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Ⅰ. はじめに

文化や観光分野におけるノスタルジアを含んだ優雅
な響きとは裏腹に、ハプスブルク君主国はいまだに歴
史的な評価の定まらない国家であり、近代において同
君主国が抱えた最大の懸案の一つであったチェコ人と
ドイツ人の関係についても議論がつきない。第一次世
界大戦後の国民国家の成立をネイション 1にとっての
到達点であることを重視すれば、ハプスブルク君主国
は支配下の諸ネイションを抑圧してきた「諸民族の牢
獄」であると断罪されることになる。ないしは、チェ
コ人とドイツ人の対立に代表される激しいネイション
間の対立が政治的混乱を引き起こした結果、第一次世
界大戦において同君主国は必然的に崩壊したという
「生存不可能論」を導くことも容易であろう。しかし、
第一次世界大戦後、新たに成立した国民国家の多くが、
社会的・経済的な苦境に悩まされ、ナチス・ドイツや
ソ連などの大国によって翻弄されただけでなく、内戦
や民族浄化の危険を孕んだほどのネイション間の激し
い対立を抱えていたことを想起すれば、このような対
立が街頭衝突に留まっていたハプスブルク君主国をむ
しろ諸ネイションの共存の地やその実験場として再評
価する可能性が開けてくる。
しかし、どちらの解釈も、19世紀後半から20世紀

初頭までのボヘミアにおけるチェコ人とドイツ人の関
係を十分に説明することができない。君主国の再評
価を試みる側は、人権カタログ（1867年第142号法）
の第19条に規定された諸ネイションの平等規定や少
数ネイションのための学校教育などを挙げて、シスラ
イタニアCislaitania2におけるネイションの共存の可
能性を指摘する。しかし、彼らはその具体化を目指し

たはずの「和解」の失敗を再評価の立場から整合的に
解釈することができない。一方、ハプスブルク君主国
の「生存不可能論」は、同君主国の統治能力の限界か
ら両ネイションの間における「和解」の失敗を説明し
ようとする。しかし、「和解」の内容や失敗の要因が
それぞれの試みによって異なるのにもかかわらず、君
主国の統治能力の低さのみで説明するのは平板な解釈
と言わざるをえない。
チェコ人とドイツ人の対立と和解の歴史を明らかに
するためには、この2つの解釈から一線を画して、ハ
プスブルク君主国の社会的・経済的・政治的な発展
に目を向けなければならない。19世紀後半から20世
紀初頭までのヨーロッパは、経済的・社会的な近代
化、それに伴う情報技術や移動手段の飛躍的な発達、
貿易と国境を越えた移動の増加、さらにはナショナリ
ズムの高揚や体制の民主化要求という急激な変化に見
舞われており、ハプスブルク君主国もそれらから免れ
ることはできなかった。20世紀後半以降、オーキー
の通史（Okey 2001）やコーエンの書評論文（Cohen 
1998; 2007）に代表されるように、君主国における以
上のような変化を解明しようとする研究が行われてき
ている。しかし、個別の和協交渉に関する分析を含め
れば数多くの研究が行われているのにもかかわらず、
チェコ人とドイツ人の関係に関する研究にその成果は
十分に取り込まれていない。さらに、両ネイションに
よる「和解」の試みに至っては、両ネイションのあい
だで断続的に行われた交渉を比較することにより、交
渉の失敗の要因を明らかにするという作業がいまだに
行われていないのである。
以上のような問題関心に基づいて、ハプスブルク君
主国期のチェコ人とドイツ人の関係に取り組むことが
本稿の課題である。具体的には、シスライタニアとボ
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ヘミアの政治的な安定のために19世紀後半にチェコ
人とドイツ人、政府のあいだで試みられた、基本条項
交渉、ウィーン和協交渉、バデニ言語令を取り上げて、
この3つの試みを比較する。それにより、両ネイショ
ンの和解の試みが失敗に終わった要因を明らかにす
る。ただし、本稿で取り上げる3つの試みを網羅的に
紹介・分析することは筆者の能力と紙幅を大幅に超え
てしまうものである。それゆえ、本稿の射程は今後の
研究の指針と議論の出発点を提供することに留める。
最後に、「和解」という表現について説明しておこ

う。次節以降で明らかにしていくが、3つの試みはそ
の内容や目的に関して極めて異なっていた。しかし、
両ネイションが妥協できると考えられる範囲において
改革を行うことにより、ナショナルな問題に関してボ
ヘミアの安定化を目指したという点においては、3つ
の事例は一致していると言える。それゆえ、本稿では、
この3つの試みをまとめて言及する際に「和解」とい
う表現を用いる。一方、和協の定義に関しては、19
世紀後半から20世紀初頭までのチェコ人とドイツ人
の「和解」に向けた交渉に関する研究動向を紹介した
ヴェレックの整理が有益である。彼は、政府と1つの
ネイションが交渉する形態と区別するために、2つの
ネイションの代表が交渉する形態をナショナルな和協
národní vyrovnáníと呼んだ（Velek 2008: 15-16）。本
稿では、彼の整理を参考にして、交渉により「和解」
を実現しようとする形態の1つであり、2つのネイシ
ョンの間の対立を鎮静化させるために締結する協定に
対して、和協という言葉を用いる。

Ⅱ. 先行研究と分析視角

では、分析に入る前に、先行研究を概観した上で、
それに基づいた分析視角を提示しよう。
チェコ人とドイツ人の関係に関する研究を含めれ
ば、本稿で取り上げる「和解」に向けた3つの試みに
関する研究は枚挙に暇がない 3。それらの研究をごく
簡単にまとめるならば、全体として以下の3つの特徴
が挙げられる。第一の特徴は、「和解」に向けた交渉
失敗の要因を特定の政治家や政治勢力に見出しがちな
ことである 4。第二の特徴は、両ネイションないしは
政府との合意を検討することにより、その内容が明示
的・暗示的に含んでいる先見性や限界を解明しようと
する傾向が強いことである。第三の特徴は、「和解」
自体の失敗やそれによるチェコ人とドイツ人の関係悪
化が不可避であると評価を下すことである。
第一と第二の特徴は、一次史料の綿密な調査と検証
に基づいて「和解」に向けた特定の試みを分析してい

