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労働の再定義

現代フランス福祉国家論における国家・市場・社会

田中拓道*
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1　はじめに

1990年代以降,グローバル化や産業構造の変化(情報化・サービス化)

の進展によって,福祉国家の役割が転換しつつある,と吉われる。 20年来

の比較福祉国家研究を主導してきたエスピン=アンデルセンは,かつて福

祉国家の機能を「脱商品化(decommodification)」として把握していた。そ

れは個人が「商品化」された労働に従事せずとも,一定の生活水準を保障

される程度をさす1。ところが近年では,受動的な所得・サービス保障に

とどまる従来の福祉政策が, 「雇用拡大と知識集約型の放争経済を促進す

るより,むしろ阻害する」と指摘される2。新たな経済環境に適合する福

祉政策とは,人的資本への投資(教育・就労支援)をつうじて万人の「就

労可能性(employability)」を高め, (就労)機会を最大化することでなけ

ればならない。実際,近年の福祉国家改革では,失業保険・公的扶助改革

や就労支援のあり方が大きな論点となっている3。こうした議論の方向性

は,大きく言えば, 「労働」と「社会権」との再結合,あるいは「脱商品

化」から「再商品化(re-commodification)」への転換と称することができ

るだろう4。

本稿の目的は,近年の議論状況を念頭に置きつつ,フランス福祉国家の

再編過程において, 「労働」と「社会権」との結びつきがどう問い直されて

いるのかを検討することである。フランスでは,歴史的にみるとフランス

革命において, 「自由な労働」を担う個人が近代的秩序の中核に位置づけら

れた。ただし,こうした個人の存立基盤は不安定なままであり, 19牡紀を
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つうじて,個々人の相互行為・相互扶助関係から成る「社会的」領域を組

織化し,その中に「労働」を埋め込もうとするさまざまな構想があらわれ

た。 20世紀に成立するフランス福祉国家とは,たんなる国家・市場関係の

調停としてではなく, 19世紀をつうじた「社会的なもの」をめぐる構想の

地合と,そのひとつの帰結として理解されなければならない。ところが,

およそ1970年代以降, 「労働」のあり方が大きく変容し,社会的「排除

(exclusion)」が顕在化することで,戦後福祉国家に体現された「労働」と「社

会的なもの」との結びつきが根本的に間い直されることになった。今日の

フランスの議論状況を省みることは,先進国の福祉国家再編に共通する動

きをより原理的視座からとらえ直し,その将来像をめぐる対立軸を明らか

にするうえで,有益な示唆を与えるであろう。

以下ではフランス革命以降の流れを「労働と社会的なもの」の関係とい

う観点からふり返り,戦後フランス福祉国家の特徴を指摘する(第2節)0

次に1970年代以降の福祉国家の「危機」を, 「労働」の変容と「社会的排

除」の顕在化という二点から指摘し,今日両者の関係がどう問い直されて

いるのかを,三つの立場に区分して検討する(第3節)。貴後に以上の考察

を踏まえ,福祉国家の将来像をめぐる理念上の対立軸について,試論を述

べたい(第4節)0

2 「社会的なもの」と労働①-フランス福祉国家の成立まで

(1)フランス革命における労働の中心化

「労働(travail)」概念史を研究したジヤコブによれば, 「労働」とは中世

をつうじて神の課した罰や苦役という否定的意味を持っていた。それは勤

勉・清貧という徳や,財の生産という意味と結びつくことはあっても,重

要な活動とはみなされていなかった。 「労働」が国富の源泉であり,社会的

に「有用」な活動として広く認知されるのは, 18世紀以降のことである5。

フランス革命は, 「自由な労働」を担う個人を新たな秩序の主体へと位置

づける革命であった6。たとえばシエイエスは, 1789年のパンフレット

r第三身分とは何か」の中で,労働を担う「有用な第三身分」と「無用な貴

族階級」を対比し,前者こそが「市民のすべてである」と宣言した。フラ

ンス革命期には, 1791年ル・シャブリエ法をはじめとする一連のデクレ・

立法によって,職人組合・同業組合が禁止され, 「自由な労働」を担う個人
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の析出が目指された。他方, 「労働」に従事しない「怠惰」な個人への私的

