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〈書評論文〉

ウェーバー的探求の手引書

Lawrence A. Scaff,
Weber and the Weberians

（Palgrave Macmillan, 2014）

吉　　　琛　佳

1　はじめに

古典的社会学者であるM.ウェーバーはこの学問にどんな貢献を捧げたのだろう。また、

彼の業績は、その延長線に立つ人々である「ウェーベリアン」たちにとって何を意味して

きたのか。こうした「ウェーバー的探求」に関する問いに対して、明確な答えを示せない、

あるいは互いに矛盾する答えを出す人々は少なくないだろう。例えば、ウェーバー的探求

はマルクス主義的な経済決定論と対立する「文化主義」であると考える人もいれば、社会

における政治・経済・文化などの諸領域を統合し多元的な解釈を提唱するアプローチであ

ると考える人もいる。また、「方法論的個人主義」は常にウェーバーの方法論につけられ

るラベルだが、「プロテスタンティズムの倫理」の方法をマルチレベルの分析の一般的な

枠組みとして再構成する人もいるし、今日のマクロ社会学において、ウェーバーの官僚組

織に関する分析は相変わらず有効な理論的基盤の一つとみなされている。こうした認識の

矛盾は、もちろん部分的には数あるウェーバー自身の著作の中での考えの不一致から生じ

ている面もあるが、彼の業績に対する受容の歴史があまりにも紆余曲折を経ていることも

その一因である。この『ウェーバーとウェーベリアン』の第 1章で著者は次のように述べ

ている。同じく社会学の古典であるK.マルクス、E.デュルケームと違い、ウェーバーをリー

ダーとするようなまとまった学派は存在したことがなかった。また、ウェーバーの多数の

作品（『経済と社会』を含む）が未完成稿である故、のちに行われた度重なる編集・校正
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及び翻訳などの過程の中で、それらの著作の解釈は大きく変化してきた。「ウェーベリアン」

