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コーポラティズムと国家主義の混合による保守主義レジ一

家の当面の︵意外な︶粘着力と持続力﹂を指摘している︒

比較体制論のある研究者は︑こうした状況について︑﹁福祉国

国によって大きく異なっていたことが明らかにされている︒
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はじめに

田中拓道

一

本稿の課題は︑一九七〇年代以降先進諸国で語られてきた
﹁福祉国家の危機﹂について︑フランスの藩論を中心に︑思想

ンスにおいて福祉体制が確立したのは七〇年代に入ってから

以降は︑常にその ﹁危機﹂が語られてきた︒そもそも︑フラ

︵
−
ヱ

ムの一つと見なされてきたフランスの福祉体制も︑八〇年代

戦後の経済成長の中で︑近代化・産業化を進展させる不可

であり︑八〇年代以降も度重なる改革が行われるなど︑制度

的観点から検討することである︒
欠の制度と見なされてきた福祉国家は︑七〇年代後半以降︑

による比較体制研究が蓄積されることによって︑各国の福祉

これにたいして︑一九九〇年以降は︑権力資源論︑新制度論

点にある︒フーコーに端を発するこの傾向は︑その後も歴史

スの議論の特徴は︑福祉国家が哲学的次元において問われた

面からも大きな変化の只中にあると言える︒同時に︑フラン

︵1︶

左右両方の論者から﹁時代遅れ﹂になったと批判されてきた︒

体制は︑階級構造や政治的連合のあり方に応じてきわめて多

学︑現代政治理論などに大きな影響を与えてきた︒本稿では︑

︻
6
︶

様であること︑﹁福祉国家の危機﹂ の内実やそれへの対応も︑

こうした議論を思想史的観点から評価しなおすことで､それ
がフランスの福祉体制とどの程度結びついたものであり､ど

という問題系に触れておきたい｡

｢身体的満足｣

によって規定されるよ

第1に､フーコ‑によれば､十八世紀以降の統治権力の目
的は､ますます人間の

うになったD統治の対象は､個々人の生命や安寧を保障し､

それを集合的に管理すること､そのために社会の物質的条件

や諸制度を改革することに向けられる｡こうした権力のあり

と称している.人口ヘの着目､
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の程度の射程と妥当性を有するのかについて､検討すること
｢福祉国家の危機｣

に関す

方を､フ‑コ‑は｢生政治｣

｢過剰

つ

を課題としている｡

以下では､まず八〇年代以降の
る議論状況を整理する(二)｡次に､フランス福祉国家の思想
的基盤である｢連帯｣概念を､十九世紀末の思想的コンテク

衛生学･医学･生理学など人間の身体に関する知の蓄積､病

院･学校･監獄の整備､公衆衛生､住居の改善など､十八世
その上で､思想史

ストに遡り､その特徴を､政治経済学､社会経済学､｢友愛｣
思想との対抗関係において指摘する(三)Q

たとされる｡

の権力主体は､国家に限定されない｡

Hl

であった｡この権力は､国家

｢社会的｣ 領域に埋め込まれ'学校､病院､家

を発達させることを許すもの｣

フ‑コ‑によれば､｢社会の観念こそ‑･･･統治のテクノロジ‑

第二に､｢生政治｣

紀以降の叫連の改革は､こうした問題系から発するものであっ

的に把握された｢連帯｣概念と､近年の｢福祉国家の危機｣論
｢連帯｣ のいかなる側面
｢連帯｣ の拡張なのか､それと

とを対比し､現在問われているのが
についてなのか､その課題は

も｢新しい連帯｣の創出なのかについて､論点をまとめたい(四)0

の外延にある

の把握に関して二点を指摘しておくO

と統治権力との結合が､行政･轡察権力の

こでは､｢社会｣

族､工場などに扱われることで､より合理的に機能する｡こ

は､｢社会｣
･リー

を批判する自由主盛者によってもたらされた､とさ

の規律原理を分有し､それを｢合理性｣にした

｢社会｣は､相対立する秩序原理によって編成されるのではな
く､｢生政治｣

T

｢福祉国家の危機｣

フ‑コー

｢社会｣

な統治｣

フ‑コ‑は､一九七七年から七九年に行われ

ここではその内容のうち､｢生政治(biopo)itique)｣

と

生･治安･医学などとの関わりを主題とした議論を展開した｡

の議論であるo

(7)

l

れる点である｡フ‑コ‑によれば､国家と自由主義者の語る

プランスの哲学的福祉国家論の噸矢となったのは､フ‑コ‑

二

たコレ‑ジユ･ド･フランスの講義で､統治権力と人口･術

l
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への把握の背後には､七〇年代アメリカ

がって配分する二領域にすぎない｡二つ目に､こうした｢社
会｣と｢自由主義｣
Er=5i;E

におけるネオ･リベラリズムの進展があった､という点である｡
フ‑コ‑自身の関心は､八〇年代以降､『性の歴史』を介し
て近代以前へと遡っていったo十八世紀以降の歴史分析は､
フ‑コ‑の関心を引き継いだ研究者によって行われ､家族､
公衆衛生､優生学､統計学､医学などを対象とした数多くの
(;)

研究が現れた｡以下では､こうした枠組みを出発点として｢福

国家による社会の包摂

祉国家｣論を展開した主要な論者の議論を整理する｡

ロザンヴアロン､ドンズロ

(̲2)

(;)

ける､市場社会と最小国家の組み合わせにおいても継承され

る｡市場社会とは､国家と対立するものではなく､国家の目

的をより｢効率的｣に実現するために導入されたものであっ

た｡ここでロザンヴアロンは､社会を伝統的な有機体ではな

く｢市場｣と捉える見方が､アトミックな個人を前提として

いた点に着日する｡こうした個人の抱える物質的必要やリス

クは､具体的な社会関係によって制約されておらず､明確な

限定をもたない｡それゆえ､必要やリスクからの解放を目的

とする国家権力の範囲も､潜在的には無制約なものとなる､

という｡実際十九世紀以降､国家は統計的な知を活用するこ

とで､リスクを集合的に管理する保険のテクノロジ‑を導入
口重血

し､未来の不確実性の縮減や秩序保障という役割を占有して

いくことになった｡｢福祉国家｣とは､7方で宗教に代わり､

未来の不確実性を縮減･統制する超越的権力として現れ､他

方では､市場におけるアトミックな個人の生を､保険という

なく､近代以降の思想的次元において捉えようとしている｡

ことになる｡

を保障することを､そもそもの目的とし

造の下で官僚的統制に服し､国家との垂直的関係しか持たな

の二元的秩序構造に端を発する批判である｡社会は､この構

もに､国家の役割の肥大化と個人の受動化という､近代以来

二十世紀初頭のケインズ主義による労使の妥協への疑念とと

彼によれば､!九七〇年代以降の｢福祉国家の危機｣とは､

テクノロジ‑を介して､集合的に管理する権力として現れる

(securite)

