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第三節

おわりに

－

－ －

五 二．ブルジョワ連合政権 ― ネイション横断政権の多数派支配

本項では、全国民連合崩壊後の新しい多数派の再形成過程と新連合の政策決定過程を扱う。選挙によりチェコス

ロヴァキア政党間の勢力バランスが変化し、一部のドイツ政党とスロヴァキア人民党が共和国の政治に参加する意

志を示したことで、全国民連合の凝集性が弱まり、解体に至った。しかし、これは同時に多数派連合形成の選択肢

が広がったことでもある。本項では、経済・社会的利益に基づく、ネイション横断的な新たな連合が形成される過

程、および新連合での政策決定過程を分析し、その中で、新連合の構造や動態がチェコスロヴァキアにおける議会
制民主主義体制の安定化において持つ意味を考察する。

︵一︶官僚内閣

全国民連合に基づくシュヴェフラ内閣は、選挙後の再建から四个月も維持できずに総辞職に至った。公務員給与

問題、その財源をめぐる農業関税問題、その議論に乗って人民党が提案した聖職者の国庫給与問題、さらには兵役

短縮問題と、全国民連合政党相互で意見が異なる政策課題が山積し、合意形成が不可能になった連合政権は、辞任
の道を選ぶことになったのである。

一九二六年三月、再びチェルニー首相の下官僚内閣が組織された。第二次チェルニー官僚内閣では、議員はベネ

︶。
シュ外相のみであり、他の閣僚は官僚や学者であった︵ Klepetář 1937, p.231
官僚内閣成立当初、チェルニー官僚内閣の位置づけや、全国民連合の去就は明らかではなかった。チェルニー政

権がシュヴェフラ前内閣の臨時の代役として、プログラムや支持連合を受け継ぎ、全国民連合が議院内閣を支える
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という負荷をはずされて維持され、官僚内閣を議会での多数派として支持するという可能性も考えられた。一九二
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〇年から二一年のチェルニー官僚内閣期に議会レヴェルで全国民連合が形成されたことを想起すれば、この可能性
を考慮するのも妥当と考えられた。

実際、チェルニー新首相は、三月二四日に議会で施政方針演説を行ったが、それは﹁首相の病気のため議院内閣

は辞任し、大統領はわれわれを閣僚に任命しました。政府の変更の理由と方法が示しているように、新内閣は旧内

閣の既に発表され採択されたプログラムを続行し、実施します。皆さんの支持をお願いします﹂という、非常に短

は、連合はもはや存在
維持を合意することはできなかった。十二委員会の最後の議長であったフランケ E. Franke
しないと明言し、今度の新首相はこれまでの連合各党と個別に交渉しなくてはならないと述べた。議会開催直前、

三月十九日に最後の十二委員会を開いたが、連合内の亀裂は決定的で、官僚内閣との交渉を担当する六党委員会の

しかし、全国民連合が多数派連合としての一体性を保てないことが徐々に明らかになっていった。全国民連合は

支持を要望していた。

気療養中の一時的な代役であるとし、前内閣のプログラムを引き継ぐことによって、前内閣を支えた全国民連合の

いものであった。この中に表現されているように、チェルニー首相は、自分の官僚内閣はシュヴェフラ元首相の病

(((

農業党出身の下院議長マリペトルは、連合諸政党に対し、チェルニー首相の施政方針演説に対する全国民連合の立

(((

の合意形成の場は失われ、チェルニー首相は施政方針演説への支持について、個別に各党と折衝しなければならな

場を確認するための話し合いを提案したが、社民党はこの話し合いへの参加を拒否した。このように、全国民連合

(((

かった。

シュヴェフラ前内閣の野党は、前内閣とチェルニー内閣は断絶しているとし、新首相の施政方針演説を改めて議
(((

論することを要求した。それに対し、社民党を含めた全国民連合の諸党は、チェルニー首相の施政方針演説は、前
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(((

年十二月にシュヴェフラ前首相の下で支持したプログラムと同じであり、議会で議論を行うことは不用であるとし

て野党の要求を拒否する決議を通した。結局、施政方針演説は議会での議論を経ないまま、全国民連合諸党による

多数で採択された。このように、全国民連合の諸政党は、チェルニー首相との折衝次第では、個別には内閣を支え
る意志を見せていた。

特に注目を集めたのは、全国民連合での政党間協議を拒否し明白に連合から距離を置いた社民党の、チェルニー

対応するとし、公務員特別給付法、老齢者扶助法、建設支援法など、社民党が支持する政策の実現のためには協力

内閣との関係であった。社民党は二十四日に両院会派の合同集会を開き、チェルニー内閣に対しては政策に応じて

(((

り、連合は長く危機の連続であったとはいえ、この時点で突然崩壊するのは、他の連合政党にとっても寝耳に水の

声があがった。国民社会党のストシーブルニーも、このような最後通牒については聞いていなかったと発言してお

が態度決定を迫り、社民党を追い詰めて連合を崩壊させたことには、連合の他の政党からも農業党に対して非難の

の最後通牒に対し、社民党が反発したことが原因であった。社民党が断固として反対している問題について農業党

その理由の一つは、シュヴェフラ政権の崩壊の仕方である。既述のように、シュヴェフラ政権の崩壊は、農業党

することは不可能であった。官僚内閣は、この事態を乗り切るための一時的方策であるとの見方も広がっていた。

実際、決定を迫られている問題はみな全国民連合内で政策対立があり、すべての政策について同じ多数派で合意

するという立場を決めた。

(((

ことであった。シュヴェフラが六党委員会も招集せず、いつものような粘り強い交渉をしなかったのは、体調の不

良や農業党内からの強い圧力で、すでに合意をあきらめていたと推測された。また、連合各党に諮らず、連合崩壊

を既成事実として政府と連合各党に突きつけたことも、それまでの連合の運営方法とは隔たっていた。
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このような崩壊の経緯から、全国民連合をあえて崩し、内閣も総辞職させて官僚内閣に持ち込んだのは、官僚内

閣を利用して、緊急課題の一つ一つに対しアド・ホックな多数派に基づいて政策決定を行うためなのではないか、
という推測がなされた。

は、官僚内閣の役割は、農業関税、聖職者への国
﹃リドヴェー・ノヴィニ﹄の論説員であるクリーマ K.Z.Klíma
庫からの給与配布、公務員特別給付金問題等、連合内対立の激しい不人気な問題を、
﹁忍耐の要るパズルのように﹂

解決することと考えられていると述べている。すなわち、法案ごとに、旧連合から、もしくは旧連合の政党の一部

が反対するときには野党からも、支持を獲得して法案を通すという、法案ごとの多数派の使い分けが官僚内閣に期

待されているというのである。この場合、これらの問題の解決とシュヴェフラの体調回復、政界復帰を待って、全

国民連合が復活すると予測されているという。但し、クリーマ自身は、全国民連合の亀裂は大きく、旧連合による
議院内閣への復帰は困難ではないかとの、悲観的な感触を示していた。

政党各紙は、官僚内閣は民主主義にとって望ましくない事態であるという憂慮を示したが、政党の党派主義を批

判する側からは、官僚内閣を歓迎する見解も表明された。ハインリヒは、デマゴギー中心の政党政治家を批判し、

議院内閣が再建されるとしても、新しい連合や方法が待たれるとした。小説家で評論家のカレル・チャペックも、

((((

念を持って迎えられていると指摘し、﹁そもそも専門家が閣僚になるほうが、特定政党が特定のポストを独占する
((((

よりよいのではないだろうか﹂と述べ、政治の党派主義からの脱却を歓迎した。
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((((

﹃リドヴェー・ノヴィニ﹄の﹁春の平穏﹂と題する論説のなかで、官僚内閣の到来は納税者や人民にとって安堵の
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一．ドナート案と新しい多数派

︵二︶関税多数派の成立
︵二︶

は、農業党上院会派の名前で、農業危機への対策として固
V. Donát

上院議員が農業の死活問題に関することとして賛成を表明し、他の政党もこれに続いた。
シュ Luksch
固定農業関税が農業危機の解決になるかどうか、関税率、また政令で解決するという方法について、各党の意見

((((

︶。そこには、この提案はナショナリティの違いに関わらずすべ
定農業関税を提案した︵ Národní shromáždění, p.371
てのチェコスロヴァキアの農民の願いであると特記されていた。ドナート案に対し、ドイツ系の農業者同盟のルク

一九二六年四月二一日、上院議員のドナート

合の結節点となったのは、全国民連合崩壊の原因となった固定農業関税であった。

方向に事態は進行していった。四月にはいると全国民連合とは異なる新しい多数派連合の構築が表面化した。新連

実際には、官僚内閣によるアド・ホックな多数派形成と、問題解決後の全国民連合の復活という予測とは異なる

－

は分かれた。社民党は、農業党の要求する戦前の六倍という関税率は、小麦一キロ当たり一コルナの値上がりを意

味し、農業危機を考慮しても大きすぎるとして反対し、これを受け入れるのであればチェルニー官僚内閣を支えら
れないと宣言した。ドイツ国民党とドイツ国民社会労働者党も反対に回った。

賛成にまわったのは、旧連合の農業党、人民党、国民民主党、商工中産党に加え、旧野党からは農業者同盟、キ

リスト教社会党と商工中産党、及びスロヴァキア人民党であった。人民党とキリスト教社会党が加わったのは、人

民党が聖職者国庫給与問題を農業固定関税と組み合わせ、農業党と取引したことが背景にあった。

農業党の社民党に対する﹁最後通牒﹂による全国民連合の崩壊、シュヴェフラ内閣の辞任、ドナート案の提示と

いう一連の経緯を考えると、三月には既に農業党とドイツ農業者同盟、カトリック諸政党との間に、固定農業関税

152

238号（2011）

法政論集

((((

説
論

議会制民主主義への突破と固定化（四・完）（中田）

案と聖職者国庫給与案を協働して通す合意が水面下で形成されつつあったという推測が成り立つ。無関係な政策案

の抱き合わせによる政党間協調は、全国民連合の中でも従来から行われていた手法であった。これにさらに、同じ

社会・経済的利益をもつチェコ政党とドイツ政党が協働するという新しい政党間協調の要素を組み合わせることに

よって、議会レヴェルでまったく新しい多数派をつくり出すことに成功したのである。農業党はこの新しい多数派

形成の見通しをもっていたため、全国民連合の解体もやむなしとし、社民党に対して強い態度で臨んだと考えられ
る。

二． 関税多数派の成立と固定農業関税法案の可決

関税に関し法案を準備中であり、現在関税率を考慮しているところであるとして、主導権を取り戻そうとした。

︶。
税の導入は八十対五七で可決された︵ Klepetář 1937, p.234
このように、議会の政党主導で農業関税が進められているのに対し、官僚内閣のチェルニー首相は、政府も農業

結局、ドナート案は上院経済委員会で四月二八日に十一対六で可決された︵ Národní shromáždění, p.372; Klepetář
︶。五月十九日にはさらに上院本会議に提出され、スライド関税の中止は七六対六二で、新たな固定関
1937, p.234

︵二︶

するだけでなく、ドイツ政党を入れた新たな多数派連合政権形成を視野に、動いていくことになる。

ジャの構想力と大胆な行動力に多くを負っていた。ホジャは、体調を崩したシュヴェフラに代り、農業関税を実現

カも﹁シュヴェフラだったら同じことをしたかどうかは分からない﹂と述べているように、新多数派の形成はホ

この新しい多数派の形成を主導したのは、農業党のスロヴァキア翼の政治家ミラン・ホジャであった。ペロウト

((((

しかし、固定農業関税を後押しする諸党は、官僚内閣の政府法案提出を待たず、議員法案で関税法を実現するこ
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－

とを選択した。五月二七日に農業関税と工業関税の関税案が四つのチェコ政党と三つのドイツ政党の署名で下院に

では予算委員会で、六月九日からは下院本会議で審議が行われた。

こ の 固 定 農 業 関 税 法 案 の 審 議 過 程 で、 上 院 審 議 の 際 の 法 案 支 持 諸 政 党 の 結 晶 化 が 進 み、﹁ 関 税 多 数 派

((((

固定農業関税法案に対しては主に社民党と共産党が、聖職者国庫給与に対しては国民社会党が、それぞれ反対し、

対派が対峙することとなった。

﹂ないし、﹁関税連合 Celní koalice
﹂と呼ばれるようになった。﹁関税多数派﹂にはさらに、ドイツ商工中産
většina
党とハンガリー国民党が加わった。下院には、関税法案に続き、聖職者国庫給与法案も提出され、関税多数派と反

Celní

︶。社民党のヨハニス Johanis
議員は選挙要求や、修正案の
で固定農業関税法案が可決された︵ Klepetář 1937, p.236
提出で抵抗したが、社民党の修正案は否決され、法案は予算委員会、下院本会議へと進んだ。六月四日から八日ま

についての法案が続いた。固定農業関税法案についての
提出され、翌日同じグループから聖職者国庫給与 Kongrua
協議は五月二八日よりまず下院の農業委員会で始まり、五日間の昼夜の会議の後、六月二日の十一時に農業委員会

((((

コスロヴァキア教会によって、聖職者国庫給与による政教分離原則への抵触に反対する抗議も行われた。

場で農業関税導入に反対する一万人規模のデモを行い、警官隊と衝突する事態に至った。議事妨害の結果、農業党

((((

下院での審議が大詰めを迎えた十一日には、共産党は議会では議事妨害を行う一方、プラハのハヴリーチェク広

((((

鉄鋼労働者が固定農業関税による食糧の値上がりに反対して一時間の示威ストライキを行い、社会主義政党とチェ

議会のみならず街頭でも抵抗を続け、プラハは騒然とした空気につつまれた。予算委員会の審議中には、プラハの

((((

が農業委員会の審議結果を報告してもまったく聞こえず、共産党は最後まで野次や騒音、千以
のザディナ Zadina
上もの修正案で議事妨害を行い、下院の会合は十二日の朝六時過ぎまで及んだ。議会では、人民党のシュラーメク、
((((
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国民民主党のクラマーシュ、農業党のシュタネク、商工中産党のナイマンの四人が﹁関税連合﹂の対応を話し合い、

