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（要約）  
 

生存権の困難−フランス革命における近代国家の形成と公的な扶助 

 

波多野 敏 

 

 本論文では、フランス革命期の生存権をめぐる議論と公的扶助制度に関する立法につ

いて、当時の議会議事録を主たる資料として検討する。まず、序論で、これまでの革命期

の生存権をめぐる議論の状況と問題点を整理した後、第１章でアンシャン・レジームの救貧

制度、第２章で革命期の法の変容について、それぞれ概観する。その後、第３章で、革命

期の新しい扶助制度についての理論を提示した立憲議会並びに立法議会の時期の議論

と政策を検討する。第４章では、公的扶助制度についての制度化が進んだ、テルミドール

のクーデタまでの国民公会時期の立法等について検討する。第５章で、政策が大きく変わ

るテルミドールのクーデタ以降の時期について概観し、終章で全体の議論をまとめた上で、

革命期の生存権論と公的扶助制度の性格について考察し、今後の課題を提示する。 

 

序章 フランス革命における「生存権」の性格をめぐって 

フランス革命は、自由でかつ権利において平等な個人を基礎として国家を再構築しよう

とする試みであった。革命は、アンシャン・レジームの国家体制の基礎にあった身分や職

業団体、地域などさまざまな社団を廃止し、新たに社会契約論的な発想を下に一人一人

の国民を基礎にした国民国家を作り上げようとした。アンシャン・レジームには、人は社団

に拘束されながらもまた、社団によって保護されていた。社団を廃止した革命家たちは、社

会の中でさまざまな脅威にさらされる個人をどう保護するかということにも関心を寄せざるを

えなかった。本書の目的は、革命家たちがこうした課題にどのように取り組んでいったかと

いう問題を法史の問題として考えることである。 
この問題に関わってくるのは、生存権的な権利と、それを具体化しようとした「公的扶助」

制度である。これまでの法学研究では、革命期の生存権は、排他的・絶対的所有権や自

由権を中心とした革命期の法体系の中では周辺的な位置しか与えられない。また、ある時

期まで革命史研究で圧倒的な影響力をもってきた社会経済史的研究において、生存権

的権利は民衆的な性格を持つものだと把握される。こうした見方からすれば、生存権論は

ブルジョワ革命の一時期、民衆の影響力が大きくなった１７９３年前後の時期に咲いたあだ

花であり、最終的にはブルジョワ的な自由権を中心とした体系の中に回収されてしまう、と

いうのが革命期の生存権の位置づけであろう。 
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しかし、最終的に生存権的な権利が確立することはなかったとはいえ、本書で見て行く

ように、生存権的な考え方は、１７８９年に革命が始まった時期から議論され、かならずしも

１７９３年前後に現れたものではない。革命期には、その始まりから、個人の安全の確保が

国家の目的のひとつと考えられ、その中で生存権的な権利が主張され、社会保障的な制

度を構築しようとしていた、ということは事実である。本書では、まず、生存権的な権利をめ

ぐる法の理論を内在的に整理し、さらに、生存権や公的扶助制度をめぐる議論と、具体的

な法が定められた状況との関わりを考察し、革命期の法が持つ可能性や限界を考えた

い。 

 

