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　本稿は蘇国勲1）
 の書いた論文2）

 の邦訳である。蘇は中国の社会学分野において最初にヴェー

バー研究に取り組んだ一人である。彼の代表作『合理化およびその制限』（1988）は中国の社会

学分野においてヴェーバー研究に関する初めての専門書である。これはいまでもたくさんの若い

ヴェーバー研究者に参照されつつである。

　本文において詳述するように、中国の社会学は 1979年末に社会科学院の社会学研究所が成立

するとともに、ほぼ三十年ぶりに再生することができた。最初は可能な限り短期間で国際学界と

の距離を近づけるために、海外の社会学分野におけるコアジャーナルの翻訳が重要になってきた。

雑誌『国外社会学』（2003年以後は『社会理論』）がその一つである。むろん現在はそれに止

まっていない。蘇は社会学が再現して三十年以来、ヴェーバー研究が消化段階に置かれたとすれ

ば、これからは反省段階に入るべきだと指摘している3）。そこでは、特にヴェーバーの中国文化

についての論述に関して、如何に批判的に受容するかが問題になってくる。

　したがって、蘇はヴェーバーの『儒教と道教』に注目する。原論文の前半はヴェーバーの儒教

についての論述に関する批判的検討であり、後半は道教についての論述に関する批判的検討であ

る。一言でいうならば、蘇はヴェーバーが「西洋中心主義」であると批判している。同時に、

ヴェーバーは中国社会において儒釈道という三つの宗教が合一された特徴を疎かにし、道教を異

端であるとみなすため、同時代のヨーロッパの中国学者より認識が遅れていると指摘する。この

ようなヴェーバー批判に関して『儒教と道教』はヴェーバーの比較宗教社会学の一種であり、中

国社会論ではないという反論がありうる。しかし、だからといって中国の状況に即してヴェー

バーの宗教社会論を再検討することは可能性がないわけではない。むしろ充分な必要性があるの

である。もちろん、蘇のこのような議論については中国国内においても賛否両論である。また本

人もこのような議論は「自我中心主義」に陥る可能性があることを自覚している。しかし、この

問題は立証の適切性を問うことであり、議論それ自体の妥当性を問うことではない。

　本稿の目的は、中国のヴェーバー研究の代表者の一人である蘇国勲の論文を邦訳することに

よって、中国の社会学の過去と現状、そして中国のヴェーバー研究の最新動向を紹介することに

ある。

　原論文の目次は以下のようである。本稿はさしあたり第一章と第二章を訳す。

一、中国におけるヴェーバーの思想の受容 ― 知識社会学的小論
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二、新儒学とヴェーバーの対話（上）― 牟宗三を例として

