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批判理論と戦争協力 

 

馬渡玲欧1 

 

１ はじめに 

本報告はフランクフルト学派第一世代として知られる H.マルクーゼが第二次世界大戦中に書 

いた、一見「客観的」に見える戦略情報局（OSS）報告書の記述から、彼の批判理論のモチーフ 

を析出し、批判理論と経験的探究について考察することを目的とする。  

Laudani は、マルクーゼ、ノイマン、キルヒハイマーは、第二次大戦中、OSS の Research＆

Analysis 部門、つまり「科学的に客観的で中立的」な政策形成を指示する官僚組織内で、フラン

クフルト学派が保持していた「哲学的・理論的」な観点を放棄する必要に迫られたと述べる

（Laudani 2013: 7）。特にマルクーゼは思弁性を出さず、ノイマン『ビヒモス』の分析に近いレポート

を書いていた（Laudani 2013: 8）。 

しかし、Laudani が述べるところの「哲学的・理論的」で無いとされるマルクーゼのレポートには、

後年の『一次元的人間』の管理社会（administered society）論を思わせる 記述がいくつもあると報

告者は考えている（特に「行政/管理」administration や「統制」control）。  

統制や行政といった用語・概念の使い方は、決して Laudani が述べるほど非思弁的、強く言え

ば「客観的」とまでは言えないのではないか。もしかするとマルクーゼは職務上の要請から「経験

的なもの」を客観的に記述しようとしていたかもしれないが、第二次大戦（という経験）を基にした

報告書の記述において選択され、適用された用語・概念の布置連関からは、後の管理社会論へ

と展開する理論的視角が浮かび上がってくるように思われる。 

  

 それでは、その理論的視角とは何か。簡潔に述べれば、現在の批判理論の動向（後述）とは少

し外れた、政治構造分析の視角である。つまり、ノイマンやキルヒハイマー（ソーンヒルが言うところ

の「シュミット左派」）のような、ナチズム体制の政治構造分析をマルクーゼも行なっている。そして、

この政治構造分析は、批判理論が依拠する「全体性」の視点がなければ、成立しないものだった

のではないか。 

財政上の理由で社会研究所からいわば肩たたきにあったマルクーゼは OSS で勤務をすること

になる。この後、OSS での勤務、コロンビア大学、ハーヴァード大学のロシア研究所での勤務を経

る。彼のキャリアの約十数年間は、ドイツ政治とソ連政治の分析に費やされたといっても過言では

ない。 

二つのヘーゲル論を残したこと、またハイデガーの弟子でもあったこと、フロイト解釈をめぐるフ

ロムとの論争等、様々な側面からマルクーゼの思想は語られる。批判理論第一世代の思想形成

において重要な役割を果たした様々な論者との思想史的・哲学史的関連を解明・整理することで、

批判理論の形成過程を検討することもできるだろうが、本報告では当座そのアプローチは採用し
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ない。マルクーゼの知られざる戦争協力中のレポートの読解を進めることで、本報告はマルクー

ゼの経験的研究への参与をある程度明らかにできると考えている。 

社会学理論と経験的なものの再構成というテーマに寄せると、本稿は「戦争」（総力戦）という現

実を前に、そこでの経験を亡命知識人達はどのように記述したのか、記述せざるを得なかったの

か、客観的な記述と思われるものにどのような視角が「密輸入」されていたのかを検討する報告と

なるだろう。 

 

２ 資料について 

今回の報告では、2013 年に刊行された Secret Reports on Nazi Germany: The 

Frankfurt School Contribution to the War Effortを主に取り扱う。参照する論文としては、

マルクーゼが筆頭著者のものを選択した。ノイマン、キルヒハイマーの各論のつながりも考慮に入

れたうえで検討を行なうべきではあるが、今回は省略したい。その代わり、ノイマン、キルヒハイマ

ーの基本的な議論については後述のソーンヒル『現代ドイツの政治思想家』を扱う節で確認する

こととしたい。 

マルクーゼが筆頭著者の論文は、全論文 31 本のうち、12 本である。（第二著者として 1 本。）

今回の報告の目的は、第二次大戦中のナチス・ドイツの「行政」の分析をマルクーゼがどのように

行なっていたかを検討することにあるため、第三部「政治的反対」に所収されている二本の論文、

「13 ドイツ共産党」と「14 ドイツ社会民主党」は扱わない。さらに、戦後処理を扱った第七部「新し

い敵」に所収の「30 ドイツの労働組合と工場協議会の地位と展望」と「31 世界共産主義の可能

性」も扱わない2。 

 

３ マルクーゼのナチズム政治構造分析 

 この節では、マルクーゼのナチズム政治構造分析について概観する。詳細な記述については

付録を参照されたい。以下、本報告は「ナチズムの政治構造の特徴」「全体主義樹立における労

働者の統制の必要性」「大企業の利害に基づくテクノクラート体制の展開」という三つの側面から

レポートをまとめていくこととする。 

 

３―１ ナチズムの政治構造の特徴 

 ナチズムの政治構造の特徴としては以下の二つが挙げられるだろう。第一には、総統と対等に

議論することのできる政治制度が欠如している点である（マルクーゼはこれを「無定形性」と称して

いる）。第二に、党が国家を超えて最上位に位置する点である。1934 年にかけて、党と政府の全

体主義的なアマルガムが実現した。 

そのなかで、1943 年にかけて三頭政治（カイテル、デーニッツ、ゲーリング）が台頭し、政治権

力のバランスが変容してきたことに、マルクーゼは着目している。 

                                                   
2 以下は補足である。筆頭著者がノイマンの論文は 31本中 13本、筆頭著者キルヒハイマ

ーの論文は 6本である。筆頭著者ではないものの、共著者やアシスタントとして名を連ね

る研究者には、ポール・スウィージー、フェリックス・ギルバート、ハンス・マイヤーホ

フ、ジョン・ヘルツがいる。 



第 90回日本社会学会大会  テーマセッション 5 

於：東京大学本郷キャンパス        社会学理論と < 経験的なもの > の再構成 

3 

 

