・政治・歴史――』（未來社、1977

年）。）.）、ヘニス（Hennis, a. a. O.（邦訳前掲書、1991 年。）.）、山之内靖（山之内靖『ニ

ーチェとヴェーバー』（未來社、1993 年）。）、雀部（雀部前掲書、1993 年。）によって議

論されている。 

本研究においては、このいわば「ニーチェ―ヴェーバー問題」について深入りするこ

とはできない。その理由としては、人間の生の意味をめぐるヴェーバーの思想の展開を、

ニーチェのいうような形での生の意味に一元化して理解しようとするのではなく、ヴェ

ーバーの生と思想における「生の意味」という彼自身の問題意識
．．．．．．．．

の展開、さらにいえば、

そのような「生の意味」という問題意識の展開が、彼自身の生の意味が探求されるプロ

セスそのものであり、それを明らかにしていく中で彼の「価値」を浮かび上がらせるこ

とこそが、本研究の目的に他ならないからである。 
49

 本研究の立場に対して、ヴェーバーが社会における経済的な要素を生涯の学問的な考察

の中で追究し続けていたことを軽視しているのではないかという批判が当然呈されるだ

ろう。とりわけ、経済や生産の力を支える主体的な国民の創出という関心を基にヴェー

バーを主体的に読み込んだ大塚久雄の「大塚史学」や、物的・経済的下部構造が上部構

造を究極的に規定するというマルクス主義的な社会科学的な方法論をヴェーバーが批判



31 

 

                                                                                                                                                     

的に継承し、歴史的社会的発展における上部＝下部構造の相互関連性を理論的に精密化

する方法論を構築したと見る内田芳明などが積極的に論じた「『ヴェーバーとマルクス』

問題」など、日本の社会科学においては繰り返しヴェーバーが経済と格闘していた姿が

明らかにされてきた。こうした学問的な蓄積を鑑みれば、本研究のように人間の生と政

治との関係ではなく、むしろ人間の生と経済との関係にこそ目を向けるか、あるいは人

間の生と政治との関係を論じる場合であっても、少なくとも経済とそれらとの関わり方

の積極面（経済発展と結びついた人間的・政治的な主体性の確立や、政治的な共同性の

涵養）を考慮に入れなければ、空疎な形で人間の生と政治との関係が論じられるに留ま

るのではないかという危惧を与える可能性は、極めて高いと言える。（日本のヴェーバー

研究をその初発の受容から 1995 年まで包括的に取り扱ったものとしては、Wolfgang 

Schwentker, Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur Wirkungsgeschichte 1905-1995, 

Tübingen: Mohr Siebeck & Co. Kg, 1998（ヴォルフガング・シュヴェントカー（野口雅弘・

鈴木直・細井保・木村裕之訳）『マックス・ウェーバーの日本――受容史の研究 1905-1995

――』（みすず書房、2013 年）。）.を参照。） 

しかしながら、本研究は、「生の意味」というヴェーバーの問題意識に着目し、それに

よって彼の思想的な課題が、生の意味が喪失していくような時代状況にあって諸個人が

生の意味を獲得することができるのかという点にあったという前提に立ち、この課題に

対するヴェーバーの知的な格闘の様を描写し、彼の見出した答えを明らかにすることが

中心的な作業のひとつとなる。本論の議論を先取りすることになるが、「生の意味」とい

う問題意識があったからこそヴェーバーは、人間の生の意味を失わせる要因として、そ

の合理化が進展すればするほど「非人間的な」ものとなる経済に対して警戒心を強めて

いく。つまり彼は、本研究で生の意味賦与に大きく関わるものとして仮定している政治

的な要素を、経済との緊張関係にあるという前提の上で、敢えて政治的な自立性／自律

性を主張していくのである。したがって、本研究においては、経済と他の要素との相互

作用の中でそれぞれの自立性／自律性が確立した後の状況、それも時系列的に後続する

というだけでなく、両者の相互作用という関係性から経済による一方的な侵食へとその

関係性の実体が変容していった状況と、そういった中での「政治の自立性／自律性」と、

それを通した生の意味獲得というヴェーバーの考想を優先的に考察することに主眼を置

くこととしたい。 
50

 Wolfgang Schluchter, Rationalismus der Weltbeherrschung. Studien zu Max Weber, Frankfurt am 

Main: Suhrkamp, 1980, S. 274（ヴォルフガング・シュルフター（米沢和彦・嘉目克彦訳）

『現世支配の合理主義――マックス・ヴェーバー研究』（未來社、1984 年）、313-314 頁。）.

ちなみに、シュルフターによれば、それぞれの段階は以下のようなヴェーバーの関心に

対応している。第一段階は、古代の農業発展と近代の農業発展、古代資本主義と近代資

本主義に対する二重の関心によって規定される研究であり、この関心は、続く第二段階

においても継続されている。第二段階は、近代資本主義の「精神」と文化科学の方法論

に関する研究。そして第三段階は、『経済と社会』および『世界宗教の経済倫理』に関す

る相補的な研究であり、この段階においては、古代資本主義と近代資本主義の理論が、

西洋、とりわけ近代西洋の合理主義とその発展の理論へと移行している。 
51

 本節で示したような本研究のアプローチは、そのモデルとして、「思考する実存」として

のジョン・ロックの姿を描き出そうとした加藤節のロック思想（史）研究を念頭に置い

ている（加藤節『ジョン・ロックの思想世界――神と人間との間』（東京大学出版会、1987

年）。）。 

加藤は、「一個の実存としてのある『思想家』が、いわばあらゆる可能性を秘めたカオ

スの中から自らを他ならぬ『思考する実存』へと形成して行った過程の考察は、その『思

想家』が表出した『思想』の歴史的解明を直接の任務とする思想史家が、なお負わなけ

ればならない課題である」（同上、11-12 頁。）とする。そして自身の述べるような意味で
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の思想史家として加藤は、「ロックにおける『思考する実存』への自己同定の過程」が、

「ロックが一人の実存としてその中に投げ出され、それによってその生の軌道を支配さ

れた歴史的偶然性と、その偶然性への隷属、それによる自己喪失を嫌って自らの存在の

意味を自ら確証しようとしたロックの主体的意志との間に展開された一つの精神のドラ

マ」だったのであり、そうであるがゆえに、「歴史的偶然性の支配とそれを越えようとす

るロックの意志との間に湛えられた緊張感の行方を、他のものになりうる可能性を秘め

ながら結局は『思考する実存』としての自己了解に向かって収斂していったロックの精

神の運動のうちに
．．．

見定めること」を、個性的なロックの精神のドラマを解き明かす方法

とする（同上、15 頁。）。伝記的事実の背後にあり、さらにはそれを準備したロックの精

神の運動を発見し、読みとることこそ、加藤は自身のロック思想（史）研究の発見的方

法というアプローチとして採用しているのである（同上、15-16 頁。） 

言うまでもなく、いわゆる哲学者と称されるロックの「思考する実存」としての姿を

描き出すという加藤の思想（史）研究と、一般的な意味での哲学者には数えることので

きないヴェーバーを考察する筆者の思想（史）研究とは、短絡的な発想に基づいて同列

に並べてしまってよいようなものではない。しかしながら、本研究においては、ひとり

の実存としてのヴェーバーが、学問とともに、そして場合によっては学問よりも政治に

対して実存的な重要性を与えていたという仮説を立て、それを論証していくことを課題

としている。それゆえ、加藤のロック思想（史）研究に敢えて寄せていえば、ヴェーバ

ーがひとりの実存として、自らを取り巻く歴史的な条件の下で、どのような内的「原理」

によって政治に実存的な意味を賦与していたのかという、ヴェーバーの精神のドラマを

明らかにしていくことこそ、本研究のテーマなのである。 



33 

 

第 1 章：共同体への志向と主体性の形成という「価値」 

――前期ヴェーバーにおける政治の「意味」――  

 

1. 序 

2. ヴェーバーの「価値」 

1) 生育環境と経歴 

2) 「価値」の背景としてのキリスト教 

3. 「価値」の表明とナショナリズムの屈折 

1) 先行世代ユンカーに対する両義的な態度――反撥と敬意―― 

2) 同世代ユンカーに対する両義的な態度――批判と同情―― 

4. 「価値」の追求 

1) 国民国家ドイツの危機と課題 

2) ナショナリズムを通した政治への「意味」賦与 

5. 結 

 

1. 序 

本章では、前期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治がどのようなもので

あったのかという点を、彼自身の「価値」や「生の意味」をめぐる彼の考想を足懸りとし

て考察し、それを通してこの時期のヴェーバーの生や実存から彼の政治思想を汲み取って

いきたい。序論でも指摘したように、そもそもヴェーバーの生と思想において政治が重要

なものであったことについては、既存の研究などを鑑みても、もはや明白なことだと言え

る。むしろ、私たちが問題とすべきは、ヴェーバーにとっての政治がどのような意味で重

要だったのかということと、その重要さの内実が、果たしてヴェーバーの人生において変

化したのか、あるいは一貫し続けたものであったのかどうかということ、そしてヴェーバ

ーにとっての政治が彼の生や思想においてどのように位置づけられていたのかということ

である。こういった点を考えていく上でも、10 代から 20 代、そして 30 代にかけての思想

形成期の展開を確認することで、ヴェーバーの生と思想、そして政治思想の出発点を明ら

かにすることは、後の議論の前提としても重要な作業と言える。 

この時期は、上述したように思想の形成期だという事情もあり、先行研究ではそれほど

中心的に焦点を当てられることはなかった。しかも、前期ヴェーバーの政治思想が議論さ
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れる場合でも、ヴェーバーのナショナリズムが現れていることを確認するという程度に留

まっており、この時期のヴェーバーが政治をめぐってどのような考想を有していたのかと

いう問題を立ち入って論じている研究は数えるほどしかない。また、彼の思想という点に

至っては、それが明示的に展開されていないこともあり、中心的に議論されることはほと

んどなかったといっても過言ではない。こういった彼の思想や政治思想に対して、前期ヴ

ェーバーの生という点について言及している先行研究は枚挙に暇がない。ただし、そうい

った先行研究において取り上げられるのは、ヴェーバーの家庭環境や生活・生育環境とい

った彼を取り巻く環境と、そこにおけるヴェーバーの心理の描写であるため、これらの研

究成果は私たちの研究の資料として各所で参考とするに留めておくことにしたい。 

そうした中で、まず前期ヴェーバーの生と思想を論じる上で欠かすことのできない要素

は、彼自身のキリスト教信仰である。というのも、先行研究においては、ヴェーバーが敬

虔なプロテスタンティズムに囲まれた環境の中で生活していたことは確認されているから

である1。ただし、そこで強調されるのは、とりわけヴェーバーが敬虔なプロテスタントで

あった彼の母や母方の親族との関係の中で、純粋な宗教的信仰心に対しては距離を取って

おり、それが後年の宗教社会学研究に結実していくという理解であって2、彼自身のキリス

ト教信仰の内実についてはほとんど言及されることはない。その原因はおそらく、彼自身

の信仰の表明がせいぜい青年期の私的な手紙でなされるに留められており、また 44 歳の時

点では自分自身を「宗教音痴」と評するなど3、必ずしも宗教的アイデンティティを明示し

ていないことにあるように思われる。しかしながら、後述するように、青年期の手紙にお

いてはキリスト教徒としての自己意識を有していることを他ならぬヴェーバーが明記して

いることと、44 歳の自己評価でも「宗教音痴」ではあるものの、「反宗教的でも非宗教的
．．．．

で

もない」という宗教的信仰に対する微妙な心情を告白していること4、そして、宗教的なア

イデンティティが何かしらの形でその人自身の価値や生の意味づけの構成要素になると想

定しうることを鑑みれば、前期ヴェーバーの生と思想を考察する上で、敢えて彼のキリス

ト教信仰を取り上げてその内実を明らかにしておく作業を避けて通ることはできない。 

また、前期ヴェーバーの政治思想という点でいえば、序論で確認したモムゼンや今野の

研究が明らかにしたように、ヴェーバーのドイツ・ナショナリズムがこの時期にも鮮明に

表されていた5。モムゼンや今野の研究に対する本研究の立場からの批判はすでに提示した

ので、ここで繰り返すことは控えておこう。ただ、明記しておかなければならないのは、

この時期のヴェーバーの政治思想を考察することこそが、本章の課題だということである。 
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さらには、前期ヴェーバーのキリスト教信仰と彼のナショナリズムそれぞれの内実だけ

ではなく、それらの間の内的な連関も明らかにしなければならない。先述したように、宗

教的なアイデンティティが個人の価値や生の意味づけと何かしら結びついているとすれば、

それに基づいてなされるヴェーバーの生や思想の展開と、彼の政治をめぐる様々な評価や

判断との間にある、彼なりの論理を見出す必要があるからである。それでは、ヴェーバー

のキリスト教信仰を取り上げてみよう。 

 

 

2. ヴェーバーの「価値」 

まず、私たちの議論の出発点として、彼のキリスト教信仰をヒントにヴェーバーの「価

値」がどのようなものであったのかを考えていきたい。ここで注意しなければならないの

は、ヴェーバーの場合、キリスト教信仰を有するようになったきっかけが、自身の選択と

いうよりも彼の生育環境からの影響が大きな要因となっていることである。したがって、

まずは前期ヴェーバーがどのような環境で育ち、どのような経歴を歩んだのかという点を

確認しておきたい。 

 

1) 生育環境と経歴 

マクシミリアン・カール・エミール・ヴェーバーは、1864 年 4 月 21 日にドイツ中央部の

都市エアフルトで生まれ、ヴェーバーが 5 歳のとき、家族でベルリン西部のシャルロッテ

ンブルクに移り住んだ。 

ヴェーバーの父マクシミリアン・ヴィルヘルム・ヴェーバー（1836-1897 年）は政治家で

あり、長男であるマックスが誕生してから少し経って結成された国民自由党に加入し、そ

の幹部を務め、プロイセン代議院、ドイツ帝国議会に議席を持った6。このような現実政治

に直に携わる父の下に生まれたことにより、ヴェーバーの育った環境は勢い、当時のドイ

ツ政治における自由主義陣営の最前線を担う政治家や知識人たちとの交流に満たされてい

った7。さらにいえば、父ヴェーバーはまさしく、ヴェーバーの現実政治に対する見方や問

題意識に大きな影響を与えた人物であり、それは後に取り上げるビスマルクに対するヴェ

ーバーの評価において顕著に現れることとなる。 

母ヘレーネ・ヴェーバー（1844-1919 年）は、敬虔なプロテスタントであり、世俗的な問

題に没頭する夫とは対照的に、家事や育児に専念しつつ宗教的な倫理・道徳を追求し、自
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分自身の深部へと沈潜していく傾向を持っていた8。こうした母ヘレーネや周囲の人々の影

響もあり、後述するように、ヴェーバーはキリスト教徒、とりわけプロテスタントとして

の自覚を有していたのだった。したがって、ヴェーバーの母は、キリスト教徒としてのヴ

ェーバーの自己意識が形成される上で大きな役割を果たした存在であったと言える。 

また両親の他にも、母方の伯父で歴史家（シュトラスブルク大学教授）ヘルマン・バウ

ムガルテン（1825-1893 年）と交わした政治についての意見交換や、祖母エミーリエ・ファ

レンシュタイン（1805-1881 年）や伯母イダ・バウムガルテン（1837-1889 年）、従兄で牧師

のオットー・バウムガルテン（1858-1934 年）ら厳格なプロテスタントとの交流を通して、

ヴェーバーの人格は形成されていった9。 

それではここで、やや記述的になってしまうが、前期ヴェーバーの経歴を振り返ってお

こう10。ヴェーバーは、1882 年から 1884 年までハイデルベルク大学で、カール・クニース

（1821-1898 年）、クーノ・フィッシャー（1824-1907 年）、ベルンハルト・エルトマンスデ

ルファー（1833-1901 年）らの講義を受講し、法律学をはじめとして、歴史学、国民経済学、

哲学などを学んだ。1884 年には、シュトラスブルクで一年志願兵として軍隊勤務を行って

いる。1885 年にはベルリン大学に移り、ゲオルグ・ベーゼラー（1809-1888 年）、ルートヴ

ィヒ・エーギディ（1825-1901 年）、ルードルフ・フォン・グナイスト（1816-1895 年）、ハ

インリヒ・ブルンナー（1840-1915 年）、オットー・フォン・ギールケ（1841-1921 年）など

を聴講し、3 月から 4 月にかけては再びシュトラスブルクで軍事訓練に参加した。1886 年

にゲッティンゲン大学で司法官試補試験を受験。1888 年にはポーゼンでの軍事訓練を受け、

そこで東部辺境法案以後におけるプロイセンの植民政策の実態を知るに至る。翌 1889 年に

はベルリンのゴルトシュミットとグナイストのもとで博士論文「中世商事会社史考」を提

出し学位を取得している。1891 年には、アウグスト・マイツェン（1822-1910 年）の下で教

授資格論文「古代ローマ農業史」を提出し、教授資格を得た。1893 年に自身が参加する「社

会政策学会」の「東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態」というフィールドワーク

の研究報告を行う――本研究においては、この研究報告をヴェーバーの政治的な主張が明

確に開示されたものと位置づけているため、後に取り上げたい――。この報告の成果が認

められたこともあって、1894 年にはフライブルク大学に国民経済学の正教授として就任す

る。翌 1895 年、教授就任講演「経済学と民族性」――この講演についても、後に詳しく考

察していきたい――。1896 年になると、クニースの後任としてハイデルベルク大学哲学部

に招聘される。そして、1897 年の夏に父と激論を交わし、彼が直後に客死したことも一因
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となって精神と肉体を病み、健康上の理由からハイデルベルク大学に辞表を提出（結果的

には辞表は却下され、代わりに長期の休暇が認められ、俸給も支払われた）、病気療養のた

め妻マリアンネと共に南欧へと旅立ったのだった。 

ここで少しまとめておこう。生育環境という点でいえば、父マックスから影響を受けた

政治に対する関心と、母ヘレーネ（と母方の親族）から影響を受けたキリスト教徒として

の自己意識を、ヴェーバーが有していたことが挙げられる。また、経歴という点でいえば、

ヴェーバーは早い段階から、広い意味で社会現象を取り扱う学問に惹きつけられていたの

であった。ではまず、ヴェーバーの「価値」を探る上で何かしら重要な手懸りとなりそう

な、彼のキリスト教信仰の内実を考察していこう。 

 

2)  「価値」の背景としてのキリスト教 

ヴェーバーは、自身の生と思想、そして政治思想を展開していくに際して、どのような

基準に立脚していたのだろうか。私たちはまず、ヴェーバーの「価値」という点を明らか

にしておかなければならない。この問題を考えていく上でのヒントとなるのは、ヴェーバ

ーにおけるキリスト教信仰である。既述のように、彼の母ヘレーネや親族のうち幾人かは、

敬虔なプロテスタントとしての生をまっとうした人物たちであった。このような母や親族

が身近にいたこともあり、若かりし頃のヴェーバーにとって、キリスト教に基づいた宗教

的信仰は自明のものだった。管見の及ぶ限りでは、個人の価値は、その人の持つ死生観や

世界観との関係において形成される一面があるように思われる。それゆえ、上述したよう

な生育環境（とりわけ、敬虔なプロテスタントであり、家庭内の生活の雰囲気を左右した

母ヘレーネからの影響）を鑑みれば、ヴェーバーの「価値」を考える上で、その死生観や

世界観の源泉とも言える彼のキリスト教徒としての宗教的アイデンティティを考察する必

要がある。1879 年、ヴェーバーが 15 歳の頃に送った従兄のフリッツ・バウムガルテン

（1856-1913 年）への手紙にも、それが明確に現れている。 

 

何の信念も来世への希望も全然持っていないなどと真面目に主張できてしまうような

人は、本当に、とんでもなく不幸な被造物に違いないと思います。だって、生きている

中でどんな希望も持たずに信仰の巡礼に立ち入っていくだなんて、それは、どうやって

歩いていこうとも、完全な崩壊にただ近づくにすぎないからです。存在しているという

ことに永遠に終わりをもたらすような完全な崩壊に、です。こうなってしまえば、本当
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にぞっとするような気持ちになるはずだし、人間からあらゆる人生の希望を奪ってしま

うに違いありません。どんな人でも疑念を抱くということはありえます。それは分かり

きったことです。そして僕は、まさにこの疑念こそ、それが乗り越えられれば、それだ

けいっそう信仰を確固たるものとすることに役立つのだと思います11。 

 

ヴェーバーからすれば、「来世への希望」を持たずに生きることには恐怖が伴い、絶望的

な生が待っているだけのように感じられていたのである。親しい人に宛てた手紙というこ

ともあってか、ここで「来世への希望」を持つことと「どんな人でも疑念を抱くこと」の

間の論理的な関係が明確に説明されているわけではないが、そのようなことはさほど問題

ではない。むしろ、ヴェーバーにとって、「来世への希望」の喪失は「人生の希望」の喪失

をも意味し、それに対して懐疑の念を抱くことは、あらゆるキリスト者に共通することだ

と考えられている点が重要である。もっとも、彼は、宗教的信仰に対して懐疑すること自

体を否定しはしない。ヴェーバーからすれば、まさしくそういった懐疑を乗り越えてこそ、

宗教的な信仰はいっそう強固なものとなるのである。ここでは、人間の生や生の意味をめ

ぐる問題意識、本研究でいうところの「生の意味」を、彼が早くも呈していたと読み取る

ことができる。 

このような手紙を記しているヴェーバーが、果たして懐疑を乗り越えて確固たる信仰を

獲得したのかということについて資料の面から詳らかにはできない。しかしながら、ヴェ

ーバーにおいてキリスト教徒としての自己意識が明確に自覚されていたということは、こ

こで指摘できるだろう。では、そうした自己意識に基づいて、彼はキリスト教をどのよう

なものと考えていたのか。1884 年、20 歳のヴェーバーは、4 歳年下の弟アルフレート・ヴ

ェーバー（1868-1958 年）への手紙で次のように述べている。 

 

キリスト教（chrisiliche Religion）は、この時代に創り出されたすべての偉大なものがそ

れに依拠しているような、主な基盤のひとつなんだよ。国家の成立、それを成し遂げた

あらゆる偉大な行為、それらが書き記してきた偉大な法律や規則、さらにいえば学問や

人類のすべての偉大な思想も、主としてキリスト教精神（Christentum）の影響のもとで発

展してきた。人間の思想や心は、世界というものについて考えをめぐらせることができ

るようになって以来、キリスト教信仰とキリスト的な人間愛の理念以外のものによって

満たされ揺り動かされたことなど、かつてなかったんだよ12。 
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ヴェーバーからすれば、キリスト教を基礎にしてこそ「偉大なもの」が創出されうる。

その「偉大なもの」、すなわち、国家といった政治共同体や、その創設に関係する諸行為、

法律や制度といった人間の行動を規制する枠組み、そして学問や思想といった人間の精神

や内面と密接に関わるものすべてが、「キリスト教信仰とキリスト的な人間愛の理念」によ

って発展し、充実しえたのであった。ヴェーバーにとっては、まさにキリスト教こそが、

人間の創り出す尊いものの根幹に据えられているのである。では、彼はこうしたキリスト

教観をもってして、キリスト者がどのような行いをなし、どのような生き方を採るべきだ

と考えていたのか。 

 

キリスト教徒の一員として、偉大なキリスト教文化と、それと同時に全人類の発展に

従事する責任ゆえに、君〔アルフレート〕は自分の権利と義務を手にしている。――そ

して、遅かれ早かれ、僕たちの中の誰でもが、自らにその義務と使命を課し、できる限

りその義務と使命を果たすことが、自分自身の幸福のために必要不可欠な意義があると

悟る。僕たちのような若い人は、人間社会の利害関係にふさわしい形で奉仕しようと、

そして世界の成果とさらなる発展への立派な協力者であるためにその精神力を手に入れ

ようと努力することで、まずもってこれをやってみることができる。僕たち自身の満足

感と心の安らぎが、その義務を果たそうと努力することと切り離すことができないくら

い結びつけられていると知るのが早ければ早いほど、偉大な成果の協力者としてこの素

晴らしい地上に置かれているという喜ばしい感情を持つのが早ければ早いほど、僕たち

にとってはよりいっそう良いことなんだよ13。 

 

「偉大なキリスト教文化」と「全人類」の発展に寄与することがキリスト者としての義

務と課題であり、その義務と課題を達成することを自分自身の幸福の必要条件とする。そ

して、その内実は、「人間社会」や「世界」における発展に、「立派な協力者」として寄与

することができるような「精神力」を備えることによって、キリスト者としての義務と課

題の達成に邁進すべきだと、ヴェーバーは述べている。自らの幸福や精神の安寧がこうし

をた発展への寄与を達成することと結びついているという意識、そしてこの「偉大な成果」

への貢献に喜びを感じることこそ人間にとって素晴らしいことであると、彼はアルフレー

トに説いているのである。 
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もっとも、ここで言われている「偉大なキリスト教文化」や「全人類」の発展は、何か

具体的なものが想定されているわけではないだろう。むしろ、ヴェーバー自身が持つキリ

スト者であることに対する矜持と、弟のアルフレートにもその矜持を喚起させようとする

狙いがあるために、鼓舞するような筆調となっていることには留意しておく必要がある。

また、キリスト教の「偉大さ」に対してあまりも無批判にすぎることも指摘しておかなけ

ればならない。だがしかし、個人の幸福をその内面的な発展や完成の中に探し出そうとす

るのではなく、それぞれの個人が「人間社会」や「世界」のような自分自身よりも大きく、

自分自身を包み込む存在としての「共同体」への参与と寄与によってそれを獲得すること

に価値を見出す。これこそが、キリスト者ヴェーバーが自身の「価値」の最善の現れとし

て理想とする生のありかただと言える。「私にとって堅信礼は、偉大な共同体（große 

Gemeinschaft）へと公的に入っていくことを意味していました14」という告白は、彼の「価

値」が端的に表明されたものに他ならない。さらにいえば、この時期のヴェーバーが、キ

リスト教の純宗教的な部分にではなく、キリスト教を媒介として「人間社会の利害関係」

への奉仕や「世界の成果とさらなる発展」への協力者たらんとすることを強調しているこ

とも看過しえない。宗教的な信仰を語るにおいても、個人が共同的な生のレベルに携わり、

それへの貢献を目指すという政治的な視座、すなわち共同体に対する志向性がそこに内包

されているのである。より大きな存在としての共同体への参与・寄与によって個人の幸福

を見出す人格の形成とは、ヴェーバーにとって、諸個人が共同体への志向性を持つことに

よって主体性を形成する過程でもあり、これこそが彼自身の「価値」の原型であるという

ことを、私たちは看取することができる。 

本節で論じてきたように、ヴェーバーのキリスト教信仰は、人間の生や生の意味をめぐ

る彼の問題意識を形づくるものであり、この信仰を「告白」する中でヴェーバーは、人間

の、そして自分自身の生に対する実存的な問いに正面から向き合っていた。さらにいえば、

そのような信仰を基にして、個人が共同体との関係を結ぶことを通して人格を形成してい

くという、非常に粗削りなものながら、ある種の倫理学を構想していたのであった。 

ここまで述べてきたように、私たちがヴェーバーの生と思想における政治を論じていく

上で、彼の「価値」という点に着目して考察していく準備が整ったと言えよう。さらにい

えば、この後の行論においては、本節で明らかになった、共同体への志向性とそれによる

主体性の形成が、その後のヴェーバーの人生においてどのように追求されていったのか、

換言すれば、ヴェーバーは自身の「価値」を、彼が生と政治を語る際にどのような形で表
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出しているのかという点を中軸に据えて、前期ヴェーバーの生と思想における政治を――

延いてはヴェーバーの生涯にわたる生と思想における政治を――考察していきたい。もち

ろん、彼が様々な経験を通して、自身の「価値」を放棄してしまったという可能性もある。

すでに確認したように、ヴェーバーが自身の「究極的な立場」や「究極的な立脚点」を身

近な人たちにすら明かさなかったことは、その証拠だと言いうるかもしれない。しかしな

がら、ヴェーバーを考察の対象とする場合に限らず、人が自分自身の生に意味づけをする

ようないかなる価値も持たないままその生を享受するとニヒリスティックに想定すること

は、むしろそういった想定こそ不自然なものであるように思われる15。それゆえ、ヴェーバ

ーは生涯を通して、その内実や表出の形に何かしらの変化を見せつつも自身の「価値」を

保持し続けていたという仮説を基に、私たちの議論を進めていきたい。 

また付言すれば、ヴェーバーの生と思想という観点からいって、この時期に彼が「生の

意味」について考想をめぐらせていることも見逃せない。20 代前半のヴェーバーからすれ

ば、人間の生は、「共同体への志向とそれによる主体性の形成」を通して意味が賦与される

ものである。これは、彼自身の「価値」から、彼自身の生と他の人（ただしここではキリ

スト者のみ）の生への意味賦与が考想されていることの現れだと言える。むろんこのよう

な「生の意味」についての考え方も、後の人生によって変化していくかもしれないため、

この点にも留意しておかなければならに。 

それでは、20 代後半の青年期に至って、ヴェーバーの生と思想における政治がどのよう

なものとなっていったのか、さらにいえば、人間の、そして自分自身の生に対する実存的

な問いに向き合っていたヴェーバーは、生の一領域であり、人間を取り巻く環境としての

政治についてどのような考想を展開していたのだろうか。こういった問題を、次節以降で

論じていこう。 

 

 

3. 「価値」の表明とナショナリズムの屈折 

ここまでの考察によって、前期ヴェーバーの「価値」や、その最善の現れである理想的

な生のありかたとは、より大きな存在に参与・寄与することによって自分自身の幸福を見

出す人格の形成という、共同体への志向性とそれによる主体性の形成だったという点が確

認された。さらには、この「価値」に基づいてヴェーバーが人間の「生の意味」という問

題についての考想をめぐらせていたことも、付け加えることができた。 
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ただし、このような「価値」が明示されたアルフレートへの手紙は、ヴェーバーが 20 歳

のときに書かれたものであって、キリスト教徒としての自己意識を鮮明に表明するような

資料は、彼が 23 歳になる直前の 1886 年 3 月以降は書き遺されていない。したがって、20

歳の時点で示された「価値」が、ヴェーバーの生涯にわたってそのまま保持され続けたと

断言するのは尚早である。また、彼のキリスト教信仰の中に社会的・政治的な視座が含ま

れていたことを鑑みれば、「生の意味」という問題意識も、彼の内面だけに留められそこで

解決されていたものであったかどうかも、即断することはできない。ヴェーバーの「価値」

や「生の意味」という彼の問題意識がその後のヴェーバーの人生においてどのように現れ

ていったのか、その現れに変化はあったのか、そしてそもそも「価値」や「生の意味」と

いう問題意識の内実それ自体に変化はあったのかという論点を維持しつつ、私たちの考察

を進めていこう。 

前節では母ヘレーネの影響を受けたキリスト教信仰という、いわばヴェーバーの内面に

関する点を取り上げたが、ここからは、前期ヴェーバーの思想形成におけるもうひとつの

重要な要因だと言える、父マックスから影響を受けた政治をめぐる思考という点を考察し

ていこう。その際に鍵となるのは、ヴェーバーが先の手紙で「人間社会」や「世界」と呼

んだものと、その「発展」にどのように携わるのかについての、すなわち共同体とそれに

対する関係についての具体的なイメージである。すでに述べたように、彼の幼い頃から、

シャルロッテンブルクのヴェーバー宅には当時の国政を担う自由主義的な政治家が多数出

入りしており、そして何よりも、1871 年にドイツが統一されてから間もないこともあって、

若かりし頃のヴェーバーは、自らもその一員であるドイツという政治共同体に対して強い

誇りを抱いていた16。そのため、本節以降の私たちの考察においては、前期ヴェーバーにお

ける「価値」が、ドイツ・ナショナリズムという形をとって現れてきたという仮説を基に

議論を進めていきたい17。なぜなら、前期ヴェーバーにおいては、「人間社会」や「世界」

といった「共同体」の具体像として、国民国家ドイツが念頭に置かれていたと考えられる

からである。さらには、中期・後期の対外政治論やドイツ国政改革論などとは異なり、直

接的な政治問題を対象とした政治論を展開する論文や論稿が遺されていない前期ヴェーバ

ーにあっては、ドイツ統一に対する視座や経済状況に対する考察において姿を見せるその

ナショナリズムを通して、彼の政治についての考想を読み解くことが可能だとも言えるか

らである。 

この前期ヴェーバーの政治についての考想という点については、今野がその基本線を示
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している。今野によれば、ヴェーバーはドイツ国民国家に終生一体感を懐き、「愛国的政治

評論家」としてその維持、強化に奔走しており、「ドイツ国民国家の舵取りをどうするべき

かという問題が、熱血漢ヴェーバーの政治的言動を常に支配していた」のだった18。今野の

研究においては、少年期から青年期にかけてヴェーバーが、現実政治に近接した家庭環境

の中で後の政治評論家としての素地を準備し、政治的な古典と自分なりに対決しながら政

治に取り組むことで政治的思考能力を鍛え、自ら政治史を執筆し、軍隊生活を経験し、そ

してドイツ内政についての思考をめぐらせていたことが明らかにされている19。その上で今

野は、1892 年（28 歳）から 1904 年（40 歳）までのヴェーバーの政治的言動を概観する中

でその中軸をなしていた彼のプロイセン・ユンカー（以下、ユンカーと略記）との対決を

検討している20。 

私たちの観点から注目したいのが、今野が明らかにした、ユンカーに対するヴェーバー

の二重の評価態度
．．．．．．．

である。今野によればヴェーバーは、一方ではビスマルクを論じること

を通して、自身の
．．．

先行
．．

世代のユンカーに対する反撥と敬意という両義的な態度
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

をとってい

た。しかし他方では、ドイツ東部のポーランド農業労働者問題を論じることを通して、自
．

身と同世代のユンカーに対する批判という一義的な態度
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

をとっていたのである。そしてこ

の二重の評価態度は、「人間の主体性」を軸としたヴェーバーの評価基準に基づいており、

前者はユンカーの中に「人間の主体性」を蔑ろにする側面と涵養する側面を見出し、後者

はユンカーの中に「人間の主体性」を阻害する側面を見出すことによって得られていた21。 

こういった今野の研究は、私たちにとっても大いに参考になるものではある。ただし、

敢えてヴェーバーの「価値」を問おうとした場合、ヴェーバーのユンカー評は、先行世代

のユンカーに対する両義的な評価から同世代のユンカーに対する一義的な評価に変化した

という理解に、必ずしも収まりきらないのではないだろうか。先行世代のユンカーに対し

て見せた反撥と敬意の基準が、同世代のユンカーに対する批判以外の評価を生み出す可能

性もあったのではないだろうか。このような視座から、本節でヴェーバーのユンカー評価

の移り変わりを考察していこう。 

また、ヴェーバーのユンカー評価が、その評価の対象を先行世代のユンカーから同世代

のユンカーへと移行したために、それらユンカー相互の内在的な特徴の相違が彼の評価に

表れたにすぎないと考えることも、たしかにできるだろう。しかしながら、対象の
．．．

内在的
．．．

な特徴を見出した上でその特徴
．．．．．．．．．．．．．．

を評価するという行為には
．．．．．．．．．．．．

、考察
．．

する側の観点やそれに基
．．．．．．．．．．．

づく見方が反映されざるをえない
．．．．．．．．．．．．．．．

。この点に関していえば、「価値」という本研究の観点か
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ら考察を行うことによって、同世代のユンカーに対するヴェーバーの評価に、批判だけに

還元することのできない要素が前景化してくることが期待できる。そして私たちは、ヴェ

ーバーの観点や見方に基づいた評価を考察するという作業を行うことによって、そこから

彼の「価値」を抽出しうるのである。 

それでは、この時期のヴェーバーが政治的な態度表明を行っているものとして、第一に、

ヴェーバーの政治論のうちで最も早期に提示された、先行世代ユンカーの代表格とも言え

るオットー・フォン・ビスマルク＝シェーンハウゼン侯爵（1815-1898 年）に対する両義的

な評価を、第二に、ドイツ東部の農業労働者問題に関したドイツ経済の現状分析における、

ヴェーバーと同時代のユンカーたちに対する両義的な評価を、その考察対象として取り扱

っていきたい。 

 

1) 先行世代ユンカーに対する両義的な態度――反撥と敬意―― 

今野によればヴェーバーは、ビスマルクを論じることを通して、ユンカーがドイツ国民

国家の発展を阻害していることを告発しつつ、ユンカーが本来有する独特の「政治的本能」

がドイツ国民国家にとって不可欠の財産であると考えていたがゆえに、ユンカーに対して

反撥と同時に敬意を表してもいた。さらには、こうした両義的な評価態度の背後には、人

間の主体性に対するヴェーバーの強烈な欲求という評価基準が存在していたことを、今野

は強調している22。 

このような今野の研究を参考にしつつ、私たちの議論を進めていこう。前期ヴェーバー

のビスマルク評を論じる上では、次の点に注意しておく必要がある。それは、少年期から

青年期のヴェーバーの政治についての考想は、実際に政治家であった父ヴェーバーや、激

情的に政治評論を展開していた歴史家である伯父バウムガルテンから非常に大きな影響を

受けており23、ビスマルク評価はその最たるもののひとつだということである。とりわけ、

ビスマルク政治がドイツ国民の政治的な無能さを招来せしめたことに対する批判は、父ヴ

ェーバーやバウムガルテンの議論とオーバーラップしている24。したがって、ヴェーバーの

見せたビスマルク政治への鋭い指摘を彼独自のものと見做すわけにはいかない。ただし、

本研究における私たちの課題は、ヴェーバーが政治に込めた重要性や「意味」を明らかに

することである。そのため、ヴェーバーのビスマルク評価がオリジナリティを有していな

いものであったとしても、そのよ
．．．

うなビスマルク評価を通してヴェーバーが表現しようと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

した政治への
．．．．．．

意味賦与を考察すること
．．．．．．．．．．．

は、有意味なものとなるはずである。 



45 

 

こうした前提に立って、ヴェーバーのビスマルク評を取り上げていこう。彼は、1885 年、

21 歳の時点で伯父バウムガルテンに宛てた手紙において、ビスマルクが「真に自立して優

れた政治的な協力者や、場合によっては後継者になるかもしれない者を全滅させ、完全に

不都合な脇道に押しやること」にかなり首尾よく成功してきたと指摘している25。ヴェーバ

ーによれば、ビスマルクは、「真に自立的」で「優れた政治的な協力者」、あるいは自身の

後継者となりうるような人を、現実の政治過程から締め出した。そうすることによってビ

スマルクは、ドイツ国民が彼自身の政治的な庇護の下に従属するような習慣を作り上げた

のである26。このようなドイツ政治の状況を、ヴェーバーは次のように慨嘆する。 

 

国民がビスマルクを適切に操作したり利用したりして、適切な時機には彼に向かって

確固たるままでいて、彼が信頼を寄せられるに値する場合にはそうしてさえいれば、―

―もしくは、今となっては遅すぎますが、前々から国民がこのことを理解してさえいれ

ば――彼の個人的な政治における幾重にも重なった荒んだ影響は、こうした広がり〔後

続世代の判断の中庸性・判断力・正義感に及ぼす悪影響〕を見せることはなかったでし

ょうに27。 

 

私たちにとって重要なのは、自らの側から指導者であるビスマルクをコントロールする

ことのできない政治的に未成熟なドイツ国民を生み出したという理由から、ヴェーバーが

ビスマルクを批判していることである。今野の謂いを借りれば、彼は、「ビスマルクの強烈

な存在感が周囲の人間たちの思考能力を麻痺させ、主体性のない『エピゴーネン』を大量

増殖してしまうという害悪にも気付いていた28」のである。大げさに聞こえるかもしれない

が、主体性が涵養される芽を摘み取ったという理由で、ヴェーバーがビスマルクを告発し

ているとも言える。また、興味深いことに、彼はこうしたビスマルク批判に終生固執して

いた。第一次世界大戦中や戦後の政治論においても、その内容はほぼ変わることなく、ド

イツ政治の根本的な問題として執拗に指摘されていく。この点は、後期ヴェーバーを論じ

る際に議論していきたい。 

しかしながら、ヴェーバーのビスマルク評は、こうした批判的な側面だけに終始するも

のではなかった。マリアンネによれば、次のようなビスマルク評がなされていた。「ビスマ

ルクに対する評価は早くも、〔20 代前半の時期において〕30 年後と同じ方向に定まってい

た。すなわち、比類なき政治的な天才性や、ドイツの力と統一を目指した彼の政治を賛美



46 

 

しつつ承認することと、しかしそれと同時に、無批判な没入と崇拝を断固として拒否する

ことである29。」ヴェーバーは、ビスマルクに対して上述したように批判の矛先を向けつつ

も、ドイツへの貢献という点を「賛美しつつ承認」していたのである。 

こうした彼の両義的なビスマルク評は、何を意味しているのだろうか。私たちがすでに

見出したように、共同体への志向性を持つことによる主体性の形成こそが自分自身の「価

値」だと、この時期のヴェーバーは明確に意識していた。したがって、ドイツ国民が「共

同体」へと政治的にコミットすることを阻害したビスマルクに対する批判は、こうした彼

自身の「価値」に基づいてなされたものだと言える。しかし、こうした批判的な評価が下
．．．．．．．．．．．．

されてはいるものの
．．．．．．．．．

、ヴェーバーのビスマルク評において最も特筆すべきなのは、国家と

してのドイツの強大化と統一を目指した（そして事実達成した）点をもってして、彼がビ

スマルクを褒め称えていることである。ヴェーバーからすれば、ビスマルクが権力を有す

る自らの立場を確固たるものとするために、その有力な反対者となりうる存在をことごと

く排除し、自身の追随者だけを登用することを通して、ドイツ政治における主体性を破壊

してしまったことこそ、唾棄すべき「ビスマルクの遺産」であった30。先述したように、父

ヴェーバーやバウムガルテンに触発されたヴェーバーのビスマルク批判は、早くも 20 歳の

時点で現れている31。そうしたビスマルクに対する鋭い批判的視線を有していたにもかかわ
．．．．．

らず
．．

、当時のヨーロッパにおける権力政治的な状況の真っ只中でドイツを国民国家として

統一し、確固たる地位を獲得せしめたビスマルクに対して、ヴェーバーが肯定的に評価し

ていることを、私たちは見逃してはならない。ヴェーバーにおいては、ビスマルクが果た

したドイツ統一と国家としての強大化という政治的偉業、すなわち「共同体」への個人の

参与と寄与が最も偉大に達成された歴史的な事例という点にこそ、ビスマルク評価の力点

が置かれていたと考えることができる。さらには、当時のヨーロッパ国際政治にあってド

イツが置かれた困難な状況の中で、それに埋没することなく国民国家としてのドイツ統一

をなしえたことに、ヴェーバーはビスマルクの政治的な主体性を看取していたのであった。 

本項では、国民国家ドイツに寄与した政治アクターの代表格としてのビスマルクに対す

るヴェーバーの評価に焦点を当ててきた。では、その次の世代、すなわち彼と同世代のユ

ンカーを、ヴェーバーはどのように評価していたのだろうか。先述したように、今野によ

れば、同世代のユンカーに対してヴェーバーは批判的な評価を下していたのではあるが、

本研究の立場からすれば、必ずしも批判だけではないユンカー評をヴェーバーは呈してい

る。この点を、次項で考察していこう。 
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2) 同世代ユンカーに対する両義的な態度――批判と同情―― 

本項でも引き続き、「共同体」としての国民国家ドイツに対する献身をなした政治的な主

体についてのヴェーバーの視座を確認していくこととする。すでに確認したように、今野

によって、ヴェーバーがビスマルクとその同時代のユンカーに見られる「政治的本能」に

対して畏怖の念を抱いていたことが明らかにされている。そのために本項では、前期ヴェ

ーバーがユンカー論を通して政治を語り、そこでドイツ・ナショナリズムを鮮明に表明し

ているテクストとして、1893 年に社会政策学会が主催した農業者＝雇用者を対象とする全

国規模の農業労働調査の一環である、ドイツ東部地域における労働者の状態のフィールド

ワークを通した研究「東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態」（以下、「農業労働者

の状態」と略記）を取り扱いたい。というのも、ここでヴェーバーは資本主義経済の実態

に向けての怜悧な考察と政治的な価値判断を露わにしているからである。では、「農業労働

者の状態」を、大農場の経営者であり雇用者でもあるユンカーと労働者としてその農場で

働くインストロイテ（Instleute）と呼ばれる小農民との関係を中心に概観しておこう32。 

ヴェーバーによれば、東エルベ・ドイツ地方において経済的のみならず政治的にも支配

者として君臨するユンカーと、そのようなユンカーの農場と小規模ながら所有している自

分の耕地での労働に従事しているインストロイテは、ユンカーからインストロイテに分け

与えられるのが現金ではなく収穫物であったために、近代的な意味においての純粋な労働

関係ではまったくない相互関係の上で、「労働者をとりわけ著しく主人〔ここでは領主であ

るユンカー〕の個人的な能力と領主の恣意的な意志にすら従属させたし、現在でもそうさ

せている」という、いわば封建的な関係が構築されていた33。その一方で、ユンカーとイン

ストロイテの関係は、双方の間に「強固な利害共同体」をも築き上げていた。というのも、

たしかに領主経営は厳格に君主制的―集権的な経済的組織体であり、領主は圧倒的に優位

な立場にあるにもかかわらず、インストロイテと繁栄も破滅も共有して領主地を経営して

いかなければならないからである34。つまり、ユンカーとインストロイテの間には、ひとつ

の農場において強固な利害共同体が存在していたのである。しかし、資本主義が進展し、

ユンカーが農場経営を合理化するようになると、より生活水準の低い外国人労働者が導入

されるようになる35。それゆえ、東ドイツにおけるユンカーの農場では、家父長制的な組織

は資本主義的な組織へと陥っている。すなわち、ユンカーとインストロイテの伝統的な家

父長的関係が崩壊するに至ったのであった。 
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「農業労働者の状態」の概要を確認してきたが、ここで重要なのは、ヴェーバーがユン

カーに対して抱いていたアンビヴァレントな評価である。繰り返しになるが今野によれば、

もともとヴェーバーは「旧来のユンカーが政治の担い手として、1870/1871 年のドイツ統一

に象徴される功績を挙げてきたことを高く評価36」し、さらにユンカーが、ビスマルクの政

治的指導力に端的に示されているように、ドイツ国民国家にとっての不可欠の財産である

独特の「政治的本能」を有することに対して一定の敬意をも表していた37。このように、ビ

スマルクをはじめとしたユンカーに対して肯定的な評価を与えていたヴェーバーではあっ

たが、ビスマルク後の、すなわち自身と同時代のユンカーたちに対して反撥するようにな

っていく。というのも、ビスマルク後のユンカーが、自分の経済的利益に固執し、雇用す

る上でのコストがより低いポーランド人労働者を雇うことでドイツ国民国家の利益を損な

っており、こういった事情をヴェーバーが、自身と同時代のユンカーにおける「政治的本

能」の欠如を痛感するようになっていったからである38。つまり、ユンカーが資本主義化の

波に飲み込まれ、ドイツ国民国家の政治的な利益ではなく、自らの経済的な利益ばかりを

追求するようになったことに対して、ヴェーバーは批判的な視線を向けるようになり、つ

いにはユンカーたちを公然と罵倒することも辞さないほどの直接的な攻撃（口撃）を加え

るなどして、実際に対決するまでに至るのである39。 

このようなユンカー評価の移り変わりは、何を意味しているのだろうか。本研究がこの

問いの解答として提示しうるのは、ひとつは資本主義経済の圧倒的な勢いに対するヴェー

バーの透徹な理解と抵抗の意志、もうひとつは政治的利害追求の重視とその背後にある政

治的アイデンティティである。では、ヴェーバーは資本主義経済をどのようなものと見做

していたのだろうか。 

 

ここで示された方向〔資本主義の進展が向かっている望ましくない方向〕に対して労

働者と雇用者との双方が
．．．

作用しており、それぞれの雇用者はとにもかくにも強制的な力

でもって展開しつつある関係の結果の中で行動しているにすぎない。彼が現在の競争関

係と労働市場の困難さの中で存続しようと欲するならば、他にとりうる道はない。そこ

における進展傾向の効力が個人のやることなすことに左右されないということ、まさに

これこそが事態の脅威なのである40。 

 

資本主義が進展している中で雇用者――この調査におけるユンカー――は、もはや個人
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の力ではどうしようもないような状況に置かれており、そこでの競争関係と労働市場にお

