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脱呪術化と意味喪失

千 葉 芳 夫

〔抄　録〕
ヴェーバーは「意味喪失」の原因を近代科学的認識の浸透によって宗教が力を失っ

たことに求めている。だが，近代資本主義の成立との関連で彼が重視したカルヴィニ

ズム・ピューリタニズムは宗教ではあるが，「神の道具」観や被造物神化の拒否によっ

て，生の意味を限りなく貧困化させ，大きく意味喪失に向かわせるものであった。

ヴェーバーは「脱呪術化」をカルヴィニズムの特徴としており，彼の議論では上記の

帰結は「脱呪術化」がもたらしたもののように読めるが，それらは「脱呪術化」の論

理必然的な帰結とは考えられないものである。
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ヴェーバーの「脱呪術化（Entzauberung）」概念には，主知主義的合理化と宗教の脱呪術化

（＝救いの手段としての呪術の排除）という二つの異なった意味がある。筆者はこれまでに脱

呪術化と合理化との概念上の差異や宗教的脱呪術化と合理化との関連について考察してきた

が （1），本稿では「意味喪失 (Sinnlosigkeit）」と脱呪術化との関係を考察する。

一，主知主義的合理化と意味喪失

意味喪失がテーマ的に論じられるのは「宗教社会学論集 中間考察」においてである。そこ

でヴェーバーは，経済，政治，芸術，性愛，科学（合理的認識）という生の諸領域と宗教との

関係を考察している。そして，宗教との緊張関係が「究極において最大かつもっとも原理的な

意義をもつ」のが科学（合理的認識）だと述べている（S.564, 147 頁）。

「合理的・経験的認識が世界を脱呪術化して，因果的メカニズムへの世界の変容を徹底的に

なしとげてしまうと，現世は神が秩序をあたえた，したがって，倫理的な意味をおびる方向づ

けをもつ世界だ，といった倫理的要請から発する諸要求との緊張関係はいよいよ決定的となっ

てくる。なぜなら，経験的でかつ数学による方向づけをあたえられているような世界の見方は，

原理的に，およそ現世内における事象の『意味』を問うというような物の見方をすべて拒否す

る，といった態度を生みだしてくるからである」（同，S.564, 147~148 頁）。
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宗教の世界解釈では，世界の諸事象には倫理的な意味があるとされるのに対して，近代の経