第１章 アンシャン・レジームにおける救貧制度 

第１節では、まずアンシャン・レジームの、社団の特権を基礎にした法システムについて

概観する。現代では、「特権」というのはマイナスの意味が負わされているが、こうした特権

についてのイメージは、革命期の特権批判で作られたイメージである。アンシャン・レジー

ムの法システムは、身分や職業団体、地域などさまざまな社団に特権を認め、義務を課す

ことを通じて、それぞれの社団を社会全体の中で位置づけ、全体的な秩序を構築していた。

そして、アンシャン・レジームの救貧制度もまた、施療院や都市などに認められた特権を基

礎に構築されていた。 

１２−１３世紀にかけて、施療院や小教区を中心にした、キリスト教の慈善活動の基本的

な形ができあがる。こうした教会の活動の基盤になったのが教会財産であり、これも聖職者

身分や施療院などに認められた特権を基礎にしている。また、中世以来、貧民を良い貧民

と悪しき貧民に区別した上で、良い貧民を援助し、悪しき貧民を処罰するという流れも形成

される。１６世紀以降になると、王権が、施療院の管理に関わりはじめ、また各地の都市が

独自の救貧制度を作り、また１７世紀には一般施療院が設置されるなど、世俗の権力が救

貧事業に本格的に関わるようになる。こうした諸制度もまた施療院や都市の特権に基礎と

して運営されているものであった。 

１８世紀になると、博愛主義的な思想や重農主義的な経済思想から救貧の問題を考え

る新しい発想が生まれてくる。博愛主義的な運動は宗教的な「慈善」ではなく「人間性」を

基礎に救貧の問題を考えてゆこうとする。１８世紀には多くの博愛主義的団体が創設され、

福祉的活動の拠点となった。また、経済的観点から、伝統的な施療院を中心とした救貧シ

ステムの不効率が指摘され、労働を基礎にした慈善作業所の構想などが語られるようにな

る。こうした新しい発想の中には、革命期に受け継がれてゆくものも出てくる。 

 

第２章 フランス革命と法の変容 
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フランス革命は、アンシャン・レジームの、社団を基礎にした身分制の社団国家を、自

由・平等な個人を基礎とした国民国家へと変え、社団の特権を基礎にした法を、自由で平

等な個人の権利を基礎とした法へと変える。新しい政治体制の基本的な姿は国民議会の

設置によって示され、また新しい法の基本的な性格は人権宣言に表現される。アンシャン・

レジームの救貧制度の基礎となっていた特権は廃止され、代わって新しい法は「一般意思

の表明」であると言われる。 

伝統的な社団とその特権が廃止されたことによって、こうした社団に依存し、社団によっ

て保護されていた人の安全をどのように確保するかということが新しい国家の課題となる。

伝統的な特権に基づいた救貧制度は維持できず、新しい法に見合った形で新しい制度を

構築する必要が出てくる。１７９１年憲法でも公的扶助制度の構築ということが憲法上の課

題であるということが確認されている。 

また所有や労働といった観念は、新しい法の下での各人の生存の確保と密接な関係を

持つことになるが、この観念も革命期に大きく変化する。新しい法のもとでは、さまざまな封

建的特権の束であった「所有」は、封建的な規制から解放された「自由な所有」となる。各

人はこうした規制から解放された財産を自由に使うことによって生きてゆくことができる。封

建的規制を廃止する一方で、財産所有者を拡大し、各人の安定した生存を確保するという

ことが、革命期の国有財産の売却策の一つの目的になる。 

労働は、かつては「働く人」たる第三身分の役割であったが、これが国家存続の基盤と

考えられる。こうした論理はシェイエースが『第三身分とはなにか』において展開した、第三

身分はすべてであるという革命を推進した考え方の基礎にもなっているが、この労働もまた

ギルドなどの封建的な規制から解放される。この解放された労働は、財産を所有しない者

の生存の基盤となるが、自由主義経済か統制経済かという革命期の経済政策の対立は、

財産を持たない者が、その賃金によって生活必需品を得るために、その価格水準をいか

にして適切なレベルに維持するかという政策についての考え方の対立である。 

革命期には、生活の基盤としてまず財産が考えられ、財産の無い者については自らの

労働によって得た賃金によって生活を維持することが考えられる。しかし、生活の基盤とし

て財産もなく、働くこともできない者は、自らの力では生きて行けず、他からの援助に頼らざ

るをえない。この援助制度をどのように構築するかが、革命の一つの課題となった。 

 

第３章 革命の扶助構想 

第３章では、まず第１節で１７８９年人権宣言をめぐる議論の過程で、生存権的な権利に

ついて多くの草案で言及されていることが確認される。従来は、扶助の権利は１７９３年人

権宣言に定められていることはよくしばしば言及される。しかし、８９年人権宣言には、こうし
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た条文が定められなかったために、生存権的な考え方も存在しなかったかのように考えら

