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Ⅰ.	 はじめに

世紀転換期から20世紀初頭までのヨーロッパ諸国
は、社会・経済的な近代化に伴う大衆政治の到来によ
り、既存の体制の根幹を揺さぶられた。各国の政治指
導者は、普通選挙権の導入と議院内閣制の実現との二
つをメルクマールとする、体制の民主化を下から迫ら
れることになった。その結果、社会・経済的な問題を
めぐって、ないしは体制の民主化をめぐって、政治的
な対立が昂進した。複雑な様相を呈したこの対立の帰
結は各国によって様々であった。デンマークやノルウ
ェーでは、右派と左派との間における ｢分極的対決｣
の局面を経て ｢執行権の閾｣ の突破が果たされた一
方、スウェーデンでは、右派と左派の妥協的解決の優
位が後の議院内閣制化の地ならしをするに留まった。
また、低地諸国においては、社会における柱状化と政
治的な対立が進展していくなかで、多極共存型デモク
ラシーへの途が開けてくるのである。逆に、社会・経
済的な近代化と政治的な対立の負荷に耐えられず、南
欧諸国の寡頭的議会制は行き詰まりの様相を示した。
その様相は戦間期の南欧諸国における議会制民主主義
の崩壊と非民主主義体制の成立を予兆するものであっ
た。このように、世紀転換期から20世紀初頭までの
時期の政治的な対立とその帰結は、戦間期以降の政治
体制に深い刻印を刻み込んだのである。
しかし、ヨーロッパ諸国を覆ったと表現しても過言
でないこのような政治的な対立は、各国における一体
的な ｢国民社会｣（ネイションを単位とする近代的な
市民社会）のイメージにかき消されてきた。初等教育
の整備や国民的儀礼といったシンボル操作などを通じ
て、各地でナショナリズムが勃興した。その結果、激

しい政治的な対立を覆い隠すかのように、ネイション
の一体性というイメージが形成されていったのであ
る。この一体性のイメージは、社会においてのみ醸成
されたわけではなく、政治指導者や政党にも浸透して
おり、ときにはその実現さえも試みられたのであっ
た。それゆえ、世紀転換期から20世紀初頭までのヨ
ーロッパ各国における政治過程にあっては、厳しい政
治対立と一体的な ｢国民社会｣ という正反対のベクト
ルが交錯し、両者の関係がその後の戦間期以降の政治
体制に影響を与えたと考えることができる。
こうした観点から見ると、この時期のチェコ政治に
おいては、2つの傾向が観察される。一方では、チェ
コ政治社会の多極化という現象が生じた。社会・経済
的な発展によるチェコ社会における亀裂が政治社会に
反映された結果、一党制から多党制への転換と部分利
益を代表する大衆政党タイプの政党の設立が、チェコ
政治社会において世紀転換期に起こったのである。そ
れにより、政治社会において中心的な役割を果してい
た政党は既に複数に分かれていた。他方では、19世
紀後半におけるチェコ国民社会の形成を担ったチェコ
人自由主義者が実現してきた、ネイションを単位とす
る統一的な政治行動である「国民的一体性 národní 
jednota」を、多党制が確立した20世紀初頭において
も継続することが常に試みられた。チェコ人自由主義
者の系譜に連なる青年チェコ党（正式名称は国民自由
党Národní strana svobodomyslná）によるその試みが
成功と失敗を繰り返していくうちに、政党間の対立は
悪化の一途を辿っていったのであった。
しかし、従来のチェコ史学においては、世紀転換期
におけるチェコ政治社会の多極化と諸政党に関する研
究が着実に積み上げられる一方、20世紀初頭におけ
る政治的な対立と政治における一体性の追求に関心が
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寄せられてこなかった。政党間対立の激化は、｢国民
史｣ 的な解釈と共産主義時代の ｢正統｣ な解釈に代表
されるように、ある理想が実現しなかったために生じ
たとして位置づけられるか、ないしは、近年のチェコ
史研究に代表されるように、歴史上の ｢空白｣ として
扱われてきた。また、同時期に追及された政治的な一
体性は、政治社会の多極化に逆行する「時代錯誤的」
なものとして捉えられてきた。確かに、この時期にお
ける統一的な政治行動は、政治社会の多極化を重視す
る研究者からすると、当時のチェコ人政党・政治家が
国民一体性という実現不可能な ｢幻想｣ を追い求めて
いたようにみえるかもしれない。しかし、当時のチェ
コ政党政治がそれ以前の国民社会の発展の結果である
ならば、これらの解釈を採用することはできない。重
要なことは、社会・経済的分化と国民的一体性との関
係を再検討した上で、20世紀初頭のチェコ人政党・
政治家が国民的一体性というネイションを単位とする
統一的な政治行動を追求した帰結―チェコ人政党の間
における対立の激化がなぜ生じたのか―を明らかにす
ることである。それにより、この時期のチェコ政党政
治をチェコ史とヨーロッパの政治発展の潮流に位置付
けることが可能になるのである。
この問題関心は、同時に、東中欧で唯一の事例であ
る戦間期チェコスロヴァキアにおける議会制民主主義
の定着を視野に入れた場合、より明白になる。既に同
国の議会制民主主義の定着については多くの研究がな
されているが、第一次世界大戦前との関係について
は、この時代の政治的経験が戦間期の議会制民主主義
の定着にある程度寄与したことが指摘されるのみであ
る。しかし、ハプスブルク君主国の非ハンガリー部分
にあたるシスライタニアにおいて共通の条件の下で政
治的経験を積みながらも、戦間期における政治的な帰
結は承継諸国によって異なった。チェコスロヴァキア
は戦間期を通じて、オーストリアは1934年まで議会
制民主主義を維持した一方、ポーランドとユーゴスラ
ヴィア（セルビア人・クロアチア人・スロヴェニア人
王国）においては1920年代に議会制民主主義の崩壊
と権威主義体制への移行がみられた。このような承継
諸国の政治発展における差異を明らかにするために
も、20世紀初頭における各ネイションの政治を検討
することは重要である。
以上の問いに対して、本稿は、青年チェコ党の主導
による統一的な政治行動が崩壊していくことにより、
激しい政党間対立を引き起こしたとはいえ、政党間競
争がチェコ政党政治において初めて誕生したことを主
張する。この政党間競争の誕生こそが戦間期の議会制
民主主義の成立・定着に寄与した一つの要因なのであ
る。それゆえ、本稿では、男子普通選挙権に基づく初

