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論　　文

I　は じ め に

　スペイン現行憲法が2008年に成立30周年を迎え，
スペイン民主化（transición española）2）という1970年
代後半の出来事は，「歴史」の領域に入りつつある。
同時に，現時点での民主化の解釈は，それ無条件に
肯定する「耳あたりの良い」評言が未だ幅を利かせ
ている。特に，民主化期にフランコ体制に出自を持
つ諸政治勢力と反体制側の諸政治勢力が，イデオロ
ギーの違いを超えて共有したとされる，現行憲法を
その代表的な成果とするところの「合意の精神」を
称揚する評価の例には事欠かない。他方，多様な論
点が交錯する実証的研究に基づいた評価としては，
本稿執筆時2013年現在において未だ定まったものが
ない。つまり，「歴史」となりつつあるスペイン民
主化についての，印象論から離れた慎重な検討は，
まだ端緒についたばかりということに他ならない。
このような認識に基づき，本稿では以下の₃つを目
的とする。
　第一に，スペインにおける民主化の歴史的解釈を
巡る議論を歴史学のこれまでの業績を中心に概観
し，共通する前提として先に触れた「合意」がある
ことを確認する。
　第二に，「実態」のあるものでは必ずしもない，
「言説」としての「合意」の生成過程を明らかにす
る。
　第三に，その「言説」としての「合意」が生成され
たのは，憲法制定などの政治問題についてではな
く，当時の市民社会がそれより高い関心を示してい
た経済政策を巡ってであり，したがって「合意」の
出発点は，巷間言われるように1978年制定の現行憲
法ではなく，それに先立つモンクロア協定にあるこ
とを明らかにする 3）。

II　問題の所在

1　スペイン民主化の歴史的解釈をめぐる議論
　民主化から30余年を経た後の現代スペインにおい
て，民主化期の「合意の精神（espíritu de consenso）」
を懐かしむ例は，枚挙に暇がない。例えば，2012年
₅月₇日，下院議長のヘスス・ポサーダ（国民党）
は，民主化時の首相アドルフォ・スアレスが「民主
化の精神，合意の精神［略］を体現している」と述べ
た。エル・パイース紙は，同年₉月24日付けの紙面
でスアレスの誕生日に「合意の政治家，80歳」とし
て紙面を割いている 4）。
　これは，民主化後の現在の政治階層（clase polí-

tica）およびジャーナリストに共有されている見解
である。つまり，民主化期のスペイン政治の特徴と
して，フランコ体制および反体制派双方の諸政治勢
力間の「合意」を挙げ，それを後世の政治が模範と
すべきものとして，きわめて肯定的に捉える傾向で
あるが，これは少なからず，歴史研究者の間でも見
られる。フアン・パブロ・フシは，次のように述べ
ている。
フランコの後，スペインは民主主義の復興を見
た。その上，独裁から民主主義への移行は，模
範的な体制転換であり，ひとつの偉大な歴史的
成功であった。大体において，それは［略］

1976年夏より首相となったアドルフォ・スアレ
スという最適な人物を見出したこと，及びその
移行手段が妥当であったからこそ可能になった
のであった。その手段とは，深遠な政治的改革
を目指すためにかえってフランコ体制の合法性
を利用したことであった。［略］スアレスは反体
制勢力と，大きな政治的合意を成し遂げた。そ
してその最良の具現化が，1978年12月₆日の憲
法であった。5）
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このテクストは，1）冒頭に述べた「合意」を重視し
現行憲法をその産物として取り上げ，2）民主化過
程を見習うべき「模範」と評価している。これらは
一般的な民主化論の特徴として，特に注意しておき
たい。また，歴史研究者としてフシ同様著名なハビ
エル・トゥセイも，フシが序文を寄せている民主化
論集において，先の「合意」の成果としての憲法と
いう特徴を重視している 6）。
　ところが，エル・パイース（El País）紙などの主
要新聞のオピニオン欄で継続的に現れる民主化の解
釈に関する議論を見ると，これら「主流」の理想化
された民主化解釈に対する疑義が早くから幾度も提
示されている。
　たとえば，社会学者ホセ・ビダル =ベネイトは，
1995年の記事において，主流の民主化論を「無原罪
の民主化」，「教条的」民主化論として厳しく批判し
ている。いわく，その「無原罪の民主化」論の特徴
とは，第一に，民主化は常に上から，当該国の社会
経済的発展に応じて自動的に開始される，第二に，
国民の影響力は一時的かつ付随的なものとされ，民
主化の成功を保障する特権的な手段は，あくまで指
導者間の協定であるとする点などにあり，いずれも
市民社会を重視する立場から批判している。
　ここからは，先の主流の民主化論が示す₂つの論
点に加えて，3）上からの民主化という把握の妥当
性あるいは民主化における市民社会の役割，4）ス
ペイン民主化の説明変数としての社会構造的要素と
文化的要素の対立という論点を抽出できる 7）。
　いま一人の「反主流」的民主化論を提示するの
は，ビセンス・ナバーロである。2000年，ビダル = 
ベネイトも指摘した過去の弾圧の「忘却」，及び民
主化過程の模範化を検討し，その「忘却」と「模範
化」が右派勢力にとってきわめて有利であったと指
摘した 8）。この批判に対してトゥセイは，同年，主
にアメリカ政治学の成果を挙げながら，「歴史家の
間には直近の過去の解釈に関して十分な合意が存
在」するとしている 9）。しかし翌2001年，再びビダ
ル =ベネイトは1995年のエッセイの趣旨を繰り返す
とともに，市民社会の役割を強調する彼独自の立場
から，「［民主化の］歴史を研究し続け，我らの民主
主義の記憶に対し，それが必要とする基盤を与える

ことが必要不可欠」としている 10）。
　エル・パイース紙ではその後も議論が続いてい
る。近年では，ジョルディ・グラシア，ホルヘ・ウ
ルダノスといった，フシ，トゥセイ，ビダル =ベネ
イト，ナバーロらからは₁世代下の論者らがその担
い手となっているが，彼らは，「無原罪の民主化」
と「腐り果てた民主化」との対立を指して，不毛で
あるとしている 11）。
　これは新聞紙上での議論だが，学術的業績におい
ても，同様の「主流派」の民主化論に批判的な一連
の業績がある。マヌエル・オルティスは，2003年，
それまでの民主化研究を振り返る論考で，先のトゥ
セイによる「民主化の解釈に関する研究者間の合
意」という見解を評して「［民主化の解釈という］問題
に関し，あらゆるタイプの知的な『反体制活動』を
非正当化するべく『公式の』言説を押し付け，まだ
開かれたばかりの議論を性急に閉じようとするも
の」と厳しく批判している 12）。
　パブロ・オニャーテは1998年，「合意」と模範性
について，ハバーマスの批判理論，特に合意と熟議
に関するそれの観点から再検討し，現行憲法の条文
交渉過程とその結果としての「合意」が理想的な対
話とは程遠いことを明らかにした 13）。フェラン・
ガジェーゴは，2008年の著作においてスペイン民主
化に関する一般的な解釈が「神話」であり，それは
新規民主主義体制の欠陥を覆い隠し，正統化するた
めのものであったと指摘し，現行民主主義体制の欠
陥が民主化過程の欠陥に由来するとする，既存研究
に対してきわめて批判的な仮説の実証を試みてい
る 14）。
　このように多岐にわたる研究上の課題を見ると，
民主化研究は比較政治学において20年以上固定され
たイメージが続いているにもかかわらず，1999年
Ayer誌でマヌエル・レデーロが指摘したよう 
に 15），未だ発展途上であり，多くの課題が残され
ている状況に変わりはないということになろう 16）。

