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現存社会主義における社会変動と政治体制

一一ポーランドにおける党内選挙 (1980-81)に即して一一一
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東 孝 之
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~. 党J甘j岳山1;のJ<'JI.l;
111. 党則的LfiIU:U~fJと日平半ャシベーシの Ij:QI Jl l

1. 党則的改iI:~~
~. 退学ヤャシベ F シのliQIJ1J

IV. 臨時党大会

1. 新党規約の1*i)¥
:.!. 子奇心 ~~li lJWの決定

:¥. 1ft火指持部への選手:

.1. 大二ごにおけるノメンクラトゥラ liJin

V. :tu才コりに

1.はじめに

1980年夏のポーランド危機は，社会的危機に端を発していたという点に大きな特色を

もっO それまでの現存社会主義の危機は主として上から，つまり支配体制の内部から起っ

てきた。それが次第に社会の各層に浸透してゆき， 体制の一般的危機となるケースが多

かった。 これに対して， 1980年夏のポーランドにおいては. はじめにまず社会不安があ

り，それが支配体制の危機へと発展した。グダニスクのストは.政権党の支配を受けない

大衆組織を生み出したのすなわち，独立自治労働組合'-.i!日rJ Niezalezny Samor勾dny

Zwi~zekχawodowy ‘Solidarnosé'--NSZZ ‘So 1 idarnose'であるのその存在が絶えず危機

の根源を想起きせ，支配体制を新たな対応へと駆り;立てたの

このようにポーランド危機は，社会危機に端を発 L，それによって絶えず押し tげられ

ていった政治危機という観を呈している九人々の関心がこの社会的危機の側面，とりわ

けその独特の制度的表現である「述J市」労組に集中したのは当然であるのしかしながら.

自由をかちとった社会勢力の側には，政治的課題に取り出flむ用意がなかった。たしかに

15カ月余に及ぶ存続期間中に， 1"連帯J労組の内部でさまざまな政治綱領が作られ，政党

を設立ーしようとする試みさえあったのは事実で、ある 230 しかしそれらはいず、れも萌芽的

なものにとどまり， 1"述 ~ILI 労組は全体として政治に関して禁欲を守ったということがで

1) t出杭「ポーランド ~ti~'~命の陛史的 f\'[相 J. Ii t吠界 c~ (1981. 9)， ~09-226 参!札

2)拙稿“Controversy()ver Nomenklatura in Poland，" Acfa Slavica Iaρonica， 1 (1983 .3)， 74-

75， 77-82. 
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きる(¥，、わゆる「自制的革命 samoograniczajl}casi~ rewolucjaJ3))。 とすれば， 政治[内課

!起の解決はおのずから支配体制の側，とりわけ支配政党で、あるポーランド統一労働者ー党

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza-Pi'PR (共産党， 以下党と略ri己)に委ねられざる

を作なL、円ここに支配体j!~iJの側にどのような n 己申I~~grの試みがあったのか， というl1:u出刀二

大きな志;味をもっ所以があるの にも拘らず， この 11刊川!日川1リJ1但凶~目U~にニ Jつ〉凡L 、ての検 li 、，h ，土上t仁， I υj七ι，~出i日;;一J 'ヴ7刀;主制飢Ilに

ついてと比較して全く立ち遅れていると L、寸jコなげればならないめ

そうした支円配己目{体本jt市巾制|じ日凶}I対|リl内の白己革新のJ試武みのなカか、でで、， 11之も11:tlにUlliするのはポーランド統一・

労働者党内における役tiの自由選挙であろう。それは，はじめ!氏辺組織において散発的に

行われ，やがて全党的に実施されるようになったのこのがi~ ， ポーランド、の党1'[1;阜市lはド

から l~ までほぼ完全に一新されることになるの本稿の課題は， ~t~. と L てポーランド、の党が

このような大肌な試みに踏み切った背景はHか，そのキilit沢一はどのようなものであったか，

を考察することにある。

白由選挙は両側の政治理論一一一反共・親共をIi¥Jわずーーによっても. また現存社会主義

国自身の反休j!~iJ派あるいは体jt~iJ内批判派によってもしばしば政治危機の最上の. しばしば

11t-の解決策と見なされてきた。今|口!ポーランドにおいて.たとえ党内選挙という l浪られ

たレベルではあれ，自由選挙が実施されたことは，こうした仮説を検証する a つの子が泊、

りを与えてくれるものと忠われるの

具体的な考察に入る前に，まずお月以riíî の党内の主円[~閃係の}ミな特徴を見ておくことに

し7こし、。

第一に，党内の形式 1-.の最高決定機関が，幾段もの間接選挙によって 1..へ上へと代議!.-i
を送ってゆく，ピラミッド型の階層構造をとっていたことであるの最氏辺をなすのは， )占

礎組織 PodstawowaOrganizacja Party~na-POP (¥，、わゆる党細胞)で，約 10万の単位が

あり， :115万の党員，党員候補は必ずいず、れかの基礎組織に属したの このレベルの最高決

定機関は党員集会 ZebraniePartyjne であったの党il集会は司つぎのレベルの最 I~可決定機

関，すなわち市町村党協議会 KonferencjaParty jna に代議員をj去った。市町村レベルの

単位はおよそ 2，359あった九市町村党協議会はつぎに県レベルの最高決定機関，すなわ

ち県党協議会に代議員を送った。その11if\í~ v i gl~ と|司じ数だけ， すなわち 49あった。さい

ごに，県党協議会が全党の最高決定機関， すなわち党大会 KongresPartiiに代議員をj去

ったの形式的には，すべての権威はこの階層秩序から派生していた。

第二に，それぞれのレベルの最高決定機関の権威がより少数の機関へと委譲される傾向

(代行主義 mandatyzm) があった。それぞれのレベルの形式上の段高決定機関は，常時間

:n 1 El制(¥ZJ市命」の概念につL、ては Jadwiga Staniszkis，“Samoograniczaj~ca sic rewolucjaヘ
Kultura (Warszawa 1981. 3. 22)， 9 および IIIJ:}l;-.大lJ~!人 '， J~ UιL会主義社会の弁，liE法JI(東山

，{J ~.波， l ::J占 1981)， 307-339; I"r~. 11 1 村裕 ，J~ Iグダンスクの皮;とホーランド労働組副←ーホーラン

ドにおける労働者|前級の抗議形態の党)1(-(L~ ・ト )J. 11') J IIJ労働同国)1(1981. 9)， 6()-78; (19お1.

10)， 62-71 ~(見よ。また.tiB fI句 11'1jj1lJI下J.'ド命の悲劇ljJ， [' 11 1 央公論 c~ (1開1. 2)， 220-231を参H(iせよ O

。ジャーナリストの報告を除けば，研究者の干になるものとしては， IIjt一次の研究ノートがあるのみ

である o Jerzy Wiatr，“Poland's Party Politics: The Extra守Ordinary Con広口、SS of 1981，" 
Canadian ~'ournal 01 Political Science， XIV-4 (1981. 12)， 813民26.

5)舟n.党員候補数は 1980年 6Jl駐在。 基礎組織の i(t.位数は節 -Ali1!の数， けJil1j村協議会の単位数

は対応する委tl会の数に拠るひ本.f;'::j卜段 99以手二見よ O
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会しているわけではなく，会期と会期の問その役割lを代行する機関を必要とするのこれが

工場，市町村， if;t rlt央の各党委it会 KomitetParty jny であり，それぞれのレベルの形

式上の段尚決定機関によって選ばれた。 党委員会は党tt集会， 党協議会， 党大会と違っ

て，ずっと少人数の 1;~~，i空機関であり， ピラミヅド1tHの権威秩序の~iH・実 1:の環節。日nlWO を

なす。このためカトリック教会や裁判所の機構のなカ .0)各級機Ixlのようにインスタンツィ

ヤ instancja 英語の instance にあたる)と呼ばれている η しかし，党委員会自身比較的

大きなボディであって.会期!と会JtJJのII¥J日常的な決定の代行ず;を必要とするのこれが執行

部 Egzel王tywa(段，tl:Jレベルでは政治同 Biuro Polit)口 ne) であり，それぞれのレベルの

党委il会によって選ばれたの

第三に，政治にえ干して行政が優位に立つ傾向があった円各級党委 H会はその附kI~機関と

して執1rPis(政治!日))の他，統~1J1j委 tt会 Komisja Kontroli Partyjnei， ~ti査委民会 Komisja

Rewizy，inaのような監替機関号r.，己防 Sekretariat のような行政機関をもったのこのうち

11常業務の遂行にあたって実際に椛|恨をもったのは.純粋の行政機I)~.J である芹J己吋であっ

たの書記日はアノミラト aparat とn子ぼれる各級党委民会の行政機構の頂点に位したの この

ため， 執行部 (政治局) において書記局を代表する第一再記が事実l:-，の最高権力者とな

り，代行主義の終お点となったの原l!リ的に三権分立をh'AするイデオロギーfドJ~\i~場によっ

て，司法機関(t:Jt'!:格をもっ統治Ij委n会監査委日会は党委n会に従属させられ， したがっ

てその代行ご長である執行点目 (政治hω， さらにはその究極の代行計である第一書，i己の影響

下に1-0;!ハれfこO

第四に，執行機tXJの代議機関に対する，また 1-.級機閃のド級機関にあIする人事支配があ

ったの形式的にはすべての党役日は選挙によって選ばれることになっていたのしかし，実

際には候補者リストというものが作られ，代議員，党委il手の選挙におし、ては定数を僅か

に 15%J:まわるだけの候補 Jすしか¥1..てられず， また執行日I~ L L ，1Liι 第一書，i己について

は定数と全く fi'tJじ数の候補者 Lか立てられなかった門したがって，実際の選択は投票段階

ではなく，候補者リスト作りの段階でなされたのこのリスト作りを行ったのが同じレベ

ル，ある L、はより 1，.のレベルの党委n会書記Mであったのこうして事実上書記局が党の全

レベルの決定機関の人事を左右 Lた (党内ノメンクラ卜 '7ラ制)。 ここにit氾片，および

それを代表するtnー芹ri己の権力の本来の源泉があった。それは下からの選挙というよりも

1:による選政という性格を強くもち，基本的に参加よりも肋Hを口4"11す休111ljであった。

グダニスク協定の締結後，党内にも民主化運動の波が押し寄せたのそれは二つの方向を

とった。 一つは.水平構造 strukturypoziome ;f.li ~J) と呼ばれるもので，民辺組織が地域ご

とに横の迎介(水平構造)をなし， ピラミッド型の権威秩序(垂直構造)の外側に白らの

権威のrl1心をもとうと L、う迎10)であったのもう一つは，役il選挙;li動であるO 役員選挙は

既存の垂前構造を TiiT捉とし，その中に下から代表を送り込もうと L、う運動であったのそれ

は制度をタテマエ通りに機能させようという運動であって，党内支配関係がタテマニじに反

していた|決りで，これに打撃を与える効果をもったの水平構造述動については別稿におい

て考察したのので.本稿では役民選挙運動を中心に考察したいの

6) r体制l内の反逆ーホーランドノK平班長J)の軌跡一一J，掲載誌未定 J
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党内民主化運動は従前の党内の支配関係を覆すことを意図するものであったから，当然、

党内の支配関係を規定する党規約の改正問題を提起せざるを得なし、。つぎに見るように，

役員選挙運動は党規約改正をめぐる論議と密拡rに結びついて展開されることになるO

役員の選挙は党大会を目指して行われるのしたがって.党大会を聞くという決定が蚊も

)，¥本IYJな決定であったっ「プラハの在」の411;持者の一人， ムリナーシュ lよ， 1956 年のソA
共産党 20回大会にあ弘、て起ったチェコスロパキア共陀党内の論争において最も重要なえ1、

進派の発言は，臨時党大会を召集せよという要求だった， と[11J恕している九 19HO年夏

のポーランドにおいては，やや情勢が異っていた円先に児たようにポーランドの危機は社

会的危機として，党外の大衆から起ってきたの党外の大衆は党から何も期待していなかっ

たので，党の~之内人事や臨時党大会といった党内の IH 来事にはほとんど|珂心を示さなかっ

た。しかし.党内にあって変化を望んだ者にとっては. NII';II年党大会の開催が最も切実な関

心事であったことは疑いなL、。役n選挙Jill1VJの11tlllは，当然党大会の 11引に左右されるこ

とになるのそこではじめに党大会の日取り決定の経緯を見ておくことにしたい。

注目に制liするのは， クダニスク協定直後に聞かれた;~n 61'町立中央委員会総会(以下 6中

総というふうに略記)においてギエレクの後fJ:vこ選ばれたカーニャが，就任演説において

早くも臨時党大会の開催を呼びかけていることであるの。 ポーランドの党にあっては.変

化への術撃はi}J.に外から来たばかりではなく.また上から来たといわなければならないの

おそらくカーニャは臨時党大会の開催という急進的な要求を防げることによって.いず、れ

沸騰が予J111される党内1l1:論を先砕しようと欲したものと忠Jーフれるの

しかし，共体的な fl取りの決定は意外に手IUJ取ったの自主選挙運動の高まりによって党

大会が以前のような現賛大会ではなく，党内の支配関係の実質的な決定の場となる恐れが

IUてきたので. 11 取り決定は最大級の政治nu~ となった。はじめ臨時党大会は 1980 年中

に!日初、れるものと戸山解されていた。ところが， 12月はじめの中総でこれを翌年 3月末 4 

月初まで延期することが決定された。このWjHもまた守られなかった。保守派が大会のIII-

Jtfj開催に強硬に反対したからである。 1月末党政治局ilジャビニスキは. ~ポリティカ」誌

のインタビューにおいて，丸一年間の延期を主張しているの。保守派の抵抗が打破される

には. :1月のピゴゴシチ事件の衝撃を!たたなければならなかった。 ょうやく同月末の 9'11 

総で大会fl程が最終的に確定したのその後もさまざまな保守派ゆグループやソ辿筋からの

延期の圧力が統し、たが，臨時党大会は予定通り 7Jj 14 11に/i司催された。

役i!の自由選挙は，党大会開催が決定されたrt!j=/，¥で公I認の政策となったのそれまで党下

部でさまざまに論議されてきた党規約改正山組もこの時点で党111総の審議に上捉された。

したがって，役員選挙運動は 81年 3-4n頃新しい性格のものとなるO 党大会における Itl

央指導部選挙，新規約の 1!jlj定は役 i~t選挙，ì"f動の頂点に来るものであり，本稿における考察

7)又denekMlynaf. l' achtfrost. Frfahrungen auf dem Heg vom realen zum menschlichen 

S'ozialismus (Koln/Frankfurt日. M. 197R)， I!O. rl\ ， J~. 汁Ii健次 Wi支'Jk，ブラハのイ手ぴ).位、劇，f] (i[ 

J>: • ~Jí J也，Ii-!)}19RO)， 1¥4 

R)“Przemowienie 1 Sekretarza KC PZPR w czasie obrad VI plenum KC PZPR，" TL (1980. 

9. 8). 1'1¥ IV'~ I統・労働什立加 61"1.1 1 火岳民会総会でのカニア出 ~ ttLh . .:の出説J，正j!l:界政治JI，582 

(1980. 10 U， 43. 

り〕“Twarz事wtwarz z ro1附 tnikami.Rozmowa z Andrzejem .iabinskim，" Polityka (1981. 1. :11)， 9. 

--i'H 
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の最重要部分をなす。

さいごに，本稿の資料的基礎について一言すれば，主としてポーランド国内で発行され

ている日刊紙 TrybunaLudu (脚誌において TLと略記，以下同様)， iycie Warszawy 

(ZW)，週刊誌 Polityka，Kultura， Tygodnik Powszechny (TP)， Tygodnik SolidarnoSl' 

(1'5)， n TIJの党理論機関誌 NoweDrogi，若干の中総資料集に依拠し，また外国紙・誌 The

Times， Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ， Le Monde， rJpa8aa， Newsweek， 

Der Spiegel， Osteuroρα における報道，および若干のジャーナリストの著作などで補っ

た。臨時党大会につし、ては，軍事政権下で 1，280Hに及ぶ詳細な全体会議の速記録が出版

されたと伝えられるが10) 本稿の執筆には残念ながら間に合わせることができなかったの

II. 役員選挙の開始

1. 下からの役員選挙運動

はじめに， 8月以前の党下部組織の状況がどんなものであったかを， プウォツク県の党

機構l肢はの報告に);~づいて見ておきたい。この職員は管轄下の基礎組織の月例集会の筋書

作りを任務としていたので， その報告はかなり実情に11[Jしているものと忠われる。「党組

織は政治局あるいは書記局の書簡を読み， ~その指示の下に』集会を行う以外何もしなか

ったの党広礎組織の書記は， Jiiに集会の予定表に送られてきたテーマを書き写し，あとで

集会が予定通り行われた証拠として議事録を提出するためだけにあった。はじめから，い

つ，どういうテーマで#ミ会をfj-うべきか，誰を集会に呼ぶべきか，が伝えられていた。そ

の集会がどういう決定をするべきかさえ，あらかじめ判っていた。この集権化のシステム

は， liiiもって結果が判るように，まさにそのためにあったのだl)oJ

8月以降こうした状況は大きく変った。上からの指示だけに頼っていたのでは，時流に

取り残されてしまうということが明らかとなったからであるO 党組織はそれぞれ現下の状

況にどう対処すべきか，党はどうあるべきかについて白友的に思考し始めた。熱病のよう

に党のあり方をめぐる討i論が下部組織を覆った。ある党員ジャーナリストは， 1"ポーラン

ド、統一労働若党の1ff史においてかつて見たことのない知的・政治的醗酵，かつてない理念

的原!!IJとその実現方法への関心Jを↓氾録しているの。 公式には大会前討論は全国レベルで

は 12月はじめの 7'F'総で琵足した中央大会委員会，県レベルでは県大会委員会の枠内で

行われることになっていた。しかし.多くの底辺組織はこうした公式のl'刊各を無視して，

自主的に討論会を開催し，党綱領，規約，選挙規程手について決議を行ったり，全く新し

L 、独自案を作成したりした。 81年 4月下旬に社会科学大学(党幹部研修所)党学研究所

Instytut Nauki () Partiiの所長が諮っているところによれば，こうした決議は数千にのぼっ

10) IX Aadzwyczajny Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 14-20 liρca 1981 r. 
Stenogram z obradρlenarnych (Warszawa: Ksiμka i Wiedza 1982). 迫 II己 議 'jf録は予告

，iJJlりには11¥版されなかったようである O その代りに英独仏露V4，ll1の縮刷版が出版された。独語版

IX， /lusserordentlicher Parteitag der Polnischen Vereinigten Arbeiterρartei. 14-20. luli 
1981. Dokumeute und Materialien (Warszawa: Interpress 1981)， 052 pp.から判断する限り

では，当 lì~f新聞・雑誌にたJえされたUlーの資料は合んでいない(19符:~. 11. 7. 州ベルリン記〕。

1)“Aparat partyjny-jaki， po co dla kogo，" ZW (1981. 6. 2)におけるJ.Millerの発言。

2) Barhara Droic!i，“Projekt statutu，" ZH戸 (1981. 6. 19). 
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た。そのうち県大会委只会を経てrt1央委n会に日げられた，よりまとまったものだけでも

700あった。完全な党綱領草案や党規約草案が数十あった%こうした決議にもっとも頻繁

に登場する要求は， ~"クルトウラ』誌(ワルシャワ)の編集者によれば，以下の如くであるの

「大会の前にコード、 klucz(ほの忍伊東)なしの民主的選挙を行ろこと勺選挙!械の任

期!はせいぜい 2年とし，任期jr 11にそれぞれの機I~U の構成Llのぷ侭:~分の l を人 Jl 伴えるこ

とO 党職と同家l肢の兼任を禁止すること。完全な'¥}ti報.とくに党11にはラジオ，テレビ以

上の↑I特Rを与えること〔編年三t;-v主ここで，この要求には心応やかでないものを覚える，と

附記している-伊東〕。すべての選挙を秘密とすること。役職に選ばれたよおは半年に 1)i 

1'III h長する出礎組織に戻って宇!日うすること。 rll央委!!・同候補はせL、ぜ、い 5分の 1， 政治

MJ IIはせいぜい :1分の lしか!k]家u政の竹Jljl，W&~.二 i;叱くことう(，i'F されな L 、ことの覚機梢の I1改

nはいかなる選挙職に就くことも詐きれないこと門職場から派jEされること。 n分を派jE

L た工場の京l提示II織のメンパーとしてとど主ること。党機構で、の勤務を期I)l~っきとするこ

とのりI~治一九氾， rt1央委 [1会第一L13J己をn'q主党協議会，党大会で選11¥すること4)oJ 

こうした氏辺組織の要求の '1 1心的命;mは，党機構に対ーする不çj ，その!形 ~!Nf -; Jの排除であ

った。先に紹介したプウ寸ツク県の党!fì'~n，上つぎのように 1"1 ;tL l している J 白分はりI~委日会

の)I~礎組織を解散してメンバーを地万に派jEするように 3)豆町案 L て， やっと 19HO1r 11 

月に聞き入れられたの Lかしrt:jごすでに遅かったのこの11~j 主でに党機構に対ーする大きな不11'Y

がわだかまっていて，われわれが工場の党 JI~礎組織にむを現わすことさえが疑わしい!限で

見られた。人々はこう J、，.，

だ?主さカか、t利維i佐主新j迎ifL動E引助fJ川カが1どう:発琵江民4するカ、見張りに米たのじぺや》あるまいな?"り).1クグJ タダ、ニスクの

レ一ニンj造色船「所苛の党l孔u集i仁長~降会でで、はこう発 I iすrる百カが:礼し、fたこつ l党i工今まで本汚の7J;I床での政党

ではなかった。政治を:支配したのは党機構だ。これは今変らなければならなL、。党は t休

日:を取り戻し， その歴史的課題に71:えなければならなL、。|これを rcにしたジャーナリス

トは， Iこうした怠見は三百万党此の11¥1で支配(j'Jなものではないか。一般社会におL、ても

幅広い支持を作ていることは確泊、だ。ただし，社会が党内でのIH来事は万人にとって主要

だと納付している!;r;~りでの話だが」 と1'1己しているの。 先の 『ケルトウラ c1j 誌編集 ι行は，

「党日大衆は機構を{訂rJしていなL、。 党機構が足偏したの~1， 1小←何Ilfよりも j行il行Yi七:.)義長如(的
F

下ηド内jιJ志よ止ι叫;

イデオロギ一「的i巾サ引i戊是7薄寺さ.専門知識の欠却しぷ任感の欠点11，人々との;1Hg;肢の欠如だ」と指

摘し，党下研究所長は「党機構にすべての L要な ~JT~ ヵリiij されて L 、る η 党機構は，tlのl'ltt訂Ji
となってし主ったJと語っている 7)。

この11り明に党内討論において流行したI11hの・つに l保!;i?只warancjeJがある。それ'1
党機構のf芳若無人が繰り返されないための;!}Ij)引!'J保附を意味したの人々がよ見約作りや綱領

作りに熱'1'したのも，実にそのような保仰を帰り込むためで、あったのその'1'で以も11i:要な

位置を占めたのが代議機関の権威の確ι そのための党機構の側からの一切の干渉・操作

3)“Niじ n1εjestdane na zawszε. Rozmowa z Adolfem Dohiωzcw日kim，" Kultura (Warszawa 
19R 1. 1¥. 26)， 10. 