る研究によくみられる。その点において、これらの研
究は「和解」に関する研究の基底部分を構成している
と言えよう。しかし、交渉や合意内容の細部に拘泥す
るあまり、これらの研究では「和解」の試みを頓挫さ
せた制度的要因や構造的要因が捨象される傾向が強
い。そのため、研究対象とされた「和解」に関する試
みの特殊性が過度に強調されてしまうのである 5。こ
れにより、ボヘミアにおける他の「和解」の試みのみ
ならず、他の地域や時代におけるネイションの間の和
解の試みと比較する可能性が閉ざされ、エスニック紛
争やナショナリズムに関する分析枠組みの構築や洗練
化のチャンスが失われてしまっている。
では、第三の特徴について説明しよう。これは、交
渉の過程よりもその背景にある構造を「和解」の失敗
やチェコ人とドイツ人の関係悪化の要因に挙げること
である。この説明には少なくとも2つのヴァリエーシ
ョンが存在する 6。第一は、チェコ人とドイツ人の関
係における権力構造である。主に20世紀初頭のチェ
コ人とドイツ人の関係を分析したコナーシュは、ボヘ
ミアにおける両ネイションの間の交渉参加者が直面す
る困難の一つとしてこのことを挙げている。すなわち、
ボヘミア領邦政府では支配的な権力を有しているチェ
コ人は、ウィーンの中央政府では単なるマイノリティ
にすぎない一方、伝統的に中央政府において中心的な
役割を果たしてきたドイツ人は、ボヘミアではチェコ
人に権力の多くを奪われていたのである。このため、
ボヘミアのドイツ人に対する譲歩の条件として、チェ
コ人は中央政府における地位の向上を提示したが、そ
の実現は他のネイションや領邦との兼ね合いのために
極めて困難であった（Konirsh 1955: 235）。それ以外
にも、些細な出来事が両ネイションの被害者意識を増
長してしまい、交渉における議論が水掛け論や非難の
応酬に陥りやすかったことは容易に想像できる。
第二は、両ネイションの内部における反対派または
急進派によるせり上げの政治である。これは、和協が
ネイションの利益を著しく損なうという、多かれ少な
かれ誇張された理由を掲げて、和協に否定的な勢力が
交渉参加者に対して威嚇や攻撃をすることである。そ
れにより、ネイション内部での政治対立が激化しただ
けでなく、交渉参加者が交渉相手と妥協することに二
の足を踏んだり、交渉に否定的な勢力に煽られるか
たちで両ネイションの関係が極度に悪化したりした 7。
男子普通選挙権の（部分的）実現によって勢力を拡大
させたナショナルな急進派がこのようなせり上げに手
を染めたため、この現象は特に世紀転換期から20世
紀の初頭にかけて顕著になったとされている。
この2つの説明は、両ネイション及び政府との間の

交渉に影響する要因が必ずしも交渉参加者のみに限定
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されているわけではないことを明らかにしている点は
評価することができる。ただし、これらの構造を不変
的なものと捉える傾向が強いことには気をつけなけれ
ばならない。なぜなら、不変性を強調するあまり、そ
れらの構造により両ネイションの「和解」の失敗が運
命づけられていたという判断を下しかねないからであ
る。とりわけ、「和解」の試みの特殊性とこの解釈が
結びついてしまうと、交渉の失敗の悲劇性とネイショ
ン間対立の解決の困難さへの指摘とともに、その後の
「和解」に向けた努力が過小評価されてしまうのであ
る。
本稿では、そのような解釈に陥ることなく、3つの

「和解」の試みを比較するために、2つの観点から分
析視角を構成しよう。まず、先行研究でよく取り上げ
られてきた交渉参加者の責任と交渉や合意事項の内容
を簡単に確認した上で、交渉と決定の形態に着目する。
交渉がどのような場において行われ、いかなる勢力が
参加したのかを明らかにすることにより、「和解」に
向けた交渉過程における構図が浮き彫りにされ、それ
に基づいて3つの「和解」に向けた試みを比較するこ
とが可能になるのである。
第三の特徴と結びつきがちな問題点に関しては、ネ
イションの発展とシスライタニア政治の構造変容に着
目することで問題を克服できる。20世紀後半以降の
歴史学の成果により、19世紀においてチェコ人／ド
イツ人が形成・発展・変容していったことが解明され
つつある 8。チェコ人に関して言えば、自由主義者に
よって創出された近代市民社会としてのネイション
が、下方に拡大していく過程において次第にエスニシ
ティとしてのチェコ性を強く帯びていく過程であっ
た 9。また、この時代は、社会的・経済的な近代化と
大不況の経験、選挙権の漸進的な拡大により、名望家
政治から大衆政治へと変貌していく時期でもあった。
この2つの現象は互いに関連していただけでなく、両
者が相俟ってシスライタニア政治そのものや政府の位
置づけを変容させていったのである 10。政府の変容と
いう点に関しては、ネイションとナショナルな政治へ
の関心からチェスケー・ブジェオヴィツェ近代史を詳
細に分析したキングの研究が参考になる。彼によれば、
当初、ハプスブルク君主国のエリートはその非ナショ
ナルな憲法の枠組みゆえにナショナルな運動を部分的
にしか認識していなかった。しかし、ウィーン和協な
どを通じてネイションがその枠内に取り込まれていく
ようになるにつれて、20世紀初頭から国家がマルチ・
ナショナルな性格を帯び始めたのである（King 2002: 
82, 114-115）。彼の解釈に疑義を挟む余地は十分にあ
るとはいえ、このような変化が「和解」に向けた交渉
にも影響を与えたことは言を俟たない。

以上のようなシスライタニア政治の構造変容を跡付
けた上で、「和解」に向けた試みをその変容の中に位
置付けることにより、予め交渉の失敗が運命づけられ
ていたという宿命論的な解釈を免れることができるの
である。しかし、これらのことをすべて考察した上で
和協交渉を分析することは筆者の能力を大幅に超えて
いる。そのため、この分析が予備的なものになること
を断っておく。
ここで分析視角をまとめよう。本稿では、基本条項
交渉、ウィーン和協交渉、バデニ言語令を概観して、
それぞれの試みを以下の3つの視角から解釈してい
く。交渉と決定の形態は以下の二つの視角に分節化さ
れる。第一の視角は交渉への参加の範囲である。この
視角では、政府やネイション内の政治勢力のうち、ど
の勢力が「和解」を目指した交渉に参加したのかを明
らかにする。第二の視角は交渉及び決定の場である。
ここでは、交渉や決定の形態がその帰結に与えた影響
を検討する。第三の分析視角が政治の構造変容であり、
ネイションとシスライタニア政治の変容が「和解」の
試みに与えた影響を考察する。

Ⅲ. 基本条項交渉

ボヘミア王国の地位に関する法案、いわゆる基本条
項 fundamentální článkyをめぐる交渉と経緯に関して
は、既に日本においても詳細な研究が行われている（鳥
越 1991, 川村 2005, 森 2010）。本稿では、それらの研
究に依拠しながら基本条項交渉の過程を簡単に紹介し
た上で、分析視角に基づいた解釈を試みる。

1.	経緯

1867年のアウスグライヒの成立は必ずしもハプス
ブルク君主国に安定を即座にもたらしたわけではなか
った。シスライタニアでは、ドイツ人自由派を中心と
する自由主義・集権派とドイツ人教権・保守派及びス
ラヴ系議員から構成される保守主義・連邦派が対立す
る一方、アウスグライヒと二重制を全面否定したボ
ヘミア・モラヴィアの連邦派の大土地所有者と老チ
ェコ党11は帝国議会と領邦議会 12をボイコットしてい
た。彼らは、ボヘミア国家権České státní právo13の実
現、すなわち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求めており、アウスグライヒと二
重制が自分たちに相談なく実施されたことをボヘミア
国家権の侵害として反発していたのである。これら
の動きを指導していたのが、ボヘミア・モラヴィア
の連邦派大土地所有者の指導者クラム＝マルティニ
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ッツ Jndřich Jaroslav Clam-Martinicと、老チェコ党を
指導していたパラツキーFrantišek Palackýとリーゲル
František Ladislav Riegerであった 14。
そのような中で、チェコ人に一定の譲歩をすること
により体制の安定化を図ったのが保守的な分権派のホ
ーエンヴァルトKarl Sigmmund Hohenwartであった。
彼は、1871年2月に分権派を中心とする官僚内閣を組
閣した直後から、農商務大臣シェフレAlbert Schäffle
とともに連邦派大土地所有者と老チェコ党の秘密交渉
に着手した。交渉の主たる担い手はシェフレ、クラム
＝マルティニッツとリーゲルであった。当初、ボヘミ
ア国家権の実現を求める連邦派大土地所有者・老チェ
コ党と、二重制成立後に施行された国家基本法の枠内
におけるすべての領邦議会の権限拡大を主張していた
ホーエンヴァルト内閣との間の隔たりは大きかった。
しかし、交渉を重ねていくうちに、二重制に変更は加
えないという大枠を維持しつつも、彼らは連邦派大土
地所有者・老チェコ党が要求するボヘミア王国の権利
の承認と事実上の三重制構想に引きずられていった。
さらに、リーゲルは自らの草案をたたき台にして、シ
ェフレとともにボヘミアにおけるネイションの平等を
保障するための民族法案を作成した。また、ホーエン
ヴァルトは、ドイツ人自由派が多数を占めている領邦
議会の解散・選挙を通じて、基本法の改正に必要な3
分の2以上の議席を、当時まだ領邦議会の代表から構
成されていた帝国議会に確保した。

