
Ⅰ. はじめに

　本稿の目的は、19世紀後半から20世紀初頭のチ
ェコ政党政治に多大な影響を与えた、国民的一体性
národní jednotaと一党支配との変容の過程を分析する
ことにある。以下にその意義を説明していこう。
　国民nation1を、古代より続く原初的な実体ではな
く、近代において社会的に構築された存在としてみな
す見解が多くの研究者に受け入れられた結果、ナショ
ナリズム研究や国民形成に関する研究は大きく飛躍し
た。特に、チェコ史学においては、前近代的な地域社
会が国民社会としての近代市民社会へ編成替えされて
いく過程として 2、愛邦主義Landespatriotismusなど、
19世紀に存在した様々な思想との対立ないしは融合
を経て「チェコ国民」という概念が発展していく過程
として 3、チェコ国民の形成が研究されている。この
ように、国民という存在が自明でないのであれば、国
民を単位とする政治行動も自明ではないと捉えるのが
自然であろう。
　19世紀後半のシスライタニア 4政治においては、国
民を単位とする政治行動以外に、保守勢力や自由主義
勢力が結集する可能性が存在した。例えば、1870年
代前半には、連邦派の大土地所有者、ドイツ人保守派
とチェコ人自由派による右派勢力の結集が検討され、
逆に1870年代後半には、チェコ人自由派とドイツ人
自由派の連携による自由主義政党の設立が試みられた
（Urban 1982, 261, 323-325; Sak 1993）。この可能性の
存在は、同時に、政治家個人が国民を単位とする政治
行動を選択しないことを理論的には許容するはずのも
のであった。しかし、これらの勢力の結集は、ドイツ
人自由派の国民代表としての性格の強化という要因を

除けば、チェコ人自由派の統一的な行動により、構想
の段階で頓挫することになった。最終的に、国民を単
位とする政治行動がシスライタニア政治における主要
な原理となり、近代化による社会的・経済的な分化を
もってしてもそれを打ち破ることはできなかった。ま
た、ハプスブルク君主国領ボヘミアにおいても、チェ
コ人自由派による統一的な政治行動が、住民の約3分
の1を占めたドイツ人の政治化を招くことになった。
その結果、ボヘミアにおける多文化共生の実現を著し
く困難にしたのである。
　以上のように、チェコ人自由派による国民を単位と
する政治行動は、当時の文脈においては決して当然の
行動ではなかった。むしろほぼすべてのチェコ人政治
家が国民を単位とする統一的な政治行動をとったこと
だけでなく、そのような統一的な行動が形態を変えな
がらも長期にわたり継続したことこそが説明を要する
事象なのである。そのためには、彼らによる国民を単
位とする統一的な政治行動とその変容を明らかにする
必要がある。このことは、同時に、世界各地で排他的
ナショナリズムを掲げる政治勢力が影響力を伸ばして
いる現象を理解するために必要な視座を与えることが
できるであろう。
　本稿では、この目的を達成するために、当時のチェ
コ政治において繰り返し主張された ｢国民的一体性｣
に着目する。国民的一体性は、一方ではチェコ人政治
家に統一的な行動を要請する言説であるとともに、他
方では、単一政党への結集や複数の政治勢力の連合な
ど、彼らによる統一的な政治行動そのものを指すとい
う、非常に多義的なものであった。それゆえ、国民的
一体性を分析した研究者もその扱いに苦心することに
なった。
　まず、国民的一体性の多義性を可能な限り理解しよ
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うとしたウルバンの研究を紹介しよう。チェコスロヴ
ァキア独立までのチェコ社会の発展を多角的に検討し
たウルバンは、国民的一体性に関しても視座に富んだ
解釈を提示している。彼は、1880年代までの国民的
一体性を、都市の知識人と上層市民層を中心に結成さ
れた老チェコ党 5がチェコ政治を支配することを正当
化する、権威主義的なものと位置づけた。この国民的
一体性は、社会的・経済的分化と選挙権の拡大により、
都市・農村の中間層を支持基盤とする青年チェコ党 6

によって、1890年前後に民主主義的な綱領を基礎に
おいた各集団の連合としての国民的一体性に取って代
わられることになった。すなわち、各社会勢力の連合
体として拡大した青年チェコ党がこの時期のチェコ政
治を主導することを裏付けるかたちで、国民的一体性
が変容したのであった。さらに、ウルバンによれば、
性格が異なるとはいえ両党によって追及された国民的
一体性は、国民の存在自体を支える ｢道徳的な指令｣
と ｢政治的なスローガン｣ でもあった。しかし、社会
的・経済的分化のさらなる進展によりチェコ社会が成
熟した結果、1890年代後半には国民的一体性は崩壊
したとしている（Urban ［1979］ 2003, 1982, 1983）。
　一方、近年では、ウルバンの研究を踏まえた上で、
ヴェレックが国民的一体性を簡潔に定義している。彼
は、国民的一体性が理想的に実現された条件として、
政治的代表の一元化、下院議員の統一団体、共通の綱
領と一人の国民的指導者の存在を挙げる。つまり、国
民的一体性がチェコ人政治家による統一的な行動その
ものであることをヴェレックは重視したのである。こ
の意味での国民的一体性は、社会的・経済的分化と選
挙権の拡大により、世紀転換期に崩壊したとされる。
最終的には、青年チェコ党によって、国民的一体性は
20世紀初頭に他のナショナリスト政党との合同・協
力を呼びかける理念に読み替えられようとしたのであ
る（Velek 1999, 2000, 2005）。
　国民的一体性が非常に多義的であることはウルバン
の研究から明らかであろう。ウルバンの功績は、統一
的な行動の要請という言説と統一的な行動そのものと
を指し示す国民的一体性を、当時のチェコ社会におけ
る社会的・経済的な発展の中に位置づけたことにある。
しかし、このような入り組んだ事象を当時の歴史的文
脈の中で描写した結果、分析における因果関係の明瞭
さを犠牲にしている感が否めない。したがって、読者
は、国民的一体性が統一的な行動を要請する言説、あ
るいは統一的な行動そのもののどちらを指しているの
か、しばしば解釈に苦しむことになる。一方、ヴェレ
ックは、ウルバンの功績を受け継ぎつつも、チェコ人
政治家による統一的な行動そのものに重点をおいて分
析を試みている。その結果、チェコ人政治家による統

一的な行動を指し示す国民的一体性とその変容を明ら
かにする可能性を示すことができたと言える。しかし、
ヴェレックのこのような限定は、言説の上で繰り返さ
れる国民的一体性をチェコ人政治家による統一的な行
動との関係において整合的に位置づけることを困難に
している。さらに、両者に共通している問題点は、社
会的・経済的な分化の進展によって国民的一体性が崩
壊したことを論理的な必然として捉えていることであ
る。なぜならば、チェコ人の統一的な政治行動は、彼
らによって国民的一体性が崩壊した時期とされている
世紀転換期以降も、その必要性が説かれたのみならず、
その実現も試みられていたのだからである。これらの
試みを時代錯誤的として批判することは簡単ではある
が、むしろ必要とされていることは、社会的・経済的
な分化の進展と ｢国民的一体性の崩壊｣ との関係を疑
うことではないだろうか。そうすることによって初め
て、世紀転換期以降のチェコ政党政治と、19世紀後
半におけるチェコ人政治家による統一的な政治行動と
の関係性を理解することができるのであり、社会的・
経済的な分化が言説と実体の両方を包含する国民的一
体性のどの側面にいかなる影響を与えたのかを詳細に
分析することが可能になるのである。そのためには、
非常に多義的な国民的一体性を分析の俎上に載せるた
めの概念操作が必要である。
　以上のことを踏まえて、本稿では、当時のチェコ人
政治家・政党が追及した国民的一体性を、概念として
の国民的一体性と実体としての一党支配に分離する。
その上で、概念としての国民的一体性を ｢同一の国民
意識を抱く政党・政治家の間における統一的な行動の
要請｣ として、実体としての一党支配を ｢ある政治単
位における政治的な代表が一つの議員クラブに一元化
されており、特定の政党がその議員クラブにおける決
定権を掌握している状態｣ として定義する 7。このよ
うな操作により、チェコ人政治家・政党による国民的
一体性に基づく政治行動を分析することが可能になる
とともに、国民的一体性の概念自体が変容していく過
程を明らかにすることができるであろう。
　以下に本稿の視点と構成を説明しておこう。1860