れていたが、８９年人権宣言の草案を検討すると、この段階でも多くの草案に生存権的な

権利が現れていることが確認できる。 

第２節では、革命の扶助構想の核心となる救貧委員会報告が整理される。１７９０年初

めに設置された救貧委員会は、精力的に活動し新しい法の下で構築されるべき扶助制度

の基本的な構想を示している。ここでは、宗教的な慈善の観念と基礎にしたアンシャン・レ

ジームの扶助は、全体として管理されておらず、無秩序に施しがされることでかえって怠惰

と貧困を招くと批判され、扶助は国家の下で一元的統一的に過不足なく計画的に行われ

なくてはならないと論じられ、在宅扶助を中心に、新体制にふさわしい扶助制度が、「生存

の糧への権利」という憲法上の権利を下に構想された。 
救貧委員会では、働くことのできる者には仕事を提供すること、働くことができない者には

直接生きる手段を提供することによって生存を保障するという原則が論じられる。しかし、

社会の義務は、社会全体の産業の振興を図り、充分な雇用を生み出すことにある。個別

具体的に雇用を提供し賃金を支払うことは、自由な労働市場の形成を阻害し、経済発展

を阻害するという点から問題視される。働く意思の有る者に百パーセントの雇用を保障する

ことはできるのか、この点についてはあいまいなまま、しかし、働くことができるにもかかわら

ず働かない怠惰な者に対しては刑事罰を与えることが考えられた。 
委員会の構想は、扶助を通じて貧者をまっとうな市民に変容させ、社会の習俗を改善し、

国家の繁栄を導くことが狙いとされている。委員会の構想は、働くことができる者にたいし

て労働を提供するということだけでなく、働くことができない者に対しても、扶助を受ける者

が過去にあるいは将来に労働を提供したこと、あるいはすることが、扶助を受ける理由とさ

れ、労働との関連は失われない。そして、労働との関連をもたせることで、公的扶助は、貧

者を有徳な人間として再生させるものとなる。扶助にあたっては、過剰な援助による怠惰の

蔓延を防ぎ、一方で扶助される貧者自身の労働と将来への配慮を促すことでこれを道徳

化し、まっとうな市民を育て、さらには社会全体の習俗を改良することもまた扶助事業の目

的とされた。ここで、新しい国家体制による貧者の道徳化、社会の習俗の再生について語

られることになる。 
貧者を有徳な人間として再生させるという側面は、悪しき貧者の処罰という面にもあらわ

れる。社会は、貧しい者を扶助する義務に対応して、貧しい者にその労働を提供せよと言

う権利を持つ。そして、貧しい者が社会に対して労働を提供する義務は、この貧者が労働

を求める「権利」とは異なり、いわば「法の十全な効力をもって」要求され、労働の義務を果

たさない者は、刑事的な処罰の対象とされる。社会が雇用を充分に提供できていないとき

に、物乞を処罰することは正義に反するとは言われるものの、この点に関する考察が深め
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られることはない。社会があらゆる手段を尽くして貧困を無くそうとしている時に、物乞を続