社会主義政党の指導者がその会合に呼ばれる場面も見られた。結局十二日午後再開された議会で、固定農業関税法

に適用して、関税法案と聖職者国庫給与法案を通そうという構想には無理があるのではないかと指摘した。特に、

((((

また、議会や街頭での激しい対立に、﹃リドヴェー・ノヴィニ﹄のクリーマは、関税連合が多数決原則を機械的

とへの躊躇が見られたが、下院での﹁強行採決﹂を機に新しい事態を受け入れていったとみられる。

のように、関税法案下院審議の際には、社会主義政党の側にも、関税連合の側にも、関税連合の多数派で決するこ

伏﹂させたことを重視し、上院での話し合いで関税について譲歩をしても無駄なのではないかと結論している。こ

について話し合うことになっていた。しかし執行委員会では、下院本会議で関税多数派が﹁少数派を暴力的に屈

ナー議員が、旧六連合政党の代表の十五日の集まりにクラマーシュのもとで参加し、譲歩による妥協の余地の有無

ず、反対を押し切って下院本会議で関税多数派が採決した後も、国民社会党のトゥチュニー議員と社民党のマイス

るため、国民社会党と社民党の代表が関税連合と譲歩による合意を模索したことが報告された。結局合意には至ら

((((

下院採決後の十五日、国民社会党の執行委員会では、フランケから、十一日の議会でもなお、勤労者の利益を図

案は一五三対一一九で採択され、二二日には上院でも採択された。

((((

国家構成政党であるチェコの二つの社会主義政党の反対を押し切って、不人気な聖職者国庫給与法案まで通すのは
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((((

困難ではないかとの考えを示した。しかし、六月十九日には下院で、二五日には上院で聖職者国庫給与法案が採択
された。

((((

︵二︶

三． 政党間関係の変容

区切られていたこれまでの政党間関係からの大きな変化であった。ナショナリティを越えて政党を結び合わせたの

また、ドイツ政党やハンガリー政党が政策形成に積極的に参加するのは初めてのことであり、ナショナリティで

の組み合わせが自由になったのである。

や不可欠な存在でないことが政党指導者たちに認識されたことによって、全国民連合以外の可能性も生まれ、連合

決したとしても、もはや全国民連合の復活を当然視することとは難しかった。社会主義二政党が多数派形成にもは

農業関税と聖職者国庫給与の二つの法案の成立は、両党の拒否権がもはや通用しないことを意味した。諸懸案が解

致の原則は、労働者の代表である両社会主義政党の合意なしには政策決定が行えない構造を作り出していた。固定

建国以来、主要政党として政権連合ないし政府を支持する多数派に属した。全国民連合におけるピェトカの全会一

党の反対が、多数派原則でねじ伏せられたことで、共和国の政党間関係は大きく変化した。社民党と国民社会党は、

((((

関税多数派が団結して二つの困難な法案を通したこと、旧連合の重要なメンバーであったチェコの社会主義二政

－

は農業とカトリックの利益であり、そこに関税多数派の特徴があった。

﹃ リ ド ヴ ェ ー ノ･ ヴ ィ ニ ﹄ で、 Ｋ．︵ お そ ら く ク リ ー マ ︶ は、 ナ シ ョ ナ リ テ ィ に 沿 っ て で は な く、 経 済 問 題 に
そって多数派が形成されるのは、論理的な発展過程であり、﹁わが国の議会主義における健全な発展過程である﹂

マは別の論説でも、プラクティカルな経済利益の共通性の擁護のために、ナショナリズムが障害にならなかった点

氏と、ハイン博士がハーンライヒ Hahnreich
博士と合意する﹂と表現しているように、
士がヘプのマイヤー Mayer
同じ経済利益を求める政党同士がナショナリティを越えて合意する新しい現象を肯定的に受け止めていた。クリー

と述べ、全国民連合が復活せず、新しい連合形成が行われることを積極的に評価した 。とくに、﹁クラマーシュ博

((((
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四． 官僚内閣と関税多数派

た。特に野党から関税多数派に回ったドイツ系二政党が、議員団を乱さず、一致して法案支持に回ったことが関税

新しい関税多数派が、固定農業関税、聖職者国庫給与の両法案の可決に向けて示した結束は目覚しいものであっ

︵二︶

合した多数派であったということができよう。

連合であったのに対し、関税多数派は、経済、社会、職能的利害を共にする政党が、ネイションの違いを超えて連

つまり、ネイション帰属を同じくする政党が社会、経済的利害、職能的利害の違いを越えて連合したのが全国民

る重要な要素になったことを指摘した。

の要求によって職能集団上の義務から行動したと書いているとし、
﹁要す
業組織である農業者同盟 Rolnická jednota
るに、国民民主党もナショナリズムより経済利益を優先したのだ﹂と述べ、職能集団の利害が政党間関係を左右す

色の強い国民民主党がドイツ政党とともに多数派に加わった原因として、同党の﹃国民新聞﹄は国民民主党系の農

ショナリストの諸政党が、チェコとドイツの共通多数派を初めて形成したという事実である。特にナショナリズム

((((

ペロウトカがクリーマと同様に指摘しているのは、インターナショナリズムを掲げる社会主義者ではなく、ナ

を関税多数派の特徴として指摘している。

((((

たように、関税多数派が政権連合となり議院内閣が復活するかどうかは明らかではなかった。ドイツ二党の指導者

((((

多数派の強さを示していた。しかし、ペロウトカが﹁関税多数派は統治の準備はできていない﹂として憂慮を示し

((((

とマイヤー＝ハルティング Robert Mayr-Harting
は、二法案以上に連合を続けるかどうか明
のシュピナ Franz Spina
白にしておらず、関税多数派に基づいた政府に入閣するかどうかについても別問題としたため、この後の関税多数
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－

派の動向を予測することは難しかった。

そのため、チェルニー官僚内閣と議会の間の関係は、双方が政策のイニシャチブをとり、政策決定の際の多数派
にもいくつかのヴァリエーションが見られるという、複雑なものとなった。

チェルニー政府は、固定農業関税審議の間、議会に足を踏み入れず、イニシャチブは関税多数派政党がとってい

た。しかし、前シュヴェフラ内閣で、ある程度作業が進んだところを、内閣の崩壊で審議が中断されていた公務員

給与法案については、優先課題として位置づけ、官僚内閣が積極的にイニシャチブをとっていた。

((((

﹂に二分され、
政党と、国家の政策に積極的に関与する政党、当時の表現で言えば﹁国家構成政党 státotvorní strany
後者のグループが大きくなったことから、多数派形成が自由になった状況が現れている。

スト野党の修正案に対しては、両方の連合の政党が合同して封じている点からは、議会の政党が、ネガティビスト

僚内閣の政策に是々非々で臨んでおり、官僚内閣と固定的な関係を持っていないことがわかる。また、ネガティビ

官僚内閣の政府法案に、議会の政党が二種類の連合を作り、修正を加えた点からは、議会の多数派がどちらも官

合の両連合の政党から構成されていた。

後の連合は、共産党、ドイツ国民党、ドイツ国民社会労働者党らの修正案を否決するもので、全国民連合と関税連

裁判所事務官の給与が引き上げられた。第二の連合は関税連合であり、これもいくつかの修正案を通過させた。最

正案は三種類の連合によって採択された。第一は旧全国民連合であり、これによって、教師の給与や地区裁判所の

ず、一つ一つ個別に採決されることになった。そのため、採決は夜を徹し十八日の早朝までかかって行われた。修

正提案がつけられ、六月十七日に行われた法案の採決では、社民党の反対のためこれらの修正案は一度に採決され

官僚内閣が下院に提出した公務員法案の議決過程には、興味深い現象が見られた。政府案に対し、三百以上の修

((((
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六月の後半になると、関税多数派は恒常的なものとして固定化し、二法案以外のより広い範囲の問題にも取り組

み始めた。暴力的議事妨害をした議員への処罰にドイツ政党、ハンガリー政党が賛成したことは、これらの政党が

政府参加に近づいたことの表れとみられた。また、食糧供給省廃止の決議などにも踏み込んだことから、関税多数

派の反社会主義傾向も指摘された。そこでこの関税多数派が次の議院内閣をつくるかどうかが議論されるように
なった。

一つの焦点は、シュヴェフラの動向であった。前首相で農業党党首のシュヴェフラが、自分が療養で外国に滞在

中に新しい多数派の形成という大きな政治的変化が起こったこと、その中心にいるのはホジャであることをどう評

価するかということに、関心が集まっていた。クリーマは、﹃リドヴェー ノ･ヴィニ﹄の論説で、シュヴェフラで
あれば、現在の関税同盟のように、社会主義二党を野党の側に追いやることは国家の利益になるとは思わなかった

のではないかと述べ、シュヴェフラの帰還後は状況に変化がある可能性を示唆した。また、社会主義二党について

も、二法案をめぐる対立の熱が冷めれば、官僚内閣を支持し、直接与党の責任は負わないものの、政府支持の多数
派には加わることの重要性に気がつくのではないかという希望を示している。

関税多数派が政権を握ることによって、社会主義二党が野党となることは、議院内閣制の論理からは当然の成り

行きであるが、クリーマのようなリベラリストよりの論者にとっても、その見通しは望ましいものではなく、むし

ろ官僚内閣を維持してその中で社会主義二党も議会レヴェルの多数派に加わることを支持していた様子が興味深い。

そして、シュヴェフラにその期待が寄せられていたことも、注意を引く点である。シュヴェフラには社会主義政党

と、農業党を始めとする他のチェコ政党との間を取りもった実績があったからであろう。しかし、シュヴェフラは
ホジャの作り出した関税多数派という現実の受け入れを選ぶことになる。
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((((

一． ブルジョワ連合政権の形成

︵三︶ブルジョワ連合政権の形成
︵三︶

一九二六年九月中旬になって、議会の夏休暇の終了を前に、関税多数派を軸に議院内閣を再生する動きが現れた。

ホジャが主導した関税多数派が恒常的な多数派になるかどうかについては、シュヴェフラの対応が鍵となってい

たが、帰国後のシュヴェフラを中心に、九月中旬には関税多数派の諸政党の間で話し合いが行われ、議会における

ておこなった演説が注目を集めた。この場でチェコスロヴァキアとドイツの農業党が共に政府に参画することが明

それと関連して、農業党の幹部スルディーンコ議員が、九月二六日にチェスキーブロートの農業学校開校に際し

断を要求されるハードルであった。

府参加は、ドイツ系政党にとっても、受け入れるチェコスロヴァキア政党にとっても、議会での協力とは独立の判

議会多数派の形成に続き、官僚内閣を議院内閣に置き換える動きは九月末までに具体化した。ドイツ系政党の政

党二三、商工中産党一三、国民党一三、ドイツキリスト教社会党一三であり、三百議席中一六七議席を占めた。

((((

しい多数派は農業党四五、人民党三一、ドイツ農業党︵商工中産と、マジャールを含む︶二四、スロヴァキア人民

チェコスロヴァキア政党とドイツ政党による連合が新たな多数派として固定化するという大きな転換が生じた。新

の議会には新しい多数派と野党がたち現れることが確実になってきた。一九二〇年以来の全国民連合は放棄され、

することをそれぞれ党大会によって確認し、議会における多数派は関税多数派のみになった。これによって、秋

((((

協働を可能にするために原則的な問題についての相互合意が確認された。国民社会党と社民党は全国民連合を解消

((((

最初に手を結んだのが農業者であることを強調し、協働によって、チェコスロヴァキアとドイツの両方の農業者が、

らかにされたためである。スルディーンコは、複数のナショナリティの存在する国家で、ナショナリティを越えて

((((
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他の職業の市民よりも大きな保障を得ることになると述べ、職能利益を協働の理由として明確に表明した。同時に

スルディーンコは、ドイツ系政党が参加しても、政府は常にチェコスロヴァキア市民のものであると述べ、ドイツ
政党の政権参加への不安を緩和しようとした。

九月二八日、二週間の協議の結果を伴って、シュヴェフラは大統領の夏の居住地であるスロヴァキアのトポル

と
チ ャ ン キ に 出 発 し た。このころから、関税多数派を基礎とする新しい多数派はブルジョワ連合 občanská koalice
呼ばれるようになるが、このブルジョワ連合による議院内閣形成について大統領マサリクと協議するのがシュヴェ

フラの目的であった。三日間のマサリクとの話し合いの後、シュヴェフラがブルジョワ連合政権樹立の具体的な交

渉にはいったこと、社会主義二政党がトポルチャンキに呼ばれなかったことから、ブルジョワ連合政権の成立と

チェコの社会主義二政党が野党になることについて、マサリクとシュヴェフラの間で合意がなされたことが推測さ

れた。十月二日土曜日にはトポルチャンキから戻ったシュヴェフラがブルジョワ連合各党の代表を集め、政府参加

党が政府に今すぐ代表を送るかどうかは各党の判断の問題として留保されていた。

一 九 二 六 年 十 月 十 二 日 に 任 命 さ れ た 第 三 次 シ ュ ヴ ェ フ ラ 内 閣 は、 十 四 名 の 閣 僚 か ら 構 成 さ れ た︵

ブルジョワ連合の政党の中で、結局国民民主党とスロヴァキア人民党は政府に代表を送らなかった。国民民主党

二名、五名の非議会人であった。

︶。そのうち二名はドイツ人で、農業者同盟とキリスト教社会党から各一名、シュピナが公
shromáždění, p.375-376
共事業相に、マイヤー＝ハルティングが司法相に任命された。他は農業党から四名、商工中産党から一名、人民党