年代において、国民的一体性の実体としての一党支配
を容易にした条件として、政府とチェコ人政治家・政
党との関係、チェコ人が掲げた要求、政治指導者とい
う三つの条件が挙げられる。第二章でこれらを具体的
に論じるが、簡潔に説明しておくと以下のとおりにな
る。対政府関係においては協力の可能性と弾圧の可能
性を検討しなければならない。すなわち、政府との協
力の可能性が大きかったために、チェコ人政党・政治
家は自らの要求実現のために統一的な行動を選択する
ことが容易であった。一方、政府は、君主国の存続の
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ために反体制的な勢力の抑圧に躊躇しなかった。その
ため、政治家・政党の間における対立を左派に不利な
形で抑制することになった。もちろん、国民的一体性
を必要とする最大の理由とも言えるチェコ人の要求自
体も一党支配の帰趨に影響を与えた。要求の規模が大
きくなることによって、チェコ人政治家・政党の統一
的な行動を容易にしたのである。最終的に、他の政治
家を凌駕する権威を有する政治指導者が国民的一体性
と一党支配を担保したのであった。これらの三つの条
件が崩れていくことにより、一党支配が変容していく
過程を分析することが第三章と第四章の課題である。
　本稿では、国民を社会的に構築される存在として捉
えているため、国民形成の過程と国民的一体性の関係
を明らかにする必要がある。そこで、本稿では、近年
のチェコ史学の例に倣い、国民社会という概念を用い
る。国民社会の理解に関しては、資本主義社会の成立
を重視するか、公共圏の形成を重視するかにより、研
究者の間で微妙な差異が生じている。本稿では、国民
社会が、国民語を媒体として成立した、社会運動と利
益団体が活動する場と、批判的公衆が構成する言論の
空間とを共に含むものと捉える 8。しかし、国民社会
の形成過程を分析することは本稿の目的から外れるた
め、フロフ（Hroch 1985）による小規模国民の発展
段階論を元にした、福田（2006）の19世紀後半にお
ける下層民の国民化に関する三段階論に依拠して、国
民社会の形成過程と国民的一体性の関係を分析する。
具体的には、国民社会の発展による国民概念の意味の
変容と、概念としての国民的一体性の関連性を明らか
にするとともに、国民社会の規模の拡大が実体として
の一党支配に与えた影響を考察する 9。

Ⅱ. 国民的一体性と一党支配の結合：
老チェコ党の一党支配

1. 一党支配を支えた環境と条件

　イタリアとの戦争で敗北したことによりハプスブル
ク君主国が立憲制に復帰するとともに、1848年革命
時にチェコ人の間で主導的な役割を果たしたチェコ人
自由主義者は、パラツキーFrantišek Palackýとリーゲ
ルFrantišek Ladislav Riegerの指導の下に老チェコ党
を結成し、チェコ人の地位向上のために政府に働きか
けた。しかし、老チェコ党は、シスライタニア政治に
おける周辺的な地位を程無く自覚し、チェコ王冠諸邦
という歴史的な単位に基づいた自治の実現を共通の目
的として、同じく協力相手を探していた連邦派の大土
地所有者と連合を組んだ 10。この連合により、老チェ
コ党は従来の自然権に基づくナショナルな主張と反教

権的な姿勢を弱めることになり、老チェコ党内部の左
派が不満を抱くことになった。この不満が1863年の
ポーランド反乱に対する見解の相違を契機に噴出し、
1864年に彼らは老チェコ党内部において、後の青年
チェコ党の母体となった、『ナーロドニー・リスティ
Národní listy』を拠り所とする一つの派閥を形成した。
しかし、彼らは、老チェコ党内の派閥の時期のみなら
ず、老チェコ党から独立してから暫くの間、老チェコ
党の指導に服せざるを得なかった。さらに、青年チェ
コ党に属する政治家自身が、原理的な問題に関しては
老チェコ党との違いがないことを強調することで、自
らも国民的一体性を破壊するような行動を望まなかっ
たのである。
　では、この国民的一体性と一党支配を容易にした環
境と状況を確認していこう。チェコ国民社会の形成に
関する研究が明らかにしているとおり、この時期は、
まさに前近代社会が国民社会としての近代市民社会に
編成替えされてゆく途上であった。チェコ人自由主義
者は、自らを自立した市民として規定し、新聞や自発
的結社など、チェコ語を媒体とする公論の場を創出し
始めた。同時に、彼らは、自らの市民性と近代性を主
張することにより、非公式文化として私的領域に閉じ
こめられることができない、ドイツ人と同等の｢国民｣
としての権利を要求した。その際、文語的伝統よりも
「平民的」な性格が強調された、チェコ語と ｢チェコ
文化｣ に基づくエスニシティーとしてのチェコ性が、
ドイツ語を媒体とする公共圏への同化を不可能である
とする根拠を提供したのであった 11。もちろん、この
動きに積極的に参加したのは非常に限られた人々であ
り、彼らが主張するチェコ性を最も体現するとされた
農村への国民意識の浸透はまだ不十分であった。何よ
り、チェコ国民社会の形成を主導したチェコ人自由主
義者自身が、ドイツ語教育のみを受けてきた世代であ
り、チェコ語よりもドイツ語を得意とする者も多かっ
た。また、自身がチェコ人かドイツ人のどちらの国民
に属するのか、どちらにも属さないのかを選択するこ
とが可能であった。それゆえ、チェコ人政治家が ｢チ
ェコ人の要求｣ と語った場合、それはチェコ人として
の意識を獲得した者の間での ｢要求｣ であり、彼らの
周縁には国民意識を有していない多くの民衆が存在し
ていたのである12。
　このようなチェコ人政治家の ｢要求｣ を支えていた
のが選挙制度である。1873年以降の帝国議会選挙と
領邦議会選挙はクーリエ制に基づく制限選挙制であっ
た。選挙権は、全人口の約6％に相当していた、年10

グルテン以上の直接税納入者に与えられた。1873年
以降の帝国議会は、第一（大土地所有）クーリエ、第
二（商工会議所）クーリエ、第三（都市）クーリエ、
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第四（農村）クーリエから、領邦議会は、第一（大土
地所有）クーリエ、第二（都市）クーリエ、第三（農
村）クーリエから構成されていた 13。この制度が労働
者だけでなく大部分の下層市民を排除する性格を有し
ていたことは明らかであった。
　次に国民的一体性と一党支配を支えた条件を明らか
にしよう。第一の条件は政府との関係である。リーゲ
ルを中心とするチェコ人政治家は、アウスグライヒ実
現後も、政府が国制改革に着手することに期待をかけ
ていた。1863年から連邦派の大土地所有者とともに
採用していた、｢消極的反対｣ と呼ばれた議会ボイコ
ット戦術も、政府から譲歩を引き出すためのものと理
解できる。一方、帝国議会選挙に直接選挙制が導入さ
れる1873年以前においては、政府は、帝国議会多数
派を形成するに際して、その帰趨を決したボヘミアと
モラヴィアの領邦議会の大土地所有クーリエの選挙結
果に左右せざるをえなかった（平田 2007, 13-14）。そ
れゆえ、政府は、ドイツ人自由派に依拠することを望
まないのであれば、選挙操作以外には、帝国議会にお
ける多数派工作のために老チェコ党と連邦派の大土地
所有者を取り込むことが必要であった。その最大の事
例は、失敗に終わった1871年の基本条項交渉であっ
た。このような交渉の場では、政府はチェコ人議員や
連邦派の大土地所有者を指導する少数の政治家のみを
呼び出していた。その際、交渉に参加した政治家にと
って、自らが国民的一体性を体現していることを打ち
出すことは非常に重要であった。
　一方、政府による弾圧という側面からみれば、労働
運動が本格化する前の時期において、政府にとって危
険な存在は、急進的なナショナリスト及び民主主義者
など、左派系の政治家であった。とりわけ、少なから
ぬチェコ人政治家が監獄に送られた、新絶対主義期が
終わって間もない状況では、左派系の政治家は自らの
政治活動を抑制する必要があった。このように、政府
の弾圧は、左派に不利な形で政治家・政党の対立を抑
制する効果をもたらした。この効果が国民的一体性と
一党支配にプラスに働いたのは言を俟たないであろう。
　第二の条件はチェコ人の要求である。1870年代ま
での老チェコ党の要求は、先に挙げた基本条項交渉に
おいて明示的に示されたとおり、歴史的な単位に基づ
いた君主国の連邦化と各国民の平等、より正確に述べ
れば、チェコ王冠諸邦における自治の実現によるハプ
スブルク君主国とチェコ人との ｢アウスグライヒ｣ で
あった。当時のチェコ人政治家の間で独立が全く考慮
されていなかったことに鑑みれば、この要求は国民的
一体性が必要とされる理由として十分であろう。
　第三の条件は政治指導者である。この時期の老チ
ェコ党を率いていたパラツキーとリーゲルは、とも