いて生きていくためには、資本主義の進展を甘受して行動せざるをえない。さらにいえば、

ヴェーバーは東ドイツの農業労働制度を論じる際に、「家父長制的な組織は資本主義的な組

織へと陥った41」という表現を用いており、この「陥った」という部分に、ヴェーバーのネ

ガティヴな価値評価が表れていると言える。したがって、こういった資本主義の状況に対

するヴェーバーの憂慮は明白なものなのである。 

ちなみに、この資本主義の進展した社会を前にしたヴェーバーにおいて、人間の生をめ

ぐる「生の意味」という彼の問題関心の萌芽が現れていることも重要である。このフィー

ルドワークを通して、後にヴェーバーが学問的に、さらには思想的に対峙することとなる

資本主義社会の実態に触れる機会を得たことを、ここに記しておきたい。ただし、この「生

の意味」という問題意識が彼の学問において前景化するのは、中期の宗教社会学研究を待

たなければならないため、この点については第 2 章で議論することにしたい。 

このように、ヴェーバーは資本主義に対する透徹した考察を行ったのであるが、それと

同時に資本主義に対する抵抗の意志をも表明している。 

 

その〔東部ドイツの〕成員が国民の防衛力を未曾有の軍事的成果にまで導き、あらゆ

るものに先立って自身の生命を賭し、彼らの名が永遠に私たちの心を高鳴らせてくれる

記憶と分かち難く結びついているある階級を軽々しく犠牲にすることは、きっと国家に

とっての利益ではない。おそろしく困難な、東部の大農業経営の一部では絶望的な状況

を見誤るのは、偏狭な党派的狂信主義だけであろう。しかし、その生存が絶望的である

か、あるいは少なくとも国民の生活利害の犠牲の上でのみ存続させられうるがゆえに、

そしてその限りで、〔資本主義の〕流動的な発展を国家の側から手中に収め、国民の利害

に適するような軌道に進めることが、必然的な決断なのである42。 

 

東部ドイツがなしえた国民国家ドイツへの貢献を忘れ、深刻な経済的困難に陥っている

東部ドイツを見棄てることは国家の利益とはならない。そしてこのような現状は、ドイツ

国民に広く受容されるべきものなのである。ヴェーバーはここでまさしく、資本主義的な

進展における経済的利益を優先することよりも、政治的な利害関係を考量することの必要

性を説いている。こういった資本主義に対する抵抗の意志は、後にみるフライブルク大学

教授就任講演や、後年の宗教社会学研究を通した思想の形成と政治思想との関わりにおい
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ても引き継がれていくこととなる。 

さらにいえば、ユンカーによる「資本主義的に組織された大経営は今日
こんにち

、ドイツ東部の

生活水準、国民性、国防力の犠牲の上に存続していると言わざるをえない43」のであって、

ヴェーバーと同時代人のユンカーたちが、かつてのユンカーが有していたようなドイツ国

民国家の礎を築いていたという政治的アイデンティティを蔑ろにし、それを放棄している

ように見えたことが、ヴェーバーのユンカー批判に拍車をかけていた。つまり、資本主義

の流れにおける合理的な経済的利益の追求が政治的関係に侵入し、それを掘り崩す作用を

及ぼしてしまうことを、彼が慨嘆しつつ危険視していることが見て取れる。このことは、

ヴェーバーが自由主義的なドイツ新歴史学派経済学者のルヨ・ブレンターノ（1844-1931年）

に宛てた手紙においても、明白に主張されている。「農業の
．．．

事情のためにとはいえ、資本力

のある合理的に管理された大経営
．．．

は、経済的な進歩であり、社会的な進歩なのでしょうか。

私は、後者はまあいいとして
．．．．．．．．．．

、前者を我がドイツの
．．．．

事情のために否定するのが当然だと思

います44。」 

だがしかし、ヴェーバーはユンカーに対するこのような不満を有しつつも、その一方で

ドイツ・ナショナリズムという観点からいって、彼はむしろユンカーに対する同情心を隠

そうとはしない。上述したように、ヴェーバーは「政治的本能」を失っていったユンカー

を批判しつつも、「農業労働者の状態」の結論部分で次のように述べる。 

 

国民のためのそのとてつもない働きによって、自分自身の社会組織の墓穴を掘ったこ

と。これこそが、ドイツ東部の悲劇的な運命である。国民の政治的な偉大さを創出した

ことが、他の何にもまして重要なドイツ東部の
．．．．．．

功績なのである。〔…〕国民の政治的な偉

大さの軍事的礎のために人材を提供したのと同様に、東部は現在、ドイツの経済的な実

権の礎のために労働力を西部の工業に供給している。ドイツの工業と大都市の輝かしい

発展によって、労働力の頼りである若い世代という東部の生血が吸い取られていく45。 

 

この論述に見られる「国民の政治的な偉大さ」という表現は、1870/1871 年にかつてのユ

ンカーたちが政治の担い手としてドイツを統一せしめたという政治的な業績のことを指し

ているものと考えられる。ユンカーの「政治的本能」によって達成された国民国家として

の統一と独立を言祝ぐこの表現は、まさしくヴェーバーのドイツ・ナショナリズムの表明

だと言えよう。そしてそれ以上に、「国民の政治的な偉大さ」の創出に寄与したドイツ東部
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の功績が高く評価されている点は見逃せない。ドイツという政治共同体に献身したユンカ

ーの尊さに対するヴェーバーの破格の称賛は、共同体を志向し、それによって主体性を形

成するという彼の「価値」に基づいてなされている。そうであるがゆえにヴェーバーは、

かつてのドイツ東部の政治的な貢献が、現在では経済的な労働力の提供にすぎないものと

なり、さらに労働力が流出することによって東部の衰退が進行している現状を危惧してい

るのである46。 

さらにいえば、本報告の主題に、東部ドイツにおける資本主義の進展による合理主義的

経営のためにこの地にポーランド人労働者が流入するという経済構造と社会構造の変化に

よって、国境付近の政治的な支配体制の状況に変容が起こっていることに注意を促してい

るだけでなく、結論の末尾で政治共同体としてのドイツ全体に対する東部ドイツの貢献を

肯定的に評価し、さらにそのような東部ドイツがドイツ国内の経済的な論理によって再び

危機に瀕していることに対するヴェーバーの深刻な憂慮が示されている点は、注目に値し

よう。自身の属する政治共同体へ多大な貢献を果たしたユンカーをはじめとした東部ドイ

ツが、統一後の経済的な発展によって他のドイツ諸地域の犠牲となっていく様が、本報告

でのヴェーバー自身の考察から明確に浮かび上がってくる。 

そして、そのような苦境に陥ることになるといえども、ドイツ統一の達成に大きく貢献

したユンカーは、他ならぬヴェーバーの「価値」の理想的な体現者だったのである。本報

告と同時期に記された「農業労働者の状態についての〈私的アンケート〉」の末尾では、彼

の「価値」を体現したユンカーに対する同情心と苛立ちという、アンビヴァレントな思い

が吐露されている。 

 

偏狭な党派人でない人ならば誰でも、東部の農業経営にとっての現状が背負う深刻さ

を認めない者はいまい。都市部で生活しこの地を避暑地として滞在するのに利用する金

持ちたちによってその金利を弱められた身分なのではなく、自らの主人として責任ある

地位を堅く保持し、それゆえ経済的な利益対立の困難な闘争に身を置いたことこそ、悪

名高いプロイセン・「ユンカー」に誉れ高い名誉をもたらすのである。しかし、彼らはそ

の立場にあってすら、彼らに名誉をもたらしたものが、国家における大土地所有の偉大

で歴史的な権力的地位にとっての礎としての務めを果たした高額な土地価格と実利益で

はなく、彼らの労働者たちとの利益共同体であったことを忘却していくだろう47。 
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政治共同体ドイツというより大きな存在に寄与したがゆえに、逆説的にも自らの衰退を

招いた東部ドイツの悲劇。ユンカーが直面するアポリアを、ヴェーバーは鋭く看取する。

しかしながら、そのようなアポリア状況の中にあるユンカーに対して、彼がジレンマを抱

くことはない。同時代のユンカーに対するヴェーバーの同情は、彼の「価値」に基づいた

判断によって、容易に批判へと転化される。同時代のユンカーに対するヴェーバーの視座

は、こうした両義的な色彩を帯びたものなのであった。 

本節で明らかになったのは、ビスマルクやユンカーを論じる際に表されたヴェーバーの

「価値」、すなわち政治共同体としてのドイツを国民国家として統一したビスマルク世代の

ユンカーが遺した功績に対する肯定的評価に見られる、より大きな存在に寄与すること、

共同体を志向することの称揚である。これはまさしく、ヴェーバーにとっての「価値」の

実現であった。政治指導者としてのビスマルクと、市民レベルでドイツ統一に多大な貢献

を果たした東部ドイツのユンカーは、ヴェーバーの「価値」の理想的な体現者だったので

ある。しかし、そういった貢献にもかかわらず、むしろ自ら寄与した政治共同体ドイツが

国家として強大になるにつれ、ユンカーや東部ドイツは頽廃していく。彼は、こういった

苦しい状況にある同世代のユンカーを語る中で、屈折したナショナリズムを露呈する。ド

イツ・ナショナリズムの観点からヴェーバーは、一方では彼らへの同情を漲らせ、それを

披歴した。だが他方で、資本主義の波に押し流され、経済的利害追求を優先して国民国家

ドイツにひびを入れる虞のある存在としてのユンカー像がひとたび構築されると、ヴェー

バーの「価値」を実現した先行世代のユンカーの献身は後景に退き、むしろヴェーバーは、

同世代のユンカーへの忿懣を滾らせた。彼にとってユンカーは、もはやかつての輝きを失

ってしまった存在に他ならなかった。資本主義の論理、すなわち経済的な自己利害に追従

しているかに見えた同時代のユンカーの中に、共同体を志向しそれによって主体性を形成

するような姿を、ヴェーバーは見出すことができなかったのである。 

ここで見逃してはならないのは、共同体を志向することによる主体性の形成という前期

ヴェーバーの「価値」の中でも、人間の実在に先行する「共同体」の存在という部分に力

点が置かれていることである。より具体的に言い表せば、共同体の具象としての国民国家

ドイツが創設されたということそれ自体がヴェーバーにとっては重要であって、例えば社

会契約説が主題とするような、国家という統治機構が設立されるためのメカニズムやその

正統性といったものは、まったくと言ってよいほど問題とされてはいない48。つまり、政治

権力から切り離された人間や政治主体を想定し、そこから共同体の統治機構を設立する論
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理を提供する社会契約的発想と、人間個人の実在に先立って共同体が存在し、そこにおい

て主体性が形成されるというヴェーバーの「価値」は、共同体と人間個人の主客関係が、

真逆のベクトルによって方向づけられているのである49。 

私たちは本節において、ビスマルクをはじめとする先行世代のユンカーや、同世代のユ

ンカーに対するヴェーバーの評価の内実から、その基準となる彼の「価値」を探り出す作

業を行い、それによって資本主義社会における政治的な主体性の不在を慨嘆するヴェーバ

ーの様子が露わになった。また、「生の意味」というヴェーバーの問題意識に関していえば、

資本主義経済が日常的な生活の場に勢いよく侵入してきているという人間の生の置かれた

状況を、彼が鋭く看取していることも指摘できる。 

「農業労働者の状態」で提示されたこのような政治をめぐるヴェーバーの考想は、ほぼ

時間を置かず行われたフライブルク大学教授就任講演において、さらなる展開を見せてい

くことになる。本節で指摘したように、彼はビスマルクなどの先行世代ユンカーの功績と

して国民国家ドイツの統一を高く評価してはいた。しかし、ドイツに対するヴェーバーの

想いは、国民国家という政治的な枠組みの確立だけをもってして満たされるものだったの

だろうか。ドイツの国民国家としての枠組みだけでなく、むしろそういった制度的な枠組

み内部での実質的な政治共同体としての価値にも目が向けられていたのではないだろうか。

このような疑問に答えるヒントが隠されていると言えるのが、フライブルク大学教授就任

講演に他ならない。なぜなら、ユンカーに対する評価ではヴェーバーの「価値」がドイツ

における指導的な一階層としてのユンカーにのみ向けられていたのに対して、本講演では、

ドイツ国民全体に対して、彼の「価値」に基づいた政治構想が語られることになるからで

ある。では、統一が果たされた後の国民国家ドイツにおける困難な状況の克服についての

ヴェーバーの思考と打開策を取り上げ、そこでどのように彼の「価値」が表出し、どのよ

うに政治に「意味」が賦与されているのかを、次節で考察していきたい。 

 

 

4. 「価値」の追求 

フィールドワーク「農業労働者の状態」が高く評価されたこともあり、ヴェーバーは、

1894 年秋にフライブルク大学の国民経済学・財政学部に正教授として招聘され、翌 1895 年

5 月 13 日、教授就任講演「経済学における民族性」（後に『国民国家と経済政策』として刊

行、以下「国民国家と経済政策」と表記）を行った50。後に詳述するように、この「国民国
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家と経済政策」講演においてヴェーバーは、「農業労働者の状態」での自身の考察をベース

にしつつ、そこで看取した問題がドイツ東部という一地域だけでなく国民国家ドイツ全体

に関わる喫緊の課題となっているという主張を、さらに深化させている。このフライブル

ク大学における活動の後に、ヴェーバーは 1897 年夏にハイデルベルク大学哲学部から招聘

され、その地で重い神経症を発症し、学問的営為を大幅に制限されることになるため、本

講演は前期ヴェーバーの思想と政治思想の到達点と捉えることができ、本章の考察でも集

中して取り扱うべきテクストだと言える。 

この講演は多くの場合、前期ヴェーバーが自身の政治的な理念を鮮明に表明したものと

して理解されている51。その中でも私たちは、今野の研究を確認しておこう。今野によれば、

ヴェーバーはこの講演を自分の価値観を披露する場として位置づけ、「ドイツ国民国家への

情熱的愛情」という個人的な信条を披歴しつつ、「ドイツ国民国家の活性化」を聴衆に訴え

る52。そしてヴェーバーは、国際権力政治におけるドイツの活躍という外政上の目標を達成

できるような内政上の条件を整備しなければならないと説く。しかしながら、本来はドイ

ツ国民国家の政治的指導を担うべきドイツの市民階級も、（市民階級が不甲斐ない場合には

これに取って代わるべき）労働者階級も、その政治的実力を有していない「政治的未成熟」

の状態に甘んじているとヴェーバーは喝破する。「個々の人間の主体性が、その所属する階

級の国内権力政治における主体性を支え、切磋琢磨する個々の階級の主体性が、その所属

するドイツ国民国家の国際権力政治における主体性を支えるという議論」こそ、1890 年代

の政治評論を通じて編み出され、本講演で明確にされたヴェーバーの発想であり、それは

基本的には彼の生涯を貫くものだったのである53。 

「国民国家と経済政策」講演についての今野の理解に従えば、ここではヴェーバーのド

イツ・ナショナリズムと「政治的未成熟」（および「人間の主体性」の欠如）に対する危惧

とが、彼の価値に立脚して表出されていると言えよう。ヴェーバーにとっての政治がどの

ようなものであったのかを明らかにするという課題を設定した私たちは、こうした今野の

理解を参考にしつつ、この講演で彼が自身の価値に基づいて政治に賦与した「意味」を探

り出す作業を行っていこう。そのために、今野の問題関心からは外れるが私たちにとって

は重要な、ヴェーバーのナショナリズムの射程と「政治的未成熟」の克服に対する彼のア

イデアという点に着目して、「国民国家と経済政策」を考察していきたい。なぜなら、私た

ちがここまで論じてきたヴェーバーの「価値」を想定した場合、「共同体」という人々が共

同で生を営む場と、そこにおいて人々がその「共同体」と結びつきを持とうとすることに
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よって「主体性」が形成されるという彼の「価値」が、本講演でナショナリズムと「政治

的成熟」という論点を語る中で何かしらの形を通して浮かび上がってくるように思われる

からである。では、このナショナリズムの射程と「政治的未成熟の」克服という二点を意

識しつつ、「国民国家と経済政策」の概要を確認していこう。 

 

1) 国民国家ドイツの危機と課題 

前節で政治共同体ドイツにユンカーが果たした貢献に対するヴェーバーの評価を、彼の

「価値」という基準に焦点を当てて考察した。本項では、この講演におけるヴェーバーの

主張を、本研究の観点に即して、彼の「価値」が投影されていると考えられる理想的な生

のありかたのモデルにとりわけ注目してまとめていこう。 

ヴェーバーによれば、東部ドイツにおいては、ドイツ人の農業労働者たちがこの地を去

り、経済的な知性・資本力の点においても劣るポーランド人が増加していっている。この

ような事実を前にして、ドイツ国民が東部ドイツ人の現状を考慮して彼らを守るために国

家の経済政策に訴えなければならない。なぜなら、ドイツはひとつの国民国家だからであ

る。では、このような国民国家における経済政策に固有な価値基準とは、一体どのような

ものであるのか。それは、自分たちの世代にとって人間としての偉大さや気高さを形づく

ると思われるような資質を、未来の世代のうちに育て上げるということに他ならない。こ

のような価値基準こそ、経済政策に関わる事業の根底に据えられるべきであり、さらにい

えば、未来の世代の人々が自らに固有の特質を、彼らにとっての先行世代であるヴェーバ

ーの同世代人が持つ特質の中に見出すよう求めることまでもが、この価値基準に含められ

ていると言える54。 

それでは、未来の世代に対してヴェーバーたちの世代がとるべき責任とは何か。ヴェー

バーはその答えを、世界の中で権力的な支配権を獲得し、それを遺産とすることにあると

している。そのためにも、国民の権力的な価値関心に従って経済政策が選択・採用されな

ければならない。したがって、ドイツの経済政策の諸問題に究極的・決定的な裁決を与え

るのは、ドイツ国民とその世俗的な権力組織であるドイツ国民国家との、経済的・政治的

な権力的価値関心なのである55。 

そして問題は、「経済的な影響力と国民を政治的に指導するという使命は
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、つね
．．

に一致す
．．．．

るとは限らないこと
．．．．．．．．．

」にあると指摘される。というのも、ヴェーバーは、政治的な価値基

準に基づいて国民を指導する階級を評価するからであり、この際に彼は、その階級の政治
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的成熟度、すなわち「国民の永続する経済的・政治的な権力
．．

的利害関係を、他のあらゆる

ものを考慮することよりも上位につけるよう理解しているのか、場面場面でそうすること

ができる能力があるのか」という点こそを問題視する56。 

ただし、国民を指導する階級の政治的成熟度を問題とするヴェーバーからしても、日々

の生活の辛苦と格闘するドイツの国民大衆に、「特有の政治的な利害関係に対する本能」を

要求することは酷である。もちろん、戦争という重大な政治状況にあっては、国民の権力

の意義が、国民大衆のうちにも明確に意識される。しかし、平穏な時期にあっては、こう

した政治的本能が国民大衆の意識にのぼることはない。だからこそ、そのような時期にお

いて「政治的感覚の担い手であることが経済的・政治的な指導的階級に特有の任務」であ

り、政治的な視点からみれば、「これこそが指導的階級の存在を正当化しうる唯一の
．．．

理由」

に他ならない57。 

そして、もはや経済的に力を持たない階級が政治権力を手中に収めているという危険と、

経済的に有力な階級が政治権力を手中に収める公算が高まっているにもかかわらず、その

階級が政治的に未成熟な状態にあるという危険。この二重の危険こそ、ドイツに迫ってい

る危機の本質を理解する糸口となる。東部ドイツの社会構造の変化も、このような状況の

内部のものとして考えられなければならない。過去、ユンカーの政治的本能は、国家の権

力的利害関係に寄与した財産の中でも、その最も強力なもののひとつであった。ところが

今や、ユンカーは自身の経済闘争に埋没している。それどころか、現在の課題は、もはや

ユンカーの手に負えるものではなくなってしまった。かつてビスマルクという比類なく偉

大な政治家がドイツ統一という偉業を成し遂げたが、国民を内的に統一することは、つい

に達成することができなかった58。 

このような状況の中で、現在の経済的発展のためにばらばらになった国民を、来るべき

困難な闘いに備えて社会的に統一することこそが、社会政策事業の目的である。そしてそ

のために、政治的教育事業が行われなければならないし、ドイツの政治教育という課題を

自覚して、個人がそれぞれ自分の身の周りでこの課題に貢献することが、ドイツ国民の厳

粛な義務と言える。さらにいえば、現在のドイツ国民は、歴史に対する責任を負っている。

ドイツ統一という偉大な歴史的・政治的業績を受け継ぎ、それをよりいっそう推し進め、

未来の世代に伝承していかなければならないのである59。 

「国民国家と経済政策」の概要は、以上のようなものであった。では次項で、本講演を

考察していこう。 
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2) ナショナリズムを通した政治への「意味」賦与 

前項で確認したように、「国民国家と経済政策」では、ドイツ東部の経済構造・社会構造

の変化と、それによる政治体制の変容という「農業労働者の状態」での考察からさらに一

歩踏み出し、そのような状況を打開するためになされるべき国家の経済政策と、その基礎

となるべき未来の世代に対する責任、さらにはそのような責任を果たすことを可能にする

政治主体の成熟度が説かれている。 

本講演の重要な点としてまず初めに指摘されうるのは、「農業労働者の状態」の考察で見

られた資本主義経済の進展に対する危機感と政治的利害関心の考量という問題が、本講演

においては、ドイツ東部の状況を憂慮するに留まらず、ドイツ国民国家全体に当てはまる

問題だという地理的・空間的な視野の拡大とともに、その解決策としての経済政策の考案

と実施が要求されていることである。つまり、東部ドイツの問題は、この地域だけに限定

されるものではなく、もはやドイツが一丸となって立ち向かわなければならない課題とし

て認識されているのである。この点をナショナリズムの射程という観点から捉えてみれば、

ドイツの一地域である東部ドイツとドイツ国民の一階級であるユンカーに対するヴェーバ

ーの同情心は、彼の個人的な心情を越えて、ドイツ国民全員が共有すべきであり、東部は

国家的な対策を講じて救済される必要があるとまで主張されるに至っていることが分かる。

したがって、この時点において、ヴェーバーのドイツ・ナショナリズムの横糸、すなわち

同時代のドイツ国民という視点が明確になっていたことが指摘されうる。さらにいえば、

自身の「価値」の理想像として高く評価したかつてのユンカーや東部ドイツが今や苦境に

陥っている現状に対して、国民単位での共感を喚起しようとするヴェーバーの意図にも、

彼の「価値」の現れを見取ることができよう。 

ただし、同時代のドイツ国民というナショナリズムの横糸が据えられているとはいえ、

ヴェーバーにおいて階級意識は揺るがし難いものとして存在していることも忘れてはなら

ない。彼はあくまでも「ブルジョワ階級」の一員としての自己意識を堅持しており、他の

「有産者階級」や「労働者階級」などとは一線を画している60。ヴェーバーは、階級という

枠組みを維持しつつ、それを包括するようなドイツ国民というより大きな枠組みを志向し

ていたのである。しかし、国民国家という政治制度的な外枠こそ確立することはできたが、

ドイツ国内の政治共同体としての統一はいまだ達成されていない。ドイツ国民の政治教育

によって、さらには国民ひとりひとりがこの事業に貢献することによってこそ、現状の「政
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治的未成熟」を克服し、国民が政治的に成熟する中でドイツの内的統一が実現するのであ

る。ここでヴェーバーが政治教育の必要性を主張したことは、多くの先行研究においても

確認されている61。こういった指摘はもっともなものと言えるのではあるが、私たちの観点

からすれば、ヴェーバーが政治教育による国民の政治的成熟を要求するその背景には、彼

の「価値」の追求が存在していることを付け加えておきたい。つまり、政治教育という国

家単位での政治的な事業を自らの課題として共有することを通して、国家、国民全体、そ

して個々の国民個人が、相互に緊密な連関を持ち、政治共同体としてのドイツという「共

同体」に献身することのできる理想的な個人を、ヴェーバーは成熟した政治的な主体だと

見做し、その創出を求めているのである。このように、政治教育という実践的な事業のア

イデアに自身の「価値」の実現を託すことが、ヴェーバーの政治に対する「意味」賦与と

なっていたのである。ただし、前期において「主体性」の形成という問題は、その必要性

が説かれているに留まり、それがどのようにすれば実現しうるのかという具体的な方途
．．．．．．

に

ついて考想が進められることはなかった。この点は、中期以降のヴェーバーを考察する中

で議論していきたい。 

また、本講演の重要な点としてもうひとつ指摘しておくべきなのは、「農業労働者の状態」

においては限定的に述べられているにすぎなかった、ドイツ・ナショナリズムの縦糸、す

なわち国民国家ドイツの歴史的な過去・現在・未来という時間的な流れが、「国民国家と経

済政策」ではより強調されていることである。 

 

そして、――いくらか幻想的な比喩を用いてみれば――私たちが数千年後に墓穴
はかあな

から

蘇ることができたとして、私たち自身の本質的なものが遥か未来に痕跡として残ってい

るのでしょうか。私たちが未来世代の面影に見出そうとするであろう本質的なものが、

です。〔…〕未来世代の人々が、私たちの性質の中に彼ら自身の祖先の
．．．．．．．．

性質を認識してく

れることを、私たちは願ってもかまいません。私たちは、自分たちの成しえたことや本

質的なものでもってして、未来世代の面影の祖先であることを願うのです62。 

 

ここからは、ヴェーバーのドイツ・ナショナリズムの射程が、時間的に拡大しているこ

とが読み取れる。「農業労働者の状態」では、ドイツ統一に多大な貢献を果たしたビスマル

ク世代のユンカーたちに対して、ヴェーバーからの称賛が表明されていた。それが本講演

にあっては、過去の世代への称賛に留まらず、ヴェーバーの同時代の世代から未来の世代
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への歴史的な継承関係が期待されているのである。ここでは、後続世代の人々が自らの特

質を、彼らにとって祖先であるヴェーバーと同時代の人々の中に見出すことに価値が置か

れている。その特質の内容とはどのようなものなのかという点について、ヴェーバーは明

らかにしているわけではない。しかし彼にとっては、どのような特質かは明確にせずとも、

ドイツの国民的な特質を守り抜き、それをいっそう発展させるための闘争こそが、未来の

世代へと遺すべきものに他ならない63。そしてさらには、世界の中で国民国家としてどれほ

どの権力的勢力を獲得し譲り渡すことができるかが、ヴェーバーの世代が背負う、未来の

世代に向けての「歴史に対する責任」（Verantwortung vor der Geschichte）なのである64。まさ

しく、未来から過去に遡るという時間的な「逆行」を通してヴェーバーは、自身の世代が

負わなければならない歴史的な責任の基礎づけがなされると考えているのである65。 

このような、国民国家としての国家の連続性に対するヴェーバーの意識と、そうした国

家の中に生み落とされるという制約を人間が背負っている見做す彼の思想には、先述した

ように、社会契約的な発想とは正反対の政治思想が現れている。自分自身の
．．．．．

実在
．．

に先行す
．．．．

る共同体に自らが属しており
．．．．．．．．．．．．．

、それへの志向によって主体性が形成されること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

こそが、前

期ヴェーバーの「価値」の力点なのであった。ただし、社会契約説とは真っ向から対立す

る政治思想という点では類似しているとはいえ、前期ヴェーバーの政治思想は、ヘーゲル

的な国家観の政治思想とも微妙なニュアンスの違いを有している66。ヘーゲルのいうような

人倫の体系といった、道徳や倫理の理念的かつ現実的な完成体として国家という政治思想

とは異なり、ヴェーバーは国家それ自体を道徳や倫理の唯一の源泉とは見做さない。彼は

理念的には国民国家としての国家を超えたさらに大きなものとして「共同体」を想定し、

それとの関係で人間の主体性が形成されていくことを考想しつつ、自分自身の生きた時代

の現実政治状況においては、「共同体」の具体的な現れが国民国家という形態をとらざるを

えないと考える。そうであるがゆえに、ヴェーバーは国家を、数々の考えうる「共同体」

の具象のうちで、道徳や倫理を実現させる可能性を最も有するものと見做す。すなわち、

この時期の彼にとっての国家とは、人間の実在に先立って存在している共同体の統治機構

でも、そこで道徳や倫理が相対的にみて最も実現可能な場でもあり、歴史的な連続性を有

するがゆえの制約によって人間を包摂しつつ、その内部に生きる人間の主体性を形成せし

める契機を提供するものなのであった。 

こうしてヴェーバーは、ドイツという政治共同体の称揚を掲げ、次のように教授就任講

演を締め括る。 
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新しい世代の研ぎ澄まされた社会的良心を悩ます国民大衆のひどい困難に直面しつつ

も、私たちは率直に次のことを認めなければなりません。それは、今日
こんにち

いっそう重くの

しかかる、歴史に対する
．．．．．．

私たちの責任を意識することであります。私たちの闘いが実を

結ぶのかどうかも、後世の人々に彼らの祖先として
．．．．．．．．

認められる
．．．

のかどうかも、私たちの

世代はほんのわずかですら見届けることができません。政治的に偉大な時代の後続世代

として生きているという呪縛を解き放つことは、私たちには成しえないでしょう。――

そうであるのならば、私たちは、それとは何か別のものに、いっそう偉大な時代の先駆

者になろうではありませんか。〔…〕偉大な国民は、数千年にわたる栄光の歴史を背負っ

ているからといって老いるのではありません。自分自身と与えられた偉大な本能とを認

めるだけの能力と勇気を持っていれば、そして、国民感情の真剣な壮大さによって満た

されるドイツ政治のありのままの事業が進捗するような、過酷で澄み切った空気の中に

その指導的な階層が身を投げ出すことができれば、この偉大な国民は、若いままであり

続けるのです67。 

 

ドイツ統一を実現した先行世代から自身の同世代、そして未来の世代にまで続く国民国

家ドイツ、政治共同体ドイツにおいて、統一という政治的偉業を継承し、未来の世代がい

っそうの政治的偉業を成し遂げるための途を開くことによって、「歴史に対する責任」を果

たす。同時代の経済政策による内的なドイツ統一だけに留まらず、「歴史に対する責任」を

背負い、それを自覚して自らに課せられた責任を果たそうと努力することでドイツ人とし

ての自己を意識する。ここに私たちは、敢えて
．．．

ナショナリズムの時間的な視野を拡げるこ

とで自身の政治的な責任を自覚する人間の姿をヴェーバーが考想している中に、「共同体」

を志向し、それによって主体性を形成するという彼の「価値」の表出を看取することがで

きる。空間的にも時間的にもつながりを持つドイツという共同体を共有し、それに献身す

る主体的な人格を希求すること。こうした形で政治についての考想をめぐらせ、自身の「価

値」に即した理想的な生のありかたを追求していくことこそが、前期ヴェーバーが自身の

熱烈なドイツ・ナショナリズムを表明することを通して明示してみせた、政治の「意味」

なのであった。 
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5. 結 

本章では、前期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治がどのようなもので

あったのかという点を、「価値」や「生の意味」という本研究の観点を足懸りにして追って

きた。ここで、私たちの提示したヴェーバー像を簡単にまとめ、それがその後のヴェーバ

ーの生と思想においてどのような意味を有する可能性があるのかという点を示しておこう。

さらに、この時期のヴェーバーの生や実存から汲み取った彼の政治思想が西洋政治思想史

上有している意義や独自性についても、指摘しておきたい。 

議論の焦点となったのは、前期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治をど

のように内在的に理解するのかということであった。その端緒として、ヴェーバー自身の

価値や、「生の意味」という彼の問題意識を俎上に載せた。人間個人がより大きな存在に参

与し、それに寄与することを通してその人自身の幸福感を獲得できるような人格の形成、

すなわち共同体への志向性を持つことによって主体性を形成することが、青年期から病気

療養前までのヴェーバーの「価値」、生のありかたの理想なのであった。そして自分なりに

政治に携わることを通してその実現を追求することこそが、前期ヴェーバーにおける政治

の「意味」だったということを提示した。 

より具体的にいえば、ビスマルクやその世代のプロイセン・ユンカーが政治共同体ドイ

ツに貢献したことによってドイツ統一が達成されたという歴史的事実に、ヴェーバーは自

身の「価値」を投影して礼讚した。国民国家ドイツは、ヴェーバーの「価値」における「共

同体」の体現であった。しかし、ドイツという政治共同体に献身した東部のユンカーたち

は、まさに自分たちが参与し、その確立に寄与したドイツ国民国家によって、自らの政治

的な衰退の道へと歩みを進めざるをえなかったのである。ここに私たちは、ヴェーバーの

政治思想における彼の「価値」と、それが達成されたがゆえの逆説的な結果を看取するこ

とができる。 

また、ヴェーバーにとっての政治の「意味」という点に関していえば、前期ヴェーバー

においても、すでに政治に「意味」づけがなされていたと理解できる。つまり、前期にお

いてヴェーバーが主張したのは、諸個人が共同体の一構成員として政治と携わることによ

って、ドイツ国民ひとりひとりが政治的な主体となることができ、またそうすることを政

治に期待するという彼の意味賦与だったのである。ただし、この時点ではまだ、ヴェーバ

ー自身の「価値」を基準にして、政治の論理の中で意味賦与がなされるに留まっていた。

しかし、後の章でみていくように、中期においては、近代社会への洞察が現れるにつれ人
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間個人がその生において意味を保持できているのかという疑問が呈され、後期においては、

そういった近代社会への洞察が深まるにつれ意味喪失の時代という診断が下され、そのよ

うな時代における政治を通した生の意味獲得という、いわば人間の生をめぐるヴェーバー

の思想と政治思想がその内部で有機的に連関した処方箋が提示されるまでに至る。したが

って、前期ヴェーバーの政治への意味づけは、ヴェーバーの政治思想における政治への意

味賦与の原初形態として位置づけることができるのである。 

さらに、前期ヴェーバーの「価値」においての力点についていえば、「共同体」のイメー

ジと「共同体への志向性」とが明確であったという側面がその特徴として挙げられる。こ

の時期のヴェーバーにとっては、前後世代との歴史的継承関係まで射程に含んだ国民国家

が、彼にとっての「共同体」の輪郭とかなりの程度重なり合っていた。そのため、このよ

うな「価値」に基づいた政治をめぐるヴェーバーの考想は、もちろんナショナリズムや「国

民主義」といった概念によっても一定の説明が可能なものではある。だがしかし、そこで

は彼自身の「価値」に照らされ、共同体＝国民国家において生きる人々がその共同体を志

向すること（何かしらの形で献身しようとすること）を通して主体性を形成していく過程

が想定されていた。そして、ヴェーバーにとってのその具体像は、共同体＝国民国家ドイ

ツとそこで生きるドイツ人に他ならなかった。さらには、前後世代との歴史的継承関係が

意識され、そこで自身の世代が後続世代に対する責任を自覚することによって、主体性が

形成されていくのである。このような本研究の理解は、あくまでも「国家」とそこに生き

る「国民」の主体性とを自明視するような発想にヴェーバーが立っておらず、そういった

主体性の形成過程にまで広がった視野を彼が有していたことを明らかにしえたと言えよう。 

ただし、主体性の形成という点に関していえば、責任を自覚することによってそれが果

たされるというアイデアは示されてはいるものの、ドイツにおける政治的未成熟の指摘と

政治的成熟の必要性が指摘されるに留まっており、主体性が形成される具体的な方途につ

いてはまだ考想は及んでいなかった。これは、ヴェーバーが自分自身の価値（一般的にい

うところの価値観）に基づいて政治を語ることが主題となっていたがゆえに、自分自身の

政治に対する意味賦与を論じこそすれ、社会一般の人々がどのように政治と向き合い、携

わっているのかということに対してまで考えが及んでいなかったことの現れである。また

後年の彼の政治思想と比較すれば、前期ヴェーバーの政治に対するイメージも、いまだ明

確なものとはなっていなかったことも指摘できる。さらにいえば、「生の意味」をめぐって

は、ヴェーバーが自分の立場からこの問題を問うているにすぎず、人々の日常的な生活条
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件の外観を観察するに留まっており、社会に生きる人間にとっての生を深く思慮するまで

には至っていなかった。つまり、自分自身の内面的な問題意識と、人々の生活条件の外的

な状況把握の側面に留まっていた。換言すれば、ヴェーバー自身の内面的な問題意識とド

イツの抱える経済・政治上の問題の考察とが、「生の意味」という、より包括的な地平にお

いて有機的に結びついてはいなかったのである。これらの点は、中期以降、ヴェーバー自

身の社会科学的な方法論が確立していく中で、より鮮明な形で問題とされていくことにな

るだろう。 

さらに、このようなヴェーバーの政治思想が西洋政治思想史上どのような独自性を有し

ているのかという点についても、ここで付言しておこう。前期ヴェーバーの政治思想は、

統治機構としての国家を個人間の相互契約によって人為的に作りだされたものとして捉え

る社会契約説的な発想とは、鮮やかな対照をなしている。ヴェーバーにおいては、国家が

創設される論理的な道筋に重点が置かれてはおらず、むしろ国家の創設と存在という歴史

的な事実が人々の実在に先行し、人々はその中で生を享受することになる。もちろんこれ

は、前期ヴェーバーの政治思想と同様に社会契約説とは対極に位置する、ヘーゲルのいう

ような人倫の理念の完成体としての国家を意味しているものではない。というのも、ヴェ

ーバーは、国家という統治機構を道徳や倫理の唯一の源泉とは見做してはいないからであ

る。換言すれば彼は、国家を、構成員間の相互契約の産物（社会契約説）としてでも、道

徳的・倫理的な最上位の審級（ヘーゲル的「理性国家」）としてでもなく、その内部に存在

する構成員（国民）の歴史的な継承関係を強調する立場に立っている。前期ヴェーバーに

からすれば、政治共同体において確立される国家という制度は、人間が自身のための契約

として形成するものでも、人間がそれとのつながりを持つことで自動的に生の意味を受け

取ることのできる源泉でもなく、環境としての所与性と歴史的な連続性という人間にとっ

ての一種の制約であるのと同時に、それに参与・寄与するという志向を持つことで人間の

主体性形成が作動する契機として捉えられている。このような国家観、延いては共同体観

こそ、前期ヴェーバーの政治思想が有する独自性であると言えよう。 
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けることであり、さらにまたあちらこちらに芽を出すことのできる切株として――完全

な一本の樹であるかのように誇張してはならないということなのです。」 
5
 Mommsen, a. a. O., 1974a（邦訳前掲書）。今野前掲書、2003 年。今野前掲書、2007 年。 
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 同上、19 頁。 
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ような人々が挙げられる。ルドルフ・フォン・ベニクセン（1824-1902 年）、ヨハネス・

フォン・ミーケル（1828-1901 年）、ハインリヒ・リッケルト（1833-1902 年）、フリード

リッヒ・カップ（1824-1884 年）、アルトゥール・ホーフレヒト（1824-1912 年）、ルート

ヴィヒ・エーギディ（1825-1901 年）、ユリアン・シュミット（1818-1886 年）、レヴィン・

ゴルトシュミット（1829-1897 年）、ハインリヒ・フォン・ジーベル（1817-1895 年）、ハ
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2007 年、20-23 頁。 
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 前期ヴェーバーの経歴については、とりわけ Radkau, a. a. O., S. 25f..を参照。 
11

 Brief von Max Weber an Fritz Baumgarten, o. O., 19. Januar, 1879, in: Max Weber, Jugendbriefe

（以下、Jugendbriefe）, S. 20（マリアンネ・ウェーバー編（阿閉吉男・佐藤自郎訳）『青

年時代の手紙』（文化書房博文社、1995 年）（以下『手紙』）、24-25 頁。）. 
12

 Brief von Max Weber an Alfred Weber, Straßburg, 25. März, 1884, in: Jugendbriefe, S. 106（同上、

117 頁。）. 
13

 Ebenda, S. 107f.（同上、118-119 頁。）. 
14
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17
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展開した問題領域
．．．．．．．．

は、第一戦線がドイツ東部のポーランド人農業労働者問題であり、第

二戦線が取引所問題であったとされている。 
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ている問題は異なるものの、そこでヴェーバーによって下された評価（ユンカーが経済
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171（『手紙』、186 頁。）. 
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第 2 章：価値に基づいた主体性の基礎づけ 

――中期ヴェーバーにおける政治の「意味」―― 

 

1. 序 

2. 価値に対する態度表明 

3. 価値の表出と喪失 

1) 経済システムと宗教倫理の関係における価値 

2) 檻の中の価値 

4. 政治的価値の追求を通した主体性の形成 

1) ロシア政治における政治的価値の状況 

2) ロシア政治に見取った主体性の形成 

5. 結 

 

1. 序 

本章では、中期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治がどのようなもので

あったのかという点を、前章で提示した彼自身の「価値」や、人間の生に関する新たな問

題意識に焦点を当てて考察していきたい。また、前章と同様に、この時期のヴェーバーの

生や実存から彼の政治思想を汲み取る作業も行うことにしよう。 

前期から中期にかけてヴェーバーに起こった変化とは、神経症を患ったことによってハ

イデルベルク大学教授の職を辞して療養期間を過ごし、療養を終えて学問的な営為に復帰

したことである。この病気療養期においてヴェーバーは、妻マリアンネとともにイタリア

を旅し、そこでドイツを含むヨーロッパ北部の地域と大きく異なる精神的なムードを経験

することで、辛く深刻な神経症を癒すとともに、知的な関心と歴史的な想像力を再び取り

戻していった。研究に復帰した後も神経症の発作は度々ヴェーバーを襲うものの、1909 年

春の発作を最後に、症状は現れなくなっていった。その間ヴェーバーは、1904 年にアメリ

カ旅行に赴き、そこで「近代的な世界」を目の当たりにし、さらには 1905 年のロシア革命

に際して、熱烈な情熱をかけてこれを考察していたのであった1。 

この中期――マリアンネの謂いを借りれば「創造の新たな局面」――において、ヴェー

バーの学問に、社会科学方法論の確立、宗教社会学研究の本格的な着手、そして現実政治

における視野の拡大という三つの大きな転換点が現れてきた2。本章ではこの三つの転換点
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の現れだと見做されるヴェーバーの業績を資料としていくが、中期ヴェーバーが遺した業

績はむろんそれらだけではない。この時期には、社会科学方法論に関する問題点（法則科

学か経験科学か）を抽出した「ロッシャーとクニース」（1903 年発表開始）や、宗教社会学

の問題意識と認識志向のプロトタイプと言え、前期から継続され中期の 1910 年になって完

成をみるに至る「古代農業史」研究、そして主著に数えられる――もっとも、編纂に関し

ては問題点があると指摘されている3――1911 年から 1913 年に原初稿が執筆された『経済

と社会』での「理念型」を用いた歴史学や文化科学の基礎的な予備考察といった4、多肢に

わたる数多くの研究が驚くべきスピードで展開されていった。それゆえ私たちは、中期ヴ

ェーバーを論じる資料には事欠かない。ただし、いまここで挙げた資料は、どれもその専

門性の高度さゆえ、「価値」や「生の意味」という本研究独自の観点に着目してヴェーバー

の生と思想における政治を考察しようとした場合、人間の生に対する彼の問題関心という

点は、主題にはされていないように思われる。そういったいわば人間の生の実存に関わる

問題をより直接的に取り扱い、「価値」や「生の意味」への視座がより明確に投影された資

料として、本章では、ヴェーバーなりの方法論を集大成した論文と、キリスト教宗教社会

学研究、そしてロシア政治についての現実政治分析といった、転換点に位置づけられるテ

クストを中心的に論じていきたい。 

では、そうした転換を見せた中期において、ヴェーバーの思想的・政治思想的な営為は

どのように展開されていたのか。初めに先行研究を確認しておこう。この点を彼の生と思

想に内在して考察したものとして、モムゼンと今野の研究が挙げられる5。 

まずモムゼンによれば、中期ヴェーバーは、国民国家ドイツの工業的な発展の障壁とな

る政治的保守主義が、それ特有の停滞的な経済的心情を蔓延させることによって、自由な

社会秩序に対する官僚制の勝利を嚮導するとして、これに対する対決姿勢を明確に示して

いた。ヴェーバーは、自由な人間性を妨げる官僚制の防御壁となりうるのはダイナミック

な資本主義しかないと確信していたのである。もちろんヴェーバーは、近代資本主義の盲

目的な礼讚者などではなく、近代資本主義が客観的な社会的諸条件に対して擬似自発的に

人々を服従させる不可抗的な社会的強制力であるという、その非人間的な諸側面を見抜い

ていた。ここでヴェーバーは、資本主義に対するアンビヴァレントな判断を下す。彼は、

資本主義の生み出す社会的諸制度の非人間的な傾向を明確に認識し、そこからの脱出口を

発見することはできなかった。それどころかヴェーバーは、資本主義の発展に伴って、官

僚制的な諸構造と「新たな隷属の鉄の檻」が出現する可能性のあることを喝破していた。
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しかし、それにもかかわらずヴェーバーは、特定の諸条件の下では、資本主義があらゆる

経済システムのうちで、相対的には最良のものであると見做した。なぜなら、資本主義体

制は、社会的な活発さと流動性を最大限に保障するからである。ここにモムゼンは、ダイ

ナミックな資本主義であればこそ自由な人間性や社会秩序を担保することができるという、

ヴェーバーの自由主義的な信念を見出している6。 

モムゼンの研究を参考にすれば、中期ヴェーバーにおいては、進展した資本主義社会に

対するヴェーバーのペシミズムが表明されたこと、とりわけ官僚制に対する警戒やそれと

の対決が重要な問題とされてきたことが分かる。こういった中期ヴェーバーの官僚制との

対決姿勢は、先に挙げた三つの転換点のうち宗教社会学とロシア政治論においても立ち現

れてくることになるがゆえに重要なものであるとともに、私たちの観点である「生の意味」

と深く関わりを持っているという点にも着目しておきたい。なぜなら、モムゼンの指摘を

考慮すれば、官僚制が自由な人間性の妨げとなっていることをヴェーバーが問題視してお

り、人間性のありように対する彼の関心が、人間の生という問題とそれに対する解答に結

びつけられている可能性があるからである。もっとも、モムゼンの研究においては、そう

いった官僚制に対峙する際のヴェーバーの基準（モムゼンの見るところでは自由主義）が

明らかにされるに留まっている。そのため、私たちはモムゼンの研究よりもう一歩踏み込

んで、自由な人間性の障壁となる官僚制をどうすれば克服できるとヴェーバーが考えてい

たのかという点を議論しなければならない7。モムゼンの言うように、官僚制に対する対抗

が自由主義を担うことだけで十分だと、ヴェーバーは考えていたのだろうか。ヴェーバー

にとっては、自由主義の担い手がどのように自由主義を担うのかという点こそ重要だった

のではないか。そして、官僚制が自由な人間性を抑圧するものとなることが問題であるの

なら、それを諸個人がどのように個々の生の中で克服していくべきであり、また克服して

いくことが可能になると、彼は考想していたのだろうか。こういった、いわばヴェーバー

の官僚制批判の思想的な内実を本章で論じていきたい。それによって、人間の「生の意味」

をめぐる彼の考想が明らかになってくることが期待できる8。 

次に今野によれば、ヴェーバーは中期に入ってからも、その知性主義的な評価基準によ

る人間評価と、それに基づく主体的な人間の創出をドイツにおいて達成することに全力を

注いだ。そうしたヴェーバーの尽力は、この時期のあらゆる学問的成果にも、そしてヴェ

ーバー自身の政治的な態度表明においても明確に現れていたのであった9。 

この中期ヴェーバーの生や思想においても人間の主体性が彼の価値判断の基準になって
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いたということが、今野の研究によって明らかにされていると言える。序論や第 1 章で論

じたように、今野の研究を参考にした上で私たちは、その価値判断の基準の内実をヴェー

バーの思想という側面に引きつけて明らかにしていく作業を行う必要がある。これに加え

て本章では、中期ヴェーバーの政治への意味賦与、すなわち彼が政治に込めた主観的な期

待という点を中心に論じていきたい。というのも、この時期のヴェーバーにおいては、政

治における「意味」という論点は、前期で看取しえたような彼個人の主観的な政治への意

味賦与という形だけではなく、自分とはまったく異なる境遇で自律的な政治行動を見せる

政治アクターたちの姿の中に、彼ら自身の政治への意味賦与を見出すという形で提示され

ているからである。中期ヴェーバーを考察することよって、価値とそれに基づいた政治に

対する意味賦与をめぐる彼の考想を析出することが可能となるのである。 

それでは本章で、中期におけるヴェーバーの「価値」は、前期と同じままであるのか、

あるいは変化しているのか、その表出はどのような形でなされていたのか、さらにはヴェ

ーバーが自身の生や思想、そしてそれらの中での政治思想をどのように展開していったの

か、彼自身の生や実存からどのような政治思想が生み出されていったのかという点を明ら

かにしていきたい。すでに指摘したように、中期においてはヴェーバーの視座に拡がりが

見られるため、まずこの時期新たに定着した彼の「物の見方」・「考え方」を確認しておく

べきであろう。そのためにも、ヴェーバーが確立した彼自身の方法論から、彼の「物の見

方」・「考え方」のポイントを汲み出す作業が必要となってくる。ヴェーバーはたんなる社

会科学の方法論に留まらず、どのような「物の見方」・「考え方」を選び取ったのか、そし

てそれがヴェーバー自身の価値とどのように関連づけられているのかという問題を、次節

で考察していこう。 

  

 