1871年8月に両者は最終的に合意し、その合意に基
づいて9月中旬にボヘミア領邦議会が開催された。そ
の場で発表された皇帝勅書では、二重制とシスライタ
ニアの国家基本法の維持を前提として、ボヘミア王国
の権利が皇帝によって承認された。さらに、皇帝勅書
には、領邦議会選挙の改正案とドイツ人の不安を払拭
するための両ネイションの保護に関する法案が付加さ
れていた。勅書を受けて、領邦議会に基本条項の草案
を作成するための三十人委員会が設置された。委員会
は作成した草案を勅書への上奏文として公表した。そ
の内容は、ハンガリーとのアウスグライヒを承認した
上でその枠内においてボヘミア王国の諸権利が認めら
れるという、いわば準二重制の実現とも表現できるも
のであった15。
この上奏文の発表が連邦派大土地所有者・老チェコ
党にとって基本条項交渉における頂点であった。それ
以降、交渉の行方は挫折に向けて転げ落ちていった。
まず、基本条項に反対を表明したのは、基本条項交渉
に関与していなかったドイツ人であった。ドイツ人自
由派の一部は、基本条項がアウスグライヒ後のシスラ
イタニアにおける自由主義的な立憲体制を無に帰して
しまうことを恐れた（Judson 1996: 140-141）。ボヘミ

アのドイツ人は基本条項によりシスライタニアや他の
領邦のドイツ人との関係を断ち切られることに反対し
た（森 2010: 182）。このように反対の理由は様々で
あったとはいえ、9月の皇帝勅書公表の時点で、ドイ
ツ人のボヘミア領邦議会議員が反対と抗議の意を表明
して議会から退去した。そのため、領邦法の改革に必
要な全議員の4分の3の賛成を確保することが不可能
になり、彼らを議会に呼び戻すことが政府や連邦派大
土地所有者と老チェコ党にとって急務になった。
何より致命的であったのは、外交上の配慮を踏まえ
てシスライタニアのドイツ人の利益を擁護しようとし
た共通外相のボイストFriedlich von Beustと、マジャ
ール人の優位を維持しようとしたハンガリー首相のア
ンドラーシGyula Andrássyからの反対であった。ボ
イストの働きかけにより、皇帝は基本条項が君主国全
体に与える影響を調査することを目的とした共通閣議
を開催することを決断した。二度にわたって開催され
た共通閣議では、出席者の大半が基本条項に反対した。
それまではチェコ人との和解に積極的であった皇帝フ
ランツ・ヨーゼフFranz Josephは、これらの反対を受
けて当初の姿勢から後退した。交渉の成果を台無しに
するというホーエンヴァルトらの強硬な反対も虚し
く、彼は9月の勅書を事実上骨抜きした共通大臣作成
による勅書案を裁可した。その勅書案はホーエンヴァ
ルトによって連邦派大土地所有者・老チェコ党に提示
されたが、彼らには内閣との当初の合意を反映してい
ないものを承諾することはできなかった。ホーエンヴ
ァルトを始めとする交渉に関与した政府関係者は、帝
国議会の議席構成が連邦派にとって極めて有利である
ために、勅書の拒絶にもかかわらず連邦派大土地所有
者・老チェコ党が帝国議会に出席するであろうと予測
していた。しかし、彼らは、ホーエンヴァルトらとの
交渉の継続の断念だけでなく、帝国議会のボイコット
の継続を決定した。こうして、基本条項交渉は挫折し
たのであった。

2.	解釈

一定の蓄積がある基本条項交渉の研究において、交
渉の失敗を招いた要因や「犯人」が繰り返し問われて
きた。例えば、クシェンはクラム＝マルティニッツの
教条主義とリーゲルのまやかしの理想主義の組み合わ
せが交渉にとって不幸であったことを指摘している
（Křen 1990: 192）。本稿では、この問いに直接答える
ことはできないが、連邦派大土地所有者・老チェコ党
が政府に、いわば梯子を外されたのだということに注
意を喚起することはできる。共通外相とハンガリー首
相という交渉に関与していなかった人物の反対により
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共通閣議という自らの声を直接伝えられない場で当初
の合意を覆されれば、その後の交渉も誠実に行われな
いことは容易に想定される。すなわち、内容もさるこ
とながら、共通大臣が作成した勅書案により交渉の前
提となる信頼が崩れてしまったのであった。そのこと
を考慮せずに帝国議会の出席を想定していた政府関係
者は少し楽観しすぎていたのである。
しかし、基本条項交渉の挫折への大きな転換点とな
ったのが共通大臣とハンガリー首相らが出席した共通
閣議からの横槍であったことに異論の余地はない。既
存の研究が明らかにしているとおり、彼らはそれぞれ
の思惑から事実上の三重制への再編を防ごうとしたの
であった。以下では、彼らが基本条項を葬り去ること
に成功した理由を明らかにしていこう。
交渉及び決定への参加・関与の範囲に関して、ボヘ
ミア在住のドイツ人の代表が交渉に参加していないこ
とは明らかに失敗の要因の一つであった。確かに、民
族法案の作成から明らかなように、政府もチェコ人も、
ボヘミア在住のドイツ人を排除や弾圧するつもりはな
く、チェコ人の観点からの平等な関係を実現すること
を目指した。しかし、ドイツ人の観点からすると、交
渉に関与できなかったこと自体が政府とチェコ人に対
する不信を募らせるのに十分であった。特に、交渉が
老チェコ党と連邦派大土地所有者のごく一部で秘密裏
に行われたことがその不信に拍車をかけた。基本条項
に対するドイツ人の反対の動きは、ある程度政府や皇
帝に影響を与えただけでなく（森 2010: 184）、同じ
く交渉に関与していなかったボイストやアンドラーシ
が基本条項の実現阻止に向けて動き始めるのに十分な
きっかけであった。
交渉及び決定の場に関して、連邦派大土地所有者・
老チェコ党と政府との秘密交渉によって作成された基
本条項は領邦議会及び帝国議会における法制化を必要
とした。それゆえ、領邦法の改正阻止に必要な議席を
有していたボヘミア領邦議会のドイツ人議員は、議会
から退去することによって政府と連邦派大土地所有
者・老チェコ党に対抗できたのであった。何より、二
重制とシスライタニアの国家基本法の維持を前提とし
ていたとはいえ、実際に基本条項を実現するとなると、
個別具体的な項目において二重制の関連法律や運用方
法と抵触することは容易に想像することができた。こ
のことは、共通閣議の開催に正当性を与えただけでな
く、基本条項に反対する各共通大臣が自らの専門的知
識を用いて基本条項の問題点を列挙することにより、
合意事項を覆すことを可能にしたのであった。
さらに、当時のシスライタニアの政治構造も基本条
項に反対するボイストらに有利に作用した。森は、チ
ェコ人市民の支持を背景に交渉を進めていくことを選