に1848年革命における活躍によりチェコ人政治家や
社会から多大な支持を集めていた。後世に ｢国民の父
otec národa｣と評されるパラツキーは、1860年代以降、
自らの女婿であるリーゲルに老チェコ党の指導を徐々
に委ねていき、政治の表舞台から遠ざかっていったた
めに、かえって1876年に死去するまでその権威を保
ち続けることに成功したと言うことができる。また、
パラツキーに替わり老チェコ党を指導することになっ
たリーゲルも、この時期には民衆から広範な支持を集
めていた。
　この二人の指導者の影響力は老チェコ党からの離脱
を検討していた党内の左派の政治家にとって大きな問
題であった。彼らは、自らの主張を拡げるに際して、
｢我々の村民は常に綱領よりむしろリーゲルを見てい
る｣（Havránek 1992, 105）と嘆かざるを得なかった。
何よりも、老チェコ党内の左派に属する一部の政治家
は、新党の設立がパラツキーに対する明確な反対にな
らないことを望んでいた（Urban 1983, 26）。最終的に、
1860年代では、彼らは新党の設立を断念することに
なった。このように、政治家及び社会の間で権威を有
する政治指導者の存在が、国民的一体性と一党支配を
担保していたのである。
　以上のように、1860年代において国民社会の形成
を担ったチェコ人自由主義者は、チェコ王冠諸邦にお
ける自治という要求が実現されることを期待して、国
民的一体性に基づいた一党支配を実現した。これを担
保したのが圧倒的な権威を有する政治指導者であっ
た。もちろん、彼らの間に意見対立は存在したが、そ
れが国民的一体性を揺るがすような原理的なものであ
ることは明確に否定された。さらに、一部の政治家が
一党支配に対する批判をしたとしても、それが国民的
一体性に対する反対と読み替えられ、一党支配に対す
る反対者は国民的一体性を損なうとして断罪される可
能性が高かった。この意味において、1860年代の国
民的一体性と一党支配の結合は自明とされたのであっ
た。

2. 老チェコ党に対する挑戦の失敗

　では、このような国民的一体性と一党支配が1870

年代にどのように作用したのかを追うことで、その強
固さを明らかにしよう。
　1874年、老チェコ党と連邦派の大土地所有者によ
る議会ボイコット戦術の継続に反対して、老チェコ党
内の左派によって青年チェコ党が正式に設立された。
これは、基本条項交渉の失敗後、議会ボイコット戦術
の継続により政府から譲歩を引き出せる見込みが減少
したことが一つの原因となっていると解釈することが
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できる。しかし、ボヘミア領邦議会において70議席
以上ある老チェコ党に対して、7議席のみを有してい
た青年チェコ党は実際的な影響力を及ぼすことができ
なかった。また、同党のスラヴ主義的かつロシア寄り
の姿勢は政府による迫害を招くことになった（Malíř 
2005, 164）。
　何より、青年チェコ党自らが、国民的一体性を裏切
っておらずそれに貢献すると主張することに懸命であ
った。青年チェコ党は、自党の設立が国民社会を強化
するために役立つことを繰り返し主張したのである。
その論理を党の指導的な役割を担った一人であるE.グ
レーグルEduard Grégrが時計に例えて説明している。
彼によれば、青年チェコ党が ｢主ぜんまい｣ で老チェ
コ党が ｢おもり｣ であり、両党がバランスを保つこと
で正確に｢時を刻む｣ことができるのであった（Garver 

1978, 82）。青年チェコ党の主張の裏側には、他のヨ
ーロッパの国民社会と同様に、チェコ社会においても
社会的分化に対応した理念的・政治的分化が達成さ
れるべきであるという意識が存在した（Urban 1982, 

303； Kučera ［1983］ 2002, 156）。このような主張は、
確かに青年チェコ党が、自らの存在意義を主張するた
めにも、社会内部における理念や思想の多様性を容認
していることを明らかにしている。しかし、同時に、
国民的一体性が青年チェコ党内部で放棄されたのでは
なく、むしろ、それを前提として社会内部における理
念の多様性を語っていることに注意が必要であろう。
　結局、政治的な影響力を有することに失敗した青年
チェコ党は、この時期においては、国民的一体性を崩
そうとしなかっただけでなく、老チェコ党の一党支配
をも受け入れざるを得なかった。このことは、1876

年に、同党が老チェコ党との共同議員クラブを設立す
る交渉に乗り出したことからも明らかである。この交
渉は、圧倒的に優位な立場に立つ老チェコ党に対して
青年チェコ党が対等な立場を要求したことや、リーゲ
ルが議会ボイコット戦術による国制改革に期待を寄せ
ていたこともあり、妥結までに二年を要することにな
った。とはいえ、交渉における最大の争点が領邦議会
への出席の是非であったことは （Kučera ［1983］ 2002, 

141-47）、チェコ人の利益を追求するための戦術が問
題になったのであり、国民的一体性自体は疑問に付さ
れていなかったと言えよう。
　その上、両政党の交渉はあまり耳目を集めることは
なかった（Havránek 1992, 109）。多くの人は、両政
党の交渉に端を発した、リーゲルとスクレイショフス
キー Jan Stanislav Skrejšovskýとの間における老チェ
コ党内部の抗争に目を向けたのであった 14。リーゲル
がチェコ人の代表者として活躍する一方、スクレイシ
ョフスキーは、政治的な戦略や政府に対する反対行動

を立案・実施することにより、老チェコ党内部での影
響力を高めていた。その立場ゆえに、彼は、設立され
て間もない青年チェコ党に対する対応を引き受けるこ
とになった。その際、彼が選択したのは、チェコ国民
社会に政党は一つでなければならないという考えに従
い、手段を選ばずに青年チェコ党を壊滅に追い込むこ
とであった。しかし、リーゲルは、彼の手法が他の問
題に応用されることを恐れて、むしろ青年チェコ党と
の論争を沈静化させることを望んだ。このような国民
的一体性と一党支配の維持に関する手法の違いから発
生した両者の対立は、パラツキーの死によりさらに先
鋭化した。最終的には、両者の対立はリーゲルに軍配
が上がることになった。この論争を契機に、日頃から
専制的と評されたスクレイショフスキーに対する党内
における不満が増大した結果、彼は、党内で孤立する
ことになり、次第に党の会議に顔を出さなくなった。
一方、党内での支持を確保したリーゲルは、スクレイ
ショフスキーの孤立を憂慮して、公式の場では彼を擁
護した。
　しかし、リーゲルの努力も水泡に帰した。最終的に、
元々、青年チェコ党に近い見解を有していたスクレイ
ショフスキーがリーゲルと老チェコ党の大部分に対し
て理念的な観点から論争を引き起こした。青年チェコ
党の設立よりはるかに国民的一体性と一党支配を脅か
したこの論争は、個人的なスキャンダルによりスクレ
イショフスキーの政治的キャリアが終了したことによ
り、決着を見ないまま終結することになった（Urban 

1982, 316-318）。確かに、論争の終結は偶発的な事件
ではあったが、その後、スクレイショフスキーが政治
家として復活できなかったことは、党の実力者といえ
ども国民的一体性と一党支配を脅かす存在として認知
されると、排除される可能性があることを示している
かもしれない。
　青年チェコ党との和解に強硬に反対したスクレイシ
ョフスキーの失脚は、ベルリン会議後に国際環境が安
定したために議会ボイコット戦術では政府からの譲歩
を引き出せないことをリーゲルが自覚したことと相ま
って、1878年、老チェコ党の帝国議会への復帰とと
もに、連邦派の大土地所有者、老チェコ党と青年チ
ェコ党によるチェコ国権党クラブKlub České strany 

státoprávní15の設立を導いた。さらに、1880年代には、
彼らはこの枠組みで政権への協力を開始した。この一
連の出来事は、議員クラブにおけるリーゲルの立場を
強化するとともに、国民的一体性と一党支配を保つこ
とに役立った。以上のように、1860年代前半に形成
された国民的一体性と一党支配の結合は、挑戦を受け
ながらも、1870年以降も保たれることになったので
ある。
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Ⅲ. 指導政党の交代と国民的一体性：
青年チェコ党による一党支配の確立

1. 国民社会におけるチェコ性の重要性の高まり

　1860年代のチェコ人自由主義者によるチェコ国民
の形成においては、市民であることと自立した人間で
あることが最も重要視された。自らの市民性を強調す
ることにより、ドイツ人と同等の ｢国民｣ として権利
を要求したのである。一方、「平民的な」性格が強調
された「チェコ語」と ｢チェコ文化｣ に基づくエスニ
シティーとしてチェコ性については、自らの独自性を
主張するための副次的な意味しか持たなかった。しか
し、1880年代以降になるとチェコ性自体が重要性を
有することになった 16。この質的な転換には、国勢調
査の開始やチェコ語による高等教育の普及などが挙げ
られる（福田 2006, 23-24）。その結果、チェコ語に絶
対的な価値が付与される傾向が登場した。一方、社会
的・経済的な近代化とボヘミア経済の急成長により、
中小商工業者の地位は不安定化した。また、農業の近
代化と国外からの農産物の流入は、甜菜と穀物価格の
長期的な下落を引き起こし、ボヘミア農民を苦境に陥
れた。これらの変化は都市･農村の中間層の政治化を
招いた。
　選挙制度に関しては、1882年に帝国議会の農村・
都市クーリエの課税制限の5グルテンへの引き下げに
より帝国議会選挙権が拡大されるとともに、チェコ人
政治家と連邦派の大土地所有者に有利な形で選挙制度
が改正された（平田 2007, 16）。また、ボヘミア領邦
議会の課税制限も1884年に5グルテンに引き下げら
れた（Tobolka 1934, 105-106）。国民社会におけるチ
ェコ性の重要性の増加と都市・農村の中間層が政治化
した時期と重なるように、彼らが政治に参入できるよ
うになったのであった。
　中間層の急進化と彼らの政治参加は、典型的な名望
家政党であった老チェコ党には不利な環境であった。
その上、老チェコ党は以上のような社会の急激な変化
に対して鈍感であった。一方、社会の変化を敏感に察
知して勢力の拡大に乗り出した青年チェコ党は、それ
を武器に老チェコ党に挑戦するのである。