ていた｡こうした論理は､アダム･スミスやフンボルトにお

(13)

ロックの国家論に見られるとおり､近代国家とは､アトミッ

の｢保護国家(Btat･protecteur)｣に見出される｡ホップズや

彼によれば､｢福祉国家(跡tat･providence)｣の起源は近代初期

いても指摘しているが､その原因を､単なる制度的次元では

ロザンヴアロンは､公的支出の増大や財政収支の悪化につ

しているロザンヴアロンとドンズロの思想を採り上げる｡

まず､福祉国家による社会の包摂と､その原因を探ろうと

クな個々人の集合にたいして､未来の不確実性を縮減し､個

ー
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人の安全

2

○
∬

い諸集団の利害対立によって

｢ブロック化｣ されているQ

うした状況にたいして､ロザンヴアロンは､｢社会における可
視性(visibilit6sociale))を向上させることを主張する｡すなわ
ち､地方分権､労使交渉､家族､アソシアシオンなどの活性
化によって､自発的な相互関係(｢連帯｣)を呼び覚まし､多
様な利害を社会において可視化するとともに､相互の利害調
整の場を複層的に設け､国家に担われるべき公益を限定する
ことに期待しようとしている｡
ジャック･ドンズロの指摘によれば､フランス革命以来､

｢社会の不在(videsocial)｣

この構造の下

とりわけ一八四八年に問われた問題は､国家と個人の二元的
であったo

で､国家の拡大を導く社会主義と､それを批判する自由主義

構造と

との対立をどのように調停するかが､十九世紀を通じたフラ
ンスの問題構成となってきたo第三共和政期のデュルケ‑ム､
､ブルジョワなどによる｢連帯｣
の思想の導入は､

国家を｢連帯｣の法則に従う1社会的機関と見なすことによっ

デュギ‑

こうした思想の延

て､一方で無制約な主権論を批判し､他方では､国家による
(5)

｢新学派｣ によって､十九世紀

介入を正当化しようとするものであったQ
長上に､シャルル･ジッドの

末に保険のテクノロジ‑が導入される｡保険を支えたのは､
労働現場での事故､怪我､病気､労働者の疲弊など､それ以
前は個人的責任(自由主義)､あるいはパトロンの温情の対象

(保守主=撃とされていたものを､｢社会的リスク｣の発現と解

釈し､その予防やそれへの補償を､集合的に担われるべき義

務とする考え方であった｡保険の拡大とともに､国家は､教

育や保険加入の奨励を通じて､万人の‑スクの減少と､人生

(e)

における機会の増大を保障し､｢社会的なものの促進(promotion

を担う主体として現れることになる｡

ドンズロによれば､こうした国家の社会的役割は､二十世

dusocial)｣

紀前半の産業デモクラシ‑論､ティラ‑主義､ネオ･コ‑ポ
小出仙

ラティズムの導入などを通じて､経済的合理性の追求も兼ね

｢社会を変

のあり方を定め､個人の

彼は､こうした批判へ

進者となっている国家の管理から逃れ､自らが生の目的を選

家の機能の山部を代替するだけではなく､｢進歩｣の唯7の促

な社会運動の悟性化を採り上げている｡それは単に､福祉国

の対応として'地域､アソシアシオンなどに立脚した自生的

方への批判を表明したものであったo

生を規格化･規律化していくという二十世紀福祉国家のあり

える｣運動などは､国家が｢進歩｣

社会批判､管理社会批判､ミシェル･クロジュの

の追求とを兼ねる巨大な権力機構となっていった｡
ドンズロにとって､3九六八年の五月革命､その後の消費

を通じたリスク保障の拡大と､市場介入による経済的合理性

てさらに強化され､二十世紀の国家は､規格化(nom巴isation)

備えるようになる｡この傾向は､ケインズ主義の受容によっ
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の
(23)

を発見するという目的か

択し､｢生き方｣それ自体を選択すること､さらに新しい政治
との関わりや､｢市民性(ci≦.sme)｣
(=)

ら､提案されたものであった｡
以上の論者の議論は､思想的位置づけは全く異なるものの､
｢福祉国家｣が不確実性の除去､社会統制と進歩を担う唯一の
主体と見なされている状況を批判し､福祉国家か新自由主義

の括性化によって､国家の肥大

か､あるいは国家か市場かという二項対立ではなく､自発的
な相互行為から成る｢社会｣
化と､市場の拡大をともに制約しようとする､八〇年代以降
｢市民社会｣論の系譜と同一線上にあると理解することが
(Tこ

できる｡

規律社会論

professionn21)｣

この概念は､責

の概念は､それまでの個人責任原理､あるい

は近代自由主義原理の転換の噸矢となったo

ではなく､集合的

｢リスク｣を措定しようとするものである｡それはおよそ以下

任の根拠として､個人的｢過失(faute)｣

の論理から成る｡第1に､工場での事故は､個人の行動にか

かわらず規則的に起こる集合的現象である｡すなわち事故は､

産業に｢内在するリスク｣
である｡第二に､事故の原因は､
しばしば複雑すぎるため特定できず､原因に遡って正誤や善

悪を判断することは困難である｡むしろ重要なことは､事故

が統計的に見て正常な範囲内で起こったのか､異常な範囲で

起こったのか､ということである｡言い換えれば､そこでの

に結びつけら

規範は､事故に先立って前提される外的規範ではなく､集合

正常と異常

‑

｢進歩｣は職業的｢リスク｣と不可分
れる｡第三に､産業の

的現象内部の統計的な確率

一方､フ‑コ‑の助手を長く勤めたフランソワ･エヴアル
ドの福祉国家論は､規律社会論のひとつとして位置づけられ

分なものとして予測され､全体の

エヴアルド

(25)

