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20 世紀初頭ドイツにおける宗教と政治

－ F・ナウマン『宗教についての手紙』と R. オットーの書評から

藁科　智恵

Religion und Politik Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland:

F. Naumanns Briefe über Religion und R. Ottos Rezension

Chie Warashina

Friedrich Naumann, der zur Jahrhundertwende in Deutschland als Pfarrer und Politiker tätig 

war, veröffentlichte 1903 seine Briefe über Religion. Dieses Buch wurde ein Bestseller und rief 

viele Reaktionen unter Wissenschaftlern hervor. Während seiner Arbeit in der Innere Mission 

beruhte Naumanns Beschäftigung mit sozialen Problemen auf christlicher Ethik, danach trennte 

er Religion und Politik scharf und wandte sich ausschließlich der Politik zu. Bereits kurz vor 

der Veröffentlichung seines Buches gründete Naumann den Nationalsozialen Verein, der diese 

Veränderung seiner Haltung zu sozialen Fragen wiederspiegelt.

Der zeitgenössische Theologe und Religionswissenschaftler, Rudolf Otto nahm 1869 an einer 

Tagung dieses Vereins teil und begeisterte sich für Naumann. 1904 veröffentlichte Otto eine 

Rezension zu Naumanns Buch in Der Christliche Welt, in der er Naumanns Frömmigkeit pries, 

aber gleichzeitig sein Verständnis des Darwinismus anzweifelte. Naumanns Briefe über Religion 

ist als „ein Dokument in der Säkularisierungsgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts“ zu sehen, und 

Ottos Reaktion darauf, besonders über die Beziehung zwischen Religion, Politik und Wissenschaft 

unterstreicht Ottos eigene Ansicht zu diesem Thema.  

Otto war ebenfalls nicht nur in der Wissenschaft sondern auch in der Politik tätig, aber seine 

Beschäftigung mit Politik wird oft als „utopisch“ oder „gescheitert“ verurteilt. Wie kann dann 

die „utopische“ Haltung Ottos zur Politik im Verhältnis zum „realistischen“ Politiker Naumann  

verstanden werden? 

In diesem Aufsatz wird untersucht, wie Otto die in Briefe über Religion gezeigte Beziehung 

zwischen Religion und Politik erfasste und darauf reagierte. Unter diesem Gesichtspunkt wird die 

politische Betätigung Ottos sowohl in der damaligen sozialen Lage, als auch in den zeitgenössischen 

Diskussionen klar rekonstruiert.
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問題の所在

　フリードリヒ・ナウマン（1860-1919）は、1860年
3月 25日ライプツィヒ近郊のシュテルムタールに生
まれた。ライプツィヒ、エアランゲンで神学を学び、
牧師、政治家として活動し、ヴィルヘルム帝政期にお
いて、政治、社会、宗教、文化の改革を強く求めた人
物のうちの一人として知られる1。キリスト教社会
（christlich-sozial）運動、そして後には国民社会
（national-sozial）運動においても中心的な役割を果た
した人物であり、世紀転換期ドイツにおける宗教と政
治の問題が、同時代的にどのように捉えられていたか
を知る上で、重要な人物である。
　1896年にナウマンが国民社会協会der Nationalsoziale 

Vereinを設立した際、当時若い神学者であったルドル
フ・オットー（1869-1937）は、この会議に参加する。
そして同年、友人たちに宛てて、「私が、ある人間に
対して、その語の厳格な意味において、“熱狂する”
ということは、容易なことではありません。私は、彼
（ナウマン）に、熱狂しています2。」（括弧内筆者）と、
ナウマンについて興奮気味に手紙に記している。
　世紀転換期に神学者・宗教学者として活動したオッ
トーは、1904年、雑誌『キリスト教世界』に、ナウ
マンの『宗教についての手紙』3の書評を発表している。
そこでは、ナウマンのダーウィニズム理解への疑義を

示しつつも、ナウマンのこの書は敬虔な者のみが語る
ことのできるものであるとし、さらに、ナウマンとい
う人物を通じて、当時の宗教的情況が現れているとす
る。オットーは、このナウマンの著作を通じて、何を
評価、批判し、どのような情況を見ていたのか。
　また、学者としての側面が取り上げられることの多
いオットー自身も 1913年から議員としての活動を始
め、1920年からは「宗教的人類同盟」の設立に尽力
することとなる。先行研究においては、オットーのこ
れらの「政治的」活動は、その「ユートピア的」発想
から生まれたものであり、失敗したものであった、と
いった見方が一般的である4。しかし、ナウマンが「現
実主義的路線」に「転換」した後に結成したとされる
国民社会協会でのナウマンに感激し、上述のように興
奮して手紙を記すというオットーの姿は、そのような
評価との関連でどのように理解可能なのか。
　そこで本稿は、ナウマンがこの著作、『宗教につい
ての手紙』で示した、自身の捉える宗教と政治の関係
を、オットーがどのように捉え、それに反応したのか、
に着目することにより、オットーがその後展開する彼
自身の「政治的」活動を、当時の社会的情況、そして
それをめぐってなされた議論の文脈において、さらに、
オットー自身における宗教と政治という関係づけとの
関連において、より明確に整合的に捉えることを目的
とする。オットーの政治的側面として「宗教的人類同
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盟」そのものを扱う研究はこれまでにあるものの、オッ
トーにおいて宗教と政治というものがどのような関係

0 0

として捉えられていたのかは論じられてこなかった。
政治家としてのナウマンに向けられたオットーの熱狂
は、この宗教と政治という緊張を孕んだ関係を捉える
上で、非常に重要である。このことは、オットー、ナ
ウマンという個人に還元できるものとは別に、世紀転
換期ドイツにおいて、鋭く対立する形で浮かび上がっ
ていた、宗教と政治という関係を理解することにもつ
ながる。
　本稿では、まず、ナウマンとその著作『宗教につい
ての手紙』が書かれた背景、その内容について確認し、
それに対するオットーの書評が、ナウマンのどの点を
批判し、どの点を評価していたのかを確認する。そこ
から、この時代において、宗教と政治がどのような緊
張関係を持ったものとして認識されていたのか、また、
それに対してナウマンが出した答え、その答えへの
オットーの反応を分析し、明らかにする。このことは、
ナウマンにおける宗教と政治の区別の仕方との対比で、
オットーの後の学問的活動、「政治的」活動を理解す
ることへとつながるだろう。

1．ナウマンについて
　1－1．19 世紀ドイツと「国内伝道」

　ナウマンの活動、そしてその変遷を理解しようとす
る場合、19世紀ドイツの経た社会構造の変化、それ
へと対処しようとした教会側の動きは、非常に重要で
ある。
　19世紀のドイツは、キリスト教社会（christlich-

sozial）運動と呼ばれる、この時期の社会の変化から
生ずるさまざまな問題に対処しようとする教会の活動
がみられた時期である。この時期には、人口の過剰、
手工業の置き換え、家内工業の減少等に伴い、当時か
ら問題視されていた大衆の貧困化が引き起こされてい
た。これらは、農業改革、工業改革、外国貿易の自由
化に伴う工業化の結果であった。長時間労働、女性・
児童労働、労働保護の未整備、生活のために必要な最

低限を満たさないような低賃金によって、下層農民や
手工業、工業従事者の生活環境は困難なものとなって
いた。このようなさまざまな問題は、当時から社会全
体の問題として認識され、「社会問題 Soziale Frage」
という標語が用いられていた5。
　このように社会的貧困が問題となる中、1830年代
から、キリスト教倫理的な側面からこの状態を改善し
ようとする動きがみられるようになる。福音主義の側
では、特に、ヨハン・ヒンリヒ・ヴィッヒャーン
（1808-1881）が中心となった。ヴィッヒャーンは、