の帝国議会選挙が実施された1907年から1914年まで
のチェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の展
開とその崩壊を跡付けることにより、チェコ政党政治
において政党間競争が誕生したことを明らかにする。

Ⅱ.	 分析枠組み

分析枠組みについて説明する前に、20世紀初頭の
チェコ政党政治を左右することになる国民的一体性の
変遷を明らかにしなければならない。19世紀後半か
ら20世紀初頭にかけてチェコ人政治家・政党が追及
した国民的一体性は、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、
一つの政党への結集や複数の政治勢力の連合という統
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。この国民的一体性は、概念としての
「国民的一体性」、実体としての「一党支配」、外形と
しての「統一的な政治行動」という3つに分離するこ
とができる。本稿では、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、外形
としての統一的な政治行動を ｢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いる
状態｣ として定義する。それにより、19世紀後半か
ら世紀転換期までのチェコ政治における概念としての
国民的一体性と実体としての一党支配の関係を明らか
にすることができる。
そもそも国民的一体性と一党支配は密接に結びつい
ていた。1860年代のチェコ国民社会形成を担ったチ
ェコ人自由主義者によって実現された国民的一体性と
結合した一党支配は、政府との協力の可能性、要求の
規模、圧倒的な権威を有する政治指導者という要因に
よって支えられていた。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
たこの3つの条件は徐々に崩れていった。その結果、
世紀転換期までには、国民的一体性は、1860年代に
おける一党支配の結合から離れて、チェコ人政党・政
治家、国民社会に統一的な政治行動の必要性を思い起
こさせる理念（規範）として浸透したのである。この
理念（規範）に従って、チェコ自由主義者の系譜に連
なる青年チェコ党の主導の下で、20世紀初頭のチェ
コ政党政治において統一的な政治行動がチェコ人政
党・政治家によって追求されたのであった。
以上のような変容を前提として、20世紀初頭のチ
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ェコ政党政治の分析に際して、本稿では、対政府関
係、チェコ人とドイツ人の和協交渉、各政党における
党内事情に着目する。対政府関係に関しては、政府と
の協力の可能性が大きい場合、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。ただし、以上のことが機能するた
めには、政府が協力に対する対価をチェコ人政党に提
示しなければならなかった。逆に、政府が何の見返り
もなくチェコ人政党に協力を要請する場合、他の政党
やチェコ社会からの反発を買いやすくなるため、統一
的な政治行動にとってマイナスに働いた。第二の要因
であるチェコ人とドイツ人の和協交渉は、統一的な政
治行動にとって両刃の剣であった。和協交渉自体は統
一的な政治行動の維持に寄与した。しかし、ドイツ人
との妥協に対する反対がチェコ社会において強まる
と、統一的な政治行動を主導する政党・政治家に制約
をかけ、ときには統一的な政治行動自体に打撃を与え
た。何より、和協交渉の失敗は、チェコ人政党・政治
家の間における統一的な政治行動を主導していた政
党・政治家の信頼を低下させた。そのため、主導的な
立場に立つ政党・政治家は、自身の信頼の回復と統一
的な政治行動の維持のために何かしらの手段を打つ必
要に迫られた。第三の要因は党内事情である。1907
年に実施された男子普通選挙権に基づく帝国議会選挙
以降、諸政党は、支持拡大のために党改革に取り組ん
だり、党内対立に悩まされたりした。これらのことが
統一的な政治行動の帰趨に影響を与えたことは言を俟
たない。しかし、すべてのチェコ人政党の党内情勢を
等しく検討することはむしろいたずらに分析の複雑化
を招くことになる。そこで、本稿では、統一的な政治
行動の帰趨にとって決定的な重要性をもっていた、青
年チェコ党、農業党Českoslovasnská strana agrární、
国民社会党Česká strana národně sociálníの党内情勢を
主に検討する。