2　民主化研究の文化的アプローチ
　他方，これまでに見た一連の論考や業績からは一
線を画する業績群がある。つまり，民主化の説明変
数を掘り下げ，文化的な側面からその過程について
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検討する一群の研究である。
　この系譜に属する研究は，その焦点の違いにより
さらに₂つに分けることができる。ひとつは，市民
社会の影響力に関連し，市民社会そのものの特質を
検討するため，政治文化に関心を置く。もうひとつ
は，市民社会と政治の相互作用に焦点を置いて，象
徴体系や言説の内容や論理を重視する。
　前者に関し，ビクトル・ペレス =ディアスは，
1994年，スペイン市民社会における民主主義的伝統
及び民主的文化の浸透を，民主化成功の要因として
エリートによる指導を上回る役割を持つと強調して
いる17）。サントス・フリアは1998年の研究で，市民
社会の特質を検討している。1976年のゼネスト動員
率が当初目標をはるかに下回ったことを1930年代の
民主化の阻害要因となった街頭暴力と対比させて，
市民社会の「穏健化」が民主化成功の要因とした上
で，「労働者階級が経験した，深遠な政治文化の変
容」の研究の必要性を強調している18）。「穏健化」で
はないが，カジョ・サストレは，民主化期の市民社
会が政治問題へ関心を相対的に低下させる「非政治
化」の状態にあったことの実証を試みている 19）。ま
た，オルティスは，前述の2003年の論考で，フリア
と同様の市民社会の「穏健化」を指摘し，さらに，
労働者階級に加えブルジョワジーの政治文化，及び
地域ごとの社会史的なアプローチの重要性を強調し
ている 20）。
　次に，₂つ目のグループは，市民社会に焦点を置
くひとつ目のグループとは対照的に，市民社会と政
治階層を媒介する言説や象徴体系により重きを置く
点で共通し，かつ，いずれも「合意の言説」を対象
としている。この「合意」を「政治的な実態」として
よりも「象徴」ないし「言説」と見なす視点は，諸政
治勢力間による「合意の政治」という規範ないし
「神話」と，実態との間の乖離を指摘する政治史・
政治学の最新の業績 21）や先に触れたガジェーゴら
の批判的な民主化解釈，またペレス =ディアス等の
市民社会に焦点を置く研究群と相補的であり，それ
らとともに民主化研究のひとつのフロンティアを形
成しているといえよう。
　具体的な業績としてはまず，民主主義「定着」の
メルクマールである社会主義労働者党（PSOE）政権

の成立から程ない1984年，ラファエル・デル・アギ
ラ等が，政治的構造化は言説構造に依存するとの立
場から，スペイン民主化における政治的言説を分析
している。そこでは，「合意」の言説が，言説構造
及び民主化期の政治構造上中心的な位置づけを果た
すとされる。「合意」の「成果」としては，やはり現
行憲法が挙げられている 22）。これは，「言説」とし
ての「合意」を扱う諸研究のパイオニアとして位置
づけられるが，結果として，「民主化において『合
意の言説』が重要な役割を果たした」と述べるにと
どまっている。1998年，文化社会学者ローラ・エド
レスは，民主化期の「合意の政治」とは，「国民的和
解」「新しい始まり」「民主主義」「内戦」の₄つの
要素からなる象徴体系のことであり，その成立とエ
リート及び一般市民層の受容なくして民主化は達成
されなかったとしている23）。この業績は，文化社会
学の方法を明示的に用いながらデル・アギラ等と同
様の結論を導いた点を評価はしうるものの，結論と
してはデル・アギラ等からは大きな差がない。シャ
コベ・バスティーダは，同じ1998年，1978年憲法の
交渉過程でも特に問題となった，第₂条におけるス
ペイン国民（Nación española），地域（región）及び民
族（nacionalidad）という定義を取り上げ，そこでカ
タルーニャやバスクが naciónとされず，スペイン
国民の一部とされたのは，「憲法ナショナリズム」
であり，「憲法における合意」とは，その憲法ナシ
ョナリズムに他ならないとしている24）。これは，民
主化における地域ナショナリズムという研究課題を
正面から論じた研究であるという重要性もさること
ながら，「合意」を「言説」として分析する試みであ
ったという点で特筆されるべき業績である。ただ
し，本来「合意」のメルクマールとして1978年憲法
を重視している点は変わりない。
　2004年，フリアによる『₂つのスペイン諸史』
は，19世紀以来の「₂つのスペイン」という「言語」
ないし「言葉遣い」（lenguaje）に焦点を絞ったメタ
ヒストリーとなっている。そこで民主化は，その
「₂つのスペイン」の最終的破局としてのスペイン
内戦，及び，50年代以降のフランコ体制の危機を背
景に生じた，内戦の勝者と敗者の「和解」という言
語（lenguaje de reconciliación）」の成立によって，「₂
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つのスペイン」という「言語」の終息に前後して現
れた，「民主主義の言語」（lenguaje de democracia）の
学習過程として扱われている 25）。その詳細は，同
じフリアの2000年刊行の業績において描写されてい
る。そこでは，60年代以降の社会経済上の変動，と
りわけ中産階級の拡大と，中産階級を対象にした新
聞・雑誌に加えたテレビ・ラジオなどのメディアの
伸張が，「民主主義の言語」の拡散に寄与したとさ
れている 26）。
　しかしフリアは，その「民主主義の言語」のボキ
ャブラリーの中に，「合意」を明示的に含めている
わけではない27）。これに関連して，フリアは概説書
である『20世紀のスペイン』において，憲法の条文
交渉を念頭に，その際の「合意」の閉鎖性を指摘し
ている。
合意とは［略］限定されたサークル，個人の住
居での会合の政治であり，事を丸く収めわだか
まりを取り除くための昼食や夕食におけるそれ
であった。それは，民主化の最初の段階を特徴
付けた，個人的領域への回帰，街頭や集会のよ
うな開かれた領域ではない，閉ざされた領域の
政治であった。28）

つまり，「言説」に焦点を当てながら19・20世紀ス
ペイン史の再構築を試みるフリアの諸研究ではある
が，そこで「合意」とは，ひとまず「言説」としてで
はなく，政治階層における交渉のあり方の「実態」
として，その閉鎖性が問題とされている。
　2008年，フアン・ペクール（Juan Pecourt）の『知
識人と政治的民主化』は，このメディア，特に，民
主化に前後して急速に発展・衰退した政治雑誌をひ
とつの「界」（ピエール・ブルデューの概念29））として
扱う。通常の想定では，その上位の「文化界」と並
列して，実際の政治過程の舞台である「政治界」が
あるが，ペクールにおいては，「文化界」の下位界
である「政治雑誌界」が一時的に他の「界」に並列し
て存在し，そこでの知識人の議論が「政治界」と相
互に作用しあう過程として民主化が描かれる 30）。
ペクールは，フリアらが『₂つのスペイン諸史』で
取り上げた「和解の言語」がフランコ末期において
存在し，ついでアリアス・ナバーロからスアレス内
閣期に，「改革／断絶の言説（discurso de reforma/

rup tura）31）」が成立，最後に1977年総選挙以降に
「合意の言説」が支配的言説となったと指摘し，そ
の諸言説の提示と市民社会への拡散を，政治雑誌と
そこを活動の基盤とする知識人が担ったとしてい
る。政治雑誌は，フランコ体制の危機，解体と民主
化，及び消費社会の進展という特殊な文脈において
繁栄し，その「政治雑誌界」での議論が，例えば
「民主的法治国家（El Estado democrático de derecho）」
（エリアス・ディアス32））概念のように，憲法の文言
にも反映される。ペクールの業績は，「合意の言
説」を扱い，かつそれを民主化期の言説変容の動態
の中に位置づけるという意味で評価できるが，こと
「合意の言説」に限定して言えば，その拡散過程の
詳細を明らかにしているわけではない。また，ペ
クール自身も言及しているように，民主化の進展と
安定とともに，「文化界」において政治雑誌に取っ
て代わるテレビと日刊紙が重要となるが，それら媒
体は分析対象とはしていない 33）。
　また，若干異質だが，社会言語学のビラモール
は，その「合意」の市民社会への拡散に言及してい
る。
　この用語［consenso］が大きく変容したのは，
それが政治家たちの言葉遣い［lenguaje］から，
市井のそれへと移ったときであった。つまり，
市民にとって，合意とは政治的社会的，あらゆ
る関係性を理解する，ひとつの異なるやり方を
意味していた。議会や市役所だけではなく，工
場，企業，はては近所の寄り合いに至るまで，
問題は対話と譲歩によって解決されねばならな
くなった。34）

「市井のそれへと移った時」といっても一朝一夕で
はもちろんないが，新聞などのメディアにおいて
consensoの言葉が頻用されたことは，間違い無く
政治階層から市民レベルに言葉遣いが伝播する際の
媒介として重要であろう。『20世紀スペイン政治・
社会事典』には “consenso” という単独の項目があ
り，そこでは consensoという単語の使用が，民主
化期に始まったと指摘されている35）。確かに，本稿
が対象とする期間においても，英語からの導入と考
えられる，外来語としてイタリックで表記される
consensusと，スペイン語としての consensoが併存
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している 36）。これは，「合意の政治」がまさに生じ
ようとしている瞬間において，そもそも con senso
という単語が定着していなかったことを示してい
る。ただし，ビラモールらは，具体的に民主化期の
どの時点で consensoという単語が，引用文中にあ
るような「対話と譲歩による解決」という意味で頻
繁に使用されるにいたったかについては，語ってい
ない。

3　「合意」の時期と具体例に関する議論
　これまでの民主化の一般的解釈や先行研究におい
て，民主化時「合意」の好例として，もっぱら憲法
制定過程が挙げられていることは先に見たが，その
理由は，「合意」により得られた成果が個別の政策
ではない国家理念であるという意味においてであろ
う。しかし，少なくともフランコ死後における諸政
治勢力による「合意」の「最初」の実践例としては，
憲法制定に先立って少なくとも形式上は与野党合意
を達成したモンクロア協定（los Pactos de la Moncloa, 

