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はじめに 

本稿は E.J.シィエス（Emmanuel Joseph Sieyès. 1748-1836）の政治哲学と,その基礎とな

る言語哲学に注目して, 手稿におけるフィジオクラートやコンディヤックといった 18

世紀フランス啓蒙思想との関係を解明しつつ,憲法論・政治経済学を含む彼の思想の全

体像を再構成しようとするものである。 

 

第1節 啓蒙と革命 

コンディヤックらフランス革命に先立つ思想的潮流としての啓蒙思想とフランス革

命の関係は,思想史における伝統的な問いの一つである。例えば旧来のマルクス主義的

研究においては,勃興しつつあるブルジョワ階級のイデオロギーを表現するものとして

啓蒙思想が扱われることで,フランス革命と啓蒙思想が等置される傾向にあった。また

他にも J.L.タルモン『全体主義的デモクラシーの起源』1や D.モルネ『フランス革命の

知的起源』2などの古典的研究は,啓蒙思想からフランス革命への直線的進展を論じたと

理解される傾向があった3。 

しかし近年の啓蒙思想研究では,英国におけるニュートン主義を扱った M.ジェイコブ

や,スピノザ主義的一元論・唯物論の影響を重視する J.イスラエルらの「ラディカル啓

蒙」論を除き,啓蒙専制君主への期待の強調など,基本的にはフランス革命に対する啓蒙

思想の政治的保守性,あるいは啓蒙の多様性が強調されることが一般的になっており4 ,

 

1 J.L. Talmon, The origins of totalitarian democracy, London, Secker & Warburg, 1952（タルモン

『フランス革命と左翼全体主義の源流』市川泰治郎訳,拓殖大学海外事情研究所,1964年）. 
2 D. Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787, préface de René 

Pomeau, Lyon, La Manufacture, 1989（D.モルネ『フランス革命の知的起源』（上）（下）, 坂

田太郎, 山田九朗監訳, 勁草書房, 1969-1971 年）. 

3 山崎は,旧体制下に存在した啓蒙の改革志向が次第に人々に共有され,その実現のためにフ

ランス革命が起きたとモルネの研究が理解されてきたことに注目した。そしてモルネの留

保,つまり第一に啓蒙思想家の主要対象は信仰の自由であり政治経済思想は保守的であるこ

と,第二に啓蒙思想と革命の理念には隔たりがあることが無視されてきたと指摘している。

近年注目を集めている J.イスラエルの「ラディカル啓蒙」論は,スピノザ主義とフランス革

命の関係という重要な問題を扱う一方で,急進主義的一元論に注目するあまり,啓蒙主義が

重視する宗教的熱狂主義批判と政治的急進主義の区別の曖昧さなど,モルネの留保とは異な

る形で議論がなされている。 

4 18 世紀思想史研究においても,フランス革命と啓蒙思想の関係はとりわけ重要な主題とし
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これに対応する形で革命史の側でも,特に啓蒙思想とフランス革命の直線的関係性を強

調する研究は少なくなっている。 

こうした傾向を背景に特に 1980 年代以降,R.シャルチエらを中心として,フランス革

命と啓蒙の関係は別の仕方で問題とされるようになった5。例えば R.ダーントンは,地下

出版とヴォルテールやディドロらの次の世代に属するボヘミアン文筆家に注目して,そ

れらがフランス革命に与えた影響を主張した。またさらにこれを反転させる形で,R.シ

ャルチエはこうした著作を検討し,何が読まれたのかという問題以上に,どう読まれたか

に注目し「アプロプリアシオン」の概念を強調した。このシャルチエの研究を一つの転

機として,啓蒙思想自体の急進性の解明よりも,革命期の人々が啓蒙思想をいかに受容し

たかに関心が集まっている。 

もちろん例えばルソーとフランス革命の関係については,L.S.メルシエ『革命の最初の

著者の一人としての J.J.ルソー』をはじめとしてモルネ以前から研究されてきたが,これ

ら啓蒙思想を知的起源としてフランス革命を理解しようとする研究に対して,革命期に

も新しい思想的展開が見られたという観点から批判がなされた。例えばアプロプリアシ

オン論の前後には,R,ダーントン『猫の大虐殺』内の「読者がルソーに応える」6や,ルソ

 

て様々に論じられてきた。とはいえ 18 世紀の啓蒙思想と理性を同一視する見方に対して,

「社交性」や「同感」などの概念に代表されるような感情の果たす役割の重要さが徐々に明

らかになり,19 世紀以来の啓蒙観は変化してきた。また例えば F.ヴェントゥーリらの研究な

どでは,地域や時期あるいは思想家ごとに異なる啓蒙の多様性が説かれたが,その一方で,革

命への問題関心は相対的に弱まったといえよう。革命 200 周年記念に続く 1990 年代におけ

る啓蒙の政治思想についての関心もルソーを始めとした個別思想家の研究を進展させたが,

フランス革命への影響についてはほとんど語られない。 

5 この時期の研究動向については以下のものが有用である。西川長夫「フランス革命の変

容」『立命館言語文化研究』第 1 巻（2）, 1-24 頁。M.ヴォヴェル「フランス革命史研究の現

状—革命 200 周年を前にして」『土地制度史学』遅塚忠躬訳, 第 30 巻（1）, 土地制度史学会, 

1987年, 58-68頁。山崎耕一『啓蒙運動とフランス革命―革命家バレールの誕生』刀水書房, 

2007年。関谷一彦「リベルタン文学とフランス革命—『女哲学者テレーズ』を通して」『言

語と文化』第 21 巻, 『関西学院大学言語教育研究センター紀要委員会, 2018 年, 95-112 頁。 

6 R. Darnton, The great cat massacre and other episodes in French cultural history, New York, 



6 

 

ーらの受容の問題に取り組んだ R.バルニに代表される研究が,革命期から見た啓蒙思想

の読み方を明らかにした。7また近年の研究としては,ルソーの「影響」よりもその読ま

れ方を問題とする N.B.ロビスコのより社会史・文化史的アプローチなどが存在する。 

これらいわゆる読書行為論を意識した研究は大きな成果を上げたが,啓蒙思想の受容

を考えるには,シャルチエが行うような読書行為のあり方などに焦点を当てた社会史・

文化史的なアプローチと共に,個別読者による知的受容がどのように行われたのかを明

らかにするための思想史的なアプローチも必要であろう。個別思想家たちの啓蒙思想受

容については近年シャルチエを意識しつつも,テクスト分析を通した従来の思想史的ア

プローチに近い研究も行われている。 

こうした状況の中で,マルクス主義の影響を受けた社会・経済的な関係のみによる説

明が十分でないことは研究者の一般的見解となっている。正統派革命史研究で行われて

きた民衆運動研究における民衆の階層分析の精緻化や8,正統派の側で修正主義に並行し

て行われたR.ロバンなど9による,曖昧に使用されてきた概念だったブルジョワや官僚の

複合的かつ過渡期的な性格の解明などの革命のアクターの多様性の解明も,フランス革

命の参加者の非同質性を明らかにしており,同一階層とみなされるグループの中でも個

別の人物を分析することの意義をより高いものとしている10。 

 

Basic Books, 1984（R.ダーントン『猫の大虐殺』海保真夫, 鷲見洋一訳, 岩波書店, 1990年, 

159-234頁）. 

7 例えば以下を参照。R. Barny “Rousseau dans la Révolution: le personage de Jean-Jacques et les 

débuts du cult révolutionnaire”, Studies on Voltaire and the eighteenth century, Voltaire Fondation, 

Oxford, 1986., ‘Montesquieu dans la Révolution française,’ Annales historiques de la Révolution 
française, 279, pp. 49-73, 1990. 
8 第二次大戦後の研究として例えば,G. Rudé The crowd in the French Revolution, Clarendon 

Press, Oxford, 1959.（G.リューデ『フランス革命と群衆』前川貞次郎ら訳, ミネルヴァ書房, 

1996年）らが行った。近年の日本での研究としては,松浦義弘『フランス革命とパリの民

衆：「世論」から「革命政府」を問い直す』山川出版社, 2015年。また貴族に対するブルジ

ョワの運動の反映として民衆運動の自立性を見ないマチエの理解に対して,G.ルフェーヴル

が革命の４区分によって都市民衆や農民による革命の自律性を主張したことは,都市民衆の

政治運動とブルジョワ理論家としてシィエスらとの差異を際立たせることにもなったため

に,革命の自由主義的な理解を促進したように思われる。 
9 R. Robin. La société française en 1789 : Semur-en-Auxois. Paris, Plon, 1970. 

10 日本の代表的な研究には,例えば遅塚の著作がある。遅塚忠躬『ロベスピエールとドリヴ

ィエ』東京大学出版会, 1986 年。本書は農民・民衆に親和的であると従来大雑把に理解され
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 またこれに関して,いわゆる修正派を中心として革命 200 周年に先駆けて出版された

『フランス革命事典』では,制度や理念以外にも,コンドルセ,シィエス,ロベスピエールら

個別人物の項目にも力が入れられており,手稿調査の進展と共に,それまで顧みられるこ

とが少なくなっていた革命期の人々に対する関心が高まった11。例えばコンドルセ,グレ

ゴワール,シィエス,サン・ジュストなどに関する研究が出版されている12。日本でも山崎

耕一『啓蒙運動とフランス革命』（2007）は,いわゆる高級な啓蒙と低俗な文学の極端な

区別を批判して,両者を含む自覚的な社会批判や改革実践に向かう態度としての「啓蒙

運動」とフランス革命のつながりを,バレール,サン・ジュスト,ラクロワといった個別研

究を通して明らかにしようとした。また山下雄大はサン・ジュストによるルソー読解の

分析などから,ジャコバン派内の多様性の解明を試みている。また近年比較的研究が盛

んなコンドルセ研究では,アカデミーでの活動やアメリカ啓蒙との関係などが解明され

ようとしている13。 

 

第 2 節 先行研究と本研究の位置づけ 

以上の研究史を前提として,本稿では E.J.シィエスの思想を検討する。本稿が扱うシィ

 

ていた両者の思想上の差異を,所有権・生存権を中心に分析することで解明した。 

11 Dictionnaire critique de la Révolution française, dir. Par F. Furet, M. Ozouf, Paris, Flammarion, 

1992.  
12 コンドルセについては C. Kintzler, Condorcet, l’instruction publique et la naissance du 

citoyen, avec une préface de Jean-Claude Milner, Minerve, 2015（3e édition revue et corrigée, 

1984）,グレゴワールについては J. Dubray, “La Pensée de l’abbé Grégoire: déspotisme et 

liberté,’ Studies on Volataireand eighteenth century”, 2008, 2.   

13 例えば以下を参照。永見瑞木『コンドルセと「光」の世紀—科学から政治へ』白水社, 2018

年。隠岐さや香『科学アカデミーと「有用な科学」—フォントネルの夢からコンドルセのユ

ートピアへ』名古屋大学出版会, 2011 年。安藤隆穂『フランス自由主義の成立—公共圏の思

想史』名古屋大学出版会, 2007年。個別思想家の研究においても,トクヴィルのフランス革命

理解に影響を受けた F.フュレらも重視するフィジオクラートの他には,主に主流からは逸脱

的な立場にあるルソーやモンテスキューといった政治思想史的に重要な思想家からの影響

が示される一方で,コンディヤックら啓蒙の中心人物であっても,政治・経済思想史的な関心

を集めることの少ない思想家からの影響については議論が少ない。 
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エスはフランス革命において,代表制民主主義の理論や憲法制定権力を定式化した人物

として,自由主義や立憲主義思想の潮流に位置づけられてきた。シィエスは革命以前か

ら革命終結までを生きて経験した稀有な人物であるが,ミラボーやロベスピエールとい

った同時代人のように,革命の表舞台で雄弁を揮って活躍するような革命家とはかけ離

れた存在であった。しかし彼が現代へとつながる重要な議論を展開していたことは,彼

に対して政治哲学や政治学などの分野で関心が向けられていることからもうかがえる。

例えば H.アーレント『革命について』では米仏革命の対比がなされるが,シィエスはフ

ランス革命におけるルソー・ジャコバン派の志向に対して政治的な領域の確保に努めた

人物として肯定的に描かれた。また彼の憲法制定権力に注目した研究として,C.シュミ

ット『憲法論』（1928）や A.ネグリ『構成的権力』（1997）などがある14。80 年代以降の

フランス政治哲学においても,特に EHESSのレイモン・アロン政治研究センターに属す

る研究者たちの研究を中心として,フレンチ・リベラリズムの復権という文脈でシィエ

スの名は度々登場する15。いわゆる修正主義以降のフランス革命研究に影響を受けつつ,

例えばM.ゴーシェ『代表制の政治哲学』は,シィエスの大選任者（le grand électeur）に注

目し,権力を監視する権力の必要性について語り16 ,L.ジョームはジャコバン独裁の分析

と共に,それと対比されたホッブズ,シィエスによる近代的な議会を通した代表制の利点

を論じた17。 

これらの研究はシィエス思想の理解に止まらず,近代・現代の政治思想・政治哲学を理

 

14 C.シュミット『憲法論』阿部照哉ら訳, みすず書房, 1974 年。H. Arendt, On revolution, 

Faber and Faber, London, 1963（H.アレント『革命について』志水速雄訳, 筑摩書房, 1995

年）A. Negri, Le pouvoir constituent: essai sur les alternatives de la modernité, traduit de l'italien 

par Étienne Balibar et François Matheron, Presses Universitaires de France, Paris, 1997（A.ネグリ

『構成的権力—近代のオルタナティブ』杉村昌昭ら訳, 松籟社, 1997年）. 

15 1970年代ごろから復権すると考えられるロールズら英米系の政治哲学・自由主義論とは

異なるものとしてのフランス政治哲学とフランス自由主義に注目するものとして,例えば以

下を参照。宇野重規『『政治哲学へ―現代フランスとの対話』東京大学出版会, 2004 年。 

16 M. Gauchet, La Rèvolution des pouvoirs, Paris, Gallimard, Paris, 1995（富永茂樹訳『代表制の

政治哲学』みすず書房, 2000 年）. 

17 L. Jaume, Èchec au liberalism, Les Jacobins et l’Etat, Paris, Kimé, 1990（L.ジョーム『徳の共

和国か,個人の自由か―ジャコバン派と国家 1793 年-1794 年』石埼学訳, 勁草書房, 1998

年）. 
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解するうえでも重要な役割を果たした。とはいえ,20 世紀を代表するこれらの思想家た

ちの研究は主に現代的な関心によるものであり18 ,シィエス自身の思想というよりも彼

が提唱した代表制や憲法制定権力の概念に注目して,それぞれ自身の理論を展開しよう

というものであった。 

こうした研究に対して,フランス革命史学はより歴史的文脈に依拠してシィエスを扱

ってきた。例えば複合革命論を唱えた G.ルフェーヴルらに代表されるような,いわゆる

正統派革命史学においては,革命前夜に出版された『第三身分とは何か』の中でも主張さ

れる憲法制定権力論など,人民主権あるいは急進的な民主主義の主張とも受け取れる傾

向と,封建的特権の有償廃止や教会の機能についての議論といった,革命に対して保守

的・反動的にも見える主張や,ナポレオンへの協力などといった,革命期を通じて見られ

る外面的な非一貫性が指摘されており,それに対して革命の政治状況に対応したブルジ

ョワ利害の体現者という位置づけがなされた19。これらの研究では,主に政治的パンフレ

ットや演説といった現実の政治的活動という様々な制約や思惑の下で示された見解に

依拠して語られることで,彼は思想家としてよりも基本的には政治家として扱われてい

たと言い換えても良い。 

 憲法学の分野でも同様にシィエスは,1791 年人権宣言草案を始めとする諸憲法とのか

かわりで研究対象とされてきたが,ここではより彼の思想的な部分に関心が集まった。

特に憲法制定権力という人民主権的な理論と納税額を基準とした制限的選挙制度とい

う,現代の視点から見ると相反すると思われるような彼の主張が注目されることが多い。

古典ともいえる C.ド・マルベールなどのように,フランス革命史と同種の問題関心によ

って,長らく人民主権か国民主権かという対立図式の下で議論がされてきた。これらの

研究においてシィエスは,初期にはルソー的な人民主権論を主張し,その後は秩序と安定

を求めてモンテスキュー的な権力分立論へと主張の中心を移したとされており,代表制

 

18 宇野, 前掲『政治哲学へ―現代フランスとの対話』218頁。宇野はこれらが様々な政治

思想の言説に対して単一の真理を説こうとするものではないとはいえ,「個別的モノグラフ

を超えた重要概念への哲学的考察への試みである」と評価している。 
19 G. Lefebvre, Quatre-vingt-neuf, Institut d'histoire de la Révolution française de l'Univ. de Paris, 

Paris, 1939（G.ルフェーヴル『1789年—フランス革命序論』高橋幸八郎ら訳, 岩波書店, 

1975年）. また以下の著作では「革命史家にとってとりわけ注意を惹かれる、シィエスの

人格、政治、思想の矛盾した特徴」が指摘される。G. Lefebvre, Étude sur la Révolution 

française, Paris, Presses Universitaires de France, 1954, p. 99. 
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を核心とした人民主権論の自由主義的な緩和がその本質であるとされた20。 

ヨーロッパでの研究背景もあって,日本でのシィエス研究は主に憲法学者によって担

われてきた。既に 1886 年の中江兆民「革命前法朗西二世紀事」や,1919 年の箕作元八

「フランス大革命史」で彼が言及されており,日本へのシィエスの紹介は古くからみら

れた。だが,それ以上に研究が深められることはなかった21。日本でのシィエスへの注目

は,主に第二次世界大戦後,戦後日本が直面した憲法の問題や,芦部信喜『憲法制定権力』

（1983）に代表されるように,C. シュミットの論じた憲法制定権力の概念を通したもの

であった。例えば『第三身分とは何か』の主権論を人民主権であるとした杉原泰雄『国

民主権の研究』（1971）を始めとして22 ,シィエスの憲法理論に言及する研究は多い。稲

本洋之助は 1789年の人権宣言草案を分析することで,既にシィエスとフィジオクラート

との関連を強調していた23。また翻訳については,「第三身分とは何か」が第二次大戦後

の 1948 年に五十嵐豊作の訳で出版されていた。五十嵐の序文では,シィエスがブルジョ

ワ民主主義の本質を理解するために必須であるとされ,君主制論などについてコンスタ

ンとの関係にも触れられている。またシィエスの演繹的思考法から,モンテスキューで

はなくルソーの潮流に属すと主張されている。五十嵐訳に続き,1950 年には大岩誠の訳

で『第三身分とは何か』が出版されている。しかし様々な著書で一部言及され,また上山

春平の『革命の教師・シエース』など紹介的などの論文は存在したが24,シィエス個人を

扱う本格的な研究書は現れなかった。1987 年になると浦田一郎によって『シエースの

 

20こうした観点は政治思想史においても,主にルソーとの比較で代表制の重要性という文脈

でしめされた。またバスティドはシィエスの構想は,ルソーとモンテスキューの両者を取り

入れたものと考えている。B. Baczko, “Le contrat social des français : Sieyès et Rousseau“, in 

The French Revolution and the creation of modern political culture, [vol.1], Ed. K.M. Baker, 

Pregamon Press, Oxford, 1987., R.Tuck, The Sleeping sovereign : the inventionof modern 
democracy, Cambridge University Press,Cambridge, 2016., P.Bastid, Sieyès et sa pensée, Hachette, 

Paris, 1970. 
21 以下を参照。シィエス『第三身分とは何か』稲本洋之助・伊藤洋一・川出良枝・松本英

実訳, 岩波書店, 2011 年, 217-218頁。 

22 杉原泰雄『国民主権の研究―フランス革命における国民主権の成立と構造』岩波書店, 

1989年。 

23 稲本洋之助「一七八九年の『人および市民の権利の宣言』－その市民革命における位置

づけ」『基本的人権』第 3巻, 東京大学出版会, 1968 年。 

24 上山春平「革命の教師・シエース」『フランス革命の指導者』（上巻）, 桑原武夫編, 創

元社, 1956年。 
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憲法思想』が出版された25。この著作は革命初期から共和歴 8 年憲法草案までのシィエ

スの憲法思想を検討することにより,そのブルジョワ的性格と,彼の憲法思想にみられる,

人民主権の外観と実質的な人民主権の排除といった「矛盾」を,当時の政治状況との関係

を踏まえて明らかにするものであり,直接的にはルフェーヴルを意識するものであった

26。 G.ルフェーヴルは,シィエスがフランス革命の目まぐるしい状況の内で,ブルジョワ

利益の確保を優先して活動したと説いた。これを踏まえて浦田は,シィエスの憲法思想

を検討することで,シィエスの活動が理論のないその場しのぎの対応でなく,資本主義的

生産関係と労働による個人所有を中心とする理論を基礎とする一貫したものであった

と主張した。浦田の著書はシィエスの憲法思想を広く分析し,その内実に迫ろうとした

という点で,日本におけるシィエス研究の集大成とも呼べる研究である27。近年では 2011

年に川出良枝,稲本洋之助らによる『第三身分とは何か』の新訳が出版されている28。ま

たフランス思想史研究でも,安藤隆穂『フランス自由主義の成立』や富永茂樹『理性の使

用』にもシィエスへの言及がある29。しかし前者では主に自由主義の中心人物とされる

コンドルセら他の革命指導者とのかかわりにおいて,後者では主にル=シャプリエ法な

どとの関係において言及されるに留まっている。 

総じて,研究の中心の一つであり日本においても大きな成果を上げてきたこれら憲法

学からの研究も,資料的制約や特定の問題意識への集中から,主に彼の人権宣言案・憲法

案に分析が集中している。そして,そのためにシィエス自身の思想の全体像を把握する

には至っていない。これは主にヨーロッパの研究に影響を受けて進められてきた日本の

 

25 浦田一郎『シエースの憲法思想』勁草書房, 1987 年。 

26 同書 9 頁。 

27 さらに本書は当時の政治状況に止まらず,その後の資本主義経済の論理にも適合するもの

として,彼の憲法思想を分析した。 例えば浦田, 前掲『シエースの憲法思想』では,人格所

有について資本主義的な賃労働をカバーするものであるとする（同書 p.12）。本書ではこ

うした近代に適合的なシィエスの所有権論に直接つながるものとしてロックが言及され

る。とはいえシィエスの憲法思想を分析することを目的とした本書では,ロックから継承さ

れたプロパティ概念に関する神学的議論などには触れない。当時のより詳細な思想史的議

論は,今後さらなる研究によって深められるべきであろう。 

28 シィエス,前掲『第三身分とは何か』217-218頁。 

29 安藤隆穂『フランス自由主義の成立』名古屋大学出版会, 2007 年。富永茂樹『理性の使

用―ひとはいかにして市民となるのか』みすず書房, 2005 年。 
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研究についても同様の傾向である。 

比較的近年の政治哲学に目を向けると,いわゆる正統派フランス革命史を批判する形

で現れた F.フュレら修正主義的研究が活発化する前後の時期には,前述したように政治

哲学における英米自由主義が再評価された。さらにそれに影響されて,社会主義と保守

主義の政治的対立のオルタナティブとして,英米の自由主義とも異なるフランス自由主

義に注目が集まった。この背景と共に,従来の正統派革命史では否定的に評価される傾

向があった自由主義的な思想の再評価がなされ,思想史的な研究も活発になった。フュ

レも 1977 年から院長を務めた EHESS では,P.ロザンヴァロン,P.マナン,M.ゴーシェらを

代表として,フランス革命研究を媒介とするフランス自由主義研究や新たな民主主義理

論といった多様な研究がなされた。こうした中でそれまでのシィエス像は,立憲民主主

義や自由主義の潮流に位置づけられることで,より積極的に評価されることになった。 

とはいえこうしたシィエスの再評価が本格的に始めるのは 1990年代前後であり,それ

までにも重要な研究はいくつかあったものの,新資料の調査や分析はかなりゆっくりと

したペースでしか進まなかった。この時期に先立つ 1967 年に,フランス国立古文書館に

シィエスの手稿が委託されている。これらの資料を基にして,1939 年に初版が出版され

ていた,P.バスティド『シィエスとその思想』（1970）に大幅な加筆・修正がなされた。本

書はシィエスの個人主義的,自由主義的な面を強調し,啓蒙思想からの影響や伝記的な事

柄も明らかにした,現在でも最も体系的なシィエス研究と言える。しかし当時の資料的

制約のために,哲学的考察を含めた思想家シィエスの全体像は明らかにされていない。30

同時期には R.ザッペリにより,『第三身分とは何か』（1970）の校訂版が出版されている。

これらの研究はシィエスの個人研究を一段落させたが,これに続く 80 年代後半からは,

それまで顧みられることの少なかったシィエスの手稿が改めて注目されるようになり,

特に自由主義との関連,で政治経済学に関連する研究が重要な成果を上げた。例えば『第

三身分とは何か』の校訂版を編集した,R.ザッペリが編集した手稿集である『政治論集』

（1985）は,主に政治経済学の領域を中心になされ,『エコノミストへの手紙』を始めと

して,シィエスによるフィジオクラートや A.スミスの政治経済学の受容が明らかになっ

た31。いわゆる正統派革命史学の研究では,政治状況との関連で,『第三身分とは何か』な

 

30 浦田はバスティドがシィエスの個人主義・自由主義の内容を十分批判的に検討しきれな

かったと指摘した。浦田,前掲『シエースの憲法思想』 
31 E.J. Sieyés, Écrits politiques, choix et présentation de Roberto Zapperi, 2e impression, 1994. 
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どのパンフレットや演説が中心に分析され,政治家としてのシィエスが考察される傾向

が強かったのに対して,80 年代以降の研究では,手稿で展開される諸考察の分析により,

先行思想の受容の仕方が明らかにされた。これらの研究では,主に当時の政治経済学の

受容を背景にもつ,自由主義的な革命思想家としてのシィエスが明らかにされていった。 

またザッペリに続きフランス革命 200周年の 1989年には,いわゆる修正主義に属する

研究者たちを中心とした『フランス革命事典』が出版されるなど,フランス革命研究が改

めて活発となった。同年には雑誌の記事などを含む全 3 巻の全集が出版され32,フランス

革命におけるシィエスの重要性を見直す機運が高まった。この前後の時期である 80 年

代末から 90年代に続いて発表されたM.フォーサイス,J.D.ブルダン,P.パスキノらの研究

は,80 年代には十分知られていなかった手稿も用いつつ,立憲主義・自由主義の思想家と

してのシィエスを改めて評価した33。 

このように古典的研究から近年の研究まで,主に憲法学・政治経済学などを中心とし

たこれまでの研究は多くの成果を上げてきた。だが政治史・憲法学などの視点に集中す

るあまり,18世紀的な,未だ十分に専門分化していない学問的活動を行う啓蒙思想家の後

継者としてのシィエスを見難くしているように思われる。 

そこで本研究がシィエスを研究するにあたって注目するのが,彼の認識論や言語を巡

る哲学的思索である。もともと言語の考察は,フランス革命に先立つ盛期啓蒙でもこの

時期の非常に重要な問題であった。例えば,19 世紀からの言語学では語ることのできな

くなった言語起源論は,認識や習俗を含む広範な関心を含んでいた。こうした 18 世紀の

言語を巡る思想はデリダ,フーコー,チョムスキーらの現代を代表する研究者によっても

扱われる非常に重要な問題であるが,彼らは思想史的関心というよりも,むしろ現代的な

関心の下で自分たちの論点を示すために言語思想を考察している。より歴史的な関心に

基づく 18 世紀言語思想史研究には U.リケン,ランゲなどの重要な貢献があるとはいえ,

その数は決して多くはなく,いまだに言語の思想史は政治思想などと比較して十分な研

究領域として確立されていない34。こうした状況の中,本稿はいまだ十分に検討されてい

 
32 E.J. Sieyès, Œuvre de Sieyès, 3vol., Ed. Dorigny, M., Paris, EDHIS, 1989. 
33 M. Forsyth, Reason and Revolution, Leicester University Press, New York, 1987. Jean-Denis 

Bredin, Sieyès: la clé de la Révolution française, Paris, Éditions de Fallois, 1988. P. Pasquino, Sieyès 
et l'invention de la constitution en France, O. Jacob, Paris, 1998. 
34 フランス革命史研究でも,正統派革命史学と修正派の 2 大潮流とともに,ケンブリッジ学

派からの影響を受けたベイカーと歩調を合わせつつ進められた,語彙論の知識を背景とする
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ない言語をめぐる思想との関連を踏まえてシィエスを検討しようとする。 

フランス自由主義の研究では,シィエスがロックやフィジオクラート,スミスと結び付

けられて,主にその所有権論や分業論が論じられてきた。しかし,シィエスが言語や認識

を巡る問題にも注目していたことは以前から知られている35。とはいえ以前は資料上の

制約もあり,この点については深く検討がされないままになっていた。こうした状況は

近年の手稿調査の進展によって大きく変化した。1989 年以降,C.フォレ,J.ギロムーらを

中心として,フランス国立古文書館に所蔵されているシィエスの手稿が調査されるよう

になり,R.ザッペリによって明らかにされた政治経済学,法学的な議論だけでなく,主に

認識論を中心とする彼の哲学的議論などの,広範な領域にまたがるシィエスの知的格闘

が徐々に明らかになってきた36。フランス国立古文書館に所蔵されているシィエスの書

簡・手稿では,音楽,数学といった様々な分野の議論が展開されており,政治経済学の他に

は,とりわけロック,コンディヤックらに影響を受けた哲学的考察が中心となっている。

もちろんシィエスが,コンディヤックをはじめとする啓蒙思想家からの影響を受けてい

たことに言及する研究がこれまでになかった訳ではない。37しかし現在進行中の手稿調

査にも参加している J.ギロムー,フォレらによって,これまで本格的に研究されることの

なかったシィエスの哲学的思想と,それに影響を与えた啓蒙思想の受容が注目されるよ

うになった。とはいえこうした新たな研究は,シィエスの哲学的思想を紹介することを

中心としていたこともあり,シィエスの法学や政治経済学上の貢献と哲学的思想の独自

性は別々に語られる傾向にあった。 

こうした先行研究の状況を踏まえ,本研究はシィエスの哲学的思想,その中でも彼の重

視した認識や言語に関する思想と,政治経済学に関する思想との関連を考察することで,

シィエス思想の全体像を再構成するとともに,そこで大きな役割を果たす言語と認識に

関する哲学的考察の重要性を明らかにする。 

 

研究が存在する。これらは日本ではあまり取り上げられることはないものの,注目すべき成

果を上げてきた。例えば以下を参照。J. Guilhaumou, La langue politique et la Révolution 

française. De l'événement à la raison linguistique. Méridiens Klinckieck, Paris, 1989., A. Geffroy, 

‘’Le ‘Peuple’ selon Saint-Just’’, Annales historiques de la Révolution fraçaise, No. 191, 1968. 
35 P.Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit. 
36 手稿集は全 3巻が予定されており,現在は第 2 巻までが出版されている。Des manuscrits 

de Sieyès, Honoré Champion,Paris,2 vol., 1999, 2007. 
37 例えば以下を参照。P. Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit., M. Forsyth, Reason and Revolution: 

political thought of the Abbé Sieyès, op. cit.. 
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まず第 1 章では,革命前夜から行われていたシィエスの政治経済学受容を,科学的言語

の整備という観点を踏まえて検討し,彼が労働と分業の概念を通して,当時の社会を商業

社会として把握していたことを明らかにする。第 2 章では憲法制定権力と憲法について

論じ,シィエスが政治社会を人間の利益を増大させるための人工的構築物として位置付

けたことを示す。また憲法に関する具体的制度構想を検討し,それが国民の自由な意思

に基礎づけられた憲法の安定的な改善を意図する計画であったことを示す。第 3章では,

憲法制定権力によって作られる「制定された権力」の２つの部門である,行政府と立法府

の構成とともにシィエスの公教育案を検討する。これにより彼が近代社会を特徴づける

社会的分業と財産の不平等を前提として,知的エリートを中心とする効率的かつ安定的

な秩序形成を目指していたことを解明する。第 4 章では,シィエスの社会技術をその提

唱者であった N.ボードーの社会技術論と比較・検討し,シィエスの社会技術が高等法院

などの歴史事実を根拠とする政治的主張や,フィジオクラートによる自然の観察に立脚

した科学に対抗する形で,新たな社会秩序を生み出すべく,組み合わせの科学として主張

されていたことを明らかにする。第４章ではシィエスと共にサン＝ジュストを検討し,

両者の法理解,社会認識に基づいて,立法者とその役割を対比して論じる。自然に基づく

法を主張して,立法者を批判したサン＝ジュストに対して,シィエスは人民の自由な意思

と教育の格差を前提として,哲学者が示した真理を現実に適用する役割を立法者に期待

していた。そのため哲学者とは異なる言語的能力が求められていたのである。第５章で

は,憲法制定権力や社会技術といった革命の理論と実践を根拠づけるために,シィエスが

コンディヤックらから認識論を継承・発展させ,独自の認識論を構想していたことを論

じる。シィエスは抽象観念を通した人間の予測能力を重視してその理解を基礎として,

「言語世界」という独特の概念を構想していた。最後に結論では,シィエスが言語的認識

による人間の構成的能力を積極的に評価し,それにより道徳科学（science morale）を構想

して革命の正当性を根拠づけようとした思想家であったことを結論付ける。 
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第 1 章 シィエスの政治経済学受容 

第 1 章では,1770 年代から始まった手稿での政治経済学研究とパンフレットでの議論

を検討し,彼の政治社会構想が手稿での研究に基づいていたことを明らかにする。ロッ

クやコンディヤックらの経験主義や感覚主義の哲学に影響を受けたシィエスは,言語の

乱用を批判しており,適切な言語の使用が政治と科学に不可欠としていた。彼はこうし

た関心により,革命以前から手稿でフィジオクラートやスミスを研究し,フィジオクラー

トの「純利益」概念を批判し,社会的分業に参加する諸個人を政治社会形成の主体とし

た。しかし一方で彼は,商業社会での実質的不平等という前提と現実での政治的市民の

未成熟を前にして,民衆や世論への不信感を表明していた。政治的個人主義の理想に反

して,現状では国民全員が十分な理性を備えている訳ではないと彼は考えたのである。 

 

第 1 節 政治経済学研究と政治社会の経済的基礎－所有者個人と商品交換による社会 

「国民が存続しかつ栄えるためには何が必要であろうか。それは個人的労働と公職で

ある」38。シィエスの出世作である『第三身分とは何か』で主張されるこの一節は,フラ

ンス革命前夜において,旧体制の特権による階層的人間関係に基づき運営される社団国

家から,諸個人の労働と公職により成り立つ,近代的な国民国家への国家観の転換を示す

ものであった。彼は,国家の目的を人間の必要と享楽であると考えるとともに,必要充足

と享楽の前提として労働を重視することによって,旧来のフランス社会を捉え直そうと

した。 

シィエスのパンフレットや演説に何度も現れるこの労働への注目は,既にフランス革

命以前の 1770-1780年代に執筆された手稿にも読み取れる。先に述べたように,シィエス

 
38 Qu’est-ce que le Tiers état ?, Edition critique avec une introduction et des notes par Roberto 

Zapperi, Droz, Genève, p. 121（邦訳 11 頁）.シィエスの著作からの引用と参照については,以

下の略記を使用し巻数や頁数を基本的に本文中に表記する。DM : Des manuscrits de Sieyès, 

1773-1799, 2vol., Ed. Faurè, C., Paris et Genève, H. Champion, 1999, 2007., EP：Écrits politiques, 

choix et présentation de Roberto Zapperi, 2e impression, 1994. OS : Œuvre de Sieyès, 3vol., Ed. 

Dorigny, M., Paris, EDHIS, 1989., QTE：Qu’est-ce que le Tiers état ?, Edition critique avec une 

introduction et des notes par Roberto Zapperi, Droz, Genève, 1970.本稿で引用する訳文に関して,

邦訳があるものは意味が伝わり難い部分などの一部を除き,基本的にそれに依拠した。原文

中のイタリックは≪≫で示す。また訳文への補足,原語の提示は引用文中の括弧内で行っ

た,引用内の引用部はカギ括弧で示した。 
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は既に,1770-1780 年代にはフィジオクラートや A.スミスの政治経済学を研究していた。

特にフィジオクラートとの知的格闘は,1775 年までには実現しなかったものの出版を予

定されていた,『政治および道徳的体系についてのエコノミストへの手紙』と題された小

冊子に結実していた。本書の序文で彼は,フィジオクラートの試みを称賛しながらも,「誤

った原理が真理の場所を奪うのなら,人間の幸福の科学は不幸の科学にもなりえる」39と

述べ,フィジオクラート体系への批判を試みた。彼はこの短い論考の全体を三部に分け,

フィジオクラートによる「財（le bien）」や「富（les richesses）」,「純生産」といった言

葉の使用法を批判した。第一部では,シィエスは労働に注目して,「富を形成するのは労

働である」40と述べることで,農業こそが富の源泉であると考え,革命以前のフランスで

影響力を持ったフィジオクラートの富の定義を批判している。 

「人に享楽（jouissance）を与えるのに適したすべての物,これをあなた方は財（un 

bien）と呼ぶ。交換することができる財（les biens）をあなた方は富（richesses）と呼

ぶ」41。シィエスはこのように述べ,フィジオクラートが交換可能性と富を結び付けて

いるとしたうえで,公的労働の交換不可能性を主張した。また財ではないと考えられる

空気や石ころの交換可能性を理由として,労働の概念の欠落からフィジオクラートの富

の概念の矛盾を指摘した。さらに『エコノミストの手紙』の第 2部では,この富の源泉

とは何かという問題に立ち入り,ケネーが主張した「富の唯一の源泉は土地である」と

いうフィジオクラートの体系を支える命題を批判した。シィエスは富を生むのは土地

ではなく人間の労働であるとして,以下のように述べる。 

 

すべての富は自然と労働という 2つの結合した原因から我々の下にやってくる。

最近の分析はこれを自然にのみ還元している42。 

 

別の場所では「富を形成するのは労働である」43と言い切り,労働の概念を重視する

ことによって,「我々は富の名を労働によって獲得された財の集合に与える」44とされ

 
39 EP, p.27. 
40 Ibid., p.32. 
41 Ibid., p.28 
42 Ibid., p.34. 
43 Ibid., p. 32. 
44 Ibid., p.32 
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ている。このようにシィエスは,フィジオクラートによる富の定義を刷新しようとして

いた。彼はさらに,労働を生産的労働と不生産的労働に分けるフィジオクラートに対し

て,この区別を批判した。『エコノミストへの手紙』と同時期か,少し後の 1770 年代か

ら 1780 年代のものとみられるノートで45,シィエスはフィジオクラートが想定する交換

において,個人の労働は,その成果としての具体的生産物たる物を通してのみ評価される

と考え,こうした具体的物体や現物の貨幣のみを富とする考えに反対した。具体的物体

のみに注目することを拒否する彼は,人的サービスや管理サービスについても,それをお

こなう労働によって有用さ（qualité utiles）が生みだされているのだから,価値が生まれ

ていると考えた。そして人的サービスは交換においては物を通してではなく,消費者に

よってその効用が直接評価されると述べ,富を生みだすものとして,人的サービスも含む

労働全般を捉えた46。シィエスは,「人に対するサービスの関係は,土地に対する労働の

関係と同じである」47と述べるが,この指摘は純生産をもたらすのは土地の生産物のみ

であるとして,土地所有階級を特別視したフィジオクラートへの批判であるとも考えら

れる。 

こうしたシィエスの労働一般への評価は,「自由に処分できる分の生産（produit 

disponible）」,「分業」というキーワードを通して,彼にフィジオクラートとは異なる社

会観をもたらしていると考えられる。「自由に処分できる分の生産は金銭的評価の結果

たる純生産とは共通点を持たない。純生産はこのように金銭的決定を行う評価

 

45 グラスラン,コンディヤックなど主観的効用価値説に近い立場を取り,フィジオクラート

の価値論に対抗するものとして,グラスラン Sur l'influence de l'impôt indirect sur les biens 

fonds （1767），Essai analitique sur la richesse et sur l'impôt （1767）, コンディヤック『商業

と政府』（1776）などが存在する。ここでの議論はコンディヤックを踏襲したもののよう

にも思われるものであり,このノートは 1776年以降,『エコノミストへの手紙』の完成後に

書かれたと考えても良いかもしれない。 

46  『第三身分とは何か』では,ここから農業,製造業,商業,その他の人に直接役に立つ仕事を

挙げて,これらを,社会を支えている仕事として,それを担う第三身分を特権階級と対比した。

この点に関してはスミスが国富論で不生産労働としてのサーヴァント批判を行い,彼らを産

業労働へと向けるべきだと論じたこととの比較・検討が待たれる。 

47 EP, p. 55. 
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（l’opinion）によってのみこのようなものである」48と述べるシィエスは,フィジオクラ

ートが用いた「純生産（produit net）」の語を,「セクトのスローガンとなった」言葉と

して無意味なものと批判する一方49,「自由に処分できる分の生産」という語を積極的

に用いて,経済的余剰と文明社会の関係を考察している。フィジオクラートによる「純

生産」が土地に対する労働のみが発生させることのできる追加的富とされたのに対し

て,シィエスは文明社会では労働によって,生計を立てるのに必要な分以上の生産物が発

生しているとして,それを「自由に処分できる分の生産」と呼んだ。野蛮人は必要と休

息のためにのみ労働しており,労働の量は自ずからそれを超えることはないが,文明人に

おいては人間の享楽への欲望が各人の労働を刺激することで,労働時間が必要を超えて

延長されるとともに労働の改善が行われると考えたシィエスは,こうした人間の労働意

欲の変化を,可処分所得をもたらす原因の一つと考えた。 

 

野蛮人は生計を立て,休息するために働く。ひとたび交換が確立すると,社会が形成

される。文明人は次第に享楽を欲するようになり,その欲望は彼に労働を強いると

共にその時間を延長させる。それ以降,労働にはその時間と力によって置かれた以

外の限界を持たなくなった50。 

 

こうして労働の総計が人間の必要を超えるようになると,自由に処分できる分の生産

が発生する。さらに自由に処分できる分の生産は,自らの直接的な労働なしに必要を満

たすことができる人間を生み出すことによって,不平等や専制の基礎ともなる。しかし

それだけではなく,この分の生産は自然学者（le physicien）や立法者など,消費と再生産

を刺激することで間接的に生産力の上昇に寄与する専門職を生み出すことを可能にし

たのである51。 

ところで,社会にこうした影響を与えるものである,自由に処分できる分の生産を発生,

増大させる直接の要因は労働の増大だったが,シィエスは労働の増大は交換の確立と社

会の形成によると考えて,交換が経済的発展に先行すると述べている。 

 

 
48 Ibid., p. 56. 
49 Ibid., p. 56. 
50 Ibid., p. 51. 
51 Ibid., pp. 50-51. 
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自由に処分できる分の生産は,もし他人から自分達の生存資料をうけとり,他の種類

の労働によってそれに支払うことに同意した人々がいなかったならば,存在しない

52。 

 

この交換について,シィエスはとりわけ 1780年代のものとみられるノートにおいて,A.

