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フランス革命期の諸人権宣言
ジュリアン・ブドン
石井 三記（訳）
0

年 9 月、ランスで行われましたランス大学法学部と名古屋大学法

学部との学術交流集会のあと、まもなくしての 9 月

日、
［フランス第五

共和制憲法 50 周年を祝う］シンポジウムで、元司法大臣であり元憲法院
長官のロベール・バダンテール氏が強調されていたことは、フランスは人
権の祖国というより、人権宣言の祖国であるということでした。それでも
大したことなのだと付け加えてはおられました。 0 世紀がはじまってす
ぐのイエリネックとブトミーのあいだの論争に立ち戻ろうとは思いません
が ）、 9 年のイギリス権利章典や
え合わせますと、

年のアメリカ独立宣言のことを考

9 年のフランスの文書は同時代の英米の文書の知ら

ない「普遍的な」射程を有するということを言っておかねばならないでしょ
う。英米の文書はそれぞれの国の人に向けて出されて効力を有します。た
ぶん、トマス・ジェファソンの手になる独立宣言前文については、自然法
の諸原理が表明されていますから普遍的な調子にはなっているでしょう。
今日、みなさんに検討することをお勧めしてみたいのは
年そして

9 年、

93

95 年のフランスの宣言、とりわけこれら宣言の前文でありま

す。なぜ前文なのか。それは前文がきわめてフランス的な、つまり外国に
はさほど共通なものがないジャンルに属するからです。フランスでは、大
革命以来、いくつもの憲法が出され、それらにしょっちゅう前文が付され
ておりますし ）、その前文は憲法制定者たちの哲学全般を説明するもので
） Voir
out y, La d claration des droits de lʼho
e et
Jelline , Annales des
sciences politiques, , 90
） Voir J u
el, Les pr a ules de onstitution , Revue d’histoire des Facultés de
droit, n°3 , 0 , p 03-
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す。そして「宣言」それ自体も憲法前文に先立って置かれたりします。ち
なみに、 94 年の第四共和制憲法前文や 95 年第五共和制憲法前文のな
かで「
して

9 年宣言」への参照がなされています。以下では、検討資料と
9 年、 93 年と

95 年のフランスの宣言に限定することにいた

します。 93 年には［ジャコバン派ではなく穏健派の］ジロンド派宣言
草案も出ていて検討資料に含めるべきか迷いますが、一応、実定法となる
にいたったテクストに限定したいと思います。こまかなことですが、

93

年の宣言は、あとから申しあげますように、公布されますが施行されるに
はいたりませんでしたので、実定法になりかけていたということになりま
す。実際のところ、［施行された二つの憲法にかんしては］
日の人権宣言は

9年

月

9 年 9 月 3 日− 4 日憲法の前文の役割を果たしており、

一方、テルミドールのクーデタ後の、共和暦 3 年フリュクティドール 5 日
憲法、つまり

95 年

月

日憲法の冒頭にも長い権利義務宣言が置かれ

ていたのは周知のとおりです。あいだにある

93 年

月 4 日のジャコバ

ン憲法、いわゆるモンターニュ派憲法も人権宣言からはじまるわけですが、
ただ

93 年 0 月に政府が、平和の到来までは革命政府であることを宣言

いたしまして、憲法も宣言も全体として、ついに法的効力を発することは
なく、当時の表現を用いれば、憲法は実際、平和のときまで［キリスト生
誕時の］まぐさ桶、つまり、ゆりかごに入れられたままというわけです。
いずれにせよ、モンターニュ派宣言は
宣言であることは事実ですし、

9 年の宣言と比較しうる有名な

9 年と

95 年のテクストと並べて分析

してみる価値がありましょう。
9 年、 93 年そして

95 年のフランスの宣言を、以下では三つの要

素に力点を置いてお話ししたいと思います。すなわち、まず宣言している
主体は誰かという宣言者本人、つぎに宣言する際に召喚している証人、さ
いごに宣言の中身内容です。もちろん、この三番目の要素がもっとも長く
検討されることになります。

Ⅰ．宣言している主体
宣言している主体は誰かという点では、
334
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95 年の二つの宣言前文とのあいだにはっきりとした違いがあります。

