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新しい世界史像への問題観
野

治

五〇

正

洋史学の問題観ないしは問題意識は︑かって大塚氏が抱懐されたよ

にたいして正しく黒黒的な意義をもちながらも︑その後における西

会的現実がこの一〇年間において大きく変化したことによって︑大
塚久雄氏の研究をはじめとする西洋経済史研究は︑その実践的課題

開発諸国の経済的現実は︑先進諸国のそれにもとづいて構成された

みられる世界史的な大異変は社会科学の研究に何を要求している
︵2︶
か︑という問題提起のなかで次のように主張されている︒第一に低

くむ人びとは︑現在その学問的実践の課題をどこに求めているので

た井上幸治氏も︑

の経験をかえりみるという点から︑経済理論と比較経済史研究の協

国民経済11工業化を達成するために︑先進諸国における工業化過程

それに本質的に抵抗を示してくること︒第二に低開発諸国における

いうかべると︑どうしてそうなったのでしょう︒終戦後︑歴史学は

あらたな意義と役割を負って現われつつある︒第三には︑世界史的

力が要請されるようになり︑社会科学の視野のなかで経済史研究が

︵1︶

る︒これらは歴史学一般の聞題観ないしは闘題意識の化石化傾向へ
の警鐘であるとともに︑今日の研究の﹁沈滞﹂とよばれる現象が︑

そうした中での価値の喪失にもとつくものであることを示している

現実の特徴は︑現代世界のうちには縦の世界史が︑歴史的︑地理的
︒要因による歪みをうけながら︑いわば横倒しになって現われている

社会病理学の役割をはたしたのでした︒﹂という感懐をのべてい

日本の民主化のために指導的学問であったし︑とくに日本契研究は

していることを反省せざるをえません︒一〇年前までの活濃さを想

あろうか︒この点について大塚氏は︑最近の﹁南北問題﹂の登場に

﹁西洋史学界とすると︑ここ数年間︑むしろ沈滞

うな強烈かつ明確なものではなくなった︑ことを指摘している︒ま

こうした反省に関連して︑ひろく経済史学とよばれる対象にとり

の定立をいかになすべきか︑という提嘱になっているのである︒

ば︑一九六〇年以後の新しい日本の現実に見合う問題観と価値意識

とも言えよう︒ともあれ︑これらの主張はわれわれの関心からすれ

上

経済理論によっては︑とうてい把握しきれるものではなく︑むしろ

ろいろな論議がなされてきている︒例えば吉岡昭彦氏は︑日本の社

近年︑歴史学界の一部では﹁現代歴史学﹂の課題をめぐって︑い

噸

ところにあるという︒それ故に︑例えば﹁封建制から資本主義への
ω

吉岡昭彦﹁日本における西洋史研究について﹂︵﹃歴史評論﹄

の再検討﹂︵同︑

移行﹂問題という一時の盛行をみた研究テ⁝マはもう古いとするよ

洋・契学入門﹄Ω購川貞次郎編︑ミネルヴァ書房︑昭四〇︶や︑ ﹃経

︵井上幸治︑入交好脩編︑広文社︑昭四一︶などの

一六四号︑昭三九︶など︒なお最近における﹃西

としている︒したがって十分な歴史意識によって裏づけられること

うな主張とは︑現実の事態は逆になっているのではないだろうか︑

刊行は︑それぞれ﹃入門﹄と銘うって戦後研究の成果と課題を明

済．更学入門﹄

一 ︑昭三五︶︑井上幸治﹁西洋史的風土の反省一︿近代﹀

が前提となっているなら︑大塚氏の﹁現在︑世界史のどの段階に関

らかにしているが︑ 一方ではこうした混迷状況からの脱却をここ
ろみる一つの基礎的作業であるといえよう︒

一二月

ω

た︒第一は大塚理論の﹁中産的生産者層﹂論を現代における反独占