スミスの分業論に言及しつつ,経済的発展の基礎をなすものとして,分業の考察へと発展

させた。自由に処分できる所得あるいは経済的な成長を生み出すのは,労働時間の延長

と個別技術の改善だけではない。シィエスはスミスが『国富論』第一章で説くのと同じ

ように,分業が経済発展の原動力であると考えた53。シィエスは分業を自らの構想する

「代表制の秩序（ordre représentatif）」の一部として「代表制労働」と言い換えることで,

生産力の増大と自由の進歩に結びつけている。 

 

我々の必要を充足する手段/能力（puissance）を増大させること,つまりより多く享

受しより労働を少なくすること,これが社会状態における自由の自然な増大である。

またこの自由の進歩は必然的に≪代表制労働（travail représentatif）≫の確立の後を

追う54。 

 

また彼は人間の適性の違いが交換を生じさせ,交換の発展が分業を生むと考えた。 

 

労働への自然的あるいは状況的な適性の違いが様々な生産物を生み,良識は交換へ

と至る。交換の容易さが人を個別的な営みに従事させ（vouer）,そこから分業が生

まれる55。 

 

人間の適性の違いを基礎として自然に確立された交換は,社会における分業が行われ

るための基礎であり,社会的な分業は,シィエスにとって製造業のみでなく商業なども含

 
52 Ibid., p. 51. 
53 彼は 1775年の時点ですでに分業について語っており,以下のように述べていた。「私個人

に関しては,1770 年までにスミス氏よりさらに進んでいた」（EP, p. 62.）。 また以下も参

照。Ibid., p. 33.  
54 Ibid., p. 62. 
55 Ibid., p. 63. 
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む近代的な経済発展をもたらすものでもあった。彼は近代ヨーロッパ社会の文明国の特

徴を,分業による生産力と自由の増大であると考えていたが,それは交換の結果でもあり,

交換を促進する要因でもあった。後の『特権論』でも「市民と市民の関係はすべて自由

な関係である。一方は時間と商品を与え,もう一方は交換に貨幣を返す。そこには従属は

無く,継続的交換のみがある」56と述べる。彼はこのように交換を基礎として社会的分業

により進歩した当時の社会を,貨幣と商品を媒介とした自由かつ継続的交換という,市民

同士の相互依存的関係に基づくとした。シィエスは分業・交換の概念を用いて,商業社会

としてのヨーロッパあるいはフランスの社会像を把握していたといえる57。そしてこの

商業社会における労働の生産力への注目が,『第三身分とは何か』などにおいて主張され

る,無為な活動しかせず国民に寄生する特権階級への批判や第三身分への評価につなが

るのである。 

 

第 2 節 シィエスの政治社会構想の基礎―所有者個人による政治社会と政治的個人主

義 

第 1 節でみたように,シィエスは諸個人の労働と不断の交換による社会を考えており,

「労働全般が社会の基礎であり,社会の秩序とは労働の最良の秩序（ordre）に他ならな

い」58と述べていた。『第三身分とは何か』や 1789 年 7 月の人権宣言草案で示されたシ

ィエスの政治社会構想の背景には, こうした初期の政治経済学に関する考察があった。 

この構想については,ロックや感覚論からの影響が指摘されることがある59。18 世紀

のフランスではヴォルテールらを通したニュートンやロックなどのイギリス思想の流

入があり,それらの自然哲学や経験論に続く,コンディヤックやエルヴェシウス,ドルバ

 
56 OS. vol.1, 1, p. 33. 
57 浦田はシィエスが市民を小商品生産者として具体的に把握していたという稲本洋之助ら

の見方を批判した。浦田はさらに「労働」（travail）という語の使用の歴史を考慮し,シィエ

スが用いる「労働」の具体的イメージには事業経営も含まれていると考える。また彼はマ

ルクスが後に「労働力の商品化」と指摘するものをシィエスがすでに認めており,近代的資

本主義的な契約関係も含んだ議論を展開したと評価する。浦田, 前掲『シエースの憲法思

想』65-67 頁。 
58 EP, p. 32. 
59 例えば以下を参照。浦田, 前掲『シエースの憲法思想』第 1章。 
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ックらによる感覚論,快楽主義的道徳論が重要な知的潮流として存在していた60。すでに

学生時代からこうした経験論,感覚論哲学を学ぶとともに,エルヴェシウス夫人のサロン

などで啓蒙思想を吸収していたシィエスは,ロックやエルヴェシウスらと同様に,快苦に

従い活動するいわゆる感覚論的個人を基点としつつ,政治社会をその最小要素である個

人とその労働から考えようとした。61この論点は彼のパンフレットだけではなく,1791年

の人権宣言草案にも現れる。 

草案の中で,彼は政治社会を考える上での出発地点である自然状態における人間を表

現して,「人間は本性から必要に従属する。しかし本性からそれを満たす手段を持つ」62

と述べる。そして必要を充足することを人間の目的と捉えたうえで,充足のための手段

を個人に属する人的能力（moyens personnels）と,個人の外部にある外的手段（les moyens 

extérieurs）とに分けた。 

 

このように充足が人間の目的である。彼の道徳的・身体的能力は人的な手段である。

これによって彼は必要とする全ての財と外的手段とを獲得する63。 

 

人的な能力は自身の必要を満たすための本質的な手段であり,それには認識

（connaissance）・決定・実行を行うための能力である,知能・意思・力が挙げられる。

シィエスはこれらを個人の本質的な所有物と考え,さらに人格が他人に譲渡することの

できない根源的な（primitif）権利であるとした64。自分自身に対する人格的・身体的

所有権が第一のものであると考えるシィエスは,所有を自己の身体や思想に関する個人

 

60 カトリックとの対立に主眼が置かれたフランスでは,神を排除した形での議論が行われる

ことが多い。安藤隆穂『フランス啓蒙思想の展開』名古屋大学出版会, 1989 年, 第 2章, 第

2 節。 

61 ホッブズやルソーと同様に,国家を個人という最小単位にまで分解して政治社会を考えよ

うとした。ギロムーは特に sociologie, socialité といった概念との関連で,マンデヴィルやファ

ーガソンらスコットランド系の道徳哲学やライプニッツからの影響が強調した。J. 

Guilhaumou, Sieyès et l’ordre de la langue. L’invention de la politique moderne, Paris, Kimé, 2002. 

Chapitre 1. 

62 EP, p. 192.  
63 Ibid., p. 192. 
64 Ibid., p. 195. 
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的自由の基礎とする65。さらに第一の権利とされた人的な所有から,外的手段の獲得,あ

るいは外的所有が導かれる。つまりシィエスの所有権論では,人的手段を行使すること

による所有,言い換えれば労働による所有が議論の中心となっている。 

 

外的対象や物体の所有は同様に一つの結果であり人的所有の拡張に他ならない。

〔……〕 私の労働は私のものだったし,今も私のものである。私が労働を注ぎ,労働

を与えた対象は全員のものであるように私のものだった。最初の占有者の権利を持

っていたのだから,他人よりも自分のものでさえあった。これらの条件はこの対象

を自分の排他的所有とするために十分なものである66。 

 

人間は自らの人的手段を使用すること,つまり労働によって,人間の必要物である外的

対象を獲得し所有する。この労働による所有は共有などに対して個人の排他的所有を導

く。このことは,第 1 節でも示した個人間の交換や商品交換を基礎とする相互依存の体

系である商業社会の基礎ともされる67。 

 個人は労働と所有権を持ち,自己の必要と享楽の充足を目指すものとされ,お互いの必

要と利益のために社会を形成すると考えられた。ではそのような個人が社会を形成する

ための具体的プロセスはどう描けるのか。政治社会形成の説明は『第三身分とは何か』

でも行われており,その過程が 3つの段階に区分されている68。 

第一の段階は,「孤立はしているが結合を望んでいる個人が多かれ少なかれかなりの

数存在することが認められる」時期であるとされる。この時期には,個別の意思の働きに

よって結合がつくられており,このことにより既に国民が形成されている状態であると

考えられる。第二の段階は,社会構成員が,公共の必要とそれを達成する手段に関しての

 

65 以下も参照。浦田, 前掲『シエースの憲法思想』61 頁。 

66 EP, p. 195. シィエスの著作では,ロックと同様に所有が個人的自由の基礎とされ,外的所有

の概念に関しても占有的な所有が認められており,ロックから影響を受けたと思われる議論

が展開される。しかしシィエスはロックでは最大の問題となる神学的な議論に触れない。 

67 浦田はシエースの労働概念が「使用」を含む傾向にあるとしつつも,共有を排除しない

「使用による所有」とは異なり,所有の排他性を確保するような通常の労働による所有論の

立場をとっているとする。浦田, 前掲『シエースの憲法思想』60 頁。 

68 QTE, pp. 178-179（邦訳 101-103頁）. 
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協議と合意を行うことが問題となる時期であり,ここでは個別意思ではなく「共通の意

思」の働き,さらに公権力が問題となる。そして,社会の構成員が多数となり広い地域に

拡散するようになると,「授権により行われる統治の段階」である第三期がこの後にく

る。第一節で紹介した 1770 年代から 1780 年代のシィエス手稿との関係で言えば,第一

期は交換と分業の発生,第三期は「自由に処分できる分の生産」の増大に伴う立法者など

専門職の発生の時期に対応するといえよう。彼は交換と相互依存の体系である商業社会

が成立していると認識するとともに,感覚論的に捉えられた個人と労働による所有を基

礎として,商業社会と地続きのものとして政治社会を把握しようとしたのである。「労働

全般が社会の基礎であり,社会の秩序とは労働の最良の秩序（ordre）に他ならない」69と

述べるシィエスは,特権を基礎とする階層秩序や封建的な諸規制といった旧体制の悪弊

と思われる要素を一掃し,この労働の秩序を整備する必要を主張していた。 

では労働の秩序はどういった意味を持っているのであろうか。まずシィエスは,自由

な人間は自らの生計を自らの手に握って,自立しているからこそ自由なのであると考え

た。 

 

もし社会の内に生存のために自然に直接働きかける人間しかいなかったら,政治

的不平等や他人に対する権力は確立されなかったであろう。力（la force）による

侵害は一過性の危機でしかない。その生存資料は他人の手の内にあったのではな

いから,全ての人間は自由だったのである70。 

 

革命以前のフランス社会は社団国家とも呼ばれるように,王を基点とした特権の結び

つきによる複雑な関係によって組織されていた。こうした社会において経済活動は,同

業者組合の持つ団体利害に基づく特権的諸規制に縛られており,個人の経済活動が個人

の意思で自由に行われるという状態にはなかった。旧体制の社会のありかたに対してシ

ィエスは,自己の労働によって自立した個人を国家の基礎に置こうとしていた。そして

そのためには父権主義的な親方と徒弟の関係や,同業者組合による諸規制は解体されな

ければならない。この理想はシィエスだけでなくフランス革命の推進者たちに広く共有

されており,こうした関心から,労働者・事業者の結社を禁止するル・シャプリエ法や,こ

 
69 EP, p. 32. 
70 Ibid., p. 51. 
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れに先立って営業の自由を示したダラルド法が主張されることになる71。 

農民反乱の拡大に直面していた国民議会は,いわゆる「大恐怖」による混乱を収拾する

ためもあり,1789年 8月に封建制廃止の決議によって,旧制度に見られる封建的特権など

の社団的構造を原理的に否定した。その後 1791 年 3 月にダラルド法が可決されると,同

業者組合（corporation）が完全に廃止されるとともに,営業の自由・職業選択の自由が承

認されることになった。ダラルド法は,1776 年に論争を引き起こした自由主義的な経済

思想に基づいたチュルゴ勅令の影響を大きく受けたものであった。さらに 1791 年の 6

月にはル・シャプリエ法によって,ダラルド法などでは規定されていなかった職人や労

働者の結社（association）も規制されることになった72。こうした一連の法令は,個人の自

由な活動を規制する封建的特権を保持した同職ギルド以外に,労働者による結社なども

対象としており,国家以外の集団である中間団体を排除した形で,個人と国家を直接つな

ごうとする,いわゆる政治的個人主義の実現を目指すものであると考えられる73。 

 

71 ダラルド法やル・シャプリエ法は,Ｋ.マルクスらによる研究の影響を受けた経済・労働運

動史の観点から注目されてきた。近年では J.ハーバーマスらによる公共圏の議論や C.フォ

レによるトクヴィルの見直しなどを契機として,フランス革命における中間団体の欠如とそ

の問題などについての研究が盛んになり,これに伴ってル・シャプリエ法に関しての政治学・

社会学的な関心も高まってきた。またさらに進んで,人間の自由を保証するために政府は仕

事を提供し,労働が生存のための最低限の生産をもたらすようにせねばならないとも考えら

れるようになった福祉国家の歴史を考える上でも,中間団体の排除と福祉の関係という問題

は重要であろう。日本での近年の代表的な研究は以下のものがある。高村学人『アソシアシ

オンへの自由―〈共和国〉の論理』勁草書房, 2007 年。富永, 前掲『理性の使用』。 

72 高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』30-31頁。この法の施行後も,地方レベルでは他

の法律の援用によって商工業への規制は続くなど様々な対抗もあった。高村, 前掲『アソ

シアシオンへの自由』71-78 頁。 

73「（コルポラシオンと言う語の使用法も含め考えると）〔……〕三月にアラルドが廃止を

提案して可決された同業者組合やル・シャプリエが禁止しようとしている労働者の結社は,

すべての種類の団体の一部をなしているにすぎない。そして個人の利益と一般の利益のあ

いだに存在する利益を国家のなかで主張するいかなる団体も否定されているのだ。いいか

えるならば,提案者は労働者の団結を否定する以上に,中間的な段階での集団を欠如させ,個
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個人と国家のみで成り立つ社会という考えは,89 年人権宣言にも見られる。その第二

条では「あらゆる政治的結合（association politique）の目的は人間のもつ絶対に取り消し

不可能な自然権を保全することにある。それは自由,所有,安全,抑圧への反抗である」74

とあるが,ここでは政治的結社と国家が言い換えられており,結社の自由も自然権として

保障されているとは考えられない。こうした観点からみると,1789 年人権宣言は政治的

個人主義を確立しようとするものでもあり,それはル・シャプリエ法にも共通していた

と見てよい75。 

ル・シャプリエ法や 1789 年人権宣言に確認される政治的個人主義の傾向がシィエス

に見られることに関しては,しばしば J.J.ルソーの影響から論じられる。ルソーは,フラン

ス革命期の人々にも大きな影響を与えた『社会契約論』で,政治的結社たる国家と市民の

間に存在し得る中間的な結社を個人の意見表明を妨げるものであるとしていた。 

 

ところが,国家（la grande association）を犠牲にして,部分結社がつくられると,これら

の部分結社の各々の意思は,その構成員に対しては一般的だが,国家に対しては特殊

となる。〔……〕そのため,一般意思が表明されるためには,国家に部分社会がなく,市

民各々が自らのみに従って見解を表明することが必要である76。 

 

ルソーと同じく国家と国民を直接に接続しようとするいわゆる政治的個人主義の考

え方は,シィエスの著作にもはっきりと現れている。『第三身分とは何か』において,彼は

人間の持つ利害を,共通利害・団体利害・個人利害の 3 つに分けた。 

 

人間の心には 3種類の利害が存在する。第一はそれによって諸市民が互いに似かよ

 

人と国家のみで成り立つ社会のありようを呈示しているということになる」。富永, 前掲『理

性の使用』72頁 

74 “Déclaration des droits de l’homme et du citoyen”, dans C. Fauré, Les déclaration des droits de 

l’homme de 1789, Bibliothèque historique Payot, Paris, p.1.「人間と市民の権利の宣言」, 河野

健二訳（『資料フランス革命』, 河野健二編, 岩波書店, 1989 年, 106頁）。 

75 高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』第 1章。 
76 J.J. Rousseau, Du contrat social, dans Œuvre complètes de Rousseau, Gallimard, 1964, t. Ⅲ, pp. 

371-372（ルソー『社会契約論』作田啓一訳, 白水社, 2010 年, 47-48 頁）. 
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う利害であり,これが共通利害の正しい理解を提示している。第二はそれにより,あ

る個人が単に幾人かの人々のみと結びつく利害である。これは団体利害である。そ

して最後の第三は,自分のことのみを考えるので,それにより各々が孤立する利害で

ある。これが個人的利害である77。 

 

その上でシィエスは,共通利害を望ましいもの,個人的利益を各人各様であるため心配

のいらないものとしたうえで,団体利害を,国民的な利害と対立し得る危険なものと考え

る。 

 

これ（団体利害）は互いに示し合せて結束することを可能にする。これによって共

同体にとって危険な計画が企てられる。これによって最も恐ろしい公共の敵たちが

形成される。歴史はこの嘆かわしい現実であふれている。社会秩序が,もし単なる市

民たちが団体（corporation）を形成するままにしないように,非常な厳しさで要求し

たとしても,またもしその性質から真の団体（corps）を形成せざるを得ない公的権

力の受任者にさえその期間は,立法代表として選任されることを諦めろと要求して

も驚かないで欲しい78。 

 

シィエスも同時代人たちの多くと同様にルソーから政治的個人主義を引き継ぎ,団体

利害が社会を破壊するものであると考えた79。彼らの理想とする社会では,諸個人は自由

なものとして国家と対面する。反対に諸個人を制約し枠づける中間的集団は存在すべき

ではなく,結社は一般意思,一般利害を分断する危険な存在として,経済的にのみならず

政治的にも排除すべきものとして扱われた80。 

ではシィエスやその同時代人たちが理想とした,社会における政治的個人あるいは市

 

77 EP, pp. 179-180（邦訳 144 頁）. 

78 Ibid., p. 180（邦訳 141 頁）. 

79 J.J.ルソーとシィエスの関係については,以下も参照。P. Bastid, Sieyès et sa pensée, op. cit., 

p.307. 
80「新たに設立された「国家」は,「諸個人」の結合体としての政治的な市民社会そのもの

なのであり,それに外在し,それを枠づける「社会」は観念されず,「国家」以外の結合体の

存在は禁じられた」高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』6頁。 
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民とはいかなる存在なのか。5月 9 日の議会でル・シャプリエにより示される理想的市

民像は,街頭演説などで情念に訴えかけられることにより行動する誤りやすい人間では

なく,穏やかな協会での会合や読書によって理性を滋養する教養ある人間である81。 

 

教養が身につけられる場所は街頭ではない。討議することなく語りあう穏やかな協

会においてであり,熱狂もなく,党派精神もなしに啓蒙される場においてである。つ

まり教養は書物において,また聖なる哲学に命じられた法律において身に付くので

ある82。 

 

書物における議論による啓蒙という主張は当時の一般的な意見だと考えられる。類似

のものとして,例えばカントが主張した「理性の公的使用」が連想される。革命以前の

1784 年,カントは『ベルリン月報』の紙上に「啓蒙とは何か,という問題に対する解答」

と題された記事を発表した。カントは理性には公的使用と私的使用があると言う。 

 

ここに理性を公的に使用するとは,或人が学者として一般の読者全体の前で自分自

身の理性を使用することを指している。また理性の私的な使用とは,公民として或

る地位もしくは公職に任ぜられている人が,その立場において自分の理性を使用す

ることである83。 

 

彼はさらに啓蒙を成就させるのは「理性の公的使用」の自由であるとしたが,ル・シャ

プリエの言説と同じく,ここでも文章を通した読者への発信が啓蒙の手段とされている。

『第三身分とは何か』で,「私の役割は,全ての愛国派作者たちの役割と同じである。真

理を公にすることがこれである」84と言ったシィエスも,コンドルセらとともに『1789 年

 

81 同書 41 頁。当時の出版,読書文化については,以下も参照。柴田三千雄『フランス革命は

なぜ起こったか―革命史再考』福井憲彦, 近藤和彦編, 山川出版社, 2012年, 77 頁。 
82 Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 8-17, 19, 21-33. Assemblée nationale constituante. 25. 

Du 13 avril au 11 mai 1791,ordre du Sénat et de la Chambre des députés, 1875-1889, M. J. 

Mavidal,et de M. E. Laurent, p.679（高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』41 頁）. 

83 E.カント「啓蒙とは何か,と言う問題に対する解答」篠田英雄訳,『啓蒙とは何か 他 3

篇』岩波書店, 1950年, 10頁。 

84 QTE, p. 212.（邦訳 153頁）. 
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協会誌』や『社会教育誌』の発行に関わるなど,教育,特にこうした読書による理性化へ

の意識を共有していた。 

こうしてみるとル・シャプリエ法が想定する現実の個人は,シィエスやその同時代人

たちが度々説くような政治的個人とも単純に結びつかない。なぜならル・シャプリエ法

の本質は実際的な政治的効果を期待する以上に,政治的個人主義を目指すイデオロギー

的なものであると言われるように85 ,彼は原理としての政治的個人主義を理想とするが,

現実にはそのような成熟した市民が十分育っているとは考えなかったからである。「教

養が身につけられる場所は街頭ではない」86と述べることからも推測できるように,ル・

シャプリエは都市労働者によって公共の秩序が危険にさらされているという現実的な

危機意識を強く持っていたからである。これと同様に,シィエスも社会に溢れる情念の

危険を非常に強く意識しており,特に民衆を迷信や偏見に囚われた存在と考えていた。 

 

群衆（multitude）がある種の迷信によって,強力に,習慣的に情念を動揺させる全ての

ものに執着していることを否定することはできない87。 

 

他の場所ではこうした群集は子供に例えられており,民衆の理性に対するシィエスの不

信感が見て取れる。 

 

子供たちに玩具を与えてみて欲しい。彼らはそれが何かを知るために壊してしまう。

無知な好奇心は全てを打ち砕く。私はサロンで田舎の人々が,それが何かを知るた

めに,指で色が取れてしまうほど肖像画に触れるのを見た。いまだに子供である群

衆にとっては,社会の仕組みはこのような玩具なのだ88。 

 

M.オズーフはフランス革命期の政治家たちにおける,こうした社会への不信から導か

れる諸意見（opinions）と公論(l’opinion publique)の区別を指摘しているが89,民衆の諸意

 

85 高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』34-35頁。 
86 Archives parlementaires de 1787 à 1860 ; 8-17, 19, 21-33. Assemblée nationale constituante. 25. 

Du 13 avril au 11 mai 1791, op. cit., p.679.（高村, 前掲『アソシアシオンへの自由』41 頁）. 
87 EP, p. 80. 
88 Ibid., p. 80. 
89「公論つまり啓蒙された人々の意見は,したがって群衆の受動的で粗野で分裂した意見で



30 

 

見に不信をもつシィエスにおいても,諸意見と公論の区別が重要視されていると考えら

れる。旧体制から脱却しようとしている当時のフランス社会では,旧体制の迷妄から抜

け出し社会を進歩させる原動力である理性的な公論と,偏見や迷信に囚われやすい情念

による諸意見が同時に存在したのである。真の一般意思をもたらすためには,両者を区

別して公論を抽出しなくてはならない。この点は,命令的委任の拒否に基づく議員活動

などの代表制度をシィエスが主張する理由の一つになる。 

これに関連した研究で,18 世紀ヨーロッパ社会における市民的公共圏の概念を主張し

た J.ハーバーマスを引き継ぎつつ90,世論を一つの主題として議論を行う K.M.ベイカー

は,イギリスにおいては社会の生成物として世論が存在したのに対して,フランスの世論

は政治的な発明だったと主張した91。フランスで政治的発明物としての世論が自らの正

当性を示す道具として使われたとすれば,それは自らの主張に合わない非理性的にもみ

える意見を,明確にこれと区別し,排除する必要があったからだった。 

 実際,世論と公論あるいは理性と非理性の区別という問題は,当時の政治家たちの共通

課題であった。また,それを語る際に現れる,政治的個人主義にみられるような中間団体

や,「貴族のカースト」への敵視は,ヨーロッパにおける封建制や教会権力の存在に大き

く影響されていた。シィエスではそれが,人々が使用する言語の問題として考察されて

おり,パンフレットにもそれが見て取れる。こうした言語への注目は,革命以前から言語

の改善と理性の進歩の関係を説いた啓蒙思想家のコンディヤックまでさかのぼること

ができる。18 世紀フランスでは,コンディヤックやルソーを始めとするフィロゾーフ達

が,言語を主題に活発な議論を展開していた。この中でも言語起源論には注目が集まり,

様々な論者がこれを人間本性や人間の認識のあり方などと関連付けて論じたことが知

 

はない。シエース,彼と意見をともにするコンドルセ,ネッケル,ミラボーの議論は,美しい未

来を約束するこの区別にもとづいている。意見を考慮に入れることは,論理的に言って,す

べての個人が他の個人と等しい価値をもつという結論に導くことが彼らにはわかってい

た。公共的という形容詞が追い払うのはこの結論である。公衆は人民ではない,公論は常識

ではないのである」M. Ozouf, “Esprit publique”, dans Dictionnaire critique de la Révolution 

française, op. cit., p.712（阪上孝訳「公共精神」『フランス革命辞典』河野健二ら監訳, みす

ず書房, 2000 年, 第 2 巻, 170-171頁）. 公論については以下も参照。安藤, 前掲『フランス

自由主義の成立』。 

90 J. ハーバーマス『公共性の構造転換』細谷貞雄訳, 未来社, 1980年。 
91 K.M. Baker, Inventing the French Revolution, Cambridge, New York, 1990, pp. 24-25. 



31 

 

られている。こうした議論は当時も問題となっていたカトリック勢力への対抗や,ギリ

シア・ローマの古典を念頭に置いた雄弁への評価,またベーコンやロックに影響を受け

た言語の乱用に対する批判などとして読むことができる。これら啓蒙思想家たちが取り

組んだ言語に関する問題は,フランス革命期にも引き継がれることが知られている92。革

命期には旧体制で使用されていた迷信的な言葉や偏見を生み出す言葉との決別が度々

問題となった。そしてそれは公共物の名称や暦の変更,さらにシィエス,コンドルセらに

よる『社会教育誌』などの刊行物における科学的言語の主張や,事実とその名称の一致の

主張など,実践的な取り組みを伴っていた。シィエスと同時代人のラヴォワジエが化学

の分野でコンディヤックを継承して表記法の整備を行った一方で93 ,シィエスは言語の

悪しき使用が誤謬をもたらすと主張したコンディヤックらの問題意識を,社会的・政治

的問題にも応用し,より先鋭的な形で主張した。例えば『特権論』では,封建的秩序の下

で特権階級の人々が用いる言葉が,言葉とその真の意味を分離することによって混乱を

生じさせ,特権階級の立場を保証する役割を果たすとされた。 

 

私は貴族たちの日常の話し方のニュアンスや機微のすべてを把握することはやめ

る。この言語のためには,もっと広いスペースを割いた,新しい特別な辞書が必要で

あろう。というのもここで問題となっているのは,単語に固有で隠喩的な意味をそ

こで示す代わりに,単語をその真の意味から分離することである。そのため偏見の

ための素晴らしき深遠さ以外,理性の空白の下にはなにものも残っていないからだ。

我々は始まっていなかった特権を与えられるとはどういうことかをここに読み取

る94。 

 

シィエスは,他にも人民（peuple）や人頭税（taille）といった単語の使用を批判した。

フランス革命期の人々の下では,封建制あるいはそこから生み出された偏見による影響

 
92 U. Ricken, “Réflexions du XVIIIe siècle sur «l’abus des mots»”, dans Mots, Les langages du 
politique, ENS, Lyon, 1982, vol.4, p.29-44., L. Hunt, Politics, culture, and class in the French 

revolution: 20th anniversary edition, With a new preface by Lynn Hunt, University of California 

Press, 2004（L.ハント『フランス革命の政治文化』松浦義弘訳, 筑摩書房, 2020 年）. 

93 Traité élémentaire de chimie. par M. Lavoisier et al. 2 éd., t. 1, p. viij（『ラヴワジエ：化学原論』

坂本賢三編, 柴田和子訳, 朝日出版社, 1988 年, 4 頁）. 

94 OS, vol. 1, 1, p. 21. 
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の残存を前提として,理性をいかに抽出するかが問題であった95。またシィエスはこうし

た問題を言語や教育などと共に考えていた。言語に関する考察はシィエスの議論の特徴

として注目すべきであり,特権批判にとどまらず第 1 節で検討した,フィジオクラートの

政治経済学への批判もそれに基づいていた。「純利益はセクトのスローガンとなった」

96するシィエスは,曖昧な言葉や幻想的な言葉を排して,厳密な言語により科学を整備す

るというコンディヤックから引き継いだ問題関心を政治経済学に適用しようとしてい

たのである。 

本章では,シィエスが厳密な言語による科学整備という関心に基づき,フィジオクラー

トや A.スミスの政治経済学の批判的検討を通して,分業による社会的結合を認識してい

たこと,そして多くのフランス革命指導者に共有された政治的個人主義と,民衆の理性へ

の不信感が,シィエスのテクストの内にも現れていたことを確認した。第 1 項で確認し

たように,シィエスは労働する国民を社会・政治の主体とする。ここから彼は国民を構成

する諸個人による自由な結社としての国家を構想した。しかしそれと同時に,フランス

における政治的市民の未成熟という現実を前にしたシィエスやその同時代人たちは,民

衆やそこから生成される世論への不信感などを表明していた。このように政治的個人主

義の理想に反して,現実の社会的状況においては,国家を構成する主体であるはずの国民

全員が十分な理性を持っている訳ではないと考えていたのである。そしてシィエスのこ

うした認識は,人々の用いる言語に注目することで表明されていた。 

  

 

95 田村理『投票方法と個人主義—フランス革命にみる「投票の秘密」の本質』創文社, 

2006年。田村は個人の成熟が十分でなかったフランス革命期の投票方法における葛藤を通

して,個人の自立の問題を論じている。 
96 EP, p. 56. 
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第 2 章 憲法制定権力 

 本章ではシィエスによって提唱されたフランス革命期政治思想の重要概念である憲

法制定権力と憲法を検討する。国家の基礎としての国制（la constitution）に関する問題

は,フランス革命前夜の最も重要な議論の一つであった。高等法院の貴族らを中心に唱

えられた,フランス古来の国制に基づく王権の抑制と特権の維持という主張に対して,シ

ィエスは憲法制定権力の理論を説いた。第 1 章で確認したような労働と商業社会の認識

から,彼は国家を自由な人間の契約による人為的構成物とみなし,憲法を憲法制定権力に

より制定された権力の構成を示すものとした。人間の秩序形成能力を前提とした憲法は,

権力の侵害から国家共同体の目的である個人の自由を守るものであり,憲法を保障・改

善するための制度もシィエスにより構想された。それはエリートを中心として,人間の

理性の進歩とともに安定的に憲法を改善するための穏健な方策であった。 

 

第 1 節 国制から憲法へ 

シィエスは,社会的分業を文明社会の基礎と認識していた。「一国の民が存続し繁栄す

るためには何が必要とされるのだろうか。それは私的な労働と公共の職務である」97と

『第三身分とは何か』でも述べられている。彼は個人の労働を国民の共通の利益の基礎

としており,社会は相互に依存し合う存在としての労働する個人により構成されている

と考えた。シィエスにおいては労働こそが人間が政治社会に参加するための条件であり,

自ら労働を行うことも交換もなしに,他人の労働の恩恵にあずかろうとすることは許さ

れなかった98。 

 

全市民の労働の総計が活発な力を形成する。もしある市民がその活動の割り当て分

を放棄するなら,彼は自分の手段を捨てたのである。誰も交換なしに他人の労働を

享受するべきではない99。 

 

またシィエスの国民の定義は,労働することで社会的分業に参加しない特権階級を排

 

97 QLT, p. 121（邦訳 11 頁）.  

98 シィエスは,傷病者や働けなくなった労働者に対する保護の必要を主張していた。また教

師なども生産に間接的に関わる重要な労働であると考えられていた。 
99 EP, p. 32.  
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除しようとするものでもあった。革命前夜に出版されたパンフレットである『特権論』

と『第三身分とは何か』では,特権階級への激しい批判が行われる。そこでは特権階級が,

第一に特権階級が政治的には平等に反するという理由で,第二に社会的には有用な労働

に参加していないという理由で,国民から二重に排除された100。シィエスは国民ではな

いにも拘らず国民に寄生し国民を抑圧するものと特権階級を捉え,彼らを国民とは関係

のない「国家の中の異邦人」であるとして,第三身分に対するその政治的・社会的な権力

の不当性を訴えたのである101。 

旧体制下の特権を支え,その正当性を偽装してきたのは,言語の乱用であるとシィエス

は考えていた。第 1 章でも触れたように,言語の乱用の批判はパンフレットにもみられ

る。『特権論』では貴族階級の使用する言葉が批判された102。また『第三身分とは何か』

は,特権階級の用いる言語の助けによって維持されてきた封建的体制の正当性を,シィエ

スが革命以前より温めてきた政治経済学の考察を通して切り崩そうとするものであっ

た。 

彼のパンフレットでは社会的分業の理論を通して第三身分と国民が同一視されると

ともに,そこから特権階級が排除されることで,第三身分のみが自らの生み出した共同体

の運命を決定することができると主張された。シィエスは,市民の共同体である政治社

会（société politique）においては,各人が享楽という目的を達成するために有効な公的権

力形成が行われ,その権力が代表者に委任されることになるとする。前述したように,彼

は政治社会の形成を三期に分けて論じていた。まず社会が形成される以前,人々がバラ

バラに存在する第一の段階では,個人が直接自分の権利を行使することが問題となる。

第二の段階では,こうした人々が自分達の結合を強化しようと望み,目的を果たしたいと

望むようになり,公的権力の形成が問題となる。そして第三の段階では国家の範囲が拡

大し,国民が多数になることで,委任による統治が必要とされるようになるとされる。こ

 
100 K.M. Baker, Inventing the French Revolution, op. cit., chapter 10, 5. 

101 ここで排除の論理として使用された「国民」の定義の問題は,同時代の他の場所でも新し

い形で表れてくることになる。例えば ,P. Nora, “Nation”, dans Dictionnaire critique de la 

Révolution française, op. cit., pp.801-810（西川長夫訳「国民」『フランス革命辞典 5』186-205

頁）がこの点について扱っている。 

102 OS, vol. 1, p. 18, p. 81. 
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うして国民共通の目的によって生まれた公権力に対しては,それにふさわしい役割や規

則を与えねばならない。そして公権力の委任によって生まれるかもしれない,権力によ

る国民への侵害を防がねばならない。これらの問題に対応するのが憲法である。憲法は

公権力がつくられた目的を果たすための公権力の組織・規則であるとされた。「われわ

れに憲法が欠けているとすればそれを作らなければならないが,その権利を有するのは

国民のみである」103と述べる彼にとって,憲法の問題は革命前夜からフランスが抱える

喫緊の問題の一つであった104。 

憲法は存在するのか105,しないならば誰がそれを作るのかという問題は,シィエスのみ

ならず当時の最大の問題であった。この議論は七年戦争を始めとする争いなどによる国

庫圧迫を背景とした王権の租税改革推進と,法の登録権を根拠にこれと対立するパリ高

等法院との争いを発端とするものであった。対立の深まりと共に全国三部会の招集が約

束されると,ルイ 13 世の時代であった 1604 年以降長らく招集されることのなかった三

部会の構成が問題となった。 

三部会開催への要求は高等法院側の論者であるル・ページュらを中心に展開されるよ

うになったが,これは伝統的に存在すると考えられた王国の基本法（loi fondamentale）の

再確認として主張されたものであった。高等法院を中心とする封建勢力は,フランスに

は基本法に基づく国制（la constitution）が存在すると主張した106。彼らが依拠する基本

法は旧体制下において確立していた考えであり,国王を監視し抵抗できるのは人民の代

表としての高等法院であるとする立場の基礎であった107。このように彼らの目的は伝統

 

103 QTE, p. 177（邦訳 99 頁）. 

104 高等法院による王権への対抗や穀物論争などを通して憲政が問題となるようになる当

時の思想的状況に関しては,以下を参照。安藤, 前掲『フランス自由主義の成立』。 

105 La constitution について,シィエスらによる用法を想定するものを「憲法」,高等法院など

による用法を「国制」,両者にまたがる内容を示す場合にはコンスティテューションと訳し

た。 

106 高野敏樹「革命期シェイエスにおける憲法制定権力論（1）」『調布学園短期大学紀要』

第 31巻, 1-22 頁, 1999 年, 17 頁。当時基本法と憲法の語の用法及び意味は錯綜した状態に

あったとされる。 

107 杉原泰雄『国民主権の研究―フランス革命における国民主権の成立と構造―』岩波書

店, 1971 年, 第 2 編, 第 2章。主権は例えば絶対王政の理論を説いた J.ボダンの下でも,主権

は人定法より優位にあるが,自己の解釈に基づき神法と自然法に拘束されるとされていた。
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的な秩序の復興によって君主の専制に対抗することであり,古い身分制秩序については

固くこれを維持しようとしていた108。高等法院の提案は,フランスの伝統的国制を根拠

として,聖職者・貴族・平民という 3 つの身分の区別,三部会での身分別投票の維持など

を要求していた。 

これら封建勢力による伝統的国制の理論による国制再興の主張に対して,フランスに

コンスティテューションは存在しておらず,そのため新たに憲法（la constitution）を創設

せねばならないと主張したのがシィエスの『第三身分とは何か』である。シィエスにと

ってコンスティテューション（la constitution）は,直接国民に関わるものである。そのた

め,国民の寄生者に過ぎない存在である特権階級がそれを支配しようとしているという

点で,三部会は国民にとって正当な議会ではない。そして特権階級が王国の基本法ある

いは国制と呼ぶものは,歴史的に形成され修正されないままになっている誤りの集合で

あり,正当なものとはいえない。シィエスは貴族が歴史に依拠して,国民にとって不正な

議会の招集を主張することを批判した。 

 

一度決めれば,知ってのとおり,あとは何とでもなるのだ。彼ら（貴族）は古来の習

わしは守らなければならない,と主張した。〔……〕聖職者と貴族に第三身分部会を

乗っ取らせるような習わしを守れとは109 。 

 

フランスの伝統的国制を復興するという試みに対して,シィエスは批判的な態度をと

った。特権階級が主張する伝統的国制は,シィエスにとって特権階級が第三身分を抑圧

するための口実に過ぎなかった。 

また彼は名門貴族らによって妥協的に提案されたような,イギリスの体制を模倣しよ

うとする傾向を批判する。確かに彼は歴史的に偶然形成されてきた産物としてイギリス

国制それ自体を類いまれなものとして称賛するが,それはフランスがイギリスと同じ制

度を導入するべきことの根拠にはならない。イギリスで奇跡的に生まれた特殊な諸条件

の一致と,フランスの条件とは大きく異なるのである。こうしてフランス革命の反対者

 

杉原は,主権の深源が人民であるとの示唆さえしている。この点については同書 108 頁。 

108 この点については以下も参照。K.M. Baker, Inventing the French Revolution, op. cit. 