・宗教的救済が禁じられ,公的扶助への一元化が目指された1790^1こ設

置された物乞い根絶委員会で,ラ・ロシュフーコー=リアンクールは次の

ように言う。 「個人が社会にr生存を保障せよ」と言う権利を有するならば,

社会は個人にr労働を提供せよjと応える権利を有している」7。公的扶助

は就労能力のない「真の貧民」に限定されなければならず,就労能力のあ

る「偽の貧民」の物乞いは禁止され,労働義務が課される(1793年恵法案

人権宣言第21条における「公的扶助」の規定,および1793年10月15日法に

よる物乞いの禁止)0

以上のように,革命期において. 「自由な労働」は.近代社会を担う「市

民」の権利・義務の中核に位置づけられた。本稿ではこうした考え方を

「労働の中心性」と称する。

(2) 19世紀における「社会的なもの」の競合

しかし革命期の秩序像が, 19世紀以降にそのまま具体化されたわけでは

ない。職人組合や信心会は法的に禁じられたにもかかわらず,事実上は革

命後も存続した。 「労働の自由」の法的規定は,伝統集団から切り離され,

孤立した個人に,生存や安全の実質的な保障をもたらさなかった。たとえ

ばルイ・プランは1840年に次のように言う。 「抽象的に捉えられた権利とは,

1789年以来,人民を酷使する寮気楼であった。権利とは,人民にとって,

彼らが有していた生きた保護に代わる,抽象的で死んだ保護である」8。

1830年代には,バリ,リールなど産業化の進んだ大都市労働者層のあいだ

で, 「大衆的貧困(pauperisme)」と称される大規模な貧困現象が生まれた。

「労働」を担う個人は,法的には自律した主体とみなされるにもかかわらず,

現実には多くが自律を持たない貧民となっている。およそこの時期以降,

国家・市場と区別された個々人の相互行為,相互扶助から成る「社会的」

韻域を組織化し,その中に「労働」を埋め込むことで,秩序を再建しよう

とするさまざまな構想があらわれる9。

一部の労働者や社会主我者は, 「労働」を人間の本質的活動であり,簾も

重要な社会的紐帯とみなした。たとえばサン-シモンは,旧支配層(聖職

者,法律家,貴族)に代わって, 「産業者(industriels)」 (労働全般を担う

個人を意味する)こそが経済的・政治的権力を握り,公共財を管理しなけ
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ればならない,と主張した10。フーリエやブルードンによれば,労働に従

事する者とは,純粋で善良な精神を持ち,自然な「連帯」の感情を持って

いる。彼らを真に解放するには,生産・信用・所有のあり方を全面的に変

革し, 「社会革命」によって新たな共同体を樹立しなければならない11。

1840年代の労働運動を経て, 1848年に勃発する2月革命を主導したのは,

ルイ・プランやルドリュ-ロランなどの共和主義知識人であった。セウェ

ルによると,この革命をもたらした原理とは, 「労働こそが人間の活動の本

質である」という考えであった12。たとえば革命直後の2月25日に,臨時

政府は次のように宣言する。 「フランス共和国臨時政府は,全市民に労働

の保証を約束する」。続く第二共和政国民議会では, 「労働への権利(droit

au travail)」 (労働の自由を意味する労働権と異なり,国家が万人の就労機

会を保障する義務を負う,という法的理念)の実現をめぐって,激しい議

論が戦わされた。ルドリュ-ロランなどの共和主我者は, 「労働への権利」

を1793年憲法の精神の継承と主張したが,トクヴィル,ティエールなどの

自由主義者は. 「労働への権利」が大革命の原理である個人の自由を脅かし,

国家の専制を尊くとして批判した13。結局この権利は恵法に明記されず,

第二共和政下では公共事業による雇用が短期間行われるにとどまった。国

家による「労働への権利」の保障という考えは,その後約1位紀のあいだ,

議論の盤上にのはることはなかった。

一方,七月王政期や第二帝政期の支配層は,産業化のもとで「労働」を

担う階層を,秩序を脅かす潜在的な反乱者, 「危険な階級(classes dangere-

uses)」として表象した14。 「労働」をとりまく場や環境の悪化によって,

それは人びとに勤勉の精神や美徳をもたらすどころか,行動規律・生活習

慣の退廃をもたらしている。国家による直接的な扶助は,こうした人びと

の「モラル」をさらに堕落させるにすぎない。 「労働」を担う階層のふるま

いを改善するには,パトロナージュ,宗教組織,共済組合,貯蓄金庫など

の中間集団を活用し,彼らの生活習慣・労働規律・家族関係に働きかけ,

その集合的「モラル」を向上させなければならない15。この時期の支配層は,

「労働の自由」を実現するにとどまらず,むしろ「労働」を担う個人やその

生活環境を観察と働きかけの対象とみなし,それらをより広い「社会」関

係(上下階層の依存関係の集積)の中に埋め込もうとした。

以上のようにして,フランス革命期には「労働」が近代的主体の権利・
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義務の中核に位置づけられ,国家による「労働の自由」の保障が目指され

た。 19世紀以降, 「労働」を担う個人を中間集団を介した「社会」関係の中

に埋め込もうとするさまざまな構想があらわれ,それらは互いに娩合した。

(3)第三共和政における労働と社会権

第三共和政中期(1890-1920年)に急進共和派に近い知識人・政治家フ

イエ(Alfred Fouillee),デュルケ-ム(Emile Durkheim),プグレ(Celestin

Bougie),ブルジョワ(LJonBourgeois),デュギ- (L6onDuguit)などに

よって唱えられた一連の思想は, 19位紀をつうじた「社会的なもの」をめ

ぐる思想対立を調停し, 20世紀に引き継がれる国家・社会関係を準備する

役割を果たした。

この時代を代表する共和派知識人エミール・デュルケ-ムは, 1893年に

r社会分業論(De la division du travailsocial)」という著作を発表する. 「労

働の分業」に「社会的」という語が付されたこの著作は, 「労働」への新し

いとらえ方を象徴的に示している16。デュルケ-ムによれば, 「労働」とは,

たんに富を産出する活動でも,資本家の「搾取」をもたらす活動でもない。

それは新しい社会的杵,すなわち「連帯(solidarity)」を生み出す源泉であ

る。現代では,社会的な杵は「分業化された労働」の相互依存関係によっ

て成り立っている。ただし,そこでの「労働」とは「自由な労働」ではな

く,以下の意味において「社会的」に規制された労働である。

第-に, 「労働」は労使から成る職業団体によって規制されなければなら

ない.デュルケ-ムによれば, 「経済的機能とは,それ自体のために存在す

るのではなく,ある目的の手段にすぎない。それは社会生活の一器官であ

る。社会生活とは,何より同じ目的に向かう人びとの努力の調和する共同

体,精神と意思の融合体である」17。当時の社会問題とは,経済が無規制状

態に置かれ,人びとが私的利益の衝突状態(「アノミー(anomie)」)に陥

っていることからもたらされている。彼はこうした「異常(anormal)」状

態にたいして,国家による画一的な規制ではなく,職業組合を再建し,そ

こでの交渉によって労働条件・貸金・衛生・保険などのあり方を規定する

こと,中間集団を介して個人に「正常」なモラルを内面化させることを主

張する18。こうした職業組合を基礎とした職能代表制が「デモクラシー」

の新しい形となる。
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この時期には,革命期の「ジヤコバン主義」的秩序像が修正され,職業