2. 価値に対する態度表明 

本節では、ヴェーバーの提示した社会科学方法論を取り上げたい。というのも、ヴェー

バーは、自身が確立した独自の社会科学方法論に依拠して宗教社会学研究を行い、現実政

治分析に際してもこの社会科学的な考察の手法を用いており、そこに彼自身の「物の見方」

や「考え方」が端的に表されていると考えられるからである。さらにいえば、社会現象を

認識し分析するヴェーバーの手法を確認しておくことは、政治という社会現象を透徹した

眼差しで見つめた彼の政治思想を明らかにするための予備作業とも言える。 
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ヴェーバーの社会科学方法論と思想・政治思想との関係については、グレゴール・フィ

ッチによって研究されている。フィッチによれば、社会科学における「客観性」やいわゆ

る方法論的個人主義、あるいは理念型を用いた分析概念の構築といったヴェーバーの社会

科学方法論の特徴は、社会科学的な分析と研究者自身が分析する際に拠って立つ価値とを

峻別することにある。そして、このような特徴を持つヴェーバー社会科学方法論を「描写」

した上でこそ、ヴェーバー自身が社会科学的な分析で用いた類型モデルを顧慮することと、

彼の政治思想の体系的な構築を導いた理論的な選択肢を解説することが妥当なものとなる

のである10。 

しかし、こういった形でヴェーバーの社会科学方法論を「描写」し、それを彼の思想と

政治思想を理解する上での前提とするフィッチの立場からすれば、ヴェーバーの思想と政

治思想についての理解が理論的なものに限定されてしまう虞があるように思われる。ヴェ

ーバーの思想や政治思想といった場合、フィッチのようにその理論に関連する側面だけで

なく、人間の生に関連する側面を明らかにする必要があるだろう。なぜなら、「生の意味」

というヴェーバーの問題意識を観点に据えている私たちからすれば、社会科学的な考察に

おいて人間の生に意味を賦与する源泉という側面を持つ価値が取り上げられているという

ことが、非常に重要だからである。この価値という点に関していえば、前期ヴェーバーは、

キリスト教信仰に基づいた価値、すなわちキリスト者としての自己意識を持ち、その上で、

個人が所属する共同体への参与・寄与によってその個人の主体性が形成されることを自分

自身の「価値」としており、そういった「価値」を、前期から 40 代に入った中期まで継続

して有していた。言ってみれば私たちは、前期ヴェーバーの中に、彼自身の有する価値を

読み取ることができたのである。 

そこで、次に問題となるのは、価値一般に対するヴェーバ
．．．．．．．．．．．．

ーの考え方
．．．．．

である。というの

も、前期においては、ヴェーバー自身の有する価値が、キリスト教的な価値を共有する弟

アルフレートに対していわば「押しつけ」の形で提示されていたものの、中期においてヴ

ェーバーは、「価値自由」や考察する者の価値に基づいて構成される「理念型」といった社

会科学研究を行う上での方法論を考案する中で11、個人の価値をどのように考えるのかとい

う課題に直面し、さらには価値の存在を無批判に前提とすることに対して攻撃するように

なるからである。こうした価値を問うヴェーバーの姿勢は、中期のキリスト教宗教社会学

やロシア政治論に関してだけでなく、とりわけ後期に展開された宗教社会学にあって、キ

リスト教的な価値を必ずしも共有しない文化や宗教との比較を通した研究をライフワーク
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にしていったことを考慮すれば、非常に重要な論点であると思われる。したがって本節で

は、ヴェーバー自身の社会科学方法論がどのようなものであったのかを、価値という点を

中心に明らかにしていきたい。 

まず初めに、諸個人の間の価値はどのような関係にあるとヴェーバーは考えているのだ

ろうか。ヴェーバーは、1904 年の論文「社会科学と社会政策に関わる〈客観性〉」におい

て、価値の最善の現れとして「理想」（Ideal）を想定しつつ、次のように述べている。 

 

知恵の木の実を口にした新たな文化の時代の宿命。すなわち、世界の出来事の意味
．．
（Sinn）

というものは、それを徹底的に研究し尽くしたどれほど申し分のない結果であろうとも、

私たちがそこから読み取ることのできるものではなく、私たち自身でその意味
．．

を創り出

すことができなければならない。つまり、「世界観」は、進歩的な経験科学の生産物で

は決してありえず、それゆえに、私たちを最も強く突き動かす最高の理想は、どの時代

にあっても、他の理想との闘争（Kampf）においてのみ姿を現す。他の理想が他人にとっ

て神聖なのは、私たちの理想が私たちにとって神聖なのと同じなのである12。  

 

ある理想は他の理想との闘争を通じて現れるものであり、ある個人が理想を持つことと

他の個人が理想を持つことの間に、上下・優劣・貴賎などの差はない。つまり、それぞれ

の個人は理想を有してはいるものの、それ自体は自明のことであるがゆえに、諸個人の理

想は意識されない形で潜在しているにすぎない。しかし、自分が日頃から前提としている

理想とは異なる理想が眼前に現れ、それと向き合うことになるやいなや、自分自身の理想

が明確に意識されるようになる。他の理想に対する違和感によって自らの理想がその輪郭

を明らかにするといってもよいだろう13。翻ってみれば、価値やその最善の現れである理想

は、他の価値や理想との闘争を通じてこそ、認識されることになるのである。それでは、

ある価値とそれとは異なる他の価値、ある理想とそれとは異なる他の理想とは、どのよう

な形でつながりを持つのか。ヴェーバーはその答えを、闘争という概念に求めた。 

 

他人の欲望
．．

に対するいかなる意味ある評価
．．

も、自らの「世界観」から出てくる批判、

すなわち自らの
．．．

理想という基盤からなされる他人の
．．．

理想との闘い（Bekämpfung）でしか

ありえない14。 
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他人が求めるものに対して何かしらの価値評価や価値判断を行うとき、それが有意義な

ものとなるためには、自分自身の持つ理想に立脚して他人の理想を批判するという形をと

らなければならない。そしてそういった批判こそ、ヴェーバーのいう闘争なのである。 

もっとも、引用部分で用いられている「闘い」のドイツ語原語は Bekämpfung であって、

制圧や撲滅といったような、攻撃対象の存在を抑圧し消滅させようとする争いというニュ

アンスを多分に含んでいる。これは、彼が通常用いるような、闘っている状況それ自体を

表し、「闘争」と訳される Kampf とは異なる表現である。では、ヴェーバーは、自らの理想

と他人の理想とが、互いに相手を殲滅させようとするような「闘い」を想定していたので

あろうか。本研究の考えるところでは、彼はそのようなものを想定してはいない。なぜな

ら、引用文の前後の文脈において彼が声高に主張しているのは、ある人が何かしらの対象

に価値判断を下す際に、その判断の基準がどのようなものであるかを明示しておく必要性

があるということと、自分自身と見解が異なる者に対して意味のある批判をなすためには、

批判の対象となっている者が有する価値と、自らの有する価値とを対決（Konfrontierung）

させなければならないということだからである15。ヴェーバーは、自らの立脚する価値に無

自覚なまま闘争することを諌める。そのような闘争は、不毛な争いにすぎないのである。

したがって、彼が Bekämpfung という語を用いた理由は、ある価値による他の価値の殲滅を

想定していたからではなく、ある価値が他の価値と正面切って対峙し、互いにせめぎ合う

という、価値同士の活き活きとした闘争という契機それ自体を強調するためであったと考

えられる。ヴェーバーからすれば、あくまでも「自分自身の『世界観』から」、あくまでも

「自分自身の理想を基盤」として、他の理想と闘争しなければならない。 

さらに、本研究のように、価値というアイデアを主題に掲げて考察しているものにとっ

ては、ヴェーバーの社会科学方法論における価値とヴェーバー自身の「価値」という問題

も考える必要がある。既述のように、前期ヴェーバーにおいては、共同体への志向性とそ

れによる主体性の形成という価値が、彼自身にとっての「価値」であった。ただし、中期

における社会科学方法論で展開された価値をめぐる思考は、そういった彼個人の心情告白

以上の意味合いがある。つまり、中期ヴェーバーにおいては、価値や理想が一般的に存在

しているものとして承認されており、それを基にして方法論の理論構築がなされているの

である。彼の「物の見方」・「考え方」において、価値の問題が枢要な位置を占めているが

ゆえに、そのような「物の見方」・「考え方」でもって社会科学研究を行うとき、研究対象

の価値とヴェーバー自身の価値が対峙する可能性が生じることになる。換言すれば、彼自
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身の持つ価値と社会に生きる諸個人の価値との交錯が、ヴェーバーの意識において顕在化

してくる素地が整ったと評することができるだろう。 

これに付け加えていえば、価値の存在を中軸に据える方法論を提示したヴェーバーが、

その方法論を学問的実践に移したとき、宗教と社会の関係性に力点を置く宗教社会学研究

に進んでいったことは注目に値する。次節で詳しく取り上げるが、この時期のヴェーバー

は、ドイツ歴史学界における資本主義起源論争に自らの主張を投げかける際に、プロテス

タンティズムの宗教倫理に焦点を当てるというように、当時の学界において独自の観点に

立っていた16。価値を議論しようとする場合に宗教倫理に着目するというアイデアは、自身

の宗教的な価値に対する経験と社会科学的な方法論からすれば、彼にとっては自然なもの

だったのである。また、本研究の観点としての「生の意味」というヴェーバーの問題意識

からいえば、宗教社会学で社会における諸個人の生の問題が問われていく前提として、価

値を中心とした社会分析の手法が設定されていることも、ここに注記しておきたい。 

ではここで、本節で論じてきた、価値に対するヴェーバーの態度表明をまとめておこう。

ヴェーバーにとって、個人の価値は、他の個人の価値との闘争を通じて実現される他ない。

ただし、そういった個人間の闘争も、自らが判断する際の基準となる価値を、その個人が

自分自身で明確に意識している必要があり、その上で他の価値を批判するのでない限り、

有益な批判とはならない。こうした発想は、ヴェーバーの政治観とも共鳴する。後に詳述

するロシア政治論においても、こういった観点は明確に主張されている。「『国益』の実質

的な内容というのは、『客観的に』、すなわち、政治的・社会的党派の区別が根底にあるよ

うな、理想や利害関心、したがってまた、『価値判断』のそれぞれがいかなるものなのかを

考慮することなく決定されうるものではない17。」 

こうした点に加え、社会科学方法論を議論するに際して、価値の顕在化が他の価値との

闘争を通じてなされるものだということを強調している一方で、ヴェーバーがあくまでも

価値の存在を前提としていることには留意しておく必要がある。彼は、各個人の価値の存

在を承認しつつも、その価値がどのような過程を経て形成されるのかという点、さらには、

そのような価値と生の関係という点ついては、自身の社会科学方法論において問題として

はいなかった。そうした各個人の価値形成の内的な展開や、個人が自分自身の価値をどの

ようにしてその生き方に投影するのか、さらにいえば、そういった個人の価値が社会の中

でどのように存在していくのかといった問題はむしろ、彼のライフワークである宗教社会

学や政治論の中で問われていくのである。 
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3. 価値の表出と喪失 

前節で論じたように、ヴェーバーは、価値の存在を前提とし、それを中心に据えた社会

科学方法論を確立した。彼が自身の社会科学研究において、社会に生きる人間の価値に着

目していくことを高らかに宣言したと言ってもよいだろう。そしてこのような方法論は、

社会科学研究上の方法に留まるものではなく、彼自身の「物の見方」・「考え方」そのもの

であった。それゆえに、研究対象とヴェーバー自身の価値が対峙する可能性が生じてきた

のである。 

では、人間の価値に焦点を当てたヴェーバーの社会科学研究とは、一体どのように展開

されていたのだろうか。彼は自身の宗教社会学研究の嚆矢として、1904/1905 年の「プロテ

スタンティズムの倫理と資本主義の〈精神〉」（以下、「倫理と〈精神〉」と略記）と 1906 年

の「アメリカ合衆国における〈教会〉と〈ゼクテ〉」（以下、「教会とゼクテ」と略記）を執

筆し、価値を基軸とした自身の社会科学的な方法に基づいて資本主義経済の成立を考察し、

その上で彼自身の生きる近代という時代に対する省察を行っている。本節では、社会科学

方法論に関する論文とほぼ同時期に公表された、このヴェーバーの宗教社会学研究を取り

上げ、その中に価値の問題がどのように現れているのか、もう少し詳しくいえば、「物の見

方」・「考え方」としての社会科学方法論を用いた社会科学研究の中に、研究対象とヴェー

バー自身の価値との間の対峙がどのように現れてくるのか、そしてそれが彼自身の生や実

存とどのように関わってくるのかを考察していきたい。これは、中期ヴェーバーの生と思

想における政治という私たちの論点に先立って、この時期の彼が展開した思想の重要なポ

イントを抽出する作業とも言えるだろう。 

このようなヴェーバーのキリスト教宗教社会学については、ハンス＝ペーター・ミュラ

ーの研究が、ヴェーバーの人格や生を考慮した上でその両義性を浮かび上がらせているた

め、ここで確認しておこう。ミュラーは、「醒めていて、事柄に即しており（sachlich）、禁

欲的で、規律ある」側面と「法外に情熱的な」側面のある、ヴェーバー自身の二面的な人

格構造において形成されたアンビヴァレンスが、西洋人に対する価値判断の体系的な両義

性に表出しているという仮説を基に18、近代の社会史的な構成に対する彼の評価を考察して

いる。このヴェーバーの人格的なアンビヴァレンスという点でミュラーが特に重要だと見

做しているのが、他ならぬキリスト教宗教社会学である。ミュラーによれば、ヴェーバー
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のキリスト教宗教社会学では、「『隷属の檻』に直面している自由の問題、過剰に豊富な財

による文化的な空疎化に直面している意味の問題、無根拠で際限のない唯物論に直面して

いる価値の問題、成長の限度に直面している自然の問題、そして“ホモ・ファーベル”（„homo 

faber”）〔物を作ること、とりわけ道具を作ることにある、動物と区別される人間の本質〕

の戯画に直面している文化の問題」が問われており、近代という時代に対するヴェーバー

のペシミスティックな時代診断が表出している19。 

しかしミュラーからすれば、このようなペシミスティックな時代診断をもってして、ヴ

ェーバーが「西洋の没落」に呪縛されていたと推論するのは早計である。彼のキリスト教

宗教社会学研究は、近代に対して警鐘を鳴らすものに留まらない。ミュラーは、「倫理と〈精

神〉」の続編として執筆された 1906 年の「教会とゼクテ」論文を引き合いに出し、そこで

ヴェーバーがゼクテという組織を強調していたことを指摘する。このゼクテこそ、近代的

「個人主義」の基礎としてその拡大に寄与し、人間存在（menschliches Dasein）の封建的・

権威的な束縛のラディカルな突破を招き寄せるという法外な影響を及ぼしたのである20。 

ヴェーバーのキリスト教宗教社会学研究における多面性を明るみに出したミュラーの研

究は本研究にとっても非常に参考になるものではあるが、ミュラーの研究には、その分析

視点ゆえの問題があるように思われる。つまり、ミュラーは、近代という時代に対するペ

シミスティックな時代診断とその克服の可能性をヴェーバーのキリスト教宗教社会学の中

に看取しているが、そのような解釈はヴェーバーの人格的両義性の存在というミュラー自

身の前提の上に成り立っているものであるため、なぜヴェーバーが近代という時代をペシ

ミスティックなものだと判断したのか、こういった判断を下す際の基準はどのようなもの

だったのかという点は問われることがないという問題である。こうしたミュラーの研究に

対して、ヴェーバー自身の価値を主題とし、前節で価値を中軸に据えた社会科学方法論を

確立したヴェーバー像を提示している私たちの研究においては、彼が自身の生きる社会と

その歴史的な成立をどのように見つめていたのかという点の解明を避けて通ることはでき

ない。さらにいえばこれは、私たちの研究だからこそ解き明かすことのできる問いである

とも言えるのである。 

それでは、社会における価値や生のありようをヴェーバーがどのように見取っているの

かを集中的に考察するため、「生の意味」という本研究の観点に引きつけて、彼のキリスト

教宗教社会学研究の概要を確認していこう。 
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1) 経済システムと宗教倫理の関係における価値 

ヴェーバーは「倫理と〈精神〉」論文において、各個人がその中に生まれつくしかなく、

変化させることの困難な外枠として存在するひとつの巨大な秩序である、近代資本主義経

済秩序を解明することを課題とする。つまりヴェーバーは、独特な「倫理的」性格を帯び

た資本主義の精神
．．

が発展し、さらにはその活動手段としての貨幣獲得が資本主義の発展の

原動力となったと見做し、宗教倫理に基づく生活態度と職業観に焦点を当てて、この経済

秩序を考察していく彼はとりわけ、プロテスタンティズムと、「資本主義の精神
．．

」との結び

つきに着目する。この「資本主義の精神
．．

」とは、ヴェーバーによれば、自らの持つ富の増

加それ自体を目的とすることがそれぞれの個人の義務であるという、倫理的な色彩をもっ

て信徒の生活を導く思想である。そして、自らの財産やその利潤を増やすことが諸個人の

義務であるがゆえに、彼らは自分の「職業」活動の内容を明確に意識している。この「天
．

職義務
．．．

」（Berufspflicht）の観念こそが、資本主義文化の社会的な倫理の特徴なのである。こ

の後の議論において、プロテスタンティズムにおける「天職
ベルーフ

」概念が非常に重要視される。

ヴェーバーによると、この「天職」概念には、世俗的な職業という意味とともに、「神によ

って与えられた使命」という意味があり、神の意志に適う唯一の手段としての生は、各個

人の生活上の地位によって与えられた世俗内的義務である職業を履行することだという発

想までもが含まれている21。 

次にヴェーバーは、禁欲的プロテスタンティズムの担い手に着目しつつ、各個人の生活

態度に方向性を提供した、純粋な信仰思想に発する心理的起動力の解明を課題とする。こ

こではカルヴィニズムの恩恵による選び
．．

（Gnadenwahl）の教説ゆえに22、自分が救われるの

かどうかを知ることのできないカルヴィニズム信徒にとって、神の予定において自分は救

われるのだという「救いの確信」（certitudo salutis）を得ることが何よりも重要であることが

強調される。そして、この「救いの確信」を獲得するための最良の方法こそ、絶え間ない
．．．．．

職業
．．

労働だと解される。この禁欲が倫理的に強制される生活態度とプロテスタンティズム

の天職観念、すなわち禁欲的プロテスタンティズムが、近代資本主義的様式の発展に対す

る一貫した倫理的基礎を与えるという形で、近代資本主義経済の成立に直接的な影響を及

ぼしたのであった。 

このような「倫理と〈精神〉」論文でヴェーバーが企図したのは、近代資本主義と、近

代文化の構成要素のひとつというべき天職理念
．．．．

を基礎とする合理的な生活態度が、キリス
．．．

ト教禁欲
．．．．

の精神から生まれたと証明することであった。修道院の中で営まれていた禁欲は、
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職業生活に移され、世俗内的な道徳を支配し始めるとともに、今度は、機構的・機械的な

生産の技術的・経済的条件に結びつけられた近代的経済秩序の強力な秩序界（Kosmos）の

構築に寄与した。そしてこの秩序界は現在、その中に存在するすべての人間の生活スタイ

ルを決定しているし、将来もそうなり続ける可能性がある。今日
こんにち

、資本主義の精神は、こ

うした鋼鉄のように堅い檻となった資本主義の秩序界から抜け出てしまい、そのような世

界を生きる「末人たち」に対して、ヴェーバーは警鐘を鳴らしたのであった23。「生の意味」

という本研究の観点からすれば、本論文においてヴェーバーは、人間の生において元来内

在していた意味が、その意味に基づいた生を行えば行うほど外在的なシステムを構築する

ことに貢献してしまい、かえってそのシステムによって生の意味を抜き取られてしまうと

いう逆説的な状況に至る様を描き出していると言える。 

では次に、「教会とゼクテ」の概要を以下に示しておこう24。ヴェーバーによれば、アメ

リカにおいて、人間の精神的な活動に指針を与える信仰として宗教はそのヘゲモニーを失

ってはいるものの、宗教団体に「所属」していることによって、個人はその地位や人格が

社会的に確かなものであると保証されている。こうした機能がとりわけ発展したものこそ、

「ゼクテ」（Sekte）である。この「ゼクテ」は、西欧キリスト教の世界を基盤としつつも、

「教会」とは対立する。というのも、ヴェーバーによれば、「教会」とはひとつの「施設」

（Anstalt）であり、個々人は不可避的にその成員とされざるをえないからである。これに対

して「ゼクテ」は、その宗教的な資格を承認された個人だけによって構成される自由な団

体あり、諸個人ひとりひとりが、自分自身と他の個人との間の自由な意志によってその成

員となる。 

アメリカのデモクラシーにその独特の個人主義的な色彩を賦与したものこそ、他ならぬ

このゼクテなのであった25。ドイツにおいてこれと対照的な個人の「原子化」をもたらした

のは、官僚制的合理主義である。アメリカ社会においては、諸個人が絡み取られる社会的

な団体の内面的特性の中で、かつての「ゼクテ精神」が徹底した首尾一貫性をもって支配

している。それゆえ、ひとりひとりの人間が、社会的な団体に加入することを通して、自

分自身の地位を維持しようとする。これに対してドイツでは、およそ団体は実際の状況に

即して結成されるために、個人は必ず団体の目的活動に参加しなければならなくなる。そ

して、他ならぬその団体の中で、仲間たちに対して自分自身を「確証する」という課題を

突きつけられ、各個人が所属する社会団体は、各人の目的を達成するためのたんなるメカ

ニズムにすぎなくなっていく。そして、ヴェーバーによれば、「近代」人は「教会」に取り
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込まれるだけの存在となっており、「ゼクテ」を自主的に結社することはもはやありえず、

しかもだからといって、「近代」人を取り込むそういった「教会」の将来も、見通されえな

くなっているのであった。本研究の観点からいえば、自発的な参与を通してか不可避的に

包摂されるかにかかわらず、人間の生への意味賦与に寄与する宗教的な団体の存立すら自

明視されえなくなっていることが、「教会とゼクテ」論文で指摘されている。 

 

2) 檻の中の価値 

「倫理と〈精神〉」と「教会とゼクテ」という二つの論文の内容を確認してきたが、ヴェ

ーバーのキリスト教宗教社会学研究として論じられることが多いのは、「倫理と〈精神〉」

である。しかし、これら二つはそれぞれ独立して扱われるべきものではない。なぜなら、

彼は当初、「教会とゼクテ」を「倫理と〈精神〉」第 2 章に続く第 3 章とする予定であった

ものの、結局は独立した論文として発表したからである26。したがって、「倫理と〈精神〉」

と「教会とゼクテ」は、問題関心を同じくして思索されたヴェーバーのキリスト教研究と

して取り扱われるべきものだと言える。 

さて、ヴェーバーのキリスト教宗教社会学研究、とりわけ「倫理と〈精神〉」論文に関し

ては、夥しい量の研究蓄積がある。それらの先行研究を逐一検討することは、あまりにも

膨大な作業となりすぎる可能性があるため、ここでは割愛したい。ただし、「生の意味」と

いう本研究の観点からいえば、彼のキリスト教宗教社会学研究が持つ重要性のひとつとし

て挙げられうるのは、ヴェーバー思想において「近代」に対する問題意識が明確に現れて

きたのがこの「倫理と〈精神〉」論文だということである。それゆえ、先ほど確認した近代

に対するヴェーバーのペシミスティックな時代診断についてのミュラーの研究から歩を進

め、その基準を明らかにするという本研究の課題をここで論じていくこととしよう。さら

には、後の章で詳述するように、後期ヴェーバーが自身の生きた近代という時代をどのよ

うに認識していたのか、そしてその時代認識と政治をめぐる考想がどのような関係にあっ

たのかという問題が、本研究にとって重要なものとなってくる。中期ヴェーバーの生と思

想における政治を明らかにするという本章のテーマにおいても、ヴェーバーの近代認識が

どのような過程を経て形成されていったものであり、この時期の近代認識と政治をめぐる

考想がどのようなつながりを持っていたのかが重要な論点となる。したがって、中期ヴェ

ーバーの近代認識を、その端緒が現れたキリスト教宗教社会学研究を通して考察していき

たい。 
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まず、「倫理と〈精神〉」の重点を要約してみれば、中世における世俗外禁欲と世俗内で

の労働に対する忌避とは対照的に、近代において現れた禁欲的プロテスタンティズムの宗

教倫理に起因するプロテスタントの合理的な行動様式が資本主義の発展に適合的な精神形

態を生み出し、それによって発展した資本主義が、今度は信徒の禁欲的なプロテスタンテ

ィズムの倫理を骨抜きにしていくという過程を明らかにした研究であると言える。 

本節でヴェーバーのキリスト教宗教社会学研究を考察する際の導入として、ヴェーバー

が近代に対して下した両義的な時代診断を明らかにしたミュラーの見解を取り上げたが、

そこでのミュラーの研究がヴェーバーの人格的な両義性を彼の社会科学的な業績の中に読

み込もうとするものであったがゆえに、ヴェーバーの時代診断がどのような基準によって

なされたものだったのかという私たちの問題関心は明らかにはならなかった。このヴェー

バーの時代診断の基準を彼のキリスト教宗教社会学研究の中から見出し、それを統一的に

解釈した今野の見解を、ここで確認しておこう27。 

今野によれば、「倫理と〈精神〉」の第 1 章を書き上げた後にアメリカ旅行を経験したヴ

ェーバーは、「アングロ＝サクソン圏において禁欲的プロテスタンティズムが齎した政治的

近代化の作用に魅了されて」おり、帰国後に執筆された第 2 章を合わせて本論文は、「ヴェ

ーバーのカトリック教徒（ないしポーランド人）批判と、アメリカ体験を含むプロテスタ

ンティズムとの対決とが合体することで誕生した、文化的プロテスタンティズムの政治的

マニフェスト」であり、そこに「ドイツ国民教化の意図」を明白に込め、「アメリカのプロ

テスタント教徒の峻厳な『世俗内禁欲』を描写することで、退嬰的になりつつあるように

見えた同時代のドイツ人たちに活を入れようとした」のであった28。 

もっとも、今野の解釈によれば、ヴェーバーはアングロ＝サクソンを礼讃するに留まら

ない。ヴェーバーは、「自己目的化したアメリカ資本主義の暴走には危惧を感じ」、「禁欲的

プロテスタンティズムの心理的帰結として生まれた営利活動への邁進が、中身のない『鋼

鉄のように硬い殻』（stahlhartes Gehäuse）のように人間の行動を規制し、味気ない人間たち

からなる空虚な社会を作り上げつつある」ことを警告していた。まさしく、「禁欲的プロテ

スタンティズムの好意的紹介者であるヴェーバーは、そこから生まれた「資本主義の『精

神』が一人歩きして、やがて元来の精神性とは無縁な『〈支那的〉化石』という怪物に成長

していく虞に気付いていた」のだった。このように今野は、ヴェーバーが「後期近代の自

己目的化した資本主義」を批判しているという点では、「倫理と〈精神〉」において「近代

批判」が現れていることは承認している。しかし、今野はそれ以上に、ヴェーバーが近代
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に注ぐ眼差しから、資本主義を生み出した「初期近代の禁欲的プロテスタンティズム――

『最高の精神的文化価値』――への最大級の敬意」を読み取り、ヴェーバーの近代に対す

る肯定的側面と批判的側面のうち、「近代礼讚」の表明という肯定的な側面をより強調して

いるのである29。 

また今野は、「教会とゼクテ」においても、このようなヴェーバーの視座が貫かれている

と主張する。そこにおいてヴェーバーは、「アングロ＝サクソン系アメリカ人の精神的成熟

の起源を、アメリカ社会で顕著な役割を果たす『ゼクテ』に見出した」。ヴェーバーにとっ

て「ゼクテ」というものは、学問的な考察対象に留まらない。それは優れて現実政治的な

意味をも有している。この「ゼクテ」にこそ、自由闊達なアングロ＝サクソン系アメリカ

人を生み出す起源があり、それを詳しく紹介し論じていくことで、伝統主義や官僚制に囚

われたドイツの同胞たちを鼓舞しようとしたのであった30。 

こうした今野の見解の中でもとりわけ重要な部分を強調してみれば、「近代礼讚」や「ゼ

クテ」に対するヴェーバーの期待は、「人間の主体性」という彼自身の価値基準に基づいて

なされているものだと言うことができる。このような評価基準があるからこそ、ヴェーバ

ーの眼に映る同胞ドイツ人たちの精神的未成熟が際立ち、それを批判するために、いわば

「政治的マニフェスト」としてキリスト教宗教社会学研究が表明されたと、今野は主張し

ているのである。こういった今野の主張は、その実証プロセスの緻密さも相まって、かな

りの妥当性を有したものであると考えられる。しかし本研究では、今野の主張の重要性は

加味した上で、「倫理と〈精神〉」と「教会とゼクテ」という二つの論文の構成に着目して

考察を進めていきたい。なぜなら、どちらの論文もその結論部で、近代においてそれを生

み出した宗教的な精神が希薄化ないし喪失してしまうことを喝破しているからである。こ

の点を、価値へのヴェーバーの視座と「生の意味」という私たちの観点から考えてみよう。 

前項でみたように、「倫理と〈精神〉」によれば、禁欲的プロテスタンティズムの天職観

念が、信徒の生活や行動に対して、神の栄光を増やすためにそれを律するよう倫理的に方

向づける役割を果たした。そして、こういった生活や行動の様式が、享楽を排し、寸暇を

惜しんで絶え間ない労働に向かわせるという「資本主義の精神」を形成する大きな一助と

なった。資本主義が発展する精神的な起動力としてこうした「資本主義の精神」が形成さ

れる過程においては、神の栄光に寄与するという宗教的な価値が社会の中で厳然として存

在し、その価値によって信徒の生の意味が規定されていたと言える。しかし、そうした価

値によって規定された生の意味に従って自らの生活を営む個人の前に、機械的な近代的経
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済秩序としての資本主義が現れてくる。そしてこの資本主義は、それを生み出す「資本主

義の精神」を持った人間たちを飲み込み、逆に彼らの生活・行動様式を、資本主義により

適合的な形へと変化させていく。そこにおいてはもはや、宗教的な価値である神の栄光を

増大させるという目的のために合理的に生を営むという生活・行動様式ではなく、そうし

た価値を追求することとは無関係に、さらなる富を増やすという目的のために合理的な労

働・生産が営まれていく。修道院という世俗外においてのみ人間の生を方向づけていた禁

欲がプロテスタンティズムによって世俗内でも人間の生を方向づけていく一方で、資本主

義的な経済秩序という世俗的な生活の外的な枠組みは、「鋼鉄のように堅い檻（ein stahlhartes 

Gehäuse）」となり、禁欲という精神的な起動力よりも強力に、人間の生を圧迫するようにな

っている。 

今野が述べているように、ヴェーバーは初期近代の禁欲的プロテスタンティズムを「最

高の精神的文化価値」として賛美し、そうした精神によって個人の成熟が成し遂げられて

いるアングロ＝サクソン系アメリカ人への憧憬を隠さない。むしろ、そういった憧憬を持

つがゆえに、ドイツ人の精神的な未成熟さを嘆き、それを指弾する。しかしながらヴェー

バーは、アメリカに近代の現実を看取していた31。そのようなヴェーバーがアメリカを強烈

に体験した後に祖国ドイツを見たとき、アングロ＝サクソン系アメリカに存在する「理想

像」を突きつけるという以上に、ドイツを愁う気持ちが勝っていたのではないだろうか。「倫

理と〈精神〉」論文の結論部にあるヴェーバーの言葉に漂う焦燥は、悲壮なペシミズムすら

漂わせている。 

 

今日
こんにち

、資本主義の精神は、――最終的にかどうか知る人はいるのだろうか――この檻

から抜け出した。勝利をあげたこの資本主義はとにかく、それが機械の基礎の上に置か

れて以来、その支えをもはや必要とはしなくなったのである。〔…〕将来この檻の中に住

むのは誰なのか、そしてその途轍もない発展の最後に、まったく新しい預言者たちが立

っているのか、それともかつての思想や理想が力強く復活しているのか、あるいは
．．．．

、―

―そのどちらでもなく――自己に対する一種の病的な過信によって粉飾された「中国的

な」化石と化しているのかは、まだ誰にも分からない。もっとも、そうであるのならば、

この文化発展の「末人たち
レッツテ・メンシェン

」にとっては、次の言葉が真理となるのではないだろうか。

「精神なき専門人、心情なき享楽人。この何もない人（Nichts）は、人間性のかつて到達

されたことのない段階にまで登りつめたのだと、自惚れているのである。」――32
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「精神なき専門人、心情なき享楽人」というこれら「何もない人」の中に、資本主義の

発展を後押しする精神的な起動力を持っていた禁欲的なプロテスタントの姿を見出すこと

は、もはや適わない。そこには、崇高な精神の「抜け殻」となり、退廃的で形だけの生を

享受する存在となってしまった近代人に対する憂慮が込められていたと言える。資本主義

という経済システムは、そのシステム内に生きる人間の生を逼迫する鋼鉄のように堅い檻

と化し、もはやそこからは人々が有していた価値は存在せず、資本主義経済の論理の中で

営利と享楽だけを求めるようになっている。ヴェーバーからすれば、合理主義の行き着い

たこうした資本主義社会においては、近代化による主体的な個人の形成という積極的な側

面が後退してしまっている。むしろ、キリスト教の展開を歴史的に辿ることでそうした積
．．．．．

極面を摘出しえたからこそ
．．．．．．．．．．．．

、人間の生を圧する経済システムと主体的な個人を形づくる価

値が存在しない社会の存立、そしてそこで生の意味を失った生が蔓延していることに対す

るヴェーバーの危機感を、私たちは「倫理と〈精神〉」から読み取れることができる。ここ

ではまさしく、ヴェーバーが人間の生を、価値という自らの「物の見方」・「考え方」から

照らしており、それによって考察対象である資本主義内部に生きる人間の価値と、ヴェー

バー自身の価値が対峙しているのである。 

さらには、アメリカにおける社会団体をゼクテという宗教団体が形を変えたものである

と主張する、「教会とゼクテ」論文の終盤におけるヴェーバーの指摘も、この延長上で理解

されるべきであろう。 

 

たとえどのように
．．．．．．．．

徹底された宗教的意識内容であっても、それは外的社会的な形象を

見出してきたし、現在も見出している。さらにはまた、――その外的社会的な形象につ

いての知識と欲求でもってでようと、あるいはそうでなくとも――政治的、経済的、そ

して「社会的な」関心と絡み合い、この点でいえば宗教的意識内容は、まったく同じほ

どに「水割り」されてしまっているし、今後もそうであろう。もっとも、今日
こんにち

ではすっ

かり忘れ去られているだろう、たん
．．

に
．
水で割っただけ

．．
ではないということが33。 

 

ここにある「徹底された宗教的意識内容」というのは、「倫理と〈精神〉」における禁欲

的プロテスタンティズムの天職倫理を、そして「外的社会的形象」は資本主義的な経済秩

序を、それぞれ指し示していると言える。したがって、宗教的価値である禁欲的プロテス
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タンティズムの天職倫理は、資本主義的な経済秩序内部での関心と混ざり合うことで希薄

化する。いやむしろ、ここでは希薄化しているというだけではすまず、価値の不在という

ことまでをも言外に含んでいるといっても過言ではないだろう。そしてヴェーバーは再び、

本論文の末尾において、読者の眼を「近代」に向けさせる。 

 

「近代」人は、実際的に事実上（あるいは、ときおりただ憶測の上で）宗教的な「聴

覚」を有しているときでさえ、とにもかくにも絶対に「宗教的な共同
．．

存在」ではなく、

それゆえに
．．．．．

、「教会」――近代人はそれを求めないときには気にも留めないが――にあら

かじめ運命づけられており、いかなる種類の「ゼクテ」にも運命づけられてはいないの

である34。 

 

すでに確認してきたように、「倫理と〈精神〉」と「教会とゼクテ」は、中期ヴェーバー

のキリスト教宗教社会学研究として共通した問題意識の下で執筆された研究であった。こ

の引用文がそうした二論文の最後を締め括っていることは、非常に示唆的である。「近代」

人は、もはや宗教団体に参与し、それによってアイデンティティを獲得する存在ではない。

ましてゼクテのような主体的・自発的に形成される団体には適さない。教会のように、人

間の主体性などは問われずそこに個人が取り込まれるような宗教団体にのみ参加するだけ

である。教会のような宗教団体を批判して生まれたプロテスタンティズムにおいてゼクテ

が形成されていたはずが、そのような歴史的な過程を経て現れてきた近代人は、もはやゼ

クテに参与することはなくなり、教会のような個人に先行してすでに存在している団体へ

と包摂されることに安住する人間類型となっていた。しかもこれは、プロテスタンティズ

ムからカトリシズムへの逆戻りを意味するものではない。むしろ、教会に飼い慣らされる

だけの、主体性を失った個人が生み出される過程なのである。しかし、ヴェーバーはこう

した教会への個人の従属を指摘した直後、その教会の存立にすら懐疑を抱く。 

 

まさしくこういった
．．．．．

契機――「適切な」国家公民たちにとって慣習的なことと得策な

ことを問題とするにすぎない
．．．．

絶対的無関心主義と関連した――、すなわち宗教的な
．．．．

動機

の衰退
．．

は、「地方教会」だけでなく、「教会」一般をあらゆる予測可能な未来に向けて促

進するなどということについて、私たちは錯覚に陥ってはならない35。 
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「宗教的な
．．．．

動機の衰退
．．

」。これこそ、ゼクテのような自発的な結社への志向を失わせ、教

会のような宗教団体に懐柔される原因である。そしてさらには、近代人がもはや宗教的な

価値に重きを置かないがゆえに、教会という宗教団体の価値さえも失墜してしまったと、

ヴェーバーは見做している。ヴェーバーにおいて近代の進展という歴史的な過程は、そこ

に備わっていた価値が喪失していく道程として考えられているのである。 

このようなキリスト教宗教社会学研究は、ヴェーバー思想のどのような一面の現れなの

だろうか。「倫理と〈精神〉」・「教会とゼクテ」という二つの論文においては、カトリシズ

ムから、それを批判したプロテスタンティズム、そしてプロテスタンティズムにおいて最

もラディカルな形でその姿を現したカルヴィニズムというキリスト教の変遷の歴史が、中

世における伝統主義的な経済から近代における合理主義的な資本主義経済の進展を後押し

するのに適した資本主義の精神やエートスを生み出し、そうした資本主義経済が強大なも

のとなっていくにつれ、もはやそれを生み出した資本主義の精神を必要とはしなくなり、

そこに生きる人間たちに合理的な生産だけを強いる「檻」になっていくという歴史が明ら

かにされた。こうしたヴェーバーのキリスト教宗教社会学研究を敢えて一言で言い表すと

するならば、宗教的な価値による個人の日常的生活態度と倫理的エートスの形成、そして

それによる経済的秩序構築への影響の解明を目指したものだと言えるだろう。 

さらにいえば、社会に対して精神的な起動力がどのような影響をもたらすのかを明らか

にするというテーマを持つキリスト教宗教社会学研究が、その論述と考察が進められた終

盤において、社会に影響を及ぼす精神の担い手からその精神そのものが抜け出てしまい、

もともとは宗教的な色彩を帯びた生、すなわち価値に基づいた生が形骸化してしまうとい

う、近代社会に対するヴェーバーの洞察が現れてきている。この価値が剥奪された生とい

うヴェーバーの洞察は、後期の思想に見られる生の意味喪失の端緒が中期のキリスト教宗

教社会学研究の中に現れていることを示しているのである。 

以上のように、「生の意味」という観点からいえば、ヴェーバーのキリスト教宗教社会学

研究、そして延いてはヴェーバーの思想において、社会の中で生きる諸個人の価値という

問題が顕在化し、さらには価値が剥奪された生に対する彼の危機感が鮮明に表出してきた

ことを、私たちは確認できた。しかもそれは、考察対象である人間の価値にヴェーバーが

自らの価値を対峙させているからこそ見出すことのできた時代診断と、それに対する彼の

主観的な問題意識なのであった。また、それに留まらず、ヴェーバーの社会科学研究がさ

らに進展していく素地が整ったとも評価することができる。 
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本節でみてきたように、ヴェーバーのキリスト教宗教社会学研究においては、考察対象

である人間の価値とヴェーバー自身の価値が対決し、そこから彼の時代診断と主観的な問

題意識が現れてきた。しかし、宗教と社会の関係を考察する客観的な社会科学研究を第一

義とするキリスト教宗教社会学研究にあっては、前章で明らかにしたようなヴェーバーの

「価値」をそこから看取するという作業は、やや強引な解釈となる虞がある。ここで私た

ちの研究にとって導きの糸となるのは、人間の価値と生を問題とした学問的な研究とほぼ

同時期に、ヴェーバーが当時のロシア政治の情勢に強烈な関心を抱いていたという伝記的

事実である。この事実は、自身の社会科学的な方法論を確立し、学問的な探求の新たな地

平を切り拓いたヴェーバーが、そのような学問的な作業を中断してまで
．．．．．．．．．．．．．

ロシアの動向を考

察していったということを意味している。そうであるならば、学問に従事する一方で、む

しろ学問への従事を一時棚上げにしてまでヴェーバーがロシア政治に心を捕われたのは、

一体なぜだったのか。そして、現実政治を考察するヴェーバーにおいて、彼自身の「価値」

がどのように現れてきたのか。このような問いの中に、私たちが明らかにしなければなら

ないヴェーバーにとっての政治の「意味」を探るヒントが隠されている。次節でこの点を

考察していこう。 

 

 

4. 政治的価値の追求を通した主体性の形成 

まず、前節末尾で述べた、学問的研究と同時期にヴェーバーがロシア政治論に関心を寄

せていたという伝記的事実を確認しておこう。マリアンネによれば、病からの立ち直りを

見せ、知的な営為に本格的に復帰していったヴェーバーは、1905 年のロシア革命に彼の政

治的関心を激しくかき立てられ、学問的な作業を一時中断し、短期間で新聞を読解できる

ほどのロシア語を習得し、さらにはハイデルベルクに亡命していたロシア知識人たちと活

発に交流を結ぶなど、極度に高い関心を持ってロシア政治の情勢を追っていった36。 

すでに本研究でも幾度となく確認してきたように、ヴェーバーが現実政治に対して大い

に関心を持っていたことは、彼と親しい人々の証言からも、また彼の言動からも明白な事

実だと言える。そういった事実を前提として私たちは、前章で前期ヴェーバーの政治に対

する「意味」賦与を闡明した。したがって、この中期においても、彼が何かしらの重要性

を投影した形で現実政治を見つめていたという可能性は非常に高い。しかしながら疑問に

思われるのは、そもそもなぜロシアだったのだろうかということである。たしかに、この
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時期のドイツにおいてはそれほど大きな政治的変動が起こらなかった一方で、ロシアでは

革命が勃発したという現実政治的な事情があることは重要な要因だと言える。その証拠に、

中期ヴェーバーにおけるドイツ政治論は、彼が参加していた社会政策学会での講演や報告、

討論から抜粋されたものがほとんどで、やや各論的なものとなっている37。また、そこでは

この後の私たちの考察においても重要なものとなってくる官僚制に対する問題意識も表明

されてはいるものの、突き詰めた議論に発展することはなかった38。こういったドイツ政治

論に対して、キリスト教宗教社会学研究と同時期にヴェーバーが非常に大きな問題関心を

向け、むしろ学問的な営為よりも重点を置いていたのが他ならぬロシア政治論だったこと

は、私たちの興味を引かずにはいない。学問よりも、ドイツ政治論よりも、ロシア政治論

に彼が没頭した理由を、本節で探っていこう。それによって、中期ヴェーバーにとっての

政治の「意味」を闡明することが可能となるはずである。 

こういった前提の上で私たちが取り扱うべき、ヴェーバーが中期に遺したロシア論には、

1906 年の「ロシアにおける市民的民主主義の状態について」（以下、「状態」と略記）と、

同じく 1906 年の「ロシアの外見的立憲制への移行」（以下、「移行」と略記）がある。ヴェ

ーバーのロシア政治論については、まず雀部の整理を確認しておこう。雀部によれば、ロ

シア革命に直接的な端を発するロシアに対するヴェーバーの関心は、ロシアが自由な文化

を根底から築く可能性を有しているという普遍史的観点と、ロシア自由主義の解放運動へ

の共感と観察、そしてロシアの自由主義的な解放運動の成功がドイツ内政の民主化を後押

しするという期待感が、その背景に存在していたことが確認されている39。それゆえ雀部に

従えば、ロシアに対するヴェーバーの関心は、ロシアにおける自由主義のありようと、そ

れに基づいた政治行動がその要因となっていると考えられるのである40。 

では、この点を本研究に引きつけて、本節における私たちの議論の論点を提示してみよ

う。つまり、ロシアにおける自由主義とそれに基づく政治行動に対するヴェーバーの着目

は、彼の生と思想における政治にあってどのような意味を有しているのだろうかという論

点である。先述したように、新たな学問的探求の領野に踏み出したヴェーバーが、学問的

な作業を中断してまでロシア政治論に傾倒していったことを鑑みれば、学問的な問題関心

の範囲に留まらない何かしらの重要性をロシア政治の中に見出していたのかもしれず、延

いてはそこでとりわけ焦点を当てられている自由主義とそれに基づく政治行動に、彼が何

かしらの肯定的な価値判断を下している可能性が高いと言えるからである。もちろん、ロ

シアにおける自由主義と政治行動に対して、ヴェーバーがその困難さを看取していたとい
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う先行研究の指摘も無視できない。例えばデイヴィッド・ビーサムによれば、ヴェーバー

は自身のロシア政治分析の中で、自由主義的な理想の実現可能性をほとんど見出すことの

できないロシア社会において展開される、失敗を運命づけられているかのような自由獲得

運動に対してただただ驚嘆を表明し、近代社会において自由主義が抱えるジレンマを示し

ていたのである41。しかしながら、私たちの観点からすればビーサムは、後述するような、

ヴェーバーがロシア自由主義に対して表明した「全面的な共感」を過小評価しているよう

に思われる42。ヴェーバーがロシア政治において自由主義と政治行動の困難さを看取してい

るだけでなく、むしろそれらの困難さを看取しつつも
．．．．．．．．．．．．．．

、ロシアにおける自由主義とそれに

基づいた政治行動の担い手に対して共感を抱いている理由こそ、私たちが闡明していかな

ければならない点だと言えよう。 

また、ヴェーバーのロシア論に関しては、今野の理解も確認しておかなければならない。

今野によればヴェーバーは、ドイツの国民国家としての存亡に対して、地政学の側面から

見ても、そしてナショナリズムの側面から見ても、ロシアがドイツの重大な脅威となる可

能性のある存在だと見做していた43。しかし、ヴェーバーのロシアへの視線は、そのような

脅威を伴ったものとしてだけに留まることはなかった。「知性主義」を基準とする人間判定

を行うヴェーバーからすれば、専制体制下にある大半のロシア人は、評価するに値するよ

うな人間たちではない。だが、ロシアの「巨大な困難に勇敢に立ち向かうロシア自由主義

知識人たち」は、ドイツ左派とは対照的にヴェーバーにとって敬意を払ってやまない成熟

した人間であり、だからこそ、彼らの存在がドイツにとっての脅威となる可能性があるこ

とに警戒心を持っていたのである44。 

今野のテーゼや基本的な主張に対する本研究の立場はすでに提示しているので繰り返さ

ないが、ロシア自由主義者たちの成熟度に敬意を払っていたという今野の見解に対しては、

どのような理路でヴェーバーがロシア自由主義者たちの成熟度を測っていたのかという問

題を設定して、本節での考察を進めていきたい。 

さらに本研究の観点からみて非常に興味深いのは、今野の考察の構成である。今野は、

ヴェーバーのキリスト教宗教社会学とロシア政治論という同時期のテクストにおいて、と

もに人間の主体性という視座が貫かれていると捉えている45。このような今野の考察の構成

は、他の研究には見られない独自なものだと言える。それに加えて、人間の主体性という

今野の視座は、これまでも度々確認してきたように、本研究にとって重要な示唆を与えて

くれている。したがって、キリスト教宗教社会学研究とロシア政治論がほぼ同時期にヴェ
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ーバーが集中的に取り組んでいたものであったという伝記的事実の水準においてだけでな

く、本研究の考察の構成上でも両者を近づけて議論していくため、キリスト教宗教社会学

を論じた後の本節で、彼がロシア論を通して、人間の主体性、そして広くは人間の価値や

生をどのように看取していたのかという点に着目して、私たちの考察を進めていこう。 

 