1¥) H IこO

5)“Aparat partyjny，" Z防ア (19Rl. 6. 2). 

6) Ernest Skalski， ，‘Notatki z GdaI1ska." Polityka (1981. 4. ] 1)， 5. 

7)“Niじ niejest c1ane，" Kulturα(Warszawa 19別. 1¥. 26)， 1 () 
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を排した選挙の実施で、あった。ポズナニ県のある工場党委員会第一書記は，つぎのように

述べている。「すべての指導部は下から上まで民主的に選挙されなければならなん、と思う O

その際.各級党委員会の専従職孔な選挙から排除する必要があるO 党機構は選挙制の指導

部の下に置かれる。党機構で働く宥はそもそも〔決定権をもっ〕総会のメンバーになるべ

きではないの彼らは所与の委n会の勤務t!.lS:定のnu題の専門家に過ぎないめの」

つぎに，役nのIJ:L選挙を率先して実施した具体例を見てみよう。グダニスグ県はトル

ニ県と技んで、水一平構j山室長VJが帰んだったところである。しかし，グ夕、、ニスク県では氏辺だ

けではなく. j頁点一一--M党委H会一ーも革新的であり， トノレニ県で見られたような上下の

鋭L、刈立は存しなかったぺ n山選挙はまず県大会委共会の選11¥について実施されたの

~61 ií の委はは厳~l'討に民主的な子続きを経て選びIH され，個人の考えではなく， それぞれ

の選挙月休の'奈を:t;J11¥するよう拘京された。こうして:3)] rf~旬までにド部組織の捉案をで

きるだけ取り入れた 60数日の大会文書 (一種の綱領市京) がIU来上った。水平構造運動

の代表者の一人はこの文J;について「俺たち基礎組織の者は，自分らの要求が採み消され

ているのではないかと思ったが， よく読んでみると. fむたむの決議したもののうち 90%

が入っていることがわかった」と述べているiOLこの文占は，保守派からは兵端の疑いを

かけられ，革新派からはあまりにμ健過ぎるとの批判を受けたといわれるが，以 Fに本稿

にかかわりのある諸点を紹介してみよう O

1-)'2 の JH略的役 ~tiljは権力ではなく. 権威に基づくの それは}理1耳哩里凹H'引1子刊げv性|ドJ
つて'討論と理'i''1=.i'r'0説得によって作られる。」

「党は社会川I!WJ. 経済川!肋を行政(1/0に指導すべきではない。」

[党の規律は品川~t実現の条n と JlIUo/(: されるべきであって. 1ft央指導部の行った活動の正

しさへの信頼義務とJl!!.f'y(:されるべきではない。」

「選挙は…-ーもっぱら秘密投票で， …一-会場から無制限の立候補を募って行われるO 協

議会(大会)におし、て選挙権，被巡挙権をむするのは，その協議会(大会)への委任状を

件た党oのみである〔し、わゆる『コカパンからの(民ffli:(';-kandydaci z teczkUI をj世けるため

ー伊東)J

[代議nの委任状は……任朋rt'有効である。執行機関の党職の任期は， 同じレベルで 2

朋を越えることができなL、Il)oJ

，i、t，)命のなかで，各級党委H会の選挙を大会fiiJに実施すべきか百かをめぐって意一見が分れ

たのまもなく大会が規約，組織椛ji各級党委民会の性格と位置づけを変えるのだから，

選挙をυっても H:lUJがたiくて意味がないという立見もあった。 Lかし，結局，大会前に党

機構の変革を実施しなければ，以前と同じように党機梢が大会を支配L.なんら根本的な

変化が起きないことになろう，という意、見が大勢を占めたの

お)“日lrtiaodnowiona--czyli jaka，" Polityka (1981. 3. 1，1). ，1 (J. Gczikiewiczの党tj).
9) グダニスクの党組織の状況につL、ては Bo只usl'aw lIoluh，河川正lialzakazny，" Polityka (19R1. 

2. 14)， 6 が '1:，々とした1!Iì'う'~~diってL、る。

10) Skalski，“Notatki，" Polityka (1981. 4. 11)， 5. !におグダニスグ叫大会委民会の交;j;については，

|パj委日会のi主だったコヴアルスキの新聞インタビューな参!日せよ。“Sperniaeoczekiwania. Roz-

mowa Zyciαz Zbignif通wemKowalskim，" ZW  (l9R1. :~. 26). 

11) Skalski，“Notatki，" Polityka (19約l. 1. 11)， 5. 

お7



伊東孝之

若干の基礎組織では今までの党委員会が信任を得ていて党員は選挙を望んでいないとい

う結論が得られたが，多くの基礎組織で、は実際に選挙が行われたか.これから行われるよ

うとしていた。 1981年 2月末現在で 3，254の党組織のうち 880が選挙の実施を望み， 664 

ですでに実施していたの選挙の必要について党員投票しようという意見もあったの県委民

会白{本選挙に反対でなく.県の各級委 Ll会の多くの活肋家もむしろ進んで選手をやって r~

任をt1n¥，、たし、と考えていた。

レーニン造船所の党協議会は早くも 1981年 3月末に自身の指導部，地区協議会代議員，

党大会代議員(大工場には直掠大会代議只を選出する権利が認められていた)の三者を選

んだ。この時点ではいつ大会が聞かれるのか判っていなかったことを想起しておこう。選

挙規れはグダニスク県で義務づけられているものが適用されたの第一書Il己には 2人の候補

者が立ち，革新派として全国的にもずIの知れたワベンツキ Jan l'.ab~cki (中央委員.後に

政治局員)が圧倒的多数で、選ばれた。大会代議此には，多くの候補者のなかからワベンツ

キ他 2名が選ばれたの同様に候補者数に制限をつけずに工場委員会のメンバーと地区協議

会代議員の選挙が行われたの地区協議会代議員選挙では，現職の県委員会書記が 1人落選

したが， 革新派の指導者として全国的に名の知られたフィジパフ TadeuszFiszbach (県

委員会第一書記，政治局員候補)は， 76票r{172票を得て当選した。ルポルタージュ記者

はつぎのようにコメントしている。「誰でも知っているように， フィジバフならどんな党

内選挙でも当選することだろう。フィジバフとワベンツキは、 JJiに問題となっているのが

党委民会に対する綱領的反乱などでは全くなく，ごく単純にいかに党委民会に一番ふさわ

しい人物を選ぶかということであることの証左で、ある 12)0_1 

グダ、ニスク県は典型ではなL、o 8月以，iIi沿道ら党内革新運動の先頭を切っておりー 全国的

にはむしろ孤立していた。大会文書を(也リI~ の党組織に配布することさえ』附られたほどであ

ったの他県では， 選挙を実施した党組織はむしろ柿であったの党政治局日パルチコスキ

Kazimierz Barcikowskiが 3月末の 9+，総で報告したところでは，それまでに選挙を実施

したのは全体の 15.?1J'であった(のちに 10%と訂正13))。

多くの党組織が選挙をためらった理由について，点王F-構造運動の理論家ヴィトコフスキ

Lech Witkowskiはつぎのように分析している。

f-(1) 党の氏辺組織のメンパーが十分な力量とエネルギーを持たず， 自らの内から行

動の意欲と信念を有する新しい指導部を選び出せなかった0・・一一 (2) 長底辺においてさ

えも，互L、によく知っている人々のnuでの， ーfeの行動を!主(¥，、るための自己組織の能力が

一一一現指導部に取って代る人物がし、た場什で、も ーしばしば欠けていた。 (3) 維新運動

が一ーすでにお俳方のお墨付を得て万人共通の義務となっているものさえが一一一，旧秩序

の支配する避速の小組織には到達しなかったの (4) 上級党委f-l会がこうした選挙の一般

12) 11 iJ I~。この選挙については日刊紙に城辺が 1r.かったが，すぐ降りのグテイニヤt1J のハリ・コミュー

ン造船所で fJ われた選挙については，つぎイ ~l よ。 \Vieslaw Kozyra， "Pierwsi clelcgaci na lX 

Zjazd partii，" Z Vl (1981. 3. 24). 

13) Kazimierz Barcikowski，“Podstawowe problemy sytuacji w kraju w toku przygotowa白 do

IX Zjazdu，" ND (1981. 4)， 20; I"J "Wyst号pieniena XII Plenum KC PZPR，" AD (1981. 8)， 
172. 
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的必要を認めなかったしなお認めていなし、。党組織が断固としてそれを要求したところ

でだけ， しぶしぶl汗している。この問題についてしばしば誰の意見も求めないか，ある L、

はまずもってこうした選挙に関心をもっ筈のない人々の意見を求めている〔傍点原文ゴチ

ック体JoJ筆者は，選挙が党内の活気を解放し，人々全動11するのに寄与していることを

確認しこのような下からのイニシアティヴを迎え入れることが党内の信頼関係の醸成，

優秀な活動家のひきとめの必須の条件であるとか説し-c¥，、る 14ら

2. 党指導部の対応

下からの役員選挙運動に対して，党指導部は 2段階の対応を行った門

まず，印刷)1f 12月に部分的な承認を与えているの liiJfiはじめに聞かれたわい総での政

治局報告において， カーニャはつぎ、のように述べているo r-過去数週間にわれわれは中央・

地方，党委n会・政府当局のさまざまなレベルで、多くの人事異動を行った。こうした人事

異動が，党内および社会における民主主義のメカニズムによって，選挙原則の事実上の復

活によって起っている場合が少なからずあるの・・・・・咽目下多くの基礎組織におし、て同忘諸芯

が選挙を要求しているの各級党委只会はこれに同意、を与えても'i'fしし、。また現職者が同志

に信任投京を求めて，その*，1[*に選挙協議会を聞くかどうかの決定を委ねている組織もあ

る。われわれはこうした!日jきを支{'J:-tる。J党指持部はなお一本に自由選挙を認めたわけ

ではなかった。 Jii.に[状況に日11して」選挙するかどうヵ、を決めるよう促したに過ぎなかっ

た1530 人事権を完全に千放すのは，なおあまりにリスクが大きいと思われたのであるO

つぎに， 1981年 3月に全面的承認を与えている。同月末に問かれた 9中総は， 全レベ

ルの党役.nの白主選挙を決定した。党指導部がこの大1111.な決定から何を期待してし、たか

は.それまで、に各地で、行われた自主選挙のあう*についての政治局の所見からある程度税い

知ることができるの r-c自主選挙の〕結果選11¥された執行部は，党!氏辺においてより大なる

支持を有し，それに示された信頼は党派性のUlH起を原則的に捉起し，困難な問題の解決に

あたってそれを選んだ訴に助けを求めることを可能としているO 一万でいえば，新執行部

の地位は辺義的により強力であり，このことがより効県的，より積極的活動を可能ならし

めている 1s)oJ 

白由選挙の全i古i実施は， 主として党指導部のイニシアティ r'/vこぶづ、くものと忠われるO

たしかに下からの民主化の圧力は大きかったが，先によIたようにそれまでに自主選挙を実

施したのは党組織のうちの出かに 10%， それも大多数は 1980年 12月以降， つまり党指

導部のお忠付がドりてからで、あった。大多数の党組織は眠り込んでいたのであって，底辺

の!ビ力が指導部をして選挙の全面i実施を強L 、たと ~i うことはできなし、ように忠われる O そ

れでは，党指持部がこのように思い切った措置をとった理由は何であろうか。

第一に党外の事件。の圧力である。党指導部が党内選挙の自由化に踏み切った二つの時期

は，いずれも|述市J労引lの大衆行動が大いに高まり，党の権威が著しく失墜した時期

14) Lech Witkowski， "Partia: Zjedno仁zeniew dzialaniu，" Polityka (19t11. 2. 7)， H. 
15) Stanislaw Kania.“Zadania partii w walce 0 socjalistyczny charakter odnowy zycia spoltぅcz-

neμ0，" '1、L (1980. 12. :2). J'I¥ ，u{ f'社会11:.jl~ f!}生の社会主義(I~JfU芥のためのたたかいにおける党の

l課題J，1['¥11:界政治Jl，589 (1981. 1 卜)， 21. 

16) Barcikow出ki.“Poclstawoweproblemy，" AD  (1981. 4)， 20. 
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と符合するo 7 ft1総は，1述，1ftJ労組lの登録闘争が尚拐し， 党が譲歩を強いられた直後に

iil初寸1た。 9'Fl総は， ピドゴシチ事件に端を発する IÆ;;i~;J労組のゼネストの脅威の下に

IHjかれている o )'2 m )!'t ìS[~は，こうした党外外 )J の強力なノJ ，;威行動に[(([új して， H らかのjf~

で国民のお任を説明する必要に辿られた。党内選挙は，いわば総選挙の代Hj ，~，11 の役割を県

すものと期待されたのである。

第二に，党内杭力闘争との絡みである。 8刀危機の結果唐突な形で政権を引き継いだカ

ーニャ Lt，権力の要所に CJらの支持者ーを:tYっていなかった。 riij任者のコ♂ムウカ，ギエレク

はそれぞれ|ゴムウカ出Il ekipa GomulkiJ， 1-ェ下エレク京Ilekipa GierkaJ と呼ばれる腹心

者の集団を持っていたが，カーニャは「カーニャ五ILJをJ¥j:たず， また形成する余硲が与え

られなかった。政権学t1i後カーニャがuったのl土， まず1{(JJの'IIW泊、ら!ギエレク組Ll企

追放し，その代りにギエレク|時代に左近された人々を引き入れることであった。しかし，

ギエレクの対抗馬だった人物はカーニャと兵って白らの権力正盤を持っており，カーニャ

の強力な対抗馬ともなる恐れがあったのであるo tll!，)jにおいてもカーニャは自らの支持者

を持っていなカ追った。カーニャはHir政権に|共jわりのaかった地点ボスを追放し，その代り

に1~1央から多くの場合ギエレク IItj:代に冷遇されて L 、た人々全送り込んで，これに現地の下

部組織の代表者を加えて新指導部を形成させたの

選挙の実施によって直路影響を受けるのは，まず地方政界である O そこで選挙実施liijの

地方の政権交評状況を一科しておこう。カーニャは， '1 1 央におけh ると r~'J ~浜地 )jにおいても

旧政権支持者を追放するのにスキャンダルの足以を不IJJIJした。のちに公表されたところに

よれば，私的な建ぷ投資の汚職で当局の追求を受けた行は， 111*委1-.1会iT;心 3人，りよ第一

苫ぷ 23人， Y，~，tLIG 34人，両1]{fHl 7 人，大l~L 18人，次'i'r56人， PIL知事 21人， 11¥IJ知事 :)0

人の多数にのぼったという 17九地方政治におけるrll心IYJ人物である県第一書，i己史浩のキャ

ンベーンは，カーニャの第一占心就任ji'(後から始まり 80イ|三 12月の 7111総 liijl'去に故 i~~j i';~ 

に注し，翌年 :3J]頃までたどし、た。典型的なノーターンは，党'11央の代表一一一通常組織11:]題担

吋3iUクロブスキ χdziS1aW Kurowski ---ーのIJ ¥ !lI1iのドに， OIL委H会総会が1mかれて， ま

ず党111:9との代表がliij任者の|多年にわたる党?，ri;lì力へのよL~IWU に!白，b討を表iリJ.新任KネIIIを紹

介して，ついで|選挙」に移り，筋占き通り 11'央から推薦のあった候補者が選ばれて，さ

らに執行部，書記局のメンパーの入れ啓えがあり，多くの場合新たに「労働者， J1'J: L~J の

代表が力11えられる， というものである l的。 このれ'i~ ， 19tH 年 4JJ~くまでに， 49 Y/;r!'じつ

に 32県の第一書記が更迭となったl的。 このような人事異動は， なお従米のノメンクラト

クラ方式を踏襲したものだったといえよう，

もっとも，それは必ずしもスムーズにいったわけではなかった。たとえば， キェルツ

エ県では， 1980年 12)] 17 11に県委i1会総会が1)日かれ， /11央委民会組織部長パナシャク

17)“Obraz tygodnia，" TP (1981. 7. 12)， 1. 

18) 件リ~児:安日会総会に I~Jする Zycie Wαrszawy紙(ハドltj自在日よ(、たとえば， ビドゴシチリ，~ (19801r-
10 ) J 17 fl H)， タノレノヴァ M (10 n :10 U {、J)， レグニーツァリ，l(11)J 1-2 ~1 H)， プウォツク M
(1日1)，シチェチン似 (11n 8-9 H付)， スウプスク M (11) J 15-16日付)， ワルシャワ以(11)J18
LI H)，ウッチリ，t(idJ)， ジェシェフ V，~ (11) J 20 [1什)， イェレナ・グーラ以 (11)J 27 11什)，エ

ノレブロンク以(12)J12 11 H)， ラドムりI~ (19メ111:' :3 ) J 17 11 H)。
19) Piotr Moszynski，“U schylku kadencji，" Polityka (1981. 5. 9)， 6. 
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Antoni Banaszakが県第一吉ぷカドムスキ WitoldGadomskiの辞任を伝えたところ，出

席者はこれに反対し，ガドムスキを第一書記に:再任することを決定している 20)。おそらく

こうした例は少なヵ、らずあったものと見られる。

新しく任命されたrf'央，地)jのポスは，必ずしもカーニャの忠実なコ支持:t;'とならなかっ

た。 たとえば，政治局i!のグラブスキ TadeuszGrabski やジャビニスキ(カトヴィツエ

県第_.Wi=JJ兼務)，あるいはトルニ!日第一書，ie.のナイドフスキ χygmuntNa‘idowski のよ

うに， rI'総においてカーニャの権威に 1[(抜挑戦する~'も現われてきた2130 こういう状況に

u' (u'ijして， カーニャは， 卜刀、らの選挙辺白jを不IJnJして， rj 11mリーダーの低抗を排除すると

111J時に， トップ・リーダーに対ーする氏ill の文j~: を[，fî! めることを決忌~:したものと思われる。

選挙は，ヴィトコソスキが示唆しているように， ドからのイニシアティヴを既成の垂直構

造に統fTし， 1日呼出の立場を強化するよい機会をthiぶしてL、にのである。

選挙の実施方法は， 3 nよの 9r{'総で採択された官辺選挙J;R.;J?aが;どめている O 政治局報

告によれば¥それは「党組織によって J 般的に要求された若干の改正」を盛り込んでお

り，とりわけ「会助からの立候補jlJljI恨の撤!払秘密選挙以HIJの確認，選挙集会・協議会に

おける各級党委H会代表者の役'，I~IJJ~nï しJ を合んでいた2%??JIiii挙規辺には多くの不似i

な人ながあり，はたして卜分民 tl'l':Jな選挙を保昨し作るかどうかについて各方Uliカミら疑義が

表明されたが23¥政治t，)報(りから判断しでもつぎの 2JIがI:U題を 111んでいた。

第一に，なるべく多くの労働者を役l践に選出するようにとの訴えがなされているo 4月

末の 10rt1総で採択された大会代議11選挙に|対する決議によると， I代議L!の構成は原則と

して党組織の社会職業的および t"~代的構造を反映すべきである」となっている 2430 しか

し白由立候補.臼由投京を前提とするとき，~挙がJt:Hf年通りの代議員構成を生むという

保障はどこにもない官であった。従来労働者の選11¥本が比較的l丸かったのは，あらかじめ

川怠された紋術指リストに拠っていたからで、ある2九つまり，労働行は下から選挙されて

きたというよりも，むしろーいこよって選以されてきたのである。そのような労働省出身の

代議i!，役此が， J-_からの操作の対象となり易いことは，党学研究所長のような公式筋の

乍(>;.でさえiLZめるところであった2的。労働計jgU¥の訴えは，なおこうした操作の可能性に

党指導部があ引を託していたことを訴している O

コ0)“P1¥ P donosi w skrocic，" Z~V (l9HO. 12. 18). 