組合の「社会的」役割が法的に承認されていった1884年には職業組合法

が制定され, 1900年労働協議会(Conseils du travail) , 1906年労働局(Office

duTravail),労働センター(boursesdutravail)の設置によって,労使団体

による交渉が奨励された19。デュギ-やオーリウは.団体の「法人格(per

sonnejuridique)」を理論的に基礎づけ, 1919年団体協約(convention col-

lective)法成立への迫をひらいた20。こうして「労働」は,労使団体によ

る一定の「社会的」規制の下に置かれていく。

第二に, 「労働」を担う個人は,産業社会において,自律をおびやかす出

来事に遭遇する。たとえば労働災害やコレラなどの伝染病は,都市におけ

る工場労働とともに一般化した。失業・老齢による失職も,産業化によっ

てはじめて深刻化した21。ブルジョワは,労災,疾病,老齢などを, 「連帯」

の秩序に内在する「社会的リスク」ととらえる。それは一定の確率で個人

に発現する集合的現象である。 「リスク」への対応は,個人の兼任ではなく

「社会」の側の責任である。彼は言う。 †社会的リスクへの自発的かつ相互

的な保険が成員に同意され受容されるところにしか,社会生活は存在しな

い。社会生活の進歩とは,まさにこの相互保険に関わる共通の対象・利益

・リスクによって測られるであろう」22。

世紀転換期から,急進獅n派の手によって, 「労働」を担う個人を対象と

する社会保険が導入されていった1898年には労災保険が, 1910年には強

制的な労農年金が導入された。それらは国家が一元的に管理するのではな

く,職業組合や共済組合によって管理される。国家の役割は,保険加入を

尭務化し,集団間の財政的調整を行うことに限定される1928-30年には,

出産,疾病.労災,年金を包括する社会保険法が成立する。

以上のように, 「労働」が「社会的なもの」と結びつくことで,個人の

「自律」と社会「進歩」とのあいだには,次のような相互関係が形成された。

個人は「労働」を担うことで社会的アイデンティティを獲得し,共和国を

支える「市民」となる。たとえば当時の代表的社会理論家マクシム・ルロ

ワは, 1922年の著作で次のように述べている。 「各人が理解すべきことは,

今後は各人が,有用な労働を担う者として市民でなければならない,とい

うことである」23。個人は「労働」にともなう「リスク」から保護されるこ

とで, 「自律」を獲得する。 「社会」は「労働」を能動的に担う個人を統合
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し,そうした個人の「自律」を保障することで,全体の「進歩」を実現す

る。

ただし第一次大戦を経た1920年代以降, 「労働者」が消費社会へと組み込

まれるにつれて,個人の「自律」とは,所得の増加と余暇の拡大として,

社会「進歩」とは,産業の近代化・発展として読みかえられていく1936

年マテイニヨン協定では,産業近代化への労使協力を前提として,過40時

間労働,有給休暇,労働協約の強化が定められた。そこで国家は, 「自由な

労働」を保障するのではなく,労使交渉や職域保険を奨励・義務化し,産

業「進歩」と個人の「自律」との調和を約束するという後見的(tutelaire)

な役割を担うことになる。

(4)戦後福祉国家の成立

戦後フランス福祉国家は,戦前からの基本的な秩序像を引き継ぎ,戦後

の政治的文脈の中で「労働の中心性」をより強く反映する形で成立した。

以下では制度構造にかんして二点を指摘しておきたい。

第-に,戦後の社会保障プランを作成したのは, 1930年代に労使関係の

組織化による産業近代化(「コルポラティスム」)を図ろうとした改革官僚

ビェ-ル・ラロックであった24。ラロックが1945年に提出したプランは,

「労働者」の統合と「社会化」という目的を反映している。たとえばラロッ

クは次のように言う。 「社会保障は,なによりも就労している男女,労働に

よって生計を得ており,労働のみによって生活するすべての男女にたいし

て,報酬を提供するものでなければならない」。社会保障とは「労働者が十

全な責任を持つ新しい社会秩序の創出」を意味しており,そこでは当事者

(労使)自身が運営に携わらなければならない25。

フランス福祉国家の制度には,ベヴァリッジ・プランなどと対照的に,

「労働の中心性」が以下のように組み込まれている。まず財源は,国庫から

ではなく労使の拠出によって賄われ,給付は所得比例となる。 (下級・地

域)保険金庫は国家によってではなく,選挙をつうじた労使代表によって

自治的に運営される(「社会的デモクラシー」)。ラロックによれば, 「社会

保障におけるフランス的伝統とは,相互扶助,サンディカリスム,かつて

の社会主義,そして友愛(fraternity)の伝統である」26。

第二に,こうした「労働の中心性」は, 1945-47年に左派労働運動の強
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い影響の下で制度化が進められたことで,さらに強められた27。 1945年社

会保障組織法の立法化にあたっては,組合活動家タロワザが大きな影響力

を発揮し,法を策定した「臨時諮問会議」では共産党系労働組合(CGT)