1) ロシア政治における政治的価値の状況 

それでは初めに、ヴェーバーの二つのロシア政治論の概要を、彼の「価値」が投影され

ていると考えられる生の理想像に焦点を当てて確認しておこう。ただし、本研究の課題は

政治に対するヴェーバーの意味賦与がどのようなものであったのかを探ることにあるため、

ロシア政治について解説的に描写している部分とその現実認識が正確なものかどうかとい

う問題は割愛し、ロシア政治に対するヴェーバーの考察を、彼がとりわけ重視したロシア

自由主義とゼムストヴォを中心に据えてまとめていきたい。 

まず、「状態」論文について。本論文冒頭からヴェーバーは、ロシアの自由主義者たちが

愛国心を胸に抱き、専制的な支配体制下にあるロシア政治の改革という理想に燃えている

ことに全面的な共感を寄せる。彼らは反ドイツ感情を有しているが、ヴェーバーにとって

そのようなことは、彼らを支持する上で何の妨げにもならない46。ただし、ロシア自由主義

者たちの現状は厳しい。彼らは外的な権力手段を何ら手にすることができず、「社会改革を

目指すロシアの自由主義的民主主義者たちの前途は、自己犠牲に満ちた茨の道」となって

いる。そして、現在のロシアにおいては、穏健すぎるほどの立憲制を志向する自由主義者

たちに対してすら、ほとんどチャンスは与えられておらず、彼らとしてもそのチャンスを

掴んで己の運命を切り拓く余地はまったくなかった47。 

ヴェーバーによれば、ロシアの農業問題の解決を可能とするのは、地方自治体の行政活

動であり、だからこそ、その担い手であるロシア自由主義が中央集権に抗い、個人主義の

根本理念である「譲渡すべからざる人権」による大衆教育に自己の使命を見出すことが、

ロシアにとっての死活問題なのである。だがしかし、自由主義者たちの「個人主義的な」

生の諸価値の実現を目指す闘争も、外的世界の「物質的」諸条件を考慮して進めなければ

ならない。それゆえに、経済的な発展が進めば進むほど、その「個人主義的な」生の諸価

値が実現する可能性は、それだけ遠のいていってしまう。物質的利害状況の流れを見てみ

れば、「新たな隷従の檻」がすでに完成しており、あとはもう、大衆の収容を待つのみとな

っている48。 
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ヴェーバーからすれば、自分たちの時代における経済的発展の不可避的な帰結である高

度資本主義が「民主主義」の発展を促し、いわんやあらゆる意味での「自由」の領域を拡

大するなどと期待するのは、よほど楽天的な人でなければ困難である。彼自身もそのひと

りである「個人主義者」は、物質的利害状況の「流れに抗して」進んでいかなければなら

ず、これこそまさに「民主主義」制度を守ろうとする者の運命なのである。そもそも、近

代的な「自由」の成立は、まさしく一度限りの歴史的情況の産物であった49。そうした近代

の経済的精神的「革命」の余熱が残っている間に、ひとりひとりの大衆が、「譲渡しえない」

人格性と自由の領域を獲得しなければならない。生産の「無政府性」や「主観主義」とい

った「自由」の残滓があるからこそ、人は自律した個人となる可能性がある50。 

では次に、「移行」論文を概観していこう。この論文についても、ヴェーバーがロシア政

治のどのような特色に着目しているのかという点に焦点を当ててまとめていきたい。「移行」

論文は、ヴェーバーが「二重帳簿をつける政策」（„doppelten Kontos“）と呼ぶ、ある視点か

ら叙述されている。それは、債務国であるロシアが、債権国であるヨーロッパ諸国の顔色

を窺い、国内的には反動的な政策を採りつつも、対外的な配慮から一定の譲歩政策を採り、

外見的な立憲制への移行を図らなければならなかったという視点、すなわち、一方では西

欧的な理念に適合的だと見せかけるために市民的な諸権利をロシア国民に約束しつつ、他

方ではそうした諸権利を政治の実態の中で形骸化してしまうような政策である51。 

こうした視点でもってヴェーバーは、まず 10 月 17 日詔書において約束されたはずの、

市民的な自由の諸権利に目を向ける。そこでは、出版の自由、宗教の自由、言語の自由、

学問の自由、集会＝結社の自由、人身不可侵の自由といった市民的な自由が約束されてい

た。しかし、それらの自由は制度的な保障が約束されていたにもかかわらず、政治的な実

態としては厳しい規制の下に置かれた52。 

このような形で自由の抑圧を経験したロシアにおいて、1905 年 10 月 21 日に下された勅

命によって、近代化した官僚制の中央集権的支配が最終的に確立する。ツァーリによる専

制は内政の全領域における専制政治の最終的な官僚制的合理化の波に押し流され、近代的

官僚制に取って代わられる。そして、この官僚制の合理化が、官僚と「社会」との不断の

戦争状態を引き起こすのである53。その上で、ロシアにおいては政府の官僚制的支配によっ

て、立憲主義が甚だしく不誠実な外見的立憲制として戯画的に法典化され、階級別に選挙

人を選出する選挙法はさも選挙権が拡大したかのように見せかけられて、選挙戦の実態は

政府側に有利で都合の良いような状況下で行われた。しかし、この選挙の結果は意外にも、
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立憲民主党の勝利に終わる。体制の狂気の限りをつくした無類の抑圧が、逆説的にも、階

級的な利害対立を完全に沈黙させ、自ら政治的に決断できるすべての投票者を、専制に対

する抗議のために民主主義の旗の下に結集せしめていたのであった54。そして最後は、選挙

後の各政党や政府の動向、ロシアの現在の状況と今後の展望を述べた上で、ロシアの真の

立憲国家化に対する見通しと静かな警鐘をもってして、本論文は締め括られている55。 

 

2) ロシア政治に見取った主体性の形成 

「状態」論文と「移行」論文は、それぞれ別個の視点から論じられている。「状態」論文

では、ロシアにおいて自由主義者たちの解放を求める政治運動がどのような運命を辿るの

かという点に力点が置かれている。それに対して「移行」論文では、ロシア政府の立法・

政策過程といういわば体制側の政治過程が考察されている。ここで私たちが着目すべきは、

ロシア政治というひとつの対象を、ヴェーバーが二つの異なる視点に基づいて論じている

ことである。まず重要なこととして、これが考察対象に対する彼の複眼的な思考の産物で

あることが指摘できる。しかし、ヴェーバーの価値や政治への意味賦与を明らかにしよう

とする本研究からみてそれ以上に重要なのは、彼の「熱気」と「冷静さ」である。なぜな

ら、そこに彼の主観的判断が込められているからに他ならない。「状態」論文においては、

ロシア自由主義者たちへの尊敬と共感の念が溢れんばかりに吐露されており、彼らの政治

的な行為に対するヴェーバーの論調は、熱を帯びたものになっていると言ってよい。その

一方で、「移行」論文においては、政府がロシアにおける「自由」という政治的な価値を喪

失していくプロセスに対して、ヴェーバーの冷徹で批判的な視線が注がれている。ここに

は、ある種の諦念と失望が入り混じっている。こうしたロシア政治を見つめるヴェーバー

の二重のトーンを考慮に入れた上で、私たちの考察を進めていこう。 

ヴェーバーのロシア政治論に見られる重要な特徴としてひとつめに挙げられるのが、ロ

シア自由主義とその担い手である自由主義者たちに対する敬意である。自由主義（者）に

対する眼差しが「状態」論文の序論部分に記され、これが彼のロシア政治論の出発点とな

っている点は注目に値する。ヴェーバーは、ロシア自由主義者の憲法草案が卓越して優れ

た理想主義的なロシア愛国主義の一定の政治的思考様式の現れであり、自分は彼らに全面

的な共感を寄せると述べている。さらにヴェーバーは、ドイツ人がフランクフルト議会に

対するのと同様に、ロシア人が輝かしいゼムストヴォ自由主義運動を誇りに思ってもよい

と、ロシア自由主義運動を高く評価し、敬意を払っている。そして、こうした敬意は、ロ
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シアにおける自由主義運動推進の原動力となった自治組織ゼムストヴォに対しても向けら

れている。 

 

ロシアにおいては、「体系的なもの」や普遍的な理論の価値が信じられており、〔…〕

国民教育の根本的な意義についての確信は、両国〔ロシアとアメリカ〕の地方自治にお

いて同様に強力ではあるが、そういった「理想的な」目的のためには経済的な犠牲をも

厭わないという、たいていのゼムストヴォという集団における理想主義は、最高の尊敬

に値するものであり、1847 年に我らの東プロイセン身分代表が見せたふるまいにまった

くもって匹敵する56。 

 

ヴェーバーが手放しの称賛を与えたロシア自由主義との関連でいえば、ゼムストヴォは

そのようなロシア自由主義運動を援助・後押しする存在なのであった。しかし、なぜヴェ

ーバーは、ロシア自由主義（者）やゼムストヴォに対して、これほどまでに破格の賛辞を

送っていたのだろうか。ロシア自由主義（者）やゼムストヴォのどのような点が、彼の評

価基準に呼応したのだろうか。この問いに答える上でのヒントとなるのは、ゼムストヴォ

が、ヴェーバーの称揚するドイツ統一に大きな貢献を果たした世代の東プロイセンの身分

代表、すなわちプロイセン・ユンカーたちと同等の評価を与えられていることである。前

章で述べたように、彼はそうしたユンカーたちに対し、彼らが所属する共同体に対する参

与・寄与によって自分自身の主体性を形成すること――ヴェーバーにとっての「価値」の

理想――を達成したとして、惜しみない称賛を送っていた。このようなユンカーに対する

ヴェーバーの称賛を鑑みれば、ユンカーの見せたふるまいに「まったくもって匹敵する」
．．．．．．．．．．．．．

と称された
．．．．．

ゼムストヴォにおける理想主義は、彼の「価値」に基づいて高く評価されてい

ると言ってよいだろう。 

さらにいえば、ヴェーバーがロシア政治を考察した論考においても、「檻」（das Gehäuse）

という比喩を登場させていることは見逃せない。この表現は、「倫理と〈精神〉」論文にお

いて、人間の生を圧する資本主義経済の秩序を指すものとして用いられていた。そうした

「檻」はこのロシア論において、個人の有する生の諸価値の実現を不可能たらしめる近代

的な高度資本主義経済下の物質的な利害状況を表すものとして、さらに明確な輪郭を与え

られている。ヴェーバーは、キリスト教宗教社会学においてもロシア政治論においても、

人間の生や生の諸価値に逃れることのできないほどの抑圧を与える「檻」の存在を剔抉し
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ていたのであった。ロシア自由主義者が闘っているのは、まさにこうした「檻」の中なの

である。彼らは資本主義経済の不可避的な流れに抗して「自由」を持続的に確保するため

の闘争に身を委ねているがゆえに、ヴェーバーから称揚されていると言えよう。 

この「檻」という点とも密接に関係しているヴェーバーのロシア論に見られるもうひと

つの重要な特徴は、ロシアの官僚制化が進展していることに対する冷徹犀利な考察である。

ヴェーバーによれば、1905 年 10 月 21 日の勅令によって、ロシア政治の「専制」的な外観

は消え去り、内政の全領域において近代化された官僚制の中央集権的支配の確立が果たさ

れ、官僚と社会との対立が激化していった57。とりわけこの「移行」論文でヴェーバーは、

ロシアにおいて、市民的な自由の諸権利が近代的な官僚制によって形骸化される過程を描

き出している。もう一度繰り返していえば、ヴェーバーは、ロシアの自由主義に対して破

格なまでの賛辞を送っていた。そのような破格な賛辞を送るほど期待に満ちた眼でロシア

を見つめていたからこそ、ヴェーバーはそこで自由と自由主義が弄ばれている状況を看過

することはできなかった。 

これまでのヴェーバー研究においても、ヴェーバーの抱く官僚制に対する危機意識は確

認されてきた。例えば、モムゼンによれば、「マックス・ヴェーバーは、近代資本主義の盲

目的な擁護者ではなかった。彼は近代産業資本主義の社会的な諸影響を精緻に考察し、そ

の非人間的な諸側面を見過ごすことはなかった58」。本研究では、この官僚制の非人間的側

面という点を、「生の意味」をめぐる彼の考想との関連で掘り下げて考察していこう59。先

述したように、この時期のヴェーバーは、官僚制的な機械化が社会においてどうしようも

なく進行し、人間が外面的にこの機械の歯車となるだけではなく、内面的にまで機械の歯

車としての自己意識を持ち始め、ついには「自分はこの小さな歯車から、少しは大きな歯

車になることができるのだろうか」と自問するに至ると喝破している。そしてさらに、官

僚制的な意識が蔓延する政治の領野において、わずかながらに残された人間性を守るため

には、何が「官僚制的な生の理想」に抗しうるのかという問題意識を有していた60。つまり

ヴェーバーは、資本主義と同様に、官僚制という「檻」が人間の「生の意味」を骨抜きに

していることを指摘している。「檻」はその中で生きる人々の生活態度や生活様式だけでな

く、人間の生に侵食し、生そのものを圧迫していることを、ヴェーバーは洞察していたの

である61。 

学会講演だったために発展することのなかったこの官僚制についての議論が中心的に述

べられていた舞台こそ、ロシア政治における官僚制の完成をめぐるヴェーバーの論述なの
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である。そして非常に興味深いことに、一見したところでは、彼はロシアの官僚制を完全

な抑圧の体制だとは見做していない。 

 

ただ
．．

「市民」層の個々人が持つ行動の自由という観点だけ
．．

からみれば、専制の「体制」

それ自体がもたらしたいかなる障害であっても、――ルロワ・ボリューの言葉を借りる

と――いかに汚れた運河であっても、恐るべき官僚制的合理主義の網から抜け出すこと

が可能となっているがゆえに、臣民の人間としての尊厳を護るに適したものとなりえた。

換言すれば、最も深く憎まれた役人たちは、この「体制」を生み出した「規制」を「神

聖なもの」だと真面目に信じるような「融通の利かない」ドイツ人では決してなく、ま

たプレーヴェのような大物の、賄賂の利かない中央集権主義的な合理主義者でもなかっ

た。かつての家父長的な専制政治は、実際にはできる限りわずかに「統治する」だけの、

だらだらした惰性の体制としてのみ、総じて純技術的に機能しえたのであった62。 

 

ロシアの官僚制的支配において、個人の行動という観点からみた場合は、むしろ自由は

保障されていたと考えられている。ドイツのように官僚制による「規制」が「神聖なもの」

だと捉えられ、その遵守が「倫理的に」強制されるような「支配」体制に対する皮肉を交

えながら、ロシアの官僚制はそういった倫理的な強制ではなく、国家の警察権力によるあ

からさまな暴力という形をとっているにすぎないため、かえって賄賂などの「抜け道」が

存在し、そうした「抜け道」を通ること（いわば、支配の側が「目を瞑る」こと）で市民

の自由な行動が許容されていたと、ヴェーバーは指摘しているのである。 

このような考察をみると、あたかもヴェーバーがロシア官僚制の市民的自由に対する寛

容さを見出しているように考えられるかもしれない。しかし、ヴェーバーはそのような単

純な論法を用いてはいない。先ほどの引用文の冒頭部分に着目しよう。ここでは、「ただ
．．

『市

民』層の個々人が持つ行動の自由という観点だけ
．．

からみれば」と、強調を付してまで限定

がなされている。不正な手段を用いて狡猾に官僚制的合理主義の網の目を掻い潜って自由

に行動することはできるが、「自由」という思想それ自体が生命力をもって存在することは、

ロシアの官僚制においては許されない。「移行」論文第 2 章で述べられているように、10 月

17 日詔書では、市民的自由の諸権利が約束されてはいた。法的・制度的には認められてい

た。だがしかし、「自由」という思想がまさしく思想として現実社会においてロシア市民の
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

中に根
．．．

づ
．
くこと
．．．

は、体制側によって徹底的に阻止されていたのである。 
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もっとも、ここでヴェーバーが思想としての「自由」の不在に敏感なのは、彼が自由主

義の信奉者だからという理由だけに留まらない。この点については、ロシアの自由主義者

たちが「自由」を彼らの政治的な価値として掲げ、そうした価値を目標とするためには自

分たちの経済的な利益を犠牲にすることも厭わない姿勢を貫いていたことが関係している。

私たちは、ヴェーバーがロシア自由主義者たちを称揚する際、彼らの理想主義に対してヴ

ェーバーが自らの共感を寄せていることを見逃してはならない。彼の観点からすれば、自

由主義者たちは、ロシアにおける非常に困難な状況下にあっても、自らの政治的価値であ

る「自由」の実現を求めて情熱的に闘った。そして、ヴェーバーが強調したのは、彼らが

追求した「自由」それ自体に加え、自由主義者たちが自らの
．．．．．．．．．．．

価値
．．

を追求したこと
．．．．．．．

であった。

ヴェーバーがロシア自由主義者を評価する際の基準は、彼らが自由を信奉する者たちだか

らというだけではなく、専制支配が蔓延するロシアの体制の中で「自由」を達成すること

が彼らの祖国ロシアにとっては必要であるという彼ら自身の価値を掲げ、それに邁進した

ことであった。「自由主義者ヴェーバー」がたんに自身と同様に自由主義を奉じているとい

う理由で「ロシア自由主義者」を称賛しているのではなく、ロシア自由主義者が自身の属
．．．．

する
．．

共同体の中で必要とされる自由という価値を追求し
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、そのために闘って
．．．．．．．．

いること
．．．．

が重

要なのである。その姿にこそ、ヴェーバーは共感と称賛を表明するのである63。後の 1909

年に『ロシア報知』に掲載された彼の声明においては、ドイツとロシアの政治的な利害関

係が問題となる場合においてさえも、自分はロシア自由主義にシンパシーを寄せると、ヴ

ェーバーは声高に述べている。「私たちだけに共通する高い文化的な使命という点を考慮す

るだけでなく、ドイツの利害という直接的な課題を鑑みても、私のあらゆる共感は長い間、

ロシア自由主義運動
．．．．．．．．．

の側にあります64。」 

ロシア自由主義に対してこのような共感と称賛を生み出すヴェーバーの「価値」は、当

時のロシアにおいて自由主義と同様に反体制勢力となっていたナロードニキに対する彼の

評価との相違を検討することによって、その内実がより鮮やかなものとなる。ヴェーバー

はナロードニキに対して、次のような懐疑的な評価を下している。すなわち、社会革命勢

力としてのナロードニキは農村共同体の利害関心に固執しているにすぎないと、彼は判断

しているのである65。しかし、ここまで私たちが指摘してきたようなヴェーバーの「価値」

に引きつけてみれば、一見するとこのナロードニキは、自分たちの属する共同体に献身し

ているものであるように思われる。それにもかかわらず
．．．．．．．．．

、彼はあくまでもナロードニキの

存在を政治勢力として確認するに留め、およそ困難な状況にある自由主義（者）に共感を
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込めるという形で彼らに肩入れしてロシア政治を論じている。その理由は、ナロードニキ

が自身の属する農業共同体の利害関心に固執し、「昔ながらの農民の共産主義の著しい強化」

と「生活チャンスの『倫理的』平等化を目指す」ことによって、「西欧的な個人主義文化の

発展」の停滞を招いているからに他ならない66。換言すれば、ナロードニキがその政治活動

を通して追求しているものは、共同体と同一化した狭い意味で「自分自身の利益」の延長

上にあるものでしかなく、仮にナロードニキの主張する農業改革が成功したとしても、そ

れはロシア政治の困難な現状を内側から変革していくものではないのである67。 

こういったナロードニキとは反対に、ヴェーバーは、自由主義（者）の中にこそ「個人

主義」を看取する。もちろん、ここで言われている「個人主義」においては、共同体と切

り離された個人が想定されているわけではないことに注意が必要である。ヴェーバーがロ

シア論においてカギ括弧つきで指し示す「個人主義」とは、ロシアの中央集権主義に反対

して「譲り渡すべからざる人権」という西欧的な個人主義の根本理念を備え、それをロシ

ア大衆に滲透させようとする政治的な価値を意味している68。この「個人主義」においては、

むしろ共同体の中で生きる個人が前提とされており、「個人主義者」は「物質的利害状況の

『流れに抗して』」道を進んでいくのである69。したがって私たちの観点からいえば、この

ロシア自由主義を、ヴェーバーは自身の「価値」を基準にして高く評価していると言える。

つまり、自由主義者たちは、彼らの属するロシアという政治共同体のために
．．．．

、そこで獲得
．．．．．

されるべき「自由」という価値を自己犠牲も厭わずに希求するような政治主体
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

として、中

期ヴェーバーにおける「価値」の理想像と見做されているのである。 

こうしたヴェーバーの「価値」とその理想像としてのロシア自由主義者は、人間本性を

政治的なものであると想定し、市民が祖国の公共善・共通善に奉仕することによって卓越

した人間性を獲得することを目指す、政治的（市民的）人文主義
シ ヴ ィ ッ ク ・ ヒ ュ ー マ ニ ズ ム

（civic humanism）ないし

古典的共和主義（classical republicanism）と、思想的にかなり接近しているものと見てよい70。

しかしながら、この政治思想の背景（アリストテレス時代のギリシア、マキァヴェリ時代

のフィレンツェ、17-18 世紀のイングランドとアメリカ）とは大きく異なる社会・時代状況

において、市民＝政治主体による祖国＝共同体の公共善への献身という営為を看取したと

ころに、ヴェーバーの独自性がある。すなわち、発達した資本主義経済と高度に官僚制化
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

した政治制度という人間の生を抑圧するような外的な枠組みの存立した個別歴史的な社
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

会
．
・時代状況

．．．．
、換言すれば政治に価値を見出すことが困難な社会

．．．．．．．．．．．．．．．．．
・時代状況

．．．．
の中で
．．．

、それ
．．

にもかかわらず
．．．．．．．

、そういった抑圧的な枠組みに抗して
．．．．．．．．．．．．．．．．

その社会で必要とされる価値を追求
．．．．．．．．．．．．．．．．
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する政治行為を見出したこと
．．．．．．．．．．．．．

、政
．
治に価値を見出した
．．．．．．．．．

こと
．．

。この点で、中期ヴェーバーの

政治思想は、独自の光彩を放っている。ただし、共和主義の政治思想に対する中期ヴェー

バーの政治思想の独自性は、内容的に類似した思想が異なる背景から生み出されていると

いう、いわば外在的な差異に留まっており、内在的な差異が明確に示されるようになるの

は、後期の思想展開を通してである。したがって、その内在的な差異についての考察は、

後期ヴェーバーを取り扱う本研究第 3 章に譲ることとしたい。 

それでは、ヴェーバーのロシア政治論をもう一度振り返ってみよう。ロシアの政治体制、

いわば政治の「外枠」の勢力が強くなり、政治の領域における価値である「自由」が形骸

化されていく過程を、ヴェーバーはロシアに看取する。しかし彼は、それを理由にロシア

を見限ることはなかった。ヴェーバーはむしろ、そのようなロシアの中にこそ、希望の光

を見つけ出す。ロシア自由主義から発せられたその光をしっかりと捉え、決して手放すこ

とはなかった。 

 

ロシアにおけるほど困難な状況の下でなされた自由のための闘争は他にどこにもなく、

これほどまでに夥しい人間が殉難を顧みない覚悟を持って参加した闘争もない。自分の

父の世代が示した理想主義の残滓を我がもののように感じるドイツ人は、この殉難の精

神に対して深く共感するに違いないと、私には思われるのである71。 

 

ロシアにおける「新たな隷従の檻」と官僚制の完成、そして「自由」の抑圧という現状

認識が冷徹犀利な眼でもって考察されている一方で、それでもヴェーバーは、困難な状況

下にあっても政治的価値である「自由」を情熱的に追求する、ロシア自由主義の理想に対

するシンパシーを抑えることはない。政治的価値が存在しないロシア政治の現実に対して、

――それにもかかわらず――政治的な理想を自己犠牲も厭わずに達成しようとするロシア

自由主義者への視線を通して、ヴェーバーは政治において人間の主体性が復権する可能性

を確信していた。中期ヴェーバーは、価値という人間の内面を見つめる視座から、人間の

主体性を基礎づけるものとして、政治に意味を賦与していたのであった。 

 

 

5 結 

本章において、社会における価値に対する視線と政治に対する意味賦与という点を中心
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に中期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治を考察した。さらに、彼の生と

実存から、政治思想を汲み取った。その結論と中期ヴェーバーの姿が、彼の生涯にわたる

生や思想においてどのような意味を有しているのかを、ここに記しておこう。また、中期

ヴェーバーの政治思想が西洋政治思想史においてどのような意義を有するのかという点に

ついても、本研究の見解を提示しておきたい。 

深刻な精神の病を辛うじて克服し、学問的営為に復帰した中期において、ヴェーバーの

「創造の新たな局面」は、より人間の精神や内面に対する視座を伴った拡がりを見せる。

彼の社会科学方法論は、個人の有する価値に対する着目を基軸にしたものとして構築され、

そこでは、個人の価値を前提として批判し合うことでしか生産的な結果を得ることはでき

ないとされた。そしてこのような方法論は、客観的な考察の方法に限定されるものではな

く、ヴェーバー自身の「物の見方」・「考え方」と言いうるものであり、そうであるがゆえ

に、彼が研究する対象と彼自身の価値が対峙する可能性をもたらした。 

そうした方法でもってして、ヴェーバーの宗教社会学研究とロシア政治論は展開され、

価値の存在が確信されていたからこそ、社会科学的な視座を伴った考察を通した場合、対

象におけるそうした価値の不在と、さらにはそのような状況を確認するに留まらず、それ

によって「形だけの生」が生み出されていく様が、彼の眼前に現れることとなった。これ

こそ、「生の意味」という問題意識を有していたヴェーバーがキリスト教宗教社会学研究を

通して看取した、近代社会に対する洞察の端緒だと言える。中期ヴェーバーは、自身の学

問的営為を通して、個人の価値が存在しえず、社会において人間の生が形骸化されていく

過程を剔抉した。自分自身の価値に立脚した「物の見方」・「考え方」から研究対象を考察

するがゆえに、価値の不在こそが人間の生にとって重大な問題であるということを、ヴェ

ーバーは認識するようになっていった。それによって彼は、いわば人間の生という実存的

な問題との知的な格闘という地平に歩みを進めていくことになる。 

また、こういった社会科学的な手法が採用されていたからこそ、政治の領域における官

僚制の問題を論じる上でも、ヴェーバーの考察は価値への視座に貫かれていく。ヴェーバ

ーからすれば、官僚制が批判されるべき最も重大な理由は、その官僚制的な体制の中で生

きる人間から価値が骨抜きにされていることであった。この意味で、彼の近代批判と現実

政治論は、パラレルな関係にあったと言える。ただし、ヴェーバーの不屈の精神は、価値

の不在を慨嘆するに留まらない。そのような官僚制化した社会に対して、彼は昂然と立ち

向かう。そのようなヴェーバーの態度を理解する上で鍵となるのは、彼自身の「価値」で
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ある。ヴェーバーは自らのロシア現実政治分析を通して、官僚制が進展するロシア政治の

中で、そういった官僚制化の趨勢に抗するロシア自由主義者の姿を看取し、さらには自分

自身の「価値」に立脚して彼らに共感を寄せた。価値を骨抜きにしようとするロシア官僚

制の中にあっても、自分たちの価値を見失わず、むしろそれを敢然と主張して現実的な政

治行動を行うロシア自由主義者たちは、たんにヴェーバーを勇気づけていただけではない。

彼自身の「価値」が投影された生の理想像として描き出されることで、身をもってヴェー

バーを奮い立たせていたのである。ロシア自由主義者たちの姿が、困難な状況にある自身

の属する政治共同体ロシアを志向し、そこで必要とされる価値である自由を追求するとい

う、自己犠牲も厭わない政治行動を起こすことで主体性を形成しているようヴェーバーに

映じたことは、ロシア自由主義者たちに彼の「価値」が共鳴していたという事実を物語っ

ている。ロシア政治についての考察を通して、ヴェーバーは政治による人間の主体性の形

成という希望を見出していたのであった。 

この中期をヴェーバーの人生における生と思想に引きつけてみれば、前期においてはあ

くまでも自分自身の価値が問題の中心であったにすぎなかったのが、社会における価値の

存在にまで視野が拡げられ、それゆえにその喪失に対する危機意識が明確になってきた時

期だと言うことができる。つまり、前期においては彼自身のキリスト教的な信仰に依拠し

た形で人間の生や生の意味づけが語られていたにすぎなかったのに対して、中期において

は広く社会一般への視座を会得したからこそ、ヴェーバーはそこで生きる人々自身の生や

生の意味を問題にすることができるようになった。そしてそうであるがゆえに、彼の社会

科学的な考察は、人々の生の意味が喪失していく危険性さえも剔抉しえたのである。こう

いった「生の意味」という問題意識は、後期ヴェーバー思想においてとりわけ重要なもの

として先鋭化されていく。 

さらには、ヴェーバーが政治を語る上でも、前期で見られた政治と経済との相剋という

視点以上に、官僚制化のいきすぎた進展という問題が、政治の論理それ自体の中に胚胎し

ているという、いわば政治の力学に対する透徹した洞察が、中期において深化しているこ

とが明らかとなった。しかしながら、中期ヴェーバーは、価値が喪失していく過程だけで

なく、失われる危機にある価値を、政治の領域において高らかに掲げる政治的な主体と出

会うことができた。ただし、ヴェーバーの「価値」に照らしてみれば、ロシア自由主義者

は政治共同体を志向することによって政治的な主体性を形成している存在だと見做されて

いるとは言えるが、こういったロシア自由主義者に対する中期ヴェーバーの眼差しの中で、
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そのような主体性が形成されていくプロセス
．．．．．．．．．．．．．．．

に意識が向けられているとまでは言い難い。

というのも、ヴェーバーは、ロシア政治の中ですでに「自由」を求めて政治活動を行って

いるロシア自由主義者たちの中に主体性を看取してはいるものの、彼らにおいて主体性が
．．．．

立ち現われてくる原理
．．．．．．．．．．

を明示してはいないからである。人間の生の中でどのように主体性

が形成されていくのかという問題がより直截的に前景化していくのは、政治的成熟という

課題が主題的に論じられる後期の政治思想においてである。この後期においてヴェーバー

は、第一次世界大戦という未曾有の事態に直面するドイツにおいて、政治に携わることに

よる人間の主体性の形成を希求していく。しかもそれは、政治的な行為者が自身の政治的

な行為が及ぼす政治的な結果と、それに留まらない行為者自身の責任の意識をも考慮する

という、共同的な生の局面にまで拡大して考想されるに至る。さらにいえば、「生の意味」

というヴェーバーの問題意識が彼にとっての政治とどのように結びつけられているのかと

いう点も、近代に対する時代診断がより中心的に考察される後期思想の展開を待たなけれ

ばならない。そこでは、人間の生の意味という存在そのものが自明視しえなくなる中で、

政治を通した人間の主体性の形成へと考察が深められていくことになる。中期ヴェーバー

は、彼の政治思想にとっても、「創造の新たな局面」なのであった。 

このような中期ヴェーバーの政治思想は、西洋政治思想の歴史からみれば、アリストテ

レスのゾーン・ポリティコン（ポリス的動物）概念を再生させ、人間の政治的本性を前提

に置き、人間は市民として政治に参加し、祖国の公共善に奉仕することを通して人間とし

ての卓越性を獲得しうると考える、一種の政治的（市民的）人文主義
シ ヴ ィ ッ ク ・ ヒ ュ ー マ ニ ズ ム

ないし共和主義に数

えられうる。この政治思想に対するヴェーバーの独自性は、政治に価値を見出すことが困

難な社会的・時代的背景において、それにもかかわらず
．．．．．．．．．

政治に価値を見出す政治思想を考

想したことにある。ただし、こういった外在的な差異に留まらないヴェーバーの政治思想

の特質は、戦争という極限状態に置かれた祖国ドイツが政治的な苦境に直面する中で、ヴ

ェーバー自身が身をもって、彼の実存を賭して、その思想的な実現可能性を提示していく

ことになるであろう。 

 

 

                                                   

註 

 
1
 Lebensbild, Kap. 8-12（『ウェーバー』、第 8 章―第 12 章。）. 

2
 Ebenda, Kap. 10（同上、第 10 章。）. ここで提示した、本研究でとりわけ重要だと考えら
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れる三つの転換点について、マリアンネに従って詳述しておこう。社会科学的な方法論

の確立というのは、ヴェーバーが社会科学における認識と価値判断を峻別しつつも、そ

れらを研究者が自身の内面で同居させて研究を行わなければならないという要請と、そ

こで必要とされる分析手段としての「理念型」（»Idealtypen«）の必要性を提示したこと

（Ebenda, S. 346-371（同上、242-258 頁。）.）。宗教社会学研究の本格的な着手というのは、

近代の西洋人の特徴を明らかにすることと、その成長の歩みや文化を認識することに寄

与するような学問的営為の開始（Ebenda, S. 378-391（同上、262-270 頁。）.）。そして現実

政治における視野の拡大というのは、1905 年に始まった最初のロシア革命に対する政治

的な関心と「ドイツの発展に対するロシアで起こった出来事の蓋然的な影響」というい

わば思想的な関心（Ebenda, S. 373-375（同上、259-260 頁。）.）。これら三点に着目して、

本論で中期ヴェーバーを論じていきたい。 
3
 この点に関しては、折原浩『ヴェーバー『経済と社会』の再構成――トルソの頭』（東京

大学出版会、1996 年）。をも参照。 
4
 折原浩『マックス・ヴェーバーにとって社会学とは何か――歴史研究への基礎的予備学』

（勁草書房、2007 年）。 
5
 先述したように、中期ヴェーバーは彼自身の社会科学方法論の確立や宗教社会学研究の着

手などもあり、先行研究においても言及されることが非常に多くなる時期でもある。そ

れゆえ、中期ヴェーバーを論じる先行研究というカテゴリーを当て嵌めようとすれば、

該当するものは枚挙に暇がない。ただし、ヴェーバーにとっての政治の重要性がどのよ

うに変化したのか、あるいは一貫していたのかというテーマを掲げる本研究においては、

本論で詳述していくように、歴史研究・政治研究という立場から中期ヴェーバーを論じ

ているモムゼンと今野の研究を集中的に参照する必要がある。そのため、本論では割愛

せざるをえなかった先行研究整理として、近年ドイツでなされている研究に限定してこ

こで列挙しておこう。Fitzi, a. a. O., 2004. Egger, a. a. O.. Hans-Peter Müller, Max Weber: Eine 

Einführung in sein Werk, Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2007. Bayer/Mordt, a. a. O.. Fitzi, a. 

a. O., 2008. Kaesler, a. a. O., 2011. Kruse/Barrelmeyer, a. a. O., 2012. 

これらの研究は私たちの観点からすれば、ヴェーバーにとっての政治を、政治社会学

や国家社会学という社会学・社会科学的な政治観の側面に収斂させて理解している。本

研究ではヴェーバーが政治に対して与えた実存的重要性を闡明することがテーマである

ため、こういった先行研究はここで確認しておくに留めておきたい。 
6
 Mommsen, a. a. O., 1974a, S. 97-146（邦訳前掲書、182-264 頁。）. また、モムゼンは、ヴェ

ーバーの官僚制論をマルクスの理論と比較して論じてもいる。この点については、
Mommsen Wolfgang J., The Age of BUREAUCRACY, Perspectives on the Political Sociology of 

Max Weber, New York: Haper & Row, Publishers, Inc., 1974c, Chap. 3（ヴォルフガング・J・モ

ムゼン（得永新太郎訳）『官僚制の時代――マックス・ヴェーバーの政治社会学――』（未

來社、1984 年）、第 3 章。）.をも参照。 
7
 本論では本研究に引きつけて、官僚制に対するヴェーバーの対抗についてのモムゼンの理

解を中期ヴェーバーに限って論じたため、ヴェーバー思想における官僚制に対する抵抗
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

についてのモムゼンの理解を捨象せざるをえなかった。この点についてここで詳述して

おこう。 

モムゼンによれば、人間の生を取り囲む形式合理的・官僚制的な状況に対する部分的

なカリスマ的「突破」の可能性、すなわちカリスマ的支配者が影響力を持つ権力の座に

就くことのできるような社会的・政治的諸構造をヴェーバーは期待していた（Mommsen, 

Ibid., Chap. 4（同上、第 4 章。）.）。換言すればモムゼンは、人間の生を抑圧する形式合理

性や官僚制に対して提示されたヴェーバーの対抗策を、純粋なカリスマ的資質の持ち主

である政治家を権力の座に就かしめることを目的とする議会民主主義の主張とつなげて

理解しているのである。それゆえ、本研究の観点からすればモムゼンの解釈は、官僚制
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に対する対抗策の中でヴェーバーが考想した人間の生をめぐる問題を欠落させてしまっ

ている。つまり、不可避的に進展する官僚制に対するヴェーバーの抵抗の意志を、彼の

社会学・社会科学的な分析モデルであるカリスマ概念に還元させることによってモムゼ

ンは、「生の意味」をめぐるヴェーバーの問題意識を等閑視していると言えよう。 

もっとも、このようなモムゼンの理解は、自然法的な（「価値合理的な」）民主主義に

立脚してヴェーバーの「目的合理的な」民主主義と批判的に格闘することを試みるモム

ゼン自身の研究スタンスによって方向づけられていることは注記しておきたい。なお、

モムゼン自身の研究スタンスについては、野口雅弘『闘争と文化――マックス・ウェー

バーの文化社会学と政治理論』（みすず書房、2006 年）、第 7 章第 2 節をも参照。 

ちなみに雀部は、モムゼンの立脚する政治思想史的・政治学的基本視点が、自然法的

な民主主義、社会契約説的国家観、議会至上主義的観点という「自然法的民主主義の三

位一体的観点」であって、そういった観点からは、ヴェーバーの立脚している、国家第

一、国家の統治可能性の重視、当該の国の歴史的地政学的諸条件の冷静な考量という「公

共善論の三位一体的観点」を正確に捉えることはできないと批判している（雀部前掲書、

2007 年、30 頁。）。 
8
 モムゼンの研究からも分かるように、中期ヴェーバーの思想においては、官僚制に対する

問題意識が非常に重要なものとして現れてくる。本章註 5 で挙げた近年のドイツにおけ

る研究動向でも、この点は確認されている。Fitzi, a. a. O., 2004, S. 253, 259. Egger, a. a. O., S. 

246-322. Müller, a. a. O., S. 136-156. Bayer/Mordt, a. a. O., S. 139-166. Fitzi, a. a. O., 2008, S. 

133-142. Kaesler, a. a. O., S. 113-121. Kruse/Barrelmeyer, a. a. O., 28f.. 

ただしこれらの研究は、ヴェーバーの官僚制論を、大衆社会に対する彼の考察との関

連に引きつけて論じる傾向が強い。しかし、そのような理解では、「生の意味」というヴ

ェーバーの問題意識に着目する本研究が重視する、ヴェーバー自身が対峙した人間の生
．．．．．．．．．．．．．．．．

の問題としての官僚制に対する危機意識
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という点が等閑視されてしまう。ヴェーバーの

生と思想における政治の重要性に迫ろうという本研究の課題からすれば、この点こそ主

題としなければならない。 
9
 今野前掲書、2007 年、121-216 頁。なお、今野の「知性主義の逆説」テーゼを中心とした

ヴェーバー政治思想研究ついては、今野自身の研究と本研究序論註 41 を参照されたい。 
10

 Fitzi, a. a. O., 2004, S. 45-51. 
11

 「理念型」が考察する者の価値に基づいて構成されているという点については、次のよ

うな荒川敏彦の説明をも参照。「〔「理念型」は〕現実の個性的特性を把握する発見的手段、

因果帰属の仮説構成のための認識手段、叙述のための表現手段、としての価値をもつ。

また、どの側面を抽出するかは研究者自らの価値観点から何を意義深いとみなすかに依

存するため、理念型は現実との絶え間ない緊張のなかで、不断に再構成を繰り返すこと

になる。」（猪口孝・大澤真幸・岡沢憲芙・山本吉宣・スティーブン・R・リード編『政治

学事典』（弘文堂、2004 年）1131-1132 頁。） 
12

 Max Weber, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: 

GAzWL, S. 154（マックス・ヴェーバー（富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳）『社会科学

と社会政策にかかわる認識の「客観性」』（岩波書店、1998 年）（以下『客観性』）、41 頁。）. 
13

 こうした発想は、1917 年 11 月 7 日にミュンヘンで行われた講演「職業としての学問」で

「神々の闘争」と呼ばれた、近代における価値のありかたをヴェーバーなりの言葉で表

現したものの原型だと言える。中期における社会科学方法論の確立が後期における近代

認識の一助となったことを、ここで指摘しておきたい。 

ちなみに、ジャン＝マリー・ヴァンサンは、ヴェーバーのいう「神々の闘争」とは、

文化人がその中に囚われた「価値の多神教」であると理解している（Jean-Marie Vincent, 

Max Weber. ou la démocratie inachevée, Paris: Le Félin Poche, 2009, p. 39）。しかし、ヴェーバ

ーの価値に対する視座をこのような抑圧的なニュアンスで捉えることは妥当ではない。
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筆者の見たところでは、ヴァンサンはマルクス主義的な認識方法に立脚してヴェーバー

を分析しているがゆえにそういった理解となっているようだが、ヴァンサン自身はその

ような自身の価値判断の立脚点を十分に意識し、開示してはいない（Ibid, p. 38）。仮にヴ

ェーバーが価値をめぐる自身の社会科学方法論に基づいて反批判を行うとすれば、それ

はまさしく、ヴァンサンのような研究態度や批判の姿勢そのものに対してであろう。 
14

 Max Weber, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, in: 

GAzWL, S. 157（『客観性』、47 頁。）. 
15

 Ebenda, S. 157f.（同上、46-47 頁。）. 
16

 牧野雅彦『歴史主義の再建――ウェーバーにおける歴史と社会科学――』（日本評論社、

2003 年）、第 5 章、とりわけ 140-141、152 頁。 
17

 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie, in: MWGI/10, S. 128（「ロシアにおける市

民的民主主義の状態について」（マックス・ウェーバー（雀部幸隆・小島定訳）『ロシア

革命論Ⅰ』（名古屋大学出版会、1997 年）（以下『ロシア革命論Ⅰ』）、25 頁。）. 
18

 Müller, a. a. O., S. 35f.. 
19

 Ebenda, S. 103. ちなみにミュラーは、以下の五点がヴェーバーの時代診断に現れている

がゆえに、それをペシミスティックなものと判断している。①職業労働に従事しなけれ

ばならないと強迫されている労働社会・職業社会、②財を増やすことに奉仕する中での

禁欲と規律、③絶え間なく際限のない物質主義、④不可避的な永遠の成長の生態学的な

限界、⑤錯覚された進歩、「精神なき専門人」や「心情なき享楽人」への堕落の危機。 
20

 Ebenda, S. 104-106. 
21

 Max Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, in: Archiv für 

Sozialwissenschaft und Sozialpolitik（以下 Archiv）, Bd. 20, 1904, Kap. 1, S. 1-54（マックス・

ウェーバー（梶山力訳、安藤英治編）『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の《精神》』

（未來社、1994 年）、第 1 章、69-168 頁。マックス・ヴェーバー（大塚久雄訳）『プロテ

スタンティズムの倫理と資本主義の精神』（岩波書店、1989 年）、第 1 章、15-136 頁。）. 

ちなみに、「倫理と〈精神〉」は当初、雑誌「社会科学・社会政策アルヒーフ」におい

て、1904 年に第 1 章が、1905 年に第 2 章が掲載された。しかし、安藤英治の研究から明

らかなように、本論文は筆者のいう後期において、加筆・削除・変更などの大幅な改訂

が行われている（安藤英治「編者まえがき」（梶山・安藤、5 頁。）。本研究での関心は中

期ヴェーバーにあるため、要約や引用では、「社会科学・社会政策アルヒーフ」に掲載さ

れた 1904/1905 年の原論文を参照することとする。それゆえ、引用部の強調もこれに従う。 

なお、参照するのは改訂前の版を翻訳した梶山訳だけでも事足りると思われるが、後

述するように本研究が重要な先行研究と見做している山之内の研究は、大塚のヴェーバ

ー理解に対する批判もその議論の要点としているため、梶山訳と大塚訳の頁数を併記し

ておきたい。ちなみに、大塚のヴェーバー理解とそれに対する山之内の批判は、本章註

27 を参照されたい。 
22

 ヴェーバーによれば、選びの教説とは、神が自らの栄光を現すために救われる人間とそ

うでない人間を定めたという教説である。この神による救いの予定は、人間が変更する

ことができないのはもちろんのこと、自身が救われるのかそうでないのかの予定を知る

ことすらできない（Max Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, in: 

Archiv, Bd. 21, 1905, Kap.21, S. 5-10（梶山訳、174-183 頁。大塚訳、144-156 頁。）.）。 
23

 Ebenda, Kap. 2, S. 1-110（同上、第 2 章、169-361 頁。同上、第 2 章、137-371 頁。）. 

ちなみに、「倫理と〈精神〉」論文は、資本主義経済の発展と諸個人の主体性の確立が

緊密に絡み合っていく様を描き出してもいるため、やはり経済と人間の生という軸がヴ

ェーバーの考察においても重要だったことは疑いえない。ただし、本論でも述べるよう

に、「倫理と〈精神〉」論文と「教会とゼクテ」の末尾において、そういった資本主義発

展が進展し続けることによっていわば人間の生の形骸化が生じていく過程が描き出され
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ていることを鑑みると、「生の意味」というヴェーバーの問題意識に焦点を当てる本研究

からすれば、経済（の合理化）による影響は、むしろ人間の生に対する脅威としてヴェ

ーバーに映じていたように思われる。 
24

 Max Weber, „Kirchen“ und „Sekten“ in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze, 

in: Die Christliche Welt, Nr. 24, 14. Juni 1906, Sp. 558-562 sowie Nr. 25, 21. Juni 1906, Sp. 

577-583（安藤英治訳「アメリカ合衆国における“教会”と“ゼクテ”――教会政治的・

社会政治的な一つのスケッチ」（梶山・安藤）、366-386 頁。）. 
25

 なぜなら、「ゼクテ」が形成されていく中で、特有の反権威的なトーン、すなわち「被造

物神化」（Kreaturvergötterung）に対する嫌悪が生まれてくるからである。世界の万物は神

が造り給うたものであり、それらを神と同格に扱うことを堅く禁じるこの思想によって、

およそあらゆる「権威主義」的な恣意に対抗する闘いが宗教的義務にまで昇華される。

したがって、まさしくゼクテがポジティヴな信仰と政治的ラディカリズムを結びつけ、

プロテスタンティズムの信仰を土台として、広範な大衆、とりわけ近代の労働者を激し

い宗教的な関心で満たすことができたのである。 
26

 安藤前掲、5 頁。 
27

 ヴェーバーが近代に対して下した両義的な時代診断という点について、その「近代礼讚」

と「近代批判」という両側面を明らかにしたものとして、大塚久雄と、大塚を批判する

山之内靖の研究がある。 

大塚は、近代における合理的な行動様式、とりわけ合理的な「生産倫理」を強調して、

そのような行動様式を見出したヴェーバーが近代を賛美していると理解している。大塚

によれば、ヴェーバーのいう「資本主義の精神」とは、伝統や慣習に固執せず、自らの

行動が合理的、とりわけ形式合理的なものとなるような方向に自らを律する「エートス

〔倫理的規範に従って人々の行動を方向づける精神的雰囲気〕のことであり、こういっ

た「資本主義の精神」の歴史的なモデルを明らかにしたヴェーバーの議論は、低開発国

問題に寄与しうるものなのである（大塚久雄「マックス・ヴェーバーにおける資本主義

の精神 再論」（日本学士院紀要、1972 年 11 月、第 30 巻第 3 号。ちなみに、低開発国問

題にヴェーバーの理論的寄与を認める大塚の主張は、サミュエル・N・アイゼンシュタッ

トの主張に賛成するという形でなされている。）。 

いわば「近代礼讚」とも言える大塚のヴェーバー理解に対して、「近代批判」というア

ンチテーゼを掲げたのが、山之内である。ここでは、大塚の「近代礼讚」テーゼを直截

的に批判する山之内の整理を確認しておこう。「倫理と〈精神〉」末尾において現れてい

るヴェーバーの合理化に対する視座を、山之内は以下のように理解している。「苦難に圧

しひしがれそうになりながらも、その苦難の中に神の計りしれない配慮を読み取り、そ

のことによって一貫した倫理的行為へと自らを律していったあの宗教改革期の精神は、

いまや死滅してしまった。この精神の危機に直面しながらも、現代の人間はそのことに

気づこうともせず、むしろこの「強力な秩序界」に快く身をゆだね、人々の生活を享受

するばかりである、――現代社会についてこのようなペシミズムを抱いていたヴェーバ

ーにしてみれば、近代ヨーロッパの合理化を賛美したなどという解釈が流布することな

ど、思いもよらぬことだったに違いありません。」（山之内靖『マックス・ヴェーバー入

門』（岩波書店、1997 年）、33-34 頁。）山之内が理解するところのヴェーバーにとって、

「近代ヨーロッパの合理化は、賛美されるべきものではまったくなく、むしろ、「文化発

展の最後に現れる「末人たち
レッツテ・メンシェン

」を生み出す問題の局面」（同上、34 頁。）に他ならない。

山之内によれば、ヴェーバーは「近代礼讚」者として理解されるどころか、「近代批判」

者と見做されるべきなのである。 
28

 今野前掲書、2007 年、173-174 頁。 
29

 同上、177-178 頁。 
30

 同上、178-179 頁。 



107 

 

                                                                                                                                                     
31

 Lebensbild., S. 323-326（『ウェーバー』、226-228 頁。）. 今野前掲書、2007 年、160-161 頁。 
32

 Max Weber, Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, in: Archiv, Bd. 21, 1905, 

S. 108f（梶山訳、356-357 頁。大塚訳、365-366 頁。）. 
33

 Max Weber, „Kirchen“ und „Sekten“ in Nordamerika. Eine kirchen- und sozialpolitische Skizze, 

in: Die Christliche Welt, Nr. 25, 21. Juni 1906, Sp. 582（安藤訳、384 頁。）. 
34

 Ebenda, （同上。）. 
35

 Ebenda（同上、384-385 頁。）. 
36

 Lebensbild., S. 373-375, 393f（『ウェーバー』、259-260、272 頁。）. 
37

 例えば、Max Weber, [Das Arbeitsverhältnis in den privaten Riesenbetrieben], in: MWGI/8, S. 