Ⅲ.	 1907年から1914年までのチェコ
政党政治における統一的な政治
行動の展開と政党間競争の誕生

では、1907年から1914年までにシスライタンアに
おいて組閣された、ベック内閣、ビーネルト内閣、シ
ュティルク内閣における、青年チェコ党が主導するチ
ェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の推移を
まとめよう。
帝国議会選挙における男子普通選挙権の実現とそれ
に基づく選挙の実施が確実視されるようになった頃、
青年チェコ党の指導者としてチェコ政治において主導

的な役割を果たしていたクラマーシュは、政府に対す
る ｢フリーハンドの政治politila volné ruky｣ を最大の
特徴とする積極政治pozitivní politikaを掲げて、同党
のイニシアティヴによるチェコ人政党・政治家の結集
を訴えた。彼の主張はチェコ社会民主党を除く全チェ
コ人政党に受け入れられた。しかし、｢フリーハンド｣
という主張とは裏腹に、彼は、政府との全面的な対決
を想定していなかった。一方、他の政党・政治家の多
くがその主張を額面通りに受け取った。その結果、統
一的な政治行動の実現に向けたコンセンサスが形成さ
れたが、要求実現の手段において、諸チェコ人政党の
間に大きな隔たりが存在することになった。
男子普通選挙権に基づく初の帝国議会選挙後、青年
チェコ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一
的な政治行動は、国民社会党や小政党の離反とともに
共同議員クラブが再編されたとはいえ、大過なく継続
された。青年チェコ党が主導するチェコ人政党・政治
家による統一的な政治行動が継続できたのは、対政府
関係と各政党の党内事情によるところが大きかった。
対政府関係に関しては、｢挙国一致｣ 内閣を設立して
いたベックは、チェコ人全体を代表する議員クラブか
らの閣僚派遣と帝国議会における多数派形成のために
チェコ人政治家の協力を求めていた。そのために、彼
はチェコ人の要求に対して好意的な姿勢を示した。ベ
ックへの期待とそれに基づいた入閣という良好な対政
府関係により、青年チェコ党が推進する統一的な政治
行動は維持されたのである。一方、党内事情に関して
は、政治の主導権の確保や発言力の強化ではなく、党
内改革や党への支持拡大に諸チェコ人政党が精力を傾
けていたことは、青年チェコ党が主導する統一的な政
治行動の継続に大きく寄与した。しかし、チェコ人と
ドイツ人の和協を実現するために、ベックがボヘミア
領邦議会を召集したときに、青年チェコ党が主導する
チェコ人政党・政治家による統一的な政治行動に暗雲
が垂れ込めた。チェコ人とドイツ人双方の非妥協的な
態度により両ネイションの対立は昂進し、領邦議会は
成果を挙げることなく短期間で閉会に追い込まれた。
これを絶好の機会と捉えた国民社会党は、積極的な街
頭行動を展開し、政府やドイツ人とともに青年チェコ
党を激しく糾弾した。事態の収束に失敗したベックは
辞任せざるをえなかった。
ベックの辞任後、閣僚派遣をめぐる不和とプラハに