21) 11'j'総(19H1{¥ (i )J 9~1() 日)のぷ'Jt録企見よじ“XI PleJll1m KC PZPR. Dy邑kusja，"ND (1981. 
7)， :~:3-， 1 “お.

22) sarじikowski，“Podstawoweproblt、my，"ND (1981. 4)， :n. 1可iE選挙J;l，!f't!Tymczasowy reε111-

amin wyborow wlaclz delegatow w PZPR の本支は NoweDrogi 品にも ZycieWar-

szawy 紙に ι，主主:9 'j I総の議'Jtιk，'1:. ，11， iJ.と f訟などイどまとめた!lHr lX Plenum KC PZPR. 
29~30 marca 1ρ81 r. Podstawowe dokumenty materialy (Warszawa 1981)にも載ってお

らず， "r: ('f )::}~υ 

2:n Piotr 1¥1ωzynski， .‘Sprawa wyborow，" Polityka (l9H1. :l. 7)， 1， 5; l'iJ“U schylku，" Polityka 

(19約1. 5. 9)， G. 
21) "Uchwala w sprawic zwolania lX Nadzwyjczajnego Zjazdu wyboru Jelegatow na Zjazd，" 

ムD (19お1. 5/6)， 30. 

25)“Po pierwsze: Zjazd musi siSl odbye. Rozmowa Zycia z Janem 1¥1alanowskim，" ZlY (1981. 

ti. 15). 

26)“Ludzie nic chc~ cudow，" zW (1981. 4. 29). 
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しかしその可能性はそれほど大きくなかった。たしかに大会代議員の定数配分は工場

組織にやや有利となっていたが27) 党拍車部は主として「党員の意識的意志 swiadoma

wola28) Jに訴えざるを得なカ為ったのである。

第二に， 党員との「個人的商談」が推奨されているo 9中総の政治局報告はつぎのよう

に述べているo Iわれわれはこれを選挙=報告キャンベーンの主要な準備段階と考えてい

る。こうした面談は非常手段で、はなく，党内活動を同志間の接触という歴史の検証を受け

た方法で豊かにすることと考えることができるO 面談を行うのは，個々の京礎組織の権威

と信頼を集めている同志であるべきだ。それは，何よりも党員の関心を惹いているテーマ

について意見を交換する機会.のちの選挙集会を強L、ものとするような立見や捉案を集め

る機会となろう O それはまた党を理念的に疎遠な，また意気温喪した分子から浄めるため

の一助ともなるべきだ29)oJ 

こうした個別的面談が選挙操作の意味を持ち易いことは，改めて三うまでもないであろ

うO しかしここでもまた，それが効果を発持するかどうかは，ーに説得力にかかってい

たのであって，以前のような制度的な選挙操作とは異っていた。

自由選挙の導入は.必然的に党機構の権限縮少を伴った。たとえば 9中総の政治局報

告は， つぎのことを約束しているo I党職と|司家・行政・経済!践との兼任をできる[jRり制

限すること。選挙制の指浮部，各級党委員会における現役の労働者，良氏，各種知識層の

代表者の割合を圧倒的に大きくすること O 全レベルの党指導部の任期を一半に制限するこ

とO 党機構の員数，組織構造，構成を変更すること O 党機構が党内の全権が帰するところ

の選挙制の各級党委員会の権限を剥奪することなく，その任務の遂行において選挙制の各

級党委員会および基礎組織に奉仕するように保障措置を講ずること 3の。J

4月末に聞かれた 10中総における政治局報告のなかで， 党第一書JI己カーニャは， ノメ

ンクラトゥラ問題についてはじめて公式にiヲ及した。「社会のすべてのサークル. とりわ

け無党派の人々が活発な関心を寄せている一連の問題の一つに，党内で討議されている幹

部政策がある。それは単に異常に肥大したし、わゆる幹部ノメンクラトゥラ制の批判的評価

に関わっているだけではない。幹部ノメンクラトゥラ ~IJUは jHJ 知の女IJ くすでに大幅に縮少さ

れた。われわれは，幹部政策に手を加える必要を認識しつつ，同時に党がわれわれの生活

の故重要環節の幹部人事に対する影響力を保持することを確認したい31)oJ 

党の最高責任者が公の場でノメンクラトゥラ jljljの問題に言及することは，単にポーラン

ドにおいてのみならず，全現存社会主義国を通じてかつてなかったことである。たとえな

お人事支配権を回執しているとしても，このこと自体ポーランドのノメンクラトゥラ制が

27) _L場， 大学の党組織は(1)他の党組織が 3段階の jJ¥H主選挙を経て代議員を選ぶのに必j-L， lU持活

挙で選ぶことができる。 (2)f也の党組織が 1，700人に i人の'，lilJifで代議日を選ぶのにがtL， 850人

以上の単位から 1人の代議Hを選ぶことかできる， という特杓を与えられた。 “Uchwala，" jνD 
(1981. 5/6)， 29-:'30. 結 *(J~) に 365 人 (18.6%) の代議此がこの JJìkCJ'ii ばれたυ

28) Barcikowski，“Podstawowe problemy，" ND  (1981. 4)， 21. 
29) HJ:。
30) j，;J上， 19. 

31) Stani~law Kania，“Referat Biura Politycznego na X Plenum KC PZPR，" ND  (1981. 5/6)， 
17. 1j¥&¥ 1"第 10111]lt1央委員会総会での報告 (1こ)J， IT 枇界政治.~， 599 (1981. 6 ド)， 32. 
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大いに追い込まれていることを物語っている。そして，それは党内選挙全面実施の決定と

直接関連していたのであるO

111. 党規約改正問題と選挙キャンベーンの展開

1. 党規約改正葉

4月末の 10中総にはごつの重要文書， w社会主義的民;主主義， 社会主義建設におげるポ

ーランド統一労働者党の指導的役割， 国家の社会経済的安定の綱領的基礎1)~と『ポーラ

ンド統一労働者党規約草案2)JIが上提された。前者は大会前の討論の基礎として党の全般

的な活動方針を素描したものであり，後者は党規約の改正案で， ~綱領的基礎』の一節「党

内民主主義の保障Jと関連しているO 本稿の観点から見て重要なのは後者である。党規約

こそは現存社会主義国において並行憲法的性格を持つ段高規範であるO なぜなら，そこに

定められている権力関係は，結局のところ非党員にとっても拘束力をもつからである。

ポーランド統一労働者党は戦後大きな政治的危機を経る度にその規約を改正してきた。

しかし，今回の改正はつぎに見るように従来のものとは比較にならないほど思い切った，

1948年の党創立以来の最大の改正となる筈であった。それほどにポーランドの党は深刻

な危機にあったといわなければならなし、。カーニャは 80年 12月初の 7中総報告で早くも

規約改正を提案し，その主な問題点を指摘している九先に見たようにその後党下部でさ

まざまな論議があり，幾通りかの完全な草案さえ作られた。今回中総に上提されたのは，

そうした論議を踏まえたものであるO 改正案はさらに多くの本質的な改訂を経たのち大会

で新規約として採択されることになるO それはこの時点で党指導部が党内の権力関係をど

う変えようとしていたかを知る上で，きわめて良重な資料である O そこでつぎにその点に

焦点をしぼって，旧規約(当時の現行規約。)と改正案を比較対照してみることにしたい。

第一に， r党の指導的役割Jの規定であるが. 旧規約が党を「社会主義革命の指導的勢

力」と担えているのに対し，改正案は「社会主義建設の指導的勢力Jと担えている。前者

が革命的正義にその根拠を求めているのに対し，後者は「憲法と法;!iUfifJにそれを求めて

いる。 liij者の党は r!司民統一戦線の指導政党として人民国家と社会組織の活動に方向を与

える」のに対し，後者の党は「国民統一戦線において活動し，人民国家の強化を目指す」

(\，、ず、れも前一文)。こうした J~え方の違いは規約の立構成にも反映しているO 前者がまず党

の組織構造を定め (3主主)， 然るのちに国会， 地方自治体議会， 社会組織指導部における

1)“Zaloienia programowe rozwoju socjalistycznej demokracji， umacnienia przewodniej roli 

PZPR w budownictwie socjalistycznym stabilizacji spoleczno-gospodarczej kraju，"人D

(19R1. 5/6). ~Oト256. !庄日fI5，v(I社会1:主主1'1')比二主主義の16M.社会一ト義建設におけるホーランド統

←・労働円引:の折.iffIY)校訓の'11¥化と 11<1の社会・経済的安定化の桝儲lテーゼJ. ~itI:県政治~. 600 (1981. 

7 1:)， 4-54. 

~)“Statut PZPR. Projekt，" X Plenum KC PZPR. 29-30 kwietnia 1981 r. Podstawowe 
dokumenty i materialy (Warszawa 1981)， 247-295. 

3) Kania“Zadania partii，" TL (1980. 12. 2)，邦訳『世界政治~. 589 (1981. 1下)18-19. 

4)旧規約はつぎの阪を参照した。 StatutPolskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ze zmianami 
uzuρelnieniami uchwalonymiρrzez VI Zjazd PZPR w grudniu 1971 r. (Warszawa 

1973). 
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党員ク守ループに言及している (7章)のに対し， 後者は逆にまず「社会主義的民主主義体

制におげる党Jを論じ (4章)，然るのちに党の組織構造を定めている (6章)。国家機関

や社会組織に対する関係の肥え方の違いは，国会議員団の課題の理解に最も端的に現われ

ている。前者がそれを単純明快に「党の政策を実現すること」に求めている (59条) の

に対し，後者は「国会の憲法的役割が卜分に実現されるように努力し，国家と国民の緊要

の問題について党の綱領と政策を代弁し， 支持すること」に求めている (39条)。言い換

えれば，前者においては党が国家あるいは社会をいわば外側から，超法規的に指導するの

に対し，後者においてはいわば内側から，合法的に指導するのである九

党の指導的役割の新しい担え方が党外組織に刈-するノメンクラトクラ支配についての反

省に立っていることは明らかであるO 改正規約案の起草者の一一人，そのリベラルな見解で

知られた社会学者マラノフスキ Jan Malanowski (党大会で中央委員に選ばれ， 戒厳令施

行後党から追放)は，新聞インタピューに符えてつぎのように語っている O

「社会的民主主義の本質からすべての市民の平等という原則が生じる。 この原則から当

然誰もが国家の中のすべての役職に就く権利を有するという原則が導き出される。より r~iJ

L、地位に至るのに差別があってはならなし、。なぜ、なら，そうし、う共合に身分制社会が作ら

れるからであるO 他方で党は，統治するためには，権力行使の観点から最重要職の任命権

をもたなければならなし、。世界中のすべての政党がそれをもっている。多数政党制の諸国

では，この権利は選挙での勝手Ij，政党間の協定によって与えられる。問題は一党制の場合

に生ず‘る O はたしてポーランドに一党制は存するか。ある意味では然りだ。しかし，それ

に他の要素が加味されて豊かとなっている O つまり，同盟諸党である O 同盟諸党は今まで

非常に慎ましい役割しかあてがわれて来なかったが， もはや政治的下働きに甘んじようと

はしていない。|司盟諸党は今後権力行使により大なる参加を要求するだろう o U述'iitDの

ような勢力も国家の最重要問題に影響を及ぼす権利を要求しよう O そうすれば，ノメンク

ラトゥラ問題は全く新しい性格を帯びることになるO たとえば，党はできれば憲法によっ

て枢要ポストの任命権を保障される，などと考えてみるO しかし労働相，保健相，ある

いは良林相のポストについていえば，他の政党あるいは無党派の代表者がなっても一1ft}Vこ

栴わないと思うの。」

改正規約案は，党の指導的役割の理解に大きな転換をもたらしたが，なお一つの問題を

5)社会学者シチェバニスキは，こうした党の性格変化がすでに党のJri'~+的役割を IYJ ri~ したお;窟法採択

のIL]点 (1976{j三)で生じたと指摘 Lている o r党主-，ぷ11;に，;~人したことは，基本的にその状況を変
えたと Jうえる。由法の外に立つ党は↓¥，:1家と法の上に立っているのであり，革命(白勢力，資本主義的

な llil家と法の秩序を変える勢力であって，日らはその秩序に料られないのである O 党を rJ/，法に d~人

できるのは，社会主義的な凶家と法が ~J\:* で t) 1) ，党 !J; その~ ì'~:I~ となるときのみ，党が "ill~ 命 Q'J ~C は

なく;志法的義務を，またその義務にえすする法的立1f:を進んで引受けるときのみである。とすれば，

今や党の指導的役 '，\i~ を法 ((J範 m，，~1 におレて規定 し，その正取組組IJII' 裂、J'IZJulT:の範IJI1を厳密にしなけれ

ばならない。JJan Szczepanski.“Poszukiwanie rozumnego wyiscia，" Polityka (1981. 1. 3)， 8， 

党は久しくその指導的役'5ILj:法l目前j叫におして民えられることを.mんできたが，戒厳令施行後問題

が緊急の具体性をイifびることになった。というのは，半という， 1主l家のぞlにおいて支配権を行使す

る勢力が現われ，党と指導的役;切をやうようになったからである o Jadwiga Staniszkis，“Stan wo. 

jenny w Polsce jego dynamika. Cz. II，" Kontakt， 3/4 (1983. :3/4)， 6. 
ti)“PO pierwszむ."ZvV (19tH， 6. 15). 

一-94 一一



現存社会主義における社会変動と政治体制

残していた。それは，一方で「法と市民的義務の一体性の原則」を強調しながら (38条)， 

他方で党に特別の権利を留保し，それによって党員と非党員の聞の「法の一体性」を損っ

ていることである。マラノブスキの補促説明もこの基本的矛盾を解決していなL、。

第二に，党内民主主義の強調が目立つ。旧規約は民主集中制を党内生活の最高原則とし

ている (17条)が，改正案は民主集中制と党内民主主義の 2本立てとしている (18条)。

注目に佃iずるのは，まず党員の権利の拡充である。それはとりわけ少数意見を固執し，主

張する権利，他の党員，党組織，各級党委員会の活動を批判する権利，批判のゆえに嫌が

らせ，徴罰を受けない権不1]，綱領に反する決定の取消しを求める権利，等々に関わってい

る (2条 h，3条 a，c， d， 18条 b，品 22条. 28条. 80条 ε)。 もう一つは， 公開性の強

調である。各級党委員会，党組織は「党指導部の決議，決:ι その活動，その地域の社会

経済的，政治的状況，社会の雰問気，勤労者の諸問題について知らせる義務を負う」とさ

れている (20条)。旧規約は「国家機密と党の部外秘事項の守秘Jを党員の義務の一つに

数え入れている (2条 g) が，改正案ではこれが落ちている。 このように党機構に対する

党員の立場は大いに強化されたが，相も変らぬ規律の強調 (2条 c). 分派活動の禁止 (22

条)が，実際にはその制度的保障を弱し、ものとしているといわなければならない。

第三に，選挙原則の強調が注目される。改正案は，選挙原則について旧規約にはない特

別の章を，しかも 3番目という高い順位で設けている。第 3章以外でも多くのところで選

挙原則の遵守を調っているの4条. 59条 c，62条. 67条. 69条. 70条. 86条. 87条

等)。そのもっとも重要なものは，秘密選挙の規定であろう (25条)。しかし.秘密選挙は

旧規約でも調われている (27条他) のであって， それ自体ではなんら選挙操作に対する

保障とはならなし、。 選挙原則を重視した改正案は，いろいろな保障措置を講じてはいる

が，必ずしもそれまでド部組織で要求3れてきたものすべてを顧慮しているわけではない。

(1) 最高決定機関を大会(下位レベルでは協議会，集会)としているが，この機関に

恒常性を保障していない。それは一度決議・決定を採択，党委:只会を選出したら，直ちに

解散してしまい，決議・決定の実施および党機関の活動状況を監視できないのであるO 多

くの下部組織から11¥されていた，大会，協議会の代議員の委任状を一度限りではなく，そ

れの選んだ党委員会の全任期にわたって認めよ，という要求を入れていない。

(2) 最高指導者である第一書記を選ぶのは従来通り大会(下位レベルで、は協議会)で

はなく中央委只会(下位レベルでは各級党委只会。ただし対応する党委員会のない最下位

のレベルでは党員集会)としている (25条.54条， 62条.70条)。下部からの要求で、は，

大会，協議会が直接それぞれ対応する第一書I氾を選ぶことになっていた。

(3) 候補者の申請は選挙委員会による場合と会場からの場合の 2つがあるとし(下部

からの要求で、は会場からに限定)• しかも候補者の数. 候補者申請方式は大会， 協議会，

集会が決定する (ド部からの要求ではいずれについても制約なし)としている (26条)。

さらに，代議員，各級党委員会，党組織のメンパーは個々の候補者について非難，異論を

唱える権利があるとし， 候補者リストに誰を入れるか， 入れないかの決定を大会， 協議

会，集会に委ねている (28条O 下部からの要求では候補者受理に制約なし)。

先に見たように旧来の~IJIjr支の下では，選挙の結果が投票段階ではなく，候補者選定段階

でほぼ決定されていた。改正案がリスト方式を暗黙の前提とし，候補者の数，申請方式，
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受理の条件などに異常な関心を示しているのは，こうした過去の制度をで‘きるだけ温存し

ようという起草者の意、図を示すものであった。 1月はじめに中央委員会の名前で地方組織

に回覧された暫定選挙規定 (9中総で採択されたものと同ーかどうか明らかでなし、)は，

完全な候補者リストを提案する権限を持つ選挙委員会の設置を予定していたが，誰がこの

委員会に候補者を申請する権利を持つのか，いかなる原則に基づいて委員会は申請を受理

したり， 拒否したりするのかが明らかでなかった。会場からは定数外 20-50%しか候補

者を申請できなかった。以前はこれが 15%であった。 このため暫定選挙規程はせいぜい

135 %増の民主主義」しか認めていないとの批判があった。 しかも， リストが一杯になっ

たあとで、候補者を申請する場合には，その代わりに誰を外すかをわなければならず，秘

密選挙の原則を損う恐れがあった九少なくともこれと比べれば，規約改正案は若干の改

善を示していると言わなければならないだろう。

(4) 指導部， 代議員の候補者構成は， 1所与の党組織の社会的職業的代表性， 将来の

指導部の所与の組織における効果的な指導機能遂行能力，党指導部の活動の不可欠の連続

性」を保障するべきだ，としている (27条)が，自由選挙の原則とこれらの要請がどう両

立し得るのか明らかでなし、。そこには予期せぬ結果に対する恐れ一一一上からの割り振りの

結果ではなく，自由な政治競争の結果として登場して来る者への不信，下部から選出され

て来る者の指導能力についての不安，幹部の総入れ替えに対する恐怖一ーが頗を出してい

るO

(5) 執行機関役員の再選制限について 2JtHまでを一般原則としているが，例外を設け

る案と設けない案の 2つを用意し (32条)， なお再任への抜け道を残そうとしている(下

部からの要求で、は例外を認めず〕。

(6) 下から強し、要求のあった党1j改と政府行政峨，経済峨との兼任禁止についても例外

を認めている (34条)。

(7) 従来通り選挙制の機関が互選によってメンパーを排除したり，補充したりする権

利を認めている (63条)。地方レベルで、は委員候補からだけではなく， 外部からの補充も

認めている (71条)。

(8) 選挙規程を規約の一部とせず，中央委以会の決忘に委ねる代案を用怠し (~~5 条)， 

洛意的改訂への道を残しているO

(9) 党機構の専従職員の被選挙権を制限せよ，という下部からの要求を全く考慮して

いない。

このように改正案はたしかに大胆に選挙原則をi詩人しはしたが，ある党員ジャーナリス

トが感動をこめて語っているののとは異って， 必ずしも党内討論の「集団的知恵」を生か

し切ってはいなかったのであるO

第四に，今まで唆n朱にされてきた党機構の役割を比較的厳密に規定しようとしているの

が注目される。選挙原則の強調はおのずから代議機関の格上げ、，それへの党機構の従属を

結果した。たとえば，民主集中制の原則のーっとして「党委員会は自分が選出した執行機

7) Moszynski，“Sprawa wyborow，" Polityka (1981. :1. 7)， 1， 5. 
8) Drozdz，“Projekt statutu，" i'W (1981. 6. 19). 
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|現に対して，また自分がその活動を計画，組織，統制，評価する党機構に対して上位にあ