けているのはもっぱら本人の責任であるとされ、この処罰が論じられ、処罰を受けても更生

しない再犯者に対する刑の加重が論じられ、矯正不能な物乞の追放刑が論じられる。 
救貧委員会の構想は、生存の保障を憲法・人権の問題として考え、アンシャン・レジー

ムの施しを基礎にした救貧策に代わって、国家による平等で統一的な扶助制度を構想す

る点で画期的である。援助の具体的な水準や方法でさまざまな異論はあり得るし、また理

論的な面でも自由・平等といった価値と、生存保障という理念が両立するのか、働くことの

できない市民を社会の中でどのように位置付けられるのかなどといった問題は残される。し

かし、いずれにせよ、この救貧委員会の構想は、この後、立法議会から、国民公会の時期

でもテルミドールのクーデタまで、その扶助制度を構想する基盤として引き継がれてゆくこ

とになるのである。 

第３節では、立憲議会の時期の救貧策が検討される。この時期には、教会財産が国有

化されるが、扶助事業を行う施療院の財産については、国有化の例外とされた。そのため、

事実上、施療院は扶助事業を継続することができたが、やはりその運営には様々な問題

が生じてくる。また失業対策も体系的な対策は取られることはない。この時点では救貧委

員会の構想は実現されず、暫定的な対策を講じるに留まっている。 

第４節で、立憲議会に続く立法議会の時期の救貧策が検討される。立法議会では、公

的扶助委員会が立憲議会の救貧委員会の役割を引き継ぐが、ここにも基本的な構想は引

き継がれる。この時期も修道院の廃止などの宗教政策は、救貧事業にも一定の影響を与

えざるをえなかったが、現実的な対策としては、アンシャン・レジームの救貧制度に取って

代わる体系的な扶助制度はいまだ構築できず、暫定的な対策に終始した。 

 

第４章 公的扶助制度の形成 

第４章では、国民公会の設置された１７９２年の後半からテルミドールのクーデタに至る

時期にかけて、順次、１７９２年末の経済政策（第１節）、１７９３年３月の公的扶助全般に関

する法（第２節）、１７９３年４月の人権宣言をめぐる議論（第３節）、６月の子どもと老人への

扶助に関する法（第４節）、１０月の物乞いに対する刑事的処罰等をめぐる法律（第５節）、

革命の敵の土地を貧者に分配するといういわゆる「風月法」（第６節）、農村における扶助

（第７節）、施療院財産の国有化（第８節）といった公的扶助制度の具体化を目指した立法

等の展開が検討される。 

この時期には、有名なロベスピエールの生存権論が提示され、また革命始めからの自

由主義経済に代わって、必需品や賃金の価格統制など統制経済が導入され、さらにいわ

ゆる「風月法」が貧者への土地分配を目指すなど、実質的平等を目指した政策がとられる
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と言われるが、こうした政策も救貧制度をめぐる全体の動きの中で再検討される。 