1833年ハンブルクに、非行傾向にある少年の保護、
世話を目的とするラウエ・ハウスという施設を設立す
る。この他にも、宗教的な理念を掲げ、青少年が自立
した生活、道徳的な生活を送る手助けをする施設が設
立され始めた6。
　ヴィッヒャーンのこの活動は、啓蒙主義的な合理主
義と対抗して生じたプロテスタントの覚醒運動7に影
響を受けていた。この活動においては、社会的な苦境
は、不完全な人間の罪の本質が原因とされた。よって、
社会問題は、政治的な社会の変革によってではなく、
個々人の宗教的、道徳的な再生によって、解決される
とされた。聖職者や教会に関わる平信徒が、福音を宣
べ伝えること、隣人への社会福祉的な奉仕を通じて、
人々の模範となり、倫理的宗教的な再生をもたらすこ
と、このような国内伝道（Innere Mission）の構想を
ヴィッヒャーンは持っていた。よって、彼は、現在あ
る社会的・政治的な構造の変革ではなく、個々人の魂
の救済を、より一義的な問題とした。彼にとっては、
社会改革のための努力は、現在ある社会秩序に疑義を
呈することなく、社会の苦境を排することであった。
このような彼の態度は、リベラル派や急進的民主主義
と対抗して、キリスト教的・君主制国家による社会的
問題の解決を目指す政治的保守主義と結びつくことに
もなった。ヴィッヒャーンの構想、活動は、その後の
ドイツにおける福音主義的社会運動に、後々まで影響
を与えることとなった8。
　フリードリヒ・ナウマンは、1860年 3月 25日ライ
プツィヒ近郊のシュテルムタールに生まれ、牧師を祖
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父に持っていた9。ナウマンは、ライプツィヒ、エア
ランゲンで神学を学んだ後、上述のヴィッヒャーンが
設立したラウエ・ハウスで 1883年から 1885年まで上
級職員として働き、ヴィッヒャーンの後継者の下で、
国内伝道の運動を知るようになった。その後、1890

年からフランクフルトにて、国内伝道の協会聖職者と
なる。1888年から 1892年までの期間、彼は集中的に、
教会の社会奉仕活動について分析し、その活動におけ
る諸概念を変革していくことへの提案を行っている。
というのも、彼は、前述したような国内伝道の、内的
魂の救済を重視した、政治政策的な解決へと結びつか
ない教会の社会奉仕活動に疑問を持ち始めていたから
であった。彼は、教会の社会奉仕活動という狭い枠組
みではなく、より一般的な当時の社会問題について関
心を寄せるようになっていた。しかし、彼の社会的プ
ロテスタンティズムの政治化という試みは、組織化さ
れた教会の社会奉仕活動の内部からは批判や反発を引
き起こした10。

　1－2．福音主義社会協議会の設立

　このように、ナウマンが国内伝道の運動に関わって
いた頃、後に彼も参加することとなる、福音主義社会
協議会（der Evangelische-soziale Kongreß）が、1890年
5月に設立された。その初代議長には、農業政策顧問
官（Landesökonomierat）であり、元ドイツ帝国議会議
員であったモーリッツ・アウグスト・ノッベが任命さ
れた。1891年には、この協議会の会則として、「我々
帝国民の社会的状態を予断なく研究し、それを福音の
道徳的宗教的諸要求に照らして検討し、この福音の諸
要求自体を今日の経済的生活にとってより実り豊かな、
より効力のあるものとすること」という設立趣旨が明
文化された11。この目的の下、歴史家、法学者、国民
経済学者、神学者、政治家等が協働して、社会問題に
取り組むこととなった。
　この協議会の設立の背景には、設立直前の 1890年
2月 4日に、皇帝ヴィルヘルム二世が二月勅令を発し、
労働者保護、労働環境の改善といった政策の方向性が

打ち出されたことがあった。そして、それに対応する
形で同年 4月、福音主義高等宗務局によって社会問題
解決のための積極的な取り組みが各教会に呼びかけら
れ12、それによって教会内での社会問題に対する聖職
者らの態度が大きく変わることとなった。このような
二月勅令、それに対応する福音主義高等宗務局の呼び
かけには、社会民主主義的運動の影響の下にある労働
者層を国家、教会に取り戻すということが、彼らを弾
圧することよりも緊急の課題とみなされていたという
事情があった13。さらに、同年 9月には、かつてビス
マルクによって制定された社会主義者鎮圧法が廃止さ
れ14、そのことによって、カトリック、保守派、リベ
ラル派プロテスタントが、社会民主主義者と競合し、
社会の改革の道筋を競って示そうとする事態に至っ
た15。
　1890年に福音主義社会協議会が設立された時点で
は、ナウマンはフランクフルトで国内伝道の任務に就
いたばかりの若い牧師であった。1890年に設立され
た福音主義社会協議会は、一方で政治的保守派、神学
的正統派が、またもう一方には政治的リベラル保守派、
神学的リベラル派が、一同に会し、当時の人々を驚か
せた。しかし、中心となっていたのは、宮廷付き牧師
であり、教会内の保守勢力を代表するとされたアドル
フ・シュテッカー、講壇社会主義者16アドルフ・ヴァー
グナーであった。シュテッカーら保守派は、この協議
会での活動は、国家に対しても、教会に対しても親和
的であるべきだと考えていた。キリスト教社会的
（christlich-sozial）とされ、神学的にはリベラル寄りと
位置付けられるナウマンは、1892年に福音主義社会
協議会に参加し始めた頃から、彼がそれまで支持して
いたシュテッカーのキリスト教社会運動や、シュテッ
カー自身から距離を置き始めた。ナウマンとその周辺
の若手らは急進化していき、皇帝、政府、教会の指導
層によるキリスト教社会運動に対して疑問を抱き始め、
協議会の中のシュテッカー周辺の保守派との対立を明
らかなものとしていった17。
　シュテッカーとの対立の過程において、ナウマンは
「創造の秩序 Schöpfungsordnung」の神学への疑念を
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抱き始める。「創造の秩序」とは、19世紀から 20世
紀初頭にかけて起きたルター・ルネサンスにおいて、
キリスト教的倫理の基礎づけのために必要とされた、
必ずしも信仰にだけ関わるものではないトポスとして
出現した。この背景としては、さまざまな変化の中に
置かれたこの危機的な時代の中、キリスト教に固有な
ものと、一般的人間的なものとを架橋することが可能
となるような方向性が模索されていたことが関係して
いる。ルターの三つの位相の区分（Drei-Stände-Lehre）、
そして、律法と福音に対応する形での世界理解、二王
国論との関連で、結婚、労働、経済等の社会秩序は、
神のよき創造とともに与えられた秩序とされ、それは
同時に、その秩序の中で形成される人間的な生活のた
めの規範的な根本的秩序とされた18。ナウマンは、こ
の現在ある社会秩序を肯定する形で機能していた「創
造の秩序」という考えは、イエスの教えとは結びつか
ないと考え、ルター派教会の社会倫理に大きな影響を
与えたこの考えを否定することとなる19。
　このように、協議会の中でのシュテッカーを中心と
する保守派と、ナウマンを中心とする若手リベラル派
との対立は、より鮮明なものとなっていった。また、
協議会内部にとどまらず、特に 1895年 10月以降は、
キリスト教社会的聖職者達が、階級ごとの対立を助長
しているという認識が広まっていき、教会内における
キリスト教社会的若手リベラル派と保守派との対立は、
強まっていった。1895年 12月、福音主義高等宗務局は、
1890年に自らが出した社会問題への積極的対応とい
う教会への呼びかけを撤回した。そして、キリスト教
的愛の行為という価値を広めるにとどまらず、社会運
動に参加し、教会の司牧活動を蔑ろにすることは、教
会内の人々の信頼を失うこととなるとし、聖職者は狭
義における司牧活動に専念するべきとの見解を表明し
た20。1896年には、皇帝ヴィルヘルム二世が「政治的
牧師はばかげている。キリスト者であるものは、同時
に社会的でもある。キリスト教社会的というのは無意
味だ」と非難したことが公表された21。同年、シュテッ
カーはその周辺の保守派支持者とともに、福音主義社
会協議会を脱退した。シュテッカーらの脱退後は、福