Národní

について話合いがもたれ、この週末のうちに議院内閣の形成が進んだ。但しこの段階でも、ブルジョワ連合の全政

((((

は、ドイツ人が政府のメンバーとして十分信用できるか見極めずには入閣できないとし、スロヴァキア人民党は、
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((((

((((

党首フリンカがアメリカから帰国するまでは決断できないことを理由に挙げていた。両党は野党ではないとの立場

をとり、後にこれらの政党が代表を送る可能性を考慮に入れ、商工相やスロヴァキア全権相には官僚が任命された。

シュヴェフラ首相は十月十四日に施政方針演説を行い、一九二六年十月二十日、下院では一五九対一一三で、上

院では二六日七三対五六で採択されたが、政府に賛成した投票には、入閣した政党のみならず、国民民主党とスロ

︶。こうして、ブルジョワ連合に基づく第三次シュヴェ
ヴァキア人民党も含まれていた︵ Národní shromáždění, p.379
フラ内閣が成立し、これは建国以来始めてドイツ政党が参加した内閣となった。

ドイツ政党の政権参加は、アクティビスト政党が進めた変化の成果であった。アクティビスト政党は、一九二五

年の総選挙の時点で共和国に対するネガティブな態度を捨て、一九二六年春には関税多数派に加わり、一九二六年

夏には政権参加を決めた。アクティビスト政党の変化は、プラハで一九二六年九月二一日にキリスト教社会党が採

択した﹁チェコスロヴァキアのドイツ系住民が権力への応分の参加と、国民的、文化的、経済的な平等を享受する

こと﹂という決議にも現れている。この変化の背景には戦後の国際情勢の安定化から、第一次大戦後のヨーロッパ

の地図を既成事実として受け入れたことがある。このことから、ドイツ系アクティビスト政党はチェコスロヴァキ

ア国家への原理的反対をやめて、政策形成、政府に積極的に参加することによってドイツ系住民の福利を図る方向
へ方針を転換した。

議員は、十月十五日の議論の中
シュヴェフラ内閣の施政方針演説が議論された際、ヴィンディルシュ Windirsch
で﹁ズデーテンドイツ人の代表が建国以来初めて内閣に入ります。この重大な歴史的出来事に際し、農業者同盟、

ドイツキリスト教社会党、商工中産党の名の下で、この内閣の議会の仕事に肯定的な考えでの参加を決めたことを

宣言する責任を負うことを名誉に思います﹂と述べたうえで、政府内で責任を担うことによってドイツ国民全体に
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奉仕し、直近の課題としては経済的な困難の克服にも努力することを宣言した︵ Národní shromáždění, p.375
︶。入閣
したドイツアクティビスト政党は、個々の経済利益の代表であると同時に、ドイツ系住民全体の代表としての役割

二． ブルジョワ連合政権の政党配列上の位置と政策位置

も主張していた。

︵三︶

シュヴェフラは施政方針演説の中で、今回の施政方針でも、十个月前、一九二五年十二月に採択された方針を基

本的に採用すると述べ、全国民連合からブルジョワ連合へ政治的配置が変化しても、政府が実施する政策は共通

︶。その理由として、国家の発展に関わる政策を行っていることを挙げ、
であると述べた︵ Národní shromáždění, p.377
具体的には経済危機の克服が緊急課題であり、税制改革や住宅建設支援も従前からの懸案事項であるとした。

議会との関係については、新連合を﹁エスニシティ、宗教、社会的階級の違いにも関わらず、わが国市民のすべ

ての階層が参加した連合体﹂と呼び、特に多様なネイションの文化が緊密な関係を持つ中央ヨーロッパの国家とし

て、ネイション間のよりよい共存へと向かったことを誇り、これまで民主主義によって社会的対立を解決してきた

︶。
ように、次の段階ではネイションの共存の道を切り開くという課題に取り組むとした︵ Národní shromáždění, p.379
このように、シュヴェフラの施政方針演説では、新連合はネイション間宥和の連合であり、そのことがチェコス

ロヴァキアの議会制民主主義にとって、プラスの意味をもつことが強調された。政治プログラムの上では、連合の

﹄に対談をのせ、関
Budapesti Naplō

政党組み合わせが変化し、社会主義政党が野党となったことは、政策に影響をもたらさないという立場がとられて
いた。
関税多数派の形成に活躍したホジャも、ハンガリーの﹃ブダペシュト日報
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税多数派は経済、関税利害の問題を解決するためだけの存在ではなく、チェコスロヴァキアのナショナリティ問題

﹃チェコの言葉﹄は、新内閣の﹁反社会主義的﹂﹁反人民的傾向﹂を否定できないとし、国民民主党の﹁ファシスト

し か し、 野 党 に ま わ る こ と と な っ た 社 会 主 義 政 党 は、 当 然 異 な る 見 解 を も っ て い た。 国 民 社 会 党 の 党 日 刊 紙

を解決し、議会政治のこれまでの方法を転換させ、国家利益にとって有益な貢献をしたと主張している。

((((

党の伝統がなかったと指摘し、多数派についての不正確な情報やデマゴギーを流すようでは、国家に忠実な野党と

立場になるだろうと牽制した。そして、チェコスロヴァキアには国家に反対する野党しかおらず、通常の建設的野

そのような批判に対し、農業党の党夕刊紙﹃夕べ﹄は、社会主義政党に対し、野党にまわった政党は今後厳しい

その傾向は内政上も外政上も国家にとって危険であるとした。

人民党であればスロヴァキア支配等、それぞれ自党の物質的利益を引き出すために維持されている共同体に過ぎず、

府であり、連合は、農業党であれば農作物価格の引き上げ、国民民主党であればソ連との国交妨害、スロヴァキア

的傾向﹂や、人民党の教権主義を合わせて批判した。さらにこの政府は、人民に反する、国民の大多数に反する政

((((

政党の双方が、どのような関係をつくっていくのか、それはチェコスロヴァキアの議会制民主主義の方向性を左右

が強制していた社会、経済利益間の共存を不要なものとしてしまったのである。そのなかで政権連合と社会主義二

益に沿って実施されることになると予想された。ネイションを越えた政党間の共存が成立したことは、全国民連合

るように、社会主義政党が野党化し、ブルジョワ政党だけで政権が構成される以上、政策がブルジョワ諸政党の利

家利益を追求するので全国民連合時と変化はないと主張した。しかし、国民社会党や農業党の機関紙が主張してい

このように、シュヴェフラ政府は、ブルジョワ連合政権がネイション共存に寄与する点を強調し、政策的には国

は言えないとして、社会主義政党の動向を批判した。

((((
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三．ブルジョワ連合政権と﹁野党﹂

する焦点となる。

︵三︶

実際、ブルジョワ連合に基づく議院内閣が形成されたことによって、チェコスロヴァキアの議会制民主主義は新

しい状況に直面していた。一九二六年十月以降、いずれのチェコスロヴァキア政権にもドイツ人閣僚が入ることに

なり、その点でこの連合が内政に構造的転換をもたらしたという点はすでによく指摘されている。しかし、チェコ
スロヴァキアにおける議会制民主主義の解釈に与えた影響はそれ以上のものであった。

全国民連合の間、ドイツ系政党やハンガリー政党は共和国の枠組そのものに反対する原理的野党であり、議会の

協議や政策形成に関与することを拒んでいた。それに対し、今度新たに野党になった社会主義二政党は、建国以来

常に国政に参加してきた政党であった。社会主義政党にとって、ブルジョワ連合の成立は、人民、国民の大多数の

代表である自党が、不当に政権から排除されたことと解釈された。ブルジョワ連合政権はそれゆえ反人民的な政権
であり、問題をはらむものであった。

しかし、農業党の﹃夕べ﹄のように、社会主義政党は通常の民主主義国家には当然存在すべき建設的野党を目指

すべきであるという意見も、議会制民主主義を多数決に重点をおいて理解した場合、当然成り立ちえた。国民民主

﹄の論説の中で、ボルスキー Lev Borský
は、新連合の登場を
党に近い右派独立系新聞﹃国民政治 Národní Politika
歓迎するのは、新連合がナショナリティ横断的なものであることや、ブルジョワ多数派であることが理由ではな

く、より全国家的見地から、﹁大きな、古い国家で見られるような統治構造へとわが国でも発展が見られたことが
((((

喜ばしい﹂と述べている。つまり、多数派に二種類のヴァリエイションができたことで、チェコスロヴァキアにお
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いても政権交代が可能となった点が重視されている。ボルスキーは別の論説で、多くの君主制の国では国王が政府

を作ってきたが、イギリスでは選挙制度の影響もあり、保守と革新の二潮流が存在し、選挙の結果現れる多数派が

政府を握っており、これこそが民主主義であると述べた。そして、チェコスロヴァキアの社会主義政党にとって重

一．ブルジョワ連合の結束と不協和音

︶。政府に代表を送っている政党に加え、ブルジョワ連合のスロヴァキア
五で採択した︵ Národní shromáždění, p.379
人民党と国民民主党も賛成した。ドイツ政党が国家予算に賛成したのはこれが初めてであった。共産党、ドイツ国

ブルジョワ連合は、施政方針演説に次いで、一九二七年度の予算を一九二六年十一月二七日、下院で一五四対七

︵四︶

︵四︶ブルジョワ連合政権の政策決定過程

浮き彫りにしていくことになる。

か、それとも無原則な利益間妥協かという点も問題となった。ブルジョワ政権の政策決定過程は、これらの問題を

合が利益集団間の政策抱き合わせによる妥協によって成立した経緯から、多数派形成が綱領上の合意に基づくもの

という、議会制民主主義の型に関する問題が始めて姿を現したのである。しかも、後者に関しては、ブルジョワ連

二つの多数派が競合し、選挙で勝った方が政権を握る、より民主的な政治体制への道が開かれたと解釈できるのか

新しい事態を前に、社会主義政党が主張するように﹁人民の代表﹂を排除することは反人民的なのか、それとも、

ティによる分断が解消されると同時に、共和国への原則的反対派ではない二つの社会主義政党が野党となるという

このように、チェコスロヴァキアの議会制民主主義はこのとき新たな課題に直面することになった。ナショナリ

要なのは、このような交代を担いうる第二の多数派を作ることであるとした。

((((
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民党、ドイツ国民社会労働者党は反対し、ドイツ社民党も反対に投票した。チェコの社会主義政党の対応は分かれ、

国民社会党は賛成に投票し、社民党は棄権した。このように、野党にある社会主義二政党には、政府の予算に反対
すべきか戸惑いが見られた。

一九二七年には、スロヴァキア人民党と国民民主党が直接政府に代表を送ることを決めた。スロヴァキア人民党

は、前年の予算案の賛成に際しその理由について声明を発表した。その中では、今回の国家予算案が、急進的な社

会主義的な潮流に反対する立場をとり、農業生産を保護し、政府の反教権主義的な立場を転換し、スロヴァキア自

治への漸進的一歩を踏み出していることが、賛成の理由としてあげられた。フリンカ・スロヴァキア人民党は連邦

法制・行政統一相、ティソ
Marek Gažík

公共保健・体育相の二
Josef Tiso

制の採用を要求していたが、それを入閣の条件とはせず、協働を選択した。一九二七年一月十五日にはスロヴァキ
ア人民党は政府参加を決定し、ガジーク
名の代表を送った。

国民民主党も、ドイツ系与党が予算案に続き、一九二七年春の防衛法案、行政改革法案に賛成したことをうけて、

ドイツ系政党の多数派への参加は一時的なものではないことが明らかになったとして、一九二七年四月二八日、ノ

商業相を送り、政府に参加した。この結果、内閣は、閣僚十五名中、農業党四名、人民党とスロ
ヴァーク Novák
ヴァキア人民党が各二名、国民党、商工中産党、ドイツ系の二党が各一名、官僚・専門家三名の構成となった。

第三次シュヴェフラ内閣は、経済も好況で、国際情勢も相対的に安定した時期にあたっていた。ブルジョワ連合

は結束して政府法案を支持した。中でも、地方制度を改革した行政組織法は重要であった。この法律は、全国を

チェコ、モラヴィア、スロヴァキア、ポトカルパツカー・ルスの四つの州に分け、各州に限定的な自治権をあたえ

るものであった。これは、スロヴァキア人民党の政権参加への対価であり、初めてスロヴァキアが統一的な行政単
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位として承認されることになった︵ Klepetář 1937, pp.256-259;
香坂 1999; 2006
︶。この法案では、ドイツ人が多い独
立の行政地域であったシレジアがモラヴィアと合併されることになったため、賛成はドイツ連合与党にとっては、

困難な選択だった。そのため二議員が農業者同盟の会派から離脱したが、残りの議員団は一致して賛成投票をした。

同法では、州知事と、地方議会にあたる﹁州会﹂の議員の三分の一が中央政府からの任命とされたため、社会主義

Klepetář 1937, p.254-

諸政党は非民主主義的として反対したが、それを退けての採決となり、ブルジョワ連合の結束を示す結果となった

︶。
︵ Lipscher , p.97
これに対し、連合が一致できなかったのは、一九二七年五月二七日の大統領選挙であった︵

︶。国民民主党はクラマーシュを推し、スロヴァキア人民党、人民党の一部もマサリク再選に反対した。最終的
255
に、これらの政党はドイツ国民党やドイツ国民社会労働者党ら原理的野党と共に白票を投じた。共産党は独自の候

補に投票した。結局マサリクはブルジョワ連合の残りの政党と、チェコ社民党、国民社会党、ドイツ社民党の支持
で再選された。

さらに連合の軋みは、農業党の発言力の大きさへの他党、とくに人民党からの不満や、スロヴァキア人民党内の

ら急進派の動きからも生じた。前者に関しては、農業党がどの連合からもはずしえないかなめ党であ
トゥカ Tuka
ることが農業党の専横を招いているという不満が連合内に存在した。また、スロヴァキア人民党は、フス記念祭へ