という多義的、時には自己矛盾的な言葉はまさにこうした歴史的に形成されたものである、

と（pp.1-3）。

そこで、社会学諸領域におけるウェーバーの仕事だけでなく、それに対するのちの解釈

と応用を含めて系統的に整理することによって、この社会学の先駆者の知的な遺産をより

明確に把握しようというのが、本書の目的である。著者であるL.スカッフはアメリカのウェ

イン州立大学政治学部の名誉教授であり、数十年にわたってウェーバー研究を行ってきた。

本書『ウェーバーとウェーベリアン』は Palgrave Macmillan社の「社会理論の伝統」シリー

ズに属し、学説史研究と学生向けの教科書という二重の性質を持っている本である。ほか

のシリーズ作品と同じく、本書はその序言で述べたように、一人の理論家に対する研究だ

けではなく、ウェーバーの仕事に関する明快な解説を分野ごとにしたうえで、彼の業績と

社会科学の諸分野における後継者たちの仕事とのつながりを緻密に整理する受容史研究で

もある。

2　内容概説

本書は序言と六つの章からなる。第 1章は「ウェーベリアン」というアプローチの一般

的な意味を総括し、その形成の歴史を回顧している。第 2章から第 5章まではウェーバー

の業績を大きく四つの領域に分けて紹介し、その受容の歴史を整理している。最終章で、

ウェーベリアンの社会科学に対する貢献、それが継続的な影響力を持つ理由が検討され、

そのさらなる発展への期待が表明されている。

第 1章第 1節で、著者は「ウェーベリアン」と呼ばれる人々をその時代及びウェーバー

の学説との距離によって、五つのグループに細分した。著者によると、これらの学者たち

の主張の相違は大きいにもかかわらず、ウェーバーの影響を受けて、関心領域及び社会科

学問題を考える際の角度とパラメータは重なるところがある。この節の後半で行われた

「ウェーベリアン」のアプローチの六つの特徴に対する整理は、評者から見ると本書の最

も学説史的な価値を持つ内容であるゆえ、ここで列挙する。第一に、ウェーバー的探求は

一種の「配置分析（configurational analysis）」、すなわち特定の社会関係や歴史的進展を

特徴づけ、また歴史的な結果の解釈を提供する「諸事情の結びつき」に重点を置くアプロー

チである。第二に、それは「マルチレベルの分析」を提唱し、マクロレベルの構造・規範

と個人的な行為の目的・価値に対する理解と解釈を同時に要求する。第三に、それは「多

元的な因果解釈」を認め、歴史的な社会現象を経済、政治、文化など多数の要因の共同作
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用の結果と考えている。第四に、ドイツ歴史学派の伝統を継承したウェーバーによれば、

社会的・経済的行為は常にそれが埋め込まれている状況の具体性の中に認識しなければな

らない。従って、ウェーベリアンによると、抽象的モデルを実際的な社会現象に応用する

とき、対象の具体性に従って修正しなければならない。第五に、それ故、ウェーベリアン

が主張する研究は常に歴史的・比較的なパースペクティブに基づいて行われる。最後に、

ウェーベリアンは分析の道具としての概念に対する明確な定義を要求し、その中に隠れて

いる価値判断について明確な自己認識を持つことを提唱した。評者から見ると、この整理

が確かにこの知的伝統の特徴を完全かつ明確に要約した。第1章の残った文章でウェーバー

の学問はいかなる経緯を経て、今の社会学の一つの古典になったかについての歴史が述べ

られている。マリアンネ・ウェーバーらによる遺稿の整理、T.パーソンズやシカゴの社会

学者、亡命したドイツ知識人による継続的な翻訳と紹介はこの歴史に重要な役割を演じて

いる。

百年以上の歴史を経たウェーバー研究は今や、いうまでもなく壮大で複雑な業績群に

なった。後継者たちはそれぞれの領域で自分なりのウェーバー研究と応用を行ってきた故、

その歴史を整理する作業は相当困難である。しかし本書の章節の配置を読めばわかるよう

に、この問題が見事に処理されている。以下で各章各節ごとに要約を行う。

3　各章の内容整理

第 2章でウェーバーの比較宗教歴史社会学、特に資本主義の誕生との関連におけるプロ

テスタンティズムの倫理の研究とその影響が論じられている。著者はまずこの有名な研究

およびそれに対する批判を紹介し、その影響の下で行われた資本主義社会における人間の

精神及び文化状況に対する研究を整理している。具体的には R.ベラーの『徳川時代の宗

教』など西洋以外の文明における「資本主義の精神」の機能的等価物に対する探索、R.ベ

ンディックスのシティズンシップに対する比較歴史社会学研究などが含まれる。続いて著

者は『世界宗教の経済倫理』の方法論をめぐる問題に対する説明に移る。理念型、理解及

び選択的親和性などの概念道具によって構成された理解社会学の方法は、のちには政治思

想史のケンブリッジ学派の Q.スキナーの「修辞学的転回（rhetorical turn）」（p.50）、つ

まり正当性に関する言説の修辞学的戦略に対する重視など、多数のアプローチとつながっ

ている。また知られるとおり、「プロテスタンティズムの倫理」の分析で使われたマルチ

レベル的な分析枠組みは R.ブードン、J.コールマンなどによって指摘され、「ミクロ＝マ

クロ＝リンク」の基礎的な方法論として再構成された。資本主義社会の文化をめぐる研究
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の話に戻った本章の残った内容は、ウェーバーが論じた近代人間の精神状況、特に彼の「精