験科学的認識においては，こうした見方は否定される。つまり，経験科学によって世界は「脱

呪術化」され，意味を持たない因果的メカニズムの世界として捉えられることになる。脱呪術

化された現代は，「神もなく予言者もいない時代」なのである（「学問」，S.552, 67 頁）。

だが，宗教が力を失ったからといって，そこからただちに意味喪失が生じるわけではない。

それはかえって，主体的な意味付与を可能ならしめる契機ともなるのである。姜尚中が言うよ

うに「近代西洋の〈合理化〉の精神構造が，究極的な価値や生の意義を自律的に選択し，自己

責任を負う能動的な価値主体の可能性をもたらした」のである（8 頁）。

経験科学的認識によって，「世界に起こる出来事が，いかに完全に研究され尽くしても，そ

こからその出来事の意味を読み取ることはできず，かえって意味そのものを創造することがで

きなければならない」のであり，近代人は「世界にたいして意識的に態度を決め，それに意味

を与える能力と意思とをそなえた文化人（Kulturmensch）」であることを要請される（「客観性」，

S.180, 93 頁）。この場合，「われわれの生に意味と意義とを与える」のは，「あの『人格』内奥

の要素，すなわち最高かつ究極の価値判断」（同，S.152, 36 頁）である。

しかし，「ひたすら文化人へと現世内的に自己完成をとげていくことの意味喪失，言いかえ

れば，『文化』がそこに還元されうるかにみえていた究極的価値の意味が失われてしまったこ

とは，宗教的思考からすれば明白に死が意味を失ってしまうということから帰結したのであっ

て，死の意味喪失こそが，ほかならぬ『文化』という諸条件のもとにおいて，生の意味喪失を

決定的に前面に押し出したのだということとなる」（「中間考察」，S.569, 157 頁）。「このように

見てくると，『文化』なるものはすべて，自然的生活の有機体的循環から人間が抜け出ていく

ことであって，そして，まさしくそうであるがゆえに，一歩一歩とますます破滅的な意味喪失

へと導かれていく」（同，S.570, 158 頁）。

「価値自由（Wertfreiheit）」の主張に見られるような経験科学観および「神々の闘争」，「価

値の多神教」というヴェーバーの特徴的な考え方からすれば，このような結論に至るのは無理

のないことと言えよう。近代の経験科学は意味を教えることはできず，また個人の決断によっ

て選び取られた意味は，かつて宗教が与えたような確実な根拠を持つことはできない。

このように近代経験科学が意味喪失をもたらすことは理解しやすいことであろう。だが，本

論考で考察したいのは，むしろ宗教の脱呪術化と意味喪失との関係である。

二，宗教の脱呪術化と意味喪失

（１）カルヴィニズム・ピューリタニズムにおける生の意味

前節で述べたように，ヴェーバーは主知主義的合理化との関連で意味喪失に言及しており，

近代科学的認識によって宗教の力が失われたことを意味喪失の根本的な原因と考えている。確
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かに，一般的に言えば，宗教は世界を意味に満ちたものと解釈するものだと思われる。だが，

彼が西洋の合理化との関連で着目したカルヴィニズム・ピューリタニズムにおいては，その意

味づけは極めて特異なものである。というのは，それは現世を徹底的に無価値なものと見なす

からである。

ヴェーバーはカルヴィニズムを，「一切の被造物は神から完全に隔絶し無価値であるとの峻

厳な教説」（「倫理」，S.95, 157 頁 ) だと述べている。カルヴィニズム・ピューリタニズムにお

いては，現世は「罪の容器」であり，「被造物的に堕落し倫理的に非合理的な」世界とみなさ

れる（「儒教」，S.525, S.527, 188 頁，192 頁）。

予定説で知られるカルヴァンは，「われわれの個人的運命のもつ意味は見るべからざる神秘

に蔽われており，それを究めようとするのは不可能でもあるし，身の程を知らぬことでもある」

と考えた（「倫理」，S.93, 153 頁）。ここにおいて，神は旧約の「人間的に理解しやすい天の父」

から「人間の理解を絶する超越的存在」へと変化している（同，S.93, 153~154 頁）。カルヴィ

ニズムにおける神は「隠れた神」「怒れる神」となるのである。

人間は神の栄光を現世に示すための「道具（Werkzeug）」と意味づけられる。カルヴァン

の本来の教えとは異なるが，信者たちにとっては，神から与えられた使命＝職業労働（Beruf）

に専念することが，あるいは専念できていることが，救いに予定されていることの証しとな

る （2）。「宗教的達人が神の『道具』として現世に入りこみ，しかも，彼らからはあらゆる呪術

的な救済手段がとり去られていて，そのために，現世の秩序の内部における自己の行為が倫理

的にすぐれていることで，いや，それだけで，自分自身がすでに召されて救済の状態にあるこ

とを神の前に―つまり，事実に即していえば，自分自身の前に―『証し』しなければならぬ，

そういったばあいには，『現世』そのものは，被造物的でありまた罪の容器であるとして宗教

的に価値を低められ拒否されてはいるとしても，心理的には，そのことによってかえって，現

世における Beruf というかたちで神の欲したまう活動をおこなう，そのような舞台としてます

ます肯定されることになるだけであったろう」（「序論」，S.263, 76~77 頁）。

こうして，「世界の脱呪術化および，救済への道を瞑想的な『現世逃避』から行動的・禁欲

的な『現世改造』へと切りかえること，この二つが残りなく達成されたのは……ただ西洋の禁

欲的プロテスタンティズムにおける教会および信団の壮大な形成のばあいだけであった」と

ヴェーバーは指摘する（同，S.263, 76 頁）。西洋においてのみ世俗の合理化が行われたのであり，

その（少なくとも一つの）大きな要因がカルヴィニズム・ピューリタニズムという宗教であっ

た，というのが彼の歴史認識の骨子である。

だが，「人間のために神があるのではなくて，神のために人間が存在する」（「倫理」，S.92, 

152 頁）とするカルヴァンの思想に発する「意味」は，極めて限定的，否定的なものである。

現世は無価値な「罪の容器」であり，人間は神の栄光を現世に現すための「道具」としての意

味をかろうじて持つにすぎない。これも，一つの意味とは言えるであろうが，世界に存在する
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ものすべてに何らかの意味があるというような豊穣さはそこには全く欠けている。つまり，カ