る」ことをことさらに恕起している (18条 c)。 また党機構の役割について新たに一条を

設け， 党機構が選挙制の機関(対応する党委員会)に従属すること， r党機構の職員は委

任なくしては党内の選挙制!の機関を代表したり，その名において行f!bし.決定を出したり

することができないJことなどを強l珂している (55条)。興味深いのは，とくに中央委員

会のその機構に対する権限を明確にしていることである。「中央委員会は党の組織構造と

党機関の権限を認:どするの中央委員会部会を開設し，その部長を認定する O 各級党委員会

を開設し，その活動を監督する O 幹部政策の方向を確定し，党幹部を裁量する O 全国的重

要性をもっ管理職に就いている党員の活動を補導するの先:の報道機関の活動を指導するO

党の財産，フォンドを竹却するJ(61条)。

しかし，選挙;!iljの機閃の党機構に対する優位は，形式上もけっして完全なものではなか

った。たとえば，民主集中市Ijの原J!Ilによって「党規約に即して採択された上級の党委員会，

執行機関の決議・決定は， 下級の党委員会，党組織によって実現されなければならないJ

としている (18条 ε) ので， 上級の党機構が F級の選挙制の機関を操作する可能性は十

分残されていた。また，委任さえあれば，党機構の職員が選挙制の機関を代表したり，そ

の名において行動したり，決定を出したりすることができた。実際過去においてそうした

「委任」関係が党機構の跳、梁を許す抜け穴だったのであるO ともあれ. 党政治局は草案採

択に先立立a つて[1'党機構の役害押割|リjと現下の課題にi関均するf指日針

7市草P主:案の精神を逸速く実施に移す姿勢を示したO

第五に，党基礎組織の免権を大いに強化している。現行規約は党基礎組織の義務のみ

を列挙して権利に吉及していない (6章)が，改正案においては椛利について新しく一条

を設け，詳述しているO 基礎組織の権利とは，党大会，協議会，各級委片会に直接動議，

要求，意見を提出する権不11.情報を要求する権利，役Hの候補:者を推薦したり，候補者に

ついて意見を表明したりする権利，自分の組織から党機構に派遣される人物について評定

する権利，自分の組織から党，国家，経済の要職に就いている人物の評価をしたり，推薦

を取り消したりする権利などである (81条)。所属する基礎組織の推薦状を党機構への採

用条件としているのは，機構に対する組織の立場を強めるものとして注日に価するO しか

し，これは底辺組織で表彰された者を，党機構に汲い上げる一つの方途という意味をもっ

(8条)。基礎組織相互間の接触，経験交流の条件を作るのを党委H会の義務としている

(52条)のは，水平構造運動への演歩とみなし何るが， 同日寺に現実にそれがとった形態を

分派活動として厳に戒めている (22条)のは基本的に消極的な態度を示すものである。

第六に，党監査，統制委員会の権限を強化しているO 改正案は旧規約にはない特別の章

を設けて両委員会の権限を詳しく定めてし、る (10章)。 これには代案があるが，両委員会

を統合するかどうかの違いだけで大主ない(ただし統合されれば監督機関の地位はより強

力なものとなる)0 I日規約では， 中央監査委員会は党大会， 中央統制委員会は中央委員会

によってそれぞれ選ばれることになっている (30条 d，:j6条)が，新案では両委員会と

9) Wytyczne w sρrawie roli i najbliiszych zada必 αραratuρartyjnego.これは党大会における

Ijl 火 ~n会制告に引川されている。“Sprawozdanie KC PχPR，" ND  (19お1. 8)， (-iO. 
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も大会によって直接選ばれることになり (87条)， 形式上中央委員会と並び立つ権威を有

する筈であった。とくに監査委員会は「党機構による案件処理の仕方，とりわけ党組織，

各級党委員会に持ち込まれる捉案一一手紙，告発状も合めて一一ーの実現をコントロール

し，評価する」ことになっている (90条)η Lか L，大会で、出接選ばれる筈の機関が，党

規約，大会決議の他に'11央委員会の決議をも指針としなければならない (89条)のでは.

その監督機関としての独立性は疑わしいと百わなければならないだろう O

改正規約案は，変化した状況への党の一つの刈応を示していた。たとえば，党の指導的

役割の新しい把え方は，党外の自立的勢力の存在を前提としている。党は，いかにその地

位を「憲法的に」保昨しようとも.この白立(1守勢力の挑戦を受げて立たなければならなか

ったのそれには党白身を自立的努力として再生させ，他の自立的勢力との影7413力をめぐる

競争一ーたとえ制限されたものではあれ，それなりに自由な-ーに耐えるものとする以外

になかったのである。党内民主主義の強調，選挙原![IJの存入，党機構の役割の明確化，基礎組

織の権利保障，監督機関の強化などは，こうした新しい事態への対応策であり，下からの

イニシアティヴを開放することによって党を自立させようとする試みに他ならなかったの

改正案は，党内の権力関係を変えようとする主要な試みで、あった。たしかにそれはなお

旧来の体制を守ろうとする党機構勢力と権利の保昨を求める!氏辺組織勢力との妥協の産物

であった。 なお至るところに党機構の側からの介入， 操作の余地が残されていた。 しか

し全体として党機構の権限は根本1'j''1な1!ilJ約を受けることになったと言ってよいだろう O

はたしてそれによって党が行政機構としてではなく，政治勢力として再生し，真に国家，

社会における指導権を確立できるかどうかは現実の政治闘争の試練を経てはじめて明らか

となる O

2. 選挙キャンベーンの展開

公式には選挙キャンベーンは 5月から始まったのしかし，先に見たようにグダニスク県

などではすでに 3月から大会代議員選挙が始まっていたし，とくに同月末の 9中総の決定

があってからは各地の党組織が続々自主的に選挙キャンベーンを開始したの

選挙キャンベーンの中心的行事は， 報告=選挙集会， 協議会 χebrania Konferencje 

Sprawozdawczo-Wyborczeである。それはi日党委n会，旧監査・統1!l1J委只会の活動報告を

聞き.新党委員会，新監査・統制委員会およびより上級の党協議会(最終的には党大会)

への代議員を選出する場であった。新党委員会はその場で直ちに新第一書記，執fff1f5，書

記を選んだ。多くの場合，これらの免役ilは集会，協議会から直接選ばれた。

選挙キャンベーンが始まると党組織は異常な興奮のil;品に巻き込まれた。党只集会，党協

議会では単にそのレベルの旧指尊部が批判されただけではなく，またそれに中央の方針を

説明するために出席した中央指尊部あるいは県指存部の代表が平党只，代議員の激しい批

判の矢面に立たされたのはじめて選挙の自由を手にした平党只，代議員は手続き問題の討

議，候補者選びに熱中した。集会，協議会は早朝に始まり，十数時間続き，しばしば深更

にまで及んだ。会期は通常 2日間であったが，それ以上に及ぶときは‘中断されて 1週間

後に再開された。選挙キャンベーンに関する限り，未曾有の吉論の自由が出現し，党の報

道機関は各地の報告=選挙集会，協議会の模様を詳しく伝えた。それがまた他の地方の，

あるいはより上級の協議会への関心を掻き立て，新たな興奮を喚び

9R 
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『ポリティカJ誌の記者は， ザコパネの市協議会の模様を取材して「党はその歴史にお

いていまだかつて指導部をこのように民主的に選んだことはなかったし，また選挙がこれ

ほど重要であったこともない」と ù~ している 10)。選挙キャンベーンが最高潮に達しようと

していた;)Jj 1ft句りjらかにその印象の下に『ポリティカJ I誌の評論員ウノレノミン Jerzy 

Urhan (のちにヤノレゼルスキ政府のスポークスマン)は.大会綱似案を論評して次のよう

に述べているo r古い党中央委員会は， 共産党の支配するどの同にも対応物を見出すこと

のできない統治制度，政治・社会・経済関係の概略を作成した。 一...l、まや党は実際的に

物を考える党員の1IJ'守!にt![Jして.また今Htft界に存する集権型1).民主主義のあらゆる基準に

JI.('¥ L.て， 十二分に民主化されよう 11)oJ これらの口~~がけっして以前の公式宣伝に見られ

たような白両白iiitではなく，むしろ民主化を願いつつもその行き過ぎを心配する人々の戸

であることを考えれば，かなりの京実性がこもっているように思われる。

選挙は予定通り 6月末までにほぼ終了した。ここでは現存社会主義国において前例のな

い自由選挙が党内の権力関係，とくに党機構による支配にどのような影悼を及ぼしたか，

という観点からその主な特徴を概括してみよう。

第一に，新人のな場が著しし、ことであるO 新任の基礎組織執行部員約 60万人 (そのう

ち第一書記約 10万人) のうち半数，新任の工場党委H会のメンバ -4万 5，000人のうち

60%， 2359の市町村レベルの党委只会のメンバーのうち 52%がそれぞれ全くの新人であ

った1230 党大会代議はについてこの傾向は一層顕著で，実に 91%がかつて一度も大会に

参加したことがなかった13%明らカミに党只大衆は指導部の連続性ではなく，変化を求めて

いたのであるO

第二に，従来もっぱら「中央」で活躍してきた候補に対する拒絶反応が目立ったことで

ある。下からの選挙運動の原口IJの一つは，会場からの候補者，つまり白分の基礎組織から

選ばれてきた者からの候補者のみを認め，いわゆる「カバンからの候補者」を認めないこ

とであった。これは現状を前提とするとき党内支配体制に由々しい結果をもたらすことに

なった。「中央」の党活動家はかつていずれかの地方の基礎組織に属していたかも知れな

いが，党機構職員，政府高官，ジャーナリスト等となってから久しく，今では多くの場合

党機構，政府行庁，党機関紙編集部などの基礎組織の一員となっていた。もし規約通り党

員数に比例して基礎組織から順次上の方に代議員を選出してゆくのであれば，彼らの絶対

的不利は免れなかった。彼らはし、わ~i 日本の国会議員が自分の選挙区との接触を断ったよ

うな状態におかれたのであるO 選挙区との接触を断っても絶えず選ぼれてきたのはノメン

クラトゥラ制度のおかげで、あった。それが今や変ろうとしていたの「会場からの候補者の

み」という一見単純に見える要求は，実際には「中央Jの勢力を根こそぎにする革命的意

味合いをもったのである O

暫定選挙規程は誰が被選挙権をもつかを駿n恥にしていたO 多くの報告=選挙協議会はこ

10) Andrzej Krzysztof Wroblewski，“Linia porozumienia，" Polityka (l9H1. 5. 9)， 6. 
11) Jerzy Urban，“Otwarcic，" Politykα(1981. 5. 23)， 1. 
1 :2)“Sprawozdanie KC PZPR za okres 0<1 VIJI Zjazdu <10 IX Nadzw戸、zajnel刊 ZjazduPZPR，" 

ND  (1981. 8)， 60. 
U)“Delegaci. [] 1I， jacy， skψ1，" TL (1981. 7. 14). 
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れを不満として，冒頭に独自の選挙規程を採決し(通例，選挙そのものというよりも選挙

手続きの決定に大部分の時間を取られた14)).被選挙権を下から選ばれてきた者に限った。

その効果は，すでに地方レベルにおいてはっきりと現われていたの地方の行政中心地(県

庁所在地)の活動家は，そうでない市町村の活動家に対して著しく劣勢に立たされた。と

きには県委員会に県庁所在地の代表者が全く選ばれないという事態も起ったのである 1九

ところが， 選挙戦が最終段階の県協議会にさしかかった 6月中旬， 党指導部はし、わゆる

「中央候補 kandydacicentralnij を推薦してきた。当然これらの候補者を受け付けるべき

かどうかをめぐって各地で激しい論争が起ったの

カーニャは. 6月中旬に開かれた 11中総の結語演説でつぎのように訴えている。「人工

的な障害を設けて.中央レベルの活動家の立候補を不可能とすることに反対しなければな

らなし、。県協議会において大会代議員に立候補した同志は，単に党組織の一つのメンパー

としてだけではなく，まずlド央レベルで、の活動のゆえに，つまり政治局員として，中央委

員会書記として，あるいは中央委員として評価されなければならなし、。これは指尊部の連

続性を保持する基本的な条件である 1的。」中総はこの訴えを支えるために， 暫定選挙規程

を遵守すること， 1"被選挙権の制限は党規約に反し， 民主的な党生活の原則を犯すもので

ある」ことを決議している17h

若干の県協議会は，このような旧来のJE:習を想起させる「中央候補」を人物のゆえでは

なく，原則のゆえに拒否した。皮肉なことにこの結果，しばしばリベラル派が落とされて

いる。たとえば， トルニ県協議会でリベラルな百論人として知られたクラスツキ Ludwik

Krasucki が拒否されたのはこうした理由からであった1830 他の県では，党中央からの，

とくに党第一書記カーニャからのじきじきの二度，三度にわたる督促の結果， しぶしぶ

「中央候補」をリストに加えることを認めているO しかし，多くの県では「中央候補」は

つぎの関門，すなわち選挙そのもので振り落とされた。たとえば.ポズナニ県では有名な

政治学者で中央委員のヴィヤトル Jerzy vViatr が落選している 1930 結局，党指導部は最

重要候補(主として政治局員)を当選させることには成功したが，その強引なやり方は党

員大衆の聞に悪い後味を残した。政治局員， 同候補，書記は 19人のうち 16人 (84%). 

中央委員，同候補は 236人のうち 71人 (30%). It1央監査委員は 54人のうち僅か 4人 (7

%)，中央統制委員は 94人のうち 10人 (11%)しか，それぞれ大会代議員に選ばれなかっ

たの自由選挙は明らかに中央への反乱，地元優先主義を結果したのである，

第三に， 労働者の割合が著しく低下したことであるO 最終集計によれば， 労働者の割

合は 22.3%，農民の割合は 9.9%であった (第 81司大会の数字はそれぞれ 45.5%.9.2

%，党員構成ではそれぞれ 43.3%，9.0%)0残り 67.8%は， 公式統計では「精神労働者

H) Wroblewski，“Linia，" Polityka (19Rl. 5. 9)， ()-7; “Posiec¥氏、nie Biura Polityじzne只o KC 

PZPR，" Z防T (1981. G. 3). 

15) Anna Pawlowska， Amlrzej Magdan， "vVymagania gwarancjlゾ，T L (1981. 7. 17). 

1G) Stanislaw Kania，“Przemowienie na zako合czenieXI Plenun KC PZPR，" JvD (1981. 7)， 25. 
17)“Uchwala XI Plenum KC PZPR，"川上， 21. 

18)“Dalsze wojewodzkie konferencje. Toru白，"ZW (1981. G. 19). 

19) Kevin Ruane， The Polish Challenge (London 1982)， 192-195; 羽Tiatr，“Poland's Party 

Politics，" Canadian Journal， XIV-4， 816-817;“明Tkraju，" Polityka (1981. 7. 4)， 2. 
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pracownicy umyslowij に分類されるが，実際には党専従職員 26.7%， 技師， 技術職員

14.1%，マネジャー 13.1%. 軍人 6.4%などが入っており，本来の知識人，つまり学問，

文学， 芸術などの代表者一一ー政治局員パノレチコフスキの表現を借りれば， r数は少ないけ

れども，党の活動において重要なサークノレJ一ーは，労働者と並んで著しくその比重を低

下させている 2030

労働者の選ばれる度合が低いことはかなり早くから党指導部の限にとまっていた。本来

労働者が多く選ばれる筈の直接選挙分(全体の 18.6%) の一部が決まった 5月中旬の段

階で，政治局は労働者の選ばれる度合が少なく， r若い技術幹部Jが多く選ばれているこ

とを確認している2130 はたして労働者が選ばれないのか.それとも選ばれることを欲しな

い，つまり立候補しないのか，について論議が超ったが，この頃マルクス=レーニン主義

基本問題研究所が東南部の大工場の党員を対象に行った調査結果は，かなり一義的に後者

の見方を支持していた。労働者はなぜ立候補しようとしないのか。その理由はさまざまで

あったが， (1) すぐれた人材であれば，社会的出自は問題ではない，という考え方が支

配的であることo (2) 労働者自身，教育，演説能力，視野などの点で代議員の任に耐え

ないと感じていること o (3) たとえ役員あるいは代議員になっても自分の意見は容れら

れず，責任だけ取らされる，と信じていること，が大きかった2230 皮肉だったのは.4月

末の 10中総で鳴物入りで政治局に泊え入れられた 2人の労働者が， こともあろうに政治

局員で落選した唯一の例となったことであるO 上によってピック・アップされた労働者出

身の活動家は， 必ずしも下の信任を得ていなかったのである。シヴァク AlbinSiwakの

ような保守派の中央委員候補23) あるし、はソ連共産党中央委員会2川工労働者の選出率が低

いことを強く警告したが，少なくとも代議員選挙においては大勢を変えることができなか

っTこ。

第四に，党機構職員が大量落選するとともに，その跡を襲った新任職員が大量進出した

ことである。 5月Iド旬の政治局の最初の選挙分析は rc選挙の〕結果， 至るところで〔地

方〕党指導部の大規模な人事異動が起っている。プウォツクやヴロツワーヴェクのような

若干の県では，総入れ替えとなっているO 党機構の人々が大量落選するという事実は，な

お党内に根強く残っている機構嫌い一一一機構といっても実際にはいろいろと違いがあるの

:20)代議口の職業別内訳についてはさまざまな数'j::があり，相互に喰違っている。もっとも詳しいのは
"Sprawozdanie Komisji MandatowejヘTL(1981. 7. 15)であるが，軍人の数を挙げておらず，
また技師，技術職n，党機構専従職員の書u合を宍際よりも{氏く見積っているように思われる。本稿
においては tとLて Barじikowski，“Wyst号pienie"，ND (1981. 8)， 173;“1964 de!egatow na IX 
Zjazd PZPR"， ZW  (1981. 7. 1)に依拠した。第 8[ロ]大会や党員全体の内訳の数字については，
Gottho!d Rhocle，“Partei im raschen Wandel 1"， Osteuroρα(1982. 4)， 274; Wolf Oschlies， 
"Polens‘fuhrende K raft'-dezimiert，" Osteuroρα (1982. 5)， 404を参考にした。

21)“Posiedzenie Biura Politycznego，" ZW  (1981. 5. 21).および“PosiedzenieBiura Politycznego 

KC PZPR，" ZW (l9l-H. 6. 3); ZSZ，“Delegaci，" Polityka (1981. 6. 27)， 2を参照せよ。
22) Zbigniew Sufin，“Nie chq. czy nie s事wybierani?" zW (1981. 6. 3). 

23)“X Plenum KC PZPR. Dyskusja，" ND (1981. 5/6)， 81-86. 
24) “UeHTpa~bHoMy KOMHTeTy 口O~bCKO政 06öe.ll.HHeHHO泊 pa60可e品目apTHH，"刀rpa8ða (1981. 6. 