択しなかったことを連邦派大土地所有者・老チェコ党
の戦略的な限界として、基本条項交渉の挫折の背景の
一つに挙げている（森 2010: 211-212）。彼らの保守性
と政府に対する対抗策の理論的可能性を指摘した点に
おいて、彼の主張は一面で正鵠を得ている。しかし、
その当時、彼が期待を寄せたチェコ人市民は極めて限
られた範囲にしか存在しなかったのである。

1980年代以降の研究によれば、当時チェコ人意識
を有していたのは、チェコ人自由主義者とその周辺に
限られており、彼らの周縁にはナショナルな意識を有
していない多くの民衆が存在していた。領邦議会選挙
がクーリエ制と厳しい課税制限に基づく制限選挙制で
あるがゆえに、そのような民衆のほとんどにとって議
会に自らの意思を示す可能性は閉ざされていた。それ
ゆえ、チェコ人議員による「チェコ人を代表してい
る」という言説は、実際にチェコ人を代表しているよ
りも、シスライタニア政治において自らの正統性を高
めるための理由付けという意味合いが強かったと考え
られる。さらに連邦派大土地所有者との連合はこのこ
とをいっそう強めた。なぜなら、連邦派大土地所有者
は、ハプスブルク君主国における旧来からの支配者層
に属する階層であるとともに、チェコ人のナショナリ
ズムではなく、愛邦主義Landespatriotismus16に依拠
してボヘミア領邦の地位向上を目指していたからであ
った。つまり、チェコ人市民を動員することに躊躇し
ていただけでなく、そもそも「代表」しているはずの
チェコ人が実体に乏しかったのであり、老チェコ党は
むしろシスライタニアの名望家政治の枠内において
「チェコ人の代表」を主張していたのである。ドイツ
人に関しても、彼らが、他の領邦のドイツ人との結び
つきというナショナルな関心だけでなく、自由主義的
な立憲体制というシスライタニア全体への関心も有し
ていたことを見逃してはならない。ドイツ人自由派の
多くがハプスブルク君主国を支える勢力であると自覚
していた。一方、政府も、ナショナルな価値に関する
認識をほとんど持ち合わせておらず、自らとシスライ
タニアの安定のために必要な多数派工作の一環として
連邦派大土地所有者と老チェコ党と交渉したのであっ
た 17。すなわち、この時期のシスライタニア政治では、
宮廷や大土地所有者という旧来のエリートや自由主義
者が大きな役割を果たしており、いまだにネイション
は政治の主たる構成単位ではなかった。その意味にお
いてネイションを単位とする動員は困難だったのであ
る 18。それゆえ、基本条項交渉は、ハプスブルク君主
国の名望家政治の枠内で収まるものであった。だから
こそ、交渉の中心的な議題が国制改革になっただけで
なく、共通大臣やハンガリー首相の介入を阻止する手
段も権限も連邦派大土地所有者・老チェコ党の手には
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なかったのであった。
以上のように、基本条項に関する交渉は、対立する
ネイションの間で行われた交渉でもなく、ナショナル
なマジョリティが優勢な政府とナショナルなマイノリ
ティとの交渉でもなかった。同交渉はハプスブルク君
主国における名望家政治の特徴を色濃く有していたの
である。このことが、政府と連邦派大土地所有者・老
チェコ党の交渉に共通閣議が介入するかたちで基本条
項交渉に終止符を打った要因なのであった。

Ⅳ. ウィーン和協交渉

基本条項交渉の挫折後、ドイツ人自由派が政権を担
う一方、老チェコ党・連邦派大土地所有者は議会のボ
イコットを続けた。しかし、ドイツ人自由派政権は大
不況に対する無策のために支持を失っていく一方、老
チェコ党と連邦派大土地所有者はボイコット戦術によ
っても何らの成果も得られず、両者は次第に行き詰っ
ていった。この状況の転換点に登場したのがターフェ
Eduard Taaffeであった 19。自由派政権崩壊後、彼は、
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」
内閣を組閣し、巧みに老チェコ党・連邦派大土地所有
者から政権への協力を引き出した。その返礼として、
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
コ人の要求を上から実現した。しかし、80年代の後
半になると政権の行き詰まりが露呈してきた。その打
開策として、ウィーン和協Punktation／Punktaceが
試みられたのである 20。

1.	経緯

ウィーン和協の実現に向かわせた背景には、「鉄の
環」内閣を強化しようとする意図が存在した。1880
年代後半になると、政府からの見返りが減少にしたの
にもかかわらず協力を続ける老チェコ党に対する不満
がチェコ人中間層の間で広がった。この不満を追い風
にして躍進したのが青年チェコ党であった。党組織網
の整備と農業運動や商工業者運動などとの提携が功を
奏した結果、同党への支持は拡大し、1889年のボヘ
ミア領邦議会選挙で同党は大幅な躍進を遂げた 21。
この躍進に対して即座に反応したのがターフェであ
った。彼は政権の安定のために、1886年から領邦議
会のボイコット戦術を続けていたドイツ人自由派と中

央集権派大土地所有者をボヘミア領邦議会に復帰させ
るために以前から進めていた、チェコ人とドイツ人と
の間での和解の達成に向けた努力を加速させた。政府
による事前交渉が実を結び、1890年1月初頭に政府、
ドイツ人自由派、老チェコ党、中央集権派及び連邦派
の大土地所有者が参加して和協のための会議が開催さ
れることになった。リーゲルは和協に対してしかるべ
き責任を負わせるために青年チェコ党の参加を望んだ
が、同党から非難の対象とされていた皇帝がそれを望
むところでなかった（Kazbunda 1934-1935: 346）。と
はいえ、チェコ人・ドイツ人の両ネイションを代表す
るとされた政治家や勢力が一堂に会して交渉すること
は初めての試みであった。
会議の成果は1月末に和協の草案として公表され