109 QTE, p. 138（邦訳 39 頁）. 
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として,イギリスの国制を歴史に基礎を持つ複雑な作品であり,複雑であることにこそ利

点を見出したバークや,フランスにおけるアングロマニーの論者とは反対に,シィエスは

自然な手段によって初めからやり直す必要性を説いた。 

 

モラルに関しては,簡素で自然な手段に代わりうるものはない。しかし,人は無益な

試みに時間を費やせば費やすほど,やり直すという考えを恐れるようになる。もう

一度初めからやり直しやりとげるよりも,時にはことのなりゆきに任せ残薄な策を

弄する方が良いとでも言うように。このやり方をいくら繰り返しても,一向に進歩

はない110。 

 

『第三身分とは何か』の「何をなすべきであったか,この点についての諸原理」と題さ

れた章の冒頭で,初めからやり直せと説くシィエスは,コンスティテューションの問題を

語るにあたって「憲法制定権力（pouvoir consttituant）」と「構成された権力（pouvoir 

constitué）」の対照を用いて自身の主張を行った。彼は国家の基礎的な構成を決定する憲

法は,国家の構成員全体である国民の憲法制定権力による作品であると説き,憲法によっ

て構成された諸権力は全て憲法の示す条件を超えることも変更することもできないと

考えていた。そして彼は,その意味でこそ憲法が基本法であると述べた。 

 

これらの法律（憲法）は基本法と呼ばれるが,それは国民の意思から独立して存在し

うるという意味ではなく,このために存在する諸団体はそれに手を出すことができ

ないという意味においてである。憲法のいずれの部分も憲法により設けられた権力

の作ったものではなく,憲法制定権力が作ったものなのである。委任を受けたいか

なる種類の権力も,その委任の条件を変更することはできない。それゆえにこそ,憲

法的法律は基本法なのである111。 

 

こうしてコンスティテューションは歴史的な構築物である国制から,憲法という人為

的なものと読み替えられた。そしてその憲法を作る力は憲法制定権力と呼ばれ,政治社

 

110 Ibid., p. 177（邦訳 99頁）. 

111 QTE, pp. 180-181（邦訳 105-106頁）. 
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会の主体である国民に属するものとされた。「国民は,いかなる形式からも独立している。

そしていかなるやり方で望もうが,国民の意思が表明されれば十分であり,国民はすべて

の実定法の源泉であり最高の主人なので,すべての実定法はその意思の前では停止する」

112と述べるシィエスは,コンスティテューションの根拠を神に由来する権利や王国の伝

統などの神学的,自然的あるいは歴史的なものでなく,政治的主体と考えられた現在の国

民の意思に求めたのである113。そして国民によって構成された権力が憲法の規則に従う

ものであるのとは対照的に,定義上,憲法制定権力は全ての形式の外にあり,国民以前に

唯一存在するものとされる自然法を除いて,いかなる制限や法的手続きの外側にあるも

のである。こうした国民に由来する人工物としての国家という考えは,既にホッブズや

ルソーを始めとする思想家たちに語られた契約論の影響のもとで構想されたものであ

る114。シィエスは,ルソーやホッブズと同じく,分解と再構成という方法による国家の再

建設を考えていた。そして意思や技術という先行者たちが用いた言葉を使用しながら,

国家の土台である個人と国民の意思による秩序の構想力を想定して,自身の議論を展開

していた。 

 

第 2 節 憲法の役割 

人工物としての国家という観点を引き継ぎつつ,一般意思などの語も使用するシィエ

スは,ルソーとも異なる議論を展開している115。 現代にもつながる功績として知られて

 

112 Ibid., p.183（邦訳 110 頁）. 

113 こうした移行の例として K.M. Baker, Inventing the French Revolution, op. cit., chapter 5, 

chapter 6. ベイカーはルソーの影響を受けた共和主義者としてセージュ（Guillaume Joseph 

Saige）がシィエス『第三身分とは何か』の先取りと評価するが,直接的な関係は明らかにさ

れていない。またシュミット, 前掲『憲法論』,102 頁。シュミットはこの点を強調してシ

ィエスを評価する。杉原は自然法思想の伝統と共に,ルソーとシィエスを中心的人物として

取り上げた（杉原, 前掲『国民主権の研究』,126 頁）。 

114 蔵書やノートにもホッブズやルソーを研究した痕跡がみられる。例えば以下を参照。

Des manuscrits de Sieyès, op. cit. P. Pasquino, Sieyès et l'invention de la constitution en France, op. 

cit. 
115 R. Bach, Rousseau et le discours de la Rèvolution Au piège des mots ― Les physiocrates, Sieyès, 

les Idèologues. Inclinaison, 2011, pp.99-150. Baczko, B., “Le contrat social des français : Sieyès et 

Rousseau“, in The French Revolution and the creation of modern political culture, [vol.1], Ed. K.M. 

Baker, Pregamon Press, Oxford, 1987.また近年の研究は以下を参照。R.Tuck, The Sleeping 

sovereign: the invention of modern democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.日本
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いるように,シィエスは憲法と一般法を区別した116。 

第 1 章で確認したように,シィエスはロックと同様に所有を個人の労働に由来する自

然的な権利であると考えており,政治社会における法は所有権を含む自然権を実際に守

るためのものと考えられた。ロックやフィジオクラートからの思想的影響もあり,自然

な権利としての所有を重視していたシィエスは,自然的権利・市民的権利の保障,とりわ

け所有・自由・安全を主張した117。こうした権利の保障に関して,ロックはプロパティの

概念を重視し,その保全を目的として政治的共同体に入ることで,人民は権力を持った

「公平な裁判官」たる為政者の下に自らを置くと述べた。ケネーらフィジオクラートは

絶対的権力を持った開明的君主を個人の権利保護に対する保障と考えた。例えばケネー

は,『中国の専制』で自然法を認識し,それを徹底するための絶対的権力を持つ君主を説

いた。これに対してシィエスは政府つまり構成された権力による国民に対する権利侵害

の危険性に注目することで,権利の保障を憲法に求めようとした。 

シィエスは,「憲法としての法律」と「狭義の法律」と呼ばれる一般法律を区別して,

こうした基本的権利を保障するための装置としての憲法の存在を強調した。彼によれば

憲法は,広い国土と数多くの国民により,政府活動が少数の人々に任されなければならな

くなるという,フランスを始めとする文明社会の条件の下で,少数者による国民の権利侵

害を防ぐものである。憲法を形成するための憲法制定権力はそれ自体が無制限な力であ

るとともに,国制論者が伝統的国制に訴えることで君主に対抗としたのと同様に,政府か

らの侵害を防ぐ役割を持つものでもあった118。 

 

の研究でも,例えば春山習はシィエスの特徴として①主権の語を避けようとする傾向,②国

民概念の具体性,③分業論から導かれ国民主権論などを指摘しており,憲法制定権力は主権

論の枠組みだけでは上手く評価できないと述べている。春山習「シィエスの憲法思想の再

検討」『早稲田法学』第 94 巻, 第 4号, 469-509頁, 28 頁。 

116 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit. パスキノは国民主

権の実質化として憲法制定権力を考えるとともに,憲法制定権力と制定された権力の分離を,

権力の一元化を防ぐものとして評価し,憲法制定権力の権力制限的側面を強調した。以下も

参照。高野, 前掲「革命期シェイエスにおける憲法制定権力」24頁。またバスティドはこれ

をモンテスキューからの影響とする。P. Bastid, Sieyès et sa pensèe, op. cit.  

117 フィジオクラートからの継承については以下も参照。R. Bach, Rousseau et le discours de 

la Rèvolution Au piège des mots, op. cit. 
118 P. Bastid, Sieyès et sa pensèe, op. cit., p.391. 
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国民は個々人の集合なのだから国民の意思は,個々人の意思の結果である。しかる

べき社会なら,国民全員の安全・自由,そして公のものごとを目的としないという

ことは考えられない119。 

 

 政治社会においては,国民の安全と自由が常に守られている必要がある。恐怖政治後

に書かれた「主権の限界」と題されたノートでも,この点が改めて強調された。シィエス

は,以前から権力分立への関心を通して,政治社会における権力の集中を危険視していた。

彼は国民の代表者が至高の権力をもつという考えは誤解であるとして,絶対的な権力と

政治的権力を区別して,両者を混同する傾向を非難した。 

 

絶対的,全体的あるいは完全な権力と政治的権力の間には非常に大きな差異がある。

その統一性において捉えられた政治的権力は,既に社会の政治的≪目的（l’objet）≫

により限界づけられている120。 

 

彼がここで再度確認したのは,政治的共同体の権力が無制限なものでも,それ自体で独

立したものでもなく,共同体の目的を果たすために存在していることである。そしてそ

れは既に彼が「人間は,社会に入るとき,その自由の一部分を犠牲にするのではない」121

と述べていたように,人間は社会においてもその自由あるいは自然権を保持した社会状

態以前と同様のあり方で理解されねばならないと考えたからである。政治社会成立以前

に孤立していた人間が結合するのは,自由や権利を捨て去るためでもそれを新たに受け

取るためでもなく,新たに構成される政治的共同体の権力によって,その行使を確実なも

のとするためであった。 

 

人は自らの自由/自然権を辞退するために結合する（s’associe）のではないし,主権の

施し（libéralité）の結果としてそれらを受け取るのでもない。人が結合するのは全

アソシアシオンの権力（puissance）によって自由/権利の行使が保護され補助される

 

119 QTE, pp. 204-205（邦訳 142-143頁）. 
120 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p. 147. 
121 EP, p. 195. 
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ためなのである122。 

 

人間は自然状態の下でも自由・自然権を持っており,政治社会における人間も自然状

態における人間と変わりないという主張は,以前から繰り返されてきた論点である。シ

ィエスは恐怖政治の経験を通して,政治社会において合法的にも見える形で人間の権利

が脅かされる可能性を,差し迫った問題として改めて取り上げたのである。この手稿の

中で彼は,国民の多数派による決定が少数派を抑圧する可能性を強調しようとした。 

彼は最初の社会的結合以外には,人民による全員一致の決定を想定しなかった123。そ

して政治社会での共同の決定においては,各々が自分の個人的な願いとは異なったとし

ても,多数派の決定を受け入れなければならないと考えた。とはいえシィエスはこれで

満足するわけではない。シィエスは多数派による少数者の抑圧をフィジオクラートとは

別の意味で合法的専制と呼び,「多数決で法を作ることが認められる前に専制は不可能

にされるべきである」124と述べた。シィエスは現実としての多数決の必要性を認めた上

で,そこで起こりえる少数者の抑圧を防ぐために,政治的権力の限界を確認しようとして

いた。 

彼にとって政治権力の限界を確定し,国民の権利を保障するものは憲法である。国民

の権利を保障し,政治体制の腐敗を防ぐのは,ルソーらが監察官といった職務とともに強

調したような純化された習俗などではない。情念や経済的繁栄に簡単に影響される脆弱

な保障では十分ではないのである。 

 

結社行為と少数派の保障はその憲法のうちにある。哲学者,特に古代の哲学者たち

はこの保障が習俗や人民の善き意思の内にあると述べた。しかし善き意思は不動の

ものでなく,全くもって情念の秩序にあるのだし,習俗はまさに技芸の進歩と富の進

展によってこそ堕落し変化するのだから,我々の自由を保証するのは憲法である125。 

 

政治的権力は憲法によって構成された権力であり,それは憲法のもとで分割され,組み

 
122 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p. 177.  
123 この点は『投票方法に関する意見』でも示されていた。OS, vol. 1, 2. 
124 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p. 179.  
125 Ibid., p. 179. 
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合わされ,限界づけられているのである。自然状態から変化せず,自ら労働し享受すると

いう共通の特性を持った国民のもとでの共通の利益である自由を権力が侵害しようと

するのなら,権力はそれが作られた目的に反している。制定された権力は恣意的で制限

のない全権（toute-puissance）は決して持たず,それが形成される時点で目的づけられて,

限界を確定されている。そしてそれを変更できるのは制定された権力ではなく,制度の

外で国民がもつ憲法制定権力のみであった。 

 

第 3 節 憲法制定権力と憲法陪審 

 シィエスはコンスティテューションを,国民による人為的な政治制度の設計図である

憲法として示し,さらにそれが少数者を侵害し得る政治権力の限界を確定することで,人

間の権利を保障するものと考えた。そしてそのため,憲法を制定する力である憲法制定

権力自体が,制定された権力により用いられることはない。シィエスはそれを革命以前

に出版された『第三身分とは何か』ではっきりと述べていた。 

 

憲法のどの部分も憲法により構成された権力の作品ではなく,憲法制定権力に由来

するのである。委任を受けた,どんな種類の代理権力もその委任の条件を変更する

ことはできない126。 

 

シィエスの説いた憲法制定権力は国民に由来するものであり,制定された代理権力は

自らに課された委任の条件を勝手に変更することはできない。政治制度のあり方を決定

するのは,制度的拘束を持たない自由な国民だけであった。 

しかしシィエスは,現在の現状で全ての国民が理性的な判断を下せるとは考えていな

かった。革命の進展に伴い,当時の体制側の人々には民衆の直接行動など,憲法制定権力

の名の下に行われ得る民衆の非理性的な要求,政府に対する反乱といった無秩序状態の

発生が危険として意識された。シィエスは,国民に由来する憲法制定権力を行使する回

路を制度内に組み込むことで,こうした危険を避けようとした。例えば拒否権に関する

主張を行った 1791年の演説では,シィエスは憲法制定権力の委任を受ける特別議会の招

集決定を構成された権力によるものとし,公権力を形成する各機関に特別議会招集の権

 

126 QTE, pp. 180-181（邦訳 106 頁）. 
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利を付与することが必要と考えていた。 

 

間違いなく少なくともこの種の拒否権は公正であると指摘できる。私はこれを大臣

の排他的特権とはしない。これは公的権力のすべての部分に開かれているし,開か

れていなければならない127。 

 

シィエスにとって重要なのは,権力が理性的に使用されることだった。王党派の動向

に注視しつつ,度重なる民衆暴動にも対応せねばならないという状況もあり,革命の成果

を安定させる必要性がより重要であったため,まだ無知な民衆が憲法制定権力の名にお

いて直接行動をとることは避けられねばならなかったのである。このようにシィエスは,

人民から憲法制定権力を引き離す形で議論を展開しようとした。例えば彼は「特別代表

のみが,憲法を改廃し,あるいは新たな憲法を我々に与えることができる」128と述べる。

ここで彼は憲法の制定権と改正権を同一視するような議論を展開する。これは将来の革

命を回避しようとするものであり,19 世紀の市民的・自由主義的な革命によらない制憲

思想の先駆をなすものであると評価されている129。 

 憲法制定権力をいかに体制のうちに組み込むかは,革命の進展に伴ってより重要な問

題として捉えられるようになり,シィエスもそれを新たな政治的機関の構想とともに示

した。恐怖政治を経た 1795 年のテルミドール２日と 18 日に,公の場でそれまで沈黙し

ていたシィエスは,新たな憲法制定つまり政治制度構想の議論の中で自身の考えを明ら

かにした。政治的権力による侵害の可能性を防ぐためには,権力分割,それも英国国制で

みられるような勢力の均衡ではなく,各部分が調和した統一ある協働のもとで権力の分

割が慎重に行われなければならず,さらに政治権力を見張り,憲法にもとづく正常な権力

運営を維持するための機関が必要であるというのが彼の主張であった。結局,彼の案は

否決されることになったが,ここでは法制審議会（tribunat）などと共に憲法陪審（jury 

constitutionnel）の設置が主張され,確立された体制の中で憲法制定権力行使のための回

路を作る試みがなされた130。シィエスが構想した憲法陪審は,法制審議員と立法院から

 
127 EP, p. 240. 
128 QTE, p. 190（邦訳 120頁）. 

129 芦部信喜『憲法制定権力』東京大学出版会, 1983 年, 21頁。 

130 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』232頁。 
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選出された憲法侵害の訴えについての判断を行う,特別任務を持ったメンバーによって

構成される代表機関である。シィエスは,長らく彼が行動を共にしたコンドルセが 1793

年憲法草案などで示したような,第一次集会に重点を置いた人民による下からの憲法改

正の回路を示すよりも131 ,専門家集団である憲法陪審による監視システムを重視してい

た。 

テルミドール２日に続く同月 18日の演説では,すでに提案されていた憲法陪審の詳細

が報告された。ここでまず彼の念頭に置かれていたのは,憲法によって限界づけられて

いるはずの政治権力が憲法に違反する危険性であった。 

 

法はそれがどんなものであっても,それらを監視させることの現実的必要性を伴う

ような侵害の可能性が想定される132。 

 

 当時シィエスらは恐怖政治という政治的権力による侵害の経験ともに,王党派による

白色テロや民衆暴動の頻発という状況を前にして,憲法による権利保障の必要とともに,

憲法制定権力の発動をいかに妥当な形で体制の内に組み込むかという問題を抱えてい

た。憲法が実際に侵害される危険性があるのだとすれば,侵害を前にして暴動などの直

接的な行動に訴えること以上に,侵害に対抗して憲法秩序を維持する内的な調整装置が

必要である。この必要を満たすために,シィエスは改めて主張された憲法陪審の役割と

して,憲法秩序の監視,憲法改善への努力,危機的状況において実定法の空白部分を自然

法で補うことの３つの任務を示した133。最初の２つの役割は憲法に,最後の役割は人権

のために役立つものとして構想されたものであった。 

これらはすべて憲法制定権力にかかわるものであると考えられる134。とはいえ,もち

ろんこの機関自体が憲法制定権力を持つのではない。例えば憲法陪審の活動には,自発

的活動の禁止などの条件が付けられていた。また憲法陪審の権限にかかわるのは,一般

法で裁かれるべき市民個人による違反に関するものではなく,公職における越権行為や

 

131 辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』日本評論社, 1989 年。 
132 OS, vol. 3, 41, p. 3. 
133 浦田はこれを違憲審査権,憲法改正権,自然法による裁判権と言いかえている。浦田, 前

掲『シエースの憲法思想』232頁。 

134 同書 233頁。 
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規定違反など制定された権力にかかわるものである。このように,それは憲法制定権力

にかかわるとはいえ,限られた権限のうちでのみ機能する,分立された権力の 1 つとして

位置付けられた。例えば憲法秩序の監視や自然法に基づく実定法の補足という任務にお

いては,憲法陪審の発議による活動は認められておらず,必ず外部からの要請により活動

が行われねばならないとされている。 

 さらにシィエス案では,憲法陪審が憲法の知識ともに,唯一その上位にある自然法の認

識に基づいて国民の自由に直接かかわる重要な審議を行わなければならないとされ,憲

法陪審は専門家集団によって担われるべきであるとの意図が読み取れる。例えばテルミ

ドール 18日案の第３条でも,憲法陪審の構成員は五百人会と元老院の議員から憲法陪審

によって選出されること,また第５条では憲法陪審の審議を非公開とすることが示され

ているなど,ここからも民衆から分離された専門家集団による,理性的かつ高度な議論に

よる審議の必要が想定されている。さらに憲法の改善に関する役割について,第 11 条,第

12 条では 1800年から 10 年ごとに憲法陪審が憲法に関する行為（acte constitutionnel）の

改善計画を発行し,これが五百人会と元老院に示されるとともに,第一次集会で賛成・反

対での投票が行われるべきとされた。さらに第一次集会で提案が可決された場合には,

憲法制定権力の代表団となる元老院がそれに関する規定を行うか,理由を示したうえで

拒否することができるとされている。このように第一次集会による投票を決定における

重要事項の一つとしているものの,基本的に憲法改善にかかわる提案の主導権は,人民よ

りも憲法陪審の側にある。ここでも民衆自身ではなく,その代表である専門家による権

力の行使が望ましいものとして意識されているといえよう。 

このように高度な判断が求められる憲法陪審が構想されたのは,憲法で規定された権

限を越えて権力がその力を行使する危険性が現実にあるという認識と,実定的な憲法の

不完全性が,シィエスによって想定されていたからであった。社会状態にいる人間が自

由であるためには,自由が傷つけられた時に,司法に助けを求めるための手段をもってい

なければならないとシィエスは考えた。それはいかなる人間であろうとも,起こりえる

侵害や不都合をすべて想定して一度に法を作り上げることは不可能であるからだ。彼は

立法者がすべての可能性を見通すことは不可能であると述べた。 

 

なんという想定だろうかとは思うが,あなた方の立法者を完璧なものであるとみな

そうとする時であっても,あなた方は彼が全てのケースを,つまり法が治療薬を対置
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すべき悪のすべてを見通した,あるいは見通せると主張するのか135。 

 

 シィエスは,憲法も含めて人為的な法は,既にそれ以上ないほど完璧なものではありえ

ず,改善し得るものであると主張した。そして憲法の改善は,時代の進展とともに人間の

改善と歩調を合わせて進むものであると考えられたのである136。シィエスは革命以前の

時点で人間の生産力の進歩とモラルの進歩の進行のずれを指摘していたが,彼の指摘は

それだけではなかった。技術的進歩に遅れているモラルの進歩の表現の一つでもある憲

法の改善は,専門家たちに主導される憲法陪審を中心とする制度に期待されていた。シ

ィエスは国家のあり方に直接かかわる憲法の改善というモラルの進歩を,法の安定性を

保障しつつ進めようとしていた。 

本章では,シィエスが提唱した憲法制定権力と憲法の役割について論じた。シィエス

は特権階級の説く,フランスの伝統的国制を根拠とする旧体制維持の主張に対抗して,国

民の憲法制定権力による国家の構成を説いていた。国民の権力に基礎を持つ憲法は国家

の構成を決定するものであり,制定された権力による国民の侵害を防ぐためのものでも

あった。また憲法と同時に,それを保障・改善するための制度をシィエスは考案していた

が,それは人間の知的進歩に従い,安定的に憲法の改善を進めようとする意図を持ったも

のであった。 

  

 
135 OS, vol. 3, 41, pp. 15-16. 
136 Ibid., p. 11. 
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第 3 章 制定された権力と理性 

シィエスは憲法を 2 つの部分から成るもの,つまり立法組織と執行組織のあり方を規

定するものと考えていた。本節ではこれら構成された権力について,執行権力と立法権

力に分けてそれぞれ分析する。シィエスは政治的な権力を扱う際も,近代社会の前提で

ある分業に由来する代表制を前提として自身の制度を構想した。第 1 節では執行権力に

関して,シィエスと T.ペインの君主制に関する論争を取り上げ,シィエスが行政の長とし

て君主を位置づけ,理論の上で君主制を擁護したことを明らかにする。代表制度と共和

制を同一視するペインに対して,シィエスは代表制度を近代の必然的前提とみなし,そこ

での効率的な制度として君主制を擁護した。第 2 節では立法権力に関して,代表制議会

の構想について検討する。シィエスは市民を能動市民と受動市民に区別して,政治的権

利を制限した。これは市民の教養の差異を前提として,能動市民に期待された理性を議

会に結集しようとするものであった。第 3 節ではシィエスの公教育論について検討す

る。彼は学校教育を,全員が受けるべき初等教育と,一部の市民にのみ期待される社会進

歩を導く知識を得るための高等教育をはっきりと区別して,後者の多くを私的教育に任

せた。彼は現状における財産の不平等を前提しつつ,高い教育をもつエリートにより主

導される国家運営を想定していた。 

 

第 1 節 シィエスにおける君主制の意味—ペインとの論争から 

フランス革命は,旧体制を一掃して新たな体制を確立しようとするものであった。革

命期には人権宣言及び憲法の作成や,1789 年 8 月の封建制廃止,同年 11 月の教会財産国

有化令など,旧体制の秩序を形成した様々な理念や制度が大きく変更されたが,それにと

どまらず 1793 年 1 月 21 日には,国王ルイ 16 世が「フランス人民の敵」,「主権の簒奪

者」などと位置づけられ,処刑されるに至った。とはいえヴァレンヌ逃亡事件によってル

イ 16世への不信感が大きく高まる以前は,基本的に立憲君主制が革命の基本路線であっ

た。1791 年憲法第 3 篇第 4 条は「政府は君主制である」と述べ,「法律によって統治す

る」フランス人の国王を示している。諸特権に対して国民に共通の法を主張したシィエ

スの主著である『第三身分とは何か』においても,彼が激しく攻撃する特権階級と君主は

区別されていた。彼はフランスの歴史を通してほとんどの時期を通して,君主ではなく

宮廷貴族が支配を行ってきたと述べている。 
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われわれフランス人の年代記から,純然たる専制にほかならぬルイ 11 世,リシュリ

ューの何年かと,ルイ 14 世のいくらかの時期を除けば,宮廷貴族政の歴史を読む思

いがするであろう。統治してきたのは宮廷であって,君主ではない。作ったり壊した

り,大臣を任命したり罷免したり,地位を創設しては配分したりなどするのは宮廷な

のである137。 

 

宮廷貴族たちによる権力の簒奪を批判する一方,実際には権力の核心に居なかったも

のとして,ある程度君主を擁護しようとするシィエスは,当時の多くの人々と同様に革命

の初期においては基本的に立憲君主政を念頭に置いていた。そしてそれは彼が,自身の

考える政治理論上で,君主制に利点を見出していたからであった。ヴァレンヌ逃亡事件

の直後におけるシィエスの記事から始まった君主制に関する T.ペインとの論争では,シ

ィエスの考える君主制の利点が公に示された。1791 年 7 月 6 日付のモニトゥール紙上

の記事でシィエスは,市民の自由のためには共和制よりも君主制の方がふさわしいと述

べた。 

 

旧習を心に抱いているからでも,王党派の迷信的な感情からでもなく,私は君主制を

好む。それは共和制よりも君主制の内に,人民にとっての自由がより多くあると,私

は確信しているからである138。 

 

君主制は特定の状況においてというのではなく,常に優先されるべきであると彼は考

えていた139。いまだ政局が安定しておらず,旧特権階級を中心とする王党派や君主を擁

する他国による干渉などが問題となった時期,特にヴァレンヌ逃亡事件の直後に,君主制

を積極的に擁護することは,シィエス自身も懸念しているように,反革命の嫌疑をかけら

れかねないものであった。政治的情勢に逆行するようにも思われるシィエスの主張に対

しては,強い反発が起きた。その中でも重要なのは,アメリカ独立に大きな影響を果たし,

 

137 QTE, p. 132（邦訳 31 頁）. 
138 OS, vol. 2, 29-31, p. 1. 
139「何かしらの状況において君主制がより好ましいのではなく,どんな場合でも,人が君主

制の内にいるときは,共和制の内にいるときよりも自由であると証明しようと思う」。Ibid., 

p. 1. 
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後にフランスの名誉市民ともなった T.ペインのものであろう。フランス語にも翻訳され

ていた『人間の権利』の中でバークを激しく批判し,フランス革命を擁護したペインは,

既にイングランド君主制の起源を掠奪によるものであるとしていた140。彼は共和主義的

体系が君主制に優越しているとして,シィエスの主張に異議を唱えた141。熱烈な共和主

義者として知られる彼は,アメリカ独立宣言とフランス人権宣言の原理の共通性を好ま

しいこととして評価する一方で,立憲君主制を想定するフランスの 1791年憲法がその原

理と矛盾すると批判した。人権宣言の原理に由来する「代表を通じた政府」として共和

政を考える彼の下では,共和制と君主制・貴族政は両立せず,両者は対立するのである。 

 

共和制という言葉によって,私はオランダやいくつかのイタリア都市国家が受け入

れているようなそれを言おうするのではない。私はもっと単純に,代表制による政

府として,それを考えている。『人権宣言』の原理の上に築かれた政府のことだ。フ

ランス憲法は多くの点で,その原理とは一致していない。しかし,フランスとアメリ

カの人権宣言は原理において同一なのだし,その文言もほとんどそうである。これ

こそが,君主制や貴族制と呼ばれるものに対して,私が擁護しようとしている共和制

である142。 

 

ペインは,自身が非難するのは個人としての君主ではなく制度であると断ったうえで,

「全き地獄」と述べられた君主制とそれを擁護するかに見えるシィエスを非難した。7

月 16 日のモニトゥール紙には,シィエスの再反論が掲載されたが,彼はペインと自身の

議論のずれを指摘し143,共和制,君主制,代表制という 3つの概念の意味と関係について整

 
140 T. Paine, Right of Man, in Collected writings, ed. E. Foner, Library of America, 1995, pp. 556-

558（T. ペイン『人間の権利』西川正身訳, 岩波書店, 1971年, 第 2部, 第 2 章, 220-223

頁）. 

141 これは 1791年 7月 10日の『ル・リパブリカン』に掲載された。シィエスの応答

は,1791 年 7 月 16 日のモニトゥール紙に掲載された。 

142 OS, vol. 2, 29-30, p. 2. PW, pp. 165-166. ペインとの論争については,英語版の以下の著作

を PWと略記し,OS からの引用とともに頁数を示す。PW：E.J. Sieyès, Political Writings: 

Including the Debate Between Sieyes and Tom Paine in 1791, ed. M. Sonenscher,  

Indianapolis, Hackett Publishing, 2003.  
143 「ペイン氏は君主制の政府に明確に反対している。私が言ったのは,共和制政府は自由

にとっては十分でないようであるということだ」。OS, vol. 2, 29-30, p.3. 
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理を試みることで,自らが構想する君主制支持を固持した。シィエスはまず,ペインの誤

解が代表制と共和制という 2 つの異なる概念を混同していることに由来すると考える。 

 

「共和制という言葉によって,私は代表制による政府のことを理解するに過ぎない」

とペイン氏は述べた。私の応答に少しばかり注意してみてほしい。私には理解しが

たいのだが,代表制システムと共和制という２つの非常に異なった概念を,なぜ混同

しようとするのか144。 

 

シィエスは,ペインが同一の意味を表すものとして扱った代表制と共和主義を区別す

るとともに,代表制はすべての社会体制の原理であると述べた。彼にとっては直接的な

政治的自己統治が適切ではなくなった近代社会において,代表制による政府と対置する

べきものは暴政あるいは専制であった。 

 

政治的代表について,私はペイン氏よりも先に進む。代表制をその本質としない社

会体制（constitution sociale）はすべて誤った体制であるはずだ。君主制か否かにか

かわらず,その構成員が一斉に共通の管理（adaministration）を退かないようなアソ

シアシオンではどこでも,代表か主人か,あるいは専制か正当な政府かを選択せねば

ならない145。 

 

シィエスは正当な代表によらないなら専制による支配しかないと示すことで,ペイン

と同じく代表制による政府を求めている。手稿や,後の 1789年 9月 7 日の拒否権に関す

る議論において,生産力の上昇と労働のあり方の変化を経験した近代社会を代表制の秩

序として構想する彼にとって,代表制度による政府は近代社会の当然の前提であった146。 

しかし彼にとって代表制は,ペインが言う意味での共和制のみを表すのではない。代

表制における政府の構成には様々な形があり得るとシィエスは考えた。そして彼は必ず

 
144 Ibid., p. 4. PW, pp. 167-168. 
145 Ibid., p. 4. PW, pp. 168. 
146「近代ヨーロッパの人民は古代人民とはほとんど似ていない。我々の間で問題となって

いるのは商業,農業,製造業（fabriques）etc.のみである」（EP, p. 236.）。 また以下も参照。

EP, p. 81. 
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しもすべての君主制が専制であるとは限らないと考えた147。ペインが代表制から外れた

ものとして君主制を非難するのに対して,彼にとって問題だったのは,代表制度を前提と

したうえでの一者による支配という意味での君主制をとるのか,多数者による支配をと

るのかという選択である。 

 

これまで述べてきたことから,正確な言葉で語ろうとする人間は,共和主義を君主主

義の反対物だとはみなさないことが分かるであろう。≪一≫の対義語は≪多≫であ

る。我々の敵対者は,多数支配者（Polyarchistes, Polycrates）であり,これが彼らの正

しい名前なのである148。 

 

一と多の対照によってあり得る支配の形式を考えた彼は,多数者支配と混同された意

味での共和政と,一者支配としての君主政という 2 つの体制を,2 つの点によって区別で

きるという。その第一は,執行権の長が 1人か複数か,そして第二は,その責任のあり方が

どのようであるかであった。彼は重大な決定が,大臣を任命するが責任を負わない 1 人

の長たる君主によるのか,法的責任から切り離された多数決によるのかという点に両制

度の違いを見た。シィエスは,君主制と共和政という 2 つの制度を三角形と台形のイメ

ージで示す149。そして 1 つの点をピラミッドの最上部にもつ政治体制である君主制の方

が権力分割のために優れていると,シィエスは論じた。 

 

私は,政治的問題における公論が単純化するにつれて,公的自由の真の堡塁である権

力の分割には,共和制の台形よりも,君主制の三角形の方が適切だということが一般

 

147 彼の用いる共和政という言葉は,純粋に理論的なものとして語られており,ペインがそう

したように,ヨーロッパにおける事実として観察できる専制としての君主政と,それとは異

なるものとして存在する共和政を指すものではない。「そしてこれこそが私が君主制や貴

族制と呼ばれているものから擁護しようとする共和主義なのである。フランスあるいはヨ

ーロッパに住んでいる人なら認めなければならないが,共和制と君主制という言葉をそれら

が世界中で一般的に考えられている通りの意味でのみ理解しなければならないとすれば,

我々がそれについて語る気にはなれないに違いない」（OS, vol. 2, 29-30, p. 8.）。 
148 Ibid., p. 8. PW, p.172. 
149 この幾何学的イメージには複数の研究者が注目している。例えば P. Macherey, Études de 

philosophie «française »― de Sieyès à Barni, Publications de la Sorbonne, Paris, 2013, chapiter I. 
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に理解されると期待している150。 

 

1789 年の人権宣言第 16 条でも,権力分割が正当な政府の原理の一つとして示されて

いるように,権力分割論は当時支持されていたが151,シィエスは権力分割を前提として国

家内部の対立を如何に回避・緩和するかに注目した。彼の構想する権力分割の構想は,一

般意思の分裂不可能性を前提していることもあり,モンテスキューらが評価したような

権力間の均衡論を取らないことにも注目すべきであろう152。彼はペインへの反論のなか

で,執行権力の団体内における諸関係の増大によって,多数者による統一は困難であると

述べる。 

 

私は,活動の統一の必要性を理解していないとして共和制論者を非難しないし,元老

院や執行権の上位顧問会議（conseil supérieur）により,この統一が達成され得ること

も否定しない。だがこのように統一されると,この団体内で多数の様々な関係（une 

multitudes des rapports）が生まれるため,統一がうまく作られなくなる。活動が統一

されるために,そしてその利点を逃さないために,活動の統一と個人による統一が分

離されるべきではない153。 

 

執行権のピラミッドの頂点が複数になると,その内でのおびただしい諸関係のために

統一が難しくなると考えたシィエスは,個人による統一が多数者による統一に優越する

と考えたのである154。 

 
150 OS, vol. 2, 29-30, p.7. PW, p. 171. 
151 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, art.16, dans J. Morange, 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 4 édition, Paris, Presses 

universitaires de France, 2002（前掲『資料フランス革命』107 頁）. 

152 QTE, chapiter 4. また以下にも言及がある。「真の代表を通して自己にかかわる事柄の管

理に取り組むのなら今日いう均衡は必要なくなる」QTE, p. 172（邦訳 95頁）. 
153 OS, vol. 2, 29-30, p. 5. 

154 ペインとの論争は当時ドイツ語にも翻訳されており,君主に「いくらでもまた何事につい

ても意のままに議論せよ,しかし服従せよ」（E.カント, 前掲「啓蒙とは何か、と言う問題に

対する解答」10頁）。と語らせるカントは,シィエスを称賛したとされる。以下も参照。富永, 

前掲『理性の使用』。 
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シィエスによって用いられた「君主制」という語は,多数者に対する一者による統一を

指すものであった。この特殊な使用法は自身も述べているように,日常語のレベルで使

用されている時に,その語が示すような歴史や事実を指すものではない。彼は君主制の

語をより理論上の概念として使用しようとした。このように君主制・共和制という言葉

の用い方に,ペインは十分に自覚的ではないとシィエスは指摘しており,自身の特殊な用

語法を自覚していた。 

 

社会秩序という点では,ペイン氏は,私と同様に歴史が与えてくれる模範に満足でき

ない。我々の間の問題は単に理論上のことなのだ。ペイン氏は自身が理解する限り

で,共和制を擁護し,私もそのように君主制を擁護するのである155。 

 

既存の言葉で新たに言語を整備することの困難さへの言及や,新語の積極的な使用は,

彼の構想を「形而上学的なもの」であるという否定的な反応も引き起こした。しかし人

民を啓蒙し,真理を広める「愛国的作家」の役割を自らに任じていたシィエスは,政治活

動においても出版活動で示した原理的な議論を前提にして,独特な主張を行った。 

政治制度内部における不調和の解消と,君主との関係に関する問題は,1791年 9月 7日

の国王拒否権に関する議論の中でも現れた。ルイ 16 世が特権廃止に関する法令と人権

宣言を認めなかったことから,9 月の議会では立法における君主による拒否権行使の可

否が問題となっていた。シィエスは 1791年 7月 8 月の人権宣言草案の時点では,立法に

関する国王の裁可を認めていたが,この議論に至ると君主の拒否権（veto royal）を否定

した156。彼は拒否権に反対する前提として,ここでも公的組織の権力分割を当然のもの

とする一方で,その限界に注目して,公的権力による陰謀の可能性とこの危険を避けるた

めの方法の必要を説いた。 

 

公的権力はどんなに注意深く分割されていても,その機構において,また能力におい

ても相互に独立していようとも,相互に陰謀を企てる可能性があるのだから,社会機

構の中にこの不調を治癒する方法を見つけないといけない157。 

 
155 OS, 2, 29-30, p.3. PW, p. 167. 
156 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』185頁, 193 頁。 
157 EP, p. 240. 
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シィエスによれば権力が分割されていたとしても,政府諸機関の対立や共謀は不可避

であり,それは仲裁・阻止されねばならない。憲法制定権力によって「構成された権力」

である公的権力の内部対立や,公的権力による侵害について,彼は構成された権力の一機

関である国王による拒否権の行使などによってではなく,憲法制定権力に対して訴える

ことで解決を目指すべきであると考えた。 

 

この手段は全く持って単純である。それは≪蜂起≫ではないし,≪税の停止≫では

なく,≪国王拒否権≫でもない。これらの治療法は全て不都合（mal）よりさらに悪

い。常に真の犠牲者となるのは人民であり,われわれは人民が犠牲者であることを

防ぐべきなのだ。我々の追究している手段は憲法制定権力の特別代表団を求めるこ

とにその本質を持つ。その議会（convention）は実際,この種の不満の訴えが届けら

れ得る唯一の審判の場（tribunal）である158。 

 

当時,王による拒否権行使に賛成する人びとの多くは,イギリスでの国王大権の存在を

根拠として自らの説を主張した。これに対してシィエスは拒否権について否定的な見解

を取るが,国王拒否権への反対の根拠は,フランスにおける憲法と法の分離という,イギ

リスとは異なる条件である。彼によれば,偶然の産物であり真の政治秩序ではないイギ

リスの体制にはこの区別がないため,国王拒否権と議会解散権がなければ国王の権利が

攻撃される可能性があった。しかしイギリスとは異なりフランスには憲法があるので,

こうした国王の権利は必要ないというのである159。シィエスはイギリス型の権力均衡を

批判して,憲法制定権力による規制と諸機関の権限分割による政府の秩序を求めていた。

シィエスによる国王拒否権への反対は,行政権力の長たる君主が行政機関としての資格

で立法権に介入することへの危機感を含んでおり,彼が求めた政府諸機関の適切な権限

区分による秩序への志向が現れているといえよう160。彼は絶対的拒否権・停止的拒否権

 

158 EP, p. 240. 

159 Ibid., pp. 239-240. 
160「人が行政権と調和させようとしている妨害する権利がさらに強力であると私は言いた

い,〔……〕私はこの違いにかくも驚いたので,何でも構わないが停止的あるいは絶対的

「拒否権」というのは恣意的秩序以上のものに見えないのだ」（Ibid., p. 234.）。 



55 

 

を同様に,法をつくる権利の内に含まれるものであると述べて,立法権と厳しく分離され

るべき行政権が法をつくる権利を持つべきではないと考えた。 

 

一言で言えば,行政権が法を推奨し（conseiller）得るとしても,行政権は法をつくるこ

とに寄与すべきではない。私に言わせれば,妨害する権利はつくる権利と変わりが

ない161。 

 

シィエスは,君主を憲法制定権力により構成された部分,特に行政権にのみ関わる機関

としており,拒否権に関する議論の時点では,状況に妥協するよりも原理的な観点からこ

の構想が主張された。 

とはいえ状況によっては他の機関とは異なり,君主は第一の市民であり制度外の存在

であると述べられることにも注意すべきであろう。国王は国民と共にしてしかある事の

できない存在であり,さらに国民の代表として憲法制定権力行使の判断に関わる陪審員

に近い存在としても示される。 

 

国王は市民・政治秩序における第一のものである。彼は公的建造物や法の代理人の

団体内にあるのではない。彼は不可侵・免責の陪審員として振る舞う国民の代表な

のである162。 

 

シィエスは『第三身分とは何か』においてもこの点に触れており,正当な立法府がない

場合,国民に意見を求めたいのなら,君主による人民の招集が行われるべきであると説い

た。通常の立法府とは分離された憲法制定権力に関わる人民の特別代表の招集は,執行

権にかかわるものであり,憲法についての決定権限は持たないが,その発動を促す権限を

持つというのである。彼は「間違いなく第一の市民たる資格により,君主は人民を招集す

ることに,他の誰にもまして関心を持っている」163と述べている。構成された権力による

国民への侵害等に対して,憲法制定権力行使を促すことを期待できる存在として,常に国

民とともにある事がその存在条件である第一の市民である君主の像がここでも示され

 
161 Ibid., p. 233. 
162 DM, vol. 1, p. 419.  
163 QTE, p. 190（邦訳 121頁）. 
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ている。立法の国王裁可が容認されていた人権宣言案も,『第三身分とは何か』の時点で

述べられた人民の代表としての王に基礎を置いたものであると思われる。 

行政権の長官や特殊機関の設置などによる,制度内対立の回避や不調和の調整は,後の

制度構想にも現れる164。ルイ 16 世の処刑を経た共和暦 3 年には,シィエスは君主の必要

については述べず,憲法陪審を提案しており,違憲審査権など憲法制定権力に関わる権限

が構想されていた。この場合,憲法制定権力行使に関わる判断は,社会に現存する国民を

代表する一機関に任されているともいえる165。また共和歴 8年憲法の形成過程において

は,大選任者（le grand électeur）という役職が構想されていたとされる166。高度な教養を

求められるとともに終身職であるこの役職の機能は,以前の議論で語られた第一の市民

としての君主と非常に似ている。人民の代表として政府の監視を行うこの機関は,政府

の長官である 2 名の統領の任命権,罷免権と監督権,また統領からの報告受領権のみを権

限として持つものとされた167。さらに大選任者は,国民の判断に従う委任の受託者では

なく,自ら判断する代表であった。代表体制は憲法制定権力にかかわる行政にも適用さ

れているのである168。こうした権力の監視機関による安定した秩序への要求は,大選任

者以外にも護憲元老院(Sénat conservateur)の提案や護民院（Tribunat）の提案という形で

 

164 例えば,共和暦 3 年の制度構想に関する演説については,以下を参照。OS, vol. 3. 40-41. P. 

Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit. 

165 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』,232-235頁。浦田は憲法改正などに関する人民主権

の排除を意図したものと評価する。またこの制度は権力分立に反するという理由のために

否決されるが,人権宣言草案における国王裁可の容認など,彼が人民の保護のために必要な

機関と権力分立の間で葛藤を抱えつつ制度構想を進めた様子がうかがえる。 

166 共和歴 8年の憲法成立とシィエスによる計画に関しては,例えば以下を参照。J. Bourdon, 

La Constitution de l’an VIII, Thèse complémentaire Université de Paris, Rodez, Garrère, 1941. 浦

田, 前掲『シエースの憲法思想』245 頁。 

167 「逆説的なことだが,ある文書のなかでいかにもシエースらしく鋭くかつ謎めいたかた

ちで述べられているように,権力のただなかでの実行能力の欠如が,代表としての大選任者

の本質なのである」。M. Gauchet, La Révolution des pouvoirs, op. cit., p. 221（邦訳 195頁）. 

以下も参照。C. Fauré, “Representative Government or Republic? Sieyes on good government”, 

The ashgate research companion to the politics of democratization in Europe ―concepts and 

histories, Ashgate publishing company, Surrey, 2008, p. 86. 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』

258 頁。 
168 C. Fauré, “Representative Government or Republic? Sieyes on good government”, op. cit., p. 87. 
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も現れている169。ここには無際限なものでもある憲法制定権力を,国民の代表としての

行政機関内に取り込もうとする努力が見える。 

このように革命以前からシィエスの構想では,君主は代表制秩序の下に組み込まれて

おり,他の機関の代表と同じく選挙による君主の選任も考えられていた170。とはいえシ

ィエスは,古代の貴族制とは違い,この地位への人員補充の基盤を作るのが困難なこと,

頻繁すぎる選挙が不安定をもたらす可能性などから,君主への被選挙権をブルボン家に

集中させようとした171。シィエスを批判するペインが『人間の権利』で,簒奪による権利

として,激しく世襲君主制度を非難するのに対して,シィエスは理論上ではその正当性を

はっきりと拒否するものの,当時の状況を踏まえて,君主の世襲制に対するラディカルな

態度を見せなかったといえる172。 

しかし既にペインとの論争で明らかであったように,シィエスの君主は行政の長とし

て憲法制定権力に服さねばならず,ルイ 14世のような君主やケネーを始めとする啓蒙思

想家たちの構想した啓蒙専制君主のように絶対的権力を持つ者ではなくなっていた。君

主は活動の統一の確保によって,内部対立を回避するという役割を持ったひとつの機関

であるとともに,第一の市民としての役割を期待される存在であった。シィエスの議論

では理論と現実がしばしば区別されるが,ペインとの論争では君主制も現実の存在から

切り離された理論的な概念とされており,革命後の新たな制度としてあるべき君主制を

示すものであった。ルイ 16 世処刑後の構想では君主制の語は使用されなくなるが,執行

権力の長・市民の第一代表の役割の必要性という点はのちの議論にも引き継がれる。 

「最大の社会的自由へと常に向かうという目的において,私は共和制を通過し,遠く離

れて,最終的に真の君主制に到達すべきであった」173と考えるシィエスの制度構想は

徐々に変化し,国王に任せられる権利や君主という肩書なども変化するが,執行権力の長

による活動の統一や人民の代表としての監視機能の必要といった問題は,一貫して彼の

政治制度構想に登場していた。1791 年の時点でシィエスは君主制を,当時のヨーロッパ

 

169 こうした公権力を監視する機関とシィエスの問題意識については M. Gauchet, La 

Révolution des pouvoirs, op. cit.が検討している。 
170 C. Fauré, “Representative Government or Republic? Sieyes on good government”, op. cit., 
171 Ibid., p. 81.  
172 世襲に関しては理論における誤りを認めたうえで,現状における妥協の必要と選挙制の

適用という近い未来への期待を説いた。OS, vol. 2, 29-30, p. 6. 
173 OS, vol. 2, 29-30, p. 8. 
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で現実に見られた事実を示すレベルで用いず,権力分割のもとで効率的に行われ得る一

人による支配を示す理論的な言葉として使用しようとしていた。彼は近代ヨーロッパの

社会的分業を前提に,君主制という政治的な用語を再定義しようと試みたのである。結

局「君主制」という術語は積極的に使用されなくなっていくが,革命初期の言葉遣いを踏

まえると,しばしば状況に応じたシィエスのスタンスの変化として述べられるように, ,

彼の制度構想が立憲君主制論者から共和制論者へと大きく変化したのではないと考え

られる。 

 

第 2 節 代表制議会と文明社会におけるモラルの進歩 

「現代の学説は代表制理論に関して,シィエスの考えに付け加えるべきことをほとん

ど持たない」174。 

P.バスティドがこう述べたように,シィエスの代表制論は現代でも検討に値する議論

と考えられている。シィエスは,政治社会を協約あるいは法による構築物と考えており,

彼にとっては政治社会の組織をいかに効率的に構成するかというのが非常に重要な問

題であった175。 

 

社会という状態（l’état de société）から可能な限りの財（les biens）をすべて引き出

させる技術というのは,諸技術の中で第一のものであり,最重要なものである。全員

の最大の幸福（bien）のために組み合わせられたアソシアシオンは知性と徳の傑作

である。社会構成員が公共所有物と公共事業（des propriétés publiques, des travaux 

publics）から最大の利益を引き出すことは,だれも無視することができない176。 

 

ここで述べられていた社会状態から最大限に財を引き出す技術とは,コンドルセらと

共にシィエスが度々主張した「社会技術」である。彼らによればこの技術は政治的権利

に由来していた。しかし政治家などに求められる社会技術は専門家の技術であり,それ

 
174 P. Bastid, Sieyès et sa pensèe, op. cit., p. 578. 
175 B. Groethuysen, Philosophie de la révolution française précédé de Montesquieu, Gallimard, 

Paris, 1956, pp. 236-250.（B.グレトゥイゼン『フランス革命の哲学』井上堯裕訳, 法政大学

出版局, りぶらりあ選書, 1977年, 第 7 章）. 
176 EP, p. 197. 
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は憲法制定権力論がそう理解されることもあるような,非専門家を含む制限のない社会

構成員による政治参加という理想とは両立し難いようにもみえる。国民の意思としての

一般意思・一般利害と立法における専門家の必要性との両立は,シィエスの下では政治

的代表制の理論によって可能なものとして示された。 

三部会などもそうだった代表制度自体については,当時の多くの議論では大国におけ

る現実的に実現可能な方法として半ば必然的なものとして考えられたが,代表の方式に

は,代表が自ら判断し決定する純粋代表制を取るか,代表が選挙区の意見の運搬者として

の役割を果たす委任代表制を取るかが 1つの問題であった。シィエスが主張する純粋代

表制の実現には,命令的委任という理論的な障害があったのである。代表者を選挙区の

意向に従わせることを目的とした命令的委任は,広く普及していた考えであり,古代ギリ

シアなどのような市民による直接民主制を理想とする J.J.ルソーもそれに言及していた。

ポーランドの貴族であったミハウ・ヴィエルホルスキ伯からの依頼に応えてルソーが発

表した『ポーランド統治論』のなかでは,それが大国における妥協的手段としての代表制

の不都合を防止する手段とされていた。1787 年に再出版されることで当時の委任代表

制に関する権威あるテクストとして影響力を持ったこの著作において177 ,ルソーは『社

会契約論』で理論化された国制構想をポーランドに適用しようとした。しかし彼は人口

の大きさと国家の広大さが人類の不幸の主要な源であり,小共和国とは異なり指導者の

目が行き届かない大国においては,無政府状態や官吏の腐敗による人民の抑圧が発生す

ると述べた178。彼は大国の物理的条件がもたらす最大の不都合の一つを,立法権力が代

表を通じて行使されるという点に見ていた。 

 

巨大国家のもっとも大きな不都合の一つ,そこで自由をもっとも維持しがたくして

いる不都合は,立法権力がみずから姿を現さず,代表によってしか作動しえないとい

うことである179。 

 

 
177 R. Tuck, The Sleeping soveringnity, op. cit., p. 146 
178 J.J. Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projettée, 

dans Œuvres complètes, t. III, Gallimard, Dijon, 1964, pp. 970-971（『ポーランド統治論』『ルソ

ーコレクション：政治』川出良枝選, 遅塚忠躬, 永見文雄訳, 白水社, 2012年, 125頁）.  

179 Ibid., p. 978（邦訳 136頁）. 
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ルソーはこの不都合を論じるにあたって代表者が買収される危険性に注目しており,

買収を予防するための方策として,議会の頻繁な開催と共に命令的委任の必要性を説い

た。ルソーは買収を防ぐために必要なのは,「代表者を彼らが選挙人から受けた指示に正

確に従うように強いること,そして国会での彼らの行動を選挙人に厳密に報告させるこ

とである」180と述べる。彼はイギリスでは命令的委任がないことを批判していた。そこ

では『社会契約論』と同様に,選挙を終えた人民が次の選挙までに選出された議員に対抗

する術を持たないことを指摘していた181。ルソーが命令的委任を求めたのは,買収など

による誘惑があるために,代表者が人民の意思の表明という任務から逸脱し,人民を抑圧

することを防止するためであった。国会議員の任務は個人の利益や意思ではなく,自分

たちを選出した人民の意思の表明であるとルソーは断言した。 

 

〔……〕というのも結局,国民が国会に議員を送るのは,なにもそこで個人的な意見

を表明するためではなく,人民の意思を宣明するためだからである182。 

 

ところがルソーとは異なり,シィエスは選挙区の命令的委任に反対して,自ら考え,判

断する議員からなる議会を求めた。彼も代表者は自身の意思や利益ではなく,国民の意

思や利益を考え,表明する役割を担っているとする。しかしルソーらの議論とは異なり,

代表は国民の代表であるため,自らの選挙区という一部分の利益を考えてはならず,国民

全体の利益を考えねばならないのだとシィエスは考えた。代表者たちは,それぞれの地

域によって選ばれるとはいえ,彼らは実際には各地域の代表ではなく,フランス国民全体

の代表として考えられるべきであると,シィエスは述べている。 

 

あるバイヤージュの代表（depute）は直接的にはそのバイヤージュにより選ばれる

が,間接的には全てのバイヤージュにより選出されているのである。代表者はすべ

て国民全体の代表であるというのはこのためである183。 

 

 

180 Ibid., p. 979（邦訳 136頁）. 

181 Ibid., p. 979（邦訳 136頁）. 

182 Ibid., p. 980（邦訳 138頁）. 
183 EP, pp. 232-233. 
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ここでシィエスはひとつの選挙区の意思と全国民の意思を比較している。フランス全

体の一部でしかない選挙区の意思に対して,各議員は自らの理性と判断に従いフランス

国民全体の意思を表明すべきなのである184。議員が国民としてではなく地方人として,

自らを選んだ地方の特殊な利益のみを主張することは,共和国の分裂につながる愚行で

あるとシィエスは主張した。彼はアメリカに見られるような連邦主義に反対して唯一の

公的なアソシアシオンとしての国家を主張しており,フランスが諸地域に分裂してそれ

ぞれの局地的利害のみを主張することを批判した185。単一不可分であるはずの共和国に

おいては,フランス国民の利害が問題なのであり,マルセイユの利害,リヨンの利害など

といった特殊な利害によってそれを攪乱することは許されないのである。 

 

一方では区別が,他方では混乱が大いにあったので,国民の願いは国民の代表の願い

とは異なるものでありえるかのように,そして国民はその代表者たちによるのとは

別様に語ることができると考えられるに至った。誤った原理が著しい危険へと変化

するのはここだ。これらは 13 から 14 の州のアメリカ連合が一般的合意により連合

したのとほとんど同じように,一般的連合の紐帯によってのみ団結するような無数

の小民主主義国にフランスを切り刻み,砕き,引き裂くことになるのと変わりないの

だ186。 

 

さらにシィエスは,命令的委任で求められているような,単なる票の伝達者としての代

表のありかたを批判した。シィエスは,一般意思の解釈が国民の代表者たちの理性と議

論に従って行われるべきであると考えた。国民の代表者は,自らの専門性を武器にして,

国民全体のために自立的に考え議論し判断する存在であり,議会はこうした人々が熟議

し,啓蒙し合い,共同の決定を行う場であった。 

 

 

184 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』198頁。浦田はシィエスが具体的な選挙区の意思に

対して,代表者の中にしかない国民の意思を尊重していることに注意すべきであるとして,

人民を政治から分離しようとする傾向を否定的に論じている。 

185 当時大きな問題の一つであった連邦主義に関する議論については以下を参照。M. 

Ozouf, “Fédéralisme”, dand Dictionnaire critique de la Révolution française, op. cit., pp. 85- 95

（M. オズーフ「連邦主義」河野健二訳, 前掲『フランス革命事典（1）』）. 
186 EP, p. 234. 
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人が結合する時,それは熟議する（délibérer）するためであり,互いの意見を認識する

ためであり,相互的な啓蒙から利益を受けるためであり,個別意思に対面するためで

あり,それらを修正し,和解させ,多数に共通の結果を獲得するためである187。 

 

 彼は代表者が集まり理性的に討議し啓蒙し合うことでよりよい共通の決定を行う場

として,議会を考えていた188。シィエスの代議制構想では,議会は国民の代表者による一

般意思の解釈の場であった。大衆の直接行動あるいは偏見や混乱した諸意見（opinions）

の蔓延する社会とは分離され,理性的討論を通して生み出された公論（opinion publique）

が生み出される場として,議会は位置づけられていた189。理性的な議論が十全に行われ

るためには,選挙区の意向を伝えるのみではなく,国民全体のために理性的に考える市民

同士の議論が自立的に行われなければならなかったのである。 

以上確認したように,命令的委任を拒否する姿勢を取り,全国民の代表として議員を位

置づけようとしたシィエスの代表制度に関して重要なことは,代議制は直接民主制の理

想の実践における妥協的な代替案なのではないことである。シィエスは代議制を,近代

社会における条件であるとともに,近代の利点でさえあると認識している。「共通の利害,

社会状態の進展それ自体は,政府を特定の専門家たちの手に委ねよと我々に訴える」190

と述べるシィエスにとって,代表制による政治制度は,広い国土や大きな人口を持つ国家

における物理的限界に基礎を持つ妥協的な制度,あるいは直接民主主義的なあり方に対

する次善の策というのではない。代議制は,社会的な分業が一般的となった近代社会に

おける基礎的かつ有用な実践であり,近代社会の原理から必然的に要請されていると考

えられた191。 

 
187 Ibid., p. 238. 
188 コンドルセは議論を通した真理獲得の確率について論じていた。またこうした平等な

人間が理性的に討議する場については以下を参照。J.ハーバーマス『公共性の構造転換—

市民社会の一カテゴリーについての探求』細谷貞雄, 山田正行訳, 未来社, 1994 年。 

189 「国民議会設置の布告（1789年 6月 17日）」にも,議会のみが一般意思の解釈者である

との文言がある。「さらに,国民の願望に形を与えるのに協力することは,審査された代表者

にのみ属する任務であり,また審査されたすべての代表者はこの議会に出席すべきであるか

ら,国民の一般意思を解釈し提示することは議会に属すること,否,議会にのみ属することを

結論することはさらに不可欠である」(木崎喜代治訳『資料フランス革命』89 頁)。 
190 EP, p. 262. 
191 K.M. Baker, Inventing the French Revolution, op. cit., p. 246. 
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シィエスの代議制論は,A.スミスの影響を受けて構想されたと考えられている192。第

一節で既に述べたように,穀物論争を中心に政治経済学の議論が活発に行われた 1770-

80 年代には,シィエスは当時も大きな影響力を持ったフィジオクラートやスミスの政治

経済学を研究しており,フランス革命以前から,手稿の中で分業や近代社会についての考

察を深めていた193。すべての社会構成員の利益になるものと分業を捉えたシィエスは194,

この社会的分業の理論を発展させたスミスの分業論の重要性を認める一方で,自身もそ

れについて考察しており,分業を近代社会の条件であると考えて,政治的な領域にもそれ

を適用した。彼は近代社会における政治を,分業下において生産と消費を最大化するた

めの労働の一つとして捉えることで,それを政治的・公的労働（travaux politiques et publics）

などと呼んだ。シィエスによる代議制の構想は,彼の政治経済学に関する分析を通して,

近代社会のあるべき秩序であると考えられた代表制の秩序（l’ordre représentatif）の内に

含まれるものであった。 

こうした代表制度を利用した活動の普及は,社会や人間のあり方の変化にもかかわる

問題であった。すでに革命以前のものとみられる手稿の中で,彼は古代ギリシア市民へ

の憧憬を抱きつつも,現実問題として近代社会においては自己統治をおこなう理想的な

市民による社会はもはや存在しないと考えていた。 

 

本源的自由の全き純粋性の内で自分自身を統治する社会が存在しないのだから,も

はや市民はいないと述べる時,誰も反対することはできないと私は思っている195。 

 

彼は古代ギリシアとは異なり,当時の社会では貴族の奴隷などとされる地方の富裕者,

二本足の道具などとされる民衆がそのほとんどを占めており,古代のような市民として

の尊厳を保持する者はほんの一部にしか存在していないとする。 

こうした社会理解を背景にして,代表制と近代社会のあり方の関係が 1789年 9月 7日

の演説で語られる。この演説においてシィエスは,直接民主制や命令的委任に反対して

代議制民主主義による議会を主張するが,ここでもその前提として近代社会のあり方が

説明される。彼によれば,技術の成長・分業による,生産力の向上を経た近代ヨーロッパ

 
192 P. Bastid, Sieyès et sa pensèe , op. cit., p. 312. 
193 R. Zapperi, “Introduction”, dans EP, pp. 1-117.,. 
194 EP, p. 262. 
195 Ibid., p. 81. 
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人の関心は,政治的な市民である古代ギリシアの人民と大きく異なっている。近代社会

で問題となるのは,富と産業あるいは,消費と生産なのである。 

 

近代ヨーロッパの人民は古代人民にはほとんど似ていない。我々の間では商業,農

業,製造業（fabriques）などしか問題とならない。富への欲望はすべてのヨーロッパ

諸国家 をまさに広大な作業場（ateliers）とするように思われる。そこでは幸福より

も消費と生産がより多く考えられるのである196。 

 

 近代社会における人間の関心は主に消費とそのための労働であり197 ,「今日の政治的

体系ももっぱら労働に基礎づけられている」198とされる。そして労働に忙殺される労働

者たちには余暇も教育もなく,ヨーロッパに存在する人間の大部分は「労働する機械」と

呼び得るほどに知的・道徳的能力を持たない存在なのである。 

シィエスは近代社会の生産力の爆発的な増大を賞賛し人類の改善を説いたが,労働に

よる器用さの進歩及び完成可能性は,道徳的な文明化と完成可能性とは別のものと捉え

ていた199。スミスが『国富論』で分業の弊害とした労働者の知的能力の低下に近い観点

をシィエスもとっている200。近代社会においては生産力が増大する一方で,労働は増加

し,下層労働者は休息もなく自らの労働に押しつぶされており,シィエスには労働者の悲

惨さは改善されていないようにすら思われた201。こうした近代社会の状況を前にして,

彼は「大国の国民における団結は,一部の人々にのみ属すモラルの完全性によって支え

られる」202とまで述べた。近代ヨーロッパ社会における生産力の成長と知的あるいは道

徳的成長の歩調のずれへの注目から,シィエスは少なくとも当面の間,公的活動に関わり

 
196 Ibid., p. 236. 
197 「すべての人間は幸福（heureux）である事を求める,つまり自身の仕方で享受すること

を求める。享楽は財を消費する,よって新たな財を生産する常に活発な力（une force）がな

ければならない」（Ibid., p. 32.）。 
198 Ibid., p. 236. 
199 Ibid., p. 236. 
200 A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, general editors, R.H. 

Campbell and A.S. Skinner, textual editor, W.B. Todd, Clarendon Press. Oxford, 1976, vol. 2, book 

5, chapter 1（水田洋監訳, 杉山忠平訳, A.スミス『国富論』第４巻, 岩波書店, 2001年, 第 5

編, 第１章, 第３節, 第２項）. 
201 EP, p. 73. 
202 Ibid., p. 89. 
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得る市民とそうでない市民の区別が必要だと考えたのである。 

とはいえ政治的権利に関する区別は,旧体制における貴族のような特権を新たな制度

の内に持ち込むものとは考えられていなかった。シィエスは自身の活動を本格的に開始

したパンフレットにおける貴族批判などで,権利の不平等こそを最大の問題として旧体

制の特権を攻撃していた。また人権宣言草案においても,社会における自然による実質

的不平等を認めつつも,権利の平等を説いた。 

 

実際,人間の間に手段の大きな不平等が存在する。自然は強者と弱者をつくった。自

然は幾人かには知性を割り当て,他の者にはそれを拒否した。これに従って人々の

間には労働の不平等,生産の不平等,消費や享楽の不平等が存在する。だがこれは権

利の不平等にはつながらない203。 

 

これは憲法制定権力の理論的な面にもかかわるものであった。シィエスは憲法と一般

法を区別して,これを手段－目的関係として捉えた204。そして憲法は特別代表によるも

の,一般法は通常代表によるものとされた。憲法制定権力に関わる特別代表は,いかなる

形式にも拘束されず,「国民が少数であったならば自らするのと同様の仕方で集まり審

議する」205のであり,政治社会の始原的権力としての憲法制定権力を国民の権利である

と考えていた。 

しかし如何なる形式にも拘束されない憲法制定権力によって国家の構成が決定され

た後,構成された権力を運営する段階に至ると,シィエスは国民全員が持つ市民的権利と

一部のもののみが持つ政治的権利を分けて考え,政治的権利をもつ能動市民と市民的権

利しか持たない受動市民を区別しようとした。特別代表によって一度国家の構成が示さ

れれば,通常議会の代表に関する選挙権は市民の一部に制限されるべきと彼は述べたの

である。 

 

ある国（d’un pays）の全住人は≪受動≫市民の権利をそこで享受すべきである。す

べての人間はその人格,所有権,自由などを保護される権利をもつ。しかし公的権力

 
203 Ibid., p. 193. 
204 QTE, p. 181（邦訳 106頁）. 

205 Ibid., p. 186（邦訳 114 頁）. 
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の形成における積極的参加の権利を持つのではない。全員が社会の利点を享受でき

る。しかしただ公的建造物に貢献している者たちのみが,この社会的大企業の真の

株主である。彼らのみが真の能動市民であり,アソシアシオンの真の構成員である

206。 

 

1791年人権宣言草案で既に主張されていた市民の区別は,1791年憲法にも受け継がれ

ている。1791 年憲法の第 3 篇では,都市及びカントンの第一次集会に集まることのでき

る者が,3 労働日に値する以上の直接税を支払っていること等を条件とする「能動市民」

に限定されている。この規定は,マラーらによって人権宣言と矛盾した財産による差別

として激しく糾弾されることになるが207,シィエスは市民全員の共通の権利として,国民

全体に関わる事柄の議論における「代表される権利」を説くとともに208,この政治的権利

が,現状での受動市民に対しては,血統による区別などのように閉じたものではないこと

を強調していた。彼は時間の経過に伴う教育の進展や,道徳的能力の進歩に期待するこ

とで,市民全員がこの条件に到達できると考えたように思われる。ここでは税金が基準

とされており,能動市民と受動市民の区別が具体的には財産の有無によってなされてい

る。とはいえ,財産による区別によってシィエスが意図したのは,十分な余暇や理性の有

無による区別でもあった209。受動市民が労働を行わない怠惰な者や,日々の仕事に追わ

れ,他のことに関心を持てない「労働の機械」として考えられているのに対して,シィエ

スは既に『第三身分とは何か』の中でも,後に国家の真の構成員あるいは能動市民と呼ば

れることになる自適の階層に期待をかけていた。 

 

第三身分のうちの,自適の階層のことを考えていただきたい。裕福な生活の手段を

持ち,そのために自由人としての教育を受け,理性を養い,さらに,公共の事柄に関心

 
206 EP, p. 199. 
207 たとえば以下を参照。Marat dit l'ami du peuple : collection complète du journal, vol. 11, 

Tokyo, Society for Reproduction of Rare Books, 1967, pp. 251-258（『人民の友』（1719.8.16）前

掲『資料フランス革命』188 頁）. 

208 QTE, p. 208（邦訳 147頁）. 

209 P. Bastid, Sieyès et sa pensèe, op. cit., p. 364. バスティドはシィエスの市民区別を反民主主

義的なものではないとするが,浦田はこれに対して民衆の政治的権利からの排除を強調す

る。 
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を持つことができる人々のことを,世間で言うように自適の階層と呼ぼう。この階

層の利益は,彼ら以外の人民の利益にほかならない210。 

 

教育の媒介によって,理性は財産という具体化された指標であらわされ,判断されてい

る。こうして財産保有者は,理性の名の下で政治的権利を行使できる存在として扱われ

ることになったともいえる。その後の共和歴 8 年憲法の構想でも,シィエスは市民によ

って選出された候補者のリストである信任・名士名簿の中から,上級権力が公職者を任

命する制度を提案していたとされるが211 ,これも同様に権力の理性化を意図したもので

ある。 

当面の制限的な政治的権利や命令的委任に対する否定的な見方といった,直接民主主

義の理想や普通選挙を前提とする現代的な見方からは反民主主義的にも映る彼の主張

は,社会に存在する混乱した諸意見（opinions）に対する理性的な「公論（opinion publique）」

を国民議会の内に見出すためになされたとも考えられる。恐怖政治後の共和歴３年には

統一された権力分立の原理に基づいて「法制審議院」,「政府」,「立法院」の構想が示

されるが,ここでも審議過程を組み合わせることによる公論の創出と意思決定の精緻化

が目指されていると考えられ,具体的な政治制度の変化はあっても議会による公論の確

保という意図は変化していないといえよう。 

シィエスは命令的委任の拒否と選挙制限によって,理性的な議論の場である議会での

公論と,社会における民衆たちの非理性的で分裂した「諸意見」を切り離そうと試みてい

た。シィエスは社会とはっきり区別された次元で決断を与えるための政治領域を確保し

ようとしたのである212。意識的あるいは無意識的なブルジョワ利害の貫徹という観点か

ら旧来の研究でたびたび注目されてきたシィエスのこうした構想は,教養の不平等とい

う近代社会において民主的かつ合理的な決定を行うにあたっての本質的な問題を認識

し、対処しようとするものでもあった。そして彼によるそうした問題の認識と,それへの

対応策としての制度構想は,18 世紀に活発となった政治経済学を通した文明社会に関す

る考察に基づくものであった。 

 

210 QTE, pp. 143-144（邦訳 47-48 頁）. 

211 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』253-255 頁。 

212 H.アーレントの『革命について』では,シィエスがフランスにおける政治的領域の確保

の必要を認識していたものとして高く評価される。H. Arendt, On Revolution, op. cit. 
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第 3 節 公教育案と実質的不平等 

C.シュミットは「民主制にとって重要なことは統治することとされることとの間の避

けえない実質的な差異を統治する人々の質的な区分および分離にまで移行させないこ

とである」213と述べた。シィエスはその分業論と代表制理論によって,国民という質的統

一性を満たしつつ統治者と非統治者を分離した。専門家たる公的職務の遂行者たちによ

る科学的統治は安定した社会をもたらし,時代とともに技術が進歩することで,人々も豊

かになるだろうと期待された。シィエスのあるべき政治社会像は基本的に市場の原理に

基づく商業社会を基礎として,そこでの勝利者たる「自由に処分できる階級（la classe 

disponible）」が余暇と教育を背景に政治を主導するというものであった。ここでは個人

の労働と分業に基づく相互依存的関係という近代社会の認識の下,自由な競争を前提と

して諸個人の間に生み出される結果的な不平等が認められていた。商業社会は人間の政

治的覚醒の土台として扱われたが,受動市民に属す人々は政治的資質を認められないま

まに留まることになる。 

 こうした不平等の固定化の危険性に対して,例えばロベスピエールやサン＝ジュスト

ら,ジャコバン主義的な共和主義の政治家たちは,社会における不平等の増大を意識しつ

つ,経済的格差を是正することで政治的市民を社会の中から救い上げようとした。とり

わけ最高価格令やヴァントーズ法といった経済活動や所有権への介入は,こうした目的

を持つものでもあろう214。一方,シィエスは所有権の保護を非常に重視しており,封建的

特権の廃止に関する議論の際も,10 分の 1 税の有償廃止や教会財産の国有化への反対を

主張しており,所有権への介入を避けていた。彼は特定の人の所有物によって,公的事物

破壊の危険性があることも指摘しているが,それは国家によって,それに見合う賠償と交

換に取り除かれるべきだと述べるのみで,所有の不平等について,直接的かつ積極的是正

を考えない215。 

 

213 シュミット, 前掲『憲法論』275 頁。 

214 遅塚忠躬『ロベスピエールとドリヴィエ』東京大学出版会, 1986年。ロベスピエールら

によって進められた経済介入は基本的に生存権を根拠に行われており,所有権を否定するも

のではない。 

215 EP, p. 216. 所有権に対する介入の忌避はいわゆるテルミドール右派などにもみられる傾

向である。 
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 所有権介入の可否の議論と並行して,革命期には不平等の固定化を前にして,新たなフ

ランスにふさわしい政治的意識をもった市民の創出という問題に関わり,公教育が重要

性となった。特に 1792 年からは,議会でこの問題が議論され,多くの政治家が伝統的にカ

トリックの影響力の下にあった教育を世俗化し,市民にふさわしいものにするための改

革案を作り上げた。 

 公教育に関する議論は,前提として先行する思想に影響を受けていた。旧体制下でも

教会が主導する偏った教育に対する自然教育の主張などは大きな論争を生み,政治的に

適当な決定を行う市民を形成する必要は,革命の以前から論じられていた。例えば民衆

に政治社会の権力の源泉を見たルソーは,民衆が常に理想的な判断を下せるとは考えて

いない。人民は,自己の幸福は何かということに関して,しばしば誤ることがあるのだ。 

 

しかし,人民の議決がつねに同じように公正であるということにはならない。人は

つねに自分の幸福を望むが,かならずしもつねに,何が幸福であるかがわかっている

わけではない。人民は決して腐敗させられることはないが,しばしば欺かれること

がある。そして,人民が自分にとって有害なものを望むように見えるのは,その場合

だけである216。 

 

人民の道徳に信頼を置くときも,ルソーは人民による判断の誤りを可能性として想定

していた。『社会契約論』において彼は,人間による幸福の認識を決定する意見に介入す

ることによる,習俗の浄化と誤った判断の修正に期待した。 

 

地上のすべての人民において,彼らが楽しみとして何を選ぶかを決定するのは,自然

でなく意見(opinion)である。人々の諸意見(les opinions)を矯正してみるがよい。そう

すれば,習俗はおのずから浄化されるだろう。人はつねに美しいもの,あるいはそう

見えるものを愛する。だが人が誤るのは,まさにこの判断においてである。だから,

この判断をこそ規制しなくてはならない217。 

 

 

216 J.J. Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique, op. cit., p. 371.（邦訳 46頁）. 

217 Ibid., p. 458（邦訳 193頁）. 
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ルソーは,社会にあふれている民衆を欺くような望ましくない諸意見を矯正すること

によって,自己の幸福に関する適切な判断を導こうとしていた。人民を欺く可能性をも

った意見は,矯正された意見に取り換えられるべきである。ルソーは,市民による適切な

判断を,上からの介入によって成し遂げようとしていた。 

ルソーをはじめとした議論を引き継ぎつつ,フランス革命期には喫緊の課題の一つと

して公教育に関する論争が行われた。当時は旧体制の迷妄から離れ,新たな共和国にふ

さわしい人間を生むための教育を語るに際して,道徳的教育と知的教育の確立という二

重の課題を前にしていた218。両者は単純に二分化されるものではないとはいえ,論者に

より教育の強調点は異なる219。例えば古代のスパルタ的教育を高く評価し,共和国によ

る共通の教育を説くル・ペルティエは,初等教育における道徳的教育を重視した。これに

対して自由主義的な政策を説くコンドルセは,イデオロギー的な教育を排除して,数学な

どを中心とした知的教育を重視するべきと主張した。彼はシィエスと同じく A.スミス

の影響を大きく受けており,所有権を重視しつつも,教育論などを展開して格差の固定化

に対して反対しようとしていた。例えば,1793 年憲法草案において第一次集会を重視し

た人民の主権行使回路を設計したことや,公教育の重要性を強調したように,コンドルセ

は公職が知識階層に独占されることを危険視していた220。彼は財産と教育に基づく政治

的権利の制限という,一種の知的寡頭制の傾向を緩和する方策として,社会的・政治的個

人を生み出す装置である公教育を重視した221。コンドルセは公教育による知性の普及に

よって,公職に多くの人間が就けるような状態を目指し,政治的職業には就かなくとも個

人労働の担い手として社会に留まる人々が,自己の経験と理性によって世論を導くこと

を期待した。そのためコンドルセは,教育論における知育の重要性を主張する。彼は公教

育による知的訓練や議論の経験を通して,社会の「諸意見」が議会に属するべき「公論」

 

218 コンドルセ他『フランス革命期の公教育論』阪上孝編訳, 岩波書店, 2002 年。 

219 松浦は知育と徳育と訳される instructionと éducation の区別が,当時は曖昧であった点を

指摘し,訓育と知育の単純な二分法を批判している。松浦義弘「フランス革命と〈習俗〉」

『史学雑誌』第 92巻, 4号, 1983 年, 471-496頁。 

220 辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』日本評論社, 1989 年。 

221 安藤隆穂「コンドルセとフランス自由主義」（『自由論の討議空間』三浦信孝編, 勁草書

房, 2010 年. 安藤, 前掲『フランス自由主義の成立』はコンドルセによる A.スミス受容に注

目した議論を展開しており,コンドルセによる公教育は、スミスの考察したような商業社会

での自由競争により発生する格差の緩和装置として構想されたことが指摘される。 
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に関与することの重要性を主張していたのである222。 

シィエスも,1792 年から公教育の議論に関わり,1793 年には公教育計画案を公にして

おり,それを通じて国民の間の分断を緩和しようとしている。だがコンドルセと比較す

ればシィエスには,能動市民の議会による決定を優先して社会を安定させつつ,社会進歩

に伴う受動市民の自発的な成長を待つという,より楽観的かつ消極的な傾向があった。

シィエスが革命以前から研究した A.スミスは,商業社会の競争がもたらす問題の緩和装

置として「同感」について検討していた223。シィエスによる『国富論』読解を中心とし

たスミス受容が,この「同感」を見過ごしたことは,彼の市場万能主義的な社会観につな

がったように見える。もちろん彼も公教育によって,分業や商業社会による弊害に対処

しようとした。だが,それは主に財産と教育の不平等を前提としつつ,国家を主導するこ

とが求められた一部の国民へのエリート教育に期待するものであった。シィエスは能動

市民を中心として,労働と消費を通して国民の一体性を確保しようという意図があった。 

彼は先に紹介したコンドルセと同様に道徳的教育よりも知的教育を重視した。さらに

彼は「教育（instruction）は訓育（éducation）にとどまらない。訓育は一般的教育の一部

でしかないのだ。」224と述べた。彼は旧体制における伝統的な教育が文芸的な教育とい

う狭い範囲にとどまる不十分なものであったと考え,産業にかかわる技術的な教育など

も含んだより包括的なものとしてその内容を拡大するべきであると述べた。 

 

合意せねばならないことであるが ,教育というのは今日まで文芸的教育（un 

enseignement littéraire）でしかなかった。その範囲を増大させ,純粋に知的な能力のよ

うに教育（l’éducation）の物理的・道徳的な部分を,そして好ましい才能のように産業

的あるいは手仕事の才能をそこに含ませなければならない。なぜなら真の教育はす

べての人間の面倒を見るものであり,個人の完成を模索した後でさえ,人類を改善し

ようと試みるものであるからだ225。 

 

公教育の内容を拡大すべきなのは,教育が選ばれた一部の人間のみではなく,人類全体

 

222 安藤, 前掲『フランス自由主義の成立』。 

223 水田洋『思想の国際転移』名古屋大学出版会, 2000 年, 第 4章。 
224 OS, vol. 3, 33, p. 83. 
225 Ibid., pp. 82-83. 
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を改善するべきものだからである。教育による人間の改善を目指す彼は,さらに教育の

対象にも注目した。シィエスは若年者だけでなく,すべての国民が国民的教育の援助を

受けるべきであると述べた。 

 

すべての年齢の人間はすべての必要,共通利害,そしてとりわけ公的事柄の大いなる

利害に従う国民的教育からの,より自由にではあるが不断である助けを受け取るべ

きである226。 

 

公教育はすべての年齢の市民に開かれているとともに,必要や共通利害に従うもので

あるとされた。この点は,植物園や書簡などへの言及とともに,シィエスの公教育案に国

民祭典が含まれていることにも関わっている227。彼は,国民祭典が国民を道徳化し,よき

競争心を啓発するとして,その有用性を称賛した。 

 

国民祭典が公教育の一般案に含まれた。実際,人間を道徳化し社会的関係において

徐々に洗練し,有用な進歩の母である尊敬と栄光のよき競争心を,個人的にあるいは

全体に啓発するのにこれほど適したものはない228。 

 

シィエスは国民祭典が,社会関係の内で人間を洗練するとともに,国民に進歩と繁栄を

もたらす善き競争を生み出すと考える。そして彼はそれによって,商業社会における国

家の一体性を確保しようとした。すべての人間に提供されるべき,産業技術などを含め

た公教育の主張は,国家共同体への参加の最も基礎的な条件としての社会的分業への可

能性を目的としていたのである。 

 諸個人が労働の効率と享楽を増大させるために参加する共同体という国家観から引

き出された公教育論の一方で,シィエスは「大国の国民における団結は一部の人々にの

み属すモラルの完全性によって支えられる」229と考えた。彼は個人的必要の確保として

の大衆への最低限の教育だけでなく,社会進歩をリードするために一部の者のみが持て

 
226 Ibid., p. 83. 
227 この点については以下も参照。M. Forsyth, Reason and Revolution, op. cit. 
228 OS, vol. 3, 33, p. 85. 
229 EP, p. 84. 
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ばよい知識を重視し,エリートの育成を目指した230。 

シィエスの教育論は,財産に基づく国民の区別を貫徹するものであった。先に紹介し

たコンドルセは,初等教育から高等教育までの公営学校の無償化,奨学金制度等によって

教育の機会を均等にしようとした231。彼はそれが裕福な階級とそれ以外の人々との間の

不平等を減少させて階級間の融和をもたらし,科学進歩に貢献することで公共の繁栄を

もたらすと考えた232。 

コンドルセに対してシィエスは,公教育を初等教育のみに限定し,基本的に中・高等教

育は私的教育に任せようとした。つまり国家への参加のために民衆にも与えられるべき

初等教育としての公教育と,財産のある階層のための中・高等教育という二分法が想定

されている233。シィエスがすべての階層の教育を無償化する必要はないと主張するとき,

彼は公共の繁栄という観点に立っていた。コンドルセも全段階での教育の無償化を主張

する際,科学進歩と公共の繁栄を理由としていたが,シィエスはすべての教育を無償化せ

ずとも,フランスのような規模の大きな文明社会で,優れた才能が枯渇することはないと

考えた。 

 

精神,文学,科学と技術の開拓が大きく進歩し,非常に多くの人々を専念させている

フランスのような国においては,優れた知識,学者,卓越的な才能の源が枯れてしま

う恐れは全くない234。 

 

シィエスは現状の不平等を認めつつ,高度な知識をもつ一部の人々の主導によって社

会の安定と繁栄がもたらされると想定されていた。同様の傾向は,テルミドールクーデ

ター後に影響力を持った,シィエスも含むイデオローグたちにもみられる。恐怖政治を

経験した彼らは,国家運営の正当性の根拠を,主権の至高性から統治権力の合理化に置き

 
230 Ibid., p. 89. 
231 コンドルセの教育論については以下も参照。松島均「コンドルセ―近代公教育のパイ

オニア―」『現代に生きる教育思想３―フランス―』松島均編, ぎょうせい, 1981年。 

232 N. Condorcet, “Rapport sur l'Instruction publique", Ecrits sur l'Instruction publique, tome II, Paris, 

Edilig, p. 87（コンドルセ他, 前掲『フランス革命期の公教育論』58頁） 

233 OS, vol. 3, 33, p. 86. 
234 Ibid., p. 86. 
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換えることにより,穏健に革命の終結を望んだ235。彼らの教育制度も民衆排除的な方向

をとり,政治的問題のテーマは,世論から科学による統治へ移行していった。 

 しかしシィエスが財産を基礎とする教育に基づく国民の区別を通して,裕福で教育さ

れたエリートのみに期待した訳ではないことは,それ以前のパンフレットなどから読み

取れる。確かに彼は現時点で一部の人々には公的な事柄への積極的な参加を認めなかっ

た。 

 

少なくとも現在の状況においての女性,子供,外国人,また公共機関（l’établissement 

public）を維持するのにいまだなんらの貢献もしていない者は,公的なものごとに対

し積極的に影響を与えるべきではない236。 

 

ここで彼は女性の政治的権利などを認めないが,少なくとも現在の状況においてなど

と述べているように,人々の啓蒙とともに政治的権利も拡大してゆく可能性を残してい

る。パンフレットや雑誌での活動を行っていたように,シィエスは出版などを通した社

会での真理の普及と理性の進歩に期待している。 

 

人民は皆自らの真の利益がわからないままでもよいのだ。幾人かだけが知っている

一番役立つ真理は,熟達の為政者が自分の施策の成功のために必要とするのに応じ

て,初めて姿を現わせばよいのだ,などと考えるとすれば,それは理性の歩みについ

ての理解不足もはなはだしい237。 

 

 シィエスは立法者と哲学者を区別し,社会の状況を考慮しつつ人々の歩みに応じて活

動を行う立法者に対して,哲学者の役割は現状にかかわらず真理を提示し普及させるこ

とにあるとして,彼らの特に出版物を通した社会の啓蒙に期待した238。公教育たる初等

 

235 田中拓道『貧困と共和国―社会的連帯の誕生―』人文書院, 2006年, 第 1 章 3 節。 
236 EP, p. 199. 
237 QTR, p. 214（邦訳 155-156 頁）. 