12). 邦訳「ソ連共庄党中央委民会のポーランド統一労働者党中央委員会への書簡J，[f'世界政治J]，
600 (1981. 7l:)， 31. 
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にすべてを一緒くたにして排斥する傾向一一ーを物語っている」と指摘している25)0 6月は

じめ頃から指導部の連続性を守れ， という戸が強くなり， ついに 6月r1":'旬の 11中総の，

経験に富んだ党活動家を落とすな，というアピーノレとなった2口元しかし，地方党機構総入

れ替えの傾向は最後までねばり強くが心、た。

しかし，その思いがけなしゅλIÆ~'l ，大会に新任の地方党機構l時はが大 {-itに進出したこと

であるO 新しく地方党委員会の執行部，書記局に選ばれたばかりの人々が大会代議員にも

選ばれるチャンスが大きかったのは当然である。 1，964人の代議員のうち， 568人は基礎

組織レベルの書記， 1，036人は市町村レベルの32;委只会のメンバー， 918人は県指導部のメ

ンバーであった27)。もちろんこの中には重複もあり，必ずしもすべてが党機構専従4訟はで

はなかったが，その数は機構支配の打倒を目指した大会としては意外に多いといわルけれ

ばならなし、。これは選挙が権力交替のー形態であることを雄弁に物語っているO しかし，

彼らは大多数が新任であって，その意味では労働者， 茂氏， 技師， 技ólìÎHì'~只， マネジャ

ー，軍人などと同じく「非職業的政治家」のカテゴリーに入るO しかし，この「非職業的

政治家Jが将来ともそうとどまるという保障は必ずしもなかった。

第五に，保守，革新両派が排除され， ι1:1道派が進出する傾向があったことであるO 代議

員の政治的傾向を突きとめるのは容易ではない。なぜなら選挙キャンペーンを通じて政策

問題をめぐる論議はほとんどなく，したがって政策問題をめぐって諸勢力のライン・アッ

プが起るということもなかったからである。 [1'ポリティカJ誌のある評論員は，綱領討論

の弱さが中央委員会から末端組織に至るまでのずと内討論のアキレス拠だ，と指摘して，

「党)氏辺は党綱領を疑問に附してはいなし、。その改革案はなによりも指導部の活動方法と

その党員大衆に対する態度に関わっている。論議はこのごつの領域に集中している」と述

べている2830 日Ijの評論只はある市協議会の十時十五を取材して「代議はたちは選ぶべき人々に

関心を集中して，その人々が実現するべき綱領にはあまり注意、を払わなかった」と報告し

ている2%政治局員パノレチコフスキは， 選挙キャンベーンを総括した 7月中旬の 12中総

報告で，旧思責任者の処罰と党内民主主義の保障が最も人々の関心を惹いたと述べている

が30) 裏を返せば，それ以外の問題にはほとんど、関心が払われなかったのである。

このような選挙戦からどのような傾向の人々が登場してきたか。 5月中旬にパルチコフ

スキはi記者会見を行って， r-特徴的なのは， 一般に極端派の候補者が落選し， ね健な候補

者， 11健全な分別』の中道を行く人々がもっとも頻繁に当選していることだ」と述べてい

るO どのくらい『連帯』のメンパーがし、るか. という質問に対して， rそういう統計は

とっていないし，基本的にあまり意味のないことだ。というのは，選挙の実際が示してい

るように極端な見解の持主は落選しており，労選しているのは『連帯』の戦闘的なメンパ

25)“Posieclzenie，" .iW (1981. 5. 21). 

2G) Kania，“Przemowicnie，" ND (1981. 7)， 25. 

27)“Sprawozdanie，" T L (1981. 7. 15).なお!ilJ報告はこのうち本米の党機構専従職員企 :394人(全体

の 20.1%) と凡ているが，これはやや低過ぎるように忠われる。

28) Moszynski，“U schylku，" Polityka (1981. 5. 7)， (i. 
29) Wroblewski，“Linia，" Polityka (1981. 5. 9)， (). 
:30) Barcikowski，“Wyst号pienie，"ND (1州1. 8)， 17'l，-ln. 
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ーでも，党の『筋金入り beton~ でもないからだ313」と答えている O しかし，選挙が終っ

たあと，同じパルチコフスキは代議員の組合所属について詳しい数字を挙げている。それ

によれば， 56%が産別労組， 20%が「連帯」労組に属していた32らしかしこの「連帯」

所属の代議員が急進派で、あるということは，先のパルチコブスキの言明が示唆するよう

に，必ずしも瓦えないだろう O

なぜ，左右が排されて，中道が通ったのか。政治学者ヴィヤトルは，その理由の一つを

選挙方式に求めているO 今[rl)の選挙においても選挙人は自分の選びたし、候補者を書き込む

のではなくて，選びたくない候補者をリストから消す古くからの方式が踏襲された。この

消去方式¥.t，左右を~Uわず、よく知られた，したがって問題のある候f1fJ者が票を失いやすい

という結果をもたらした300 とりわけ改革派知識人は多くの京を失った。

改革派の基盤は高等教育機関のある大工業都市であった。そのうち官吏の町ワルシャワ

と政府の産業政策において伝統的に優遇されてきたカトヴィツェは保守派の牙域であっ

た。ワルシャワで r経験と未来』派のプラトコフスキ StefanBratkowskiが落選し，保守

派の政治局員オルショフスキ StefanOlszowskiが当選したのは象徴的であるO ポズナニ，

グダニスク，シチェチンなどは改革派の拠点であったが，同時に下からの運動の根強いと

ころでもあり，クラクプを除L、てrt1央から推薦されてきた改革派候補に強い反発を示し

7ニO

内等教育機関のある大工業都市が改革派の拠点であるとすれば，小都市，農村は保守派

ないし中辺派の去盤であった。今回の選挙で目立ったのは，他でもなくこの小都市・農村

票の伸びであった。それは代議員の構成におし、て労働者や，中央と県の党・政治・イデオ

ロギー活動家が減少したのに対して，個人民，市町村・工場レベルの党機構職員，中間管

理職，共同組合議長，地方自治体首長に的えたという対照に明確に現われている 3430

大雑J巴にまとめれば，大会代議Hは，革fr人，中間管理職，非職業的政治家，中道，党歴

11年以上 (83.9%， うち 11-12年五IIが 46%)，中年 Ctとして 35-45歳， 29歳以下は1.9

%， 50歳以上は 27.7%)，大学卒 (53%)， 男性 (94.7%)， と特徴づけることができる

だろう O 軍組織が軍隊以外でも 44人の当選者を出し，全体としてはなお少数ながらかつ

てない規模の代表団(合計 125人)を送り込んだのも特徴的であった。

このように選挙は，意外に凡庸な結果に終ったが，一つだけ確実な効果を挙けγこ。それ

は古い党機構による支配に致命的な打撃を与えたことである O 選挙キャンベーンが始まっ

て間もなく，プウォツク県の党専従l隊員は，中央紙に「率直に言って，党内での，また党

のための仕事が思わしい刻印となって，われわれには社会全体との共同生活が悶難とな

:ll)“Posiedzenie，" Z防T (191-¥1. 5. 21). 

:t~) Barcikowski，“日Tyst号pienie，"ND (1981. 8)， 173. 大会の委任状委員会は，さらに次の数字をつ

け加え-n、る。 n治労組 (111立系)0.9%，農業サークル組織III~組合 0.5% ， “Sprawozdanie，" 

TL (19約1. 7. 15). 保守派の機関紙 Rzeczywistose は代議nのたった 5人に 1人が労働者で， 2 

人に 1人は rrJi ;il~: Jメンパーだ。大会は|桝級的希望iからほど速い盗をとるだろうと批判したが， リ

ベラルìJl~ の機関紙 Kulturα は， r辿'市Jメンパーは 5人に 1人で， しかも労働者代議員のほとん

どが r;巴ig:Jメンパーだ， と反論している。“W kraju"， Kultura (Warszawa 1981. 7. 11)， 2. 

33) Wiatr，“Poland's Party Politics，" Canadian Journal， XIV-4， 817-818. 
:~/nχSZ ，“J)clegaci ，" Poli!yka (1981. (). 27)， 2. 
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る，いや不可能となるということがあってはならなしづと投書しているa九このような坂

囲気について， ~ポリティカ」誌の評論員は皮肉な調子で「党機構の職員が自分たちのこ

とを社会的な差別を受けているグループとして書く時代に居合わせようとは夢にも思わな

かった。……こうした投書から窺われるのは，主としてある種の無力感，周囲で起ってい

ることに影響を及ぼせないと L、う感情であるOまたたとえ{11Jヵ、まともなことを提案して

も，機構の専従職員の口から出たということだけで相手にされない，という感情が察知さ

れるJとコメントし，つぎのように続けているO

「党機構はわが国において少なからず忠事を働いてきた。それも過去 10年だけのことで

はなし、。党機構は一一一根拠なしにではなく一一何年も前から保守的立場 (1一度張った居

心地のよい巣からは出ない」としづ主義の)の牙城と目され，また物質的.社会的あるい

は政治的利益という形で、の不当な特権の分配センターのーっとも目されてきた。」このた

め8月以来党機構に草;;の憎しみが集中した。「過去数カ月間の経験が示すように， 前党

機構職員が職を見つけるのがひどく難しし、。地位が高ければ高いほど難しし、。 職場の人々

は前専従活動家を採用することに抗議しているO それは一つの『復讐』の形式で、あり，よ

り応やかに言っても『正義の裁きを受けさせる」形式で、ある J36)0 

党機構をどうするか?恰かも櫨に入れられた1ι獣を相手にするかのように，人々はその

処分の仕方，自liJ¥'、慣らし方を熱心に論じた。ある者は，党機構職員を追い詰めるべきでは

ない，そうすればますます上に依存することになると仁:い，他の者は党機構を悪魔視すべ

きではない， いかなる政党も効果的な行政組織が必要だ， と述べている 3730 いずれにせ

よ，こうした議論が起ること自体，党機構が支配者としての権威を失ってしまったことを

物語っているといってよいだろう。それは党内選挙の直接の効果だったのであるO

IV 臨時党大会

1. 新規約の採択

ポーランド統一労働者党第 9回臨時大会は， 7月 14日から 20日まで一一18日までの予

定が 2日延長一一開催された。大会の審議においては，人事問題が圧倒的比重を占めた。

これはすでに地方レベルにおいて観察されたところである。大会はたしかに 2つの重要な

綱領的文書を採択した。一つは， u"社会主義的民主主義，社会主義建設における党の指導

的役割，および国家の社会経済的安定の綱領』と題する文書である九 これは大会綱領で

あって，党綱領ではなし、。大会は期待に反して新しい党綱領を採択できず，次に開催され

る全国協議会まわしとした。大会綱領は，当面の活動方針の集成であって， 4月末の 10中

35) J~drzej Mil1er，“Za co bylismy odpowiedzialni，" .iW (1981. 5. 5). 

36) Piotr MOSZyI1Ski， "Co zrobie z aparatem，" Polityka (1981. 5. 30)， 6. 

:37)上記モシニスキの論交のほか，つぎのものを参照せよ O “Ludzie nie chc号 cudow，" .iW (1981. 

4. 19);“Aparat partyjny，" zW (1981. 6. 2); Andrzej Adamus，“Co zrobie z aparatem? 

Temat otwarty，" Polityka (1981. 6. 27)， 6. 

1)“Program rozwoju socjalistycznej demokraじji，umacnienia przewodniej roli PZPR w budow-

nictwie socjalistycznym stabilizacji spoleczno-gospodarczej kraju. Uchwala lX Nadzwy-

czajnego Zjazdu PZPR，" ND  (1981. 8)， 116-154. 
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総に上提された同名の文書を圧縮，整理したものに過ぎなし、。 もう一つは，新党規約ので

あるo これも 10中総に上提された草案を叩き台としていたが， 内客的にやや変わってい

た。このように大会は人事問題以外にも関心を向けはしたが，新味がなく，とくに大会の

成果というべきものは少なかった。 2つの文書のうち，大会制領よりも新党規約の方が代

議員の関心を集めたが，それというのも党規約が人事問題の処理の仕方に直接関わってい

たからであるO 新党規約は大会最終日に賛成 1，693票，反対 38票，棄権 53票で採択され

た。本稿においては先にその内容を検討し，人事問題決定への一つの道案内としたい。

新党規約は，形の上では，草案とそれほど変っていなし、。前文を第 l章とし草案で独

立の章扱いとなっていた青年組織との関係を「社会主義的民主主義の体制における党Jの

章に統合している点ぐらいが違っているだけで，むしろ旧規約から一層遠ざかっていた。

ただ条文を仔細に比較対照してみると，かなり内容上の修正が加えられていることがわか

るO 大会冒頭での中央委員会報告においてカーニャは，規約問題について，一方で「理念

的降伏主義，自然発生性への拝脆」に対して警告し，他方で「思想的保守主義，退嬰的傾

向Jを戒めている%前者は 6月初旬のソ連共産党中央委員会からの書簡の影響と見られ

る。これに対して，後者は，下からの一層の圧力の結果と見てよいだろう。

ソ連書簡の影響と目されるのは，社会主義圏，とくにソ連との連帯の強調と，党規律強

化のアピールで、ある。

ソ連との連帯は，旧規約，改正案もliiI文で、誕っていたが，新規約は一層詳しく言及し，

「共産主義運動，労働運動の一体性Jを強調するとともに， 草案にあった「その諸党との

兄弟的，平等的，パートナー的協力の発展J(傍点伊東) の一旬を落としている。 さらに

注目に値するのは，党の指導的役割を草案が主として「憲法と法体制Jとの関連で根拠づ

けていたのに対し，新規約はこれを落とし，もっぱらポーランドの革命運動とロシアの革

命運動との連帯の文脈で根拠づけていることである(第 1章)。

党規律の強化については，草案が党内生活の原則を民主集中制と党内民主主義の二本立

てとしていたのに，民主集中~1}iJの本立てに戻しているのが目立つ。これを受けるかのよ

うに新しく「入党は自由意思によってより大きな義務と責任を引き受け，党規約の諸要求

に従い， 民主集中市Ijの諸原則を守ることを意味するJという一句を挿入している(以上 1

章)02章以下でも規律に関する条項は至るところで強化されている (2条 e，3条 c，16条

b， g， 18条. 37条. 65条)が，とりわけ少数意見の権利保護を弱めていること (3条 C，

16条 b)，草案が下級機関は「党の政治路線，綱領もしくは実践の経験と一致していない

と考える〔上級機関の〕決議，決定の変更もしくは撤回を要求する権利と義務を有する」

2)i~r規約はどういうものか H TIJ紙にも，週刊誌にも NoweDrogi誌にも活去されなかった。木材j

は新111脱がJな全支え.JJ町Lたつぎのドイツ語訟を不IJJIJ した。 BertholdLδffler，“Synopsis der Sta-

tuten der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei，" Osteuroρa. Recht， XXVIII-3/4 (1982. 
12)， 2，19-:~9G.大会 11 I の ，f'J 1-]命については， 1"党活動における規約の役割」部会(第 2部会〕における
討論を要約している TrybunaLudu紙，Zycie Warszawy紙7n 17， 18/19， 20日付の各 I記事，
Politykaι7月25日りの批判的ノレホノレタージュ，およびm約委員会のJは終報告 ZdzislawKuro-

wski，“Sprawozclanit:. Komisji Statu!owejぺTL(1981. 7. 20)をよよよ。
3) Stanislaw Kania，“Referat KC PZPR，" ND (1981. 8)， 29. チIIJI¥ [111*委員会の報告(中)J，

IT' ltt 界政治~， 604 (1981. 9 .1:). 53. 
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としていた (18条 g) のに， r党のイデオロギー的諸島(則，綱領，規約ならびに上級委員

会の決議に反した〔下級組織の〕決議は，当該下級組織の代表者の出席の下に上級委員会

が取り消すことができる」と変えていること (16条 ι傍点伊東)，新たに党員ジャーナ

リストの規律義務を強調していること (37条)が目立つ。

これと奇妙な対照をなすのが，下からの民主化圧力に対する一同の譲歩である。それ

は，第一に選挙原則の大幅な強化に表われているO

(1) 各レベルの形式上の最高決定機関，すなわち大会，協議会，集会の地位を強化し

ている O すべての党機関を大会，協議会， 集会で選ぶことを明記し (21条)，代議員の委

任状を当該党機関の全任期中有効とし， 任期半ばに全国・地方協議会を聞くほか，随時

50%の代議員の要求で臨時大会，協議会を開催し，決議・決定の実施および党機関の活

動状況をコントロールするとしている (22条， 4fi条， 54条)。大会代議員の資格に党機

構職員並みの党歴 5年という条件をつけ加えた (46条)のは，大会の機能が常設化したの

につれて，代議員を通じて党外の影響が及ぶのを恐れたためだろう O

(2) 全レベルの第一書記を大会，協議会，集会から直接選出することとした (21条)。

すでに 6月初旬の 11中総は， r第一書記を臣接党協議会によって選出することを許す」と

決議していたの。 おそらくこれは，すでに広く行われていた慣行の事後承認に過ぎなかっ

たの党民辺の1ft¥，、は，執行機関の権力を象徴する第一吉rI己の地位を弱めることにあったよ

うに思われる。しかし，実際には，大会，協議会から直接第一書記を選ぶということは，

党委員会から独立の，それと並び、立つ権威を生み出すということであり，その地位をむし

ろ強化することにつながる筈であったo ~'ポリティカ」誌の評論只ウルパンは，これを「議

会制」から「大統領制」への転換にたとえている九おそらく，こうした考慮が 6月初め

の党指導部の決断の背後にあったものと忠われるO しかし，その点では新党規約は一貫し

ていなかった。すなわち，第一書記の候補者を事niIに選ばれた党委員会のメンパーに限定

し，かつ任期途中での更迭を党委員会(基礎組織では党員集会)の権限に委ねている (21

条)。 これは，のちに述べる党中央委員会第一書誌の選HJ方式の決定とlXEd!している。第

一書記の権威は，なお必ずしももっぱら大会，協議会に根ざしているわけで、はないのであ

るO

(3) 候補者の数を無制限とし，かつ定数よりも多くなければならないとしているO た

だし，候補申請方式については，なお大会，協議会，集会に決定を委ねている。リスト方

式は保持しているものの，候補者受理についての制限を廃止し，大会，協議会については

すべての代議員に，基礎組織の集会についてはすべての党此に被選挙権を認めているO た

だし，選挙キャンベーン ~=I問題となった「中央候補」については， r党機関から退職する

者，上級委員会から候補者として推薦された者も被選挙権を有する。党大会においては，

中央委員会がこの種の推薦を行う」としている (21条)。

(4) 候補者構成について「社会的職業的代表性」等の条件を廃止している。

(5) 再選制限については例外を認める代案をとった (24条)。

4)“Uchwala XI Plenum KC PZPR，" ND (1981. 7)， 21. 