2. 青年チェコ党の一党支配の確立

　ドイツ人自由派政権の崩壊後に組閣したターフェ
Eduard Taaffeは、ドイツ人の教権＝保守派と大部分
のスラヴ人議員による多数派に基づく、いわゆる ｢鉄
の環Eiserner Ring｣ 内閣を組織した。同政権に協力
したチェコ人議員に対して、彼は、チェコ語をボヘミ

ア・モラヴィアの行政機関における外務言語として使
用することを認めたシュトレマイヤー言語令（1880

年）やプラハ大学のドイツ語部門とチェコ語部門への
分割（1882年）など、チェコ人の要求を実現した。
　しかし、ターフェは一方的にチェコ人の要求を受け
入れたのではなく、公教育における宗教教育の強化な
ど、チェコ人に受け入れ難い法案への協力を求められ
た。また、基本条項案に代表されるチェコ王冠諸領に
おける自治が実現される見通しは立たなかった 17。何
より、彼は、上に挙げた例を含めて、リーゲルに対し
て要求の実現を明示的に約束したことはなかった。さ
らに、選挙権資格が引き下げられた後の1885年帝国
議会選挙でドイツ人自由派が敗北したことにより、彼
は、むしろ老チェコ党にその協力を求めることが多く
なった。
　このようなターフェの姿勢に対して、｢鉄の環｣
内閣への協力を積極的に推進したリーゲルですら、
1880年代後半になると、内閣への協力の撤回を考慮
するようになった。しかし、ドイツ人自由派の政権復
帰を恐れていた彼は内閣への協力を続けた（Skilling 

1970, 263-264）。その結果、老チェコ党は、支持基盤
の一つでありチェコ国民社会の中核であった市民層か
ら遊離することになった（Křen 1990, 217）。また、
リーゲル自身も、歳を取るとともに時代の変化に逆
行するかのように保守的な思考を強め、自身に対す
る批判に過敏になっていった（Pech 1955, 284-285； 

Garver 1978, 64）。その結果、チェコ社会において老
チェコ党とリーゲルに対する不満が高まった。
　老チェコ党が袋小路に入り込みつつある一方、青
年チェコ党はこの状況を利用して次第に老チェコ党へ
の攻撃を強化していった。1878年の議員クラブの設
立以降、リーゲルと連邦派の大土地所有者が議員ク
ラブの指導権を握っており、青年チェコ党は党として
の自律的な行動をする余地がなかった（Vojtěch 1977, 

561）。さらに、保守的な性格を有するターフェ内閣へ
の協力は、自由主義的・民主主義的な自己認識を抱い
ていた青年チェコ党にとって、矛盾を生じさせること
であった。それゆえ、よりナショナリステックで民主
主義的な党内の急進派は不満を鬱積し、議員クラブへ
の参加を続ける党内の穏健派と対立した。しかし、リ
ーゲルと老チェコ党に対する国民社会における不満の
高まりと農民層・中小商工業者の急進化を感じ取った
青年チェコ党は、それらを自党への支持に転換するこ
とを試みた。1885年より、青年チェコ党は、政治クラ
ブや政治協会の増設と党友網の整備など、党組織網の
整備に着手するとともに、農業運動と商工業者運動、
知識人、学生運動との提携を推進した 18。この戦略が
功を奏した結果、青年チェコ党への支持は拡大し、そ

19 世紀後半から20 世紀初頭までの
国民的一体性とチェコ政党政治 111



れを背景に同党は老チェコ党への攻撃を次第に強めて
いった。
　そのような中で発生したのが ｢パン屑事件drobeč-
ková aféra｣ であった。1887年に布告された政府支出
の抑制を目的とした学校予算の削減はチェコ人の間で
極めて不評であった。それにもかかわらず内閣への協
力を続ける老チェコ党に対する非難が高まり、青年チ
ェコ党はリーゲルを強烈に非難した。青年チェコ党の
事実上の機関紙であった『ナーロドニー・リスティ』
に掲載された記事においては、内閣への協力が ｢今で
はパン屑を集めなければならない｣ と評された 19。こ
の記事に激怒したリーゲルは青年チェコ党議員を議員
クラブから追放した。
　これが1870年代までであれば、追放された議員は
政治活動を大幅に制約されることになったであろう。
しかし、リーゲルの権威が低下し青年チェコ党の支持
が拡大している状況においては、この決定は、むしろ
青年チェコ党に有利に作用することになった。彼らは、
翌年、チェコ人無所属議員クラブKlub neodvislých 

poslanců českýchを設立するとともに、老チェコ党に
対する攻撃と党の支持勢力の拡大に努めた。また、こ
れらのことが党内の穏健派と急進派の対立を緩和し
た（Vojtěch 1977, 568）。その結果、青年チェコ党は、
1889年のボヘミア領邦議会選挙で大幅な躍進を遂げ
た。 

　この躍進に恐怖を覚えたのがターフェであった。彼
は、1886年よりボイコット戦術を続けていたドイツ
人自由派と中央集権派の大土地所有者をボヘミア領邦
議会に復帰させるために進めていた、チェコ人とド
イツ人との間の和解に向けた努力を本格化させた。
1890年1月には、ターフェは、中央集権派と連邦派
の大土地所有者、ドイツ人自由派と老チェコ党による
交渉を主催し、交渉参加者の間での妥結に導いた。こ
れが、ウィーン和協Punktaceである。しかし、その
内容にボヘミア・モラビアの行政機関を言語に基づい
て領域的に分割する条項が含まれていたことがチェコ
国民社会の反感を招いた。なぜなら、同条項は老チェ
コ党が長年にわたって主張してきたチェコ王冠諸邦に
おける自治の要求と相反する上に、それを断念するに
値する代償がないという議論がチェコ人の間で広がっ
たためであった。その結果、ボヘミア各地でウィーン
和協に反対する街頭運動が展開された。
　青年チェコ党は、この反対運動の先頭に立つととも
に、急進的なスローガンを掲げて自らの勢力のさら
なる拡大に乗り出した 20。同党はマサリクTomáš Gar-

rigue Masaryk、カイズル Josef Kaizl、クラマーシュ
Karel Kramářらのリアリスト・グループ 21との提携を
も成立させた。老チェコ党内部でも、党指導部が推進

したウィーン和協に反対する声が上がった。彼らの一
部は、リーゲルの決定に公然と反旗を翻し、老チェコ
党を離党して青年チェコ党に合流した（Garver 1978, 

150； Urban 1982, 399）。リーゲルの権威は完全に失
墜してしまったのであった。
　さらに、翌年には帝国議会選挙が予定されており、
選挙における老チェコ党の敗退が濃厚になってきた。
選挙での敗北を覚悟した老チェコ党も11議席前後の
確保を望むのみであった（Urban 1982, 399-400）。し
かし、1891年帝国議会選挙の結果はその望みすらも
打ち破ってしまった。老チェコ党はボヘミアにおいて
2議席しか獲得できず、選挙は青年チェコ党の地すべ
り的な勝利で終わったのであった。リーゲル自身も、
帝国議会における議席を維持することに失敗し、その
後、事実上の引退生活に入った（Pech 1955, 274）。
この選挙は、まさに一党支配を主導する政党の交代を
意味したのであった。
　しかし、帝国議会選挙後、青年チェコ党は党内対立
に苦しむことになる。1880年代後半以降の党の拡大
の結果、青年チェコ党は農村と都市の中間層から知識
人までの、互いに対立する非常に幅広い層を包摂する
連合体に変容した。そのため、党内で対立する利益を
調整して社会的・経済的な問題に対応する必要性が存
在した。また、ウィーン和協の際の成功は、老チェコ
党や連邦派の大土地所有者に対する反対という消極的
な理由と急進的なスローガンに依拠していた（Garver 