238 シィエスは民衆などには議論よりも読書が重要な啓蒙の方法であると考えたと推測さ

れ,手稿では出版の自由に関しても考察している。例えば以下を参照。DM, vol. 1, pp. 344. 

またコンドルセの構想した教育案では,読書などに加え討議の経験が重要な位置を占めてい
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教育で読み書きを学ぶことで,労働による社会への参加が可能になる。そして現状にお

ける労働の機械として大衆を認識しつつも,社会で労働する人間が政治から分離されつ

つも、読み書きの能力によって自らを啓蒙することに期待していたと思われる。啓蒙は

各人の私的な発展に多くを任されているのである。彼は労働による器用さの進歩と改善

を,道徳的な文明化と改善とは別のものとして捉えていた。 

 

人間が生産的になるほど,ますます個人消費は増大する。道徳的文明化の方に歩み

を進めるほど,消費はますます平等に分配され,ますます消費は個人の幸福を支える

ようになる239。 

 

区別された 2 つの進歩はその歩みを異にするものであった。彼によれば,モラルの進

歩は技術的進歩の後にくるものであった。シィエスは当時の現状における政治的権利の

制限などを説いたが,近代社会における人類の進歩を楽天的に考えつつ,後のより啓蒙さ

れた世代の理性や政治的能力に期待していたと考えられる。 

第 3 章では,制定された権力の 2 つの部分である行政と立法府に関して,シィエスの議

論を検討した。彼は安定的で効率的な国家制度のあり方を検討し,社会にあふれる非理

性に対して,制定された権力を理性によって特徴づけようとした。そして商業社会を前

提として,現状における財産の不平等を前提しつつ,高い教育をもつエリートにより主導

される安定的な国家運営をシィエスは想定していたのである。 

  

 

たとされる。安藤, 前掲『フランス自由主義の成立』。 
239 EP, p. 60. 
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第 4 章 社会技術論の展開 

本章ではシィエスの「社会技術」を検討し,フィジオクラートから継承した概念にシィ

エスが新たな意味を付与したことを明らかにする。シィエスの社会技術は,歴史の内に

既存秩序の正当性を探ろうとする革命前夜の特権階級を批判すると同時に,フランス革

命に際して,第 2 章,第 3 章でもその一部を論じたような新たな社会の構想を正当化する

ものであった。 

社会技術の概念は『市民日誌』の編集者としても知られる,N.ボードーにより提唱さ

れた概念である。これはコンドルセやシィエスを中心とする『1789 年協会誌』や『社

会教育誌』などにも登場しており,革命前夜の『投票方法に関する意見』では組み合わ

せの科学あるいは政治の科学と共に語られ,『社会教育誌』では道徳政治科学の一分枝

とされた。さらにこの概念は,シィエスらに後続するデスチュット・ド・トラシーら,総

裁政府・統領政府期で中心的な役割を果たすイデオローグにも継承された。ここで注

目すべきは社会技術が,君主の絶対的権力を擁護する王政改革派であったフィジオクラ

ートに由来するにもかかわらず,フランス革命の推進者たちの下では,国制問題と関連づ

けられた新たな政治体制の提案も含む急進的な議論の中で言及される点である。この

社会技術の概念は以前から注目されており,例えば既に 1950 年代にも B.グレトゥイゼ

ンや桑原武夫らにより,革命の重要概念として紹介されていた240。彼らも指摘したよう

に,シィエスと革命の関係を考えるにあたっては,旧体制に変えて新たな体制をもたらそ

うとする立法者の技術として,社会技術が重要な意味を持った。 

そこで本章の第 1 節ではボードーの社会技術を検討する。彼らフィジオクラートは,

理想的な社会秩序を自然の秩序のうちに求めていた。また第 2 節ではシィエスの『投票

方法に関する意見』で展開された社会技術論を検討し,彼が自然科学の方法と道徳科学

の方法を区別していたことを明らかにする。彼は自然科学を事実の経験のうちに止まる

べきものと考え,その方法が道徳科学や政治のための科学に適用されることを批判した。

そして第 3 節では,パンフレットで公にされた社会技術の概念を基礎づけるものとして,

手稿でのシィエスの哲学的考察を分析する。彼は人間の認識や予測を補助するものとし

て,抽象観念の有用性を積極的に評価することで,制度設計も含むように拡張された社会

技術の概念を基礎づけていた。最後に,シィエスによる社会技術の概念が新たな社会構

 

240 B. Groethuysen, Philosophie de la Révolution française, Paris, Gallimard, 1956. （B.グレトゥ

イゼン『フランス革命の哲学』法政大学出版局, りぶらりあ選書, 1977 年）.『フランス革

命の研究』桑原武夫編, 岩波書店, 1959年。 
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想に関わるものであったことを明らかにする。シィエスはフランス革命に際して,フィ

ジオクラートの自然科学的方法を超えて,社会技術の新たな役割を示していたのである。 

 

第 1 節 ボードーの社会技術 

社会技術の語はボードーが『経済哲学序説』（1767）で提唱した概念である。本書で

彼はフィジオクラートの祖であるケネーに準拠して,経済表の原理に基づく社会秩序を

描いた。その際に,主権者たる君主が用いるべきと主張されたのが社会技術である。戦争

と征服を中心に政治を語ろうとする傾向を批判したボードーは,ケネーの継承を超えて,

ケネーがほとんど語ることのなかった主権者の技術を積極的に論じようとしたのであ

る241。 

 ボードーは一国内の人間を生産階級,不生産階級,主権者および所有者階級の 3 つに区

分し,それぞれの階級が果たすべき活動を生産的技術,不生産的技術,社会技術とした。生

産階級は農業に従事する階級,不生産階級は手工業や輸送など農業以外の有用な仕事に

従事する階級,そして主権者および所有者階級は,君主と貴族を中心とした地主階級を指

す242。ボードーはこの中でも主権者および所有者階級が行使する社会技術を重視し,そ

れを文明国の条件であるとした。さらに彼は洗練された社会での社会技術を,他の諸技

術が繁栄する条件であると考えた。 

 

生産的および不妊技術がそこ（文明国）で徐々に開化するのは,これら（教育,防衛,

行政）3つの真に有効な手段による。教育は人間がこれら有用で好ましい技術を実

践する能力を身につけさせる。防衛はそれらの技術を欲するように仕向ける。よき

行政は人々がそれらの技術を活用できるようにする。これら 3つは全て≪権威≫の

行使である。権威を行使し,徐々にそれを改善する技術は,私が社会技術と呼ぶもの

 
241 N. Baudeau, Première introduction à la philosophie économique, ou Analyse des états policé, 

1767; publié avec notice et table analytique par A. Dubois, Librarie Paul Geuthner, Paris, p. 181. 以

後ボードーからの引用は以下の略記を使用する。PI : N. Baudeau, Première introduction à la 

philosophie économique, ou Analyse des états policé, 1767 ;publié avec notice et table analytique par 

A.Dubois, Librarie Paul Geuthner, Paris, 1910.,EC : Éphémerides du citoyen, ou Chronique de 

l’esprit national, tome 1-6, Milan, Feltrinelli Reprint, 1969. 
242 ボードーの階級区分はケネーによる階級区分におおよそ対応したものであろう。これ

に関しては以下も参照。木崎喜代治『フランス政治経済学の生成―経済・政治・財政の諸

範疇をめぐって』未来社, 1976年。 
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であり,全ての技術のうちで第一のものであるし,他の全ての技術の原理であるとと

もに原因である243。 

 

ボードーは社会技術の対象が「帝国繁栄の原因である権威の行使」つまり教育,国内外

に対する防衛,行政管理（administration）であると考えており,これらの活動を行う主体も

主権者と所有者の 2 つに分けられ,役割も区別されていた。主権は教育・防衛・行政のす

べてを行い,所有者は行政の一部をのみをなすとされた。さらにボードーは,諸階級の生

産や行政がそれに先行する一種の投資によってなされると考え,それをケネーに倣って

「前払い（avances）」と呼び,行政を前払いによるとした。ボードーは前払いによって主

権者と所有者が国の富に貢献すると考えたのである244。さらにこの前払いは 2 つに区別

される。第一に地主による土地前払い（avances foncieres）であり,第二に主権者による前

払い（avances souveraines）である。前者は耕作や収穫を妨げる岩や獣など自然的障害を

取り除くことで,個別的所有権に属する土地の耕作と収穫を可能するものである。後者

の主権者による前払いは,後の世代にも残る,道路や運河あるいは公共建造物などの公的

所有物をもたらし,個別的所有を助ける。この中でボードーは主権者による前払いを最

も重視した。もちろんボードーの師であるケネーも主権者の仕事として,所有権保護,公

共工事などを論じていた。例えばケネーは『農業王国の経済統治の一般準則』（1767）

では,「政府は節約に専念するよりも,王国の繁栄に必要な事業に専念すること」245と述

べ,河川や道路の整備が主権者による働きかけの例として挙げられる。だが,ケネーが公

共事業にそれ以上注意を向けることはなかった。それに対して,主権者による前払いの

重要性を強調したボードーの介入主義的傾向は,奢侈論と同様にフィジオクラートの中

で彼を特徴づけている246。 

 
243 PI, p. 9. 
244 こうした社会技術の役割は繁栄の一般的条件と結び付けられることで,ボードーが貴族

を擁護する際にも利用される。 
245 Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, ed. par A. Oncken, Paris, Jules 

Peelman, 1888, p.336（ケネー『経済表』平田清明, 井上泰夫訳, 岩波書店, 2013 年, 228頁）. 

246 例えば A. Clément, “Nicolas Baudeau, an anti-physiocrat? Éphémérides du citoyen prior to 

“conversion” （1765–1766）”, The European Journal of the History of Economic Thought, 22:3, 

pp. 534-563, 2015.でも指摘されている。また介入主義的傾向といっても,フィジオクラート

らが批判対象としたポリス規制とは区別されるべきである。この点については,ボードーを
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こうした傾向は彼の歴史把握にも関わる。国家の繁栄に関して,ボードーは大学教育

で高く評価されていたギリシア・ローマの繁栄は短期間のものに過ぎなかったと述べ,

同時代の人々による過大評価を批判した。さらに彼はギリシア・ローマ人に代えて,社会

技術を基礎に繁栄に成功した模範国民として,カルデア人,エジプト人,ペルー人,中国人

を評価する。そして彼はこれら古代の文明と当時のヨーロッパを比較することで,ヨー

ロッパが半野蛮を少し超えたのみであり,模範とされる 4 つの文明国には未だ及んでい

ないと主張した。ここでも灌漑事業などの遺跡を根拠にして,繁栄に対する行政の仕事

の先行性が説かれていた。また当時のヨーロッパでは,オランダが模範とされる古代の

模範国民に最も接近していると評価されており,その繁栄もよき行政によるとされた。

このようにボードーはフランスを含む当時のヨーロッパが未だ完全な文明社会ではな

く,半野蛮の状態にとどまっていると考え,介入による繁栄の補助が必要であると繰り返

し強調していた。「経済表」が農業の最高度に発達した農業王国という理想的な国家を

論じたのに対して,彼はこうした理想的な状態に至る方法を問題としたのである。 

フィジオクラートの機関紙だった『市民日誌』に 1766 年 1月から 9 月の間,断続的に

掲載された論文でも247 ,ボードーはロシアが文明状態に至るためには初期介入が必要だ

と考え,政府による介入を既に重視していた。彼は移民の推奨や政府による初期投資な

どに注目し,エリザヴェータ女帝の施策を高く評価しており,まだ名前は付けられていな

いものの,後に社会技術として主張される「主権者の技術」に近い内容を論じていた。

「女帝にとっては自然が繁栄の保証だった」248と述べるボードーは,女帝が主導したロ

シアの文明化に,主権の介入と自然の恩恵の相互関係を見ていた。この論文で彼は自然

法則が前払いを要求するとして,オランダなどを評価する時と同様,繁栄に対する支出の

先行性を主張した。 

 

だが最も強力で抗しがたい自然の法則は事前の前払いを要求する。支出が先立つべ

きであり,開発の新たな富なしには,新たな生産物,新たな余剰,新たな人口,技芸や商

 

直接扱っている訳ではないが,以下の研究も参照。安藤裕介『商業・専制・世論―フランス

啓蒙の「政治経済学」と統治原理の転換』創文社, 2014年。 

247 N. Baudeau, ‘‘Le monde politique’’, EC, op.cit., t. III, p.32, （1766, le 6 jan.）, t. VI, p. 33, pp. 

65-128, （1766, le 10 mars., le 15- 26, sept.） . 
248 EC., t. VI, p. 92. 
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業の新たな繁栄はない249。 

 

前払いがなければ,たとえ耕作者や土地があっても生産は不十分なままに留まる。し

かし前払いが自分の利益となることを分かっていなければ,各階級の人々はそれを支払

う動機を持たない。これら人民の前払いに先立ち,各階級の利益獲得の条件を生み出す

のも,君主による介入だった250。さらに啓蒙こそが人間を自由にすると考えたボードー

は,社会技術の内でも教育を重視しており,諸階級が諸技術に最大限に携わるべきことな

どを国民全体に教える普遍的教育（l’instruction universelle）が,政府の介入や諸前払いに

よりもたらされる繁栄の基礎であると考えた251。彼は「私は理論だけでなく,人間の安楽

と帝国の繁栄が依存する公的経済あるいは私的経済の実践も容易にするために,文明国

の経済的分析が非常に有用だと考えている」252と述べ,科学知識と実践との重要性を強

調していた。介入にあたって参照されるべき知識の認識方法としては,自然の観察が想

像力と対比される。 

 

こうした（国庫からの支出が損失につながるという,政治家たちの主張する）影響関

係の指摘は性急すぎる。想像力は跳躍とバウンドによって進む。しかし自然は慎重

にゆっくりと進む。政治経済について思考しようとするときに,参照すべきなのは

自然である。一歩ずつ自然を追っていこう。事実を知り,その結果を計算しよう。そ

して時間,効果と原因,原理と結果を混同しないようにしよう。こうした乱用からわ

れわれが戦うべき誤った推論（paralogismes）が生まれるのだ253。 

 

想像力の働きと自然の進行を対比して,ボードーは自然の観察を強調した。想像力に

 
249 Ibid., p. 100. 
250 N. Baudeau, , Première introduction à la philosophie économique, ou Analyse des états policé, 

1767 ; publié avec notice et table analytique par A.Dubois, Librarie Paul Geuthner, Paris, 1910, 

p.106. 住民の知識,欲望,能力がない状態では,繁栄をもたらす前払いや技術は行われないと

され,これに対応するものとして教育,保護,行政が語られた。またロシア文明化論について

は以下も参照。G. Goggi, et G. Dulac, “Diderot et l’abbé Baudeau : les colonies de Saratov et la 

civilisation de la Russie” dans Recherches sur Diderot et sur l’Encycropédie, No.14, 1993, pp. 23-

83. 
251 PI., pp. 18-19. 
252 Ibid. p. IV. 
253 EC, t. VI, p. 112. 



81 

 

基づく詩や文学とは異なり,観察から始まる自然秩序の認識こそが政治経済学の思考方

法なのである。ケネーが「理想的国民は,自然により命じられた諸法を正確かつ恒常的に

観察することで」254,平和な法の内で生きると述べたのと同様に,その弟子であるボード

ーの社会技術が基礎とすべきものは,まさにこの事実の観察による自然の正確な認識で

あった。 

以上で示したように,農業の最高の発展段階に到達している農業王国というケネーに

よる『経済表』の想定に対して,ボードーはフランスを文明化への歴史的発展の途上に位

置づけ,理想的な社会秩序をもたらすための介入を強調した。この介入のための技術と

されたのが社会技術である。既にロシア文明化論でも,繁栄に先立つ権力による介入の

必要が説かれていた。またボードーはロシアの例で示されたような,自然の要求に応え

る適切な介入を模範とする社会技術の必要が,現実社会の底流をなしている「自然秩序」

の認識に基づいて示され得ると考え,政治経済に関する問題を扱う際の自然的事実の観

察を強調していた。それは自然秩序の内に最良の社会秩序を見出すフィジオクラートの

理論の特徴を示している。 

 

第 2 節 事実による専制と社会技術 

前節では,社会技術という言葉を初めて用いたボードーの社会技術概念を検討した。

本節ではこれと対比させて,シィエスの政治的パンフレットである『投票方法に関する

意見』を中心に,彼の社会技術とその原理を検討する。 

 R.ザッペリらが強調するように,シィエスとフィジオクラートの関係の考察では,穀物

論争が行われていた 1770 年代から始めるシィエスの手稿が特に重要であると考えられ

る255。第 1 章で確認したように,シィエスはこの時期にフィジオクラートや A.スミスの

政治経済学を研究しており,実際に出版されることはなかったものの,『政治およびモラ

ルの体系に関するエコノミストへの手紙』と題されたパンフレットを用意していた。本

書でシィエスは,フィジオクラート体系の基礎である,農業の排他的生産性という考えを

否定した。「富を形成するのは労働である」256と述べるシィエスにとって,全ての産業で

労働は生産的だった。そこから,労働を行う第三身分とこれに寄生する怠惰な特権階級

 
254 F. Qeusnay, Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, op. cit., pp. 647-648. 
255 例えば以下を参照。R. Zapperi, “introduction”, dans QTE.  
256 EP, p. 32. 
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という対立の存在が示された。政治経済学の研究を通して,農業の排他的生産性という

フィジオクラート体系の要石を取り除いたシィエスは第 2 章で確認したように,さらに

国家を,国民相互の利益を増加させるために形成されたアソシアシオンであると定義し

た257。ボードーがフランスに存在する諸階級間の利益の結合を目指したのに対して,シ

ィエスは社会的分業の内で労働に参加する第三身分たる国民の利益と,怠惰な階級とさ

れる特権階級の利益の背反を主張していた。さらにシィエスは,国民の享受の対象を生

み出す労働への参加と諸個人の共通利益を強調することで,三部会招集に際して,国民的

代表による議会の必要を唱えた258。フィジオクラートの批判的読解を通して,国家の唯

一の正当な構成員として第三身分を位置づけた後,『経済表』の秩序に拠らずに,政治的

共同体の目的である生産と享楽の増大をもたらすための公共の必要,つまり各人が自ら

の正当な利益追求に必要とされる,所有権を主とした自由と平等の保障を実現すること

がシィエスの問題となったのである。公的機関（établissement public）をどのように構成

すべきかが政治的共同体の最初の課題であると考えた彼は259 ,社会的分業という近代社

会の現実の下で,社会技術の概念を根拠として,伝統的体制とは異なる制度の設計へと進

む。 

 シィエスはフィジオクラートの経済思想を批判し,彼らとは異なる政治社会を構想し

た。しかしフィジオクラートから継承された「社会技術」の概念は,シィエスをはじめ,

コンドルセらフランス革命の中心人物たちによって繰り返し取り上げられた。例えば彼

らを中心として,国制問題を論じるために創設された 1789 年協会でも,この言葉は非常

に重要な意義を与えられた。協会の機関誌である『1789 年協会誌』では,ほぼ毎号社会

技術の項目が設けられ,「首都と地方の利益の対立を想定する偏見について」,「1790 年

4 月 13 日の法令について」などの具体的な政治問題が語られた。また『1789 年協会誌』

を引き継ぐ形で創刊された『社会教育雑誌』の創刊案内にも社会技術という言葉が登場

し, 社会技術が政治的権利の実践と定義された260。本誌ではコンドルセとシィエスが,社

 

257 本稿第 2章を参照。またアソシアシオンは旧体制下で一般的であったコルポラシオン

との対比で強調されることにも注意すべきである。この点については以下を参照。高村, 

前掲『アソシアシオンへの自由―〈共和国の論理〉』。 

258 例えば以下を参照。QTE, p. 154-155（邦訳 p. 65）. 
259 OS, vol. 1, 2, p. 119. 
260 Journal d'instruction sociale par les citoyens Condorcet, Sieyes et Duhamel （1793）, EDHIS, 

Paris, 1981, p.2. 
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会技術の諸原理を詳細に示す役割を担った。コンドルセと共にフランスの新たな国家制

度構想を進めたシィエスは,革命以前から社会技術の必要性を主張し続けていた。彼の

代表的パンフレットである『第三身分とは何か』や『投票方法に関する意見』でも,歴史

上いまだ存在していない,あるべき制度との関連で社会技術が語られていた。さらにシ

ィエスは,手稿の中でもボードーの名を出さずに,自身の示した社会技術の新しさを自負

している。 

 

社会の基礎は社会技術の原理であるとみなされている。少し前までフランス人がそ

の考えを知らなかったものである社会技術の,つまり『投票方式に関する意見』にお

いて初めてその名が大胆にも用いられたにすぎない社会技術の原理である261。 

 

シィエスによって社会技術は,ボードーのような君主による統治の技法というより,立

法者による制度設計の技術とされた。シィエスがパンフレットを出版した 1780 年代末

は,植民地戦争などを通した財源不足に端を発する税制問題から三部会の招集が約束さ

れ,その開催方法が現実的問題として争われていた時期である。当時の政治的問題の核

心は,フランスに憲法が存在するか,そして誰がそれを創設するべきなのかというもので

あった。この国制に関わる議論の中で,シィエスの主要な敵である特権身分を中心に強

力な理論として主張されたのが,王国の伝統的基本法を基礎とする身分別での三部会の

招集である262。伝統や歴史を根拠とする封建的制度への擁護に対抗しつつ,シィエスは

身分の別に拠らない国民的代表招集を主張した263。第２章で検討した憲法制定権力論と,

人為的な制度構想の技術である社会技術がその論拠だった。彼がフランスにおける社会

技術の出発と自負したパンフレットである『投票方法に関する意見』は,フランスのよう

な文明社会における法のモデルを古代に求めようとする傾向に対しての不満から始ま

る264。 

 
261 DM, vol. 1, p. 446. 
262 歴史資料に基づく王権批判と古来の国制の主張については以下も参照。K.M. Baker, 

Inventing the French Revolution, op. cit. 
263 OS, vol. I, 2, chapitre 6 （邦訳,第６章）では議会のあり方,憲法と通常の法の違いや特別

代表と通常代表など,シィエス独自の構想が説明される。 

264 これは『第三身分とは何か』第 4 章,第 6 節でも展開される,イギリス的政体への批判に

もつながる。シィエスはイギリスの国制は偶然的に生まれたにすぎないと考えていた。 
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非常に多くの者達が,文明化された諸国民のための法を野蛮な世紀に求めねばなら

ないと考えている。〔……〕 生活に必要なものの追求が問題になる時,人は改善され

た技術による近年の成果を無視して,タヒチ島や古代ゲルマン人の見本に尋ねよう

としてはいないだろうか265。 

 

こう述べるシィエスは,歴史を根拠とする既成事実の擁護が,「組み合わせ」を無視す

る怠惰な「模倣心」（l’esprit d’imitation）に依拠すると批判し,これに人間能力の改善をも

たらしてきた理性を対置した266。そして理性の働きの近年の成果である社会技術の概念

を通して,自らの理論を提示したのである。フランス啓蒙思想の文脈では,例えば『百科

全書』の「人間知識の系統図」でダランベールは,回想録など人間の歴史を記憶の下位区

分とする一方,政治学など人間の学を理性の下位区分として取り扱っていた。こうした

区分と同様,シィエスは政治において参照すべきものは歴史ではなく,政治のよき実践を

基礎づける科学であり理性であるとして,特権階級のように歴史のみによって政治を語

ることを拒否する267。彼は歴史的根拠に基づく特権や既存制度の擁護を,文明に反した

野蛮な抑圧を助長するものであり,近代社会にふさわしくないものとみなした。こうし

た批判はパンフレットで幾度も繰り返される。『第三身分とは何か』でも,征服者の権利

の継承を根拠とした貴族特権の主張が不条理であると攻撃されていた。また『投票方法

に関する意見』では,既存社会制度の正当性の根拠を歴史資料の内に探そうとする主張

が,幻想に基づくとして退けられる。 

 

この考察が私に命じているのだ。そう,未来に我々があるべき姿を過去に問い,公的

秩序を復興する法を不条理と嘘の織りなしたものである嘆かわしい伝統のうちに

探すことに憔悴しており,アルシーヴをしつこく探し回り,いくつものメモワールを

参照・編纂し,ゴシック的な恍惚のうちで国民に≪証拠≫と称されるものを作らせ

 
265 OS, vol. 1, 2, p. 1. 
266 Ibid., p. 31. 
267 Ibid., p. 21. また例えばフィリップ 4世時代の三部会を好意的に評価し,善意の者は歴史

的事実の中に行動指針を読み取ることができたと述べる一方で,フランスで主張されていた

英国国制の模倣が批判されている。OS, vol. 1, 3, p. 55-56 （邦訳 57頁）. 
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ようと望んでいるかのように,どんなに疑わしく無知で理解不可能であっても,何ら

かの古い名目を再発見することへの希望のうちで,最小の断片をも調査し,尊んでい

る,これら大勢の作家に対する私の不満と怒りに,自由な針路を与えよう268。 

 

さらに彼は人々が模倣心から歴史的事実に固執することを嘆くと同時に,こうした状

況の下で既成事実が専制と結びついていることを告発する。この結びつきは特殊かつ暴

力的な歴史的事実によって,不平等で抑圧的な現行秩序を正当化するものであり,あるべ

き社会を構想するはずの政治を,国民にとって抑圧的なものとする原因であった。彼は

多くの作家が,模倣心に由来する歴史への固執という状態にあると考え,専制を告発する

真理と専制の道具としての歴史を対照した。 

 

物事は既成事実によってのみ決定されるのだと考えられている。これはいつも既成

事実から専制が始まったということだ。そしてなによりも専制には専制自身から独

立し,専制を告発するものである真理より,専制自らが意のままにできるような誤っ

た模範（である既成事実）を示す必要があるということだ269。 

 

現実の抑圧的状況に対抗し,新たな社会・政治制度を構想するためにシィエスが求め

るのは,第一に現実の抑圧性を隠ぺいする誤った言葉あるいは無意味な言葉の廃絶,そし

て第二に哲学者たちの主張する方法の見直しである。 

第一の点については,言葉をその真の意味から分離することで,特権と旧体制のあり方

を維持し,強化しているものとして,貴族の用いる言葉が頻繁に批判されていた270。すで

に第 1 章で述べたように,こうした言葉に関する主張は,コンディヤックやケネーなど言

語の問題を重視した思想家たちの問題意識を引き継ぐものであった。 

 しかし,シィエスは彼らに追従するだけではない。彼がこうした啓蒙主義の経験論者

や感覚論者たちとはっきり区別されるのは,第二の点に関してである。『投票方法に関す

る意見』では,社会技術を探求するうえでの基礎的作業として,哲学者の方法が検討され

ていた。シィエスは当時の社会的な抑圧が,哲学者の用いる方法の誤りによって強化さ

 
268 Ibid., p. 34. 
269 Ibid., pp. 28-29. 
270 たとえば以下を参照。Ibid., p. 18, p. 81. 



86 

 

れていると考えた。彼は物理的秩序を解明するための自然科学の研究方法を,当時自然

科学と対置された人間や社会,政治といった広い領域を扱う道徳科学（science morale）の

対象である271,「人や社会に関する秩序」（ordre moral）の研究に適用しようとする,哲学

者たちの傾向を批判する。 

 

有用性という実り多い思索は,愚鈍な博識家にとっては怠惰の作品にしか見えなか

った。そして優れた人間がその知恵と同じく嫌悪感から,我々の祖先の誤った下ら

ぬタブローを放っておく一方で,凡庸な者は歴史のページをなんでもかんでも熱心

に書き取るという物質的営みに捕らえられている。〔......〕 不幸にも,この世紀の間

に物理科学にかくも大きな助力を与えた哲学者自身が,この奇妙な信念を認め,盲目

な美辞麗句にその才能を提供しているようである。正当にも自分たちの先行者の体

系的偏執にうんざりして,哲学者たちは事実の研究に専心し,別の方法すべてを禁止

した。その時まで,彼らはまさに称賛に値した。しかし物理的秩序を離れ,人や社会

に関する秩序（ordre moral）にまでこの方法を利用したり薦めたりしようとした時,

彼らは誤ったのである272。 

 

このようにシィエスは歴史資料による国制擁護を念頭に置いて,事実の研究のみに取

り組む自然科学の方法と,彼が目指す政治の科学の方法を混同することを拒否した。彼

によれば両者を区別するための基礎は,人間の精神的能力から独立した物理的世界であ

る。 

 

世界の体系の構想は,物理的世界が存在し修正的思索（méditations correctrices）から

 

271 18 世紀の著作によく登場する Moral の語は,道徳哲学（philosophie morale）,道徳科学

（science morale）などのように「道徳」と訳されることが多い。mœursに関する意見・理

論などを意味する形容詞である moral は,現代日本語の「道徳」とはニュアンスが異なる。

mœurs は道徳的価値判断や気性などを意味するとともに「習俗」などとも訳され,この場合

ある共同体に固有の法や慣習などを意味する。science morale の morale は日本語の道徳と

いう意味を含みつつも,人間の集合である社会や国家のあり方など広い領域を表す語であ

る。本稿では一般に通用した訳として「道徳」を用い,必要に応じて適宜「人や社会に関す

る…」などとする。 
272 OS, vol. 1, 2, p. 29-30. 
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の独立を維持しているために,事実の経験にとどめなければならないのである。自

然科学（Le physique）はあるがままのものの認識でしかありえない273。 

 

 自然科学は物理的世界の秩序を扱うために,経験的事実の内でのみ思考しなければな

らない。このため彼は自然科学に特徴的な経験的事実にのみ基づく科学を,単なる観察

の科学と呼び、人間の修正的思索である組み合わせによる道徳科学と対比した。自然科

学のもとで素晴らしい成果を上げてきた事実の観察という方法は,国制問題に適用され

ることで,既成事実を絶対化するとともに,これとは異なる社会を構想することを禁止す

る誤った方法になるからである。先に確認したように,歴史的事実を根拠とした既存諸

制度の擁護は,野蛮な封建的迷妄であると批判されていたが,シィエスはそれが方法の誤

りによって強化されているのだと考えた。 

これは既に第 1節で検討した,フィジオクラートの科学の方法に対する批判ともなる。

彼らは『経済表』という先進的な経済モデルを作り上げたが,自然秩序と理想的な実定法

を同一視する傾向を持っていた。「自然法（則）はあるいは物理的であり,あるいは道徳

的である」274と述べるケネーやそれに従うボードーにとって,理想的社会秩序は自然秩

序の観察を通して認識されるものだった275。もちろんシィエスにとっても,社会構築の

現実的基礎となる人間の必要や分業などは経験的に存在する事実に属する。しかし一方

で,主に立法による公的機関の形成という,人間が恣意的に決定することが可能なものに

関わる社会技術は,彼にとって単なる観察の科学には還元され得ない。「自然科学のよう

に経験によって人や社会に関する事象を基礎づけるという,知識人たちが既に広めた考

え方が,代表の理念に及ぼし得る影響に対して立ち向かうべきだ」276と述べる彼は,自然

科学的方法の乱用が既存制度の追認につながると考え,革命前夜の問題だった国民的代

表のあり方をこれに対抗して示そうとした。「自然科学のように経験を基礎とする代表

概念に挑戦すべきだ」277と主張するシィエスが提唱するのは,「単なる観察の科学」に対

 
273 Ibid., p. 30. 
274 Qeusnay, F., Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, op. cit., p. 374.（邦訳

『ケネー全集』第 3巻, 島津亮二, 菱山泉訳, 有斐閣, 1952 年, 77頁）. 

275 以下も参照。森岡泰邦『増補版フランス啓蒙思想の深層―ケネー,ディドロ,ドルバック,

ラ・メトリ,コンドルセ』晃洋書房, 2003年, 第 1 章。 
276 OS, vol. 1, 2, p. 31. 
277 Ibid., p. 32. 
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置される「組み合わせの科学」である。フランスのあるべき新たな代表とその招集方法

は既成のものではなく,第三身分や国民などといった,それを構成する部品を適切に設定

したうえで,新たな結合により作り出されねばならない。シィエスは真の政治とは,諸事

実の組み合わせを行うものであると考えた。 

 

疑いのないことであるが,真の政治[ la vrai politique]は諸事実を組み合わせるのであ

り,妄想を組み合わせるのではない〔......〕278。 

 

当時,組み合わせ（combiner）の語は,例えば確率論や化学の分野で頻繁に使用されて

いた。政治経済学の分野でも,フィジオクラートであるミラボーによる統治の科学の基

礎としての明証性の主張を批判して,ルソーは明証をもって自然と政治の法の関係を理

解することはできないとするが,その際「それは統治の科学とはまさに時と場所,状況に

従う,組み合わせ,適用,除外の科学であるからだ」279と述べたことが知られている。ま

たフランス革命期にこの言葉を使用する者の代表としては,ラヴォワジエが挙げられ

る。自然科学者であるラヴォワジエは,化学結合を表す際にこの語を使用する。コンデ

ィヤックに影響を受けて代数学を理想的な分析手段として主張する彼は,「自然科学

（sciences physiques）の研究に身を捧げようとする人にとって観念は実験ないしは観察

の帰結つまり直接的結果以外のものであってはならない」280と述べた。彼は実験と観

察を基礎とした代数学的記述方式により,混乱していた化学命名法を事実の「忠実な

鏡」として整理し直そうとした281。シィエスもコンディヤックに影響を受けていたが,

 
278 Ibid., p. 33. 
279 “Lettre à Monsieur le marquis de Mirabeau, Tyre, le 26 juilllet 1767”, dans Correspondance 

complète de Jean Jacques Rousseau, établie et annotée par R.A. Leigh, Genève, Institut et musée 

Voltaire, t. 33, p. 242. 
280 Traité élémentaire de chimie. par M. Lavoisier et al. 2 édition, Tome 1, p.viij（邦訳『ラヴワジ

エ：化学原論』坂本賢三編,柴田和子訳,朝日出版社,1988年,4頁）. 

281 「アイデアを保存してこれらを伝えるのは,言語であるから,言語を教育しなければ,科学

を教育することは不可能であるし,たとえ事柄が事実であり,事実のアイデアが正確であろ

うとも,それらを繰り返す正確な表現を持っていないなら,誤った印象しか伝えることがで

きないのである。化学命名法の完成は,このような関係において,アイデアや事実が提示す

ることを,省略したり,特に付加したりせず,ほんらいの正確な真理にもどすことにある。す

なわち,命名法は,まさに忠実な鏡なのである」 (Méthode de nomenclature chimique, propose 

par MM. de Morveau, Lavoisier, Bertholet, et de Fourcroy. On y a joint Un nouveau système de 
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彼は『人間認識起源論』などで文学や空想のような想像物とも結びつけられる観念の

自由な組み合わせとされた「想像力」を意識して「組み合わせ」の語を使用したと考

えられる282。彼は物理的実験ないしは観察の帰結を超えるような精神的創造である

「事実の組み合わせ」と,そこから導かれる「憲法制定権力」といった新語などによっ

て政治的主張を行う。しかしこの自由な組み合わせは不条理で有害な妄想をも生み出

し得るため,慎重な規制が求められる。そのためシィエスは,正当な類推とそれを表現す

るタブローを重視した283。「感覚の連続（succession）,つまり我々がその原因とみなす

外的物体の連続のみが我々にとっての現実である。こうして全ての観念,全ての観念の

組み合わせは連続性の形式の上に広がる。それが図像（image）を生み出しえないな

ら,これは誤っている」284と述べるシィエスは「幾何学的形式」を重視しており,タブロ

ーの使用を通して国家をその構成要素の個人にまで分解し新たに組み立てることによ

り,国家繁栄の基礎である自由と平等を保証する制度を構想しようとした。手稿でも自

然あるいは人間に原因を持つ不都合の修正を立法者の役割とする彼にとって285,歴史や

自然において観察される事実を模倣するだけでは十分ではない。これは政治経済学で

自然秩序を重視するフィジオクラートとも異なる立場である。 

 またこの立場はシィエスと革命期に行動を共にするコンドルセとも異なる。両者は

1789 年協会や『社会教育雑誌』で共に活動し,どちらも社会技術の概念を重視してい

た。しかし,自然科学と道徳科学の方法を区別したシィエスに対して,コンドルセは革命

以前に両科学が同じく「事実の観察」に基づくものであると考えた286。こうして彼は,

両科学が同程度の確かさに至るであろうと考え,政治的な事柄に関する科学の適用とし

 

caractères chimiques, adaptés à cette nomenclature, par MM. Massenfratz et Adet. Paris, Cuchet, 

1787, 田中豊助,原田紀子,牧野文子共訳,ラボアジエ『化学命名法』, 内田老鶴圃新社, 古典

化学シリーズ 6, 1968 年, 7-8 頁）.  
282 E.B. Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, dans Œuvre complètes, t. I, ch. 

2, Slatkine, Genève, 1970 （小茂田宏訳『人間認識起源論』（上）,岩波文庫,1994 年,第 1部,

第 2 章）. 