1977年10月）には，民主化の歴史的な解釈上，現状
より大きな比重が置かれてもよいはずである。
　民主化の当事者の証言やそれにもっぱら依拠した
評伝を見れば，「合意」の実例としてモンクロア協
定と1978年憲法の双方を挙げるものも少なくない。
例えば，第二次スアレス内閣の政治問題担当第一副
首相であるフェルナンド・アブリルの評伝である
『₄

アブ

月
リル

の民主化』は，それぞれを「第一の合意」「第
二の合意」としている 37）。にもかかわらず，これま
での民主化の解釈では，「第二の合意」であるとこ
ろの憲法成立のみに焦点が当てられることが多いの
である。それどころか，解釈以前の問題として，そ
もそもモンクロア協定自体を単独で取り扱っている
研究は，意外に少ない 38）。
　モンクロア協定は，実質上スアレス内閣が用意し
た政策パッケージと野党勢力の消極的追認であり，
それを「協定」と称するのはパフォーマンスに長け
たスアレスによる「演出」にすぎなかったとする永
田の指摘を認容するにしても39），そういった演出を
しなくてはならなかったということ自体に，市民社
会が民主化過程に及ぼしたある種の「圧力」を見出
せるのではないか。つまり，市民社会における要求

が，市民が直接参加する街頭行動，市民社会からの
「錬成」（グラムシ）を受ける知識人の言論活動 40），
その活動の場となったエル・パイース紙をその代表
とするメディア，知識人のうち特に経済の専門家の
入閣などの各種経路（後述）を通じて政治階層に伝
えられたことのひとつの帰結が，そのスアレスのパ
フォーマンスとしてのモンクロア協定であるとすれ
ば，そこに一定の意義を見出すことができるのでは
ないか。これまでの研究においては，市民社会と政
治エリートのどちらか一方を重視するものが多い
が，それらの相互作用について指摘するものは，知
識人がその両者の媒介となるとした先のペクールの
ものがある。そのペクールは，「政治雑誌界」で生
み出される知識人言説が，現実の「政治界」とどの
ような相互作用にあるかを議論しているが，相互作
用の指向性，つまり，影響が市民社会あるいは知識
人から政治エリートの方向を向いているのかその逆
かについては，双方ともに存在すると述べているの
みである。なお，市民社会を重視する他の業績とし
ては，先に挙げたペレス＝ディアス，及び，注₃で
触れたオドンネルらの研究プロジェクトの一部であ
る，ホセ・アントニオ・マラバイとフリアン・サン
タマリーアのものがある41）。そこで市民社会から政
治階層への圧力として述べられているのは，ストや
街頭抗議行動，あるいは選挙に際しての動員という
形態であった。これに比して，ペクールが対象とし
た政治雑誌における知識人言説という経路は確かに
新しいが，それでも，政治雑誌に限られているゆえ
の限界はある。加えて，これも先述のフリア及びサ
ストレらによる，市民社会の「穏健化」「非政治化」
に関する業績は，そのような市民社会が何を優先す
べきと考えていたのか，そしてそれがどのように実
行されるべきと考えていたかについては触れていな
い。
　また，民主化期に「合意」があったという言説
は，民主化当時よりもむしろ民主化後のスペイン政
治との関連において重要となる。つまり，議会制民
主主義において短期的な政権交代がしばしば不可避
となるのであれば，重要政策に求められる長期的な
一貫性を実現するため，その政策が与野党の「可能
な限り広範な合意」のもとなされるべきであるとい
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う発想は，権威主義ないし独裁体制であったフラン
コ体制に当然ながら存在しなかったであろう42）。も
しそれが民主化期において初めて実施されたとすれ
ば，それは民主化後のスペイン政治における「合
意」の言説の準拠枠となった点で「合意」の言説の
「発生点」として評価できよう。

4　本研究の射程と資史料
　これまでの議論を踏まえ，本稿では以下のような
問題設定を行う。第一に，民主化における「言説」
として「合意」の生成過程を取り扱う。第二に，そ
の「言説」としての「合意」の，成果というよりも
「発生点」として，1978年憲法ではなくそれに先立
つモンクロア協定に焦点を置く。
　より具体的な時期としては，フランコ没後初の民
主的な総選挙が行われた1977年₆月中旬から，モン
クロア協定が成立する10月末までとする。これは，
総選挙がペクールの言う「改革／断絶」の言説の極
点だからである。ある政治行動の正当化として用い
られる一連の言説を政治的言説とするならば，「改
革／断絶」の言説は，民主主義体制移行への主導権
がフランコ体制内部出身者にあるか，反体制派主導
でなされるかに関連する。民主的総選挙の法的根拠
となる政治改革法はフランコ体制の議会において成
立しており，したがって本来それは「改革」のはず
である43）。しかし，民主的総選挙が実施されてしま
ったことで，改革か断絶かの論点そのものが後景化
する。1977年₆月の総選挙後，反体制派由来の政党
として最大議席を有することとなった PSOEのフ
ェリペ・ゴンサレスは，「断絶という概念の勝利」
と見解を述べている 44）。なお，フリア，ペクール
らの言及するもうひとつの言説である「和解」の言
説は，1950年代において発生し，民主化期では共産
党合法化，及びフランコ時代不当に収監された者た
ちを対象とする特赦法に言及する際に用いられた言
説である。特赦法は，バスク民族主義左派とフラガ
を除く圧倒的多数により成立することで，ひとつの
終局を迎える45）。こちらは，本稿の取り扱う時期と
重なるが，これは，「和解」の言説が「合意」の言説
に取って代わる過程として見ることができよう。本
稿では，その「合意」の言説が生成する局面に焦点

を当てる。
　資史料としては，以下を参照する。まず，1977年
総選挙直後において市民社会が示した，当時のスペ
インにおける諸問題の中での優先順位が，経済問題
の解決にあることを示すものとして，当時に実施さ
れた各種世論調査結果を参照する。次に，かかる市
民社会の経済優先の志向を，公共の議論において最
もよく反映したものとして，「民主化の機関紙」と
呼ばれたエル・パイース紙の当時の社説を中心とし
た論説記事を参照する。日刊紙を選ぶのは，ペクー
ルが分析の対象とした政治雑誌とは競合し，かつ民
主化期を境に政治雑誌に代わって活字メディアで主
要な地位を占めるに至ったこと，及び，政治雑誌で
活躍していた知識人が，同じく民主化期以降日刊紙
に活躍の場を次々と移していくからである。
　また，日刊紙中特にエル・パイース紙を選ぶの
は，同紙が民主化期のスペイン国民世論を最もよく
代表していたからである。ここで同紙の概略につい
て説明しておく。その第₁号は，フランコに任命さ
れたアリアス・ナバーロ政権期である1976年₅月₄
日に発刊された。創業者はホセ・オルテガ・イ・ガ
セットの子息で1976年政治改革法により上院議員と
なり，『西洋雑誌』のオーナーでもあったホセ・オ
ルテガ・エスポットルノで，これと企業家のヘス
ス・デ・ポランコ，及び編集長で紙面作成の陣頭指
揮を執ったフアン・ルイス・セブリアンが共同で行
ったものである。専属ジャーナリストは，1922年創
刊のキリスト教民主主義的な志向を持つインフォル
マシオネス紙とフランコ体制の垂直連合の強い影響
下にあったプエブロ紙の出身者で占められた。セブ
リアンはこの両紙で主要ジャーナリストとしての経
歴を持つ 46）。
　1966年の出版及び印刷物法以降，スペインのメデ
ィアは急速に拡大するが，これらメディアの中でエ
ル・パイースが特筆されるのは，フランコ死後に誕
生したこと，及び編集方針として民主主義を志向す
ると明確に打ち出した初めての全国紙であったこと
である。以下は第一号の社説である。
　この国は，その人口の₄分の₃があの兄弟殺
しの内戦に参加しておらず，［略］ほぼ半世紀も
前から，この国の歴史と権利に相応しい，諸国
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民の中における居場所を見出すことを可能にす
る，文明化された現代的な生の諸様式を，無用
に模索している。［略］

　およそ断念など不可能な民主的信条に基づい
て生まれた新聞の，この第一号において述べな
ければならないのは，民主主義と自由の諸原則
への尊重により求められるところの，最低限の
要求すら，今提案されている政治的改革におい
ては満たされ得ないということだ［略］47）

創刊以降，部数は同年末には約17万部に到達し48），
ごく短期間にラ・バングアルディア，ABCなど歴
史ある日刊紙と肩を並べるまでに成長し，「民主化
の機関紙」と呼ばれた。民主化期のスペイン世論の
重要な部分を代表するものとして相応であろう。80
年代には全国紙売上第₁位となる。
　このようなエル・パイース紙の論説からは，スア
レス内閣に経済危機への優先的な対応を求め，かつ
その経済対策が政府与野党，及び労働組合と企業家
間の合意，あるいは与野党大連立内閣とすべきであ
るとの論調であること，加えて，モンクロア協定に
むけた交渉の期間，consensoを用いた記事が同紙
上で急増することを示す。