と

前者の 9 年宣言前文では、「人の生まれながらにもつ、譲りわたすことの
できない、そして神聖な諸権利を、厳正なる宣言で広く示すことを決議し
た」のは、「国民議会を構成するフランス人民の代表者たち」であります。
その前文の末尾でも「（人および市民の権利を）承認し、そして宣言する」
のが「国民議会」であることが示されています。これにたいして、 93
年と

95 年の二つの宣言前文ではそのように記されてはおらず、直接的

に語るのは人民なのです。すなわち、 93 年の宣言前文では「フランス
人民は、（中略）、これら神聖で譲りわたすことのできない諸権利を、厳正
なる宣言で広く示すことを決議した」とあり、
「それ［つまり、フランス
人民］は、（中略）、以下のような人および市民の権利を宣言する」のであ
ります。 95 年の宣言前文はまったく簡潔な「フランス人民は、
（中略）
、
以下のような人および市民の権利と義務を宣言する」の一文のみでありま
す。
このように似通ってもいれば異なってもいる定式から、なにを引き出す
ことができるでしょうか。第一に、さほど驚くには値しませんが、そこか
ら主権者を割り出すことができることになります。つまりは、フランス人
民ということです。フランス革命とは、アンシャン・レジームとの断絶で
す。法律的に、その意味するところは、主として、主権はもはや国王のも
のではなく、人民、あるいは国民に属するということです。ここで、
年のアメリカ憲法と比較することができましょう。アメリカ憲法は「われ
ら、合衆国人民は」ではじまるからです。厳密さを欠くにしても、そこに
人民主権の承認が見られることに異論はないでしょう。そして、そこには
また、驚くにはあたらないことですが、アメリカの植民地がイギリス王国
とは縁を切り、共和政体を取ることを決めたわけですから、その当時、主
権は人民に帰属することになったのです。（なお、周知のように、
［
年の］アメリカ憲法には短い前文はありましたが、権利章典はありません
でしたから、いわば前文省略（ellipti ue）のようなものでした。そのよう
な宣言が反フェデラリストによって獲得されるのは、まさに

9 年の修

正 0 か条によってです。
） 94 年の日本国憲法前文は「日本国民は」と
の似通った宣言からはじまりますから、国民「主権」の主張が読み取れま
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す。フランス革命期のテクストでは手早く明言されていきます。

9年

の宣言第 3 条は「およそ主権のはじまりは、本質的に国民のうちにある」
と規定し、

93 年の宣言第 5 条は「主権は、人民のうちにある」ことを

強調し、 95 年の宣言第

条は「主権は、本質的に市民全体のうちにある」

と主張します。
ここで二つのことに留意しておかねばならないでしょう。まず注目すべ
きは、「本質的に（essentielle ent ）」という副詞です。日常語では「主と
して（principale ent）」という意味になりますが、文語表現では語源にもどっ
て「本質により（par essence）」との意味になります。具体的に言い換え
てみますと、つぎのようになりましょう。カペー王朝の主権が簒奪による
ものではないとしても、主権は［本質的に］定義により、人民のものであ
るのだから、主権が王に帰属することはありえないのです。（なお、

9

年宣言前文の「はじまり（principe ）」という語を強調することもできます
が、そうすると今度は、反対解釈の推論によって、主権の「はじまり
（principe）」は国民のうちにあるとしても、主権の行使は代表者たち、す
なわち

9 年憲法の条文規定によれば国民議会議員と国王にゆだねられ

ることになります。）つぎに注目すべきは、三つの宣言前文がそれぞれ「国
民（nation）」、
「人民（peuple）」、「市民全体（universalit des citoyens）
」の
語を用いていることです。ここで、フランスの偉大な公法学者カレ・ド・
マルベール（

- 935）にならって、革命期のテクストの哲学的進展を

見るべきでしょうか。国民主権が

9 年の宣言を特徴づけ、人民主権が

93 年宣言を特徴づける、そして前者はすべてシィエスに負い、後者は
ルソーに負うという具合に、です。ギヨーム・バコは、 9 5 年の著作の
なかで、上記のような区別のむなしさを見事に示してくれました 3）。彼の
仕事を受けて、わたし自身も「国民（nation）」と「人民（peuple）」の用
語はフランス革命期間中、ほとんど同義だったことを証明しようとしまし
た。両者の違いはせいぜい、「国民」は法律的な意味で、
「人民」は社会的
な意味で用いられるということでしょう。この観点からしますと、
「国民」
という語は法律用語にとっておかれ、「人民」のほうは政治的、さらには
3） G acot, Carré de Malberg et l’origine de la distinction entre souveraineté du peuple
et souveraineté nationale, ditions du NRS, 9 5

