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�．はじめに

１９世紀後半から２０世紀初頭に活躍した，ド

イツ新歴史学派の巨匠のひとりルーヨ・ブレン

ターノは，社会経済史学の分野でも多くの足跡

を残し，グスタフ・シュモラーとは別の意味で

ドイツの社会経済史学の創設者といっても良い

であろう。そして，今日までドイツにおける社

会・経済史学の中心的専門誌として続いている

『社会経済史学季報』（Vierteljahrschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte）の前身であ

る『社会＝経済史学雑誌』（Zeitschrift für Social-
und Wirthschaftsgeschichte）の発刊（１８９３年）

にあたっては，その後ろ盾となっており，同誌

にいくつかの業績を掲載し，ドイツだけでなく

ヨーロッパの有力な経済史家のひとりに数えら

れてきた。わが国でも，その生前にいくつかの

業績が福田徳三や高野岩三郎，森戸辰男によっ

て精力的に翻訳，紹介されていたものの，今日

では，社会経済史家からは，殆ど顧みられるこ

とはなくなっており，最近までその名著の翻訳

はもちろん，研究対象として取り上げられるこ

とも少なくなった１）。
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争（１９０７年－１９１０年）

１）本誌（１８９３‐１９００の８巻継続）は，ウィーン時
代のブレンターノの薫陶を受けた４人の若い私
講師たち〔経済学者の Stephan Bauer（１８６１‐
１９３４，後バーゼル大学教授），社会学者 Carl
Grünberg（１８６１‐１９４０）中世史家，Ludo Moritz
Hartmann（１８６５‐１９２４，後 ウ ィ ー ン 大 学 教
授），古代史家 Emil Szanto（１８５７‐１９０４）〕によ
り 創 刊 さ れ た も の で，そ の 標 題 の Social-
geschichteは，今日でいう「社会史」ではな
く，社会構成＝社会構造の歴史や社会政策史な
いし社会改革史をも，その含意としている。ブ
レンターノは，ハルトマンの師テオドール・モ
ムゼンと並んでこの雑誌の顧問格にあり，その
創刊号には，モムゼンともども，論文（Die Volks-
wirtschaft und ihre konkreten Bedingun-
gen）を掲載し，その後も，シュレージエン麻織
物工業に関する有名な論文も寄稿している。
Trüper, H., Die Vierteljahrschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte und ihr Herausgeber Her-
mann Aubin im Nationalsozialismus （Viertel
jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
Beihefte Nr.１８１,２００５,S.２８‐３２. ;S.Bauer,“Ludo
Hartmann als Mitgründer der Vierteljahr
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte”,
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
XVII（１９２５）,３３５‐３９.
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ただし，社会政策論の分野では，大河内一男

の名著『獨逸社会政策思想史』（１９３６年）の紹

介によって，ブレンターノがドイツ社会政策学

会内部で，後にはヴェーバーやゾンバルトも含

むことになる自由主義的改革派のリーダーとし

て，とりわけ労働組合の権利擁護と労使同権の

ために闘い続けたことが，わが国の学界ではひ

とつの常識となり，またブレンターノのイギリ

ス労働運動＝労働組合史研究も，長年，社会政

策分野の研究者に大きな影響を及ぼしてきた。

さらに農政学の分野でも，とりわけ農地相続制

度の問題では，戦後の農地改革との関連で，経

済史的業績を含めて彼の仕事の一部が紹介，翻

訳された。しかしその後は，ブレンターノの全

体像，学問を体系的に扱った研究はまったくと

いっていいほど生まれず，また，彼の出世作で

あり，労働運動史研究の古典中の古典ともいえ

る『現代のイギリス労働者ギルド』の完訳と古

典双書の一冊としての刊行すら，実に２００１年

に俟たねばならなかったし，彼の様々の著作

も，第 ２ 次大戦後には邦訳されることもなく

なった２）。

このようなブレンターノの冷遇は，ひとりわ

が国だけに止まらない。彼の母国ドイツでさ

え，かの評伝シリーズ『ドイツの歴史家』（Deut-

sche Historiker）では，同じ経済史家関係で

も，シュモラーやゾンバルト，ヴェーバーが

早々と第一シリーズに登場するのに対して，ブ

レンターノはやっと続編の第 ８ 巻目に，ヒル

ファーディングやゴートハインと並んで取り上

げられ，しかも執筆者は，アメリカのドイツ自

由主義の研究者で，彼の評伝を書いたシーハン

（J.Sheehan）であるところにも，正統派のド

イツ歴史学界からの低い評価がうかがえる。他

方，後述するように，ブレンターノは，マック

ス・ヴェーバーとは学問上でも個人的交友関係

でも，あれほど長年の深いかかわりがあったに

もかかわらず，ヴェーバーに大きな影響を及ぼ

した３３人にも上る同時代人についての評伝，

『マックス・ヴェーバーとその同時代人群像』

でも，シュモラーやゾンバルトには一章が割か

れているのに対して，ブレンターノは黙殺され

たままである３）。

加えて，今日のわが国の経済史学界でのブレ

ンターノへの低い評価の原因の一端は，両大戦

間期以降，彼がもっぱら，その１９１３年の講演

『近代資本主義の起源』を中心にいくつかの付

論をつけた同名の論文集（１９１６年）によって

のみ記憶されるところとなったことにある。と

りわけ，ここでの貨幣経済の勃興と資本主義の

誕生の同一視，「資本主義精神」（der kapitalis-

tische Geist）を，「最大限の利益追求」（das Stre-

ben nach dem größtmöglichen Gewinn）一般

と定義し，古典古代からの遺産を継承して中世

盛期に復活した地中海商業とイタリア中世都市

にその起源を求め，歴史学者のラッハファール

とならんで，第一次世界大戦前のマックス・

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》」の代表的批判者と目されて

きたことがこれに与っている。そして，第一次

世界大戦後，ようやく戦時下途絶えていたイギ

リスとの間での学問的交流が復活するなかで，

トーニーが，ブレンターノの方を支持し，わが

国でも，ブレンターノが１９２３年に刊行した

「宗教倫理と経済」関連の論文集に再録された

この論文が読まれて，ヴェーバーと対立する，

資本主義および資本主義精神の議論として紹介

された。そのような理解は，ヴェーバーが，１９２０

２）わが国でのブレンターノの紹介や翻訳について
は，詳しくは，ブレンターノ『わが生涯とドイ
ツの社会改革）』（２００６），訳者あとがきを参照。

３）H.U. Wehler（Hg.）, Deutsche Historiker, Göttin-
gen,９Bde., Bd.１‐５,１９７１／７２, Bd.６‐９,１９８２，（邦
訳は，最初の５巻のみ，ドイツ現代史研究会訳
『ドイツの歴史家』，全５巻，未来社，１９８２年）;
W.J. Mommsen u.a.（Hg.）, Max Weber und seine
Zeitgenossen, Göttingen １９８７，邦訳，鈴木広・
米沢一彦・嘉目克彦監訳『マックス・ヴェー
バーとその同時代人群像』，ミネルヴァ書房，
１９９４。

経 済 学 研 究15092（ ） ６６－２
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年の「プロテスタンティズムの倫理と資本主義

の《精神》」を，宗教社会学論集に収録するにあ

たって，冒頭の長い脚注で，まだ反論を執筆し

ていないブレンターノとゾンバルトを主要な論

敵として，適宜注などで反駁するむね記し，ま

た１９２６年の妻マリアンネによるヴェーバーの

伝記でも紹介されていること，またこの部分

が，梶山訳以来，全体の緒言とされたことに

よって，ことさらヴェーバーとブレンターノの

対立の局面のみが強く印象付けられることに

なった４）。

たしかに，ここでのブレンターノの，資本主

義の誕生，そして，資本主義精神の把握の仕

方，軍隊組織における領地のレーエン制から傭

兵隊制への移行を以って資本主義の端緒と捉

え，イタリア諸都市の略奪＝戦争資本主義や植

民地支配体制を，近代の，自由な賃労働と市場

での競争，合理的資本計算に依拠する近代の

「市民的経営資本主義」とごっちゃにして議論

している点では，ヴェーバーの批判が肯綮に中

るのはいうまでもない５）。しかし，ブレンター

ノを，この点だけで把えて，彼を，ヴェーバー

の対極にある，前期的商業資本からの近代資本

主義成立を構想する旧い歴史学派の経済史家と

して，そして結局は帝政ドイツのユンカー的＝

ブルジョア的利害の側に立って帝政ドイツのな

しくずし的近代化を擁護する姿勢の持ち主と捉

えることには，いろいろの点で無理がある６）。

まずブレンターノは，ドイツの経済学者のな

かでは，イギリス労働運動史のみならずイギリ

ス経済史に最も精通し，その理解者であった

し，イギリスの学界－マーシャルやウェブ夫妻

をはじめ－や労働運動家の間に広い人脈を築

き，若い時から再三イギリスを訪れて，古典派

経済学のみならずイギリス重商主義について

も，おそらくドイツの経済史家として最も精通

した学者であり，なによりも，イギリスの

「ピューリタン革命」と名誉革命，そして産業

革命の意義を正しく評価していた。そして，最

晩年には渾身の力を揮って長年の講義を基に，

４冊の浩瀚な，ドイツ語では当時の最先端の

イギリス現代経済史を書き上げたほどである。

そして，その後の彼のゼミナール内外からも，

直接間接にその指導を受けて，優れたイギリス

研究者が輩出した。そして，彼は，その労働者

保護立法や労働組合擁護の立場からしても当

然，高賃金の経済論の経済理論ないし経済学史

的研究においても，先駆的で優れた実証的・理

論的研究を残している。それゆえ，彼の「資本

主義精神」kapitalischer Geist 論 が，近代の

４）Marianne Weber（１９２６），３５２，マ リ ア ン ネ・
ウェーバー，邦訳，Ｉ．２６６．なお，タルコット・
パースンズによる英語訳では，序論には，宗教
社会学論集の序言を充て，この長い脚注も含め
注はすべて，巻末に回している。Tawney, Relig-
ion and the Rise of Capitalism,（１９２６），（２００８），
３１６；邦訳，岩波文庫（下），２５８‐５９頁。なお，
それに先立つ，戦後直後のイギリスの経済史家
による書評としては，J.H. Clapham,in The Eco-
nomic Journal ,Vol.XX（１９２０），１０８‐１０．なお，
ブレンターノ（およびトーニー）の支持した，
本位田祥男著「資本主義精神」（『経済史研究』，
三省堂，１９３５年所収）など，わが国の戦前の論稿
の文献一覧は，ヴェーバーの梶山訳：６２‐６４頁の
訳者序説を参照。

５）ブレンターノとトーニーの資本主義成立史およ
び資本主義精神（資本家精神）kapitalischer
Geist（解放説）に対するもっとも強力で厳しい
批判は，大塚久雄「資本主義精神起源論に関す

る二つの立場－ヴェーバーとブレンターノ－」
（１９３９年）（『大塚久雄著作集』，第８巻，１９６９年），
さらに，大塚久雄「マックス・ヴェーバーにお
ける資本主義の『精神』」，１９６５年（『大塚久雄著
作集』，第８巻，１９６９年）；同「ヴェーバーの社
会学における人間」（岩波新書，『社会科学におけ
る人間』，１９７７年）（『大塚久雄著作集』，第１２
巻，１９８６年），「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』，第３０
巻第３号，１９７２年（『大塚久雄著作集』，第１２
巻，１９８６年）。

６）また，ブレンターノのこうした資本主義成立史
の理解を，帝政ドイツにおける彼の社会政策論と
結びつけた議論として，住谷（１９６５），鼓（１９７１）。
しかし，彼の，労働組合の権利保障の要求や，
自由貿易のための長い戦いが，鉄鋼＝石炭の独
占やユンカーの利害を真っ向から批判するもの
であったことをまず想起すべきである。

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 15193（ ）
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「経営資本主義」に適合的な賃金労働者階級の

形成の問題を無視したと，することはできな

い７）。

他方，ブレンターノと，２０歳若いヴェー

バーとの学問的関係も，ちょうどヴェーバーが

学界へ登場したころから，２７年あまりにわた

り，どちらも筋金入りの自由主義者で，しばし

ば衝突したとはいえ，ブレンターノは，この

「まれにみる知的独創性と多面性」を高く評価

して，早くも１９０４年に，病気でハイデルベル

ク大学正教授を辞したヴェーバーにミュンヘン

大学で再度教職に復帰するよう誘ったし，その

後自身の定年退職後，バイエルン革命など多く

の混乱と反対を乗り切って，ヴェーバーをその

後任に無事就任させたのは，なんと言ってもブ

レンターノの一方ならぬ尽力のおかげであっ

た。それだけに，着任後わずか １ 年あまり

で，ヴェーバーが世を去ったとき，ブレンター

ノは，葬儀ではいたく取り乱しすっかりうち拉

がれ，涙のなか，「ドイツがそのもっとも必要

とする時期に最良の人物を失った」，という悲

痛な弔辞を，『ミュンヘン新報』（Münchener
Neueste Nachrichten）紙に送ったほどである

が，ヴェーバーにとっても，ブレンターノは，

尊敬してやまない巨匠であり続けた８）。

また，ブレンターノとヴェーバーの学問ない

し政治・社会運動における人脈も，いろいろと

重なりあっており，ゾーム（Rudolf Sohm），

ナウマン（Friedrich Naumann）のような大物

や，従兄オットー・バウムガルテンや弟のアル

フレート・ヴェーバーのような身内は別格とし

ても，ナウマン派の事務局長で，戦後のドイツ

連邦共和国初代大統領となるテオドール・ホイ

スとその妻エリー（クナップの長女）（Theodor

Heuss & Elly Heuss-Knapp），ヴァルター・

ロッツ（Walter Lotz），ハイデルベルクでヴェー

バーの退職の後を襲いだ，経済史家にして文化

史家ゴートハイン（Eberhard Gothein），シュル

ツェ＝ゲーヴァニッツ（Gerhart Schulze-Gaever-

nitz），ヘルマン･レヴィー（Hermann Levy），

モーリッツ・ボン（Moritz Justus Bonn）か

ら，経済史からギリシャ考古学に転じたルート

ヴィッヒ・クルツィーウス（Ludwig Curtius），

さらには，ザルツ（Arthur Salz），ヤッフェ

（Edgar Jaffé）とその妻エルゼ〔旧姓フォ

ン・リヒトホーフェン（Else Jaffé geb.von Rich-

thofen）〕にいたるまで，枚挙に暇がないほど

７）Brentano, Über das Verhältnis（１８７５／７６）, Bren-
tano, Über das Verhältnis（１８９３）, Brentano, Ja-
pan（１９００）.

８）ブレンターノは，すでに，ヴェーバーがハイデ
ルベルク大学の正教授を辞した直後の，１９０４年
と１９０６年に，ミュンヘン大学とバイエルン科学
アカデミー会員に就任し，ミュンヘンに移住す
るよう誘いをかけた（MGA，II‐４，２０７‐８, II‐５，
４２）が，ヴェーバーは健康上の理由で固辞した。
さらに，ブレンターノは，自分の退職を踏まえ
て，１９１４年と１６年に，改めて誘いをかけてい
る。

ブレンターノが，１９１６年に正式に退職を認め
られてから，後任人事に向けて学部が動き出し
たが，かねてからブレンターノを快く思わぬ政
敵の中央党は，すでにヴァルター・ロッツがい
る上に重ねてブレンターノ系の教授を迎えるの
は不要として反対の意思を表明しており，人事
の難航が予想された。学部側からは，ヴェー

バーが断然一位の候補に推薦された。ところ
が，この間１９１８年１１月にバイエルン革命が勃
発して，ヴェーバーとは政治的にも対立関係に
あったクルト・アイスナーが首班になったこと
で，政権側がこれをそのまま認めるかどうかは
不透明となった。そのさなか，アイスナーが暗
殺され，そのあと文部大臣兼任で首相となった
多数派社会民主党のホフマンに対して，労兵協
議会から，マルクス主義者を後任に迎えるよ
う，強硬な突き上げが起こった。こうしたな
か，中央党は対立候補を引っ込めヴェーバーに
賛成し，その一方，名前が挙がった有名なマル
ク ス 経 済 学 者 た ち－Otto Bauer, Max Adler,
Karl Kautzky, Rudolf Hilfeding－がことごと
く辞退したこともあって，ヴェーバーは，辛う
じて，レーテ革命寸前，『バイエルン人民国家』
Volksstaat Bayernの文部省からの発令に滑り
込んだ。Schluchter, Einleitung zu Wirtschafts-
geschichte, 1-2;野崎（2011）, 284-85. ブレンターノ
のヴェーバーへの弔辞は，Max Weber zum
Gedächtnis, S. 40-42.なお，ブレンターノの弔辞
では，トレルチやシュルツェ＝ゲーヴァニッツ
と異なって，「プロテスタンティズムの倫理と資
本主義の『精神』」が筆頭業績として挙げられて
はいない。
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である９）。

こうした，ブレンターノとヴェーバーとの関

係については，すでにギュンター・ロート

（Guenther Roth）が，両者の出身社会層の背

景〔どちらもフランクフルト・アム・マイン市

では市政から締め出されていた少数派の都市貴

族，片やカトリック・イタリア系，片やユグ

ノーのスーシェーイ（Souchay）家の末裔で，

ともにイギリス贔屓（Anglophil）の自由主義

者〕に着目しつつ再検討を試みていたが，その

後また，これとは別に，イギリス・オックス

フォード大学歴史学部のヴェーバー研究者，

ゴッシュ（Peter Gopsh）が２００９年に，「『資本

の精神』から『資本主義の精神』へ」（From the

Sirit of Capital to the Spirit of Capitalism. The

Transition in German Economic Thought from

Lujo Brentano to Max Weber）という象徴的

な標題のもと長編の論文を発表した。彼は，

ヴェーバーがなぜ「プロテスタンティズムの倫

理と資本主義の『精神』」で，最も重視すべき先

行研究である『労働者ギルド』を，出発点とし

なかったかを問題にするが，この標題が象徴的

に言い表しているように，ゴッシュは，ようや

く改革的自由主義のもとでの，工場法の本格的

整備や労働組合の法的保護の社会政策がはじ

まった１８６０年代から研究に入ったブレンター

ノは，まだ産業革命期の，資本の専制の時代の

激動の後遺症が消えぬその時代の影響を引き

摺って，実際には論敵のマルクスや社会民主党

とおなじレベルに立って，資本の自由競争の原

理=商業精神（Handelsgeist）や利益追求欲

（Erwerbgier）と同義の《資本の精神》（Kapi-

talgeist）を，対抗すべき対象としてのみ捉え

られ，その研究のエネルギーをもっぱら，これ

に対抗する弱者の団結たる同職労働組合の台頭

の歴史に注いだ，そしてブレンターノは，かつ

てのクロムウェルとピューリタニズムを，絶対

王政を粉砕した恐るべきエネルギーの源として

認識してはいたが，宗派の企業家や労働者の形

成との関連は殆ど考えていなかった，と指摘す

る。この点で，ちょうど年齢が２０歳違い，１９

世紀末の，労働者階級をも統合し，精神文化を

も含めた総体としての「近代資本主義」の解明

を志したヴェーバーの「資本主義の《精神》」と

は，好対照を示している，としている１０）。

ブレンターノとヴェーバーの関連と対立を，

両者の年代的開きや，ドイツ新歴史学派内部で

の世代的対立の問題もふくめ，社会政策やドイ

ツの政治，経済学，社会学，歴史学，社会科学

の認識論や方法論もふくめて全体として対比し

ながら解明するのは，著者の能力を大きく超え

るので，本稿ではもっぱら，ブレンターノの経

済史研究，とりわけ一方の，彼の古代から産業

革命を経て彼の時代にいたるまでのヨーロッパ

の経済の覇権の推移と隆替についての歴史像，

他方での彼の１７世紀以降のイギリスの経済的

発展の研究，そしてブレンターノのピューリタ

ニズム論とヴェーバー批判がどのような経緯の

なかで誕生したか，ブレンターノがピューリタ

ニズムの世俗内禁欲の思想を，どのように，ど

こまで評価したかを中心に論じるにとどめた

い。

Ⅱ．ブレンターノのヨーロッパ経済史像の形成

さて，ブレンターノの「ピューリタニズムと

資本主義」の議論に入るまえに，ブレンターノ

がどのような，ヨーロッパ全体の中での資本主

９）これら関係者のうち，特に重要な ５ 人について
は，付論 １ を参照。なお，Ludwig Curtius, Deut-
sche und Antike Welt. Lebenserinnerungen, Deut-
sche Verlag-Anstalt, Stuttgart,１９５０,１２２‐２５.