ω

ト﹄昭四〇︑図書新聞社︑所収︶九一頁︒

ω

︵拙編著﹃大塚久雄著作ノー

運動との関連において︑新しい集団的主体の論理にまですすめねば

おけるイギリス農村工業の分析で︑この辺境理論を呉羅的歴史的

拙稿﹁大塚突学と批判の系譜﹂

ならないこと︒第二には﹁発展段階論﹂を﹁理念型﹂的構成として

研究として展開している︒また︑それなりの関心をもって読むな

に比較経済史の視点からf﹂ ︵﹃経済学論集﹄三二巻一号︑昭

︵﹃展望﹄昭三九︑

いものはないであろう︒⁝⁝﹂という提言こそ︑われわれの闘題観

における阻止的諸条件を除去しうるための指針として︑役立ちえな

号︶︑ほかに同﹁近代化と産業化の歴史的関連について一とく

大塚久雄﹁予見のための世界史﹂

の再建のために最初に検討されなければならないと考える︒

四一︶を参照︒

再把握して提出された﹁辺境移動﹂論の深化である︒これは辺境が

﹃経済学研究﹄六︑昭三七︶や︑米

関説1は︑明らかに経済的下部構造の差異や﹁地帯構造﹂の差

る都市および農村の変客し︑

︵昭一九刊︶に

先進地域から︑その地で新しく発達した生産にかんする諸遺産をう

らば︑増田四郎氏のガリァ史研究︵例えば﹁フランク時代におけ

大塚氏は戦前の研究﹃近代欧洲経済史序説﹄

けつぎ︑古い生産関係で阻害されている先進地域に先立って︑順調

川伸一氏のイギリス封建社会の研究一−これについては第二節で
︵または辺境革命︶論をとりあげ︑

がある︒

異の間題を含んでおり︑われわれの課題にとっても示唆深いもの

五一

その内容の紹介︵第二節︶︑同理論深化のために加わるべき視点︵第
︵4︶

果をも考慮に入れながら明らかにしていきたい︒
二

三節︶︑および若干の問題点の指摘︵第四節︶を︑先学の諸研究成

以下では第二の﹁辺境移動﹂

に新しい生産様式を発展させる︑という大塚氏の世界史的立場から
する発展心際図式に関する新しい解釈である︒

︵3︶

私はすでにこうした問題状況のもとで︑大塚氏らの比較経済史研
究の発展のうちから今後に検討されるべき二つの点を指摘してみ

開発諸国の事態の科学的認識のために︑また︑それらの国々が国内

して明らかにされた史実でも︑いまや自主的に動きはじめている低

一

﹁辺境移動﹂論について︑ひとは次のような歴史的事実をあげる

辺境であるライン河下流地方および北フランスへの移動を︑鋤封建

の移動を︑ω奴隷制から封建制への移行に関しては︑ローマ帝国の

五二

ことがでぎよう︒すなわち︑西ヨーロッパ世界の﹁辺境﹂であった

ヨ

帝政ロシア・旧中国・キェーバなどにおいて﹁虐げられた社会層﹂

制から貨本主義への移行については︑﹁西ヨ⁝ロッパの封建社会と
してはむしろ辺境地方に属するイングランド︑そのうちでもさらに

の生産重力の遺産をゆたかにうけついだ辺境ないし隣接地域が︑つ

辺境の西北の農村地帯﹂への移動を指摘しつト︑次のような一般的

︵4︶

と︑その﹁救済﹂追求とを方向づけた﹁革命的インテリゲンツィ

定式に到達している︒﹁要するに︑困る時代の社会構成の内部でそ

であって︑こうした生産諸力の継承関係において︑一系列の経済発

ねに次の時代の社会構成をささえる中心地域として現われているの

エ
﹁境辺移動﹂論とその意義が解明されることになる︒そのためにわ

ア﹂とによって︑自生的に社会主義革命が達成されたことを︒本稿
ではこの事実を凝視することから生まれる問題関心にしたがって
れわれがまず検討しなければならないのは︑わが国における大塚久