さらに重要なのは、ヒムラーの内務大臣就任である。このイベントは、国内の統制と占領地の統

制においていかなる意味を持つのだろうか。まず、国内の統制においては、行政官僚の粛清が

進行する。国内の堅固な統制においては、ゲシュタポの役割が増し、例外的な道具ではなく、

日々の「行政」の一般的な道具として機能する。次に、占領地の統制においては、占領地の自律

性は否定される。「戦争機構」を維持するために、「生存圏」での「完全で永続的な搾取」が望まれ

る。国内と占領地で行政機能が分裂することは許されず、支配権力は統一・集中された権力とし

て示される必要がある。故に、占領政策における「行政」とは、暴力的な政治・経済の統制を伴うも

のである。 

 

３―２ 全体主義樹立における労働者の統制の必要性 

次に全体主義の特徴としては「労働者の効率的な統制」を挙げることができる。この「効率的な

統制」はいかにして可能となるのか。それは、生産性のスピードを落とさないための、統制パター

ンの発明によってである。つまり、この統制パターンの発明は、近代工場組織のベルトコンベアを

指している。この統制パターンについて、労働者の「士気」（やる気）ではなく、技術的メカニズム

が労働のスピードを規定することをマルクーゼは示す（言い換えれば、労働者の自律性の消失）。 

 さらに、労働者のいわば身体の統制だけでなく、組織面での統制も行なわれる。例えば、

労働組合の解散後に、ドイツ労働戦線が設立されるわけだが、これは旧来の労働組合では

ない。いわば労働者の代表ではなく、政府と党の官僚制を代表する組織なのである。 

 さらに、労働者の分断政策も行われる。労働者の集団は以下の四つに分けられる。第一

に労働貴族、第二に高給取り、第三に熟練技術を持つ労働者（大半）、最後に熟練技術の無い

低賃金の集団、である。平均的な効率性を上回る労働者のパフォーマンスは、政策への自発的

参与であり、支配集団への協力を意味するとマルクーゼは述べる。 

 

３―３ 大企業の利害に基づくテクノクラート体制の展開 

 最後に、ナチズムを支えたのが、大企業の利害に基づくテクノクラート体制であったことを述べ

ていきたい。 

 ナチズムは、プロイセンのユンカー層を廃絶したと述べる。このプロイセンの解体と並行して、重

工業産業の利益追求に基づく帝国主義的拡大はさらに伸長した。全体主義国家化が暴力主義

的統制に基づくことは先に見た通りであるが、いわば「戦争経済」を要請することで産業発展が進

行し、それに伴い大産業の政治権力が増長していく。この過程で重要なのは、テクノクラート的効

率性の採用である。プロイセン・ユンカー的な地位や特権とはかかわりのないテクノクラート的効

率性が、プロイセンの半封建的イデオロギーに取って代わったのである。 

 ここまで、経済的権力が徐々に政治権力となる過程をみてきた。テクノクラート体制の分析にお

いて、マルクーゼは大企業の指導層の検討を行なっている。大企業の指導層には、要するにエ

ンジニアや技術者が多い。彼らの存在は、経済的権力を政治権力にしていくにあたって必要であ

る。経済的権力と政治権力の全体主義的合併のために、彼らはナチス体制の永久化を目論む。 

したがって、指導層のエンジニアはドイツ重工業の拡大主義的利害と結びつき、民主主義的再

編成と敵対的である。 
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 また、以上のようなテクノクラート層の依拠する社会的・経済的制度がナチズムの興隆と維持に

とっては必要であったわけだが、この制度が一見したところ「中立的」であることが、事態をより複

雑にする。マルクーゼはドイツの戦後処理を論ずるにあたり、経済活動に伴う「中立的」制度が、

戦後処理においてカモフラージュ、隠れ蓑に使われることを懸念している。「中立的」な職業組

織・技術組織によって反民主主義勢力の利害を追求することが可能となる。企業共同体の反民

主的要素は、常に政府と密接な関係を保つ。つまり、ビジネス界の自治は政府の統制機構に統

合される。 

 テクノクラート層がいかに生まれるかの分析も興味深い。要するにマルクーゼは、ナチズムにお

いてエンジニアは政府の役人であるということを述べている。体制を支えるための被雇用者の訓

練をエンジニアに委託することで、エンジニアは政府の役人と化すという認識を示している。結果、

職業集団は強力な圧力団体になり、経済的問題を政治的イシューへと化す。 

 

４ マルクーゼ・レポートの含意 

以上のマルクーゼのレポートが提示した分析は、思想史のなかではどのように位置づけられる

のだろうか。ここでは、ソーンヒルによるノイマンとキルヒハイマーの政治思想史研究を参照する。 

まず、ノイマンとキルヒハイマーは「シュミット左派」と呼ばれており、オーストロ・マルクス主義のマ

ックス・アドラー、カール・レンナーの影響も受けている（Thornhill 2000: 151）。したがって、彼らと

「批判理論」との関係があるのは、ナチズムの性格を診断した社会心理学研究だけであると言わ

れている（Thornhill 2000: 152）。 

 

ノイマンとキルヒハイマーは、マルクス主義の伝統的な考え方とは意見を異にしている。と

いうのは、彼らは、ウェーバーとシュミットと同様に、経済的理性ないしは道具的理性の戦略

と妥協によって規定されない、相互行為と自由の領域としての、政治的行為の特殊な至高

性に対する信念を堅持しているからである。（Thornhill 2000: 152） 

 