｢進歩｣ によって補償され

を撃っ概念となり､個人の生は､集合的秩序の維持･発展と

スク｣は､工場労働者のみならず､人間の生のあらゆる側面

て､老人､退職者などへと拡張されていった｡すなわち｢リ

こうした｢リスク｣概念は､一九〇五年から10年におい

『g5!匹

である｡逆に言えば､｢リスク｣はあらかじめ｢進歩｣と不可

る｡上記の論者たちが､国家による社会の包摂という側面を

変化､すなわち｢保険としての社会(soci6t6assuranciel)e)｣と
(2)

いう新たな見方を導いた｢存在論的｣｢精神的転換｣に焦点を

(risque

エヴアルドによれば､一八八〇年の労働災害補償法案で提

合わせているo
｢職業的リスク

(26)

‑
うるものであるo

‑

強調したのにたいし､エヴアルドは､｢社会｣の捉え方自体の

3

起され､7八九八年に法制化された

いう観点から把握されるようになるol)うした見方に従えば､

l7u
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であるo個々人が生への権利を持ち､社会がそれを保障する

退職者や高齢者とは､社会が叫定の確率で抱える｢‑スク｣

の理念は､こ‑した｢リスク｣

の捉え方から帰結する､規律権力の総体を意

エヴアルドにとって､福祉国家とは､この新しい規範に立

が自己の能力を最大限に発達させることとして理解されるo

脚した｢社会｣

t=)

そこでは､国家と社会の区別は大きな

スク｣｢危機｣を現在において予測し､その予防を目的とする

以降､｢保険｣や｢リスク｣という概念が新しい社会状況に適

において､社会の分

合しなくなっている､という批判がなされている｡ロザンヴア

ロンは『新しい社会問題』(山九九五年)

と

という見方は､当初労働

断や排除を主題とし､次のように論じている｡

彼によれば､｢保険としての社会｣

者(プロレタリア)を社会に統合する目的から導入され､その

この見方の前提にあるのは､労働に従事する個人がこれらの不

後病気､事故､失業､老いなどの対象へと拡張されていったo
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義務を負う､とい‑｢社会権｣

味するものであったQ

意味を持たず､｢全ては政治的である｣と言われるo

最後に､エヴアルドの議論において､｢福祉国家の危機｣は

テクノロジ‑の集積であるoすなわちそれは､未来の｢危機｣

存在しないo｢福祉国家｣とは､未来の不確定で潜在的な｢リ

見に多くを負っているo

L∬1

は､伝染病の拡散が細菌を媒介して起こることを明らかにし

｢全ては政治的である｣
のまま機能しっづけているo

【℃‑

を自らの存立基盤とすることで､明確な限定や正統性が不在

述べるのは､このような無限定的な現代の権力のあり方を指

それは､人びとが好むと好まざるとにかかわらず､相互
に依存関係にあるという事実とともに､伝染病の源泉となる

している｡

｢リスク｣

エヴアルドの哲学的福祉国家論に対しては､一九九〇年代

貧民･下層階級に対して､集合的な監視と予防が必要である

相互に依存関係にあり､社会が不可避に抱え込む
の影響を､互いに蒙り合っている｡したがって､｢リスク｣

の集合的な保障のみならず､その原因があらかじめ管理され､
予防されなければならない､という規範である｡十九世紀末

を強調した｡例えば､デュルケ‑ム

に｢連帯｣を新たな規範として唱えた論者は､個人的｢権利｣
よりも､社会的｢義務｣

やブルジョワによれば､個人は社会の産物であり､各人は社

へ

たo

会化の義務を負っている｡自由とは､社会化を通じて､各人

(P.)

き､それは次のような規範をもたらす｡すなわち､人びとは

ことを明らかにした｡こうした考え方が社会に応用されると

彼が

パスツ‑ルによる一八六七牢の発見

ヴアルドによれば､｢連帯｣とは､パスツ‑ルによる細菌の発

ともに､｢連帯｣という概念によって基礎づけられている｡エ

自由主義原理を転換させた社会保険の論理は､｢リスク｣と

概念の拡張によって導かれた､と彼は論じる｡

一g;rt
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幸に平等な確率で遭遇するという想定､すなわちそれらが統計
的確率によって表現される共通の｢リスク｣である､という想
(=)

定であった｡ところが現在では､｢リスク｣がますます個人化

じており､こうした想定はもはや成り立たなくなっている｡
第一の問題は､リスクの個人化である｡経済成長期と異な
り､1九八〇年以降長期失業が1般化するにつれて､社会の
1定層が恒常的に｢排除｣｢貧困｣状態にある｡もはやリスク

あったo グロ‑パル化とともに､この意識が衰退し､社会内

かつて社会保険制度を支えていたのは国民意識の一体性で

ょって､病気などのリスクも個人化されつつある｡
第二は､｢新しいリスク｣の登場である｡高齢化など人口構
成の急速な変化によって､老齢者はもはや例外的な存在では
なく､社会の重要な一部を構成している｡近年の退職者年金
や医療費の増大は､社会保障システム全体を危機に陥れてい
る｡さらに､環境問題や自然災害など､かつては存在しなかっ
3担E

たリスクも現れている｡
第三は､国民意識の衰退である｡ロザンヴアロンによれば､

の平等性に立脚し､それへの責任を共有する

こうした状況において､病気､事故､失業､老いなど､旧
｢リスク｣

｢連帯｣ は､もはや適合性を失っている｡ロ

へと転換すること､国民意識を再構

たり新しい職業に就くことを支援するような｢能動的福祉国

平等を重視し､財の再分配よりも､各人が人生の方向を変え

を問い直すことである｡すなわち､結果の平等よりも機会の

ザンヴアロンの提起する対策は､旧来の平等観､社会権概念

ことで成り立つ

家(itatactif･providence)｣
来の

3堅占

｢福祉国家の危機｣論､とりわけフランスの社会保

として用いられた｡ただし､それが完全に制度化されるまで

社会保険の導入を図る社会共和派によって､思想上の鍵概念

会保険から社会保障へ)o｢連帯｣の概念は､第三共和政の下で､

のpエフロック報告によって､7般的枠組みを与えられた(社

における社会保険の登場と体系化を経て､1九四五‑四六年

フランスの社会保障体制は､十九世紀末から二十世紀前半

史的に捉えなおすことで､考察の指標としたい｡

を､どう理解すべきだろうか｡この節では､｢連帯｣概念を歴

障体制を支える理念と見なされてきた｢連帯｣概念への批判

以上の

｢連帯｣ の思想

築することなどを提案する｡

(37)

されると同時に､旧来の｢リスク｣に当てはまらない現象が生
(I?̲.)