１０）Roth（１９９３）,８３‐１２１；ders.（２００１）,６４‐６６；Gosh
（２００９）．ゴッシュの論文は，ブレンターノと
ヴェーバー双方の業績を，経済史のみならず，
社会政策や経済学方法論など全領域にわたって
－最新のヴェーバー全集所収の書簡も含めて－
参照・活用したもので，両者のアプローチの違
いを比較対照するのに非常に有益である。ただ
し，ゴッシュの主張のように，ブレンターノの
主張の本質を「資本の精神」として，ヴェー
バーの「資本主義の『精神』」と対比すること
が，どこまで可能か，なおいくつかの点で結論
を留保したい。

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 15395（ ）
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義の形成像を描いていたか，簡単に追跡してお

かねばならない。

周知のように，ブレンターノにあっては，そ

の大学での自らの講義のなかでも，またその研

究活動，あるいは門下の研究指導でも，経済史

研究は，理論経済学や，労働問題や農業問題な

いし貿易問題など経済政策の諸分野に劣らぬ重

要な位置を占めているだけでなく，とりわけ同

時代のドイツの経済政策の課題に応える重要な

鍵を提供するものであった。彼の経済史への関

心は，おおまかにいって，イギリスにおける大

工業の成立にいたる過程，いまひとつが，古代

からローマ帝国，ビザンツをへて，中世にイタ

リアで復活するヨーロッパ商業の展開であり，

この二つの課題を，いわば楕円の二つの焦点と

して，全体が構想されていた１１）。

ブレンターノは，もともと，イギリス自由主

義の信奉者であり，イギリスへの関心が強かっ

たが，その歴史，とりわけ近代経済史の研究に

携わるようになったのは，その教授資格論文執

筆がその動機である。彼は，兄弟子クナップと

同様，他の経済学者のように国家学を経由して

経済学に入るのではなく，ゲッティンゲン大学

で，アダム・スミスから J.S.ミルにいたるまで

の，イギリス古典学派の理論経済学を学んだこ

とから始まっており，最初はミルと同様，現実

の経済問題は，演繹法により解明できると信じ

ていた。しかし，その後，ベルリンの，プロイ

セン王国統計局長エルンスト・エンゲル（Ernst

Engel）が主宰する統計局付属「統計学ゼミ

ナ ー ル」（Statistisches Seminar）で 学 び，当

時ドイツのみならずヨーロッパ各国の社会を根

底から揺るがしかねない社会問題，とりわけ労

働者階級の貧窮問題を研究した。当時その解決

策として提起されていたのが，労働者の経営参

加＝利益分与制度，あるいは労働者の生産協同

組合であったが，彼は工業発展では世界に先ん

じていたイギリスでその実情を師エンゲルに同

行して，実地に調査するなか，その将来性に悲

観的結論を得て，それに代わる活路として労働

組合に着目した。当時は，イギリスの政府や議

会も，また世論もようやく，産業革命以来の敵

対的政策から工場法や労働組合の団結権保護を

通じて社会的平和を実現し，そして労働者階級

の包摂を目指す方針に転換し，労働運動側も

チャーティズムの挫折の経験をへて，非政治的

同職労働組合による団体交渉と労働協約締結に

よる労働条件の向上に転じていたときであっ

た。ブレンターノは，この労働組合の発展にこ

そ社会問題解決の鍵を見出した。彼にとって

は，このイギリス労働組合は，大工場主（Indus-

triebarone）の専制と自由競争の原理に対抗す

る，弱者である労働者の団結，「中位の人間」

（Der Mittelschlag der Menschen）の結集に

よって，賃金の標準化・平準化を実現するもの

であった。この労働組合の組織原理のモデルと

なったのが，中世に，都市貴族層＝大商人層の

専制に対抗して誕生した手工業者ギルド＝ツン

フトであるが，１４世紀から，狭量で心を蝕む

「資 本 の 精 神」（Kapitalgeist, capitalist spirit），

「利益追求主義」（Geist des Gewinns）の侵入

１１）彼の門下で，のちミュンヘン商科大学学長，第
一次世界大戦後ベルリン商科大学の学長となる
ボン（Moritz Julius Bonn）（付論 １ 参照）が，
１８９３年夏学期にミュンヘン大学に移って最初に
聞いたブレンターノの講義は，『イギリス産業革
命』（Die industrielle Revolution in England）
と，『ローマ帝国の没落以降のヨーロッパ経済
史』であった。ボンによれば，１９世紀末の大学
教師のなかで，「形を整える才能にもっとも恵ま
れた」（formbegabt）ブレンターノは，世界史の
素材に無理を加えないで，しかるべき役割をあ
たえ，ローマ帝国の崩壊から産業革命までの時
代の流れのなかで，一過性のものと後世に方向
と確実性を授ける恒久的なものと区別して浮き
上がらせる，教師にして芸術家であった。一
方，ヴェーバーは，未知の地層への新たな入り
口を探し，岩を穿ち，岩壁を爆破する地質学者
であった。Bonn（１９５３），S.６１．ちなみに，ブレ
ンターノの１９０８年の論文，Die Entwicklung
der Wertlehre, Konkrete Bedingungen, ３０６で
は，「イギリス産業革命」は，Industrialisierung
Englands「イングランド〔大〕工業化」に変
わっている。

経 済 学 研 究15496（ ） ６６－２

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／経済学研究／２０１６　経済学研究Ｖｏｌ．６６，Ｎｏ２／本文／０００～０００　�石坂  2016.12.01 20.41.37  Page 96 



によって，ツンフトは，その機能がすっかり退

化し，いたずらに競争を制限し既得権益を擁護

するための機関と化した。それゆえ，イギリス

の工業，とりわけ主要産業である繊維工業や鉄

加工工業が，ツンフト規制のないマンチェス

ターやバーミンガム，ヨークシャーのウェス

ト・ライディングなどの農村に移転し，そこ

で，問屋制家内工業やマニュファクチャーが展

開する。そして１８世紀後半には一連の発明の

結果として大工業をこれらの地域に生み出すこ

とになった。ブレンターノは，労働組合の誕生

と公認の過程のみならず，こうした移行全体に

ついて，研究文献のみならず，イギリス議会の

調査報告や立法，重商主義時期や同時代の論説

を通じてよく精通するところとなった１２）。ただ

し，この段階でのブレンターノは，１８６０年代

までに労働組合に法的保護を与える改革に大き

く貢献した，イギリス国教会系のマルカム・ラ

ドローMalcom Ludlow をはじめとする，キリ

スト教社会主義運動は高く評価するものの，こ

のような変化への宗教倫理のかかわりには－

ピューリタニズムはもちろん，労働者における

メソディズムにさえ－まったく関心を示してい

なかった。そしてこれを補う後年の『イングラ

ンドにおけるキリスト教社会主義運動』（Die

christlich-soziale Bewegung in England，

１８８３）でも，これらキリスト教社会主義運動

が，北部の労働者の間に広がっていたカルヴィ

ニズムの予定説を差別的と批判してきたことに

言及しているだけであった（S.１０）。

ちなみに，後年１８８８年のことになるが，

ウィーン大学教授に就任したブレンターノは，

その就任講演「古典派経済学」（Die klassische

Nationalökonomie）で，自らの長い経済学研究
の歩みを語りながら，経済史の認識の必要性を

も強調している。この講演は，ドイツ歴史学派

と限界効用学派との方法論争－とりわけ一方の

当事者のカール・メンガー（Carl Menger）－

を意識しつつ，抽象的理論経済学をもって経済

政策を律する誤謬と，現実の経済認識からす

る，現実的経済学による逆演繹法（コント）の

必要性を説いたものとして名高いが，同時に，

古典派経済学がモデルとした，各人が最大限利

潤を求める今日の経済秩序が，せいぜい１８世

紀に始まったに過ぎないことを論じている。こ

こで彼は，デフォーの『完全なる商人』（The Com-

plete English Tradesman, I,１７２６, p.４４）を援用し

つつ，イギリスでは国内での取引についての排

他的特権は消滅し，各人は最大限利潤をうるた

めに必要に応じて職業を替え，扱う商品を変更

する，投機家たらざるをえなくなったこと（S.

２５），生産費削減のため，工業，とりわけ主要

産業たる毛織物工業は都市から農村に立地を移

し，問屋制家内工業に移行し，やがて機械の発

明により工場経営へと移行し，また農業も，生

業からひとつの営利部門，輸出産業に変貌を遂

げた様子を描く１３）。彼は，レッキーの『１８世紀

イングランド史』（W. E. H. Lecky, A History of

England in the 18th Century, London，１８７８（Vol.

１２）Brenatno, Die Arbeitergilden I.60. 邦訳（上）,７４，
７６，１０５頁．およびMein Leben,３８‐５３；邦訳，４０‐
５８頁。ブレンターノは，この Arbeitergilden
の序章と第１章をみずから英語で執筆・刊行し
ているが，そのなかでは，Kapitalgeistは，capi-
talist spiritと表現されている。Brentano, His-
tory, ５２. Gosh（２００８）は，これを敢て spirit of
capitalと訳し変えてヴェーバーの Geist des
Kapitalismusと対置して，両者の世代間の顕
著な差異とアプローチの違いをライトモチーフ
として論じている。なお，イギリスに亡命して
いたベルンシュタインを驚かせたイギリスの労
働運動家，John Burnsや Keir Hardieなど
の，プロテスタンティズムの伝統については，
E. Bernstein, Aus den Jahren meines Exils, Ber-
lin１９１８,２８６‐８９を参照。

１３）ちなみに，デフォーも，このすぐ後の p.４８で，
フランクリンで名高い旧約聖書のソロモンの箴
言，２２．２９を引用して，勤勉な人物 diligent and
industriousと認められることが，社会的上昇
の道だと説いている。（ただし，ここでの文言
は，a man diligent in businessで，callingで
はない。）

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 15597（ ）
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I.,４７０，４７１））によりつつ，こうして「商業精

神」（Handelsgeist, commercial spirit）はいまや

イギリス全土にあふれることになった，とす

る。（S.２６）

このように，彼は，ベルリン大学私講師時代

やブレスラウ大学教授時代にも，イギリス経済

史，とりわけ１７世紀以降の近代経済史をその

経済学の講義に組み込んではいたが，これを単

なる経済学の導入部分ではなく，理論経済学や

経済政策と並ぶ柱として，一学期間の講義を充

てるようになったのは，シュトラースブルク大

学に移った翌年，１８８４年の復活祭に夫妻でイ

タリアを旅してからのことである。彼はフィレ

ンツェで，昼は中世やルネサンス時代の史跡を

めぐり，夜は歴史書を繙くなかで，経済史，と

りわけローマ帝国の滅亡から１８世紀後半のイ

ギリス産業革命によるイギリスの経済的優位の

確立までの経済史講義の必要にめざめ，その後

もこの経済史の部分を拡張し深化させてきた

（Mein Leben, S. １２２‐２３；邦訳１３６‐３７）。彼

は，最晩年，最後にミュンヘン大学定年後，ハ

イデルベルク大学などで行なった講義をもと

に，『イギリス経済発展史』（Eine Geschichte der

wirtschaftlichen Entwicklung Englands）を，そ

して１９２９年には，１９１７年に発表した「ビザン

チン経済史」を含めた『古代経済史』（Das

Wirtschaftsleben der Antiken Welt，１９２９）を刊行

しているものの，彼の講義ノートの中心部分

は，いまだに発掘・公刊されておらず，また彼

の長年の各大学での講義要綱の比較照合もまだ

進んでいない。わずかに，１８８５年１０月にシュ

トラースブルクで開かれた国家学会大会での講

演に加筆したうえで論文として公刊した「ドイ

ツ帝国の将来の通商政策について」（Über eine

zukünftige Handelspolitik des deutschen

Reichs，Schmollers Jahrbuch, IX-1,１８８５,１‐２９）

だけが，その構想の骨子を伝えてくれるが，

シュモラーもこれを，「ヨーロッパ経済史を，

ヨーロッパの国家形成と関連させた素晴らしい

歴史研究」と絶賛したよしである。

ブレンターノは，ちょうどフランスでベスト

セラーとなったディドンの『ドイツ人』（Henri

Didon, Les Allemands, Paris，１８８４）の主張，す

なわち，独仏の対立は，ヨーロッパ内の覇権争

いに他ならないとする議論から出発し，ヨー

ロッパでの覇権とは，経済的覇権に他ならない

として，まず覇権の歴史的交代を追跡する。古

代地中海世界は，都市と商業の世界であり，海

商法やローマ法も整備された。それは，ゲルマ

ン民族の侵入と農業＝封建社会化で一時中絶し

たが，イタリアで商業＝都市が復興し，またシ

チリア王国の統治機構のようにいくつかの模範

が見られた。しかし，イタリアは，都市国家に

分裂して統一国家を欠き，ドイツ皇帝の宗主権

とローマ教皇との対立に常に巻き込まれ，その

繁栄は持続できなかった。これに代わって，

ローマ時代からの遺産を引き継いだのが，スペ

インやポルトガルのような統一国家であり，世

界商業の覇権を握った。続いて イギリス，フ

ランス それにオランダが世界商業の覇権を競

うが，最終的には，イギリスが優位を築き，そ

れに対する最後の挑戦であるナポレオン戦争に

勝利した。それに続いて工業経営を大きく変革

（revolutionieren）する諸発明を，これまで蓄

積されてきた富の力で実用化し，未曾有の経済

的興隆を遂げ，自由貿易を世界中に押しつけ

た。ちなみに，彼は，ここで，産業革命という

言葉は明示的に用いたわけではないが，前年刊

行されたばかりのトインビーの『イギリス産業

革命論』（The Lectures on the Industrial Revolu-

tion in England, １８８４）は，注に何度も登場し

ており，彼が，そこからいろいろの形で大きな

影響を受けていることが窺える。

こうしたなか，ドイツでは，関税同盟によっ

てその工業は発展を遂げ，その保護関税は次第

に引下げられ，１８７０年代初頭には殆ど廃止さ

れるまでになって，ドイツの工業製品は世界の

あらゆる市場でイギリス製品にひけをとらなく

なった。こうして，１８６０年代には，主要工業

国の間で自由貿易体制ができあがった。しか
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し，その直後から，海外の農業の恐るべき競争

が始まり，これまでドイツの覇権を支えてきた

階級は経済的危機に直面し，同時に社会民主党

勢力の勃興で，これまでの労働問題への対応

は，大きく修正を迫られることになった。これ

に対するとりあえずの対応が，保護関税と社会

保険であった。しかしドイツの大国としての経

済的地位をなお保持するために求められた植民

地市場は，すでに有望なところは他国の手に

渡っていた。もうひとつの可能性として彼が挙

げたのは，関税同盟の拡大で，オーストリア＝

ハンガリー帝国やルーマニアなどバルカン諸国

からの穀物輸入を自由化することによって，海

外からの競争を抑制しつつ，ドイツ工業の市場

を拡張しようとする構想であった。（ただしこ

れは，ビスマルクが動かず，実現しなかった。）

彼は，このように，１８６０年代の主要工業諸国

を包含する自由貿易圏の形成を高く評価して平

和の礎と見做しており，それは，第一次世界大

戦開戦直後の論文，あるいは－第一次世界大戦

末期の戦時下に，堂々とアダム・スミス（『国

富論』第 ４ 編第 ２ 章の重商主義批判）を巻頭

言に掲げて公にした－『ブレンターノ体系は崩

壊したのか』（Ist das System−Brentano zusam-

mengebrochen?）でも，１８６０年代の自由貿易体

制を，これさえ維持できていればこの戦争も起

こらなかったとまで高く評価し，戦後の国際平

和もひとえに自由貿易体制再建にかかっている

としていた。他方でブレンターノは，第一次世

界大戦当時はもはや，オーストリア＝ハンガ

リーやバルカン諸国との閉鎖的な『中欧同盟』

ではなく－ナウマンの構想は支持せず－，圧倒

的に工業が優位となったドイツは，食料のみな

らず工業原料の獲得のためにも，イギリス帝国

やアメリカ合衆国を含めた自由貿易体制を築く

ことを強く主張していたことは忘れてはならな

い１４）。

さて，ブレンターノの第 ２ の，新しい視点

を切り開く著作は，１９０１年のミュンヘン大学

総長就任講演「歴史における倫理と経済」（Die

Ethik und Volkswirtschaft in der Geschichte）

である。古代および中世初期のキリスト教会の

経済倫理が，営利活動を敵視し，「汝ら神と富

とに兼ね仕えること能わず」「われらは衣食あ

らば足れりとせん」など現世的なものあるいは

所有の放棄を説いたが，それは現実の人間の生

活とはなはだしく矛盾し，これを厳格に貫こう

とすれば，人は修道院など世俗外に逃避するほ

かなかった。ようやく，トマス・アキナスが現

れて，カトリック教会は，現実の経済活動に妥

協し，商業利潤に対して一定程度を容認するよ

うになった。すなわち，祖国が必要な財貨に事

欠かぬようにする，公の目的のための，あるい

は家族の扶養のための商業の営みの場合，原価

＋生計費を公正価格（justum pretium）として

認めるもので，この生計費は，身分により異な

るものであった。しかし，これは外国貿易への

適用は困難であった。すなわち，商人は本来外

来者であったためである。それゆえ，最大限利

潤の追求は，あらゆる経済部門が外国の販路に

依存するようになるのに応じて，全領域を征服

するにいたったのである。身分相応の利潤を超

える富を獲得したものは，その一部分を，教会

へ寄進したり，貧者へ施すことによって，富の

追求と良心とを宥和させる方便が設けられてい

た。

こうした「当為」（Seinsollende）の経済倫理

からの解放は，二つの経路で行われた。ひとつ

は，「異教的解放」（die heidnische Emanzipa-

tion）で，これはイタリアに始まる。すなわ

ち，マキアヴェッリに代表され，利己心が人間

の行動の動機とするもので，第二のものは，

「キリスト教に基礎を置く解放」（die Emanzi-

pation auf der christlichen Grundlage）で，宗

教改革の所産であった。すなわち，聖書にのみ

依って立ち，現世逃避を認めず，現世で神に奉

１４）このような，１８６０年代のヨーロッパ諸国相互の
自由貿易体制への大きな評価は，これに先立
つ，Der Krieg und die Verhütung seiner

Wiederkehr（１９１５），Über den Wahnsinn（１９１６）で繰
り返し表明されていた。この点は，W. Sombart,
Händler und Helden. Eine patriotische Besinnungen,
Leipzig１９１５．と好対照をなす。
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仕することが求められた。既存の便宜主義的解

釈は否認され，財産所有，利潤追求，いな利子

徴収も神から嘉された現世の秩序の一環とされ

た。とりわけカルヴィニズムにおいては，国家

や権力には，世俗的事項にのみ服従するべきも

の，とされた。この結果，あらゆる領域での個

人の自立が促され，教団（Gemeinde）は，信

徒によって構成されるもので，精神的＝宗教的

事項では主権をもった。

このカルヴィニズムの教会組織は，君主たち

の恐怖を呼び起こした。彼らは，マキアヴェッ

リの忠実な弟子となり，宗教を警察機構として

国家理性に従わせようとしていた。世俗権力と

の対立は，フランス王国を揺るがし，さらに

ネーデルラントではスペインの支配に勝利し，

スコットランドやイングランドを支配し，アメ

リカに植民地を生んだ。とりわけ，このなかで

われわれの考察に決定的に重要なのがイングラ

ンドにおける展開である。すなわちクロムウェ

ルの独立派－宗教的個人主義の極致－と長老派

との連合が，ジェイムズ一世とチャールズ一世

の，異教的＝マキアヴェッリ主義を粉砕した。

そして，聖書にのみ基き，従来からの便宜主義

的，既存の諸関係への妥協や適応は排斥した。

クロムウェルの独立派は，『聖者の議会』（Parlia-

ment of Saints）を解散して独裁を敷き，宗教

的理想を救いつつ，国家的＝社会的秩序の崩壊

を防止しようとした。同時にエリザベス女王以

来のイギリスの経済的＝政治的覇権追求の政策

を追求した。ピューリタニズムの熱狂がさめ，

王政復古ののち，経験主義哲学，さらには自然

科学や経済学が登場した。また，ウィリアム三

世のもとで築かれた体制は，クロムウェルの独

裁に勝り，適切な立憲制的形態であった。すな

わち商業や工業の利害と幾重にも結びついた寡

頭制的議会による中央集権制主義が築かれ，そ

の下での重商主義政策（「合理的重商主義」Der

rationale Merkantilismus）は頂点に達し，イ

ギリスの１８‐１９世紀の政治的・経済的覇権を準

備した。こうした新しい経済思想は，やがてケ

ネーやスミスで完成を迎える１５）。

さて，この講演を補うのが，１９０３年に，

ヴェーバー・ゾンバルト・ヤッフェが編集者と

なって新たな出発を見た『社会科学＝社会政策

雑誌』の第１９巻第 ２ 号に掲載された，『財産

攻撃の系譜』（Zur Genealogie der Angriffe auf das

Eigentum）である。これは，ブレンターノに

よる，門下のグラーザーの博士論文『フラン

チェスコ派の運動』 （Friederich Glaser, Die

franziskanische Bewegung）の文献紹介の形で掲

載されたものであるが，この論文で，ブレン

ターノは，さらに営利活動とキリスト教の教義

との対立と妥協の問題で議論を展開する。中世

カトリック教会が既存の社会の一環としてその

地位を築いて，トマス・アキナスの神学で，利

潤の問題と同様一応の妥協が成り立ったのち

も，この問題はカトリック教会の内部で，絶え

ず噴出し，教会と修道院の巨大な富と土地所有

への批判と清貧思想が，さまざまの社会運動と

して登場した。そのなかで，もっとも大きな運

動となったのが，フランチェスコ修道会であっ

た。しかし，この修道会は，ローマ教会の公認

修道会として体制内に組み込まれ，清貧と財産

１５）この前年の１９００年に，ブレンターノは，門下の
福田徳三の学位論文 Die gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung in Japan（MVS４２,
１９００）を わ ざ わ ざ Lotse誌 上 に 紹 介 し（Bren-
tano, Japan,１９００），そのなかで，日本にとって
の明治維新は，イギリスにおけるクロムウェル
と名誉革命に，フランスにとっては１７８９年の大
革命，ドイツの１８４８年革命に相当する，近代的
立憲国家の出発点を意味するとした。S.４２５（こ
の，誰知らぬもののない，有名なブレンターノ
による福田の紹介は，本来は福田の著書に寄せ
られた序文ではないが，邦訳では，原著編集者
序言として巻頭７‐２１頁に掲載されている。当該
個所は邦訳１７頁）福田とブレンターノの明治維
新評価の当否は別として，ブレンターノは，こ
の時点でも，イギリス近代社会の成立を決して
自然成長として捉えているのではなく，クロム
ウェルのピューリタン革命＝名誉革命による大
きな変革の意義，ここで宗教の果した大きな役
割とその挫折，その後の啓蒙主義への転換を
はっきり認識していた。

経 済 学 研 究158100（ ） ６６－２

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／経済学研究／２０１６　経済学研究Ｖｏｌ．６６，Ｎｏ２／本文／０００～０００　�石坂  2016.12.01 20.41.37  Page 100 



所有拒否をモットーとするこの修道会も，次第

にローマ教皇庁に取り込まれ，その巨大な財産

も，名目上は教皇庁の所有とすることで，莫大

な財産を擁する一大修道会となった。ブレン

ターノは，このあとに続けて，この流れが，宗

教改革以降，一方での私有財産権の自然権とし

ての承認する思想と，急進的宗教改革派の共産

主義的思想に流れ込む様子を叙述する。ルター

もカルヴァンも私的所有権の擁護者であった。

これに対応して，カトリック諸国でも，このプ

ロテスタンティズムの理論に対抗して，ローマ

法を援用して，私的所有権を主観的権利として

承認する。これに反対するのが，宗教改革期に

登場する諸教派（ゼクテ）の主張で，それは古

くは再洗礼派，たとえばフター派のモラヴィア

兄弟団のような共産主義的運動に見られるが，

それが一挙に開花するのが１７世紀のイングラ

ンドであり，かのウィンスタンリー（Gerrard

Winstanley）やハートリブ（Samuel Hartlib），

オランダ生まれのピーター・コルネリウス（Pe-

ter Cornelius）〔正確には，プロックホイ（Pieter

Corneliszn. Plockhoy）〕にはじまり，それを下

敷きにして，ジョン・ベラーズ（John Bellars）

の『産業学院設立提案』（Proposals for raising

a college of industry, 1696）にいたるが，この

書はさらに後，ロバート・オーウェンの協同組

合的社会主義の雛形となった。

他方で，所有権を実定法による保証ではな

く，自然権のひとつと位置づけたのがジョン・

ロックであり，自然の共同所有の状態から労働

が加えられることによって，私有財産として他

人の利用権を排除できる，という積極的基礎付

けを行った。これはケネーなどフィジオクラー

トでも継承されていった１６）。

このように，ブレンターノは，この論文で，

プロテスタントの諸教派（ゼクテ）の急進的社

会改革運動とその後の社会主義＝共産主義運

動，他方で，１７世紀末からの所有権の積極的

承認を取り上げている点で，後のピューリタニ

ズムと資本主義の議論にも，一つの手掛かりを

提供してくれる。

Ⅲ．ゾンバルト『近代資本主義』〈初版１９０２

年〉問題

１．ヴェーバーからのブレンターノへの書評依

頼（１９０３年）をめぐって

さて，ブレンターノが，近代資本主義の成立

の問題を本格的に取り上げる前段として，１９０２

年に出版されて，大きなセンセーションを巻き

起こした，ゾンバルトによる『近代資本主義』

の初版（Werner Sombart Der moderne Kapitalis-

mus２Bde. München und Leipzig１９０２）に対す

る，マックス・ヴェーバーからの書評依頼のや

りとりがあった。

２０世紀初頭には，それまで，「社会主義」と

の対比で，政治的あるいは倫理的批判用語で

あった「資本主義」（Kapitalismus）という呼

称が，文化も含む近代社会の総体を現す概念と

して登場してくるが，大きなセンセーションを

巻き起こし，とりわけそれを学術用語として定

着させるのに大きな力となったのが，なんと

いっても本書であった１７）。

１６）この論文は，文献紹介であるため，出典が明記
されていない。彼の叙述のうち，プロックホイ
をクウェーカーとしたのは誤りである。彼はオ
ランダの Zierikzee出身の，アルミニウス派教