に近い議員が多数を占めた。その結果,使用者が拠出金の約2/3を負担す

る一方,保険金庫の運営委員会では労働者代表が3/4を占めることになっ

た。

ただし, 1947年以降は自営業者,特定産業の使用者・労働者,農民など

が,ラロックやCGTの推進した金庫の一元化に反対した1950年以降,フ

ランス福祉国家は職域ごとに分立した制度(給与所得者を対象とした一般

制度,公務員・鉄道炭鉱労働者などの特別制度,農業・自営業の独立制度

など)のもとで発展をとげていく。

以上のように,フランス福祉国家は「労働」を「社会的なもの」に埋め

込むと同時に,そうした「労働」を担う個人に社会的保護を約束するとい

う理念の上に成立した。戦後の制度構造では,財源・制度管理において「労

働の中心性」が強く反映されたO国家は制度間の財政調整によって「社会

的なもの」を促進するという後見的な役割を担うにとどまる。戦後の「栄

光の30年」 (1945-75年)を支えたのは,こうした「労働」と「社会的なも

の」との緊密な結びつきであったと言うことができる。

3 「社会的なもの」と労働②-フランス福祉国家の再編

(1)福祉国家の「危機」

①労働の変容

「栄光の30年」と称される経済成長の過程で,労働のあり方は大きく変化

した1949年から74年のあいだに, 「労働者(travailleur)」の多数派は肉体

労働者から事務員・技術者・管理職などへと移行し, 1974年には第三次産

業従事者が50%を越える28。

機械化の進行やホワイトカラー層の増大につれて, 「労働者」のあいだで

も,高技能・高所得層と,肉体労働・低所得層との分化が顕在化していく。

この時期の「労働」論の主題は,機械化・オートメーション化による「労

働」の性質変化と,労働者階級の分化・多様化であった。たとえばベルヴ

イルはr新しい労働者階級J (1963年)の中で次のように言う。機械化にと
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もない「労働者」の境界がますます暖昧となり,技術進歩から利益を得る

層と,そこから脱落する層との格差が拡大している。労働運動においても,

かつての過酷な労働から解放され「進歩」が実現したという議論と,いず

れの時代より労働者が疎外状態に置かれているという議論とが並存してい

る,と29。

フリードマンはr細分化された労働J (1964年)の中で,機械化・オート

メーション化の進行が,肉体的苦痛をともなう労働からの解放をもたらす

のではなく,逆に中技能職を没落させ,人格とのつながりを失った「細分

化された」単純労働を増大させる,と指摘した。彼は言う。 「労働時間をい

ちじるしく短縮し,個人から心理的均衡と多くのばあい労働が個人に伝統

的に確保していた人格の実現という基本的要素を奪ってしまう社会におい

ては,この人格の実現の中心を自由時間,能動的な余暇に置くという必要

性がいっそう切実になる」30。実際この時期には,給与の増額による購買

力強化,労働時IHJの短縮,そして所得の平等化が最も強く要求された31。

1968年5月には,大規模な学生・労働者の運動が勃発する。これを受け

てセルジュ・マレは, r新しい労働者階級j (第2版, 1969年)で,技術者,

専門職,管理職などにおいて,高度な政治意識をもった階級が山現してい

ると指摘した。 「現代労働者が集団レベルにおいて,かつて労働の機械化

段階で失った職業的自立性を取り戻せば取り戻すほど,ますます管理要求

に向かう諸傾向が強まってゆく。現代的な生産条件は,今日,生産と経済

とのその従事者たちによる全般的な自主管理が発展する客観的な可能性を

提供している」32。こうした「新しい階級」は,共産党に近い左派労組

(CGT)と路線を異にする中道労組(CFDT)の担い手となり, 1960年代末

から生産の自主管理や政治社会の民主化運動を展開する33。

こうした動きにたいし,政治の側からは新たな統合策が提示された。ボ

ンピドゥ-大統領に任命されたシャバン-デルマス首相は, 1969年9月16

日国民議会で「新しい社会(nouvlle soci6t」)」の到来を宣言する。従来の

国家による画一的規制から「社会」を解放し,労使交渉を活性化しなけれ

ばならない。社会問題省顧問に任命されたジャック・ドロールの「契約の

政治(politiquecontractuelle)」 (公企業の労使による運営)をはじめ,この

時期には, 「契約」をキーワードとした労使閲係の調整が目指された1971

年には労働組合による団体交渉の権利が承認され,平均所得に辿刺した殺

1円
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低賃金(SMIC),月給制,雇用保障などが新たに導入された34。

以上のように,戦後の経済成長の下で,従来の肉体労働者と異なる「新

しい労働者階級」が登場し,貸金・労働時間・労働条件をめぐる「自主管

理」遊動と「契約の政治」のせめぎあいのなかで,新たな労使関係が構築

されていった。たしかに労働組合の代表性が企業に承認され,労使交渉が

義務化されるのは, 1982年オルー法の成立を待たなければならない。とは

いえ,高技能職や公企業を中心とする人びとは, 「労働」という地位に基づ

く手厚い身分保障や社会保障を約束される。社会保障を労働運動の「社会

的獲得物(acquissociaux)」とする見方は,この時期に根付いていく。一

方その背後では,労働の多様化,不安定化が徐々に進行し35, 「社会的なも

の」の内部に亀裂がはらまれていく。

②社会的排除-フランス福祉国家の構造問題

1970年代半ば以降,フランスの社会保障財政は恒常的な赤字に転落する

(1974-80年で2-4%の赤字36),この時期以降,さまざまな福祉国家改革

が試みられるが,それは制度上の特性から, 「社会的なもの」の分断を顕在

化させ, 「労働」と「社会的なもの」とのつながりを徐々に解体していくこ

とになった。

第-に,もともと意思決定が分権的であり, 「社会的なもの」が「労働」

に付随する「獲得物」とみなされてきたフランスでは,財政赤字の下でも

給付削減がほとんど進まず, 80年代をつうじて,主に企業負担の増加によ

る財政均衡策が選択された37。

戦後「プラニスム」と呼ばれる経済政策を担ってきた国家官僚(INSEE,

計画総庁(Commissiariatgeneral du Plan)など)のあいだでは, 1970年代

後半に「ケインズ主義」から新自由主喪への政策理念の転換が広がる38。政

府や社会問題財務局でも, 1983年以降は社会保障の赤字削減が主な関心事

となっていった。しかし政府のイニシアテイヴによる給付削減や拠出増額

にたいしては,制度管理の主体である労働組合を中心に,激しい抵抗運動

が引き超こされた1975年の医療保険の拠出増額案にたいしては,主要労

級(CGT, CFDT)のストライキによって,当時のジャック・シラク首相

が退任に追い込まれた1986年セガン首相による医療支出抑制案にたいし

ては, 86年末から87年にかけて中道・左派労組(CGT, CFDT, FO),共
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済組合のそれぞれが大規模なデモを組織し, 88年にセガン・プランは修正