｢分断｣が顕在化してい

は､万人にとって平等ではなく､社会内部で大きなリスクを
(公募論文)フランス福祉国家論の思想的考察一円中拓道

部の利害対立が顕在化しているo

三

担う層と小さなリスクを担う層との

0

る｡それに加えて､遺伝子医療などのテクノロジ‑の進展に

59

の過程は､エヴアルドが描いたよりも､遥かに困難なもので

などへと引き

雑誌(Reyued.eJconomiel,olitique)』を編纂したルロワ･ボ‑

(A.Liesse)

継がれた思想であるG彼らは｢社会問題｣

やリエス

組合主義者､サンディカ‑スーなどの激しい批判によって､

国家の介入に反対し､｢産業の自由｣を最も重視するo産業化

リユ‑(Leroy･Beaulieu)

提案から約二〇牢の議論を経てようやく成立したが､保険へ

にともなう階層化の進展は､競争の精神を促進し､｢進歩｣と

l八九八牢の労働災害補償法は､自由主義者､共済

あったQ

の加入は強制ではなく､任意加入にとどまった｡二十世紀以

私的慈番組織､家父長制的家族の強化が主張される｡これら

(‑S?)

降も､退職年金への強制加入を定めようとした!九70年法

の介入に代わって秩序を維持するために､パトロナ‑ジユ､

貧困層の生括水準の向上をもたらすとして肯定される｡国家

会保障制度の導入を目指した!九二八年から三〇年の法律も､

を通じて下層階級を規律化すること､特にその

｢進歩｣

す負の側面をより強調し､市場の自由を､｢社会｣のf体性の

感覚を静かさない程度に制約するという関心を､社会経済学

などと共有している｡例えばレオン･ブルジョワやデュルケ‑

の思想では､累進課税による所得

スペンサ‑などの社会ダ‑ウイニズムと､｢連帯｣の思想とを

ムは､当時流通していた自然選択論の社会への応用を批判し､

区別した｡むしろ｢連帯｣

2004

28

No.

への対応の文脈で､

は実質的に挫折し､疾病､障害､老齢などを含めた包括的社

単一金庫制ではなく､共済組合を基盤とした制度的分立を維

｢モラル｣

持することを強いられた｡こうした対立は､戦後の体制にも

コ',(ツトメントを内面化させること(｢モラル化(mora)isation)i)
が重視される｡

中間集団の悟性化を主張する点､｢進歩｣の理念にコミットす

｢連帯｣ の思想は'国家による直接の扶助に批判的であり､

共済組合主義､社会カトリシスム)などとの対抗関係の中で､自

る点､個人の｢モラル｣に働きかける点において､｢政治経済

は､政治経済学(自由主義)､社会経済学(保守主義､

への

の思想は､産業化のもたら

らの思想的立場を正当化することを強いられていた｡こうし

と｢連帯｣

学｣と共通する｡ただし｢連帯｣

の思想)

頭にかけて社会保険の体系化を目指した社会共和派(｢連帯｣

働きかけ､自己費任の精神､勤労意欲､未来の

(.1)

た文脈の中で見たとき､｢連帯｣の思想の特徴として以下の点
が指摘できる｡
第Tは､｢政治経済学(6conomiepolitique)｣

スミス以降のイギリス政治経済学の影響を受けて､十九世紀

想との対抗である｡本稿で扱う｢政治経済学｣とは､アダム･

やデュノワイ
に担われ､第三共和政期には『政治経済学

初頭にジャン=パティスト･セ‑a.･B.Say)
エ(C･Dunoyer)

(.S)

の思

社会思想史研究
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の再配分や､保険のf般化によるリスクの共有が主張されたo

の進歩という抽象的な理念を指していたo

さらに､連帯主義者の言う｢進歩｣とは､富の蓄積ではなく,
文明や｢人間性｣
こうした理念の意味内容については後に触れる｡
第二に､｢社会経済学(6c.n.mies.ciale)｣は､｢政治経済学｣
L心J

への批判として七月王政期に語られ始めた思想である｡それ
は支配層の内でもカトリシスムや保守主義に近い立場の論者

は既存の社会的紐帯を破壊し､個人を孤立化させることで､
｢貧困問題(paup6risme)｣を生み出した.社会の目的は､産業

(収)
(.iS)

ばならない｡社会経済学者は､しばしば｢進歩｣

への懐疑を

語り､伝統集団をはじめとする多様な中間集団の再生を主張

するc社会カトリシスムの宗教･慈善組織､ル･プレ主義者

の家族､シエイソンのパトロナ‑ジユ､ジッドの協同組合､

共済組合などである｡これらに共通することは､7方で産業

化の負の側面を抑止し､他方では､中間集団によって国家介

入を限定することを目的としている点であるo社会経済学で

(ガ)

の再構築の問題として捉えられるo

く残したものであったo

(娼)

の思想と社会経済学とは､

合金庫の維持という性格において､社会経済学の影響を色濃

に導入されるフランス福祉国家体制は､制度的分立や共済組

人主義と具体的関係性という点において対立するQ7T+世紀

普遍主義と特殊主義､国家と中間集団の関係づけ､抽象的個

けられなければならない｡｢連帯｣

ものでなければならず､最終的には国家による保障と結び付

の階層や集団ではなく､社会の成員全体に普遍的に妥当する

｢権利｣ の概念にコミットする点にあるo｢権利｣とは､特定

ただし､両者の最も大きな相違は､｢連帯｣の思想が新しい

同性｣の再構築にコミットする点で､社会経済学と共通する｡

し､産業化の負の側面を強調する点､中間集団を介した｢共

｢連帯｣の思想は､社会問題を｢モラル｣の問題として構成

｢共同性｣

に担われ､第二帝政期には｢社会経済学協会曾ci6t6d6conomie
は､社会問題への対応が｢権利｣ではなく､中間集団内部の
sociale)｣を設立したル･プレとその学派に､第三共和政期に
は共済組合主義(mutualisme)や､シャルル･ジッド､エミ‑
ル･シュイソンらに引き継がれて発展した｡エヴアルドやド
ンズロなど多くの論者において､社会経済学と｢連帯｣の思
(3)

想は同7祝されているoしかし第三共和政期においても､両
者はしばしば対立していた｡例えばシュイソンは､ブルジョ
ワの思想を｢社会主義と同じ道｣と称し､ジッドは新たな法
の制度化に訴える連帯主義を｢国家社会主義の強制的連帯主

社会経済学者は､政治経済学に対抗し､社会の｢共同性｣

と批判していた｡

(t45)