の政府の公式参加やスロヴァキア地方知事の人選でも不満を持っており、連合との関係は順調ではなかった。

加えて、一九二七年冬、シュヴェフラ首相は重病となり、一九二七年十月一三日の閣議で第二党である人民党

︶。シュ
のシュラーメク社会保障相が首相代理に選ばれていた︵ Národní shromáždění, p.379; Klepetář 1937, p.263-264
ヴェフラは一時政務に復帰したが、一九二八年三月に病が再発し、その後二度と公的政治の場に戻ることはできな
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かった。しかし、当時はシュヴェフラの復帰が期待され、シュラーメクの首相代理としての連合政権主導が続くこ
とになった。

首相代理をつとめるシュラーメクにとって重要な課題は、社会保険改正とホワイトカラー年金という二つの困難

な立法であった。中でも社会保険改正は労働者の利害に直接影響する政策であったため、在野の社会主義諸政党と

二．チェコスロヴァキアとドイツの社会民主党の接近

の関係が特に焦点となった。

︵四︶

ブルジョワ連合と野党側の社会主義諸政党の間で利害が相反する政策が対象となったことは、チェコスロヴァ

キアとドイツの社民党の接近をもたらすことになる。一九二七年末、チェコスロヴァキア社民党とドイツ社民党

は、より密接な関係を模索することを決め、一九二八年一月にはプラハのスミホフで合同で大会を開くに至った

する論説を発表し、ブルジョワ連合政権によって、労働者の社会的権利が侵害され、そのため労働者階級の団結、

特にチェコスロヴァキア社民党とドイツ社民党の協力が必要となったとし、一九二八年一月の大会を、ブルジョワ

造とナショナリティの問題の解決方法をめぐって対立があるものの、これらの解決の道を探りつつ、共に政権参加

連合成立来の共和国の政治状況の変化がもたらした結果と位置付けた。さらに、ドイツ社民党との間には国家の構

((((

を目指すとの意志を表明している。両党の協調の具体的な目標としては、ブルジョワ連合による反動、特に﹁社会
((((

保険への攻撃﹂に対抗することが掲げられた。
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︶。
︵ Broklová 1999; Bruegel 1967; Bruegel 1973; Kural 1993
一九二七年十二月、社民党のマイスナーは、党機関紙﹃人民の権利﹄に﹁共和国のプロレタリアート大会﹂と題

議会制民主主義への突破と固定化（四・完）（中田）

ブルジョワ連合の諸政党は、両社民党の協調を強く警戒し、各党の機関紙は次々と批判の記事を載せた。内容は、

ドイツ社民党は共和国の枠組みの見直しを要求するショーヴィニストであり、共和国のナショナリティ問題の解決

策についての合意は難しく、両党の協調はチェコスロヴァキア社民党の国家に対する敵対につながりかねないとい
((((

の大会に集まり、ブルジョワ・ブロックの社会的、政治的反動に対する抵抗、特に目前の社会保険法改革への闘争

一九二八年一月二八日と二九日に、第二インターの他国の社民党からの参加も得て、共和国の社民党がスミホフ

自党が有力政党となれる連合政権を狙っていると警戒を示した。

((((

することであった。国民民主党の﹃国民新聞﹄は、チェコスロヴァキア社民党が、ドイツ社民党との結集によって、

気がかりであった点は、両社民党が協力して政権政党になることを目指した場合、連合のヴァリエーションが増加

うものであった。反動と名指されたことに対する批判もあった。これらに加え、ブルジョワ連合政党にとって特に

((((

か﹂という状況に置かれていたが、この大会で示した国民横断的な社会主義政党の結びつきによって攻勢にでたと

連合によって、社民党は野党に封じ込められ、﹁連合に入れてくれるよう丁寧にお願いするか、政治的終末を待つ

が﹃人民の権利﹄にこの大会についてまとめた記事は、前述の﹃国民
社民党幹部のコウデルカ Jaroslav Koudelka
新聞﹄の連合ヴァリエーションの変容に関する懸念を裏付けている。コウデルカは、チェコとドイツのブルジョワ

を決議した。

((((

した。彼はこの記事の中で、農業党の﹃田園﹄は早くも、ドイツ社民党のアクティビスト政党化によって、議会の

アクティビスト議員の数、ひいては連合のヴァリエーションがどのように変化したかを議論した、と紹介し、社民

党は連合の数合わせのために結集したのではないと否定したが、スミホフ大会が政党間関係を変化させる役割を

果たしたのは確かである。この時点ではドイツ社民党は政権参加の意思を明確にしたわけではなかった。しかし、
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チェコスロヴァキア社民党とドイツ社民党に国民社会党を合わせた議席数は七四であり、二つの農業党を合わせた

六九議席を上回る。また、カトリック系諸政党六七議席と合わせれば過半数に近い一四一議席となる。このように、

社会主義政党は結束することで、政党配置上、ブルジョワ連合に対抗する一つの極を初めて形成することができた。

前年十月にペロウトカが雑誌﹃現在﹄で、農業党が連合政権形成に不可欠なかなめ党であることが、農業党の専

横を招いているとし、それを抑えるために、人民党と社会主義政党の黒赤連合を提案したところ、大きな反響を呼

ぶ議論となっていた。国民社会党は人民党とは教権主義をめぐって対立していることから黒赤連合の提案には賛成

((((

できないとしたが、人民党内部からは、現在の連合に固執すべきではなく、別の選択肢も持つべきであるとの意見

や、人民党は社会主義政党と社会政策重視という点で共通性があるという肯定的な意見も表明されていた。それに

((((

たことで、政権へのアクセス可能性を失っていたのである。しかし、両社民党の提携によって、両農業党に匹敵す

は多数派形成の可能性は閉ざされていた。チェコの社会主義二政党は、ブルジョワ連合によって政権から排除され

和国の国制に反対する立場をとってチェコの社会主義二政党と共同歩調がとれなかったため、社会主義政党の側に

接近であると肯定的に評価する右派の議論があったが、実際には社会主義政党のうち、共産党とドイツ社民党が共

前述のように、ブルジョワ連合政権成立に対して、二つの多数派候補が競合するイギリスのような政党政治への

ことが理解できる。

議論の存在を考慮すると、両社民党の接近が連合のヴァリエーションを変える可能性のある事態として注目された

対し、農業党は赤黒連合の実現可能性を否定しつつ、構想自体には警戒を示さずにはいられなかった。このような

((((

る極となり、人民党との提携可能性も議論されたことで、初めて﹁二つの多数派候補﹂の競合が生じることになっ
た。
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((((

次に述べる社会保険法改正案の審議には、スミホフ大会で決議された社会主義政党の一致した強力な反対と、両

三．社会保険改革過程

社民党の接近によってもたらされた連合内外の政党関係の変容が影響を与えることになる。

︵四︶

デモが行われた。このデモに対抗して農業党もデモを組織し、ブルジョワ連合と社会主義政党の間の緊張が高まっ

の政党は、すべて野党の立場にあり、協力して抵抗活動を展開した。一月から三月にかけては四党共同で労働者の

働者の社会的成果の解体として批判された。社民党、国民社会党、ドイツ社民党、共産党の労働者を代表する四つ

一で代表されていた管理委員会の改革により、労働者階級の疾病保険や社会制度での影響力が弱体化する点が、労

︶。こ
政府の社会保険法改正案の議会審議は、一九二八年初頭に始まった︵ Deyl 1985; Klepetář 1937, pp.259-261.
れは一九二四年の社会保険法を改正するもので、農業季節労働者が保険から除外される点、経営者と被用者が一対

－

た。しかし、共産党系は実力指向であるのに対し、両社民党と国民社会党は合法的手段を重視し、両者は四月に分
裂した。ここから社会主義政党と政府の間には、妥協点を探る試みが始まることになる。

Ustřední

社会主義政党は、社会保険は一九二四年制定時に全国民連合で合意したもので、そのときの合意の当事者であ

る社会主義政党との交渉なしに改革することは容認できないと主張した。また、政府が中央社会保険機構

の専門家委員会の社会保険改正法案に対する検証の結果を待たずに、法案の採択を進めようとし
sociální pojišťovna
たことが批判された。

緊張緩和のため、ブルジョワ連合政権は、社会主義政党と社会保険改革について妥協の交渉を行うことを決めた。

((((

まず、交渉は議会の社会政策委員会の小委員会を舞台に行われた。社会主義政党の要望をいれ、専門家委員会の意

((((
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Osma,

に社会主義政党の代表を加えた話し合いを繰りかえしもつなど、これまでの連合内合意形成の手法の蓄積が生かさ

合意形成の手法として、議会委員会内の小委員会が用いられる、あるいは連合の合意形成機関である八党委員会

ルジョワ連合が多数決で押し切ることが、連合政治の力学上も難しくなったことである。

第二は、連合内の軋みや、両社民党の接近によりブルジョワ連合以外の連合可能性が議論に上るようになり、ブ

ること、人民党内の労働者翼の圧力があったことも影響している。

ないと連合側が判断したことである。社会主義政党を含む一九二四年当時の全国民連合諸政党間の合意の修正であ

一は、労働者に直接影響がある法案であり、労働者の代表である社会主義政党を排除して決定することは望ましく

社会保険改正において、このような政策決定方法がとられた原因として、以下の二つを上げることができる。第

らのケースと対照的に、社会保険改革では野党の社会主義政党に譲歩し、半年以上の交渉を行って法案を通した。

固定農業関税や聖職者国庫給与の際にも、社会主義政党の議会内外の反対にも関わらず、議決に持ち込んだ。これ

妨害を振り切って議決に持ち込むことは何度も行われてきた。また、ブルジョワ連合が生まれるきっかけとなった

を握っているにも関わらず、議会でそのまま法案を採決することはしなかった。全国民連合では原理的野党の議事

ここで興味深いのは野党を含めた交渉と妥協による政策決定という方法である。ブルジョワ連合は議会内で多数

程度におさえられた。同様の改革は、私企業ホワイトカラーの年金保険にも行われた。

︶ に、 社 会 主 義 政 党 の 代 表 が 招 か れ、 交 渉 を 行 っ た。結局夏前に合意は成立せず、交渉は夏中続けられ、
Osmička
秋にようやく決着した。このような交渉の結果、労働者側の不利益となる部分はあるが、その不利益は許容できる

((((

見をまって、それに基づいて議論を行うこととした。六月には連合政党の交渉合意機関である八党委員会︵

((((

れたといえよう。また、専門家委員会への付託というのは新しい方法であり、政策の合理性を担保しつつ、合意の
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((((

四．政党間関係の見直し

基礎にするという意味で、これまでのような単なる妥協とは異なる方向性を示していた。

︵四︶

社会保険改正をめぐるブルジョワ連合と社会主義政党の歩み寄りについては、政党間関係の新たな局面として、

の通常の状況を作りつつあるのである。もちろんこの際、われわれは決してイギリスのような理想的状況には到達

国民民主党の﹃国民新聞﹄は、﹁われわれは自分の議会の伝統を築いている最中であり、自分たちの方法で議会

喜ばしいことだと述べている。

における連合諸政党の長所だとした。農業党閣僚のホジャも、すべての政党が国家に配慮するようになったことは

べ、国家の利益にたち、議会政党相互の関係を大切にし、礼儀正しい態度で接することがチェコスロヴァキア議会

園﹄は、﹁束縛されない自由な情熱に任せていては、ユーゴスラヴィアやポーランドの議会になってしまう﹂と述

は連合諸政党であるとして、このような姿勢に議会少数派も加わったのだとしたら望ましいことだと述べた。﹃田

これに対し農業党の﹃田園﹄は、社会主義政党が街頭での暴力に訴えているときも、協調を大事にしてきたの

にもとづき、国家形成野党と共生することが不可欠であるとの考えを示した。

人々の生死に関わる利益に関しては、政府多数派の意思だけで野党との協議なしに決定してはならないという原則

熟議が支配する兆しがあるとして評価した。マイスナーは議会の発言で、与党多数派は、野党に代表されている

﹃人民の権利﹄では、ヴィンターが、これまでの連合の解決策とは異なり、専門家委員会の提案を吟味した上での

国民社会党の﹃チェコの言葉﹄は、専門家の発言力を求めてきた野党の考えが勝利をおさめたとし、社民党の

議会制の運用の観点からこれを評価する声が、双方から出された。

((((
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しないということを忘れてはいけないだろう。イギリスでは、野党のトップが与党多数派のトップと同じ政治的重