III　「合意」への道

1　1977年総選挙直後の世論と政治階層における
　優先順位のギャップ

　内戦による第二共和政崩壊後初の民主的選挙が行
われたのは，1977年₆月15日である（表₁）。それが
「改革」か「断絶」かはともかく，スペインは民主主
義国家としての第一歩を記した。とはいえ，総選挙
終了直後の時点で，重要課題は山積していた。具体
的には，第一に，石油ショック以来の経済危機であ
る。物価上昇率は1976年に19％に達し，1977年 1-4
月までの上昇率は₉％，年上昇率が30％になること
が，この当時に見込まれていた。失業率は₅％であ
ったが，「完全雇用」とされていたフランコ時代に
比べれば，当時はこの数字が危機的なものとして認
識されていた。対外累積債務は年₇億ドルのペース
で上昇し，1977年には50億ドルに達するとされてい
た49）。第二に，その経済危機対策の一環でもある行
財政改革である。欧州経済共同体加盟への試みはフ

ランコ時代から継続して行われているが，加盟の条
件とされた民主主義国家として行財政の体裁を整え
る必要があった。第三に，総選挙終了直後である以
上，まだ憲法は制定されていない。総選挙から₁か
月後の₇月22日にフアン・カルロス国王が新国会の
開会演説にて憲法の必要性に言及したように，新憲
法制定が課題として認識されていた 50）。第四に，
GRAPOや ETAのテロリズムである。1977年で
は，総選挙までに，GRAPOは₆名，ETAは₃名の
治安当局者を殺害していた。第五に，労働問題と社
会紛争である。1976年だけでもストライキは1568
件，参加者約370万人，損失時間約1375万日となっ
ている 51）。
　ではこの時期，新しく民主的に選ばれた政治エ
リートたちの間では，どれが優先的な課題として認
識されていたのか。まず，総選挙で少数ながら与党
となった UCDのスアレスは「国益に叶う新内閣が
できる」とだけ述べ，具体的課題への言及を避けて
いる。他方，最大野党となったPSOEのフェリペ・
ゴンサレス書記長は，スペイン国営放送向けインタ
ビューで以下のように述べている。
我が党は，国民との接触の機会において我が党
が表明してきたような道を，国が歩むための助
けとなる。そのため，スペインのすべての個人
と諸人民（pueblos）に，すべての自由を保証す
る憲法の作成に取り組む。［略］生活条件の改
善，失業との戦い，［略］学校の無償化に取り組
むことで，スペイン人の生活の変革を企図す

　表₁　1977年₆月総選挙結果（議席数）
下　　　　　院

民主中道連合（UCD） 165
PSOE 118
スペイン共産党（PCE） 20
国民同盟（AP） 16
人民社会党（PSP） 6
カタルーニャのための選挙連合（PDPC） 11
バスク民族主義党（PNV） 8
カタルーニャ中道キリスト教民主主義連合

（UC-DCC） 2

カタルーニャ左派選挙連合（EC-FED） 1
バスク左派（EE） 1
その他 2
　出典：内務省ホームページ。http://www.infoelectoral.mir.es/
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る。52）

この声明からは，ゴンサレスが第一の課題を憲法と
していること，及び，経済対策・教育改革はその次
に重要となることが見て取れる。スアレスにせよ最
大野党のゴンサレスにせよ，党ないし政府の立場と
して経済問題を優先させるとの意向を示していな
い。
　次に，この時期市民社会において何が優先的課題
とされていたかにつき，当時実施された世論調査を
みよう。まず表₂は，本稿が取り扱う時期にやや先
立つ76年10月，世論調査機関 Emopúblicaが実施し
たものである。
　政治改革と経済政策の優先度を問うこの質問にお
いて，半数近くが「同時」と答える一方，経済政策
を優先すべしとする世論が，その逆の倍以上になっ
ていることに注目したい。時期としてはさらに下っ
た1977年₅月，当時有力な週刊誌であった『対話の

ためのノート（Cuadernos para el diálogo）』では，表
₃のような世論調査結果が掲載された。
　ここでは，新憲法制定や特赦，自治問題といった
政治的課題をさしおき，足元の失業対策を優先する
姿勢が顕著に現れているといえよう。次に，総選挙
及びモンクロア協定後の世論調査結果をみる。表₄
及び表₅はそれぞれ，世論調査機関である Instituto 
Consulta及びMetra-Seisが，1977年12月に実施
し，週刊誌『カンビオ16（Cambio 16）』の1978年₁月
₁日号に掲載されたものである。
　表₄においては「失業」と「経済危機」がいずれも
高いことが分かる。また，表₅においては，「物価
上昇」と「失業」がいずれも高い。これは，1977年
においても，市民社会において身近な経済・雇用問
題への関心が，政治的な諸問題に対するそれより
も，引き続き高いことを示している。

　表₂　次の₃つの文章のうち，あなたが一番同意
できるのはどれですか？（％）

「政府は政治改革よりも先に経済問題の解決に取
り組むべきである」

32

「政治改革なくして経済危機の解決はあり得ない」 17
「政府は経済問題と政治改革に同時に取り組むべ
きである」

43

分からない 7
無回答 1
　出典：El Europeo, 16/10/1976. Citado en Comentario Socioló-

gico. Estructura social de España（Madrid : Confedera-
ción española de Cajas de Ahorro）, núm.16, octubre-
diciembre, 1976, p.409.

　表₃　第一の政治目標とは（％）

失業が回避されること 35
民主的憲法が作られること 26
包括的特赦が実施されること 11
スペインが欧州共通市場に加入すること 9
諸民族（nacionalidades）及び地域（regiones）の自治
権が認められること

4

銀行業及び大産業が国営化されること 3
上のどれも当てはまらない 1
分からない＋無回答 11
　出典：Cuadernos para el diálogo, 14-20 de mayo de 1977, pp. 

40-41.

　　

　表₄　民主主義が克服すべき主要な障害（％）

スペイン人の懸念の無さ 39
政治的指導者の不在 12
既存労働組合の脆弱さ 13
失業 35
テロリズム 32
ある種の軍人が取り得る態度 11
他国の国益［がスペインの国益に影響すること］ 12
経済危機 33
極右勢力 18
極左勢力 7
なし 3
分からない／無回答 18
　出典：Cambio 16, Núm.316, 1/1/1978, pp.122-23.

　表₅　1978年を迎えるにあたり，これらの問題の
うち重大な懸念事項となるものは？（％）

社会正義 14.5
民主主義の定着 10.5
物価上昇 56.5
テロリズム 22.7
政治の安定 6.2
失業 51.5
公的秩序 6.4
権利と自由の尊重 13.5
軍事クーデターの可能性 7.7
その他 5.0
分からない／無回答 4.0
　出典：ibid., p.125.
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2　総選挙直後～第₂次スアレス内閣組閣―経
済政策優先の論調

　では，このような傾向を示している市民社会と政
治階層を媒介するエル・パイース紙はどのような論
調を展開していたのか。
　エル・パイース紙は，総選挙後も続く経済危機を
重視して，その対策を優先すべきとの論調をとる。
総選挙₄日後の₆月19日の社説は，「経済政策は先
延ばしできない」とのタイトルである。

　スアレス政権に近いエコノミストの間で
は，ここのところ「政治」が再び「経済」に先
立つとの見方が出回っている。［略］もしこの
観測が確認されれば，それは重大な失策とな
る［略］本紙は，同じ鋏で₂つの紙，すなわち
政治と経済とを切り裂くことの過ちを指摘し
てきた。［略］ペセタへの投機筋の攻撃，高イ
ンフラの継続と［財政］赤字は，投資と雇用機
会の不足と相俟って，スペイン社会を混乱に
陥れる可能性がある。そしてそれは，スペイ
ンにおける民主主義の最終的な定着に必要な
政治的問題の解決のための， UCDと PSOEと
いう二大政党のあらゆる対話を難しく，こと
によっては不可能にする。53）

ここでは，経済対策の優先，及び，民主主義の定着
が経済対策の成否にかかっているとの論法に着目し
たい。後に，この論法はエル・パイース紙のみなら
ず多くの主体によって共有される。
　その後も論説面のみならず，経済面も含め危機的
状況を伝える紙面作りを行っている。例えば，1977
年₆月18日には「自動車価格，1年で₃倍に」「スペ
イン，自動車₁台あたりのガソリン消費量ヨーロッ
パで最低」などと報じている 54）。同22日論説面に
は，「スアレス，経済を忘れたか」との署名記事が
あり 55），第₂次スアレス内閣に経済対策をとるよ
う圧力をかける編集方針には変わりはない。また，
同26日には社説「経済に盲目」を掲載し，以前と同
様の趣旨を繰り返している。さらに，数少ない楽観
的な材料であるところの観光業の実績が良くないこ
とが，同日には報じられている 56）。
　同27日，スアレスは PSOEのフェリペ・ゴンサ
レスと会見している。会見後のゴンサレスのコメン