の回復を最も重視するo彼らによれば､産業の無規制な発展

義｣

の発展や富の蓄積ではなく､人民の｢幸福｣の増大でなけれ

(I,S)

(公募論文)フランス福祉国家論の思想的考察‑田中拓道
◎
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t軸)

最後に､｢連帯｣の思想が批判的に参照した｢友愛育atemit6)｣
の思想について触れておきたい｡革命期のジャコバン主義か
ら､1八四〇年代の職人･労働者層を中心とした共和主義･

以上のように､第三共和政期の社会共和派に担われた｢連

や分業を積極的に肯定しようとする｡

の思想は､産業化の負の側面への対応､普遍主義的権利

リスムからの距離､という点に特徴づけられ､政治経済学､

概念へのコミットメント､国家主義やロマン主義的ナシオナ

社会経済学､｢友愛｣の思想などとの対抗関係の中で､自らの

ヴイエ､フィエ､アンリ･マリオン(HemiMarion)などによっ

思想を展開した｡それは､第二帝政下の共和主義哲学者ルヌー

て形成され､第三共和政期には､急進社会党指導者のレオン･

ブルジョワによって政治的イデオロギ‑として語られ､デュ

(A.Mi))eland)､トマ

(A.Thomas)

の思想的特徴について､

は､こう

ルケ‑ムによって大学の中に制度化されていった｡二十世紀

ルラン

これまでの論述を麟まえ､｢連帯｣

以下の三点を指摘しておきたい｡

｢連帯｣ は､国家介入による平等化ではなく､

第!は､｢平等｣の意味内容である｡有機体論の批判的受容
を背景とした

各人の役割の多様化や差異化の結果として生まれる相互依存

関係の上に立脚するものである｡｢連帯｣の思想では､同業組

合､共済組合､協同組合などの多様な結社の自治が奨励され､

国家の役割は､直接の市場や中間集団への介入ではなく､中

2004
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社会主義､1八七〇牛パリ･コミユ‑ンヘと引き継がれたこ

彼らは､革命以降の理念的平等主義と事実的不

の思想は､｢人民｣の1体性の基礎となる｢平等｣の実現を最
も重視するo
平等との帝離､特に産業化にともなう労働者階級の貧困化を

であり､家族､同業

の粋で

批判し､ロマン主義的に表象された国家による対応を期待す
｢ナシオン｣

る｡ここで国家とは､統治機構というよりも｢友愛｣
結ばれた共同体､すなわち

帯｣
初頭に社会共和派に近い立場

した思想の延長に､社会保険の一般化を図ろうとした｡

など

組合､アソシアシオンの延長上に想定される｡それら中間集

｢連帯｣ を哲学的に導

‑

団の社会的役割は､国家によって引き受けられ､国家の介入
J越E

による社会問題の解決､すなわち｢労働の権利(droitautralail)｣

｢連帯｣の思想を担った共和主義者のうち､ルヌ‑ゲイエな

の実現が要求された｡

｢友愛｣ の思想を批判して

ど一部の論者は､四八年二月革命の挫折を経験し､第二帝政
下において

(班)

の思想は､理念的平等と事実的
は､

入する役割を担った｡｢連帯｣

不平等との媒介を主題とし､普遍主義的な権利の概念にコミッ
トする点で ｢友愛｣ の思想と共通する｡しかし
｢連帯｣
ロマン主義的なナシオナリスムや､国家による社会の包摂に
批判的であり､人民の一体性や平等性よりも､諸個人の差異

【.Ill)

[..7[l
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(公募論文)フランス福祉国家論の思想的考察一田中拓連
0
63

(Li]=.‑

間集団全体の指導と監視､個人にたいする集団加入への奨励
などの間接的介入､教育などに限定される｡
第二は､反自然主義である｡ルヌ‑ヴイエ､フィエ､ブル

の発現として読み替える論理である｡例え

の観念と結びつ

への集合的補償という｢社会権｣は､個々人が｢人

間性｣ の｢進歩｣に貢献するという｢義務｣

の軽減､すな

｢リスク｣

いているo個人は､自助努力による｢リスク｣

わち労働規律､衛生習慣､健康への配慮や､教育を通じた｢社

り組みは､権利の保障のみならず､そのような｢義務｣

会化｣を､｢社会的義務｣として担う｡教育や公衆衛生への取

行の要請という側面を持っている｡

｢連帯｣ の拡張か､｢新しい連帯｣か?

1九八〇年代以降のフランスの福祉国家改革は､i方で､

共済組合主義的伝統から来る制度的分立の克服と制度の一元

の遂

ジョワ､デュルケ‑ムなどは､いずれも自然的連帯と社会的
｢連帯｣とを区別した｡社会的｢連帯｣は､自然に存在する不

集合的｢リスク｣

ばブルジョワは､｢連帯｣への遡及的合意を意味する｢準契約
について､次のように言っている｡｢もしも

平等で自由な条件のもとで交渉したとするなら､両者の間で
前もって成立しえたはずの合意にかんする解釈であり､表現
'/:i=.,

である｣｡｢準契約｣とは､個人の自律を脅かす上記の出来事

化､他方で公的支出の削減という､二つの方向から成ってい

る｡最後に､｢福祉国家の危機｣論と､こうした改革の方向性

の発現と捉え直し､それ以前の｢平等

で自由な条件｣という仮想的状況における万人の人格の対称

の奨励に対抗し､各人の人格の対称性という規範に基づく｢社

伝学や頭蓋学などの｢自然主義(naturalisme)｣や､自由競争

ばならない｡十九世紀末に導入された｢連帯｣は､当時の遺

え損なっているものが､少なからずあることを指摘しなけれ

第一に､現在見られる｢連帯｣批判には､本来の含意を捉

とめておきたい｡

の創出の必要性を意味しているのかについて､論点をま

が､｢連帯｣の拡張を意味しているのか､それとも｢新しい連

へのコミットメント

任し確認するものではなく､事実的状態を矯正する規範的原
理であり､抽象的｢人間性(humanit6)]
(i‑Tl

に支えられているo
第三に､｢連帯｣の論理では､社会の｢進歩｣と個人の自律

への補償)､社会は､個々人の自律を通

とが緊密に結び付けられるQ個人は､社会関係の中でのみ自
律を獲得し(｢リスク｣

してのみ｢進歩｣(｢人間性｣の発展)を実現することができる｡

帯｣

性を承認することを意味しているoそれは､事実的状態を放

を､集合的｢リスク｣

四

正や不平等､個人の自律を脅かす事故･病気･老いなどを､

(quasiよOntrat)｣

l..f一

会的｣統合への合意を創出しようとする読みであったD事故･
病気･貧困などは､当初から平等な｢リスク｣として存在し
｢権利｣ として構成さ

るべきものと想定されていた｡こ‑した観点からすれば､国

よりも､まずは二十世紀以降の｢連帯｣

の変容という文脈に

家･社会関係の再考とは､｢連帯｣そのものの問い直しという

おいて為される必要がある｡

第三に､フ‑コ‑主義者の枠組みに共通する問題点に触れ

ておきたい｡これまで論じたように､十九世紀において｢社

(軌)