5) Jerzy Urban，“Przeciw czemu za czym，" Polityka (1981. 7. 4)， 5. 
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(6) 兼職禁止についても同じく例外を認、めているが，大会，協議会にその決定を委ね

ている (3~) 条)。

(7) 委員会の互選をなお許しているが，外部からの補充は認めず (51条， 58条)，か

っ大会，協議会に党委只会， その執行機関(政治hl]， ;lj. ，1己Rl]を合む)，監督機関の員数を

定める権利を与えている (47条 c，54条)。

(8) 選挙規程を党規約の附則とし，浴怠;的改訂の可能性を閉じている (25条)。

第二は，党機構の従属IYJ役割を一段と明確にしたことであるO 代議機関(党委員会)， 

執行機関(政治局〔執行部J，書i記局)，監督機関(監査委員会，統制委員会)の関係を整

序し (44条)， 執行機関の中では政治局〔執行部〕の{t}，i己局に対する優位を明，i己し (44 

条， 50条， 57条)，執行機関，とりわけ書記局に服属する党機関の，党委以会に対する奉

仕的役割を確認し (45条)，下級組織の第一吉ri己の， 上級機関というよりも自分の党委員

会に対ずる第一次的責任を示唆レ口、る (57条。草案内条と比l佼せよ)。注目すべきは，

従来世名集団として行動しがちであった執行機関のメンパーに，個々に「社会，経済，政

治生活の根本川題に)"，]'して態度を表明する義務Jをf{わせていることである (50条， 59 

条)。形式[ドjには代議機関万能のH与-代が訪れたといってよいだろう。

第三は，基礎組織のJë~三権を」層強化したことである。ただし，それは，下から I二がっ

てくる怠凡や要求に上級機関は 2ヵ月以内に同容すること (16条， 草案では 3カ月)，臨

時大会，協議会の{'rifミに際して基礎組織の意見を聴取すること (46条， 54条)，当該組織

の同意なしに党nの配置を決めないこと (64条)，などごく僅かにとどまっているO

第四は，監ノø機関の立場を強化し，統制委員会は「審:~~IIに関しては党委員会から独立で

ある」と L、う新たな~:g~を設けている (77 条のことである。しかし，統制委員会も監査

委只会も党委員会の決議を指針とする (75条)r浪り，あまり大きな独立性は期待できない

というべきだろう。加えて，T;I~委員会を統合して強化するという代案も取っていないので

あるO

すべての法律文書と同じく，新党規約も妥協の産物であった。それは二つの矛府した傾

向を組み込もうとしたところに明確に現われているO 全体として，下からの民主化圧力に

大きく譲歩したとilfuniし得るだろう。しかし，多くの「駆け込み訴えJを考慮したため，

条文が 88条に膨れ上り(旧規約は 62条)，不統一，不明確な定式化，主複，規約になじ

まない細目を合むなど，規約としての形式的完成度を欠くものとなったの規約委員会は編

集上の手直しを新中央委只会に委ねることを提案している。最大の形式 I二の欠陥は，選挙

規程を規約の附則としながら，結局窓見の調整がつかず，大会で採択できなかったことで

ある。規約委民会は，これも新中央委員会に委ねることを提案しているの。

2. 手続き問題の決定

はたして大会において蚊初から紛糾したのは，選挙手続きの問題であった。それは地方

選挙協議会で肢関されたのと全く同じ光景であった。代議只は初日と翌日午前の非公開審

議において主要な役職の選挙方法を決定した。

しかし.実は手続き問題の検討は，大会の始まるずっと以前に開始されていた。大会開

同 Kurowski，“Sprawozdanie，"TL (1981. 7. 20). 
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催後に残されたのは，最終的な詰めだけであった。 6月末に代議員選挙が終ると県ごとに

「県代議員団 Wo.;ew6dzki Zesp61 Delegat6w Jが形成され，さらにそれをまとめた「中央

代議員団 CentralnyZesp61 Delegat6w Jが設置された。中央代議員団は早くも 6月29日

に第 1回の会合をもっているの

その開会の辞で党第一書記カーニャは， l'大会は代議員と中央委員会，政治局との協力

によって準備されるべきである」と強調し，最も大切なのは「大会の前にすでにすべての

手続き問題，規程問題などで一致した立場に至るよう準備することであるO それはとりわ

け党の最高指導部，大会の機関，その委員会への候補者選出方法，投票制度に関わってい

る」と語っている。主報告者パルチコフスキはこれを補足してつぎのように述べているO

「趣旨は県代議員団の意見に立脚しつつ， 中央代議員団において確認事項 ustaleniaを採

択し，県代議員団の承認を得たのち，一致して大会にその確認事項を採択するよう推奨す

ることであるO こうした大会準備のやり方は，全党が痛感している大きな民主主義の必要

に合致し，審議の効率を高めるのに役立とう。…・ーすべての重要案件において賢明な思慮、

に基づく合意を得ることが必要であるO 対立ではなく， 合意、を求めようではないか。」結

語演説においてカーニャは，労働者，婦人，青年の選出率の低いことを憂慮して「候補者

の正しい wlasciwy社会的職業的構成に最大限の配慮を行う Jことを訴え，また党のベテ

ランが選出されなかったことを遺憾として「例外を設けて彼らに被選挙権を与える」こと

を訴えている九代議員団は，その後大会までの 2週間，県レベルおよび中央レベルで盛

んに会合を聞き， l'準備」を行っているO

はたして具体的にどのような「確認事項」が採択されたのかは明らかでないが，国内の

新聞報道によれば， 7月 11日に聞かれた中央代議員団の最終会合は， 次のような案件を

討議している。「大会審議のスケジュールと規則， 大会での選挙原則，必中央指導部の構

成，大会運営機関の構成。中央指導部の構成を除いて，これらの議案はすでに前もって県

代議員団に諮られており，その後の示唆，注意事項，追加を新しく勘案しているO 討論の

のち，会合はこれらの議案を承認した。中央代議員団は，これを第 9回大会に提出するこ

とになろう(傍点伊東)8) oJこれを見れば，候補者の人選も合めて手続き問題の検討が事

前の談合によってほぼ済んでいたと考えてよいだろう O

大会初日に紛糾したのは第一書記の選出方法であった。理論的には， 3つの可能性が考

えられた。 (1) 従来通り大会の終りに選ばれる新中央委員会に委ねる。 (2) 初日に代議員

の全体投票で選出する。 (3) まず中央委員会を選出し，そのメンバーの中から大会の終り

に代議員の全体投票で選出する。『ル・モン刊紙によれば， このうち第 l案は，すでに

大会前日の各県代議員団との協議において斥けられている。残る二案のうち，党指導部が

強く推したのは第 2案であった。もし初日に代議員の全体投票でカーニャを再選すれば，

その権威は揺ぎないものとなり，将来の中央委員会も容易に挑戦できないことになろう O

けだし第一書記にその権限を与えるのは以前のように中央委員会ではなく，大会というこ

とになるからであるO それは園内的にも，また国外，とくにソ速に対しでも大会での路線

7)“Przygotowania clo najwyzszego forum partyjnego，" Z'W (198 L 6. 30). 
8)‘']utro-IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR，" Z'liV (1981. 7. 13). 
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変更があり得ないことを周知させることになろう O 地方選挙で慣行化されてきたこの選出

方法には，とりたてて異議がないものと思われた930 ところが.党指導部は初端から敗北

を喫することになったのである。

『ル・モンド』紙によれば，票は次のように分かれた。第 2案 862票， 第 3案 925票，

棄権 22~~~ (国内紙には発表されず)。党指導部案は少数となったが，第 :3案もまた可決に

必要な過半数をとることができなかった。これは，たまたま 100人ぐらいの代議員がし、ろ

いろな理由で別室に引きとめられ，投票に参加で、きなかったためといわれるO 当然、票決結

果には異議がwた。しかし，ちょうどこのとき正午となり，ラジオ，テレビによるカーニ

ャ第一書記の中央委員会報告の中継が始まろうとしていた。このため審議が中断された。

消息通によれば，これは「拙劣な作戦準備」のためということであるが，過半数近い反指

導部票があったことは見逃せなし、。それはおそらく右と左の反カーニャ派が一緒になった

ものであろう 1ぺ翌朝再開された非公開審議では，最初の票決結果が確認された。今回は

満場一致であった。これはカーニャ派が手続き論争を再開するよりも，早目に一件を落着

させた方がよいと判断したためと思われる 11L この多分に偶然的な投票結果は，重大な帰

結を招くことになるO 先に見たように，それは新しい規約の中に定着し， ;)ヵ月先のカー

ニャ更迭の下地を作ることになった。

大会はこのあと，中央委員会その他の機関の員数を定め，さらにその選出方法を決定し

た。すなわち，中央委員会，中央統制委員会，中央監査委員会については「立候補に制限を

つけずに」大会から直接選び，政治局，書記局については第一書ri己と中央委員会のメンバ

ーが推薦した候補者の中から中央委員会が選ぶことになっ t::.oつぎに中央委員会，中央統

制委員会，中央監査委員会の選挙手続き，とくに候補者の人選について検討してみよう。

3日目に行われたこれら機関の選挙に先立ち，選挙委員会議長は候補者選出の経緯を比

較的詳しく報告しているO それによれば，選挙委員会は， I大会の決議に従ってj，まずそ

れぞれの機関の定員だけの候補者の案「基礎リスト lista podstawowaj， ついで追加的に

申請された候補者の案「追加リスト listadodatkowajを大会に提出した。「第 9同大会で

採択された選挙規則に関する決定に従ってj，I追加リストJの候補者の数は， I基礎リス

トJの候補者の数(すなわちそれぞれの機関の定員)の 50%を超えないことになってし、

た(以J:の決議，決定がし、つ.どのような形で採択されたのか明らかではない一一一伊東)。

選挙委員会議長は，このような手続きがし、かに民主的なものであるかを強調してつぎのよ

うに述べている。

「すべての県代議員団と中央代議員団が幾度かの協議ののち， このようなリスト作成方

法を承認したことを確認したい。……候補者リストがきわめて民主主義的な方法で，大会

代議員自身によって，各県の党組織，党活動家との協議に基づいて作成されたことを大き

く強調したし、。県代議員団は指導部への候補者を多角的に評価した。若干の県では，代議

9) Be rnard Guetta，“Lぞ premiersecretaire sera Jesigne par l'ensemhle d目 delegues apres 

l 冶lectiond'un nouveau comite ceniral，" Le Monde (1981. 7. 16). 

10) IriJ上。およびつぎの川内版活も参H抗せよ o Andrzej Bajorek， ZW (1981. 7. 15)， 8 (タイトルな

L). 

11) Barnard Guetta，“Le congres Je Varsovie，" le Monde (1981. 7. 17). 
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員団は秘密投票の方法で候補者を選出した。選挙委員会は，県代議員団が候補者を提案す

るにあたり多角的にこれを検討しわが党の中央指導部の候補者が充たすべきあらゆる基

準を考慮に入れたとの確信に導かれて，その活動を行った12)oJ

候補者の構成についての選挙委員会議長の説明は興味深し、。労働者は 25.7%，農民は

9.7%で，し、ずれも現在の割合よりも多い(し、うまでもなく代議員中の割合よりも多い一一

伊東)0r提案されたリストにはすべての経済部門，すべての県，基本的な社会的，職業的

サークル， -[It代ク。ループの代表者が見出される。」すなわち，工業・建設関係 46.8%，運

輸関係 5.0%，研究関係 3.1%，保健関係 2.4%，教育関係 4.5%，軍人 5.7%0 女性は代

議員中の比率に見合って少なし、。労組帰属は 75%が産別労組，残りは「連帯」および白

治労組(中立系)。多くの党ベテランが合まれており， 大会によって特別に被選挙権を認

められた非代議員 5人も入っているo 95%はなんらかの党職に就いており，そのうち工場

委員会書記は 38名 (6.1%)，市町村レベルの書記は 21名 (3.4%)，県書記は 46名 (7.4

%)，中央指導部員は 72名 (11.7%，これは代議只に再選された数少ない中央指導部員の

うちの 91.1%にあたる一一一伊東)。約 70%が 35-50歳の年齢グループであった1330明らか

に選挙委員会は，候補者選出にあたってバランスに配J包せよ，というカーニャの勧告に従

ったのであるO

このように見れば，選挙が必ずしも完全な選択の自由を保障したものではなかったこと

がわかるo r立候補に~IJIj限をつけずに」という申し合わせにも拘らず， 実際には無制限の

立候補は許されなかった。とりわけ最も重要な中央委只会選挙における選択のl隔は狭かっ

た。中央委員会，中央統制委員会， 中央監査委員会の合計定只 430に対して， 618名の候

補者が立てられた。競争率は1.44倍ということになる。奇妙なことに国内紙は各機関別

の候補者数を発表していなし、。しかし u'フランクフルター・アルゲマイネ』紙によれば，

中央委員 275名(定員 200)， 同候補 105名 (70)， 中央統~Ijlj委 Ll会 1~35 名 (90) ， 中央監

査委只会 100(70) であったということである1九つまり，中央委員については定片を僅

かに 37.5%上まわる候補者しか立てられなかったのであり， 50 %の追加リストの権利が

十分利用されていないのみならず， 他の機関の平均競守l- :S:*~ 1. 48さえもはるかに下まわる

結果となった。

先に見たように，投票段階というよりも候補者選出の段階で規制するのが，現存社会主

義国の選挙の伝統的なやり方であった。今回もその意味では伝統的なノミターンに沿ってい

た。しかし，他方では百パーセント従来のノメンクラトゥラ方式に則っていたわけで、はな

いことも明らかであるO それは，中央指導部と下から選ばれてきた代議員のあいだの事前

談合方式とでもいうべきものであった。すでに候補者の範閉が大部分自由選挙によって下

から選ばれてきた代議員に限られた (5人の非代議員党ベテランを除いて) ということに

よって，ノメンクラトゥラ的な上からの選抜の可能性は狭められていた。その可能性は談

12)“Trzeci c1zie白 obradlX Naclzwyczajnego 7:jazdu PZPR，" tw (1981 .7. 17). 

13) ¥11)上。

14)“Der polnische Parteitag last sich nicht steuern，" FAZ (1981. 7. 17). および“Fait sans 

precedent dans un pays de l'Est，" Le Monde (1981. 7. 18)参!問。 なおヴイヤトルによれば，
1¥1火委nの候illli1~' は ，}i数を 80 :f'1 1二まわっていたということである o Jjl'Xとすれば， 競 qfギは

1. 40 {;"1:となる o Wiatr，“Poland治 PartyPolitics，" Canadian Journal， XIV-4， 821. 
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合方式によって一層狭められた。注目に価するのは，談合の相手が，個人でも，なんらか

の職業的社会的集団でも，また政治的集団でもなく，県代議員団という地域集団だったこ

とである Oここに将来の指導部が地域利害を強く反映することになる一つの素地があった。

談合に臨んだ中央指呼部側の関心は明らかである。中央指導部は，何よりも不測の事態

と混乱を恐れた。そして，できるかぎり指導部の連続性を保持し，新人は上から操作しや

すい人物に限りたいと願ったのである。定数とピタリ一致する「基礎リストJはこうした

指導部の願望を反映していた。 50%(実際にはそれ以下)の「追加リスト」は選挙原則へ

の，下からの民主化圧力への精一杯の譲歩で、あった。

3. 中央指導部への選挙

中央委員会，中央統制委員会，中央監査委員会の選挙は，大会 3日目の深夜に行われた。

投票に先立って選挙委員会は候補者の「基礎リストJと「追加リストJを配布した。これ

によって代議員は候補者に二つのカテゴリーがあることを知ったわけで、ある。リストには

候補者の短い紹介，とりわけ職歴が記載されていた。ついで，非公開審議において，候補

者についての質疑応答が行われた。代議員は候補者の履歴，党活動，現職について質問し

た。選挙委員会は候補者リストへの変更・追加を受けつけたあと， ABC 順の統一リスト

を作り，代議民に配布した。 618人の候補者について代議員が公式に判断の手がかりとな

る情報を与えられたのは，僅かこの半日の審議においてであった。立会演説会もなけれ

ば，選挙運動もなかった。ヴィヤトルによれば，代議員のグノレーフ。は非公式に選択を論議

しそれぞれの候補者に対する支持を取引する例もあったということであるが，きわめて

限られたものであったように忠われる1%
このように慎豆きわまる手筈，根回しがなされたにも拘らず，投票の結果は予想外で、あ

り，多くの関係者にとって文字通り衝撃的であった。ここでは最も重要な中央委員会選挙

に考察を限定するO

17ヵ月 rIIJの第 8fr司党大会で、選ばれた 251名の中央委只. 同候補のうち再選されたのは

僅かに 23名 (9.2%，代議員に選出された者のうち 32.4%)であった。候補者リストに挙

っていた主な党，政府の指導者のうち， 5人の政治局員， 3人の同候補， ~~人の書記， 2人

の副首相， 3人の党機関紙編集長(全員)， 中央委員会部長全員，産別労組議長，社会主

義青年同盟議長， 国防次'f'J (政治本部長)， 6人の故有力県第一書心(ワルシャワ， カト

ヴィツェ，ポズナニ，クラクフ，グダニスク，ノレプリン)が溶選した。 中央委員に当選し

たのは， 4人の政治局只のほか， 副首相 (1名)，外相，内相，良相， 8人の中小県第一書

記など数えるほどしかなかった。旧，t1央委員のうち向い当選挙を示したのは，軍人だけで

あった (80%)。

新中央委員のうち， 90.5%が，かつて中央の党職に就いたことのない人々であった。実

に 40%が労働者(班長，親方を含む)， 14.5%が農民であった。このほか主なグループを

挙げれば， 工場委H会第一書記 7%，軍人(退役者を合む)5%， 大学教授 4.5%，医師

4.5%，県第一書記 4%，中間管理職(課長，係長など)3.5%. マネージャー 3%，教師

2.5%となっている。 これらの大部分は，無名の地方活動家であった。ほぼ同じことが，

15) [IiJlニ。および“oglosowaniu，" .iW (1981. 7. 18/19)合参Jl.(1せよ。
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中央委員候補の顔ぶれについても言える 1630

なぜこういう驚くべき結果が出てきたのかについて，ヴィヤトルはつぎのように分析し

ている。 (1) 代議員は政治的志向にかかわりなく旧政治家，つまり危機以前に高し、地位

にあった人々に反対票を投じた。 (2) 新旧の党機構職員，職業的政治家(大臣など)に

不信を示し，労働者，良氏，その他の非職業的活動家(若干の大学教授を合む)に投票し

た。(~~) 消去方式によって強硬派，柔軟派両方の著名代表者に反対票を投じた1九

中央委員会選挙はもう一つの波紋を投じた。それは主な指導者のうち，誰がどのくらい

の代議此の信任を得ているかを一挙に明らかとしたのである。そもそも選挙というもの

は，被治者の信任が支配の正統性の究組の根拠であるという前提に立つてはじめて成り立

つO 従来のノメンクラトゥラ方式によれば，治~'の用意したりストにおける序列がすなわ

ち指導者の権威の序列であった。それは権威が被治者からではなく，治者から派生してい

ることを端的に物語っていた。たとえいかに不完全なものであれ，選挙原日IJの導入はこの

権威の流れを逆転したのである。

この事実が明らかとなるのを， I日秩序の代表者は大いに恐れた。国内の報道機関は，誰

が候補に上っているか，またどの一一基礎，追加し、ずれの一一一リストに上っているかにつ

いて完全な沈黙を守った。それによって事後にどのリストの誰が落選したかが明らかにな

るのを避けようとしたものと思われるO しかし，投票後奇妙な混乱が生じたっ投票結果の

発表が異常に遅れたが，それは規程によって必要とされる過半数の票を取った候補者が定

数をかなり下まわったためで、あるらしし、。『ザ・タイムズ』紙が翌日午前にキャッチした

情報によれば， 中央委員について過半数の票をとったのは 168名どまりで， 残りの 32議

席については規程通り再投票が予定された。 ところが，午後遅くになってから， 1回の投

票ですべての議席が確定， 再投票の必要なしと発表された。 この間の経緯は明らかでな

L 、lペ国内の報道機関は当選者の名古Iiを伝えただけで伺々の候補者の得票数については沈

黙を守った。『ノレ・モンドJ紙が入手した情報によれば， 中央委員の主な候補者の得票率

は次頁の表の如くであった19)。

こうした数字は国民には知らされなかったものの.外国特派員に漏らされたぐらいであ

るから，少なくとも代議員には知らされたものと忠われる O それはこのあとに行われるこ

とになっていた第一書記選挙に一つの影を投じることになった。カーニャの地位はすでに

初日に第一書記選出方法についての党指導部案が敗れたあと，必ずしも磐石のものではな

くなってL、た。 2日日の総会でラコフスキが雄弁な振い，党指導部を行動力の不足のゆえ

に激しく批判したとき，会場は異様な興江:に包まれ，しばし拍手が鳴りやまなかった。多

lG) Zygmunt Szeliga， "Naprawcl~ nowaじkip日，"Polityka (1981. 7， :25)， 7， )'川数'[:が法っている

が， 次の去も参)).ーと Liこ。“Nowowybrany Komitet Centralny. Kto?" TL (1981. 7. 1R川9).

17) Wiatr，“Poland's Party Politics，"ι、anadian.'ournal， XIV -4， 822-823. 
18) Dessa Trevisan， Davis Taylor，“Polish Party Leadership Vote Ends in Confusion，"γhe 

Times (1981. 7. 18) 

19) Bernarcl Guetta， "Election昌 一surprisesa Varsovie，" Le Monde (1981. 7. 19/20).この数'j<ヵ;

じがiできるものとすれば， 50%な{型かにドまわる判票率のプイジパフが部選しており，当選ライン

は規f，!通り少なくとも過、ド数を上まわる得 ~y，t}.本にあったということになるO

20) 1nge Cyrus，“1st clas noch eine kommunistische Partei ?" Der Sρiegel (1981. 7. 20)， 81-82; 
Guetta，“Le congres，" Le Monde (1981. 7. 17). 
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riir 得票数(古賀町??L5 9EI1はにおける現職 [臨時名

当選者

、1V.Jaruzel"ki 

S. Kania 

K. Barcikow"ki 

A. Siwak 

J. tab~'cki 

とも.Olszow日ki

1， (;15 

1，:¥:15 

1， ~tì9 

1， ~~7 

1， 1(;討 l

1， 090 ! 