展を薄薄する歴史的連続性がみとめられるし︑と︒そのさい大塚氏

雄氏の諸業績である︒

大塚氏はマルクスの発展段階論を︑経済発展にかんする理念型的

は︑さらに進んで﹁資本主義から社会主義への移行のばあいにも︑

︵5︶

構成として︑ウェーバー的に再把握しつつ︑段階の切れ目・移行期

ているのである︒

すでに同様な生産力的遺産の継承の事実が現われている﹂と示唆し
﹁経

に﹁辺境移動﹂を考えるというユニークな統合の方向を打出してい
る︒同氏はすでに戦前の近世ヨ⁝ロッパ経済史研究において︑

工業者の亡命︑散住︑接木の現象などに注目し︑近代資本主義が自

では︑次の段階を特車づけるような新しい生産関係がたしかにいち

の理由を次のように説明している︒

﹁簸る社会構成内部の中心地域

生的に形成されたイギリスについては︑中世都市のギルド制度と独

の基盤が何としても根づよいために︑そうした新しい生産様式の展

早く生み出されるけれども︑他面において︑そこでは古い生産関係

﹁辺境移動﹂の過程を右のように定式化したのち︑大塚氏は移動

占の極楕から逃れた小親方層︒・B匙露聾段・︒が︑より自的な農村に

済的蓬栄の北漸﹂︑毛織物生産の担い手である南ネーデルランド手

移住︑定住すること薮ぴ磐︒×︒9︒・を明らかにされた︒かれら小親

開は当然に阻害され︑或いは歪曲されるほかはない︒その結果︑新
しい生産様式はおのずからそうした中心地域を去って︑旧来の生産

諸関係の形成が比較的弱かったか︑或いは殆んど見られなかったよ

﹁都．市の織元﹂に対抗

する﹁農村の織元﹂として成長をとげ︑やがてそのなかから近代資
本主義の基本要因たる産業資本とその経営体としてのマニュフアク

うな辺境ないし隣接の地域に移動︵または伝播︶し︑そこでかえっ
︵6︶
て順調かつ正常な成長をとげることになる﹂と︒そしてこの場合︑

方層はそこで独立自営農民層と結合しつつ︑

チュアが生みおとされてくる︑という一種の辺境移動を克明に実証
︵2︶
されている︒こうした見解は近時さらに深化︑ 一般化されて︑次の

数ある辺境や隣接地域のうちでも︑とくにある特定の地域に向って

生産諸力の移動がおこなわれるのは何故か︑という問題に関して

ように展開されている︒ωアジア的生産様式から古代奴隷制的生産
様式への移行においては︑オリエントから地中海周辺地域への中心

は︑﹁新しい生産関係の展開を阻止するような古い生産諸関係の形

産をことごとく吸収し︑さらに発展させつ︾︑

ともなう内陸工業都市が成立し︑その工業が古代都市の生産力的遣

摂された上で︑次のように要約することができる︒局地的市場圏を

﹁移動﹂を受け入れる﹁辺境﹂の特殊性は大塚氏の体系のなかに包

化﹂を横桿として近代資本主義を生み出すことになる︑と︒

﹁自盛な労働の組織

を支えるような地理的条件にめぐまれているということもまた︑も

成が微弱であるか︑あるいは欠如しているということと並んでーー
問題を経済史の側面にのみ限るとしてもi新しい生産労力の発展
ちろん璽要視されなければならない﹂として︑マックス・ウエーバ