283 シィエスの手稿には頻繁に図表が現れる。例えば DM. vol.1, p. 286, p. 373, p. 405, DM, 

vol. 2, p. 506, p. 529. また 1791年人権宣言草案では個人を起点に国家へと至る途が描かれ

る。 
284 DM, vol. 2, p. 542. 
285 EP, p. 51. 
286 N. Condorcet, Sur les élections et autre textes, Paris, Fayard, 1986, p. 183. 
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て社会技術を説き,確率論の投票行動への適用などを積極的に行おうとした287。シィエ

スとコンドルセは科学に基づく革命の完遂という共通の目的を持ち,共に活動したが,彼

らの考える社会技術の方法は異なっていた。自然科学と道徳科学の共通性を説いたコ

ンドルセの構想がコントら 19 世紀の実証主義につながってゆくものとして見られるこ

とがある一方,彼とは異なる考えを持ったシィエスは,自然科学とは異なる道徳科学の特

徴を認識していたのである。 

本節で確認したように,シィエスの著作で社会技術の概念は,特権階級の批判という文

脈で現れた。そこでは社会技術が現行制度に対する攻撃の基礎を与えるが,この変容は

国制論争での特権階級との対立だけでなく,「模倣心」に由来する自然科学的方法の乱

用への批判に基づく,自覚的な方法的考察からももたらされた。「自然科学のように経

験を基礎とする代表概念に挑戦すべきだ」288と述べたシィエスは,国制論争に際して,単

なる観察に基づく科学と組み合わせの科学を対置し,両者の対象である「事実」の扱い

を異なるものとする人間の修正的思索を示した。この社会技術の原理を基礎づける人

間の認識能力は,パンフレットに先立って 1770 年代から執筆されていた認識論に関す

る手稿で深く考察されていた。次節ではこれらの手稿を取り上げ,シィエスの「組み合

わせの科学」や社会技術の哲学的背景を解明する。 

 

第 3 節 抽象観念と政治の科学 

  前節では主にパンフレットである『投票方法に関する意見』を取り上げ,シィエスが

旧体制の抑圧的状況を導くものと考えた「模倣心」や「既成事実」の乱用を批判しつつ,

社会技術をボードーとは異なった形で再定義したことを検討した。また社会技術を説明

する際,その原理である政治の科学には自然科学とは異なる方法を適用するべきと主張

したことを確認した。シィエスは人間の「修正的思索」を経過していない,単なる事実の

観察に基づくとされた自然科学に対して,人間の修正的思索つまり精神での「事実」の自

由な組み合わせによる科学こそが,社会技術を構成すると主張したのである。このよう

に事実の組み合わせの方法によって,政治の科学は自然科学から区別される。本節では

 

287 たとえば以下を参照。隠岐前掲,『科学アカデミーと「有用な科学」』。K.M. Baker, 

Condorcet: From Natural Philosophy to Social Mathematics, Chicago, The University of Chicago 
Press, 1975. 
288 OS, vol. 1, 2, p. 32. 
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シィエスの手稿でのケネー批判を中心に,パンフレットでの社会技術の概念の根拠とな

る彼の哲学的議論を検討する。彼は人間の認識が経験との「類比」（analogie）によって

未知のものを理解する能力を持つと主張すると共に289 ,そのような認識では抽象観念が

未知の対象を評価する「標準型」（modèle）として機能しうるとする。さらに人間は未

来に向けての判断である意思決定にあたって,抽象観念を通して,対象がもたらすであろ

う快苦を予測できると彼は考えた。こうしてシィエスは,これまで経験したことがない

対象についての精神における快苦の予測の可能性を基礎づける。彼は個人の快苦から出

発して,個人の集合である社会や国家の学として政治経済学を構想するが,前節で確認し

たように,これは組み合わせの科学とも呼ばれる。抽象観念それ自体は人間の認識の結

果であり,実在するものではないが,それは「標準型」として,過去の経験を超える「組み

合わせ」を個人の快苦に基づき評価することを可能にし,より良い新たな制度を正当に

推論し得る根拠を与える。シィエスはこうした知的活動において,記号が抽象観念を思

い起こさせ,思考を助ける人間の共有物として重要な役割を果たすと考えた。 

繰り返し述べたように,シィエスは 1770年代にフィジオクラートや感覚主義のフィロ

ゾーフを研究していた290。しかし,これは R.ザッペリらの研究が強調するような政治経

済学の領域に限ったことではなかった。例えば 1773 年から執筆がはじまったとされる,

『形而上学ノート』（Le grand cahier métaphysique）と呼ばれるひとまとまりの文書では,

感覚主義の検討を中心に哲学研究がなされた291。前章で確認したように,シィエスの社

会技術の概念は,その原理である科学の方法論の転換によって,フィジオクラートによる

それとは大きく異なるものに変化していた。それは手稿での,抽象あるいは言語という

人間能力への評価に基礎づけられた変化である。 

18 世紀の経験主義者たちは,神に対する人間の認識能力の限界を理由に抽象観念の必

要性を説くとともに,その乱用を危険視もしたが,シィエスは抽象観念の不完全さを認め

つつも,それを「標準型（modèle）」と呼び,より肯定的かつ積極的にとらえようとした。

 

289 J. Guilhaumou, Sieyès et la langue politique, op. cit. ギロムーは類比に基づく認識に関して

ライプニッツやコンディヤックからシィエスへの継承関係を明らかにした。 

290 本稿はじめに, 第 1 章を参照。 

291 『形而上学ノート』には,1770年代から執筆された前半部と,1801年以降に付け足され

た後半部がある。今回扱うケネー批判は前半部分に属し,本格的な革命が開始する前にすで

に書かれていたものと推測される。以下も参照 DM, vol. 1, pp. 15-72. 
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こうしたシィエス独自の哲学が展開される『形而上学ノート』では,コンディヤックやボ

ネらの議論が引用を用いつつ詳細に検討された。このノートの初めに登場するのがケネ

ーである。そこではケネーが『百科全書』に寄稿した「明証論」への批判という文脈で,

抽象観念の考察が展開された。批判の対象となるケネーは,「明証論」で言語と抽象観念

について,自身の考えを示していた。指摘されることは少ないが,ケネーはフィジオクラ

シーという新たな科学をつくり上げるにあたって科学的言語の必要を主張していた292。

彼はそこで人間精神の限界を理由に,総括的観念が必要であることを認めつつも,「明証

を無視させ,懐疑論を助長するのは,擬制的観念及び一般的な抽象的観念である」293と述

べている。『人間認識起源論』のコンディヤックなど当時の論者たちと同様に,ケネーも

抽象観念を実在視する誤謬が民衆の迷信や神学的偏見などの背景にあると見ていた。科

学的言語をフィジオクラシーの基礎と考えたケネーは,それにふさわしい言語を求め,明

証（évidence）に注目した。彼は明証を確実性,真理,信仰の認識の基礎であり,こうした認

識を信頼するための根拠と考える。また認識について彼は「われわれの感覚は,われわれ

に対して必然的に,われわれの内における感覚する特性を持つ一つの存在を指示する」

294と述べ,これを明証な知識とした。彼はこの感覚する存在を中心に,感覚を通して示さ

れた対象の実在の確実性を説く。さらに彼は感覚を通して対象の関係を把握できると述

べ,人間が自然秩序を認識できると考えた。『経済表』で抽象概念による説明を排した具

体的事例に基づく検証を主張するケネーは,常に実在世界に留まることに留意する295。 

 

292 ケネーの言語思想については M.F. Piguet, “Quesnat, le langage et le « langage de la science 

économique”, dans Histoire Épistémologie Langage, 2I/II, SHESL, 1999, pp. 123-147.を参照。ま

たケネーの言語論は『動物のエコノミー』第 3 巻でも展開されている。シィエスにも「政

治が科学のようにそれに固有の言語に制限されておらず,日常言語で評価されていることは

我々にとっての不幸である」と見出しの付けられたノートがあり,科学とそれに適した言語

の必要という点で,ケネーとシィエスは共通の問題意識を持っていたと考えられる。DM, 

vol. 1, p. 454. 
293 “Évidence”, dans Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 

par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié par M. Diderot et M. D'Alembert, Reprinted 

in compact edition, New York, Readex Microprint Corp., 1969, p. 1296（邦訳ケネー「明証論」

『経済表以前の諸論考』坂田太郎訳, 春秋社, 1950 年, 49頁）. 

294 Ibid., p. 1295（邦訳 29頁）. 

295 F. Quesnay, Œuvre économiques et philosophiques de François Quesnay, op. cit., p. 309（邦訳

110頁）. 
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シィエスもケネーと同様に自身の目指す科学の端緒を明証性に置き,「政治経済学の

要素」（Éléments d’économie politique）と題された「形而上学ノート」と同時代の手稿で

296 ,「明証性は我々の認識すべてと同様に政治経済学の原理にも属している」297と述べ

る。しかし「諸原理を展開するために,良きにせよ悪しきにせよ,なされたことを考慮し

ないことが求められる。腐敗した機関の分解は機械技術のはっきりした観念を与えられ

ない。よって一つの観念のみが必要である」298と考える彼にとって,政治経済学を構成す

るのは歴史家などによって歪められた既成事実ではない。シィエスは人間の認識の形成

を説明するにあたり「必要」に中心的役割を与えたコンディヤックを高く評価しており,

政治経済学の唯一かつ第一の原理を人間の必要であるとして,否定できない明証性を持

つ主体の快苦こそが,あるべき社会秩序を考察する上で最も重要であると考えていた299。

感覚を通して対象の実在性の確信に至り,観察された事実をそのまま扱おうとするケネ

ーに対して,シィエスは感覚を通して人間に理解される対象それ自体ではなく,人間の把

握の仕方により注目する。こうして彼は,ケネーが既知のことを示す具象的言語（langue 

concrète）の考察にとどまると指摘し,類比による物事の認識を説くとともに,認識を補助

する抽象観念をより肯定的に評価した。 

 

我々が感覚する故に我々は存在するという帰結は,全く新たな認識ではない〔……〕 

認識の表現は富の記号と同様に,表現される対象をすでに知っているものによって

しか受け取られない。これは具象的言語のためのものだ。（既知の対象の認識を媒

介として）抽象観念は,さらに人が教えようとする未知の対象の間にゆきわたる類

推（analogie）を認識させるのに役立つ〔……〕300。 

 

さらに彼はケネーが真理把握の基礎としたような明証よりも,抽象観念とそれを思い

起こさせる記号と関連する,主体と対象の快苦の関係に注目した。彼の問題は,自然科学

で求められる自然的事実の認識を明証によって基礎づけることではなく,新たな政治の

 

296 DM, vol.1, pp. 260-261. 『形而上学ノート』と同時期に「政治経済学の要素」という表

題が付された手稿があり,これはフィジオクラートを意識して書かれたと考えられる。 
297 Ibid., p. 260. 
298 Ibid., p. 260. 
299 Ibid., p. 141. 
300 Ibid., pp. 75- 76. 
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科学の問題でもある人間の安楽（bien-être）という観点から未知のものを予測し,判断す

ることである。 

 

結局,すべての変化は同様に抽象の道具によってうまく示され得る。このように既

知のものによって未知のものを説明すると言う時,この未知のことが明証へと導か

れるというのではなく,人がそれを求めるか避けるために,十分それが認識されてい

るということである。それで十分なのだ301。 

 

「形而上学ノート」でのケネー批判をはじめとして,シィエスは抽象観念の有用性を

高く評価することで,新たな政治の科学の基礎を構築した302。抽象観念と人間の知的能

力を結び付けるシィエスは303,さらに抽象観念を未知の物事がもたらす「快苦」を測る標

準型として積極的に使用できる可能性を強調する。彼は「抽象観念は標準[le modèle],基

準[la mesure]であり,人がその質を評価する時に従う第三の共通物なのだ」と述べ,後の手

稿でも抽象観念を,それを思い起こさせる記号である「言葉」と共に高く評価した304。 

 

木を見ることは木の観念を呼び起こすが,見ることはその木を何かしらの木として

個別化する。木という書かれた言葉は同様に,そして速やかに木の観念を呼び起こ

すが,それは不完全なものだ。その観念はある何かしらの木ではなく,木全体に共通

のものだし,純粋に総称的な観念を呼び起こすことで我々に多くのことをなす305。 

 

シィエスはここで「木」という言葉をそれが思い起こさせる抽象観念,つまり木に共通

のものを一般的に表すものとして肯定的に捉える。ケネーのように科学を感覚の明証性

と対象の実在の確実性によって基礎づけるのではなく,彼は未知の対象を認識するため

 

301 J. Guilhaumou, ”Les manuscrits linguistiques du jeune Sieyes （1773-1776）”, p. 65, dans 

Archives et documents de la SHESL, No 8, 1993, pp. 53-86（AN. 284AP2, dossier.3）. 

302 この点については以下を参照。J. Guilhaumou, Sieyès et l’ordre de la langue : L’invention de 

la politique moderne, op. cit., chapitre 3, chapitre 7. DM, vol. 1, p. 57. 
303 Ibid., chapitre 2ではコンディヤックからの継承である言語と知性の相互関係にも触れら

れている。 

304 J. Guilhaumou, “Les manuscrits linguistiques du jeune Sieyes （1773-1776） ” , op. cit., p. 66. 
305 DM, vol. 1, p. 152.  
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の「標準型」として扱いうる抽象観念を用いて,人間に認識される諸事実を自由に結合す

る,組み合わせの科学を示すことになる。認識対象を抽象化し,現実を反映しつつも観察

される個別的事象に留まらない抽象観念を扱い,それを組み合わせるという人間の知的

能力によって,人間は現実に存在していないものを構想することができる。その際言葉

は,それが思い起こさせる抽象観念が過去の経験に基づいて人間に快苦の予測を与える

点に有用性を持つ 306。ケネーは言語の乱用を危険視し,自身の説く明証性や実在性にこ

だわったが,シィエスは個別的な自然的事実と抽象観念を示す言語の差異に積極的な意

義を見出したのである。手稿におけるこうした哲学的考察は,三部会を目前に用意され

た『投票方法に関する意見』にも暗黙の裡に表れている。例えばこの中で,シィエスは立

法者の諸構想が経験的事実である必要はないと考えた。立法者による社会秩序の設計に

対して,それが事実であるかを問うことは不必要であるとシィエスは述べる。立法者の

計画は,言葉とそれが思い起こさせる諸観念を通して,帰結が予測され,妥当性が判断さ

れ得るからである。 

 

実行する前にその想像力のうちで計画を用意・実行する建築家（l’architecte）と同

じように,立法者はその精神のうちで,人民に適した社会秩序の全体と詳細を知覚し

実現する。立法者が我々にその思索の果実を与えるとき,我々は彼に事実の証拠を

問うことなく,その有用性を判断し,その才能の恩恵を受ける307。 

 

 もちろん当時の状況では,国民全員がこうした判断を正確に行うことは可能ではない

と考えられた。未知の事象に関わる観念の組み合わせの適切さを保障するため,立法者

には理性的な類推を行う能力が必要とされる308。このためしばしばシィエスへの非難と

共に語られる,能動市民と受動市民の政治的権利の区別が現れる。適切に言葉を扱い判

断するには,教育に基づく一定以上の知的能力が必要なのである。第 3 章でも確認した

ように,シィエスは「裕福な生活の手段を持ち,そのために自由人としての教育を受け,理

 

306 以下も参照。J. Guilhaumou, Sieyès et la langue politique: L’invention de la politique moderne, 

op. cit., chapitre 2. 
307 OS, vol. I, 2, p. 33. 
308 例えば判断力は上位の理性として扱われる。DM, vol. 1, pp. 141-142. 
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性を養い,さらに,公共の事柄に関心を持つことのできる人々」309,つまり第三身分の中の

「自適の階層」に期待したが,その一方でこうした政治的権利から排除される層が画定

された。しかしこうした制約を設定しつつも,シィエスは人間に共通する能力に基づく,

現状に縛られない社会構想の可能性を明らかにすることで,旧体制からの離脱を果たそ

うとしたのである。 

本章ではシィエスの社会技術の概念を取り上げ,それが自然科学的な事実の観察とい

う方法に留まらず,人為的な組み合わせによって経験に捕らわれずに新たな制度をもた

らすための技術だったことを明らかにした。第 1節ではシィエスの議論の前提として,

社会技術の語を初めて使用したボードーが,自然秩序の内に理想的な社会秩序のあり方

を求めていたことを分析した。また第 2節では,シィエスが模倣心に基づく自然科学的

な方法の乱用を背景とする「既成事実から始まった専制」を批判し,「組み合わせの科

学」の主張によって社会技術を基礎づけようとしたことを示した。さらに第 3 節では,

社会技術の主張に先立つ手稿でのシィエスの認識論を分析し,ケネーへの批判的考察を

通して彼が抽象観念に対象の「標準型」としての機能を見出し,それを思い起こさせる

言語の有用性を高く評価すると共に,人間の快苦の予測に基づく未来に向けた判断を基

礎づけたことについて論じた。 

シィエスは模倣心に基づく「事実による専制」を批判したように,歴史という特殊かつ

偶然的な事実を絶対化し,普遍的な諸権利や共通利益のための制度を誤った形で語り,人

民抑圧を補助する誤った科学的方法を批判していた。彼はこれに対して,抽象観念に基

礎づけられた社会技術による政治制度を主張した。これは強力な君主政を擁護する王政

改革派であったボードーが君主に期待した社会技術と同様に,国民の安楽の増大を目指

す上からの働きかけであった。しかしシィエスはこの概念に新たな意味を付与すること

で,ボードーを超えて,国家にとって根本的な諸制度を刷新するための理論とした。彼の

社会技術は現実に存在したことのない,経験的には知られていない政治社会のあり方を

見出すための方策であった。 

  

 

309 OS, vol. 1, 3, p. 45（邦訳 47-48 頁）. 
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第 5 章 近代社会における立法者の役割 

本章では,社会技術の担い手とされたシィエスの立法者像を明らかにするために,シィ

エスとは対照的な考察を残したジャコバン派の中心人物の一人であるサン・ジュストを

取り上げて,両者を比較・検討する310。 

フランスの財務総監を務めることとなったチュルゴへの初期の期待にも現れるよう

に,18 世紀の人々は,啓蒙された君主やその助言者としての啓蒙思想家などによる社会

改革を期待した311 。立法者はフランス革命に先立つ啓蒙の政治思想においても度々語

られた主題の一つであり,例えばルソーをはじめとして,様々な論者が立法者について語

っていた。彼らの多くはリュクルゴスやヌマといった古代の立法者を理想像に据え,一

つの国民を造り変えるような救世主的な立法者に期待した312。フランス革命期になる

と,旧体制下での啓蒙専制君主の理想に代わって,国民による自己立法が問題となる。自

ら立法者として為政者の任務を引き受けた当時の議員たちにも,こうした啓蒙の立法者

像が引き継がれた。特にロベスピエールらジャコバン主義の政治家たちは,ルソーらの

用いた古代の立法者像を理想としていたことが知られている313。 

これに対してシィエスは近代の商業社会を基礎とすることで,サン＝ジュストは法を

意思ではなく自然に求めることで,古代の立法者の模範を近代社会に適用することを拒

否し,こうした理想とは距離を置いた。サン＝ジュストでは自然に対する意思に基づく

立法への批判から,立法者は制度の概念にとってかわられてゆく。一方意思の契機を重

 

310  個別に扱われることの少ないシィエスとサン＝ジュストだが,両者の比較がいくつかの

研究でなされている。L.ジョーム『徳の共和国化,個人の自由化—ジャコバン派と国家 1793

年—94 年』石埼学訳, 勁草書房, 1998 年。I.ホント『貿易の嫉妬—国際競争と国民国家の歴

史的展望』田中秀夫監訳, 大倉正雄, 渡辺恵一ら訳, 昭和堂, 2009年。 

311「シィエスはフィロゾーフによって重視された憲法発案者としての理論化の役割を引き

受けた。これはチュルゴが啓蒙的行政家というフィロゾーフのもう一つの理想イメージの

体現者であったことと似ている」。S. Collini, D. Winch and J. Burrow, That Noble Science of 

Politics, A study in nineteenth century intellectual history, Cambridge University Press, Cambridge, 

1983 （S.コリーニ, D.ウィンチ, J.パウロ『かの高貴なる政治の科学—19 世紀知性史研究』

永井義雄ら訳, 2005年, 19頁）. 
312 D.A. Wisner, The cult of the legislator in France 1750- 1830: A study in the political theology of 

the French Enlightenment, Voltaire Foundation, Oxford, 1997. 
313 G. Lafrance “La figure du Législateur et l’idéal politique jacobin”, L’esprit de la Révolution, vol. 

25, Issue 2–3, automne, 1989, pp. 89–99. 
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視したシィエスは,哲学者と立法者の区別に基づく立法者の穏健な行動と,説得の技術の

必要を説いた。 

本章の第 1 節では,シィエスが立法者と哲学者の役割を区別したことを示し,第 2 節で

はサン＝ジュストが立法者の意思による法を批判して,自然的制度に基づく国家のあり

方を示したことを検討する。そして第 3節では両者の雄弁論を比較することによって,

シィエスが立法者に穏健な行動と説得の才能を求めていたことを明らかにする。 

 

第 1 節 シィエスの哲学者と立法者 

先に述べたように啓蒙の政治思想においては,しばしば救世主的な立法者の理想が説

かれ,ヌマやリュクルゴスといった古代の立法者が模範とされていた。それに対してシ

ィエスは,政治経済学の受容によって古代と現代の社会のあり方の違いを強く意識して

おり,古代の事例を現代社会に適用することを批判していた。ジャコバン派による恐怖

政治を経た共和歴 3 年に執筆されたとみられるノートでも,彼が以前から主張していた,

古代と近代の条件の差異が改めて取り上げられている。シィエスは恐怖政治を念頭に置

きつつ,共和主義を主張する人々の多くが公的自由と個人的な自由を混同していること

を批判し,「共和主義者の言うほとんどすべての体系がこの点について誤っている」と述

べた314。公的自由が最大の問題となっていた古代とは異なり,近代社会において目的と

なるのは個人の自由である。近代の立法者は,人間が国家のためにあると考えるべきで

はなく,自由な人間のために国家が存在することを忘れてはならない。 

 

リュクルゴスに彼が提案したものを尋ねてみよ。スパルタの国制を打ち立てること

で,彼は≪国家≫（un État）を作ろうと望んだ。人間は彼にとって建築物の石材とし

ての役目を果たした。私にとってはこの石材こそがすべてであり,すべての目的で

ある。建築物はそれに仕えるものなのだ315。 

 

シィエスは近代の立法者が個人の自由を最重要と考えるべきであるとしたが,こうし

た傾向は共和暦 3 年以前にも見られる。第 1 章でも確認したように,彼はフィジオクラ

ートの農業の排他的生産性という考えに対抗し,全ての個人の所有と労働を基礎として,

 
314 DM, vol. 1, p. 471. 
315 Ibid., p. 471. 
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各個人の享受を促進するために作られる自発的共同体としての国家を考えていた。また

この考えの背景には,社会的分業とともに,人間の関心が政治から生産と消費へと変化し

たというシィエスの認識があった。 

 こうした立法者の目的の変化をもたらした近代の諸条件とともに,立法者の具体的な

あり方についての構想も,革命以前から取り組んでいた政治経済学研究に基づいていた

316。彼は既に革命前に執筆されたノートで,フィジオクラートの理論を受容しつつ立法

者に関する考察を展開していた。シィエスの立法者は,チュルゴらが改革に際しても主

張していた「自由に処分できる階級（la classe disponible）」から導き出されているとみら

れる317。フィジオクラートは君主に助言を与える機関として,中央を頂点とする階層的

な議会制度を通して地主の影響力を拡大しようとしたが,チュルゴはグルネらにも影響

を受けつつ農業の排他的生産性を批判し,地主だけでなく,より広い層に政治的な指導能

力を認めようとした。フィジオクラートが純生産に基づいて地主主体の政治制度を構想

したのに対して,シィエスも農業に止まらず労働一般を重視することによって,国民のよ

り広い層を政治的な市民とみなそうとした。 

シィエスではフィジオクラートの純生産に替えて「自由に処分できる分の生産

（produit disponible）」という言葉が使用され,それは土地に対する労働のみが生み出すも

のではなく,分業による生産力の増大を通して生み出されるものとされたことは,第 1 章

で確認した。この「自由に処分できる分の生産」は,「最低限の生存資糧 les subsistence 

justes」を超える分の生産物のことである。 

シィエスによれば,それは他人の労働によって生きる人間を生み出す可能性を開くこ

とで,不平等や専制の原因ともなりえるものであるが,同時に教育や立法者などの仕事を

生み出す318。生存の必要を満たすための生産物をもたらす,「糧をもたらす階級」（classe 

nourriciere）が自身の必要を超えた分の生産物を,啓蒙や技術などをもたらすほかの種類

の労働と交換することができるようになるのである。さらに封建体制下での土地所有者

の中心である貴族への批判を背景に,「自由に処分できることが他人の犠牲の上に成り

 

316 彼の政治的キャリアの始まりであったオルレアン州議院の活動なども,こうした構想に

影響を与えていると考えられる。M. Forsyth, Reason and Revolution, op. cit., p. 151. 
317 C. Fauré, “Sieyès, Rousseau et la théorie du contrat social“, dans Figure de Sieyès, dir. par J. 
Salem, V. Denis et P.Y. Quiviger, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2008. 
318 EP, p. 51. 
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立つものであってはならない」319と述べたシィエスは,あるべき立法者も他の労働者と

同様に国民の享楽を増大させる労働を担うものと考え,立法者を分業体制の中に位置付

けている。 

 シィエスは,社会的分業の協働者としては立法者をほかの労働者と同様に扱ったが,す

でに革命以前には,立法者となるための一定の資格を求めようとしている。「私は人間を

スパルタ人と奴隷に分けたいわけではなく,市民と労働の同伴者に分けようというので

ある」320と述べる彼は,フランスのような大国が,教育と労働によって区別された 2 種類

の人間によって構成されるとした321。そして国民の大多数であり,日々の仕事に専心す

るのみで教養も知性もない人々を「社会の付属品」あるいは「労働する機械」などと呼

び,十分な余暇と教育を持つ「自由に処分できる階級」に期待したのである。この区別は

『第三身分とは何か』や人権宣言草案などにも引き継がれている。第 3 章でも示したよ

うに,彼は革命前夜からは「能動市民」と「受動市民」の語による区別を行い,それに基

づいて政治的権利を制限する必要を説いた。近代的商業社会の条件である分業と実質的

格差を前提として,国家運営の主導を任された職業的な立法者となりえる政治的階級を

考えようとしていたのである。またルソーやホッブズと同様に,人工的な国家の構成を

念頭に置いて,彼はしばしば国家を一つの大きな機械に例えていた。そこで立法者は,習

俗を一挙に純化し理想的な状態をもたらすような救世主というより,その高度な知性に

よって多くの部品から国家という全体を組み立てるエンジニアとして捉えられた322。 

さらにシィエスは,哲学者と実際に政治にかかわる者との区別を何度も強調していた。

彼によれば,学者の役割は目的地を示すことであり,実際に政治にかかわる人間の役割は

哲学者によって示された目的地に向かって進むことである。例えば彼が哲学者として公

表した『第三身分とは何か』は,以下の文章から始まる。 

 

学者が真理の枠を逸脱しない限り,行き過ぎだとして彼を非難するには当たらない。

学者の役割は,目的地を示すことである。だから,学者は目的地に到達していなけれ

 
319 Ibid., p. 68. 
320 Ibid., p. 89. 
321 シィエスはこの基準によって,市民性（civisme）の扉が全ての人間に開かれていると考

えた。Ibid., p. 89. 
322 D.A. Wisner, The cult of the legislator in France 1750- 1830: A study in the political theology of 

the French Enlightenment, op. cit., p. 126-128. 
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ばならない。もし道半ばにして旗を掲げようとするなら,それは人を誤らせること

になりかねない。反対に為政者（administrateur）の仕事は,困難の度合いに応じてそ

の歩みを調整したり,加減したりすることである。もしも学者が目的地に達してい

なければ,彼は自分がどこにいるか分からなくなる。もしも為政者に目的地が見え

ていなければ,彼は自分がどこに行こうとしているのか分からなくなる323。 

 

 特権階級を排し,第三身分こそが国民として新たな国家のあり方を決定すべきである

と主張するこのパンフレットは,シィエスにとって目的地あるいは原理を示すものであ

る。こうした急進的な主張は多くの非難を浴びることが予想できた。しかし偏見に対抗

して真理を広めようとする哲学者はすぐさま世に受け入れられる必要はなく,時間をか

けて理性と真理が普及し世論が啓蒙されるのを待てばよい。 

 

最初は受け入れられ難かった真理にも,次第に人々は慣れ,世論（l’opinion）が形成さ

れ,ついには実行に移される段階になって,当初全くの妄想扱いされていた原理に気

づく。およそあらゆる種類の偏見に対して,論客たちが気違い扱いされてもよいと

しなかったならば,世の中は今ほど賢くなっていなかったであろう324。 

 

 シィエスの考えた哲学者の任務は,真理を広め世論を形成するとともに,立法者に対し

て進むべき場所を示すことである。立法者に先立って「学者は先に終着点についていな

ければならない」325のであった。 

それに対して現実の目の前の国民を相手にする為政者は,世間に受け入れられなけれ

ばならないし,現実を考慮せねばならない。シィエスは立法者が目的地の途中で止まる

ことを拒否して「学者は先に終点についていなければならない」326とする一方で,為政者

は目的地の途中までで良いから、状況に応じて「行けるところまで行けばよい」327と述

べていた。哲学者に大胆で自由な想像力が求められる一方で,為政者には穏健で慎重な

 

323 QTE, p. 119（邦訳 9 頁）. 

324 Ibid., pp. 212- 213（邦訳 153- 154頁）. 

325 Ibid., p. 213（邦訳 154頁）. 

326 Ibid., p. 213（邦訳 154頁）. 

327 Ibid., p. 213（邦訳 154頁）. 
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行動が求められたのである。 

シィエスがたびたび論じた学者と為政者の関係は,1789 年の新たなフランスの分割に

かかわる報告でも現れる。1790 年に実施されることになる新たな行政区画に関する議

論に,シィエスは小さくない影響を与えたが,ここでもフランスの新たな分割は,自然的

現実や世論に調和するように進めるべきであると説かれた。封建制の廃止が決定した後

の議会においては,政治や行政などの基礎となる新たなフランスの行政区画が必要とさ

れていた。旧体制下における制度の残存であり,複雑かつ不合理的に見える地方分割を

改めるとともに,アメリカ的な連邦主義に対して地方という小共和国の集合ではなく単

一不可分の共和国としてフランスを再編することがその一つの目的であった。シィエス

も選挙,市民兵（milice）などの観念を包含する「政治的一体化（adunation politique）」と

いう独自の語を使用して,フランスの適切な結合を保障するための分割方法を構想した

328。 

 

我々がこの状況を見過ごせばこの機会は再びやってこないし,地方は永久にその団

体の精神,特権,うぬぼれ,嫉妬を保護するであろう。そしてフランスは,同じ法により

同じ支配形式の内で治められる一つの大国民をつくるために,かくも必要であるこ

の政治的一体化（adunation politique）に行き着くことはないだろう。より平等で,よ

りよく理解された新たな分割なしに,どうして王国のすべての部分が請求権を持っ

ているという,この影響力に関する正当な提案を決定することができるであろうか。

329 

 

彼は旧体制下の曖昧な分割方法を温存したままの地方が,共和国とは別の地方本位な

団体の精神や特権あるいは偏見の温床になることを危惧し,全体の一部でありながら独

立したものではない共和国の諸部分を作り上げる必要を説いていた。シィエスは政治的

一体化を強調する立場から,国土の適切な分割によって具体的な政治的代表システムを

引き出そうとした。そして彼は第一次集会を最小の単位として,各地域から階層的に中

央へとつながる諸議会の整備によって単一不可分の共和国へと,フランスを形成し直そ

 
328 EP, p. 254. 
329 Ibid., p. 247. 
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うとしていた330。国家分割の仕事は,国民の意思を明らかにするための適切な回路を生

み出す作業でもあった。 

 旧体制の複雑で不合理なあり方を排して,新たなフランスの社会的あるいは政治・行

政的土台を確立しようとする国土分割の議論には,大きく分けて 2 つの主張があった。

主にミラボーたちは分割の基準を人口に基づくとし,コンドルセたちは面積に従うべき

とした。憲法委員会は面積の平等に基づく国土区分を基本路線としていたが,シィエス

も同様であり,1789 年 10 月 2 日には,憲法委員会の路線を引き継ぐ形で自身の見解を示

していた。彼は人口が日々変化するものである一方,土地の広さは変化しないものであ

るとして,基本的に面積を基準にして幾何学的にフランスを均等に分割することを主張

した。331 彼はまず憲法審議会の提案に従い,地図上でパリを中心に据えて,大陸内の国土

を各 324リュー平方に区切り,80 のデパルトマンに分割する。さらに彼は,各デパルトマ

ンを同じ面積の９のコミューンに分割しようとした。 

シィエスは,旧体制の特権や教会権力といった封建的制度とは分離された,規則正しく

並ぶ等面積の部分からなる共和国を目指した。とはいえ,もちろん同面積の正方形を基

本単位とした地図上での幾何学的分割による区分は,現実にそのまま適用できるもので

はないことも理解していた。彼は,四角形による国土の完全な等分はただ理念的なもの

でしかなく,実際の国土分割はこの理念にできる限り接近しつつも,物理的あるいは心理

的現実を考慮したうえでなされなければならないと考えた。 

 

我々が今行ったような地理的分割が純粋に理念的であることに言及する時になっ

た。憲法審議会もいかなる合理的人間も,それを現実と取り換えようとすることは

できなかった。完璧な四角形による紙上での分割は,私が身をささげているもう少

し実践的な操作を容易にするための手段でしかない。私はあるものは総徴税区によ

って,ほかのものは地方またバイヤージュなどによって,様々に分割された地図を扱

っている。そして私が言うのは,これらの分割の境界は地理線のように妄想的では

 
330 M. Forsyth, Reason and Revolution, op. cit., p.151. 
331こうした土地区画の規則化は,所得及び租税の確定を目的としたフィジオクラートの問題

提起と重なるものであった。M. Ozouf, “Département”, Dictionnaire critique de la Révolution 

française, op. cit., pp. 563-573（M.オズーフ「県制度」阪上孝訳, 前掲『フランス革命事典

4』）。 
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ないということだ。私は線が家や生まれ故郷を 2つに分解してしまうことを恐れて

いない。〔……〕だが結局,私は常にできる限りにおいて私が分割したものの各々

が,324 リューの表面積に近づくようにする332。 

 

哲学者とは異なる為政者の役割がここでも述べられている。哲学者であれば原理あ

るいは純粋に理念的な方策を示すべきだが,立法者は自然的現実あるいは人々の文化的

な差異を無視して,原理をそのまま適用すればいいわけではない。シィエスは,為政者あ

るいは立法者である議員たちが世論と歩調を合わせつつ,あるべき秩序に向かって歩み

を進めることを勧める。 

 

しかし,まずは代表制の秩序においてのみ新たな分割を用いることで,情念と利害に

正面からぶつかることは避けよう。古い諸関係を乱暴に破壊することはないのであ

る。〔……〕人間を扱うすべての技術はおそらく,怒った後に落ち着く時間を人に与

えることに止まる333。 

 

シィエスにとっては,哲学者は真理を示し衝撃を与えるところで終わればよいのに対

して,市民の意思に基づく共同体である国家を主導する為政者は,常に共同体構成員の存

在に目を配りつつ,彼らの理解を得ながらあるべき制度を目指さねばならなかったので

ある。 

 

第２節 サン＝ジュストの立法者批判と自然に基づく制度 

 ゆっくりとしか進まない人民の認識の歩みに合わせる才能が必要とされるシィエス

の為政者に対して,恐怖政治は為政者に徳による人民の純化を積極的に求めた。恐怖政

治を推進したジャコバン派は,これまで政治重視や狭い意味でのルソー主義として特徴

づけられ,以前はロベスピエールを中心として,各メンバーの思想や行動は一括りにして

考えられる傾向があった。しかし個別研究からは,ジャコバン派の多様性が徐々に明ら

かになってきた。例えば,サン・ジュストはジャコバン派の中心メンバーの一人でありな

 

332 EP, p. 248. 

333 Ibid., p. 251. 
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がら,これまでジャコバン派の特徴として考えられてきたものとは異なる理論を構想し

ていたことが,M.アバンスールらによって論じられている334。 

 彼は政治的関係を力による抑圧的な関係であると説き,政治を社会のうちに解消しよ

うとしていた。政治家としての演説のほかに,彼は発表されることのなかった未完の草

稿である『自然について』,『共和制度論』などで,自身の理論を築き上げようとしてい

た335。「国家（cité）の誤りの大部分は,立法を事実の科学とみなすことに由来すると言い

うると私は考えている」336と述べる彼は,シィエスと同様に,所与の事実に基づく科学を

批判していた。彼は先行する思想家たちが,人間に関する誤った観念に基づく関係を前

提とすることで,国家に関する誤った観念を強化してきたと考えた337。サン・ジュストの

手稿では,人為的統治に対して自然に基づく人間関係が理想とされており,これまでの思

想家たちによる「獰猛で残忍な人間を想定する」338誤った自然状態理解に基づく統治の

技術や,意思に基づく契約の理論などが批判された。これら主要な手稿に先立つ 1791 年

の『革命と憲法の精神』にも,こうした傾向が現れている。モンテスキューに影響をうけ

 

334 サン＝ジュストに関しては文学をはじめとして言及する著作も複数あるが,本格的な研

究の代表としては以下参照。Actes du Colloque Saint-Just, avant-propos par Albert Soboul, Paris, 

Société des études robespierristes, 1968. 日本でも少数ではあるものの研究がある。市田義彦

「自然と制度：サン＝ジュストによる契約破棄」『人間関係論集』第６巻, 1989 年, 1-62

頁。山崎耕一『啓蒙運動とフランス革命―革命家バレールの誕生』刀水書房,2007 年。山

崎耕一「サン＝ジュストにおける政治と暴力」『歴史評論』第 718号, 2010年, 9-21頁。ま

た近年では日本への M.アバンスールの紹介者の一人でもある山下雄大の研究に注目すべき

であろう。例えば山下雄大「統治への不信：サン＝ジュストの政治哲学とその適用」『年

報地域文化研究』東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻, 2019年, 22-40 頁。 

335  アバンス―ルはサン＝ジュストの理論と政治活動の間に断絶ではなく,両者の間でなさ

れた絶え間ない往復運動を指摘した。M. Abensour, “La Théorie des institutions et les relations 

du législateur et du people selon Saint-Just”, dans Actes du Colloque Saint-Just, op. cit., pp. 239- 290. 