1978, 161）。それゆえ、青年チェコ党の一党支配を裏
付ける何かしらの積極的な理由が模索されなければな
らなかった。その一つが、同党が伝統的に掲げてきた
普通選挙権の要求であった 22。しかし、1891年の選挙
後、党内では、チェコ人の利益を実現するための手法
をめぐって、政府との協力も視野に入れた穏健派と党
設立以来の理念の継続を主張する急進派の対立が激化
した。そのため、社会的・経済的な問題に対応できな
かった上に、普通選挙権の実現という目的以外には、
国民的一体性と一党支配を維持する積極的な意味を付
与することができなかった。
　しかし、社会的・経済的な要求の充足の失敗と穏健
派と急進派の対立は、一部の農業団体を除けば 23、こ
の時点では青年チェコ党の分裂には至らなかった。ま
た、党内における穏健派と急進派の対立も、次第に穏
健派が優位を占めるようになった。この理由を進歩主
義運動の発展と崩壊について検討することで明らかに
しよう。
　1880年代後半に登場した進歩主義運動は、学生新
聞や学生団体を中心とする、青年チェコ党に好意的な
運動であった（Urban 1982, 430）。彼らは、文化面で
の向上とチェコ社会の政治的・社会的改良の更なる進
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展を目指すとともに、急進的なチェコ・ナショナリズ
ムを信奉していた 24。1891年の帝国議会選挙以降、運
動は過激化の一途を辿った。特に、大規模な街頭行動
にまで発展した1893年の普通選挙運動の拡大に進歩
主義運動は大きな役割を果たした 25。しかし、この過
激化により、進歩主義運動は、青年チェコ党内部の穏
健派からの不興を買うだけでなく、政府から危険分子
とみなされることになった。同年9月には普通選挙運
動の鎮静化のためにプラハに戒厳令が布告された。さ
らに、12月には進歩主義運動の有力な指導者達が大
逆罪で逮捕された 26。
　以上のように、進歩主義運動は急進化により政府か
らの弾圧を招いた。政府からの弾圧を契機に進歩主義
運動は分裂していったが、同運動の継承を主張した急
進的なナショナリスト政党は選挙において大きな支持
を集めることができなかった。また、1893年のプラ
ハへの戒厳令布告は青年チェコ党内の急進派に不利に
働き、カイズルやクラマーシュを含む党内の穏健派が
主導権を握ることになった。政府による弾圧が一党支
配を維持する方向に作用したと言えよう。

3. 消極的な国民的一体性

　では、1880年代から1890年代前半までの時期におけ
る一党支配を容易にする条件の変化をまとめてみよう。
　政府との関係に関しては以下のとおりにまとめるこ
とができる。｢鉄の環｣ 内閣への協力により、1880年
代前半まで老チェコ党による安定的な一党支配が継続
した。しかし、1880年後半以降、内閣に協力する意
義が薄れていくにつれて、青年チェコ党による老チェ
コ党への攻撃が可能になった。また、ウィーン和協以
降における政府と協力する可能性の低下は進歩主義運
動の拡大を許した。しかし、政府による進歩主義運動
の弾圧とプラハへの戒厳令布告は、国民社会内部の急
進的な勢力の活動を制約することになった。
　一方、この時期になると、チェコ王冠諸邦における
自治の実現は、言説では繰り返されるが、実際的な政
治課題としては取り上げられなくなった。むしろ、ボ
ヘミア・モラヴィアにおける行政機関の内務言語にチ
ェコ語を採用することが要求された。自治から行政機
関における使用言語への要求の縮小は一党支配に不利
に働いた。一方、青年チェコ党がその設立当初から主
張してきた、普通選挙権の要求は国民社会において大
きな支持を集めた 27。それにより、普通選挙権の要求
が一党支配を維持する動機を提供するようになった。
　さらに、1880年代後半以降のターフェ内閣への協
力はリーゲルの権威を低下させることになった。それ
に加えて、当時の急激な社会的・経済的な変化に対応

できなかったことも、彼が国民社会からの支持を失う
要因になった。その結果、青年チェコ党によるリーゲ
ルに対する攻撃について、チェコ国民社会において多
くの賛同が得られるようになった。
　以上のような条件の変化により、1860年代に形成
された一党支配の崩壊は現実味を帯びたが、政府によ
る急進派への弾圧と普通選挙権の実現という要求によ
り、一党支配は継続することになった。同時に、一党
支配を容易にする条件の変化が一党支配の指導政党を
老チェコ党から青年チェコ党に交代することを引き起
こした。以下では、この交代について分析した後で、
この時期における国民的一体性の性格について検討し
よう。
　1891年の帝国議会選挙においては、両党は全選挙
区で選挙戦を行ったとはいえ、その選挙戦は二大政党
による選挙における競争とは異なる様相を示した。ま
ず、老チェコ党から青年チェコ党に移籍した議員の存
在である。1890年から翌年にかけて、ボヘミア領邦
議会の青年チェコ党議員は39議席から51議席に増大
する一方、帝国議会選挙においては、党籍を数度替え
た者の立候補やかつての所属政党が同じ者による選挙
戦の展開がみられた（Urban 1982, 399-400）。また、
青年チェコ党の地滑り的な勝利により、老チェコ党
は保守的な小政党に転落してしまった。それゆえ、
1891年帝国議会選挙においては二つの政党が競い合
うという構図は誕生せずに、老チェコ党から青年チェ
コ党への指導政党の交代いう一回限りの事象に終わっ
てしまった。
　では、青年チェコ党の地滑り的な勝利を引き起こし
た要因は何であったのだろうか。この問いに対して、
少なくとも一つの解答として、青年チェコ党の選挙戦
術と国民社会の共鳴が挙げられる。青年チェコ党は、
ウィーン和協を推進した老チェコ党に対する反対とい
う消極的な理由を掲げることで、各種利益との提携と
国民社会における支持の拡大を図った。一方、1880

年代以降の国民社会においては、「チェコ語」と「チ
ェコ文化」に基づくチェコ性自体が重要性を有してい
た。青年チェコ党が提示する消極的理由と国民社会に
おけるチェコ性が交錯した結果、老チェコ党によるウ
ィーン和協の推進はチェコ国民社会に対する裏切りで
あるとして、青年チェコ党による老チェコ党に対する
反対が正当化されたのである。その結果、青年チェコ
党の主張が国民社会に受容されるとともに、青年チェ
コ党と各種利益の提携が成功したのであった。しかし、
既に述べたとおり、青年チェコ党は、選挙後、この提
携に何かしらの積極的な理由を付与することに失敗し
た 28。以上のことより、この時期の国民的一体性は、
統一的な行動の必要性を積極的な理由に基づいて提示

19 世紀後半から20 世紀初頭までの
国民的一体性とチェコ政党政治 113



できないという意味において、消極的な性格を帯びた
のである。
　

Ⅳ. 国民的一体性と一党支配の変容：青年チ
ェコ党の一党支配の動揺と多党化現象

1. 国民社会内部の階層分化の進展と
｢想像の共同体｣

　さて、19世紀後半に成立しつつあった国民社会は、
概念的には下方に向けて開かれているものであった。
しかし、1860年代においては、女性に対する障壁など、
様々な差異を再生産しながらも国民社会が形成されて
いった。それゆえ、世紀転換期になると、以前には排
除されていた下層民を国民社会に包摂するという問題
が登場した。しかし、社会的・経済的な近代化により
政治的な分化はさらに進行しており、この問題を解決
することは決して容易なものでなかった。
　一方、1896年には、都市・農村クーリエの課税制
限がさらに引き下げられるとともに、既存の議会に男
子普通選挙に基づく第五クーリエが設置された。上位
四クーリエの有権者には二重投票権が与えられ、第五
クーリエは、現状の議会構成には本質的な変動を招く
ことなく、普選の影響をテストするものになった（平
田 2007, 18）。この事実は、後に選挙結果の評価が青
年チェコ党内部で割れる原因になるのであった。
　チェコの体操運動を分析した福田は、チェコ国民社
会における代表的な体操協会であったソコルSokolと
社会民主党系及びカトリック系の体操団体との対立
を、国民的シンボルをめぐる闘争であったと位置づけ
ている（福田 2006, 101）。また、福田は、チェコ人
少数地域へのチェコ語を教育語とする私立学校の設
置・支援する運動とともに、ソコルによるチェコ人少
数地域への援助活動を通じて、物理的に離れたチェコ
人少数地域の問題を ｢我々全体にとっての問題｣ へと
昇格させる過程を明らかにしている（福田 2006, 103-

135）。福田自身が留保をしているように、体操運動に
おける以上のような傾向が他の分野に敷衍できるか定
かではないが、国民社会の少なからぬ部分において、
以前よりも増して ｢国民｣ や ｢我々全体にとっての問
題｣ という言説が展開されるようになったことは想像
に難くない。このような中で国民的一体性も変容を迫
られたのであった。