現代における学闘の進歩が実践的專門化をもともなって現わ

れてくる場合︑時代の深い要請に根ざす問題提起が背景にあると

ω

﹃古代農業事情﹄第七章﹁ローマ帝政時代における発展の諸墨礎﹂

の参照を求めている︒その指定個所を参照してみると︑ウエーバー

科学を越える論題︑すなわち思想とよばれるものが表出されてく

留まらなければならないと考える一つまり問題を時代そのもの
から受けとらなければならない一が︑そして同じくそこから︑

判断の問題がおこってくる︒私は︑科学はまさにそこのところで

すれば．その岡題を提起するものは一体なになのか︑という価値

はそこで古代と串世をさまざまな観点から比較し︑その相違のもっ
とも重要な要因の一つを︑温暖な地中海沿岸から寒冷な北方内陸へ

るとおもう︹科学と思想の峻別H︺︒

の﹁地理的舞台の転移﹂に求めている︒すなわち寒冷な北方内陸地
方では︑労働力の再生産費が高くつくこと︑森林の開墾や不利な自

れることなどから︑奴隷労働の利用は︑不利益不可能とならざるを

然的条件のもとにおける耕作のため︑質的に高度な労働力が要求さ

㈲

文堂︶二二六︒一六〇︒一八六一七頁︒同﹃欧洲経済史﹄

︵昭三

大塚久雄﹃近代欧洲経済．架序説﹄改訂版︑上ノ一︵昭二六︑

えない︒そのため﹁内陸文化がたかまるにつれて奴隷制は⁝⁝後退

﹁計質可能な商品市場﹂を形成する︒

︐

し﹂︑それにかわって﹁自由な﹂農民階層に対する領主の頁納収取

弘文堂︶︑六九注ω︒八二i五頁︑上ノニ︵昭二七︑同︶二八一

︵？︶

関係が成立する︒そしてこの﹁三二な﹂農民階層は︑都市の工業生

一四〇四頁︒同﹃近代資本主義の系譜﹄増訂版︑上︵昭二六・弘

大きい顧客層をなし︑

一方︑

産物に対して︑奴隷よりはるかに安定した︑またはるかに購買力の

大塚久雄﹁緒言﹂

︵﹃西洋経済史﹄1・昭三五︑岩波書店所

一︑弘文堂︶︑一一四・一一九・二二〇・一四六一七頁参照︒
㈲

農民階層も︑近隣の都市を︑その農産物の市場とすることができ

紋︶一五i六頁︒ほかに前掲同﹃欧洲経済史﹄一一・一五頁︒同

︵昭三〇︑岩波書店︶六四・六七霊峰・八

るようになる︒ともあれ︑北方内陸という地理的︑気候的要因が封

﹃共同体の基礎理論﹄

建制の成立をうながし︑両者によって﹁工業生産物に対する大衆購
脚力﹂が高まり︑それが要因となってその﹁内陸工業都市﹂に︑古

五頁ゆ

ような問題関心を含むものとしては︑米川伸一﹁中世イギリスに

大塚﹁緒言﹂一六頁︒なおイギリス封建制研究についてこの

代沿岸都市からその全生産力的遺産の移動をもたらす︑ということ

ω

ウエーバーの当該個所の説明をこのように解釈してよいとするば

︵8︶

になるのである︒

五三

︵﹃社会経済史学﹄二二巻三号︑昭

五四

おける﹃農村市場﹄の成立し

ウェ：バーと辺境革命の理論﹂︵﹃社会学評論﹄六二号︑昭四〇﹀

昭三七︑御茶の水書房所収︶三九i四四頁︒折原浩﹁マックス・

いてもつ意味は︑実践的思想的主体性の観点からみればすこぶる大

い社会構成体へと推転ずることになるが︑この定式化が現段階にお

前節にみるように﹁辺境移動﹂の結果︑従前の社会構成体は新し

参照︒

三一︶︑同コニ︒三世紀イギリスの土地保有と土地市場﹂︵﹃西

洋突研究﹄4︑昭三三︶があり︑吉岡昭彦﹁封建的分解と領主
日ぴ︒菊霞巴ω090δσQ蛍亀

制﹂ ︵﹃商学論集﹄二八巻一号︑昭三四︶はそれへの批判をもこ
ころみている︒またO．O●類︒欝き︒︒

よび住谷一彦﹁ゲルマン的共同体の家族構造﹂

7囲①象︒＜漏斗鐵σq︸きP勺稚気俸℃器︒︒⑦纂導20・餅H⑩㎝P℃℃．ω卜⊇ムω・お

編﹃村落共同体の構造分析﹄︵昭三一︑時潮祉所収︶︒

きいと言わねばならない︒とくに新しい社会構成体の文化内容は一

﹁辺境移動﹂論が実践的にも学

紛 大塚﹁緒言﹂エハ頁︒この段階にかんするより詳細な展望と

問的にも歴史的形成力を決定的にもちうるためには︑文化内容のさ

体なになのかを奮おうとするとき︑

現代倫理﹄

しては︑大塚久雄﹁内と外との倫理的構造﹂︵﹃講座

と近代社会﹄三訂版︵昭三六︑みすず書房︶に再録︵一八一−八

﹁原則﹂や

である︒いまなお︑単に﹁唯物論的観点﹂であるとか︑