団 collegiantの影響も受けた穏健なメンノー派
であった。（なお，農学者として名高いハートリ
ブのサークルにプロックホイも出入りしていた
が，ハートリブ自身はこれら急進派には属して
いなかった。）

プロックホイは，１６５９年クロムウェルに，貧
民たちのための共同体＝植民村の建設を提言
し，パンフレットにして世論に訴えたが，陽の
目を見ぬまま王政復古を迎え，彼もオランダに
戻った。そして，１６６１年，今度はアムステルダ
ム市当局と西インド会社の支援のもと，現在の
デラウェア州のズワーネンダール（Zwanen-
daal）に４１家族の共同体コロニーを建設した。
しかし，１６６３年イギリス軍の攻撃で破壊され，
１６９４年に失意のなか死亡。妻は後ペンシルヴァ
ニ ア 植 民 地 の German Townに 移 住 し た。
https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_Cor-
neliszoon_Plockhoy
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１９０３年に，ヴェーバー門下のエドゥガル・

ヤッフェが，ハインリッヒ・ブラウンからその

経営を引き継ぎ，ウェーバーがゾンバルト，

ヤッフェとともに共同編集者となった，かの

『社会科学・社会政策雑誌』（以下『アルヒー

フ』と略）（Archiv für Sozialwissenschaft und Soz-

ialpolitik）も，新規の出発と編集者の交代に際

して，その「緒言」（Geleitwort）で，この雑

誌の目的のひとつとして，「資本主義の一般的

文化意義の歴史的また理論的な認識を，学問上

の問題とみなし，この問題の究明に役立てるこ

と」を掲げており１８），当然，本書の書評ないし

そこでの論点をめぐる議論がそのテーマとして

検討されていた。本書が，近代資本主義の成立

という当時の歴史学界の中心的問題に踏み込ん

だものであったから，本書に対する歴史家の賛

否両方の立場からの関心は高く，出版の翌年の

１９０３年にハイデルベルクで開かれた第 ７ 回ド

イツ歴史学会のテーマが，本書を中心とする近

代資本主義の成立であり，ゾンバルトはさまざ

まの方向から，集中砲火を浴びせられたとはい

え，歴史学研究に強い衝撃を与えることとなっ

た。それに反して，ゾンバルトの本籍ともいう

べき，経済学ないし経済史学の分野からは，こ

の「異端児」の斬新な問題提起は好意的か批判

的かを問わず，正面から取り上げられることが

なく黙殺され，学術雑誌では，学位論文の指導

教官にあたるグスタフ・シュモラーのもの，そ

れも，著者の学問的経歴や人となりを紹介した

だけのものが出ただけで，ヴェーバーはこれを

「気の効いた文言だけで，客観性を欠き，書い

てくれない方がまし」とまで，酷評してい

た１９）。

もちろん，本雑誌は前任の編集者ブラウンの

時代にすでに，経済学＝社会科学分野のいろい

ろの専門家－ヴェーバー自身を含め－に声をか

けたが，結局引き受けてくれる研究者が現れな

かった。こうしたなかで，新たな編集者となっ

たヴェーバーが白羽の矢を立てたのが，ブレン

ターノであった。この２０歳年長の巨匠は，す

でに経済学や経済史の分野の代表者として大き

な権威を備え，しかもイギリス労働組合史だけ

でなくキリスト教の倫理と経済の関連について

の，つい最近の講演で国際的にも知られてい

た。事前にどのような打ち合わせが行われたか

１７）ゾンバルト『近代資本主義』の初版および，新し
い「資本主義」概念については，田村（１９９６），８‐２４;
Brocke（１９８７）,１１‐６５; Lenger（１９９４）; R.Passow,
Kapitalismus. Eine begrifflich-terminologische Studie,
Jena１９１８,２. neu durchgesehene Aufl.１９２７,
８９‐９８; Gosh（２００３）,３８１f.

１８）Geleitwort zu Archiv, Bd. XIX（１９０４）, S.i-vii:
当該個所は S.v.;邦訳，折原浩訳，「緒言」（マック
ス・ヴェーバー著，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」』岩波文庫，１９９８年，１８１頁）; Gosh

（２００９），６６．それまでに掲載された書評として
は，Hans Delbrück, “Rez. Zu Sombart, Der
moderne Kapitalismus und Die deutsche
Volkswirtschaft im１９. Jahrhudert”, Preußische
Jahrbücher , Bd.１１３（１９０３）, S.３３３‐５０ ; G. von
Below,“Die Entstehung des modernen Kapi-
talismus”, Historische Zeitschrift , Bd.９１（１９０３）,
S.４３２‐８５;G. Schmoller,“Werner Sombart, Der
moderne Kapitalismus”, Schmollers Jahrbuch,
XXVII（１９０３）. S. ２９１‐３００, in : Brocke（１９８７）,
１３５‐４６. それについてのヴェーバーの評価は，
MGW, II（Briefe）,４, S.１９８（０４-III-１９０４an Bren-
tano）。な お，こ の ほ か, R. Hilferding, in:
Zeitschrift für Volkswirtschaft,Sozialpolitik und
Verwaltung , １２（１９０３）, S. ４４６‐５３;F. Naumann
の書評 Die Zeit（１９０２）など，Brocke（１９８７）に収
録されている。

１９）クナップ（Friedrich Knapp），シュトゥルー
ヴェ（Peter Struve），アルフレート・ヴェー
バー，フェルディナント・テニエス，アードル
フ・ヴァーグナーに依頼がいった。しかし，ア
ルフレート・ヴェーバーのように，いずれも，
著者の業績は認めながら，感嘆と批判，懐疑こ
もごもながら，結局これを書評する能力が自分
に欠けているとして断っている。マックス・
ヴェーバー自身も依頼を断ったのは，健康上の
理由か，ゾンバルトへの遠慮か，雑誌の引継ぎ
がもう具体化していたせいかは不明である。
Lenger,（１９９４）,１２５,４２６. Anm.４６.
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は不明であるが，１９０３年 ９ 月，ヴェーバー

は，妻とともにハンブルクで開かれた社会政策

学会に参加し，その終了後，娘のゾフィーを連

れたブレンターノを始め多くの出席者とともに

ヘルゴラント島に渡って，休暇と談論を楽しん

だ。しかし，彼はそれだけでなく，この機会を

利用して，ゾンバルトを交えて，ブレンターノ

に新雑誌への寄稿を依頼した。そこで承諾を得

たのが，一つが，先に述べた「系譜」論文であ

るが，さらにヴェーバーはブレンターノに，ゾ

ンバルトの『近代資本主義』の書評論文執筆を

強く懇請した。そこでの議論の内容は不明であ

るが，ヴェーバーのかなり粘り強い説得に根負

けしたブレンターノは，－ゾンバルトの本書の

価値は認めてはいたが，別の理由から，非常に

批判的であったにもかかわらず－「一応」（halb

und halb），「留保付きで」（befristete Zusage）

『アルヒーフ』誌での書評執筆を引き受け，１８

日には慌しく島を去った２０）。しかし，ヴェー

バーは，まだ安心できず，ハイデルベルクに戻

ると早速，１０月 ４ 日念押しの手紙をブレン

ターノに送って，改めてゾンバルトの本書が，

指導的学者によって書評に取り上げられること

が，客観的に絶対に必要なことを再度強調して

いる。そして，ゾンバルトの見解の個々の論点

に立ち入る必要はなく，そのようなことは，若

手研究者が後で試みるに任せておけばよいし，

「方法〔論〕的側面」（die methodische Seite）

については，いずれ後で私自身も論争に参加す

るつもりであると，述べる。現在横行している

のは，一部の無批判の礼賛か，さもなくば多数

派の，悪意ある嫉妬に囚われた主観的断罪で，

それは，本書の備える長所と，今日の学問的業

績としてしかるべき場所を認めるのを忘れてい

る。そこで，ブレンターノ先生には，個人的に

（in privatim）もらしておられたご判断，すな

わち，基本的には，個々の主張の中で，長期に

わたって妥当と認めるものはわずか，あるいは

皆無であるとしても，それはそれとして，本書

は〔大きな〕意義と価値を有する，というご見

解を公にしていただきたい，と２１）。

これに対するブレンターノの返事は不明であ

るが，あるいはヴェーバーとのヘルゴラント島

での話し合いで話が出たのかも知れないが，ゾ

ンバルトが本書で重要な柱とした，『資本主義

精神の創生』（Die Genesis des kapitalistischen

Geistes）を論ずるにあたって，参照すべきい

くつかの重要著作の価値を，ヴェーバーに問い

合わせたように思われる。そこに最初に挙がっ

ていたのが，トレルチの「道徳論者（イギリ

ス）」（Moralisten，englische）であり，多分ブ

レンターノは，１８世紀のロックなど経験主義

哲学に資本主義精神を関連付けるつもりであっ

たようである。ヴェーバーは，事象の経済的側

面についてこの論文の示唆するところ－トレル

チが本質的なところを正しくみていることは明

らかだが－はわずかであり，そこでの引用文献

もごく一部しか役に立たないし，その見解を解

釈して，実践的意味を検証したうえでしか利用

できないのだから，道徳論者についての個別例

証を探すことは，貴方に途方もない時間を浪費

させることになる，として暗にあまり立ち入ら

ず，『カルヴィニズム問題』（die Frage des Cal-

vinismus）をもっと検討してくれるよう促して

２０）このヘルゴラント島への渡航については，マリ
アンネの伝記にも，ブレンターノの自伝にも登
場するが（Marianne Weber, Max Weber ,２７９;邦
訳 I,２１３‐１４;Brentano, Mein Leben,２３９；邦訳，
２６９）どちらも，この，ブレンターノ，ヴェーバー，
ゾンバルト三者による話し合いのことには触れ
ていない。この，ヴェーバーからブレンターノ
へのゾンバルト『近代資本主義』への書評依頼
の件自体は，Lindenlaub（１９６７）がつとに指摘し
ていたところである。II, ３２６. 田村（１９９６），２８，
注１０）。

２１）ヴェーバーから，妻の病気でこの話し合いに参
加できなかったヤッフェへの一報は，MGW, II

（Briefe）,４, S.１５０（１８. Sept.０３），さらに，ハイ
デルベルクに戻ってからの，ブレンターノ宛て
念押しの手紙は，ebenda,１５８（４．１０．０３）．
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いる。一方，ヴァインガルテン『イングランド

の革命諸教会』（Weingarten, Die englische Revo-

lutionskirchen）グーチ『イングランド民主主義

思想史』（Gooch, English Democratic Ideas）E.

ベルンシュタインの『社会主義の歴史』所収の

論稿は，いずれも優れた仕事である，と評価し

ている。そして，自分は，ピューリタンについ

ての，恐ろしく膨大（kolossale）な文献の極一

部に通じているに過ぎないが，具体的な問題を

いっていただければ，適切な資料を提供でき

る，としている。他方，ブレンターノからは，

ヴェーバーに依頼された，イギリスの reports

（おそらく議会のいずれかの調査委員会の報告

書であろうがテーマは不明。多分，高賃金の経

済論に関係したものであろう）を教示している

が，ヴェーバーがなぜ，この方面の文献をブレ

ンターノに尋ねたのか，そしてどのように利用

したかは不明である２２）。

さて，この不承不承約束したゾンバルトの書

評は，ブレンターノにとっても気の重いもの

だったらしく，その後なかなかできあがらない

のを危惧したヴェーバーは，１９０４年 ３ 月 ９

日，ブレンターノに，春休みに入ったことでも

あり，かねての約束どおり，ゾンバルトの『近

代資本主義』の書評を－たとえ否定的ないし消

極的であっても－『アルヒーフ』に掲載してく

れるよう督促し，本書を最近の学問的文献の中

にしかるべき地位を授ける仕事は，まだだれも

試みておらず，これは貴方のような学問的権威

を備えた人でなければできないこと，としてい

る２３）。

その後，ブレンターノとヴェーバーの間でど

のような遣り取りがあったかは不明であるが，

おそらく，ブレンターノが，その書評がかなり

厳しいものになることを危惧し，またゾンバル

トの論調の『品位のなさ』，行儀の悪さやスノ

ビズムなどに触れざるをえないことを書き送っ

たのであろう。ヴェーバーは，３ 月２８日の返

信で，客観的に厳しい内容の書評であれば，ゾ

ンバルトも，本誌の趣旨からして受け入れざる

をえないこと，必要なことは，こうしたことを

ひとまず措いて，かの成果の意義を「客観的に

確定することである」とブレンターノを宥め

て，書評に引き続き取り組んでくれるよう頼ん

でいる。それに対して，ブレンターノは，３

月２９日の返事で，「前にもいったように，バー

デン・バーデンでゾンバルトと取り組んで，何

ができるか，様子を見ることにします。まず，

私は彼の仕事を研究して見つけた長所を引き立

たせるよう尽力するつもりですが，結果はどう

なりますか，なんともいえません」と書き送っ

た。

しかし，結局ブレンターノの書評はできあが

２２）ebenda, １６２（１０．１０．０３）. 挙げられている文献の
正式の題名は,Gooch, George Peabody, The
History of English Democratic Ideas in the Seven-
teenth Century, Cambridge U.P., １８９８（repr.
Harper Torch Books １９５９）; Weingarten,
Hermann, Die Revolutionskirchen Englands.
Ein Beitrag zur innneren Geschichte der eng-
lischen Kirche und der Reformation, Leipzig
１８６８ ; Bernstein, Eduard, “ Kommunistische
und demokratisch-sozialistische Strömun-
gen wärend der englischen Revolution des
１７. Jahrhunderts”, in: ders. u.a, Die Geschichte
des Sozialismus in Einzeldarstellungen, I-2（Die
Vorläufer des Neueren Sozialismus）Abschnitt
５, Stuttgart,１８９５, S.５０７‐７１８. このうち，Wein-
gartenは，ブレンターノが，『倫理と経済』（１９０１）
ですでに注に挙げていた。

２３）ebenda, S.１９８（９. III.０４.）, S.２０６（２８. III.０４.）.
ブ レ ン タ ー ノ か ら ヴ ェ ー バ ー へ の 手 紙 は,
Lehmann（２００３）,５;Lehmann（２０１０）,９３. ヴェー
バーの,経済学者たちがゾンバルトのこの著作を
無視したことへの憤慨は，PEArchiv, XX,１９‐２０
（梶山訳１０７）〕にも繰り返される。「本書の特定
の歴史的テーゼと最初に，しかも根本的に，
ザッハリッヒな対決を試みたのは一歴史家〔ベ
ロー〕のみ」である，しかしその経済学的部分
への批判としての成果については，これを「表
面的」（platt）といい表しても決して失礼にはあ
たらない，と。また，この気持ちは，同１４日の
シュモラー宛書簡にも強く表現されている。
MGA, II-4, S.４１５.なお，１２月 １ 日に，ジーフェ
キング（H. Sieveking）へ依頼して断られてい
る。
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らず，５ 月２２日には，ヴェーバーはブレン

ターノにこう書き送っている。「われわれは，

ゾンバルトの件で，もうこれ以上貴方を苦しめ

『うんざりさせる』積もりはありません。しか

しこれまでの本格的な批判者は，すべて歴史家

で，みな〔ゾンバルトの本の〕第一巻の，誤れ

る地代仮説に狙いを定めてきました。この問題

は実際に決着がついたのですから，貴方がいっ

ておられた S．〔ゾンバルト〕の「手工業」概

念をめぐる議論こそが－貴方なら一言あるで

しょうが－非常に有益となるでしょう。そのう

え，第二巻の方も，まさに才気溢れる，しかし

あちこち論議の余地のある理論を含んでおり，

全体的方法の価値や，近代の経済精神（der mod-

erne wirtschaftliche Geist）の成立というもの

すごい問題－貴方がいつも非常に関心をいだい

ておられたような－に対する本書の基本的な考

え方について，貴方のご見解を伺うのがきわめ

て大事なことと思っております。〔S（ゾンバ

ルト）自身は，目下まったく別の問題に取り組

んでいますが。〕貴方が，適当なときこの件を再

度とりあげる決心をされることになれば，ヤッ

フェと私には心からうれしく存じます。」〔下線

は MGA でイタリック〕と結んでいる２４）。しか

し，結局その後も，ブレンターノのゾンバルト

書評は執筆されなかった。そのわけは－１０月

にアメリカから戻ったヴェーバーもやっとわ

かったところだが－別のところにあり，１９０５

年から，次節に述べるように，「商業の寄生

性」をめぐって，ブレンターノの厳しいゾンバ

ルト批判と反論の応酬となったことにより，

『アルヒーフ』誌での書評はもはや論外となっ

た。

ところで，この書評問題を最
�

初
�

に
�

正
�

面
�

か
�

ら
�

取
�

り
�

上
�

げ
�

た
�

レーマン（Hartmut Lehmann）は，2005

年に，この書評依頼の段階では，ヴェーバーと

ブレンターノの間で，ブレンターノがカルヴィ

ニズム＝ピューリタニズムと近代資本主義の成

立との関連を，ヴェーバーが，それについての

方法論的含意の究明に力点をおくという，一種

の分業関係が考えられていたのではないか，そ

して，ブレンターノの書評の流産を承けて，

ヴェーバーが自身でこの問題を全面的に取り上

げて執筆したのではないか，という大胆な推測

を表明している。たしかに，すでに述べたよう

に，ヴェーバー自身も，ブレンターノに，取り

上げるべき重要問題として，「資本主義精神の

創生」（Die Genesis des kapitalistischen Geistes）

さらにそれとの関連で，カルヴィニズム問題を

強調してはいたが，それはゾンバルトの著書の

なかではわずか２０頁たらずの小部分であり，

ブレンターノが書評でこれのみに大きな比重を

かけることは不可能であり，ヴェーバーもまた

－もちろん，ブレンターノの書評が出た場合に

は当然，その内容に違いはでたであろうが－こ

の自ら長年温めてきたこの問題を全面的に取り

上げる構想を捨てたとは考えられない。という

のは，ヴェーバー自身，ブレンターノの書評を

依頼したのちにも，『アルヒーフ』の第１８巻に

挿入された１９０３年１１月末の新しい版元のちら

しで，新編集者 ３ 名によるこの雑誌の新たな

出発に向けての創刊の辞に続く，新輯第一巻の

掲載予定論文に，その「カルヴィニズムと資本

主義」（Calvinismus und Kapitalismus）を予告

していたからである。事実，ヴェーバーは，ま

だブレンターノの書評の決着がつかぬ１９０４年

４ 月はじめには，このテーマを自分で扱う決

心をしており，『アルヒーフ』の版元ジーベッ

ク（Paul Siebeck）あての ４ 月１２日の手紙で

は，「客観性」論文を書き終えて送ったあと，

「プロテスタンティズムの倫理と資本主義精

神」（Protestantische Ethik und kapitalistischer

Geist）（下線，イタリック，石坂）に取りかかっ

ており，この仕事は非常に有望で，すでにいく

ばくか，進行している，と述べている。そし

て，８ 月のアメリカのセント・ルイスでの講

演の準備と平行して，この論文の前半を完成し

て印刷に回して，校正を済ませて出発したとこ
２４）ebenda, S.２２５.
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ろからも，すでに文献などもかなり手許に集め

て執筆の準備をしていたものと考えられる２５）。

２．ブレンターノによるゾンバルトの「商業資

本論」への批判

こうして，ヴェーバーからの依頼である，ゾ

ンバルト『近代資本主義』書評を１９０４年１２月

に最終的に断った後，ブレンターノは，１９０５

年１月から，古くからの知己で自由主義左派の

政党『自由思想連合』（Die Freisinnige Vere-

inigung）のリーダー，テオドール・バルト

（Theodor Barth）が主宰する週刊誌『国民』

（Die Nation）で，「商業はそれ自体寄生者か

－マルクス主義者などへのひとつの問－」（Ist

der Handel an sich Parasit? Eine Frage an

Marxisten und andere）を寄稿して，本来目指

していたゾンバルトの経済理論および歴史認識

への容赦ない批判を浴びせた。長年，社会民主

党正統派のマルクス主義の批判者であり続けた

ブレンターノは，この当時すでに，イギリスの

バーナード・ショーやウェッブ夫妻などのフェ

ビアン派と同様，労働価値説に対抗しうる自ら

の経済学の新しい理論的基礎としての限界効用

学派に接近しており，ドイツにおけるその先駆

者であるゴッセン（Hermann Heinrich Gossen，

１８１０‐５８）の，これまで忘れられ埋もれてきた

業績の復権につとめてきた。また，学問的にも

個人的にも，アルフレッド・マーシャルやパン

タレオーニ（Maffeo Pantaleoni）とも交流が深

かった。ブレンターノは，ゾンバルトの『近代

資本主義』を取り上げる場合，まずマルクスの

価値論，したがって商業資本論を引き摺ってい

るゾンバルトの理論と歴史認識に正面から挑戦

する必要を感じていた。彼は，限界効用学派－

ゴッセン，ジェヴォンズ，クールノー，さらに

オーストリア学派－の台頭によって，マルクス

の価値論は時代遅れとなり，フェビアン派も認

めるように，もはやそれは社会主義の前提では

なくなっている，とする。しかし，それはな

お，ゾンバルト『近代資本主義』に大きな影を

宿しており，それが，彼の資本主義の創生の学

説に決定的な原理的意義をもっているとする。

彼は商業資本を，二人の手工業者の間の交換に

際して，双方に寄生し，購買と販売で二重の，

超過利潤（Übervorteilung）を獲得する，寄生

者（Parasit）に過ぎないとしている。しか

し，ブレンターノは，かのリカードの比較生産

費説を引き合いにだしながら，国際貿易と同じ

ように，商人は，手工業たちの間での分業関係

を組織することによって－マニュファクチャー

における分業の編成とおなじように－生産性を

向上させることによって，そこから生じた利益

を報酬として受け取る，生産的な性格のもので

あると主張する。そして，商業資本が，資本の

派生的形態（abgeleite）ではなく真の形態，

商業企業が真に資本主義的企業であるとする。

これに対してゾンバルトが反論（「商人－寄

生者か－」）し，商業資本や商業企業の軽視はブ

レンターノの誤解で，自分は，『近代資本主

義』の著書 ２ 巻のほとんどをあげて，商業を

論じてきた，と反論し，またブレンターノのい

う商業による生産性の向上の概念があいまいで

ある点などをつき，ブレンターノも再度「商業

２５）Lehmann（２００３）, p.４ ; MGA, II.４, S.２１２. この
論文の標題は，Archiv, XVIII（１９０３）, Heft５の
巻末（S.４５６）に続く新出版元 Verl.B. Mohrの綴
じ込み，新編集者 ３ 人の連名による新雑誌への
移行予告に続く，第１９巻掲載予定論文一覧 Bis
Ende November１９０３für den XIX. Band des
”Archivs”in Aussicht genommene Abhand-
lungen.のなかに挙がっている。この点はすで
に，折原浩，「補訳者前書」（マックス・ヴェー
バー著，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」』，岩波文庫，１９９８年。）６頁の指摘するとこ
ろである。なお，ヴェーバーは，後年，１９１０年
に，ラッハファールへの反論のなかで，自分の
この研究は，決してゾンバルトの著作からの刺
激で初めて構想されたのではなく，すでに１２年
前の１８９８年に，講義（ハイデルベルク大学）の中
で展開していると指摘している。Weber, Antikir-
tisches, S.１５０，邦訳８８頁，田村（１９９６），２７‐８頁
注（８）。
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の生産性再論－知的と無知と－」を，ゾンバル