の概念は､政治経済学者､社会経済学者､｢友愛｣

の思想のそれぞれにおいて語られ､内部に産業

化､法とモラル､国家と中間集団､権利と義務､価値理念な

想､｢連帯｣

ど様々な対立軸を含んでいた｡フ‑コ‑のように｢社会｣と

｢自由主義｣を結びつける見方は､そのうちのある潮流をT般

規律の側面と解放の側面との絡み

化したものであり､結果として｢社会的なもの(‑esoci巴)｣内
部にはらまれた多義性

的自由主義における｢保護国家｣

の延長に｢福祉国家｣

置づけるという理解や､国家の機能の7部を中間集団へと委

譲し､労働の義務と｢連帯｣を結びつけることによって､経

済的合理性と福祉国家の原理とを両立させようとする｢能動

的福祉国家｣論は､ロザンヴアロンが､自由主義と｢連帯｣

の原理を連続的に捉えようとしていることを示しているo
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たのではなく､｢社会的｣観点から集合的｢リスク｣の偶発と
捉えなおされ､それへの補償が万人の
れたのである｡近年語られている新しい医療テクノロジ‑‑
高齢化､長期失業､社会的排除に伴う｢新しいリスク｣とは､
｢連帯｣ の平等性を掘り崩すというよりも､自然的･経済的不
平等に卸する｢社会的｣統合の平面をどう再構築し､｢連帯｣
の論理をどのように拡張していくか､という問題として捉え
られるべきである｡

第二に､国家と社会の関係については､ドンズロの指摘す
の占有が､二十世紀以降の変
｢社会的｣なものから｢経済的｣

(61)

を､過度に単純化しているように思われる｡同様の

‑

問題は､ロザンヴアロンの議論についても指摘できる｡古典

‑

るとおり､国家による｢連帯｣
化､すなわち国家の役割が

会｣
合い

かし､こうした理解は､十九世紀の文脈において､｢連帯｣が

を位

なものへと転換し､第1次･第二次大戦を経たナショナリズ
ムの高揚を背景とすることによってもたらされた､という事

ルケ‑ム､ブルジョワなどには､経済的合理性と距離を取り､

情を踏まえる必要がある日十九世紀末に｢連帯｣を唱えたデュ

フランスでは､1九六〇年代に至るまで

ナショナリズムよりコスモポ‑タニズムにコミットする姿勢
が見出されるo

が1般的であったように､｢連帯｣とは､本来国家に占有され

祉国家｣という呼称が否定的に用いられ､むしろ｢社会保障｣

るものではなく､むしろ中間集団と国家のあいだで分有され

､

｢福

の思

し

(59)

64

◎
権力と公共圏

特集

｢政治経済学｣
産業の自由､国家の不介入､社会的規律を
との対抗関係において語られた

ことの意味を過少評価させ､ひいては｢経済的なもの｣と｢社

組み合わせた統治の思想

の必要性について言及しておきた

会的なもの｣との対立を､不鮮明にしてしまうのではないか｡
最後に､｢新しい連帯｣
い｡以上の議論にもかかわらず､｢連帯｣批判の中には､旧来

への｢義務｣を無制限に負う､と

｢進歩｣と不可分に結びつき､その内部に

の｢連帯｣概念にたいする根源的な懐疑が見出される｡｢連
帯｣が全体社会の
おいて､個人が｢社会化｣

いう点である｡言い換えれば､｢連帯｣には､個人の解放とい
ぅ側面だけでなく､エヴアルドの指摘するような､新たな規
律をもたらす面が存在する｡｢連帯｣は自己完結的な論理では
ありえず､その抽象性､全体の｢進歩｣が個人に優越する目

の論理によって､常に批判され､制約されなければ

的として措定される傾向は､それに対抗しうる別の｢社会的
なもの｣

ならない｡｢新しい連帯｣は､経済的合理性とのかかわりでは
なく､むしろこうした複数の｢社会的なもの｣の括抗を制度
化するという観点から､さらに探求されるべき余地を残して

(たなか･たくじ/フランス政治思想史)

(1)議論のまとめとして､クリストフア‑･ピアソン(田中浩､神

谷直樹釈

(9)

(8)

ロザンヴアロンによれば､Z九七〇年代に問われたのが主に財

祉国家論は､｢イデオロギ‑的｣｢哲学的｣危機を主題とした

政問題であったとすれば､八〇年代から九〇年代にかけての福

(PierreRos2nVal1on.Lanouvellequestionsociale[RePenser1.Ekzt･

brovidence,fbris.Ga)limard､1995.pp.甲)0)o

(同上､7三五頁)o

r生政治｣を主題に据えた!九七八年度の講義の一部は､アメ

法として分析される｣

｢自由主義は‑‑統治の運用の合理化の原理であると同時に方

フ‑コ‑｢生体政治の誕生｣前掲書､三石貢｡

八世紀における健康政策｣同上､六‑二二貫).

machineagueJrir,Bruxel)es.PierreMardaga.)979.pp.7･)8(｢十

一三四‑一四二百);4(Lapolitiquedelasant6au18esiecle》.Les

生J『ミシェル･フ‑コ‑思考集成Ⅷ』筑摩葦原､二〇〇1年､

duCol[igeduEllanC2,79eanne'e.)979,pp367･72(｢生体政治の誕

人口｣『ミシェル･フ‑コ‑思考集成Ⅶ』筑摩書房､二〇〇〇

duColleged2PTrance,7;8eame'e,1978,pp.445･9(｢治安･領土･

(7)Miche)Foucau)t.《S6curite,territoire.population》こnAnnuaire

(6)

(5)PierreRosanvanon.LacrisedeZitat･providence.fbris,Seui1.198).