頁︶︒

という言葉をもって満足する人びとが少くないとすれば︑なお更で

いは歴史の一大転換期において︑どれほど璽要な役割をはたすかと

ある︒しかし理念的動機︑倫理的動機が社会的実践にとって︑ある

﹁原理﹂であるとか︑あるいは﹁基本的には﹂とか﹁本質的には﹂

現実をみるとき︑この発展段階の跳び越えの観点はきわめて有効
一層の具体的展開が期待される︒

ヤハウェ宗教の成立を隣接の諸文化との関係において考察し︑さら

接の諸文化﹂と題する一節において︑古代パレスチナの地における

ウェ⁝バーは﹃古代ユダヤ教﹄のなかの﹁イスラエル知識層と隣

会経済史﹄︑四六三・四七六i七・四八ニー三・四八九頁︒なお

ζ●汐︑︒σ︒♪ρ．斜○←ω︒塾︒㎝ρb︒①ρb︒①◎霧P前掲﹃古代社

的構造いかんという問題関心をもたざるをえない︒その場合にウェ
︵1︶
！バーの社会学は多くの示唆を与えるのである︒

鱒①ρ鱒刈9渡辺金一︑弓削達訳︑マック 自然史的過程と人問の精神活動とがいかに関係しているか︑その内

Oo鶏錘ヨ①犀⑰﹀仁謙讐NoN彊桟ωo立論毒⇒伽≦冒窃︒ゲ㌣いうことを十分に意識しているものにとっては︑法則的・物質的・

@大塚﹁緒言﹂一九頁注側︒竃．≦︒σ・♪﹀σQ鎚讐突莚詳覧認︒蒼

性をもつのであるが︑

㈲ 大塚﹁緒言﹂一七頁︒なおこれら﹁移動﹂の過程は︑発展段
階の跳び越えという観点を含んでの叙述となっており︑世界史的

らに立ち入った方向づけが必要になってくる︒この点でわれわれが
学ぶべき対象は︑M︒ウェーバーの社会学とくにかれの宗教社会学

第五巻︑昭三三︑筑摩書房所収︶三四一九頁︒のち同﹃宗教改革

︵村落社会研究会

三

高橋幸一郎﹁封建祉会の経済的特質﹂︵岩間徹編﹃変革期の社会﹄

㈹

八三・四八九・四九〇頁︒

ス・ウエーバー﹃古代社会経済史﹄昭三四︑東洋経済新報社︑四

h誘σQo︒︒o叢︒ 鐸 ρ 隔 り 吋 掛 Q っ

﹀同9憎εヨΨぎ

Gり

ならない︒﹁およそ文化の受客という現家がまったく新しい︑しか
であるかといえば︑それは︑

も独得なる文化形成体を創造するのは︑いったいどのようなばあい

にそれによって他の宗教改革的新形成をも説明する可能性を示唆し
ている︒ウェーバーによれば人間が新しい宗教思想を創造しうるた
できなければならない︑としている︒しかし︑ ﹁文化に飽和してい
るげ蕊εお︒贔三σq曽地域のただなかに生活し︑その文化の技術にま

の現象がこの一連の表象と融合すべき機会となり︑また融合するこ

化されていない一連の表象く︒年占きσqがあるとき︑その文化受客

らず︑また祭司的︑官職的︑もしくは文学的の刻印によっても閲定

にこそ生ずるのだ︒すなわちそれじしんとしていまだ純化されてお

一般的にいえば︑つぎのようなばあい

めには︑自分自身の問いをもって世界の出来ごとに対局することが

きこまれている人聞は︑ちょうどだとえば︑毎日電車で通学するこ

の現象によって︑古い合理化された形成体が︑まったく新しいしか

とを強制されたばあいこそそれである︒つまりそのような文化受客

とに慣れっこになっている子供が︑いったいどうして電車が走りは
とが現実にほとんどないであろうように︑周辺世界￠湾≦・謬に対し

じめることができるのか︑というような問いにみずから思いつくこ
したがって﹁あ

いまだかっ

も比較的単純な諸条件に適合するように強制されるようなばあいこ
ヨゾ
そ︑そのような文化の新創造は生起するのである﹂︒ここで注目す
べきことは︑ウェーバーが︑古代パレスチナにおける文化革新を︑

てかような問いを提出することはないのである﹂︒

て完全に新しい宗教思想の成立したためしはほとんどなかった﹂︒

らゆる合理的文化のそれぞれの中心地点においては︑

これに反して︑そのような大文化中心地から遠くはなれた﹁辺境﹂

の一般法則嵩︒旨︒δσq帥︒・o幕ぞ≦㎝︒・9ともいうべきものにまで高めて

その独一性において解明するばかりでなく︑右のように︑文化革新

に生活している人間が︑その文化の影響にさらされ︑心を動かされ
るばおいには︑それに驚嘆し︑その意味を問うチャンスが与えられ
る︒それ故︑もろもろの宗教改革的新形成がまず最初にはらまれた