トが掲載されている，エル・パイースの記事（28日

付）57）があるが，そこでゴンサレスは「国家の問題
について話した。具体的には，自治問題だ」と述べ
ている。また，選挙で選ばれた議会が制憲議会とな
るに，何ら問題はないと述べ，先に見た憲法重視と
の立場を確認している。他に議題にのぼったのは国
営放送改革と，スアレスの政令法主体の政治手
法 58）で，経済が話題にのぼったとは報じられてい
ない。なお，議会での審議をバイパスできる政令法
を頻用するスアレスの政治手法についてゴンサレス
は，政令法を用いるのはフランコ体制の解体におい
ては有効であったが，議会の成立した今もはやそれ
は忘れるべきで，国民の代表である議会での議論を
尊重すべきとスアレスに注文をつけたと報じてい
る。このスアレスの政治手法は，後にフエンテス・
キンターナが経済政策において主張する政党間合意
方式とは異なるという意味においても問題となる。
　₆月29日になると，スアレスが経済重視を示すと
もとれる発言がなされる。UCDの両院議員総会で
スアレスは「UCDは中道左派の政治を行い，経済・
社会・文化・政治の分野における深遠な変革を擁護
する」と述べた。この発言では，具体的方策につい
て言及されているわけではないものの，他の分野を
さしおいて経済を先頭に繰り上げていることが注目
される。また，これを報じるエル・パイース記事
も，スアレスの発言中あえてこの部分を記事の先頭
に据えている59）。
　また同日，スペイン経営団体連合（経団連）が発足
している。発足に際しての声明で，現下の社会経済
的状況には，政労使で取り組むべきこと，及び，政
府が取り組むべき課題として失業・投資・対外債
務・貿易収支の₄つを挙げている 60）。
　この後スアレスは第二次政権の組閣に入り，1977
年₇月₄日に第₂次スアレス内閣が成立する。この
組閣に際しては，以降のスペイン政治では頻繁に行
われることとなる省庁再編も実施された。新たに₃
つの副首相ポストを設置し，第一副首相（国防担当）

にマヌエル・グティエレス・メジャード中将 61），
経済問題担当第二副首相にエンリケ・フエンテス・
キンターナ，政治問題担当第三副首相にアブリルを
配した。また，フランシスコ・フェルナンデス・オ
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ルドーニェスが財務大臣で入閣した。
　この人事は，新内閣が経済対策を重視するという
メッセージとなった。第二副首相のフエンテス・キ
ンターナは，フランコ時代の1959年，60年代の経済
発展の基礎となったとされる経済安定化計画の立案
に携わり，大物経済学者としての名声がすでに確立
していた。1977年総選挙の直前には，勅撰の上院議
員となっている。当時フアン・カルロス国王は，
1976年₆月の訪米時，同国上下両院を前にしてスペ
インにおける民主主義の導入を確言していた。その
国王に勅選議員として選ばれたことには意味があ
る。スアレスは第₁次内閣でもフエンテス・キン
ターナに入閣を要請し断られていたが，第₂次内閣
での入閣となった。財務大臣のフェルナンデス・オ
ルドーニェスは，コンプルテンセ大学で法学博士号
取得後官界に入り，財務畑を一貫して歩んできた人
物であった。スペイン産業公社社長も務めているが
辞任・下野し，フランコ時代末期には一転して反体
制各派を代表する九人委員会として，第₁次スアレ
ス内閣と交渉にあたっていた62）。つまり，いずれも
経済・財政の実務で確固たる実績を築き，かつフラ
ンコ体制内部でありながらその色が薄く，入閣の報
道を受け取る側は民主主義との関連付けが容易であ
ることが共通している。
　この人事は，エル・パイース紙からはことのほか
好意的に受け止められた。7月₆日の社説は「希望
の時」と題され，組閣人事の中から特にこのフエン
テス・キンターナの経済問題担当第二副首相就任，
フェルナンデス・オルドーニェスの財務相就任，及
びこの両名の指揮系統下に置かれる調整企画担当長
官ポストの新規設置を歓迎している63）。編集長であ
るセブリアンも組閣翌日に署名記事を掲載し，同じ
く冒頭に「₂人の大物」としてこの両名を挙げその
就任を歓迎している64）。加えて，新政府の課題に経
済安定化，所得と物価の凍結，労組との協定を挙げ
ている。また同日には，フエンテス・キンターナが
関与したスペイン貯蓄銀行協会発行の報告書の内容
について報じ，フエンテス・キンターナの経済政策
についての観測を展開している65）。7月₆日，7日
には，財界からの新スアレス内閣，特にその経済閣
僚の陣容と予想される経済政策に対する歓迎ぶりが

報じられている66）。
　このようにエル・パイースからの歓迎ムードで就
任したフエンテス・キンターナは，就任後すぐの₇
月₈日土曜日の夜，国民に向けて経済政策を説明す
るため，後に「経済の時来たる」とのタイトルで流
布するテレビ演説を行う67）。「家族団らんのこの時
間，数分をいただいて，いつでも腹立たしいある話
題につきお話させていただきたい。つまり，経済で
ある」と始まる演説は，およそ16分の全編にわた
り，国内随一の経済学者としては，当時におけるス
ペインの「インテリ」のイメージからは恐らく程遠
い，平易な言葉遣いによって特徴づけられている。
この演説スタイルは，それまでの政治改革法や総選
挙前夜におけるスアレスの演説におけるそれと共通
している。実は具体的政策については明確な言及が
ないが，これは，経済対策の全容が翌週に他の政策
とともに新スアレス内閣の施政方針として明らかに
されるからである。それでも，財政改革，土地価格
対策とインフレ対策断行の意思が示されている。
　この演説が重要であるのは，次の₂つの理由によ
る。第一に，「野党は権力の一部である」と明確に
述べ，経済対策について野党と交渉する旨を明らか
にした点である。これは，先の経済政策実現の手法
をめぐる，スアレスとゴンサレスの差異に関係があ
る。議会を経由するかしないかについては，スアレ
スは当初地域ナショナリスト政党と部分連合による
法案成立を目指していたと，フエンテス・キンター
ナが回想において述べている。議会をバイパスする
政令法には当たらないという意味では，それはゴン
サレスの要求に形は沿っている。これに対し，フエ
ンテス・キンターナは当初より交渉による合意によ
るべきと考えており，それに従ってスアレスを説得
したと述べている。後のインタビューなど，回想の
機会において，この趣旨を繰り返しており，またそ
れに反する他の当事者などからのめぼしい記述はな
い。スアレスと事を構えスアレスの頭越しに国民に
直接うったえかけたとは考えにくい 68）。
　第二には，野党のみならず，スペイン国民全員に
協力と責任を求めるという趣旨である。これは，演
説中とりわけ前半に繰り返し言及される。「一国家
の経済問題は，全員の努力と協力によってのみ解決
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される」と述べている。これが視聴者である国民に
どのように受容されたかについての客観的資料を探
すのはきわめて難しいと言わざるをえないが，その
働きかけ自体は好意的に受け止められたであろうこ
とは，恐らくは視聴者の大半を占める「倹しい大衆
階級の利益は，経済対策において特に守られる」と
言明されていることも考えれば，想像に難くない。
この演説中 consensoの語は一度も登場しないが，
その語が持つ含意である，「全員の協力」をもって
多とする「雰囲気」の醸成には貢献したのではない
か。
　少なくとも，エル・パイース紙はこの演説につい
て，翌日の記事において好意的に報じている69）。翌
週の11日の施政方針で実施が言及されたのは，憲
法，地域自治，77年中の市議選実施， NATO加盟
に関する議論，欧州経済共同体加盟申請，賃金抑
制，公共財政の調査である70）。以降，しばらく社説
を中心に論説面はこの施政方針についての分析とな
るが，翌日の社説では，施政方針文書の最後にある
「スペインは福祉，正義，自由の未来への道を歩む
ことができるだろう」との文言を引用してそのまま
社説の締め括りとしている 71）。
　本格的に分析が始まるのはその翌日の13日から
で，3回にわたり集中的に取り上げている。第₁
回72）では，基本的に楽観的な立場から，経済対策
ではなく民主主義体制に関する総括的な見通しを述
べている。ここでは，カタルーニャとバスクの経済
格差が不安要因として言及されている他，憲法問題
に対する懸念が表明されている。施政方針の中で，
新議会を制憲議会とするのではなく，「制憲政府」
と述べていることに対し，立法府ではなく行政府で
憲法を扱うことの非を鳴らしている。これ以降，次
第に憲法問題が社説で扱われるケースが増える。7
月22日には，上下両院が開会するが，その際国王は
演説で憲法制定の必要性を訴えている。これを受
け，同日及び翌23日社説はいずれも憲法問題を取り
扱い，立憲君主制支持との立場を表明するととも
に，早期の議会による憲法制定を訴えている 73）。
　施政方針の分析第₂回は経済政策のみを扱ったも
ので，第₁回の翌日にすぐさま掲載され，社説とし
てはきわめて大きな分量が割かれる74）。政策項目ご