2. 多党化現象と一党支配

　官僚内閣を組閣したバデニKazimierz Badeniは、
プラハへの戒厳令の解除や大逆罪で有罪になった進歩
主義運動の指導者に対する恩赦など、安定的な政権運

営のために青年チェコ党から協力を得ることを当初か
ら試みていた。しかし、政府との交渉を積極的に推進
しようとしたクラマーシュらを除けば、青年チェコ党
内部の穏健派の大部分は政府からの便益の提案を協力
の前提として捉えていた（Tobolka 1936, 96-97）。一方、
穏健派として党内での影響力を拡大していたカイズル
は ｢段階的な政治etapová politika｣ を主張していた。
これは、現実を踏まえた部分的な問題――当座の目的
として選挙権改革と言語問題――を解決していくこと
で ｢段階｣ を踏んで、チェコ王冠諸邦における自治の
実現というチェコ人の最終的な目標を達成することで
あった（Velek 1999, 133-134）。この主張を掲げるこ
とにより、政府との協力だけでなく、要求の内容が事
実上縮小している状態をも正当化することが青年チェ
コ党の穏健派によって目論まれたのであった。
　カイズルの ｢段階的な政治｣ は、普通選挙クーリエ
の実現後に行われた1897年帝国議会選挙で青年チェ
コ党が第一党になることにより、その真価を試される
ことになった。選挙結果を受けてバデニは、ハンガリ
ーとの経済アウスグライヒの更新のために必要な議会
多数派を確保するために、ボヘミア・モラヴィアの行
政機関における内務言語をドイツ語とチェコ語の二
言語にすることを規定した言語令（バデニ言語令）
を1897年4月に発布した。それを受けて青年チェコ
党もバデニ内閣への協力を開始した。しかし、行政機
関における内務言語の二言語化に伴い官吏にチェコ語
とドイツ語の習得をも義務付けた同言語令に対して、
ドイツ人自由派は強硬に反対した。彼らによる議事妨
害のために帝国議会は混乱に陥るとともに、街頭にお
いても言語令に反対するドイツ人による抗議運動が広
がった。この議事妨害を排除するために11月には議
場への警官隊の導入を認める法案が可決されたが、こ
のことが逆に街頭での抗議運動に油を注ぐ結果となっ
た。結局、この混乱を収められずにバデニは辞任した。
しかし、バデニの辞任が逆に期待を裏切られたと感じ
たチェコ人による街頭行動を誘発した。また、帝国議
会副議長としてこの混乱の渦中にあり、議場への警官
隊の導入にさえ賛成したクラマーシュは最初の挫折を
味わうことになった（佐藤 1991, 45）。
　しかし、青年チェコ党はバデニの辞任後に必ずしも
野党に転じたわけはなかった。言語令の改定によりボ
ヘミア・モラビアの行政機関を言語に基づいて領域的
に分割する案（ガウチ言語令）が復活した後も、同
党は政府に対する態度を曖昧にしたままであった。
1898年に成立したトゥンFranz Thun-Hohenstein内閣
へは、カイズルは、党指導部の一部に伝えたのみで党
の正式な許可を得ずに入閣すら果たすことになった
（Winters 1970, 311； Garver 1978, 259）。しかし、政
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府から協力に対する見返りは得られないまま、同内閣
の倒壊とともに言語令自体も廃止された。結局、青年
チェコ党は、ドイツ人左派への恐れから、事実上、非
公式に政府を支持することを続け、1880年代の老チ
ェコ党の歴史を繰り返したのであった（Urban 1982, 

471）。しかし、進歩主義運動が分裂した状態では、
｢第二の青年チェコ党｣ になりうるような、青年チェ
コ党の批判の受け皿になる単一の勢力は存在しなかっ
たし、その存在を可能にするような条件も整ってい
なかった（Cohen 1979, 771）。むしろ、農業党Česká 

strana agrárníと国民社会党Česká strana národně soci-

álníという部分利益を代弁する大衆政党が青年チェコ
党から独立していくことになった。一方、社会民主党
とカトリック政党が既に設立されており、これらの政
党をあわせて、世紀転換期に五つの陣営 táborが誕生
したのであった 29。以下では、青年チェコ党から独立
して誕生した農業党と国民社会党について概観してお
こう 30。
　農業党の母体は、甜菜生産者が中心となって1896

年に設立されたチェコ農業者同盟Sdružení českých 

zemědělcůであった。同盟は、当初、青年チェコ党へ
の支持を明確にしており、青年チェコ党の農業関連の
綱領に自らの要求を反映させようとした。また、青年
チェコ党も党の傘下団体として同盟を党勢拡大に役立
てようとした。しかし、同盟の自律性と党の決定過程
への同盟の関与をめぐる対立のため、両者の関係は決
して良好ではなかった（Velek 2000, 124-126）。結局、
青年チェコ党が保護していた製糖業者と同盟の支持者
であった中小の甜菜生産者との対立と、経済アウスグ
ライヒの更新への青年チェコ党の対応への不満が契
機となり、1899年に同盟は農業党を設立した（Velek 

1999, 137； 2000, 129； Kubricht 1974, 47-49）。しか
し、設立後も、党の主要な関心は経済問題にあり、ナ
ショナルな問題と政治的な問題に関する農業党の主
張は青年チェコ党と大差がなかった（Harna a Lacina 

2007, 17）。
　国民社会党は、1897年帝国議会選挙において初め
て議席を獲得した社会民主党に対抗するために、青年
チェコ党を支持していたナショナリズムに傾倒した労
働者と、進歩主義運動の系譜に連なる社会問題に関心
を持つ知識人によって設立された 31。国民社会党の設
立時期はまさに言語令をめぐってシスライタニアにお
いて国民感情が高まっていた時期と重なっており、こ
のことは同党の急速な成長を助けた。しかし、設立当
初は青年チェコ党から財政的な支援を受けており、ま
た党の指導者であったクロファーチVáclav Klofáč自
身が、設立後しばらくの間、『ナーロドニー・リスティ』
の編集者を兼任していた。そのため、設立当初、国民

社会党は青年チェコ党の労働者向けの支部とみなされ
ていた。同党は、以上のような青年チェコ党との関係
から脱却し独自色を強化していくが、20世紀におい
ても、しばしば、青年チェコ党と秘密裏に結託してい
るという風評を流されることになった。おそらく、青
年チェコ党の急進派と国民社会党の間における思想的
及び行動面での親和性がそのような風評の原因の一つ
になったのかもしれない。
　これらの五つの陣営がすべて参加した初めての選挙
が1900/1901年帝国議会選挙であった。青年チェコ党
は、当初は楽観的な姿勢でこの選挙に臨んだ。しか
し、当時の社会状況と急速な近代化による社会的分化
の把握を誤っていたのみならず、党内の穏健派と急進
派の対立による党自体の弱体化により、青年チェコ党
は農村クーリエと普選クーリエにおいて多くの議席を
失った。青年チェコ党の穏健派は、国民的一体性の終
焉を嘆くほど選挙結果に落胆したのであった（Velek 

1999）。
　しかし、全体の選挙結果を考慮するのであれば、ク
ーリエ制度に助けられて、青年チェコ党がチェコ人政
党の中では圧倒的に第一党であったのも事実である。
国民社会党との連携に期待を寄せていた青年チェコ党
の急進派は、むしろ選挙結果に満足していた（Velek 

1999, 142）。また、他のチェコ人政党の議席は一桁台
であったため、政府は、これらの政党を交渉相手とみ
なさず、青年チェコ党をチェコ人の代表として扱った。
そのため、1900/1901年帝国議会選挙は青年チェコ党
にとって決して大きな失敗ではなかったのである 32。
　青年チェコ党の政府に対する不明瞭な姿勢はケルバ
ーErnest Koerber内閣においても変化がなかった。ケ
ルバーは、大規模な公共事業に代表される経済的利益
の配分による国民間の対立を緩和する試み以外に、政
府の仲介によりチェコ人とドイツ人との間の和解を模
索した。その際に提出された和協案は、ボヘミア・モ
ラヴィアの両国民に関する体系的な分析に基づいて政
府が提出した初めてのものであった（Křen 1990, 285, 

291）。ここに、仲裁役としての政府が本格的に登場
したのであった。ケルバーの手法は、確かに両国民を
平等に扱おうとするものではあるが、同時に、特定の
国民に対する政府の大幅な譲歩を不可能にした。その
結果、政府への協力から得られる利益が減少したので
あった。