神のない専門人、魂のない享楽人」に対する悲観的な指摘に刺激されたのちの研究者たち

によって行われた、現代社会における文化の特徴・人間の主観的な存在の在り方をめぐる

研究をまとめた。著者の指摘によると、D.ベル（自己矛盾的な資本主義文化）、D.リース

マン（他人志向型人間）、フランクフルト学派（啓蒙に対する盲信・一次元的人間）、W.ミ

ルズ（ホワイト・カラーに対する批判）、R.セネット（公共人の没落）などの議論はウェーバー

の関心を継承して、「現代人の精神状況」にかかわる継続的な反省を行った。これと近い

テーマとして、ウェーバーは文学、美学などの文化現象に対する比較社会学的な研究を行

う計画を立てたが、音楽に関する数少ない草稿しか完成できないうちに世を去った。著者

によると、この仕事は後に S.クラカウアー、W.ベンヤミン、T.アドルノなどの映画、文

学、芸術に関する文化社会学研究に継承された。また著者は、J.アレクサンダーの文化社

会学、R.ベンディックス、C.ギアツ、P.ブルデューなどの文化産業、文化資本、ハビトゥ

スをめぐる研究および P.ゴースキ、T.スコチポルなどの歴史社会学はいずれもウェーバー

のこの分野の業績の延長線に立っていると指摘した。

第 3章は行為理論を中心とするウェーバーの社会学の一般理論に移る。ウェーバーの社

会的行為の定義、行為の四類型、そして目的合理的行為と価値合理的行為の間の緊張関係

をめぐる学説は、社会的行為を対象とする社会理論の基礎を築いた。それと関連している

のは、社会科学を「文化科学」とみなすウェーバーの社会現象の「意味付け」に対する「理

解」の強調である。この認識は後に K.マンハイムの知識社会学、P.バーガーと T.ルック

マンの構築主義、ギアツの「厚い記述」など、社会学理論と方法論のさらなる検討におい

て議論の基盤になっていた。そして、パーソンズの構造機能主義に対する批判から生じた

三つのアプローチ、すなわち現象学的社会学、解釈学、シンボリック相互作用論は同じく、

ウェーバーの個人の行為の目的・価値に対する理解へ戻る試みであると著者は指摘した。

続く 2節は行為理論の二つの重要な理論的な発展、つまりパーソンズの行為の一般理論と

J.ハーバーマスのコミュニケーション的行為の理論を整理している。続いてはウェーバー

の権威、支配及び正統性の研究をめぐる考察に入る。著者によると、支配の正統性をめぐ

る議論は、T.ホッブス、J.ロック以来のヨーロッパの思想の伝統を貫いて、現代でもハー

バーマスの資本主義社会の正統化の危機にかかわる分析に継続されている。ウェーバーの

このテーマへの貢献はなによりも「伝統的」、「合法的」及び「カリスマ的」を含む支配の

三類型の学説である。のちの研究者の中に、この分類を彼の行為の類型論と対照したうえ、

「伝統的行為」と「伝統的支配」、「目的合理的行為」と「合法的支配」、「感情的行為」と

「カリスマ的支配」とはそれぞれ対応しているが、なぜ「価値合理的行為」と対応するよ
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うな支配類型が存在しないかについて疑問を持つ人がいる。本章の次の節で著者は、W.モ