ノイマンとキルヒハイマーが要するにナチズムの体制に縛られることのない「政治的行為の至高

性」を重視していたという点には後で触れる。当座、先にノイマンとキルヒハイマーのナチズム解

釈に関するソーンヒルの論評を概観する。ノイマンとキルヒハイマーのナチズム解釈の参照点とし

ては、フリードリヒ・ポロックのナチズム論が有効である。 

まず、ポロックは、ナチズムは私的資本主義に取って代わった国家資本主義であると規定して

いる。つまり、ナチズムは独占資本主義の産物であり、独占企業の任務は国家に専有されている

（Thornhill 2000: 200）。 

この議論は、政治機構が経済に対して優位となり、国家が経済規制を請け負うというもので、ヒ

ルファディングの組織資本主義論を拡張したものである（ホルクハイマーも参照している）（201）。 

一方で、ノイマンとキルヒハイマーのナチズム解釈はポロックとは異なる。彼らはナチズムに対

する正統派マルクス主義的解釈を行なっている。つまり、ナチズムの起源をワイマール期の資本

主義におけるカルテル組織に求めている（Thornhill 2000: 201）。 

個別に見ていくと、キルヒハイマーは、ナチズムの展開は、古典的自由主義から大衆民主主義
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を経て後期資本主義に至る過程の一つの現象であると捉えている（Thornhill 2000: 202）。 

それ故に、キルヒハイマーは、概略的に、資本主義の条件下の統治は、常に経済的（私法的）

権力集団と政治的行政府との間に取り決められた妥協に基づいている、と論じている（Thornhill 

2000: 202）。経済組織が政治的機構との取引きを行なう経済的妥協の歴史としてナチズムを捉え

ているわけである。 

本報告としてはソーンヒルがマルクーゼはキルヒハイマーの分析に近い（Thornhill 2000: 201）

と述べている点が大変興味深い。ソーンヒルはマルクーゼの議論を取り上げているわけではない

ので、その点は非常に残念であるが。 

次に、ノイマンのナチズム解釈はどうか。キルヒハイマーと同様、ポロックとは違う立場をノイマン

は採っている（Thornhill 2000: 203）。 

 

ナチズムは、ノイマンにとっては、全体主義的な独占資本主義である。（Thornhill 2000: 203） 

 

資本主義に特徴的な妥協のメカニズムは、党執行部に移される。このメカニズムが、官僚と民

族共同体のイデオロギーによって隠蔽されている。 

 

見かけ上の国家規制の秩序は、単に政府を支持する独占企業体の増大した権力を見え

なくさせるイデオロギー的詭計に過ぎない。こうした団体は、戦争を通じて、帝国主義的膨張

に経済を振り向けようとする自分たちの努力において蝶番として国家を利用している。

（Thornhill 2000: 204） 

 

ノイマンは、ナチズムの国家装置を、重工業、党、官僚制、軍部から成る広範囲に亘るヘ

ゲモニー・ブロックと解釈している（1966: 361）。従って、政府は「党階層性の頂点グループと

共に生産手段と暴力手段を意のままにする単一ブロックに合体しようとする、強力な工業・金

融・農業の独占資本家たちの小集団」（p.634）である。この主張こそが、何よりも、ノイマンの

国家資本主義概念に対する敵意を例証している。（Thornhill 2000: 205） 

 

ノイマンはナチズムの体制を、行政府を意のままにしようとする経済集団の利害の接着剤であ

るとみなす（205）。すなわちこの体制が成立したのは、「政治的なるもの」の優位ではなく、むしろ

「政治的なるもの」が欠如したからだ（Thornhill 2000: 207）。 

 

批判理論とノイマン、キルヒハイマーの違いをまとめると以下の通りとなる（Thornhill 2000: 

206）。 

 

フランクフルト学派と繋がるすべての思想家たちに共通しているのは、大衆資本主義にお

ける技術的理性の体系があらゆる社会的な相互行為をあらかじめ形作るレベルにまでその

支配を拡大させている、という主張である。ノイマンとキルヒハイマーも、この点では例外では

ない。しかしながら、「批判理論」の主唱者の各々はまた、人間の意識をして少なくとも部分
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的には技術的理性の強制から逃れせしめる実践の様式の概略を述べている。アドルノは、こ

の可能性を、経済的合理性によって支配されていない生活の可能な条件を示す、特定の形

態の文化的生産と結びつけている（1976: 12）。（中略）しかしながら、ノイマンとキルヒハイマ

ーは（後のアーレントと同様に）、技術的領域に対する強制的な義務からの解放の機会を指

示するのは政治的行為そのものである、と論じている。この点で、ノイマンとキルヒハイマーは、

シュミットの政治理論のある側面を「批判理論」の彼らのヴァージョンの中に持ち込んでいる。

（中略） 

 それ故に、ノイマンとキルヒハイマーの思考の根底にあるのは、経済を秩序づけ（V. 

Neumann 1984: 76）、人間生活に対する技術的領域の影響を制限し、それによって、真の

――政治的――自由の前提条件を創り出す、国家の主権的権力に対する信頼である。

（Thornhill 2000: 206） 

 

 ノイマン、キルヒハイマーの分析とマルクーゼの OSS レポートは基本的な立場を共有していると

考えて良いだろう。すなわち、ナチズム成立の基盤には大企業、重工業産業の経済的利害の関

与する独占資本主義と、党、官僚制、軍部のアマルガムがある。 

 ノイマン、キルヒハイマーにとって、この全体主義からの解放には、「政治的なもの」を取り戻すこ

とが必要だとソーンヒルはまとめている。マルクーゼの場合はどうだろうか？レポートにおいて興味

深いのは、マルクーゼがドイツの戦後処理において、ローカルな反ナチスの政治運動と連合国が

協力するべきだと述べていた箇所である。この点を敷衍するならば、マルクーゼもまた、ノイマンと

キルヒハイマー同様に「経済を秩序づけ（V. Neumann 1984: 76）、人間生活に対する技術的領域

の影響を制限し、それによって、真の――政治的――自由の前提条件を創り出す、国家の主権

的権力に対する信頼」があったのかもしれない。 

 以上のように、ノイマンとキルヒハイマーの分析視角とマルクーゼの類縁を見たうえで、この類縁

が今日の批判理論の動向（少なくとも日本において）とどのように切り結び、加えてテーマセッショ

ンの趣旨とどのように関わるのかに触れて報告を閉じたい。 

 