33

フランス革命期の諸人権宣言（ブドン［石井］）

論争的で、ずっと大きな射程を有していると言えましょう 4）。もっとも興
味深いのは、 95 年の宣言に見られます。今回は、
意図的に、
「国民」や「人
民」のことばは避けられ、主権は「市民全体」にゆだねられています。こ
の憲法制定者たちのねらいは、主権を［革命の急進化していた

93 年の

ように］集合的な実在［人民のこと］と同一化できないようにすること、
たとえば、
「人民はパンを欲している」とか「人民は国王の死をのぞむ」
とか単刀直入にしゃべらせないようにすること、いわば主権を脱受肉化す
ることです。ほかのところで［ジャコバン独裁のロジックの説明で］、わ
たしは「有害な実体」という表現を用いました。それは一種の架空の実体
ということでして、意思や行為をその架空の実体に帰することが便利で、
政治的にも効率的だということです 5）。ジャコバン派はこのレトリック
［自
分が人民を体現していると主張する独裁者の修辞］を巧みに使い悪用しま
した。ですから、［ロベスピエール一派没落後の］テルミドール派は、
95 年に、感情に訴えるようにするのではなく、法律的により正確な定
式へ依拠することにしたのです。つまり、主権が投票権として結びなおさ
れて以降、主権保持者は集合的な市民全体となるのです。
第二に、

9 年の宣言の話者はあくまでフランス人民の「代表者たち」

であるのにたいし、

93 年と

95 年では宣言が端的にフランス人民の作

品として提示されます。そこでは時代状況の影響が完全にはたらいていま
す。周知のように、フランス革命は

9 年 5 月の全国三部会開催からは

じまり、 月に第三身分の議員たちが聖職者身分と貴族身分の議員に［身
分別の審議ではなく］共同での審議を求めて国民議会となるのですから、
人権宣言採択の 月の時点ではまだ 3 か月ぐらいしか経過していませんで
した。ここでは歴史的背景を確認しておく必要があるでしょう。すなわち、
4） J oudon, Les Jacobins. Une traduction des principes de J.-J. Rousseau, LG J, 00 ,
p 0 - 09
5） J oudon, Manuel de droit constitutionnel. Théorie générale – Histoire – Régimes
étrangers, t , U , 0 5, p 0この点について、リアルス教授は「部分によっ
て全体を表わすという換喩の形式で、一体となった大集団に帰せられるはずのも
のが、あいまいだが印象的な概念でもって、実際ははっきりと限られた人数の集
団に組み込ませる傾向（この傾向を一般的に人間はもっており、とくに歴史家に
その傾向がある）」を暴き出している。S Rials, La déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, achette, 9 , p 09- 0
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アンシャン・レジームのフランス社会は身分に分かれていまして、社会全
般にわたり不平等な位階序列が顕著でありました。聖職者と貴族が二つの
特権身分をなしていて、のこりが「第三身分」をなしていました。全国三
部会開催の時点では、身分ごとに会を開いて、その表決を持ち寄り最終の
決定とすると予定していましたから、第三身分にたいして二つの特権身分
が結託し、特権身分が優位を占めることが可能でした。ですから、第三身
分の議員たちは聖職者身分と貴族身分の議員に自分たちに合流して、いっ
しょに審議することを求め、各議員が

票を行使して決定することを要求

するのです。ちなみに、第三身分の代議員の数は従来の

倍になっており、

人数で特権身分の議員数と同等になります。このように、フランス革命は
一見するとありふれたテクニカルな要求からはじまるのです。王権側はあ
らゆる手段を用いてこの動きを阻止しようとしますが、負けることになり
ます。すなわち、議員たちは全身分の議員の合流を呼びかけ、 月
に国民議会を名乗ります。国王ルイ

日

世は数日後それを認めるのです。

ことばの問題はささいなことではありませんでした。ここで、全国三部会
の議員は国民議会議員、すなわち、暗に主権者と見なされる国民の代表者
たちとなるのです。しかし、