みを持っている。わが国では政治状況はイギリスほど単純ではないのだ﹂と述べ、チェコスロヴァキアの議会の状

況に即した政党間関係構築の必要性を主張した。同時に、連合政党の側にも生死に関わる利害はあり、政権の責任

を果たすために、野党との合意を目指す際、それを優先することを忘れてはならず、多数支配もやむをえないと述
べている。

このように、社会保険法改正の政策決定過程は、チェコスロヴァキアにおける議会政治の在り方を改めて考察す

るきっかけとなった。全国民連合の時期、連合における多様な利害を持つチェコ系諸政党の協調は、ドイツ諸政党

とスロヴァキア人民党の共和国に対して否定的な姿勢という条件のもとで、議会政治を機能させるための一時的な

非常措置とみなされており、決して正常な議会政治の状態とは考えられていなかった。ブルジョワ連合の形成につ

いては、議会におけるナショナリティ間の対決を部分的にせよ解決し、チェコスロヴァキアの議会政治を、イギリ

スのような﹁通常の議会政治﹂、つまり、保守と革新の二潮流の競合と、多数派支配に近づけるものとの解釈も行

われた。しかし、実際に社会主義陣営においてもナショナリティ間の垣根が解消し、社会主義諸政党が政権を狙う

対抗連合の核としてまとまると、ブルジョワ連合政権は、多数派として社会主義諸政党の反対を押し切るより、社

会主義諸政党との交渉と妥協を選んだ。ここで初めて、各党が明白な社会経済的利害をもつチェコスロヴァキアの

固有の状況が認識され、多数決で政治的意思決定を行うことの是非等、チェコスロヴァキアの政党配置に応じた議

会政治のあり方が探られた。イギリスをモデルとする議会政治から、独自の議会政治を目指す発想の転換がこの時
期生じつつあったのは、注目に値する。

但し、社会保険改革は野党に代表される労働者の利害に直接関わる特別な事例であり、他の政策に関してはブル

175

ジョワ連合は連合与党のみの賛成で政策決定を行うことを躊躇しなかった。チェコスロヴァキアにとって適した議

会政治の在り方をめぐる言説や、多数派支配に挑戦する野党の攻撃は、現実に政権を握るブルジョワ連合を直接揺

るがすことにはならなかった。しかし、次に見るように、ブルジョワ連合内部では、相互の対立がさらに激しくな

り、連合与党の合意そのものが困難になっていく。ブルジョワ連合政権は、連合内の不協和から崩れていくことに
なる。

一．ブルジョワ連合の終焉

︵五︶ブルジョワ連合の終焉とウドルジャル拡大連合政権の成立
︵五︶

一九二八年十二月二日に地方選挙が行われた。これはブルジョワ連合成立後初めての選挙であり、有権者のブル

社会主義諸党は地方選挙の結果を背景に、ブルジョワ連合への攻撃を強め、もはやブルジョワ連合は多数を持た

千票、ネガティビスト政党は三四万九千票で、アクティビスト政党の獲得した票がはるかに多かった。

のグループであるドイツ
国民党は減らし、国民党の野党戦術に反対して分離したドイツ工業家のロッシェ Rosche
労働・経済共同体ＤＡＷＧが票を伸ばした。合計すると、ドイツ社民党を含めたアクティビスト政党は一一三万七

ドイツ政権与党は票を減らしたが、ネガティビスト政党の結果は分かれ、国民社会労働者党は得票を増やしたが、

キア人民党は共に票を大きく減らした。

果は異なり、農業党は票を増やし、国民民主党も一九二五年の激減時に比べれば得票は増えた。人民党、スロヴァ

落するほどであったのに対し、社会主義政党はいずれも得票を増やした。ブルジョワ連合のなかでも党によって結

ジョワ連合への評価が示される機会であった。結果、ブルジョワ連合は票を減らし、国政選挙であれば少数派に転
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ず、政府に止まるのは問題であるとし、総選挙を要求した︵ Klepetář 1937, p.271
︶。しかし、シュラーメクは、十
二月十八日、下院で、地方選挙は﹁非政治的﹂であるとして国制への影響を否定した。八党委員会議長を務める農
業党のブラダーチもシュラーメクの見解を支持した。

とはいえ実際には、連合内部でも農業党と人民党の軋轢が強まっていた。選挙での敗北で連合政権内の人民党の

圧 力 を か け た。 農 業 党 は シ ュ ラ ー メ ク に 首 相 代 理 を や め、 三 人 の 農 業 党 出 身 閣 僚 の う ち、 最 年 長 の ウ ド ル ジ ャ

農 業 党 は 地 方 選 挙 の 支 持 を 背 景 に、 連 合 内 で 自 党 の 主 張 を 強 化 し、 国 政 選 挙 の 実 施 を 迫 る こ と で、 人 民 党 に

代る人材を見出せなかった。

立場は弱まり、シュラーメクが首相代理の地位にあることへの不満が高まった。しかし、農業党もシュヴェフラに

((((

農業党の農作物保護の要求、人民党の休日に関する要求、住宅供給支援法、ヘント・システムの改革等、従来から

ドルジャルが後継首相となった。ウドルジャルは首相の交代によっても内閣のプログラムに変更はないと表明し、

を 首 相 代 理 と す る よ う 求 め た。これをシュラーメクが拒み、両党の関係は緊迫化した。結局、一九二九
ル Udržal
年二月一日にシュヴェフラが正式に首相を辞任することで、最大政党である農業党が首相を出すルールに従い、ウ

((((

の懸案に取り組んだ。八党委員会の合間には、チェコ系四党の代表︵農業党のブラダーチ、国民民主党のクラマー

も内密に開かれ、意見
シュ、人民党のドランスキー、商工中産党のムルチョフ︶のみが集まる四党委員会 Čtyřka
調整をかさねた。中でも政権が最重要課題と位置づけた家賃規制や良質な賃貸住宅の供給問題に関しては住宅八党

((((

も開かれた。しかし、その後も対立は続き、政策合意はほとん
委員会 Bytová Osma / Bytové výbor koalovaných stran
どできず、多数派として機能することはできなかった。それでもブルジョワ連合は政権維持の点では結束しており、

((((

特に地方選挙で票を失った人民党は解散、選挙を先延ばししようとしていた。
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((((

ず、有罪判決の場合、責任を取ってスロヴァキア人民党は政権を離脱する意思を最終的に表明した︵

但し、早期選挙に反対する人民党に選挙を選ばせる必要があった。農業党は、九月に入ると新たな農業関税の要

ており、議会選挙によって、国政でも有利な立場を得る見通しであった。

判断し、この段階で早期に選挙を行うことを決断したと見られる。農業党は一九二八年の地方選挙でも票を伸ばし

︶。トゥカの有罪判決の見通しが強かったため、ウドルジャル首相は、スロヴァキア人民党の離脱でブルジョ
p.277
ワ連合が多数を失い、二年後、一九三一年十一月の下院議員任期明けまで持ちこたえられなくなる可能性が高いと

Klepetář 1937,

が共和国に対する陰謀準備及び軍事反逆の罪に問われる裁判が始
ヴァキア人民党の幹部の一人であるトゥカ Tuka
まった。スロヴァキア人民党の党首フリンカは、九月十七日、ウドルジャル首相と会談し、トゥカを党から排除せ

ブルジョワ連合が倒れる直接の原因となったのは、スロヴァキア人民党の問題であった。一九二九年八月、スロ

((((

二．ウドルジャル拡大連合政権の成立

果を裏付けるものであった︵表１参照︶︵

︶。ブルジョワ連合はスロ
Volby do poslanecké sněmovny v říjnu 1929. 1930

一九二九年十月二七日、共和国設立以来三回目の議会選挙が行われた。選挙の結果は、一年前の地方議会選挙結

︵五︶

スロヴァキア人民党の閣僚が辞任したが、既にその時点では選挙が告示されていた。

めた連合諸政党は九月二十五日、解散、総選挙の道を選ぶことになった。十月八日には実際トゥカの判決を受けて

((((

を任命し、連合内の閣僚バランスを農業党に有利に変更した。人民党は激し
業党のヴィシュコフスキ K. Viškovský
くこれに抗議したが、ウドルジャルはヴィスコフスキの任命を撤回せず、連合の亀裂は決定的となり、人民党を含

((((

求を行うなど、連合内の対立を誘う要求を表面化させた。さらに、ウドルジャルが兼任していた国防相ポストに農

((((
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表１
議席

有効投票数

0.5%

36548

53745

1810

2.6%

3.8%

0.1%

8979

3.4%

48609 18.3%

623340

359547

425051

4.9%

5.8%

政党

1929年下院議会選挙結果

8203

3.1%

7384979
56198

266327

ポトカルパツカー・ルス 共和国全体

1.6%

321936 17.7%

1428035

5.2%
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農業者と小農の共和党（農業党）
チェコスロヴァキア国民社会党

63%

1.1%

チェコスロヴァキア商工中産党
チェコスロヴァキア社会民主労働者党
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20406
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5.8%
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32949

73531

77419

12%

28%

29%

2237551

2990771
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1644578 22.3%
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チェコスロヴァキア政党合計
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13704
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191
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チェコスロヴァキア政党とフリンカスロヴァキア人民党

8
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フリンカスロヴァキア人民党
ドイツ国民社会労働者党

5.7%

1.3%

0.3%

7.5%

3.6%
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221945

64932

18528
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14

124255

464216 25.5%

114877

16

387060 10.0%

ドイツキリスト教社会人民党

7

1158616 30.0%

ドイツ選挙連合
ドイツ農業者同盟

66

21

2.2%

278979

13%

3218

ドイツ政党合計

ドイツ社会民主労働者党

8.9%

336540

1.4%

40410

16%

184298

3.5%

162136

40%

104556

289454

31%

257372

724282

6.3%

562146

40582 15.2%

16778

17%

398260 10.3%

13699

48%

30455 11.4%
4

9

648833

38%

2.4%

ポーランド党とユダヤ党の選挙連合

ハンガリーキリスト教社会国民党

30

1856418

33679

チェコスロヴァキア共産党

53

1458158

226917 15.9%

農業政党

92

122

0.4%

社会主義政党

753220 10.2%

社会主義政党（共産党を除く）

Volby do poslanecké sněmovny v říjnu 1929, Československá statistika sv.70, Praha 1930, s.34-35.

179

ヴァキア人民党を含めても多数を失い、新たな連合形成が不可欠となった。

農業党は票を伸ばし最大政党の地位を守り、大統領マサリクは農業党のリーダーであるウドルジャルに組閣を委

任した。ブルジョワ連合の諸政党は、一から新しい連合を作るのではなく、ブルジョワ連合を基礎としての新連合

連合が選挙結果を受け入れず、政権に固執しているとして非難し、社会主義政党の大幅な復調という選挙結果に応

散後も会合を続け、合意の結果を選挙後に至るまで常置委員会を通じて立法し続けていることに対し、ブルジョワ

ルジョワ連合を批判してきた社会主義政党や﹃リドヴェー・ノヴィニ﹄は、ブルジョワ連合の八党委員会が議会解

を希望し、ブルジョワ連合政党の間で、相互に連合から疎外しないことを約束したともいわれた。それに対し、ブ

((((

じて新たに連合を形成すべきと主張した。

農業党は、社会主義政党の連合参加には反対ではなかった。ブルジョワ連合が過半数を得られない可能性がある

中で、農業党が選挙を選んだことから、農業党が社会主義政党を含めた新しい連合の形成も計算に入れていたと推

測できよう。選挙戦では、農業党と社民党は相互を最大の敵対者としていた。農業党は農業利益と工業利益の均衡

の評価においては、人民党の議席の減少を指摘し、人民党がかなめ党化する可能性を牽制するとともに、農業党と

いては、人民党が社会主義政党と組み、農業党を排除する事態こそ最も避けるべきであった。そのため、選挙結果

を訴えるとともに、社民党が農業恐慌対策を掲げ農村部の票を得ようとするのを牽制した。しかし、連合形成にお

((((

民党が全国民連合の再生を希望するのであれば、大いに歓迎すると述べているように、農業党は社民党との連合に

社民党こそが共和国の二大潮流となったとし、社民党の選挙での躍進を認めている。機関紙﹃田園﹄の論説で、社

((((
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給与生活者の生活を圧迫したことを批判した。しかし、政権復帰のためには、農業党、ブルジョワ連合諸党との連

合が不可欠であることは認識しており、選挙後、ウドルジャルに議会第二党として政府参加の意志を尋ねられると、

党首ハンプルは肯定的な返事をしている。しかし、ハンプルは条件として、政府のプログラムに社民党の政策選好

が反映されることと、ドイツ社民党の政府参加をあげた。社民党は選挙で議席数を伸ばしたことで、自党の政権参

((((

まとめて入閣することに拘り、逆に政府の中でブルジョワ政党と社会主義政党が均衡するように、ブルジョワ連合

政府の中でマイノリティになり、まったく望ましい政策が履行できないことを恐れ、個別での入閣を拒否し三党が

過半数を確保することであり、ドイツ社民党の政権参加は希望していなかった。しかし、国民社会党と社民党は、

︶で党大会を開き、政府参加を正式に決議した。
ら十二月二日にかけ、アウシッヒ︵ Aussig/Ústí nad Labem
ブルジョワ連合にとって望ましいのは、ブルジョワ連合を基礎として、二つのチェコの社会主義政党のみを加え、

((((

社会保険改革の際の共闘以来接近していたことが、この条件にも反映されていた。ドイツ社民党も十一月三〇日か

加が正当と考え、強い立場で連合交渉に臨んでいた。チェコ社民党とドイツ社民党が一九二八年のスミホフ大会と

((((

の中からいくつかの政党をはずすよう求めた。しかしブルジョワ連合の政党はいずれも政権与党を離れることを望
んではいなかった。

そのため、病床のシュヴェフラが﹁一九二〇年には政党は政権参加のために要求を突きつけ、一九二五年には無

条件に政権入りし、一九二九年には政権に入るためには譲歩も辞さない﹂と述べたといわれるとおり、共和国に対

する原則的野党以外のほとんどの政党が政権入りを希望する形となった。三百議員中二三九議員が原則的に政府支

((((

持であった。これは農業党の﹃田園﹄が﹁限りなく喜ばしい現象﹂と書いたように、多くの原則的野党を抱え込む
より、議会制にとって望ましい現象ではあった。
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しかし、多数の政権参加意志のある政党を一つの政権多数派にまとめあげることは困難な課題であった。事態は