５ 「全体性」を求めて 

まず、筆者としては、ノイマン、キルヒハイマー、マルクーゼの政治構造分析が可能になったの

は、批判理論の「全体性」というモチーフがあったからではないかと考える3。今回の片上報告

（2017）、そして磯（2016）、大河内（2016）を当座参照するが、これらの論稿で言及されている批

判理論（アドルノ、ホルクハイマー）の特徴というのは、「全体性」である。例えば、磯（2016）は、ア

ドルノ＝ポパー論争を中範囲の理論との関係から再考するにあたってアドルノの理論観をまとめ

ている。 

 

                                                   
3 例えば、ルカーチの「全体性」については徳永（1964）を参照。また、辰巳（2013）に

おいては初期批判理論の「全体性」からハーバマスが脱却していく様が描かれている。「ア

ドルノは社会の特定の審級を際だたせることなく「全体性（Totalität）」という概念を用い

てその媒介性を指摘する。すなわち，社会学が処理するデータは，無性質のデータではな

く，社会的全体性の連関によって構造化されているのである。」（辰巳 2013: 67）  
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アドルノの理論観においては、理論が全体の把握を志向しなければいけないことが強調

されている。このような理論は、データや個別の調査によって反証されることはできないし、さ

れてはいけないのである。さらに、批判的でなければならない。アドルノは、理論と経験的研

究を隔てようとしたのではない。調査によるナイーブな事実認識がイデオロギーと化す危険

性に警鐘を鳴らしたのであり、安易な客観性志向の孕む恣意的な主観性を問題視したので

ある。（磯 2016: 44） 

 

 また、大河内（2016）の論稿においては、ホルクハイマーの初期批判理論を科学理論として見

直す検討がなされている。そのなかに「全体性」についての言及がある。 

 

ホルクハイマーがこのように理論の内在的決定不可能性を主張するのは、マルクス主義

的立場から、理論というものが経済的関係によって規定された歴史的状況に依拠しているこ

とを明らかにするためであり、批判理論が「全体の優位」を主張するのも、理論全体が改訂の

対象となるというクワインのホーリズムの意味においてではなく、「社会全体」についての認識

が科学の理解の前提となることを主張するためであった。しかし、ホルクハイマーが当時の科

学理論にたいして行った、理論は理論内在的に決定されるものではないという主張が、のち

のホーリズムやパラダイム転換につながる発想の萌芽を含んでいたにもかかわらず、イデオ

ロギー的理由から科学哲学の側からかえりみられなかったことは、不幸なことであったといわ

ざるをえない。（大河内 2016: 76） 

 

 このように、批判理論の一つの特徴は「社会全体」の認識を問うことにあった。今回取り上げたマ

ルクーゼの戦時レポートは、後年の『エロスと文明』や『一次元的人間』といった代表作と比べると、

いわば哲学的な思索は確かに無い。しかしながら、ある種執拗に「行政」や「統制」という用語を用

い、それら用語をナチズムの政策の暴力性と結びつけて論じる姿勢には、この「全体性」の認識

の密輸入が見て取れるように思われるのである。すなわち、「行政」や「統制」という概念は彼の分

析視角であり、「全体性」というモチーフが無ければ成立しない。さらに、前節で見たように、全体

主義を支えるのは経済的利害の重視であるetcという視点からも、政治構造の全体・総体を把握し

ようとする企てが透けて見えるのである。 

 

 このような「全体性」「社会全体の認識」という批判理論第一世代のモチーフを、ノイマンやキルヒ

ハイマーの議論を媒介に、マルクーゼの戦時レポートに読み込む試みは、おそらく初期批判理

論⇒ハーバマス⇒ホネットという主流のラインからは外れる試みであると思われる。 

 確かに、出口（2014）が言うように、批判理論の第一世代は「解放や批判への「関心」「態度」を

再び社会的実践の内部に位置付けることができなかった」（出口 2014: 46）。そこで、ハーバマスと

ホネットは規範の「再構成アプローチ」を採用する。事実の内に存する規範を析出、再発見し、既

存の事実と対峙しながら、社会の批判を遂行する（出口 2014: 46）。 

 

理論に対する「時代の要請」とは、理論がなんらかの規範的命題が事実の中に根拠を持
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ちながら、その事実を超える過剰性（未達成の潜勢力）を有していることを明らかにし、当の

規範的命題に対して正当性を付与すること、を意味する。（出口 2014: 46） 

 

ホルクハイマーのアポリアは、社会秩序の外部に立つ視点であり、そこからエリート主義や

啓蒙主義が帰結することであった。批判理論がこうしたアポリアを回避するためには、特殊な

変革主体や外部の視点を求めるのではなく、いわゆる「学以前の水準」（ハーバーマス）にあ

り、日常生活の地平に内在する社会的行為者の視点から理論の「正当性」を担保する手続

きが必要となる。いわば批判の審級を内的視点として現象させ、批判的言説を内側から正当

化する理論と方法が要請されるのである。（出口 2017: 240） 

 

 すなわち、出口の言葉を借りるならば、ハーバマスやホネットが切り開いた議論の地平は、日常

生活における行為者の規範に着目することによる、規範の正当性の付与、そして批判理論の正

当性の担保であり、そのことは批判理論第一世代の陥った隘路を克服する手立てであったと言え

よう。（そして、テーマセッションとしてはこのような方向性の理論を彫琢することが求められている

ように思われる。） 

 しかしながら、批判理論をハーバマス＝ホネットラインで読むなかで見落とされるものもあるよう

に思われるのである。それは先に見た「全体性」という認識を批判理論がどのように捉えていたか、

その系譜であるように思う。そして、その認識の系譜を確認する作業は、実はマルクーゼ、ノイマ

ン、キルヒハイマーといった「学派」の本流とは少し周縁に位置した人物が、（理論的思索というよ

りも）実際にどのような経験的研究を行なってきたか、その研究の手つきを辿ることでも達成される

のである。 
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【付録】マルクーゼ・レポートの概要 

 この付録は、本報告で詳細に取り上げることのできなかったレポートの概要を示すものであ

る。 

 