249ff.（「私的大経営における労働関係によせて」（マックス・ヴェーバー（中村貞二・山

田高生・林道義・嘉目克彦訳）『政治論集 1』（みすず書房、1982 年）（以下『政治論集』）、

71 頁以下。）. Max Weber, [Das Verhältnis der Kartelle zum Staat], in: MWGI/8, S. 266ff（「カル

テルと国家の関係によせて」（『政治論集』）、79 頁以下。）.など。 
38

 Max Weber, [Die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinden], in: MWGI/8, S. 360-366

（「市町村の経済的事業によせて」（『政治論集』）、100-106 頁。）. 
39

 雀部幸隆「［訳者解説］ウェーバーのロシア革命論について」（『ロシア革命論Ⅰ』）、312-317

頁。 
40

 興味深いことに、近年のドイツにおける研究では、このヴェーバーのロシア政治論は、

公表された政治評論のひとつとして数えられるに留まるか（例えばBayer/Mordt, a. a. O., S. 

140.）、ヴェーバーがナショナリズムに燃えてロシアをドイツの脅威と見做していたにす

ぎないと理解されており（例えば Radkau, a. a. O., S. 389-392.）、中心的な考察の埒外に置

かれている。本章註 5 でも述べたように、近年のドイツの先行研究は、本研究が繰り返

し批判してきた、ヴェーバーの社会学・社会科学的な政治観に着目しているがゆえに、

理論的に新たな発見がなされているわけではないロシア政治論は、等閑視される傾向が

強いようである（このような傾向が顕著に現れているものとしては、Fitzi, a. a. O., 2004. 

Egger, a. a. O.. Müller, a. a. O.. Fitzi, a. a. O., 2008. Kaesler, a. a. O., 2011. Kruse/Barrelmeyer, a. 

a. O..などが挙げられる。）。 
41

 Beetham, op. cit., pp. 44-49（邦訳前掲書、55-63 頁。）. 
42

 このような過小評価を生んだ原因は、ビーサムの研究が「ヴェーバーの近代政治理論を

体系的に説明すること」（Ibid, p. 14（同上、18 頁。）.）に主眼が置かれているがゆえに、

本研究冒頭でも指摘したように、ヴェーバーが現実政治に対する学問的な問題関心に留

まってはいなかったことの重要性を等閑視していることにあるのではないだろうか。こ

の点については、本研究序論を参照されたい。 
43

 「ヴェーバーは『西欧人』としての自負のもと、ロシヤの政治的後進性、つまり『西欧

的理念』の滲透の遅滞を問題視し、官僚制という近代的装置によって武装しつつある専

制体制を憎悪し、『西欧的理念』の受容には不向きなロシヤ農民の無知蒙昧を警戒した。

ヴェーバーは、そうした巨大な困難に勇敢に立ち向かうロシヤ自由主義知識人たちに限

りない敬意を抱き、それに比べてドイツ左派には覇気や緊張感がないと慨嘆している。

しかし、ヴェーバーは、同時に『ロシヤの脅威』がドイツにとって深刻なものだとも考

えていたので、それが彼のロシヤ自由主義知識人たちへの共感にも微妙な影を落として

いたのである」（今野前掲書、2007 年、191 頁。） 
44

 同上、第 3 章第 4 節、191-216 頁。なお今野は、ヴェーバーの取っていた微妙な立場を、

「ロシヤ自由主義派への誠実な共感とドイツ・ナショナリストとしての断固たる立場と

の間で板挟みに苦しむヴェーバー」と表現している（同上、201 頁。）。 
45

 「〔プロテスタンティズムの担い手である〕アメリカ合衆国のゼクテやその世俗的後身た

るクラブは、ドイツ国民国家の人間的基礎を変革しようとするヴェーバーに示唆を与え

たが、ロシヤの政治状況も彼にとっては全く別な意味で示唆的であった。」（同上、191 頁。） 
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46

 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie, in: MWGI/10, S. 86-123（『ロシア革命論Ⅰ』、

3-21 頁。）. ちなみに、自由主義者たちは、ゼムストヴォという、近代的な地方自治団体、

土地所有者以外の諸階層をも包摂した自治組織を基盤として運動を行っている（邦訳者

である雀部によれば、ゼムストヴォとは、「農民改革」後のロシア独特の地方公共団体の

ことであり、ヴェーバーはそれを、「中央官庁の非好意的な監督と強圧との下にありなが

ら、地域住民の福利厚生の増進、初等教育の普及の面で収めた注目すべき成果によって、

ロシアが世界に誇りうる唯一の公的制度」であると捉えている（『ロシア革命論Ⅰ』、328

頁。））。そして、この地方行政の担い手たるゼムストヴォは、国家警察の執拗な干渉に対

する絶え間ない闘争を通して、困難な状況においても自治を実現している点を、ヴェー

バーから高く評価されている。しかし、もし自由の象徴である普通選挙が実施された場

合に無学文盲の農民たちがゼムストヴォを運営するようになれば、ゼムストヴォ行政は

完全に官僚制化されて、農業・農村の漸進的な改革が不可能となってしまう。ゼムスト

ヴォの中央権力に対する「独立性」と自治の実績は、名誉職的な立場にあるゼムストヴ

ォ議員が経済的に独立しているからこそ達成されたものなのである。 

なお、「ゼムストヴォ」（земство）は、ロシア語原語の発音に即して日本語表記すれば

「ゼムストヴァ」とするべきではあるが、ヴェーバー自身がドイツ語表記を Semstwo と

しているため、本研究ではヴェーバーのドイツ語表記に即して「ゼムストヴォ」と表記

しておきたい。 
47

 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie, in: MWGI/10, S. 252-265（同上、119-130

頁。）.  
48

 Ebenda, S. 268-270（同上、133-134 頁。）. 
49

 ちなみに、一度限りの歴史的情況とは、①海外膨張の可能性、②「初期資本主義」時代

の西欧に特有の社会経済構造、③外的物質面における人間生活の合理化による「価値あ

るもの」の破壊、④そしてある独特の価値理念が特殊具体的な歴史的内容を備えた一定

の宗教思想――禁欲的プロテスタンティズム――の発展の中から生成したという四つの

条件であったと、ヴェーバーは見做している（Ebenda, S. 270f（同上、135-136 頁。）.）。 
50

 Ebenda, S. 270-272（同上、135-138 頁。）. 
51

 Max Weber, Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus, in: MWGI/10, S. 302-305（「ロ

シアの外見的立憲制への移行」（マックス・ウェーバー（肥前栄一・鈴木健夫・小島修一・

佐藤芳行訳）『ロシア革命論Ⅱ』（名古屋大学出版会、1998 年）（以下『ロシア革命論Ⅱ』）、

8-11 頁。）. 
52

 Ebenda, S. 320-400（同上、19-172 頁。）. ヴェーバーはこうしたロシアの状況を、国民を

子ども扱いし、政治的自由の権利というボールを差し出しておいて、国民がこれに手を

伸ばすとすぐに背後に隠してしまう「ハッシュ＝ハッシュ遊び」というボール遊びに喩

え、ロシア政府に批判を加えている。 
53

 Ebenda, S. 401-413（同上、73-182。）.  
54

 Ebenda, S. 414-635（同上、83-220 頁。）.  
55

 Ebenda, S. 636-679（同上、221-250 頁。）.  
56

 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie, in: MWGI/10, S. 110f（『ロシア革命論Ⅰ』、

13 頁。）. 
57

 Max Weber, Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus, in: MWGI/10, S. 401-413（『ロ

シア革命論Ⅱ』、73-82 頁。）. 
58

 Mommsen, op. cit., 1974c, p. XV（邦訳前掲書、14 頁。）.  
59

 ちなみに、近年のドイツにおける研究では、ヴェーバーが官僚制の問題性を指摘し、そ

れを制限・コントロールし、活発な政治を可能とする議会主義的な政治システムを構想

していくようになった点が強調される傾向が強く（例えば、Fitzi, a. a. O., 2008, S. 133-138. 

Kruse/Barrelmeyer, a. a. O., S. 156f.）、ヴェーバーが官僚制の非人間的側面を喝破した点は、
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考察の主眼とはされていない。 
60

 Max Weber, [Die wirtschaftlichen Unternehmungen der Gemeinden], in: MWGI/8, S. 360-366

（「市町村の経済的事業によせて」（『政治論集』）、100-106 頁。）.  
61

 ヴェーバーが有していた官僚制へのペシミスティックな視座に対して、タルコット・パ

ーソンズから批判がなされている。ここでは、パーソンズ研究者の高城和義の整理を参

照しつつ、パーソンズのヴェーバー批判を確認しておこう。 

高城によれば、パーソンズはヴェーバーの官僚制概念が合理性概念を基軸に構成され

たものであると指摘しており（Talcott Parsons, “Capitalism” in Recent German Literature: 

Sombart and Weber, II, Journal of Political Economy, vol. 36, 1928, p. 37.）、パーソンズのヴェ

ーバー理解はいわば「官僚制的合理化」の視角からなされている（高城和義『パーソン

ズの理論体系』（日本評論社、1986 年）、26-27 頁。また、この点については、高城和義『パ

ーソンズとウェーバー』（岩波書店、2003 年）も参照。）。パーソンズは、ヴェーバーが官

僚制的合理化の進展の帰結をペシミスティックに描き出したことに対して、合理化の進

展は人間精神の一部のみに妥当するものにすぎず、「歴史の錯綜した因果連関の中の一局
．．

面
．
を明らかにしたものにとどまるものとして相対化し、そうすることによって、ペシミ

ズムを回避」することを試みた（高城前掲書、1986 年、29 頁。）。そして、パーソンズが

ヴェーバーのペシミズムを克服するために採用した方途こそ、ヴェーバーの方法論に対

する批判を通した社会理論の構築なのであった。パーソンズがヴェーバーの「理念型」

を中心とした社会科学的方法論に突きつけた方法論的な批判を仔細に追うことはここで

は省略するが、その要点を以下にまとめておこう。 

ヴェーバーのいう「理念型」は、研究者が自身の主観的な価値関心から歴史的あるい

は現実的な社会現象を観察し、そこで見出した諸特徴を再構成した「フィクション」で

あり、社会科学的な分析を行う上での手段に留まるもののはずである。しかし、ヴェー

バーの「理念型」は、本来はフィクションであるにもかかわらず、その中に（研究者が

観察する）「ある特定の
．．．．．

歴史的個体」に即して構成される概念を含んでいるため、具体的

な歴史あるいは現実の社会現象を考察する際に、そのフィクションとしての性格が曖昧

になり、それが実体的な、いわばノンフィクションとして捉えられてしまう危険性が胚

胎しているのである。したがって、パーソンズに言わせれば、「ウェーバーには、社会か

ら分離した要素を基礎に析出した発展傾向〔『官僚制的合理化』〕〕を、社会全体に妥当す

る本質とみなす傾向がある。そうすることによって彼は、事実に反し、それが本来存在

していたであろうものとは異なった像を提示」しており、そうしたヴェーバーのペシミ

スティックな展望を批判し、克服するために、パーソンズは自身の理論的な営みを展開

していくのだと、高城は指摘している（同上、30-32 頁。高城がカギ括弧に入れて引用し

た箇所は、Parsons, op. cit., p. 49）。 

総じていえば、パーソンズは、「理念型」を用いて社会科学的分析を行ったヴェーバー

が、自身の構築した「フィクション」に引きずられ、現実を「自らが見ようと欲する現

実」に差し替えてしまっていることと、ヴェーバーの社会科学方法論とその分析結果に

潜む「誤解」の可能性を批判していると言えよう。 

しかしながら、パーソンズのヴェーバー批判は、その社会理論としての方法論的な問

題に収斂されており、ヴェーバー自身の問題意識、とりわけ人間の生をめぐる彼自身の

問題意識が等閑視されているように思われる。高城によれば、パーソンズは初期から一

貫して「秩序の問題」を追求しており、その上で「家族」や「社会」などを規定してい

る国民の価値態度を問題視していた。「キリスト教のイデーとアメリカン・デモクラシー」

という「共通の理念
イ デ ー

＝価値」による、社会的コントロールと統合というテーマが、パー

ソンズ学全体を貫くテーマとされていた（高城前掲書、21 頁）。これに対して、ヴェーバ

ーにとって問題だったのは、パーソンズが想定しているような「共通の理念＝価値」の
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体系が、「脱魔術化」された近代西洋においては基礎づけられることができなくなってい

るという時代状況であり、そもそもヴェーバーが直面した「現実」と、パーソンズが直

面していた「現実」には大きな隔たりがあったはずである。そういった隔たりにパーソ

ンズがどれほど留意していたのかについては、甚だ大きな疑問が残る。パーソンズのよ

うな社会理論やパーソンズから影響を受けた社会理論の観点から人間を論じた場合、理

論としての整合性や鮮やかさを高めることに混濁するあまり、実際に社会の中で生きる

人間の姿やその生から目を逸らし、観察者の論述にとって都合の悪い「現実」を無視す

るような態度を取ることにはならないだろうか。そのような議論が、本当に社会や人間

と向き合っていることになるのだろうか。ヴェーバーとパーソンズの間には、深く架橋

し難い思想的な断絶が存在しているように思われる。 

また、ヴェーバーとほぼ同時代人と言えるフランツ・カフカ（1883-1924 年）において

も、近代における官僚制や合理化のペシミズムに対する危機感が深く刻印されている。

このことを考慮すれば、ヴェーバーが近代に対して抱いたペシミズムをヴェーバー社会

理論の陥穽として切り捨てるのは、本研究のような思想史研究からすれば正当なことと

は言えない。 
62

 Max Weber, Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus, in: MWGI/10, S. 404（『ロシア

革命論Ⅱ』、76 頁。）. 
63

 カール・レーヴィットによれば、このようなヴェーバーにおける自由の哲学的背景
．．．．．

には、

「この世界の中で
．．

、この世界に抗して
．．．．

、自分自身の目的――この世界自身によってでは

ないが、しかもこの世界
．．

のために考量された目的――を貫くこと」という、ヴェーバー

にとっての「活動の自由」の積極的意味が存在していた（Karl Löwith, Max Weber und Karl 

Marx, in: Gesammelte Abhandlungen. Zur Kritik der geschichtlichen Existenz, Stuttgart: W. 

Kohlhammer Verlag, 1960, S. 34（カール・レヴィット（柴田治三郎・脇圭平・安藤英治訳）

『ウェーバーとマルクス』（未來社、1966 年）、67 頁。）.）。 
64

 Max Weber, [Über die Erneuerung Rußlands], in: MWGI/10, S. 692. なお、この『ロシア報知』

にヴェーバーの声明が掲載されるに至る過程については、Editorischer Bericht von Max 

Weber, [Über die Erneuerung Rußlands], in: MWGI/10, S. 685-688. 今野前掲書、2007 年、

200-201 頁。も参照。 

ちなみに今野によれば、この新聞記事は、ロシアの自由化がもたらす「ロシアの脅威」

を危惧するヴェーバーが、ハイデルベルクにおける国民自由党の集会に際した自身の発

言（「ロシアにおいては議会と憲法が重要性を持っていないがために、小さく縮こまって

いる」）に対して、自由主義派の『ロシア報知』が激怒し批判する声明を発し、これにヴ

ェーバーが言い訳がましく自己弁護したものだと理解されている。たしかにこの記事に

は、今野のいうように、ヴェーバーが自分に向けられた批判を逸らそうと弁解している

側面もあるとは言える。しかしながら筆者は、ヴェーバーがここで見せたロシア自由主

義に対する共感は、彼の偽らざる本心であったのではないかと考えている。 
65

 Max Weber, Zur Lage der bürgerlichen Demokratie, in: MWGI/10, S. 200-252（『ロシア革命論

Ⅰ』、74-120 頁。）. 
66

 Ebenda, S. 252（同上、119-120 頁。）. 
67

 Ebenda, S. 231（同上、102 頁。）. 
68

 Ebenda, S. 269（同上、133 頁。）. 
69

 Ebenda, S. 270（同上、135 頁。）. 
70

 政治的（市民的）人文主義・古典的共和主義については、比較的新しい教科書的なもの

としては主に、小野紀明『政治理論の現在［思想史と理論のあいだ］』（世界思想社、2005

年）。川出・山岡前掲書。宇野前掲書。川出良枝（責任編集）『岩波講座 政治哲学 1――

主権と自由――』（岩波書店、2014 年）。を参照。専門的なものとしては主に、J. G. A. Pocock, 
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The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought an d the Atlantic Republican Tradition, 

Princeton: Princeton University Press（J. G. A. ポーコック（田中秀夫・奥田敬・森岡邦泰訳）

『マキァヴェリアン・モーメント――フィレンツェの政治思想と大西洋圏の共和主義の

伝統――』（名古屋大学出版会、2008 年）。）. を参照 
71

 Max Weber, Rußlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus, in: MWGI/10, S. 678（『ロシア

革命論Ⅱ』、249 頁。）. 
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第 3 章：「天職」としての政治 

――後期ヴェーバーにおける政治の「意味」―― 

 

1. 序 

2. 「生の意味」をめぐる問題意識の深化 

1) 第一次世界大戦に対する評価の変遷 

2) 生の意味喪失 

3) 生の意味喪失した時代の生 

3.「価値」に基づいた意味賦与 

1) 共同体の内面化 

2) 共同体への主体的な参与 

3) 「天職」としての政治――政治を通した生の意味獲得―― 

4. 結 

 

1. 序 

本章では、後期ヴェーバーの生と思想がどのように展開されていったのか、そしてこの

時期の彼の生と思想、そしてそれらの中での政治がどのようなものであり、またそれが彼

の生涯を通した生と思想においてどのような到達点に届いたのかという点を考察していく。

さらには、ヴェーバーの生や実存から彼の政治思想を汲み取ることも、本章のテーマとし

ていきたい。 

本研究では、第一次世界大戦勃発後からヴェーバーの晩年までの時期を後期としている。

この後期において、開戦直後から戦時中、そして敗戦後、ドイツでは政治・社会・経済の

大きな構造変動が起こっており、その中でひとりのドイツ人として自身の政治的な態度表

明を繰り返し表明していたヴェーバーにあって、その政治思想が明確な姿を現すようにな

っていく。後期の思想展開に先立って彼は、前期から中期にかけて、人間の生や政治をめ

ぐる問題を一貫して考想していた。その中でヴェーバーは、共同体への参与とそれによる

人格の形成、すなわち共同体への志向性とそれによって主体性を形成することを彼自身の

「価値」とし、さらには社会において人間の生の意味が喪失しているのではないかという

思想的な問題意識を前景化させていた。そして、この生の意味喪失の時代において、政治

に携わって主体性を形成する可能性を見出していたのであった。こういった前章までの考
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察をベースに、本章で後期ヴェーバーを議論していこう。まずそれに先立って、この時期

に彼がどのような生の営みを送っていたのかを、彼の生にとって重要だった学問と政治の

側面から確認しておきたい。 

第一次世界大戦開戦を契機に、ヴェーバーはハイデルベルクの予備野戦病院委員会の一

員として陸軍病院で勤務（事務労働）することとなり、高齢ゆえに銃後に退いていなけれ

ばならないがゆえの遺憾の念とともに、祖国ドイツの戦争のために貢献しているという矜

持を有していた。「おそらく僕は、母さんの息子の中で一番好戦的な資質がある。この――

何よりも偉大で素晴らしい戦争という運命や体験に、僕はここ事務室の中で直面して、そ

れらは『僕の前を通り過ぎて』行ってしまう。まあ、それはさておき。人生というものは

やっぱり、生きていくのに価値のあるようなたくさんのことを何度も何度ももたらしてく

れるんだね1。」 

そうした勤務を終えた後、ヴェーバーは一時期、宗教社会学研究の叙述に没頭する。戦

前に執筆されたものも含め、「世界宗教の経済倫理」についての研究をさらに推し進めるべ

く、彼は研究資料の山に埋もれていた。ただし、このように学問的な営為に精を出しては

いたものの、資料収集のために首都ベルリンを訪れた際には、「何よりも政治的な空気を吸

い、世界情勢の鼓動を感じ、どこかで貢献できるかどうかを知りたいと望んでいた2」とい

う。そして彼は、戦時中も多くの政治評論を積極的に公表し、戦争末期においては、ドイ

ツ憲法制定国民議会議員選挙への立候補（結局は取りやめ）やヴェルサイユ条約講和交渉

に加勢するためのヴェルサイユ訪問、そして東部戦線「救国の英雄」エーリッヒ・ルーデ

ンドルフとの会談（敗戦時には指導者が「首を差し出す」よう要求）など、現実政治にコ

ミットし、自らの理想と現実との狭間で悪戦苦闘していた。 

また、興味深いことに、ひとりの学者として、そしてひとりの政治に携わる者として自

身の生を邁進していたヴェーバーは、ミュンヘンの学生からの要望に応え、彼らに向けた

講演を通して、学問と政治をめぐる自身の思想を開陳する機会を得た。将来に対する希望

と不安を抱く若者に向けたこの講演において、彼は、自分自身の思想の到達点をひとつの

メッセージとして披歴することになったのであった。 

このように、後期ヴェーバーにあっては、政治と学問が彼自身の生の営みにおける二本

柱となっていた3。本章では、これら後期ヴェーバーの政治と学問が、各々どのような思想

的な展開を見せ、それがどのように思想的な相互連関を起こしたのか、そしてそのような

後期ヴェーバーの思想が、彼自身の生や実存においてどのような意味合いを有するように
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なるのかという問題を議論していくこととしたい。 

ちなみに、後期ヴェーバーの生と思想を論じるに際しては、資料の量や論述内容の豊富

さもあり、先行研究は豊饒に存在している。とくに、この時期のヴェーバーの生と思想に

おける政治を議論するに当たっては、現実政治論と政治に関する彼の理解が詳らかにされ

る講演があるため、これまで本研究が参照してきた近年のドイツにおける先行研究でも、

この後期は盛んに議論されている4。ただし、本研究で繰り返してきたように、ヴェーバー

の社会学・社会科学的な政治観を強調する傾向にある近年のドイツにおける先行研究では、

この時期のヴェーバーの政治思想を、カリスマや官僚制、国家社会学、大衆社会論などの

社会科学的な概念に基づいて再構成しているため、ヴェーバー自身の政治に対する意味づ

けと、その意味づけの根拠となる彼自身の価値の問題にまでは、十分に踏み込むことがで

きていないように思われる。それゆえにこの問題を、本章で考察していくことにしよう。 

こういった意味や価値といった本研究の観点からいえば、近年のドイツにおけるものよ

りも、次の二つの研究動向がより重要である。ひとつは、ヴェーバーの生と思想について、

彼の生涯にわたる政治史的な考察を施したモムゼンと今野の研究、そしてもうひとつは、

後期ヴェーバーの思想における政治の位置づけに関して示唆に富む主張を展開した雀部の

研究である。 

まずモムゼンによれば、ヴェーバーは徹頭徹尾政治的な人間であって、「国民国家の理念

を無条件に承認し、強力なドイツの世界政策に対する支持を表明」すると同時に、「先見性

と理性の政治に賛意を表す意見をいつも述べていた」5。そしてモムゼンは、後期ヴェーバ

ーにおいては、ドイツにおけるリーダーシップの欠如や、官僚制の拡大によってより大き

な意義を持つようになった政治家と官僚との根本的かつ本質的な相違、そして熱烈な国民

主義的権力思想によって、政治をめぐる思考が展開されていったと指摘している6。 

このような後期ヴェーバーについてのモムゼンの理解は、いわゆる権力政治的な観点か

らなされているものだと言えよう7。本研究冒頭でも指摘したように、ヴェーバーが社会科

学的な視座から政治の本質として「権力への志向」を看取していたことを鑑みれば、政治

についての彼の思考を権力政治的な観点から解釈することには、一定の意義がある。とり

わけ、このような社会科学的な政治観が最も明確に表明されたのが後期においてだったこ

ともあり、モムゼンの指摘は看過しえない重要性を含んでいる。しかしながら、私たちの

課題は、そのような社会科学的な視座に還元し切ることのできないような、ヴェーバーに

とっての政治の重要さや、彼が政治に賦与した「意味」を明らかにすることである。した
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がって本章では、一面では権力政治とも称されるような、ヴェーバーの政治をめぐる考想

が展開される内的なプロセスを探っていくことで、彼が政治にどのような重要性を見出し、

彼自身がどういった形で政治に「意味」を賦与していたのかを考察していきたい。 

次に今野によれば、ヴェーバーは、「知性」を基準に個人の成熟度を測り、自立的・主体

的な個人に対しては、その主張や立場の相異を越えて一定の敬意を払い、反対に個人の主

体性が不充分である者に対しては、その尊厳を否定することも憚らない行動様式を有して

いた。そうした今野のいうところの「知性主義の逆説」テーゼは、後期ヴェーバーにおい

ても鮮明に表出しており、とりわけ第一次大戦勃発から敗戦後の新たなドイツ政治秩序構

築期においては、ドイツ・ナショナリストとしてドイツ国民国家とドイツ国民の主体性を

確立・維持するために、熱烈に政治に関わっていく8。 

今野も主張しているように、ヴェーバーがその全生涯にわたって人間の主体性を追求し

ていたことは疑いえない。ただし、本研究において繰り返し指摘してきたように、人間の

主体性が形成されていくメカニズムまでをもヴェーバーが考想の射程に含んでいたことは、

重視されるべきであろう。とりわけ後期においてヴェーバーは、政治教育やそれによる政

治的成熟という、政治の領域における政治アクターの成長や成熟に期待を込めた主張を、

より具体的なアイデアにまで昇華させていく。この点を考慮に入れれば、後期ヴェーバー

においては、個人の主体性と政治との間に、何かしら動態的な関係が想定されていた可能

性が高い。さらにいえば、ヴェーバーは中期以降、「神々の闘争」という多元的な価値の存

在を承認しており、後期においては諸個人がそれぞれの価値に基づいて自分自身の生の意

味を創出しそれに邁進することの重要性を、より声高に主張するようになる。ではその際

に、個人が生の営みを主体的に行うことと、政治と関わることは、ヴェーバーにおいてど

のような形で考想されていたのだろうか。本研究においては、いわばヴェーバーの思想と

政治論の内的かつ動態的な連関を議論の対象にしなければならないのである。 

また、このヴェーバーの思想における政治という点について、雀部は以下のように主張

している。雀部によれば、ヴェーバーのいう政治は、人々にとって絶対的に最高の価値と

して存在するものではなく、あくまでも相対的に選び取られる価値あるもののひとつにす

ぎない9。さらに雀部が指摘するところによると、人間文明の主知主義的合理化の進展によ

って世界は「意味」づけの魔力から解放されており、それゆえに味気ない、重苦しく息づ

まるような「鋼鉄の檻」からの脱出を目指す「救済」が試みられていることを、ヴェーバ

ーは明らかにしている。現代社会の「鉄の檻」からの脱出の試みは、それが宗教的、政治
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的、美的、性愛的、知的・哲学的なものであろうと、ヴェーバーからすればすべて擬似的

な救済なのである10。 

ヴェーバーにとっての政治をこのように解釈する雀部は、本研究の序論でも指摘したよ

うに、ヴェーバーの学問と思想全体の中に政治をめぐる彼の思考を位置づけ、それを体系

的な政治学原理論に再構成するという作業へと向かっていく。というのも、雀部は、ヴェ

ーバーが彼自身の「究極的立場」を表明していなかったという事実ゆえに、――雀部のい

うところの――「『政治』というものにたいするウェーバーの（メタフィジカルな）スタン

ス11」に憶測をめぐらせることを禁欲しているからである。 

ただし本研究では、ヴェーバー自身の価値（雀部の言葉でいえば「究極的立場」）を敢え

て問うてみるという発見的方法を採用している。それゆえ、雀部の解釈に対しては、ヴェ

ーバーが自分自身
．．．．

で政治を相対的に価値あるものとして選び取った理由
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

と、それ
．．

によって
．．．．

政治にかけた期待
．．．．．．．．

を、本研究で明らかにすることが可能となる。これに付随して、次の二

点を論点として提示しておこう。 

第一に、諸個人がその生の究極的な立脚点とする価値やそれに基づく生の意味は、一個

人がひとつの経路によってしか表出しえない限定的なものとして、ヴェーバーに想定され

ているのだろうかという論点である。雀部の解釈を引き合いに出せば、ヴェーバーにとっ

ての価値あるもののひとつである政治は、学問・知というより大きな価値に組み込まれる

形で理解されている。しかしながら、ヴェーバーは、学問・知という経路に集約されてい

くという形をとってではなく、学問・知と
．
政治という、いわば二つの経路を通して彼自身

の価値を現していたのではないだろうか。そして延いては、諸個人の価値や生の意味は、

個人的な生の局面（ヴェーバーにとっては学問・知）と共同的な生の局面（ヴェーバーに

とっては政治）という、一見したところ背反する人間の生の二つの局面において引き裂か

れながらも、重層的で相補的な形で表出するものなのではないだろうか12。 

第二に、ヴェーバーが人間にとっての政治をどのようなものとして想定していたのかと

いう論点である。上で確認したように、雀部からすれば、政治を究極的な価値と奉じるこ

とによって現代社会の「鉄の檻」からの脱出を図ることなど、ヴェーバーは「擬似的な救

済」だとして退ける。たしかに、ヴェーバーが政治によって救済を求めるという態度を否

定しただろうということは、想像に難くない。これは言ってみれば、超越的な判定基準や

その偶像に主体性なく無批判に寄りかかることにすぎないからである。しかしながら、ヴ

ェーバーの主張は、政治それ自体を価値とすること（「政治による救済」）を拒否するとい
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う点にではなく、個人が政治との関わり合い方を主体的に選び取ること、そしてそのこと

によって自分自身の生に意味を見出すこと、いわば主体化のダイナミズムにこそ、力点が

あったのではないだろうか。このように、本章では、後期ヴェーバーにおいて政治がどう

いった意味を持つものであったのかという論点を、彼の生や思想と、そこにおいて現れる

政治思想をオーバーラップさせながら闡明していきたい。さらにいえば、そうすることに

よって、ヴェーバーの政治思想に刻印された独特の色彩を鮮やかに描き出すことが可能で

あると考えられるのである。 

それでは、本章冒頭で確認した後期ヴェーバーの出来事に即して、ヴェーバーの生と思

想の展開と、この時期の彼の生と思想における政治がどのようなものであったのか考察し

ていこう。ちなみに、すでに述べたことではあるが、後期においてはヴェーバー自身の学

問的な業績や政治評論が多数遺されており、彼の生と思想、そしてそれらの中での政治を

闡明しようとする私たちにとって、資料は大変充実している。ただし、本研究でいうとこ

ろの後期は、ヴェーバーが 50 歳を過ぎてからの 6 年間という期間に焦点を当てていくため、

その思想がある程度形づくられたものとなっているという想定の下で考察を進めていきた

い。そうすることによって、ある程度形づくられた思想の中での変化も明らかになってく

ると期待できるからである。それゆえ、時系列を多少前後させ論点を絞って、「生の意味」

や「価値」という本研究の観点に寄せながら、以下のように資料を取り扱っていきたい。 

まず、後期ヴェーバーにおける現実政治論、後期宗教社会学研究、そして学生たちに向

けた講演といったテクスト群を、「生の意味」という本研究の観点から考察する。なぜなら、

これら三つのテクストは、他のテクスト以上にヴェーバーの主観的な判断が明確に表出し

ていると考えられるからである。序論でも述べたように、本研究は第一次世界大戦の勃発

を境に中期と後期を区分している。この第一次世界大戦という政治的な大事件を経験した

時期のヴェーバーは、それまでにも増して積極的に政治論を公表する。そういった政治論

においても、とりわけ人間の生命・身体を直接的に脅かす戦争という一種の政治的な極限

状況に対するヴェーバーの評価の中から、人間の生や生の意味についての彼の考想を読み

取ることを目標とする。また、戦時中から戦後にかけてヴェーバーがドイツ現実政治に積

極的にコミットを果たしつつ、学問的営為にも精を出していたことも見逃すことはできな

い。前章で私たちは、ヴェーバーが自身の宗教社会学研究の嚆矢であるキリスト教宗教社

会学研究において、近代社会に対する洞察を行い、その中で価値剥奪によって生の形骸化

が起きていると警鐘を鳴らしていたことを、「生の意味」という本研究の観点から考察した。
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このような考察の延長の上で、本章ではとりわけ、キリスト教宗教社会学研究での近代に

対する洞察よりもさらに視野が拡げられた、後期の宗教社会学研究と講演「職業としての

学問」を取り上げる。そこでは、社会の様々な領域において合理化が進展したという時代

認識とそこでの人間の生に対して考察が深く切り込まれ（とりわけ論考「世界宗教の経済

倫理 中間考察」）、そういった時代において人々の選択すべき生のありかたについてのヴ

ェーバーの態度表明を明らかにすることができるだろう（講演「職業としての学問」）。 

次に、後期ヴェーバーが「生の意味」という自身の問題に対してどのような態度表明を

行っており、そしてその根拠としてどのような「価値」を有していたのかという点を考察

するため、生の理想的なモデルとしてのアクターに対するヴェーバーの視座に着目したい。

そこでまず、彼が後期の宗教社会学研究で、諸宗教の担い手となる社会層と当該の社会に

おけるそのありかたを詳細に考察していることを考慮して、本研究では、そういった後期

の宗教社会学研究のうちでも、社会におけるアクターに対するヴェーバーの主観的な判断

が表明されている「古代ユダヤ教」を取り上げる。もちろん、アクターに対する彼の主観

的な判断は、「儒教と道教」や「ヒンドゥー教と仏教」といったアジア宗教社会学研究にお

いても表されている。しかしながら、「古代ユダヤ教」における主観的な判断は、内面的共

感という彼自身の「価値」がより直接的に投影されたものであると言えるため、これを本

研究の観点から考察していきたい13。さらに、第一次大戦後半と敗戦後、ヴェーバーは、終

戦後の新たなドイツ政治秩序についての構想を政治論として公表し、「政治」講演において

政治をめぐる自身の思想を展開していくことになる。その中でもとりわけ、政治という人

間にとっての現実的な生の一局面において、主体性を持って政治に携わるアクターの理想

像を彼は希求していくことになる。本研究ではここに、「生の意味」という問題に対するふ

るまいに向けた、ヴェーバー自身の態度表明と、そこに投影された彼自身の「価値」を看

取することができるだろう。 

では次節で、第一次世界大戦勃発に伴って呈された、ヴェーバーの戦争評価を取り上げ

てみたい。 

 

 

2. 「生の意味」をめぐる問題意識の深化 

1) 第一次世界大戦に対する評価の変遷 

それではまず、本研究の時期区分において後期ヴェーバーの始まりを告げる、1914 年に
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勃発した第一次世界大戦に対する彼の評価を考察していきたい。ここで本研究が第一次大

戦を後期ヴェーバー開始の契機と考える根拠は、たんなる時系列的な区分ゆえではない。

なぜなら、人間の生により直接的な影響を及ぼす政治状況としてのこの戦争において、人

間の生の現実的なありようを彼が看取しているからである。では、その内容をみていこう。 

ヴェーバーは開戦当初、精神の高揚を示しつつ、この世界大戦を次のように評している。

「この戦争は、どれほどぞっとするようなことがあるにしても、やはり偉大で素晴らしい。

これは体験する価値のあるものです。――その場にいれば、さらに価値があったでしょう

が、残念ながら私は、戦場では使い物になりません。この戦争が時宜を得て――25 年前に

――行われていたとすれば、私も戦力になることができたでしょうに14。」ここでは、戦争

を素晴らしいものとして讃えつつ、自分自身が戦場に赴くことができないと慨嘆するヴェ

ーバーの様子が窺える。また、夫を戦場で失った末妹リリ・シェーファー宛ての手紙でも、

彼はこの戦争を称賛する態度を示す。 

 

私たちは皆いつか死ななければならない以上、この戦争における彼〔リリの夫ヘルマ

ン・シェーファー〕の死は、彼が決して避けようとはしなかったものだろう。なぜなら、

この戦争は本当に、――その結末がどうなろうと――あらゆる期待を越えた、偉大で素

晴らしいものだから。その結果ではなく、ここでも見ることができた、陸軍病院で日々

見られる戦士たちの「精神」は、あらゆる期待を凌駕している。それに、ここでは少な

くとも、住民の精神もまた、すべてをひっくるめてそうだと言える15。 

 

このような、一見するとヴェーバーが戦争それ自体を賛美しているかのように取られか

ねない発言も、それを仔細に眺めてみれば、彼自身の論理を読み取ることができる。たし

かにヴェーバーは、第一次世界大戦に対して「偉大で素晴らしい」と賛辞を送っているは

いるものの、その理由を詳らかにはしていない。ただし、マリアンネによれば、「全人民の

態度、すなわち闘いのための、苦悩のための、犠牲のための、そして愛のためのこの力は、

それ自体が崇高なもの」であり、「戦争がすでに不可避のものとなったとき、それを体験す

る資格を得たことを、ヴェーバーは感謝」していた16。政治へのコミットメントを終生繰り

返していたヴェーバーからすれば、自分を含めたドイツ国民が、戦争というドイツの政治

的一大事にドイツ国民の一員として参加し、諸政党が相互の対立や帝国議会・政府間の対

立を断念して戦争に全力を傾けた「城内平和」体制が実現するなど17、国全体がドイツとい
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う共同体のために一丸となっていることが、「偉大で素晴らしい」という第一次世界大戦に

対する彼の評価の理由だったのであろう。こうした戦争に対する肯定的な評価の背景には、

彼の「価値」も存在していたように思われるが、この点はドイツ国内政治論でより直接的

に示されることになるため、次節で詳しく論じていきたい。 

ただし、そもそもヴェーバーは、1915 年末の時点で、「私たちの国境の外部に
．．．

ドイツの国
．

家的な
．．．

入植地を建設する政策など、どのようなものであれ反対
．．．．．．．．．．．．

です18」と述べているように、

帝国主義的な領土拡張に賛同しているわけではない。また、マリアンネによると、彼はほ

ぼ同じ時期に、「戦争は、あらゆる英雄的な力と愛のある献身の並外れた結集（Anspannung）

として素晴らしい
．．．．．

ものであるが、何年にもわたって日常となれば、どう考えても悪魔のよ

うなものとなり、苦境に置かれた国民の肉体的のみならず精神的な抵抗力（Widerstand）を

も消耗させるだろう19」との意見を持っていた。さらに、戦争が進むにつれ、弟カール・ヴ

ェーバー（1870-1915 年）や長年の友人である哲学者エミール・ラスク（1871-1915 年）な

ど、ヴェーバーにとって身近な人々が相次いで戦死していったことが、この戦争に対する

彼の評価に変化をもたらした。戦争がかつての気高い戦士同士の戦いとは異なる、発達し

た兵器を使用しての大量殺戮でしかなくなっていき20、戦争の形態が変容したことによって

「大量死21」を目の当たりにするようになる中で、彼は第一次世界大戦を、かつてフライブ

ルク大学教授就任講演で謳い上げた「歴史に対する責任」に引きつけて、次第にドイツの

「責任」や「義務」だと読み換えるようになっていったのであった22。 

開戦当初は「偉大で素晴らしい」と称賛してはいたものの、植民地獲得を目指す政府の

政策に対して批判的な立場を取り、戦争の常態化によって悪弊を惹起することを懸念し、

そして高貴な人間をもはや数多くある戦場におけるひとつの死に至らしめるとの否定的な

見解を表明しているように、ヴェーバーの戦争に対する見解が大きな変遷を遂げていった

ことを、私たちは見逃してはならない。「生の意味」という本研究の観点からいえば、開戦

当初こそ祖国ドイツのために共同戦線を張るドイツ国内の団結力に熱狂してはいたものの、

戦争の長期化に伴う肉体的・精神的な疲弊と戦場における「大量死」という現実を見て取

るにつれ、人間の生が軽んじられる状況に陥っているとの指摘の中に、彼の危惧が表出し

ていると言える。では、人間の生が極限的な状況に曝される現実政治状況において人間の

生のありようを問うヴェーバーは、人間の生をめぐる思想的な考想をどのように展開して

いったのであろうか。この点を次節以降で考察していこう。 
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2) 生の意味喪失 

前項で、戦争という人間の生が置かれた極限状態において、現実的な問題としての人間

の生のありようを不安視するヴェーバーの姿が浮かび上がってきた。次いで本項では、人

間の生をめぐる彼の思想的な考想に焦点を当てていこう。先述したようにヴェーバーは、

中期のキリスト教宗教社会学研究において、価値の剥奪によって形骸化されている人間の

生に警鐘を鳴らしていた。そのような中期の宗教社会学研究は発展を見せ、後期の宗教社

会学研究において、社会の様々な領域の合理化が進展する中で人間の生がどのようなもの

となっていくのかという問題にまで、彼の思想的な考察が及んでいく。 

このような後期ヴェーバーの宗教社会学研究は、近年のドイツにおいてはその社会科学

的な研究としての側面が強調される傾向が強いように思われる23。すでに私たちも確認して

きたように、ヴェーバーの宗教社会学研究は、彼の社会科学研究の一環としてなされたも

のであるため、このような理解は当然のものであることは疑いえない。さらには、近年の

ドイツの研究においても、後期ヴェーバー宗教社会学研究における人間の生というテーマ

が無視されているわけではない。しかしながら、そういった先行研究においては、ヴェー

バーが社会科学的な研究を行う上での視点や研究の結果として人間の生がテーマとなって

いることが指摘されるに留まっているように思われる。この一面に着目するだけでは、ヴ

ェーバーの宗教社会学研究が、人間の生というテーマを通して彼自身の生とどのように結
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

びつけられてなされていたものなのか
．．．．．．．．．．．．．．．．．

という点、人間の生というテーマが観想的なものと
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

してではなくヴェ
．．．．．．．．

ーバー自身の生の問題とされていた
．．．．．．．．．．．．．．．．

点を等閑視してしまうことになりか

ねない。つまり、本研究の観点に引きつけてこの点を敷衍していえば、客観的な社会科学
．．．．．．．．

研究の中に
．．．．．

、どういった
．．．．．

ヴェーバーの主観的
．．．．．．．．．

な
．
問題意識が潜在しているのか
．．．．．．．．．．．．．

、彼
．
が自身の
．．．．

生を通して徹底的に従事していた
．．．．．．．．．．．．．．．

学問的な営為の中に
．．．．．．．．．

、人間の生という実存的な問題意識
．．．．．．．．．．．．．．．

がどのように織り込まれているのか
．．．．．．．．．．．．．．．．

という点にこそ、考察の力点が置かれなければならな

いのである。このような問題を、後期ヴェーバーの宗教社会学研究の内容と、その内容を

基調として彼自身の主観的な価値判断が明示的に表明されている講演とを、それぞれ本項

と次項においてみていこう。 

それゆえまず本項では、後期ヴェーバーの宗教社会学における「生の意味」をめぐる彼

の考想を議論していくこととしたい。また、このような解釈を行おうとする際に参考にな

るのが、雀部の研究である。雀部のヴェーバー解釈については、本研究の各所（序論と本

章序）で度々詳述しているためここでは割愛したい。ただし雀部が、ヴェーバーの宗教社
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会学研究の中でもとりわけ「世界宗教の経済倫理 中間考察」（以下、「中間考察」と略記）

を、「二〇世紀的現代における人間的生の諸相にかんするヴェーバーの哲学的考察ともいう

べき独自な内容24」を持っていると述べていることを考慮し、本項でもこの「中間考察」を

中心的な考察対象に据えていこう25。 

この論考でヴェーバーは、宗教（宗教倫理）と社会における諸々の領域である政治、経

済、芸術、性愛、知が、それぞれ固有の分野の領域において合理化が進展した場合に、宗

教とそれらとの間にどのような形で緊張関係が現れてくるようになるのかを解明する。そ

してこういった諸領域において、宗教的な同胞倫理に反する合理的な文化所有が主張され

ると、彼は指摘する。この文化所有という問題こそ、「生の意味」という本研究の観点にお

いて非常に重要な指摘であるため、本項ではこの点を集中的に論じていくことにしたい26。

ではヴェーバーは、文化を所有するということ自体を、どのように問題視しているのか。 

 

文化を所有すること、すなわち「現世内的」人間にとってこの世の中で最高のものに

は、それ自体の基準で評価される場合ですら、倫理的な罪の重荷と並んでさらに、意味

喪失という、文化を所有することをはるかに決定的に無価値なものとせざるをえないよ

うなことがまとわりついて離れない。文化人となるべく純粋に現世内的に自己を完全な

ものへと近づけることの意味喪失、すなわち、「文化」がそこに還元されるかのように見

えていた究極的価値の意味喪失は、宗教的な考え方にとっては――そうした現世内的立

場から見ると――明らかな死の意味喪失から帰結したものなのであった。そしてこの死

の意味喪失が、まさしく「文化」という諸条件のもとで、生の意味喪失をいよいよもっ

て決定的に刻印しているように思われる27。 

 

政治、経済、芸術、性愛、知などの諸領域において、そこでの価値を追求する「現世内

的」人間にとっても、そういった価値の無意味化という事態が現れてくる28。様々な「文化」

領域内で「現世内的に自己を完全なものへと近づけること」は、もはや意味を持たない。

それぞれの「文化」の内部で価値を追い求めたとしても、そもそもそういった価値それ自

体がその意味を喪失してしまっている。ここでヴェーバーは、「現世内」的な価値の基礎づ

けがもはや適わなくなっている状況を、「意味喪失」と呼んでいる。さらに、そういった意

味喪失に陥った現世を宗教的な視点から照射してみれば、それは死の意味喪失、――死と

生は不可分の関係にあるがゆえに――延いては生の意味喪失から生じたものに他ならない。 
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こういったヴェーバーのいうところの生の意味については、雀部が議論している。ただ

し雀部は、「世界の脱魔術化」（Entzauberung der Welt）との関連でこれに言及しているため、

まず雀部の行論に従ってその主張を確認しておこう。雀部によれば、近代においては、「〈世

界〉と人間的〈生〉との究極的意味を学問的（『科学的』といってもよい）手続きによって

解明できるという信念体系の崩壊、〈究極的意味〉の『客観的』解明可能性への信頼の喪失」

という知の変貌が起こっており、それは「〈知〉の流れの大きな世界史的趨勢」である。そ

して、このような「信念体系の崩壊」・「信頼の喪失」こそが、「世界の魔法からの解放」

（Entzauberung der Welt）の持つ決定的な意義である。そして、この雀部の言葉でいうとこ

ろの「世界の〈意味の魔力〉からの解放」が、「世界の没意味化、世界の意味喪失をもたら

した」のである29。それゆえ見方をかえれば、雀部のヴェーバー解釈において、人々の生の

意味は喪失してしまってはいない。雀部は上記の主張の直後に、ヴェーバーの「社会科学

と社会政策における〈客観性〉」論文（1904 年）を参照して、「『意味』は、われわれ一人一

人がそれぞれの自己責任において（selbst）見いだし与える（schaffen）ものでなくてはなら

ぬ、それがエントツァウベルンクの結果だという、新しい積極的な論点が出てくる」と述

べている30。 

つまり、雀部が解釈するところのヴェーバーの「世界の脱魔術化」とは、「世界」や人間

の「生」が有している「究極的意味」（「なぜ」、「なんのために」、「なんであるか」）を学問

的・「科学的」な手続きに基づいて「客観的に」解明することができ、またそうでなければ

ならないという信仰や信念が、もはや崩壊してしまっていることを意味している。世界に

対する知的な形での意味賦与が可能であると想定しえなくなっていることを、雀部は「世

界の没意味化」、「世界の意味喪失」と呼んでいると言えよう。そして、雀部の理解すると

ころでは、ヴェーバーのいう近代における生の意味賦与は、――「中間考察」に即してい

えば――芸術や性愛や知や政治などの面で各人が各様に自己責任で果たすべきであり、各

人の間の複数で並存した意味賦与のありかたが存在してしかるべきなのである。 

しかしながら、ヴェーバーが生の無意味化や生の意味喪失という場合、それを「文化」

との関連の上で見ていることを見逃してはならない。すでに述べたように、科学をはじめ

とした各領域において合理化が進展した時代にあっては、宗教的な観点からいえば、死の

意味喪失、そして生の意味喪失が起こっており、現世内的な「文化」の価値喪失、「文化」

の無意味化が招来されている。こうした「文化」と関連づけられたヴェーバーの生の無意

味化という論点については、藤原保信によっても指摘がなされている。藤原によれば、ヴ
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ェーバーのいう「文化」とは、人間が自然の有機的循環から抜け出すことを意味する。そ