された。これらを除けば,給付削減への政治的イニシアテイヴはとられず

(非難回避戦略),主に労使拠出(特に使用者負担)を増やすことによる財

政均衡が試みられた39。

第二に, 1980年以降,長期失業が拡大し,パートタイマーや短期契約と

いった不安定雇用も増大していく40。こうした雇用に従事する人びとは,

フルタイム・長期雇用という従来の「労働」のあり方に対応した社会保障

の枠外に放置される。この時期から「新しい貧困」 「不安定(pr6carite)」

が社会問題化し,それらが経済的貧困にとどまらず, 「社会的紐帯」からの

疎外と孤立をもたらしているとして, 80年代末からは(社会的) 「排除

(exclusion)」と称されるようになる41。

「排除」をめぐる議論では,従来の社会保障システムそれ自体が「排除」を

促進していると考えられるようになった。長期f馴こわたる重い拠出義務が,

そうした負担を担えない人びとを十全な社会保障の枠外に追いやっている。

さらに企業の重い社会負担は,雇用の拡大を阻害し,失業や非正規労働を

拡大することになっている。従来の画一的な「労働」のあり方(長期・フ

ルタイム労働)に対応した社会保障が,それ以外の人びととのあいだに社

会の「二重化(dualisation)」を促進させている,と42。

第三に,こうした「排除」論およびヨーロッパ統合を契機としそ, CFDT

など一部の労働組合は社会保障改革へと立場を移行させる1990年代以降,

右派政権と一部労組との間に合意が形成されることで,従来の制度構造の

根幹にかかわる改革が進められていくことになった1993年にはバラデュ

ール内閣のもとで一般制度の赤字が国家の負債へと付け替えられ, 1995年

ジュペ内閣では社会負債返還税が導入された1996年には医療保険支出を

国家が管理する社会保障財政法が定められ, 1997-98年には一般福祉税

(CGS)が引き上げられた(約7.5%へ)。これらはいずれも,労使の財政管

理に代えて国家の管理を拡大させ,全体の支出を抑制しようとする動きで

ある。

さらに1980年代末からは,貧困・ 「排除」問題にたいして, 1988年の参入

最低所得(RMI)をはじめとする新たな最低所得(社会的ミニマム)の呼

人が進められた。今日では人口の約10%にあたる6伽万人が最低所得の受

給者となっている。また1999年には,国家の管仰下で矧柳再を包摂する普
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過的医瞭保険(CMU)が導入された。

以上のように,従来の「労働」と「社会的なもの」との結合がむしろ

「社会的なもの」の内部に分断を引き起こしているという認識を背景とし

て,近年では両者を徐々に切り粧す方向で改革が進められてきた。一方で

は「労働者」に代わって「市民」という属性に基づく(東低限の)社会給

付が拡大すると同時に,他方では,労使に代わり国家による社会支出の管

理が広がっている。戦後制度構造の転換は,フランス福祉国家を支えてき

た原理そのものへの間いに遡り, 「労働」と「社会的なもの」の結びつきを

原理的に問い直す動きへとつながっていった。

(2)労働の再定義

およそ以上のような文脈を背景として,フランスでは1990年代半ばから,

両者の関係を根源的に問う議論がつみ重ねられている。たとえば1997年の

論文集r労働,その未来とは?」では,冒頭で次のように指摘される。 「90

年代初預まで,はと'んどの公的議論と専門家の研究では,失業を抑制する

手段のみに注意が向けられてきた・-。今日では,労働の変容が不可逆的な

社会の変化(changementsocial)をともなっており,雇用の危機はその-

帰結にすぎないと広く認織されている」43。ここでは「労働」と「社会的な

もの」をめぐる今日の議論状況を,それぞれによる歴史的伝統の再解釈を

含めて,三つの潮流に整理しておきたい。

①労働の個別化と「社会的なもの」の縮減

フランスの使用者団体は, 1998年にCNPF　フランス全国使用者連盟)

からMEDEF (フランス企業運動)へと名称を変更し, 2㈱年1月18日の

総会で「社会の再設立(refondation sociale)」というプログラムを掲げ,積

極的な政治運動を展間しはじめる。

MEDEFの代表サイエールは.その狙いを次のように語っている44。彼

によれば, 「社会の基本単位」とは企業である。 「企業利益は一般利益,さ

らには国民の利益とすら合致する」。社会の杵を形成するのは雇用であり,

企業活動の活性化が国民全体の利益となる。ところがフランスでは,国家

が企業活動を圧迫し(35時間法や企業の重い社会負担など),グローバル化

・情報化の下で企業の競争力を削ぎ, 「リスクからの保護者」どころか「リ
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スクの産出者」となっている。サイエールによれば,今日の最も重要な課