■「近い将来におけるナチス・ドイツの政治的諸変革の可能性」（1943年 8月 10日） 

このレポートでは特に、ヴィルヘルム・カイテル、カール・デーニッツ、ヘルマン・ゲーリングによ

る三頭政治（triumvirate）に焦点が当たっている。 

カイテル、デーニッツ、ゲーリングの三頭政治は、すべての軍事的・政治的有事において責任

を有するとマルクーゼは述べる。すべてを「ドイツの統制要塞」（the German-controlled Fortress）

を防御するために従属させることによって、すべての軍事・政治・経済活動を調和させる試みがな

される。ヒトラーは後方にひっこみ、ナチス党は三頭政治の有機体へと変貌する（32）。この三頭

政治は、軍とナチス党の妥協をなす（32-3）。 

ナチス党の三頭政治への従属は、党によって享受されている特権について人々や軍が不平を

言うことを緩和した。三頭政治の樹立は制度変化の第一段階である。将来的には、最小限の社

会的・政治的障害を伴いながらも、ナチス体制の基盤を変化させることない政治的変化が可能と

なる政府を創り出すことが目標となる（33）。 

ナチスの制度システムは、完全な無定形性によって特徴づけられる。つまり、リーダーと対等に

議論し計画を策定することのできる最高位の政治制度が欠けているのである。また、ヒトラー自身

から離れた党の制度もありえない（34）。ヒトラーは明らかに、ドイツにおける政治的リーダーシップ

の制度化がヒトラーに対抗する道具として使われることを恐れていた（34-5）。ヒトラーは特定の問

題のためだけの特定のリーダーを扱うことを好んでいた（35）。また、ナチス体制の原則のひとつと

して、党は国家を超えて最上位に位置するというものがある（35）。したがって、三頭政治は将来

の政治的変化において重要な最初の一歩とみなされる（36）。 

 

■「帝国政府における変化」（1943年 8月 20日） 

このレポートでマルクーゼはヒムラーの内務大臣就任に着目し、ナチス体制内の権力バランス

がどのように変化したか記述している。「ヒムラーの就任は、行政官僚（ administrative 

bureaucracy）の大規模な粛清を予示するだろう。」4（39）これも前掲の 1943 年 8 月 10 日刊行の

レポートと問題意識は同様であろう。いわばナチス・ドイツ体制における権力バランスの変容をこ

の二つのレポートで詳述している。 

ヒムラーの内務大臣就任は、内政の困難が増大していることや、全体主義的恐怖・テロの適用

をとことん行なうという体制の決断を証明している（39）。そして、この就任に伴う権力掌握は、地下

組織の反対運動よりもむしろ、官僚のなかの「保守」派や、中産階級、知識人の間の反対派、連

合国と密接な関係を持つビジネス界に対して意味を持つ（39）。 

また、ヒムラーはドイツの行政（administration）のなかで自分の立場を固めてきた。彼の内務

大臣就任は、ゲシュタポや SSのようなよく機能し、効率的な組織が、完全な統制（control）を実行

                                                   
4 マルクーゼは、ハンス・プフントナーという（ナチス党のメンバーにもかかわらず）伝

統的なタイプの官僚のリタイアによって自身の解釈が確証されると述べる（39）。 
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するということを意味するとマルクーゼは述べる（40）。このヒムラーは、和平よりも国内戦線の堅固

な統制（rigid control）に重きを置いており、またナチスの人種政策とテロ（terror）を最も残忍な

やりくちで代表している人物であると評される（40）。 

ヒムラーの内務大臣就任に伴う国内の行政（administration）と統制（control）、そしてテロ

（terror）の布置連関を確認したうえで、次にヒムラーの東方政策の検討にマルクーゼの記述は移

る。 

ヒムラーは占領地域の自律性を拒否し、公権力（governmental authority）の集中を望んでいた。

そして、東方生存圏の「完璧で永続的な搾取」（the complete and permanent exploitation）を望

んでいた（41）。 

ナチスにおける保護領の重要性は以下の三つの点である。第一に、経済的な重要性、第二に、

軍事的な重要性、第三に、イデオロギー的重要性である（43）。特にここで興味深いのは、マルク

ーゼが経済的重要性について述べている段落で用いられている「ドイツの戦争機構」（the 

German war machine）という表現である。保護領は、戦争・軍事機構にとって経済的な価値を有

するのである。 

また、内務省は行政と同様に法制の領域でも機能する。立法の準備に加えて、内務省は内務

行政に関するすべての法律の執行も担当する。内務省の権限は他の国々と比べてはるかに大き

く、地方政府の「自治」（self-government）なるものは存在しない。加えて、内務大臣は国内行政

に関する命令、監督、人事の権利も有する（46）。 

ドイツの内務行政のうち伝統的に最も権限を有する部門は警察である。ヒムラーは内務大臣に

就任することで、警察機能のために「行政機構」（the administrative machinery）全体を利用する

だけの権力を持つようになる（46）。 

一般的行政に関して、ヒムラーの就任は、行政の改造、パージの前兆となる。すなわち、これま

でよりも政府官庁の「ナチス化」が進む。行政長官とゲシュタポの共同作用が示されることになると

マルクーゼは考えている。今や、ゲシュタポは「例外的」な国家の武器ではなく、日々の行政の一

般的な道具（instrument）であるという認識をマルクーゼは暗に示している（47）。 

 

■「ドイツにおける士気」（1943年 9月 16日） 

このレポートでまず注目したいのは、マルクーゼによる、ドイツにおける企業は全体主義組織の

ネットワークの網の目に位置しているという指摘である（101）。さらに、労働者も統制（control）さ

れている。その統制は、社会における他の集団と比較すると比類が無い。統制に造反することは、

死、すなわち強制収容所への連行を意味するとマルクーゼは述べる（101）。 

近代的工場組織の本質は、生産性を落とさないように統制のパターンを発明することである。

ベルトコンベアシステムが生産過程に導入されると、労働のスピードはもはや労働者の士気

（morale）によっては規定されない。むしろ技術的なメカニズム（technical mechanism）によって

規定される。スピードに適応できない労働者はクビとなる（以上 101）5。 

国民社会主義体制は、ワイマール体制を反復することを不可能にする目的で発明された。「士

                                                   
5空爆の影響等で、支配集団に対する統制は強力だが、中産階級や労働者に対してだと弱く

なっているという指摘もマルクーゼは行なっている（103）。 
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気」はいわば民主制の贅沢品である（101）。 