三、新儒学とヴェーバーの対話（下）― 西学内部における分岐を例として

四、究極価値の抵抗 ―「天人合一」VS.「位格形而上学」

五、西洋における道家思想の認識 ― ヴェーバーの中国観に対する質疑

六、ヴェーバーの宗教観 ― ドイツ知識人の精神世界の一瞥

七、「西洋中心主義」についての批判的検討 ― ヴェーバーの思想の批判

一、中国におけるヴェーバーの思想の受容 ― 知識社会学的小論

　社会学の古典的理論の三大定立者の一人であるヴェーバーは、カール・マルクスとエミール・

デュルケムよりはるかに遅く中国の学界に紹介された。マルクスの思想はロシアの 10月革命の

時（1917年）からすでに中国に伝えられてきた。20世紀の 50年代以降イデオロギー上の理由か

ら、マルクスとエンゲルスの著作はともに全集の形で中央編訳局から翻訳・出版され、国の信仰

体系として普及されてきた。デュルケムの著作については、ともにフランスに留学した経験のあ

る許德珩が『社会学方法論』（1929年）を、王了一（王力）が『社会分業論』（1935年）を 1930

年代前後に翻訳・出版した。この二つの著作の中国語訳はデュルケムと彼を中心とするデュルケ

ム学派を中国の学界に知れわたらせた。それのみならず、デュルケムの提唱した構造機能主義は

中国の社会学に重大な影響を及ぼした。当時、人々はデュルケムを方法論的集団主義論者と見做

し、「物（thing）」を考察することと同じように社会の経験主義を考察するという方法論上の主

張を強調した。すなわち、彼の社会実体論に傾き、彼の社会学の思想を古典的経験論と先験論と

の間の緊張関係の表現として深く検討していなかったということである。たとえば、彼の主張す

る人々の意識外に存在し、かつ人々の行為にある強制力をもつ「社会」あるいは「社会性」は、

道徳、「集団意識」、あるいは「集団表象」（colletive representation）からなる観念の実在である。

これは言わばより多くデュルケムの「社会学主義」の観点に属するのであって、経験論あるいは

実証論の観点に属する（あるいは主に属する）のではない。中国の社会学はイギリスとフランス

の実証主義思想の影響を主に受けている。そのため、受容の初期段階において、オーギュスト・

コントとハーバート・スペンサーの還元主義および社会有機体論、そしてデュルケムの方法論的

集団主義は広く知れわたった。それに対して、ドイツ人ヴェーバーは主観的意図（意義）と個人

行動から出発して社会的理解（verstehen）と解釈的アプローチ（interpretative approach）を論

じているため、あまり知られてこなかった。さらに、ヴェーバーの思想はアメリカを経由して英

語で輸入されてきたため、デュルケムと同時代人であっても、ドイツ以外の国で知られるのは

デュルケムよりはるかに遅かった。もしかしたら、これが中国の社会学の初期段階において、

ヴェーバーの名前がわずかしか言及されなかった原因であるかも知れない。

　中華人民共和国の成立後、マルクス主義が国家の指導思想の理論的基礎として確立された。し

かし、マルクス主義の主張する階級闘争と社会革命の思想は、コント以来の西洋社会学の秩序と
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進歩をメルクマールとする政治的保守主義とは激しく対立するものであった。イデオロギー上の

理由から、1952年の大学システムの調整の中、社会学という科目の教授ポストと研究が取りつ

ぶされた。この動きによって、清末から始まった西洋の学問の中国における受容と、中華民族が

亡国の危機に西洋から取り入れた社会学4）
 が、ほぼ半世紀の繁栄の後、外的要素の干渉のために

中断された。それに加えて、長年にわたって国際学界と隔絶していたため、中国の社会科学の知

識体系は改革開放まで相対的に不完全であり、閉鎖状態に置かれていた。その後、1980年に中

国社会科学院が社会学研究所を設立したことをきっかけに、一部の大学が次々と社会学学部を再

建あるいは新設した。中国（大陸）の社会学はさまざまな障碍をくぐり抜け、新たな情勢の下で

やっと再生することができた。ヴェーバーの思想はまさにこの時期に中国の学界に広まるように

なった。1987年、於暁と陳維綱らによって共訳された『プロテスタンティズムの倫理と資本主

義の精神』が北京の三聯書店から出版されてから、ヴェーバーの思想が中国の読者に知られるよ

うになった。確かに、これ以前に台湾の学界には早くも 20世紀の 60年代に、すでに張漢裕によ

る『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の簡訳版と、銭永祥編訳の『学術と政

治 ― マックス・ヴェーバー選集（Ⅰ）』（1985）があったが、中国と台湾の間で交流が断絶され

ていたため、これらの書籍を中国（大陸）の学者が手に入れるのは非常に困難であった。そのほ

か、中国の学者が訳出したことのあるヴェーバーの著作に関しては、たとえば曾廙訳の『世界経

済通史』（1981）、黄暁京らの簡訳した『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』

（1986）を言及すべきであろう。しかし、前者は経済学関連の書籍として出版されたため、社会

学的意義は明らかにある程度隠蔽されていた。後者は重要であるにもかかわらず、注釈をすべて

省いた簡訳版であるため、そこからはヴェーバー思想の全貌が見渡しがたく、疑いもなくその学

術的価値も損なわれていた。

　中国の学界において 20世紀 80年代の中後期にヴェーバーの思想が受容されるようになったこ

とは、当然ながらこのような社会学の再生が大きなきっかけとなったが、そのほか重要な社会的

背景と深い学術的原因もある。周知のように、20世紀の 80年代は中国の社会経済が改革開放路

線を取り始めた時代であり、経済改革が農村から都市へと次第に浸透し、社会の生産力が急速に

発展していた。しかし、社会形態の転換期には、制度の創造とともに必然的に陣痛とリスクが生

じる。旧体制の弊害を改革することは多くの部門の利益と関連するため、人々は思考様式と行為

様式を市場経済モデルに合わせて変換し、人間関係を新たに調整することが求められた。それに

加えて、中国は国土が広く、南北の自然条件と東西の開発状況が異なるため、改革のなか新たな

不平等が生じうる。そして、収入格差の増大とともに社会の分化が顕著になり、公務員の賄賂な

ど不正行為が蔓延し、社会問題が次々と現れ、社会的な矛盾がますます激しくなってきた。これ

らは改革開放の政策がもたらした社会経済発展の新たな問題点を示している。このような新たな

現象や問題に向き合って、社会科学界は必然的に独自の判断と回答を提示しなければならなかっ

た。

　ほかの要素はさておき、単に国民国家の長期的利益を考慮するならば、当時の中国の思想界は
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ヴェーバーの 19世紀末ドイツ国民国家を論じる著作から多くの啓示を得ることができた。当時