9年

月

日の人権宣言においては、国

民の代表者たちが、人および市民の権利を国民の名で宣言していきますか
ら、国民が直接表明しているとの主張は問題になりません。
これにたいし、

93 年と

95 年の宣言では一歩踏み出て、人民自身が

人および市民の権利を宣言していくことをどのように説明したらいいで
しょうか。答えはかなりかんたんです。つまり、

93 年憲法も

95 年憲

法も国民公会で起草されますが、どちらも人民投票にかけられて「人民」
によって承認されているからです。 93 年の憲法は
その夏投票に付され、

93 年

月に制定されて、

月 9 日、投票者の 99％の「ウイ」で採択

されたのでした。ただ、投票率は 5％程度［ゴデショによれば 30％］の
驚くほどの低さで、かつ投開票の組織段取りについても選挙に求められる
誠実さや正直さがあまり尊重されたとは言い難い状況でなされました。
95 年憲法につきましても、共和暦 3 年フリュクティドール 0 日、つま
り

95 年 9 月

日に人民投票の対象となりましたが、そこでもまた賛成

は 99％を越えましたものの、投票率はさらに落ち込みまして 5％にとど
33
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まっています［ゴデショでは賛成 95％で投票率は

％］
。いずれにしまし

ても、この二つの憲法は人民投票に付されましたから、そういうわけで、
どちらの宣言前文も「人民」が権利を宣言していると言えるのです。同様
に、 95 年憲法前文も「フランス人民は［中略］人権への愛着を厳粛に
宣言する」と言い切っていますのも、この憲法のテクストが 95 年 9 月
日に直接人民投票によって承認されているからです。

Ⅱ．宣言するに際しての証人
905 年の政教分離法という重要法令以降、フランス共和国は非宗教的
であるとしておりまして、このことは 95 年憲法第

条で確認されてい

るところです。その帰結するところは、共和国は宗教的に中立を宣言して
いるということであり、どれか一つの宗教を優遇すること（とりわけ補助
金の支給）はしないということです。もちろん、
［ 905 年の政教分離法以
前の］

世紀 9 世紀の事情は違います。そのことについて、

93 年そして

9 年、

95 年の三つの宣言前文で、どういうものを証人として立
9 年の宣言では、人およ

ち会わせているのかを検討してみましょう。

び市民の権利は「［存在のなかでも］最高の存在の臨席のもと、その導き
の援けを得て」宣言され、 93 年と

95 年の宣言では端的に「
［存在の

なかでも］最高の存在の臨席のもと」宣言されることになります。
3 点、指摘しておきたいと思います。第
supr

点目は「最高の存在（ tre

e）」という表現についてです。それは「神（ ieu）」と同義ではあ

るのですが、とくに［神による］啓示宗教との関連性はなく、すくなくと
も

世紀、啓蒙の世紀でもあり理神論［超自然的な啓示や奇跡を排する

考え］の世紀ではそうです。ヴォルテール［ 94-

］が理神論の典型

的な代表でして、彼が主張する「［迷信・不寛容の］恥知らずを粉砕すべし」
というときに、ほのめかしているのはカトリック教会の聖職者ですが、そ
れでもヴォルテール自身は無神論者というわけではありません。それどこ
ろか逆に、彼は「宇宙の建築者」あるいは「
［自然という］時計の偉大な
職人」の存在を信じているのです。そのことは
ヤ教の秘密の教え］』という散文詩のなかにある
法政論集
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ています。引用します、
「宇宙はわたしを困惑させる。どうして考えられ
るだろう。／時計があって、その製作者がいないなんて」
、と。革命期に
話をもどしますと、神のごとき存在がフランスの運命、フランス人民そし
てその代表者たちを見守ってくださり、人および市民の権利は宣言される
のですが、人権は「生まれながらの、自然な」もので、したがって永遠な
ものであって、そしてまた、創世記で語られているような神による天地創
造説を受け入れていれば人権の神的性格も忘れられてはいません。
ジョン・
ロック［ 3 - 04］の哲学思想は、とりわけ、自然権のこの神的起源に
依拠していますから、政府が自然権を無視することは神に背くに等しいと
なるのです。
指摘したい第