二年､7頁｡

(3)宮本太郎編著『福祉国家再編の政治』ミネルヴァ番房､二〇〇

ルヴァ審房､二〇〇1年)以降の研究状況を念頭においている｡

比較福祉国家の理論と動態』ミネ

Cambridge,Po)ityPress.1990(岡沢憲芙､宮本太郎監訳『福

未来社､一九九六年､が優れているo

年､三六四‑三六九重,I((Naiss2nCedelabiopolitique》inAnnuaire

祉資本主義の三つの世界

‑

‑

‑

いるように思われるo

注

(4)Espin.g‑Andersen.ob.cit..p.27.
(2)GostaEsping･Ande
(10)

(公募論文)フランス福祉国家論の思想的考察‑田中拓道
◎
65

リカのネオ･リベラリズムの検討に充てられていた(同上､t

(2)

77zeoTy,Cambridge‑MITPr2SS･1992･

FrancoisEwald.LJEtatprovidence.Paris)B･Grasset,1985･
)bid"pp.)0･).

]bid.p.2B5.

]bid..p.238.

)bid..p.244.

'd"pp.352ets,
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四1頁)o

(1)邦語の研究の一例として､市野川容孝｢社会的なものの概念と

四‑六四貫｡

)bid"p.326.

｢社会の分断とセキュリティの再

から､フランスのRM)(参入のための最低所得保障)､アメリ

]b1.a..pps))･23｡ここでは､労働義務と福祉の結合という関心

の増加等に起因する新しいリスクにはまったく無力である｣

ものである｡｢福祉国家は､技術進歩､社会的排除､単身家庭

ちなみにギデンズの｢新しいリスク｣論も同様の点を指摘した

]bid..pp.27･45,

Rosanval)on.LanoILVellequestionsociale.oP,cit･,pp･23･8･

の視座』ミネルヴァ番房'二〇〇〇年､七六‑九八頁､がある｡

p･ロザンヴアロンの所説に寄せて｣大山ほか編『福祉国家へ

編L『思想』九二五号､二〇〇1年､二七‑四八頁｡ロザンヴア

T四二‑1五四頁…斎藤純7

スクを細分化する社会｣『現代思想』二八巻1号､二〇〇〇牢､

スク｣を主題化した邦語論文として､以下も参照Q重田園江｢リ

pierreRosanvallon.LanouvetleqlLeStionsociale,a?･Jit･｢新しいリ

]bidi.pp1386･7,

]bid..p.597.

]b1

族に介入する社会‑近代家族と国家の管理装置』新曜社､T
hid.pp.359･63.

B.Grasset.19B5.p.26.etc.ロザンヴアロンは､フ‑コ‑と

ともに｢社会保障｣に関する共著を執筆している｡B･Bruhnes,
P,Ros2nlal)On,Se.curite.20Ciate:1.e

への論理の｢横滑り(A)issement)｣に関

(37)

M.Fouccault.R.Lenoiret

nleu.Paris,Syros,1983･

(ほ)PierreRosanval)on,Lacrisedelitat･brovid2nCe,nOuVelle6d･,Paris,
Seuil.)992.p.25,

]bid..p.74.pp.85･9.pp.103･4･

]bid.,p.)56.pp.)61･3.pp･165･8･

]bid..p.)39,

]bid.,pp.207ets･,pp･217･9,etc･

(s3)Ex.]eanL.CohenandAndrewArat.,CivilSocie&andPvlitical

･essaisurlede'clindes

(s)Rosanval1on.Lacrhede1.Etat･?rouidence,op･cit･,pp･125･7･

anos)ours,Paris,Gal)im2rd.1990,pp･173ets･

(t9)Cf.PierreRosanval)on.L.EtatenPTrance:delaRe'volut1

して､pp.75･8･

家｣から｢福祉国家｣

(s)Iaid..pp165f.とりわけフンボルトの自由主義における｢保護国

'OnPa･ngaise

社会思想史研究

(23)
(33) (32) (31) (30) (29) (28) (27) (26) (25)

(望明示的にフーコーに触れた箇所として')acqueDonzelot･Ln

ロンの所論の紹介として､鹿田明｢福祉
Cambridge,Po)ityPress,)998,p,))6)o
(AnthonyGiddens.7nethirdway=therenewalofsocialdemocraLy,

生命‑福祉国家と

bassionspolitiques.fhs.Seuil,1994,pp･56ets･
?olicedesfamitles,fhris.Minuit
九九1年､六‑七吾‥FrancoisEwa)a.L.E

(17)]acquesDonzelot,L.inventiondusocial･

18
19
20
21

β∂

⑳
権力と公共圏

特集

(公募論文)フランス福祉国家論の思想的考察‑田中拓道
◎
67

カのworkfare論が検討されている｡なお､｢能動的福祉国家｣

‑福祉国家の思想史のた

という訳につき､北垣徹氏の教示を受けた｡

HemiHatzfeld.mEPauPdhbnedh7S6mriteJsocidle.

下を参照o

(g;)政治経済学者による強制的社会保険制度への批判について､以

五巻四号､T九九九年､T〇五‑f五二貢o

国家の壁止

して､次のものが優れている｡鷹田明｢フランスにおける福祉

ランスの社会保障制度史を思想的観点から考察した邦語論文と

meniairesparlemenhlileS,A･N.C..)946.no.)146.p.))23)o

depro)'etde)oiportantg6ni12]isationde】as6curi.t6sociale.Docu‑

｢広い国民的連帯｣に基礎を置く'とされている(Exposidesmotifs

(g;)例えば､f九四六年法の立法理由書には､社会保障の1般化が

re)igion,1監tlCaiOn2tlhssistancepublique》､Revuedesdeuxmondes.

にある(LeonBourgeois.《L.id6edesolidarit6et

dariteJ,Paris,1907.p.10)o

radicaLe:e.hLde2ur(eSdoctrinesdubartiyadicaletradical･socialiste.
Paris･i908･p･vi;LesabPlicationssocialesdelasoh･dariteJ,fhris.
1904.Paris.

Buisson.Lapolitique

sescons6quencessocial2S》.inEssaid'unephilosophiedelasoliI

の外(a).uste)

pp･180･1･ブルジョワは言う｡｢自然は不正ではないが､正義

15).anvier1898,pp.3)4･8.

(S)PlulLeroy･Beaulieu.《L.Etatmodemeetsesfonctions‥1.Etat.1a

N2nCy,Pr2SSeSunilerSitairesdeN2nCy,1989,pp,56･79.