膠着し、十一月末になっても政府多数派の構築は成功しなかった。このままでは官僚内閣樹立の可能性もありうる

と考えられたが、結局ブルジョワ連合側と社会主義政党側の双方が譲歩し、ようやく連合参加政党が固まった。ブ

ルジョワ連合のうち既に連合との関係が悪化していたスロヴァキア人民党と、ドイツブルジョワ政党の中ではドイ

ツキリスト教社会党が連合を外れることになったが、ドイツ農業者同盟は連合に残り、ドイツ労働・経済共同体Ｄ

ＡＷＧが新たに加わった。社会主義政党は三党そろって政権に参加することになり、こうして四週間の交渉の果て
にようやく多数派が決定した。

その後もポストをめぐって争いがあり、ウドルジャルは当初、ドイツ社民党から入閣する党首のチェフに無任所

大臣か重要性の乏しい食料供給相のポストしか提供しないとしたのが、社会主義政党の強い抗議を受けて、修正し、

チェフは社会保障相のポストを提供されることとなった。人民党と社民党は、農業党を内相、農相ポストの独占か

((((

らはずすよう共同して努力したが、これは実現しなかった。

新政権にはチェコスロヴァキア政党からは、主要五政党に商工中産党を加えた六党が参加した。ドイツ政党から

は、農業者同盟に加え、ドイツ社民党とドイツ人のリベラル小会派ドイツ労働・経済共同体ＤＡＷＧが加わり、九

︶。ポーランド人とユダヤ人がチェコスロヴァ
政党／会派から構成されることになった︵ Národní shromáždění, 1938
キア社民党に加入した後は、与党連合は三百議席中二〇九議席を占め、小会派、政党の連合離脱後も連合七与党だ

けで一九三議席を保有していた︵ Klepetář 1937,︶。
2 多くの政党が連合にとって不可欠とはいえない 過大規模連合
であり、チェコスロヴァキア共和国最大の連合であった。

フリンカ・スロヴァキア人民党が連合を離脱したことで、ネイション軸上の幅は多少狭くなったが、ドイツ人の
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最大政党であるドイツ社民党が政権連合に初めて参加したことは、共和国のネイション問題上重要な意義をもった。

さらにこの連合は、三年ぶりにすべての社会経済利益の代表を含み、社会経済軸上にも大きく拡大した。農業党と

社民党については、同じ社会、経済基盤のチェコ政党とドイツ政党がセットで多数派連合に参加した。

九政党／会派に及ぶ各連合政党の政策選好は当然相違しており、連合政権のプログラムを作ることで具体的な政

幅広い連合の唯一のプログラム的な結節点は、長引く農業不況と、他の経済分野も巻き込んだ世界恐慌の接近に

後五週間を費やし、新政権のプログラムについてはほとんど話し合う時間もなく政権が作られた。

権の行動を前もって方向付ける必要があったが、それはなされなかった。多数派の形成と閣僚ポストの配分で選挙

((((

方針演説は農業問題と工業問題の双方に触れ、さらに拡大連合に関わるすべての部分利益への支援を一通り並べ、

︶とも呼ばれた。しかし、農業恐慌につ
て当たるという意味で、﹁経済結集連合﹂︵ hospodářská koncentrační koalice
いても、農業党と社会主義政党の間にはごく抽象的な合意のみが施政方針演説に盛り込まれただけであった。施政

対して、協働して対処する必要性を認識しているということだけであった。拡大連合は経済危機に諸政党が結集し

((((

三．拡大連合政権成立の意義

ろうか。

拡大連合政権成立はチェコスロヴァキアの議会制民主主義の固定化において、どのような意義を持つといえるだ

︵五︶

合に基づくウドルジャル政権は﹁合意することを合意﹂だけして、政権運営に乗り出していくことになる。

連合内の政治的均衡を表していたが、具体性は欠如していた。シュラーメクの言葉が持ち出されるように、拡大連

((((

ドイツ社会民主党も政権参加の意思を示したことで、議会内の国家に原理的に反対する政党はドイツ国民党、ド
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イツ国民社会主義労働者党、共産党のみとなり、チェコスロヴァキアの議会政治はその意味で建国後の不安定な状

況からさらに脱したといえよう。連合形成に参加しうる政党の幅も広がり、連合政権のヴァリエーションも理論上
は拡大した。

この状況のもとでの一九二九年の選挙の結果は、次の統治多数派に関して、ブルジョワ連合の過半数割れという

形でネガティブには示唆をあたえたものの、明白な規準を与えることはなかった。社会主義政党も全体として議席

を伸ばしたものの、単独では政権をつくれず、ブルジョワ連合を割って新しい多数派を形成することもできなかっ
た。

最大政党となった農業党が連合のイニシャチブを握ったが、社会主義政党との連合を模索せざるを得ず、多数派

形成に際して右派や左派といった区別やイデオロギー、新政権の政策選好などの共通性が連合を規定する役割を果

たすことはなかった。むしろ、ブルジョワ政党と社会主義政党の政権内における﹁均衡﹂が重視された。連合内の

共通性、同質性よりも、差異を認めたうえで均衡を目指すという点が特徴的である。過半数を制する最小勝利連合

は追及されず、政権入りを望むほとんどの党が政権入りし、その結果、保守と革新の二政治潮流の政権交代や建設
的野党の存在の重要性という議論は姿を消した。

官僚内閣という選択肢がほとんど議論されず、議会内閣を前提として連合形成が進んだことも特徴的であった。

これまでの多数派の議論に見られた、議会内の多数派と政権多数派の形成の間の時間差も今回は見られなかった。

これらの特徴から、拡大連合はチェコスロヴァキアの多数派形成の課題に一つの解を見出したものと意義づける
ことも可能であろう。

連合形成に参加しうる政党の幅も広がった中で、多数決原理に基づく多数派形成が結局行われず、幅広い利害を
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代表する多数の政党が過大規模連合を組んだことは、チェコスロヴァキアにおける議会制民主主義に対する考え方
の転換ともみなしうる。

全国民連合の際の幅の広い連合は、ネイション間対立から政権連合に参加する政党が限られていたことによるや

むを得ない例外的事態と考えられていた。ブルジョワ連合はドイツ系諸政党の政権参加により、チェコスロヴァキ

アでも、﹁古い議会制民主主義諸国﹂のように、多数決原理に基づく連合形成や政権与党対建設的野党の対立が初

めて可能となり、議会制民主主義の成熟に向かったとする意見も見られた。しかし、排除された社会主義政党の側
からは、人民の代表を政権から排除することへの批判も上がった。

そのなかで社会保険改革の際に、ある党にとって重要な政策については、たとえその党が野党であったとしても、

多数派が多数決で押し切ることはせず、その党を含めた合意形成を行うという前例が作られたことはチェコスロ

ヴァキアの議会制民主主義にとって重要な意味を持った。この経験が契機となって、チェコスロヴァキアはイギリ

スとは条件が異なり、固有の議会制民主主義の型があり得るという議論が生まれたことは重要である。一九二九年

六月、リベラル系独立誌の﹃現在﹄には、﹁われわれの民主政、イギリスの民主政﹂という論説が掲載され、有権

者の政党支持がフレキシブルなイギリスの動態的な民主政に対し、政党と個別の職能集団が結びつき、議会は組織

化された社会の縮図であり、選挙ごとに有権者の支持の政党間移動も少ないチェコスロヴァキアの民主政との大き
な相違を指摘している。

このような議会制民主主義観の変化が背景にあったとはいえ、現実に拡大連合が形成されたのは、旧ブルジョワ

連合と社会主義陣営の双方が切り崩しを拒んだことから、やむを得ず生まれた側面がある。特に旧ブルジョワ連合

側には、あくまで一部の社会主義政党のみを連合に含め、旧ブルジョワ連合を核にした最小勝利連合を目指す動き
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も存在した。しかし、結果として大連合が成立し、経済危機を目前に控え、広範な利害の代表を政権内に含む拡大

連合が成立したことは、広範な政党を合意形成過程に組み込むことを制度的に保障することを意味した。社会保険

改革時の広範な政党の協調は、政権レヴェルでは最小勝利連合の多数派連合が組まれ、この政策についてのみ、政

策決定時に議会の野党を交渉に含めるという一時的な現象であったが、拡大連合では、恒常的に広範な政党間の交
渉による政策形成が行われることになる。

社会がネイションと社会経済利益の両方によって分断され、それを反映して部分利益ごとの組織政党が多数存在

するチェコスロヴァキアのような政党配置の政治社会においては、多数決原理に基づく議会制民主主義は一部の部

分利益の排除という問題を招いた。この点を考慮すると、社会の広範な部分利益が政党を通じて政権連合内に代表

され、政策決定過程に参加する拡大連合は、特定利益の代表が政権から排除されないことで、連合政権、さらには

議会制民主主義体制そのものの正統性を高める可能性も含んでいた。拡大連合政権の形成は、多数派形成の課題に
チェコスロヴァキアの条件に適応した一つの解だったといえよう。

拡大連合の形成には、連合交渉中から懸念も表明された。八党のブルジョワ連合がすでに合意不能になっていた

ことから、これ以上の規模の連合が果たして合意できるのかという疑問が呈された。また、過大規模連合であるこ

とから、連合政党の一部を連合から排除することも数的には可能であり、このことが合意形成をさらに困難にする

と考えられた。この懸念についての検証は別稿に譲り、拡大連合の形成をもって、一九二〇年代のチェコスロヴァ
キアの議会制固定化過程の分析を終えたい。
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第三節

考察 ︱ 組織政党議会における議会制民主主義の固定化

以 上、 第 二 節 第 四 項︵ 中 田 2008b
︶、 第 五 項︵ 中 田 2010
と 本 稿 ︶ の 二 項 に わ た っ て、 ポ ー ラ ン ド と チ ェ コ ス ロ
ヴァキアにおける議会制民主主義の動態の考察を行い、議会制民主主義の固定化過程を分析してきた。

その際、本稿の第一部で提示した、組織政党議会における議会制民主主義固定化の鍵となると考えられる、規範

性をめぐる言説、多数派連合の範囲とレヴェル、多数派連合の合意形成のための制度、の三点に留意して分析を進

︶。以下、これらの視角に沿って、過程分析で得られた結果を整理し、これらの課題
めてきた︵中田 2008a, 13-24
の達成が、議会制民主主義の固定化につながるのかどうかを考察していきたい。

一．規範性をめぐって

規範性をめぐる言説とは、議会制民主主義のどのようなモデルをいかなる根拠で正統とみとめるかをめぐる議論

であり、特に、社会における部分利益を代表する多数の組織政党が集まる議会において、多数派連合政権や多数決
による決定をどう捉えるかが焦点となる。

ポーランドの社会と政党の関係について、本稿では十分明らかにすることはできなかったが、限られた知見から

判断する限り、ポーランドの多党制は複数の社会的クリーヴィッジの交差から生じるのではなく、選挙制度と地方

に独自の基盤を持つ政党の存在に起因しており、部分利益が多数存在するとはいいがたい。明白に観察される階級

クリーヴィッジとナショナリスト対エスニックマイノリティの対立軸は、むしろ重なっており、右派と左派を強く
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対立させる要素となっていた。特に農業、農村利益を農業党が完全に掌握できず、しかも農業党が複数の政党に割
れていたことが、農業利益の部分利益としての独立性を弱めた。

このような社会と政党の関係を反映し、ポーランドの場合、選挙制度として比例代表制を受け入れたとはいえ、

左右中道いずれの党派も、自分の党派こそが人民大衆の支持を受けるという期待をもって比例代表制に賛成してお

り、社会での一定の限られた基盤に見合った発言力を議会レヴェルで確保することを理由に比例代表制を支持する

︶。
党派はエスニック・マイノリティのみであった︵中田 2008b, 163
ポーランド政党の中では右派が左派より有力であり、右派は中道政党と組んで中層右派政権をつくることを、多

数決原理に照らし正当であるとみなしていた。建国期の活躍から政治的権威をもつピウスツキが右派政権を望まな

いこと、なにより、マイノリティ政党が存在するために右派が議会全体の中では十分な多数を持たないことが、右

派の多数派支配の障害となっていたが、右派政党は、この条件の中で他党との妥協や協力を選ぶよりも、選挙制度

の改革により、より明白な多数派を選挙から作り出すことを望ましいと考えていた。執行権の強化によって、不安

定な議会に依存せず、政府が効率的に政策を実行できる仕組みを作ることも、右派の構想の一部であった。

これに対し、チェコスロヴァキアの場合、各政党は複数の交差する社会的クリーヴィッジによって区切られた社

会の部分利益を代表しており、自党の代表する利益の部分性は各党指導者から十分認識されていた。その認識に加

え、一九二〇年代前半にはドイツ系、スロヴァキア系の諸政党が共和国に対して原理的反対の立場をとっていたこ

とから、広範なチェコ系各党の大連合以外、安定的な多数派が築き得ない条件に押され、国民民主党から社会民主

党まで多様な利害を代表する五党の広範な連合が選択され、次第に多様な政党の連合こそがチェコスロヴァキアの
﹁伝統﹂という発言がでるほどに、受容されていった。
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一九二〇年代後半共和国に対する原理的反対の立場をとっていたドイツ系、スロヴァキア系諸党が、共和国の政