点 目 は、 93 年 と

95 年 の 宣 言 前 文 で は「 援 け

（auspices）」の語が消えていることにかんしてです。この用語はラテン語
から来ておりまして、元来、古代ローマ共和制時代に空をじっと見つめて
予兆をさぐることにありました。とくに、鳥の飛行で占うというように、
神々によって送られる前触れを読み解くことが元の意味にありました。そ
の後は元の意味からずれてきまして、神の保護という意味に移ります。
9 年の宣言では、憲法制定者たちは、たんに最高の存在の実在臨席の
確認にとどまらず、その援け援助も頼りにしているわけです。数年も経ち
ますと、このような救い主への信仰は時代遅れとなり、神的なものの臨席
と記載することだけで満足するのです。革命期の無神論や暴力的な非キリ
スト教化運動はもう過ぎてしまいました。それでも、 93 年宣言前文に
はまだ最高の存在が記載されていて、しりぞけられていないことが重要な
点で、これが指摘しておきたい第三番目の点です。
実際のところ、おそらくこの点こそが一見してもっとも意外な点でしょ
う。
［憲法制定の］ 93 年

月 4 日、その年の春には非キリスト教化運

動の最初の芽が出るときに、ジャコバン派は憲法に最高の存在の臨席を希
いつづけているのです。一方で、革命期の芸術文化破壊の蛮行が、イデオ
ロギーと同時にお金目当てで進展していきます。つまり、フランスのもっ
とも美しい教会や修道院が、無神論の名のもと、あるいはその石材目当て
で破壊されていくのです。しかし他方で、モンターニュ派は神的な図像彫
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像を撤去させることはありませんでした。たぶんロベスピエールがここで
決定的な役割を果たしたのでしょう。わたしの学位論文

）

ではロベスピ

エールの宗教について詳細に論じましたので、ここで長々と述べることは
できませんが、彼は、ルソー同様、神のごときものが実在し、さらには、
それが救いに来てくれることを心の底から信じていたのです。そのことを
94 年です。共和暦

示しているのが

年フロレアル

日（

94 年 5 月

日）の有名な報告の主題がこの最高存在への信仰の制度化で、その頂点は
共和暦 年プレリアル 0 日（

94 年

月

日）の最高存在の祭典でした。

それは清廉潔白の士ロベスピエールの神格化でもあるのですが、彼はまも
なく台座から転げ落ちることになるでしょう。数週間後のテルミドール 9
日のクーデタで彼はギロチンにかけられるからです。

Ⅲ．宣言と前文の内容
三つの宣言の長さ、とりわけその前文の長短は一様ではありません。こ
こでは、宣言の条項数と宣言前文の長短とを区別して考えるべきでしょう。
前文でもっとも長いのは
来ます。しかるに、
条数では

93 年そして

9 年宣言［

9 年のそれです。つぎに

95 年の宣言前文はたったの

93 年の宣言前文が

行です。そのかわり、

95 年のテクストが多く［それぞれ 35 条と 3 条］
、

条］はここでは後塵を拝すかたちになっています。この

ような違いをどのように説明したらいいでしょうか。いくつか手がかりが
ありそうです。まず考えられますのは、

9 年の宣言前文で革命の哲学

思想がいったん表現されていますので、その後、それに追加する必要が感
じられなかったのではないかということです。つぎに、 95 年の宣言前
文が殊のほか短いのは、哲学的議論の中に入るといつまでも議論の火種が
消えないままになる危険を、

95 年のテルミドール派は冒したくなかっ

たからだと述べることができましょう。ちなみに、同様の理由で、ほぼ一
世紀のちの

5 年の憲法的法律にはいかなる宣言も置かれることはない

のです。つまり、

5 年当時の政治状況は王党派と共和派とが拮抗して

おり、共通の価値観に立って理解しあうことが難しすぎ、制度についてだ
） Voir J
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け合意することでよしとしたからです。
条項についてですが、

93 年と

95 年の宣言のほうが量的に多くなっ

ています。たしかに、共和暦 3 年の宣言は、それまでの

9 年と

93 年

のテクストと異なり、義務条項が権利条項に連結されています。ただ、
9 年の宣言でもその問題は出されていました。すなわち、ムーニエの
周囲に集まっていた王党派と呼ばれる穏和な革命右派が要求していたこと
の一つがこれだったのですが、結局、この提案は取り上げられませんでし
た ）。しかしながら、そのことが