ルヴィニズム・ピューリタニズムは宗教でありながらも，「意味喪失」に向かって大きな一歩

を踏み出したものだと言えるであろう。

ヴェーバーはカルヴィニズムの特徴を脱呪術化に求めている。カルヴィニズムにおいて，「世

界の脱呪術化という宗教史上のあの偉大な過程……は，完結をみたのだった」（「倫理」，

SS.94~95, 157 頁）。ここで，ヴェーバーは「世界の脱呪術化」という語を用いているが，それ

は「救いの手段としての呪術を排除すること（die “Entzauberung” der Welt: die Ausschaltung 

der Magie als Heilsmittel）」（同，S.114, 196 頁），特に教会や聖礼典による救済の否定を意味

するのであり，正確には「宗教の脱呪術化」と言うべきものである （3）。

聖礼典を含む呪術的救済手段が完全に排除されたならば，神から与えられた使命（Beruf）

の遂行による救済だけが唯一の方法となる。こうして彼が「資本主義の精神」と呼ぶ「合理的

生活態度」＝「世俗内禁欲」が形成され，世俗の世界の合理的改造が行われることになる。近

代西欧には「独特の合理主義」が誕生したのであり，宗教が脱呪術化されなかった他の地域で

は，「合理的生活態度」も合理的な「近代資本主義」も生まれることはなかった。このように，

世界の合理化についてのヴェーバーの考察において，宗教の脱呪術化は中心的な位置を占めて

いるのである。

だがその一方で，宗教の脱呪術化が意味の豊穣さを奪い，極めて限定的で特異な生の意味の

みを認めることによって全面的な意味喪失の一歩手前まで進んだのだ，とも言えるであろう。

そして近代科学による脱呪術化が最後の一歩を進めたのである。

（２）世界の事象化（Versachlichung）と人間的関係・感情の否定

こうしてカルヴィニスト・ピューリタンは，神に与えられた使命として職業労働に専念する

ことになるのであるが，ヴェーバーはその職業労働の「事象性」に注目している。そこでは，「被

造物的使命の事象化（Versachlichung der kreatürlichen Aufgaben）」が起こり，彼らの活動は， 

「事象的な職業労働（sachlicher Berufsarbeit）」，「事象的使命（経営）（sachliche Aufgaben 

(Betriebe）」となる（「儒教」，SS.522~523, 184~185 頁）。

「事象的（sachlich）」という語は官僚制論でも「非人格的（unpersönlich）」という語と共に

よく使用されるが，「倫理論文」では，カルヴィニズムにおける労働の「特有の事象的・非人

格的性格」が，「われわれを取り巻く社会的世界の合理的編成に役立つべきものという性格」

（S.101, 166 頁）と説明されている。「この社会的秩序の構成と編成はおどろくほど合目的的で

あって……，それが人類（Menschengeschlecht）の『実益』のために役立つようにでき上がっ

ていることは明瞭だから，この非人格的，社会的実益に役立つ労働こそが神の栄光を増し，聖

意に適うもの」と考えられたのである（同，S.101, 166~167 頁）。「人類」という言い方に示さ

れているように，彼らの労働は，神に命じられた，神の栄光を増すためのものであり，自分で
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あれ，他者であれ，特定の「人間」の実益のためのものではない。そのような労働は被造物神