336 OSJ, p. 1045. サン＝ジュストからの引用と参照は以下の全集によるものとし,略記を用

いる。OSJ：Antoine-Louis de Saint-Just, Œuvres completes, edition établie et présentée par Anne 

Kupiec et Miguel Abensour, Paris, Gallimard, 2004. 
337 例えば『自然について』ではルソー,ホッブズらの名前が批判の対象として言及されて

いる。モンテスキューについても称賛と共に,人間の愚かさに関する彼の考察が誤ったもの

とされている。OSJ, pp. 1041- 1084. 
338 Ibid., p. 1045. 
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て執筆された本書で,彼は人間の歴史の進行過程を自然・暴力・道徳という 3 つの段階

に区別して,自然から暴力への移行過程にみられた長期にわたる変質を指摘した。 

 

人間の心は自然から暴力,暴力から道徳へと進む。最初に人間が,自らが抑圧される

ことを求めたと考えるべきではない。精神は,原初の単純さと征服及び（自己）保存

の間の,長きにわたる変質を見抜いた。これが示すのは,自由が独立の腐敗であり,自

由は徳の力によって単純さに連れ戻されたときにのみ好ましいものであるという

ことだ339。 

 

 彼にとって旧体制を含むこれまでの人間の歴史は,自然状態からの変質の歴史であっ

た。そしてフランス革命という事件は,暴力の時代を終わらせ得る画期であり,現在の課

題は徳によって人々を道徳へと向かわせることであった。 

こうしてサン＝ジュストは教条主義的と評される「自然」の概念を,古代ギリシア・ロ

ーマの理想と混同しつつ用いて,自身の議論を展開しようとした340。『革命と憲法の精神』

が公にされた 1791 年から 1792 年の間に執筆された『自然について』と題された手稿で

も341,こうした自然状態の理想化と政治社会への不信は引き継がれた。「自然が終わると

いうのはつまり協約（convention）が始まるということだ」342と述べる彼は,ホッブズら

を批判しつつ自然状態と社会状態を同一視し,これと政治状態の間に断絶をみていた343。 

シィエスもホッブズに反対して自然状態を社会状態とみなしたが,彼は自然状態と政

 
339 Ibid., p. 423. 

340 M. Abensour, “Lire Saint-Just” dans Œuvre complètes, pp. 27-28. 18世紀の「自然」概念につ

いては以下を参照。B. Willey, The eighteenth-century background : studies on the idea of nature in 

the thought of the period, Penguin, 1962（B.ウィリー『十八世紀の自然思想』三田博雄ら訳,み

すず書房,1975年）. A.O. Lovejoy, Essays in the history of ideas, Baltimore, Johns Hopkins Press, 

1948（A.O.ラヴジョイ『観念の歴史』鈴木信雄ほか訳, 名古屋大学出版会, 2003 年）. サン＝

ジュストでは主に社会の現状や意思,技術の概念に対する批判手段として用いられているよ

うに思われる。 

341 OSJ, p. 25. 
342 Ibid., p. 1043. 
343 以下,『自然について』第 3 章も参照。Ibid., pp. 1048- 1050. 
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治状態の間に断絶をみていなかった。シィエスは手稿で,ホッブズが自然状態を戦争状

態とみなすことを批判するとともに344 ,自然状態から政治社会への移行は各人の自由な

意思によって自然に発生するものであり「地上の国民は社会的つながり（lien social）の

外,つまり自然状態における個人と同じように理解されねばならない」345と考えた。シィ

エスは,ルソーが『社会契約論』で説いた各人の権利の全面的譲渡を念頭において,「人

間は,社会に入るとき,その自由の一部分を犠牲にするのではない」346と述べた。人間自

体は政治社会の形成にあたって自然状態からの変化を経験せず,それぞれ自然状態にお

けるのと同様の権利を保持したまま社会に参加すると考えられるのである。そして政治

的権力の目的は,この自然権を保証し各人の享楽をさらに増大させることであり,自由を

増大させることであった。 

 これに対してサン・ジュストにとっては,自然状態から政治状態への移行が自由の増

大ではなく,抑圧の発生として捉えられる。自然状態において,すべての生物は必要と情

愛という自然な関係によって結び付けられているが,政治状態はそれが変質したところ

に生まれる。そもそも彼にとって,政治状態とは人間同士の関係ではなく,一つの人民と

その外部にある他の人民との間で発生する敵対的関係,つまり軍事的な力による関係で

ある。 

 

人間は,自分たちの独立に基礎を置く自然的社会を形成するが,全体は征服に対する

政治体もしくは政治的力を形成する。社会状態は人間の間の関係である,政治状態

は人民と別の人民の関係である347。 

 

サン＝ジュストによれば,政治状態は外敵からの攻撃を防ぐための政治法に基づいて

おり,人民にとって必要なものである。しかし自然法に基づくものである一つの人民の

間の自然な対内的関係の下に,他の人民との対外的関係であるはずの,この力による関係

が導入されることは,調和的な関係に敵対や抑圧を引き入れることであった。 

「ほかの人民に対して残忍な人間たちは自郷では穏やかである348」と述べた彼は,調

 
344 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p. 165.  
345 QTE, p. 183 （邦訳 109頁）. 
346 EP, p. 195. 
347 OSJ, p. 1045. 
348 Ibid., p. 1047. 
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和的な内的関係に対して,外部との関係においては他の人民による征服の危険性と国民

同士の敵対関係が発生する可能性を考慮し,防衛手段の必要性を説いていた349。しかし

政治法と自然法が混同されるようになると,こうした国民の自己保存を目的とした力が

内側に向けられるようになり,その結果として抑圧が生まれる。 

 

政治法が市民状態の内に混ざりこみ,人民が排他的に統治されるときと同様に,各人

間は一つの人民のようになる。社会的団結は失われ,各々は互いに（自己）保存する

ために政務官（le magistrat）の力によりすべての他者を協力して抑圧するのである

350。 

 

ここで重要なのは,人民からの主権の分離,つまり統治者と被統治者への分離が専制を

引き起こしたという点である。彼は古代フランク人やゲルマン人の例を挙げて,それら

の人民は政治的な力を組織する首長を持ったが,統治をおこなう政府を持たなかったと

述べた。彼によれば,歴史とともに人間の関心が変化することで,君主による抑圧がもた

らされた。 

 

野蛮な生活はこのようにやってくる。はじめ人民は政府を持たないで,首長だけを

持つ。我々の非常に近くの隣人であった古代フランク人,古代ゲルマン人は政務官

を持っておらず,人民が君主であり主権であった。だが交渉や土地の耕作,征服のた

めに集合することへの好みを人民が失うと,君主は主権を分離してしまう。ここで

社会生活が終わり,政治生活もしくは協約の生活が始まる351。 

 

契約と統治の技術を批判する彼によれば,これは二重の契約によって行われた。その

第一は市民相互の契約,第二は人民と,「元老院や王などそれが何であれ君主との契約」

である352。プーフェンドルフらから引き継がれ,当時もたびたび議論された,結合と統治

 
349 Ibid., p. 1045. 
350 Ibid., pp. 1047-1048. 
351 Ibid., pp. 1051. 
352サン＝ジュストはモンテスキューからの影響を受ける一方で,政体の区分に注意しようと

しなかった。彼は,すべての政治形式が支配と服従によって成り立つものと考えている。

「私はすべての立法形態を区別しない。一方では人民は唯一者に服従し,他方では複数に服
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という二つの段階を考える二重契約説が問題とされている353。シィエスらと同様にサン

＝ジュストは,自然状態を戦争状態とみなして作り上げられた,統治の技術を批判した。

彼はさらに,ホッブズらから強力な政府を引き継ごうとしたルソーの誤りも指摘した。 

 

ルソーは止むことなく自然へと目を向ける。彼は独立した社会を探すが,それは彼

が想像するような強力な政府とは両立しない。この政府は自らの手で自由を抑圧す

る。そして,この政府が隷属に対しての原動力を建設すればするほど,この政府は暴

君の武器を作り上げることになる354。 

 

「全ての技術は素晴らしいものを生み出した。統治の技術は怪物のみを生み出した」

355と述べる彼にとって,一つの人民は自然な法のうちで生きることが望ましく,法は人間

の意思や契約に基づくべきではない。自然に対して,人間の技術や契約によって生み出

される法や政府は,それが精緻なものであるほど巧妙に人民を抑圧する暴君の道具とな

ると彼は懸念した。 

 さらに,「社会が自然に基づいていなければ社会はもはや存在しない」と考えた彼は,

あるべき国家が立法者・王・主権によって形成されると考えた。これは 3 つの分離した

団体を形成するのではなく,「国家（la cité）は同時に立法者,王,主権である。国家は立法

者として諸関係を打ち立て,王として自ら統治し（se gouverne）,主権として抑圧に対抗

する」356とされた。さらにこれは,独立と自己保存という,自然法以外の法を持たない社

会体であると考えられた。 

 意思や契約に基づく法を自然の歪曲であると批判した彼は,政治状態に陥った人民が

 

従する,そして民主政では自分自身に服従する」。Ibid., pp. 1051. 
353 R. Derathé, Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps, 2éd, Paris, Vrin, 1970

（R.ドラテ『ルソーとその時代の政治学』西嶋法友訳,九州大学出版会,1986 年）.髙野敏樹

「憲法制定権力とアンシャンレジームの思想基盤」『人間文化研究』第２巻, 田園調布大

学, 2003 年, 1-19頁。 
354 OSJ, p. 1052. 
355 Ibid., p. 1225. 

356 サン＝ジュストは人民の主権の不可分性・譲渡不可能性をルソーから引き継ぐとともに,

それを抑圧に対抗する力であるとした。「人民の主権は不可分,譲渡不可能,不可侵である。主

権はそれによって人民が抑圧に対抗する力である」。Ibid., pp. 1079- 1080. 
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自由と自然的調和を回復するために,自然に基づく法や制度を形成することを最大の問

題とした。とりわけ 1793 年 4 月 24 日演説から,この傾向が本格的に実践に移されたと

いわれている357。この演説では,それまでの悪しき立法者らによって政治状態に陥った

人民が,自由を取り戻すために必要な,自然に沿った法の制定が訴えられた。 

自然への準拠という関心は,国土分割案にも現れている。1793 年 5月 13 日の演説でサ

ン＝ジュストは,以前シィエスらが国土分割を面積に従って行おうとしたのに対して,人

口に基づく国土分割を主張した。彼によればそれは,「共和国を作るのが土地ではなく住

民である」358からであり,政府による人為的な分割でなく,自然に基づく「民族（tribus）」

を基準とした分割が必要であるからであった。 

 

もし分割が領土に適用されるなら,人民は分割され,政府の力は集中する。そしてば

らばらにされた主権者たちは近づきあうことが困難となる。もし民族（tribus）ある

いはコミューンによって分割が人民に適用されれば,それは投票と一般意思の行使

のみを目的とするのだから,主権が形成,凝縮されて,共和国が真に存在するように

なる359。 

 

行政区分においても,人為的な方式の排除とともに「自然」のあり方に基づく共和国が

説かれている。さらにあるべき共和国への歩みは,自然的な「制度」によって推し進めら

れるべきであるとサン＝ジュストは考えた。1794 年 2 月 26日のヴァントーズ法に先立

つ演説においても,彼はフランスが政府を持っているが「制度」を欠いていると指摘し,

共和国の魂とみなされた制度なしには共和国は幻想であるとさえ述べた。政府はあって

も制度がないのならば,人民の間には政治状態に特有の誤ったエゴイズムが普及し,目指

されるべき自然な人間関係が歪曲されたままになるというのである。 

 

君主制においてはただ政府のみがある。共和国においては習俗を抑えるためであれ,

法や人間の堕落を止めるためであれ,より多くの制度がある。制度の欠けた国家は

 

357 山下雄大「統治への不信：サン＝ジュストの政治哲学とその適用」『年報地域文化研

究』東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻, 第 22 巻, 2019年, 22-40 頁。 
358 OSJ, p. 578. 
359 Ibid., p. 578. 
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幻想の共和国でしかない。各々はそこで,自由によって情念と残忍さの独立を理解

するのだから,征服の精神とエゴイズムが市民の間に確立され,自身の利益に従って,

各々が自由を介して作り出す個別的観念が全員の隷属を生み出す360。 

 

このように,演説でもその必要性が主張された自然に基づく制度の構想は,『自然につ

いて』を引き継ぐ形で執筆された,未完の手稿である『共和制度論断片』でも示された。

この手稿は,演説などで一時中断されていたとされる立法者への不信を改めて説くとこ

ろから始まる361。『共和制度論』でのサン＝ジュストの考察は,『自然について』で示さ

れた,悪しき預言者や誤った立法者への批判にとどまらないものであった。彼は古代の

デモステネスやグラックス兄弟,また同時代人であるフランクリンやマラーの名を挙げ

てその徳をたたえる一方,彼らの努力が無為なものであったと考えた。彼によれば,立法

者の徳や才能がどれだけ素晴らしいものであっても,それらは制度がなければ不安定で

移ろいやすいものである。 

 

帝国の退廃の原因について真摯に考えた人間が,その確固さは常に妬まれ,死すべき

守護者のうちにではなく,情念を持たず過激な徒党（faction）の無謀さから免れた不

死の制度のうちにあると確信するのはこのためである。私が先に言及した人間は皆,

制度のない国（pays）に生まれるという不幸をもっており,むなしくも英雄的な力に

支えられた。そのため数年の徳にもかかわらず,勝利を収めた過激派がたった一日

で永遠の暗闇の内にそれらを捨て去ったのである362。 

 

個人の徳という非常に移ろい易く信用しがたいものに対して,普遍的で自然なもので

あるべきこの制度とは,家族の団結,市民間の友情,犯罪的情念と自然な感情の取り換え,

 
360 Ibid., p. 658. 
361 M.アバンスールはサン＝ジュストの思想的歩みを,思想と実践から引き出された理論的

問題の再考に注目して 4つの時期に区分した。法と立法者へのサン＝ジュストの態度は,以

下のように変遷したと理解されている。①1790年から 1791年のプレ批判期②1791 年 9 月

から 1792年 9月の手稿での最初の批判③1794 年初頭までの批判中断④その後の再批判と

制度理論の構想期。M. Abensour, “La Théorie des institutions et les relations du législateur et du 

people selon Saint-Just”, op. cit., p. 245. 
362 OSJ, p. 1088. 
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不正への対抗心の滋養などを目的としていた363。具体的には,5 歳から 21 歳までの青少

年への共和国による集団教育や,各コミューンに置かれる神殿での友情・愛情に関する

宣言,また婚姻・相続などの家族制度といった具体的な制度が構想されており,ヴァント

ーズ法などの実践的働きかけにもみられるような,市民の所有の確保に基づく小生産者

的な社会が目指されていた364。さらにサン＝ジュストの構想では,自然に基づく制度が

人民の徳化機能の中心となるのに伴って,立法者の役割が公益問題の調整者としてのも

のに削減される365。彼はすでに『自然について』で,「諸法は事物の自然的関係なのであ

り,相対的関係や一般意思の結果なのではない」366と述べていた。ルソーでは立法者や監

察官に与えられた役目が,自然を表現する非人称的な制度により担われるのである。制

度の創設者がだれかは問題とされないまま,サン＝ジュストの死とともに,この考察は未

完に終わった367。 

以上のようなサン＝ジュストの構想は,自然概念を中心としつつも,経済的な再生産な

どといった自然の内実の分析を伴っていないが,法の自然への解消という点で外面的に

はフィジオクラートに近づくようにも思われる。フィジオクラートでは自然による統治

が説かれることで,君主は自らの意思ではなく自然の運行に基づく統治を強権的に行う。

サン＝ジュストでも人民が従うべきは自然であり,それは普遍的・固定的なものである

ために妥協を知らないものとならざるを得ない。そしてモンテスキューから専制批判を

引き継いだサン＝ジュストは,制度創設の問題を残したまま,統治ではなく普遍的な制度

 

363 Ibid., p. 1089. 

364 瓜生洋一「『共和制度論断片』に関する一考察—サン＝ジュストの政治思想研究―」

『九州工業大学研究報告. 人文・社会科学』第 27 巻, 1978 年, 1-15頁, 12 頁。 

365 同書 10 頁。 
366 OSJ, p. 1067. 

367  瓜生はサン＝ジュストの思想変遷を前提に,これをフランス革命における成熟した市民

の不在と関連付けて論じている。瓜生, 前掲「『共和制度論断片』に関する一考察—サン＝

ジュストの政治思想研究―」。また『自然について』では立法者と制度の関係が示唆されて

いる。「法を語ったルソーは,法がまさに一般意思のみしか表現えないと述べ,結局は立法者

の必要性を認めた。ところが立法者は自然を表現できるが一般意思は表現できない。そのう

えこの意思は誤りうるし,社会体は他者よりも自分自身によって抑圧されるものである」。

OSJ, p. 1067.  
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による,市民の私的関係も含む全面的な徳化・自然化と,危機的状況における例外的対策

としての恐怖を求めた368。 

 

第３節 立法者と雄弁 

意思に対して自然の法を説き,制度による行動の規制と習俗の自然化を目指すサン・

ジュストにおいては,もはや立法者による説得の技法はほとんど問題とならないように

思われる369。フィジオクラートの君主が自然という普遍性に従って統治をおこなう専制

君主であったのと同様に,サン＝ジュストのあるべき共和国をもたらす制度も,自然とい

う正当性・普遍性との関係で提案されるものであって,人間の意思とは無関係である370。

人民の意思に対して働きかける統治の技術と関連する修辞や雄弁はむしろ,無用に想像

力や情念を刺激することで,悪しき立法者の詭弁術として扱われる危険性があった。 

ル・ペルティエ案を踏襲する形で構想されたサン・ジュストの古代スパルタ的な教育

案においても,説得よりも幼少期からの規律教育が問題とされた。親元を離れて共和国

共通の厳格な共同教育を受けることで,子供たちは徳を持った市民として育て上げられ

るのである。また徳は単純であるとされ,子供たちは簡潔な言葉遣いを徹底して訓練さ

れる。そして簡潔で力強い雄弁には賞が与えられる。 

 

子供たちは簡潔な言葉遣いを徹底的に訓練される。彼らは大げさな言葉を使う遊び

を禁じられ,単純な真実に慣れなければならない。リセは雄弁に褒美を与える。その

ための競争は,道具的な演説によって行われることは決してない。それは簡潔で力

強い言葉遣いに,危険な状況で崇高な言葉を発し,賢明な演説によって祖国を救い,

民衆を道徳に呼び戻し,兵士を集結させる者に与えられるだろう。詩の賞は頌歌と

叙事詩にのみ与えられることになる。子供たちは沈黙と簡潔さで力強い言葉遣いの

 

368 市田はサン＝ジュストの制度のうちに M.フーコーがベンサムのパノプティコンにみた

相互監視装置を指摘している。市田, 前掲「自然と制度：サン＝ジュストによる契約破

棄」53-54 頁。 

369 サン＝ジュスト自身の演説のあり方については,例えば以下も参照。S. Léoni, “Laconisme 

et lieux communs dans les discours de Saint-Just", dans Une experience rhétorique; L’éloquence de 

la Révolution, textes réunis par E. Negrel et J.P. Sermain, oxford, Voltaire foundation, 2002, pp. 45-
54. 
370 M. Abensour, “Lire Saint-Just”, dans OSJ, p. 94. 
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愛着と,美辞麗句を弄す雄弁家への軽蔑の中で育てられるだろう371。 

 

サン＝ジュストは,複雑で美しい言葉を用いた弁論術を拒否し,あるべき雄弁は祖国の

危機において,人間に祖国への愛や道徳といった自然を想起させるものとした。そして

この雄弁は恐怖政治と同様に例外的状況においてこそ,その重要性が認められる。 

共和国の徳化に必要なのは雄弁ではなく,社会に広がった様々な制度であった。小生

産者を主体とする自然な制度によって政治的なものを社会的なもののうちに解消しよ

うとしたサン＝ジュストは,例外的状態での関係である政治状態では自然を想起させる

ものとして雄弁を必要とするが,法を決定するにあたって意思に働きかける説得の技術

としての雄弁は問題としなかった。そもそも彼にとって法とは人心と無関係に存在する

自然であり,それは統治の技術などを通して,一度は失われたが,制度によって再び定着

させるべきものであった。 

 第 3 章ですでに確認したように,サン＝ジュストと同じく,シィエスも不安定な意思の

上に国家を建設する危険性を懸念していた。このため彼も古代の立法者たちのように,

善き意思のみによって共和国の構成員の権利を保障するという考えには否定的だった。

シィエスにとって国民の権利の保障となるのは憲法であった。 

 

結社行為と少数派の保障はその憲法のうちにある。哲学者,特に古代の哲学者たち

はこの保障が習俗や人民の善き意思の内にあると述べた。しかし善き意思は不動の

ものでなく,全くもって情念の秩序にあるのだし,習俗はまさに技芸の進歩と富の進

展によってこそ堕落し変化するのだから,我々の自由を保証するのは憲法である372。 

 

 憲法制定権力の理論を説くシィエスにとっては,憲法を形成するのは国民である。そ

してフランス革命においては,憲法制定議会を組織した国民の代表たる議員たちが憲法

形成の役割を自ら任じていた。こうして状況の中で,シィエスは立法者のあり方を何度

も問題としていた。先に確認したように,サン＝ジュストに対してシィエスは各人の自

由に基づく意思の契機を重視するとともに,商業社会という近代の条件のもとで,経済的

区別を基準として政治的階級を定義した。こうした彼の構想では意思・利害に基づく立

 
371 OSJ, p. 1101. 
372 P. Pasquino, Sieyès et l’invention du constitutionnalisme en France, op. cit., p.179. 
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法と教育の不平等という条件のもとで,国民の代表者である為政者は真理を語り世論に

衝撃を与える哲学者よりも穏健でなくてはならないし,説得の技法を持たねばならなか

った。 

 革命以前の手稿から彼は哲学者と為政者の役割を区別しており,哲学者と比較しても

為政者である立法者には特別の才能が必要であると説いていた。これは原理の現実への

適用という立法者の任務に由来するものであり,シィエス自身もパンフレットや手稿で

の原理的考察と実際の政治活動における提案をある程度区別していた。この違いはさら

に言語運用能力の違いとも関わっていた。 

コンディヤックの弟子であるシィエスも,基本的には簡潔で正確な言語表現を求めた。

例えば,彼は宮廷におけるフランス語の「よき慣用」やプレシオジテなどとともに,旧体

制下での既存の言語形式の押し付けを批判しており,科学が日常言語の曖昧な表現によ

って作られることを厳しく批判していた373。またその一方で,形而上学について語るに

あたり,彼は既存の秩序を超えて思考を展開する形而上学者は,具体的なイメージによっ

て語られなければ自身の考えを理解されないことにも注意を促していた。 

 

この事物の哲学的秩序において,もし人間一般と相互伝達を行おうとするのなら,理

解してもらえるように具体的イメージへと下降せねばならないようになっている。

そのとき真に思考する人間はイメージにおいてのみ語ることが好まれるか,そう語

るように強制される。古代人を,特にプルタルコスを見よ374。 

 

彼は特権階級の言葉遣いなど曖昧さやセクトを生むような無用な修辞を拒否すると

ともに,哲学者が語るにあたって用いらねばならないタブローを重要視した。このよう

にシィエスは,修辞を凝らした雄弁は哲学者のタブローに取って代わられるべきものの

ように扱った。しかし人類の進歩を導く哲学者による真理の表明でタブローが重要視さ

れたとはいえ,立法者の政治的実践では,聴衆の心に働きかける雄弁がいまだ重要である

375。第一項で確認したように,立法者は人民を説得し,彼らの理性の進歩を待つという能

 
373 DM, vol. 2, p. 542.“ 
374 Ibid., p. 542.  
375 シィエスの Imagination 概念については以下を参照。J. Guilhaumou, Sieyès et l’ordre 

politique, op. cit., chapiter 5. J. Guilhaumou “La rhétorique de porte-parole（1789-1792）: le cas 
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力が求められていた。 

彼は技巧を凝らした美しいだけの弁論術を無用なものとして批判しつつ,立法者が演

説するに際しての,聴衆の説得という目的を持った「雄弁」の必要性を説く。シィエスの

目から見たフランスの問題は,美しいイメージを想起する修辞法を持ちながらも,この目

的へと進む技術を持たないために,雄弁が存在しないことであった。フランスの演説で

は「聴衆にとって雄弁は死んでおり,実践されていない」376と述べるシィエスは,立法者

の持つべき才能として,党派を啓発し説得する技術である雄弁を説いた。彼はギリシア・

ローマの雄弁家を回顧して,現在のフランスが説得の技術を持たないことを嘆いた。 

 

ギリシアや自由ローマにおいて,雄弁家が彼らの目的へと向かうための技術でない

技術に専心したであろうか。自らを雄弁で飾っていない我々,我々は感覚,イメージ

などのために音楽をつくった。我々は美術を持っている。我々は感覚的効果を生み

出し,曖昧なあるいは個人化された興奮（emotion）を伝える。しかし我々は党派を

啓発し,それをとらせるようにする技術を知らない…377。 

 

イギリス議会の演説はフランスに欠けている聴衆の説得という目的を持っていると

シィエスは述べ,国制議論では原理の不在のために模倣を避けるべきとされていたイギ

リスの議会における弁論術が評価される。 

 

イギリス議会で行われる演説は目的を持つ。それらは我々の弁論様式に似ていない。

この誇張法,この仰々しい調子もない。問題となるのは人である。我々は無駄なこと

をしている。格好をつけるのはやめよう。彼らは歩き我々は踊る,我々は美術を持ち

「技術」を知らない。我々はそれを気に留めていないからだ378。 

 

こうした立法者による雄弁の評価は,ルソーやロベスピエールが考える立法者のそれ

とも異なる。彼らはスペクタクルを通した人民の徳化を目指し,人民を法に向かわせる

 

Sieyès”, Une experience rhétorique－L’éloquence de la Révolition, op. cit., pp. 221-229. 
376 DM. vol. 1, p. 467. 
377 Ibid., p. 467. 
378 Ibid., p. 467. 
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ために嘘さえも許容する傾向にあった。第 3 章ではシィエスも祭典の有用性を説いてい

たことを確認した。それは分業を担う個人が出会うことによる,商業社会を基礎とする

国家の一体性の確認と,よき競争の啓発を目指すものであった。「人民は皆自らの真の利

益が分からないままでもよいのだ,幾人かだけが知っている一番役立つ真理は,熟練の為

政者が自分の施策の成功のために必要とするのに応じて,初めて姿を現せばよいのだ,な

どと考えるとすれば,それは理性の歩みについての理解不足もはなはだしい！」379。こう

述べるシィエスは,幻惑的な力で人民を操る立法者の技術よりも,民衆の理性を刺激し,

その進歩を待つ才能に重点を置いた。そして立法者は,人民の理性の歩みに従って,科学

により示された目標へと進むのである。 

シィエスは古代人が作り上げてきた「想像と感情の言葉」を称賛しつつも380,それが科

学の示す目標を持ち人間の説得という目的に向かって使用される場合や,文学にとどま

る場合という一定の範囲内においてしか認めず,「人間の完成可能性を促進するのは文

学ではなく科学なのである」381と述べた。雄弁は科学が示した目標に向かうための手段

であり,その意味では二次的なものである。しかし,それは哲学者の構想を実践に移す,立

法者に必然的に求められる才能であった。 

本章ではシィエスとサン＝ジュストの法認識,社会認識と,それに基づく立法者の評価

を検討した。シィエスは商業社会での不平等を前提に,立法者と哲学者の役割を区別し,

立法者の特殊な役割を説いていた。これに対してサン＝ジュストは,立法者や意思によ

る立法を批判し,小生産者的社会像を基礎とした自然的制度によりもたらされる,あるべ

き共和国を構想した。両者の法,社会認識の差は,両者の考える立法者や公的な場での雄

弁のあり方にも影響しており,シィエスは立法者に穏健な行動と説得の才能を求めてい

た。 

彼らは近代社会のあり方への思索を通して,古代の立法者の理想から離れつつ,あるべ

き共和国のあり方を構想していた。サン＝ジュストは共和国の基礎を考えるにあたって,

 

379 QTE, p. 214（邦訳 155-156 頁）. 

380 「想像と感情の言語は長い時間をかけて完成させられた。少なくともこの部分に関して

古代人は我々を評価するだろう。限りない深淵さを持つ理性の言語である哲学の言語はま

だつくられるべきものである」。DM. vol. 2, p. 500. 

381 DM, vol. 1, p. 468. 
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格差や統治とともに意思という移ろい易いものを危険視することで,立法者の役割を大

幅に削減しつつ,自然に基づく制度を主張した。これに対してシィエスは自由な個人の

意思に基づく国家を構想し,フィジオクラートらから影響を受けつつ,商業社会の経済的

格差を前提に立法者を定義しようとした。彼の立法者は,科学的真理を基礎として大衆

を導く政治的階級であり,意思と科学の間でバランスをとりながら歩みを進める特殊な

才能を必要とされていたのである。 
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第 6 章 人間の認識と「言語世界」382 

本章では,これまでに論じてきた政治経済学の受容や社会技術論の展開と,それに基づ

く実践でもあったフランス革命のような社会の秩序の建設の正当性を,シィエスが「言

語世界」という独自の概念によって,哲学的に根拠づけようとしていたことを明らかに

する。シィエスの生涯は憲法との関係で考えられることがある。例えば浦田は彼の生涯

を 5つに区分し,それぞれを革命以前の時期,革命初期の 1788年夏から 1792年の夏,革命

中期の 1792 年夏から 1794 年の夏,革命末期の 1794 年夏から 1799 年秋,そしてその次に

来る革命後の時期とした383。浦田は 1799 年秋から彼が死去する 1836 年までの時期を,

革命後の,シィエスが完全に活動を終えた時期とする。確かに浦田が指摘するように,憲

法との関係において,この時期のシィエスはそれまでのように自身の新たな考えを広く

公にすることはなかった。シィエスはこの時期に重要な思索を行っていたが,これまで

主に憲法との関わりで彼が論じられてきたため,この時期の思想的展開はほとんど注目

されてこなかった。しかしシィエスは政治の中心からは退いた 19世紀のはじめに,これ

までの自身の思想と実践を根拠づけるものとして,認識論に改めて取り組もうとした。

それは主に手稿によって行われたが,そこでの新たな考察は,社会技術を始めとしてフラ

ンス革命を遂行するにあたっての,それまでの重要な理論と実践を根本的に基礎づけ得

るものであった。それらは出版などによる発表の場を失ったために,後年の思想史との

直接的な関係を見出すのは困難である。しかし,それはコンディヤックの認識論を継承,

展開し,イデオローグらとの対決によって完成しようとする,シィエス独自の哲学とも呼

び得るものである。 

19 世紀初頭に執筆が再開されるシィエスの哲学的手稿は,彼がコンディヤックから継

承した,人間の認識と言語の問題を改めて検討しようとするものであった。これまでの

研究では,いわゆるイデオローグの中心人物と目されるカバニスやトラシといった人物

が,革命期の主要なコンディヤックの思想的継承者として論じられてきた。だが彼らだ

けでなくその一世代上に属したシィエスも,革命以前からコンディヤックに関する考察

や批判を断続的に行ってきたことは既に述べた。 

 

382 本章は,既に発表した拙稿に追加・修正を施したものである。長谷川拓彌「シィエスの

言語世界論―コンディヤックの言語論と表象空間の再発見」『日本 18世紀学会年報』日本

18 世紀学会, 2021 年。 

383 浦田, 前掲『シエースの憲法思想』203頁。 
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本章が注目するのは,人間と認識と言語を巡るこうした諸活動の中で,シィエスによっ

て革命末期に生み出された「言語の世界」（monde lingual）という概念である。これは革

命以前の 1770年代から始まる手稿を通して,彼が長らく温めてきた研究の集大成ともい

える。そしてそれは同時に,社会技術や政治科学など,彼がフランス革命を遂行するため

の理論として論じてきた,重要な概念を基礎づけるという目的をもって生み出された概

念であると考えられる。啓蒙の最終世代ともされるシィエスは,思想的先達であるコン

ディヤックから大きな影響を受けており,コンディヤックと同様に正確な言語の使用を

主張し,言語による人間の精神能力の展開に注目した。しかし,フランス革命期に強く意

識される旧態依然とした抑圧的制度からの脱却という問題を前にして,シィエスはコン

ディヤックの主張を繰り返すことだけでは満足しなかった。例えば両者は言語の厳密な

使用による科学の確立という問題意識を共有するが,追求しようとする科学やその方法

という点において二人の関心や主張は異なっていた。シィエスがコンディヤックを高く

評価し,その問題意識を共有したとはいえ,個々の論点で両者の議論は必ずしも一致しな

いのである384。 

そこで本章では,啓蒙の中心人物の一人であるコンディヤックとフランス革命期にお

けるその継承者としてのシィエスを取り上げ,シィエスの言語世界の概念がコンディヤ

ックからの影響を受けつつ,それを発展させることで,革命が打ち立てるべき全く新たな

社会の構想を言語の働きによって正当化するものであったことを明らかにする。 

第 1 節では,コンディヤックの独特な分析の概念を検討する。次に第 2 章では,主に『人

間認識起源論』の中で説明された「想像力」の概念を考察し,彼が想像力に認めた有用性

とそれが認められる範囲を示す。デカルトらが理性を誤らせるものとして否定的に捉え

た想像力を,コンディヤックは真理の装飾という点で有用であると考えたが,真理の探究

においては,それに積極的な価値を認めなかった。さらに第 3 節ではシィエスの「言語

世界」の概念の内容を明らかにする。彼の言語世界論は,抽象化と観念の組み合わせによ

って,新たな社会構想の可能性を基礎づける概念であった。そして最後に本章の内容を

総括し,言語世界の概念がコンディヤックの問題を受け継ぎつつ,革命におけるその新た

 

384 こうした事情はシィエスの古典的研究を行った P.バスティド以降では,C.フォレらによ

るシィエスの手稿研究の進展により明らかになってきた。例えば序章で示した以下の研究

を参照。P. Bastid, Sieyès et sa pensèe, op. cit. E.J. Sieyès, Des manuscrits de Sieyès, 1773-1799 , 

op. cit. J. Guilhaumou, Sieyès et l’ordre de la langue. L’invention de la politique moderne, op. cit. 
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な展開を理論化するために構想されたものであることを明らかにする。 

 

第 1 節 コンディヤックの分析概念 

コンディヤックは 18世紀のフランスで感覚論を築き上げた,啓蒙の中心人物の一人で

ある。ニュートン物理学の体系をモデルとして,ロックの『人間知性論』で展開された心

理学を再編したと評されるように385,彼はヴォルテールらと同様,ロックやニュートンと

いった英国思想から大きな影響を受けていた。コンディヤックは当時のフランスで強い

影響力を持ったデカルトやマルブランシュらを批判し,彼らの議論を「高望みをする形

而上学」と呼んだ。そしてそれらに対抗して人間精神に適した「謙虚な形而上学」を打

ち立てるために,「分析」の重要性を主張した386。彼は分析を「唯一正しい知識を与えて

くれる」方法であるとして,自身の処女作である『人間認識起源論』から晩年に至るまで,

その重要性を繰り返し主張した。 

分析の概念は,先に述べたニュートンやデカルトら 17世紀の大思想家の著作にも頻繁

に登場し,啓蒙思想においても重大な役割を果たしている。しかし例えばいわゆるニュ

ートン主義に限っても,「分析」という言葉が一義的な意味で用いられていた訳ではなく,

その概念は多義的であった387。コンディヤックの用いる分析という言葉も,彼に影響を

与えていたニュートンらが用いたのと同じ意味で使用されているわけではなかった。コ

ンディヤックは分析が,観念同士の関係から生じる新たな観念を発見するための,つまり

推論を正しく導くための唯一の方法であると述べる388。 

 

つまり必要なのは,だいたいは論争の種を撒き散らすことにしかならない様々の定

義ではなくて,各々の観念の生成に関する説明なのである。この点を詳しく見るな

 
385 J. Sgard, Corpus de Condillac, Genève, Slatkine, 1981. 
386 山口裕之『コンディヤックの思想』勁草書房, 2002 年。山口は分析概念の心理学への適

用を肯定的に評価するとともに,科学哲学としてコンディヤックの思想を理解する。 

387 長尾伸一『ニュートン主義とスコットランド啓蒙－不完全な機械の喩－』名古屋大学

出版会, 2001 年。 

388 18 世紀において analyseは「解析」とも訳されるような,数学の方法として重視されて

いた。だが,コンディヤックの著作では数学における方法としての語の意味や特殊性が十分

考慮されない。以下も参照。T.H. Hankins, Science and Enlightenment, Cambridge University 

Press, 1985. 
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らば,分析こそが我々の推論を明白なものにしうる唯一の方法なのだということ,す

なわち,真理の探究において人が従わねばならない唯一の方法なのだということが

分かるであろう389。 

 

 まずコンディヤックが,分析は正しい知識を得る唯一の方法だと述べていることに注

目したい。デカルトやニュートンの著作では,分析は総合（synthèse）と並べて挙げら

れていた。例えばデカルトはいわゆる明証性,分析,総合,枚挙の四規則を示し,ニュート

ンは分析が総合に先立つとしつつも,両者を一組のものとして評価していた。このよう

にニュートンらが分析と総合を並列して扱う一方で,コンディヤックは分析を認識の唯

一の正当な方法として強調するとともに,総合を誤った方法であるとして厳しく非難す

る。それは総合が推論において,あり得る誤りを明らかにしないためであった390。この

手段は構成要素を明確にしないまま多くの原理を前提しつつ,さらに複雑なものを作り

上げるのだ。こうしてデカルトら前世紀の哲学者が,この方法により誤りに陥った形而

上学者として批判される。コンディヤックは分析を自然の方法,総合を批判すべき哲学

者の方法であるとして対置した。 

 

分析は自然の方法だから,秩序に悪影響を与えることなく,自然に秩序を持つ。総合

は哲学者の方法だから,自然な秩序を知らず,それに大いに悪影響を与え,精神に光

を与えることなく疲弊させる391。 

 

彼によれば総合は自然を歪曲した方法であり,自然な秩序を乱すものである。そして

反対に分析は自然の方法であり,秩序を保つ方法として評価される。こうして分析と総

 

389 EOC, tome. I, p. 80. コンディヤックからの引用・参照は以下の略記と全集（E.B. 

Condillac, Œuvre complètes, Slatkine, Genève, 1970）の巻数・頁数を表記する。訳文に関して,

邦訳が既存のものは意味が伝わり難い一部を除き基本的にそれに依拠した。EOC : Essai sur 

l’origine des connaissances humaines（小茂田宏訳『人間認識起源論』（上）（下）, 岩波文庫, 

1994年）. LO: La logique ou l’art de penser（山口裕之訳『論理学』講談社学術文庫, 2016

年）. CG : Le commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre. 

390 EOC., tome. I, p. 76（邦訳,上巻,106－107頁）. 

391 LO, tome. XV, p. 432- 433（邦訳 172頁）. 
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合は対照的に説明され,分析は総合から独立した真理発見の唯一の方法であるとされた。 

では分析とはどのような操作を指すのか。コンディヤックは分析を説明するために,

機械と風景の喩えを使用した。ここで問題となっているのは,対象の分解と再構成であ

る。 

 

たとえば,私がある機械について知りたいと思ったときには,それぞれの部品を別々

に研究するために,その機械を分解するだろう。それぞれの部品について厳密な観

念が得られ,さらにそれらの部品をもとどおりの秩序で組み立てなおすことができ

たとき,私はその機械について完璧に理解したことになる。私はその機械を分解し

再構成したからである392。 

 

彼は機械の喩え以外にも,田園地帯の風景を例にして分析の過程を示している。ある

田園地帯の風景を見るにあたって,風景全体をひとまとめに見ているだけなら,どれだけ

見続けたとしても何も見分けることができないとコンディヤックは述べる。自分が見た

ものを理解するには「風景の諸部分を,一つまた一つと順番に見ていくことが必要なの

だ」393。コンディヤックの参照していたロックが,こうした単純観念の区別のみに注意し

順序に意を介さないのとは異なり,コンディヤックは「正しい順序」,「自然の順番」を

強調し,これを人間の欲望に基づく順序（ordre）として捉えていた394。この正しい順序と

は「自然が対象を提示するのと同じ順序」,つまり視線を向けるように呼び掛けてくる目

立つものから他のものへという順序である。こうした順序で事物を観察しすることで,

それらの関係を把握することができる。この点で視線と精神の動きは共通である。 

 

このように,分析とは,ある対象が持つさまざまな質を継時的な順序（ordre）に従っ

て観察し,それらの質が外界において持つ同時的な秩序（ordre）を精神においても与

 

392 Ibid., p. 338- 339（邦訳 48 頁）. 

393 Ibid., p. 338- 339（邦訳 38 頁）. 

394 ロックについては J. Locke, Essai philosophique concernant l’entendement humain, traduit par 

Coste, Ed. E. Naert, Vrin, 1972（ロック『人間知性論』大槻晴彦訳, 岩波書店, 1977年）第 2

巻第 12 章 1 節, 第 19 章第 3 節, 第 29章 8節などを参照。またコンディヤックについては

以下を参照。山口, 前掲『コンディヤックの思想』第 6章 2節も参照。 
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えることに他ならない395。 

 

ここでは主要なものから順番に注意して,それらを比較し関係を判断した後に,同時的

な順序としてそれらをまとめるという,分析における順序が問題となっているが,機械の

例と同じく分解と再構成の過程が一貫して現れる。 

コンディヤックは機械と風景という 2 つの例を示していたが,彼がそこで語った分析

とは自然な順序に従って対象を分解して,それを元通りに構成し直すという複合的操作

を意味していた。これらの例が示すように,彼にとって分析とは対象を分解して,それを

元通りに構成し直すことであった。コンディヤックはロックが提唱した観念連合説を継

承し,感覚の最小単位である単純観念と,それが組み合わせたものである複合観念が存在

すると述べる。例えば数字の 10は 1 という単純観念に分解できるし,金は固い,黄色いと

いった諸性質を持っており,色などの単純観念に分解して考えることができる。つまり

分解して説明され得るものである複合観念は,そのうちに含まれる分割不可能な諸性質

である単純観念に分解可能である。彼の言う分析とは,複合観念を単純観念にまで分解

して,その内容を確認したうえで,そこから元の複合観念を再構成する方法のことである。 

 

第 2 節 分析と言語の関係 

こうした分析という語の独特な使用法と並んで,人間の精神的能力と言語の密接な相

互関係もコンディヤックの認識論の特徴である。例えばデカルト『方法序説』第 5部

においては,言語の自由な使用が動物と人間の理性の隔たりを示すものとして扱われる

が,言語と精神能力の相互作用は注目されていない。またホッブズやロックによる言語

の考察は,相互理解における言語の有用性や言葉の誤用に由来する誤謬への批判など,主

にコミュニケーションに注目していた。これに対してコンディヤックは,言語を人間の

精神的能力を発展させるものであると考える。彼は「記号を使用することが徐々に魂

の様々な働きを開発し,今度は逆にその開発された魂の働きの方が記号を完成させ,それ

を使用することに慣れさせていった」396と述べ,言葉と精神の相互作用を強調してい

た。この点は『人間認識起源論』でもすでに述べられていたが,『論理学』に至ると,彼

 

395 LO, tome. XV, p. 335（邦訳 42-43 頁）. 

396 EOC, tome. I, p. 197（邦訳,下巻,18頁）. 
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は諸言語がいずれも分析的方法であるとして,このことが広く理解されていないことを

嘆く。 

 

諸言語はいずれも分析的方法であることに誰も気づかないので,分析は言語によっ

てのみできるということにも気づかず,知識がすべて言語によっていることも知ら

ないのである397。 

 

分析という方法はある程度普及しているものの,哲学者が分析を用いるのは数学や物

理学,化学の領域に限られており,すべての観念に分析を適用するべきなのにそれがなさ

れていない。それは分析が言語と結びつけられていなかったからであると,コンディヤ

ックは述べる。分析は言語によるものであるが,人はこれを意識していないために誤っ

た分析に導かれる。分析にも正しい分析と誤った分析が存在するのである。そして誤っ

た分析の原因とは,意味が曖昧な言葉を使用することであった398。 

誤りをもたらす曖昧な言葉が現れる過程を,コンディヤックは歴史的に論じていた。

彼によれば,人間が必要への欲求に関係するものごとだけを語っていた時には,それがお

よぶ範囲は非常に限られてはいるものの,言語の使用は厳密だった。誤った前提による

不適切な分析が,実際の経験によって修正されるからである。しかし必要が確実に満た

されるようになり,人がより必要性の低いものへの欲求を持つようになると,徐々に無益

な欲求が現れる。こうして単に話すことへの欲望が登場するとコンディヤックは考えた

399。この欲望に従って,人間は「話したい内容についての観念を持つ前に話す」ようにな

り,判断が自然に経験による検証にさらされなくなるのである。さらに自らの判断を実

際に確認することなく,ただ信じるだけになると,誤った判断を信じることが人々の習慣

となる400。こうして言語が混乱することで誤った前提から出発する悪しき形而上学が成

長し,偏見や先入観がさらに勢力を強めるとコンディヤックは考えた。分析を免れて温

存された偏見や先入観は誤った前提として,そこから派生する分析をも誤ったものにし

てしまうのである。 

 

397 LO, tome. XV, p. 407（邦訳 136頁）. 

398 Ibid., p. 401（邦訳 130頁）. 

399 Ibid., p. 409- 411（邦訳 142 頁）. 

400 Ibid., p. 409- 411（邦訳 142-143 頁）. 
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このような誤りを解消するには,十分に分析された言葉を使わねばならない。「推論の

技術は諸言語とともに始まった」401と述べるコンディヤックにとっては,これによって

のみ人間の思考能力のさらなる展開が可能なのである。 

ここで注意すべきことは,言語の進歩は社会進歩と無条件に歩調を合わせて進んでゆ

くものではないということである。当時の新たな社会類型として認識されていた商業社

会は,人間の必要を充足させると共に,コミュニケーションを拡大することで,必要を超

えた無益な欲求を生み出し,言語頽廃の原因となる危険も持つ402。そのため分析による

意識的な正しい言語の使用が,コンディヤックの主要な関心となる。彼はスコラ哲学者

やデカルトとその追随者達に対抗し,言語の改善を行うためには,正しい言語と同様のも

のと考えられた正しい分析が必要であると主張した。前述のようにコンディヤックの分

析とは記号を媒介とした分解と再構成であり,自らの知覚を基礎として,自然の秩序に従

って観察されるものを正確に知るための方法であった。 

 

第 3 節 コンディヤックにおける想像力の概念 

前節ではコンディヤックの分析概念を検討した。デカルトらとは異なり,彼の「分析」

は「総合」と組み合わせられる方法ではなかった。コンディヤックの議論では分析は総

合と対置されたが,さらに分析は「想像力」とも対照される403。本節ではコンディヤック

が想像力について多くを論じた『人間認識起源論』を中心に,彼が想像力に与えた意味を

確認し,その独自性と限界を検討する。 

『人間認識起源論』において,コンディヤックは人間の精神活動に関する説明を,ある

対象が現れた時に魂が受け取る印象である知覚から始め,そこから徐々に意識,注意,想

起といった精神のさまざまな働きが生まれると考えた。こうした「様々な働き」の内に

コンディヤックは想像力を含めた。知覚の延長線上に位置づけられた発展的な精神活動

 

401 Ibid., p. 401（邦訳 130頁）. 

402 『商業と政府』においては経済的発展とともに人間の必要（besoin）が変化するとされ

る。例えば以下を参照。CG, chapitre. 27. 