とに細かな分析がなされるが，いずれも基本的には
政府の立場を補足説明する形で，施政方針発表と並
行して実施された，対ドル約25％のペセタ切り下げ
も含め，好意的な論調で書かれている。ただ後半部
に，₂つの「注文」がある。「一方において非の打ち
所のない宣言［著者注：施政方針］ではあるが，₃つ
欠けている分野がある。農業，エネルギー政策，土
地投機［対策］である」としている。また，この経済
対策の説明相手として，この施政方針以前には労組
と対話の機会をもっていないことを指摘し， PSOE
ゴンサレス書記長や PCEのサンティアゴ・カリー
ジョより先に，本来はそれぞれと関係の深い労組
（労働者総同盟のマルセリーノ・カマーチョ，労働委員会

のニコラス・レドンド）と話をすべきだったとしてい
る。とりわけこの₂つ目の注文は，エル・パイース
が社の方針として政労使の対話を求めるとの態度の
表れであり注目に値する。19日には，同様の趣旨が
ひとつの社説として独立して主張されているが，そ
こでは冒頭で改めてフエンテス・キンターナとオル
ドーニェスの₂人に改めて称賛が捧げられてい
る 75）。
　この間，スアレスは各党代表者と会見してこの施
政方針について説明を続けているが，どれを報じる
際にもエル・パイース紙は好意的な反応を示してい
る 76）。

3　1977年夏季休暇～モンクロア協定締結―経
済政策推進手法の理念としての「合意」の模索

　エル・パイースの，手放しとも言える論調に若干
の変化が生じるのが，夏季休暇も近いその翌日20日
の社説である。19日に商業省が価格統制に関する政
令法を出したが，この手法に関してその社説で批判
している77）。ただし，あくまで商業省の名前で出さ
れた政令法であるため，フエンテス・キンターナな
どには批判は向いていない。
　23日には，先の施政方針に沿った経済政策パッ
ケージが閣議決定されたが，25日，通信社のヨーロ
ッパ・プレスの実施した三大労組代表に対するアン
ケートでは，いずれもこの経済対策に対して，労組
間でニュアンスに違いがあり，また全面的とはいえ
ないまでも否定的な見解を示した。パッケージが賃
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金の抑制を含む以上，労組としては好意的な評価は
できないのは当然であった 78）。
　また同日，国会での議論が本格的にスタートす
る。まずは各党がそれぞれの方針を表明したが，い
ずれもが一致しているのは憲法制定の必要性であ
り，PSOEはここでも一貫して議会による憲法制定
を訴えている79）。経済政策パッケージもここで議論
されているが，特段紛糾するような議題とはなって
いない。
　この₇月末の時期，エル・パイースは₃回に分け
て経済政策パッケージの分析を社説で実施してい
る。いずれも，以前からの論調を踏襲してほぼ好意
的，かつ政労使間の協定を支持している。7月27日
には，経済省設立が正式に決定している。
　₈月に入ると，₄日にフエンテス・キンターナ，
₅日にフェルナンデス・オルドーニェスが相次いで
国営放送で国民向けの説明を行っている。しかし，
ここでエル・パイース紙の社説の論調が明確に変化
する。8月₆日「ある種の確かな不信」と題された
社説では，この演説に新味と具体性に欠けるとして
「幻滅」とはっきり述べている。フエンテス・キン
ターナに対しては，演説の良さを褒めているものの
新味がないとし，フェルナンデス・オルドーニェス
に対しては演説のまずさを罵倒とも取れる言い方で
厳しく批判している80）。ただし，当初からの経済政
策そのものが批判されているわけではなかった。そ
れよりも，経済・財政に関するもの以外も含め，通
常からすれば異質なトーンでの批判には，経済・財
政政策が迅速に実施できないことへの「苛立ち」の
ようなものが感じられる。また，野党各党とりわけ
PSOEとPCEがほぼ同じ新味の無さという趣旨で，
この演説と経済政策を批判している 81）。
　₈月₈日にはフェルナンデス・オルドーニェス財
務大臣が緊縮財政パッケージを下院に提出するが，
それ以降，フエンテス・キンターナらは経済政策パ
ッケージの策定作業に入り，政府・議会の側には大
きな動きは見られない。この間は，憲法起草委員会
委員確定，カタルーニャの自治問題，ETAのテロ
リズムを介してバスクの自治問題と関連する特赦法
が紙面を占めている。またスアレスやゴンサレスが
外遊に出るなど外交が関心を集めている。これに従

って，経済・財政関連のエル・パイース紙の社説も
数が減る。8月19日，緊縮型財政改革を支持すると
同時に，その煽りを受ける中産階級を前に政府自ら
範を示すべきとする社説 82）が目立つ程度である。
　しかし，夏季休暇も終わりになると，8月26日，
経済・財政改革の必要性を訴える社説が掲載され
る。フエンテス・キンターナら政府経済チームへの
基本的な支持は崩れておらず，経済・財政の現状を
嘆く論調である 83）。
　他方で，経済対策パッケージをめぐる様々な「合
意」の形が模索される。8月の最終週には，政府と
労組及びスペイン経団連との経済政策をめぐる本格
交渉が始まる。これは，「合意」のひとつの形であ
る，政労使間の社会協定の行方を左右する重要な交
渉であった。しかし，労組は引き続き賃金抑制を理
由に，経団連は解雇自由化への労組の反対を理由
に，結局何ら合意らしきものには至れない。8月31
日には，「必要な協定，今日は不可能」と題された
社説が掲載された。そこでは，政党間だけではない
政労使間の「社会協定について今日語ることはユー
トピア的」であるとされ，その非現実性が嘆かれる
のみであった 84）。
　₉月₂日，社説ではないものの，編集長のセブリ
アンが長い論説記事で，UCDと PSOEの二大政党
による大連立政権を訴える85）。大連立は，「合意」
のもうひとつの形である，政党間合意のひとつの極
限である。その冒頭でセブリアン自身が述べている
ことだが，UCDのスアレス，PSOEのゴンサレス
ともに，大連立には当初から否定的であった。し
かし，セブリアンは大連立の対象を UCDと PSOE
のみにかぎらず，当初からスアレスに好意的であっ
た PCE86）を中心に他の党にも広げて様々な可能性
を検討している。同日の記事では，下院議長のフェ
ルナンド・アルバレス・デ・ミランダも，記者に対
し大連立を支持する旨明言していることを報じてい
る。セブリアンは，以後モンクロア協定に向けた各
党との交渉（10月₈，9日にモンクロア宮殿の首相府で交

渉）の段階まで，大連立論を曲げていない87）。大連
立論を社説とせず個人名の論説としたのは，当初よ
りスアレスとゴンサレスが否定しておりその可能性
が低いことを知った上でのセブリアンのバランス感
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覚であったろう。
　この大連立論は，この後₉月に入ると UCDと政
府内の二重の危機，及びカタルーニャ，バスクの自
治問題が前景化することによって一度かき消され
る。前者に関しては，すでに₉月₂日の段階で
UCD内部に不協和音があることが伝えられてい
る88）。UCDは，そもそも総選挙時は選挙連合にす
ぎなかった。8月に選挙連合としては一度解散し，
改めて正式に政党として発足したが，「中道」の名
のもとに多様なイデオロギーのグループが混在して
いることを特徴としていた。スアレスの出身母体で
あるフランコ体制期の国民運動系のグループと社会
民主主義系のグループが，スアレスの党内支持基盤
となっている他，キリスト教民主主義系グループと
自由主義系グループの₃ないし₄つのグループから
なっていた。この時点では，キリスト教民主主義系
と，本来スアレス派であるはずの社会民主主義系グ
ループが内閣改造を主張してスアレスと距離を起き
始めていると報じられている。自治問題に関して
は，カタルーニャは₉月11日に民族の祝日であるデ
ィアーダを迎え，9月16日には PNVとバスク社会
党（PSOEの連合政党）が地域自治の地位に関して基
本的な合意に達している。9月29日には政令法によ
りカタルーニャ自治政府が成立，10月23日自治政府
首班としてジュセップ・タラデーリャスがバルセロ
ナに「凱旋」する。
　この間，エル・パイース紙は，経済政策の必要性
を訴える社説，記事を繰り返し掲載する一方89），政
界の動向を注視している。特に₉月前半に UCDの
政治諮問委員会での党内闘争に紙面を割いている。
加えて，8月末 PSOEの下院議員ハイメ・ブランコ
に対し警察が暴力的な不当逮捕をした件で，国会で
初めて「議会らしい」与野党間の厳しい対立が見ら
れたと報じている。内務大臣でスアレス派のロドル
フォ・マルティン・ビジャが事件の責任を問われて
おり，これには PCEのカリージョも同調している
と報じている。9月28日には，UCDの党運営を理由
として，国会担当大臣であるイグナシオ・カムーニ
ャスが辞任したことを報じている 90）。
　10月に入ると，政党間及び政労使間での交渉が始
まった。₄日には政府の名前で主要政党代表者宛に