んするウェーバーの所説は︑次のように要約することができよう︒

・さて以上に表現されている﹁辺境﹂にお託る文化受託←創造にか

考えていることである︒

のは︑ ﹁バビロン︑アテナイ︑アレクサンドリア︑ローマにあらず

それがまさに合理的であり︑その威光が絶大であるが故に︑その文

すなわち祭司や官吏や文人によっていったん文化が刻印されると︑

化のなかで育てられた人間は︑その文化を自明のこととして受け入

パリ︑ロンドン︑ケルン︑ハンブルク︑ウィーンにもあらずして︑
リカにおいて︑アッシジにおいて︑ウィッテンベルグ︑チェ⁝リッ

むしろ捕囚面前のエルサレムにおいて︑後期ユダヤ時代の属下アフ

れるのになれて︑みずから事象に驚嘆し︑その意味を問うという能
力を喪失してしまう︒それに対してそのような大文化中心地の﹁辺

住民が外から入ってきた文化に圧倒されつくしてしまわない場合に

パレスチナのばあい一で︑老れら文化形象が受け入れられ︑その

境﹂︑とくに異質な二つ以上の大文化中心地の狭間一例えば古代

ヒ︑ジュネ⁝ブにおいてであり︑そしてフリースランドやニェi・
イングランドのごとき︑オランダ︑北部ドイツやイギリスの文化地
ハ
帯の周辺地域﹀霧︒︒︒⇔σq︒戴2儀巽溶巳仲ξN§︒昌においてである﹂︒