 

■「ナチス帝国主義にとってのプロイセン軍事主義の意義：連合国の心理戦における潜在的

緊張」（1943年 10月 20日） 

マルクーゼはプロイセンの軍事主義の崩壊について、レポートを書いている6。このレポートの

目的は、ナチス体制が戦争の勝敗について、プロイセンおよびプロイセンの軍事主義が実際にど

のような役割を果すのかを評価することである（62）。そこでマルクーゼは、「プロイセンは未だにド

イツの中心なのか？」という問いを立てる（62）。その解答としては、以下の通りになる。ナチス体

制はドイツの社会的・政治的権力の配置（distribution）に深い変化をもたらし、この変化の過程

で政治的統一としてのプロイセンは分解した。もはや帝国主義的な攻撃を促進する力はプロイセ

ン的なものではなく、むしろ西ドイツ、中央ドイツ、上シレジアに位置するドイツの重工業の利害が

その力であった。それだけでなく、この利害には、軍事主義者、中産階級や知識人のナショナリス

ティックな要素、ナショナリスティックな攻撃によって社会・経済集団のコンフリクトを調停しようとす

る政府指導部が関与する（以上 62）。 

以下、マルクーゼは第二帝政におけるプロイセン、ワイマール下のプロイセン、ナチス体制下

のプロイセンと順番に記述を進めていく。ここでは主にナチス体制下のプロイセンの記述に絞っ

て見ていくことにする。 

いくつか前提として、ワイマールの政治体制は、現存する行政機構（administrative apparatus）

を取り払うことに失敗したため、強い保守的要素が民政・文治（civil administration）にも残り続け

たとマルクーゼは記述している。第二帝政の官僚が影響を持ち続けたことが民主主義化にとって

の障害であったとの認識を示している（65）。加えて、官僚と軍における保守層の立場は、1925 年

にヒンデンブルクが大統領として選ばれたことで強化された。というのも、彼は保守層の強力な擁

護者であったからだ（66）。 

マルクーゼは、「決定的な政治的権力としてのプロイセン・ユンカーを廃絶する過程をナチスは

完遂した」と述べる。その要因は以下に挙げる 5つである。 

第一に、統一的な暴力主義的統制（terroristic control）のもとでの集権的全体主義国家への

変容が、政治統一体としてのプロイセンの廃止を導いた。（プロイセンは行政管区の一つとなっ

た。）第二に、戦争経済の要請がナチスにドイツの産業発展を強いた。第三に、ナチス国家は産

業と財界の利害によってつくりだされ、大産業の政治権力が増長した。第四に、国家は新しいイ

デオロギーを採用した。それは、伝統的な地位や特権とかかわりのない、テクノクラート的な効率

性（technocratic efficiency）を志向したものである。「ナチス国家は、大衆と機械（機構）の組織化

と操作を通じて機能する。」第五に、ナチスを支持する小ブルジョア、平等主義者は、ユンカーの

伝統と敵対する社会体制、政治体制を要求する（以上 66-7）。 

 上記の 5 つの要因のなかでも、「テクノクラート的効率性」により注目しよう。マルクーゼは「効率

                                                   
6 なお、マルクーゼによれば、ここでプロイセン軍事主義というタームは、ドイツ社会に

おける社会的・政治的複合体を示す（63）。地理的にはエルベ以東、経済的にはこの地域

の経済構造を特徴づける大農業、社会的にはユンカー層、イデオロギー的には大土地所有

者に備わっている人格・政治・行政権力から生じる半封建性が特徴である（63）。 
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性」に関する議論をナチスの軍部の事例に引き寄せて展開している。 

 マルクーゼは、ナチス軍の強みは高度に専門化した小ユニットにあると見ている。この小ユニッ

トは、技術（学）的・組織的効率性（technological and organizational efficiency）を有している。こ

のユニットのリーダーシップは、技術的訓練（technical training）を必要とする。この訓練はプロイ

センの貴族性の伝統とは異質のものである。そして、訓練はプロイセンの軍よりも技術的チームの

凝集力のもとでなされる。マルクーゼは、産業組織のテクノクラート的士気（morale）がプロイセン

の半封建的イデオロギーに取って代わったとの認識を示している（68）。 

 「産業の集結、帝国主義的戦争経済へのドイツの全体主義的統合は、権力の新たな分配・配置

を導く。その権力の配置においては、政治的統制（control）がナチス党、ナチスのヒエラルキー、

産業主義的軍部と小ブルジョアにまったくもって依拠する。」（69） 

 