してそれゆえに、自然の有機的循環からの離脱が進展すればするほど世界からの価値剥奪

と生の意味喪失を伴わざるをえないと、ヴェーバーは指摘している31。本研究の観点からこ

のような「文化」内部での世界の価値剥奪と生の意味喪失を受け止めてみれば、雀部が言

うように様々な文化領域で各人各様に生の意味賦与を行ったとしても、結局はその文化の

内部で再び価値剥奪と生の意味喪失に直面せざるをえなくなってしまう。では、こうした

悪循環をいかにして断ち切り、克服していけばよいのだろうか。藤原においては、「文化」

の価値喪失や無意味化という指摘以上の議論の進展は見られず、世界からの価値剥奪や生

の意味喪失の内実も鮮明なものとはなっていないため、本研究でこの点を掘り下げて考察

していこう。 

ちなみに、雀部のような理解では、各人が各様に意味賦与を行った場合、人々の共同的

な生の局面において素朴な意味での相対主義や多元主義が跋扈する危険に歯止めをかける

ことが困難なものとなるように思われる。とりわけ、戦争と敗戦後の政治的な苦境を経験

したヴェーバーが、そういった安直な相対主義や多元主義をやすやすと黙認するとは考え

難い。こうした、個人的な生の局面と共同的な生の局面における生の意味賦与という問題

は、ヴェーバーの政治思想の中心的な論点であるため、より直接的に政治をめぐる彼の考

想を取り扱う次節で議論していきたい。 

ではヴェーバーは、「文化」と、世界からの価値剥奪・生の意味喪失とを、どのようなも

のだと考えていたのか。 

 

あらゆる「文化」は、自然的な生の有機体的循環から人間が抜け出ていくことであり、

そして、まさしくそうであるがゆえに、一歩一歩ますます破滅的な意味喪失へと導かれ

ていく。しかも、文化財への奉仕が聖なる使命とされ、「天職」（»Beruf«）とされればさ

れるほど、それは無価値なうえに、どこにもここにも矛盾を孕み、相互に敵対し合うよ

うな目標のために、ますます無意味な働きをあくせく続けるということになる、そうし

た運命に陥らざるをえない32。 

 

ヴェーバーによれば、「文化」とは、人間が「自然的な生の有機体的循環」から抜け出し

ていくことである。この「自然的な生の有機体的循環」の内部においては、生の一循環を

完結することによって、自らの人生を「生きることに飽満して」その生を終えることがで
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きた33。なぜなら、そこで人間は、死の間際において、自らの人生が自分自身にもたらした

ことの意味をすべて知り尽すことができていたからであり、このときもはや自分自身がそ

の解決を求める人生の謎は残されていないからである34。これを宗教的な観点からいえば、

世界の価値が存在し、そこでの生の意味も確かなものとして見出すことができる。しかし、

そういった「自然的な生の有機体的循環」から人間が抜け出す「文化」にあっては、生の

循環が完結することなく、そこで価値あるものを追求することに際限がない。したがって、

自分自身の生においてその意味を知り尽くすことができず、「生きることに疲れて」死を迎

えるしかない。さらにいえば、このような「文化」の内部において、死の瞬間に、自分は

生の意味を知った、自分は意味のある終末に達したのだと宣言すれば、それは宗教的な観

点からいえば傲慢な態度であり、神が命じ給うた人生の行路や運命を侮る、神への冒涜に

他ならない。宗教の視点によって政治、経済、芸術、性愛、知といった「文化」的な生の

諸領域を照射してみれば、そういった個人が生きる世界において価値は存在しえず、生の

意味も失われてしまっている。このことをしてヴェーバーは、「文化」の進展によって世界

の価値剥奪・生の意味喪失に陥っていると述べているのである。 

本項で考察してきた「中間考察」は、ヴェーバーが自身のキリスト教宗教社会学研究の

成果を念頭に置いて論述していたものだと言える。したがって、本研究第 2 章第 3 節です

でに私たちが論じたように、「倫理と〈精神〉」論文において彼が、資本主義的な経済秩序

のもたらした「鉄の檻」の中で「精神なき専門人」や「心情なき享楽人」といった、価値

を失った「何もない人」が現れてきたと指摘していたことに、ここでもう一度注目してみ

よう。ヴェーバーによれば、もともとはプロテスタンティズム信徒たちが、自らの宗教的

な価値に基づいた倫理的な生活態度を徹底し、自身の世俗的な職業労働を「天職
ベルーフ

」だと意

識し、それにひたすら専心することで、本来はそれ自体が目的ではなかった営利追求によ

って富が蓄積し、資本主義の確立の重要な一翼を担った。そのような資本主義の経済秩序

の進展がさらに押し進められるうちに、プロテスタントたちが拠って立っていた宗教的な

価値がそこから抜け出してしまい、合理的に利潤を追求するだけの生活様式を人々に強い

るようになっていたというのが、ヴェーバーの「倫理と〈精神〉」の結論であった。これに

加え、「倫理と〈精神〉」の問題関心の延長上で執筆された「教会とゼクテ」でも、資本主

義をその特徴とする近代という時代において、もはや宗教的な価値が顧みられなくなった

ことを、ヴェーバーは指摘していた。したがって、彼は自身のキリスト教宗教社会学研究

を通して、近代における価値剥奪とそれに伴う意味喪失を洞察していたのである。こうし
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た洞察の結果を基にして論じられた「中間考察」において、文脈こそ異なるものの、世界

の価値剥奪や生の意味喪失というヴェーバーの危惧が前面に押し出されてきたことは、当

然のことと言えよう。むしろ、合理的主知主義化が進展することによって人々の生に意味

を賦与するような宗教的な魔術が排斥されたという「世界の脱魔術化」が、「中間考察」や

後の「職業としての学問」講演において鮮明に提示されていることからも、後期ヴェーバ

ーにおいて価値剥奪や生の意味喪失が重要な問題であったと指摘することができる35。 

以上のように、「中間考察」では、人間の生が直面している思想的な問題としての世界の

価値剥奪や生の意味喪失という、私たちにとって鍵となる概念が明確な形を現してきた。

ただしここで問題なのは、ヴェーバーが「中間考察」において、こうした世界の価値剥奪

や生の意味喪失といった状況下にある近代人の生について、これ以上立ち入った叙述を行

っていないことである。宗教社会学研究は第一義には客観的な社会科学研究であるため、

そこからは、世界の価値剥奪や生の意味喪失といった、彼自身の価値と呼応しているよう

に考えられる概念を抽出することに、本項での私たちの考察を留めておきたい。学問的な

営為の中に織り込まれた人間の生というヴェーバーの実存的な問題意識は、学問的営為の

成果を基にした彼の思想的な態度表明がなされる「職業としての学問」という講演の中か

らこそ、読み取ることができる。それゆえ、この講演を次項で取り上げていこう。 

 

3) 生の意味喪失した時代の生 

ヴェーバーはミュンヘンの自由学生団に依頼され、1917 年 11 月 7 日（水）20 時から、ミ

ュンヘン郊外シュヴァービングにあるシュタイニッケ書店のホールにおいて、講演「職業

としての学問」（以下、「学問」と略記）を行った36。この「学問」講演は、約 1 年後に行わ

れた「政治」講演と同じく、講演という形式を採ってはいるものの、そこで論じられてい

る内容には、ヴェーバーが自身の人生と学問生活を通して会得した知見がふんだんに披歴

されており、彼の思想のエッセンスが多分に込められているものだと言える。それゆえ、

これら二つの講演は、ヴェーバーが人間の生や政治に関してめぐらせた自身の考想の到達

点と位置づけることができる。本章の構成上、「学問」講演を先に取り上げて議論していく

が、これらの講演の特徴をまずここで確認しておこう。 

近年のドイツにおける先行研究として注目すべきミュラーによれば、ヴェーバーは「倫

理と〈精神〉」論文の末尾でペシミスティックな時代診断を呈していたが、これらの講演に

おいて、職業とパーソナリティとの関連を照らし出すような、「社会哲学的な色に染められ
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た時代診断」を提示する。ここでヴェーバーは、とりわけ学者と政治家という二つの職業

が、どのような人格的な特色を持ち合わせているべきかを問う。そしてこの問いに対して、

あらゆる物事に手を拡げようとするのではなく、自由な選択を通して特定の価値の担い手

となるよう専心し、自分自身の職業を「天職」と見做すようなパーソナリティを持つこと

こそが、その答えとされる。それゆえミュラーは、ヴェーバーが西洋近代に対する深いア

ンビヴァレンスとペシミズムにもかかわらず、政治と学問の中に、差し迫った自由の喪失

と意味の喪失を抑止しうる中間道徳（eine intermediäre Moral）のためのチャンスを見つけ出

していたと主張している37。 

ヴェーバーの晩年に近い二つの講演の中から上記のような人間の生をめぐる彼の思想を

抽出したミュラーの解釈によれば、自由の喪失と意味の喪失という近代における喫緊の問

題を抑止するための鍵を、ヴェーバーは政治と学問の中に見出しているのである。このよ

うなミュラーの解釈は、ヴェーバーが近代に下した時代診断の処方箋として、近代社会に

おける学問と政治という一般の
．．．

「特定の価値」と、その担い手としての一般の
．．．

学者と政治

家という、彼の分析の結果を明るみに出しているものと言える。 

しかしながら私たちは、このようなミュラーとは異なり、ヴェーバー自身の価値という
．．．．．．．．．．．．．

点に即して
．．．．．

これらの講演を捉える必要がある。というのも、ミュラーの解釈においては、

学問と政治を自分自身の「天職」と見做すアクターがそれぞれ学者と政治家として抽象化

された存在として理解されているが、ヴェーバー自身の価値に焦点を当てて彼の生と思想

における政治の重要性や政治への「意味」賦与を明らかにしようとする本研究にあっては、

学問に携わる者としてのヴェーバーと政治に携わる者としてのヴェーバーという、自分自
．．．

身で
．．

学問と政治と
．．．．．．

いう
．．

特定の価値を選び取ったひとりの実存的な存在としてのヴェーバー
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の姿
．．

に迫り、そのようなヴェーバー像の内実を闡明しなければならないからである。 

さらに私たちは、これらの講演が、学生たちに向けたもの
．．．．．．．．．．

だったということ
．．．．．．．．

も見逃して

はならない。ヴェーバーは、その時点では職業学者でも職業政治家でもない学生の聴衆に

向かってこれらの講演を行っていたのである。たしかにヴェーバーは、教師が教壇から聴

衆に向かって価値を語り先導することは慎まなければならないと繰り返し主張していた

（いわゆる「教壇禁欲」）。しかし今野によれば、ヴェーバーは実際には自ら掲げたこの「教

壇禁欲」を遵守することなく、教育の場を利用して現実政治に即応した教育活動を行って

いたと指摘されている38。したがって私たちは、これら二つの講演の中から、「教壇禁欲」

を逸脱してまでヴェーバーが発したメッセージ、「教壇禁欲」の影に隠れつつそこから湧出
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する彼のメッセージを読み取るというスタイルを採用することにしたい。それによって、

彼自身の価値に近づくことができるだろう。それではまず、「生の意味」という本研究の観

点に沿って、「学問」講演を考察していきたい。 

ヴェーバーは本講演を、世俗的な職業のひとつとして学問によって生計を立てていこう

とする者が現在どのような状況にあるのかという点から始め、学問領域における専門化、

大学に職を奉じる者や学問それ自体がその下に置かれている僥倖、自らの学問的な課題へ

の専心、そして学問的業績の意義といったテーマを語った後、学問の進歩という論点を提

起する。すなわち、ヴェーバーは学問の進歩を、人類が何千年来それに従ってきた合理化

の過程の最も主要な一部分をなすものとして捉え、さらにこの「学問および学問に裏づけ

られた技術による主知主義的合理化」を「世界の脱魔術化39」と呼ぶ。主知主義的合理化の

進んだ脱魔術化された世界において人は、学問や知によって究極的な価値を伴う生の意味

が賦与されることを期待してはならない40。学問や知の担う使命とは、ある人の究極的な価

値がどのようなものかを確定することでしかない41。 

こうした脱魔術化された世界において、個人の生の空間と公共の空間における価値のあ

りようは、次のようなものとなっている。 

 

究極かつ最も崇高な諸価値は、ことごとく公共の空間（Öffentlichkeit）から退いており、

神秘的な生の隠された世界の中か、個々人の直接的な付き合いの親密さの中に存在して

います。これは、合理化と主知化、とりわけ世界の脱魔術化という特徴を持つ、私たち

の時代の宿命なのです42。 

 

ヴェーバーからすれば、主知主義的合理化の進んだ時代における価値は、個々人がそれ

ぞれの生の局面において見出すものであって、人々に共有される諸価値はもはや公的な空

間には存在しないということが、「私たちの時代の宿命」なのである。近代人、とりわけ若

い世代の人々にとっては、「個々の秩序と価値の神々の闘争」と「学問の使命」に耐えるこ

とが難しく、彼らは自らの神と悪魔が何であるかという問いの答えを、大学の教授たちか

ら――彼らを、その答えを与えてくれる擬似的な宗教予言者や救世主と見做して――得よ

うとしがちである。しかし、ヴェーバーに言わせれば、大学教授の「天職」は、「学問の使

命」の担い手として「それぞれにとっての神と悪魔が何であるかを確定すること」だけで

あり、それを若い人々に与えることは慎まなければならない。そして、ヴェーバーは聴衆
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に向け、予言者や救世主の到来を待ち焦がれるのではなく、自らの神を見出した上で、自

分自身の日常的な仕事に就き、人間的にも職業的にも「日々の要求」に従うことを求めた

のであった43。 

私たちが前項で抽出した、世界の価値剥奪や生の意味喪失というヴェーバーの学問的な

営為の成果に基づく彼の思想的な態度表明が、ここに示されている。主知主義的合理化の

進んだ「世界の脱魔術化」状況において、人は、学問や知によって自身の究極的な価値や

生の意味を基礎づけることはもはや不可能となっている。さらに、人々に共有されるよう

な単一の価値や生の意味を素朴に信奉することも叶わない。近代に生きる人間は、「私たち

の時代の宿命」から逃れることはできない。 

では、近代人は、価値も意味もない生を送る他ないのか。このような人間の生に対する

実存的な問いを前にして、ヴェーバーの思想は逆説を含んだダイナミックな展開を見せる。

価値や生の意味を基礎づける権威に寄りかかることはできず、人々に共有されるような価

値や生の意味が喪失してしまったような時代だ
．
からこそ
．．．．

、自分自身の究極的な価値や生の
．．．．．．．．．．．．．．

意味を個々人が自らの力で見出し
．．．．．．．．．．．．．．．

、そのような価値に見合った自分自身のなすべき生の意
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

味を日常的な生の中で果たすこと
．．．．．．．．．．．．．．．

。これこそが、学問・知と価値の関係、そして生の意味

と人間の生の関係に対してヴェーバーが理想とする、人間のふるまいなのである。たしか

に、ここで私たちが見出したヴェーバーの主張は、先述した雀部の結論とそれほど大きな

相違のあるものではない。しかしながら、雀部とは異なり、合理化の進む時代に
．．．．．．．．．

おける
．．．

「文
．．

化」
．．

内部での価値剥奪
．．．．．．．．

・生の意味喪失という状況にあるにもかかわらず
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、意味喪失に陥ら
．．．．．．．

ざるをえない生に対してそれでも
．．．．．．．．．．．．．．．

自分自身で
．．．．．

意味賦与を行
．．．．．．

わなければならないという
．．．．．．．．．．．．

思想
．．

的な態度
．．．．

をヴェーバーがこの時期にも堅持していたと指摘しえたことは、私たちの発見で

あると言ってもよいだろう。 

本節でみてきたように、「生の意味」という本研究の観点からいえば、現実的な問題とし

ても、そして思想的な問題としても、人間の生や生の意味が蔑ろにされ失われている状況

をヴェーバーは剔抉していた。とりわけ思想的な問題として、「中間考察」でヴェーバーは、

宗教的な視点からいえば、現世内的な文化領域においては生の意味喪失という事態に陥ら

ざるをえないことを指摘していた。ただし、生の意味をめぐる彼の考想は、そういった客

観的な社会科学上の指摘に留まらない。「学問」講演でヴェーバーは、「世界の脱魔術化」

が進むにつれ、宗教的な生の意味賦与が、主体的な生の意味賦与に取って代わるべきだと

いう打開策を提示するまでに至った。ヴェーバーは「中間考察」では、現世内的な文化領
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域である学問の領域の中で、客観的な状況判断として
．．．．．．．．．．．

人間の生の意味喪失という問題を指

摘していた。「学問」講演ではこの認識の上に、彼
．
自身の主観的判断に基づいて
．．．．．．．．．．．．．

生の意味賦

与を行うべきであるという主張にまで、「生の意味」という問題意識を発展させていたので

あった。 

では、生の意味喪失の時代における生の意味賦与という思想的な課題は、後期の彼自身

の生や実存においてどのように果たされていったのか。繰り返し述べているように、ヴェ

ーバーにとっては、学問とともに政治が、彼の生と思想における重要な柱であった。とり

わけ後期においてヴェーバーは、祖国ドイツが実際に戦争状態に陥ったため、人間の生と

政治がより直截的な関係を持たざるをえない状況を目の当たりにすることとなる。そのよ

うな状況の中で、彼はどのように学問と政治に携わっていたのだろうか。そして、生の意

味喪失の時代におけるヴェーバー自身の生の意味賦与は、政治へのコミットメントとどの

ような関わりを持つようになるのだろうか。この問いに答えるために、次節では、人間の

生が置かれた具体的な問題としての政治に対して、ヴェーバーが理想的だと見做した生の

ありかたのモデルを手懸りとして彼の「価値」を明らかにし、後期ヴェーバーが達した生

と思想の到達点を考察していくことにしたい。 

 

 

 3. 「価値」に基づいた意味賦与 

前章までで述べてきたように、ヴェーバーは生涯を通して、様々な形で人間の生をめぐ

る問題意識を持ち、その問題を考える上で、自分自身の「価値」を投影した様々なアクタ

ーの姿を生の理想像として提起していた。そのため本章でも、「生の意味」に対するふるま

いとして理想的な生のありかたのモデルを提示することに込められた、彼自身の「価値」

という観点から、私たちの考察を進めていこう。ここで鍵となるのは、本章序でも述べた

ように、ヴェーバーが後期宗教社会学の一環である古代ユダヤ教研究において、アクター

の存在に着目した社会分析をより洗練していくとともに、そういった客観的な学問的営為

の中に考察対象への主観的な共感を明確に表明していたことである。まず初めにこの点に

着目し、それが有する意味を明らかにしていきたい。 

 

1) 共同体の内面化 

繰り返しになるが、後期ヴェーバーの宗教社会学研究において、「古代ユダヤ教」論文（以
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下、「ユダヤ教」と略記）は、「儒教と道教」や「ヒンドゥー教と仏教」とは明確に異なる

特徴がある。それは、「客観的な」宗教社会科学研究である「ユダヤ教」において、ヴェー

バーの「価値」が相対的に見てかなりダイレクトに表明されていることである。たしかに、

ヴェーバーが古代イスラエルにおける預言者という歴史的類型に注目したのは、これが初

めてではない。実際に、1911 年から 1913 年頃に執筆されたと言われる『経済と社会』第 2

部第 5 章「宗教社会学」においても、彼らは研究対象としてその姿を現していた44。しかし

マリアンネによれば、「ユダヤ教」にあっては、ヴェーバー自身の戦争体験と政治活動を通

して、預言者たちの存在の意味は大きな変化を遂げている。冷静沈着な客観的記述に留ま

っていた前者とは異なり、彼女の証言するところでは、後者においてその行間から発露し

てくるのは、むしろ祖国の生死存亡の危機にあって積極的に対外政策の実践者たちに加担

せざるをえなくなった預言者たち――とりわけ禍の預言者エレミヤ――に対する、ヴェー

バーの「強烈な内面的共感」なのである45。では、ヴェーバーはどのような理由から、預言

者に内面的共感を寄せたのであろうか。本項でこの問題を考えていこう46。 

ヴェーバーは「ユダヤ教」において、イスラエルの置かれた地理的、風土・気象的な外

的条件をまず確認し、イスラエル社会内の諸階層の生活様態や経済的・社会的な構造の対

立、それに対処するために規定された社会法を叙述する。こういった外的条件から内情に

かけての行論を経た上で彼は、イスラエル社会における宗教、そしてその担い手としての

宗教的預言者へと考察の対象を移していく。ヴェーバーによれば、一見したところ預言者

たちは、政治的に行動していたかに見える。しかしながら、政治的な行為者である預言者

たちの主観的な意味づけ
．．．．．．．．

という視点からすれば、彼らの行為は政治的・社会政策的に動機

づけられてはいなかった。 

 

預言者たちは彼らの活動の仕方という点でいえば、たしかに客観的には、政治的、と

りわけ世界政治的なデマゴーグやジャーナリストであった。しかし主観的には、政治的

な党派性の強い者ではなかった。彼らは決して、第一次的に政治的な利害関係へと方向

づけられてはいなかった。〔…〕彼らは、徹頭徹尾宗教的に、つまりヤハヴェの諸々の命

令を履行することへと、方向づけられていたのである47。 

 

つまり、預言者は、主観的・第一次的に政治的な問題関心によって政治的な態度を決定

していたのではなかった。そうではなく、彼らはその主観的・第一次的には宗教上の義務
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を履行するために行動したのであり、その行動が客観的・結果的には政治行動として理解

されうると、ヴェーバーは捉えているのである48。 

では、預言者たちが主観的に宗教的な動機に基づいて政治行動を行っていたことは、ヴ

ェーバーからすればどのような意味を有していたのだろうか。この預言者における宗教と

政治という点について、シェルドン・ウォリンは、「旧約聖書の預言者たちは、ヴェーバー

から見れば最高に政治的な姿を現しており、『民族共同体の真っ只中に立ち、その運命に関

心を払う』存在であった。彼らは『政治的惨状』の真っ只中にいる同胞たちに〔ヤハヴェ

による政治的禍の思想を〕熱烈に忠告し、それと同時に『預言者的政治』を実践した49」と

指摘している。このウォリンの指摘からも分かるように、ヴェーバーの見つめた預言者た

ちは、まさしく政治共同体に対する問題関心に基づいて自分たちの政治的な活動を行って

いたのである。しかし、私たちがみたところでは、預言者たちの行動は主観的・第一次的

には宗教的に動機づけられたものであったはずである。そのような預言者たちの宗教的な

動機と、政治共同体に対する問題関心やそれに基づいた政治行動とは、一体どのような関

係にあるのか。 

ここで本研究が強調するのが、ヴェーバーが「ユダヤ教」において預言者の政治行動に

与えた位置づけである。なぜなら、ユダヤの預言者の政治行動は、主観的にはヤハヴェの

政治的禍の思想という宗教的な動機によって突き動かされていたからである。ヴェーバー

の理解するところによれば、モーセを通したシナイ契約は、契約の当事者である唯一神ヤ

ハヴェ自身とイスラエル民族とが締結したものであるところにその独自性の源泉がある50。

このヤハヴェとイスラエル民族との契約においては、唯一神ヤハヴェは「慈悲深い自然の

神であり、〔施しの雨を降らせる〕天の神である」のと同時に、「恐るべき災害の神」とい

う特徴をも有しており51、もしイスラエル民族がヤハヴェとの契約によって負わされた義務

を履行しない場合には、「ひとりの王のように怒りと激情でもってふるまい52」、民に禍をも

たらす。そして、ユダヤの預言者たちの宗教的な動機は、このヤハヴェによるイスラエル

の民に対する政治的禍の思想に貫かれている53。もし義務が履行されなければ、ヤハヴェの

怒りは契約締結者であるイスラエル民族全体に向けられる。このことは、「すべての個人が

犯した神への冒涜に対する連合構成員の宗教的な連帯責任
．．．．

」、すなわち「すべての個人に対

する人民全体の連帯責任という思想」に結びつくのである54。この「連帯責任」を、ヴェー

バーは次のように説明している。 
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契約（berith）によって、連合の神〔ヤハヴェ〕の命令を遵守することに連帯責任を負

った自由な人民同胞からなるひとつの団体としてのイスラエルにおいては、すべての個

人がその命令に反することを彼らの間で黙認しようものならば、〔神からの〕報復を恐れ

ねばならなかった55。 

 

つまり、ユダヤの預言者たちは、宗教的に神と対峙するに際して、つねに自らの所属す

るイスラエルというひとつの政治的民族共同体の運命をもその脳裡に刻み込んでいたと、

ヴェーバーは解釈しているのである。 

ここに私たちは、行為者の主観的な意図に基づいた行為と歴史的な結果との間に現れる

ダイナミズムを鋭く捉えるヴェーバーの視座が貫かれているのを看取することができる。

彼は、預言者たちの純宗教的な動機に基づいた主観的な預言と、それによって現れる預言

の客観的な政治的機能を強調する。ここで重視したいのが、預言者たちの主観的な意味づ

けの仕方である。彼らの意識の中にはつねに、唯一神ヤハヴェと、ヤハヴェと契約を結ん

だイスラエル民族との関係が想定されている。では、ヴェーバーが「ユダヤ教」でイスラ

エル社会における政治的な主体としての預言者の重要性を説き、それを強調する際に、預

言者自身がイスラエル民族という共同体への視座を保持していたことに対する彼の主観的

な価値判断は、どのように表出しているのであろうか。 

本研究の観点からいえば、こういったヴェーバーの主観的な価値判断は彼自身の「価値」

に基づいてなされたものであると言えるが、「ユダヤ教」論文においては、さらに興味深い

特徴が存在している。それは、この「ユダヤ教」においてヴェーバーが、預言者たち自ら

の宗教的価値の追求とその実践的態度の結びつき方を強調している点である。つまり、ユ

ダヤ教預言者という政治的な主体が、ヤハヴェからの命令を遵守するという宗教的な価値

を貫徹し、存立の危機に陥った困難な状況にあるイスラエルの中で現実的な政治行動を起

こすにあたって、政治的な共同体の連帯がすでに想定されていたのである。むろんヴェー

バーの理解するところでは、預言者たちの関心は宗教的な価値に比重がありつつも、ヤハ

ヴェとイスラエル民族の直接的な契約関係というユダヤ教思想の特色ゆえに、彼ら自身の

属する政治共同体イスラエルへの貢献を果たしていた。つまり、預言者たちは政治的な価

値を全面に押し出していたわけではなかったのである。しかしながら、預言者たちが、宗

教的な価値の追求、すなわち彼ら自身の意図としては宗教的な動機に基づいて禍の預言を

なす中で、ユダヤ教の宗教的な特徴ゆえに、その宗教的な思考の内部においてはすでに自
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身の属する共同体の存在を明確に意識し、結果的に政治共同体への献身を果たしていたこ

とに、ヴェーバーは着目していたのである。 

したがって、「ユダヤ教」論文において、政治的な主体が共同体を自身の内面に取り込ん

でいること、すなわち、政治に携わる者が自分自身の帰属する政治的運命共同体の一員で

あると自覚し、またその政治的運命共同体の政治的営為に参与していることが強調されて

いるのは、ユダヤ教預言者たちに対するヴェーバーの共感が彼の「価値」に基づいてなさ

れていることの現れだと言えよう。また、興味深いことに、ユダヤ教預言者たちの主体的

な政治行動には、彼らと共同体の行動の結果によってヤハヴェからの禍がもたらされると

いう、いわば自分たちの政治的な行動の結果に対する緊張感が存在していたのである。こ

れは、後に述べるような、ヴェーバーの「責任倫理」という政治における倫理の問題を語

る上で看過しえない点として、ここに記しておきたい。 

本項では、ヴェーバーからみて理想的な生のありかたを体現していた古代ユダヤ教の預

言者という歴史的なモデルから、彼の「価値」を浮かび上がらせた。前節でも取り上げた

ように、一方でヴェーバーは、客観的な学問的営為の中に自身の主観的な価値判断を潜在

させていた。他方、戦争を経験する祖国ドイツの現実的な政治状況に対して、より直接的

に主観的な価値判断を繰り返し表明していた。では、現実政治状況に対する主観的な価値

判断の中で提示された理想的な生のモデルとは、一体どのようなものだったのか。次項で

みていこう。 

 

2) 共同体への主体的な参与 

本章序で確認したように、後期ヴェーバーは、学問的な探究を進めると同時に、第一次

世界大戦が勃発してからも、戦中から戦後にかけて、対外政治論やドイツ内政改革論とい

った現実政治論を積極的に公表していた。すでに私たちは本章第 2 節第 1 項で、人間の生

命・身体が直接的に危険に曝される戦争という現実政治状況における人間の生のありよう

を問うヴェーバーの姿を看取した。そこで本項では、戦中と戦後におけるヴェーバーの政

治制度構想の中から、彼の生を取り巻く日常的な環境としての現実政治状況において、彼

がどのような生の理想像を考想していたのかという問題を議論していきたい。 

ちなみに、私たちがヴェーバーの現実政治論にふれる上で気をつけなければならないの

は、彼が政治をつねに、――対外政策だけに限らないその全般について――国民的観点か

ら考えていたということである56。この点を明らかにした雀部によれば、ヴェーバーの国民
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的観点というのは、具体的にいって、「国民の永続的な権力政治的利益」の追求、「国民の

生活利害」の追求、そして「国家の権力利害を究極目標」とする視点であり57、何かしらの

「主義」を盲信して「国民の利益と課題」を脇に追いやるような政治のありかたに対して、

ヴェーバーは徹頭徹尾批判を加えていたのであった58。このような国民的観点に立脚してヴ

ェーバーは、自身の内政改革論でドイツ政治における民主化と議会（化）についての持論

を積極的に展開していくことになる59。したがって、彼がドイツの現実的な社会情勢の変化

を考慮した上で、最も意義深いものとなるような形で自身の政治的な主張を提示している

ことに注意し、私たちの考察を進めていこう。 

まずヴェーバーは、1917 年 12 月の「ドイツにおける選挙法と民主主義」において、ドイ

ツの民主化が不可避であることを次のように述べる。 

 

平等選挙法は、近代国家それ自体が再び創出したある種の運命
．．

の平等との密接な関係

を、純粋に「国家政策的に」有している。人間は、死の前では「平等」である。肉体的

な生のために必要不可欠な欲求という点でも、おおよそ平等である。とはいえ、近代国

家がそのすべての市民に対して、現実に絶え間なく、疑いの余地もなく呈する平等は、

後者のような最もありきたりなことでさえも、そして前者のような悲壮で最も崇高なこ

とでさえも包括している。つまり、純粋に肉体的な安全と生きていくために必要最小限

の条件、そして生死を賭した戦場という平等である。過去の政治的な権利の不平等はす

べて、究極的には経済的に条件づけられた軍隊における
．．．．．．

資格の不平等に起因している。

このような不平等は、官僚制的な国家と軍隊においては欠如しているものである。「国家

市民」という近代的な概念を初めて生ぜしめた、平準化し逃れることのできない官僚制

の支配に対して、投票用紙だけが、唯一の
．．．

権力手段なのである。この投票用紙という唯
．

一の
．．

権力手段だけが、彼らが死に赴かなければならない、かの共同態の諸々の業務を共

同で決定する権利の最小限を手中に収めることができる
．．．

60。 

 

ヴェーバーによれば、ドイツの民主化は不可避であった。というのも、近代国家におい

て平等な存在と見做されている国民は、平等であるがゆえに戦争に動員されるため、その

代償として、普通選挙法という手続きを通して最低限度の政治的な影響力が与えられなけ

ればならないからである。 

さらにいえば、ヴェーバーは、1916 年 10 月 27 日にミュンヘンの進歩人民党の指導者コ
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ンラート・ハウスマン（1857-1922 年）の要請に応じて行った講演を基にした論稿「ヨーロ

ッパ列強とドイツ」において、「私たちの軍は、外地でドイツの栄光と名誉のために前代未

聞のことを成し遂げ、不朽の追憶を軍旗に縫い込んだ」と述べ、銃後の人々が、「もし地図

がしかじかのように変更されなければ、君たちは無意味な
．．．．

戦闘を行っているのだ」などと

言おうものなら、「そのようなときには、そいつらの口をぶん殴って黙らせるためのドイツ

の拳があってほしいものだ」とまで公言している61。 

祖国ドイツのために文字通り生命と身体を賭して
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

戦地に赴き戦った兵士たちは、自分の

死を何かしらのためのものだと信じることができ、そうであるがゆえに自身の生の意味を

見出すことができる62。このような兵士たちは、まさにそのことによって自身の所属する共

同体への献身というヴェーバーの「価値」を見事に体現していた存在として、彼の目に映

じていたのだろう。そうした兵士たちが帰還した後に選挙権が与えられず、政治的な発言

力を持つことができない状況など、ヴェーバーからすれば言語道断であったに違いない。

彼のドイツ民主化要求には、当時の政治・社会情勢を冷静に考量する眼と、彼自身の「価

値」の熱烈な表出を見ることができるのである。 

また、ドイツにおける内政改革としてヴェーバーが民主化とともに掲げたのが、議会の

役割を基礎づけることであった。彼は、1917 年に『フランクフルター・ツァイトゥング』

紙で公表された政治論文「新秩序ドイツの議会と政府」においてこの点を重要な論点のひ

とつとして設定した上で、上述したような兵士たちの政治的影響力の獲得という主張から

歩を進め、そうした政治的影響力をいかにして実体化させることができるのかという問題

に取り組んでいく。 

 

内地における私たち
．．．

の
．
課題は、とりわけ次のようなものであると思われる。すなわち、

帰還兵たちが、手にした投票用紙でもって、彼らの選んだ代表者を通じて、彼らがその

存立を救ったドイツを、彼らの立場から新しく建設する可能性を目の当たりにする
．．．．．．．．．．．．

こと。

したがって、兵士たちが帰還後に、国家建設に取り組む代わりに、真っ先に障害に対す

る不毛な闘いを挑まなければならないなどといった、目下の状況が彼らの前途に立ちは

だかるような妨げを取り除いておくこと。これが私たち
．．．

の
．
課題なのである。そのために

は、選挙権と議会の権力こそが、――それで詭弁を根絶やしにできるわけではないが―

―唯一の手段である63。 
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兵士たちが命懸けで守ったドイツの新たな国家体制を整備する上で、彼らの声は、彼ら

自身が選出する代表者によって代弁されなければならず、そのために必要不可欠な要素こ

そ、民主化の反映である「平等選挙法」と「議会の権力」なのである。 

本項では特に議会の権力という点について詳述していくが、それに先立って確認してお

きたいのが、「ビスマルクの遺産」という論点である。というのも、本研究第 1 章でも取り

上げたように、ヴェーバーは青年期から一貫してこの「ビスマルクの遺産」というドイツ

の政治問題を意識しており、ドイツ国政の改革を機に、その抜本的な解決を目指している

からである。それが意味するところでは、ビスマルクが自身の支配を確固たるものとする

ために、一方ではドイツ国民を、ひとかけらの政治教育も受けておらず、ひとかけらの政

治的意志も持たない、政治的に未成熟な国民のまま残し、他方では議会をも完全に無力な

ものとしてしまっていた64。こうした「ビスマルクの遺産」という、ヴェーバーがドイツ政

治に見た重大な問題点は、彼が 21 歳でそれを開陳して以来、30 年にわたって度重ね政治論

の俎上に載せてきたものであり、本論文でいよいよその具体的な解決策が提示されるに至

る。そして、この「ビスマルクの遺産」を打開する核心的なアイデアこそ、「行動する
．．．．

議会」

（ein arbeitendes Parlament）と称される、ヴェーバー自らが理想とする議会に他ならない。 

では、それはどのような議会なのか。ヴェーバーによると、「行動する
．．．．

議会」とは、「真

に政治的な
．．．．

指導者の資質が成長し、選抜の行程に登場する土台」となりえ、「行政に継続的
．．．．．．

に参与しつつそれを監督する
．．．．．．．．．．．．．

ような議会」65、すなわち、行政に関する実践的な活動を政治

家が訓練する場、実質的に行動する政治家を選抜する場である66。というのも、彼に言わせ

れば、行政の主な担い手たる官僚による支配は、政治問題に関してまったく役に立たず、「自

分自身の信念に従って政治闘争に〔徴募した同志と〕共闘して分け入り、この意味で絶え

間ない闘争である『政治を営む』ということは、〔…〕官僚の責務ではない
．．．．．．．．．

」のであって、

そのような官僚に割り振られた業務を監督することが議会のなすべき第一の根本的な任務

であり、政治家が官僚支配に対抗してバランスをとらなければならないからである67。 

また、ヴェーバーによれば、政治家の政治訓練は、議員生活の経歴を重ねていく中で、

絶え間ない厳しい政治活動を通してのみ達成される。このような政治家の政治活動の場こ

そ、「行動する
．．．．

議会」なのである。 

 

政治家は、権力を持った行動する
．．．．

議会の委員会の中で、行政の現実を経験し、そこで

自分自身を証明しなければならない。行政の現実に徹底的に従事するというこのような
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修練だけが
．．．

、議会という集会を、たんなるデマゴーグのための選抜の場ではなく、事柄

に即して行動する政治家のための選抜の場とすることができる。〔…〕専門官僚層と職業

政治家のこうした協力の仕方〔議会と官僚との提携、議会による官僚の継続的な監視〕

だけが、行政の絶え間ないコントロールを保証し、さらにそれを通じて、指導する者と

指導される者との政治的な教育と訓練を保証する。有効な議会のコントロール
．．．．．．．．．

によって

プレッシャーをかけられる行政の公開
．．．．．

が、あらゆる実り豊かな議会活動と国民の政治教

育の前提条件として要求されるべきものなのである68。 

 

ここでは、「行動する
．．．．

議会」において行政の現実に通暁し、行政のコントロールとその公

開によって、「あらゆる実り豊かな議会活動と国民の政治教育」の実現の途を開く政治家の

役割に、ヴェーバーの期待が寄せられている69。このような彼の期待から、終戦後ドイツの

政治的危機の克服を議会制の強化と責任倫理のある指導的政治家に委ねようとしたヴェー

バーの姿を読み取る、フィッチのような解釈も存在している70。しかしながら、このような

行政との対峙の仕方は、政治家だけに期待されているものではない。 

 

政治的成熟度とは、〔…〕国民が官僚層を通して自分たちの要件を遂行するという方式
．．．．．．．．．．．．．．．．．

に精通しており、官僚層を継続的にコントロールし、影響を与えるところに示される〔も

のである〕。権力を持った議会の委員会だけが、そこからかような教育的影響力が波及さ

れることのできる源であり、またそのような源でありうる71。 

 

「行動する
．．．．

議会」から波及される教育効果がドイツ国民の政治的な成熟を促し、政治的

に成熟した国民が、官僚をコントロールして自分たちの政治的な営みを処理していくこと。

これこそ、「ビスマルクの遺産」と称されたドイツ国民の政治的未成熟状態を克服すべくヴ

ェーバーが構想した、政治的成熟のためのプロセスなのである。そしてヴェーバーは、こ

ういったドイツ国民が政治的に成熟することへの期待を、「紳士然とした民族」（Herrenvolk）

という概念に込める。 

 

政治的に成熟した民族だけ
．．．．．．．．．．．．

が、「紳士然とした民族」である。この政治的に成熟した民

族とは、自分たちの要件を遂行する上で行政をコントロール下に掌握し、彼らが選出し

た代表者を通して、彼らの政治的指導者の選抜に決定的に参与する民族のことをいう。
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〔…〕紳士然とした民族だけが
．．．．．．．．．．．

、世界の発展の一翼を担う使命を持つ
．．．．．．．．．．．．．．．．

72。 

 

「ビスマルクの遺産」を克服するための政治的判断の鍛錬、すなわち自分たちが選んだ

代表者を通じて自国の政治的な運命の決定に確固として共同で参加する習慣を持つことの

必要性が、ヴェーバーにおけるドイツ政治の課題であった73。それを考慮すれば、政治的な

鍛錬を通して自らの属する共同体における政治的な営みに参与する意志と能力を獲得する

政治的な主体像を、彼が「紳士然とした民族」という語を用いて表現しているのだと理解

することができる。 

ただし、管見の及ぶ限りでは、先行研究においてこの「紳士然とした民族」という論点

は、それほど中心的なテーマとしては扱われてはこなかったように思われる74。例えば雀部

は、ヴェーバーの„Herrenvolk“という概念を、「政治的に自立した、行政や政府に対する監視

監督のちゃんと出来る、政治的に成熟した、その意味で一人前の国民――一人前の人間を

ヘルというように――ということ」を意味するものであり、「ニーチェを思わせる、後年の

経験からすればはなはだ不吉なつまらぬ表現」だとして、これを切り捨てている。さらに

いえば雀部は、ヴェーバーが時として「品位」、「高貴性」、そして「ヘレンフォルク」とい

う言葉を使うのは、「成り上がり者的なおしゃべり」やユンカー・重工業資本家・銀行家な

どのエゴイスティックな利益政治に対するネガティヴな批判の文脈においてでしかなかっ

たと指摘している75。 

しかし、本研究の立場からすれば、このような雀部の「ヘレンフォルク」評価は、ヴェ

ーバーが„Herrenvolk“に込めた意味を等閑視してしまっているように考えられる76。本研究

がここまでで明らかにしてきたように、ある人間が所属する政治共同体において自らの政

治的な価値を追求し、具体的な政治行動を選び取る政治主体に対して、ヴェーバーは彼自

身が理想とする生のありようを見出し、そこに自分自身の「価値」の体現者としての姿を

投影していた。前期においては、ドイツ統一に多大な貢献を果たした世代のプロイセン・

ユンカーが、中期においては、自由の存在を抑圧するようなロシア政治体制下で自由を求

めて闘ったロシア自由主義者たちが、後期においては、イスラエル社会における宗教的な

預言者が、そして祖国ドイツのために命を賭して戦地へ赴く兵士たちが、ヴェーバーの「価

値」の担い手であり、その最高の現れとしての政治的な理想を具現化した存在であった。

そして彼は、第一次世界大戦を通して大きな社会構造の変容が進むドイツにおいても、自

身の「価値」の担い手を探し出そうとする。ただ、未曾有の政治状況にあるドイツにおい
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ては、そうした「価値」の担い手はほとんど実在していない。そうであるがゆえにヴェー

バーは、「紳士然とした民族」という概念に、自身の「価値」の担い手としての理想像を込

めていたのではないだろうか。この概念には、雀部の言うような利益政治に対するネガテ

ィヴな批判の文脈におけるものではなく、自らが生きる政治状況において主体的な参与を

通して携わろうとする、ヴェーバーが理想とする政治主体像というポジティヴな意味合い

が込められていたのである。 

本項では、第一次世界大戦に直面し、それに伴う新たな政治秩序の構築構想を展開して

いったヴェーバーの姿を描写した。そこでは、同胞ドイツ国民が共同体の課題を共有し、

そうすることで政治的に成熟した理想的な政治主体となることを、彼は期待していた。こ

うした現実政治状況におけるヴェーバーの主観的な価値判断の表明は、客観的な学問的営

為に潜り込んだ価値判断以上に明確な輪郭を与えられることになった。前項で論じたよう

に、客観的な社会科学研究としての「ユダヤ教」では、ユダヤ教預言者に対して自らの「価

値」をいわば理念的に投影していた。ただ、ヴェーバーによって描かれたユダヤ教預言者

の姿は、政治主体としての行動原理が宗教的価値に貫かれていたがために、生の理想像で

はありつつも、あくまで歴史的なモデルに留まらざるをえなかった。これに対し、現実政

治論ではそこからさらに進み出て、人間の生、そしてヴェーバーの生を取り巻く現実政治

状況においてより実現する可能性が高く、そうであるがゆえに実現されるべき理想的な生

のありかたが、彼自身の「価値」の具体像と重ね合わせて提示されるようになっていった

のであった。 

このような現実政治的な主張を積極的に展開していた一方で、先述したように、戦時中、

とりわけ戦局と国内政治が苦境に陥っていく最中
さ な か

、ヴェーバーは自身の学問的な営為にも

精力的に取り組んでいた。学問と政治は、後期の彼の生においても、二本の柱であり続け

た。では、この時期にヴェーバーが心血を注いでいた政治と学問は、彼の内面において、

それぞれがどのような思想的展開を果たし、どのような形で思想的に連関していったのだ

ろうか。前節で取り上げた「学問」講演においてヴェーバーは、それぞれの個人が各々の

生の意味に邁進することを奨励していた。その一方で、本研究がここまで論じてきたよう

に、彼が自身の「価値」に基づいて終生一貫して政治共同体への献身を希求していたこと

は、ヴェーバーの生と思想においてどのような意味を有しているのだろうか。いわば彼の

実存的な重要性の発露としての政治哲学的な問題とも言えるこの問いに答える手懸りは、

私たちが次項で検討する彼のもうひとつの講演に隠されているのである。 
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3) 「天職」としての政治――政治を通した生の意味獲得―― 

1917 年の「学問」講演に続き、ヴェーバーは、1919 年 1 月 28 日（火）19 時 30 分から、

ミュンヘンのシュタイニッケ書店のホールで、「政治」講演を開催した77。ここで彼は、支

配の正統性に関する社会学的類型学、政治的な営為が実施される際の制度・形態・過程・

手段、政党の様態とその運営上重要な役割を担う「マシーン」、そして「職業政治家」や政

治的人物の歴史的タイプなどについて言及しているため、本講演は政治をめぐる彼の学問

的あるいは経験的な考想の集大成がコンパクトにまとめられているものと言える。したが

って私たちにとっては、ヴェーバーの政治思想を論じる上で非常に重要な資料であること

は疑いえない。ただし、上述の諸論は彼自身の社会科学的な研究の成果や現実政治分析と

しての特徴が色濃いものであり、本講演が進むに従い、ヴェーバーが自身の「価値」に基

づいた価値判断をとりわけ明確に示している。そのため本研究の議論も、「政治」講演後半

を中心に行っていきたい。 

ちなみに、私たちはすでに前節第 3 項で、「学問」講演と「政治」講演についてのミュラ

ーの解釈に対する批判を提起した。その要点のみをここで繰り返しておけば、本研究にお

いては、これらの講演をヴェーバー自身の価値という観点から捉え、学問と政治という特
．．．．．．．．．

定の価値を自分自身で選び取った
．．．．．．．．．．．．．．．

ひとりの
．．．．

実存
．．

としての
．．．．

ヴェーバーの姿
．．．．．．．

に迫り、さらには

そのようなヴェーバーから、彼が聴衆に発したメッセージと
．．．．．．．．．．．．．．

そのメッセージの解釈の仕方
．．．．．．．．．．．．．

を伝えようとする
．．．．．．．．

メタ
．．

・メッセージ
．．．．．

を読み取らなければならないのである。本項ではこの

ような視点から、ヴェーバーの「政治」講演を取り扱っていこう。 

ヴェーバーは、「政治」講演後半で、政治的な主体が直面することになる、政治の領域に

おける独特な倫理（「『課題
ザ ッ ヘ

』（Sache）としての政治のエートス
．．．．

」）の存在を俎上に載せる。

彼はここで、倫理的に方向づけられたあらゆる行為が、根本的に方向性の異なる二つの調

停し難く対立した格率に従わなければならないという、「政治倫理の問題」、すなわち「責

任倫理」（Verantwortungsethik）と「心情倫理」（Gesinnungsethik）という二つの政治倫理の

問題を論じる。では、「責任倫理」と「心情倫理」とは、一体どのようなものなのだろうか。

ヴェーバーによれば、責任倫理とは、人間が一般的に持つような欠陥を考慮し、自分自身

の政治的な行為の結果を予測しえた以上、その行為の結果とそれに付随する責任を他人に

転嫁することはせず、自らの責任とするような政治倫理である78。その一方で、心情倫理と

は、自分自身が持つ純粋な心情の炎を絶えず新たに燃え上がらせることだけがその「責任」
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であり、その行為の目的なのであって、なしえた行為には心情の証しという価値しか見出