トが再度「『生産的』という概念と，『生産的

な』概念」で，技術的労働者の生産から派生し

たという意味での生産的という概念は，社会に

とって有益かどうか，したがって寄生的かどう

かとは別の概念であると，再反論して，結局議

論はすれ違いで終わったが，これはブレンター

ノが，やがて，１９１３／１６年に再びゾンバルト批

判に向かう，伏線となった２６）。

Ⅳ．ブレンターノ「ピューリタニズムと資本主

義」－『近代資本主義の諸起源』講演

（１９１３）とその出版（１９１６）－

さて，１９０５年以降，ブレンターノは，社会

政策や，自由貿易運動，さらには迫り来る戦争

の気配のなかでの，ヨーロッパの列強との間で

の平和と自由貿易の維持の活動，また，産業界

や農業団体を代弁する諸々の批判攻撃への反論

や法的対抗措置に明け暮れ，その後は，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』」の論文の関連でも，まったく発言

せず，またゾンバルトに対しても，論戦を打ち

切ったままであった。そして，１９０７年の，

ヴェーバーおよびトレルチに対するフィッ

シャー（K. H. Fischer）の，および１９０９‐１０年

のラッハファールによる批判の論戦にも，まっ

たく関与していなかった。そして，バイエルン

学士院を始めとする種々の公開講演でも，限界

効用学説や経済政策の諸問題に終始していた。

もちろん，ミュンヘン大学の講義では，理論

経済学や経済政策とならんで，古代からのヨー

ロッパ商業やイギリス産業革命をテーマとして

毎年続けられていたようであるが，１９１３年 ３

月１５日に「資本主義の諸起源」と題する公開

講演が行われたのは，歴史に関連した講演とし

ては，実に１０年ぶりのことで，あるいはそろ

そろ，定年退職を視野に入れて，まだけりをつ

けていなかったこのテーマ，とりわけゾンバル

トに関連して－彼はさらに，ヴェーバーに刺激

されて，１９１１年に『ユダヤ人と経済生活』，１９１３

年に『ブルジョワ－近代経済人の精神史－』を

発表していた－に，けりをつける意味もあった

かと思われる２７）。

とはいえ，１９１３年の講演は，近代資本主義

の起源を中世の十字軍時代にはじまる戦争経済

と，実物経済的軍事制度＝レーエン制から貨幣

経済的傭兵制度への移行，したがって商業と金

貸しと戦争に近代資本主義が認められるとする

もので，第 ４ 回十字軍までこのような発展を

認めないゾンバルトを批判してはいるが，ゾン

２６）この論争の，双方の論説は，巻末関連文献一覧 III
を見よ。ブレンターノが，いつ頃から限界効用
学説に関心を持ち始めたかは不明であるが，か
の方法論争当時，メンガーのゴッセンの先人と
しての業績無視は咎めており，二人は，ブレン
ターノのウィーン大学人事をめぐって当初険悪
な間柄であったが，すぐ和解し，１８９４年にはメ
ンガーが，ブレンターノ門下のボンの指導を快
く引き受けたほどである。Alred Marshallや
Maffeo Panteleoni,Beatrice Webbとの出会い
は，ライプツィヒ大学教授時代の１８９０年に，
リーズで開かれた『イギリス学術振興協会』の
大会に招かれた折である。Mein Leben,１５９. 邦
訳１７４頁。なお，ブレンターノは，１９０７年の講
演，『企業家』（Der Unternehmer）でも,経済な
いし市場の組織者として商業の生産性を主張し
ている。S.１０, 邦訳１７０。

２７）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』」が完成した１９０５年には，ブ
レンターノがかの社会政策学会のマンハイム大
会の主報告者のひとりとなり，ブレンターノは
いろいろ忙殺され，その後も，その学問的活動
は，限界効用学説など理論経済学やマルサス人
口論，ロンドンの自由貿易会議など多方面に及
んでいる。Mein Leben,２７１‐７２,２８１‐９２,２４９‐５６,
邦訳２８０‐９０,３０８‐０９,３２１‐３１。

なお，１９１２年の，社会政策学会の自由主義左
派の結集の試みをめぐっての，ブレンターノと
ヴ ェ ー バ ー の「絶 交」と 和 解 は，中 村 貞 二

（１９７２）， Lindenlaub, II, ４２４.これらのテーマ
は，ひとつひとつ詳しく論ずるべきものであ
り，筆者の能力を超えるので，ここでは立ち入
ら な い。な お，フ ィ ッ シ ャ ー お よ び ラ ッ ハ
ファールとの論争については，付論 ２，および
関連文献一覧 IVを参照。
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バルト批判自体を表に掲げておいたわけではな

かった。しかし，ブレンターノは，１９１６年，

この講演をバイエルン学士院公開講演シリーズ

の一冊として公刊するにあたり，これに三つの

付論（Exkurs）－量としては本文を優に超え

る－を加えており，全体としてゾンバルト批判

の色彩が極めて強くなった。すなわち，Ⅰ．

「経済単位の概念とその変遷 について」（Über
Begriff und Wandlungen der Wirtshaftsein-

heit），Ⅱ．「第 ４ 回十字軍」（Über die vierte

Kreuzzug），Ⅲ．「商業・ピューリタニズム・

ユダヤ人と資本主義」（Handel, Puritanismus,

Juden und Kapitalismus）であり，そのうち，

Ⅲの第 １ 論文と第 ３ 論文がゾンバルト批判

で，Ⅱも間接的には関わっているが，Ⅲの第

２ 論文（「ピューリタニズムと資本主義」（Puri-

tanismus und Kapitalismus）が，ここでとりあ

げるヴェーバーの「プロテスタンティズムの倫

理と資本主義の《精神》」の批判である。これら

は，後１９２３年，ブレンターノの経済思想史関

連 の 論 文 集『歴 史 に お け る 経 済 人』（Der

wirtschaftende Mensch in der Geschichte）で

は，それぞれ独立の章として再録されている。

ブレンターノの『近代資本主義の諸起源』（１９１６

年）は，殆どがゾンバルトの『近代資本主義』

初版（１９０２年）およびその続編である，『ユダ

ヤ人と経済生活』（１９１１年）批判に力点を置い

たものであり，とりわけ中世の地中海商業の復

活と，ヴェネチアやジェーノヴァのような商業

都市の成長のなかで，資本による無制限の利益

追求と資本主義精神が誕生したとしている。た

だし，彼はヴェネチアやジェーノヴァの場合に

も，植民地征服と奴隷制プランテーションを含

む経済的搾取を描いており，これはスペインや

ポルトガルの海外植民地帝国を髣髴させ，いか

にそのシステムをイタリアから受け継いだかを

如実に物語っている。それゆえ，近代資本主義

の定義，また資本主義精神の内容も，最初から

ヴェーバー（およびトレルチ）と大きく食い

違っているのは，改めていうまでもない２８）。

このなかでの，ブレンターノのⅢ‐２論文

は，標題が示すように，イギリスのピューリタ

ニズムと資本主義の勃興を論じたものである。

その基礎となったのが，自分のかつての講演，

「歴史における倫理と経済」で展開された，キ

リスト教の倫理思想からの経済活動の解放の二

形態，すなわちトマス・アキナスの妥協的教義

から，さらにマキアヴェッリにいたる異教的解

放の思想，これに対する宗教改革者，とりわけ

カルヴァンの，キリスト教に基礎を置く解放

で，冒頭，数頁にわたってその論旨を再説し，

それとの関連で，その後発表された，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》」を紹介し批判する。ただし，ブレ

ンターノは，ヴェーバーの論旨紹介では，いか

なる意図によるかはわからないが，彼ならば当

然さまざまの異論を唱えそうな第 １ 章の「信

仰と社会層分化」の，同時代のドイツにおける

プロテスタンティズムとカトリシズムの経済的

活動や社会的キャリアとの関連の紹介は全く省

いたままである。また，カルヴィニズムと

ピューリタニズムの関係，予定説と世俗内禁

２８）ブレンターノは，この出版の動機について，「前
書き」で，自分の講演が，通説的見解とは大き
くかけ離れているため，これを正しく理解して
もらうため，膨大な史料を添えた付論を執筆せ
ねばならず，大学の公務に加えて，次々ふりか
かる戦時のいろいろの困難な仕事を果たさねば
ならず，執筆は延び延びとなったが，昨冬学期
に休暇をもらってやっと完成したとしている。

なお１９１３‐１４年の段階では，ブレンターノと
ゾンバルトの関係が，特に険悪になった様子は
なく，ブレンターノは，１９１４年に執筆した前掲
論文（Verhütung）では，Sombart, W., “Die Ent-
stehung der kapitalistischen Unternehmung”,
Archiv, LXI（１９１６）,２９９‐３３４とほぼ同じ時期に，
『アルヒーフ』に掲載されている。ゾンバルト
の勇み足のイギリス批判『商人と英雄』（Händler
und Helden. Eine patriotische Besinnung,
Leipzig，１９１５）がどのように影響したかは，ブ
レンターノ自身はなんら触れていないが，１９３１
年，最晩年の自伝には，ゾンバルトはまったく
といっていいほど登場しない。
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欲，職業労働との関連については，ヴェーバー

を紹介してはいるが，ドイツの敬虔派も含めた

教派（ゼクテ）はあまり取り上げず，イギリス

のバプティズムやメソティズムには，小商人や

労働者の宗教として言及するにとどまってい

る。また，高賃金の経済論とも関係するが，

ヴェーバーが，禁欲的プロテスタンティズムに

よって，市民的企業家が，「冷静で良心的で，

すぐれた労働能力をもち，神の喜び給う生活目

的として労働に精励する，そうした労働者さえ

も，彼の掌中にあたえ」られた，とする議論も

そのまま紹介している２９）。

ブレンターノのヴェーバー批判の論旨は，多

岐にわたり，あちこちで重なり合うため，整理

が容易ではないが，もっとも重要な論点とし

て，次の四つが挙げられる。

第一は，ヴェーバーの「資本主義の『精神』」

（Der 》Geist《 des Kapitakismus）の概念規定

への異論である。ブレンターノによれば，「資

本主義精神」（der kapitalistische Geist）と

は，通常，「できるだけ多くの利益追求」とし

て理解されており，中世イタリアでも，古代か

ら引き続き重要な役割を担った商業のなかで，

資本主義精神が生まれ，とりわけ教会への喜捨

と貧者への施しによるキリスト教の倫理との実

質的妥協が果たされ，資本の集積もそれなりに

進んでいた。しかるに，ヴェーバーのいう「資

本主義の『精神』」では，「倫理的色彩を有する

生活原理という性格を帯び」ない場合には，こ

れを資本主義精神から除外し，カルヴィニズム

によってはじめてそれが登場したといっている

が，それは，こうした「異教的解放」を無視す

る，「論点の先取り」（petitio principii：証明す

べきことを前提として議論を展開すること）に

他ならない，とする。さらに，イタリア諸都市

の衰微と，オランダ，イギリス，スコットラン

ドなどのカルヴァン派の諸国の経済的勃興，あ

るいはカルヴァン派の集団の散住 Diaspora と

は，関係がない。（宗教的少数派の散住による

新たな経済活動は，カルヴァン派だけとは限ら

ない－カトリックの北イタリア出身のブレン

ターノ一族の例を見よ！－し，これらカルヴァ

ン派の散住も，資本主義への発展の経済的機会

のあるところへ移住したのであって，彼らの散

住が資本主義を生み出したのではない３０）。

しかし，ブレンターノは，カルヴィニズムを

はじめとする禁欲的プロテスタンティズムが，

中産層の熱烈な事業精神と結びついて，その経

２９）ここでのブレンターノの引用頁は，ヴェーバー
との照合の便のため，Die Anfänge（１９１６），１１６
‐５７による。邦訳は，田中善治郎氏の全訳「清教
主義と資本主義」，ルヨ・ブレンターノ著・田中
善治郎訳『近世資本主義の起源』所収がある
が，それに先立って大塚久雄教授の手で，最初
の三分の一ほどが訳され，法政大学経済学部紀
要に掲載された（後出，１２６。筆者はその存在を
斉藤英里氏のご教示ではじめて知った。）この訳
は，残念ながら未完のままで，訳者解題はない
し，訳注もほとんどないが，２ 箇所ほど，ブレ
ンターノのヴェーバー紹介の誤りや不適切な部
分の指摘がある。

３０）ネーデルラント系プロテスタントの散住につい
ては，石坂（１９９６）を参照。その意 義 に つ い て
は，まずゾンバルト（Der moderne Kapitalis-
mus,３８０）が，Gothein I,６７４「カルヴァン派の
散住は，すなわち，資本〔主義〕経済の育成所
である Pflanzschule der Kapitalwirtschaft」
を掲げ，ヴェーバーも，これを同じように引用
する。Archiv, XX, ９, 大塚訳，１９。ただし，
Gotheinの挙げていたのは，商業都市として建
設されたマンハイム，装飾品加工のプフォルツ
ハイム（Pforzheim）と，梳毛毛織物工業の中心
地カルフ（Calw）のみである。ヴェーバーはその
後，むしろニーダーライン地方のカルヴァン派

（およびメンノー派）の，１８世紀における産業活
動の方を重視し，いずれ新版ではその資本主義
の精神をも正面から扱うつもりであったが，１９２０
年の加筆でも，ほとんど実現していない。

ブレンターノ家の一族の祖先は，ヴェーバー
の主張とは異なって，金融業や高利貸として中
世に移住したイタリア人ではなく，近世に北イ
タリアのコモ湖畔 Tremezzoから来住し大市フ
ランクフルト・アム・マインを本拠とする遠隔
地貿易商人であり，最後には，自由帝国都市フ
ランクフルトに定住し，市民権を得た。ただ
し，フランス革命期まで，ルター派都市のなか
では非公認宗派のカトリック系経済市民層であ

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 167109（ ）
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済的上昇を支えたことは認める。ブレンターノ

は，ヴェーバーは，ピューリタニズムの職業教

説が，牧師たちの生きた経済的環境の反映であ

るという考え方を拒否するが，バックスターが

活動したキダーミンスターのように，あるい

は，鋳掛職人バニヤンの書（The Life and Death

of Mr. Badman,１６８０．ここでは，できるだけ廉

く買って高く売る商行為と利益が是認されるか

という問いに対して否定的答えしか出していな

い）に描かれているような信徒たちは，決して

資本家たちではなく，中小の中産階級や労働者

たちであった。それゆえ，ピューリタニズムの

教説は，決して「資本主義的」ではなく「伝統

主義的」であり，「中産階級への指針」（Mittel-

standspolitik）である３１）。（なお，ヴェーバー

は，クロムウェルの資本主義的性格の論証とし

て，職業濫用の改革を求める書簡，あるいは，

アイルランド人の蜂起に対して，反論として，

イングランド人による長年の巨額の投資の恩恵

がこの度の武装蜂起で危殆に瀕していることを

挙げているが，それも決して，資本主義的とは

いえない。）３２）さらに，ヴェーバーが用いる，リ

チャード・バックスターの所説も，職業労働を

勧告し，怠惰や享楽に対して熱心に警告をなし

ているが，これがただちになにか資本主義的で

あるというわけではない。彼が，職業選択の基

準として，第一にその職業の道徳性，第二にそ

の生産する財の全体に対する重要性，第三に，

「私経済的収益性」を挙げているのに，ヴェー

バーは，この順序を無視して，この「私経済的

収益性」を，「実践的にはもちろんいちばん重

要なもの」として挙げているが，それは恣意的

変更である。そして，これは決して資本の利用

や，最大限利潤を目指した努力を含めたもので

り，ヴェーバーの母方の曽祖父，ユグノー＝カ
ルヴァン派の，スーシェー（Souchay）家同様，
政権や公職からはまったく締め出されていた。
両家は，１８世紀末には文化的カトリックないし
プロテスタントとして宗派を超え交流し，有力
な啓蒙市民層を形成していた。Roth（２００１）, ６４‐
６６．

３１）この伝統主義（Traditionalismus）という用語
法は，言うまでもなくヴェーバーとは異なっ
て，資本主義的（「無限の営利追求」）ではない意
味である。ここで引用されているバニアンの原
文は，用いられた版の原典が参照できなかった
のでまだ確認していない。なお，ヘルマン・レ
ヴィー（Levy,１９１２, S.６２）は，ヴェーバーを支持
する立場で，カルヴィニズムをはじめとする禁
欲的プロテスタンティズムと，middle classの
親和関係を強調し，William Wood, A Survey of
Trade（London,１７１９）,１１１‐１２を，Diejenigen,
welche von der Landeskirche abweichen,
gehören zumeist den niedrigenKlassen an.:
es sind Mechaniker, Handwerker, Manufak-
turbesitzer（下線，石坂）．「非国教徒は，大抵，
比 較 的 低 い 階 層－た と え ば，マ ニ ュ フ ァ ク
チャー経営者，職人，手工業者など－に属す
る」と訳して引用しているのに対して，ブレン
ターノは，わざわざこれを，Those who differ
from the Established Church are generally

of the lowest rank-mechanics, artificers
and manufacturers という原文に戻して，もっと
低い階層を印象付けている。S.１４６ und Anm.２.
ちなみに，manufacturerは，もちろん最上層に
は富裕な工房ないし問屋制家内工業経営者も含
まれるが，最下層は労働者とあまり変らない小
生産者まで，切れ目なく続いている。Mechanics
は，機械職人ではなく，徒弟修業を了えた裕福
な雇い職人のことである。（トムスン，邦訳，
１１６１，訳注３．）

３２）この箇所の原文は，Be pleased to reform the
abuses of all professions; and if there is
any one that makes many poor to make a
few rich, that suits not a Commonwealth（
Oliver Cromwell’s Letters and Speeches with Elu-
cidation by Thomas Carlyle, London,１８９４, Vol.
II.４６，下線は石坂）で，スコットランド軍を粉砕
したダンバーの戦いの勝利の報告のなかに挿入
されて突然登場するので，前後の脈絡から，こ
の真意が，反独占の要求かどうか判断できない
し，こ こ で の「専 門 職」（profession）（ヴ ェ ー
バーは Berufと訳しているが）が何を指すか，こ
れだけでは不明である。アイルランドについて
は，ヴェーバーも認めている通り，この種の征
服の正当化の文言は，すでにイタリアの都市国
家の時代から，セシル・ローズにいたるまで，
いつも用いられており，これをもってクロム
ウェルの「資本主義の精神」の表現の例示とす
るには，確かに無理がある。
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はない３３）。

こうした議論の末，ブレンターノは，－トレ

ルチをそのまま引用して－「イングランド〔お

よびその移住地である北アメリカ，そして世俗

から隔絶し，この分離のおかげで信仰と経済的

労働しか残されていなかった小さな教団〕の

ピューリタニズムにおいてのみ，『かの事業精

神（Geschäftsgeist）が形成された。それは，

合理的な分業経済，時間の体系的な利用，可能

な限り公正な利益を高め，それを普遍的目的の

ために利用することを，敬虔なキリスト教徒と

善良な市民の責務となし，それによってもちろ

ん，神を，予定を司る（prädestinierende）世

界意思の高みから，その選ばれしものの職業へ

の忠実さに現世と天国での恵みを授ける雇用主

の地位まで引き下げている。このことは，古い

ジュネーヴのカルヴィニズムに比して，その行

為主義〔業による救拯の要求〕（Werkheilig-

keit），律法主義（Gesetzlichkeit），事業の尺度

で物事を計ること，などの点で，たしかに強く

表に現れている。・・・ジュネーヴ自身でも，

つねに〔政治的関心と〕同時に知的関心の強

かったユグノー派，アルミニウスの教えに染ま

りルネサンス文化に傾倒していたオランダの富

裕層でも，そして農業的＝貴族的ハンガリーで

もまったく，こうした発展は生じなかった。』」

とする。（『 』は，トレルチ。）３４）

ブレンターノの第三の論点は，職業理念の問

題である。それは，「世俗的労働を，神に仕え

るために遂行する行為と考える見解が，プロテ

スタンティズムによって初めて生じたと言う主

張は，私は専断だと思う。」とするところにあ

る。最初，修道院生活の中に止まっていたこの

「召命」（vocatio）の観念は，ベネディクト派

やアウグスチヌス派の修道会を通じて，勃興し

つつあった都市，とりわけ手工業ツンフトに広

まって，その職業義務の履行が，公共の福祉

（das gemeine Wohl）や公益（der gemeine

Nutz）の促進のための，ツンフト組織の権利

でありかつ義務であるとされた。宗教改革者に

よってこの教義は，職業履行一般に広げられ，

職業における弛まざる労働と節倹とに宗教的感

激という支えを提供し，とりわけ，スペインの

圧制，スチュアート王朝や王党派の絶対主義に

対する市民階級の闘争において，実を結ぶこと

にならざるをえなかった。そして，「十字軍以

３３）バックスターの信徒の経済活動への指針，チャ
ンスがあれば，これを放置せず公正な利潤を得
るのは，神の管財人（steward）としての義務で
あるとする観点については，今関（１９９６），９２‐
９３，梅津（２０１０），２８３‐６などを参照。バックス
ターの主張は，私経済的収益性のために，公益
や道徳性を犠牲にすべきと主張したわけでなく,
両者の調和を重視し，また可能と信じていたは
ずである。なお，もともと都市的性格の強かっ
た初期カルヴィニズムには－ルター派ほどでは
ないにしても－，ツンフト手工業者層との親和
関係は強く，ツンフト自体を正面から否定して
はいなかったし（ただし，アーヘンのように，カ
トリックの再征服によってツンフト加入資格を
奪われた場合は別である），都市教会として体制
化したオランダでは，なおのことそうであっ
た。この点で，バックスターの，積極的な職業
変更や兼職による適切な経済活動の選択の教え
は，非常に画期的な，信徒の活動した環境を反
映した重要な指針であるが，ブレンターノは特
にこの点には触れていない。

３４）Puritanismus, １４７. 邦訳２０７。この個所は，
ラッハファールが，トレルチの曖昧な点の指摘

（Rachfahl,“Kalvinismus und Kapitalismus”,
Winckelmann, S.９５）として引用したが，出典を
書き落とした。このため，ブレンターノは，
ラッハファールから間接引用しているが，これ
は Troeltsch（１９０９,Kiritische Gesamtaus-
gabe, ２８２－８３に再録）による。ちなみに，ブレ
ンターノの引用では，重要な〔 〕の部分が脱
落している。なお，ここでの，「古いジュネーヴ
のカルヴィニズム」は，ラッハファールが，「資
本主義」と誤って引用しているのを，トレルチ
の原文通り訂正。同じく，ラッハファールへの
反論「カルヴィニズムの内的な宗教的＝倫理的
編成が，この方向で有力に作用し，近代資本主
義の基本的類型の重要なひとつの，市民的＝
ピューリタン的資本主義，とりわけイングラン
ドとアメリカの資本主義を本質的に規定するひ
とつの力となった」Troeltsch（１９１０）, Winckel-
mann, S.１９０. 下線，石坂。
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後，資本主義精神は，別してイタリアの商人階

級のあいだで，またジャック・クールのフラン

スやフッガーのドイツ，及びルターが罵った大

独占会社のあったドイツ，しかもなお，ネーデ

ルラントやイングランドでも，営利でも，人生

享楽のあらゆる領域での最も大規模な創造活動

においても，高度の展開に達していた。この資

本主義精神に対して，北西ヨーロッパの一隅

で，芸術を解しない気質（Banausentum）と

その生活態度が，倫理的＝宗教的基礎の役割を

果たしたことは，まったく注目すべき珍しい現

象（Curiosum）で あ る。そ れ は，こ の 北 西

ヨーロッパの一隅で，小市民階級（Kleinbürger-
tum）が，王権と貴族支配に対して闘争し一時

的にこれに勝利を収めたという事実から説明さ

れる。この闘争のなかで，これらの小市民階級

は，効果的職業労働が神を称えるもの（Ver-

herrlichung Gottes）であると宣言し，貴族的

存在を，神の栄光を損なうものとして拒否する

教え（そこに彼らの強みもあった）のなかに強

力な支えを見出したからである」として，（S.