化の罪とみなされる。

労働の有益さの規準として，第一に「道徳的規準」，第二に「生産する財の全体に対する重

要度」，そして第三に「私経済的収益性」が挙げられるようになり，実際的には最後の規準が

最も重要と考えられるようになる（同，S.175, 310 頁）。「神の道具」として職業労働に打ち込

んだカルヴィニスト・ピューリタンは，こうして「『営利機械（Erwerbsmaschine）』として

財産に奉仕する者」へと変貌していく（同，S.189, 339 頁）。「神の道具」という人間観は，こ

のような職業労働の事象化・非人格化を帰結するのである。

「神の道具」という人間観と被造物神化の拒否とは，表裏一体の関係にある。「人間のために

神があるのではなくて，神のために人間が存在する」のだから，人間は「神のみを思わ」なけ

ればならないのであって，自分であれ他者であれ，人間を思うことは「被造物神化」として忌

避されることになる。「ピューリタニズムの倫理にとってはこうした純粋に人間的な関係は

……何といっても被造物的であるがゆえに，あくまで信をおきがたいものであった。彼らにとっ

ては，いかなるばあいにも，神との関係がすべてに優先した。人間との関係は，もしそれ自体

としてあまりにも密接になるばあいには，被造物神化として無条件に避けるべきものであった」

（「儒教」，S.527, 193 頁）。

「倫理論文」においては，「イギリスのピューリタニズムの諸著作がしばしば，人間の援助や

人間の友情に一切信頼をおかないよう訓戒している顕著な事実」が指摘され，「穏健なバック

スターでさえ，もっとも近しい友人に対しても深い不信頼をもつことをすすめ，ベイリーはあ

からさまに，誰も信頼せず，迷惑のかかるようなことは誰にも言わないのがよい，神だけが信

頼しうるかただ，と説いている」ことが例として挙げられている（S.96, 158 頁）。このように，

カルヴィニズム・ピューリタニズムにおいて，「『隣人』との関係における『人間性

（Menschlichkeit）』はいわば死滅しさった」（同，S.101, 171 頁）のである。

ヴェーバーは，ピューリタニズムの「巨大な業績」として，氏族や家族といった血縁的紐帯

の破壊を挙げている（「儒教」，S.523, 185 頁）。「自然な」人間的・人格的関係を徹底的に排除

することは，彼らの事象的な職業労働の前提ともなっている。そして，彼らの事象性・非人格

性は近代資本主義のみならず，近代西洋の「合理的な法と合理的な団体とをつくりだしたので

ある」（同，S.528, 194 頁）。

しかし彼はまた，カルヴィニズムについて，「この悲愴な非人間性をおびる教説が，その壮

大な帰結に身をゆだねた世代の心に与えずにはおかなかった結果は，何よりもまず，個々人の

かつてみない内面的孤独化の感情だった」（「倫理」，S.93, 156 頁）と述べている。カルヴィニ

スト・ピューリタンは，教会による救済を否定され，また他者との「自然な」人間的関係をも

拒否せざるをえなかったのである。

第一節で言及した「文化人」＝「近代的主体」をヴェーバーは孤立した個人とみなしている。
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孤立した個人にとって生の意味が不確かなものになる，ということはデュルケムがエゴイスム

として論じた問題である。周知のようにデュルケムは自殺を三類型に分けて考察したのだが，

その内の「エゴイズム的自殺」は，個人が社会と切り離されることにより，生の意味を見失っ

たことによって起こる自殺とされている。これをヴェーバーの議論に重ねれば，近代人は宗教

という意味の根拠を失い，さらに孤立した個となるという二重の意味において意味喪失の危機

に直面していることになる。そして，ヴェーバーの論旨に従えば，個人の徹底的な孤立をもた

らしたのもカルヴィニズム・ピューリタニズムであったということである。

ヴェーバーが「反同胞倫理的」であり，「本来の救いの宗教ではない」とまで述べている（「中

間考察」S.546, 116 頁）この特異な宗教は，世界の意味をも人間の人格的関係をも限りなく縮

小し，貧困化させることによって，決定的な意味喪失を準備したと言えよう。

三，宗教の脱呪術化の意義

「脱呪術化」という観点は，ヴェーバーが西洋の宗教史を古代ユダヤ教にまで遡って得たも

のである。テンブルックが指摘しているように，「倫理論文」が最初に発表された時（1904~05）

には，「脱呪術化」という語は用いられておらず，後年『宗教社会学論集』に収録するに際し

て書き加えられたものである。その意味では，彼が言うようにヴェーバー最晩年の観点だと言

えるであろう。少なくとも宗教社会学関係の論考においては，西洋にのみ独特の合理主義が誕

生し，他の地域ではそうならなかった最大の理由は，西洋においてのみ宗教の脱呪術化が起こっ

たことに求められている。ヴェーバーが「資本主義の精神」の直接の起源をカルヴィニズムに

求めたことは周知のことであるが，先に引用したように，カルヴィニズムは「世界の脱呪術化

という宗教史上の偉大な過程」の「完結」とみなされ，「教会や聖礼典による救済を完全に廃

棄した」ことが，カトリシズムとは「無条件に異なる決定的な点」だとされているのである (「倫

理」，S.158, 279 頁）。「主知主義的合理化」を「脱呪術化」と呼ぶことは単なる詩的・比喩的表

現に過ぎないであろうが，宗教の脱呪術化はこのように実質的な意味を持っているのである。

だが，ここまで意味喪失との関連で考察してきたカルヴィニズム・ピューリタニズムの特徴，

つまり「神の道具」としての人間観や被造物神化の拒否は，論理的に脱呪術化の帰結と考えう

るのだろうか。もちろん，ヴェーバーがそのように主張していると言っているわけではない。

彼の方法論からすれば，複雑な歴史的因果連関の一つをたどっているに過ぎないということに

なろう。しかし，それは少なくとも重要な因果連関であると考えられていることには間違いな

いし，また彼の著作を読む者には，必然的な経緯だという印象を与えることも事実である。

「神の道具」という見方は，「使命預言（die 》Sendungs《-Prophetie）」と結びつけて説明さ

れ て い る。 ヴ ェ ー バ ー は 預 言 を「 使 命 預 言 」 と「 模 範 預 言（die 》exemplarische《 

Prophetie）」の二つに分類している。前者は「神の名において，……倫理的な，そしてしばし
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ば行動的・禁欲的な性格の要求を現世に突きつけるような預言」であり，後者は「救済へ到り