ムゼンとW.シュルフターのウェーバーの合法的支配の下位類型をめぐる討論を引用し、

ウェーバーは確かに「価値合理的行為」と対応する支配の類型の可能性を考えたことを示

した。最後の節で、著者はウェーバーの主著である『経済と社会』で行われた、「伝統的

支配」の歴史上の具体的な表現に関する研究を回顧した。ウェーバーのこの問題に関する

研究は後にラテンアメリカやアフリカの政治や経済に関する比較的・歴史的研究で「家産

制」という概念で再現され、ウェーバーの死後に現れた「伝統主義」の新たな要素を相関

地域の研究者によってこの概念に導入した。

第4章ではウェーベリアン的アプローチのマクロレベルの発展を中心として、ウェーバー

の官僚制、シティズンシップ、国家、ネーションなどに関する研究を整理し、その受容の

経緯を説明している。本章の第 1節で、著者はウェーバーの近代社会の組織的な基盤であ

る官僚制の特徴、それが成立してきた社会的な背景に関する分析、そしてそれとかかわる

社会主義制度に対する批判をまとめた。この整理に基づいて、著者はこの社会学の一つの

核心的な問題領域である組織・制度に対するウェーバー的な研究アプローチの歴史を述べ

ていた。ウェーバーの研究が行われた以後の官僚制に生じた新たな特徴は、第二次世界大

戦後に A.グールドナーや新制度派経済学、M.カステルによって研究・解明された。NGO

や民間の団体、そして小企業、特によりフラット化・科学技術に影響された組織に現れた

新しい特徴がこの一連の研究で明らかにされた。次の第 2節で著者によってまとめられた

法律と国家にかかわる業績から見えるように、ウェーバーは終始こうした特定の社会領域

を異なる歴史的・構造的な状況に埋め込まれたものとみなし、比較社会学的なアプローチ

を提唱し続けた。またここで著者は強調しているように、ウェーバーがそれぞれの研究で

国家を論じたとき、それをしばしば二重の特徴を持つ研究対象として捉える。すなわち彼

は国家を権威による支配の「社会的行為」として捉える一方、「暴力の使用権を独占する」

社会組織でもあるとみなす。このウェーバー的な国家の学説は、すでに述べたスコチポル、

M.マンなどの比較歴史社会学に強く影響を与えただけではなく、S.リプセットの社会経

済状況と国家制度との相互関係に関する比較政治学研究の方法論の源泉にもなっている。

第 5章では、ウェーバーの多数の著作で描かれた世界の近代への発展、特に彼の「合理化」

あるいは「脱魔術化」のプロセスに関する思考が整理されている。ウェーバーは『宗教社

会学論集』の「序言」、『世界宗教の経済倫理』「中間考察」及び『職業としての学問』で、

自分の中心的な問題関心である合理化の社会的要因、すなわち「普遍的な意義と妥当性を

もつような発展傾向をとる文化的諸現象」がなぜ「他ならぬ西洋という地盤において、ま

たそこにおいてのみ」姿を現すことになったかを述べた（p.136）。著者が指摘したように、
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彼がこの転換の中心的な特徴として取り上げた「合理化」という概念が、のちの G.ルカー