ドイツ・ユンカーの封建専制主義は、農業的資本主義という道を歩むことを主張し、ドイツの工

業発展を阻害していた。ドイツ中産階級は経済的には日々上昇する力をもっていたが、国家の指

導と統治には未熟であった。ヴェーバーは慎重な考察と思考に基づいて自らの選択を示した。す

なわち彼は、ドイツ国民国家の使命感と歴史的責任感から出発して、国益上は「経済的民族主義

者」と自称し、政治生活上は「職業としての政治」を待ち望んだ。ときにヴェーバーは、自らを

古代イスラエルの預言者エレミヤに類比し、エレミヤを政治的指導者、より明確に言えば政治煽

動者として認め、彼が町の民衆に向かって煽動的に国の内外政策を批判したり、当局の特権階層

の腐敗を暴露したりするのは、単に神の意志（啓示）を伝達する使命をもっているからであって、

政治そのものに何らかの関心があるからではないと見做している。しかし、一方でヴェーバーは

また、近代とは主知主義化と合理化、「脱魔術化」（disenchantment）が浸透した時代であること

をも明確に認識していた。そこにはすでに如何なる預言者も存在することができないがゆえに、

職業としての政治を選んだ人間は責任倫理によってしか行動してはならない。つまり、自らに忠

実に、自らがすでに定めた価値判断によって行動の意向を決め、その結果に対して責任を取る態

度で果敢に行動し、「天職」を履行する責任感で日々の要求に応じなければならないということ

を、ヴェーバーは認識していた。ヴェーバーのこのような容易に周囲の環境に魅惑されることな

く、自己主張と責任感を明確にした見解と、合理主義的な労働組織である近代資本主義に関する

論述は、当時の中国の改革開放の情勢に似つかわしいものであり、知識人たちの思考に何らかの

啓示をもたらしたがゆえに、人々はこの古きドイツ社会学者に目を向けるようになったのであろ

う。

　そのほか、第二次世界大戦後の国際学界および周辺の国家における「ヴェーバー・ブーム」も、

中国の学界のヴェーバーへの注目を促した。ヴェーバーが初めて注目を浴びたのはアメリカにお

いてであった。これには後に機能構造主義の創始者となるタルコット・パーソンズが関係してい

る。パーソンズは若い頃にドイツに留学して社会学を学んだ。1927年、彼はドイツの学界で資

本主義精神をめぐる論争に関するテーマ（「ヴェーバーとゾンバルト」）で博士号を取った後、ア

メリカに帰国してヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を英訳し、

1930年に出版した。同時に、代表作『社会的行為の構造』の中で、ヴェーバーの数多くの分野

における社会学に関する理論的貢献を体系的に論述した。これによって、ヴェーバーは英語界、

さらに国際学界において広く知れわたるようになった。20世紀の 50年代以降、ヴェーバーの多

くの著作はさまざまな言語で翻訳され、世界の各地で出版・研究された。ヴェーバーに関する二

次文献も次々と出来した。1960年代の西ドイツにおける「ヴェーバー・ルネサンス」は、戦後

アメリカの様式をモデルとして発展した経験主義社会学と、戦後アメリカからドイツに戻ってき

たフランクフルト学派の批判理論とが、理論から方法論にいたるまで互いに矛盾することに起因

する。ドイツ社会学界において十数年に渡って続いた実証主義に関するこの論戦の両派の主要参

加者は、すべて当時の学界の泰斗と見做される人物である。それに加えて、論戦のいくつかの論
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題、たとえば社会科学の論理問題（カール・ポパー VS.テオドール・アドルノ）、社会学の「価