つく生活の，通例はそうした瞑想的で無感動的・エクスタシス的な生活の模範を身をもって示

すような預言」である（「序論」，S.257, 65~66 頁）。後者が人間を「神の容器 (Gottes Gefäß）」

と考え，「神の所有」「神との合一」を目指すのに対して，前者では人間は「神の道具」と考え

られる。カルヴィニズムの場合，神と人間の距離が最大化され，人間は神に与えられた使命を

現世において実現するための文字通りの「道具」とみなされるに至るのである。

だが，「神の道具」観は宗教の脱呪術化の帰結であろうか。先に見たように，ヴェーバーは，

救済の手段としての呪術が完全に否定されることにより，神から与えられた使命の遂行だけが

救済の唯一の方法となる，とみなしていた。しかし，模範預言の場合の超越的存在との合一に

よる救済は呪術的であろうか。現代の感覚からすれば呪術的とも言いうるが，そうであれば，

人間には理解し得ない神の存在を信じることも同様だとも言える。ヴェーバーが「世界の脱呪

術化」の「完結」とするカルヴィニズムも，主知主義の立場からすれば，「神秘的な，予測し

えない力」（「学問」，S.536, 33 頁）を信じているという点で，呪術的とみなされざるを得ない。

この点において「脱呪術化」を「主知主義的合理化」と「宗教の脱呪術化」の二つの意味で用

いていることの混乱が露わになる。それはともかく，少なくとも，教会や聖礼典による救済を

拒否することは，預言の二つのタイプとは直接には結びつかないと考えられよう。

またこのことは，禁欲的＝合理的生活態度の成立という「倫理論文」の中心的テーマにまつ

わる混乱とも関わっている。「資本主義の精神」は，禁欲的＝合理的生活態度と新たな経済倫

理という二重の意味を含んでいると思われるが，後者の成立がカルヴィニズム・ピューリタニ

ズムによって説明されているのに対して，前者はすでに中世の修道院において成り立っていた

とされ，カルヴィニズムはそれを世俗の世界に引き出したにすぎない，とされている。そうで

あれば，禁欲的＝合理的生活態度の成立そのものは脱呪術化（の完結）によるものとは言えな

い，ということにならざるをえないであろう。

被造物神化の拒否から生じる事象化・非人格化および人間的感情の否定はどうであろうか。

職業労働の事象化はいくつかの側面をもっているが，「資本主義の精神」の中心をなす営利追

求という側面に限定すれば，それはいくつかの段階を経て成立すると考えられる。禁欲的＝合

理的生活態度の成立→世俗内禁欲→営利追求である。ヴェーバーは「世界の徹底的な脱呪術化

は，内面的に，世俗内禁欲に向かう以外，他の道を許さなかった」と述べているが（「倫理」，S.158, 

279 頁），世俗外禁欲から世俗内禁欲への移行は，脱呪術化によって引き起こされるものとは

考えられない。また，世俗内禁欲が営利追求と論理必然的に結びつくわけでもない。「資本主

義の精神」はヴェーバーにおいて非常に重要な概念ではあるが，それは「勤労の精神」と「営

利追求の精神」という二つの意味を含んでおり，しかも両者の関連は明確にはされていないの

である （4）。かりに，世俗内禁欲が職業労働への専念（勤労）と結びつくとしても，それが必然

的に営利追求に向かうとは限らない。論理的には，人々によりよい商品を提供し，周りの人々
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の満足に資するという方向も考えうるであろう。