題は, 「社会的パートナー」 (労使)の交渉を活性化し,それらの自発的取

り決めをつうじて公的社会保障のあり方を抜本的に変革(縮減)すること

である。

このように「社会の再設計」とは.新たな経済環境の下で「労働」を従

来の規制から解き放ち, 「社会的なもの」をそれに適合するよう作り変える

ことを意味する。具体的には以下のようなプロジェクトを包含する。企業

の社会負担を軽減すること, 35時間法を修正し自由裁量を拡大すること,

労働の柔軟化を進めること,失業保険を改革し就労義務を強化すること,

社会保障の三者協議機閲[organismes paritaires)への参加を取りやめ,個

別の労使交渉へと切り替えること,公的年金・疾病保険を補足制度へと移

管することである45。

実際には, 1990年代に入ってから,社会保障梁に占める労使の拠出割合

は, 1992年の78.4%から2(泊2年の66.9%へと軽減されてきた46。 MEDEFは

2(氾1年に社会保障の三者協議機関からの離脱を表明する。これ以降左派労

級(CGT, FO)は交渉において周緑化され,上記改革に協力的な中道労組

CFDTを中心とした交渉が行われるようになった47。 2001年からはME-

DEFとCFDTなどとの合意(CGT, FOは強力に反対)に基づいて,失業

給付の削減,就労活動の義務化をともなう再就職支援法(PARE:Plan

d'Aide au Retourえl'Emploi)が導入された。

こうした動きに理論的根拠を提供しているのが, MEDEF副代表ケスラ

ーと,フーコーの影響を受けて哲学的福祉国家論を展開したエヴァルトに

よる「リスク」論である。エヴァルトの福祉国家論の特徴は,それを国家

の一形態としてではなく,社会的規律のテクノロジーの集積としてとらえ

ることにある。彼によれば, 19世紀末における社会保険の成立は, 「リス

ク」概念を介した個人的責任観念の転換を意味した48。労働災害や疾病を

「リスク」ととらえ,それへの補俳責任を保険をつうじて「社会化」するこ

とは,そうした「リスク」をあらかじめ最小化するよう個人の「モラル」・

ふるまいを規律化するテクノロジーが, 「社会」の中に埋め込まれる過程と

並行した。 20位記に入ると「リスク」の範囲はますます拡大する。ケスラ

ーの青葉を借りれば, 「福利(bien-etre)」という抽象的観念に反するあら

ゆる現象(病気の予防,退職後の生活,新しいテクノロジー・環境間題な
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ど)が「リスク」に含められるようになった49。

ところがフランスの問題は, 20世紀以降国家が中間集団や民間保険の役

割を奪い,それへの介入を強化しつづけてきたことにある。今日の福祉国

家は,多様化した「リスク」に個々人が対応するよう「モラル化」を促進

させるのではなく,逆に「モラルの堕落(demoralisation)」を導く装置と

なっている50。こうした認識にしたがい,エヴァルトやケスラーは,企業

福祉や民間保険の役割を見直し,公的に保護される「リスク」の範囲を縮

小するよう主張している。

②新たな労働への適応と「社会的なもの」の再定義

第二に, 「労働」の変容を前提として,その社会的意味をとらえなおそう

とする議論潮流がある。社会学者サンソ-リウや労働法学者シュピオは,

技術発展と情報・サービス化の進展にともなって, 「労働」がたんなる生産

活動ではなく,個人の文化的アイデンティティ,自己表現,自己実現とよ

り緊密に結びつくようになった,と主張する51。シュビオは言う。 「労働

の組織のあり方,テクノロジーの進歩によって,大部分の仕事の遂行にお

いて,創意と責任がますます認められるようになっている」。彼によれば,

従来の法による保護の対象となってきた抽象的・定型的な「労働」の概念

はもはや時代遅れであり,その個人化・多様化にあわせて保護のあり方も

見なおさなければならない52。

ロザンヴァロンはこうした議論を「リスク」論と結びつけてさらに展開

する。彼によれば, 20世紀に成立する「保険社会(soctete assurancielle)」

とは,ロールズ的な「無知のベール」を介して,人びとが共通の「リスク」

を抱えていると仮定することで成り立っていた。ところが今日では,情報

化・生命テクノロジーの進展により個々人の抱える「リスク」の多様化が

明らかとなっている。経済的不安定と大量失業は,高い「リスク」を抱え

る個人とそうでない個人との分断を可視化した。 「リスク」の多様化にあわ

せて「社会的なもの」は再定義されなければならない53。

カステルは20位紀社会の特徴を,福祉国家よりも「貸労働者社会(society

salariale)」の成立に兄いだす。 「賃労働者社会」とは,個人が財産によって

ではなく「貸労働」によって社会的アイデンティティを獲得し.こうした

個人に保険による財の移転と公的サービス(健康,衛生,住居,教育など)
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を保障するような社会(両者をあやせて「社会的財産(proprtetesociale)」