9 年の宣言前文の中にこだましている

のが聞き取れます。といいますのも、前文でこの宣言が社会の団体構成員
に宛てて出されていて、
「彼らの権利と義務を彼らにたえず想い起こさせ
る」ようにするためとしているからです。このような警告は

93 年の宣

言では考えられません。つまり、そこで義務を負うのは統治者だけであり、
彼らが「暴政」に陥るきらいが非常にあるからでした。

93 年時点で、

権利の宣言は［前文にありますように］
「行政官に義務の規準」をはっき
りと示すためにあるのです。ところが、 95 年に事態は元にもどること
になります。つまり、恐怖政治が明らかにしたのは、議会の「暴政」があ
りうること、さらには社会団体それ自身の暴政も起こりうることでした。
その結果、市民に想い起こさせる必要があるのは、たんに権利だけがある
のではなく、義務もひとしくあるということでした。もちろん、権利を示
すことから宣言ははじまりますし、義務の条項はすくなくなっています
［
条にたいして 9 条］。 95 年の宣言の義務第 条はその例証にもなります。
すなわち、「権利宣言は立法者の責務（o ligation）も含む。社会を維持す
るためには、社会を構成する人びともひとしく彼らの義務（devoir）を知り、
そ れ を 果 た す こ と が 求 め ら れ る 」 と な っ て い ま す。 こ こ で、
「責務
（o ligation）
」と「義務（devoir）」とは対称的な使い分けがなされています。
前者は統治者、条文では「立法者」に、後者は市民に課されるものです。
義務の 9 つの条文は、かくして、法律の尊重と所有権の尊重とに要約する
ことができます。
［この

95 年宣言では、
］一方で、市民は法律に服し、

共和国の正当な権威権力機関の命令に従わなくてはなりません。つまり、
） Voir S Rials,
0-
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革命の進行はここで止まるべきで、無政府状態（あるいは革命期の多頭政
府状態

）

ともいえますが）にたいする熾烈な戦いを経て、ということにな

ります。他方、所有の権利が保護されます。それはすなわち、市民が現在
の所有権原を尊重するように促されるということですが、それは革命初期
の不当な没収その他収用にたいしてのことだけでなく、国家によって没収
転売されることになった国有財産（つまり革命前の二つの特権身分の所有
財産）の購入についても不可侵で神聖なものとするということだったので
す。
95 年宣言の際立った変化というのは、自然法ないしは自然権の位置
づけについてでして、

9 年および

93 年の宣言と断絶しています。

9 年のテクストでは「自然で不可譲で神聖な」権利と言及され、この
三つの形容詞は

93 年の宣言でもほぼ変わらないかたちでまだ出てきて

います。つまり、まず「人の自然な権利」がテーマとなり、そして権利が
「不可譲で神聖な」で形容されているのです。この三つの形容詞のそれぞ
れについて言うべきことが多々ありましょう。神聖な性格については、最
高存在の臨席（さらには、その援け）とも結びついて、天地創造の神々し
さとともに［生まれながらの］自然な性格と歩みを同じくしていると言え
ます。自然法論は当時、すくなくともグロティウス［ 5 3-

45］以降、

流行の学説でして、人は人間本性に内在する諸権利の正式の保持者という
ことになります。したがいまして、人が生活している社会がどのようなも
のであれ、自然権はあらゆる人間存在に属するものですから、普遍的な性
質をもつものなのです。ちなみに、そういうわけで革命期の三つの宣言は
人の権利と市民の権利とを宣言し、ある権利は普遍的であり、べつの権利
は所与の共同体に固有の権利としているのです。

9 年の宣言第

条は

このことを裏づけており、自然権は自由、所有、安全、そして圧制抑圧へ
の抵抗であるとしています。平等はそこに登場しておりません。といいま
すのは、それは社会的なものであって、自然なものではないからです。第
条は、はっきりと、人は自由で、「諸権利において」平等なものとして
生まれて生きつづける、と言います。ここで、複数形であることが興味を
） Voir J

法政論集
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引きます。単数形の「権利において」と法的に言うこともできましょう。
4

しかし、ここでは、社会における諸権利が問題とされているのです。
もっとも、これらの権利は「譲りわたすことのできない不可譲の」とさ
れています。その言わんとすることは、哲学的には、自然にして永遠のも
のであって、廃れて消え失せることはありえないということでしょう。ま
9 年宣言前文の用語を利用すれば］