1¥1. F. I<akow，，!;:i 「
1リ

け
円
い)

 

ー

i持~:{';

T. Fiszhaじh

T. Grabski 

L. Czubinski 

M. Moczar 

II. JabioI1ski 

S. Kociolek 

l¥I. Jaぷielski

A. Zabiかki

J. Klasa 

9[il I 

HH9 : 

7ti9 i 

76'1 

601
1 

5RO 

:'):'):1 

/IH.j 

メ4.6

(;9.9 

G6.5 

(i4. :~ 

(;1. :2 

57. 1 

:)6. R 

，19. R 

46.6 

，10. :3 

，10.0 

:tl.約

:n.5 
30.4 

~9.() 

:~5. 4 

l 政治1，'JLl， n~、11 ， I長!防HI
;党第‘ i-i?tl己

~女治}"jH ， r~ll)ミ委 d会汗記

I/cr央委以候補，職 LJと
|iiI央妥i1.工場長n~; :x~.. JUc 
政治1，，)0，II~央委礼会 J?記

i IIT央委tLit¥IJ{rlll， :';1;'.1:;'ィカ，11日;t
! ]:."fl.: 

IIT央派

ril*V~ 

中央派

保守派

改革派

保守派

改革派

政治!日Ht候補，グダユスク Vi~::r~.書記 i 改革派

政治)品目， r/T央委員会jlliu l 保守派

Illv~委比政 '11社.uと ( 保守派

政治}，，)il，最高統制院長 l 中央派

政yfi} ，M ¥， IE1京 ;~f，議会議長([1ねり己首) i r¥T央派

ワノレシャワリム江1"Ji-，ic 保守派

政治町民，副首相l い攻革派

政許可1;'Jfi，カトヴイヅヱljiL第‘AJ己 |保守派

I IIT央委;~L 111火五tl会報道部長 l改革派

くの外同特派ilは，これで、ラコフスキの第一書記選tHがほぼ確定したと報じた2的。ここで

注目すべきことは，ラコフスキが I自分は社会の大きな信頼を集めているい1志ヴォイチェ

フ・ヤルゼルスキ， 11 rf~総においてその代表者が合意路線の防衛と強化に重要な役割を果

したわが軍の司令'('(の指導する政府の副首相として演説している (拍手)J と， ことさら

に強調していることである 2130 つまり.ラコフスギは党と L、うよりも政府の名において，

その首長であり，軍の司令官で、もあるヤルゼ、ルスキのずIにおいてた召したのである。

はたして中央委員会選挙において，群を抜いて最高j誌を取ったのはヤノレゼルスキであっ

た。カーニャは{守票数においてはるかに引き離されて 2位に甘んじなければならなかっ

た。新しい中央委只会の総会はヤノレゼルスキを議長に選び，議長の推薦でカーニャを第一

書記の筆頭候補に指名した。この他に{同々の中央委員からオルショフスキ，パルチコフス

キ，ラコフスキを推薦する戸が挙った。このうちオルショブスキとラコフスキは立候補を

辞退し，パルチコブスキも立候補を望まなかったが，少なくとも 2人の候補者を立てなけ

ればならないという原則のためにやむなく受品した。パノレチコフスキはカーニャの官房長

'I'¥'的役割を果してきた人物であって，両者の決戦投票はなんら点の選択を怠味していなか

った。大会での投票結束‘は， 1，939の有効票のうちカーニャが 1，:-H1 'iJJ~ (67.6%)， ノミル

チコフスキが 568票 (29.3%) となってカーニャの再任が確定した。なお 60人 (3.1%)

が両候補に反対票を投じ， 12人が来権した2九 この経過が示すように. カーニャの権威

はカーニャ自身というよりも，むしろヤノレゼルスキから出ていたのである O この事実は，

21) Mieczyslaw F. I，-akowski，“Przesta白mybae si~，" Polityka (198l. 7. 25)， 6. 

22)“Obrady討obotne，"“Konferι、ncjaprasowa rzt'cznika Zjazdu，" TL (198l. 7. 20);“Plcnarne 

Posiedzenie KC PZPH.，" Z砂r(1981. 7. 20). 
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おのずからその立場を弱めざるを得なかった。

その日のうちにカーニャは，中央委員会に 14人の政治局11，2人の同候補， 7人の書記

を推薦した。これに対して中央委只の側から 4人の政治局共(労働者 2人，良民 1人，工

場書i氾1人)， 2人の同候補(¥，、ずれも労働者)の推薦があったの投票の結果，政治局n
についても， Iげj候補についても，カーニャの推薦した候補昔が11'央委itから推薦のあった

候補者を大差で破って当選した。政治局 J~lについては付票率の聞きはカーニャ推薦の候補

者 70-98%に対して中央委員推薦の候補者 18-30%，同候補については 66-79%に対して

~1-~6 %であった。書記についても選挙は行われたが rll央委nの側からの推薦候補がな

かったため，事実上の1r)任投京となった(得票率 85-98%23)) 新しいit}il':j Hi J!子;m~は，書 ri己

のうち 5人までが政治fJIJHを兼ねたため， 19人と L、う/卜じんまりしたものになった。そ

れは，前政治局只 4人，県第一書記 5人.労働者 4人.大学教授 3人(うち 1人はりよ第一

書記).大臣 2人，ジャーナリスト 1人，マネジャー 1人からなっていたの

つぎに，こうした人事問題の決定が，党の折拝休~!~IJにどのような実質的変化をもたらし

たかを見てみようの

新党規約の精神は，執行機関に対する代議機関の優位を確立することであった。これに

基づいて代議機関のヒエラノレヒーの頂点に位する中央委只会の地位が大いに I":Jめられ，事

実上の最高決定機関にふさわしい位置づけが与えられた。しかしその中央委員会の性格

に新メンパーの選出によって荒大な変化が生じたのである。

まず，中央委員会は政治的な輪郭，相貌というものを欠いたボディとなった。以前の中

央委員会は不十分ながらも左右両派の代表を合み， ときに激しい対立の舞台となった。メ

ンバーは多かれ少なかれ何らかの形で有力な機関，組織， 1隙域などとつながり，その利主

を代弁しようとした。ところが，新しい中央委只会については，そのような政治地図を描

くことが困難であるO 国民は個々の中央委只が政治的にどういう考え方の持主であるか，

過去にどういう活動を行ってきたかを知らなかった。 たしかに新中央委只の 80%が政府

系の産別労組のメンバー， 20%が「連帯」労組のメンパーと L、う分類はすることができ

る2%しかし，代議員選挙のときもそうであったように，組合所属は政治的傾向の標識と

してはそれほどの意味をもっていなかったの政治的立場を明確にしてきた人々一一保守派

ではグラプスキ，ジャピニスキ，コチョウェク，プトラメント JerzyPutrament (作家，

大会によって特別に被選挙権を認められた党ベテランの一人，ブレジネフソ主li}l，と書J己長の

個人的推薦があったといわれる 25))，改革派ではフィジバブ， ヤギエルスキ， ドンブロヴ

ァ KrystynDi}browa (クラクフ県第一書記)， ネイ RomanNey (政治局員候fIIj)， スク

シプチャク EdmundSkrzypczak (ポズナニ県第一書記)， クラサ~ーーは軒並落選した。た

しかに若干の左右両派代表も当選してはいるが，オルショフスキ，シヴ、ァク， ラコフスキ

などのような少数の例外を除けぽ，ほとんど無名の人々であった2%ある日刊紙の解説者

2:i)“Wyniki wyborow，" TL (1981. 7. 20). 

24) Bernard Guetta， "L'equipe c1irigeante maintient もquilibre d(明 tc泊ndanじes，" Le Monde 

(1980. 7. 21). 

25) Guetta， "Elections，" Le Monde (1981. 7. 19/20). 

26i羽Tojci町 hArkuszcwski ，“PZPI~: Nowe wladze，" TS (1981. 7. 24)， 3. 
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は，大会liij急進派が進出するのではないかという観測があったが，実際には「むしろ『急

進派』に対する嫌忠一ーときに図式的な仕方で理解されるが一ーが大会を通じて感じられ

た。人々が好意、をもって見たのは「穏健な』怠見をもっ人々， しばしばその政治的見解に

ついてこれといってパうべきことのない人々であったJと苫いている2η。ポーラ γ ドの党

は，危機の fl年代に政治的なプロフィーノレを欠く人々を故 I~可決定機関に選んだのである円

つぎに. rll央委只会は地方的利害を反映する場となった。 中央委以を選挙民とつなぐ，

あるいは相互にあijひ、つける付があるとすれば，それは111:界観で、も，政治的立場でも，ある

いは職業的社会的述抗感でもなく，まず地方的利;IJであったのそもそも事前の取り決めに

よって県代議t1 fJiがそれぞれのYI~ の代議只数(党H数に比例)に応じて候補者を指名する

権利を与えられてL、たとすれば. '11央委民会が多かれ少なかれ党t1数に比例して各県を均

等に代表する構成となるであろうことは切らかであった。代議Hは， HAを越える棋のつな

がりをもっ機会を与えられていなかったので，や山土ともあれ自分の県の候補者に投票する

傾向を示した。こうして大量の地方人が進出したの新中央委Hのうち，県庁所在地(ワル

シャワを除く) の代表者が 31%，小都市の代表者が 26%， i足村が 21%であった。つま

り， ~ドワノレシャワ勢力が 8 訓近くを占めたのである(地域性のない'f~{隊その他の組織の代

表者は合まず)。 これは. III 央の勢力が圧倒的多数を r~i めた以 lìíj の中央委n会とは大きく

具っていた28)。

さいごにド央委民会は，政治の玄人の集団から素人の集団となった。以前の中央委只

会は国家の中の最も重要な機関・組織の指導者，}'L，政府，企業，労組，青年五11織，文化

問体などの役f-l，つまりエリートの選抜集団であったのこれに対して，新しい中央委員会

はほとんどが政治において未経験な.下から選ばれてきた人々の朱団である。ある分析に

よれば， I日中央委民会において 60%以上を占めていた職業的政治家は， 新中央委員会に

おいては 3.5%をなすに過ぎなかった29hしかし権力行使を専門とする人々がし、なくな

ったわけでも，不要となったわけで、もなし、。彼らは中央委員会の外側にとどまったのであ

る。こういう人々に対して，新中央委員会は，単に党の指導的役割を保障した憲法，ある

いは執行機関に対する代議機関の優位を誕った新党規約の権威だけを頼りにして，自己を

主張し得るだろうか。その能力についての不安はすでに新中央委員会発足初日に裏書きさ

れることになった。新しい執行機関員の選挙において，新中央委員は，カーニャの推薦し

た候補者に対してなんら有効な対抗馬を出すことができず，大敗を蒙ったので、ある O 中央

委員会の無力は，旧指導部の推薦したベテランを 3人:30)も受け入れたことによって一層強

まった。彼らは単に執行部に依存しているばかりではなく，また高齢のために実際には装

飾物としての機能しか果せなかったのである O ヴィヤトルは「大会で支配的であった期待

とは反対に，新しし、中央委員会の構成は実際には執行機関を弱めるというよりもむしろ強

めるかも知れないJと予測している。ヴィヤトノレはなお新中央委H会に「一般政策形成機

能，統制機能Jを期待しているが31) 大いに疑問としなければなるまし、。

27) ]anusz Reiter，“Nowi ludzie-nowa szansa，" ZW  (l9R1. 7. lR/19). 

~H) Szeliga，“Naprawclc，" Polityka (19削. 7. 25)， 7. 

29) 1111 1'.0 
~m) Michal f<'ola-Zymicrski， FeliじjaFornalska， Franciszek Ksiciarczyk. 

:H) Wiatr，“Poland's Party Politics，" Canadian Journal， XIV-4， H24. 

115 



イJt 市子:之

他方で，新党規約によって代議機関に従属するとされた執行機関についても，人事交替

によって著しい性格の変化が生じたの

まず，第一書記の地位が弱まったのこれは，先に述べた選l!lの過程から明らかであるの

カーニャは就任演説において.自分に領 ~11!になれという者がし、たが，自分はそれを望まな

L 、。「わが党に領制iは必要でないと確信する。 この度白分に第一書記の大命が下ったが，

自分は常日頃なによりも中央委員会の集団的知恵の組織者で、なければならない， との考え

を持している 0 ・・・・・・第一書記は第一人者ではあるが，平等者のなかの第一人者であること

を忘れてはならないJと訪っている:32)。おそらくこれは ')1なるレトリッグで、はなくて，客

観的な力関係を表 1
/

1 したものだろう。すなわち，第一吉 ~i己は中央委只会に依存するように

なったのであるO これを逆に言い換えれぽ， rj-1央委只会が実際に強力で、あれば，そして第

一書記を強力にパックアッフ。すれば，第一書記の地{削工かつてなく強力となるが，そうで

ない場合には著しく弱くなるということである O すでに見たように，中央委員会の地位は

規約上は強まったが，実際の人事構成によって弱まり，カーニャへの支持も必ずしも保障

されたものではなかった。とすれば，第一書記はおのずから執行機関に依存することにな

るの

しかしそこでの第一書記の地位もけっして強礼、ものではなかった。カーニャは旧指導

部から生き残った，いわゆる 14巨頭 wielkaczw6rkaJ (カーニャ，ヤルゼルスキ，バル

チコフスキ，オルショフスキ)の一人に過ぎなかった。特徴的なのは，書記を兼ねる政治

局員の数がかつてない高率 (5人)を示していることである。第一書記の政治局における

権力が何よりも書記局を代表していることに根差していたとすれば，これはその地位の相

対的低下を意味していた。

つぎに，政治局の性格が変化した。カーニャはそのメンパーを推薦するにあたって，で

きる|浪り幅広い代表性，労働者の参加の明大，政府職との兼任問避を考慮したと述べてい

るが33) 最も重視したのは地域代表性であったと忠われる O 新政治局にはポズナニ県を除

いて主要な県の代表者が網羅されている。政治局の過半数 (8人)をなすこれらの人々は，

それぞれの地方に常臥することになっていた。 4人の労働者が政治局に加わったのもかつ

てなかったことである。要するに，中央委員会が大会のミニチュアであったとすれば，政

治局はそのまたミニチュアとなったのである。政治局はそれまで国家，社会のトップ・エ

リートの集団であった。地方を代表する人々や，政治の素人を大量に抱え込んだ新政治局

が，従来通りの役割を果せないことは明らかで、あった。『ポリティカ』誌の評論員ウルノミ

ンはつぎのように観察しているo IC政治局は〕より党内機関となった。だから，国家とい

う広い枠組の中では，恰かも政府指導部と並んで最重要問題を共同決定するi諸機関の A つ

に過ぎなくなった感がある 34)oJ 

さいごに，書記局は他の機関と異ってあまり性格変化を蒙らなかった。ウルパンは「書

記局だけがその以前の性格を保持した。つまり，党活動の諸分野の中心人物を一一手に集中

~~2) “Przemówienie tow. St. Kani，" TL (1981. i. 20). 

33)“Plenarne posiedzenie KC PZPR，" ZW  (1981. 7. 20) 

:J.1) U rban，“Zmiany，" Polityka (1981. 7. 25)， 7. 
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しているJと述べている3%党機構の中枢はやはり専門家に任せられたのであるo 中央委

員会，政治局が政策決定能力を欠くとき，形式上その下におかれた書記局は，再びその役

割を増大させるだろう O しかしここでも一つの変化があった。中央委員会選挙で最高点

を取ったヤノレゼルスキや第一書記の呼声がかかったラコブスキのような人物が書記局に入

らなかったのである。それは重要決定が書記局の外で行われる可能性を示唆していた。書

記局の地位低下は，悶家生活全体における党の地位低下の反映に他ならなし、。

4. 大会におけあノメンクラトゥラ論

党のJ'支許可人事がこのように公明正大に選挙によって行われるようになったからには，と

りわけその結果，党の最高決定機関から党と国家の中枢機構職員が系統的に排除されるこ

とになったからには，旧来のノメンクラトゥラ支配は崩壊したも同然であった。第 9同党

大会はノメンクラトゥラに関するタブーを打ち破り，公開論議に曝したおそらく現存社会

主義国の支配政党の最初の大会となった。

大会に捉出された中央委員会の報告は，稀に見る率直さでつぎのように述べている O

「第 8回大会後， とりわけ 6中総以後， 国家行政と経済行政におけるかなりの人事入れ替

えが行われた。中央委員会のノメンクラトゥラのカバーする役職の， 6中総以降の人事異

動は 25%に達するの大切なのは， 通常幹部人事の決定に先立って， 帰属する党基礎組織

の意見が聴取され， それぞれの職域との協議が行われたことである。」新党規約によって

党機構の活動を監督する役割を予定されていた中央監査委員会は，その活動報告におい

て党機構の人的規模と職員の待遇についてのデータを公表した。その趣旨は，非難の集中

した機構の異常な肥大とか職員の特権的待遇とかがないことを証することにあったが，こ

うした事実を公表して反論せざるを得ないところに非公然、性を生命とする制度の弱体化が

表われているように思われる 37)。

ノメンクラトゥラ11)11度のあり方については全体会議において，また個々の部会におし、て

活発に論議された。つぎに，大会におけるノメンクラトクラ論の一つの典型として，主と

して幹部政策部会(第 16部会)での論議の傾向を新聞報道に基づいて紹介してみよう o

「多くのエモーションを喚び起したのは， いわゆるノメ γクラトヮラ問題， つまり指導

職人事に対する党コントローノレの問題で、ある。圧倒的多数の代議員は，こうしたコントロ

ールを権力を行使する政党の義務として承認した。しかし，同時にノメンクラトクラの範

聞を正確に規定し，これを社会生活の公然、性の要請に従わせることを求めた。一言でいえ

ば，ノメンクラトクラ的人事コントローノレは，公然の.また誰にも判る原則に基づかなけ

ればならない。 代議員の一人は，それは役職のノメンクラトクラ nomenklaturastanowisk 

であって，人名のノメンクラトヴラ nomenklatura nazwisk である必要はない， と述べ

35)川上。

:36)“Sprawozdanie KC PZPR，" ND  (1981. 8)， 61. 
:37)“Sprawozdanie CKR PZPR za okres od VIII Zjazdu do IX Nadzwyczajnego Zjazdu 

PZPR，" IIIJ l-.， 99. 党機構専従職員は 1980 年 r1-~葉に 17， 166 人で，そのうち 11 ， 003 人が政治職員，

6， 163人が事務職員であった。収入は平均 6，884ズウォティで， 政治職員が 8，124ズウォティ，事

務職員が 4，670ズウォティであった。政治職員の 93.1%が地庁職員で，そのうち 31.9 %が県レベ

ル， 54.0%がililI!r村レベル， 14.1%が工場，大学レベノレであった。 中央委員会の政治職員は全体の

5. 1%を占めるに過ぎなかった。同 J:，60. 
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た。これは聞かれた幹部政策一一一つまり有能な，指導能力に恵まれた人々に対して党結.

世界観とは無関係に平等に閃かれた幹部政策一一一実施の要求と解されるべきである。

しかしながら，これは分ち難く結びついた二つの基準一一日人間の理念的道義的資質とそ

の専門的能力一ーの一貫した遵守を意味する。理念的道義的資質には，社会主義の階級的

理念の承認が合まれなければならなL、。なぜなら，社会主義凶家において，反社会主義的

イデオロギーを奉じながら指導的社会的役職をよこせ，と要求することはできなし、からで

ある問。」

代議員の多くは，役l肢のたらいまわしに反対した。しかし 11抑制こ役職のローテーショ

ンに賛成している O その意味するところは，役l[ì完全またいサークノレの ~1~2i物とせずに広くlJI1

放せよ，役職人事を「民主化」せよ，ということであった。ここから「人名のノメンクラ

トクラ反対」というスローガンが出てくるO そこには，たしかに玄人の支配からijミ人の支

配へ，という社会主義の古い理想の影特を看取することができる。たとえば，党機構への

登用は，一定期間の職業生活，社会生活を送った者に限定せよ，党機構職nの終身11;1jを村1:

せ，という要求があった。しかし， ローテーションの要求は主として氏辺活動家の社会的

上昇要求と見るべきであるように思われる。たとえば.幹却予v1ii軍 rezerwakadrowaを

活用せよ，という要求がしばしば登場している O 幹部予vililtLとは， IJ'(辺活動家に外j庄の希

望を与えるためにギエレク時代に設けられたものであるが，ほとんど活用されなかった。

代議nはまた幹部任用の社会的ベースを拡充することを捉11日している O たとえば，ある

代議t:lは， m:}2iL他党只に「従来よりもより大きなね)主において」役職に就く機会を与

えよ， と古っている。しかし， ~i(~ を登川するかの決定権を党がもつこと， とりわけーヰユーポ

ストは党只に留保することについては， 誰も )1~li命を1*まなかった。「人名のノメンクラト

ゥラ」には反対しても， I役l肢のノメンクラトウラ」には賛成だ， というな見が強かった

のであるO ある代議員は， I新しい条件の下では党の指導的役割の行伎を準備『ドの自主管

理法案，企業法案，労組法案においても規定することが不可欠である」とさえ主張してい

る3的。要するに，人々は党上層部の特権の分げtiiJに与ることは望んだが，これを党外に広

く開放することは望まなかったのであるO

幹部政策部会の結;命は， つぎのようなものであった。「幹部は党がその政策を遂行し，

社会的権威を維持し，社会主義を三葉ではなく，生活のすべての領域の実践において発展

させる上で，決定的な要因であるO したがって，わが克は，権力を行使する者として，指

導職の人事に決定的な影響力をもたなければならない。」同部会は，このスターリンの「幹

部はすべてを決定する Ka，n:pbIpe山aIOTBCeJという有名な i言葉を訪仰とさせる精神を，

将来中央委員会に設けられる告の幹部政策問題委只会に原則j策定の際の指針として与えた

のである 4的。

大会での幹部政策論議は新規約にほとんどその痕跡をとどめていなし、。しかし，規約委

員会の報告は，そうした論議があったことを示唆している。同委員会の最終報告は，規約

改正にあたって委員会に持ち込まれた多くの提案を考慮したが， Iマルクス=レーニン主

38) Wanda Zagawa， Franciszek Lewicki，“Przerzyste jasne krytcria，'‘ TL (1981. 7.18/19). 
39) Halina Lesnicka，“Polityka kadrowa，" ZW  (1981. 7. 17). 