音主義社会協議会は、ナウマン、マックス・ヴェーバー
の影響の下、キリスト教社会的（christlich-sozial）立
場から、国民社会的（national-sozial）立場へとその方
針が転換されていく22。ヴェーバーは、1892年には、
その委員会の一員にもなっており、1891年から創刊
された協議会の月刊誌にも寄稿し、1897年まで、福
音主義社会協議会の会議に定期的に参加する等23、こ
の活動に積極的に関わっていたことがうかがえる。

　1－3．ナウマンのキリスト教社会運動から
            国民社会運動への転換

　ナウマンは、フランクフルトの「国内伝道」での活
動を始めてから、それ以前にも増して、社会問題に積
極的に取り組むこととなり、フランクフルトでは、労
働者のための協会を設立した24。しかし、1893年 12月、
ある集会で社会民主主義者であり、神学の最終試験受
験資格者でもあったテオドール・ヴェヒターを擁護し、
ヴェヒターのキリスト教と社会主義は両立しうるもの
だという発言をしたことにより、フランクフルト教会
役員会と対立することとなる。1894年には、「キリス
ト教社会主義の権利」25を『キリスト教世界』に寄稿、
また、同年、社会民主主義を「教条主義」として批判
する等、この時期には、キリスト教と社会主義との関
係について集中的に論じている。そして、1894年 12

月には、雑誌『救済』を「キリスト教社会的週刊誌」
として発行し始める26。
　ナウマンにおけるキリスト教社会的立場から国民社
会的立場への転換に関しては、法制史学者ルドルフ・
ゾームとマックス・ヴェーバーによるナウマンのキリ
スト教社会主義への批判が影響を与えたとされる。と
りわけ、1895年に、ゾームが「国内伝道」の集会で行っ
た講演「公的な生活におけるキリスト者」、また同年
にフライブルク大学でヴェーバーが行った教授就任講
演の影響27が挙げられる。ヴェーバーの講演を受けて、
ナウマンは『救済』にて、その講演の冊子の内容をま
とめて紹介した上で、以下のように記している。
「彼（ヴェーバー）は正しいのではないか？コサッ

20 世紀初頭ドイツにおける宗教と政治
-F・ナウマン『宗教についての手紙』と R. オットーの書評から
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ク人が来た時に、社会政策は我々にどのように役立
つか？国内政治を行おうとする者は、まず、国民、
我が国、国境を守らねばならず、また国家の権力を
手に入れなければならない。ここに、社会民主主義
の弱点がある。我々は、統治可能な社会主義を必要
としている。統治可能とは、これまでよりも優れた
総合的な政治を行うことができるという意味である。
そのような統治可能な社会主義は、これまで存在し
ていない。そのような社会主義は、ドイツ国民的
（deutsch-national）であるべきである。28」（括弧内筆者）

　このように、ナウマンは、キリスト教倫理と社会政
策をより自覚的に区別することとなり、1896年 11月
23日から 25日にかけ、エアフルトで国民社会協会の
設立集会を行った。ここには、ゾーム、ヴェーバーも
現れた29。
　その後 1898年に、ナウマンは、ヴィルヘルム二世
によるエルサレムの救い主の教会（Erlöserkirche）の
設立式典の際に、パレスティナを訪れる。イエスが生
涯を過ごした地で、彼の生きた時代を見極めたいとい
う憧れにも似た思いで、その地を訪れたナウマンは、
その地の生活環境の「原始性」に直面し、愕然とする。
エルサレムへ向かう道は、全く整備されておらず、ナ
ウマンは、馬車も通ることのできないような道を徒歩
で向かうこととなった。このような体験は、後に、イ
エスの教えが社会政策的には意味を持たないというナ
ウマンの確信を強める契機となった30。ナウマンは、
その旅行の前には、すでに牧師を辞め、フランクフル
トからベルリンへ住まいを移していた31。
　しかし、1896年に設立された国民社会協会は、経
済的な問題、有権者の基盤の脆弱さから、長くは続か
なかった。1903年 6月 16日の選挙では、候補者一人
のみが当選したのを最後に、協会は解散することとな
り、自由主義左派の自由思想連合（Freisinnige 

Vereinigung）と合流した32。
　ここまで見てきたように、ナウマンは、キリスト教
倫理と政治という調停しがたい二つの世界に直面し、
葛藤を覚えていた。「社会問題」に対処するため、教

会内の福祉活動としての国内伝道に精力的に関わって
いく中で、ナウマンはその運動の背後にある二王国論、
創造の秩序というルター派的な社会倫理に疑問を抱く
ようになる。つまり、世俗的な権威を正当化する機能
を担ってきた、この社会倫理を否定するに至る。この
ようなナウマンの変化は、福音主義社会協議会におけ
るシュテッカーら保守派との意見の対立に、顕著に
なっていく。そして、歴史的に目に見える形において
は、ナウマンは、国民社会協会を設立し、牧師を辞め、
聖職者としての活動から、政治の領域へと活動の場を
移す。しかし、このように政治の領域において活動を
していくという決断をしたからといって、このキリス
ト教と政治という二つの領域間の葛藤が自動的に解消
されるものではない。ナウマンは、この葛藤を、自ら
の中でどのように位置付け、政治的活動に向かって
いったのか。このことを明らかにする手がかりとなる
のが、ナウマンの『宗教についての手紙』という著作
である。この著作は、国民社会協会の解散以前に書か
れ、『救済』に 1903年 7月 5日まで、連載として掲載
されたものが出版されたものである33。

　2．『宗教についての手紙』
　2－1．『宗教についての手紙』の位置付け

　『宗教についての手紙』は、ナウマンが、宗教、政治、
学問を自らにおいてどのように関係づけているかにつ
いて書いたものである。1917年までに 7版を重ね、
19,000部が出版されていた34。教会史家クラマー＝ミ
ルズは、ナウマンのこの書には、学問的・神学的な知
見を一般に普及させるという目的だけではなく、同時
代の政治的、社会政策的、自然科学的な諸洞察と調和
させようとしている点にその特質があると述べた35。
そして、ナウマンが一般に向けて平易な文章で書いて
いるにもかかわらず、少なくとも 24の書評という、
学者からの多くの反応を引き起こしたこともその特徴
として挙げられている36。また、現代における教会史
の観点から、クラマー＝ミルズは、ナウマンがこの書
において示した当時のキリスト教の位置付けとこれが