た。その和協案を一言で表せば、ボヘミアの様々な機
関にチェコ人とドイツ人というナショナルな境界を引
くことがその内容であった。例えば、領邦議会選挙の
改革により、大土地所有者クーリエ以外のクーリエが
チェコ人とドイツ人のクーリエに再編されることが予
定された。ボヘミアの学校評議会と農業評議会はそれ
ぞれチェコ人部門とドイツ人部門に分割されることも
規定された。チェコ人から最も反発を招いたのは、ド
イツ人の要求を受け入れて、ボヘミアの官庁を言語と
領域に基づいて「ドイツ語だけの地域」と「二言語併
用の地域」に分割するという条項であった。この条項
がシュトレマイヤー言語令の事実上の修正を意味する
ことから明らかなように、ウィーン和協は老チェコ党
の大幅な譲歩とドイツ人自由派の勝利とも表現できる
ものであった。実際、ドイツ人自由派は2月にボヘミ
アの小都市で開催された党大会でその勝利を祝ったほ
どであった（Judson 1996: 246）。このような譲歩を
認めたリーゲルはウィーン和協について、ドイツ人
自由派による組閣というチェコ人にとって好ましく
ない事態を回避して、「鉄の環」内閣という「より小
さな悪」を維持するための妥協と考えていた（Urban 
1982: 396）。
ウィーン和協は領邦制度の改革を伴っていたため
に、その実現には領邦議会における法制化が必要とさ
れた。なぜなら、政府が開催した老チェコ党とドイツ
人自由派、大土地所有者による会合は法的な効力を
有さなかったからであった。5月に開催されたボヘミ
ア領邦議会では和協の条項についての議論が行われ
た。しかし、和協の行く末には既に暗雲が垂れこめて
いた。ウィーン和協の内容がチェコ人の間に知れ渡る
と、譲歩に対する代償がないこととチェコ王冠諸邦に
おける自治の要求と相反する内容に対する反発が広が
り、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、急進的なスローガン
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を掲げてこの反対運動の先頭に立った。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
と反旗を翻すようになり、一部は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）。そのため、合意事項ごとに審議が行われ
た和協関連諸法案の採決は徐々に危ぶまれるようにな
ってきた。この事態に及んでリーゲルは、老チェコ党
と和協を守るために、チェコ語話者が圧倒的な多数派
を占める地域にチェコ語を官庁の内務言語に採用する
ように内閣とドイツ人自由派に働きかけた。しかし、
ドイツ人自由派とターフェにはその危機感すらも共有
されなかったのである。社会の情勢と青年チェコ党の
躍進に押されて、リーゲルを始めとする和協交渉に賛
同していた老チェコ党議員も強硬な姿勢を示すように
なり、一部の法案を採決したのみで領邦議会は1891
年1月末に閉会された。同年の帝国議会選挙における
青年チェコ党の地滑り的な勝利により、学校評議会と
農業評議会をチェコ人部門とドイツ人部門に分割した
ことのみを主たる成果として、ウィーン和協は最終的
に頓挫したのであった。

2.	解釈

ウィーン和協交渉に関しては、ドイツ人と政府に対
する老チェコ党の過大な譲歩と、青年チェコ党による
抗議行動及び同党の1891年帝国議会選挙における地
滑り的な勝利とが強調されてきた。しかし、ウィーン
和協交渉は、19世紀後半から一次大戦前までのボヘ
ミアにおいて行われた一連の試みのなかで、領邦議会
で合意事項に関して一定の期間にわたり審議をするこ
とができた数少ない事例であるとともに、交渉で合意
できた事項の一部が実現した唯一の事例なのである。
それらの事実を考慮すれば、より詳細な検討が必要と
なるであろう。
交渉参加者の責任に関しては、領邦議会の開会以降、
ターフェが青年チェコ党の破竹の勢いとそれに押され
た老チェコ党の苦境とを過小評価しなければ、ウィー
ン和協の実現が可能であったかもしれないことは指摘
できる。しかし、それですら、既に一度合意が成立し
ているという事情とそれに基づくドイツ人自由派の非
妥協的な態度とを考慮すれば、ターフェのみに責任を
負わせるのは不当であるかもしれない。
交渉の参加の範囲に関して、ウィーン和協は政府が
仲介役となって、両ネイション及び集権派と連邦派の
大土地所有者を交渉に呼んだ初の交渉形態をとった。
しかし、ボヘミア領邦議会に一定の議席数があるのに
もかかわらず、青年チェコ党を交渉の場に呼ばなかっ

たことは、合意内容に不満を抱いた同党が議会や街頭
で抗議行動を起こすことを可能にした。また、交渉及
び決定の場に関しては、合意内容を領邦議会で法制化
しなければならなかったことは、抗議するのに必要な
場と十分な時間を青年チェコ党に与えた。逆に、この
ことは老チェコ党にとって不利に作用した。なぜなら、
典型的な名望家政党である同党からは、青年チェコ党
の攻撃とそれに伴うリーゲルの威信低下により、少な
からぬ議員が造反・離党したからであった。青年チェ
コ党の攻撃と老チェコ党内の規律の弛緩のためにリー
ゲルは最終的に強硬な姿勢を示さざるをえなくなった
のである。
一方、青年チェコ党のウィーン和協に対する抗議活
動が成功するのに大きな役割を果たしたのが政治の構
造変容である。1870年代から1880年代にかけてのボ
ヘミアでは、社会的・経済的な近代化と経済の急成長、
国外からの農産物の流入により苦境に陥った都市・農
村のチェコ人中間層が政治化した。ネイション形成の
側面に関しても、市民性よりもエスニシティとしての
チェコ性が強調されたナショナルな意識が社会に普及
し始めた。この両者が相まって、中間層を中心として、
チェコ人意識を有して様々な活動に参加する人々が社
会のなかで一定の割合を占めるようになった。さらに、
1880年代前半に帝国議会の都市・農村クーリエとボ
ヘミア領邦議会選挙の課税制限が緩められた結果、彼
らが政治に参入できるようになった（福田 2006: 23-
24; 平田 2007: 16; 中根 2009: 111）。この変容を活用
して自らがチェコ人を代表していることをアピールで
きるようになったのは青年チェコ党であったのであ
る。また、ドイツ人自由派も自らのナショナルな利益
の擁護をより重視するようになっていた。
さらに、このようにナショナルな利益の擁護が政治
の場で取り上げられるようになったのは、政府におい
てもナショナルな価値に対する認識が次第に浸透して
いったからであった。確かに、ウィーン和協以前にタ
ーフェが実施したチェコ人の要求の実現は内閣の維持
を目的として上から行われたものではあるが、これら
の政策の形成・実現を通じてナショナルな価値の認識
が政府内で高まり始めたことは想定できるであろう。
何より、ウィーン和協の交渉に両ネイションを呼ぶと
いうこと自体がそのことの証左であった。これらの変
化により、シスライタニア政治の名望家政治からの離
脱が始まるとともに、そこにおいてネイションがその
構成要素として徐々に姿を見せ始めたのであった。
しかし、ナショナルな価値を認識し始めたとはい

え、皇帝の意向による青年チェコ党の排除やリーゲル
の「小さな悪」という考えに代表されるように、政府
を始めとする交渉参加者は従来のハプスブルク君主国
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の名望家政治を自ら打破しようとはしなかった。あく
まで君主国の権力構造とその枠内における自らの地位
を維持しようとしたのである。しかし、ナショナルな
価値を容認しつつ、下からのナショナルな要求を拒絶
することは困難であり、政府と交渉参加者はその矛盾
を克服することができなかった。むしろ、青年チェコ
党がその矛盾を活用して自らの挑戦を成功させたので
あった。政治の構造変容の過渡期であったことが、ウ
ィーン和協交渉には不利に作用したと言い換えられる
かもしれない。
それでも、交渉が合意できた点とその一部が実現し
た点を重視するのであれば、ウィーン和協交渉は最も
成功した「和解」の試みとも言える22。何より、両ネ
イションが交渉の席に着くという交渉の形態とボヘミ
アにおけるナショナルな境界の策定という交渉の内容
について、ウィーン和協交渉がその後の交渉における
たたき台になりうるものを提供したことを過小評価し
てはならない。この交渉は、チェコ人とドイツ人の関
係における一つの画期となる出来事だったのである。