１４６，邦訳２０４。下線，石坂，訳文一部変更）

ピューリタン革命の大きな遺産を評価する３５）。

そのうえで，ブレンターノは，クロムウェルの

独裁の崩壊後のロックなどの経験主義哲学と経

済学が誕生し，またローマ法がそれに代わっ

て，資本主義精神の普及に役立ち，外国貿易か

ら，工業，そして最後は農業にまで浸透し，そ

の富を築いたひとびとは，それを資本として活

用しつつ最大限の利潤を目指すようになった，

と考える。そして，事業で成功を収めたピュー

リタンが，資本家になるやいなや，これまでの

自分の世界に背を向け，大商人や地主の生活様

式に倣うようになった，とする３６）。

最後にブレンターノが多くの行を割いて論ず

るのが，ヴェーバーが「資本主義の『精神』」の

実例として挙げる，ベンジャミン・フランクリ

ンの思想である。ヴェーバーは，フランクリン

の「資本主義の『精神』」が，もはや宗教的基礎

付けを失ったものではあるが，ヤーコプ・フッ

ガーの場合と異なって，倫理的色彩をもつ生活

の原則とし，それがたたえている雰囲気は一定

の宗教的観念と密接な関連を示している，とし

ている。彼は，ボストンの蝋燭・石鹸製造業者

であり，長老派教会の信徒である父から，とり

わけ繰り返し聞かされた，ソロモンの『箴言』

（２２．２９）「汝その天職に励む人をみるか。斯か

る人は王の前に立たん。かならず賎者（いやし

きもの）の前に立たじ」によって，勤勉こそが

富裕と栄誉をうる途であると信じて励まされて

きたことを自伝で書き記していた。しかし，ブ

レンターノは，このように若者を励まして職業

３５）中世都市のツンフト手工業者の間に，Berufの
概念が実質的に定着していたか，そしてルター
のドイツ語訳による職業＝召命の定着にどれだ
け貢献したか，という問題は，フランス・カル
ヴィニズムにおける聖書の翻訳と職業理念の問
題とともに，なお検討すべき課題が残されてい
る。

ヴェーバーは，「プロテスタンティズムの教派
と資本主義の精神」の改訂版（１９２０年）末尾の注
で（おそらくブレンターノを意識して），中世都
市のツンフトにも，禁欲的プロテスタント諸教
派の教会規律に似た統制があって，その成員一
般の一般的倫理的水準を統制していた，しか
し，ツンフトが，職を同じくするものの競争制
限であり，教派（ゼクテ）は，信仰を同じくする

ものを，もっぱら形式的な公正さならびに方法
的な禁欲で，成員の生活を統制した，と述べて
いる。GARS, I,２３５;中村貞二訳,１１３‐１４.

３６）ブレンターノは，事業で成功し富裕になったか
つてのピューリタンが，１８世紀には己の宗派を
棄てて国教会に帰属し，地主や大商人の生活様
式を真似ているさまを，Leslie Stephen, The
English Utilitarians, London,１９００, Vol. I, p.２０
に依拠して描き，非国教徒にとどまっているの
は，大資本家と闘っていたメソディストの労働
者や，小売商のバプティストだけであるとして
いる。ヴェーバーが構想した「資本主義の『精
神』」に相当するエートスの問題は，名誉革命以
降の国内での政治＝法制＝経済改革による自由
競争体制の勝利，経験主義哲学や新しい経済思
想に解消されているようである。もちろん，ブ
レンターノは，低教会広教主義の経済倫理のこ
となど念頭にはなかったようである。この点に
ついての興味深い指摘は，山本通「M. ヴェー
バーの『倫理』テーゼを修正する」（下），２７‐３０。
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上有能なものに仕立てようとするのは，特段，

ピューリタニズムのような特定宗派に限られた

ものではないし，また「資本主義の『精神』」に

継承されたものではなく，むしろ中世のツンフ

ト手工業者の自負にふさわしいものであっ

た３７）。ヴェーバーも，フランクリンは，すでに

早くから長老派を退き，独特の理神論的信条を

考案していたことは認めていたが，もはや宗教

的基礎付けを失った「資本主義の『精神』」にお

いても，「『有益』と善行の一致の原因」につい

て，これが神の啓示，神が彼に善行をなさしめ

ようとする考えに由来するもの」としていた。

ブレンターノは，このようなヴェーバーの議論

には反対し，ある行為が禁ぜられているのは，

その本性からして有害だからで，命じられてい

るのは有益だからであるとする。フランクリン

は，「ウェーバーが，フランクリンに関して，

『彼の倫理の最高善』（summum bonum）と

もいうべき，一切の自然な享楽を厳しく斥けて

ひたむきに貨
�

幣
�

を
�

獲
�

得
�

し
�

よ
�

う
�

と
�

す
�

る
�

努
�

力
�

は，幸

福主義や快楽主義などの観点を全く帯びてい

ず，純
�

粋
�

に
�

自
�

己
�

目
�

的
�

と考えられているので，こ

の倫理的最高善は，各
�

個
�

人
�

の「幸福」や「利

益」といったものと対立して，ともかくまった

く超越的な，また非合理的なものとしてたち現

れている」と語るのは正しく真実に反するので

ある」（S.１５０‐５１，邦訳，２１０‐１１）とする。ブ

レンターノは，フランクリンが，「富を築くた

め，生活の一切の快適な生活，同じ仲間の市民

たちへの敬意や慈愛にみちた親交という楽しみ

を諦めた守銭奴を識っておれば，私は，哀れな

奴よ，お前は自分の笛のためあまりに多くをあ

たえすぎているのではないか？という」。ま

た，他日，奢侈の対象をえて享楽すると言う望

みが，労働と勤勉の最高の刺激である」とし

て，奢侈も必ずしも否定していなかった，とす

る。（S.１５１‐５４，邦訳２１１‐１４）３８）

こうして，ブレンターノは，ピューリタニズ

ムが大量現象としての資本主義精神を生んだと

いう説は支持しがたいが，ピューリタニズムの

恩寵論が，すでに資本主義の発展が生じている

場合には，信徒の資本主義精神への障害を排除

し，その普及を強力に支援したことは否定さる

３７）フランクリンの自伝に登場する，父親のソロモ
ンの『箴言』の教え（邦訳，松本慎一・西川正身
訳，岩波文庫，１５２）では，diligent in his calling
となっている。ちなみに，すでにヴェーバーや
ブレンターノが指摘するように，ルター訳では
behend in seinem Geschäfteで，１６１１年のイ
ギリス国教会の欽定訳では，diligent in his busi-
nessである。なお，オランダ・カルヴァン派教
会による，当時としては最高の，神学者やヘブ
ライ語，アラム語，ギリシャ＝ラテン語の専門
家を総動員した，ドルトレヒト教会会議の議決
に 基 づ い て 計 画 さ れ た 公 式 訳（連 邦 議 会 訳
Statenvertaling,１６３８）でも「業に巧みなるも
の」（vaardig in zijn werk），となっている。た
だしカルヴァン派とツヴィングリ派が合同した
ドイツ＝スイス改革派教会（Die Reformierte
Kirche）のドイツ語聖書では，今日まで，「その
天職に巧なるもの」gewandt in seiner Berufe

（下線，石坂）という訳であったから，あるい
は，この－business に代わり－callingと訳し
た非公認の英語版ジュネーヴ聖書の別の版が存
在 し た 可 能 性 も あ る。マ サ チ ュ ー セ ッ ツ の
ピューリタンの間でそれが実際に用いられてい
たのか，あるいはフランクリンが独自の解釈を
織り込んだものなのかどうかは，まだ確認でき
なかった。ちなみに，「王の前に立つ」というの
は，オランダ語旧約聖書の注解では，「王に召抱
えられる」，あるいは「仕える」という意味のよ
うである。

このほか，フランクリンが６０年余りを過ごし
たフィラデルフィアと，ウィリアム・ペンはじ
めクウェーカーリズムからの影響については，
寺崎宣昭（１９９６）を参照。

３８）Franklin, A Dialogue… concerning virtue
and Pleasure（１７３０）; do. ,To Madame Bril-
lon（Letter and Printed Bagatelle, The
Whistle, Passy, printed by Benjamin
Franklin, April,１７８０）.

なお，ヴェーバーが，素朴な唯物史観を否定
し，繰り返し，こうした資本主義の精神が，
ニューイングランドでもペンシルヴァニアで
も，資本主義の発展の所産ではないとしている
が，その意味するところは，宗教改革以前の，
フランドルやイタリアのような，ひとつの〔部
分的〕制度としての，剰余価値追及の機構＝
「資本主義」のことをいっているのであり，こ
こでの小生産者や農民の市場経済の環境の反映
を否定したものではない。Weber, Replik auf
Fischer, II,Winckelmann,４７.

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 171113（ ）
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べくもない，ことは認める。

Ⅴ．ヴェーバーによる反論

さて，ヴェーバーは，ようやく１９２０年に

なって，「プロテスタンティズムの倫理と資本

主義の『精神』」論文を『宗教社会学論集』第

１ 巻に収録する際，冒頭の脚注で，これまで

反論してこなかった，ゾンバルト３９）とブレン

ターノの批判に，注で論及するむね表明し，ま

たブレンターノが，自分のラッハファールへの

２ 度目の反論を参照していないことに不満を

表している。注の挿入個所は１２に及ぶが，む

しろもっとも重要な指摘は，「資本主義」およ

び「資本主義の『精神』」の概念の問題である。

ヴ ェ ー バ ー は，『宗 教 社 会 学 論 集』序 言

（GARS, I ,S. 4, Anm. 1；邦訳１１，１３）で，

「われわれのばあい「資本主義的」経済行為と

は，交換の可能性（Chancen）を利用しつくすこ

とによって利潤獲得を期待する，そうしたところ

に成り立つような，したがって（形式的には）平
�

シャーンセン

和
�

な営利の可能性の上に成り立つような経済行為

である。（形式的にも現実的にも）暴力によって

行われる営利はそれ独自の法則にしたがうもので

あって，これと，（究極的に）交換，による利潤

獲得の可能性を目指しているような行為とを同一

の範疇に属せしめることは・・・まず当をえたこ

とではないであろう。＊

＊注）この点や他の若干の点は，わが尊敬する

碩学ルヨ・ブレンターノ（の後段で引用する著

作にみられる見解）と私と意見の分かれるとこ

ろである。まず，両人のあいだでは術語が違っ

ているし，さらに事実についても認識が異なっ

ている。およそ貨幣利潤追求の努力のすべて，

同じ営利でも他の諸形態とは対立の関係にたっ

ているような〔厳密な意味での〕略奪的な営利

と工場経営による営利のようなまったく異質的

なことがらを同一範疇に属せしめたり，さらに

また。およそ貨幣利得追求の努力のすべてを，

同じ営利でも他の諸形態とは対立関係に立って

いるような〔厳密な意味での〕資本主義の「精

神」と同一の名称で呼んだりすることは，私に

はどうしても当をえたこととは考えられない。

というのは，後者のばあいには，概念の厳密さ

が失われてしまうし，前者の場合には，何にも

増して，他の営利の諸形態と比較しつつ西洋の

資本主義に独自なものを浮彫りにする可能性が

失われてしまう，と私には思われるからであ

る。」

としたうえで，

「残念ながらブレンターノも前掲書で，あらゆる

種類の（戦争によると平和的手段によるとの別な

く）利潤追求をごっちゃにして，（たとえば封建的利

潤追求に対立する）「資本主義的」利潤追求の決定的

特徴として，貨
�

幣
�

（土地ではなく）への指向という

点だけを取り上げる。そして，さらに立ち入った区

別－それによってはじめて明瞭な概念が得られるに

もかかわらず－を斥けるばかりか，当面本書の研究

目的のため構成された（近代！）資本主義の「精

神」という概念についても，私には全く不可解なこ

ういう主張を行なっている。ウェーバーは，これか

ら証明されるべきものをすべて議論の前提としてい

る，と」（『倫理』，邦訳文庫版，６２，注 ２）

と反論する。

第 ２ 点が，フランクリンと資本主義の「精

神」をめぐっての反論で，「ブレンターノは，

この記述をもとにして，世俗内禁欲が人間のあ

いだに作り出していった「合理化と訓練」につ

いて，後段〔第 ２ 章第 １ 節〕で私が展開して

いる議論を批判している。そのような合理化

は，『非合理的生活』への『合理化』となる，

というのだ。たしかにその通りだ。『非合理

的』というものは，それ自体として言われてい

るわけではなく，つねに特定の『合理的』な立
�

場
�

からして言われているのだ。」（『倫理』，同，
３９）なお，ヴェーバーによる，ゾンバルトの，『ユダ

ヤ人と経済生活』や『ブルジョア』などその後
の著作に対する批判については，詳しくは，諸
田（１９９６）参照。
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邦訳４９‐５０，注 ３）

第 ３ に，ブレンターノは，こうした〔世俗

内禁欲から資本主義の《精神》への〕発展が

「単にアングロサクソン的なもの」にすぎぬと

考えているが，それはまったく誤っている。自

分が，バックスターなどをここで選択したの

は，「１７世紀後半の功利主義への転換の直前に

ある禁欲運動をできるだけ明らかにしたいと

思ったためであり，考察をそれだけに限ろうと

したためではない」として，ヘイスベルト・

フート（ウォエティウス）（Gijsbert Voet〔Gis-

bertus Voetius〕やオランダのバプティスト

派，あるいはユグノーその他大陸における世俗

内禁欲の代表者たちのものも，引用しようと思

えばできたのだ，としており（邦訳２９１．注

３），さらに，「ゾンバルトとブレンターノは，

まさしく顕著な『エビオン派』的要素だと私が

考えているものをバックスターから抜き出し

て，私とは正反対に，彼の教説が明らかに（資

本主義的に）『遅れていること』の証拠だと考

えているが，これは大変不幸なことだった。」

（邦訳２９４，注 １）とする。

この間，ブレンターノの後を受け継いでミュ

ンヘン大学で再び教壇に立ったヴェーバーが，

しばしば訪れてくるブレンターノとの間で，こ

の問題ではどんな議論を交わしたか不明であ

る。そして老教授ブレンターノは－ヴェーバー

には大いに迷惑だったろうが－，２０歳年下の

ヴェーバーの経済史の講義を，自分の弱点を補

うためにと思って，わざわざ聴講している４０）。

この間，あまりに慌しいヴェーバーの急死で，

両者の直接のやり取りはもはや終わりとなった

し，１９２３年に刊行された彼の経済と宗教問題

に関連した論文を集めた『歴史における経済

人』（Der wirtschaftende Mensch in der

Geschichte）では，「ピューリタニズムと資本

主義」の章では，ヴェーバーに関連した加筆や

訂正のあとはまったく見られない。ただ，

ヴェーバー亡きあと，再びミュンヘン大学とハ

イデルベルク大学の教壇に立ち，イギリス経済

史を講じることとなったブレンターノが，１９２６‐

２７年に眼病を押して ４ 冊の浩瀚な『イギリス

経済発展の歴史』を出版するが，そのなかでは

ピューリタニズムが，正当な手段による富の獲

得への心理的障害を取り除いたとして，前著の

表現を次のように改めている。「敬虔なカト

リック教徒が事業で成功しても，教父の教えに

したがえば，その富にはなお，なにがしかのや

ましさを認めねばならず，それは慈善によって

贖うべきものであった。それに対して，成功し

たピューリタンは，成果ある週の終わりの日曜

日には，誇らしい意識をもって教会に入った。

すなわち自分が事業をうまくやっただけではな

く，神の恩寵が授けられていること，すなわち

自分への敬意が，自分の裕福さに由来するだけ

でなく，神の恩寵を授かっていることに向けら

れたものだということ，この裕福さはこの恩寵

の目に見える徴である，というものである。資

本主義的な利益追求はピューリタニズムから誕

生したわけではなかったが，それは，マック

ス・ヴェーバーが適切に述べたように，ピュー

リタニズムのなかで倫理的色彩を帯びた生活規

範という性格を与えられた。」４１）

Ⅵ．おわりに－今後の課題とともに－

１９世紀の後半に経済学の研究に入ったブレ

ンターノの時代は，産業革命の時代の後遺症を

引き摺り，社会改革もようやく軌道に乗ったば

かりであったから，そのなかで彼は，マルクス

主義，あるいは社会主義には激しい対抗意識を

燃やしつつ，労働者階級に，革命ではなく，

４０）B. Pfister “Lujo Brentano”, in : Lujo Bren-
tano. Grußwort und Reden bei der Feier der 110.
Wiederkehr seines Geburtstages in der Ludwig-
Maximilians - Universität zu München am. 14.
Dezember 1954. Duncker & Humblot/Berlin,
１９５６, S.３５. ４１）Brentano, Eine Geschichte, Ⅱ（１９２６）, S.６.