藁科　智恵
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引き起こしたさまざまな反応を 20世紀初頭の世俗化
の歴史のドキュメントとして捉えている37。また、ル
ディーズは、この著作において表されているのは、ド
グマティッシュではないキリスト教であり、これは世
紀転換期の危機的な情況にあるプロテスタントが自ら
の居場所を探そうとする試みの根本的特徴であるとし
ている38。このように、ナウマンの『宗教についての
手紙』からは、宗教批判の時代、また教会から出て行
く人が増える時代において、自らを改革していこうと
するキリスト教の試みを読み取ることができる。
　また、もう一方で、この著作には、ナウマン自身に
おけるキリスト教社会的立場から国民社会的立場への
転換が見られる著作としての側面がある。1916年版
のあとがきで、ナウマンは、この著作が「私の神学者
時代との別れ39」であるとも述べているように、また、
これが書かれた時代が上述の国民社会協会の活動に従
事した時代であったということからもわかるように、
自身がキリスト教社会的という立場から、国民社会的
という立場へと移行した時点での新たな立場の表明が
なされていると言える。

　2－2．『宗教についての手紙』の内容

　では、この『宗教についての手紙』はどのような著
作であったのか。まず、この著作の書かれた背景につ
いて見ておこう。1902年、この著作に先立ち、ナウ
マン自らが刊行していた雑誌『救済』に彼が 8年間掲
載していた論稿が、『神の救済』40という著作として出
版された。それがきっかけとなり、その読者が、ナウ
マン自身の宗教に対する態度、彼の世界観の統一性に
関して問う手紙を送ってきたという41。それに応答す
るものとして、1903年に『救済』にシリーズとして
掲載されたものが、27通の手紙という形で著作とし
て出版されたものである。1904年の第 3版からは、
24通目の手紙を挿入し、28通の手紙という形になっ
ている。この読者が問うたナウマンの「世界観の統一
性」とは、同時にキリスト者であり、ダーウィン主義
者であり、艦隊熱狂者（Flottenschwärmer）42であるこ

ととはどのように可能なのか、というものであった。
この三つの相対するように思われる要素がいかにして
同時に成立可能であるのか、というのが読者の問いで
あった。そして、ナウマンは、この問いに対して、「私
は、これらの共存を自らの中でどのように整理してい
るか－これは私の中で、しかし決して私の中でのみ見
られるものではありません－、を叙述しようと思いま
す43。」として叙述を進める。また、C.F.マイヤー、マ
ルクス、ビスマルク、ゲーテを例に挙げて、実際の生
は、さまざまな要素の混合から成っていると指摘する。
そして、重要なことは、そのさまざまな要素の混合が
その時代において正しいもの、必然的なものであるか
どうかだという44。
　また、ナウマンは、1903年の第 1版への序文では、
この著作が「キリスト教の教会的な揺るぎない解釈を
持っていて、それを維持しようとする人にとっては、
この書物を読むことに全く意味はありません45」、と述
べ、さらに、「聖職者を求めているのではなく、世界
観をめぐる戦いにおける同志、戦友を求めている人、
このような読者を、私は歓迎します46。」とする。ナウ
マンが念頭に置く読者とは、現代的な世界観とキリス
ト者であることをいかに調停できるか、キリスト教的

0 0 0 0 0 0

価値と現代において現実的な生活を遂行することとの
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

間に葛藤
0 0 0 0

を持つ人、である。この切実な問題を平易な
言葉で表した著作が、多くの読者を獲得し、さらに、
知識人の間でも大きな反響を呼んだということは、当
時の宗教と政治との関係を捉える上で重要な事実であ
る。
　では、ナウマンの『宗教についての手紙』を彼の叙
述に沿って詳細に見ていく。
　

　　2－2－1．現代におけるキリスト教の
　　　　　　  影響

　まず、ナウマンは、現代においてキリスト教がどの
ような影響を持つものかを叙述する。ナウマンによれ
ば、当時の宗教をめぐる情況の中で一見効力を失った
かに見えるキリスト教は、現代においても人々の精神
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を規定し続けているのだという。表面的な人は、教会
に行かなくなったから、聖書を読まなくなったからと
いって、自らが宗教を克服したと信じているが、人類
愛や進歩といった一般的とされる観念で宗教に全く影
響を受けていないものなどないのだという。また、現
代の芸術家が宗教に再び行き着いていることを、キリ
スト教の持つ現代的な影響力の例として挙げる。つま
り、彼らが宗教的モチーフに回帰していることは、彼
らが生まれつき敬虔であるというわけではなく、彼ら
が内的探求を行うことによって、強烈な感覚を表現し
ようとすることに行き着くからなのだとする。芸術家
である彼らにとって、その強烈な感覚がどこからくる
のかは問題ではない。しかし、それが彼らの魂に深く
刻まれていればいるほど、キリスト教の痕跡は彼らの
意識を覆いつくすのだという。そして、これの代表的
な画家として、印象派とされるフリッツ・フォン・ウー
デ、ハンス・トーマ、象徴主義に分類されるマックス・
クリンガーを挙げている47。
　このように、ナウマンは、教会から人が離れていき、
宗教批判が起こるこの時代においても、キリスト教の
痕跡はしっかりと残っているのだと指摘する。

　　2－2－2．「故郷のない感情」

　しかし、ここには現代の宗教をめぐる情況に、特有
の問題があるという。ナウマンはそれを「故郷のない
感情」と表現する。それはどのようなものなのか。
　ナウマンが、この「故郷のない感情」というものを
説明する際、この時代におけるダーウィニズム的世界
観は重要な役割を持っている。まず、ナウマンは、ダー
ウィニズム的発展理論を以下のようにまとめている。
「あらゆる発展理論の基本的な思想とは、過ぎ去った
形式は常に変化するものの、しかし、完全なる新たな
始まりは決してなく、あらゆる新しいものは古いもの
から生まれるのである、ということです48。」つまり、
あらゆる発展においては、全く新しいものが急に始ま
るということはありえない。その形式は変化したとし
ても、新たなものはいつも古いものから生まれていく

のだということを強調する。そして、この発展理論を
現在の社会情況にあてはめて、次のように言う。「我々
は、全体として、キリスト教的な精神によって織り込
まれた社会であり、自然法則的な観察方法によっても、
その他のものではありえません。… それが我々の現
代のあらゆる探求の基盤なのです49。」また、このこと
から、歴史においてさまざまなキリスト教があること
に触れ、そのことによって我々はキリスト教の高い適
応能力に驚かざるをえないのであり、キリスト教は進
化論的に、あらゆる他のものよりも強いものであった
という50。
　ここで、ナウマンは、「ドグマティッシュではない
キリスト教」という言葉を使い、キリスト教とダーウィ
ニズムのあるべき関係について述べる。彼によれば、
ダーウィニズムという、これまでの古い世界観に代わ
る新たな世界観に、キリスト教も適応しなければなら
ない。ナウマンは、このことを伝えるために、葡萄の
木の例えを挙げる。葡萄の木の根はイエスであって、
木の蔓がつたう壁は、その時代の世界像なのである。
現代のダーウィニズムは新たな壁であるが、新たな壁
が確立される前に古い壁がなくなってしまったために、
葡萄の木の蔓は地面にはったままである。そして、こ
のような状態にある宗教的な感情を「故郷のない感
情」と表現している51。この「故郷のない感情」に故
郷を、つまり、現実への接続点を与えるのが、「社会
的 Sozial」という言葉なのであり、この言葉によって、
我々は故郷を得て、従属している人々による階級闘争
に至るのだという52。
　また、このような現代におけるキリスト教の困難な
情況とは、知識が変化していく中で、感情を保ち続け
ることとされる。画家を例に挙げて、彼らが現代にお
いて問題としていることは、描く対象ではなく、それ
をどのように描くかということであるという点を指摘
する。つまり、そこでは、対象ではなく、その印象、
雰囲気、魂の動きが重要なものとなっている。そして、
これは、絵画の領域だけでなく、宗教においても同じ
なのである。当時は、何を信じるかではなく、どのよ
うに信じるか、強い純粋な気持ちで信じることができ
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るかどうかということが重要な問題とされていた53。
ナウマンによれば、このような我々の切羽詰まった情
況を認識すること自体が、宗教的な進化であり、この
時代の人間の宗教的本質の不完全さ、つまり、故郷の
ない感情という状態を、そのように認識することが必
要とされているのだという54。