Ⅴ. バデニ言語令

バデニ言語令とそれによる混乱は、その後のハプス
ブルク君主国の行く末を決定付けた出来事として、な
いしはナショナルな問題に関する君主国やシスライタ
ニア政府の限界を露呈した事例として、多くの研究や
概説書で扱われてきた。それに対して、本稿では、チ
ェコ人とドイツ人の「和解」に向けた一連の試みのな
かにバデニ言語令をめぐる政治過程を位置づけること
を試みる23。

1.	経緯

1891年の帝国議会選挙後、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
進派との間の対立の激化に見舞われた青年チェコ党で
は、次第に穏健派が優位を占めるようになった。同党
の穏健派として政界で頭角を現しつつあったカイズル
Josef Kaizlは「段階的な政治etapová politika」を主張
していた。これは、選挙権改革と言語問題などの現実
的な問題を「段階」的に解決していくことで、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を意図したものであった（Velek 
1999: 133-134）。一方、1891年帝国議会選挙以降、左
右両派が共に安定した多数派を構築することが不可能
になった状況において（平田 2007: 25）、1895年に官
僚内閣を組閣したのがバデニKazimierz Badeniであっ

た。彼は、政権の安定と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の確保に際し
て、両ネイションの穏健派からの協力を見込んでいた
（Pajakowski 1993: 112）。その見込みに基づいて彼は、
構想実現の鍵を握っていると思われた青年チェコ党か
ら協力を取り付けるために、同党に繰り返し接触した。
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ったことはバデ
ニの試みを加速化させた。選挙後、彼と青年チェコ党
との交渉の場にドイツ人の代表が初めて呼ばれた。し
かし、ドイツ人代表がウィーン和協の合意事項に固執
して物別れに終わった後も、彼は青年チェコ党のみと
の間で交渉を続けた（Garver 1978: 237-238）。その後
も協力を渋る同党を説得しようとして4月に発布され
たのが、いわゆるバデニ言語令であった。同言語令は、
ボヘミア・モラヴィアにおける司法省、内務省、大蔵
省、商務省の官庁の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のみならず、これらの官
庁の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ものであった。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、この言語令に対してドイツ人自由派は強硬
に反対した。チェコ語の習得義務によりボヘミア・モ
ラヴィアにおいて官吏に就く上で不利な立場に置かれ
ることが予想されたのにもかかわらず、ドイツ人に対
する補償が用意されていなかったからであった（Křen 
2005: 287）。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、シスライタニアのドイツ人居住
地域の街頭においても言語令に反対するドイツ人の間
での抗議運動が広がった。バデニは、6月に議会を休
会することにより鎮静化を図り、9月に帝国議会が再
開されたときには右派に依拠することにより経済アウ
スグライヒの可決を目指した。しかし、ドイツ人自由
派の議事妨害には焼け石に水であった。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（ファルケンハイン法Lex Falkenhayn）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
皇帝の信を失ったバデニは辞任した。それらのことが、
期待を裏切られたと感じたチェコ人によるプラハでの
騒擾に発展し、そのために12月に同市では戒厳令が
布告された 24。
一方、言語令に関しては、施行が停止された後、バ
デニの後に首相に就いたガウチPaul Gautschによっ
て、ボヘミア・モラビアの官庁を言語に基づいて領域
的に三分割（チェコ語地域、ドイツ語地域、二言語地
域）する改定案が提案された。しかし、両ネイション
の合意どころか、政権への両ネイションからの支持の
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調達もままならないまま、1899年に言語令自体が廃
止された。

2.	解釈

基本条項交渉及びウィーン和協交渉と比較するなら
ば、バデニ言語令が挫折した要因として、一連の過程
を主導したバデニを第一に挙げざるをえない。しかし、
ガリツィア総督としての経験と手腕を買われて首相に
就任した経緯を考慮するならば、単純に彼を断罪する
のではなく、彼の構想や戦略を交渉・決定の形態や政
治の構造変動の側面から吟味する必要があるだろう。
交渉及び決定への参加・関与に関して、事実上、ド
イツ人を排除したかたちで青年チェコ党との交渉に精
力を注ぎ、かつ同党から支持を引き出すためにバデニ
言語令を発令したことは、ドイツ人自由派の怒りを買
うのに十分すぎるほどであった。彼はドイツ人の離反
を招かずにチェコ人の支持を得られることを確信して
いたが（Pajakowski 1993: 112）、その見込みは甘いも
のであった。また、交渉及び決定の場に関しては、バ
デニは内務言語の二言語化を政令として施行した。確
かに、バデニがそのような意図を有していなかったと
しても、政令という形態は議会審議を合法的に回避す
ることが理論的には可能であった。しかし、実際には、
言語令に対する抗議が議事妨害というかたちで帝国議
会に持ち込まれただけでなく、街頭での抗議行動を惹
起したことにより、むしろ事態は悪化してしまったの
である。
このような事態をさらに悪化させたのは、政治の構
造変容であった。既に、1880年代には中間層の政治
化とナショナルな意識の浸透が起きていたが、1890
年代になると下層民にまでナショナルな意識の浸透が
及び始めた。さらに、極めて大きい一票の格差や複数
投票制が残存したとはいえ、普選クーリエの設置によ
り彼らが選挙に参加できるようになった。まさに、シ
スライタニアにおいて大衆政治の時代の幕が上がり始
めたのである。一方、ウィーン和協以降、ヴィンディ
ッシュグレーツAlfred Windischgrätz内閣がマイノリ
ティの学校・学級設置問題により崩壊したことから明
らかなとおり、ナショナルな問題は確実に政権の命運
を左右するようになった。それだけではなく、1891
年選挙で勝利した青年チェコ党は、自らのナショナル
な要求に反することの実現を阻止するために、帝国議
会に議事妨害という戦略を持ち込んだ。ドイツ人自由
派はバデニ言語令の反対に際して、青年チェコ党の先
例から「学ぶ」ことができたのであった。これらの結果、
大衆政治の入り口に立ったシスライタニア政治におい
てネイションが政治の基本的な単位となっていき、諸

政党・政治家も自らの所属するネイションの存在を無
視して政府や宮廷に協力することが困難になったので
ある。諸ネイションの政党が、シスライタニア政治よ
りも自らの代表するネイションの側を強く意識するよ
うになり、まさにネイションを代表するようになった
と言えるかもしれない。
以上のように考えれば、両ネイションの政党がネイ

ションに軸足を置くようになるというシスライタニア
政治の次元の変容にもかかわらず、事実上、ドイツ人
を排除するかたちで「和解」を進めようとしたことが
失敗の原因であったと言えるであろう。すなわち、「和
解」のために採用された戦略とその展望が、政治の構
造変容にまったくそぐわなかったのである。その戦略
に基づいて一連の過程を主導したバデニは、自らの失
策の代償を辞任というかたちで払わされたのであっ
た。この一連の過程でその後につながる唯一の成果は、
ガウチ言語令の領域的な分割案がその後の和協交渉の
たたき台の一つになったことであった。

Ⅵ. おわりに

本稿では、交渉への参加の範囲、交渉及び決定の場、
政治の構造変容という3つの視角から、基本条項交渉、
ウィーン和協交渉、バデニ言語令という3つの「和解」
に向けた試みを検討してきた。それにより得られた知
見を以下にまとめよう。
まず、交渉への参加の範囲に関して、交渉や決定か