403 Imagination という単語は,能動的なものであるか否かにより意味が異なるだろう。コン

ディヤックの著作においても,imaginationは区別されつつも両方の意味を持ったものとして

使われる。そのためコンディヤックの用いた imagination の語に関しては,想像もしくは想

像力と適宜訳し分ける。 
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である想像力も分析と同様に,記号の使用に影響を受けつつ,その内容を変化させるもの

であった。 

人間の精神的能力にとって重要な役割を持つ記号を,コンディヤックは偶然的な記号,

自然的記号,恣意的もしくは制度的な記号の 3 種類に区別した。さらにこの内で初めの

2 つの記号は非人為的なものであり,人間以外の動物の間にも存在すると考えられたの

に対し,制度的記号は人間に独自の記号とされた404。そして使用されるのが偶然的記号

あるいは自然的記号から制度的な記号へと移行するのに伴って,想像力が進展するとさ

れる。 

コンディヤックは,まず偶然的記号としか結びついていない想像力が,自力で知覚を思

い起こすという契機を欠いているために人間による自覚的な制御を受けないと述べる

405。こうした状態の想像力は,何らかの状況により何らかの観念と結びつけられた対象

によって過去の知覚を呼び戻すものであり,人間が意識的に,自由に扱うことができない。

そのため,この段階の想像力は観念の混乱も生み出し得るものである。こうして彼は「想

像力と狂気とは,自然学的に言えばただ程度の差でしかないのだ」406とさえ述べる。だが

想像力は制御されない段階に留まるわけではない。恣意的・制度的記号と記憶によって

想像力は制御可能になるのである。 

 

想像力の働きを自分で自由に支配できるようになるには,記憶が誕生するだけで十

分である。ある一つの観念を自力で思い浮かべることができるようになるには,恣

意的な記号[制度的記号]がたった一つあるだけで十分である。このことが,記憶と,想

像力に対する我々の統制力とが成立する最初で最低限の段階なのだということは

確実である407。 

 

 

404 ここで述べられる言語の恣意性などに関して,コンディヤックとソシュールの共通点が

しばしば述べられる。例えば両者の直接の継承関係を否定しつつも,テーヌを通してコンデ

ィヤックがソシュールに影響を与えたことが示されている。H. Aarsleff, Condillac, Taine et 

Saussure, dans Condillac et les problems du langage, textes recueillis par J. Sgard, Genève- Paris, 

Slatkine, 1982, pp. 165- 174. 
405 EOC, tome. I, p. 56（邦訳,上巻,79 頁）. 

406 Ibid., p. 93（邦訳,上巻,129 頁）. 

407 Ibid., p. 65（邦訳,上巻,91頁）. 
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この段階において,人間は対象が不在の時でも,その観念を自力で思い浮かべられるよ

うになる。これは想像力に新たな機能を付与する条件でもあった。想像力は思い浮かべ

られた観念を素材として,新たな観念の組み合わせを作りだす働きをもつようになるの

である。 

以上のようにコンディヤックの示す想像力は記号の使用に影響を受けつつ,無意識的

な働きと自覚的な働きという二つの異なる機能を果たすものであった。そのため想像力

に対する彼の評価も単純ではない。想像力はデカルトが誤謬の原因として挙げるなど,

前世紀には主にデカルトやその追随者たちから否定的な評価を受けていた408。彼らと同

様に「もしこの働きを我々がしっかりと支配できないならば,そのせいで我々は必ず誤

りに陥ってしまうだろう」409と述べるコンディヤックは,想像力の危険性を認める。しか

しそれだけではなく,彼は「もしそれを統制する術を弁えるならば,想像力は我々の認識

を突き動かす主要なばね[動力]にもなることだろう」410と述べるように,能動的役割を果

たす点では想像力を肯定するという二面的な評価を下していた。想像力の危険性だけで

なく,人間の知識に対するその有用性に注目した彼は,ラシーヌらを例に挙げ,詩人の想

像力と国語の進歩を結びつけた。「ある国語が著しい進歩を遂げるのは,常にこうした偉

大な詩人の時代でもある」411と述べる彼にとって,偉大な詩人たちの想像力は言語の進

歩をもたらす人類に有用な能力であった。 

とはいえ想像力の肯定的な評価は,あくまで限られた範囲内でだった。コンディヤッ

クは分析と想像力を対置しつつ,想像力の限界を「楽しみ」に置く。「真理よりも美しい

ものはない。しかし,全ての真理が美しいというわけではない」412ので,想像力は「真理

と,真理を美しく飾るのにふさわしい観念とを結び合わせる」ことで,真理を美しさや魅

力で飾るものであった。こうした装飾は人間の興味を惹き,真理に近づけさせるが,それ

自体は真理ではない。コンディヤックによれば「自然や知識や偏見の中の類比関係」か

 
408 G. Ferreyrolles, Les reines du monde : l'imagination et la coutume chez Pascal, H. Champion, 

1995. 中田浩司「コンディヤック『人間認識起源論』における imaginationについて」『関

西フランス語フランス文学』第 18巻, 日本フランス語フランス文学会関西支部, 2012年, 

63-74 頁。 

409 EOC, tome. I, p. 87（邦訳,上巻,127 頁）. 

410 Ibid., p. 87（邦訳,上巻,127 頁）. 

411 Ibid., p. 333（邦訳,下巻,192 頁） 

412 Ibid., p. 101（邦訳,上巻,129 頁）. 
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ら切り離されている時に想像力が生み出すものは,真理とは何の関係もないただの虚構

なのである。 

以上『人間認識起源論』の説明に従って「想像力」の概念を検討したが,それ以降の作

品では想像力への言及回数は減少し,その説明も簡略になっていく。例えば『論理学』で

は,想像力は簡潔にその機能のみが説明される413。こうした傾向に加え,想像力の有用性

よりも危険性の指摘が増えてゆく。例えば想像力を政治経済論などで過度に適用するの

は危険なことである。穀物の取引自由化を主張する財務総監チュルゴを擁護するため

1776 年に出版された政治経済論である『商業と政府』でも,正確な科学の言語が重視さ

れており,想像力は議論の中心的な対象とはされない。この著作の冒頭でコンディヤッ

クは,「どの科学も個別の言語を必要とする。それは各科学が自らに固有の観念を持つか

らだ。こうした言語を創ることから始めねばならないようだ」414と述べ,「経済の科学」

を語るための言語を整備しなければならないと主張する。第 1 章で確認したように,コ

ンディヤックにとって真理は分析の側に属しており,「形而上学」に対抗して科学の言語

をつくるために必要なのは,想像力ではなく分析であった。「要するに,我々が技術や学問

を創造できるのは分析のおかげである」415と述べるコンディヤックにとって,主要問題

は分析であった。 

さらにコンディヤックは,分析でなく想像力による体系を重要だと思い込むことによ

って誤りへと導かれることを懸念する。 

 

〔……〕我々は,抽象観念は感覚印象以外の何物かだと想像してしまうのである

〔……〕これらは想像力が作った体系である。我々がひとたびこうした体系を受け

入れると,よくできた言語を持つことができなくなってしまう416。 

 

彼がうまく作られていない曖昧な言語について語っている箇所は,想像力批判として

読むことができる。例えば『商業と政府』の第 1 部第 17 章では銀行家の使う言葉を批

判して,無駄に難解な言葉により競争者を減らすものであるとするし,第 2 部第 9 章では

 

413 LO, tome. XV, p. 366（邦訳 84頁）. 
414 CG, tome. V, p. 1. 
415 LO, tome. XV, p. 422（邦訳 158頁）. 

416 Ibid., p. 423- 424（邦訳 159-160 頁）. 
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貨幣改鋳に関して,名目価値と本来の価値のずれが攻撃される。これらは複雑で意味が

曖昧な言葉や,誤った観念の結合に対する批判といえる。コンディヤックが政治経済を

論じることは少ないが,彼はその際にも,分析による簡潔かつ正確な言語の整備を中心問

題としていた。 

以上で確認したように,コンディヤックは前世紀の論者たちとは異なり,想像力の働き

を評価しつつも,その危険性を懸念するという二面的な見解を示していた。そして『人間

認識起源論』以降は,前章でも確認した科学的・分析的言語という問題意識から,重点が

分析に置かれ,想像力は主に分析との対立を通して二次的なものとして考察されること

になっていた417。 

 

第 4 節 シィエスによる言語世界の概念 

前章まではコンディヤックの認識論の中心的概念である分析・想像力を取り上げ,そ

の特殊性と限界を示した。本章では革命期に活躍したシィエスの『形而上学ノート』

（cahier métaphysique）と呼ばれる手稿を中心に検討し,彼がコンディヤックの影響を受

けつつも言語に関する独自の思想を発展させたことを明らかにする。 

コンディヤックの後継者としては,特に総裁政府で中心的な役割を果たしたデスチュ

ット＝ド・トラシやカバニスなどイデオローグと呼ばれる集団がしばしば挙げられる。

憲法制定権力の概念や代議制の理論家などとして著名なシィエスは,いわゆるイデオロ

ーグの中心となったトラシやカバニスらの世代よりも年長であり,いわゆる第一世代に

属す。第二世代の代表者であるトラシは独裁期における獄中生活の間にコンディヤック

解釈を深めたとされるが,彼らに先んじてすでに革命以前から,シィエスは熱心なコンデ

ィヤック読者として自身の思想を形成していた418。例えば革命以前に始まり数年の中断

の後に書かれた『形而上学ノート』と呼ばれる手稿は,コンディヤックの解釈と批判が中

心的な問題となっていた。「我々が認識するものを,そして我々がそれをどのように認識

するのかを正確に知ろうとするなら,ぜひともコンディヤックに倣わねばならないだろ

 
417 Derrida, J. L’archéologie du frivole, dans Essai sur l’originedes conaissances humaines, Galilée, 

Paris, 1973. は『人間認識起源論』おける観念の新たな結合と共に自同性についても論じ

た。 

418 トラシに関しては例えば B. S. Lange et F. Knapstein, "Les idéologues avant et après 

Thermidor”, dans Annales historiques de la Révolution française, No 271, 1988, pp. 35- 59. 
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う」419と述べるシィエスは,コンディヤック研究を通して分析などの人間能力に関係し

た言語の重要性を学ぶと共に,言語整備による科学の発展などの点で,コンディヤックと

問題意識を共有していた。例えば「政治が科学だけで使用されるそれに固有の言語では

なく,日常的言語によって評価されていることは,我々にとっての不幸である」と題され

たノートの中で,シィエスは科学を日常言語で語ることの危険性を示し,各科学に固有の

言語を作り出す必要性を説いていた。またコンドルセらと共同代表を務めた『社会教育

雑誌』でも,この言語の改善と科学の発展が結びつけられている。革命前後の期間に関し

ては,他言語に対するフランス語の優位を説いたリヴァロルなどが参照されることがあ

るが,これ以外にも旧体制の言葉の排除と関連付けられた科学的な言語確立など,フラン

ス語におけることばの誤用という問題意識を基礎とした言語改善が,革命期においても

問題となっていたのである。 

第 1 章などで確認したように,シィエスのこうした言語に関する問題意識は革命以前

から一貫しており,手稿や彼の著したパンフレットでは言語の乱用がたびたび批判され

てきた。また第 4 章で確認したように,コンディヤックを高く評価し,問題意識を共有し

たとはいえ,抽象観念についての議論など個々の論点では,シィエスはコンディヤックと

は異なる議論を展開していた。革命期の一時的中断を経た後には,コンディヤックとは

異なった議論を前提として,『形而上学ノート』の執筆が再開される。19 世紀初頭とみ

られる執筆時期は統領政府の期間にあたる。この時代には革命の正当化と同時に,その

帰結にも見えた恐怖政治や,度重なるクーデタにより政局の不安定が続いた総裁政府の

失敗の反省・総括,そしてナポレオンの強権的支配への対抗が問題となっていた。イデオ

ローグらと同様にシィエスはナポレオンとの対抗において科学や理性を強調する。こう

した中でシィエスは改めてその理論的基礎として言語論に注目し,情動（affection）に支

配されていない言語使用の必要性を論じた。コンディヤックから影響を受けつつ,シィ

エスは単純で分析されていない言語である自然的言語と,他人との人工的な共有物であ

る協約的記号による,分析的な協約の言語（la langue conventionelle analytique）を区別す

る。 

 

〔……〕（理解や判断など）これらすべてのためには知的分析,そして言語的記憶が

 
419 DM, vol.1, p. 77. 
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必要である。協約による我々の言語は目下の情念による言語,つまり人が現在身を

任せている情動の言語ではあり得ない。激しい感情と協約による記号の間には共通

のものなどない420。 

 

彼は分析的な協約の言語に対して,情動と結びついた自然言語を理解や判断から切り

離す。それは「これらの身振りや間投詞には分析の余地がない」からである。この区別

は,流暢に語ることができず理性を十分に持たない存在とみなされた下層民や,彼らと結

び付いたアンラジェらへの批判と考えられる。さらにこの主張は,イデオローグの主流

であるコンディヤック学派たちが,シィエスには非理性的とみえる行動も含めた,すべて

の人間行動を判断に基づくものとして捉えることへの批判でもあった。 

 

大部分の人間行動が原理として,判断から独立した本能である機械的な衝動のよう

なものしか持たないにもかかわらず,コンディヤック学派は頭での計算のみを見よ

うとする。同様に新哲学者たちは情動と本能の活動の内にまさに素早い判断を見る。

だが人間の情動は頭の計算ではない421。 

 

シィエスにとって言語は,動きや叫びなどの本能的行動と厳格に区別されるべきもの

だった422。彼は他人との共有物として使用される判断などの契機を含んだ言語と,身体

の機械的な反応である非言語との違いが,分析可能性に対応すると考えていたのである。

もちろん判断などの契機を含む協約的言語の使用は,それを用いた推論の妥当性を保証

するものではない。しかしこの言語は他者との共有可能性,自他による分析可能性など

の特徴を持つため,知的議論や経験を通して誤りは徐々に改善されるとシィエスは考え

た423。協約的言語は人々の間にある程度共有されていると考えられるが,その意味や使

用法は実際の一回的な取り決めによって固定されたものではない。彼は言語と諸科学の

改善を相互的で継続的であるとして,「真の現実世界を恒常的に研究する者が,止むこと

 
420 Ibid., p. 147. 
421 Ibid., p. 147. 
422 Ibid., p. 147. コンディヤックはこの区別と共に身振りの分節化により注目する。 

423 この点に関連して,議会の審議形式案などでも,一定以上の知的能力が前提されている政

治家各々の,自由な発言の機会の確保などが意識されている。OS, vol. 1, 2, p. 86. 
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なく言語世界を作り直し,我々の認知の展開に従って現実世界を表象する（représenter）

のにより適したものにする必要を感じるだろうことは明らかだ」424と述べる。もちろん

この点は人間能力の進歩に関する非常に楽観的な見方ともいえようが,情動に対置され

ることで改めて重要性を認識された分析的な協約の言語を基礎として,シィエスはコン

ディヤックから継承した言語と認識の関係についての考察を独自な形で結晶化する。

「形而上学ノート」の「言語世界―協約の言語以前の頭脳の機能と類似だが,より広範で

強力な言語の機能」と題された部分では,タイトルでもある「言語世界」の概念が説明さ

れる。ここで彼は自然自体の認識不可能性を説き,自然,頭脳,言語のそれぞれが作り出す

3 つの世界を区別する。 

 

自然は頭脳の内で表象されており（en représentation）,頭脳は言語の内に表象されて

いる。これは 3 つの世界を成す。我々は第二の世界の内で消え去るものである第一

の世界を認識しない,より正確に言えばそれが第二の世界と脳の内で引き起こす印

象しか認識しない。そして我々の利用のために作られた世界である言語にすること

のできるものの内でしかそれを認識しないのだ425。 

 

シィエスは自然の中にある対象そのものでなく,頭脳の中で表現された対象のみを人

間が認識するというカントに接近した議論を展開し,自然の世界の対象,頭脳の世界に示

されるもの,言葉を通して言語の世界で表されるものの違いに注目した。ここで彼が自

然と人間の二分化ではなく,三区分を用いて自然,言語以前の感覚的世界,言語以後の反

省的世界を分けるのは,恣意的・制度的記号による人間の精神的能力の発展を主張した

コンディヤックからの影響であろう。 

この言語世界の利点として,シィエスは以前より問題としていた抽象化の働きを指摘

した。「存在するのは個物だけである」426と述べるコンディヤック同様に,彼によれば自

然の世界には個別的なものしか存在しない。そして,それが引き起こす観念も個別的で

ある。だがここで問題となる協約的言語が表すのは総称的観念,つまり抽象観念である。 

 

 
424 DM, vol. 2, pp. 682-683. 
425 DM, vol. 1, p. 150. 
426 LO, tome. XV, p. 349（邦訳 57頁）. 
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木を見ることは木の観念を呼び起こすが,見ることは,それをなんらかの木として個

別化する。木という書かれた言葉は同様にそして速やかにその観念を呼び起こすが,

それは不完全なものである。それはあるなんらかの木ではなく,すべての木であり,

もっといえば木全体に共通にあるもののことである,そしてそれは純粋に総称的な

観念を呼び起こすことで,木を見ることよりも我々にとって多くのことをなす427。 

 

彼はこうした言語の「抽象化メカニズムと,うまく編成されたその使用は人間精神が

世界を動かすために用いる梃子である」と述べ,これらを「自然世界に対する言語の世界

の主要な利点である」428と考えた。だが利点はそれだけではない。言語の世界は,抽象化

を通して不完全ではあるものの現実の対象にとらわれない総称的・規範的な観念を示す

とともに,こうした観念の新たな組み合わせを可能にすることで,人間の認識をさらに拡

大させる。 

 

さらに抽象化と比較の能力つまり分析と総合によって,この言語世界を体系化する

ことで,私は私が見たことも見ることもできないような無数の対象を認識する力を

獲得する。さらに私は単純な恣意的記号に隠喩に富んだ観念と自然における現実の

対象の内にはない私が形成した観念とを結びつける〔……〕そしてさらに私はこれ

らの記号同士を結びつける。私は判断・命題・推論・言説の体系の内でそれらを編

成するが,これによって言語世界は〔……〕自然世界よりも何倍も豊かなものとなる

429。 

  

このように彼は言語世界の概念により,言語を通した人間の創造的能力の可能性を評

価した。例えばコンディヤックらの経験論者・感覚論者を念頭に置きつつ,ロック以降の

「形而上学者」たちの分析を,「言語の内で別の仕方ですでに見出されたものを整理する

以外のどこにも導かない」430ものであると批判する。シィエスにとっては,「現状そうで

あるもの」のみを示す専制的な方法から人間の創造的能力を救い出し,理論化すること

 
427 DM. vol. 1, p. 152. 
428 Ibid., p. 154. 
429 Ibid., p. 152. 
430 DM, vol. 2, p. 681. 
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が問題だったのである431。 

だがもちろん,シィエスは他の思想家たちと同様に言語誤用の危険性も認識していた。

こうした危険に対して彼が主張するのは,正確で厳密な言語の使用つまり科学的な言語

使用である。より具体的に言えば,これは主に厳密な言葉の使用と正しい類推を指す432。

これまでにも繰り返し述べたように,こうした言語使用における誤りの防止策は頻繁に

主張されていた。例えば言葉の使用について,シィエスがコンドルセらと共同代表を務

めた『社会教育誌』でも,「真の諸原理を採用させるという困難の主要な原因の一つは,

諸科学が用いる言語の不完全さである」433として,厳密な言葉の使用を通した言語改善

が強調された。この主張は手稿や実践でも何度も現れる。『社会教育誌』での活動や貴

族の使う言葉への批判もその一部であった。また適切な類推についての考察も,手稿を

中心として展開されていた。例えば「形而上学ノート」の「実際的な秩序（l’ordre pratique）」

という項目で彼は,人間が幸福を獲得するための「原因と結果の科学」を目指すにあたっ

ての原理を孤立した人間に求める。 

 

この重大な研究の内で迷わないために,前もって観察の規則を認識すること,そして

そのために注意深く観察者を,その進歩を,そして良き方法を辿ることである。孤立

した人間から最大の方策を引き出すことができる434。 

 

革命以前から彼は手稿の中でコンディヤックの『感覚論』を評価しつつ,自己認識（moi）

の形成を問題にしていた。第 4 章でも言及したように,これは個人から集団へ,そして憲

法制定権力などの発明へと至る,個人から社会,国家へという連続的な構想の基礎部分で

 

431 『投票方法に関する意見』第 1部では,「哲学者は事実の研究に専心し,別の方法を全て

禁止した」ことなどが批判され,哲学者の方法に対する不満が述べられる。OS, vol. 1, 2, pp. 

10-39. 
432 例えば J. Guilhaumou, J. Sieyès et l’ordre de la langue : L’invention de la politique moderne, 

op. cit., p. 170. ではシィエスによる未完の著作計画である「科学全体について」（De la 

science entière）が紹介される。ここでも類推の乱用などの危険性についての章が予定され

ている。 
433 Journal d'instruction sociale, par les citoyens Condorcet, Sieyès et Duhamel, op. cit., p. 2. 
434 DM, vol. 1, p. 141. 
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あった435。こうして政治制度も,個人の欲求を原理とする一貫した類推を基礎として構

想された。例えば手稿での様々なタブロー（tableau）を用いた政治制度構想の取り組み

のほか,1789 年の人権宣言草案でも,人間が欲求（besoin）から社会の生成,そして憲法制

定へと進むことが示される。彼の政治制度構想が個人から始まる類推に基づいて行われ

ていたことがここに見て取れる。 

このような個人に始まる類推と共に,シィエスはコンディヤックと同じく言語と分析

の関係に注目し,言語の誤った使用に対して科学的な言語の使用を目指していたが,彼は

さらに先へと進む。コンディヤックが分析を通して経験的世界の理解という主張に留ま

るとともに,既存の言葉を利用した一方で,シィエスは整理された観念を示すための新た

な言葉を求めたのである。 

 

コンディヤック師は政治経済において専門用語の定義を提案した。計画は良い。だ

が彼が計画を果たすのは,熟練した,つまり論題を整理して言語を観念に従わせる,

天才としてではなく,受容された言葉しか利用しようとしない文人としてであった

436。 

 

先に触れたようにシィエスは「貴族の用いる言語」を始めとして,社会に蔓延する言語

の刷新を目指しており,多数の新語も生み出していた。彼は人々に知られている既存の

言語表現を利用しつつも,それらを組み合わせた造語により新たな概念を示そうとした。

例えば革命前夜に出版された『第三身分とは何か』でも示される「憲法制定権力（pouvoir 

constituant）」の語は,新たな観念の組み合せによって社会変革の理論を示し,現実の政治

情勢に介入しようとするものだった。また彼が社会学の祖とされる A.コント以前に,「ソ

シオロジー（sociologie）」の語を使用したことも知られている437。言語を通して示され

た観念の組み合せによる新たな社会・科学の展望が,言語世界の概念により理論的に基

礎づけられたのである。 

 

435 この点に関して J. Guilhaumou, Sieyès et l’ordre de la langue : L’invention de la politique 

moderne, op. cit., première partie などが詳しい。 
436 DM, vol.1, p.229. 
437 J. Guilhaumou, “ Sieyès et le non-dit de la sociologie: du mot à la chose”, dans Revue d'Histoire 

des Sciences Humaines, N° 15, 2006. J. Guilhaumou, Cognition et ordre social chez Sieyès : Penser 

le possible, op. cit.を参照。これが A.コントによる社会学の概念とは異なる点にも注意。 
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またすでに確認したようにシィエスは,コンディヤック派批判などでみられた言語と

非言語の区別と共に,以前から様々な思想家たちが問題としたように言語の正確な使用

と誤った使用を区別しており,言語の誤用を防止する必要も説いていた。彼は「我々が観

念やその関係を張り付ける言語的な形成物（échafaudages）が上手く作られていない時

には,それは最悪なものになる」438などと述べ,言語の乱用を危険視している。ここから

シィエスにおける政治的権利と教育の関係も説明される。例えば厳密に定義された科学

的言語の使用は,誤りに導かれやすい日常的言語の使用とは区別されねばならず,現状で

は専門的な教育を受けていない者には期待することが難しいものであった。シィエスの

選挙制度構想における市民の区別もこうした言語論的背景を持つ。誤った言語使用に対

置された科学的な言語の使用は,哲学者や立法者たちが用いるべき,科学の実践部分であ

り「政治的権利に由来する」技術である社会技術の基礎でもあった439。もちろん市民全

員が社会技術のために十分な知的または言語的能力を持つことが望まれるものの,当時

の状況では実際にそれを期待することはできなかった。それゆえ財産を持たず十分に教

育を受けていないと考えられる人びとは,科学的な言語の使用とそれによる議論が困難

であり,政治的な役割を任せることのできない受動市民として扱われたのである。恐怖

政治後,十分に教育を受けた人々による,主に財産に基づく制限選挙を基礎とした代議制

の構想が再び主張される440。こうして政治的決定における望ましい言語の使用と理性的

な議論の可能性を確保するために,政治的権利に関する市民の区別がなされた。シィエ

スは諸個人の自由な意思に基づく共同体の意思決定の正当性を,理性によって担保しよ

うとしたのである。それは言語が人間に共通に備わった能力であるとともに、それが適

切に扱われるかにかかわらず非常に強力な力を持つことをシィエスが見出していたか

らだった。こうした自覚が、政治的表舞台を退いたのちに再開される哲学研究を通して、

「言語世界」論というより理論的な形で示される。自然的現実を抽象した,言葉により構

成される表象の空間である「言語世界」は人間の認識を拡張し,自然的現実を超えた可能

 
438 DM, vol. 2, p.682. 
439 Journal d'instruction sociale, op. cit., p. 2. など参照。 

440 以下を参照。浦田, 前掲『シエースの憲法思想』。安藤, 前掲『フランス自由主義の成

立』。シィエスのこうした政治制度構想は教育制度などと結びつくことで,知的前衛と区別

された一般民衆の公的領域から隔離する傾向を持つものとして、否定的な評価を受けるこ

ともあった。 
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性を開くものである。もちろんシィエスも,抽象や想像力の働きをただ肯定するばかり

ではないことは既に述べた441。だが彼はコンディヤックが両面的に扱った抽象化と観念

の結合能力を,人間の主要な能力として評価し直し,科学的な言語の使用の主張を通して

その適用範囲を拡張した。これによってコンディヤックが,存在するものをあるがまま

に把握しようとする自然科学的な思考を強調したのに対して,シィエスの言語世界は既

存の対象以上のものを展望しようとするのである。フランス革命をもたらした,そして

あるべき社会を構想するための人間能力の評価は,コンディヤックの関心を引き継ぎつ

つも,その限界から抜け出る努力によって行われた。  

本章ではコンディヤックの言語論がシィエスに継承されつつ,批判的に発展されるこ

とで,言語的認識と交流の世界である「言語世界」の概念が生み出されたことを論じた。

コンディヤックが重視した分析の概念は観念の分解と再構成のことを示すが,この「分

析」はデカルトやマルブランシュを始めとした,前世代の哲学者たちの方法に対置され

る科学的方法として重視されるとともに,知覚に基づく事実の観察によって発見されな

い新たな組み合わせを拒否するものだった。また彼の「想像力」は観念の新たな組み合

わせを生み出し得るものの,それは心地よさや主張の受け入れやすさの促進という役割

しか持たなかった442。この意味で彼の方法は科学の確立を通した社会の改善を模索しつ

つも,当時の政治的秩序を追認する傾向にとどまった。 

これに対してシィエスは,分析と言語の関係や精神的能力と言語の相互作用といった

コンディヤックの主張を引き継ぎつつも,彼が必要悪として扱った抽象の評価を通して,

言語使用者に共有された「言語世界」の概念を構想し,言語を通した認識と自由な観念の

組み合せを肯定的に論じた。彼は革命以前から言語論,認識論を研究しつつ当時の現状

を打破するための政治の科学の基礎を探っており,恐怖政治後における政府の正当性の

基礎を改めてこうした領域に求めた。そこで彼はコンディヤックらの先行者を越え,言

語の構成的な力の哲学を展開するに至ったのである。 

  

 

441 想像力に対するシィエスの評価については以下も参照。J. Guilhaumou, Sieyès et l’ordre 

de la langue: L’invention de la politique moderne, op. cit., chapitre 9. 
442 EOC, tome. I, chapitre 2, 10（邦訳,第 2 章 10節）. 
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結論 

本稿では E.J.シィエスの政治哲学に注目して,彼の思想の全体像の再構成を試みた。具

体的には,手稿での啓蒙思想の受容を含めて彼の諸構想を検討することで,フランス革命

を正当化する彼の諸理論が近代ヨーロッパに出現した商業社会の把握から引き出され、

さらに革命の理論を根拠づける形で、人間の言語能力の構成的機能への注目を特徴とす

るシィエスの哲学的思想が展開したことを明らかにした。 

第 1 章ではシィエスの政治経済学受容を検討した。第 1 節で確認したように,シィエ

スは労働する国民を社会・政治の主体としてとらえる。ここから彼は国民を構成する諸

個人による自由な結社としての国家を構想した。しかし第 2 節で確認したように,フラ

ンスにおける政治的市民の未成熟という現実を前にして,シィエス,民衆への不信感も同

時に表明していた。政治的個人主義の理想に反して現実の社会的状況においては,国家

を構成する主体であるはずの国民全員が十分な理性を持っている訳ではないとシィエ

スは考えていた。そして彼のこうした社会認識は政治経済学や,社会で使われている言

語への注目を通して行われた。 

第 2 章ではシィエスによって提唱されたフランス革命の重要概念である憲法制定権

力と憲法を検討した。第1節で確認したように,フランス革命前夜の国制（la constitution）

をめぐる問題に参加したシィエスは,高等法院の貴族らを中心に唱えられた,フランス古

来の国制に基づく王権抑制と特権維持の主張に対して,憲法制定権力の理論を説いた。

これは第 1 章で確認したような労働への評価と商業社会の認識に由来するものであっ

た。彼は国家を自由な人間の契約による人為的構成物とみなし,憲法制定権力により制

定された国家権力の構成を示すものとして憲法を定義した。また第 2 節で確認したよう

に,人間の秩序形成能力を前提として構想された憲法は,権力の侵害から国家共同体の目

的である個人の自由を守るものであった。さらに第 3 節で論じたように,憲法を保障・

改善するための制度も同時に考察された。それはエリートを中心として,人間の理性の

進歩とともに安定的に憲法を改善するための穏健な方策であった。 

第 3 章では,憲法の 2 つの構成要素である立法組織と執行組織について論じた。シィ

エスは政治的権力を扱う際も,近代社会の前提である分業に由来する代表制を前提とし

て自身の議論を展開した。第 1 節では執行権力に関して,T.ペインとの君主制に関する論

争を取り上げ,シィエスが行政の長として君主を位置づけ,理論の上で君主制を擁護した

ことを明らかにした。代表制度と共和制を同一視するペインに対して,シィエスは代表
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制度を近代の必然的前提とみなし,そこでの効率的な制度として理論的に示された君主

制を擁護した。第 2 節では立法権力である代表制議会を検討した。シィエスは市民を能

動市民と受動市民に区別して,受動市民の政治的権利を制限した。これは市民の教養の

差異を前提として,能動市民に期待された理性を議会に結集しようとするものであった。

第 3 節ではシィエスの公教育案を検討した。彼は学校教育を,全員が受けるべき初等教

育と,一部の市民にのみ期待される,社会進歩を導く知識を得るための高等教育をはっき

りと区別して,後者の多くを私的教育に任せた。彼は現状における財産の不平等を前提

しつつ,高い教育をもつエリートにより主導される国家運営を想定していた。彼は行政

に関して理論的な語としての「君主制」の再定義による,代表制と効率的制度としての君

主制の両立を説き,立法府については商業社会の自由な競争から必然に現れる教育の差

異を前提として,教養ある市民の公論に期待した。公教育案からも読み取れるように,彼

は知的エリートを中心とする効率的かつ安定的な秩序形成を目指していた。 

第 4 章では為政者の技術としてシィエスが主張した「社会技術」を分析し,フィジオ

クラートから継承したこの概念に新たな意味を付与したことを検討した。シィエスの社

会技術は,革命前夜に主張された,歴史の内に既存秩序の正当性を探ろうとする特権階級

を批判するものであると同時に,フランス革命に際して新たな社会の構想を正当化する

ものであった。彼は社会技術を構想するにあたり,自然科学と道徳科学の方法の違いを

自覚しており,自然の観察に止まらない人間の思索を重視した。そしてそれは 18 世紀の

経験主義・感覚主義との知的格闘を通した,抽象観念の積極的評価に基づいていた。 

第５章ではサン＝ジュストを比較対象として取り上げ,シィエスとサン＝ジュストの

立法者への評価を比較した。同時期に活動した彼らは,共に近代社会への古代の立法者

の模範の適用を批判するが,法の本質の理解と社会認識の違いから,立法者に対して異な

る態度を示した。サン＝ジュストは法の根拠を自然に求め,自然を表現する制度による

古代ギリシア・ローマ的な共和国の再建を説いたが,その過程で最終的に立法者は肯定

的なものとして積極的に位置づけられることはなかった。それに対して法の本質を人間

の意思にあると考えたシィエスは,哲学者と立法者たる為政者を区別して,人民に合わせ

て目標へと進む能力を為政者に求めていた。真理を示すのみでよいとされた哲学者とは

異なり,シィエスの立法者には説得という別種の言語的才能が求められていたのである。 

第６章ではシィエスがコンディヤックの言語論を批判的に受容することで,言語的認

識と交流の世界である「言語世界」の概念を理論化したことを論じた。コンディヤック
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が重視した分析の概念は観念の分解と再構成のことを示すが,この「分析」はデカルトや

マルブランシュを始めとした,前世代の哲学者たちの方法に対置される科学的方法とし

て重視されるとともに,知覚に基づく事実の観察によって発見されない新たな組み合わ

せを拒否するものだった。また彼の「想像力」は観念の新たな組み合わせを生み出し得

るものの,それは心地よさや主張の受け入れやすさの促進という役割しか持たなかった。

この意味で彼の方法は科学の確立を通した社会の改善を模索しつつも,当時の政治的秩

序を追認する傾向にとどまった。これに対してシィエスは,分析と言語の関係や精神的

能力と言語の相互作用といったコンディヤックの主張を引き継ぎつつも,彼が必要悪と

して扱った抽象の評価を通して,言語使用者に共有された「言語世界」の概念を構想し,

言語を通した認識と自由な観念の組み合せを肯定的に論じた。 

以上で確認したように,シィエスは第一に厳密な言語使用という問題関心に基づいて

政治経済学を批判的に受容することで,諸個人の労働を評価し,商業社会として近代ヨー

ロッパ社会の条件を把握した。さらにここから彼は,個人の労働と所有に基づく自由な

意思による共同体として国家を想定することで,特権の複雑な構成による社団国家体制

である旧体制を批判し,憲法制定権力など革命を実践的に準備する理論を生み出した。 

人間の意思に基づく共同体の理想の実践である革命に際して,シィエスは近代社会に

おける民主主義に本質的な問題としての,教育の格差を前提とした合理的意思決定の困

難さに,現実的かつ楽観的な形で対応しようとしていた。彼は自由な競争による社会の

必然的結果である財産の不平等に基づく教養の有無を認めつつ,社会の現状と分業の効

率性を考慮し,血統を誇る貴族に代わり知的エリートが公的機関の運営と社会進歩を主

導することを望んだ。そして進歩への楽観から,積極的な経済的不平等への介入なしで,

将来的に不平等が徐々に緩和することに期待しつつ,様々な具体的政治制度を構想した。 

こうした構想を可能にするのが,事実の観察に止まらないものとして構想された道徳

科学に基づく社会技術であり,その行使は政治的階級としての知的エリートに期待され

ていた。科学に基づく共同体の理想的組織をもたらす政治的実践である社会技術の担い

手として位置付けられた知的エリートによる新たな国家の主導は,政治経済学研究によ

る社会的分業の理解のみでなく,哲学的考察に基づくものでもあった。人為的共同体と

しての国家観は,人間の秩序構想能力を前提としたのであったが,シィエスはこの能力を

基礎づけるものとして,言語を通した認識を高く評価した。コンディヤックを中心とす

る経験主義あるいは感覚論に大きな影響を受けた彼は,言語の厳密な使用だけでなく,言
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語による人間の認識能力の展開という論点も継承していたのである。だが秩序形成能力

の基礎である言語が,人間に共通の能力であると考えられた一方で,教養のない民衆には

言語を厳密な仕方で扱う能力は認められず,彼らは情動や混乱した言語に惑わされる者

とみなされていた。このため当時の現状では,言語の乱用や想像力の放埓を避けつつ,感

覚の言語化能力や言語による組み合わせ能力を適切に扱えるものとしてのエリートに

よる国家主導が主張されたのである。 

これら具体的制度の基礎でもあった認識論的考察を中心とするシィエスの哲学的研

究は,彼が政治的表舞台から徐々に姿を消してゆく時期に,さらなる段階へと進められて

いた。フランス革命の思想的総括にあたって,彼は再び言語と認識の問題に取り組んだ。

そして革命以前からの哲学研究を引き継いで進められた手稿の中で,シィエスは「言語

世界」の概念に結晶される独特な認識の理論を構想した。彼は革命を基礎づける社会技

術や憲法制定権力といった諸理論を,歴史的事実への追従や自然科学の特徴と考えられ

た事実の観察を超えて,未來を推測し,規範を創造し得る人間の認識能力に関する理論に

よって根拠づけようとしたのである。シィエスは商業社会の把握によって自由主義的な

革命の諸理論や制度を構想した革命家であったに止まらず,言語的認識を通した人間の

構成的能力を積極的に評価することで,道徳科学（science morale）にその源を持つ革命の

諸理論と,その実践であるフランス革命の正当性を根拠づけようとした思想家であった。 