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 173115（ ）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／経済学研究／２０１６　経済学研究Ｖｏｌ．６６，Ｎｏ２／本文／０００～０００　�石坂  2016.12.01 20.41.37  Page 115 



「既存の秩序を基礎にしながらもっと文化の恩

恵に浴する地位に上がっていく」道筋として，

社会政策，とりわけ労働組合の諸権利の保障を

提起してきたとはいえ，マルクスや同時代のさ

まざまの潮流とおなじレベルに立って，資本を

対抗すべき相手とみて，単なる経済システムや

生産様式ではない，精神＝文化，企業のみなら

ず，労働者階級を包摂する『資本主義』という

社会構成の概念には，理解が行き届かなかっ

た。それゆえ，『資本主義』という概念が２０世

紀初頭に学問研究の世界でも，政治や論壇でも

広く使われ始めたとき，ブレンターノは，この

表現を用いたとしても，あくなき利潤追求と営

利のシステムの意味に解し，しかも，貨幣経済

と同一視しており，「資本主義精神」も〔封建

社会の〕土地ないし領土の無限の併合欲に替わ

る，資本による無制限の利益追求と定義した。

それゆえ，近代資本主義の定義，また「資本主

義精神」の内容も，最初からヴェーバー（およ

びトレルチ）と大きく食い違っているのは，改

めていうまでもない。この視点からすれば，ブ

レンターノの所論が，しばしばヴェーバーと対

蹠的な資本主義論ないし資本主義成立史論の代

表的見解として把えられるのは無理からぬとこ

ろである。しかし，ブレンターノは，先に述べ

たように，ドイツ新歴史学派きってのイギリス

通であり，イギリスの民主主義と社会改革に深

い敬意を払う筋金入りの自由主義者で，ラッハ

ファールとは異なって，イギリスの産業革命の

みならず，１７世紀の社会経済的変革，とりわ

けクロムウェルのピューリタン革命とその政治

的思想の源泉としてのカルヴィニズムを非常に

重視していた。

こうした脈絡で彼の「ピューリタニズムと資

本主義」を考えるとき，彼は，ヴェーバーの，

「まだかなり不
�

安
�

定
�

な
�

中世後期の資本主義的発展の

歩みと，今日の資本主義にとって決定的な，技術の

機械化とを繋ぐ，大規模な発展過程は，後者〔技術

の機械化〕のための一定の重要な客観的・政治的，

および客観的・経済的な前
�

提
�

諸
�

条
�

件
�

の創出によっ

て，達成されはした。けれども，この達成は，まず

なによりも，合理主義的・反伝統主義的な『精神』，

そしてそれを実践的に内面化した，全体的人間存在

の創出と準備のお陰であった。」

という独特の「資本主義の《精神》」（エート

ス）の表現を理解せず４２），彼自身の資本主義お

よび「資本主義精神」の定義から，これを一方

的に「不当前提」（petitio principii）としたが，

それでも，というよりも，逆にそれゆえに，彼

は，ピューリタニズムが，中産階級（Mittel-

stand）を基盤とし，彼らの経済活動を反映し

た，倫理的色彩を帯びた，中産階級の事業精神

が，－イングランドとその植民地である北アメ

リカでのみ－開花し，そのなかから産業革命の

担い手となる企業家層が誕生したことも認めて

いる。ただしブレンターノは，その思想的基盤

をピューリタン革命とクロムウェルの独裁の歴

史的実験の挫折から始まる，新しい展開，とり

わけ１６８８年の名誉革命と議会制民主主義のも

とでの，１８世紀以降のイギリスの新しい社会

＝経済思想や経験主義哲学，とりわけロック

と，イギリス重商主義の理念を支える経済学の

展開，そして最後にケネーやスミスにいたる経

済的自然法と倫理思想の展開，ローマ法支配の

復活に求め，ピューリタン的な，上昇を志す中

産階級の資本家への転進もこの枠組みで考えら

れているものと思われる。それゆえ，フランク

リンの「資本主義の《精神》」の経済倫理につい

ても，これを，ピューリタニズムの経済倫理が

その宗教的基礎付けを捨て去って，姿を現した

ものとする評価には批判的で，これを，理性の

時代の子，そしてスミスやケネーの系列に位置

付け，ペンシルヴァニアの小産業企業を含む中

産階級のないし，端緒的賃金労働者層の社会＝

経済倫理として捉えている。

４２）Weber, Antintikiritsches Schlusswort ,３２４; Hen-
nis,３１, 邦訳,２１
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なお，ブレンターノのヴェーバー批判では，

深く立ち入って議論されなかった点として，次

の二つが残されている。

第一が，オランダやフランス・ユグノーなど

アングロサクソン世界以外にも，平行してこれ

と同じような禁欲的プロテスタンティズムの職

業理念＝「資本主義の『精神』」の展開が認めら

れるかどうか，の点である。ヴェーバーには，

イングランドのみならず，とくにオランダ，そ

して〔南〕フランスのユグノー，オスト・フ

リースラントなどのドイツの散住地のカルヴィ

ニズムに共通して，こうした予定説から発した

禁欲的職業労働の理念を認める構想が強かった

から，ブレンターノが，このような事業精神と

信仰の結びつきを，アングロサクソン社会にの

み限定したことに不満を表し，バックスターを

引用したのは，功利主義への転換の直前であっ

たがゆえに例として用いたが，オランダのフー

トなどの厳格なカルヴァン派や再洗礼派，フラ

ンスのユグノーにも，同じような教説を見出す

ことができるとしている４３）。ヴェーバーは，高

利貸や品行の悪いもの，破産者の教団からの排

除の実例は挙げているが，そこでの，予定説を

梃子とする世俗内禁欲＝職業労働の教説を積極

的に論証しているわけではない。フートが，国

教会たるオランダ都市教会の信徒指導の不徹底

さに憤慨して，その内部に小教会（ecclesiola in

ecclesia）を組織して，禁欲的生活の励行（奢

侈，観劇，ダンス，遊興の禁止などの）イギリ

スのピューリタニズムさながらの徹底した生活

指導を推進したことには，－ただし，ドイツに

おける改革派的敬虔派の先駆という位置づけで

－言及しているが，その社会的基盤（おそらく

都市の小市民層），経済倫理，資本主義の「精

神」への展望は言及されていないままであっ

た４４）。

フランスのユグノー派の場合には，この問題

は一層複雑である。フランス・ユグノー教会

４３）「プロテスタントの諸国（ニューイングランド，
ドイツでの散住先，南

�

フランス，オランダ，イ
ングランド，アイルランドのスコッチ・アイ
リッシュ，〔オスト・〕フリースラント，これに
そのほかの夥しいドイツの諸地域をいくらでも
追加できようが）では，政治，経済，地理，民族
などの諸条件は，およそ考えうる限り最も極端
に違っていたが，その影響力が作用する方向
は，いくつかの決定的に重要な点では同じもの
であった。そしてまた，それは，経済体制とし
ての資本主義の発展の度合いとは無関係に存在
した。他方で，宗教改革前に高度の資本主義経
済の発展を遂げた地域であるイタリア（同じくフ
ランドルも）には，私の言う意味での資本主義精
神（der kapitalistische Geist）を欠いていた。」

（Weber,Replik auf Fischer,２,４７.下線,原文イ
タリック，傍点，〔 〕は，石坂挿入）

ヴェーバーは，『倫理』初版で，「カルヴィニズ
ムは，そ

�

の
�

登
�

場
�

し
�

た
�

一
�

切
�

の
�

場合に，こうした〔練
達した資本主義的事業感覚と，この上もなく強
烈な信仰の〕結びつきを示している。」（Archiv,
XX，８，梶山訳８１，大塚訳文庫版２０），と断定し
たが，フィッシャーの批判への反論では，これ
を「唯一の不用意な定式化」と認めて，念頭に
あったのは，「散住カルヴィニズム」（Diaspora-
Calvinismus）のことだった，と訂正している。
Webers Replik auf Fischer,１,３６, Anm.５.しか
し，１９２０年の改訂に際しては，この個所はその
まま残 さ れ，し か も，新 た に 注（GARS, I.S.
２６；邦訳文庫版，３４，注１）で，「こ

�

の
�

場
�

合
�

はもち
ろん，その地方に総じて資本主義発展の可

�

能
�

性
�

が存在していた場合には，ということを意味し
ている。」という，重要な限定が施されている。

４４）オランダ連邦共和国においては，独立戦争の過
程で，独立派が武力制圧した北部諸州で，カル
ヴァン派が，それまで支配的だったカトリック
に代わって，公式の教会の地位をえて，カト
リックからすべての教会堂を接収した。それゆ
え，カルヴァン派は，なによりも公認の都市教
会ないし，農村の村落の公認教会であり，都市
教会の代表者による，教会会議（synod）が，州
またはその連合の最高機関であったが，実際の
運営は，各都市の教会に委ねられた。したがっ
て，長老会も，都市の市参事会のメンバーと重
なりあうことが多かった。

オランダ共和国のカルヴィニズムの社会的基
盤は，Deursen, Mensen van klein Vermogen

（１９９１）, ２８９‐３１１，オラニエ公マウリッツとオル
デンバルネフェルトとの対立の時代に，抗議派

（remonstranten）（「狒々党」Bavianen）と反
抗議派（contra-remonstranten），「ぬかるみ乞
食党」slijkgeuzen）それぞれの都市別，あるい
は市民層ごとの基盤については，do., Bavianen en
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は，フランス国王ルイ１３世の命で，ドルトレ

ヒト教会会議への代表派遣を禁じられたが，そ

れでも当時はまだフランス王国に編入されてい

なかったスダン－ここは有力な神学アカデミー

を擁する，北フランス・カルヴィニズムの拠点

であった－が，辛うじて代表を送った。その後

１６２０年にアレー（Alais）の全国教会会議で，

「ドルトレヒト信仰基準」が，予定説について

フランスの全カルヴァン派を律する公式教義と

して採択された。しかし，ユグノーの社会層が

貴族，知識人，市民層から農民，手工業と実に

多様で，地域的偏差も大きかったゆえに，決し

てこの単一の教義を徹底させることができず，

これに対抗するソミュール・アカデミーを拠点

とする，アミロー（Moïse Amyraut）らの恩寵

普遍説もなお強力であった。それでも，南フラ

ンスのカルヴァン派の農民の間には，予定説は

普及がみられたが，どの程度それを梃子にして

禁欲的職業生活が実現したかどうかは，まだ不

明である４５）。

第二が，労働者における伝統主義＝低賃金の

経済の克服の問題である。アングロサクソン世

界（およびその他の地域の）での，禁欲的プロ

テスタンティズムが，近代資本主義誕生にあ

たってのいまひとつの伝統主義的慣習＝低賃

金・低能率・低労働意欲という障害の克服，

「賃金とその額を計算する厳しい経済性，およ

び労働能力の著しい向上をもたらす冷静な克己

心と節制」を備えた，労働を自己目的，すなわ

ち天職と考える労働者階級の創出にどのように

関わったのであろうか４６）。この点は，冒頭の企

業家における「資本主義の『精神』」とならん

で，ヴェーバーの主張の核心的部分であり，

Sleukgeuzen（１９９８）．またその国内政治ないし国
際政治＝軍事的関連は，Israel（１９８２）, ６０‐６３,

（１９９５）, ４５０‐７７. ヴェーバーのオランダ。カル
ヴァン派についての言及の資料的基礎について
は，Gosh,“Max Weber in the Netherlands”

（2004）．なお，オランダ（というよりも全ネーデ
ルラント）の統一信仰告白である，ギ・ドゥ・ブ
レ（Guy de Brès）の手になる，『ネーデルラント
信仰告白』（confessio belgica）（１５６１）には，お
そらくベザの指導によって，予定説がその第１６
条に（邦訳『改革派教会信仰告白集』，II，一麦出
版社，２０１１，１８０‐８１）に掲げられてはいるが，実
際の信徒指導では，長い間，あまり重大な論点
とはならなかった。周知のように最初は，これ
に公然と異論を唱えた Arminiusと，これに反
論した Gomarusの，純然たるカルヴァン派神
学内部の論争が，教会のみならず，政治を巻き
込む大論争に発展したのは，スペイン＝ポルト
ガルとの，海外権益放棄を含む休戦の是非，カ
トリック側の対抗宗教改革による巻き返しなど
国内・国際情勢の故である。これは１６１８‐１９年
のヨーロッパ中の主要なカルヴァン派の国々か
らの代表者を集めた，ドルトレヒト教会会議に
より，最終的決着がつけられ，アルミニウス派

は最終的に退けられ，多くの同派の牧師が追放
され，国外亡命に追いやられた。それ以降，こ
の決議（『ドルトレヒト信仰基準』，同 IV, ２０１２,
１０５‐８５）は，オランダ・カルヴァン派教会の公式
見解とされ，アルミニウス派は，国外のアント
ウェルペンやフリードリッヒシュタットなどに
亡命者教会を開設したり，アムステルダムなど
オランダ諸都市で，『隠れ教会』（schuilkerk）の
形で黙認されたに過ぎない。信仰の自由が認め
られ，自らの教会を建設できるようになったの
は，１７９５年のフランス革命の余波によって成立
したバタヴィア共和国による信仰の自由の導入
以降のことであり，オランダ・カルヴァン派教
会 Nederlandse Hervormde Kerkが，この規
定を公式に削除したのは，ナポレオン戦争後の
１８１７年のことである。

４５）Kretzer（１９８７）; Trevor-Roper（１９６４）, 邦訳，
９０。なお，フランス・ユグノー研究では，経済
史家，プロテスタント史家ともども，ヴェー
バーへの反対は根強いが，ひとつには，イギリ
スのピューリタニズムを，正統カルヴィニズム
とは認めてはいないからであろう。石坂昭雄

（１９８０）; Gayot./Scheidecker（２００３）．
４６）ブレンターノ（シュルツェ＝ゲーヴァニッツも）

は，宗教的関連よりも，重商主義時代の経済学
ないし経済政策論での「低賃金の経済論」から
「高賃金の経済論」への転換を論じている。そ
の際，特に Josiah Tucker, An Essay on the ad-
vantages and disadvantage which respectively at-
tend France and Great Britain with regard to
Trade（Glasgow, １７５６），および，アダム・ス
ミス『国富論』第１編第８章に援用されている
L.Messance, Recherches sur la population des
Généralité d’Auvergne,de Lyon et de Rouen, etc.
Paris,１７６６を詳しく紹介している。
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ヴェーバーは，ブレンターノの理論的構成と

シュルツェ＝ゲーヴァニッツの歴史的・構成的

研究を挙げている。ブレンターノは，すでに

『賃金・労働時間と労働能率の関係』の初版

（１８７６）当時から，イギリスと東部ドイツや

ポーランドなど経済的発展の遅れた社会との間

ではもちろん，フランスとの間の国際競争でさ

えも，その低賃金＝長時間労働は，決して製品

の生産費切り下げの武器とはならないこと，労

働時間の適正な水準への短縮と実質賃金引き上

げによる生活水準の向上が高能率を生むことを

主張しているが，イギリスの高賃金の経済を生

み出したものとしては，ピューリタニズムの信

徒の経済生活への指導などの宗教的教育の成果

を考えておらず，イングランド北部に，労働者

や家内工業の生産者の間に根を下ろしていた長

老派の予定説の影響も否定し（もちろん，メソ

ディズムが，労働者の間に伝播し，熟練工の技

能養成や労働運動にも役割を担ったこと，ある

いは労働運動や社会主義の指導者にも，スコッ

トランド系の長老派の影響を受け継いでいるも

のもあったのは否定しないが），１８９３年の第 ２

版では，長年，イギリス重商主義の経済論の中

に育まれてきた，労働貧民への低賃金の経済論

の偏見の克服，工場法などの社会政策，労働組

合運動による低賃金長時間労働への歯止めをう

けての雇用主側の対応との組み合わせを考えて

いた。１９１６年の「ピューリタニズムと資本主

義」では，ヴェーバーのこの点での議論をその

まま要約紹介し，とくに論評はしていないが，

すでに述べたように，ピューリタニズムの経済

倫理が中産階級と労働者（もちろんその上層部

分）に適合的としており，この限りではヴェー

バーの議論を認めていた４７）。

他方，ヴェーバーは，労働を天職と考える労

４７）この点に関連して，山本「イングランド工業化
と宗教」，１７４‐２４８，およびエドワード・P. トム
スン（１９６３），邦訳：２００３，第１１章，特に，４２４‐
２５；１０８０‐８１，注（１４）（１９）（２６）。

フランクリンの場合には，アメリカに関する
限り，自分の体験がそうであったように，まず

徒弟として，技術を学び，その後雇われて働き
ながらその賃金から蓄えを作り土地を購入し
て，独立自営農民になるか，独立の職人master
として開業する道が想定されており，industry
と honestyの道徳は，その限りでは雇い主と使
用人とに共通していた。（Informations to those
who would remove to America,１７８２, 邦訳：
久保芳和訳「アメリカに移住しようとする人々
への情報」『アメリカの建国思想』（世界思想教養
全集７）河出書房新社，１９６３，１２１‐２８）。他方で彼
は，イギリスも含むヨーロッパに関しては，長
い間まだ，自ら働いたロンドンの印刷所での体
験に根ざして，「聖月曜日」（Saint Monday），
甚だしきは，「聖火曜日」（Saint Tuesday）の悪
習から抜けきれぬ，熟練工や「労働貧民」（labor-
ing poor）には，穀物など生活必需品高騰がその
勤勉を強制するという「低賃金の経済論」の発
想から抜けきれなかった。（“On the Price of
Corn, and Management of Poor”, １７６６;“On
the laboring Poor”, Gentleman’s Magazine,
XXXVIII（１７６８）,１５６‐７, Founders Online）やっ
と，生活水準を引き上げる賃金の向上が，必ず
しも生産費の上昇には帰結しないという，高賃
金の経済論に達したのは，アダム・スミスに遅
れること１０年余，１７８８年のことである。（“Re-
flections on the augmentation of wages
which will be occasioned by the American
Revolution”１７８８, Works of Benjamin Franklin ,
Vol.II, ed. J. Sparks, Boston１８４０,４３５‐４７）;三
邊清一郎「フランクリンの賃銀論」『尾道短期大
学研究紀要』第３号，１９５４，１‐２１。

ヴェーバーは，Weber, Antikritisches Schlußwort
（１９１０）, ３１９‐２０. でも，現代でもまだ職長や熟練
工などで，不熟練労働者に比して，特定宗派と
の親和関係が強いことを主張しているが，今日
の経済のなかでは，もちろん他のいろいろの要
因も働いていることは認めている。

なお，エルザスのフランス産業革命の最先進
地域力となったミュルーズでは，カトリック農
村地帯に囲まれた工業都市であり，ブレンター
ノが《帝国営業法》導入をめぐって激しく対立
した相手の，企業家＝繊維貴族は，基本的にス
イス系カルヴァン派であるのに対して，労働者
は殆どが周辺のエルザス農村やバーデン出身の
カトリックであったが，ここでは予定説の教義
が，ブルジョアジーの「幸福の神義論」として
解釈されて生き残り，劣悪な労働条件と家父長
制的支配が正当化された。詳しくは，P. Pflim-
lin, Cours d’économie Alsacienne, Paris, 1932.

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 177119（ ）
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働者層の創出については，ヴェストファーレン

の敬虔派の若い女性工員の事例を挙げているの

みで（邦訳，岩波文庫版，６８）最後の「禁欲と

資本主義の精神」でも，シュペーナーやツィン

ツェンドルフなど，１８世紀の，ドイツ敬虔派

の，低賃金に耐えて勤勉な労働者を是とする，

家父長主義的な労働者観を紹介しているのみで

（同上３５８‐５９），イギリスの労働者層のエート

スについての史実による検証は，まったく行っ

ていない。この点は，ヴェーバー研究のみなら

ず，イギリス労働史研究でも，なお重要な課題

であろう。

※本稿は，ヨーロッパ近現代史研究会第 ３ 回研究会

（２０１４年 ２ 月２２日於北海学園大学）での報告を基に

し，共訳のブレンターノ自叙伝『わが生涯とドイツの

社会改革』訳者解題で，紙幅や行論の関係で展開でき

なかった部分の補足でもある。当日やその後，いろい

ろ有益なコメントやご教示をいただいた，加来祥男，

太田和宏，斉藤英里，白川欽哉の各氏にお礼申し上げ

る。

付論

１．ブレンターノ＝ヴェーバー関係者略歴（抄）

①ゴートハイン Eberhard Gothhein（1853, Neumarkt,

Niederschlesien , 1923, Heidelberg）

ゴートハインは，すでにブレスラウ大学史学科在

学当時，１８７３年に赴任してきたブレンターノのイギ

リス産業革命についての初講義を聴いてはいるが，

そのブレスラウ大学時代には，彼がディルタイや

ドーヴェ（Dove）の指導の下，歴史学・芸術史の研

究の道を志していたこともあって，格別深い交流は

なかった。彼はその後芸術史の方に大きく関心を移

し，イタリアなどに滞在してこの分野での研究に従

事し，１８８３年母校に教授資格論文を提出して私講師

の地位を望んだが，恩師の奔走にもかかわらずこれ

は実現しなかった。そのため，彼はバーデン大公国

の歴史編纂委員会での地方史編纂事業にポストをえ

て，シュヴァルツヴァルト地方を中心とする経済史

研究にも携わることになった。この間彼は，クナッ

プとブレンターノが主宰するシュトラースブルク大

学国家学講座の私講師を１８８４‐８５年に勤めたが，１８８５

年にカルルスルーエ工科大学の経済学教授に昇格，

経済学者＝経済史家としての道に転じ，１８９０年ボン

大学教授に，１９０４年にはハイデルベルク大学に，病

で正教授職を退いたマックス・ヴェーバーの後任

の，経済学教授－芸術史ではなく－として赴任，１９２３

年の退職までこの大学にとどまったが，芸術＝文化

史を全く捨てたわけではなく，この分野でも優れた

仕事を残している。ヴェーバーとは，同じ芸術史家

のマリー・ルイーゼ夫人ともども親交があったが，

ブレンターノともその後も長く昵懇で，１９１４年１２月

１９日，ミュンヘン経済協会主催のブレンターノの７０

歳誕生祝賀記念パーティーで，経済学界を代表して

祝辞を述べ，遥か彼の曽祖母でドイツ最初の女流作

家ゾフィー・フォン・ラロッシュ（Sophie von Laro-

che）に遡って，彼の社会政策で担った大きな役割に

とどまらず，ブレンターノ一族代々のドイツ文化へ

の貢献を称えた（Schmollers Jahrbuch, XXIX-2, １９１５,

S.５５９‐６４に掲載）のも，このような背景によるだろ

う。のち戦後，ミュンヘン退職後のブレンターノに

ハイデルベルク大学でイギリス経済史の講義の機会

を提供した。詳しくは，Michael Maurer, Eberhard

Gothein. (1853−1923). Leben und Werk zwischen Kultur-

geschichte und Nationalökonomie, Köln, Böhlau,２００７．

②シュルッツェ＝ゲーヴァニッツ（Gerhart Schulze-

Gaevernitz, １８６４，Breslau, １９４３，Crainsdorf, Kreis

Glatz, Niederschlesien）

ブ レ ス ラ ウ で 幼 児 期 を 過 ご し，祖 父 ミ ル デ

（Milde）家の綿紡績工場を見ながら育った彼は，ベ

ルリンとゲッティンゲンの二つの大学で法学を学ん

で，ゲッティンゲンで行政官の国家試験に合格し，

また法学博士の学位を得て（１８８６）その道に入った

が，１８９０年，帝国領エルザス＝ロートリンゲン総督

府政庁での試補（コルマル在勤）時代，シュトラー

スブルク大学でブレンターノの講義を聴講し，彼の

薦めでイギリス経済研究の道に転じて，イギリスで

とりわけトマス・カーライルの社会政策の思想と労

使による産業平和の体制に深く共鳴した。帰国後，

その実状を詳細に研究した『社会的平和にむけて。１９

世紀におけるイギリス国民の社会政策的教育の実

態』（Zum sozialen Frieden. Eine Darstellung der so-

cialpolitischen Erziehung des englischen Volkes im

１９, Jahrhundert,２Bde., Leipzig,１８９０）を出版し，ラ

経 済 学 研 究178120（ ） ６６－２
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イプツィヒ大学のロッシャーのもとに提出した『ト

マス・カーライルの世界＝社会観』（Thomas Carlyles

Welt- und Gesellschaftsanschauung）で，哲学博士の

学位を，ついで教授資格を得た。そして翌年，続編

ともいうべき『大工業論』（Der Großbetrieb）を出

版して，イギリス綿工業における賃金と効率の関係

を見事に実証し，ブレンターノの高賃金の経済論の

大きな支えとなった。さらに彼はロシアに一年滞在

して，この国の経済を分析した優れた著作を出版

し，１８９３年にフライブルク大学にフィリッポヴィッ

チ（E. Philippovich）転出の後を承けて，マックス・

ヴェーバーのもとでの員外教授に招聘され，その後

１８９６年のヴェーバーのハイデルベルク転出まで職を

ともにした。そして同年，ヴェーバーの後任の正教

授に昇進，その後は，１９２３年まで在職，ヴェーバー

とは生涯にわたって学問的にも私的にも友好的な関

係が続いた。さらに彼は，１９０６年の Britischer Imperi-

alismus und englischer Freihandel でさらに大きな名

声を博した。この間彼は当初から，経済学者のなか

では数少ないヴェーバーの『プロテスタンティズム

の倫理と資本主義の精神』の理解者であり，すでに

１９０６年の Britischer Imperialismus の序論で，イギリ

スの世界帝国への発展の精神的インフラとして取り

上げているが，両大戦間期にも，アングロサクソン

の経済的･政治優位，そしてその民主主義の支柱とし

てのピューリタニズムとクエーカーを取り上げてい

くつかの論文を発表している。K.Zielenziger, Gerhart

von Schulze-Gaevernitz. Eine Darstellung seines Wirkens

und seiner Werke（Bio-bibliographische Beiträge zur

Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaften, Abt.