招待状が送られ，6日に政府案が閣議決定の上，そ
れを元に 8日，9日に首相府モンクロア宮殿で各党
向け説明が行われる。
　この動きに対し，エル・パイース紙はまず10月₇
日の社説 91）で，スアレスのこれまでの功績に対し
一定の評価をしつつも，テーマを分断して個別に解
決する政治手法を批判し，それが経済分野では通用
しないと警鐘を鳴らしている。その上で，各党との
協議初日である₈日，「合意（consenso）の時」と題
された社説を掲載した92）。同紙は，経済危機対策が
民主主義安定の要とする従来の認識から，「対話」
への大きな期待感を寄せた。一方で，「我々の情報
では，［討議の対象となる］経済対策は，すでに確定
している」としている。この社説は，consensoの語
がモンクロア協定を指すものとして，社説の標題に
初めて用いられた事例として，大きな重要性を持つ
ものである。この後，エル・パイース紙面では，従
来であれば acuerdoや pactoなどといった用語を使
用して表現したであろうことを，consensoとする記
事が増加する93）。
　8，9日の協議後，11日の紙面では，まだ公には
なっていない協定文書の内容や，協議後の各党代表
のコメントが報じられる94）。そのコメントを見る
と，交渉を最も評価しているのは「我々は全員に共
通の協定文書を作成するに至った」としているカ
リージョである。他の参加者の発言はそれぞれ異な
ったニュアンスが読み取れる。PSOEのゴンサレス
は，「全会一致の合意に達したわけではなく，共通
理解の基礎ができた。その基礎について議論が発展
する中で，分野によっては，特に経済危機のコスト
分配に関しては，軋轢が生じる可能性はある」と述
べた。また，「これは危機脱出の一歩であるが，危
機の脱出は数日で達成されるものではなく，1年
半，2年を要する」，「我々は，未だ達成されていな
い多くの分野で民主化を達成できると確信してい
る」と述べている。経済危機対策を，民主主義の行
く末と結びつけるという認識は，エル・パイース紙
のみならず PSOEにも共有されていることが分か
る。他方 APでは，フラガは，「意見交換として相
互の理解が深まったので，きわめて有用」と評価し
つつ，合意が「政府への無条件の委任状を意味する
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わけではない」と含みを残した。
　同日の社説は，「肯定的に評価できる」としてい
る一方，与野党のみの会合であり，労組と経団連が
対象となっていないとして，社会協定とすべきであ
るとの従来の立場を崩さず，政府に対して対話の間
口を拡げるよう促すだけでなく，労使双方に対して
も対話に向けた協力を呼びかけている。また，今回
会合が経済分野を対象とするものであると指摘し，
同じく首相府内に設置された委員会で議論される政
治分野での交渉難航を予想している 95）。
　協定が労組と経団連抜きとなるとの危惧は，現実
のものとなる 96）。一時期は PCE系労組の労働者委
員会が協定文書に好意的とする記事もあるが，労使
双方ともモンクロア協定締結の最終局面では合意に
達していない97）。スアレスはゴンサレスと17日の日
曜日に₃時間以上かけて会談するが成果なく終わ
る98）。18日の週に交渉は大詰めを迎える。18日，
PSOEが経済協定の内容を労組と討議するよう求
め，早くも交渉が紛糾する。20日には，これまでの
政府・与野党・労組・経団連の協定をめぐる態度を
批判的に捉え早期の交渉妥結を促すエル・パイース
社説が出ている99）。21日の段階で，政治協定特に警
察機構改革など治安に関わる分野の内容に関し，
APが脱落する 100）。これはこの後の協議では変わら
ず，そのまま10月25日のモンクロア宮殿における経
済協定の調印式を迎えた。この段階では国会での審
議は通過していなかったが，アブリル第三副首相の
要求101），及び恐らくはフェリペ・ゴンサレスの当
初の要求も考慮され，27日に国会での事後承認が行
われる。バスク左派 1票の反対を除いた，全会一致
にきわめて近い形であった102）。同日，政治協定も
前日まで内容の調整を行った上で調印の運びとなっ
た。25日の経済協定調印式が実際に交渉の舞台とな
ったモンクロア宮殿「列柱の間」で挙行され，国営
放送のカメラも入れて華々しく演出された一方，27
日の政治協定は議会の一室で実施された 103）。
　しかし10月25日のエル・パイース紙面は，タラ
デーリャスの国王の前における忠誠の宣誓などのニ
ュースを優先し，モンクロア協定に関する社説が登
場するのは，国会承認の翌日28日となった 104）。ほ
ぼ全面的に協定を擁護する内容となっている。とり

わけ，同紙が従来から主張していた経済協定に関し
ては，「受け入れられるべき計画であり，不可避な
技術的脆弱性に関しては，過度に批判されるべきで
はない」とまでしている。また，エル・パイースの
みならず，PSOEのゴンサレス，フエンテス・キン
ターナらのかねてからの主張「民主主義定着のため
の経済協定」という論理を踏襲している。加えて，
議会外での交渉による決着という手法に対する批判
に対し，「正当化されるわけではない」と退けてい
る。協定の実施に関しては議会が関与すること，そ
の際協定に調印した各会派で党議拘束がかかること
などをその理由としている 105）。また，当初の経済
の等閑視を理由とするスアレスに対する批判も，こ
の社説ではその批判の対象をスアレスではなく
UCDにしている。その上でUCDと閣内の危機に関
して「内閣改造は不可避」とし，スアレスの評価自
体はその来るべき改造後の第₃次内閣における協定
とりわけ経済協定の履行により決定されると締め括
っている106）。
　27日の国会審議においては，各党が協定に対する
見解を述べた。カタルーニャ社会党のラベントース
は，「民主主義者達が［経済］危機にけりをつける
か，危機が民主主義者達に引導を渡すか」として，
フエンテス・キンターナらの論理をなぞっている。
当初より協定の積極的な推進者だったPCEのカリー
ジョが協定への賛成を堅持し，PSOEのゴンサレス
が「民主主義においては，それぞれに国民から付託
された役割がある」とするなど，政府与野党のいず
れの行動も擁護する形で賛意を表明している。首相
であるスアレスも発言し，「勝者は国民」として，
スアレスのその他の演説でも見られる，国民を立て
るレトリックを使用している 107）。

IV　終 わ り に

　以上，1977年後半モンクロア協定締結までの世
論，及びエル・パイース紙論調を中心に，モンクロ
ア協定へと至る過程を見た。本論で示したように，
1977年総選挙終了時点において，日々の生活改善を
要求する市民社会の政治階層に対する第一の要求
は，経済危機の克服にあり，「民主化の機関紙」エ
ル・パイース紙もそれに歩調を合わせ，憲法などの
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政治的な課題よりも経済対策の優先を要求するもの
となっていた。当初スアレスはじめ政治階層では憲
法はじめ政治問題への関心のほうが高いように思わ
れたが，現実には，市民社会及びエル・パイース紙
の論調に一致するように，憲法より先に経済危機対
策が優先されることとなった。経済政策パッケージ
の実現に当たってはさまざまな形が模索されたが，
第二副首相のフエンテス・キンターナ，及び当時の
エル・パイース紙とその編集長セブリアンら知識人
の主張するとおり，モンクロア協定という諸政治勢
力による「合意」の形式をとるに至った。そして，
その過程特にモンクロア宮殿における交渉が開始さ
れた前後から，その交渉につき報じるエル・パイー
ス紙記事の中で，consensoの語が頻用されるに至っ
た。
　この一連の過程で，主に経済的利害に関心を有し
ており，その意味においては「非政治化」「穏健化」
（サストレ，フリア）され，セブリアンが「裕福になっ
た諸階級（clases acomodadas）」として言及してい
る108）市民社会は，当時政治階層への直接的な主張
経路とみなされていた社会紛争ではない，「民主
的」メディアと知識人という経路を介し，その利害
を政治に反映させた。ペクールが政治雑誌を題材と
して示そうとしたことが，日刊紙という別のメディ
アを通じても行われていたのである。
　今後，本稿で取り扱った過程を，「和解」から「合
意」への移行というより広い言説の動態の中で捉え
るためには，先にも触れた「和解」の言説と結びつ
いている1977年10月15日成立の特赦法に至る過程を
見る必要があろう。加えて，本稿で見たモンクロア
協定ではなく，結局後のスペイン政治における「合
意」の実例とされたのは憲法であったのはなぜかに
ついては，憲法制定過程における「合意」の言説の
変遷を見なくてはならないが，これらは今後の課題
として，それぞれ別の機会を期したい。

₁） 本研究は，スペイン文化省「グラシアン基金」によ
る2011年度の助成を受けた。La realización de la pre-
sente investigación ha sido subvencionada en el año 
2011 por el programa “Baltasar Gracián” del Ministe-
rio de Cultura de España.