3. 国民的一体性の自明化

　では、この時期における一党支配を容易にした条件
の変化を明らかにしよう。
　政府との関係においては、ボヘミア・モラヴィアの
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行政機関における内務言語の二言語化を規定したバデ
ニ言語令は当時のチェコ人にとっては十分な譲歩であ
った。しかし、言語令の導入が挫折したのにもかかわ
らず、青年チェコ党は政府に対して曖昧な態度を取り
続けた。それが、農業党や国民社会党の結成をもたら
す契機となった。また、ケルバーは、チェコ人とドイ
ツ人との和解交渉を主催するなど、国民間の対立を緩
和させることで自らの政権基盤を強化しようと試み
た。このことは、逆に政府への協力の見返りが交渉の
仲裁という規模の小さいものになる原因となった。一
方、政府による弾圧も減少傾向にあった。確かにナシ
ョナリスト政党や社会主義政党に対しては、検閲や監
視などは継続した。しかし、オムラディナ事件のよう
な弾圧はもはや発生しなかった 33。この結果、急進派
にとっての活動の余地が増加することになった。
　チェコ人の要求に関しても、政府との協力と同様に
一党支配を容易にするには規模の小さいものになって
いった。この時期になると、青年チェコ党の穏健派の
中心人物であったカイズルが ｢段階的な政治｣ を主張
することにより、要求の縮小を正当化する試みがなさ
れた。さらに、ボヘミア・モラビアにおける行政機関
の言語に基づく領域的な分割の阻止という、現状維持
的なものが要求に加わることになる。その結果、一党
支配を容易にする効果を縮減させることになった。し
かし、多くの政治家・政党を引き付ける要求として帝
国議会選挙における普通選挙権の完全実施という要求
がまだ残っていた。
　また、リーゲルの引退後、彼やパラツキーに匹敵す
る権威を有する政治指導者は登場しなかった。確かに、
青年チェコ党の穏健派の指導者であったカイズルやク
ラマーシュは、チェコ政治を指導する立場にいたが、
パラツキーやリーゲルが有していた1848年革命時の
実績のような成功や栄光を欠いていた。それゆえ、パ
ラツキーやリーゲルと比較すると、カイズルやクラマ
ーシュの政治指導者としての権威は劣るものであった。
　以上のように、1860年代に形成された一党支配を
容易にする条件は、帝国議会選挙における男子普通選
挙権の完全実施という要求を除けば、この時期までに
失われてしまった。しかし、それが必ずしも国民的一
体性と一党支配の崩壊には結びつかなかった。この点
について検討してみよう。
　既に述べたとおり、普選クーリエは現状の議会構成
には本質的な変動を招くものではなかった。そのた
め、たとえ農村クーリエと普選クーリエの選挙結果が
男子普通選挙権を完全実施した際の結果を予想させる
ものであったとしても、全体としてのクーリエ制選挙
は青年チェコ党にとって有利に作用した。その結果、
1900/1901年帝国議会選挙後も、青年チェコ党はボヘ

ミアにおけるチェコ人政党が獲得した議席の約5分の
4を占めていた。また、政府も青年チェコ党のみをチ
ェコ人を代表する政党とみなした。
　一方、新たに登場した部分利益を代表する大衆政党
は国民的一体性と一党支配を打ち崩す動機をまだ有し
ていなかった。確かに、どの政党も多かれ少なかれ青
年チェコ党と対抗関係にあった。しかし、青年チェコ
党との議席数における格差を考慮するならば、チェコ
政治における青年チェコ党の主導権を打ち破ることは
ほぼ不可能であった。新政党による攻撃は、国民的一
体性と一党支配に対する原理的な反対というより、青
年チェコ党との差異化を図ることで自らの支持基盤を
強化するためであったと解釈したほうが妥当であろ
う。この時期においては、新政党は、党組織の整備や
傘下団体の構築、綱領の作成など、自党の基盤を整え
ることに主眼を置いていた 34。その結果、各政党があ
たかも青年チェコ党による一党支配を ｢消極的｣ に容
認しているような状況を呈したのであった。
　すなわち、クーリエ制選挙による過大代表と政府に
よる承認という外在的な条件と各チェコ人政党による
｢消極的｣ な容認に依拠しながら、この時期の一党支
配は存続したのである。しかし、このような｢消極的｣
な容認は、要求の規模の縮小と相まって、一党支配を
空洞化する方向に作用した。さらに、国民社会におい
て以前より増して繰り返される ｢国民｣ や ｢我々全体
にとっての問題｣ という言説がこの空洞に入り込んだ
のである。その結果、1860年代にチェコ人自由主義
者によって形成された国民的一体性と一党支配の結合
の自明性は、国民的一体性そのものの自明性に読み替
えられたのである。

Ⅴ. おわりに

　チェコ国民社会の形成を担った1860年代のチェコ
人自由主義者は、シスライタニアにおける自らの地位
向上のために、統一的な行動をする必要に迫られた。
彼らは、統一的な行動を実現するに際して、国民的一
体性の名の下での老チェコ党による一党支配を選択し
た。老チェコ党による一党支配を容易にしたのは以下
の三条件が揃っていたからであった。まず、老チェコ
党と政府との協力の可能性が高かったと同時に、政府
が左派を弾圧することにより政治家の間での対立を抑
制したからであった。次に、チェコ人政治家の間にお
いてチェコ王冠諸邦における自治の実現という要求が
共有されていたからであった。さらに、圧倒的な権威
を有する政治指導者が政治家による統一的な行動を担
保していた。その結果、多くのチェコ人政治家は概念
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としての国民的一体性と実体としての一党支配の結合
を疑わなかったし、それを疑った政治家はチェコ人政
治家の間で影響力を有することができなかった。
　しかし、選挙権の漸進的な拡大と国民社会の発達に
より、一党支配を容易にしていた条件は徐々に崩れて
いった。1880年代における政府と老チェコ党との協
力はチェコ人の地位向上に一定の役割を果たした。し
かし、その代償として、老チェコ党とリーゲルは、チ
ェコ王冠諸邦における自治を事実上断念せざるをえな
かっただけでなく、政府寄りの姿勢に対するチェコ人
からの批判を招いた。一方、青年チェコ党は、老チェ
コ党に対する反対を掲げて、各種利益との提携を推し
進めた。この戦略が国民社会における「チェコ語」と「チ
ェコ文化」に基づくチェコ性の重要性の高まりと共鳴
した結果、青年チェコ党は、1891年帝国議会選挙に
よる圧倒的な勝利により、支配政党の地位に就いた。
しかし、青年チェコ党は、選挙後、老チェコ党に対す
る反対に代わる、一党支配を裏付ける積極的な理由を
各種利益との提携に与えられなかった。この意味にお
いて、1880年代から1890年代前半までの国民的一体
性は消極的な性格を帯びたのであった。
　この青年チェコ党が主導する一党支配は、同党と政
府との協力とも敵対とも言えない曖昧な関係と、｢段
階的な政治｣ に代表される、要求のさらなる縮小によ
り、1890年代中盤に危機を迎えることになる。その上、
国民的一体性と一党支配を担保する圧倒的な権威を有
する政治指導者はもはや存在しなかった。その結果、
国民社会の下方への拡大も活かしながら部分利益を主
張する大衆政党が登場する一方、一党支配を容易にす
る条件は帝国議会選挙における男子普通選挙権導入の
要求しか残されなかった。しかしながら、皮肉なこと
に、普選要求を掲げることによって維持されていた青
年チェコ党の優位を実質的に担保していたのは、他で
もないクーリエ選挙制度のもとでの同党の過大代表に
他ならなかった。クーリエ選挙制度による青年チェコ
党の過大代表を他のチェコ人政党が ｢消極的｣ に容認
することによって、一党支配の継続が、対政府関係と
チェコ人が掲げた要求、政治指導者という条件の喪失
により空洞化されながらも、可能になったのであった。
これらの諸条件により、国民社会における ｢国民｣ や
｢我々全体にとっての問題｣ という言説の高まりと相
まって、1860年代における国民的一体性と一党支配
の結合の自明性が国民的一体性の自明性に読み替えら
れたのである。一党支配という内実を失ったときに、
自明とされた ｢国民的一体性｣ は、その主導権を要求
する複数の政治勢力の間で、要求のせり上げという急
進化のメカニズムを作動させることになる。
　1905年、ロシア第一革命の影響を受けて各地で普