治への積極的参加へと立場を変えると、議会における多数派形成のヴァリエーションが拡大し、多数派支配による

政策決定をどう評価するかという問題が初めて実質的に出現する。新たに形成されたブルジョワ連合が、多数派連

合が多数決で政策決定するのは、議会制民主主義の通常の動態であり、チェコスロヴァキアの議会制民主主義の成

熟の証であると主張したのに対し、連合から排除された社会主義諸政党は、社会の重要な一要素である労働者の代

表を政策決定から排除することを批判し、ここで議会制民主主義の規範性をめぐる対立が生じた。

しかし、大きな争点となった一九二八年の社会保険改革では、労働者の利害に直接かかわる政策を労働者の代表

を排除して決めるべきではないという議論を、ブルジョワ連合も受け入れ、野党の社会主義諸政党の代表を連合政

党間妥協の場に招いて政策決定が行われ、チェコスロヴァキアの社会と政党の関係の固有性を踏まえた、部分利益

間の協調という独自の議会制民主主義の追求が必要であるとの認識も示された。さらに、一九二九年の選挙後は、

原理的野党以外のすべての政党が政府参加を望み、そのほぼすべての政党が政権に参加する大連合が形成され、ブ

ルジョワ連合時に登場した多数派与党と建設的野党の競合という議会制民主主義のモデルは影を潜めてしまう。

これらの分析から、ポーランドとチェコスロヴァキアでは社会の区切られ方と政党への組織化のされ方が異なっ

ていたこと、それが一因となって、政党が代表する利益の部分性の受容に差異があったことが重要とおもわれる。

ポーランドでは、各党派が自党の利益を部分的なものとは認識せず、右派に関しては多数派支配の可能性を追求す

る傾向があり、これが次に検討する政党間連合に関しても、幅の広いコンセンサスよりも、一部政党による過半数

連合を指向する結果をもたらした。しかし、左右の対立が激しいため、過半数連合は反対陣営から常に強く批判さ

れ、正統性を認められなかった。この矛盾が、ポーランドにおける議会制民主主義の固定化を困難にしたといえよ
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う。それに対し、チェコスロヴァキアでは、政党が部分利益代表であることを積極的に容認し、政策決定過程に多

くの政党を組み込んでいくことが、チェコスロヴァキアの議会制民主主義の固有の方法として、徐々に受入れられ
ていき、議会制民主主義の固定化に寄与したと考えられる。

二．連合のレヴェル、範囲

多数派連合のレヴェルと範囲について、本稿では、議会における政治的意思決定と内閣の選出問題の分離︵官僚

内閣や少数派政権︶、連合範囲の拡大︵大連合や過大規模内閣︶、かなめ党の役割の諸点に留意して分析してきた。
以下順に検討する。

︵一︶議会における政治的意思決定と内閣の選出問題の分離

両国ともに、議会における政治的意思決定と内閣の選出問題の分離はしばしば試みられた。ポーランドでは、政

党間の妥協のハードルが高く、連合政権形成が困難なことから、党員外の専門家を首相とする議会外内閣が、制

憲議会の時期から多用された。もっとも長期に継続し、生産性も高かったグラプスキ内閣も議会外内閣であった。

チェコスロヴァキアでも、議会選挙後多数派議会内閣の形成が困難な中、少数派政権と官僚内閣が形成された。両

国ともに、これらの政権の形成に関してピウスツキ主席や、ヴォイチェホフスキ、マサリクら大統領が積極的な役
割を果たしており、彼らの首相任命権限が効果的に利用された側面が観察される。

但し、事例の分析から、議会外内閣と議会制民主主義の固定化の関係は、両国で異なることが明らかとなった。
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チェコスロヴァキアでは二回の官僚内閣の間に、議会で政党間の多数派連合が形成され、それが次の議会内閣の多

数派連合になった。議会の政党勢力比の変動などに応じた連合の組み換えの際、政党は内閣を官僚にゆだね、議会

における政策合意の繰り返しを通じて、多数派連合を徐々に安定化させることができた。この場合、官僚内閣は、

議院内閣制へのステップとして利用され、議会制民主主義の固定化につながったと評価できる。

ポーランドの場合も、グラプスキ内閣期のラタイの発言のように、官僚内閣を支える議会の政党間協力の試みも

なかったわけではない。これが、議会における多数派連合、そして議会内閣へと成長する可能性もあったであろう。

また、グラプスキ議会外内閣時の経験や、社会党の政権協力への方針転換が、次のシコルスキ半専門家半政党内閣

へとつながったことも見過ごせまい。しかし全体としては、政党側には非政党人の首相に議会の多数派工作をゆだ

ねる傾向が強く、自ら議会レヴェルで多数派連合を作る側面は弱かった。ポーランドの場合、議会外専門家内閣を

議会内閣へのステップとみなすのではなく、これ自体を通常の議会制民主主義の状態として受入れたほうが、安定

に結びついたかもしれない。しかし、政党側に議院内閣制への強い指向があり、議会外内閣については臨時のもの

としかみなせなかったため、せっかくの議会外内閣の経験が議会制民主主義の長期的な固定化をもたらすことはで
きなかった。

︵二︶連合範囲の拡大

ポーランドでは、グラプスキ議会外専門家内閣とシコルスキ半専門家半政党内閣においては、幅広い政党の政権

への協力が見られた。これが両政権において政策決定、実行がスムーズに進んだ一因となったことからも、ポーラ

ンドにおいても、幅広い政党間の協調を模索する意義はあったと思われる。左右の政党相互間の直接協調はハード
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ルが高すぎるため、この点でも議会外内閣の存在意義が大きい。政党相互の直接連合は中道右派か中道左派に限定

された。これらの連合は双方とも、排除された側から激しく批判され、不安定になりがちであった。議院内閣制指

向から、このどちらかの最小勝利連合、特に中道右派連合の議会内閣が目指されたことが、ポーランドの議会制民
主主義の不安定化を招く結果となった。

チェコスロヴァキアでは、全国民連合として幅広いチェコ政党の連合が組まれた。これは、議会内の共和国に対

する原則的反対派の存在からやむを得ずとられた選択であったが、チェコ諸政党はここで多様な社会経済利益の間

の協調と妥協をはかる経験を得た。その後、原則的反対派諸党のアクティビスト化によって、ナショナリティ横断

的な連合拡充によって限定的な社会、経済利益の政党のみを含んだ多数派連合が試みられ、社会主義政党が連合か

ら排除されたが、議会での社会保険法案審議時には、結局社会主義政党の代表との協議が行われ、広範囲の政党が

参加して政策決定が行われた。一九二九年に形成された拡大連合は、チェコスロヴァキアにおいて、政権参加意思

を示した政党は連合に加えるという広範な連合が選択されたことの表れであり、部分利益の代表をできるかぎり広
く合意形成の場に導くことで、議会制民主主義の固定化につながった。

︵三︶連合政権におけるかなめ党の役割

ポーランドでは、農業党がピャスト派、解放派に分かれ、各々右派、左派に近く、かなめ党としての役割を果た

すことが困難であった。ピャスト派の党首ヴィトスが、いくつかの場面で調停役をおこなった同じピャスト派の下
院議長のラタイに比べても、政党間の橋渡しに長けていなかったことも原因である。

チェコスロヴァキアでは、農業党がかなめ党の役割を果たし、さまざまな連合すべての核となった。連合の形成
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だけでなく、農業党が農業者利益の党として、職能身分代表、部分利益代表としての立場を強く押し出したことが、

チェコスロヴァキアの政党間関係全体に強い影響を与えた。この際、シュヴェフラ研究者のミラーが主張するよう

︶。但し、一
に、農業党党首シュヴェフラの卓越した交渉力が重要な役割を果たしたことは疑いない︵ Miller 1999
九二〇年代後半、シュヴェフラは病気により政治活動が十分できない状況であった。一九二六年の関税多数派の際

は農業党のホジャが活躍し、シュヴェフラであれば選ばなかった可能性のある連合を作り上げた。また、社会保険

改革の交渉は、シュラーメク首相代理、ブラダーチ八党委員会議長のもとで行われた。死神とも取引するといわれ

たシュヴェフラの交渉力、妥協力に比べて、シュラーメク、ブラダーチの手腕には批判もあるが、彼らの主導下で

も、政党間妥協が実現したことに意義がある。このように、節目節目でシュヴェフラ以外のアクターが重要な役割
を果たしていることも見逃せないだろう。

三．多数派連合の合意形成のための制度

多数派連合の合意形成のための制度については、政治ポストの分配や法案審議方式において、どのような制度的
工夫が見られるかに注目した。

チェコスロヴァキアにおいては、連合政党間の合意形成機構としてピェトカ︵五党委員会︶が作られ、その後、

連合の変化に応じて、六党委員会、八党委員会と姿を変えつつ存続した。ピェトカでの合意形成は、非公開であり、

透明性に欠けたが、プラグマティックな妥協が可能という利点も存在した。各党の政治勢力にかかわらず、一党一

人の代表であり、決定が全会一致であることから、少数利益の代表も尊重される仕組みであるといえよう。また社
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会保険改正時には専門家委員会の答申をベースに妥協案を作ったように、専門家の起用による政党間対立の緩和が
はかられたことも連合間合意形成のための制度化の一例である。

ポーランドにおいては、ピェトカのような組織はおそらくグロプスキ政権期に試みられたものの、定着はしな

かった。教育言語法案審議の際の四者委員会は、特定問題に関する政党間協調の枠組みといえるだろう。ポーラン

ドにおいては、広範な政党間連合が試みられることが少なかっただけに、合意形成のための制度もあまり発達しな
かったといえる。

おわりに

本稿では戦間期のヨーロッパにおける議会制民主主義の固定化を考察の対象とし、特に、組織政党議会の成立し

た国においては、部分組織利益を代表する複数の政党がいかに多数派を形成するかという問題が議会制民主主義固
定化の鍵となると仮定して考察を行った。

本稿の主張の中心は、議会制民主主義は発展経路によって、いくつものヴァリエーションに分かれており、一つ

のモデルに解消することができないということである。ヴァリエーションごとに、固定化の方向性も、そのための

課題も異なる。そして往々にして、先行事例やそこから導かれる規範意識が、固有の固定化にとって、妨げとなる

こともあった。﹁組織政党議会﹂を持つ議会制民主主義は、議会制民主主義の後発類型であり、先行類型との相違

に悩みつつ、固有の道を模索する必要があった点で、その政治発展には独特の困難も伴った。
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ここでは戦間期のチェコスロヴァキアとポーランドを取り上げたが、組織政党議会は時代的にも、地域的にもよ

り広く観察される現象である。戦後ヨーロッパの大陸諸国の議会政治には、この要素を部分的に観察することがで

きる。それにもかかわらず、組織利益を代表する諸政党の幅広い連合と相互合意形成という方法が、民主主義とし

て、議会制としてどのように正統化できるのかという問題には、政治学上十分な答えが示されているとはいいがた

い。本稿は、固定化期の議論を紹介することで、多少なりともその作業に貢献することも意図している。

取り上げた事例は、チェコスロヴァキアが固定化の成功例、ポーランドが固定化の失敗例であり、固定化の鍵と

して分析対象とした課題は、大枠ではチェコスロヴァキアでは果たされ、ポーランドでは果たされないという結果

にも見える。しかし、ポーランドの中にも、固定化への接近の芽が複数存在したこと、チェコスロヴァキアにおい
ても、試行錯誤があったことを分析の中から確認することもできたと思われる。

事例分析のなかでは、政党の省庁割拠、授権法の問題、ピウスツキのクーデター以降のピウスツキ、大統領、議

会の関係など、本稿の枠組みでは捉えきれないが、議会制民主主義の固定化を論ずる際重要と思われる要素にも出

註

LN, r.34,č.156, 26.III.1926, ráno, Neschválené vládní prohlášení.

1937, p.232.

24.III.1926, odpoledne, Úřednická vláda a strany, Samostatný postup sociálních demokratů, Stříbrného výklad koaliční krize; Klepetář

LN, r.34,č.145, 20.III.1926, rano, Nová vláda nastupuje v úřad; LN, r.34,č.151, 23.III.1926, odpoledne, Co se děje; LN, r.34,č.153,

会ったが、単に記述するにとどまり、分析、考察に生かすことができなかった。今後の課題としたい。

⑴

⑵
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⑶
⑷

⑸
⑹
⑺
⑻
⑼

⑽
⑾
⑿
⒀
⒁

LN, r.34,č.145, 20.III.1926, rano, Nová vláda nastupuje v úřad.

LN, r.34,č.153, 24.III.1926, odporedne, Úřednická vláda a strany, Samostatný postup sociálních demokratů, Stříbrného výklad koaliční
krize.
LN, r.34,č.155, 25.III.1926, odpoledne, Co se děje.
LN, r.34,č.156, 26.III.1926, ráno, Neschválené vládní prohlášení.
LN, r.34,č.155, 25.III.1926, odpoledne, Co se děje.
LN, r.34,č.155, 25.III.1926, odpoledne, Co se děje.

LN, r.34,č.145, 20.III.1926, rano, Nová vláda nastupuje v úřad; LN, r.34,č.152, 24.III.1926, rano, Jak to bylo?; LN, r.34,č.153,

24.III.1926, odpoledne, Úřednická vláda a strany, Samostatný postup sociálních demokratů, Stříbrného výklad koaliční krize.
LN, r.34,č.161, 29.III.1926, ráno, Poznámky z týdne.

LN, r.34,č.147, 21.III.1926, rano, Nad mrtvou koalicí; LN, r.34,č.185, 11.IV.1926, ráno, Demokracie v nebezpečí?
LN, r.34,č.160, 28.III.1926, ráno, Jarní úklid.
LN, r.34,č.220, 30.IV.1926, ráno, První prělom, Klepetář 1937, pp.233-4.
LN, r.34,č.232, 7.V.1926, odpoledne, Co se děje.

⒃

LN, r.34, č.281, 4.VI.1926, odpoledne, Co se deje, LN, r.34, č.290, 9.VI.1926, odpoledne, Co se děje.

LN, r.34,č.269, 28.V.1926, odpoledne, co se deje; LN, r.34, č.271, 29.V.1926, odpoledne, Co se děje.

LN, r.34,č.302, 16.VI.1926, ráno, Ferdinand Peroutka, Je to práce pro národní většinu?; Klepetář 1937, p.235.

⒄

LN, r.34, č.279, 3.VI.1926, ráno, Celní většina.

⒂

⒅
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⒆
LN, r.34, č.290, 9.VI. 1926, odpoledne, Co se děje.

LN, r.34, č.298, 14.VI.1926, odpoledne, Poznámky z týdne.