値自由」問題（パーソンズ VS.ヘルベルト・マルクーゼ）、晩期資本主義問題（ラルフ・デーレ

ンドルフ VS.アドルノ）は、直接的にあるいは間接的にヴェーバー思想の理解から出発したため、

これらの議論と論争の意義および影響は、単に社会学という一つの分野に止まらず、あらゆる社

会科学にとっても参照すべき価値が多大であることは間違いない（Adorno 1976）。同時に、こ

の論戦は結果として、一方では国際的学界におけるヴェーバー研究の隆盛を促し、他方では、ア

メリカの社会学界において長年の間支配的だったパーソンズを代表とするヴェーバー思想の経験

主義的解釈を、言い換えれば、「パーソンズ化されたヴェーバー」解釈を再検討することになっ

た。具体的に言えば、「パーソンズ化されたヴェーバー」論は、社会の多元的発展論から出発す

るヴェーバーの比較歴史社会学を歪曲し、一元的に発展論としての近代化論の例証であると解釈

していた。それゆえ、この論戦のもう一つの意義と見做されるべきものは、方法論上ヴェーバー

思想の本来の姿を現し、「パーソンズ化されたヴェーバー」解釈を見直すことである。

　東アジアの「四小龍」の経済が繁栄するとともに、「ヴェーバー・ブーム」も西から東へと伝

来してきた。終戦直後から日本の経済が急速に復興し、1960年代以降になると特に伝統上儒教

文化の影響を受けた東アジアの国あるいは地域、たとえば韓国、シンガポール、台湾、香港の経

済が著しく発展し、これらは「四小龍」と呼ばれるようになった。この動向を如何に解釈すべき

か、そしてこの動向とヴェーバーの儒教に関する論述とは如何に関連するのか、こうした問題は

国際学界において共通の関心を引きつけるものであった。アメリカの中国研究者たちは、20世

紀の 60年代前後に日本と韓国において「儒教伝統と現代化」に関する国際学術セミナーを開催

した。また 80年代初頭、香港においても「中国文化と近代化」に関する国際学術会議が開かれ

た。その中心テーマは儒教倫理と東アジア経済の繁栄との関連についてであった。多くの学者は

ヴェーバーの宗教的観念が経済行為に影響を及ぼしたという思想を用いて、東アジアの経済発展

と近代化問題を解釈しようとした。そのなかは、「宗教倫理」を「文化価値」と見做す議論もあ

れば、「儒教文化」を「プロテスタンティズムの倫理」の代用物として、つまり東アジア経済の

発展と近代化を理解する際に儒教の伝統が「四小龍」に及ぼす影響を、欧米におけるキリスト教

と東アジアにおける仏教の関係で取り扱う議論もあり、またヴェーバーのいう西欧啓蒙運動の合

理主義精神が西洋以外の国、たとえば日本にまで拡大してきたという議論もあった。これらの議

論に賛成するにせよ反対するにせよ、伝統上儒教文化の影響を受けてきた地域の経済発展をめ

ぐって文化的根源を探るこのような議論は、ヴェーバーの資本主義の起源と中国文化についての

論述と密接に関連していた。同時に、客観的にヴェーバーの著作の中国における出版と彼の思想

の受容をも促進した。

二、新儒学とヴェーバーの対話（上）― 牟宗三を例として

　ヴェーバーのアジア宗教についての論述は、主に『儒教と道教』と『ヒンドゥー教と仏教』に
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集中している。そのなか「儒教とピューリタニズム」と「アジア的宗教類型の一般的性格」はそ

れぞれ結論部分にあたる章であるため、本論文の主な考察対象となる。『古代ユダヤ教』は地理

上西アジアに属しているが、その影響はアジア以外の欧米のキリスト教に大きいため、アジア宗

教の列には属さない。ヴェーバーによれば、アジア文化を考察するとき、中国文化はフランク王

国のヨーロッパにおける役割と類似しており、それに対してインド哲学は古代ギリシア哲学の

ヨーロッパにおける役割と類似しているとされる（Weber 2005: 460）。つまり、アジアにおいて

中国文化は世俗生活に着目し、義理人情に対する洞察と処理を重んじるがゆえに、一種の世俗内

文化である。それに対して、インド文化は超越的な形而上学の哲学であるがゆえに、一種の世俗

外文化である。ヴェーバーの比較文化研究は、西洋文化あるいは西洋文化の統一体を基準とする。

中国の宗教や他のアジア宗教についての論述は、上述の類比関係のように、単に西洋文明の特色

を比較によって明らかにするために参照される。それゆえ、ヴェーバーの叙述は当時の西洋植民

地主義者固有の「西洋中心（Eurocentric）」的視角を脱することができなかった。この意味にお

いて、ヴェーバーの中国に関する論述は、正確で鋭い見解も含まれていれば、偏見と過ちも含ま

れている。中国におけるヴェーバー受容の初期段階（1970‒1980年代）においては、改革開放政

策に応じ、社会科学界の国際学界と接触することの当面の急務は、できるだけ早く世界の状況を

把握することであった。当時はほとんどそのまま受け入れるやり方で、他者（Otherness）つま

り西洋文化の中国文化に対する見解、論述、挑戦に注目した。そして、中国の「広く聴けば、正

しいことが明らかになる」という古訓に基づき、他者の長所を学んで自らの短所を補い、自己発

展のため参考とすべきことを吸収した。当時のヴェーバー研究を学習と受け入れの段階とすれば、

30年後の今日は消化と反省の段階であると言えよう。このことはまた中国が外来文化を受容す

る際、文化的自覚（cultural awareness）をもっていることを示しているであろう。

　ヴェーバーは『宗教社会論集』の序言において、比較文化的考察の目的は、なぜ西洋において

のみ資本主義が発展したのかを究明することにあると明確に述べている。ヴェーバーは東洋と西

洋の宗教、文化、科学技術、法律、行政、事業経営などの領域における特徴を詳細に比較検討し

た後、西洋文化は他の文化にない「普遍的意義と価値方向」と独特の「合理主義」をもっており、

このような合理化は法律、政治、経済領域においては「形式合理性（formal rationality）」が主要

地位を占めることで表れ、科学領域においては「理論合理性（theoretical rationality）」が支配す

ることで表れるが、そのほかに社会構造と制度的諸要素の組み合わせが整備されているため、最

終的に近代資本主義が西洋においてのみ生み出されたとする。そのため、この序言の主旨は「資

本主義と合理化」とまとめることができる。たしかに、ヴェーバーは『儒教と道教』において相

対主義的立場から出発して、儒教を代表とする中国文化も合理主義であると述べてはいるが、儒

教的合理主義とピューリタニズムを代表とする西洋文化の合理主義とを区別し、「儒教的合理主

義は現世への合理的な適応である。ピューリタニズム的合理主義は現世を合理的に支配する」

（Weber 2004a: 332）と述べている。ヴェーバーの解釈のなかでは、ピューリタンは元来、現世

の魅惑を拒絶し、魂の救済に専念するという宗教倫理的動機から出発していたが、後の「予定
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説」と「天職観」教義の導入によって、世俗的経済活動に専念するようになったとされる。これ