　　　2－2－3．資本主義とキリスト教

　次に、ナウマンは資本主義とキリスト教の関係とい
う問題を取り上げる。ここでナウマンは、この時代の
人々の持つ葛藤について触れる。

「我々は、資本主義の時代に生きており、この時代
以前に生まれた宗教を持っています。…我々が個人
的にマモンの下僕になりたいかどうかは関係なく、
我々は皆、マモニズムの中で生きています。我々の
時代は、貨幣経済的に、投機的になっているのです。
このような時代において、我々の救世主は、全く容
赦なく、『あなた方は、神に仕え、またマモンに仕
えることはできない』と言います。我々はこのよう
な内的な葛藤

0 0 0 0 0

から、自らをどのように救い出すこと
ができるでしょうか55。」（傍点筆者）

　ナウマンは、キリスト教が、現代の資本主義という
システムが生まれる前に生まれた宗教だと指摘し、好
むと好まざるに関わりなく、現代の人間たちを組み込
む資本主義のシステムにおいて、いかに神に仕えるこ
とが可能であるのか。このように、現代人の持つ特有
の葛藤が表現されている。そして、「福音の言葉通り
のキリスト者」であることができない

0 0 0 0

というこの葛藤
が、ナウマンにとって、どんな教義上の問題よりも深
刻なものなのだという56。
　そこでナウマンにとって重要なのは、イエスが当時
のパレスティナにおいて理解されなければならないこ
と、そして我々は彼よりも後に生まれ、彼をその当時
の文脈において捉えることを学ばなければならないと
いうことをしっかりと自覚することとなる。つまり、

イエスの生きた時代のパレスティナと、ナウマンの生
きる資本主義の時代のドイツとは、全く異なっている
ということを明確にする必要性をナウマンは感じてい
た。そして、そのように、地域、時代の違いを明確に
することこそが、イエスの人格という内容の豊かさを
通じて、言葉の端々の解釈に囚われることを恐れずに、
ナウマンの生きる時代、地域に合った道を、自律的に
切り開くことへとつながるのだと考えていた57。
　そして、O氏という知り合いの話を例に挙げながら、
現代において、隣人愛をどのように理解したらいいの
かという話に移る。ナウマンは O氏に、知り合いの
St氏にとって O氏の商売が妨げになっているという
ことを伝えるが、それに対し、O氏はそれを知ってい
るものの何もすることはできないと言った、という話
である。そこで、ナウマンは、O氏は、自らの商売か
ら競争という性格を取り除くことができず、O氏はこ
の競争がキリスト教と矛盾しないものとしてみなした
いのだが、思慮深い人間にとってそれはたやすいこと
ではないのだと指摘する。そこで O氏は、商売は彼
にとってある一つの事柄であり、商売の領域以外で貪
欲になって初めて、マモンの下僕となるのであって、
自分はマモンの下僕ではないというのだが、ナウマン
はそれに納得することができない。なぜなら、我々が
生きているこの世界を支配している原則は、「汝は隣
の家を欲しなければならない！…。58」というものであ
るからだという。そこから、ナウマンは、この時代に
おいてキリスト教には二つの可能性が残されているの
みだという。その二つとは、つまり、イエスの弟子達
はこの時代の商業、政治等の諸活動とは全く関係なく
いるということ、もしくは、イエスの弟子達はキリス
ト教が制約されたものであるということに自覚的であ
ること、だという。このようにして、ナウマンは、キ
リスト者に欠けていることは、キリスト教的な制御が
届かない事柄があるという認識であると指摘する59。
　これまでの話の流れを振り返ってみよう。まず、こ
れまでの叙述で、ナウマンは、キリスト教を発展史的
に観察し、さまざまな歴史的キリスト教の中で、最も
キリスト教の本質であり続けているものを示すに至っ
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た。それが、イエス・キリストの人格であり、とりわ
け貧者の福音である。そして次に、それが、現代にお
いて唯一の生活規範であるかどうかについての考察を
行った。それに対するナウマンの答えは、以下である。
「それは我々の生活規範でありますが、それが唯一の
ものではありません。我々の道徳性全体が、福音に根
を持つわけではなく、そのたった一部だけです。もっ
とも、それは外見上重要であり、簡単に無視される部
分であるのですが60。」このように、人間の共同体を成
り立たせている権力、法の諸要求が、福音と並んで存
在するという、この主張は、キリスト者であると同時
に愛国者でもあるというナウマンに向けられた非難に
対処するために述べられねばならないのだという。ま
た、ナウマンは次のようにも言い換える。「もしくは、
より慎重に言ってみましょう。私は、個人的に、キリ
スト教と他のさまざまな生活の課題との間の葛藤から
自らを救う方法は、キリスト教が持つ限界を認識しよ
うとすること以外には、知らないのです61。」こうして、
資本主義的秩序と、キリスト教的倫理との間の架橋す
ることが全く不可能な溝に、ナウマンは直面するので
ある。

　　2－2－4．イエスと存在をめぐる競争

　そして、次に、ナウマンは、イエスと「存在をめぐ
る競争 Kampf ums Dasein」とは調停可能なのか、とい
う問いに答えようとする。まず、ナウマンによれば、
この「存在をめぐる競争」という言葉には一つの世界
観があるという。つまり、競争は、進化の原理として
理解され、残酷な利己的な競争とされている62。
　しかし、ナウマンは次のように、この利己的な競争
とイエスとの間を調停しようとする。「この世の神に
従うことは、存在をめぐる競争という道徳を生み、イ
エス・キリストの父に従うことは、慈悲という道徳を
生み出します。しかし、これらは二つの神々ではなく、
一つの神なのです。…ただ、それがどこでどのように
一つになるのか、については、いかなる死せる者も述
べることができません63。」つまり、この世の神とイエ