■「ドイツの社会階層」（1943年 11月 26日） 

 このレポートでは、以下のような現状分析をマルクーゼは述べている。「全体主義社会が示すの

は、統制の集中化であり、社会と国家の間の基本的区別の廃棄である。結果として、（a）経済的

権力は政治的権力となる傾向にあり、（b）政治的権力は徐々に経済的権力によって強められて

いく。」（77-8）。 

 マルクーゼは支配層を主に 5 つに分類している。第一に、党の指導層。第二に政府と官僚のト

ップ層。第三に、国防軍。第四に、大企業の指導層。最後に、土地貴族である（77）。特にここで

は第四の大企業の指導層に着目をしたい。第四グループの大企業の指導層においては、ナチ

ス体制のもとで権力が増長した指導層のエンジニアや技術者（technician）の存在が重要である。 

 産業組合はドイツの戦争経済の国有化にとって主要な組織を構成している。これら組織は、エ

ンジニアや技術者によって構成されている。例えば、ルール地方における 35 の産業企業の経営

陣 143人の内、85人が技術者であった。彼らは単なる技術（学）的権力、経済的権力以上のもの

を行使する。すなわち、経済的・政治的権力の全体主義的合併のために、彼らはナチス体制の

永久化を目論むのである（以上 78）。 

 このような現状分析を示した後、マルクーゼはこの「テクノクラート」層のある種の移り身のはやさ

について言及する。 

 この「テクノクラート」層は、ヒトラー体制の崩壊後、ナチスのイデオロギーから自身を引き離し、

連合国への協力を申し出る。「しかしながら、以下のことは忘れるべきではない。伝統、教育、訓

練によって、指導層のエンジニア達はドイツ重工業の拡大主義的な利害と結びついており、その

事態は民主主義的再編成と常に敵対的であり続けているということを。」（以上 78-9） 

 第二グループ、第三グループ、第五グループの考察については省略するが、第五グループの

土地貴族は影響力を失ったわけではない。ナチス・ドイツの支配集団の特権的地位は、未だに旧

来の基盤（ex.土地貴族）に経済的権力においても政治的権力においても依存している。特に政

治的権力は暴力主義的、軍事的、行政的機構の統制によって規定されている。）しかしながら、

政治的権力は徐々に経済的権力と結びつき、依存するようになってきている、という認識がある

（79）。 

 ナチスの体制は、ワイマール下での国内のコンフリクトを効果的に解決するために樹立された。
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このことは「最も効果的で先進的な」産業界のリーダーシップに基づく戦争経済の確立が条件とな

る。そして、ナチス体制の喫緊の目標である労働者の「効率的な統制」（efficient control）が、「経

済的コントロール」のメカニズムよって達成される（80）。 

 ここで、ほぼ余談となるが、労働者のコントロールについて触れたい。ワイマール下では、労働

組合や議会に代表されるように、労働者は政策決定において重要であった、しかし、ナチス体制

においてはもはや労働者は政策決定の代表ではない。ドイツ労働戦線（DAF）は旧来の労働組

合の新しい形態ではないし、ドイツ労働戦線の指導層は労働者の代表でなく、政府と党の官僚

制の代表である。このことは、支配層の統制の強化を物語っている。すなわち、ワイマール時代

には政治的決定は支配集団と被支配集団の妥協に基づいていたが、ナチス体制においては支

配集団の妥協の結果である。このことは、ワイマール下での社会集団の政治的重要性が失われ

ていったことを意味する（81）。 

 労働組合が政治的な意味を持たなくなったことに加え、労働者の分断政策が進行していること

も見逃せない。マルクーゼによれば、労働者は今や四つの集団に分かれている。第一に、政治

的権力を持つ労働貴族。第二に、高給取り。第三に熟練技術を持つ労働者（大半）。第四に、熟

練技術の無い低賃金の集団（女性労働者の大部分を含む）（84）。 

これらの区分は、技術（学）的（technological）な区別である。すなわち、熟練技術、効率性、高賃

金……。しかし、それだけでなく彼らは決定的な政治的含意を持つ。労働政策が完全に大衆操

作に方向づけられている体制のもとでは、平均的な効率性を上回るパフォーマンスが意味する

のは、この政策への自発的な参与なのである。つまり、高賃金は単に効果的なパフォーマンスに

対する報酬なのではなく、支配集団への協力でもあるのである（以上 84）。 

 

■「ナチス党と連携諸組織の解体」（1944年 7月 22日） 

 このレポートは、戦後処理をどう進めるかについてのレポートである。後述のように、マルクーゼ

はドイツ国内の反ナチス勢力と連合国との協力が不可欠であるとする立場を示している。 

 ナチス・ドイツ崩壊後、統制機構（control apparatus）の一時停止により起こる必要なサービスに

対する不安や混乱、そして反ナチス勢力による復讐や報復が予想される7。ナチズムの廃絶が早

急にそして包括的に達成されればされるほど、ドイツ国内と連合国軍の安全保障や法、秩序は維

持される。反ナチスの行動への寛容さが占領軍に求められる。つまり、ドイツ国内の政治運動を

通してのみ、ナチズムは廃棄される（以上 254）。 

 ナチズムの廃棄の第一段階は党の解体、そして党と連携する組織の解体であり、政策決定に

関与したすべての役人の逮捕である。しかし、ナチズムは党の活動や制度に限るわけではない

（254）。マルクーゼの認識としては以下が非常に重要だと思われる。つまり、公的生活・私的生活

のすべての領域がナチスのシステムによって形成され、このシステムは党以外の要素によって促

進され、支えられる。つまり、この要素とは、ビジネス界であり、軍であり、土地貴族である。多くの

ファシストは、あからさまな体制との同一を避け、組織における地位も捨てていく。そのため、占領

                                                   
7 なお、ここでは地方行政や福祉組織が「技術的」機能（technical function）とみなされ

ている。体制崩壊後、この「技術的」機能は残るが、政治的統制とテロ（control and terror）

における重要な立場は捨てられるだろうとマルクーゼは述べている。 
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当局は以下の二つの課題に直面するのである。第一に、党と関連組織の解体、および政策決定

に関わった官僚の逮捕。第二に、党や政府と同一でないような（一見同一でないように見える）活

動的な体制協力者の逮捕と監視（254）。 

 この課題の解決のために、マルクーゼは「党の解体」「役人の逮捕と拘禁」「公的な地位によって

確定した党成員以外の「アクティブなナチス」の同定」と順を追って論述していく。特にここでは最

後の点について確認していきたい。 

 マルクーゼによれば、党の解体、役人の逮捕はナチズム廃絶の第一歩にすぎない。最もアクテ

ィブなナチスの多くは、前述のカテゴリーによってカバーされない。そして、多くの社会的・経済的

制度は、ナチズムの興隆と維持にとって重要であったが、その制度は一見したところ党外の「中

立的」な制度なのであった（260）。 

 公的な地位によって確認することのできない活動的なナチスの拘禁は実際的には難しい。この

逮捕・拘禁は、地元の人々の助けによってのみ可能となる。匿名の告発や地元で名の知られた

者による同定はうまくいかない。確実な同定は、反ナチス勢力によってなされるのがベストであり、

占領当局は反ナチスのローカル勢力とすぐにコンタクトを取るべきだ、とマルクーゼは述べる

（260-1）。 

 