た法律的に言わんとしているのは、
［

たとえ知られておらず、忘れられ、または軽視されていても（ 93 年宣
言前文では「無知」の用語がなくなりますが、それはたぶん「良き」人民
にたいする侮辱と考えられたからでしょう）、とくに君主制の時代がそう
であったにしても、けっして消え失せることはなく、元気づけるだけで十
分だということです。そういうわけで人の権利を承認して宣言し［

9

年宣言前文］
、あるいは宣言する［ 93 年宣言前文］のです。ですが、人
の権利を創りはしません 9）。「譲りわたすことのできない不可譲の」という
ことばは法律用語として結構うまくできていることばで、
譲るというのは、
民法の意味で、譲歩して［権利が］移転するわけですから、憲法制定者た
ちはここでたぶんフィルマー［ 5

-

53］の家父長権理論［絶対王政の

イデオロギー］を念頭に置いてそれへの反論を見事になしとげるのでしょ
う。すなわち、人および市民たちは彼ら全体の主権を国王に譲渡したこと
はけっしてなく、せいぜいのところ、社会契約によって、彼らの利害にか
かわる事項を、一定期間、君主にゆだねることを受諾しただけであり、こ
の契約は最終決定というものではなく、主権はまだ「本質的に」人民の手
の中にあり続けていたのです。この「譲りわたすことのできない不可譲の」
ということばは、

9 年宣言第

条に見られる「時効によっても奪われ

ることのない」という用語によって補完されるものかもしれません。つま
り、時の流れは人権については［時効］の効果をもたらすことはなく、い
かなる取得時効ないし使用取得（usucapion）もここでは許されません。国
王の側がいくら何世紀もの君主制時代のことを持ち出して主権が国王の側
にずっとあったし、それが決定的だと言い立てても認められないのです。

9） Voir
achs ann, Naturalis e et volontaris e dans la
ho
e de
9 , Droits, n° , 9 5, p
-

344

claration des droits de lʼ

フランス革命期の諸人権宣言（ブドン［石井］）

9 年と

93 年のテクストは同じイデオロギー、すなわち自然法論に

基づいています。この二つを比較しますと、類似点は多々あり、同じ思考
様式の中でたんに微妙な差異が浮き彫りになるくらいです。ところが、こ
の点で

95 年の宣言は違ってくるのです。つまり、宣言されている権利

はそこでは［自然な、と］形容されません。意図して平板に、
「社会にお
ける人の」権利が語られるのです。かくして、自然権とその社会状態での
存続という微妙な難問は遠ざけられます。結局のところ、 95 年の宣言
では、市民の権利しかないのでありまして、もはや人の権利ではなくなる
のです。いわば、自然状態の権利は社会状態に吸収されたということであ
り、自然権は社会状態の時代到来によって市民権に変わったのですから、
そのような権利のほかには［むきだしの自然権として］要求できるものは
ないということが明確にされたと言えましょう。
このように、

9 年、

93 年そして

95 年の三つの宣言の歴史におい

て、権利のみなもとがどうだったか、またそれが変化しているかどうかは
別にして、三つの宣言では同じ大目標が追求されています。実際、

9

年宣言では［前文にありますように］「公の不幸」と「政府の腐敗」とを
回避することが問題でありまして、 93 年宣言前文では「世界の不幸」
という言い回しにまでなっているのですが、この表現はモンターニュ派独
裁の時期に典型的に見られた普遍主義的な着想に位置づけられるものなの
です（ここでは、アナカルシス・クローツ［

55-

94］という名前の［国

を越えて革命を拡げようというような］驚くべき政治思想で名をはせた人
物を考えることができましょう）
。この［公の不幸や政府の腐敗の回避と
いう］大目標を達成するために、