と称される)である54。 「貸労働者社会」は,人びとに「脆弱さからの保

護」と「共通の社会的価値への参与」をもたらし,西欧に固有の「デモク

ラシー」を根づかせてきた。ところが1970年代以降,経済髄争の激化,サ

ービス労働の拡大にともなって,労働市場の二重化が進み,そこから「排

除された人びと」が大量に生み出されている。ただし彼によれば,こうし

た状況においても「貨労働」が「市民権[citoyennete)」の基礎であること

に変わりはない。 「今日でも貸労働者社会にたいする信頼に足る選択肢は

存在しない」以上,稀少財となっている「労働」を万人に配分するために

新しい方策がとられなければならない55。

以上の「労働」のとらえ方から帰結するのは, 「参入(insertion)」と労

働時間短縮によるワークシェアリングが,新しい「社会的なもの」の中心

的内容となる,ということである。ロザンヴァロンによれば, 「社会的なも

の」とは,もはや「労働」義務を担う個人に定型的「リスク」からの保護

を提供するという受動的な意味ではなく,個人を「労働」へと組み込み,

自ら個別化したリスクに対処するよう奨励するという能動的な意味へと転

換すべきである。 「労働による社会参入こそが排除にたいするあらゆる闘

争の礎石でありつづけるべき」である。具体的には,国家・中間集団の協

力により個人に就労訓練を行い,社会的企業や公的セクターによる就労の

場を提供することが挙げられる。

カステルによれば,今日の産業構造を前提とする限り, 「参入」は常に例

外的なものにとどまり,参入政策は「排除と統合の中間」にある地位を作

り出すにすぎない。個人を「賃労働者社会」へと統合するには,労使交渉

をつうじて一人あたりの労働時間を短縮し,社会全体でワークシェアリン

グを実現する以外にない。

こうした考え方は, 1997-2001年の社会党ジョスパン内閣のもとで,部

分的に実践に移されてきたと考えられる56。ジョスパンは,就任直後の

1997年10月10日に「雇用・給与・労働時間にかんする国民会読」で35時間

法成立に向けたイニシアテイヴをとることを宣言した。国家が法の枠組み

を決め,細部は労使交渉に委ねるという手法をとることで, 1998年と20榊

年に35時間法(オブリー法I Ⅲ)が成立した57。

ジョスパン政権のもう一つの政策の柱は「排除」-の対応であった1997 つI
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年11月16日法では, 30歳以下の若年層を対象として,非営利・行政・公的

セクターでの時限雇用により敢低賃金の8割を保障するプログラムが作ら

れ, 9万5千人がその対象となった1998年7月29日に成立した「排除対

策法」では, 「社会への再参入(reinsertion sociale)」が目的に掲げられ,

「排除との闘いは,すべての人の平等な尊厳にもとづく国家的要請である」

と宣言された1999年には就労支援を中心とした「新"I'発」プログラムに

よって85万人が支援の対象となったとされる58。

③「労働」から「活動」 -

1995年に鬼刊されたJ.リフキンのr労働の終葛(TheEndofWork)}

は,フランスでも大きな反響を呼んだ。リフキンは,情報技術の発展とい

う「第三の産業革命」によって,社会に必要な労働総量が減少してきてい

るという。今後の社会では,国家・市場と異なる「第三セクター」 (フラン

スで言う「社会的経済(6conomiesociale)」)の発展が必要であり,国家の

役割は,社会保障から「第三セクター」奨励へと変化すべきである。社会

党の元首相ミシェル・ロカールは,そのフランス語版序文において次のよ

うに述べている。 「われわれの多くは,職業活動を含むあらゆる活動の中

で,アソシエーションへの参加こそが,最も大きな喜びと深い自己実現を

もたらすと考えている」。彼によれば, 「労働時間の短縮は失業と闘う技術

にすぎないわけではない。それは人々の活動を異なる形-と向けることを

可能にする」59。

社会党の中でもロカールやJ.ドロールなどは,必ずしも「労働の中心

性」を共有せず,労働を社会的活動の一つと位置づけていた印。こうした

議論は近年「連帯経済(economiesolidaire)」論を唱えるラヴイルやカイエ,

エコロジストのゴルツ,リピェッツなどによって急進化され, 「労働の中心

性」を問い直す議論として展開されている。

彼らによれば,情報化やサービス化の進展とともに,かつて「社会的な

もの」に埋めこまれ,規制されていた労働に代わり,就労時間や形態の断

片化した,不安定労働が広がりつつある。さらに,技術革新や生産性の向

上によって,社会的に必要な労働総丑は一貫して減少してきた。もはや経

済戊長がフルタイムの完全雇用を実現することはなく,短期労働や非正規

労働が一般化することは避けられない。今日では完全雇用ではなく,むし
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ろ失業の再分配が政策上の課題となっている61。こうした状況において,

「労働」は(ヘーゲル以来繰り返し主張されてきたような) 「精神」の自己

表出,あるいは社会的アイデンティティの中核としての意味を喪失しつつ

ある。

これらの議論潮流の特徴は,歴史を遡り,しばしば「人類学的」な「労

働」観念の再解釈へと向かうことである。たとえばK.ポラニー, H.ア

レントの議論が参照され,先史時代,古代ギリシア,中世の労働観が,近

代以降の「労働の中心性」と対比される62。さらに19世杷後半のフランス

で発展した「社会的経済」 (共済組合,協同組合活動など)の伝統が,市場

経済へのオルタナテイヴとして引照される63。ここで確認しておくべきこ

とは,これらの議論において, 「労働」が歴史上常に他の互酬活動を含めた

「社会的なもの」の一部に埋めこまれていた,と主張されることである。

以上の観点から見れば,今日の「労働」と「社会的なもの」との関係の

間い直しとは,およそ-牡紀前に成立した「賃労働者社会」が,現在歴史

的役割を終えつつある,ということにはかならない64。すなわち市場経済

において「貸労働」を担う他律的個人が,社会権の主体として自律を保障

される,というかつての結びつきは, 「宙働」の変容と「社会的なもの」の.