︵以下 と
マサリ
AÚTGM, BA, krabice
k.略︶ 8, Národní sociální strana, sl 2, Výkonný výbor čs. soc., Klub posl, Klub senát, 15.VI.1926.

vna 1926, http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1925ns/ps/stenprot/031schuz/; Národní shromáždění, p.372.

Tesnopisecka zprava o 31. schuzi poslanecke snemovny Narodniho shromazdeni republiky Ceskoslovenske v Praze v sobotu dne 12. cer-

LN, r.34,č.296, 12.VI.1926, odpoledne, Ohromné výtržnosti v parlamentě - Cla neodhlasována.

vna 1926, http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1925ns/ps/stenprot/030schuz/.

Tesnopisecka zprava o 30. schuzi poslanecke snemovny Narodniho shromazdeni republiky Ceskoslovenske v Praze v patek dne 11. cer-

LN, r.34,č.296, 12.VI.1926, odpoledne, Co se děje; Klepetář 1937, p.237.

⒇








ク研究所文書館内のベネシュ文書集には、第一共和国で建国から一九三五年まで外相、一九三五年から第二代大統領を務めた

ベネシュの文書が未整理のまま、収められている。ベネシュが国内外の提供者から集めた情報がその中心である。内政につい

ては、ベネシュは国内各政党に情報提供者を持っており、その報告が保存されている。また、ベネシュは国民社会党の幹部の

LN, r.34,č.279, 3.VI.1926, ráno, Celní většina.

LN, r.34, č.294, 11.VI1926, odpoledne, Co se děje.

LN, r.34,č.279, 3.VI.1926, ráno, Celní většina.

LN, r.34, č.303, 16.VI1926, odpoledne, co se deje; LN, r.34, č.312, 21.VI1926, odpoledne pondeli, co se deje; Národní shromáždění, p.372.

LN, r.34,č.297, 12.VI.1926, ráno, Noc a den.

一人であり、国民社会党の文書も含まれている。
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LN, r.34,č.285, 7.VI.1926, ráno, Poznámky z týdne.
LN, r.34,č.302, 16.VI.1926, ráno, Je to práce pro národní většinu? Ferdinand Peroutka,
LN, r.34,č.324 , 28.VI.1926, ráno, Poznámky z týdne, K. Z. Klíma.
LN, r.34,č.302, 16.VI.1926, ráno, Je to práce pro národní většinu? Ferdinand Peroutka.
LN, r.34,č.297, 12.VI.1926, ráno, Noc a den.
LN, r.34,č.145, 20.III.1926, rano, Nová vláda nastupuje v u-řad.

http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/1925ns/ps/stenprot/034schuz/; LN, r.34,č.307, 18.VI.1926, odpoledne, Státně-zaměstnanecké osnovy schváleny.
LN, r.34,č.324 , 28.VI.1926, ráno, Poznámky z týdne.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Českoslvenská Republika, 18.IX.1926, K vnitropolitické situaci. Parlamentní většina a vláda na obzoru?;

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Večer, 23.IX.1926, Mezi většinou a oposici; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Českosl.republika, 26.IX.1926,
Většina a oposice v přístím zasedání parlamentu.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní politika, 23.IX.1926; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Pražský večerník, 25.IX.1926, Vyjasňování.
SÚA[MZV-VA],1159/2344: Tribuna, 26.IX.1926, Nová větsina.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: LN več, 27.IX.1926, Proč se spojují čeští a němečtí agrárníci; SÚA[MZV-VA],1159/2344: NL, 28.IX.26,
Nejístota.
SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní Politika, 29.IX.1926, Porady v Topolčiankách.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: NL, 2.X.1926, Vyjasnětní se blíží?; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Večer, 4.X.1926, Druhé období politických
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porad.
SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní politika, 5.X.1926, Vnitropolitická situace.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Českosl. Republika, 5.X.1926, K vnitropolitické situaci. První období skončeno, nastává druhé.



SÚA[MZV-VA],1159/2344: České slovo, I.X.26, Příští režím politický.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní Politika, 30.IX.1926, Výhody dvou většin.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Večer, 4.X.1926, Druhé období politických porad.







PL, r.36, č.302, 22.XII.1927, s.1, Rudolf Illový, Vyplněný sen.

PL, r.36, č.290, 8.XII.1927, s.1, Dr. Alfréd Meissner, Proleářský sjezd v republice.

Národní politika, 23.IX.1926; Národní politika, 8.X.1926, O novou většinu.



LL, r.6, č.284, 10.XII.1927, s.2, Socialisti nejsou schopni vésti stát; LL, r.6, č.287, 14.XII.1927, s.1, Sjednocení v negaci; NL, r.67, č.335,







NL, r.67, č.337, 7.XII.1927, h, Oznamený sjezd soc. dem stran druhé Internacionaly v naší republice; NL, r.67, č.340, 10.XII.1927,

Venkov, r.22, č.291, 9.XII.1927, s.1, Jste tak proletáři, jako my reakcionáři.

5.XII.1927, Návrat do služeb německých soudruhů; NL, r.67, č.334, 4.XII.1927, Snahy o vytvoření jednoty soc. demo.stran v ČSR.


PL, r.37, č.31, 5.II.1928, Josef Stivín, Program společného kongresu.

Článek dr. Meissner k pokus o sjednocení II. Internacioály v Československé republice.


PL, r.37, č.26, 31.I.1928, Jar. Koudelka, Rozšířené šiky.

SÚA[MZV-VA], České slovo, 25.X.1927, Emil Svoboda, K otázce koalice s lidovci.

SÚA[MZV-VA], Přítomnost, 13.X.1927, F. Peroutka, Revise jednoho útoku.
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SÚA[MZV-VA], Národní osvobození, 13.XI.1927, O revísi poměru mezi socialisty a klerikály.
Právo Lidu, 6.XII.1927, Agrární ministr už vyhroužuje rudočerné koalici.
Lidové listy, 20.IV.1928, Koalice pevně.
SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní osvobození, 22.IV.1928, Vyrovnání nebo boj?

SÚA[MZV-VA],1159/2344: NL več, 12.IV.1928, Dohoda oposice s koalicí?; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Tribuna, 17.IV.1928, Před
schůzi koaliční Osmy.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: České slovo, 21.VI.1928, Koalice zahájela jednání se stranami socialistickými.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: PL 24.VI.1928, Politický týden; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Narodni osvobozeni, 28,VI.28, V úterý nová
porada koalice s oposicí.

SÚA[MZV-VA],1159/2344: Pravo lidu, 28,VI,28, Mezi koalicí a oposicí; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Venkov, 17.VII.1928, Která

myšlenka vítězí?; SÚA[MZV-VA],1159/2344: LN, 30.VII.1928, Jáchymovské koaliční komuniké; SÚA[MZV-VA],1159/2344: Ven-

kov, 2.VIII.28, Sociálně-politická osmička koalovaných stran; SÚA[MZV-VA],1159/2344: PL, 2.VIII.1928, Schůze koaliční osmičky;
SÚA[MZV-VA],1159/2344: Národní politika 1 IX 28, Z parlamentu.


LN, r.37, č.36, 20.I.1929, s.2, Koaliční být čí nebýt.

Přítomnost, r.V, 6.XII.1928, č.48, Po volbách I; Přítomnost, r.V, 13.XII.1928, č.49, Po volbách II; Klepetář 1937, pp.266-269.

Venkov, 17.VII.1928, Která myšlenka vítězí?; NL, 22.VII.28, Poměr vládních stran k oposici.



LN, r.37, č.56, 30.I.1929, s.1, Obstrukce agrárníků v koalici; LN, r.37, č.58, 1.II.1929, s.1, Politická Osma o přestárlých a stavebním ru-





chu; LN, č.61, 2.II.1929, s.1, Ministr Udržal nástupcem Švehlový.
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LN, r.37, č.190, 13.IV.1929, Koalice před Rubikonem; LN, r.37, č.235, s.2, 9.V.1929, Bytová Osma; LN, r.37, č.458, 2.IX.1929, s.3, První

LN, r.37, č. 69, 7.II.1929, s.1, Koalice připravuje pracovní program; LN, r.37, č. 101, 24.II.1929, s.1, Není dohody v koalici.

LN, r.37, č.290, 9.VI.1929, Ferdinand Peroutka, Koalice se rozhodla žít.

porady koalice.


PL, r.38, č.189, 14.XIII.1929, s.1, Koalice a Tuka; LN, r.37, č.440, 1.IX.1929, s.1, Ferdinand Peroutka, Lidovci a agrárníci; Klepetář

ト ゥ カ は 一 九 二 八 年 一 月、﹁ 法 の 空 白 ﹂ と 題 す る 論 文 を 発 表 し、 一 九 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 に 発 表 さ れ た ス ロ ヴ ァ キ ア の

1937, p.276





チェコスロヴァキア国家参加を決めたマルチンのスロヴァキア国民宣言には、国民宣言の効力を一〇年とする秘密付帯条項が

あり、その期限が切れた今、チェコスロヴァキアの法規はスロヴァキアでは効力を失ったと主張した。これに対し、チェコス

PL, r.38, č.215, 13.IX.1929, s.1, Impotentní koalice; LN, r.37, č.473, 19.IX.1929, s.2, Před novou kampaní o zemědělská cla.

ロヴァキア政府はトゥカをハンガリー政府のために情報工作をしたとして告訴した。


PL, r.38, č.221, 20.IX.1929, s.2, Politický přehled; Venkov, r.24, č. 222, 21.IX.1929, s.1, K politické situaci; Venkov, r.24, č.223,

Venkov, r.24, č.225, 25.IX.1929, s.1, Přípravy k volbám 27. října; PL, r.38, č.226, 26.IX.1929, s.1, Národní shromáždění rozpuštěno.

22.IX.1929, K politické situaci; LN, r.37, č.477, 21.IX.1929, s.1, Nejkritičtější okamžik koalice.





LN, r.37, č.574, 15.XI.1929, s.1, O nobou koalici.

LN, r.37 ,č.547, 31.X.1929, s.3, Hračky koalice po volbách; LN, r.37 ,č.556, 5.XI.1929, odpoledne, Co se děje.



Venkov, r.24, č.225, 13.X.1929, s.1, Náhlá starost o zemědělce; s.5, Socialisté přijdou k vám do vesnic pro hlasy v masce přátel





zemědělců.
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Venkov, r.24, č.254, 30.X.1929, s.1, Význam voleb; Venkov, r.24, č.257, 2.XI.1929, s.1, O vládu republiky.
Venkov, r.24, č.261, 7.XI.1929, s.1, Všenárodní koalice?




PL, r.38, č.226, 26.IX.1929, s.3, Vývoj cen za občanské koalice; PL, r.38, č.227, 27.IX.1929, s.3, Poměr občanské koalice k domácímu

LN, r.37 ,č.593, 25.XI.1929, odpoledne, Agrární zkouška státníková.

Národní shromáždění, 91-94; LN, r.37 ,č.628, 14.XII.1929, ráno, Vládní prohlážení a komunistické fiasko.

Venkov, r.24, č.288, 8.XII.1929, s.1, Dohodli jsme se, že se dohodneme, jak čeliti hospodářské krizi.

LN, r.37 ,č.604, 1.XII.1929, ráno, Ještě nemáme vládu; LN, r.37 ,č.617, 8.XII.1929, ráno, Silná nebo slabá vláda?

AÚTGM, BA-VV, K.10, Šafárnek, 28. XI.1929.

1.XII.1929, Sjezd německých sociálních demokratů.

LN, r.37 ,č.591, 24.XI.1929, ráno, Udržalovo: Rozbito!; LN, r.37 ,č.593, 26.XI.1929, odpoledne, Před dohodou?; LN, r.37 ,č.604,

Venkov, r.24, č.263, 9.XI.1929, s.1, Všichni chtějí do vlády; Klepetář, p.285-286.

dem. želízka; LN, r.37 ,č.583, 20.XI.1929, ráno, Tento týden rozhodnutí o nové vládě.

Venkov, r.24, č.270, 17.XI.1929, s.1, Nejbližší cíl sociální demokracie: porazit agrárníky a státi se první stranou v republice; Dvě soc.

do vlády.

LN, r.37 ,č.604, 1.XII.1929, Sjezd německých sociálních demokratů; LN, r.37 ,č.607, 3.XII.1929, Němečtí sociální demokraté pro vstup

LN, r.37 ,č.545, 30.X.1929, rano, Státotvorné volby.

LN, r.37 ,č.558, 6.XI.1929, odpoledne, Co se děje; LN, r.37 ,č.565, 10.XI.1929, rano, Proč ještě nemáme vládu.

trhu.
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AÚTGM, BA-VV, K.10, Červinka, 26. XI.1929; Rajlich 27.XI.1929.

Přítomnost, č.23, 13.VI.1929, Rodolf Procházka, Demokracie naše a demokracie anglická.

史料、文献
︿日刊紙、雑誌の邦語名と略記﹀
︵﹃チェコの言葉﹄︶
České Slovo
︵ LL,
﹃人民新聞﹄︶
Lidové Listy
︵ LN,
﹃リドヴェー・ノヴィニ︵人民新聞の意︶﹄︶
Lidové Noviny
︵ NM,
﹃国民思想﹄︶
Národní Myšlenka
︵﹃国民解放﹄︶
Národní Osvobození
︵ PL,
﹃人民の権利﹄︶
Právo Lidu
︵﹃現在﹄︶
Přítomnost
︵﹃田園﹄︶
Venkov
︿文書館資料略記﹀

︵略記
Státní ústřední archive, Praha, Ministerstvo zahraniční věcí – výstřižkový archiv, Inventář 1159 Koalice stran, 1925-1928, Kart.č.2344
SÚA[MZV-VA],1159/234
： AÚTGM, BA
Archív ústavu T.G.Masaryka, Fond: Benešův archív, Vnitro politické věci,

:
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