さず、その結果がどのようなものとなったかを顧慮することのない政治倫理である79。した

がって、自身がなした行為がどのような結果をもたらしたとしてもその責任に重点を置く

責任倫理と、自身の行為の動機として心情をどれほど昂らせたかに重点を置く心情倫理と

を妥協させることは不可能であり80、政治を営む者、ましてや天職（Beruf）として政治を営

む者は、こうした倫理的な逆説と、この逆説の圧力の下で自分から何が生じうるのかとい

うことに対する責任を自覚していなければならない81。 

この政治倫理の問題を、少し具体的に考えてみよう。ヴェーバーは上述のような政治倫

理の問題を論じてはいるものの、政治の領域において遵守すべき「規範」がどのようなも

のであるのか、またどのようなものであるべきかという点については、ここでふれていな

い。しかしながら、彼は自身の政治論を展開する際に、政治的な行為は国民の生活利害に

見合うものかどうかという基準でもって測られる必要があることを度々説いていた82。こう

した彼の主張に引きつけて考えてみれば、政治的行為の結果に責任を持って責任倫理をま

っとうしようとした場合、国民の生活利害に妥当するか否かという点がその結果の良し悪

しを判断する基準だと、ヴェーバーにおいて想定されていたと考えるべきだろう。すなわ

ち、彼が政治における倫理を語る上で、国民の生活利害に有益なものとなることこそが、

政治において遵守すべき「規範」だとされていたのである。換言すれば、責任倫理の貫徹

を目指すに際して、政治主体が責任を果たすことができたかどうかの判断が、その政治行

動の結果を享受する者たちにとってどれほどメリットがあるのかという評価に依拠してお

り、それを考慮した上で政治的な行為を行うことが要請されている。責任倫理を奉じる政

治主体において、その政治的な行為を行う時点で、政治共同体の構成員にもたらす結果が

顧慮されていなければならないのである。 

もっとも、国民の生活利害を基準にしているとはいえ、ヴェーバーがその内容を事細か

く想定せず、むしろ「国民の生活利害」という曖昧な表現に留めていることは注目に値す

る。ここにみられるのは、「真の国民の生活利害」なるものを敢えて
．．．

定式化せず、政治的な

行為者が自身の政治行為は「国民の生活利害」に与しているのかどうかを不断に問い直さ

なければ、その政治行為はたんなる自己満足に終始するにすぎなくなるという、心情倫理

的な政治行為に対する抑制装置でもある。言い換えれば、政治的な行為者は変転する現実

の政治状況を不断に考慮して政治行為を果たさなければならない。ヴェーバーの政治的プ

ラグマティズムが、ここに現れている。 
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この政治行為に対する抑制装置という点とも関連して、ヴェーバーのいう責任倫理にお

いては、上述したような行為の結果の考慮に回収し尽くされない概念の「幅」があるよう

に思われる。たしかに、一般的な政治思想史の文脈においては、行為者の情念が重視され

るのが心情倫理であり、責任倫理は理性が重視されるものとして理解されていると言って

よいだろう83。さらに、磯部隆によれば、政治の場における冷静な計算や、合理的な判断と

それによる合理的な政治的行為こそが責任倫理の要諦であり、トゥキディディスからマキ

ァヴェリに至る責任倫理の思想史的な系譜の中に、ヴェーバーは位置づけられる84。 

しかしながら、ヴェーバーのいうところの責任倫理は、果たして合理性に基づく政治的

な判断や行為を重視するに留まるものなのだろうか。そもそも、「善からは悪が、悪からは

善が生じる」ことこそが政治の政治たるゆえんであると述べているのは、他ならぬヴェー

バー自身だったはずである85。そのようないわば非合理を本義とする政治の領野においては、

知性的・理性的・合理的な判断を駆使して結果を予測することができたとしても、予測し
．．．

た結果と実際の結果
．．．．．．．．．

の間
．．

にはズレが生じることは
．．．．．．．．．．．

不可避
．．．

のはずである。 

ここで興味深いことにヴェーバーは、彼の説く責任倫理においては、責任倫理の担い手

が自分自身の政治的な行為の結果を予測することができた以上、その行為の結果がどのよ

うなものであったとしてもそれを自身の責任として引き受けるものとしつつも、実際の結
．．．．

果
．
を予測することが
．．．．．．．．

本当に可能であったのかという判断については
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、責任倫理の担い手
．．．．．．．．

自
．

身
．
の主観的な判断に委ねている
．．．．．．．．．．．．．

。ヴェーバーは、客観的にみて責任倫理の担い手が行為す

るに先立って自身の行為の結果を実際に予測できたのかどうかという点は、不問に付して

いる86。したがって、自らの行為による明白な因果関係に基づいた結果に対する責任だけが

問題とされているのではない87。むしろ、ヴェーバーの描く責任倫理の担い手にとって重要

なのは、たとえ行為の結果が予測したものとは異なって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

いたり
．．．

、予測することができない
．．．．．．．．．．．

ものであったとしても
．．．．．．．．．．

、「自分の行為の結果は予測できたものであり
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、そうである以上
．．．．．．．

、自
．

分のなした行為の結果は自分に帰責される」という発想でもって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、政治的な行為をなすよ
．．．．．．．．．．

うな人物でなければならないということ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

である88。ここには、一見自らの行為によって直接

的に生じたかに見える結果も、また一見自らの行為によって間接的に生じたかに見える結

果も、そして一見自らの行為とは無関係に見えたとしても、そのような結果に対してさえ

も自分自身の責任を見出すという、ヴェーバー独自の責任概念が存在していると看取する

ことができる89。行為の結果を予測しえたから責任を負うのではなく、結果が予測できたも

のであろうと予測できなかったものであろうと、それには関わりなく責任を負うことこそ、



144 

 

彼自身が提示している責任倫理の要諦に他ならない。それゆえ、ヴェーバーが責任倫理と

いう場合においては、政治行為の結果を冷静に考量することよりも、むしろ自らの行為が

どのような結果を生むとしても、それは自分自身の行為の結果に帰責するという発想でも

って政治行為をなすことにこそ、主眼が置かれている。ヴェーバーの責任倫理とは、一般

に理解されるところの責任倫理に回収し尽くされない彼特有の責任概念、自らの行為
．．．．．

によ
．．

って生じた明白な結果
．．．．．．．．．．

だけ
．．

に対する責任ではなく
．．．．．．．．．．

、自らの行為によって生じたあらゆる結
．．．．．．．．．．．．．．．．．

果に対する責任
．．．．．．．

を伴った責任倫理なのである。 

こうしてヴェーバーは、自らの行為によって生じた結果の責任を他人の卑俗さに転嫁す

る心情倫理の担い手に対して、「自分の負っている責任を現実にあるものと感じず、ロマン

ティックな感動に酔いしれた法螺吹き」という痛烈な批判を投げかけ、心情倫理と責任倫

理との相補的な関係を語る。 

 

結果に対するこの責任を現実のものとして全身全霊で意識し、責任倫理的に行為する

ような成熟した人間――歳が若かろうと老いていようと、そんなことはどうでもよいで

しょう――が、あるところに立ち、「私はここに踏み留まらずにはいられない」と告げよ

うものなら、計り知れないほどの感動を呼び起こします。これは、人間的に真正で、心

を揺さぶるものです。なぜなら、言うまでもなくこのような局面は、内面的な死に陥っ

てはいない者であれば、私たち誰しも
．．．

にとっていつかは起こりうる
．．

はずなのですから。

その限りで、心情倫理と責任倫理は、絶対的に対立するものではなく、相補的なもの、

それら二つでもって初めて「政治への天職」を持つことのできる
．．．

真の人間を形づくるも

のなのです90。 

 

すでに述べたように、ヴェーバーからしても、心情倫理と責任倫理は原理的にいえば妥

協しうるものではない。だがしかし、自身の属する政治共同体のための自分自身の政治的

な行為の結果に対する責任を持ち、その責任を果たそうという心情を燃やし行為を果たす

政治的な主体に向けて、ヴェーバーは共感を露わにし、惜しみない賛辞を送る。「『政治へ

の天職』を持つことのできる
．．．

真の人間」は、心情倫理と責任倫理の高度な共存によってこ

そ可能となるのである。 

こうしたヴェーバーの「政治倫理の問題」は、彼の「価値」に焦点を当てる私たちの観

点からいってどのような意味を有しているのだろうか。心情倫理は、ある個人がその人の
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価値を政治の場において追求することを意味するものであって、価値への視座に基づいた

「物の見方」・「考え方」を採用するヴェーバーからすれば、自分自身の心情を燃やして政

治的な価値を追求すること自体は何ら問題視されるものではない。ニヒリズムに陥らない

ためにも、人間の内面に抱かれた心情や情熱の重要さが過小評価されるべきではないこと

を、他ならぬヴェーバー自身が主張している91。 

ただし、心情倫理が問題なのは、政治の領域においては心情倫理的な行為者の行為の結

果そのものが重要であるがゆえに、たとえ情熱的に価値を追求して行為がなされたとして

も、それでもって政治の領域における行為の結果を評価することはできないという点にあ

る。現実政治を考える際に、何よりも「国民の利害」を重視していたヴェーバーからすれ

ば、責任倫理という基準によって、動機ではなく、政治的な結果に基づいて行為者を評価

することは、至極当然のことであった。そして、政治的に有益な結果を残すことだけにで

はなく、政治的行為者の見せる責任倫理を果たそうと
．．．．．．．．．．

いう心情の炎を燃やす
．．．．．．．．．．

心情倫理的な
．．．．．．

価値
．．

に対して、ヴェーバーの共感と賛辞は最高潮に達する。ヴェーバーの「価値」からす

れば、政治的な主体が心情倫理と責任倫理を両立させて政治共同体への参与を果たそうと

するとき、それはまさしく彼の政治的理想像の究極的な行動様式に他ならない。自らの属

する共同体をただ志向するだけではなく、その共同体に対する有責性を自覚することによ

る主体性の形成。これこそ、後期ヴェーバーが到達した彼自身の「価値」なのであった。 

また、ここでヴェーバーが、政治における倫理の問題から、心情倫理と責任倫理を相互

補完的に共存させることで「『政治への天職』を持つことのできる
．．．

真の人間」の形成の問題

へと議論を発展させていることを、私たちは見逃してはならない。この「『政治への天職』

を持つことのできる
．．．

真の人間」とは、職業政治家にだけ期待される理想的な政治主体のイ

メージではない。というのも、先の引用を参考にしてみれば、ヴェーバーは、責任倫理を

奉じる者が「私はここに踏み留まらずにはいられない」と告げるような状況は「私たち誰
．

しも
．．

にとっていつかは起こりうる
．．

はず」だと考えていたからである。ヴェーバーは、「『政

治への天職』を持つことのできる
．．．

真の人間」の擡頭を、「凍てついた暗く過酷な極北の夜92」

という戦後ドイツの政治状況において渇望する。では、このようなドイツの状況にあって

「政治への天職」を持つのは、一体誰なのか。 

 

政治とは、情熱と判断力の二つを同時に用いて、堅い板に力を込めてだんだんと穴を

くり抜いていく作業です。もしこの世界で不可能なことに繰り返し繰り返し立ち向かわ
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ないようであれば人は可能なことも達成しえないというのは、まったくもって正しく、

あらゆる歴史的な経験がこれを証明しています。しかし、これをなしうる人は指導者で

なければならず、いや指導者であるだけでなく、極めて率直な意味においては、英雄で

なければなりません。そして、指導者や英雄でない場合でも、人はあらゆる希望が挫折

しようとも屈しない確固たる心をいますぐ身につけなければならないのです。そうでな

ければ、いま可能なことも貫徹できないでしょう。自分の立場から見た現実の世界が、

自分が捧げようとするものにとってどれほど愚かでどれほど卑俗であったとしても、断

じて挫けない人間。どのような事態に対峙しても、「それにもかかわらず！」と言い切る

ことができる人間。そのような人間だけが、政治への「天職
ベルーフ

」を持つのです93。 

 

ここでは、かつてヴェーバーが自身のキリスト教宗教社会学においてプロテスタンティ

ズム思想の主要な概念だと見做した「天職」概念が、政治を論じる際にも登場している94。

敗戦を経験し、かつてないほどの政治的な苦境において、「自らに与えられた使命」という

意味での「天職
ベルーフ

」をまっとうすること。この課題を、ヴェーバーはドイツ国民に投げかけ

た。政治を自らの「天職
ベルーフ

」とすることは、何も指導者や英雄だけに開かれている責務なの

ではない。また、多くの場合言われるように、職業政治家（特にカリスマ的資質を有する

職業政治家）にのみ求められるものでもない95。というのも、宗教的な価値に拠って立ち、

自分たちの日常生活において生の意味を貫徹しようとしたプロテスタントたちの生を、こ

こでヴェーバーが敗戦後のドイツ国民に重ね合わせようとしているからである。 

本章ですでに述べてきたように、「中間考察」や「学問」講演においてヴェーバーは、自

身の宗教社会学的な知見を通して、現在は「世界の脱魔術化」による生の意味喪失、すな

わち、かつては宗教がその役割を担っていたような、人々に生の意味を賦与する単一の源

泉が失われた近代という時代であることを喝破していた。「学問」講演ではとりわけ、様々

な価値が個々人それぞれの生の領域において保持されているにすぎず、生の意味を賦与す

る単一の源泉は公共の空間から退場してしまっていることが指摘されていた。ただし、こ

こで疑問に思われるのは、実際に戦争を経験したヴェーバーが、個々人がそれぞれの生の

局面においてのみ、各人の生の意味を見出すことで事足りると考えていたのだろうかとい

うことである。前節でも少しふれたように、各人それぞれの生の局面における各人各様の

生の意味賦与に終始していては、安易で短絡的な相対主義や多元主義が跳梁する危険性を

抑止できず、政治的な連帯が掘り崩されかねない。現実にドイツの戦争とその敗北を経験
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し、さらには甚大な社会的苦難を前にして、ヴェーバーは、個々人が各人各様の生におい

てのみ生の意味を見出すばかりで十分だとは考えなかったのではないだろうか。 

本研究が明らかにしてきたように、ヴェーバーは生涯を通して、政治的な主体がその主

体自身の所属する政治共同体に献身する姿を、ドイツ現実政治、ロシア政治、古代イスラ

エル社会などの中から繰り返し抽出していた。換言すれば、政治に携わることによって主

体性を獲得する政治アクターを、現実政治についての評論や学問的な営為を通して発見し

ていたのであった。さらにいえば、ヴェーバーは青年期から一貫して、自分自身の「価値」

を基準にした上で理想的な政治主体への期待を表明し続けていた。かつてヴェーバーは、

壮年期のフライブルク大学就任講演（1894 年）で、政治教育によって成熟した政治主体を

形成すべきだという主張を披歴していた。20 年以上の歳月を経て、彼は再びこの主張を繰

り返す。戦争を経験したドイツ政治と社会の大きな構造転換が進む中で、政治を担うのは

もはや政治指導者や政治的エリート層だけでない。前項で論じたように、ヴェーバーは、

ドイツ国民に向けて、自身の「価値」を投影した「紳士然とした民族」という理想的な政

治主体像を掲げ、彼らがこの理想的な政治主体のモデルに近づいていくことを熱烈に希求

する。ドイツ国民が政治的に成熟し、各人各様に、自らの属する共同体における政治的な

営みに参与する意志と能力を持つことが求められるようになっていったのである。まさに、

指導者や英雄でなくとも、ドイツ国民のひとりひとりが「あらゆる希望が挫折しようとも

屈しない確固たる心」を身につけ、共同体ドイツに献身すること、政治への「天職
ベルーフ

」を持

つことを、ヴェーバーは熱烈に主張していたのである。この意味で、「『政治への天職』

を持つことのできる
．．．

真の人間」とは、「紳士然とした民族」の哲学的な根拠であり、ドイ

ツ国民のひとりひとりがそれに到達するべき理想的な政治主体像に他ならない。そして、

本研究の観点からいえば、この「『政治への天職』を持つことのできる
．．．

真の人間」とは、

ヴェーバーの「価値」を最も理想的に体現する生のありかたのモデルだと言える。こうし

た理想的な生のモデルを、自身の「価値」に基づいて現実的あるいは歴史的な政治状況の

中から見出すという知的な格闘こそが、ヴェーバー自身の生の営みそのものであり、この

ようなヴェーバーの政治思想的営為は、彼自身が属するドイツという共同体に対する、ヴ

ェーバーなりの実存を賭した献身なのであった。 

しかも、こういった政治的な主体への眼差しは、その客観的な行為にのみ注がれている

ものではなかった。私たちの観点からいってヴェーバーは、自身の社会科学的な方法論を

確立してからは、行為する主体の価値に焦点を当てる「物の見方」・「考え方」を用いるよ
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うになり、ロシア政治における自由主義者や古代イスラエル社会のユダヤ教預言者などを、

その考察の対象としていた。このような考察をなす中で、ヴェーバーが自分自身の生涯に

わたって繰り返し政治アクターに見て取っていたのは、公共の空間、すなわち政治の領域

における様々な状況にあって、その人自身の価値を見出し、その人自身の主体性を形成す

る姿であった。とりわけ後期においてヴェーバーは、理想的な政治主体像を提示する。彼

が希求した「紳士然とした民族」も「『政治への天職』を持つことのできる
．．．

真の人間」も、

自身の属する共同体の課題から目を逸らさず、それを自分自身の課題として引き受けるこ

とで共同体にコミットしていくような人間の姿である。共同体に対する自らの有責性を自

覚したとき、人は主体となる。これは何よりも、共同体との結びつきによって主体性を形

成するという、ヴェーバーの「価値」を体現するような政治主体の姿に他ならない。 

私たちはここに、実際に戦争を経験し、苦境に陥った共同体を前にしたヴェーバーにお

いて生じた、共同体を志向することによる主体性の形成というそれまでの彼自身の「価値」

からの変化を看取することができる。この時期のヴェーバーの「価値」にあっては、自身

の属する共同体の課題を共同体からの要請としてその人自身が聴き取り、その人自身の課

題として受け容れるという受動性こそが、逆説的にも主体を形づくる。こういった自身の

「価値」に基づいてヴェーバーが見つめていたものこそ、政治という共同的な生の局面に

おいて、それとの関わりを通して自身の価値を見つけ出し、自身の主体性を形成すること

で、自身の生に意味づけを行う政治主体の姿なのである。換言すれば、生の意味を賦与す

る単一の源泉が存在しえない近代という時代にあって、各人がそれぞれの生の中で、個人

的な生を意味あるものとして生きつつも、自身の生きる共同的な生の局面としての政治に

携わることを自らの生の意味のひとつとして受け容れることを、ヴェーバーは希求してい

るのである。 

そして、同時代人である同胞ドイツ国民に対してこのような要求を投げかけることで、

ヴェーバーは政治に携わり、自らの生の意味を見出していた。もちろん、彼が個人的な生

の局面において徹底的に従事していたのは、他ならぬ学問であった96。また、ディルク・ケ

スラーによれば、ヴェーバーが目指したのは職業政治家を責任倫理の担い手とすることに

すぎないのであって、彼本人はひとりの学者として生涯にわたって政治とシンボリックな

関係を結びつつも、結局のところ「歴史の歯車の輻に手をかける」政治家としての使命に

至ることはできなかったと言われている97。たしかに、彼は一度も職業政治家となったこと

はなく、あくまでも自分なりに政治へのコミットメントを果たしていたにすぎなかった。 
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しかしながら、ヴェーバーは、政治共同体としての国民国家ドイツの創設に心を躍らせ、

それが侵食されていくと見るやいなや危機感を募らせていたときも、苦しい病気に悩まさ

れて自分自身の生命の危機に苛まれていたときも、ドイツが国民国家としての存亡を賭け

て戦っているときも、人生のいかなる時期においても、つねに政治を論じる中で自身の「価

値」を表明し、政治に携わることで絶えず自らの主体性を形づくっていた98。そしてヴェー

バーは、未曾有の困難と厳しい未来が待っているドイツにあって、自分自身の「価値」を

追求し、共同体ドイツへの主体的な貢献を通して生の意味の獲得を目指す99。なぜなら、他

ならぬヴェーバーが、彼自身が求めるようプロセスを経た主体性の形成を経験しているか

らである。彼の母方の伯父、歴史家のヘルマン・バウムガルテンの孫エドゥアルト・バウ

ムガルテン（1899-1982 年）によれば、ヴェーバーは、ドイツという国や、大衆に至るすべ

ての人々に対する自分自身の有責性を自覚していた100。自身の属する共同体に対して負っ
．．．．．．．．．．．．．．．

ている
．．．

有責性
．．．

の自覚と
．．．．

、それによ
．．．．

って共同体の課題を自分自身の課題として引き受けるこ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とを通した
．．．．．

主体性の形成
．．．．．．

。ドイツの国や人々に対する自身の有責性を自覚するヴェーバー

は、どのような困難な事態に対峙しても、「それにもかかわらず！」と言い切ろうとする。

困難な現実政治状況において、そして生の意味喪失が喫緊の問題となっている近代という

時代において、それにもかかわらず
．．．．．．．．．

政治に携わることを通して生の意味を手にすること。

これこそが、ヴェーバー自身の「天職
ベルーフ

」なのであった。 

最後に、ドイツの敗戦が決定的なものとなった 1918 年 11 月にヴェーバーが遺したと伝え

られる言葉でもって、私たちの考察を締め括っておこう。 

 

もしもある個人が――人
．
として――、様々な不慮の災難（あるいは他のことであって

も）がもたらすどのような不幸であっても、それから私〔ある個人自身〕が内面的な
．．．．

利

益を獲得することができるように、人としての私の生のために解釈し作り換えることを

不可能とするほど大きなものではありえないと自ら宣言するのならば、それはまさしく、

正当なものであり、尊敬するに値します。そして言うまでもなく、そのような人として
．．．．

の
．
「意味」は、――それに際して自己欺瞞が回避されている限りにおいて――限界を定

められはしないのです101。 

 

共同体の内部に生み落とされ、そこで生を享受する人が、その共同体に対する有責性を

自覚し、共同体の課題を自らのものとして引き受けることを受け容れるとき、その人自身
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の主体性が立ち現れてくる。このとき、その主体にとって、「なぜ自分は生きているのか」

という問いに対する答えは自明なもののはずである。そこには、生の意味喪失の時代にあ

って、自らの個人的な生の局面においてだけでなく、むしろ共同的な生の局面において、

その人自身が選び取る共同体との結びつきを通して、自分自身の手によって生の意味を獲

得する主体の姿がある。人間の生と政治は不可分な関係にあり、またそれ以上に、生の意

味が人間同士のつながりの中で賦与されるという事実。それが、人間の人間性を基礎づけ

るのである。 

 

 

4. 結 

後期ヴェーバーにおける生と思想、そしてそれらの中での政治がどのようなものか、さ

らにいえば、彼自身にとっての政治の重要性や「意味」とはどのようなものであったのか。

そして、この時期の彼の生や実存から、どのような政治思想を汲み取ることができるのか。

こうした問題関心を基に本章では、「生の意味」と「価値」という本研究の観点に、より明

確に引きつけて議論を進めてきた。 

まず、「生の意味」という点でいえば、後期ヴェーバーは、現実的な政治状況における人

間の生のありかたと、思想的な観点からみた人間の生のありかたという、二重の意味で人

間の生のありかたをめぐる問題意識を有していた。とりわけ知的・学問的な探究が反映さ

れた思想的な問題としての人間の生のありかたについてヴェーバーは、彼自身の生きる近

代が生の意味喪失の時代であることを剔抉した。ただし、ヴェーバーの主張は、生の意味

喪失を指摘するに留まらない。彼は終戦間際の時期に、近代においては、万人に共通する、

価値や生の意味賦与の単一の源泉がもはや存在しないと喝破しつつ、そのような時代にあ

ってこそ、人は自らの価値を自分自身で見出し、自らの生の意味を自分自身で賦与しなけ

ればならないという思想を表明するまでに至った。 

その一方でヴェーバーは、自身の「価値」を投影した理想的な生のありかたのモデルと

して、社会におけるいくつかのアクターを提示していた。そこでは、共同体を内面化して

いたアクターの歴史的なモデル（ユダヤ教預言者）への共感から、共同体へ主体的に参与

することのできる理想的な政治主体像（「紳士然とした民族」）、とりわけ自身の属する共同

体に対して負っている有責性を自覚して共同体の課題に参与する政治主体像（「『政治への

天職』を持つことのできる真の人間」）の希求へと、人々と自分自身に向けるヴェーバーの
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倫理的
．．．

要請
．．

がより強調されていくことになった。 

このような変化の背景には、後期ヴェーバーがかつてないほど困難な現実の政治状況を

経験したという事実がある。ドイツは第一次世界大戦で世界を敵に回して戦い、疲弊し、

新たな政治秩序の構築が喫緊の課題となっていた。そのような中にあってヴェーバーは、

人が自分自身の生にのみ退くことをよしとしない。ヴェーバーからすれば、たしかに人々

は、自分自身の価値を見出し、自分自身の生に意味を賦与しなければならない。しかしな

がら、未曾有の政治的な苦境を経験するドイツにおいては、そのような状況にあるからこ

そ、ドイツ国民ひとりひとりが理想的な政治主体へと成熟する必要があり、そして彼らは

自分自身の生の意味の一環として、自国の政治との関わり合いを持たなければならない。

同時代の同胞ドイツ国民に対してヴェーバーは、彼らの生にとっても政治が重要なものな

のだというメッセージを投げかけていたのである。 

それゆえにヴェーバーは、個人的な局面での生の意味獲得という主張だけに留まらない。

共同体を志向するだけでなく、共同体に対する有責性の自覚を持ち、その課題を自らのも

のとして引き受けることを通して主体性を見出すという自分自身の「価値」に立脚して、

政治に携わることによって共同的な生の局面で生の意味を獲得することをも、同胞ドイツ

国民に求めていた。そしてこうした要求を同胞に突きつけることを通して、彼は政治に携

わり、自分自身の生の意味を獲得していた。なぜなら、他ならぬヴェーバー自身が、ドイ

ツという国とそこに生きる人々に対して負っている自らの有責性を自覚し、その上で政治

的な主張を表明することを通して政治に携わっていたからである。有責性の自覚を伴った

共同体との結びつきとそれによる主体性の形成という自身の「価値」の実現、その実現を

通した生の意味獲得。これこそ、ヴェーバーの「天職
ベルーフ

」に他ならない。「私はここに踏み留

まらずにはいられない」という心情倫理と責任倫理を共存させた「『政治への天職』を持つ

ことのできる真の人間」の言葉は、彼が理想とした政治的な態度表明であり、そして何よ

りも、ヴェーバー自身が祖国ドイツに向けて発した政治的な心情告白でもあった。本研究

において私たちが考察してきたヴェーバーの生と思想における政治とは、諸個人が自身の

属する共同体に対する有責性の自覚をもって共同体にコミットすること、そして共同体の

課題を自身の課題として引き受けることによって主体性形成の実現を可能にする創造的行

為として、「意味」賦与されたものであったと言えよう。 

ヴェーバーの思想と政治思想という観点からいえば、期せずして迎えざるをえなかった

死によって突然の終わりを告げたこの後期は、その突然の終わりにもかかわらず、彼の思
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想と政治思想の到達点だということができる。ヴェーバーの思想においては、前期から後

期にかけて、一貫して人間の生をめぐる考想が展開されていた。前期においては彼自身の

宗教的アイデンティティに立脚した形で生が語られるに留まっていたのに対して、中期以

降は、学問的な方法論に依拠した「物の見方」・「考え方」によって、社会における人間の

内面を映し出し、生の意味の存在を問うようになっていった。とりわけ後期においては、

この生の意味喪失が近代を特徴づける問題として認識され、その克服の途が探究されるよ

うになった。 

また、終生一貫して論じられていたのは、政治をめぐる考想も同様である。ここでは、

現実的な政治体制の中で、ヴェーバー自身が旧来からドイツ政治の問題だと見做していた

政治的な課題を克服するための、政治的に成熟した理想的な主体像が提示された。彼の政

治に対する熱烈な関心と積極的な発言は、前期から後期にかけて絶えず呈されてはいたが、

現状打破を目的とした理想像の提起は、とりわけ後期において顕著なものとなっていく。 

そして、彼の思想と政治思想の関係を考えてみれば、後期においてヴェーバーは、人間

の内面を考慮することによって、より動態的な生と政治の関係を見出そうとする視座を示

すようになっていった。前期においてすでに、共同体への志向性を持ち、それによって主

体性を形成するという彼自身の「価値」は堅持されており、中期においてはそれが考察対

象としての政治的な行為者の主観に沿った形で呈されていた。しかしながら、後期におい

ては、共同体とのつながりを通した主体性の形成が、共同体に対する自身の有責性を自覚

し、それゆえに共同体の課題を自分自身の課題として、それがどのようなものであるかに

かかわらず甘受することによって果たされるという、受動性から主体性が生み出される逆

説的なダイナミズムをもったものにまで変容を遂げていった。そして、生の意味喪失へと

陥らざるをえない近代という時代において、政治を通して自らの生に対して生の意味を賦

与するという、ヴェーバーの思想と政治思想の内的な関係が確立したのであった。 

では、後期において一定の到達点に達したと言いうるヴェーバーの政治思想は、西洋政

治思想の文脈においてどのような意義・独自性を有しているのだろうか。最後にこの点に

ついて述べておきたい。 

まず、前章末尾ですこし触れておいた、共和主義的な政治思想との内在的な差異が顕著

なものとなっている。中期ヴェーバーの政治思想においては、思想が生成される背景の差

異が目立っていたにすぎなかったが、後期ヴェーバーの政治思想においては、思想の根本

的な部分で共和主義との看過しえない差異が現れる。本研究の考察に引きつけて、それぞ
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れの特徴を強調してみよう。共和主義においては、共同体それ自体が価値であり、人間の

生に意味を賦与する究極の源泉だと言える。そして、その共同体の公共善に貢献すること

で、人間性が獲得される。これに対して、後期ヴェーバーの政治思想においては、人間の

生に意味を賦与する単一の源泉が存在しえない生の意味喪失した時代という洞察が前提と

されているため、共同体それ自体が価値であるとも、生の意味賦与の究極的な源泉である

とも、想定することは許されない。しかし、それにもかかわらず
．．．．．．．．．

、価値の源泉
．．．．．

や
．
生の意味
．．．．

賦与の源泉
．．．．．

だとは
．．．

自明視しえない
．．．．．．．

共同体
．．．

の課題を自分自身のものとして
．．．．．．．．．．．．．．

引き受ける
．．．．．

ことに
．．．

よって
．．．

、人間性が基礎づけられる
．．．．．．．．．．．

。共同体に対する有責性
．．．．．．．．．．

を
．
自覚し
．．．

、政治を価値あるもの
．．．．．．．．．

として自ら
．．．．．

受け容れる
．．．．．

こと
．．

。これこそが、共和主義に対するヴェーバーの政治思想の内在

的な差異である。 

この点をさらに掘り下げてみれば、ヴェーバーの政治思想は、西洋政治思想の歴史の中

で彼自身が名づけ親でもありその嫡子でもある、責任倫理の政治思想の系譜に連なるもの

だと言える。この系譜の政治思想にあっては、行為者が自身の行為によってどのような結

果が生じるかということを冷静に計算した上で政治行為をなされなければならない。結果

に対して合理的に考量・判断し、その結果に責任を負うことこそが、この政治思想の要諦

である。しかしながら、そのような政治思想を責任倫理と呼び、その系譜の正統な継承者

とも言えるヴェーバーの責任倫理は、結果の理性的な考慮に先立って、どのような結果で

あったとしても自分自身が責任を負うという、結果を考慮した行為に先行
．．．．．．．．．．．．

する
．．

、共同体に
．．．．

対する
．．．

有責性の発想
．．．．．．

が内包され
．．．．．

た倫理的要請
．．．．．．

にまで昇華されたものとなっている。政治的

な主体性形成のプロセスの基礎にこのような有責性の発想が置かれていることこそ、ヴェ

ーバーの政治思想が有する独自性に他ならない。 

ただし、こうした法外なまでに厳しい責任の概念に刻印されたヴェーバーの政治思想は、

この責任の概念を万人に自覚させ、それに基づいた政治行為を行わせるための論理を欠い

ているがゆえに、これを政治理論や政治的な戦略のひとつと見做そうとした場合、責任を

自覚した政治アクターの安定的かつ積極的な動員を見込むことができないという脆弱性を

抱え込まざるをえない。そもそも、このような峻厳な責任の概念を自覚した政治主体など

実際には存在しないではないか、あるいは、その実現の可能性を考えたとしても過剰な期

待に終わるのではないかなどの批判を免れえないであろう。しかし上でみたように、ヴェ

ーバーの政治思想においては、知性的・理性的・合理的な考量や判断よりも、それらに先

行する責任を自覚することにこそ、根本的な重心が置かれている。そうであるがゆえに、



154 

 

このような責任を選び取るかどうかは、諸個人の選択に委ねる以上のことはできない。こ

れはたしかに、理論的・戦略的にみれば欠陥であるに違いない。しかしながら、合理モデ

ルを前提にして構成された政治アクターのモデルでは、意図と結果が不可避的に乖離する

政治の領域において政治共同体に献身するという政治的意志を担うことなど、到底不可能

ではないだろうか。共同体に対して負っている自分自身の有責性を自覚するという倫理的

要請を聴き取り、自分自身の生が揺さぶられることによってのみ、それは可能となる。そ

して、他ならぬヴェーバー自身が、自分自身の「価値」に基づいて、このような責任の概

念や有責性の発想に貫かれた政治的な態度表明を彼の生の中で実存的に果たしていた。彼

の謦咳に接した人々や彼の政治的な態度を見る者に与えた人格的な感化も、それを証明し

ている。自らが属する共同体に対して自分自身が負っている有責性を自覚し、その自覚ゆ

えに共同体への献身を果たすことによって主体が形成されるというヴェーバーの「価値」

は、彼自身の価値という個別特殊で有限な枠組みを超え、政治の領域における普遍的な価

値のひとつとして、政治思想的な意義を有しているように思われる。 
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ヴェーバーによれば、宗教と政治はいずれもが完全に合理化された場合、決定的な諸
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点において尖鋭な競争関係を持つことになる。つまり、政治の領域における国家機関の

内政に関する諸機能のあらゆる過程は、国家の置かれた対内的・対外的な権力配分を維

持あるいは変革するという原理に即して規制されている。この国家にとっては絶対的な

それ自体の目的が、救いの宗教からすれば無意味なものであるところに、両者の緊張関

係の原因が存在する。さらにいえば、宗教と政治がともに完全に合理化した場合、政治

は決定的に宗教倫理に対する直接の競争相手となる。 

ここでヴェーバーは、政治の完全に合理化した形態の一例としての戦争、すなわち権

力による威嚇が現実化したものとしての戦争は、近代的な政治共同体（国家）の内部で、

ある種のパトスや共同体感情の生成を喚起すると指摘している。それは、戦場で戦う戦

士たちの献身と無条件な犠牲に対する共同感情ばかりでなく、困窮した状況にある共同

体内の同胞に対する憐憫と愛の作用を発生させる。また、戦場における戦士は、自分自

身の死の意味とその聖化についての感覚を戦争によって導かれる。すなわち、戦士たち

は、自分たちの死が何かしらのためのものだと信じることができる。それゆえに、死の

意味とその聖化は、政治的に暴力を行使する団体に固有の威厳を支えようとする試みに

のしかかる。こういった政治の領域における合理化は、同胞倫理的な宗教倫理における

死の神義論とは異なる方向性を有している。つまり、宗教の領域からすれば、戦争によ

る同胞関係や戦場における死の聖化は、無価値なものなのである（Max Weber, 

Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung, in: GAzRS I, 

S. 546-554（『論選』、117-130 頁。）.） 

このような宗教と政治の間の緊張関係は、宗教と他の領域との緊張関係とは異なる特
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人間的」と称していることは看過しえない。キリスト教宗教社会学研究においても言わ

れていたように、人間の生における人間関係にとって経済の要素はそれとは相容れない

ものだという認識を、ヴェーバーは有していたように思われる。）。相互に独立した価値

の秩序界を有するがゆえに、互いの現世内的な救いの機能が競合関係に陥らざるをえな

い、〈宗教―芸術〉の関係（Ebenda, S. 554-556（同上、131-134 頁。）.）。宗教的同胞倫理
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になるのである。 
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てどのように変化していくのか予測することが可能となった。さらにいえば、そういっ

たことが確信されるまでに至っているような知的な状況。これこそが、ヴェーバーが「世

界の脱魔術化」と呼ぶ事況に他ならない。 
40

 ヴェーバーによれば、この「世界の脱魔術化」の過程が人間の生と死にどのような意味

をもたらすのかということを根源的に突き詰めたのが、レフ・トルストイ（1828-1910 年）

である。トルストイのいうところでは、文明人たち（Kulturmenschen）にとって、死は意

味のある現象ではない。文明が絶えず進化していく中にある文明人は、思考・知識・問

題のどの側面から見ても、「生きることに疲れて」はいても、生きることに満足するよう

にはならない。なぜなら、文明人は精神の生命が絶えず新たに生み出すものから、その

ほんの小さな部分を一瞬だけ掠め取るにすぎず、そうであるがゆえに、死は文明人にと

って無意味な出来事となっているからである。さらにいえば、死が無意味なものである

がゆえに、その無意味な「進歩」によって死の意味喪失の烙印を押すような文化的な生

それ自体でさえも、無意味なものにすぎない（Ebenda, S. 87f.（同上、33-35 頁。）.）。 

41
 前註のようなトルストイの思想を、ヴェーバーは「人間の全体的な生において、学問の

．．．

使命
．．

（Beruf der Wissenschaft）とはどのようなものか、その価値はどのようなものなのか」

という問いに読み換える。そしてヴェーバーは、この問いに「個々の秩序と価値の神々
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の闘争」という視座から回答する。つまり、世界の様々な価値秩序は解き難い闘争の中

にあるがゆえに個々の立場を「学問的に」代表することは意味を持たず、そして、各個

人がその拠りどころとする究極の立場と秩序における、それぞれにとっての神と悪魔が

何であるかを確定することこそ、さらにいえばそれぞれにとっての神と悪魔が何である

かを確定することだけが、学問の使命なのである（Ebenda, S. 88-101（同上、35-56 頁。）.）。 
42

 Ebenda, S. 109f.（同上、71-72 頁。）. 
43

 Ebenda, S. 105-111（同上、65-74 頁。）. 
44

 『経済と社会』においては、例えば次のような記述がなされている。「一神教は、ヤハヴ

ェ崇拝というまさしく宗教史的に最も重要な事例においても見られるが、盟約共同体の

形成というまったく具体的な歴史的出来事の帰結として生まれたのであった。そこで見

られる普遍主義は、諸民族間の政治的な関係の産物であり、こうした政治情勢を、ヤハ

ヴェ崇拝とそれに基づく道徳とに関与する預言者は、実用的に解釈した。その結果、イ

スラエル人の生活利害に関わりを持つ他の民族の行為もまたヤハヴェの行為に他ならな

いと、考えられ始めたのである。まさにこの点に、ユダヤ教預言者の思弁に備わってい

る極めて特殊な歴史的
．．．

性格が非常にはっきりと表れており、インドやバビロンの祭司階

級の自然的思弁と際立った対照を示している。それはまた、まさしくヤハヴェの約束か

ら不可避的に生じた課題であって、諸民族のめぐり合わせに編み込まれた自らの民族の

運命の、非常に恐るべき、しかもヤハヴェとの約束に照らしてあまりにも訝しい展開の

全体を、『ヤハヴェの行為』として把握すること、つまりひとつの『世界史』として把握

するということなのである。そしてこのことが、盟約共同体のかつての戦いの神からエ

ルサレムという都市の地方神へと変貌したこの神に、超世界的にして神聖なる全能およ

び不可測性という、預言者的かつ普遍主義的な様相を賦与したのであった。」（WuG, S. 256f.

（マックス・ヴェーバー（武藤一雄・薗田宗人・薗田坦訳）『宗教社会学』（創文社、1976

年）、33-34 頁。）.） 
45

 Lebensbild, S. 536f.（『ウェーバー』、443 頁。）. 
46

 ちなみに、ヴェーバーの「ユダヤ教」を政治学的な視点から読み解く作業は、管見の及

ぶ限りでは磯部隆（『古代オリエント世界像からの脱出――ピラミッド・テキストから原

始キリスト教までの神話・宗教・政治』（春風社、2008 年）、第 4 章「ウェーバー『古代

ユダヤ教』との対話」。）が、ヴェーバーを最も内在的に理解した上で、研究者自身とヴ

ェーバーとの直接的な対峙を果たした研究であると言える。ここで磯部は、ヴェーバー

が政治と宗教を語る上で宗教に対する敬意を堅持しつつも、あくまでも責任倫理の立場

から、政治の場における宗教のユートピア性をヴェーバー自身が主観的に「評価」して

いるにすぎないと指摘している（同上、285 頁以下。）。磯部はこのようなヴェーバーに対

して、預言者たちが預言という宗教的営為の内に現実的な政治状況を考慮し、宗教的な

「客観」的判断に基づいて政治の領域に立ち現れたとして、預言者たちの心情倫理と責

任倫理の高度な融合を鮮やかに描き出している（同上、とりわけ 290-291 頁。）。 

筆者の能力の限界からして、このような磯部の主張の妥当性を歴史的・実証的手法に

基づいて判定することは困難ではあるが、ヴェーバーも預言者たちの預言がヤハヴェの

言葉を合理的に理解・説明するものであったと見做していることを考慮すれば、磯部の

指摘は、政治の場における預言者の実体をより精確に再現しているものと理解できる。

（この点については、磯部隆「古代イスラエルの王国形成と民族意識――ダビデとその

時代」（『名古屋大学法政論集』、1998 年 3 月、173 号）、磯部隆『神の箱――ダビデとそ

の時代』（春風社、2005 年）をも参照。） 

ただし、本研究はヴェーバー自身の「価値」が彼の宗教社会学的な研究においてどの

ような形で表出されたのかという点を論じることをテーマとしているため、預言者の心

情倫理的な純宗教的行為が政治の領域においてどのような形で現れたのかという観点か

ら、論述を進めていきたい。 
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47

 Max Weber, Das antike Judentum, GAzRS III, S. 288f.（マックス・ヴェーバー（内田芳明訳）

『古代ユダヤ教』（岩波書店、1996 年）（以下『ユダヤ教』）、663-664 頁。）. 
48

 「対内政治における預言者たちの態度表明は、対外政治における態度表明と同様に、そ

れがいかに明瞭に姿を見せようとも、第一次的に
．．．．．

政治的あるいは社会政策的に動機づけ

られてはいなかった。」（Ebenda, S. 291（同上、668 頁。）.） 
49

 Sheldon S. Wolin, “Max Weber: Legitimation, Method, and the Politics of Theory.” Political 

Theory, Vol. 9, No. 3 (August 1981), pp. 421（シェルドン・S・ウォリン（千葉眞・中村孝文・

斎藤眞編訳）『政治学批判』（みすず書房、1988 年）、197-198 頁。）. 

ちなみにウォリンは、ヴェーバーの著作における彼の「予言」を、「300 年以上にわた

って人間性に息吹を与えてきた精神的な源泉を破壊した官僚制、科学、暴力、および『主

知主義』といった近代人の魂を支配する力と格闘するヴェーバー自らの姿」を読者の眼

前に突きつけるものであり、それが「宗教と同じように、ヴェーバーにとって政治的シ

ンボルであった」と見做している（Ibid. pp. 421（同上、197 頁。）.）。すなわち、ウォリ

ンによれば、ヴェーバーはイスラエル社会におけるユダヤの預言者たちに、近代に生き

る自らの姿を投影している。ヴェーバーの社会科学的な研究成果に彼自身の「価値」が

表出しているというテーゼを主張する本研究の立場からすれば、このようなウォリンの

指摘の妥当性は疑う余地のないものである。 

ただし、本研究は、ウォリンの指摘に同意する一方で、ユダヤの預言者たちがどのよう

に自分たちの宗教的な動機から政治的な行動をとるまでに至ったのかという預言者の内

的な論理展開と、それに対してヴェーバーがどのような価値判断を下しているのかとい

う点に着目すべきであるという立場に立っている。本論の以下の叙述で、この点を論じ

ていきたい。 
50

 Max Weber, Das antike Judentum, in: GAzRS III, S. 126（『ユダヤ教』、292 頁。）. 
51

 Ebenda, S. 139（同上、321-322 頁。）. 
52

 Ebenda, S. 147（同上、337-338 頁。）. 
53

 Ebenda, S. 314f.（同上、721-723 頁。）. 
54

 Ebenda, S. 147（同上、338-339 頁。）. 
55

 Ebenda, S. 280（同上、639-640 頁。）. 
56

 Ebenda, S. 161（同上、177 頁。）. この点を指摘している近年のドイツの先行研究として

は、例えば Fitzi, a. a. O., 2008, S. 128f.. 
57

 雀部前掲書、2001 年、20-23 頁。なお、この点については、雀部幸隆『ウェーバーと政

治の世界』（恒星社厚生閣、1999 年）、186 頁。も参照。 
58

 同上、19-20 頁。 
59

 Einleitung, in: MWG I/15, S. 3-7. Kaesler, a. a. O., 2014, S. 857-879. 
60

 Max Weber, Wahlrecht und Demokratie in Deutschland, in: MWGI/15, S. 371f.（『政治論集』、287

頁。）. 
61

 Max Weber, Deutschland unter den europäischen Weltmächten, in: MWGI/15, S. 168（同上、182

頁。）. 
62

 この点については、本章註 26 を参照されたい。 
63

 Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: MWGI/15, S.434（同上、

335 頁。）. 
64

 Ebenda, S. 449f.（同上、349 頁。）.  
65

 Ebenda, S. 486（同上、383 頁。）. 
66

 Ebenda, S. 491（同上、388 頁。）. 
67

 Ebenda, S. 487（同上、384 頁。）. 
68

 Ebenda, S. 491f.（同上、388-389 頁。）. 
69

 ちなみに、ヴェーバーは、1918 年 11 月に勃発したドイツ革命（ミュンヘン革命）の前後
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で、政治指導者の選抜のプロセスについての主張を変化させていた。革命前は、上述し

たように議会を指導者選抜の場としていたが、革命後は、直接公選の大統領選出を構想

していた。これは、ドイツ国会に対するヴェーバーの不満（ドイツ国会が比例代表制を

採用したことに対する不満）に起因したものであるが、政治指導者を政治的な闘争の中

から選抜させようというヴェーバーの意図は一貫して存在していたことをも示している。 
70

 Fitzi, a. a. O., 2008, S. 151f. 
71

 Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: MWGI/15, S. 489（『政

治論集』、386 頁。）. 
72

 Ebenda, S. 594（同上、479 頁。）. 「紳士然とした民族」については、1917 年 11 月 5 日に

行われた講演「全ドイツ主義の危機に抗して」の要旨を紹介した『ミュンヘン最新報』

（1917 年 11 月 6 日、第 576 号。）において、次のようにも言われている。「私たちは世界

政策を進めようと望んではいますが、それをなしうるのは、紳士然とした民族以外にな

いのです。この紳士然とした民族というのは、全ドイツ主義的な成り上がり者の決まり

文句という意味でではなく、とにもかくにも自身の行政をしっかりとコントロールして

いるような国民のことに他なりません。しかし、この全ドイツ主義的な運動は、国民の

非政治化を改めて扇動しようと企てています。私たちは、自由で成熟した国民として、

紳士然とした民族に仲間入りすることを望んでいるのです。」（Max Weber, Gegen die all 

deutsche Gefahr, in MWG 1/15, S. 727.） 
73

 Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: MWGI/15, S. 449（『政

治論集』、348 頁。）. 
74

 この「紳士然とした民族」は、近年のドイツの研究においてもほとんど考慮されていな

い。その理由は定かではないものの、おそらく、「紳士然とした民族」の持つ行政のコン

トロールと政治指導者選抜への国民の参与という側面が、それぞれ議会化や民主化につ

なげて論じられているため、「紳士然とした民族」という概念ではなく、そこで意味され

ている議会主義や民主主義の理念が強調された上で理解されていることが要因となって

いるように思われる。（ちなみに、ヴェーバーの議会主義的な側面を強調しているのは、

Fitzi, a. a. O., 2004, S. 253-267. Bayer/Mordt, a. a. O., S. 153-159.など。ヴェーバーの民主主義

的な側面を強調しているのは、Kaesler, a. a. O., 2011, S. 113-117.。） 

しかしながら、ヴェーバー自身の価値に着目する本研究からすれば、まさしくこの「紳
．．．．

士然とした民族」という概念そのものに込め
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

られ
．．

たヴェーバーの主観的な意味づけ
．．．．．．．．．．．．．．．

こそ、

明らかにしなければならない。 
75

 雀部前掲書、1993 年、331-332 頁。 
76

 たしかに、„Herrenvolk“が「政治的に自立した、行政や政府に対する監視監督のちゃんと

出来る、政治的に成熟した、その意味で一人前の国民」を意味するという雀部の指摘と

本研究の見解の間にほとんど隔たりはない。ただし看過しえないのは、ヴェーバーをニ

ーチェ的なニュアンスでの貴族主義や貴族的個人主義として解釈することに対して、雀

部自身が批判の一環としてこの„Herrenvolk“に焦点を当てているがゆえに、ドイツ人は「貴

族主義（的）」にはなりえず、そうであるがゆえに「平民民族」（ein Plebejervolk）・「市民

的民族」（ein bürherliches Volk）というドイツ人自身の特徴に徹することで、ドイツ民族

に特有の道を歩むべきであると、ヴェーバーの主張を雀部が再構成していることである

（同上、332-333 頁。）。 

本研究では、ヴェーバーが年来掲げてきたドイツ国民の政治的成熟という主張の文脈

の上にこの「紳士然とした民族」を位置づけることによって、雀部の理解とは異なる「紳

士然とした民族」像を提示しうると考えている。 
77

 Kaesler, a. a. O., 2014, S. 877. 
78「責任倫理に基づく人は、人間の持つあの平均的な欠陥を計算に入れ、いみじくもフィヒ

テが喝破したように、人間の善性と完全性を前提にする権利を持ってはおりません。こ



161 

 

                                                                                                                                                     

の責任倫理を奉ずる者は、自分の行動の結果を、それを予測しえたのであれば、他人に

押しつけることができる、などとは感じません。そして、この人は次のように言うでし

ょう。これらの結果は、私の行動に責めを負うのです、と。」（Max Weber, Politik als Beruf, 

in: MWG I/17, S. 238（『政治』、90 頁。）.） 
79「心情倫理家は、純粋な心情の炎、例えば社会秩序の不正に対する抗議の炎を絶やさない

ようにすることにだけ、『責任』を感じます。心情の炎を絶えず新たに燃え上がらせるこ

とこそが、その行為の、起こりうる結果から判断すればまったく非合理な行為の目的で

す。この行為にはただ自分の心情の証しという価値があるだけですし、またそうである

のが当然なのです。」（Ebenda（同上。）.） 
80

 Ebenda, S. 240（同上、92 頁。）. 