は本来「在世而不為世〔現世に居ながら現世のためではない〕」、「無心挿柳柳成荫〔無意識にし

た行為が予想以外の結果をもたらした〕」のような予期せざる結果であった。ここからわれわれ

はキリスト教の「内から外へ」の超越性を見出すことができる。「真のキリスト教徒は、まして

や禁欲者はなおさら、世俗外であれ世俗内であれ、まさしく神の道具たることのほかなにも望ま

なかった。というのも、まさにこの点にしか、自己の尊厳を求めなかったからである。そして、

真のキリスト教徒は、彼がこのようなものであろうと欲したがゆえに、現世を合理的に改革し、

また支配する有用な器具だったのである」（Weber 2004a: 333）。ヴェーバーに言わせれば、儒教

は「現世を合理的に転換する」（Weber 2004a: 325）ことができない。すなわち、一心に人々を

正心、誠意、格物、致知の「内聖」から、修身、斉家、治国、平天下の「外王」5） に転換する際、

ピューリタニズムの「予定説」と「天職観」のような媒介式転換が足りない。それに加えて、た

とえば家産官僚制の社会構造といった一連の要素の結合のため、儒教は内在的道徳修養と個人的

人格の自己形成を重んじ、外的功績を疎かにし、最終的に科学的認識と民主政治の発展をなしえ

なくなる。言い換えれば、儒学は政治経済領域においては形式合理性が足りなく、科学認知領域

においては理論合理性が足りないため、東西文化は最終的に異なる道を歩むことになったという

ことである。ヴェーバーのこのような結論的判断は、西洋の中国学研究に重要な啓示を与えたの

みならず、現代中国における伝統文化の復興の議論にも常に言及され、さまざまな形で直接的あ

るいは間接的に影響を及ぼしている。

　現代新儒学の代表人物である牟宗三は自らの著作の中で、上記のような問題に取り組んだ。彼

の論は新儒学が西洋文化の挑戦に対する正面からの回答に当たる。牟は彼の著作『歴史哲学』の

なかで「総合的尽理の精神」［詳細後述］を用いて中国文化の本質を解釈し、それに対して「分

解的尽理の精神」を用いて西洋文化の本質を解釈している（牟 1978: 164）。その後、牟はまた

「理性の運用表現」と「理性の架構表現」という二つの概念を提示する。「運用表現（functional 

presentation）」は徳性から発する、たとえば禅宗のいう「作用見性〔作用から本性を見る〕」の

ことであり、宋明儒学のいう「即用見体〔作用の中で本体を見る〕」のことであり、『周易』のい

う「於変易中見不易〔変化の中で不変を見る〕」のことである。言い換えれば、この「運用表

現」の中の「理性」は明らかにカントのいう意味での実践理性を指すのであり、人格の中の徳性

である。したがって、「運用表現」というのはこの徳性によって感化されるものであり、徳を知

恵をもって巧みに使うことである。なので徳性的面に属し、すなわち「内聖」の力である。それ

に対して「架構表現（constructive presentation, frame-presentation）」の中の「理性」は人格の

徳性を失っている。すなわち実践理性の意義を非道徳理性の意義に転化する理論的理性である。

なので知性的面に属する。牟は西洋文化のシステムを智の「知性形態」と認識し、その背後にあ

る精神を「分解的尽理の精神」と見做す。その外在的表現は概念的メンタリティ（conceptual 

mentality）である。それゆえ、西洋文化の中では国家制度、法律体系、民主主義、論理、数学、

科学などが生まれうるとする。それに対して、中国文化は仁智が合一する文化であり、仁で智を
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統べる文化である。それゆえ、如何に「総合的尽理の精神」から「分解的尽理の精神」を導出す