■「ドイツにおける旧政党の復活と新政党の樹立に対する政策」（1944年 7月 22日） 

 先に紹介した「ナチス党と連携諸組織の解体」と同じ日付で刊行されている。戦後処理につい

てのレポート第二弾とみて良いのではないか。このレポートでも、連合国軍の占領において、ロー

カルな反ナチス勢力と協力するべきだとのマルクーゼの主張が散見される。 

 マルクーゼは第一次大戦後の戦後処理に不満を持っているように見える。例えば、第一次大戦

後のドイツ社会の平和な再構築が失敗した理由の一つとして、革命の間に生じた民主勢力と制

度に対して占領軍が承認をしなかったと述べている（286）。結果として、官庁や産業の指導層に

おける反民主的勢力の増長を招いたとの認識をマルクーゼは示している。そこで、今回の戦争の

集結においては、ドイツの和平における土着（indigenous）の政治運動が 1918 年と比べてますま

す重要となる（同 286）。 

 政治的生活はおそらく最初にローカルの水準で復活するだろう。ナチスの統制の解体後、様々

なところでナチス機構（machinery）が置き換えられる（286）。ローカルな政治運動グループの活動

は、工場やサービスを継続し、政治的反動分子を捕らえ、新しい「行政」（administration）を樹立

する…という喫緊に必要なローカルの問題に焦点を当てている。いくつかのケースでは、工場や

ローカルレベルの行政を引き継いでいる（287）。マルクーゼは、これらの政治グループに、ナショ

ナルなレベルでの政党を統合してもらいたいと考えている（287）。 

 先にも述べたように、戦後処理においては「アクティブなナチス」の同定が必要とされる。この点

と関わり、マルクーゼは「反ナチスの立場を受け入れることは場合によっては単なるカモフラージ

ュとなることもある」と考えている（288）。このカモフラージュは占領当局によって最も困難な課題

でもある。 

 戦後、占領期において、右派の反民主主義勢力はいかなる政治的活動やアピールを控えるこ

と、そしてその代わりに「中立的」な職業組織、技術組織（technical organization）によって彼らの
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利害を追求することが適切であると考えている、とマルクーゼは述べる（289-90）。 

 このカモフラージュの形態は頼もしいものとなる。というのも、ドイツのビジネス共同体における

反民主的要素は、常に地域レベル・国家レベルで政府の官僚制と密接な関係を保っているから

である。ナチス体制のもとでは、ビジネス界の自治（self-administration）は、政府のコントロール

機構に統合された。そしてエンジニアは政府役人に作り変えられたのである。すなわち、ナチズ

ムを支えるための被雇用者の技術的・イデオロギー的訓練をエンジニアに委任することで、エン

ジニアは政府役人と化すのである。この伝統があるため、ドイツの職業集団は強力な圧力団体と

なる。すなわち、経済的、技術的、行政的問題を容易に政治的イシューに変えてしまう。この政治

的イシューは法と秩序を脅かす国内のコンフリクトを発生させるのである（290）。 

 

■「ドイツとヨーロッパを支配するためのナチスの計画：ナチス支配計画」（1945年 8月 7日） 

 このレポートは50ページにも渡る大部のものである。ナチスのヨーロッパ支配、ヨーロッパを超え

た支配についてその計画の実状を論証することをマルクーゼは試みる（475）。ナチスの計画は以

下 4つの段階に分かれる。第一に、1920年から 33年：権力を握るまで。第二に、1933年から 34

年：全体主義コントロールの確立。第三に、1934 年から 39 年の侵略（agression）戦争の全面的な

準備。第四に、1939 年から 44 年のヨーロッパ占領領域の支配政策の実行（476）。これら実行に

は、非合法的手段の利用も含まれる。以下、このレポートは、NSDAPの起源と初期の展開につい

ての記述、党の主要人物、党の目的の記述 etc...と続いていく。 

 1933年の権力掌握後、ナチス党はドイツにおける唯一の政党となった。党はビジネス、文化、教

育にわたるすべての領域でのコントロールを確立した。また、メディア、世論の全体主義コントロー

ルはゲッベルスによって指揮された。1934年にかけて、党と政府の全体主義的アマルガムが行き

渡ったわけである（477）。このアマルガムの結果、党の目的は即政府の目的と化した（478）。 

 党の目的は、第一に合法・非合法問わずドイツの民主政体を転覆させること。第二に、すべて

の政治・イデオロギー・宗教・人種対立を消滅させる独裁体制の樹立。第三に、社会・経済・文化

生活のすべての領域において戦争をおこなうためのシステム整備。最後に、「生存圏」のための

軍事力の利用…と以上の四つが挙げられる。暴力や非合法手段を用いて「システマティック」に

実行される（479）。 

 例えば、メディア統制がほぼ完璧だったことにマルクーゼは着目する。1933年 10月に制定され

た編集者法が重要な役割を果たしたこと、そしてこのメディア統制と同様の統制が教育の領域で

も行なわれていたとマルクーゼは考える。ここでは 1936 年 12 月制定のヒトラー・ユーゲント法が

取り上げられている。いわば、国民社会主義の精神を叩き込む統制である（502）。概して、教育

の統制は世論の統制と似ているとマルクーゼは述べる。 

 くり返しとなるが、党によって公的生活のすべての領域にわたる際限の無い統制が実行される。

そして、この統制は結果的に私的生活にも介入をする（503）。 

 以上のドイツ国内の全体主義的統制の確立後、次に侵略戦争のための「総力をあげた」準備に 

NSDAP は着手する。ここでマルクーゼはヴェルナー・ベストの議論に触れながら、行政

（administration）について比較的多く紙幅を割いている。要は、ベストによれば、ドイツの人々に

は民族的秩序だけでなく、増長する広域的秩序を支配することも求められる。この課題において
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は、行政機能の分裂は許されない。すなわち、被支配層に対し、ドイツの支配権力は統一され集

中された権力として自らを示す必要があった（514）。そして、NSDAP の占領政策における「行政」

は占領地での暴力的な政治・経済の統制を必然的に伴うものであった。 

 

 