81「およそ政治を営む者、ましてや天職
ベルーフ

として営む者は、あの倫理的な逆説と、この逆説の

圧力の下で自分自身
．．．．

から何が生じうるのかということに対する責任を、自覚していなけ

ればなりません。繰り返しますが、政治を営む者、天職として政治を営む者は、暴力の

中に隠れている悪魔の力と手を結んでいるのです。」（Ebenda, S. 247（同上、99-100 頁。）. 
82

 例えば、Max Weber, Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, in: MWGI/15, S. 

435（『政治論集』、337 頁。）. Max Weber, Deutschas künftige Staatsform, in: MWGI/16, S. 99

（同上、495 頁。）.など。 
83「〔ヴェーバーによれば〕動機の純粋さと目的の至高性のみが問題となる心情倫理

（Gesinnungsethik）をこえて、政治の世界においては結果が問われているのであり、連関

の鋭い洞察と合理的な手段の選択にもとづく責任倫理（Verantwortungsethik）が要請され

るというのである。」（小笠原・小野・藤原前掲書、294 頁。） 
84

 トゥキディディスとマキァヴェリに見られる責任倫理についての磯部の指摘を、それぞ

れ一点ずつ挙げておこう。 

「トゥキュディデスは『戦争史』のいくつかの箇所で、善悪などの道徳的な観念や感

情が、政治的に合理的な行為を阻み、政治的な責任の放棄を結果する諸事例を描写して

いる。これらの場合、通常の意味での道徳が、政治的無責任を生むわけであり、したが

って、政治の世界において責任を果たすということの独自な道徳性の問題が、つまりウ

ェーバーのいう責任倫理が、トゥキュディデスによって探究されているわけである。」（磯

部隆『ギリシア政治思想史』（北樹出版、1997 年）、250 頁。）。） 

「思想史上、マキャベリの決定的な意義は、一言でいえば、政治の世界における行為

に関して、ウェーバーのいう結果責任の倫理 die Verantwortungsethik を思想的に確立した

点にある、といってさしつかえないと思う。政治的行為の倫理的な基準は、マキャベリ

においては、その行為が「民衆」あるいは「国民全体」にいかなる結果を生み出すか、

という点に置かれている。したがって政治的行為者たとえば君主は、全体
．．

へ及ぼす行為

の結果という点を基準にして、最も合理的な手段を選ばなければならない。政治の世界

においては、この合理的な手段のなかには、状況に応じて暴力・流血・約束の一方的反

故などの悪が含まれうる。政治的行為者は、全体――「民衆」「国民」等――のために、

必要ならば手段としての悪を敢然と行使しなければならないし、諸々の悪に対してたと

え悪しき手段を用いようとも合理的に迅速に対処しうるのでなければ、むしろ自らの責

任を果たすことはできない、といわれる。」（磯部隆「ルソーの政治思想――「全面譲渡」

の問題を中心に――」（横越英一『政治学と現代世界』（御茶の水書房、1983 年）、378 頁。）。） 

ただし、磯部においても、責任倫理の政治思想が知性や合理的判断力だけに留まるも

のではないことは明確に意識されている。「政治の世界で責任を果たすためには、何より

もまず老練で成熟した冷静なる知性と判断力が不可欠ではある。しかしそれだけでは何

かが欠けている。政治は未来の中に或るヴィジョンを現実化する創造的行為でなければ

ならない。ヴィジョンをもつこと、夢をもつこと、それを実現するための情熱、「若さと
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愚かさ」のように思われるもの、これもまた政治に不可欠のファクターである。トゥキ

ュディデスはアルキビアデスの醒めた情熱、自覚的な愚かさの中に、政治的な力量（徳）

を見出したのである。それは外面的倫理（人々の眼）の圧力に屈しない精神力であった。」

（磯部前掲書、1997 年、265 頁。） 
85「この世がデーモンによって支配されているということ。そして政治とともにある者、す

なわち手段としての権力と暴力とに関わりを持つ者は、悪魔の力と契約を結ぶ者である

ということ。さらには、そのような者の行為にとって、善から善のみが、悪から悪のみ

が生じるということは真実ではなく
．．

、しばしばその逆が真実であること。これを悟って

いない者は、実際の政治の場においてはたんなる子どもにすぎません。」（Max Weber, 

Politik als Beruf, in: MWG I/17, S. 241f.（『政治』、94 頁。）. 
86

 Ebenda, S. 238（同上、90 頁。）. 本章註 78 の引用を参照されたい。 
87

 ヴェーバーの責任倫理を明白な因果関係の下で理解しているヴァンサンによれば、ヴェ

ーバーの責任倫理の一般化は、「諸個人と諸集団の間のコミュニケーションの中に置かれ

るような束縛によって制限されて」いるものであり、「倫理的に責任ある諸関係は、脆弱

なもの、すなわち空間と時間の中で限定されたものでしかありえず」、とりわけ、「責任

ある個人、すなわち少数のエリートや文化的に特権を享受する者、あるいは支配のプロ

セスにおいて重要な役割を担う者によってしか、実践されえない」のである（Vincent, op. 

cit., 2009, pp. 188-189）。 

しかしながら、本論でも述べている通り、ヴェーバーの考想する責任倫理においては、

行為の結果に対する責任は、行為主体の主観的な判断によってそれが見出されるもので

ある。こういった観点からすれば、ヴァンサンのようにヴェーバーのいう責任をあたか

も特定の状況における責任問題と、その担い手としての「エリート」や「特権を享受す

る者」の問題に限定して理解することは、図式的にすぎると言えよう。またここにも、

第 2 章註 13 で見たような、前景化させていないヴァンサン自身のマルクス主義的な立場

からのヴェーバー批判が現れているようにも思われるが、自らの価値観点に無自覚なま

ま行われる批判が有益なものとなりうるかは、甚だ疑問である。 
88「倫理的に『責任』を自分自身の身に引き受ける人間でなければその価値を実現しえない

ような価値圏域も存在する。これに属するのはとりわけ、政治的な行動の圏域である。」

（Lebensbild, S. 366（『ウェーバー』、255 頁。）.） 
89

 このような責任を担うという行為は、論理的な理解に基づく納得よりも、そういったも

のに収まりきらない人格的な選択によってこそ可能となる。この点について、ベルンハ

ルト・グリューネヴァルトが、いみじくも次のように指摘している。「倫理的な信条の内

実は、彼〔ヴェーバー〕が判断するところでは、任意の〔理念型的な〕やり方で客観的

に基礎づけ可能なものではなく、哲学的なものでも、社会科学的なものでもない。それ

はただ、人格的な決定に属する事柄なのである。」（Bernward Grünewald, Gesinnung oder 

Verantwortung?. Über den Widersinn der Entgegensetzung von Gesinnungs- und 

Verantwortungsethik, in: Herburtus Busche und Anton Schmitt (Hrsg.), Kant als Bezugspunkt 

philosophischen Denkens. Festschrift für Peter Baumanns zum 75. Geburtstag, Würtburg: 

Königshausen/Neumann, 2010, S. 90.） 
90

 Max Weber, Politik als Beruf, in: MWG I/17, S. 250（『政治』、103 頁。）. 
91「人間としての自覚のある者にとっては、情熱

．．
なしになしうる

．．
ことは、すべて無価値だか

ら。」（Max Weber, Wissenschaft als Beruf, in: MWG I/17, S. 81（『学問』、23 頁。）.） 
92

 Max Weber, Politik als Beruf, in: MWG I/17, S. 251（『政治』、104 頁。）. 
93

 Ebenda, S. 252（同上、105-106 頁。）. ちなみに、ヴェーバーのいう「情熱」（Leidenschaft）

と「判断力」（Augenmaß）とは、以下のようなものである（Ebenda, S. 227（同上、78 頁。）.）。

情熱とは、「事柄に即する
．．．．．．

（Sachlichkeit）という意味での情熱、すなわち、『事柄』（Sache）
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への情熱的な献身、それを司る神ないしデーモンへの情熱的な献身」であり、それが「課題
ザ ッ ヘ

」

として責任
．．

と結びつき、その責任が行為の決定的な基準となったとき、はじめて政治に

携わる者（Politiker）を創り出す。判断力とは、「精神的な集中力と冷静さでもって現実を

受け止める能力、すなわち事物と人間に対して距離をとること
．．．．．．．

（Distanz）」。 
94

 Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in: GAzRS, Kap. 1（梶山訳、

第 1 章。大塚訳、第 1 章。）. また、この点については、本研究第 2 章第 3 節を参照され

たい。 
95

 このような理解を示す先行研究は、ドイツ、英語圏、日本においても枚挙に暇がない。

したがってここでは、ドイツと日本における比較的新しいものと最新のものをいくつか

列挙しておくに留めておきたい。ドイツにおいて比較的新しいものでいえば、Fitzi, a. a. O. 

2004, S. 281.。最新のものでは、Kaesler, a. a. O. 2014, S. 879.。日本においての比較的新し

いものでいえば、佐々木毅『政治の精神』（岩波書店、2009 年）、85-89 頁。最新のもので

は、仲正昌樹『マックス・ウェーバーを読む』（講談社、2014 年）、84-120 頁。 
96

 この点については、Lebensbild（『ウェーバー』。）.のほぼ全編にわたって確認されている。 
97

 Kaesler, a. a. O., 2011, S. 88f. 同様の指摘は、Kaesler, a. a. O., 2014, S. 857-879. 
98「私が思うに、古い思い出は、私よりも君〔マリアンネ〕により強く働きかけている。そ

れは君が思うほどひどく私にのしかかってはこなかった。私の心に重くのしかかってい

たのは、さらに予測がつかなくなっていく「国民の運命
．．．．．

」（,Massenschicksal‘）だった。講

和の後――それは一体いつ終わるのだろう？――すぐにあちらに滞在することを考えよ

う。君と一緒にあの森の中で過ごした時は、何と素晴らしく
．．．．．

快適だったことか。そんな

ことも、将来これまでよりもはるかに多くなるはずだ。ありがたい！」（Lebensbild, S. 621

（『ウェーバー』、431 頁。）.） 
99「いずれにしても、内乱や敵の侵入が起こりはしないかと、私は危惧しています。もしそ

うなったとすれば、どんなに苦しく恐ろしいことであったとしても、それを引き受けて

耐え抜かなければなりません。私は
．．

、このドイツが挫けることなどないと信じています

し、ドイツにとって屈辱的なこの暗澹極まる日々ほど、自分がドイツ人であることを天

（Schicksal）からの贈り物だと感じたことは、一度もありません。どれほど困難ではあっ

ても、耐えてください。」（Brief von Max Weber an Otto Crusius, Heidelberg, 26. Dezember 

1918, in: MWG II/10, S. 380.） 

100
 「ヴェーバーは、『責任

．．
』を意識した。ただひとつの

．．．．
国に対して――その国のすべての

．．．．

人々
．．

に対して、ドイツの大衆
．．

に至るまで。」（Weber, S. 667（『ヴェーバー』、181 頁。）.）

ちなみに、バウムガルテン自身の略歴については、安藤（亀嶋編、今野訳）前掲書、84

頁を参照。 

また、同様の指摘がマリアンネが執筆した伝記においても紹介されている。「ウンダー、

ローレンツ・フォン・シュタイン、イェーリングの時代以来、ヴィーン大学法学部では

マックス・ヴェーバーほど多くの聴講者を集めた大学教授はいなかった。ただ、その並

外れた魅力を喚起しているのは、この人の修辞的な名人芸では決してなく、はたまたそ

の思考方法の根源的なところや厳格に事物そのものに即するところでもない。それは何

よりもまず、他人の魂の中で微睡んでいる感情を呼び覚ます力なのである。彼がドイツ

の過去の後継者であると自覚し、後世に対する責任の意識に支配されているということ

は、彼の言葉のひとつひとつにはっきりと表れている。」（Lebensbild（『ウェーバー』、455

頁。）.） 
101

 Max Weber, S. 671（『ヴェーバー』、188 頁。）. 
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結論 

 

本研究では、マックス・ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治の重要性を、

ヴェーバー自身の「価値」や、「生の意味」という彼の問題意識を軸に読み解いていく作業

を行った。また、ヴェーバーの生や実存から彼の政治思想を汲み取るという作業にも取り

組んだ。こうした研究の背景には、彼が生涯を通して学問に従事しつつも、政治をも重要

なものと見做し、社会現象としての政治に学問的な関心を向けるだけでなく、現実政治に

積極的にコミットしていたという事実がある。ヴェーバーは政治を社会科学的に考察する

一方で、そうした学問的な対象に還元し切ることなく、政治に対して期待感を抱いていた

のであった。 

政治に対するこのようなヴェーバーの態度に、筆者はある疑問を持った。学問的な考察

を通して政治の難しさを彼が冷静に認識していたことを鑑みれば、現実政治から距離を取

り、それを考察の対象に限定するという選択肢も、一見するとありえたのではないかとい

う疑問である。なぜ彼は政治に対する実践的な関心を捨て去るのではなく、それどころか

生涯にわたって自分なりのコミットメントを通して政治と関わることにこだわっていたの

か。その理由を明らかにすることこそ、本研究の課題であった。そのために本研究では、

ヴェーバーにとっての政治が、彼の生と思想においてどのような重要性を与えられていた

のか、その重要性は彼の人生の歩みの中で変化していたのか、あるいは一貫していたのか、

変化していたのならばどのような変化だったのか、一貫していたのならば、どのような点

が一貫していたのかという論点を立て、彼の主観的な意図に沿う形でその内的必然性を闡

明することを目指した。 

もちろん、ヴェーバーにとっての政治の重要性は、これまでの研究においても繰り返し

取り上げられていた。まず、ヴェーバーが政治を学問的な研究対象としていたことを強調

する先行研究を確認した。そのような研究においては、政治という社会現象に対する学問

的な考察の内容と、それに基づいて彼の政治学や政治理論を再構築するという作業に主眼

が置かれることになるため、なぜヴェーバーが学問的に政治を考察するのに留まらず、現

実政治へのコミットメントに踏み出していたのかという本研究の疑問に答えを出すことは

難しくなる。したがって、本研究においては、ヴェーバーが彼の生と思想において、政治

に何かしら実存的な重要性や意味を与えていた可能性が高いという仮説を掲げ、これを論

証していくという方向性を示した。 
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ただし、実存的な重要性や意味づけというからには、その立脚点となる、ヴェーバー自

身の価値の問題を考える必要があった。この点については、「責任ある判断力」というヴェ

ーバーの価値に立脚して、政治の中で人間的な魂の力を育んでいくことや、人間個人を取

り巻くものに対する献身を引き受ける力量や心構えによって、人間の高貴さを形成してい

くことこそが、彼にとっての政治の重要性の内実であったと主張する先行研究を参照した。

こういった主張の内容は本研究の議論においても非常に参考になるものではあったが、そ

の内容を導く論理展開には過度の偏りが見受けられた。その問題点を克服した上でヴェー

バーの究極的価値とそれに基づく政治の重要性を闡明するため、本研究では、彼自身の生

や思想の変遷とその政治思想との結びつきを考察することを通して、ヴェーバーにとって

の政治の重要性や意味に迫るというアプローチを採用する必要性を説いた。 

さらに本研究からすれば、ここまでで取り上げた二つの研究においては、一種の学問体

系や思想体系としてヴェーバーにとっての政治や彼の政治思想が論じられていることに問

題があった。この問題を克服するために本研究では、ヴェーバーの生や思想における政治

の重要性や政治に対する意味賦与そのものの変化あるいは一貫性を追うという方途を、見

出したのである。 

変化あるいは一貫性を追うというこのアプローチに関しては、ヴェーバーの政治への関

わり方についての歴史・政治史研究からも重要な示唆を得た。とりわけ、彼が人間を評価

する際の基準がその人間の主体性にあり、この基準に基づいて政治的な判断をも行ってい

たと主張する研究は、本研究で繰り返し引照されることとなった。ただし、このような研

究によってヴェーバーの判断基準は明確にされているものの、そこでは歴史研究・政治史

研究としての立場が堅持され、ヴェーバーの価値に憶測をめぐらすという態度が慎まれて

いるため、彼の判断基準の深奥に存在する内的基盤としての価値が明らかにされていると

は言い難い。それゆえ本研究においては、ヴェーバー自身の価値という問題に敢えて一歩

踏み込んで、彼にとっての政治の重要性と政治への彼の意味賦与を闡明するというスタン

スを明確にして、研究を進めていくことを明示した。 

このように、ヴェーバーにとっての政治の重要性を本研究と共有する先行研究において

は、彼の価値の問題に立ち入ることを「禁欲」するものや、そのような価値とそれに基づ

く政治の重要性を抽出する経路があまりに偏っているという限界が指摘された。しかし、

こういった限界が生まれる背景には、ヴェーバーが自分自身の価値を表明することを拒否

していたという構造的な要因が存在する。したがって本研究では、ヴェーバーが表明こそ
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してはいないが間違いなく有していたと想定しうる彼の価値を彼のテクストから汲み出す

という作業を通して、ヴェーバーの生と思想における政治の実存的な重要性や政治に対す

る彼の実存的な意味賦与を考察していくことを、目標に据えた。 

その際の観点として本研究では、ヴェーバーの「価値」と、「生の意味」という彼の問題

意識、そして彼の人生の時期区分を設定した。ここでいうところのヴェーバーの「価値」

とは、物事が選択・判断される上で彼の内奥に存在する根本的な基準である。本研究では、

いわゆる発見的方法を用いることによって、ヴェーバーが直面した現実の喫緊の問題に対

する彼の知的な格闘の姿の中に存在する、本研究の観点からみて看取されうる彼自身の「価

値」を抽出し、さらには、ヴェーバーが自身の「価値」に依拠してなした政治への向き合

い方や関わり方、携わり方の主観的な意味づけをヴェーバーにとっての政治の「意味」と

呼び、その内実を明らかにすることを目指した。 

また、そのような「価値」が現れる場として、彼の問題意識についても独自の視角を提

示した。本研究では、先述したような、ヴェーバーが直面した現実の喫緊の問題とそれに

対する彼の知的な格闘の中でも、とりわけ人間の生をめぐってのものを重視し、ヴェーバ

ーの生と思想を貫く赤い糸として、「生の意味」という彼の問題意識を観点とすることで、

人間の生とそれへの意味賦与についてのヴェーバーの考想を考察していくこととした。 

そして、「価値」と「生の意味」の間の関係という点に関していえば、「生の意味」とい

うヴェーバーの問題意識の中で、彼自身の「価値」が投影された生の理想像としての社会

におけるアクターに対する彼の視座を描き出すことによって、「価値」と「生の意味」それ

ぞれの変化と、それぞれの間の有機的連関が明らかになると想定した。 

さらに、ヴェーバーの「価値」と「生の意味」といった理念型的な考察の枠組みに加え、

ヴェーバーの生涯を時系列的に研究するために、時期区分を施した。彼の生涯には、病気

による学問的営為の中断と戦争の勃発という、一見すると人生のターニング・ポイントと

なりそうな二つの契機が存在したため、それらを区切りとして時期を区分した。本研究に

おいては、誕生から病気療養期まで（1864 年～1900 年頃）を前期、神経症による病気療養

をはさみ、学問的営為への復帰から第一次世界大戦勃発前まで（1902 年～1914 年前）を中

期、そして第一次世界大戦勃発を境として、戦争勃発後と戦時中から晩年まで（1914 年～

1920 年）を後期と区分し、それぞれの時期にヴェーバーの生と思想において政治がどのよ

うな意味で重要なものとされていたのかを、考察していくこととした。 

ここで見逃せないのは、先ほど述べた先行研究が指摘しているように、ヴェーバーが生
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涯を通して「人間の主体性」という判断基準を保持し、ドイツの中でこの「人間の主体性」

が涵養されていくよう熱烈に求めていたことである。本研究では、このような先行研究を

度々引照しつつ、ヴェーバーの「価値」と「生の意味」という彼の問題意識を観点とする

ことで、「人間の主体性」がどのように形成されうるのかという問題と、ヴェーバーが自身

の「価値」に基づいてどのように自分自身の生に意味を賦与していたのかという問題を明

らかにすることに、議論の照準が定められた。 

第 1 章では、前期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治の重要性を論じた。

また、この時期のヴェーバーの生や思想から彼の政治思想を汲み取ることも、目標に掲げ

た。本研究はまず、ヴェーバーが、純粋に宗教的な形でではなく、社会や政治に対する視

座に刻印された形でキリスト教信仰を有していたことを考慮して、その中から、人間が自

分自身の属する共同体を志向し、それによって主体性を形成するという、彼自身の「価値」

の原型を抽出した。ヴェーバーはこのような自身の「価値」に基づいて政治論を提示して

いくことになる。この時期においては、彼の「価値」の中でも「共同体」や「共同体への

志向」という部分に力点が置かれており、とりわけ国民国家が、「共同体」の具象としてイ

メージされていた。さらには、そうした共同体としての国民国家が前後世代との歴史的継

承関係までをも射程に含んだものとして意識され、後の世代に対する自身の世代の責任が

自覚されることで主体性が形成されるという政治思想が、前期ヴェーバーにおいて展開さ

れていた。自身の「価値」の表出こそ、前期ヴェーバーにとっての政治の重要性であり、

そういったものとして、政治に「意味」が賦与されていた。また、このような前期ヴェー

バーの政治思想からは、国家という共同体の統治機構が人間の実在に先行する一種の制約

でありつつ、それに対する献身が人間の主体性形成に可能性を与える契機であるという特

徴を見出すことができた。 

ただし、前期ヴェーバーにおいては、主体性形成の具体的な道筋にまでは考えが及んで

おらず、また彼は自分自身の「価値」に基づいた期待の表明としてのみ、政治に「意味」

を賦与していたにすぎず、政治について漠然としたイメージしか持っていなかったと言え

る。さらには、「生の意味」という問題意識からいっても、社会に生きる人間の生について

の深い思慮にまでは至ってはいない。これらの限界は、人間の内面に踏み込む学問的探求

の視座を設定した中期以降に、乗り越えられていくことになる。 

第 2 章では、中期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治の重要性を論じた。

また、この時期のヴェーバーの生や思想から彼の政治思想を汲み取ることも、目標に掲げ
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た。病気療養から復帰した頃、ヴェーバーは自身の社会科学方法論を、人間個人が有する

価値に焦点を当てて考察していくものとして確立した。この方法の性質上、考察対象の価

値とヴェーバー自身の価値が対峙する可能性が現れる。そうであるがゆえに、ヴェーバー

の社会科学的な考察によって、社会における価値の不在と、それによる形骸化した生とい

う時代状況が認識されるようになっていった。このような時代診断は、後年になって、よ

り深刻なものとして彼の生と思想の中で立ち現れることになる。また、現実政治を考察す

る上でも、価値がその中軸に据えられ、政治状況の中で尊重されるべき価値が抑圧されて

いく様
さま

を、ヴェーバーは剔抉していた。しかしながら、そのような状況において自身の属

する政治共同体を志向し、その共同体にとっての価値を追求するという、自己犠牲も厭わ

ない政治行動を行うことで主体性を形成する政治アクターに、彼は共感を寄せていた。こ

の共感に、彼自身の「価値」がはっきりと表出している。ヴェーバーは政治を通して人間

の主体性の形成が果たされる可能性を見出していた。これこそが、中期ヴェーバーにとっ

ての政治の重要性であり、政治の「意味」なのであった。そして、こういった政治をめぐ

る考想は、政治に価値を見出すことが難しい状況の中で、それにもかかわらず政治に価値

を見出そうとする一種の共和主義的な政治思想、すなわち、人間の生を抑圧する政治状況

の中で、そこで生を営まざるをえない人間個人がそのような状況に抗いながら共同体にと

って不可欠とされる価値を追い求め、それによって卓越した人間性を獲得するという政治

思想へと、結実していった。 

この中期においては、前期と比較して、ヴェーバー自身の視野が大きく広がっている。

たしかに、価値という問題は前期においても等閑視されていたわけではなかったが、それ

はあくまでもヴェーバー自身の価値の問題に収斂されていた。これに対して、社会に生き

る人間の価値という視座が採られることによって、「生の意味」というヴェーバーの問題意

識が新たな局面に入り、それが後期においてより鮮烈なものとなっていく端緒となった。 

ただし、中期ヴェーバーの「価値」が現れるに際して、政治共同体における政治主体の

存在に力点が置かれていたために、人間の生の中でどのように主体性が形成されるのかと

いう問題が前景化してくることはなかった。また、この時期のヴェーバーにとっての政治

は、人間の主体性形成を可能とする場・空間としてイメージされてはいたものの、主体性

形成の途は依然として具体的には考想されておらず、政治のイメージは漠然としたものに

留まっていたと言わざるをえない。さらに、本研究の観点からいえば、ヴェーバー自身の

「価値」と「生の意味」という彼の問題意識が内的な連関を伴って彼の生と思想の中に現
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れてくるのは、人間の生の意味の存在そのものが自明視されえなくなる後期を待たなけれ

ばならなかったのである。 

第 3 章では、後期ヴェーバーの生と思想、そしてそれらの中での政治の重要性を論じた。

また、この時期のヴェーバーの生や思想から彼の政治思想を汲み取ることも、目標に掲げ

た。後期においてヴェーバーは、学問的な探求を通して、万人に共通するような価値や生

の意味賦与の単一の源泉が存在しない、生の意味喪失した近代という時代認識に至ってい

た。このような時代にあっては、各人は自分自身の価値を見出し、自分自身の生の意味を

獲得しなければならないと、ヴェーバーは説く。本研究の観点である「生の意味」という

問題意識からいえば、人間の行動や判断の基準・準拠点としての価値がもはや自明視しう

るものではなく、それゆえに生の意味づけがなされないことに対して、彼の警鐘が鳴らさ

れていた。しかし、そのような危惧の表明に留まらず、ヴェーバーが主体的な価値の選択

とそれによる生の意味賦与までをも人間の生や生の意味をめぐる考想に含んでいたことが、

本研究において明らかとなった。 

しかしながら、第一次世界大戦という政治的な大事件を経験し、かつてない困難な状況

に置かれているドイツにあっては、各人が個人的な生の局面において自身の生の意味を見

出すことだけで、ヴェーバーは満足しない。人々が個人的な生の局面においてその生をま

っとうしつつ、政治と携わることを通して、共同的な生の局面において人間個人が自身の

生に意味を賦与することを、ヴェーバーは熱烈に希求していた。ここで鍵となるのは、彼

がドイツにおける政治的成熟の必要性を声高に主張していたことである。ヴェーバーから

すれば、成熟した理想的な政治主体となるためには、人間個人が自身の属する共同体に対

する有責性を自覚し、その課題を自らのものとして引き受けなければならない。こうして

後期ヴェーバーにおいては、共同体と主体との関係が有責性の概念によって結びつけられ、

彼自身の「価値」として明確に表明されることになる。換言すればこれは、ヴェーバーの

政治をめぐる考想の中で、主体性形成の道程が具体的な相貌を示すようになったことを意

味している。すなわち、ヴェーバーの「価値」とは、自身の属する共同体に対して負って

いる有責性を自覚し、共同体の課題を自分自身の課題として引き受けるという受動性によ

る、主体性の形成であった。こうした彼の「価値」ゆえに、ヴェーバーの政治思想は、い

わば有責性に貫かれた責任倫理にまで、昇華されるに至ったのである。 

このような政治へのコミットメントによる主体性の形成は、ヴェーバーが生涯にわたっ

て人間の主体性を基準とし、人間の主体性の涵養をドイツの中で熱望していたという事実
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にも呼応する。人間の主体性という、彼の人生において絶えず主題とされていたものが、

政治という共同的な生の局面で形成されること。これこそが、政治を通した生の意味獲得

という、ヴェーバーが人々に向けて希求したものであった。そして、他ならぬこのような

主張を通してヴェーバーは、ドイツが置かれた現実の中で、彼自身の属する共同体ドイツ

に対する有責性を自覚し、その課題を自身の課題として引き受けることで主体性を形づく

り、共同的な生の局面において自らの生の意味を獲得するという、自分自身の「天職
ベルーフ

」を

果たしていた。ヴェーバーからすれば、人々にとっても、そして自分自身にとっても、政

治は実存的な重要性を有するものである。政治を通した生の意味獲得こそ、後期ヴェーバ

ーにおいての、そしてヴェーバーの生と思想においての、政治の「意味」なのであった。 

そしてここにおいて、彼にとっての政治も、明確なものとして認識されている。本研究

が見出したヴェーバーにとっての政治とは、人間個人が自身の属する共同体に対して負っ

ている有責性を自覚し、共同体の課題を自分自身の課題として引き受けることによって主

体性を形づくり、理性と情念を駆使してその課題に立ち向かうことで生の意味を獲得する

という、人間性そのものを形づくっていく創造的行為に他ならない。 

それでは、ヴェーバーにとっての政治は、彼の生と思想においてどのような意味で重要

だったのか。彼の生と思想における政治は、学問的な考察対象として重要であっただけで

はなく、また一般的にいうような人々の日常生活の営みの上で無視しえないものであると

いう重要さに留まるものでもなく、政治を通した生の意味獲得の実現を可能にするという

理由で、いわば人間にとっての実存的な重要性を賦与されていたものであった。さらにそ

の特徴としては、政治を通して人間の主体性が基礎づけられるプロセスにまで、ヴェーバ

ーのイメージが行き渡っていることが挙げられる。本研究の結論からいえば、彼は人間の

主体性を確固たるものとして自明視してはいない。ヴェーバーにとっての人間の主体性は、

その人自身の属する共同体との関係によって織りなされ、形づくられていくものなのであ

る。これは、他の研究とは異なって、「価値」という独自の観点を設定したからこそ抽出し

えた、本研究の意義だと言える。 

では、主体性が形成されるプロセスの「原理」はどのようなものだったのか。時期によ

って置かれる力点の変化こそあるものの、基本的にヴェーバーは、初めに確固たる主体が

存在しその主体が共同体と関わっていくというのではなく、共同体とつながっていく中で

主体性が形成されるという発想を有していた。もちろん、ある人の行動がその人の主観か

らいって共同体を志向していたとしても、それが自身の利害関心（とりわけ経済的な利害
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関心）への固執に基づいていたものであれば、主体性が形成されるとは見做されない。必

ずしも自分自身の利益にならなくとも共同体への献身を果たそうとする精神的な志向こそ

が、主体性を生み出すのである。とりわけヴェーバーの生と思想の到達点においては、共

同体に対する有責性を自覚し、その共同体の課題を自らの課題として引き受けることによ

る主体性の形成という考想が定立されていた。有責性の
．．．．

自覚を伴って共同体
．．．．．．．．．

と結びつこう
．．．．．．

とした
．．．

瞬間に主体性が立ち現われるという
．．．．．．．．．．．．．．．．

、有責性をきっかけ
．．．．．．．．

とした共同体
．．．．．．

との結びつき
．．．．．．

と主体性の同時的生起
．．．．．．．．．．

。これこそが、ヴェーバーの考想していた主体性形成のプロセスで

あった。 

それでは、本研究で看取したような、ヴェーバーにとっての政治が持つ実存的な重要性

は、彼の生涯の中で変化していたのか、それとも一貫したものであったのか。かなり有力

な先行研究を参考にしつつ、「価値」と「生の意味」という独自の観点を設定してヴェーバ

ーの生と思想における政治の重要性を考察した本研究からすれば、人間の主体性を基礎づ

けるものとしての政治の実存的な重要性が、彼の生涯にわたって一貫して保持されていた

と言える。しかしながら、このような一貫した政治の重要性の内実を仔細に検討してみた

結果、より深層の部分で
．．．．．．．．

看過しえない変化が見出される。その変化とは、ヴェーバーの人
．．．．．．．

生の歩みにおける政治に対する意味づけ方の深化
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に他ならない。前期においてヴェーバー

は、自身の「価値」の表出として政治に「意味」を賦与していた。これが中期になると、

より広く、社会における人間の主体性形成の場として、政治の「意味」の新たな地平が見

出されることになる。さらに後期にあっては、生の意味獲得までもが政治の「意味」とさ

れるに至ったのである。 

こうした変化が生み出される転轍手の役割を果たしたものこそ、人間の価値に対するヴ

ェーバーの視座であった。病気療養から学問的な営為に復帰した時期においてヴェーバー

は、自身の社会分析を行う際の「物の見方」・「考え方」の軸として、人間の価値に対する

視座を据えた。それによってヴェーバーは、自分自身の価値を中心に政治を語るだけでは

なく、社会に生きる他の人々にとっても政治が実存的に重要なものとなる可能性をも見出

すことができた。人間の価値に対する視座は、ヴェーバーによる政治の「意味」賦与の質

を変容せしめたという意味で、重要な転換点であったと言えよう。 

さらに、中期から後期にかけては、政治を通した主体性形成から政治を通した生の意味

獲得という、政治への「意味」賦与それ自体の深化とも言いうる変化が生じている。ただ

し、興味深いことに、この変化は、第一次世界大戦の勃発という契機に即応してはいない。
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生の意味賦与が政治と明確に結びつけられるという思想的なダイナミズムが現れるように

なるのは、第一次世界大戦の末期から敗戦後のドイツ政治新秩序構想期であり、本研究の

時期区分でいえば、後期の中でもより遅い時期に属している。 

このような変化をもたらす前提には、人間の生の意味に対するヴェーバーの探求が存在

している。もっとも、そうした探求は、萌芽的な形であれば前期から継続してなされてい

た。中期において先述したような人間の価値に対する視座を持ったことによってヴェーバ

ーは、価値が不在であることによる意味喪失した生という危機意識を呈するようになる。

これに対して彼は、戦争末期以降の時期に、生の意味を政治という共同的な生の局面にお

いても見出さなければならないという思想を発展させる。たんに生の意味喪失を冷静に看

取するだけでなく、生の意味喪失の趨勢が主流となっている時代において
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、それにもかか
．．．．．．

わらず
．．．

生の意味獲得にまで考想を拡げたこと
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。ヴェーバーは、ペシミスティックな時代診

断を下したからこそ、逆説的にその突破口をも見出したのである。それが可能となった理
．．．．．．．．．．

由は
．．

、生の意味獲得が
．．．．．．．

、ヴェーバー自身の実存的な問題
．．．．．．．．．．．．．．

、すなわち彼が共同的な生の局面
．．．．．．．．．．．．．．

におけるひとりの実存として
．．．．．．．．．．．．．

、ドイツに対して負っている自分自身の有責性
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を自覚してい
．．．．．．

たことと密接に結びついていたからに
．．．．．．．．．．．．．．．．．

他ならない
．．．．．

。ドイツという自分自身にとっての共同
．．．．．．．．．．．．．．．．．

体を
．．

前にしたとき
．．．．．．

、ヴェーバーはその共同体に対する
．．．．．．．．．．．．．．．

自分
．．

自身の有責性
．．．．．．

を自覚し
．．．．

、自分自
．．．

身のものとして共同体の課題にコミットしようとしていた
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。 

もちろん、この有責性という概念との関連でいえば、前期においても責任という概念が

提示されてはいた。ただしそれは、自分の同世代へと向けられるであろう後続世代からの

視線を意識するに留まる責任であって、人間の生という問題にまでは結びつけられてはい

なかった。これに対して、後期における責任概念は、そのような責任に加えて、それより

もむしろ重要な点として、共同体に対する有責性の論理が倫理的要請として前面的に押し

出されることになり、それによって共同体の課題を自分自身の課題そのものとして引き受

けることで人間の主体性と人間性が基礎づけられるという考想にまで発展することとなっ

た。これは、生の意味喪失と困難な政治状況という現実の喫緊の問題を前にし、その問題

と知的に格闘するために、ヴェーバーが自身の用いていた責任の概念に新たな意味を賦与

していることの現れである。自ら
．．

に課せられた
．．．．．．

責任
．．

、さらには自身の属する共同体に対し
．．．．．．．．．．．．．．．．

て負っている自らの有責性
．．．．．．．．．．．．

を自覚し
．．．．

、人間の生と政治の結びつきを考想すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、そして

政治を通して生の意味を獲得すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．

。これこそが、マックス・ヴェーバーの政治思想の

テーマなのであった。 
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こういった本研究が見出したヴェーバーの政治思想は、より大きな文脈に位置づけてみ

た場合、どのような意義や独自性を有しているのだろうか。 

まず、西洋政治思想史の文脈に位置づけてみれば、ヴェーバーの政治思想は、共同体構

成員同士の契約によって統治機構を設立するという政治思想（社会契約説）とも、それと

は真逆の、道徳的・倫理的な完成体として国家を捉える政治思想（ヘーゲルの政治思想）

とも異なり、ある具体的・歴史的な共同体に生み落とされた人間個人があくまでもその共

同体の存在を前提とし、共同体内部での社会的な関係の網の目の中で、その人自身の生の

ありようそのものが形成されていくという発想の政治思想の系譜に連なるものだと言える。

そして、この系譜に属する政治思想においては、公共善に献身することのできる人間性や

主体性の形成が求められる（政治的（市民的）人文主義
シ ヴ ィ ッ ク ・ ヒ ュ ー マ ニ ズ ム

ないし古典的共和主義、とりわけ

マキァヴェリ的な意味における市民像）。ただし、こういった政治思想に対しても、ヴェー

バーの政治思想は確固たる独自性を有しているとみてよい。なぜなら、共同体を価値や生

の意味賦与の究極の源泉と自明視することの許されない時代にあって、それにもかかわら

ず、共同体に対する自身の有責性の自覚を通して政治を価値あるものだと自ら受け容れる

という逆説的な生のありかたを、ヴェーバーの政治思想は強調しているからである。彼の

政治思想の中核にあるのは、名誉欲や自己保存の欲求でも、さらには共同でリスクを負担

するという連帯責任の論理でもなく、共同体の生成に絶対的に遅れてその一員としてすで

に生を受け取ってしまっているがゆえに、権利としてでも自由な選択としてでもなく、義

務として共同体に対して負っている自身の有責性を自覚しなければならないという倫理的

な要請に、人間の主体性の形成が結びつけられているという思想である（ヴェーバー独自

の、有責性に貫かれた責任倫理の政治思想）。そして、こうした法外なまでに厳しい有責性

の発想に刻印された倫理的要請を聴き取り、それに応えて自分自身の有責性を自覚するこ

とによって形づくられる主体性や人間性は、その人自身しか持ちえない唯一性を獲得する

ことになる。数多に存在する共同体構成員の一員でありながら、他の構成員とは違うただ

ひとりの人間になるという逆説的な要求を実現する政治思想として、ヴェーバーの政治思

想は普遍的な意義を有している。 

次に、政治学の文脈に位置づけてみれば、ヴェーバーの政治思想は、実践学としての政

治学のひとつのヴァリエーションとなりうる可能性を持っている。一般的に政治学の文脈

でヴェーバーが俎上に載せられる際には、彼の権力論、支配の正統性論、官僚制論、政党

類型論といった、政治という社会現象についての理論や学説としての側面に注目がなされ
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ることが多い。しかしながら、本研究では、政治主体の行為・行動や判断が選び取られる

際の基準や準拠点として、価値や意味といった人間の内面や主観の中でも最も根本的な部

分までもが視野に入れられたヴェーバーの政治思想を提示することができた。ヴェーバー

の思想を、彼自身の生や実存に結びつけたからこそ、それは可能になったのである。ヴェ

ーバーの政治思想を、彼の学問的営為の成果からだけではなく、ヴェーバー自身の生、ヴ

ェーバー自身の実存から汲み取ったこと。これこそが、本研究の意義・独自性に他ならな

い。このようなヴェーバーの政治思想は、社会科学としての政治学において、人間の生や

生のありかたと政治との関係を捉えるための思想的資源を提供する端緒に就いているよう

に思われる。 

ヴェーバーの政治思想を学ぶことを通して、もはや筆者は、本研究の出発点となる疑問

を生み出すような筆者自身の狭隘な了見を持ったままでいることはできなくなった。学問

への従事と政治へのコミットは、その間が断絶したものでも、離反し合うものでも、相互

に阻害するものでもない。この二つは、緊密な関わりを持つことを期待されるものであろ

う。ただしそれは、学問的な興味関心に基づいた政治分析や、政治にコミットするための

学問的成果の援用に留まるものではない。学問への従事と政治へのコミットは、人間が自

身の生と向き合う際の二つの態度であり、またそうであるがゆえに、相互に結びつけられ

うるものであると言えよう。 

ヴェーバーは生涯にわたって、社会とそこに生きる人間を見つめ続け、そして社会の中

でひとりの人間として自身の生をまっとうした。その眼差しの先に、人間の生と価値に基

づく生の意味とを見出していた。自分自身の生においても、生の意味を賦与していた。私

たちの眼前にある社会や人間の生、そして私たちを取り巻く社会や私たちの生は、ヴェー

バーにとってのそれとは大きく異なっている。そうであったとしても私たちは、ヴェーバ

ーと同じように社会とそこに生きる人間を見つめることで、彼と同じように人間の生と価

値に基づく生の意味とを見つけ出すことはできる。ヴェーバーと同じように自分自身の生

をまっとうすることで、彼と同じように自分自身の生に意味を賦与することはできる。私

たちは、私たちがその存立に絶対的に遅れて送り出されたこの世界の中で、ヴェーバーの

生と思想を学ぶことによって、ヴェーバーとともに、自分自身の生と思想を深めていくこ

とができる。政治を通した生の意味獲得というヴェーバーの考想は、彼自身の「天職
ベルーフ

」で

あり、彼が同時代の同胞ドイツ国民に希求したものであり、そしてさらには、私たちが彼

の政治思想から学び取ることのできる知的な遺産と道標でもある。  
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年譜 

 

1864 年 

・4 月 21 日、父マックス、母ヘレーネの長子として、ドイツ中央部の都市エアフルトに生

まれる 

1882 年 

・ハイデルベルク大学・ベルリン大学などで、法学を中心に歴史学・経済学・哲学などを

学ぶ（-1886 年） 

1883 年 

・志願兵期間中、シュトラスブルクで伯父ヘルマン・バウムガルテン一家と親交を結ぶ 

1886 年 

・司法官試補となり、ベルリン―シャルロッテンブルクの両親の家で過ごす（-1893 年） 

・ベルリン大学のゴルトシュミット、マイツェンの下で研究を続ける（-1889 年） 

1888 年 

・社会政策学会の会員となる 

1889 年 

・「中世商事会社史考」でベルリン大学より博士号を所得 

1891 年 

・『古代ローマ農業史――公法および私法に対するその意義――』を刊行し、ベルリン大学

法学部から教授資格を取得 

1892 年 

・社会政策学会の調査報告『東エルベ・ドイツの農業労働者の状態』刊行 

1894 年 

・フライブルク大学国民経済学教授に就任し、秋に同地に移住して開講 

1895 年 

・5 月、教授就任講演「国民国家と経済政策」 

1896 年 

・『取引所――取引所取引』、「古代文化没落の社会的原因」を発表 

・ハイデルベルク大学に招聘される（翌年に就任） 

1897 年 
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・7 月、ハイデルベルクで父と激論を交わし、翌月父が客死。神経疾患の徴候が現れる 

1898 年 

・病状が悪化。療養 

1899 年 

・夏学期を休講。秋、講義再開後再び発病。冬、辞表を提出するも受理されず、長期休暇

が認められる 

1901 年 

・イタリアとスイスで療養 

1902 年 

・4 月、ハイデルベルクに戻り、執筆活動再開 

1903 年 

・教職を退き、名誉教授となる 

1904 年 

・エドガー・ヤッフェ、ヴェルナー・ゾンバルトとともに「社会科学・社会政策アルヒー

フ」の編集を引き受け、同誌に「社会科学と社会政策に関わる〈客観性〉」、「世襲財

産問題の農業統計的・社会政策的考察」、「古ゲルマンの社会組織」を発表 

・アメリカ合衆国を訪問 

・「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の〈精神〉」第 1 章を発表 

1905 年 

・「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の〈精神〉」第 2 章を発表 

・短期間でロシア語を習得し、革命の経過を追う 

1906 年 

・初頭、「ロシアにおける市民的民主主義の状態について」を発表 

・4 月、「〈教会〉と〈ゼクテ〉」を発表 

・夏、「ロシアの外見的立憲制への移行」を発表 

1911 年 

・後年の『経済と社会』第 2 部として知られるテクストの多くの草稿を執筆 

・「世界宗教の経済倫理」研究に着手 

1913 年 

・「理解社会学のカテゴリー」を発表 
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1914 年 

・第一次世界大戦開戦後、志願してハイデルベルク予備陸軍病院委員会の任務に就く 

1915 年 

・軍務を退き、宗教社会学研究を再開。以後 1918 年まで「世界宗教の経済倫理――序言」、

「儒教と道教」、「中間考察」、「ヒンドゥー教と仏教」、「古代ユダヤ教」を次々と発表 

・政治評論活動を活発に展開。「ビルマルクの対外政策と現代」を発表 

1916 年 

・「講和によせて」、「二つの律法の間」、「ヨーロッパ列強とドイツ」を発表 

1917 年 

・国内政治への批判的評論。「選挙権に関する帝国の緊急法」、「ロシアの外見的民主主義へ

の移行」、「帝国憲法第九条の改正」、「社会学・経済学における〈価値自由〉の意味」、「ド

イツにおける選挙法と民主主義」などを発表 

・講演「職業としての学問」 

1918 年 

・6 月、敗戦に際して皇帝の退位を主張。ドイツ民主党に参加 

・前年初夏発表の論説を冊子『新秩序ドイツの議会と政府』として刊行。「ドイツの国家形

態」を発表 

・12 月、新政府のプロイス内務省の憲法草案委員会に参加 

・年末から翌年 1 月にかけて、民主党の選挙活動を展開 

1919 年 

・年頭、民主党の比例代表制被選挙者名簿の上位掲載ならず、政治活動からの撤退を決意 

・講演「職業としての政治」 

・2 月、国会の憲法案審議をにらみつつ、「ライヒ大統領」を発表。連合国のドイツ戦争責

任論に反対 

・5 月、民間講和代表団に参加し、ヴェルサイユに赴く。ブレンターノの後任としてミュン

ヘン大学教授に就任 

・6 月、ミュンヘンに移り、社会学の範疇論を講じる。『宗教社会学論集』の大改訂に着手 

1920 年 

・夏学期、国家社会学を講義 

・6 月 14 日、急性肺炎にて死去（ミュンヘン） 
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［出所］ 住谷一彦・小林純・山田正範共著『マックス＝ヴェーバー』（清水書院、1987 年）。

Joachim Radkau, Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens, München: Carl Hanser 

Verlag, 2005. 今野元『マックス・ヴェーバー――ある西欧派ドイツ・ナショナリ

ストの生涯』（東京大学出版会、2007 年）。Gregor Fitzi, Max Weber, Frankfurt/New 

York: Campus Verlag, 2008. などを基に、筆者が一部改訂して作成。 
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資料・文献一覧 

 

※本研究にしばしば引用したマックス・ヴェーバーの原著の表記は、以下の略記法に従っ

ている。また、外国語文献からの引用はすべて筆者自身による。なお、強調は原文、外

国語文献での強調は原文イタリックかゲシュペルト。引用文内の〔〕括弧は引用者註。
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