Staatswissenschaften, H.４）, Berlin１９２６; Folker Wilken,

“Gerhart von Schulze-Gaevernitz. Ein geistgeschicht

licher Rückblick”, Weltwirtschaftliches Archiv, LIX.（１９４４）,

４９‐６３．

③ボン Moritz Julius Bonn（１８７３Frankfurt a.M.-１９６５,

London）

フランクフルトの有名なユダヤ系銀行家の家に生

まれ，最初ハイデルベルク大学のクニースのもとで

経済学を学び，ついでミュンヘン大学に転じた。１８９５

年に，ブレンターノの指導の下で，Spaniens Nieder-

gang während der Preisrevolution des１６, Jahrhun-

derts, Ein induktiver Versuch zur Geschichte der

Quantitätstheorie で国家学の学位を得たが，それに

先立ってブレンターノの勧めと紹介で，理論経済学

の基礎を身につけるため，ウィーン大学のカール・

メンガーのもとで，一学期間を送っている。学位取

得後，１８９５／９６年の冬学期にはフライブルク大学の

マックス・ヴェーバーのもとで学んだが，彼のもと

は離れて，９６‐９８年，新設の London School of Eco-

nomics and Political Science に学び（また，１９０３年

には再度アイルランド滞在），アイルランドのイギリ

スによる植民と土地問題の研究に取り組んだ。（ちな

みに１９０５年に，イタリア滞在の折に知合ったイギリ

ス人女性，Theressa Cubitt と結婚），この成果が，

１９０５年の教授資格申請論文 Die englische Kolonialisa-

tion in Irland,２Bde. として結実した。彼はこれによっ

てミュンヘン大学で私講師の地位を得たが，まだ身

分の定かでないなか，見分を広めるため，１９０６‐０７年

に，ブーア戦争の余燼がまだ燻ぶるイギリス領の

ケープ植民地，ついでドイツ領南西アフリカ植民地

を実地に視察し，植民地問題でも権威と認められ

た。１９１０年，彼はミュンヘン大学の員外教授に任ぜ

られるとともに，新設のミュンヘン商科大学の学長

となって，ブレンターノの大学経済学部を補う実践

的経済学教育の充実に腕をふるった。そして彼がそ

の創立時に招いた教授陣の一員が，Archiv の経営者

兼編集者のひとりで，ちょうどヴェーバーのもとで

イギリスの銀行制度についての論文で教授資格を取

得した，かのエドガル・ヤッフェである。

ボンは１９１４年 ７ 月２６日，まさに第一次大戦開戦

の ２ 日前に，アメリカ合衆国の諸大学での客員教授

に招かれてドイツを離れ，その後は，１９１７年のドイ

ツ＝アメリカの国交断絶までこの地にとどまった。

その後，一時外務省の宣伝部門に勤務ののち，ふた

たびミュンヘン商科大学学長に復帰した。しかし敗

戦後のドイツは，彼ほどの人材を放っておかず，１９１９

年にはヴェルサイユ講和会議のドイツ代表団の一員

として外相 Ulrich Graf Brockdorff Rantzau を補佐し

たが，この間一緒に働いたはずのヴェーバーとの関

係は，まったく語っていない。帰国後，またドイツ

共和国宰相フェーレンバッハの顧問としてスパーの

賠償問題会議に臨んだ。なお，師のブレンターノ

は，１９２０年のヴェーバー急逝の後任として彼に期待

していたが（Max Weber zum Gedächtnis, S. ４２）

ミュンヘン大学経済学部はもはやブレンターノ系を

受け入れてはくれず（Otto von Zwiedineck-Süden-
horst に決定），彼はベルリン商科大学の教授兼附属

財政制度研究所長となり，１９３１‐３３年同大学学長に選

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 179121（ ）
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出されている。１９３３年ナチスの政権掌握とともに彼

はそのユダヤ系のゆえに学長を解任され，ただちに

オーストリアを経てイギリスに亡命，１９３８年まで

London School of Economics で教鞭をとった。１９３９

年アメリカへ旅行し，アメリカかカナダでのいずれ

かでの正教授就任を希望したが，うまく運ばず，あ

ちこちで客員教授をつとめた。戦後も，彼は 妻の母

国であるイギリスにとどまった。彼の大変興味深い

回想録に，Wandering Scholar, John Day, N.Y.,１９４８, Co-

hen & West, London, １９４９,（ドイツ語版は So macht

man Geschichte?Bilanz eines Lebens, Autobiografie, List,

München 1953）がある。

④ヘルマン・レヴィー Hermann Levy（Berlin,１８８１-

London,１９４９）

ミュンヘン大学で法学および経済学を学び，ブレ

ンターノのもとで，１９０２年，穀物法保護体制下での

イギリスの農業者の困窮に関する論文 Die Not der

englischen Landwirte zur Zeit der hohen

Getreidezölle（MVS５６，１９０２として刊行）で学位取

得，その後さらにイギリスおよびアメリカ合衆国で

の研究滞在をへて，１９０５年にハレ大学で，Die Stahlin-

dustrie der Vereinigten Staaten von Amerika in ihren

heutigen Absatz- und Produktionszahlen, Julius

Springer, Berlin １９０５で教授資格を取得した。その

後，１９０７‐１０年，マンハイム商科大学講師，１９１０年

にハイデルベルク大学員外教授に就任，この間，Mo-

nopole,Kartelle und Truste in ihren Beziehung zur

Organisation der kapitalistischen Industrie１９０９; Die

Grundlagen der ökonomischen Liberalismus in der

Geschichte der englischen Volkswirtschaft, １９１１な

ど，イギリス経済および経済史研究の名著をいくつ

か著し，この方面での第一人者の名声を博した。１９２１

年からベルリン工科大学教授に就任したが，１９３４

年，ナチスの政権掌握で職を逐われ，イギリスに亡

命し，１９４９年その地で亡くなった。

⑤アルトゥーア・ザルツ Arthur Salz（Staab〔Stod〕

１８８１, Worthington, Ohio, U.S.A.,１９６３）１８８１年に，当

時オーストリア＝ハンガリー帝国領のボヘミア北部

ドイツ語地域のユダヤ系の麦芽製造業主で農場主の

息子に生まれ，ミュンヘンおよびハイデルベルク大

学に学ぶ。１９０３年，ブレンターノのもとで，『賃金基

金説の歴史と批判』を扱った学位論文（Beiträge zur

Geschichte und Kritik der Lohnfondstheorie,〔MVS

７０〕１９０５）で国家学の学位を取得，一時，ボヘミア

の家業を手伝っていた。この間，１９０３年，アルフ

レッド・マーシャルの『経済学原理』（Principles of

Economics４th ed.）のドイツ語訳の刊行の計画が持ち

上がった。申し出のあった訳者エフライム（Hugo

Ephraim）の力量に不安を感じたマーシャルは，知

己のブレンターノに相談し，ブレンターノは出版社

Cotta を斡旋し，共訳者にちょうど経済学説史の分野

で学位を取得したばかりで，まだ定職にはついてい

なかったザルツを推薦し，彼は著者と緊密な連絡を

とりながら，経済学の英語の微妙な表現を適切に訳

して高い水準のドイツ語版（Handbuch der Volks-

wirtschaftslehre,１９０５）に仕上げて，ブレンターノが

これに序文をつけ，好評を博した。マーシャルはブ

レンターノの労と序文に深く感謝した手紙を送って

いる。（この序文は，大塚金之助訳，マーシャル『経

済学原理』，１９１９年に福田徳三訳で所収）その後，短

期間，ボヘミアで家業を手伝ったのち，かねがね

慕っていたシュテファン・ゲオルゲのもと，ハイデ

ルベルクに移住，その縁でマックス・ヴェーバー・

クライスにもその最も若いメンバーとして加って

ヴェーバー家に出入りし，ヴェーバー夫妻も彼の才

能を高く買っていたようである。その後ウィーンお

よびプラハ，ローマなどに何度も研究旅行を重ね，

その成果によって１９０９年ハイデルベルク大学に『重

商主義者としてのヴァレンシュタイン』（Wallenstein

als Merkantilist） の論文を提出して教授資格を取

得，私講師となる。さらに彼は，Archiv, XXXVII

（１９１３）に「職業理念の歴史」（Geschichte der Berufs-

idee）と題する長文の論文を執筆する一方，大著

Geschichte der böhmischen Industrie in der Neuzeit,

2 Bde. を出版した。この頃，ブレンターノは，ザル

ツのために，ミュンヘンで大学関係のポストを考え

た由であるが，ザルツはそれを辞退した。（詳細不

明，MGA, II/８,２００３, S. ７３２）なお，ザルツの著書に

対するプラハ・ドイツ語系大学の経済史の員外教授

ザンダー（Paul Sander）の書評〔Deutsche Litera-

turzeitung, Nr.４２,１８.１０.１９１３〕での酷評に憤慨した

ヴェーバーが自ら，ザルツによるザンダーへの反論

に異例の詳しい「編集者あとがき」を書いてこの書

評の悪意を非難した〔Archiv, XXXVIII,（１９１４）,５３９‐

５０〕。これに対し，ザンダーの所属するプラハ・ドイ

ツ系大学法学・国家学部教授会が反論（筆者は未

見），ハイデルベルク大学哲学部まで巻き込んだ異例

の対立にまでいたった。（これに対するヴェーバーの
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ハイデルベルク大学哲学部宛の書簡は，２６．６．１９１４，

MGA. II/８,２００３, S.７３０‐４３）

第一次世界大戦勃発とともに彼は，オーストリア＝

ハンガリー帝国の軍務に召集され，イスタンブール

やダマスクスに駐在して種々の工作に携わったが，

敗戦でドイツに戻る途中，ミュンヘンでバイエルン

革命に巻き込まれ，その鎮圧のさなかに友人で逃亡

中の革命派の領袖，オイゲン・レヴィーネ（Eugen

Leviné）を匿った廉で反逆罪により逮捕されたが，

ゴートハインなど周囲の救援活動で辛くも釈放され

た。しかし，彼のミュンヘン大学就職への推薦は，

さすがのヴェーバーもきっぱり断っている。その後

１９１９‐２７年，フランクフルト労働者学院教授，ようや

く１９２７年にハイデルベルク大学で員外教授となった

が，ドイツのいずれの大学でも－，バイエルン革命

での一件が祟ったのか－正教授になれぬまま，結局

１９３３年，ナチスの政権掌握とともに職を逐われた。

彼はまずイギリスに亡命して，ケンブリッジ大学客

員教授，翌年アメリカ合衆国のオハイオ州立大学の

教授となり，第二次世界大戦後も，もはやドイツに

は戻らなかった。Peter Groenewegen, A Soaring

Eagle. Alfred Marshall, 1842-1924, Aldershot, Edward

Elgar,１９９５,４３３‐３４,４４２, n.129；Hagemann,H. /Rösch.
M. “Econnomic Textbooks in German Language Area”,
in.: Augello, M. / Guidi, M.（eds.）, The Economic Text-

books. Manuals and the Dissemination of the Economic

Sciences during the Nineteenth and early Twentieth Cen-

tury, London and New-York, 111-12 ; Johannes Fried,

“Zwischen 》geheimes Deutschland《 und 》geheimer

Akademie《der Arbeit. Der Wirtschaftswissenschaft-

ler Arthur Salz”, in : Schlieben, Barbara /Schneider,

Olaf / Schulmeyer, Kerstin（Hgg,）, Geschichtsbilder im

Georoge−Kreis : Wege zur Wissenschaft, Wallstein Ver-

lag, Göttingen２００４,２５０‐３０２.

２．フィッシャーK.H.Fischer およびラッハファール

Felix Rachfahl の，ヴェーバーおよびトレルチとの論

争（１９０７年－１９１０年）

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》」をめぐって，ブレンターノ以前に発表

され，ヴェーバー自身も反論した論争としては，１９０７‐

０８年のフィッシャー（K.H. Fischer,１８７９‐１９７５）との，

さらに１９０９－１０年の，ラッハファール（Felix Rach-

fahl, １８６７‐１９２５）によるヴェーバーおよびトレルチへの

批判と，両者による反批判と，ラッハファールによる

再反論がある。ブレンターノ自身は，この論争には

まったく関わっていないが，注でラッハファールの論

文を参考文献として挙げており，のち，ヴェーバー

は，１９２０年の『宗教社会論集』への収録にあたって，

冒頭の注で，自分の最後の反論を読んでいないことに

不満を漏らしている。

このうち，フィッシャーの方は，ベルリンで教師を

しながら聴講生としてベルリン大学に通い，このとき

は，スイスのチューリヒ大学で，ヴントの弟子である

シュテーリング（Gustav Wilhelm Störring）の も と

で，『ヴントとスペンサーにおける道徳哲学の客観的方

法』（Die objektive Methode der Moralphilosophie bei

Wundt und Spencer）という心理学の学位論文を執筆

中であり，資本主義の精神の形成については，F.J.

Schmidt “Kapitalismus und Protestantismus”, Preußische

Jahrbücher, Bd.１２２（１９０５），１８９‐２３０の見解を継承して，

ゾンバルトが社会＝経済史的諸条件を重視しすぎてい

るのに対して，ヴェーバーは，宗教や思想に動機を求

めて，その社会的＝経済的関連を軽視している，とす

る批判を投稿した。彼はそこで，ヴェーバーの宗教的

動機の，社会＝経済史的状況への適応という心理学的

方法による統一を提起した。

後，ヴェーバーはその再反論で彼を，専門的知識を

もたぬ「無資格者」（Imkompetent）とまでこきおろし

ており，１９２０年の第 ２ 版では名前さえ挙げない，まだ

学位論文執筆中というこの批判者の論稿をなぜ取り上

げたか，その経緯は不明である。おそらくは，ヴェー

バーは，フィッシャーの，ヴェーバーが，資本主義の

形成を，禁欲的プロテスタンティズムの倫理から説明

しようとしているとする誤解を解く，という名目で，

彼の論文をめぐる多くの誤解や的外れの批判に答える

とともに，実証的になお補うべき歴史的事例を説明す

るために利用したようで，反批判の本文や注で多くの

興味深い言及を行っている。これらは，１９０６年頃から

計画されていた改訂増補単行本化－ヴェーバーの他の

仕事が重なって思うように進まず，遅れに遅れていた

が－の際には取り込む積もりであったようである。し

かし，１９２０年 GARS 版には，ほとんど採録されていな

い。

続くラッハファール（Felix Rachfahl, １８６７‐１９２５）

は，ヴェーバーより ３ 歳若く，ハレ大学員外教授（１８９８

年），ケーニヒスベルク大学正教授（１９０３年），ギーセ

ン大学教授（１９０７年）を経て，１９０９年からはキール大

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 181123（ ）
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学の歴史学の教授，１９１４－２５年は，フラライブルク大

学歴史学教授であり，師のマックス・レンツ（Max

Len）や先輩のヘルマン・オンケンとともにランケ・ル

ネサンスの中心にいた人物で，もともとはシュレージ

エンなどのハプスブルク家とその属領の等族議会との

関係を研究しており，その一環として，オランダ独立

戦争史およびカルヴィニズムの研究に従い，自らはカ

トリックであったが，オランダ独立戦争の指導者オラ

ニエ公ウィルレム（Wilhelm von Oranien）についての

浩瀚な著作でドイツにおけるオランダ史研究では第一

人者の名声を得ていた。彼はヴェーバー論文への批判

をその発表から ５ 年もたって，トレルチの二つの論文

とあわせて，かのアルトホッフ（Friedrich Althoff）の

手で創刊された『国際週報』（Internationale Wochen-

schrift）に発表したが，同誌の編集者のヒンネブルク

（P. Hinneburg）は，なぜか，トレルチにのみ反論を

依頼しヴェーバーを無視したことで，ヴェーバーはこ

の非礼にすっかり感情を害した。しかしトレルチの強

い慫慂もあり，独自に『アルヒーフ』誌に反論を掲載

した。ラッハファールの方は，彼の自伝（Rachfahl,

１９２５・２６，２１３）にも－あまり後味もよくなかったせい

か－，その動機を単に，正統派の歴史学者としての，

またオランダ史の専門家としての自負から，宗教社会

学者の議論に実証的に反論する決闘を挑んだとだけ記

している。かくして，両者の間で－トレルチは，一度

で打ち切ったが－，その意図が，歴史社会学的問題提

起，理念型構成による適合的関連の解明にあるか，具

体的歴史的因果関連の実証にあるのか，またこの研究

がヴェーバー＝トレルチの共同作業かそれぞれ独立し

たものかをめぐって，学生組合の決闘さながらの相手

の方法論や史実への無知，誤解や誤読の非難の応酬と

なった。後，１９２０年の新版の冒頭でも，ヴェーバー

は，フィッシャーについては，まったく名前も挙げ

ず，ラッハファールとのこの論争も実りのないもの

だったことを認めて，新版に取り入れるべき箇所は，

若干の注記のみ（実際にはほとんど挿入なし）であ

る，と相手に低い評価を下している。なおトレルチは

一度の反論のみで，これ以上は論争を継続しなかった

が，わずかに「プロテスタンティズムと近代社会」

（『著作集』８，１０４頁注）で，寛容の問題で再度ラッハ

ファールに反論している。

なお，この論争は，両大戦間期にもドイツの内外で

あまり注目されず，第二次世界大戦後，ヴィンケルマ

ン Johannes Winckelmann の編集で，『プロテスタン

ティズムの倫理と資本主義の《精神》』の文庫版の第 2

部として刊行（１９７８）されたが，ヴェーバー研究のな

かでもあまり注目を集めなかった。しかし，ドイツの

ヴェーバー研究者のヘニス（Wilhelm Hennis）が，こ

のヴェーバー反批判が，その真意や説明不足や問題設

定を知る上で極めて重要であることを認めて以来，

フィッシャーやラッハファールの論説の概要とヴェー

バーの反論だけを集め，種々の訳注を施した英訳がよ

うやく２００１年に陽の目をみている。しかし，わが国で

は残念ながらこの論争は，ほとんど紹介されていない

し，まだ翻訳の計画もないようである。〔関連論文は，

関連文献一覧，Ⅳを参照。〕なお，１７世紀前半期オラン

ダにおける，禁欲的カルヴィニズムから資本主義の精

神への転換を同時代の神学者や教会指導者の論説で検

証し，否定的結論をだしたものとして，Beins（1931）

また，最近，ラッハファール＝ヴェーバーの論争を，

実証的基礎から検証して，ややヴェーバーに軍配を上

げているのが Bakker（２００３）である。

関連文献一覧（抄）

Ⅰ．略語

Archiv=Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.

Chalcraft/Harrington=Chalcraft, D. J. /Harrington, A.

（eds.）, The Protestant Ethic Debate : Max Weber’s Re-

plies to his Critics （Liverpool University Press,

２００１）.

GARS=Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religions-

soziologie, J.B.C. Mohr, Tübingen,１９２０.

HEI=History of European Ideas.

Konkrete Bedingungen=Lujo Brentano, Konkrete Bedin-

gungen der Volkswirtschaft（１９２４）, hrsg. von Hans

Nutzinger, Marburg２００３.

Kritische Gesamtausgabe=Ernst Troeltsch, Kritische

Gesamtausgabe, hrsg. von Graf/F.W./Drehsen, V/

Hubinger, G./Rendtorff,T., De Gruyter, Berlin-New

York２００４.

Max Weber zum Gedächtnis=Winckelmann, Johannes/

König, René（Hgg.）, Max Weber zum Gedächtnis

（Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-

chologie, Sonderheft７,１９６３）.

MGA=Max Webers Gesamtausgabe, im Auftrag der Kom-

mission für Sozial-und Wirtschaftsgeschichte der

Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hrsg,

von Winckelamnn, J./Mommsen, W./Schluchter, W.
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et al. , J. B. C. Mohr, Tübingen.
MVS=Münchener Volkswirtschaftliche Studien, hrsg. von

Lujo Brentano und Walter Lotz, Cotta, Stuttgart.

Der tätige Mensch=Bentano, Lujo, Der tätige Mensch

und die Wissenschaft von Wirtschaft, hrsg. von Bräu,
R/Nutzinger, Hans G., Marburg２００６.

PE=Weber, Max, “Die protestantische Ethik und der 》

Geist《des Kapitalismus”.
Winckelmann=Winckelmann, Johannes（Hg.）, Max We-

ber, Die protestantische Ethik, II, Kritiken und Antik-

ritiken, Gütersloher Taschenbücher Siebenstern

１１９,３. Aufl.,１９７８.

Der wirtschaftende Mensch=Brentano, Lujo, Der wirtschaf-

tende Mensch in der Geschichte, Leipzig,１９２３.１. Neu-

druck, Hildesheim １９６７. ２. Neudruck, hrsg. von

Richard Bräu, R./Nutzinger, Hans G., Marburg,

２００８.

Wirtschaftsgeschichte=Max Weber, Abriß der univer-

salen Sozial−und Wirtscahftsgeschichte, Mit-und Nach-

schriften 1919/1920, MGA, III, 6(2011).

Wochenschrift=Internationale Wochenschrift für Wissen-

schaft, Kunst und Technik.
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vinism and Capitalism in Holland”, Michigan Socio-
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巻，岩波書店，１９６９年。）
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１８９６.
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Leipzig, Duncker und Humblot,１８７１‐７２．（邦訳：ル
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労働組合論』（上），日本労働協会，１９８５年，（下），

日本労働研究機構，２００１年。）

―――――――, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und

Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, Holtzendorffs Jahr-

buch, IV（１８７５）, １９０‐２１３，in Buchform, １. Aufl.,

１８７６.

―――――――, Diechristlich−soziale Bewegung in Eng-

land, ２. erwiterte,durch Anhang vermehrte Aus-

gabe, Leipzig１８８３.

―――――――, “Über eine zukünftige Handelspolitik

des deutschen Reichs”, Schmollers Jahrbuch, IX-1,

１８８５,１‐２９.

―――――――, “Die klassische Nationalökonomie”,
１８８８, Der Wirtschaftende Mensch, １－３３. Traduit

en français, “Une leçon d'économie politique clas-

sique”, Revue d ‘ Économie Politique, t.３（１８８９）,１‐２８.

―――――――, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und

Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, Leipzig １８９３. Der

Tätige Mensch,２２３‐３２８．（邦訳：ルヨ・ブレンター

ノ著，福田徳三訳「労働賃銀・労働時間・労働功

程における関係を論ず」，福田徳三著『労働経済

論』，同文館，１８９９年所収。）

―――――――, “Japan”, Der Lotse. Die hamburgsiche Wo-

chenschrift für deutsche Kultur, Ⅰ‐１３（１９００）,４２２‐２６．

（邦訳：福田徳三著，坂西由蔵訳『日本経済史

論』寶文館，１９１１年，７‐２１に「原著編者序論」と

して所収。）

―――――――, “Ethik und Volkswirtschaft in der

Geschichte”, Rede beim Antritt des Rektorats der

Münchener Universität, gehalten am２３. November

１９０１, in : Der wirtschaftende Mensch,３４‐７６. Traduit

en français, “La conception de l’ éthique et d’ écono-
mie dans l’histoire”, Revue d’ ‘ Économie Politique, t.