₂） 以下，「民主化」と称する際には，この時期のスペ

イン民主化を指すものとする。本稿では，後述する理
由のため1977年₆月15日の総選挙直後から，同年10月
のモンクロア協定締結直前までをその対象とするた
め，民主化の画期そのものについては論じないが，民
主化に関する最新の包括的な研究である永田智成「体
制内部からの民主化―スアレスの戦略 1974-1978
―」（首都大学東京社会科学研究科博士論文，2012
年）によれば，1974年アリアス・ナバーロ内閣成立か
ら説き起こし，1978年12月29日現行憲法の公布・施行
に民主化の終点を求めている。とりわけ，民主化の完
了という視点について，永田同論文，38頁。

₃） 政治史・政治学の分野では，野上和裕「民主化の政
治学とスペイン―いわゆる協定主義をめぐって」
『東京都立大学法学会雑誌』39⑴，1998年，223-59
頁，及び永田前掲論文中，政治学上の論点に関しては
特に11-34頁を参照。なお，後述のスペインにおける
民主化解釈をめぐる議論で，アメリカ政治学による民
主化解釈の典型例として批判の対象となったのは，
O’Donnell, Guillermo, and Schmitter, Philippe C. 
Tran sition from Authoritarian Rule（Baltimore: The 
Johns Hopkins UP, 1986）である。現在のアメリカに
おけるスペイン民主化の取り上げ方のひとつの例とし
て，アメリカ政治学会（APSA）は，2007年第₄号の
学会誌にスペインとポルトガルに関するシンポジウム
原稿を掲載しており，その₇本中₃本がスペインの民
主化を扱っているが，いずれも大学教育にスペインと
ポルトガルの事例をどう編入するかに関心が集中して
いる。PS: Political Science and Politics, 40 ⑷（Cam-
bridge: Cambridge UP）.　スペイン民主化に前後する
国際環境に注目する立場もある。例えば，Martín 
García, Oscar J. y Ortiz Heras, Manuel, Claves inter-
nacionales en la transición española（Madrid : Cata-
rata, 2010），細田晴子「スペインの民主化プロセス-
フアン・カルロス国王と対米関係（1969-1977年）」
『人文研究』（神奈川大学人文学会）171，2010年，117- 
39頁。

₄） ポサーダの発言は，同日付 EFE通信配信。誕生日
に関する記事は，“El político de consenso cumple 80 
años”, El País, 24/9/2012. なお，以下本稿では El 
PaísをEPと略記する。

₅） Jover, José María, Gómez-Ferrer, Guadalupe y 
Fusi, Juan Pablo, España: sociedad, política y civili-
zación（siglos XIX-XX）（Madrid : Debate）, p.801.

₆） Tusell, Javier（a）, La transición a la democracia 
（España, 1975-1982）（Madrid : Espasa-Calpe, 2007）, 
p.282. 加えてトゥセイは，民主化過程において内戦
再燃への恐怖感が当事者たちに現実性を持って受け止
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められていた点を強調している。本稿の趣旨からは外
れるが，民主化当時の政治家・経営者・知識人・一般
市民に共有されていた認識であるとされる。

₇） Vidal-Beneyto, José（a）, “La inmaculada transi-
ción”, EP, 6/11/1995. 加えてビダル =ベネイトは，
「民主化の本質的な条件は，一貫して民主主義的であ
った反体制派諸政党が，独裁政治の過去に赦しを与え
忘却すること」との主流派の認識も批判している。こ
の独裁政治の過去の「忘却」という論点は，2000年代
の歴史認識論争の中心となる。そのひとつの政治的帰
結が，2007年に成立した歴史的記憶法である。拙稿
「スペイン『歴史記憶法』の成立過程（2004～2008年）」
『外務省調査月報』2008年第₄号（外務省第一国際情報
官室，2009年），1-28頁を参照願いたい。

₈） Navarro, Vicenç, “La Transición no fue modélica”, 
EP, 17/10/2000.

₉） Tusell, Javier（b）, “¿Fue modélica la transición a 
la democracia?”, EP, 2/11/2000. 

10） Vidal-Beneyto, José（b）, “El modelo de una tran-
sición modélica”, EP, 22/2/2001. これに関連し，ア
ブドン・マテオスなどの主張する，内戦や独裁の中に
あって民主的価値を守ろうとした事実をすくい上げよ
うとする「民主的記憶」について，Mateos, Abdón, His– 
toria y memoria democrática（Madrid : Eneida, 2007）, 
p.11参照。

11） Gracia, Jordi, “Guerra de mitos”, EP, 17/4/2013, 
Urdánoz, Jorge, “La Transición y extraño consenso”, 
EP, 10/5/2013.

12） Ortiz, Manuel（a）, “Historiografía de la transición”, 
en La transición a la democracia en España. Historia 
y fuentes documentales（Guadalajara : Anabad Casti-
lla-La Mancha, 2004）, pp.223-240.

13） Oñate, Pablo, Consenso e ideología en la transición 
política española（Madrid : Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 1998）.

14） Gallego, Ferran, El mito de la transición（Barce-
lona: Crítica, 2008）.

15） Redero, Manuel, “Apuntes para una interpretación 
de la transición política en España”, en Ayer（36）, 
1999, pp.261-281. 

16） なお，スペインの歴史学における「歴史」と「記憶」
を巡る方法論的な論争について，あくまで「歴史」研
究を支持する立場からの論争の概要は， Juliá, Santos
（a）, “Presentación”, en Memoria de la guerra y del 
franquismo（Madrid : Taurus, 2006）, pp.15-26を，一
方，「記憶」の方法を支持し，民主化を多少とも肯定
的に解釈する歴史家を，まとめて忘却に加担したとし

て非難する Espinosa, Francisco, Contra el olvido
（Madrid : Crí tica, 2006）をそれぞれ参照。

17） Pérez-Díaz, Víctor M., El retorno de la sociedad 
civil（Madrid : Instituto de Estudios Económicos, 
1987）.

18） Juliá, Santos（c）, “Condiciones sociales de la tran-
sición a la democracia en España”, en Ugarte, Javier
（ed.）, La transición en el País Vasco y España
（Bilbao: Universidad del País Vasco, pp.47-58.

19） Sastre, Cayo, Transición y desmovilización política 
en España（1975-1977）（Valladolid : Universidad de 
Valladolid, 1997）.

20） 近年の成果として， Ortiz, Manuel（coord.）（a）, 
Movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la 
transición（Toledo : Almud, 2008）, Ortiz, Manuel
（coord.）（b）, Culturas políticas del nacionalismo 
español（Madrid : Catarata, 2009）, Rafael Quirosa- 
Cheyrouze（ed.）, La sociedad española en la Transi-
ción（Madrid : Biblioteca Nueva, 2011）.

21） 永田前掲論文，特に第₆章。
22） Del Águila, Rafael y Montoro, Ricardo, El discurso 

político de la transición española（Madrid : CIS, 1984）.
23） Edles, Laura, Symbols and Rituals in the New 

Spain（Cambridge: Cambridge UP, 1998）.
24） Bastida, Xacobe, La nación española y el naciona-

lismo constitucional（Madrid : Alianza, 1998）.
25） Juliá, Santos（d）, Historias de las dos Españas
（Madrid : Taurus, 2004）, pp.445-462. 

26） Juliá, Santos（e）, “Cambio social y cultura política 
en la transición a la democracia”, en Mainer, José 
Carlos y Juliá, Santos, El aprendizaje de la libertad
（Madrid : Alianza, 2000）, pp.15-80.

27） Juliá, Santos（e）, p.49.
28） Juliá, Santos（f）, “Primera parte : política y socie-

dad”, en La España del siglo XX（Edición actuali-
zada）（Barcelona: Marcial Pons, 2007）, p.255.

29） 「界」概念はフランス語の champ，スペイン語では
campoとなる。Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte
（Barcelona: Anagrama, 2002）.

30） Pecourt, Juan, Los intelectuales y la transición 
política（Madrid : Centro de Investigaciones Socioló-
gicas, 2008）.
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