ら排除された勢力が「和解」に反対するようになるこ
とは指摘するまでもないであろう。基本条項交渉では
ドイツ人と共通閣僚らが、ウィーン和協交渉では青年
チェコ党が、バデニ言語令ではドイツ人が反対に回っ
たのである。また、交渉及び決定の場に関する視角か
らは、「和解」への反対にとって、交渉による合意事
項を審議する場、特にボヘミア領邦議会や帝国議会の
議場が格好の場となったことが確認できた。このこと
は「和解」に反対する勢力が受動的であったことを意
味しない。むしろ、彼らにとって有利な場と戦略が選
択されていたのである。基本条項交渉では、ボヘミア
領邦議会のドイツ人議員は領邦法の改正を阻止するた
めにボイコット戦術を採り、共通閣僚らは基本条項の
君主国全体への影響の調査を理由にして共通閣議の開
催にこぎつけた。ウィーン和協交渉では、青年チェコ
党は街頭行動の先頭に立つことにより交渉参加者に圧
力をかけることができた。バデニ言語令では、ドイツ
人は言語令に対する抗議を街頭のみならず帝国議会に
も持ち込んだのであった。このように、交渉や決定に
関与できなかった勢力が、議会や自らにとって有利な
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場において「和解」に反対するという構図が存在した
のである。
では、それぞれの試みが失敗に終わった原因は何で
あったのか。これには、当時のシスライタニアにおけ
る政治の構造変容やネイションの形成の段階が関わっ
ている。一言で表現すれば、各時点において、チェコ
人政党とドイツ人自由派によるネイションの代表の度
合い、ナショナルな価値への政府の認識、それらと関
連するシスライタニア政治とネイションの関係が異な
っており、それらが交渉の帰結に影響を与えたのであ
った。ナショナルな意識が自由主義者のみで留まって
いた時期に行われた基本条項交渉は、ハプスブルク君
主国の名望家政治の枠内におけるものであったため
に、共通大臣らの介入に対して、交渉参加者が打てる
手立てはほとんどなかった。それにより、交渉のすべ
てを無に帰してしまったのである。ウィーン和協交渉
では、名望家政治からの離脱を始めたシスライタニア
政治においてネイションがその主たる構成要素として
姿を見せ始めた。その状況において、政府と交渉参加
者は、ナショナルな価値の容認とハプスブルク君主国
の名望家政治の枠組みの維持との相克を克服すること
ができなかった。それに対して、バデニ言語令の失敗
の原因は、両ネイションの政党がネイションに軸足を
置くようになるというシスライタニア政治の構造変容
に、「和解」のために採用された戦略とその展望がま
ったくそぐわなかったことであった。予備的な考察に
過ぎない本稿の枠内でも、シスライタニアの政治の構
造変容とネイションの範囲の変容とを併行して検討す
ることの重要性を示すことはできたと思われる。
以上のような検討を踏まえて、初めて、交渉の失敗
における政治指導者、特に政府の責任を評価すること
が可能になる。すなわち、問題は政府の見通しの甘さ
にあったのである。ホーエンヴァルトは、共通閣議が
作成した勅書案が基本条項を換骨奪胎することまでは
理解できたが、連邦派大土地所有者と老チェコ党によ
る帝国議会のボイコットの継続までは見通せなかっ
た。ターフェも、和協案ゆえにリーゲルらの老チェコ
党が苦境に陥っていることを過小評価した。バデニに
関しては繰り返すまでもないであろう。各政府がナシ
ョナルな問題とシスライタニア政治の構造変容に関し
てもう少し敏感であれば、「和解」の行く末は異なっ
たものになったかもしれない。
しかし、バデニの失敗は、議事妨害による帝国議会
の機能不全に代表されるような、ネイション間の激し
い対立によるハプスブルク君主国の崩壊の不可避性を
意味したわけでもなければ、チェコ人とドイツ人の「和
解」への努力に終止符を打ったわけでもなかった。世
紀転換期から20世紀初頭にかけて帝国議会の正常化

が様々なかたちで繰り返し試みられたように 25、チェ
コ人とドイツ人の和協の試みも繰り返し試みられたの
であった。これらの試みでは、ウィーン和協交渉の際
の形態と同じように、事前交渉を経た上で、両ネイシ
ョンの代表が政府や大土地所有者の仲介によって交渉
をもつことが基本となった。また、和協の中身に関し
ても今までの議論の積み重ねの上に成り立っていた。
1899年秋には、チェコ人とドイツ人の代表が歴史的
な合意に至るまで「紙一重 stěna papíru」であるとカ
イズルが述べるまでに至った（Křen 2005: 304; Velek 
2008: 3）。確かに、ここに至る前にチェコ人の要求の
内容は、しばしば指摘されるように、事実上の三重制
の実現からボヘミア及びモラビアにおける言語問題や
日常的な問題にまで縮小したのは事実である。しかし、
より重要なことは、社会的・経済的な急激な変化やネ
イションの形成と発展、それに伴う政治の変容を経験
しながらも、長期間にわたってチェコ人とドイツ人の
交渉や接触が繰り返し試みられたことである。とりわ
け、20世紀初頭の和協交渉では、政府と両ネイショ
ンの代表が一堂に会してナショナルな境界の策定につ
いて議論されていたことを忘れてはならない。信頼醸
成にまでは至らなかったかもしれないが、失敗に終わ
った3つの「和解」への試みによって、チェコ人とド
イツ人の交渉の形態と「和解」の内容に関する争点が
形成されたのである。

20世紀初頭のボヘミアにおけるチェコ人とドイツ
人は、19世紀後半における「和解」に向けた試みの
成果である交渉の形態と争点を引き継いで、和協の妥
結を繰り返し目指すことになる。しかし、妥結に至る
ことがないまま、第一次大戦を迎えるに至った。将来
を嘱望されながらも早世したカイズルはその結末を自
分の目で見届けられなかったが、彼の自信と期待に満
ちた予想とは異なり、その「紙」は厚くて固い紙だっ
たのである。
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註
  1 nationの用語法は常に頭を悩ませる問題である。本稿では、

nationをネイションと表記する。その上で、自分がチェコ人／
ドイツ人であるというナショナルな意識を有している人及びそ
の総体をチェコ人／ドイツ人として表す。ただし、国民社会や
民族法など、定訳や慣例が存在している場合はそれに従う。

  2 シスライタニアは、1867年のアウスグライヒ以降、ハプスブル
ク君主国の非ハンガリー部分にあたる「帝国議会に代表を送る
諸王国と諸領邦」に対して非公式に使用されてきた名称である。

  3 まず挙げられるべき著作はクシェンのものである（Křen 1990）。
また、戦間期の作品とは言え、カズブンダの研究はいまなお参
照されるべき業績である。彼は、一次史料の精査に基づいて、
チェコ人とドイツ人の「和解」交渉に関する数多くの研究を公
表した。例えば、彼のウィーン和協に関する研究（Kazbunda 
1934-1935）を参照せよ。