おける街頭行動により、青年チェコ党が主導するチェ
コ人政党・政治家による統一的な政治行動は危機に陥
った。この危機を打解するために一定の貢献を果たし
たのは、南スラヴ系のネイションの議員クラブと諸チ
ェコ人政党の共同議員クラブであるスラヴ同盟の結成
であった。しかし、その安定性と凝集性は低かったた
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めに、同盟はたいした成果を挙げられなかった。最終
的には、スラヴ同盟の下で結成されていたチェコ人政
党の共同議員クラブの改編に際して、農業党のイニシ
アティヴによってクラマーシュが共同議員クラブの議
長選に落選する事態にまで発展した。しかし、チェコ
人政党・政治家による統一的な政治行動は維持された
だけでなく、1911年帝国議会選挙においては、「カル
テル」と揶揄された青年チェコ党と国民社会党による
選挙協力が成立し、選挙レヴェルにおける統一的な政
治行動すら実現されたのであった。
ビーネルト内閣期における青年チェコ党が主導する
チェコ人政党・政治家による統一的な政治行動の動揺
は以下の要因によるものであった。統一的な政治行動
が不安定なものになった最大の要因は政府との協力可
能性の低下であった。ビーネルトは、ドイツ人政党・
キリスト教社会党とポーランド人議員クラブからなる
議会多数派に依拠したが、他のネイションにも一定の
譲歩をすることにより議事妨害を回避しようと試み
た。しかし、ドイツ人政党の意向を無視できなかった
彼の提案は、チェコ人政党を納得させるものではなか
った。このような政府との協力可能性のさらなる低下
は、統一的な政治行動の維持に不利に作用した。この
苦境に対して、クラマーシュと青年チェコ党は、政府
との交渉可能性を高めるべく、スラヴ同盟の設立に踏
み切った。また、スラヴ同盟の政策や目的が曖昧であ
ったことは国民社会党の加入を可能にした。これらの
政党は、政府からの譲歩を引き出そうとするクラマー
シュの意図に応ずるためではなく、帝国議会における
自党の発言力の強化を目論んでいた。その結果、チェ
コ人政党・政治家による統一的な政治行動が維持され
ることになったが、政府法案への対応を協議するたび
にチェコ人政党間において対立が引き起こされること
になった。第二の要因は、チェコ人とドイツ人との和
協交渉である。この時期においては、各自の目的を達
成するためにビーネルトやクラマーシュは和協交渉に
積極的に関与した。実際、開始当初、交渉は順調に進
むことが多かったが、一旦、交渉に行き詰ると両ネイ
ションの非妥協的な態度ばかりが目立つようになっ
た。両ネイションの非妥協的な対応は和協交渉を頓挫
させるのに十分であった。ビーネルトによる和協交渉
の最終的な失敗は、チェコ政治におけるクラマーシュ
の地位を低下させ、彼の主導する統一的な政治行動に
対してマイナスに作用したのであった。統一的な政治
行動を不安定にした第三の要因は、諸政党の側の変化
である。国民社会党は、街頭行動の成功や帝国議会補
欠選挙における勝利により、政府やクラマーシュに対
する ｢威嚇力｣ を高めることになった。さらに、青年
チェコ党が主導する統一的な政治行動に従うことに対