ス・キリストに仕えることは、人間には矛盾すること
のように思われるが、そのようにしか人間が認識でき
ないのであって、これらは別々の神なのではなく、一
つの神なのだという。そして、ナウマンは、自らが繰
り返し述べる、「キリスト教的道徳がすべてを支配し
ているわけではない」ということは、個々人が、この
両者の間に置かれながら、絶え間なく、両者の間で自
らの道を探求していくことを意味するのだという64。
　また、このことをナウマンは、次のように言い換え
ている。「理論的に純粋なキリスト者は、この世の内
部では可能ではありません65。」というのも、どこにお
いても、キリスト教は生活の一部であり、それだけで
生活が成り立っているわけではないからである。しか
し、このような状態に直面した時、ナウマンは以下の
二択を挙げる。「我々はこの状態を永遠に嘆くのか、
それともそのようにあるものとして認めるのか66。」そ
して、ナウマンは後者の方が自らにとっては正しいも
のと思われるとする。つまり、存在をめぐる競争とい
う自然原理の上で我々は生きており、そのような生存
の基盤があって初めて、福音という道徳性を現実化す
る自由を享受するのである。そして、このことをそう
あるものとして認識することこそが、ナウマンにとっ
て、嘘偽りなくいるための、唯一の可能な方法である
ように思われるのだという67。
　そして、テーマは、キリスト教と軍国主義に移る。
ナウマンは、戦争の悲惨さについては認識していると
述べつつ、しかし、ゲルマン民族性 Germanentumを
維持できるかどうかは、国民の軍国主義的な意識を維
持できるかどうかにかかっているという。ここでまた、
生存をめぐる競争に依拠し、この学説は、諸国民に、
甲殻類であることを教えたのだとし、軍備なしでは、
甲殻のない甲殻類になってしまうとする68。つまり、
ナウマンに言わせれば、ダーウィニズム的な存在をめ
ぐる競争という道徳が支配するこの世において、軍備
を持たなければ、生き残ることができないのだ。そし
て、これまでのキリスト教の歴史において、キリスト
教がこの世の国家に働きかけ、改革するようなことは
できたことはないし、しようとしたこともなかったと
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いう点を指摘する。そして、まさにこの事実から、ナ
ウマンは、自らが国家とその権力手段に賛成しつつ、
同時にキリスト者であるということの正当性を導き出
すのだという69。「ですから、私は、国家、つまり、必
然性と自然の要請によって生じた共同体において、キ
リスト教を現実化することを試みるのです70。」さらに、
ナウマンは、自らが艦隊に賛成した時のエピソードに
ついても述べる。彼はその時、もしイエスがここにい
たならば、同じことをしただろうか、と自問したのだ
という。そして、自らに対して、次のように答えたと
いう。「もちろん、しなかったでしょう！しかし、彼は、
そうする人がいなければならないことを知ってはいた
でしょう71。」このように、ナウマンは、ドイツ艦隊に
賛成し、そのために運動してきたのだという。それは
彼がキリスト者であるからではなく、国家市民であり、
根本的な国家の問題をキリスト教的倫理によって判断、
解決しようとすることを諦めるということを学んだか
らなのだという72。
　ここで、述べられている政治の領域において、キリ
スト教倫理に従うことを辞めたというナウマンの叙述
は、彼の直面した葛藤、そしてそれに対して彼が与え
た答えを分析する上で、非常に重要である。その際に、
ナウマンが自問自答の末に、イエスに語らせている点
が、非常に象徴的にこの答えを表している。ここでは、
自らが取る立場と、イエスが取る立場を対照的に位置
付けている。この点をさらに明確にするのが、ナウマ
ンがキリスト教社会的立場から国民社会的立場へと移
行する際に影響を与えた、ヴェーバーの観点である。
ヴェーバーは、1919年に行った講演、『職業としての
政治』において、政治と倫理との関係について論じて
いる。この関係をめぐる問題が歴史的にどのように現
れてきたかを詳述しつつ、彼は次のような区別を設け
る。

「まずわれわれが銘記しなければならないのは、倫
理的に方向づけられたすべての行為は、根本的に異
なった二つ

0 0

の調停しがたく対立した準則の下にたち
うるということ、すなわち『心情倫理的』に方向づ

けられている場合と、『責任倫理的』に方向づけら
れている場合があるということである。…人が心情
倫理の準則の下で行為する－宗教的に言えば『キリ
スト者は正しきをおこない、結果を神に委ねる』－
か、それとも

0 0 0 0

、人は（予見しうる）結果
0 0

の責任を負
うべきだとする責任倫理の準則に従って行為するか
は、底知れぬほど深い対立である73。」

　この講演自体は、ナウマンのこの著作出版の後であ
り、ナウマン自身がこの心情倫理（Gesinnungsethik）
と責任倫理（Verantwortungsethik）という理念型的な
区別をそれとして意識していたかどうかは定かではな
い。しかし、この区別は、ナウマンを理解する上で有
用である。つまり、ナウマンの言うように、存在をめ
ぐる競争を生き抜くためには、艦隊を増強させなけれ
ばならないという、政治に関わる際に自らの行為の結
果への責任を持つ態度は、責任倫理に忠実な行為とし
て理解できる。また、ここで登場するイエスは心情倫
理を極めて理念型的に表すものとして理解することが
できるだろう。このように見た場合、先に叙述した O

氏をめぐって出てきた、隣人愛というキリスト教倫理
もまた、心情倫理と資本主義的秩序の中で生き抜くた
めに人間がなさざるをえない行為との葛藤が表現され
ている。このような葛藤に置かれたナウマンが、イエ
スの倫理と対照させて出した答え、自らは艦隊を支持
するという政治的決断を行う、という答えは、どのよ
うに理解可能であろうか。このことは、ナウマンが「現
代における宗教」をどのように捉えたかとの関連から
理解することができる。

　　2－2－5．「これは宗教といえるのか」

　ナウマンは、最後にもう一つの問い、つまり「今ま
で私があなたに向けて叙述してきた、内的な生活の種
類は、いまだに宗教ということができるのでしょう
か74。」と問う。そこから、ナウマンは、信仰が、現代
の人々にとって持つ意味、価値が、以前の人々にとっ
て、かつて持ったものと果たして同じものであるのか

20 世紀初頭ドイツにおける宗教と政治
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どうか、我々は宗教一般を失う過程にいるのかどうか、
という問題を提起する。それに対し、ナウマンは次の
ように言う。かつて、宗教は精神生活一般の全体であっ
たが、その時代は終わったのであり、宗教が生活の一
部となった現代において、宗教は、より内的な魂の問
題となるのだという。そして、これまでの信仰に関す
るさまざまな知識が示すように、宗教の魂の本質は、
たとえ外面上のあらゆる形式、思考法が変わったとし
ても、変わらずにあるものなのだという75。
　このように、手紙の最後に、現代においては宗教が、
より内的な魂の問題となると指摘していることは、ナ
ウマン自身のこの後の活動を象徴的に表しているとい
えるだろう。つまり、彼はこの後、世俗的な職業とし
て、目に見える形では、牧師を辞め、政治家として活
動していくこととなる。しかし、この著作で扱われた
現代における宗教、学問、政治という葛藤、その上で、
自らは自覚的に政治という領域に関わっていくという
姿勢、さらに、宗教がより内的な魂の問題となるとい
う指摘から、ナウマンの行為自体が「近代においてあ
りうる敬虔さ」を表すものとして読み取ることができ
るだろう。

3．オットーの書評
　3－1．オットーの書評の背景

　1904年、このナウマンの『宗教についての手紙』
のオットーの書評が『キリスト教世界』に掲載される。
オットーは、同年、ゲッティンゲン大学神学部宗教哲
学の員外教授に就任し（1914年まで）、『自然主義的
世界観と宗教的世界観』76を出版している。また、1902

年から 1904年にかけて、雑誌『神学展望』に、ダーウィ
ニズムと神学について論文を投稿していた。
　この書評は、「現代の諸宗教」というシリーズの一
環として掲載されたものであった。そのため、このシ
リーズの続きとして、ドイツ学者ハインリッヒ・マイ
ヤー＝ベンフェイ（1869-1945）の『現代の宗教：シュ
ライアマハー -メーテルリンク』77の書評がナウマンの
書評から 2ヶ月後に再び『キリスト教世界』に掲載さ

れている。
　ナウマンの書評を「現代の諸宗教」というシリーズ
の下に書こうとしたということから、オットーがナウ
マンのこの著作をどのように捉えていたかがわかる。
つまり、書評の中においても強調されていることであ
るが、ナウマンを通じて、現代の宗教をめぐる情況が
示されていると捉えているのである。しかし、この意
図に対して、『キリスト教世界』の編集者であるマル
ティン・ラーデは、懐疑的な態度を取っていたという
ことが、オットーとラーデのやりとりから読み取るこ
とができる。この書評が、ラーデからの提案だったか、
オットーからの提案だったのかは定かではない。しか
し、ラーデに宛てた 1904年 1月 8日のオットーの手
紙には、次のように、自らの意図についてラーデに説
明している。