さらに﹁辺境﹂における文化創造にかんするウェ⁝バーの所説を説
明するためには︑もう一個所重要なところを引用しておかなければ

五五

は︑そこでの﹁文化接触﹂内￠7ξぴ窪⇔腎舅σqによって︑それぞれ
の

済﹄昭四一︑みすず書房︶など参照︒

五六

1︵昭三七︑みすず書房︶三二七i八頁︒

p・目曲﹀￠P潮懸メψ・鱒鉢︒㌣い内田芳明訳﹃古代ユダヤ教﹄

ζ．≦oσoがΩo鶏ヨ菖の一8＞￠凝騨NoNξ舛〇一一σq同︒奮8Nδ一〇σq5

の文化形象が自明性を相殺しあい︑そこに文化と人問とのあいだに
問いが生ずるのである︒そして︑そこに展開するぎ8＝⑦寄§濠き蕊

〇四−五頁︒

甑︒§一瞬臼巷αq﹂

内田芳明﹁文化比較の諸観点と諸問題︵続︶﹂︵﹃思想﹄四九

する内的活動︑を意味する一が︑その住民の歴史的生活のなかで

かる場合︑そのことをなしうる独自の自主的な知識層の存在が考

〇︑東大出版会所収︶二四六一七頁

表象︵思想︶の適合化をは

︵大塚久雄編﹃マックス・ヴェーバー研究﹄昭四

定着した比較的単純な表象を立脚点として︑移入された文化形成の

えられるが︑そ︐れは世界を﹁意味﹂問題ω冒亭鷺︒窪④Bとして把

握する者のことであり︑具体的には狭義の知識人ばかりでなく︑

祭司︑官僚︑貴族︑小市民︑﹁パーリア民族﹂︑プロレタリア的諸

がどのように⁝関連させられているかを取扱っているのが宗教社会

竃6・乏︒σ︒び斜pO・しご鳥固こω●外︒認・大塚久雄︑生松敬三訳﹁世界

利害のダイナミズムが人間の行為を推し進めてきた﹂のである︒

ば転轍手芝丸森①壁画窪窪として軌道を決定し︑その軌道の上を︑

前節の引用においてウェーバーが指摘している諸事例について︑

︵﹃みすず﹄一〇月号︑昭三九︶二

学の学問分野であるということになる︒さらに︑ウェーバー社会
するさい︑そうした理念を生み出し︑またその担い手となるよう

六頁︒

宗教の経済倫理−序論ωi﹂

﹃図書﹄一八

彼の宗教社会学の中心的な課題であり︑研究対象であった︒大塚
︵昭三九一四〇︑

二︑一八四一八号︶︑同﹃ヴェーバー社会学における思想と経

久雄﹁社会科学の方法ei因﹂

四

な人間は歴史上どのようにして形成されてきたのか︑これこそが

学の方法論の前面に押し出されている﹁文化人の理念﹂を問題に

そしてこれら知識諸階層ぎ凹巴舞ε鉱︑

意味のそれではなく︑社会科学の基礎理論を意味していると言う

要述︒三︒算窪によって打ち出された世界像は︑﹁きわめてしばし

六︑二五七i八頁参照︒

社会層︑さらには予言者までも含んでいる︒前掲折原論文︑二四

ことができる︒そしてウェーバーの社会学において︑思想と経済

D ウェーバーの社会学という場合︑この社会学という語は狭い

る︒

︵4︶

成する場合こそ︑新しい世界像の形成がなされるのだというのであ

実体性を剥奪し︑それを素材化し︑自分たちの表象に適合的に再構

ω

罎9芝︒ぴ︒びP9・○；ω．Hω9内田訳﹃古代ユダヤ教﹄1︑二

一1これは︑現世の組立てが全体としてなんらかの意味のある﹁秩
序界﹂頻︒馨9であり︑またそうなりうるし︑なるべきであるとい

九号︑昭四一︶＝一二頁以下︑折原浩﹁︷簿亀︒寮§房ヨ霧と菊㌣

紛

う要求︑あるいは現世を意味ある秩序界として把握したいという自
然的︑合理的欲求にもとずいて︑体系的な世界像芝︒喜まを形成

裂目が生じ︑文化にたいする人間の距離ができ︑そこから意味への
ヒ6

理念の革新の経過を個別的に検討し︑

﹁辺境性﹂の意義を明らかに

することは︑それ自体で大さな研究テーマであるが︑ここでは別の
方向に︑歴史的アナロジーを進めていきたい︒他ならぬウェーバー

は︑8特定の勝利を占めた新しい生産様式が他の地域や他の文化領

不鮮明なままに残されている︒すなわち﹁不均等発展﹂ということ

口文化の︵生産様式の︶後進地帯を中心にそこから見て多様な個性

域に浸透し︑これに支配を及ぼしていく過程にもちいられるのか︒

的発展可能性︑とくに次の新しい生産様式への変革可能性を認識す

の時代︵一八六四i一九二〇︶においては︑西ヨーロッパ列強の全

ω 大塚氏は﹃共同体の基礎理論﹄の研究から一歩進めて︑ ﹁内
︵5︶
と外との倫理的構造﹂では次のように主張されている︒前近代社会
のいずこにもみられる﹁共同体﹂を止揚する仕方に︑ウェ⁝バーが

らばかりでなく︑その歴史的個体的野様相からも問題とせざるをえ
︵4︶
なくなった︑という点で注目すべき理論発展である︒

クスの発展法則の図式に対してマルクス主義が︑その典型的発展か

体が︑合理的文化に﹁飽和﹂した大文化中心地になっていたのでは
への聞いと理念の革新のチャンス

るためにもちいられるのか︑などの点である︒にもかかわらずマル

﹁意味﹂

なかったか︑ということについてである︒彼の論理をこの局面に展
開してくるとすれば︑

は︑今度はその大文化中心に対する﹁辺境﹂地域一すなわち列強の
帝国主義的豊里にさらされている植民地や従属国に移動せざるをえ
ないことになる︒ここでは︑この問題の具体的検討のために前提と
なってくる若干の指摘をおこなってみたい︒
ω マルクスの周知の発展段階説が︑その論理の発生地盤と構成