この点は，人間的感情の否定という問題と関連する。ヴェーバーには人格的関係を前近代的

なもの，事象的・非人格的関係を近代的なものとする捉え方がよく現れるが，これも脱呪術化

の必然的帰結とは考えられない。なぜなら，感情は「呪術」ではなく，「呪術的なもの」でも

ないからである。つまり，脱呪術化が論理必然的に人格的関係や人間的感情の否定に至るとは

言えないのである。事象的・非人格的な職業労働や人間的感情の否定は，脱呪術化そのものに

よってではなく，カルヴィニズム独特の宗教倫理＝神観念によって生み出されたものだと考え

るべきである。こうしたことを考えると，ヴェーバーは宗教の脱呪術化という観点を重視しす

ぎだと言えるであろう。

本稿の最初の問題意識に立ち戻れば，カルヴィニズム・ピューリタニズムにおいて，生の意

味が切り詰められ，限りなく意味喪失に近づくのも，宗教の脱呪術化そのものではなく，同様

にカルヴィニズム・ピューリタニズムの独特の宗教倫理のせいだと考えられる。

もっとも，これらの議論はヴェーバーにおける曖昧さや混乱の指摘にとどまり，彼の中心的

な論点の批判や否定にはならない。近代資本主義の成立という歴史的に一回限りの個性的現象

の（重要ではあるが，一つの）原因をこれまた個性的なカルヴィニズムの宗教倫理にまで遡っ

て突き止めるということが，彼の行ったことなのである。ヴェーバーの言うような意味での近

代資本主義の成立が歴史的必然であったとしても，それは一回限りの偶然の連鎖の上に成り立

つ必然なのである。

だが，この論考で確認しておきたかったことは，それが宗教の脱呪術化の論理的必然的帰結

ではないということ，つまり論理的には，他のあり方も可能であった，ということである。そ

れは現在の資本主義，現在の「合理的」な組織や社会が，別様でもありうるという展望をもち

うるということ，また意味喪失の問題にも別の角度からのアプローチが可能であるということ

を意味している。山之内やヘニスが言うように，ヴェーバーはこうした「脱呪術化」の歴史的

帰結を近代の宿命と受け止め，それに立ち向かおうとしたのであろう。だが，我々はその呪縛

から解き放たれてもいいのである。

〔注〕
（1）  拙著「『儒教とピューリタニズム』における脱呪術化概念」，「脱呪術化と合理化」。
（2）  「救いの確証」という問題の重要性については，「倫理論文」173~185 頁。
（3）  この点に関しては，拙著「『儒教とピューリタニズム』における脱呪術化概念」を参照されたい。
（4）  ヴェーバーは「資本主義の精神」が資本家のみならず，労働者の精神でもあるとしているが，彼の

議論はこの点において混乱を生じさせている。

〔引用・参照文献〕
千葉芳夫，「『儒教とピューリタニズム』における脱呪術化概念」，『社会学部論集』第 57 号，佛教大学社

会学部，2013 年。



佛教大学社会学部論集　第 66 号（2018 年 3 月）

― 61 ―

同，「脱呪術化と合理化」，『社会学部論集』第 60 号，佛教大学社会学部，2015 年。
Durkheim, E., 宮島喬（訳）『自殺論』，中央公論社，1985 年。
Heniss, W., 雀部・嘉目・豊田・勝又（訳）『マックス・ヴェーバーの問題設定』，恒星社厚生閣，1991 年。
姜尚中，『マックス・ウェーバーと近代』，御茶の水書房，1986 年。
Tenbruck, F.H., 住谷・小林・山田（訳）『マックス・ヴェーバーの業績』，未来社，1997 年。
山之内靖，『マックス・ヴェーバー入門』，岩波書店，1997 年。
ヴェーバーの著作は次のように表記している。
  「 客 観 性 」 …Die 》Objektivität《 sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis,  in 

Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, J.C.B. Mohr, 1922. 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。

  「倫理」…Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus,  in Gesammelte Aufsätze zur 
Religionssoziologie I, J.C.B.Mohr, 1920. 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。

  「序論」…Einleitung, in GAzRS I. 大塚久雄・生松敬三（訳）「世界宗教の経済倫理　序論」，『宗教社
会学論選』，みすず書房，1972 年。

  「儒教」…Konfuzianismus und Puritanismus. in GAzRS I. 大塚久雄・張漢裕（訳）「儒教とピュウリ
タニズム」，『宗教社会学論選』。

  「学問」…Wissenschaft als Beruf, in GAzWL. 尾高邦雄（訳）『職業としての学問』， 岩波書店，1980 年。
  「中間考察」…Zwischenbetrachtung: Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung. 

in GAzRS I. 大塚久雄・生松敬三（訳）「世界宗教の経済倫理　中間考察」，『宗教社会学論選』。
  （なお，訳語は適宜変更している。）

  （ちば　よしお　現代社会学科）

  2017 年 10 月 30 日受理