通選挙権の実現を目指した街頭行動が展開された。最
終的に皇帝フランツ･ヨーゼフは帝国議会における男
子普通選挙権の導入を指示した。これにより、一党支
配を容易にする最後の大きな条件が消滅したのであ
った。男子普通選挙権に基づいて初めて実施された
1907年帝国議会選挙の後、青年チェコ党を含む各チ
ェコ人政党は、新たな政党間関係の構築という課題を
背負うことになった。この課題に直面した各政党は、
自らに有利な形で、チェコ政治における主導権の主張
ないしはそれに対する抵抗を試みた。その際、各政党
が自らの主張に正当性を付与するために用いた概念の
一つが国民的一体性であった。その結果、各政党の間
で内実を伴わない論争が繰り広げられ、チェコ政党政
治は次第にせり上げの政治に陥っていくことになる。
　本稿では、19世紀後半から20世紀初頭までのチェ
コ政治において繰り返し主張された、チェコ人政治家
に統一的な政治行動を要請する言説と統一的な政治行
動そのものとを指す国民的一体性を、概念としてのそ
れと実体としての一党支配に分離するという操作を行
った上で分析した。この操作により、国民的一体性の
多義性を捨象せずに分析の明瞭さを担保することが可
能になった。その結果、この時期における国民的一体
性の変容は、実体としての一党支配が失われていく一
方、言説としては自明化していく過程であった。チェ
コ国民社会の発展と社会的・経済的な分化は、一党支
配を容易にした条件を掘り崩すことでそれを空洞化す
ると同時に、概念としての国民的一体性に変容を迫っ
たのである。以上のことから、社会的・経済的な分化
により国民的一体性が世紀転換期に崩壊したというウ
ルバンやヴェレックの説明が成り立たないことは明ら
かであろう。最後に、国民社会とハプスブルク君主国
との関係を考察することにより、チェコ人政治家によ
る国民を単位とする統一的な政治行動が長期にわたり
継続した理由を明らかにしよう。
　近年、いわゆるエスニック紛争に関する研究におい
て、ナショナルな対立のみを取り上げるのではなく、
むしろ、既存の政治制度や社会的なコンセンサスなど
の崩壊によって生じた ｢真空地帯｣ にナショナリズム
やナショナルな対立が入り込むという解釈が誕生して
いる 35。このような研究は、民衆がナショナルな対立
に絡め取られていく原因を鮮やかに描き出している
が、同時に、ナショナルな対立の存在を所与のものと
しないために、逆説的に ｢真空地帯｣ にナショナリズ
ムやナショナルな対立を ｢送り込む｣ 集団の詳細な研
究を要求しているといえる。排他的ナショナリズムに
よる紛争を回避するためにも、単純な責任論や ｢べき
論｣ に還元されない排他的ナショナリズムを掲げる集
団に関する詳細な研究が必要とされているのである。
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　19世紀後半以降のチェコ政治の場合、1860年代に
追及された国民的一体性と一党支配は、本来、チェコ
人自由主義者という非常に限られたサークルにおいて
成り立っていたものであった。このことによって、彼
らの統一的な行動の理由であったナショナルな要求は
実現されなかったが、シスライタニア政治において国
民を単位とする政治行動の一般化には ｢成功｣ したと
言える。一方、19世紀後半におけるハプスブルク君
主国は、複数の国民社会の成立を可能にする枠組みを
提供したが、そもそもそれらを有機的に国家秩序に統
合する機制を欠いていたし（篠原 2003a, 22）、国民社
会を基礎に再編されたわけでもなかった（小沢 1994, 

77-78）。ハプスブルク君主国と国民社会の間には ｢隙
間｣ が当初から存在していたのである。その結果、国
民社会の下方への拡大と選挙権の漸進的な拡張による
国民意識を有する中層・下層市民の政治参加に対して、
各国民社会を指導する勢力は、国家秩序を欠いた状態
において、彼らを政治的に統合するという問題を抱え
ることになった。チェコ国民社会の場合、国民的一体
性と一党支配が当初の意図を超えて変容したことがこ
の問題に対する一つの解答を提供した。すなわち、チ
ェコ人政党・政治家による統一的な行動とその要請は、
国家秩序に代わって、新たに政治に参入してくる階層
を政治的に統合することをも担保したのである。この
ことが、国民的一体性と一党支配が変容しながらも継
続した理由でもあった。しかしながら、社会的・経済
的な分化の進展の結果、国民的一体性は、ウルバンや
ヴェレックの主張するように単純に崩壊したのではな
く、むしろ一党支配という実体を失った言説として、
逆に、大衆政治の到来に伴う既存秩序の動揺によって
招来された ｢真空地帯｣ にナショナリズムが猛威をふ
るうことを許すことになるのである。この過程の分析
は別稿の課題としたい。
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18 青年チェコ党の党組織の整備と各種利益団体との提携に関する
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詳細な過程はヴォイテェフ（Vojtěch 1977）に詳しい。また、マ
リーシュの青年チェコ党の発展に関する概観（Malíř 2005）も
簡潔にまとめてある。農業団体と青年チェコ党の関係について
はヴェレック（Velek 2001, 20, 21-22）を参照せよ。

19 これは、｢チェコ人はドイツ人の机から落ちたパン屑では満足し
ない。｣ という、パラツキーの発言を借用したものであった（Křen 

1990, 213-214）。この事実から記事に強烈な皮肉が込められて
いたことが理解できるであろう。

20 ウィーン和協は、あくまで私的な場での合意であり、法的な根
拠を欠いていた（Tobolka 1934, 179）。そのため、領邦議会に
おける法制化を必要としたので、青年チェコ党は、議会におい
て和協案に異議を唱えることでも、自らの主張の正当性を高め
ることが可能であった。その結果、ウィーン和協の主な成果は
ボヘミアの教育審議会と農業審議会に国民別の部門を設置した
ことのみであった。

21 リアリスト・グループは、進歩的・民主的な立場から社会生活
の改良と政治の変革を図った集団であった。政治に参入するに
あたり、同グループは、老チェコ党と交渉するが不調に終わっ
たので、青年チェコ党に接近したのであった。リアリスト・グ
ループについてはウィンターズ（Winters 1970, 283-289）と林
（1993）を参照せよ。

22 ただし、普通選挙権の導入をめぐり、青年チェコ党内に温度差
があったことには注意が必要である。党内における普通選挙権
をめぐる議論についてはハヴラーネック（Havránek 1964, 35-

40）を参照せよ。
23 1891年頃、青年チェコ党と富裕な農民を中心とするチェコ王国
領邦農民クラブZemská selská jednota pro království Českéを
指導していたスチャストニーAlfons Šťastnýが対立した。それ
により、農民クラブは、青年チェコ党と袂を分ち、独自の政治
行動を開始した。しかし、普通選挙権導入に対する反対に代表
される保守的な思想や青年チェコ党との不明瞭な関係のために、
農民クラブは多くの支持を集めることができなかった。この経
緯についてはヴェレック（Velek 2001）やクブリヒト（Kubricht 

1974, 16-34）を参照せよ。
24 しかし、進歩主義運動の内部には、急進的なナショナリズムを
称揚する集団から社会主義運動に近い思想を抱く集団まで、様々
な潮流が存在していたことに注意が必要である。

25 社会主義勢力も普通選挙権の獲得のために嘆願運動や街頭行動
を繰り広げた。この情勢を受けて青年チェコ党も同年に普通選
挙権法案を議会に提出した。1893年の普通選挙権運動について
はハヴラーネック（Havránek 1964）を参照せよ。

26 ｢オムラディナOmladina｣ と称する秘密結社による反政府活動
の計画が逮捕理由であったため、この事件はオムラディナ事件
と呼ばれた。なお、同事件は政府による捏造であることが後世
において判明した。

27 一方、老チェコ党は、普通選挙権の導入には消極的であった。
特に、リーゲルは立憲制と制限選挙制を理想としていた（Pech 

1955, 54）。また、普通選挙権の導入に際しても、それを完全
実施するのか、クーリエ選挙制を維持したままで実施するのか、
国民社会内部における要求の程度の差は大きかった。

28 この点は青年チェコ党の党組織の面からも説明することができ
る。青年チェコ党は、大衆政党に移行したのではなく、選挙
運動が党組織を補完する役割を果たすなど、名望家政党とし

ての性格を色濃く残した（Vojtěch 1977； Garver 1978； Malíř, 
Marek a kol. 2005）。つまり、青年チェコ党は支持の組織化に失
敗したと言えよう。

29 近年のチェコ人政党研究は、世紀転換期から戦間期におけるボ
ヘミア・モラヴィアのチェコ人及びドイツ人の大衆政党が、オ
ランダの｢柱｣、ベルギーの｢霊的家族｣やオーストリアの｢陣営｣
と比肩しうる、社会的亀裂に沿ったサブ・カルチャーである「陣
営 tábor」を構築したことを強調している。詳細は、マリーシュ
によるモラヴィアの政党・政党システム研究（Malíř 1996）、マ
リーシュとマレック編集の論文集（Malíř, Marek a kol. 2005）
とルフト（Luft 1991a, 1991b, 2000）を参照せよ。なお、同じ
「tábor」という語句を用いる注12のターボル運動はサブ・カル
チャーの「陣営」とは無関係である。

30 カトリック政党と社会民主党は、両政党と国民的一体性との関
係を分析する前に、ナショナリズムと両政党が信奉する教義・
理論との ｢両立｣ について検討する必要がある。それゆえ、本
稿では両政党に関しては言及を避ける。

31 以下の記述に際しては、ハルナ（Harna 2005）とケリー（Kelly 

2006）を参照した。
32 この評価はクシェンを参考にした（Křen 1990, 294-295）。なお、
トボルカは、この選挙が青年チェコ党の衰退の始まりであった
としている（Tobolka 1936, 303）。

33 政府の弾圧が減少した理由については、推論の域を出ないが、
帝国議会に議席を有する政党への赤裸々な介入が困難であった
ことと、日増しに増加していた国民間の対立に起因する街頭行
動への対応が優先されたことが考えられる。

34 各政党による党組織の整備については、マリーシュとマレック
編集の論文集（Malíř, Marek a kol. 2005）を参照せよ。

35 ユーゴ解体と内戦に関する研究におけるこのような見解につい
ては越村・山崎（2004）と佐原（2008）の研究を参照せよ。なお、
近年では、ユーゴ解体と内戦に関する研究を鈴木（2008）が詳
細に紹介している。
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