１７９２年９月にいったん統制経済の方向にむかった経済政策は１２月に自由主義経済

に戻される。この間、サン＝ジュストやロベスピエールが統制経済を支持する立場から議論

を展開するが、第１節ではこうした議論が検討される。ここでロベスピエールが、「所有権」

の制限という問題を「生存 existence 権」の問題として提起したことは従来から注目されてき

た。しかし、このロベスピエールの議論は、ここまで立憲議会の救貧委員会や立法議会の

公的扶助委員会で示された「生存の糧 subsistance への権利」とは異なったもので、内容も

比較的抽象的な原理原則に留まっており、法制度についての議論としては十分に具体化

されておらず、議会の支持を得ることはできなかった。 

第２節で検討される、１７９３年３月の、公的扶助の全般的基礎に関する法律では、立憲

議会以来、議論ばかりされて具体的な制度にならなかった救貧策を具体化する第一歩と

なる。これは、立憲議会以来展開されてきた革命の扶助構想を踏襲して、公的扶助制度

の具体化を目指すものである。また、この法律を制定される直前には、いわゆる「農地法」

の禁止という形で所有秩序の維持も確認されている。 

第３節では１７９３年人権宣言をめぐる議論のうち、公的扶助に関わる部分が検討される。

ここでは、経済政策や食糧問題が議論の重要な背景をなしている。このため、社会におけ

る人権として、「平等」ということが自由より前に置かれて強調されたり、公的扶助が社会の

義務であることが条文に盛り込まれたりしている点は、たしかに１７８９年の人権宣言に比べ

て特徴的である。しかし、人権宣言で、権利の平等を超えて事実における平等を権利とし

て定めるという議論は無く、所有や商業活動の自由について具体的な規制することは問題

になっていない。公的扶助に関する条文も立憲議会以来の議論を条文化しようというもの

で、１７８９年人権宣言との大きな断絶をここに見ることは適切ではない。 

これに対して、人権宣言の議論が終了した後行われた、所有権を規制し、生存の糧

subsistance ではなく、生存 existence を保障すべしというロベスピエールの議論は、立憲議

会以来の議論を超える可能性を持っているが、これについては議会では審議されていな

い。ジロンド派が失脚したのち山岳派の主導で修正された人権宣言では、公的扶助の条

文がやや具体化されているが、これも立憲議会以来の議論の延長線上にあり、この点から

もロベスピエールの議論は突出した感もある。 

第４節では、老人や子供への扶助が定められた１７９３年６月法について検討される。こ

の法では、働くことができない者に対する金銭給付などによる直接的な援助を定めている。

この６月の法律ではじめて公的扶助制度が一部具体化されるが、その基本的な構想は立

憲議会における救貧委員会が示した構想が踏襲されている。 

第５節で検討される、共和暦２年葡萄月（１７９３年１０月）法は、働く意思を持たない悪し
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き貧者に対する刑事的抑止策を定めるものであると同時に、働くことができ、働く意思を持

った良き貧者に対する支援策が問題となっている。働くことができる貧者は労働を通じて援

助すべきであるとして、適当な作業所を設置することを提案し、他方で、こうした支援策が

あるにもかかわらず働こうとしない貧者に対する処罰が定められる。作業所設置がどの程

度進んだかは不明だが、処罰を通じた構成という考え方は、すでに１７９１年に刑法が制定

されたときに展開された考え方を踏襲しており、最終的には処罰を通じて悪しき貧者を勤

勉な市民として更生させることが目指されている。 

第６節では、革命の敵の土地を貧者に分配するという、いわゆる「風月法」が検討される。

この法律では、愛国者の所有権は神聖であるとされる一方で、革命の敵の財産を共和国

が没収し、貧者に再配分しようとするものである。この法律は、ここまで一応は尊重されてき

た所有権について、「革命の敵」にはこれを認めないというもので、１７９３年３月の「農地

法」禁止によって認められた所有秩序を超える面があり、法的にはこれまでの議論との一

貫性を欠く乱暴な議論であると言わざるをえない。 

第７節では、共和暦２年花月（１７９４年５月）の農村における扶助に関する法律が検討さ

れる。これは、農村の貧者に対する援助策を定めるものであるが、その報告の総論的な部

分では、この時期の政治状況を反映して、風月法のサン＝ジュストの演説などが引用され

るが、具体的な援助策としては、やはり立憲議会から議論されてきた施策を基本に考えら

れている。そして、この後、都市の貧者に対する援助策を定める法が予定され、さらに公的

扶助に関する法典を制定することが予定されていたが、これは実現しないまま、次の施療

院財産国有化法が定められる。 

第８節では、この施療院財産の国有化に関する法が整理される。共和暦２年収穫月（１

７９４年７月）、テルミドールのクーデタの直前になって、それまで国有化の例外とされてきた、

救貧事業などを行う施療院の財産が国有化され、扶助制度の財源はすべて国によって提

供されることが定められた。本来は、施療院の財産は、新しい公的扶助制度が完成した後

に国有化されるはずであったが、その完成を待たずに、おそらくは財政的な考慮から施療

院財産の国有化が図られた。 

この後、テルミドールのクーデタが起こり、大きな政策転換が起こっていくが、その中で、

国家による一元的な扶助制度という構想も大きく変化してゆくことになる。 

 

第５章 テルミドール後の政策転換 

施療院財産の国有化を定めた直後にテルミドールのクーデタが起こり、政治的な状況

は一変する。その中で、革命の始めから議論され、１７９３年から１７９４年にかけて立法化さ

れてきた扶助制度は、その性格を大きく変化させることになる。 
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第１節では、クーデタ直後の扶助制度をめぐる議論が検討される。クーデタ直後に、収