るのか、如何に「理性の運用表現」から「理性の架構表現」を導出するのか、如何に儒学的内聖

から科学民主的新外王を切り出すのかは、儒学の復興が必ず解決しなければならない三つの互い

に関連する問題である。牟は『理性の運用表現と架構表現』の中で、「道徳の自己缺陥（自己否

定）」で中国文化の転換問題を解決しようと試みた。彼は内聖と道徳理性の運用表現から直接的

には民主と科学が生み出すことができず、必ず「曲折」の経過を経なければならないと認識して

いた。言い換えれば、道徳理性は「自己缺陥」または「自己否定」のような「曲通」6）
 の方法を

通じて、観解理性（理論理性）になりうるということである。同時に民主と科学も成り立つこと

ができるとする。道徳理性の「自己缺陥」とは仁が一歩譲り、仁智が合一する文化モデルから智

がしばらく仁から離脱して「純粋な知性」となり、智の独立したシステムを作り出すということ

である。

内聖から外王に至るまでは、曲通の中、一種の転換の飛躍がある。それはけっして直接的な

推論ではない。したがって、理性の運用表現は直接的に架構表現に転化させることはできな

い。それゆえ、運用表現は直接的にではなく、曲がりくねって架構表現に転化するのである。

すなわち、一種の転換上の飛躍である。（牟 1992: 166）

牟の「道徳理性の自己缺陥」説は、積極的な意味においては、いわゆる「道統はあっても学統と

政統はない」という中国文化の不足点を認めたといえる。そのため、彼は中国において科学と民

主が形成されることを妨げている不利な要素を否定し、如何に儒学において内聖から新外王を切

り出すかという難題を解決しようとした。消極的な意味においては、梁漱溟の「中国文化は理性

的早熟だ」という説と同じように、中国文化の倫理本位の抑圧のために、認知が長足に発展でき

ないことを弁護しているといえる。

境界7）
 を論ずると、運用表現は架構表現より高い。しかし、架構表現なしに建築物は出来上

がらない。中国文化は一方では非常に高い境界と智慧、気概をもっているが、他方では空虚

なものとなる。それゆえ、最近の人々の頭脳は悲惨なものになったようである。〔中略〕そ

れゆえ、中国において科学と民主が現れず、近代化が進まないことは、超越の不可能であり、

及ばない不可能ではない。中国文化は単に運用表現の方向に発展して、架構表現を切り出し

ていない。今や明らかに単に運用表現だけでは事足りない。理性の架構表現と運用表現が共

に必要とされる。ともに働かねばならない。理性の運用表現と架構表現の精神発展の全ての

含義と重要点を理解するならば、早熟の説は適当でないと考えられる。同時に不必要でもあ

ろう。（牟 1992: 166）

一見すると、牟の「中国文化は超越の不可能であり、及ばない不可能ではない」という説と梁の
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「中国文化の早熟」説は、双方とも儒学の自己弁護の痕跡が見てとられる。しかし、牟は「分解

的尽理の精神」と「総合的尽理の精神」、「架構表現」と「運用表現」、「理論理性（観解理性）」

と実践理性、智の知性形態と仁智合一形態、倫理中立性（ethical neutrality）と倫理関連性

（ethical relevance）、宗教型と礼楽型、方以智と円而神8）、並列関係（co-ordination，牟は隊列の

局と呼ぶ）と隷属関係（sub-ordination）など一連の対概念を用いて、中国と西洋文化の異なる

特徴を示した。その中には確かに梁より深く検討され、熟考すべき内容がある。たとえば、彼は

学理上、理性の運用表現で特徴づけられる中国文化の内在的超越性と、理性の架構表現で特徴づ

けられる西洋文化の外在的超越性との区別と相互補完関係を明らかにした。これは「相互補完は

美を創り、相互対抗は弊を除く」という言葉で言い換えることができよう。ヴェーバーは、中国

文化には超経験的制度と世俗的制度との間の緊張関係が不足していると批判する。牟の「弁証的

思惟」の観点から見れば、ヴェーバーは正確にも中国文化には科学と民主という中間架 

構9）
 のものが不足していると指摘していた。このことは「綜合的尽理の精神」で特徴づけられる

中国文化の短所であり、同時に西洋文化と比較した際の長所でもある。同様に、このことは「分

解的尽理の精神」で特徴づけられる西洋文化の長所であり、同時に中国文化と比較した際の短所

でもある。中国文化は「綜合的尽理の精神」である。ここでいわゆる「綜合的」というのは、

「上下を通徹し、内外とも貫通する」ことを指し、「尽理」というのは尽心、尽性、尽倫、尽制を

指す。尽心と尽性は仁義の内在的面から発するものであり、礼楽の礼制の意味である。尽倫と尽

制は社会の礼制の面から発するものであり、仁義の内在的心性を尽くすことである。理を尽くす

ことは道徳と政治のことであり、自然的外物ではない。それは実践的であり、認知したり観解し

たりすることではない。同時に、価値や「応然世界」のことであり、自然や「実然世界」のこと

ではない10）。

中国（文化）は先に生命を把握する。それに対して、西洋文化の生命の源の一つであるギリ

シアは先に「自然」を把握する。西洋が心霊を運用し、心霊の光を表現する際は、「自然」

を観解している。〔中略〕中国文化の心霊の運用は内向きである。つまり、内から上向きに

ひっくり返すのである。それに対して、西洋文化は外向きである。つまり、外から上向きに

ひっくり返すのである。自然の観解に即してみると、外から上向きにひっくり返すことは、

自然と宇宙の形成原理を把握することである。したがって、観解するのは自然であり、観解

するとき使用する「心霊の光」は「智」である。それゆえ、われわれは西洋文化を「智のシ

ステム」と言うことができよう。西洋文化は「智」の面が特に優れている。（牟 1978: 169）

西洋文化の特徴である智は「知性の智」である。もちろん「知性の主体」を明確に表し、「概念

的心霊」を突出することができる。それゆえ、科学と民主を生み出すこともできる。それに対し

て、中国文化の把握する生命においては、道教、儒教、仏教を問わず、心霊は超知性的な「直感

の智」である。西洋文化においてこのような超知性的な智は神にしか属さないと認識されている。
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それに対して中国の聖人哲学においては人々の心から転出できると認識されている。牟はこのよ