して農業党が疑問に感じ始めたのであった。それにも
かかわらず、青年チェコ党が主導するチェコ人政党・
政治家による統一的な政治行動が継続した理由も、諸
チェコ人政党の側に存在した。農業党は、中小農民の
組織化を押し進める党指導部と大農・農村工業を支持
基盤とする保守派との党内対立が激化したために、青
年チェコ党が主導する統一的な政治行動を覆すことに
力を割けなかった。一方、議会外における活発な運動
を展開した国民社会党は、それゆえに政府による抑圧
と党財政の破産の危機を招いた。これに乗じて、党勢
の長期的な衰退から抜け出せない青年チェコ党が、
1911年帝国議会選挙における選挙協力を国民社会党
にもちかけたのであった。
シュティルク内閣期においては、選挙前に内部対立
が悪化していたスラヴ同盟はもはや再建されなかっ
た。チェコ人政党の共同議員クラブの内部では、見返
りを期待せずに政府への協力を主張する青年チェコ
党、政府とのいかなる協力にも反対する国民社会党、
両党の対立から漁夫の利を得ようとする農業党とい
う、三すくみの構図が成立した。しかし、防衛関連法
案の採決を契機として、国民社会党は共同議員クラブ
から脱退し、同クラブは事実上の休眠状態に陥った。
これ以降、帝国議会におけるチェコ人政党による共同
議員クラブの設立を目指した試みが成功することはな
かった。さらに、領邦財政の破綻の回避を目的とし
て、機能不全に陥っていたボヘミア領邦議会の閉鎖と
その代替となる領邦行政委員会の設置を定めた、いわ
ゆるアネンスケー勅令Anenské patentyは、青年チェ
コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な
政治行動の維持を困難にするとともに、チェコ人政党
の間におけるナショナルな要求の実現手法をめぐる対
立を惹起した。最終的には、他のチェコ人政党・政治
家を巻き込みながらも、青年チェコ党と国民社会党は
激しい争いを展開したのであった。
青年チェコ党が主導する統一的な政治行動を崩壊に
導いた要因として、政府との協力可能性のさらなる低
下が挙げられる。権威主義的な志向を有していたシュ
ティルクは、法案成立に必要な議会多数派の形成のた
めに、チェコ人政党間の不和を利用したり、議会勢力
への圧力をかけたりすることに躊躇しなかった。多く
の場合、彼は政府に対する見返りのない協力を要請し
たのであった。このようなシュティルクの政治手法が
青年チェコ党の主導するチェコ人政党・政治家による
統一的な政治行動にマイナスの効果をもたらした。一
方、シュトィルク内閣期の和協交渉は、政府やクラマ
ーシュの尽力だけでなく、農業党の積極的な関与もあ
り、妥結する可能性も垣間見えた。同時に、青年チェ
コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な
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政治行動の維持にも和協交渉が寄与するかに思えた。
しかし、1911年帝国議会選挙の結果から自信をつけ
ていた国民社会党は、和協を進めようとする青年チェ
コ党とクラマーシュを激しく攻撃した。そのために、
クラマーシュはドイツ人に妥協することに踏み切れ
ず、最終的に、両ネイションの非妥協的な態度が和協
交渉をまたもや頓挫させた。和協交渉の失敗の代償
は、アネンスケー勅令の発令というかたちで、クラマ
ーシュだけでなくチェコ人政党・政治家全体によって
支払わされることになった。同勅令により、青年チェ
コ党が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な
政治行動の維持がいっそう困難になった。一方、各チ
ェコ人政党の党内情勢もクラマーシュと青年チェコ党
が主導するチェコ人政党・政治家による統一的な政治
行動を崩壊に導いた。1911年帝国議会選挙で自信を
つけた国民社会党は、チェコ政治の主導権を奪取する
べく、青年チェコ党をことあるごとに攻撃した。農業
党は、党内対立の悪化を回避するために、選挙前に除
名した保守派の指導者の復党を認めた。その代償とし
て、同党の帝国議会議員クラブは保守派の影響を強く
受けることになった。農業党議員クラブを手中に収め
た彼は、帝国議会での国民社会党との提携に踏み切
り、シュティルクだけでなく青年チェコ党に対しても
反発を強めた。一方、1911年帝国議会選挙後にます
ます守勢に立たされた青年チェコ党は、それ以前であ
れば抑制していた他の政党に対する攻撃に手を染め
て、他の政党と同じ土俵に乗ったのである。それによ
りチェコ政党政治における政党間競争が誕生したであ
った。

Ⅳ.	 おわりに

以上のように、青年チェコ党が主導するチェコ人政
党・政治家による統一的な政治行動は最終的に終止符
が打たれ、ナショナルな要求の実現手法をめぐる対立
がチェコ政党政治を規定したのであった。それによ
り、政策決定への影響力をめぐる政党間競争がチェコ
政党政治において誕生したのである。
第一次世界大戦前のチェコ政治において政策をめぐ
る政党間競争が発生したことによって、開戦以降のチ
ェコ政治において各政党間における政策協議と政策形
成が定着しただけでなく、戦後の独立と議会制民主主
義の導入に際して余分な負荷が政治アクターにかから
なかった。一方、ガリツィアのポーランド人の場合、
政治分化の遅れと良好な対政府関係が長期にわたる統
一的な政治行動を可能にした。スロヴェニア人の場
合、大衆政党タイプのカトリック政党が第一次世界大

戦前のスロヴェニア政治における一党支配を確立し
た。これらの事例では、第一次世界大戦後に独立と議
会制民主主義の導入に加えて、政党間競争を初めて経
験するという過大な負荷がかかったことが、1920年
代に議会制民主主義が崩壊した一つの要因であった。
一方、19世紀後半に政党間競争が発生していたシス
ライタニアのドイツ人の事例では、戦間期のオースト
リアの議会制民主主義は、1920年代においては曲が
りなりにも機能していたのであった。
一方、20世紀初頭のチェコ人政党・政治家がその

実現を追い求めてきた国民的一体性は、政党間競争の
誕生、政党間協調の開始と戦間期チェコスロヴァキア
における議院内閣制の成立と定着の影に消えていって
しまったかのように思われる。しかし、実際には国民
的一体性は消えておらず、チェコ・ネイションにとっ
て危機の時代において、その後も間欠泉のように吹き
出してくるのである。政治指導者にとって、国民的一
体性の誘惑はそれほどまでに大きかったのであった。
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