穫月の施療院財産国有化法は批判にさらされる。クーデタ以前は、国家による一元的な

扶助制度を構築することが目指されてはいたが、現実には施療院などの役割は否定でき

ず、扶助事業に当たるための施療院財産は、国有化の例外とされてきた。しかし、収穫月

の法律によって、あらゆる施設が国家財政によって運営されることになったが、国はこれに

対応して適切に資金を配分できておらず、多くの施療院が扶助事業に困難をきたしている

として、国民公会は収穫月の法律の執行を停止する。収穫月法に対する批判と相まって、

すべての貧者の必要を国庫によってまかなうことは不可能であるとして、これまでの立憲議

会以来の革命の扶助構想が誤っていたとされ、一定程度、個人や施療院の役割を認めよ

うとする考え方が示される。 

第２節では、総裁政府の時期の政策が整理される。総裁政府のもとでは、収穫月二三

日法を廃止する法律が定められ、施療院が扶助で一定の役割を負っていくことが確認さ

れる。一方で各市町村に福祉事務所が設置され、救貧税や個人の寄付を財源として在宅

扶助に当たるという体制が作られてゆく。ここでは、施療院がそれぞれの施設毎に独立し

て活動するのではなく、市町村の管理下に置かれたのは、アンシャン・レジームとは異なる

大きな「革命」となった。この後在宅扶助も続いてゆくが、救貧税なども施療院の財源となる

など、その位置づけは低下してゆき、在宅扶助を基本とする革命期の構想は消えてゆく。

そしてなによりも革命期に理想とされた国が扶助の責任を負い全国一律に過不足のない

扶助を提供するという構想は捨てられ、施療院や在宅扶助を市町村毎に管理してゆく市

町村を中心にした「公的」扶助制度が作られてゆく。 
 

終章 

終章では、ここまでの革命期の扶助事業の展開が要約されたのち、革命期の扶助制度

をどう理解すべきかが考察される。革命期の生存保障については、アンシャン・レジームの

ポリス的な政策、自由主義的政策、そして保険・年金制度をとりいれた福祉国家的な政策

という三つの流れが交錯している。三つの政策いずれでも、働くことができない者、病人や

老人に対しては具体的な金銭等の給付などによって直接的な保護を行うことが必要となる。

アンシャン・レジームの施療院を基礎としたシステムのみならず、自由主義的な考え方にお

いても、例外的だとしても、こうした保護は不要にはならない。働くことのできない良き貧者

に対する保護の必要性については、財政的な考慮は必要であるにせよ、基本的には一致

できた。 

しかし、働くことができる者について、これを直接的に保護するのか、あるいは総合的な

経済政策・社会政策を通じて雇用を確保することで十分であるのか、直接の保護が必要だ



 9 

としても、怠惰を招かない形で過不足のない労働をいかに提供するのか、働いているもの

の生存を保障するために、労賃と必需品の価格は、国家によって統制すべきなのか市場

に委ねるべきなのか。こうした点について、三種の施策は革命の流れの中で一つに収斂す

ることは無く、生存の「権利」を具体的に保障することは容易ではなかった。 
また、一般意思の表明としての法はすべての者に平等でなくてはならない。しかし、生

存権の保障は、自律した市民間の関係ではなく、さまざまな理由から自律できない人間を

どのように保護するかという問題でもある。一定の条件を備えた者に対して全国統一の基

準で平等な保護を提供するという点では「平等」であるとは言えるが、「人」について、自律

できない者と自律できる者という区分を導入し、一部の自律できない人間を特別に保護す

ること、これを自律できない人間の「権利」として構成することは、すべての人に同一でなけ

ればならないとする法の要請と緊張関係にある。 
さらに、ルソーが一般意思の基礎にすべての人の意思があると言うのに対し、現実の革

命期の参政権は「労働」による線引きがされる。生存権による保護の対象となる労働不能

な者は、必ずしも市民として政治に参加する権利を持たない。扶助制度の構想の中では、

こうした「市民」たりえない者を、扶助を通じて「市民」へと作りかえることが論じられる。公的

扶助という問題は、個人の安全の保障という社会契約の核心にある問題であると同時に、

社会契約に誰が参加できるかという、その境界線を示す問題でもあった。 

 