分断によって失われつつある。しかしその過程は,ただちに「貸労働」の

解放へと向かうことを意味しない。彼らは「労働」を「貸労働(travail

salarte)」という狭い意味から拡張し,ふたたび「社会的なもの」と関連づ

けることを提案する。ラヴイル,カイユ,ゴルツ,リピェッツなどは,細

分化され,アイデンティティの基礎としての意味を失いつつある「貸労働」

を一つの選択肢にとどめ,社会的に有用な価値を生み出す「活動(activite)」

-広い意味での「労働」 -に,所得や社会給付を認めるよう主張する

650 「活動」とは, ①市場での利潤獲得を直接の目的とせず, ②互酬原理に

基づいて公共財を生み出すための営み(保育,教育,福祉,衛生などのサ

ービス)を広く指し, ③共済組合,協同組合,社会的企業,非営利アソシ

エーションなどに担われる66。これらの活動領域は市場経済と区別されて,

一部の論者に「連帯経済」と称されている(図1)。国家の役割は,こうし

た「活動」への参加を促すために,生活に十分な市民所得を保障し,貨労

働時間を短縮し,連帯経済を奨励・支援へと転換することである。

ただしこうしたユートピア的構想は,まだ具体的な制度設計としては末
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図1　連帯経済

連帯経済(第三セクター)
-利潤をEl的とせず,国家
の補助を受け,社会的に有
用な公共財を創出する,互
酬原理に基づく活動領域

出所: Laville din,Liconomie solidairc, op. cit., p. 88より筆者作成

成熟である。たとえばカステルやメ-ダは, 「連帯経済」が市場経済から排

除された人々に低技能・低賃金労働を提供する「補完的労働市場」となり

かねない,と指摘する67。互酬原理に基づく共同体や19世紀の社会的経済

といった伝統への引照は,離脱の自由の少ない閉鎖的な共同体(家族やエ

スニックの互酬関係)を称揚し,固定化することにつながりかねない。ゴ

ルツは市場経済と連帯経済の両立という連帯経済論者の構想を,市場の失

敗を安価に補完しようとする官僚的発想にすぎないと批判し,両者の社会

観の根本的対立を指摘している68。

これらの議論が示しているのは,産業発展や所得・余暇の拡大というか

っての社会的目的が自明でなくなり, 「労働の中心性」自体が選択と討議の

対象となっているということである。 「(質)労働」を市民的義務の中核に

おき, 「労働」義務に対応した社会権を保障するだけでは,もはや成員全体

を社会に包摂できない可能性がある。 「(質)労働の終葛」の代表的論者ド

ミニク・メ-ダによれば,社会権の基礎を「労働」から「活動」へと拡張

することは,その先に,社会の「目的」それ自体を問い直すことを意味す

る。 「社会的なもの」を経済的価値・指標に還元するのではなく,個人・集

団の創造的文化活動,政治的活動,経済的活動の三者をどう組み合わせる

のか, 「社会的なもの」の将来像をどう構想するのかを討議・決定するため

の, 「政治的」な公共空間の再構築こそが重要である。労働時間短縮や市氏

所相の保障は,そのひとつの手段としてとらえるべきである69。

4　おわりに
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本稿では,フランスにおいて「労働」と「社会的なもの」の関係が歴史

的にどう形成され,今日どう問い直されているのかを検討してきた。フラ

ンスでは,大革命において「労働の中心性」が秩序の基本原理と位置づけ

られたが, 19世紀をつうじた模索を経て,国家による「労働の自由」の実

現あるいは「労働への権利」の保障ではなく, 「社会的なもの」と「労働」

を結びつけ,一定の「社会的」規制下にある「労働」を担う個人に社会的

保護を約束する,という秩序のあり方が選択された1970年代からの福祉

国家の危機は,フランスでは「労働」の変容と「社会的排除」の顕在化に

よる両者の結びつきの危機としてとらえられた。今日ではおよそ三つの議

論があらわれている。第-に,使用者団体(それに近い右派勢力)は,従

来の規制から「労働」を解放し, 「社会的なもの」を雇用をつうじたつなが

り,企業の成長戦略に沿った労使関係へと縮滅しようとしている。第二に,

中道・左派努力の多くは,新たな情報・サービス労働を自己表出とアイデ

ンティティ獲得の手段とみなすか, 「貸労働」をもっとも重要な社会的アイ

デンティティとみなす従来の立場を保持し, 「社会的なもの」の中身を,隻

動的な「リスク」保護ではなく,労働への「参入」と労使交渉をつうじた

労働時間短縮による労働「再分配」へと定義しなおそうとしている。第三

に,社会党の一部やエコロジスト勢力は, 「貨労働」と「社会的なもの」と

の結びつきを, 20位紀初頭に成立し今日では役割を終えつつある歴史的構

築物にすぎないととらえる。この議論潮流は「貸労働」をより広い「活動」

の一部と位置づけることで, 「社会的なもの」との関係を再構築しようとす

る。すなわち「貸労働」は社会的に有用な価値を生産する「活動」の-逮

択肢であり,所得や社会給付はこうした「活動」と結びつけられるべきで

ある,と。国家は「貨労働」から「活動」 -の移行を奨励すべく,労働時

間の短縮,市民所得の保障という役割を担う。

長後に以上の検討を踏まえ,福祉国家の将来をめぐる理念上の対立軸に

ついて,試論を述べておきたい。冒頭で指摘したように,今日の主な福祉

国家論は,新たな経済環境への「適応」戦略をめぐって展開されている。し

かし,福祉国家の将来をめぐる構想が,鼻の意味で個人の「自律」をめざ

す政治的構想であるためには,現在の経済環境を前提とするのではなく,

「経済的なもの」 -その中心にある「貸労働」 -の意味を,我々自身が

選びなおす手がかりを提供するものでなければならないだろう。今Iltのフ
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ランスの議論が示しているのは,少なくとも一世紀采の「賃労働」と「社

会的なもの」とのつながりが自明でなくなり, 「労働の中心性」や「労働」

の社会的意味が,自覚的な討議と選択の対象となっている,ということで

ある。フランスの制度構造の特性から,こうした議論がとりわけ先鋭に問

われているとはいえ,それは他の国にも共通する問題である。こうした状

況において,将来の福祉国家の役割とは,今日の賃労働,社会的紐帯,政

治・文化活動の意味,それぞれの関係のあり方を討議し,決定するための

公共空間を保障し,そこに万人を包摂することへと向かわなければならな

い。フランスでの「労働の再定義」論は,そうした構想に向けたひとつの

手がかりを示している。
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