「ナウマンの手紙は、私としては、明らかに現代的
な宗教解釈のうちに数えられるものであります。そ
の全体的な内容、そして数え切れないほどの詳細が
それを明らかにしています。『現代的 modern』とは、
非難の言葉ではありません。ナウマンは、現代的で
あることを諦めずに、その古い財産を信じているの
です。我々がナウマンをこの関連（シリーズの関連）
から取り除いてしまうならば、その計画（シリーズ）
は、かなり本質的におかしくなってしまうでしょう。
その（シリーズの）関連においては、彼について、
もはや既にあるものとして書かれることはできない
でしょう。またそれだけを独立させるなら、さらに
二倍のことが書かれなければならなくなるでしょう。
しかし、あなたが望むなら、私は譲歩したいと思い
ます78。」（括弧内筆者）

　ここでオットーは、ナウマンの著作を「現代的な宗
教解釈のうちの一つ」としている。しかし、このよう
に表現することは、そのこと自体を批判するためでは
なく、彼を通じて、これまでの宗教が新たな形式の中
に現れようとしているという事態を示すためである。
つまり、オットーは、ナウマンの宗教的感情が、現代
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的な形式において、現われ出ようとしている様子をこ
の著作に見ていたのである。このことは、オットーの
書評において、さらに明確に示されている。

　3－2．オットーはナウマンをどのように
　　　   評価するか

　次にオットーの書評を確認していく。オットーは、
まず、これまでさまざまなものを通じて、人間は預言
者や宗教の証しとなってきたが、ナウマンは艦隊を通
じて、宗教の証しとなっているという。そして、現代
においてキリスト者であろうとする際の葛藤、まさに
現代に特有な課題、「いかにして、同時に、キリスト
者であり、ダーウィン主義者であり、艦隊熱狂者であ
りうるか」という問いによって、ナウマンは語ること
へと駆り立てられているのだという。しかし、オットー
は、ナウマンのダーウィニズム理解が誤っていること
を指摘する。ナウマンは、ダーウィニズムを発展理論
としているが、ダーウィニズムとはそもそも目的への
敵意なのだと、オットーは指摘する79。さらに、この
著作においては、互いに矛盾しあう要素、つまり、キ
リスト者、ダーウィン主義者、艦隊熱狂者であること
の統一的世界観という問題に関しては答えられていな
いままであると指摘する。しかし、その問題に対する
ナウマンの真摯で、熱意を持った取り組みについては
好意的に言及している80。
　次に、オットーは、ナウマンによって示されている
この著作の全体像が、不明確であるとして、自ら全体
を以下のように 5つに分類し、それぞれの内容を詳細
に紹介する81。①我々の時代においてもキリスト教は
避けられないものであり、諸概念が変化しても宗教的
な新たな形成において重要な位置を占めているという
こと（手紙 2-5）、②今日の敬虔さの直面する危機と
その状況、つまり、敬虔な感情は、古い諸表象が崩れ
ることによって故郷がなくなってしまい、新たな故郷
を求めているということ、敬虔さの古い内容は新たな
形式を求めているということ（手紙 6-11）、③キリス
トと彼が我々の時代に対して持つ意味について（手紙

12-15）、④キリスト教と資本主義が、そして福音と権
力への問いがいかにして調停されうるかについて（手
紙 16-26）、⑤我々のもとに残っているものは、まだ
宗教なのかについて（手紙 27）。
　その上で、ナウマンのこの著作の中で、中心となっ
ているのがイエスの倫理であると指摘しつつも、ナウ
マンがこの著作において述べている「同情と純潔
Mitleid und Keuschheit」は、キリストの倫理としては
不十分であるとする82。キリストの愛は、「同情」では
ないのだという。しかし、この著作には、理論的なも
のはほとんど表明されておらず、ナウマンの「あまり
に直接的で偉大な個人的な体験、苦しみ」が表明され
ているため、この著作に対して理論的に反論すること
もできないし、それをしようとする気も起こらないの
だという。しかし、このような一種の信仰告白ともみ
られるナウマンの感情の吐露を、オットーは、ルター、
シュライアマハーの行ったことと同列に並べて叙述す
る。ルターが『奴隷意志論』において、二つの神なの
ではなく、我々人間にとっては統一的に把握すること
ができない、愛の神と力の神という像を示したこと、
また、シュライアマハーが宗教の本質の分析において、
敬虔さという感情が最も核心的なものであり、それは
概念が変わろうとも、強力であり続けるものとしたこ
と、これらの言葉は、敬虔である者の語る言葉であり、
ナウマンの言葉もまたこれに属するものなのだとい
う83。
　ただ、このように宗教に関して書くならば、それに
ふさわしい形式を選んだ方がいいとして、以下の二点
を指摘する84。まず、もはやこの著作は、雑誌『救済』
に掲載されるだけの連載ではなく、著作であるのだか
ら、構成を整えるべきであるということ。次に、扱わ
れている対象が重要なものでもあり、「ラプソディー
的な叙述に代わって創造的な詳述、根本的な忠告がな
されなければならない」とも述べる。そして、最後に、
このように宗教に関して語ることができる彼のような
人が、さらに語り続けることが求められており、そし
て、彼の才能は、そのことを彼に義務付けるものであ
るという85。
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　以上のように、書評においては、主に 3つの点が指
摘されている。1点目が、ナウマンのダーウィニズム
理解が誤っていること、2点目が、ナウマンの叙述は、
敬虔である者の直接的な体験の表現であるということ、
3点目が、叙述の形式が整えられるべきであり、より
明確な詳述が求められるという点である。

　3－3．オットーの書評、その背景から読み
　　　   取れること

　この書評を受けて、ナウマンは、第 3版への序文に
おいてオットーの書評についても以下のように言及し
ている。

「私は、この著作を賞賛してくれた人々（事柄とし
て正しい以上のものもありましたが）、また、オッ
トー氏（修士）やデナート氏（博士）のように誠実
な批判を述べてくれた人々にも同様に感謝していま
す。なぜなら、この単純な個人的な信仰告白におい
て、何か方法的なもの、もしくは事柄的に議論の余
地のないものを提供しなければならないということ
は、私の意図するところではないからです86。」

　ここで、ナウマンは、繰り返し、自らの書が学問的
なものではなく、信仰告白というような性質を持つも
のであることを述べている。また、このことは、「他
の仕事に従事している中から生まれたキリスト者の信
仰の率直な信仰告白87」であるとも述べられている。
ナウマン自身もそもそもそのことを強調しているよう
に、そして、オットーの書評の中でも指摘されている
ように、この著作自体は、学問的な、体系的なもので
もない。むしろ、ナウマンが、社会問題へと対処して
いこうとしながら、自身が格闘してきた宗教と政治と
いう問題に直面したキリスト者の敬虔さ、苦悩が表さ
れているのである。よって、オットーも、書評におい
てナウマンのダーウィニズムの理解、またその形式的
な点を批判しているものの、これが、ナウマンの信仰
告白である限り、それに対して理論的に批判を加える