40) Wancla Zagawa， Franciszek Ll、wicki，“Kadry ←じzynnikclecyduj号cy，"TL (1981. 7. 20). 
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義党の基本原則に一致しない活動を促し，そのイデオロギー的組織的一体性を掘り崩し

その指導的役割を制限しかねないような一切の提案，要求，傾向」を拒否したとし，その

筆頭に「幹部政策に対する党の影響を弱める結果となるような，とりわけ経済政策の実現

に対するその影響力行伎を制限するような提案」を挙げているれらつまり幹部政策の変更

を党規約に盛り込むという試みはあったけれども，大会において作り去られたのであるO

このように，自由選挙に基づく初の党大会は党内の人事支配の破壊に百大な力を発揮した

ものの，党外に対する人事支配の問題で、は意外に保守的だったのである。

V. おわりに

自由選挙の実施は， r連帯J登場以降著しく権威を失墜した党にとって起死回生の策と

なるかに見えた。国民は党内世論の沸騰，大!J11.な指導部批判，選挙での相次ぐ番狂わせ，

なかんづく党機構職員の大量落選，こうしたかつて想像することもできなかった事態の出

現に眼を見張り，熱心にその行方を追った。非党員がこれほど党内の出来事に関心を寄せ

たことはかつてなかったといってよし、。ある非党員知識人は，同僚が引きとめるのを振り

切って大会前夜に，党内情勢に無関心ではおれない，民主的勢力の勝利を祈る，と新聞に

投稿したIL 大会は実際に全国民の注視の的となり，党の人気回復の絶頂を印することに

なった。党は公正な党内選挙の実施によって「連帯Jとのレジティマシーの証明競争に勝

利とは行かないまでも，少くとも対等のところまでj作ぎつけたかのように見えた。

しかし，大会が終ると意外にも党の権威は急速に凋務し始めた。早くも 1カ月後にはあ

たかも大会など全くなかったかのような状態となり，国民は党内情勢に対する関心を再び

失っていた。 8 月 It~l 旬に rポリティカ J 誌の評論員はつぎのように書いている。党大会

は全国民の生活における1:4!:大な出来事であった』などという百し、方は，すでに一種の宣伝

用のきまり文句，それもひどく中味を欠いたものとして流布している O 第 9回党大会につ

いては，党内の多くの人々が希望をもったし，党外の多くの人々も一一資本主義国の人々

も合めて一一たとえ大会に自身の希望をつなぎはしなかったとしても，今度こそは本当に

全ポーランドにとって，またその運命にとって根本的な重要性をもっ出来事だ，と信じた

ものである。たしかに客観的に見て大会は多くの重要な措置を実施したが， しかしその印

象は大会が終ると驚くべき早さで雲散霧消してしまった2)oJ 

大会2カ月後，党内改革に多くの期待を寄せていた非党員知識人はつぎのように書いて

いるの「それはまるで謎のようである。 1981年 7月半ばには，大きな信頼の資本を取り戻

L， ポーランド国民の大多数の承認を得ることのできた党が， なぜその僅か 2カ月後の

1981年 9月半ばには， ほとんど破局的な状況に陥ってしまったのか。 私がこの言葉を記

している今，ポーランド統一労働者党の権威は，その歴史上最低の水準にあるO 党は単純

に存在していないという印象を受けるのだ。 7月半ばには，ワルシャワの党本部は全国民

の注視の的であった。 9月の半ばまでに国民の大多数はそれに何らかの注意を払うことを

41) Kurowski，“Sprawozc1anii'，" TL (1981. 7. 20). 

1) Zdzis1aw Sierpienski，“Jest to takie i moja sprawa，" .ilV (1981. 7. 14). 

2) Piotr MoszyIlski，“Mi刊 i号cpoZniej，" Polity初 (1981. 8. 22)， 1. 
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やめてしまったのであるの。」

9月から大量脱党の第二の波が始まる。組織問題担当の党中央委員会書記モクシチャク

Wlodzimierz Mokrzyczak は戒厳令後新聞インタビューに答えて，第 9回臨時党大会後約

50万の党員が脱党したと言明している 4)。 こうして党は新たな， 一府深刻な信頼の危機

へとのめり込んでゆくことになるO

なぜ、党の権威は，党内におけるノメンクラトゥラ支配の実質的な崩壊をもたらした役員

の自由選挙のあとに，凋落の一途をたどることになったのか。なお多くの要因が解明され

なければならず¥また党外，同外の複雑な情勢の推移とも絡んでいるが，党内情勢に限っ

てきしあたりごく一般的につぎのことが結論づけられるように思われる。

第一に，党内の論議が政策問題ではなし人事問題に集中したことの原因と意味であ

る。党内には政策を形成する場がなかった。従来政策の執行ばかりではなく，その立案を

も一手に引き受けてきたのは執行部とそれを支える党機構であった。分派活動が禁止され

ていたため， 党肉で自由に政綱を掲げて支持者を募ることは問題外であった。 したがっ

て，氏辺の批判を浴びて党機構が総崩れとなったとき，誰も政策のオールタナティヴを提

示することができなかった。指導部はピラミッド型の権威体系を堅持し，その外側に水平

構造のような自立的な権威の中心が出来るのを妬み深く妨げた。 It¥辺は自己同一視できる

ような政策立案の中心をもたなかったため， もっぱら自らの代表者がフィジカルに最高決

定機関に座ることを回執した。こうして政策ではなく人事が，党員大衆のほとんど唯一の

関心事となったのである。

たしかに人事異動は一時的に党外の人々の関心を掻き立てることができるが，長期的に

その支持をつなぎとめるにはやはり政策の変更がなければならなかった。ところが，大会

は人事を一新したものの，政策方向の変化はもたらさなかった。そもそも党は，党内にお

けると同様，党外に対しても，魅力的な政綱によって人々の支払:を募ることに慣れていな

かった。保障された政権党の地位がそうした努力をなおざりにさせたのである。

過去幾たひ、か党はトップ人事の交替によって危機を切り抜けてきた。 しかし 1980年

夏の危機に際しては，人々は党指導者の首のすげ替えを要求しなかった。これはむしろ不

吉な兆候であった。それほどに人々は党内の出来事に無関心となっていたのであるO はた

して新指導者カーニャは，かつてのゴムウカやギエレクのような国民的人気を博すること

ができなかった。こうした国民の無関心の壁を打ち破るために提起されたのが，単にトッ

プ人事の交替だけではなく，選挙による全レベルの党役員の入れ替えである。それは明ら

かに目前に迫った「連帯」労組の全国大会を意、識したものであった。多くの党員は非党員

同僚に「連帯」よりもはるかに民主的な選挙をやってみせる，と胸を張った530 つまり，

党は「連帯」と役員選挙の「民主度」を競い合ってそのレジティマシーを証明しようとし

たのであるO この国民に気に入られたいという願望，パルチコブスキの言葉を借りれば

3) Andrzej Szczypiorski， The Polish Ordeal. The View from Within (Lundon 1982)， 145. 
4)“Polnischer Funktionar spricht von 'umfassender Sauberung，" FAZ (1982. 2. 8). 大量脱党

が戒厳令施行後ではなく，すでに 814-駄に始まっていたことは， ["J 午 10月Itl1jJの 4111総で深刻な

問題としてiiibi設されていることから IJJJらかである O “IV Plenum KC PZPR. Dyskusja，" ZW 
(1981. 10. 17/18; 10. 19)， Zofia Stcpien， Roman Golinskiの充 1__1を見よ。

5) Stanislaw Soltysi白ski，“Bezpartyjnia partia，" Polityka (1981. 2. 28)， :3. 
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「社会に共感、と信頼をもって受け入れられたいのJ としづ願望がすべてを支配した。 しか

し党が提示したのは相変らず人事の交替であって，政策の変化ではなかった。人事交番

は，たしかに一時的に大きな関心を喚びはしたが，急速に忘れ去られてしまった。

第二に，すべての変化が結局党というコップの中の嵐に過ぎなかったことである。たし

かに党外の大衆も一時的に党内の情勢に関心を寄せた。しかし彼らは，自分のことを忘

れてまで党内の情勢に一喜一憂したのではなかった。むしろ党はが党外のことを忘れて自

分自身の問題に熱中したのである九それは一種の政治的ナルシシズムであったといって

よL、。こうした自身の問題への関心集中は， )lt辺の活動家が雲の上の人事問題に発言で、き

る，白分も選挙によって舛進のチャンスを捌むことができると感じた瞬間から始まった。

それは在野の政党であるならむしろ健全な現象であったろう。けだしその際にも関心は主

として外側に向けられている，つまり党外の支持を回復することに向けられているだろう

からである O 問題は政権党内でのこと，それも政権党であることを保障された政党内での

ことであったところにあるO

政権党における上昇は直接に権力への上昇である。権力への上昇は当然これに対抗する

者との闘争の前回jに出ることを意味する。党内での政治変動が可能であったのは，そもそ

も党外の圧力があったからであった。しかし下から上舛してきた勢力は，権力に近づけ

ば近づくほど，ますます自分の上昇を可能とした党外の勢力との対立の矢一面に立たされる

ことになる O すで、に大会[I'{後に『ポリティカ』誌の評論員ウルパンは，つぎのような見通

しを立てていた。

「党員大衆の問に一種の潮流の変化のようなものが起きたように思う O 今までは党員大

衆は， 少なくとも大都市においては， [1連帯』の単位組織と連合していた。権力行使のや

り方， 指導部の人事構成を変えたい， とか， 70年代の失敗に責任のあった， あるいは政

権私物化の罪を犯した政治家の責任を追求したい，とかし、う共通の願望が有者を結びつ

ける環となった。現在この r~\j盟は現実的基礎を失いつつある O 大会は，中央指導部にかな

りの数の『連帯』メンパーを選んだにも拘らず，同時に I連帯」労組の政治的野心批判の

トーンを尖鋭化させた。 党内での権力闘争が終った今， 党は生れ変り， ー塊りとなって

『連帯』との，国家全体における，また一つ一つの工場， 村， 町における権力をめぐるよ

り尖鋭な対抗関係へと踏み出すだろう的。J

このような事情を見れば，大会代議員が幹部政策問題について意外に保守的な態度をと

ったこともがかれる O 大会後京礎組織の活動，とりわけ水平構造運動がすっかり下火とな

ってしまった背景について，別の『ポリティカ』誌評論員はつぎのように記しているo 1"基

礎組織は自分たちの獲得物を消費することに乗り出したのだ。一…日下のところこの方面

から争いが持ち上る恐れはなし、。なぜなら基本的に争うべき対象がなくなってしまったか

らである 9)oJコップの中の嵐が終り，党がその政治的ナルシシズムから脱げ出したとき，

無関心というよりも今や敵意に満ちた周囲を見出すことになるO

6)“Przygotowania，" zW (1981. 6. 30). 
7) Urban，“Zmiany，" Politykα(1981. 7. 25)， 7. 
8) IriJ上。

9) Moszyuski“Miesiド poiniej，"Polityka (1981. 8. 22)， 8. 
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第三に，指導能力の低下である。党機構批判，役員選挙の実施は，もともと行政に対す

る政治の復権を意味していた。しかし，政治の復権は必ずしも政治指導力の回復を意味し

なかった。というのは，新たに政治の舞台に躍り出た!氏辺の活動家は，当面経験を欠いて

おり，視野が狭く，政策立案能力に乏しかったからである。執行面iでは，彼らはおのずか

ら既成政治家に頼らざるを得なかった。その代り，党委員会を握り，執行機関を監視しよ

うとしたのである O

執行権力を委ねられた既成政治家は，二重のハンディキャップに悩まされなければなら

なかった。一つには，たしかに代議員の信任は得たものの，選挙戦に勝利して議会第一党

の地位を占めた政党の指導者として信任を得たのではなかった。むしろ他に選択肢がなか

ったために政権にとどまることを許されたのであって.積極的な信任ではなかった。彼ら

は半ば不信の限で見られたのである。

もう一つ，彼ら自身の経験から来るハンディキ γップがあった。既成政治家は多かれ少

なかれ機構人であった。彼らは行政優位の政治体系のなかで，いわば制度に保障されてそ

の権威を確立してきたのであって，大衆的な政治闘争の荒波に段まれた経験が全くなかっ

た。大半は，支配者の個人的庇護，行政手腕，飾りものとしての価値などのおかげでその

地位を手にしていた。カーニャは典型的な機構人であった。 トップ集団と舞台裏で交渉

し，そこで形成された合意、に基づいて決定をするというタイプであって，大衆における個

人的権威を頼みとして独断先行するというタイプではなかった。ある意味で、は委H会支配

の時代にふさわしい人物であったが，大きな指導性の発揮を期待することはできなかっ

た。危機の時代，政治の季節に，それにふさわしい型の指導者を生み出せなかったのは，

ポーランドの政治システムの大きな欠陥であったと言わなければならない。

新体制下の党が国民の信頼を回復できなかったということは，政治システム全体におけ

る党の地位の必然的低下を意味した。現存社会主義体制の枠内での自由選挙の実施，党内

ノメンクラトゥラの破壊は，多くの人々の期待に反して，党の強化をもたらさず，むしろ

弱体化を結果したので、ある。

Social Change and Political System under Real Socialism: 

An Analysis of Party Elections in Poland， 1980-81 

Takayuki 1'1、。

Are free elections real1y a soluton for political crisis under real socialism? Many 

people answer this question in the affirmative in the West as well as among the 

opposition in the East. The assumption， however， has never been verified by reality， 

as no free elections have so far been permitted under real socialism. The party 

elections in Poland in 1980-81 provide a rare opportunity for students of Communism 
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to test the hypothesis. They did not guarantee complete freedom of choice for 

electors because of many restrictions placed on it by the authorities. 1n addition， 

they were not on a nation-w~de scale， but only on a party-wide scale. Nevertheless， 

they were free enough and significant enough in their consequence to serve as a test 

case. 

The present stucly constitutes a part of research on the nomenklatura controversy 

in Poland. The first two parts which dealt with the autonomization of society， the self-

management movement in the economy and the intellectual debate were published as 

“Controversy over Nomenklatura in Poland: Twilight ()f a .Monopolistic 1nstrument 

for Social Control" in: Kyosanshugi to kokusaiseiji (Communism and 1nternational 

Politics)， Tokyo， vol. 6 (1981)， no. 4， pp. 5:3-79， and vol. 7 (1982)， no. 1， pp. 55-88. 

A somewhat shortenecl English version came out under the same title in: Acta Slavica 

Iaρonica， Sapporo， vol. 1 (198~3) ， pp. 57-10:3. A German edition will soon appear at 

the Bunclesinstitut fur Ostwissenschaftliche und 1nternationale Studien in Cologne. 

The present article deals with the anti-nomenklatura movement in the party itself. 

The anti岨nomenklaturamovement in the party took two forms:‘horizontal struc-

tures' and free elections of party functionaries. The two movements were overlapped 

in many aspects， but there was a fundamental distinction: The former movement 

aimed at establishing its own center of authority outside the ‘vertical structure'， while 

the latter one strived to participate in the existing power structure through elections， 

which， of course， often resulted in elimination of the incumbents. The horizontal 

structure movement is deal t with in a separate article. The present one concentrates 

on how the free election movement undermined the nomenklatura control within the 

party and what the outcome was. 

The stucly is based mainly on accounts in the Polish press: Trybuna Ludu， 

Zycie Warszawy， Polityka， Kultura (¥Varsaw)， Tygodnik Powszechny， Tygodnik Soli-

darnoH， and Nowe Drogi， supplemented by accounts in the Western press: Le Monde， 

The Times， Die Frankfurter Allgemeine Zeitung， Der Spiegel， and OsteuroραSome 

documents and materials of the plenums of the party's central committee， published in 

Poland， and independent accounts by Western journalists on the Polish events have 

also been elaborated. The author regrets that he could not use the protocols of the 

9 th extra-ordinary congress of the party which should have been published in 1982. 

The basic finding of the study is that the free elections in the party did bring 

about the collapse of the rule by apparatus and， as a result， of the nomenklatura con-

trol within the party， but did not h 
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as we11 as international， that contributed to it. But certainly the free e1ections in the 

party did their part in it. 

First， the e1ections revo1ved not around the po1icy， but around the personnel. 

In the past there had been no p1atform in the party for shaping an a1ternative policy. 

The jea10us party 1eadership had done the best to prevent other forces in the party 

than themse1ves from emerging as a center for policy-making. This had its nemesis: 

The party rank and fi1e， having no policy center to identify themse1ves with， insisted 

not on a particu1ar policy， but on particu1ar persons mostly in their vicinity to be 

physica11y represented in the decision-making body. 

The change of the guard may be usefu1 as a means for the ruling party to win 

back the confidence of the nation. In fact， the Polish party had ski1lfully applied 

this policy in the past: The peop1e was enthusiastic about Gomulka's come-back in 1956 

and a1so， though to a 1esser extent， about Gierek's accession to power in 1970. But 

this time， in August 1980， the mass did not call for resignation of Gierek. This was 

an ominous sign for the party， for it meant the mass simp1y 10st interest in what 

shou1d happen in the party. As it soon turned out， no popu1ar enthusiasm for the 

new 1eader， Stanislaw Kania， ensued. 

The free e1ections in the party which were 0妊icially announced at the end of 

March 1981 were， so to speak， an institutiona1ization of the change of the guard on 

a11 1eve1s. At first the hectic of the e1ection campaign seemed to help the party 

regain the favor of the nation. This impression， however， soon faded away， as the 

nation noticed that the new 1eadership brought indeed new peop1e， but no new policy. 

Second， a11 the fuss was after a11 nothing but a storm in a teacup. When the 

po1itical crisis unfo1ded itself and it became evident that not the party， but the 

Solidarity Union enjoyed the support of the nation， many peop1e in the party believed 

that they might win it back if they wou1d succeed in vindicating in one way or another 

that the party was more democratic than， or at 1east as democratic as， the Solidarity 

Union. Obviously the appearance of autonomous forces in society exposed the party to 

competition for democratic 1egitimacy. The party， however， cou1d not afford to resort 

to genere1 e1ections， because it wou1d doubtless be a 1oser. So， the idea was born 

of free e1ections in the party as an ersatz for general e1ections. 

Indeed， the sudden reactiviza 
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and the nearer they came to power， however， the more directly they became confront-

ed with the Solidarity Union， the very force that helped them advance in the party. 

When they awoke from the political narcissism， they found a hostile environment around 

them. Characteristically the delegates to the ninth party congress， how destructively 

they might have agitated against the intra帽partynomenklatura control at the congress， 

turned out to be extremely conservative on the issue of nomenklatura control over 

extra-party posts. 

Finally， the party's capability of governing declined as a result of the drastic 

turnover in leadership. The holding of free elections and the dismantlement of the 

dominant role of the apparatus meant the rehabilitation of politics vis-a-vis administra-

tion. But the rehabilitation of politics did not necessarily mean the restoration of 

political leadership for the moment. The new leaders who suddenly rose from the 

grey bottom to glaring eminence were unexperienced， had a narrow outlook， and lacked 

in policy-making competence. They inevitably became dependent on politicians of the 

pa!'it whom they wanted to control， entrenching themselves in party committees. 

Old leaders who were entrusted with the executive power， Kania and his cohort， 

were not qualified for that type of leadership which was needed in such a serious 

political crisis as Poland was now undergoing. By background they were adminis-

trators rather than statesmen. Their power was derived of the position assigned to 

them in the party apparatus. They made decisions and had them implemented not by 

virtue of their personal authority， but by virtue of their function. They knew how 

to join one intrigue against another， or how to bring about a consensus among the 

ruling oligarchy behind the scene. They were， however， totally helpless in a situation 

of open public life and mass politics， as seemed to be developing in Poland in 1980-81. 

Kania won indeed the confidence of the majority of the delegates， but he did not 

come out of elections as a leader ()f the victorious party in par1iamentary elections in 

a Western country. He was allowed to remain in power only because there was no 

other choice. The rank and五lecontinued viewing him as a typical representative 

of the apparatchiki. A party leader without any personal charisma was powerless with 

the disintegrated apparatus， the mistrustful party rank and五le，and the ho 
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