チ、フランクフルト学派の「物象化」という概念に対する発展に絶大な影響を与えた。ま

た、マクドナルドに代表されるチェーンストアの経営に表れた効率性、計算可能性、予測

可能性、そして制御の特徴は現代社会の本質を集中的に反映していると G.リッツァーに

よって指摘された。この指摘もサービス産業が優位になってきた現代社会におけるウェー

バーの時代診断の再構成である。その次に、著者は「文明と規律＝訓練」をテーマとして、

ウェーバーとM.フーコーの近代社会に対する認識を比較した。著者の結論によると、二

人の近代社会における社会と人間の精神状況に対する認識は同じく F.ニーチェの精神的遺

産を受け継いだが、ウェーバーはまだ I.カントの概念枠組みの下で研究を行った一方、フー

コーは近代への転換を「合理性」の上昇とみなすウェーバーの立場を認めず、より徹底的

な懐疑の立場を取った。次の節で、著者はウェーバー主義を一種の単線的な発展段階論と

みなす発想の出現とそれに対する批判と修正の歴史を整理し、近代化理論とそれに対する

批判、そして多元的近代論を回顧している。ウェーバーは実際、『西洋の没落』の著者で

ある O.シュペングラーと討論し、後者の歴史段階論に反対することがあると著者はここ

で主張し、ウェーバー自身のこの問題に対する立場を示す。最後の節で、著者は科学技術

の進歩と同時に世界の「脱魔術化」に関するウェーバーの論述を回顧した。次に、この傾

向への対抗として、「神が死んだ」後の世界で人々が生きる意味に対する探究の活動の新

しい特徴に関する研究がこの節でまとめられている。

本書の最終章で、著者はまず、ウェーバー的探求がドイツの一部の学者たちの間に流行っ

ただけのアプローチから世界中で受容される社会理論の一つの古典になり、継続的な影響

力を持つことの理由を述べる。著者はこの学問伝統に属する研究アプローチが社会科学に

捧げた主要な業績を「構造分析、文化分析、制度分析および合理的行為者と行為類型」と

いう四つの領域に分けて、いずれも数多くの貴重な研究成果を達成したと認めている。

4　評価

ここで前節にまとめた内容について評者によるコメントを述べる。第 3章の第 2節で、

著者は一般的に A.シュッツの現象学的社会学との深いつながりが認められるエスノメソ

ドロジーおよび会話分析を、シンボリック相互作用論のアプローチとみなしている。実際、

H.ブルーマーを代表とするシンボリック相互作用論は、その行為の意味付けに対する重

視から見ると、ウェーバーの理論と全然関係がないとはもちろん言えないが、その自己と

他者との間の社会的相互作用という側面は、G.ジンメルやプラグマティズムをより積極的
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に継承したというべきであろうと評者は考える。また、第 4章の第 1節で、ウェーバーの

官僚組織に関する研究やその発展が述べられたが、N.ルーマンによって発展された社会シ

ステム理論には一切言及されていなかった。ルーマンは独創性の高い理論家とはいえ、オー

トポイエーシスを強調した彼のシステム理論はもともとウェーバーや R.ミヒェルスなど

の目的合理的な組織モデルに対する批判から展開し始めた。現代の社会学におけるシステ

ム理論の影響力を考慮すると、システム理論とウェーバーの古典的な組織論とのつながり

を簡潔に説明すべきではないかと評者は考える。

本書の全体を踏まえると、評者から見れば 2つの点でより良い説明がもしあれば、本書

の趣旨がよりきちんと読者に伝えられるかもしれない。1つには、ウェーバーの方法論を

説明する際、もしそれとデュルケーム、マルクスなどとの違いを鮮明に示せば、社会理論

の初心者でもより受け入れやすい内容になるのではないかと考えられる。結局ある思想の

特徴はそれと異なる、もしくはそれと対抗するほかの思想と照らし合わせることによって

はじめて明らかになると思われる。

もう 1つは、特に最後の章で、著者は日本、メキシコなどでのウェーバー研究について

言及していたが、そこでの受容は「専門の学問的な必要とはあまり関係なく、その代わり

にこれらの文化の特殊な探求とより強くつながっている」（p.174）と著者が考えている点

である。それはもちろんある程度の事実といえるが、著者のこの断定は日本などでのウェー

バー理論の学術的な発展を完全に否定する恐れがある。また欧米諸国のウェーバー理解お

よびウェーベリアンが出現してきた経緯も、実際は各自の歴史と社会、特にこの受容史と

深くかかわる第二次世界大戦に対する歴史認識などから離れて理解できることではない。

ハーバーマスはかつてあるシンポジウムでパーソンズに対して、次のように述べていた。

私はマックス・ヴェーバーについて、この（パーソンズの）ような線の太い、そして

語の最良の意味での自由主義的な受け取り方を許す政治的伝統の中に、アメリカの同僚

たちがおられることを羨ましく思います。ここドイツの私たちはいまだに戦争責任のア

リバイ探しに追われておりますので、このようなヴェーバー理解にはまったく喜んで従

いたいものです。ところがそうはいかないのです。……私たちは、カール・シュミット

がマックス・ヴェーバーの正統的な弟子であったという事実を、おろそかには出来ない

のであります。（Stammer［Hrsg.］ 1965=1976: 128-9）

この発言が示すように、ウェーバー理解は読み手たちの社会認識に大きく左右されてい

るが、本書ではこうした説明が決して十分とは言えないと考える。確かに本書は学説の解
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説自体に重点を置いたが、かかる学問の発展に関する知識社会学的な説明は、それ自体

ウェーバー的な探求の実践になり、ウェーバー研究をそれが埋め込まれている状況の具体

性の中に認識することを読者に促せるかもしれないと思う。

上記のような指摘が可能であるとはいえ、ウェーバー受容史研究をここまで明快に整理

した研究はほかにはないと思われる。本書はウェーベリアン・アプローチの主要な成果と

その発展の脈絡をつかむために、きわめて有用な著作であるといえるだろう。
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