うな「直感的智」を「円智」あるいは「神智」と呼び、「人の心から超知性的な面を転出するこ

とができないと認識している西洋文化はその文化生命の根源にある遺憾である」（牟 1978: 179）

と述べている。これによって、牟は次のような結論を見出す。「西洋文化は分解的尽理の精神で

あるが、これを根源から融化して総合的尽理の精神を引出すべきである。中国文化は綜合的尽理

の精神であるが、根源から転換して分解的尽理の精神を切り出すべきである」と（牟 1978: 174）。

上記のことに基づけば、西洋文化と中国文化は比較的にそれぞれ長所と短所を用いている。将来

的に眺望すると、中国の学問は必ずしも西洋の学問より劣っているわけではなく、西洋の学問も

必ずしも中国の学問より優れているわけではないと見做すことができる。また現実的にみると、

両者は機能が違うだけ、あるいは重んじる目的が違うだけであるとも見做すことができる。未来

の理想的な文化形態は、必ず両者の短所を切り捨て、長所を兼ね合わせた統一形態の文化になる

はずである。これはヴェーバーのように二元分立的で、東西文化を対立的に比較するのとは明確

に異なる。牟は完全に補完、貫通そして融和の視覚から東西文化の差異を見ていた。このような

中国文化の「致中和」思想は東西文化の相互交流と自然融和の前景のために道を導くであろう。

またこのような中国思想は、今日のようなグローバル化の時代において、画期的な意義をもって

いるに違いない。

　これが牟のいう「理性の運用表現と架構表現の精神発展の全ての含義と重要点」である。これ

を理解することによって初めて、儒学思想家のいう内心の世界からヴェーバー式の緊張関係を除

去し、人格上の完成を果たすということを理解することができる。言い換えれば、儒教は超経験

的に緊張関係を解釈していないというヴェーバーの批判にはそれなりの理由があるが、しかし儒

教が内心の世界から緊張関係を除去すること、そして外向きの超越と内向きの超越との間の根本

的区別がもつ重要な意義をヴェーバーは理解していない。外在的に超経験と世俗の緊張関係を克

服することは、西洋文化の特徴である。また知性の長足的な発展を確保し、功績上民主と科学と

いう豊富な成果を上げたのは西洋文化の長所である。しかし、内心から超経験と世俗の緊張関係

を除去することは中国文化の特色である。内向きの超越は仁義を重んじるがゆえに、知性的発展

を妨げた。そのため必ず「自己缺陥（自己否定）」をしなければならない。そこからこそ知性的

発展が生み出され、内聖から科学と民主の新外王を展開させることができる。上記の内容によっ

て、ヴェーバーは西洋文化の長所と中国文化の短所を比較し、比較の対象となる中国文化の長所

を認めず、西洋文化の短所を庇っていると言える。これはまさにヴェーバーの意識のなかで「西

洋中心主義」思想による阻害があるからである。ここではアメリカの社会学者ロバート・N・ベ

ラーの『キリスト教と儒教の父と子』の中の叙述を引用して、内向きの超越と外向きの超越の区

別とその意義を解明しよう。明代の天啓年間（1621－1627）、御史大夫の左光闘が宦官の魏忠賢

と対立したことから讒訴される。ベラーはこの左光闘が残酷な刑罰を受けながら死ぬ直前に書い

た家族への手紙の考察を通じて、東西両文化における父と子の関係を比較している。
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このような態度（儒教が提唱する「権威に屈服せず、金銭に誘惑されない」などの修養のこ