分析したような近代ヨーロッパの個人主義的市民社会の形成にモデ
噌§σQ

﹁世界史の現段階﹂においては後者︑すなわち﹁機械化を

への道と二つを提示し︑共同体に固有な二重性の究極的止揚

連の﹁世界史﹂的継起的発展を前提として作りあげることができた

素材を︑第二節においてみたようにオリエントから西へと向つた一

の道は︑

ルを発見しうるような道と︑マルクスにみられる社会化QっON或邑？

概念構成であったこと︑したがって︑その適用ものぞ一連の領域に
︵1︶
おいてまずおこなわれなければならないことになる︒マルクス主義

う︒すなわち﹁共同体﹂O︒ヨ︒ぎ傷︒の新しい﹁共同態﹂Ω︒§①ぎω？

基盤とする協業として︵の︶社会化﹂の道がより璽要であるとい
冨津

のその後の発展は︑レーニンの理論を経て︑世界史における個性的

念において表現されるにいたっている︒それは一国内での諸生産閥

諸契機が緊要性をもつにいたり︑いわゆる﹁不等均発展﹂という概

止揚の一つの歴史的範例として示された前者の道︑すなわち等価価

するものとしている︒しかし︑大塚氏がこれまで共同体二元主義の

ティズムのエートスの立場︵近代化への道︶と︑この後者の社会化

値法則の貫徹のための論理的起動力として作用した︑プロテスタン

への改造こそが︑現段階における実践的思想的主体性を意味

の発展の不均等という場合ばかりでなく︑諸国間において資本主義
の理論を発展させている︒大塚久雄氏がこの不均等発展の概念を︑

ハ

は不可避的に不均等発展を条件としかつ促進する︑としてマルクス
マルクスの発展段階図式にまで渤って適用し︑世界史の概念によっ
ヨ

か︑という聞題が残されている︒もちろん単純にウェーバーからマ

の道とが︑氏の方法論のなかで︑具体的にどのように結合されるの

て補いつつ解釈されたことは注目すべき質献である︒しかしそこで
使用されている概念は︑本稿の論述からみるとき︑次のような点が

五七

マルクス的社会化の道を前面に押し鵠されたところに氏の理論の深

む
ルクスへの転位をおこなっているなどということではなく︑むしろ
化・の跡がみられるのである︒しかし︑その主張を受ける側からすれ

五八

一三〇頁︒ウェーバー11大塚的な立場からするマルクスとの連関

理由も生じてくる︒前掲内田﹁文化比較の諸観点と諸論点︵続︶﹂

㈲

スー﹂を参照︒

性については︑前掲大塚﹁社会科学の方法ーウェーバi・とマルク

種の混乱を感ずるのも当然ではないだろうか︒これと関連して︑大

㈲ いわゆる﹁大塚史学﹂の体系のなかで︑﹁マルクスとウェー

ば︑この二つの道が理論的に一つに統一化されるのでなければ︑一

塚氏が共同体から新しい共同態への改造を言われるとき︑その新し

知るために重要な作業であることはもちろんだが︑同時に日本の

つ切実な文化問題なのであり︑むろん他の文化諸方面についても

このことは経済史学だけの問題ではなく︑一つの大規模なか

バー﹂に対する璽心の移動を考えることは︑その理論展⁝開の跡を

前掲大塚﹁内と外との倫理的構造﹂一八一頁以下︒

い共同態の文化内容はいったい何なのか︑という問題がある︒氏の
主張が実践的にも学問的にも歴史的形成力をもちうるためには︑周

近代思想史研究の一基抵をなしてくる悶題でもある︒

フ

知として前提されている内容のさらに立ち入った方向づけが璽要に

ω

一面において共通

なってくる︒ただ大塚氏の場合︑ウェーバーとマルクスにおける媒

想的協働作業のなかで次第に創造されていかなければならないこ

言われなければならない性質のものである︒またそれは全体の思

介を﹁人間の問題﹂としてクロスさせながら︑

し︑二面において鋭く対立するこの二つの巨大な思想体系を一つの

︵金子武蔵︑大塚久雄編﹃講座近代思想．異﹄昭

︵岩

︵﹃みすず﹄一

i一九六六・九・二五ー

でおり︑当該の課題にとってきわめて興味ぶかい︒

波新書︶には同名の論文のほかにその周辺を扱った三論文を含ん

一月号︑昭三五︶︒なおごく最近刊行の﹃社会科学の方法﹄

ケナウに対するグロスマンの批判に関連して一﹂

三三︑弘文堂︑第一巻所収︶︒同﹁思想史と経済史の接点ーボル

社会科学的方法﹂

編﹃人間と社会﹄中山書店︑昭三一︑所収︶同﹁思想史方法論

︵川島武宜

㈲

とがらであろう︒

︵宇高基輔訳︑岩波文庫︶︑とくに

大塚﹁緒言﹂︑なお前掲同﹃欧洲経済史﹄第二章参照︒

大塚久雄﹁マルクス経済学における人間の問題﹂

の中核を歴史的現実との関連のなかで展開していく可能性が期待さ

第三のものにまで綜合していこうとする旺盛な意欲と方法を︑すで
︵8︶
に幾たびも暗示されているのである︒そこに新しい人画像︑世界像
れるのである︒

ω 水田洋氏の最近の社会思想史的研究をみよ︒例えば同﹃現代
ω レ⁝ニン﹃帝国主義論﹄

とマル・クス主義﹄ ︵昭四一︑新評論︶など︒

㈲

第四・七章︒

@世界史的現実はすでに基本法則だけでは問題が処理できにく
理論をウェーバーのそれと﹁接合﹂させたりすることの積極的な

い局面に移行していることを示しているが︑ここからマルクスの

←0