  4 それを極限まで推し進めると皇帝に辿り着くであろう。「和解」
に関する研究ではないが、皇帝フランツ・ヨーゼフを批判的に
研究したベラー（2001）は、チェコ人とドイツ人の間で行われ
たすべての「和解」の試みが失敗に終わったのは彼が原因であ
ると断じている。なお、ナショナリズム研究やエスニック紛争
に関する研究でもエリートや当事者に着目する研究はよく行わ
れている。前者の例として塩川（2008）を、後者の例としてユ
ーゴ紛争を扱った月村（2006）を挙げておく。

  5 この点に関しても、先に挙げたヴェレックの指摘が興味深い。
彼は、失敗の要因として交渉に関与した全員の責任を挙げた上
で、妥結にとっての絶好のタイミングが繰り返されないことを
指摘して論考を締めくくっている（Velek 2008, 30）。複数の「和
解」に向けた試みを整理しようとしている論考においても、こ
のような指摘がなされているのである。このことは、「和解」の
試みの特殊性が強調されている一つの間接証拠と言えよう。

  6 他には、同盟国であったドイツ帝国への外交上の配慮やドイツ
帝国を庇護者とみなすドイツ人ナショナリストの存在を指摘す
る研究が挙げられる。すなわち、君主国にとってチェコ人に譲
歩する余地が限られていたことや、ナショナルな問題に関して
穏健的な主張を掲げるチェコ人が強硬な姿勢をとれなかったこ
との理由として、これらの要因が挙げられているのである。し
かし、この解釈を検討するためには当時の外交政策や国際情勢
などを精査する必要があるため、本稿で扱う対象としない。

  7 20世紀初頭の和協交渉に関してではあるが、クシェンは、急進
派のデマゴーグとしての能力とそれによる自らの地位喪失の恐
れから、穏健派が和協交渉における最終合意に躊躇したことを
指摘している（Křen 2005: 304）。

 　また、このようなせり上げの政治が発生する原因に関しては、
ホロヴィッツの研究がよく引照される。彼は、ネイションごとの
政党システムが遠心的なドライブを生じさせるために、せり上
げの政治に陥ることを主張している（Horowitz 2000, 333-364）。

しかし、近年、インドや北アイルランドの事例研究では、この
ようなホロヴィッツの主張に反論する研究も現れていることに
注意が必要である（Chandra 2005; Mitchell, Evans, O’ Leary 
2009）。

  8 例えば、それぞれ手法や対象が異なるとはいえ、ウルバン（Urban 
1982; 2003）やコジャルカ（Kořalka 1996）、コーエン（Cohen 
2006）、ジャドソン（Judson 1996）、キング（King 2002）など
が挙げられる。日本では、言語を媒介として成立した近代市民
社会としての国民社会に関する研究が盛んに行われている。例
えば、体操協会を対象とした福田（2006）やボヘミアの農村社
会を研究している桐生（2007; 2008）が挙げられる。国民社会
の理解に際しては、これらの研究に加えて篠原（2003）が参考
になる。ハプスブルク君主国における国民社会の形成・発展と
両者の関係に関しては小沢（1994）が簡潔にまとめている。

  9 ヨーロッパにおいて、ネイション概念は、19世紀後半までは自
由主義イデオロギーの一部を構成していたが、19世後半から20
世紀初頭にかけてエスニシティと言語に中心的意義をおくよう
に変容していった。この点についてはホブズボーム（Hobsbawm 
1990）を参照せよ。

 10 なお、国家の変容と市民社会の発展との連関からナショナルな
利益を追求した政治運動を理解する必要性を唱えたものとして、
コーエンの書評論文が興味深い（Cohen 2007）。

 11 正式名称は国民党Národní stranaであるが、本稿では通称であ
る老チェコ党Staročeská stranaを使用する。同様に、青年チェ
コ党Mladočeská stranaの正式名称は国民自由党Národní strana 
svobodomyslnáであるが、本稿では通称である青年チェコ党を
使用する。なお、老チェコ党や青年チェコ党など、本稿で登場
する政党及び大土地所有者については、ハプスブルク君主国
期及びチェコスロヴァキア第一共和制時代における政党を網羅
した、マリーシュとマレックの編書（Malíř, Marek a kol. 2005）
を参照せよ。さらに、ドイツ人自由派に関しては、ジャドソン
（Judson 1996）も参考になる。

 12 ただし、ボヘミア領邦議会のボイコットは1870年7月までである。
 13 ボヘミア国家権は、ボヘミア王国、モラヴィア辺境伯領、シレ
ジア侯領から構成されるチェコ王冠諸邦が、公式には廃止され
たことがなく、法的には継続しているという概念であり、チェ
コ王冠諸邦の自治を要求する根拠の一つであった。ボヘミア国
家権については佐藤（2004, 2005）を参照した。

 14 1860年代には、後の青年チェコ党の前身となる青年チェコ派が、
『ナーロドニー・リスティNárodní listy』を拠り所として老チェ
コ党内に形成されていた。彼らは、大土地所有者との連合に反
発していたとはいえ、パラツキーやリーゲルらの指導に服せざ
るを得ない状況におかれていた。この点について中根（2009）
を参照せよ。

 　また、老チェコ党の側では、この時期になるとパラツキーが
表舞台に立つことは少なくなり、リーゲルが実質的に党を取り
仕切っていた。リーゲルに関してはペフ（Pech 1955）が詳しい。

 15 交渉の各段階で提出された草案を森が表にまとめている（森 
2010: 174-175）。

 16 愛邦主義は、中世以来の歴史的な政治単位である領邦を基盤と
した地域主義であった。

 17 先行研究で紹介したヴェレックも同様の指摘をしている（Velek 
2008: 15-16）。
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 18 この点に関しては、ターボル tábor運動に関する篠原の研究
（1995）も示唆的である。ターボル運動は、1860年代後半から
1870年代前半にかけて行われたチェコ人の要求を実現するた
めに大衆的な集会運動である。一見すると、同運動は当時の社
会において国民意識が広がっていた証左であるように思われる。
しかし、篠原は、多くの参加者が政治的な公論から距離があ
ったことを指摘している。彼によれば、同運動は、政治的な示
威行動というよりは、新たな娯楽の延長線上に理解されるもの
であり、それが政治的に横領されたものであった（篠原 1995: 
104-105）。

 19 ターフェに関してはジェンクス（Jenks 1965）が詳しい。
 20 本節の記述に際しては、特に断りのない限り、カズブンダ
（Kazbunda 1934-1935）、コジャルカ（Kořalka 1996: 161-166）、
スキリング（Skilling 1970）、ガーヴァー（Garver 1978: 146-
153）を参考にした。

 21 この時期における青年チェコ党については、ヴォイチェフ
（Vojtěch 1977）に詳しい。

 22 カンはウィーン和協を疑いなく本当の妥協であったと評してい
る（Kann 1970: 201）。

 23 本節の記述に際しては、特に断りのない限り、ウルバン（Urban 
1982: 446-472）コジャルカ（Kořalka 1996: 166-168）、ウィンタ
ーズ（Winters 1970）、ガーヴァー（Garver 1978: 224-260）、佐
藤（1991）を参考にした。

 24 そのときの騒擾の様子についてはコーエンを参照せよ（Cohen 
2006: 174-175）。なお、彼はこのときの騒擾が後のプラハにお
ける騒擾の原型になったことを指摘している。

 25 ただし、この努力が官僚内閣の下で行われ、民主化に結び付か
なかったことに注意しなければならない。シスライタニア政治
を分析した平田（2007）は20世紀初頭における二元的立憲制の
「再生」を指摘している。
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