１６（１９０２）,１‐２８.

―――――――, “Zur Genealogie der Angriffe auf das

Eigentum”, Archiv, XIX （１９０４）, ２５１‐７１, Der

wirtschaftende Mensch, V,１６９‐２０３.

―――――――, Der Unternehmer. Vortrag Volkswirt-

schaftliche Zeitfragen, Nr. ２２５, Berlin, Bernhard

Simion,１９０７.（邦訳：ルーヨ・ブレンターノ著，加

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 183125（ ）
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来祥男訳「企業家」，『經濟學研究』（北海道大学），

第４４巻第４号，１９９５年３月，１６８‐７９。）

―――――――, “Die Entwicklung der Wertlehre”
（１９０８）, Konkrete Bedingungen,２７２‐３４８.

―――――――, “Der Krieg und die Verhütung seiner

Wiederkehr. Offene Antwort an Henri Lambert, In-

dustrieller in Charleroi （Belgien）” Archiv, XL

（１９１５）,３０‐４２.

―――――――, Über den Wahnsinn der Handelsfeindselig-

keit（Vortrag gehalten in Zürich am１３. Juni１９１６）,

München１９１６.

―――――――, Die Anfänge des modernen Kapitalismus

（Festrede gehalten in der öffentlichen Sitzung der

K. Akademie der Wissenschaften am １５. März,
１９１３）, München１９１６.

Nebst drei Exkursen

Ⅰ. Begriff und Wandelung der Wirtschaftseinheit

Ⅱ. Der Vierte Kreuzzug

Ⅲ. Handel, Puritanismus,Judentum und Kapitalis-

mus.

〔Der wirtschaftende Mensch , Ⅵ－Ⅹ〕

―――――――, Ist das “System Brentano” zusammengebro-

chen? Über den Katheder − sozilaismus und alten

und neuen Merkantilismus. Berlin, Erich Reiß,
１９１８.

―――――――, Der wirtschaftende Mensch in der

Geschichte, Leipzig １９２３, Neudruck, Hildesheim,

１９６７; ２. Neudruck, hrsg. von Bräu, R./Nutzinger,

Hans G., Marburg２００８.（部分邦訳：ルヨ・ブレン

ターノ著，田中善治郎訳『近世資本主義の起源』

有斐閣，１９４１年。X. Puritanismus und Kapitalis-

mus，ルヨ・ブレンターノ稿，大塚久雄訳「ピュー

リタニズムと資本主義」（其の１），『経済志林』，第

１３巻第２号，１９３９年８月，５７－８０。）

―――――――, Eine Geschichte der wirtschaftlichen

Entwicklung Englands, Ⅰ, Ⅱ, Jena １９２６（Reprint

Burt Franklin,１９６８）.

―――――――, Das Wirtschaftsleben der Antiken Welt.

Vorlesungen gehalten als Einleitung zur

Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters, Gustav Fischer,

Jena, １９２９, Neudruck ; Georog Olms Hildesheim,

１９６９.（邦訳：L. ブレンタノ著，船越康壽訳『歐羅

巴古代経済史』，日本評論社，１９４４年。）

―――――――, Mein Leben im Kampf um die soziale

Entwicklung Deutschlands, Jena Eugen Diederichs

Verlag,１９３１; Neudruck : Bräu, Richard/Nutzinger,

Hans G.（Hg.）, Metroplis Verlag, Marburg ２００４.

（邦訳：石坂昭雄・加来祥男・太田和宏訳『わが

生涯とドイツの社会改革（１８４４‐１９３１）』，ミネル

ヴァ書房，２００６年。）

Brocke, Bernhard vom（Hg.）, Werner Sombarts Moderner

Kapitalismus. Materialien zur Kritik und Rezeption

（München ; dtv-Wissenschaft,１９８７）.

Deursen, A. Th., van, Bavianen en Sluikgeuzen. Kerk en

kerkvolken ten tijden van Maurits en Oldebarneveld, ３

de druk, Van Wijnen, Franeker,１９９８, dbnl,２００８.

―――――――, Mensen van klein Vermogen. Het ‘koper-

geld’ van de Gouden Eeuw, Uitgeverij Bert Bakker,

Amsteram,１９９１.

Gayot, G./Scheidecker, M., Les Protestants de Sedan au

XVIIIe siècle. Le peuple et manufcturiers, Paris,２００３.

Glaser, Friederich, Die franziskanische Bewegung. Ein Bei-

trag zur Geschichte der sozialen Reformidee im Mittel-

alter（MVS５９）,１９０３.

Gosh, Peter, “Max Weber’s Idea of ‘Puritanism’ : a case

study in the empirical construction of the Protes-

tant Ethic”, HEI,２９（２００３）,１８３‐２２１.

―――――――, “Not the Protestant Ethic? Max Weber at

St. Louis”, HEI,３１（２００３），３６７‐４０７.

―――――――, “Max Weber in the Netherlands１９０３‐１９０７.

A Neglected Episode in the Early History of The

Protestant Ethic”, Bijdragen en Mededelingen betref-

fende de Geschiedenis der Nederlanden, CXIX（２００４）,

３５８‐７７．

―――――――, “From the ‘Spirit of Capital’ to he ‘Spirit of

Capitalism’ ,The Transition in German Economic

Thought between Lujo Brentano and Max Weber”,
HEI,３９（２００９）,６２‐９２.

Gothein, Eberhard, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwal-

des und der angrenzenden Landschaften, I, Straßburg,
１８９２（Burt Franklin Reprint,１９６０）.

Hennis, Wilhelm, Max Webers Fragestellung. Eine Studie

zur Biographie des Werks, Tübingen J.B.C. Mohr

（Paul Siebeck）, 1987.（邦訳：ヴィルヘルム・ヘニ

ス 著，雀 部 幸 隆・嘉 目 克 彦 他 訳『マ ッ ク ス・

ヴェーバーの問題設定』恒星社厚生閣，１９９１。Eng-

lish translation: Weber. Essays in Reconstruction, tr.
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by Keith Tribe.（London : Allen&Unwin,１９８８）.

Israel, Jonathan, The Dutch Republic and the Hispanic

World 1606−1661, Oxford U.P., 1982.

―――――――, The Dutch Republic. Its Rise,Greatness

and Fall 1477−1806, Oxford U.P.,１９９５.

Kretzer, Hartmut, “Die Calvinismus-Kapitalismus-These

Max Webers vor dem Hintergrund französischer
Quellen des 17. Jahrhunderts”, Zeitschrift für Histori-

sche Forschung, IV（１９７７）,４１５‐２８.

Lehmann, Hartmut/Roth, Guenther（eds.）, Weber’s Prot-

estant Ethic: Origins, Evidence, Context, German His-

torical Institute, Washington D.C., Cambridge U.P.,

１９９３.

Lehmann, H., “The Rise of Capitalism: Weber versus

Sombart”, Roth/Lehman（eds.）,１９５‐２０８.

―――――――, “Friends and Foes: The Formation and

Consolidation of the Protestant Ethic Thesis”, in:

Swatos/Kaelber（eds.）,２００５,１‐２２.

―――――――, “Anmerkungen zum Entstehungskontext

von Max Webers ‘Die Protestantische Ethik und

der 》Geist《 des Kapitalismus,’” in: Fleck, Christian

（Hg.）, Max Webers Protestatismus−These. Kritik und

Antikritik, Östereichische Zeitschrift für Geschichtswis-

senschaft, XXI（２０１２）‐３.,８６‐９９.

Lenger, Friedrich, Werner Sombart 1863−1941, Eine Bi-

ographie, München１９９４.

Levy, H., Der Wirtschaftsliberalismus in England, Jena,

１９２８（２. erweiterte Auflage der Grundlagen des

ökonomischen Liberalsimus in der Geschichte der eng-

lischen Volkswirtschaft,１９１２）.

Lindenlaub, Dieter, Richtungskämpfe im Verein für Sozial-

politik. Wissenschaft und Sozialpolitik im Kaisereich

vornehmlich vom Beginn des “Neuen Kurses” bis zum

Ausbruch des Ersten Weltkrieges (1890−1914).（Bei-

hefte zur Vierteljahrschrift für Sozial- und

Wirtschaftsgeschichte, Nr. ５３）, ２ Teilen, Wies-

baden１９６７.

Rachfahl, Felix, Wilhelm von Oranien und der niederländi-

che Aufstand, Bd.１, Abt. １Halle１９０６, Bd.２. Abt. １

Halle,１９０７, Abt.２,１９０８, Bd.３, Den Haag,１９２４.

―――――――, in: Steinberg, Sigrid（Hg.）, Die Geschichts-

wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen, ２

Bde., Felix Meisner, Leipzig１９２５‐２６, II,１９９‐２２３.

Roth, G., “Weber the Would-Be Englishman: Anglo-

philia and Family History”, Roth/Lehman（eds.）,８３‐

１２１.

―――――――, Max Webers deutsch−englische Familiengeschichte,

1800-1950, Tübingen２００１.

Schluchter, Wolfgang, Einleitung zur Wirtschaftsgeschichte,

１‐４５.

Schulze-Gaevernitz, G. von,Der Großbetrieb - ein wirtschaftlicher

und sozialer Fortschritt. Eine Studie auf dem Gebiet

der Baumwollindustrie, Leipzig１８９２.（邦訳：山崎覚

次郎訳『大工業論（経済的進歩と社会的進歩－木

棉工業の範囲に於ける研究－）』有斐閣，１９２８年。）

――――――――――――――, Britischer Imperilaismus und

englischer Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts, Leipzig１９０６.

Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, Leipzig

１９０２.２Erweiterte Auflage,１９１１.

―――――――――, Die Juden und das Wirtschaftsleben,

Leipzig １９１１.（邦訳：ヴェルナー･ゾンバルト著，

金森誠也監修，安藤勉訳，『ユダヤ人と経済生活』

荒地出版社，１９９４年。）

―――――――――, Der Bourgeois. Zur Geistgeschichte der

modernen Wirtschaftsmenschen, Leipzig １９１３.（邦

訳：ヴェルナー・ゾンバルト著，金森誠也訳『ブ

ルジョワ－近代経済人の精神史－』中央公論社，

１９９０年。）

Swatos, William. H./Kaelber, Lutz（eds.）, The Protestant

Ethic turns 100: Essays on the Centenary of the Weber

Thesis, Paradigm Publisher, Boulder, Colorado,

２００５.

Tawney, R.H., Religion and the Rise of Capitalism: A His-

torical Study, Holland Memorial Lectures１９２２, Har-

court Brace, １９２６, with an new introduction by

Adam B. Seligman, New Bruswick-London, １９９８,

５th pr.,２００８.（邦訳：トーニー著，出口勇蔵・越智

武臣訳『宗教と資本主義の興隆－歴史的研究－』

（上，下）岩波文庫，１９５９年。）

Thompson, E.P., The Making of English Working Class,

London,１９６３.（邦訳：エドワード. P. トムソン著，

市橋秀夫・芳賀健一訳『イングランド労働者階級

の形成』青弓社，２００３。）

Trevor-Roper, H.R., Religion, the Reformation and Social

Change, London, １９７２. （邦訳：H.R. トレヴァー・

ローパー著，小川晃一・石坂昭雄・荒木俊夫訳

『宗教改革と社会変動』未来社，１９７８。）
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―――――――――, “Religious Origins of Enlighten-

ment” １９６４．（邦訳：荒木俊夫訳「啓蒙主義の宗教

的起源」『宗教改革と社会変動』所収。）

Troeltsch, Ernst, “Moralisten, englische”, in: Realency-

clopädie für Protestantische Theologie und Kirche, ３.

Aufl., Bd.１３,１９０３；Neudruck, “Die englischen Mor-

alisten des１７. und１８. Jahrhunderts”, Gesammelte

Schriften, Bd.４, hrsg. von Hans Baron, W. De

Gruyter Tübingne,１９２５，３７４‐４２９．（邦訳：小林健

一訳「17・18 世紀のイギリス道徳論者」『トレルチ

著作集』10，ヨルダン社，1981 年，59-123。）

―――――――――, “Protestantisches Christentum und

Kirche in der Neuzeit”, in: Die Kultur der Gegenwart,

I. ４, Die christliche Religion, hrsg. �. Paul Hinne-

berg, Berlin und Leipzig１９０６,２５３‐４５８；２.（stark er-

weiterte）Aufl.,１９０９. Neue selbstständige Abdruck

mit Nachtrag zur Literatur, Teubner, Leipzig１９２２;

Kritische Gesamtausgabe,２０６‐３０８.（部分邦訳：河

島幸夫訳「近代プロテスタンティズム（１８‐１９世

紀）」『トレルチ著作集』９，ヨルダン社，１９８５年，

２１３‐７９。〕

―――――――――, “Die Bedeutung des Protestantismus

für die Entstehung der modernen Welt”, Historische

Zeitschrift, ９７（１９０６）, １‐６６: Neudruck, Aalen（Otto

Zeller Verlags-Buchhandlung）１９１１,１０３S.（邦訳：

堀孝彦訳「近代世界の成立にたいするプロテスタ

ンティズムの意義」『トレルチ著作集』８，ヨルダ

ン社，１９８４年，５‐１６３。）

Weber, Marianne, Max Weber, ein Lebensbild, C.J. Mohr,

Tübingen１９２６,３. Aufl., １９８４.（邦訳：マリアンネ・

ウェーバー著，大久保和郎訳『マックス・ウェー

バー』Ⅰ，Ⅱ，みすず書房，１９６３‐６５年。）

Weber, Max, “Die protestantische Ethik und der 》Geist

《des Kapitalismus” Archiv, XX‐１（１９０４）, １‐５４;

XXI（１９０５）,１‐１１０, GARS, I,１９２０,１７‐２１０.（邦訳：

以下『精神』と略記 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》』

未来社，１９９４年。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，１９８７

年。同，岩波文庫版，１９８９年。）

―――――――――, “Die protestantischen Sekten und der

Geist des Kapitalismus” GARS, I,１９２０,２０７‐３６．（邦

訳：中村貞二訳「プロテスタンティズムの教派と

資本主義の精神」『ウェーバー宗教・社会論集』

（「世界の大思想」Ⅱ‐７）河出書房，１９６８年，８３‐

１１４。）

―――――――――, The Protestant Ethic and the Spirit of

Capitalism, tr. By Talcott Parsons, London, George

Allen & Unwin,１９３０, with a new Introduction by

Anthony Giddens,１９７６.

Ⅲ．欧文文献２ ブレンターノ＝ゾンバルトの「商

業」論争関係

Brentano, Lujo, “Ist der Handel an sich Parasit? Eine

Frage an Marxisten und andere”, Die Nation, Wo-

chemschrift für Politik, Volkswirtschaft und Literatur,

１８. Januar, １９０５, ２７５‐７６, Neudruck in: Der tätige

Mensch,３３９‐４３.

Sombart, Werner, “Der Kaufmann̶ein Parasit? Die Ant-

wort an Herrn Geheimrat Brentano̶und andere”,
Die Nation,２０（１９０５）,３１１.

Brentano, Lujo, “Die Produktiviät des Handels noch ein-

mal. Insispiens an Sapiens”, Die Nation, ２１（１９０５）,

３２７‐２８, Der tätige Mensch,３４５‐４８.

Sombart, Werner, “Der Begriff ‘pruoduktiv’ und der

‘produktive’ Begriff”, Die Nation,２３（１９０５）,３５８‐６０.

Brentano, Lujo, “Schlußsswort Professor Brentanos”,
Die Nation,２３（１９０５）,３６０, Der tätige Mensch,３４９‐５０.

Ⅳ．欧文文献３ １９０７－１９１０年のフィッシャーとラッ

ハファールによるヴェーバーおよびトレルチ批判

と反批判

Fischer, Karl H., “Kritische Beiträge zu Professor Max

Webers Abhandlung 》Die protestantische Ethik

und der Geist des Kapitalismus《“, Archiv, XXV

（１９０７）,２３２‐４２; Winckelmann,１１‐２６.

Weber, Max, “Kritische Bemerkungen zu den vorste-

henden Kritischen Beiträgen.”, Archiv, XXV（１９０７）,

２４３‐４９; Winckelmann,２７‐３７; Chalcraft / Harring-

ton,３１‐３８.（Webers Replik auf Fischer,１）

Fischer, Karl H., “Protestantische Ethik und der 》Geist

《.des Kapitalismus. Replik auf Herrn Professor Max

Webers Gegenkritik”, Archiv, XXVI（１９０８）,２７０‐７４,

Winckelmann,３８‐４３.

Weber, Max,“Kritische Bemerkungen zu der vorstehen-

den 》Replik《”, Archiv, XXVI（１９０８）,２７５‐８３; Winck-

elmann,４４‐５６; Chalcraft/Harrington,４３‐５１. （We-

bers Replik auf Fischer,２）.

Rachfahl, Felix,“Kalvinismus und Kapitalismus”, Wochen-

schrift, III（１９０９）,１２１７‐３８,１２４９‐６８,１２８７‐１３００,１３１９‐
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３４,１３４７‐６６; Winckelmann,５７‐１４８.

Weber, Max,“Antikritisches zum 》Geist《 des Kapitalis-

mus”, Archiv, XXX（１９１０）,１７６‐２０２; Winckelmann,

１４９‐８６（English Translation: Chalcraft / Harring-

ton, ６１‐８５.，邦訳：マックス・ヴェーバー著，住谷

一彦・山田正範訳「資本主義の『精神』にかんす

る 反 批 判」『思 想』第６７４号，１９８０年８月，８９‐

１１３。）

Troeltsch, Ernst,“Die Kulturbedeutung des Calvnis-

mus”, Wochenschrift, V（１９１０）, ４４９‐６８, ５０１‐０８;

Winckelmann,１８８‐２１５.

Rachfahl, Felix, “Nochmals Kalvinismus und Kapitalis-

mus”, Wochenschrift, IV（１９１０）,６８９‐７０２,７１７‐３４,７５５‐

６８,７７５‐９４; Winckelmann,２１６‐８２.

Weber, Max, “Antikritisches Schlußwort zum 》Geist

des Kapitalismus《”, Archiv, XXXI（１９１０）, ５５４‐５９;

Winckelmann,２８３‐３４５; Chalcraft/Harrington,９３‐

１３２.

Ⅴ．邦語文献

安藤英治『ヴェーバー歴史社会学の出立－歴史意識と

価値意識－』未来社，１９９２年。

石坂昭雄「『プロテスタンティズム－資本主義論争』を

めぐる戦後の研究動向－ヘルベルト・リュー

ティーの所説を中心にして－」『經濟學研究』（北

海道大学），第３０巻第１号，１９８０年３月，１９５‐２１３。

――――「ネーデルラント人プロテスタントのドイツ

亡命とその経済史的意義」梅津・諸田編著『近代

西欧の宗教と経済－歴史的研究－』１９９６年，３１‐

６９。

今関恒夫『バクスターと市民社会』みすず書房，１９８８

年。

――――「ピューリタニズムの経済倫理－社会階層と

教会規律－」梅津・諸田編著『近代西欧の宗教と

経済－歴史的研究－』１９９６年，８７‐２５１。

――――「無秩序へとさまよいでるとき－イギリス革

命前夜における正統派ピューリタニズムと教会

－」今関恒夫他著『教会』（「近代ヨーロッパの探

究」３）ミネルヴァ書房，２０００年，２４５‐６７。

――――『ピューリタニズムと市民社会』みすず書

房，２００６年。

梅津順一「近代資本主義と宗教意識－研究史的展望」

梅津・諸田編著『近代西欧の宗教と経済－歴史的

研究－』同文舘出版，１９９６年，３‐２８。

梅津順一・諸田實編著『近代西欧の宗教と経済－歴史

的研究－』同文館，１９９６年。

梅津順一『ヴェーバーとピューリタニズム－神と富の

間－』神教出版社，２０１０年。

大塚久雄「資本主義精神起源論に関する二つの立場－

ヴェーバーとブレンターノー」『経済学論集』（東

京大学）第９巻４号，１９３９年。『大塚久雄著作集』

第８巻，岩波書店，１９６９年。

――――「マックス・ヴェーバーにおける資本主義の

精神（１），（２）」『経済学論集』（東京大学）第３０巻

３，４号，１９６４‐６５年。〔下記の書に再録〕

大塚久雄・安藤英二・内田芳明・住谷一彦『マック

ス・ヴェーバー研究』岩波書店，１９６５年。（『大塚久

雄著作集』第８巻，岩波書店，１９６９年。）

大塚久雄「ヴェーバーの社会学における人間」『社会科

学における人間』岩波新書，１９７７年，１２０‐１３７。

（『大塚久雄著作集』第１２巻，１９８６年。）

――――「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』第３０巻第３号，１９７２

年。（『大塚久雄著作集』第１２巻，１９８６年。）

住谷一彦「Grundriß der Sozilalökonomik の編集者とし

てのマックス・ヴェーバー」，大塚久雄ほか著

『マックス・ヴェーバー研究』岩波書店，１９６５年。

田中善治郎「清教主義と資本主義の問題－近世欧州資

本主義成立に関する新教思想の意義に就いての序

論的研究－」『中央大學五十周年記念論文集』（経

済・商業之部）中央大學，１９３５年，５０７‐５２４。

田村信一「近代資本主義論の生成（一）－ゾンバルト

『近代資本主義』（初版１９０２）の意義について－」

『北星論集』（北星学園大学経済学部）第３３号，１９９６

年３月，１‐３３。

鼓 肇雄『マックス・ヴェーバーと労働問題』御茶ノ

水書房，１９７１年。

寺崎宣昭「フィラデルフィア・クエイカーとフランク

リン－職業的倫理観の形成過程にかんする一考察

－」梅津・諸田編著『近代西欧の宗教と経済－歴

史的研究－』同文舘出版，１９９６年，２２５‐４２。

中村貞二『マックス・ヴェーバー研究』未来社，１９７２

年。

野崎敏郎『大学人ヴェーバーの軌跡－闘う社会科学者

－』晃洋書房，２０１１年。

諸田實「市場経済の担い手」梅津・諸田編著『近代西

欧の宗教と経済－歴史的研究－』同文舘出版，１９９６

年，２４３‐６０。

山本 通「イングランド工業化と宗教」梅津・諸田編

２０１６．１２ ルーヨ・ブレンターノにおける「ピューリタニズム＝資本主義問題」 石坂 187129（ ）
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著『近代西欧の宗教と経済－歴史的研究－』同文

舘出版，１９９６年，１５５‐８３。

――――「イギリス資本主義と諸教会－資本主義の成

立と展開への教会人の対応－」今関恒夫他著『教

会』（「近代ヨーロッパの探究」３）ミネルヴァ書

房，２０００年，１２３‐６７。

――――「M．ヴェーバーの『倫理』テーゼを修正す

る」『商経論集』（神奈川大学経済学会），上，３９巻

４号，２００４年３月，１４９‐６２，中，４０巻１号，２００４

年９月，１９‐３４，下，４０巻２号，２００４年１２月，１‐

２９。
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