ことは全く無意味だと考えていたのである。このこと
は、ラーデとの手紙のやりとりにも表れている。ラー
デは、オットーとナウマンが直接やりとりをすること
を勧めるが、オットーはそれに対して、今の時点では、
ナウマンとこの著作に関して議論しようとは思わない、
としている。このことは、上述の理由からであるだろ
う。
　むしろ、オットーの書評は、ナウマンの著作への学
問的な批判というよりも、ナウマンの著作を通じて表
れている現代の宗教をめぐる情況を、メタレベルの視
点から、指し示しているといえる。ルター、シュライ
アマハーと同様に、敬虔な人とされるナウマンが、自
然科学的世界観、資本主義的経済が急激に優勢となっ
た現代において、これまでの宗教をどのように語り、
政治と宗教という葛藤を持ちつつ政治の領域で活動す
ることを、どのようにより説得的に示すことができる
のか、このことに腐心するナウマンの姿に、オットー
は現代の宗教的情況を見出しているのである。このこ
とは、ナウマンへの書評が掲載された 2ヶ月後、「現
代の諸宗教」というシリーズの二つ目として、再び『キ
リスト教世界』に掲載された、マイヤー＝ベンフェイ
の著作の書評において、ナウマンを次のように表現し
ていることからも明らかである。

「彼自身の心の何百の根を彼のキリスト教の信仰の
経験に持ち、彼の魂の中心的な財産として、自らの
敬虔さを心がけ、古いワインを新しい器に注ぐ時に
少しでもこぼしてしまわないかと、震えている88。」

　ここでは、「古いワイン」と表現されるキリスト教
信仰を、「新しい器」とされる現代的なダーウィニズ
ム的、資本主義的世界観と共存させる形で、表現し、
自らが政治的活動に従事することをどのように了解し
ようかと苦悩するナウマンの様子が表されている。で
きるだけ慎重に、「古いワイン」を絶対にこぼさない
ように心がけながら、震えているナウマンは、オットー
の目には、現代の情況を表すものとして映じていたの
である。
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　しかし、そもそも学問的な対話は成り立たないほど、
これが直接的なナウマンの敬虔さ、苦悩の表れである
としながらも、オットーは、彼のダーウィニズム理解
が誤っていることも指摘している。また、著作として
の形式的側面への注文もつけている。このようなこと
から、クラマー＝ミルズは、オットーは、ナウマンが
大衆に向けて採用した対話形式がラプソディー的であ
るといった印象を読者に与え、このような方法で、オッ
トーは「護教的」関心から、ナウマンの著作が持った
キリスト教を世俗化する力をできるだけ小さなものに
とどめようとしたのだとしている89。たしかに、オッ
トーは、ナウマンの著作によってディレッタント的な
宗教批判がまかり通るようになるのではという懸念を
表明している。しかし、オットーがあえてナウマンの
著作をラプソディー的なものと見せようとしていると
いう指摘は、オットー自身が当時捉えていた問題、つ
まり、宗教を現代的な世界観の中において捉えられる
ようにしなければならないというオットー自身の問題
を矮小化しているように思われる。ここで注目される
べきは、むしろ、ラプソディー的な叙述を批判してい
ることよりも、それに代わって「創造的な詳述

0 0 0 0 0 0

、根本
0 0

的な忠告
0 0 0 0

」が求められているという点である。つまり、
ナウマンが「故郷のない感情」といった言葉で表した
精神的情況に対して、ナウマンは、徹底的に自らを政
治の領域に定位させ、社会問題を政治的に解決すると
いう答えを出したのに対し、オットー自身は、そのよ
うな情況の中、現代的な世界観において、どのように
宗教を学問的に示すことができるか、つまり、自らを
学問に徹底的に定位させて、宗教を学問と接続させる
ことを模索し続けていたのである、と捉えることがで
きる。

結び－オットーを理解するための参照点として
         のナウマンにおける宗教と政治の区別

　『宗教についての手紙』は、ナウマン自身によって「私
の神学者時代との別れ90」と述べられているように、
彼におけるキリスト教社会的立場から国民社会的立場

への移行期に、自覚的に宗教の捉え方が語られた著作
である。この著作が書かれた時期は、ナウマンがキリ
スト教倫理という枠内における社会運動の限界を感じ、
国民社会協会を設立した時期であった。この機関紙と
も位置付けられた雑誌『救済』に掲載されていたこの
著作は、ナウマンが自身の中で宗教と政治をどのよう
に位置付け、関係付けていたのかを知る上で、重要な
ものである。
　ここでは、自らは既に牧師ではないと述べられてお
り91、現代のキリスト者が、新たな世界観と自らの信
仰を調停させるためには、キリスト教の倫理では対処
できない領域があることを認めることが重要であるだ
けでなく、それだけが可能であると述べられている。
このことは、ナウマンはルター的二王国論を徹底した
と表現されてもいる92。ナウマンは、資本主義的経済
の中で生き抜いていかなければならない現代において、
キリスト者としてどのように生きることができるのか
を問うた結果、キリスト者として信じることを行い、
結果を神に委ねる「心情倫理」に従った行為と、あく
までも自らの行為の結果を鑑みて、その結果に責任を
持つという「責任倫理」に従った行為とを対比させる。
その上で、ナウマンにとっては宗教は魂の問題だとさ
れる。つまり、自らにおける心情倫理と責任倫理の対
立に直面したナウマンが、社会的に自らの立場を示し
ていた「牧師」を辞め、それ以降、一見すると宗教的
とは見えない「政治家」という世俗的活動に自らを徹
底的に従事させるというこの行為において、ナウマン
が考えた「近代においてありうる敬虔さ」、外形的に
は表しようがない信仰のあり方を読み取ることができ
るだろう。『宗教についての手紙』を出版した後、ナ
ウマンが設立した国民社会協会は、自由思想連合と
1903年に合流してから、1910年にそこから出てきた
左 派 リ ベ ラ ル の 進 歩 人 民 党（Fortschrittliche 

Volkspartei）（ドイツ民主党の前身）に参加している。
そして、ナウマンは、1912年 1月から 1913年夏まで
の中断があるものの、1918年までドイツ帝国議会の
議員を務めた。その後、彼の死の直前である 1919年
には、ドイツ民主党（Deutsche Demokratische Partei）
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の議長を務めた。その当時のナウマンは、ドイツにお
ける左派リベラルを象徴するような存在であったとい
う。それと同時に、彼は最晩年、ヴァイマール国民議
会、そして憲法委員会の一員として活動した。しかし、
ドイツ国大統領への立候補は固辞したという93。
　このようなナウマンの行き方と対比した際、オッ
トーの行き方の固有性が明らかとなる。オットーは、
ナウマンを語ることに駆り立てた問い、「いかにして
同時に、キリスト者であり、ダーウィン主義者であ
り、艦隊熱狂者でありうるか」に対して、ナウマンが
出した答えを、非常な敬虔さを持つ者の信仰告白とし
て評価するものの、学問的には

0 0 0 0 0

答えとなっていないと
指摘する。この指摘はナウマンの「誤った」ダーウィ
ニズム理解へ向けられており、オットーはこの後、自
らのダーウィニズム理解、そしてダーウィニズムと宗
教との関係について論じることとなる。「古いワイン

を新しい器に注ぐ時に少しでもこぼしてしまわないか
と震えている」フリードリヒ・ナウマンという現象自
体が、当時の宗教的情況を表しているのだとするオッ
トーは、そのような情況の中で、自らを学問という領
域に徹底的に定位させ、宗教を近代的学問において指
し示すことを目指したのだと捉えることができる。こ
のことは、ナウマンが自らを徹底的に政治にコミット
させていく行き方と対照をなすものである。オットー
はこの後、自ら議員としても活動し、「宗教的人類同
盟」という諸宗教間の活動の場を設けるに至る。その
ような活動の中で、オットーは、宗教、学問、政治を
どのように位置付けたのか。本稿において明らかにし
た、オットーのナウマンの著作『宗教についての手紙』
に対する批判、評価は、その後のオットーの活動を全
体として理解するための重要な一礎石となるだろう。
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