]850･]940]essaisurlesorig･inesdelaSe'curite.socialeenFrance.

Bourgeois,《Pr夢ce》)inFerdinand

questionsocialeetlapolitique:uneongmephilosophiquedel･Etat

(g)Cf･Procacci,GouvemerlamisGre.op.cit;TakujiTanaka.((La

富sDlkkuib.dm2dldih
desdoctrinese.conom骨es=昔
帯の学派｣と称して
social

temps.rhris.Presses

Vilat､《La

Mutualit6etle

de).Eco)e

ケームの場合､労働組合を否定し､同業組合の再建を主張して

Paris,PressesUniversitairesdeFrance.)970.pp.230･3.デュル

Normale

(48)例えばデュルケ‑ムの社会主義論を参照oEmileDurkheim.《Sur

son

1.ambiv2LrenCed.unparrainage》.inCoietteChambellanddir..Le

1999)pp.314･7;BernardGibaud‑《Mus6esocialetmutualit6:

d6ve)oppementde)aS6curit6Socialeau20esiec)e:)esaventtireSde

について'以下を参照.Bruno

(5)社会保険の導入に際しての社会共和派と社会経済学の対抗関係

ci)?esd.konomiebolitique.)8)9.

済学のテ‑ゼであるo Cf,SismondedeSismondi,NouveauxPrin･

(59)宙と幸福の区別は､十九世紀初頭のシスモンディ以来の社会経

6d,.Paris.)9)3.p.704.

(g)EmileCheysson.LasolidariteJsociale.exiraitdelEconomistePancais.

遍的権利概念を有していないQ

ジッドの思想は基本的に組合主義であり､連帯主義のような普

Cbnf&mc2faiteaGenGve.Geneve.1890)oしかし後述のように､

を､自由主義'社会主義､保守的ル･プレ学派と区別して､｢連

(望その大きな理由は､ジッド自身が自らの｢新学派(6co)enouvel)e)｣

52,no･4,pp.327･82.no.6,pp.2)9･68.

muse.e
lad監nidondusocialisme》()893).inLascienccsocialeetl'action.
num6rodu4)'uillet)1903.pB,･Char)esGideetCharl
)alibert6》‑inMiche)byhs.BemardGihaudetAndr6Gues)ind
s.ciald2tnSles
Sup6rieure.1998,pp.325ets.

en

(i)E邑eDurkheim,Dek=divisiondutmvailsocia1.4e監..Ibris.)902.

(望L6on

フ

の思想と､社会経済学との間に位置して

について

(Emi1eDurkheim.Lesuicid
面する｡｣

が問題になるとき､夢窓の人々はどこにおいても同じ困難に直

(L計nBotugeois.LamlEL7Lallt6ethlEutteco

の平等な尊厳､すなわち｢道

(]870･]9]4),fhris.D6couverte.)998.pp.27･79.

つの原因として､すでに示唆したように､当時のフー

進展､フランス社会保障の財政危機論があったことが挙げられるo

コ‑の関心の背後に､七〇年代アメリカのネオ･リベラリズムの

その7

多様なプラ.ンス社会主義思想については扱えなかった｡

ス福祉国家形成との関連から､統治層の思想のみを採り上げ､

ここには当然ながら､社会主義も含まれるが'本稿ではフラン

(5)Do記elot.L]invenEtondusoc7.a1.oP.cit"pp.)57ets,

enPTrunce

LauLrentMuchielli,Lad6couveTiedusocial]naissancedelasociologie

(粥)自然主義を含め､当時の思想的文脈については以下が詳しいo

】ecttle】S》.inLascicncesocialeetL.action.ob.Sit..p.268)o

の役割を果たすl

たところに位置し､それゆえ､人々にとって結合の中心として

鮮であるとしている｡｢それは､あらゆる個別的意識を超越し

徳的個人主題(individu邑smemora))｣を､近代社会の唯7の紐

同様に､デュルケ‑ムも｢人間｣

iversitairesduSeptentrion.1998.pp.47ets.

(5)L6onBotugeois.SoZtdarite.,()仲r㌫d..1896),fhris.PressesUn･

faikauMiLSeJesocklL訂6Novembre)905.Paris.)906‑p,43)Q

するのではなく'むしろ援助することが望ましい｣と述べる

行政的な企てとなることは望ましくない｡国家がそれらを包摂

誌)例えばブルジョワは､｢予防と救済措置が､国家による直接的･

PressesUniversitairedeFロョce,1930(.盲6d.)897).pp.436ets.

(EmileDurkheim.《L.indivi.dualismeet)esintel･

いる点では､｢連帯｣
いるという評価も可能であるo
二十世紀の社会保険制度における｢共済組合的伝統｣
BernardGibaud.DelamuttLaliteJdlaSe.curite.Sol

福祉国家

の思想との対比については､以下の

!四頁｡
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は以下が詳しいo

語文献としては､田端博邦｢フランスにおける社会保障制度の
成立過程｣束京大学社会科学研究所編『福祉国家2

の思想と｢連帯J

の展開(1)』東京大学出版会'f九八五年､二三‑〓ハ八貢｡
｢友愛｣
拙稿も参照されたいo田中拓道｢『連帯』の思想史のために

の起源｣『政治思想研究』三号､二〇〇三年､九七‑t

十九世紀フランスにおける慈善･友愛･連帯､あるいは社会学

四八年六月以降､この潮流は穏健

(51)代表的な論者として､Ledm･Ro)tin.Michelet､Lamennais.
Lamartin.LouisBlancなどo

discmLT:SPrononce'sdans

料を参照｡]osephGarnier6d..LedraitauiravaildL.Assemble'eNa･
tionale[recueilcomP(itdetmESles

me'morablediscours,Paris.(8481

｢友愛｣批判として､ABedFouil16e.Lascicncesociale

また､デュルケ‑ムは言う｡r国家はいわば7般的で単純な作業

(5)AlfredFouil16e,LascienL:eSOCialecmtembora1

contemPwaine.Paris,188〇.pp.327･45を参照｡

ィエの

Essaidecrit･ique9bleJrale.4b"eessai,Paris.1864.pp.118･31を､フ

cette

四八牢議会での｢労働の権利｣に関する討論を編簸した次の資

共和派と社会主義とに分岐するo

‑

を行うために作られた鈍い機械である｡国家の活動は常に画7
い｡‑‑労働時間､保健衛生､貸金､あるいは保健や救済事業

的で､限りなく多様な個々の事情に‑‑順応することはできな
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