と）は真の英雄的忠誠を表している。この態度はかくのごとき状態においても動揺しなかっ

た。一つの偉大な文明が永続する力はまさにこうした言葉にあるのだ。しかし、同時に儒教

の父と子の関係についての論述は、孝順以外、アブラハムの情状のいかなる結果の形成をも

阻害した。分析の最後で述べるように、西洋の孝順は個人に対するのではなく、個人関係の

モデルに対するのである。このモデルをもつのは究極の合法性を保つためである。〔中略〕

西洋においては、モーセの啓示時代から社会関係のすべての特殊なモデルは、原則上究極性

（ultimacy）から派生してきた。しかし、中国においては孝行と忠誠が絶対（absolutes）的

なものになった。（Bellah 1970: 96）

外向きの超越という観点からみると、この究極性は自然の有機的社会秩序のためではなく、超経

験へと転換する参照物である。すなわち、超経験的な絶対実在である。自然のすべては相対的価

値をもつだけであって、神こそ絶対的である。たとえば、ユダヤ・キリスト教の伝統の中、知性

的合理化は神に「創物主」の地位を与え、またそれは絶対不変、全能、全知すなわち絶対的に超

現実的な究極存在であると見做される。それに対して、中国文化は正反対である。牟の言葉を借

りれば、儒学の正心誠意、格物致知の内聖の力は、心で立言し、すべてが「仁」から発して、終

始「生命」という根本的なものを把握し、混沌なる現実世界に対して「人」を根本とする。「内

からは自らの生命を調和させ、外からは万民を安着する」ため、自然と人間の関係は有機的であ

る。このような世俗性と社会関係で結びつけられた文化は、「智」から発する西洋文化より親和

的である。したがって、中国文化は「生活の智慧の浸透した徳性をもって、中国文化における超

越的な絶対実体は一つの『普遍的な道徳実体』であることを証明した」（牟 1978: 66）。それゆえ、

中国文化においてこの「普遍的道徳実体」つまり仁義の心性を超えて正当性をもつと証明できる

ものは、何一つも存在しない。これこそが、道徳の意味での内在的超越性である。

　この意味において、新儒学のいう「内在性（immanence）」は「人間の本性」を指す。すなわ

ち、人は人なる者の内在的精神である。たとえば「仁」、「神明」のことである。「超越性

（transcendence）」は宇宙存在の根拠あるいは宇宙本体を指す。すなわち、「天道」、「天理」、「太

極」などのことである。現代においてもう一人儒学的観点を用いる学者である湯一介の叙述によ

ると、「儒家哲学の『超越性』と『内在性』は統一的である。それゆえ、『内在的超越性』あるい

は『超越的内在性』というものが生じる。これは儒家哲学の『天人合一』思想の基礎であり、儒

家が追求する理想境界である。また儒家が儒家思想の所在の理由である」。このように湯は「内

在性」と「超越性」をそれぞれ孔子のいう「性命」と「天道」に対応させた（湯 1991: 2‒3）。そ

れに対して、西洋文化の「超越性」は外在性（out-worldliness）であり、あるいはこの世（this-

worldliness）と対応するあの世（other-worldliness）であり、意欲が外向きの、自身を超越する

卓越であり、超絶である。具体的に言えば、哲学上は超越的経験すなわち超経験的存在を指す。

たとえば、プラトンの「絶対理念」であり、サルトルの実存主義の中「即自」である。神学上は、
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キリスト教がモーセの啓示時代の「究極実在」を古代ギリシア哲学の「絶対理念」と結合した

「絶対存在」すなわち神を指す。要するに、キリスト教のいう「超越性」は本体論の承諾

（ontological commitment）であり、西洋文化の「神人隔絶」の確立する根拠である。それに対し

て、新儒家の主張する「超越性」と「内在性」の統一は、「超越」の中の「内在的超越」を意味

するのであり、中国文化の「天人合一」思想の基礎を構成する。前者はアブラハムの情状をもっ

て「分」と「二」の理路を表し、伝統を切り離し、新しいものを追求することを求める。後者は

孝行の思想をもって「合」と「一」の理路を表し、伝統を探り、継承を提唱する。その区別は矛

盾で満ちている。それゆえ、東西文化は完全に異なる発展の道を歩むのである。
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注

　原論文の注と訳注を区別するために、訳注の後ろは〔訳注〕と記した。なお、原文における訳者の加筆
は〔　〕で記した。

 1）  原中国社会科学院社会学研究所研究員、現在ハルピン工程大学人文学部社会学専攻教授。〔訳注〕
 2）   苏国勋“马克思・韦伯：基于中国语境的再研究”，《社会理论：现代性与本土化 ― 苏国勋教授七十

华诞暨叶启政教授荣休论文集》，三联书店，2012年，45‒114 页。この長編論文は「マックス・ヴェー
バーについての中国の状況に基づく再検討」『社会』2007年第 5期と、その続編「ヴェーバーの中国
文化についての論述に関する再検討」『社会学研究』2011年第 4期を合併して、一部の修正と追加を
含めた改訂論文である。同時に、第一章は中国語版ヴェーバー全集（康楽、簡恵美編）の序論でもあ
る。〔訳注〕

 3）   应星，李猛编《社会理论：现代性与本土化 ― 苏国勋教授七十华诞暨叶启政教授荣休论文集》，三

联书店，2012 年，30 页。〔訳注〕
 4）   さしあたり、厳復は戦国時代末の思想家である荀子の「人は群に離れず」という思想を借りて、ス
ペンサーの Study of Sociologyを『群学肆言』（1896）と翻訳した。そこから最初社会学は『群学』と
呼ばれたことがわかるであろう。後に、章太炎が岩本能武太の『社会学』（1902）を翻訳してから、
中国はこの学科を「社会学」と呼びはじめた。

 5）  「内聖」と「外王」は儒家思想の中、それぞれ人格の理想状態と政治の理想状態を指す。〔訳注〕
 6）  回り道をすること。〔訳注〕
 7）  道家用語。精神的境界の意味。〔訳注〕
 8）  『易経』の言葉。「圆而神」は修養の最高境界を指す。「方以智」と対照される。〔訳注〕
 9）  元素の間の関係を構築すること。〔訳注〕
10）  「応然世界」は到達すべき世界。「実然世界」は実際の状況。〔訳注〕
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