9 年の宣言前文は三つのことにねら

いをさだめます。第 、前文で強調されていますように、この宣言が社会
の団体構成員に彼らの権利と義務を想い起こさせるようにすることです
（この表現は同語反復的ではありますが、「義務」にもスペースをあけるこ
とを可能にしています）。第 、宣言は標識ないし目印の役に立つことです。
第 3、宣言は市民の［権利］要求に堅固な基礎をあたえることです。この
最後の二つについては、さらに強調しておきたく思います。まず、宣言は
一種のガイド、道案内の指針だということです。それは、実際の憲法上の
機関の行動、
法政論集
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権の行為」を、きちんと練り上げられた憲法（ onstitution）
、前文のこと
ばでは「政治制度全体の目的」と比較することを可能にしてくれます。そ
の比較作業は、統治者がおこなう政策にたいして異議申し立てを拡げる際
の起点と考えられているものではなく、それとは逆で、宣言に述べられて
いる権利自由の憲章に合致して公権力が行動すれば、
それだけいっそう
「尊
重される」わけで、宣言のねらいは公権力の強化にあると言ってもいいで
しょう。つぎに、そしてこれはメダルの裏面をなすわけですが、市民たち
は有益な「権利要求」を表明することで、憲法の維持と全員の幸福にむか
うようになるのです。といいますのも、権利要求は「単純で議論の余地の
ない原則」に基礎を置いているからです。宣言の成文化された特質は、明
らかに、この単純で議論の余地のない特性に関わります。すなわち、諸権
利は集められて単一のテクストとなり、それが「保障」の役に立つのであ
りまして、そのことが第

条での主題となるのです。引用いたしますと、

「およそ、権利保障がたしかでなく、また権力分立もはっきり定められて
いないような社会に、憲法はない」となります、この条文は、前文末尾の
［憲法に言及した］文章と驚くほど親和的であることを確認できましょう。
93 年の宣言では、ことば使いは異なりますが、宣言の精神は似てい
ます。この宣言のねらいも、社会状態の基本的な価値や原則と政府の行為
とを比較できるようにすることで、その結果、けっして政府が「暴政」に
陥らないようにすることにあります。宣言は自由と幸福との「基礎」を築
き、統治者に彼らの義務とミッションを想い起こさせるようにするのです。
ここで、 93 年のテクストは二つの異なる用語を用います。すなわち、
義務を負うのが「行政官（ agistrat）」で、一方、立法者のほうには「ミッ
ション（ ission）」が負託されます。ところで、「行政官（ agistrat）」と
いうフランス語は、今日の裁判官とか、広い意味での統治者とかの用例で
用いられているのではありません。これは当時の政治的語彙において、執
行権の構成員を指すことが多い単語です。そう考えますと、立法権はプラ
スに評価されミッションがあたえられるのに、執行権は義務を負うのです
から、両者のコントラストは大きいと言えましょう。決定的なのは時代背
景です。この宣言が出される数か月前に国王はギロチンにかけられており
まして［ 93 年 月
34

日］、ロベスピエールたちジャコバン派からすれば、
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［執行権の長である］王の陰謀から得た教訓とは、国民代表の立法府より
もずっと執行府のほうを恐れるべきだということです。国民代表は、
年宣言第

条、それと同じ内容の

9

93 年宣言第 4 条にありますように、

法律を作ることで一般意思を表明しているわけです。
9 年および

93 年の宣言にくらべ、

はすくなく、前文は

95 年の宣言は散文的で抒情性

行ですまされていて、憲法制定者たちの意図がはっ

きりと述べられているわけではありません。彼らは

9 年と

93 年の宣

言で示された権利と非常に類似した権利規定を宣言することで満足し、
（こ
うした追認の例として

95 年宣言第

条は「法律は一般意思である」と

ほぼ同じ文言です）、ただ義務の条項を付け加えているだけなのです。
9 年、 93 年の革命家たちにしましても、たんに原則として、人およ
び市民の「義務」を宣言で表明したくなかっただけで、 95 年宣言の義
務条項の中身は気に入ったでしょう。

95 年宣言の特徴を示しておりま

すのは、義務の第 条が「立法者」の責務を強調していることです。他方、
執行権の構成員については、その責任が言及されてはいません。ここでも
また、時代状況が完全に影響しています。前年までの恐怖政治は、暴政が
狭義の行政官だけに付きまとう専有物ではなく、立法担当の議会も暴政へ
漂流しうることを証明したのです。恐怖政治を組織したのはこの国民公会
そのものです。ですが、前年夏のテルミドールのクーデタによってロベス
ピエール派議員は厳しく粛清されまして、そのあと、この新憲法をフラン
スにもたらしたのです。彼らは、立法者も含め統治者はみな、権利自由に
とって脅威になることをはっきりと知っていたのです。

［以下、参考資料：三つの人権宣言の前文と条文の一部］
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【訳者あとがき】
上に訳出したのは、 0

年

月

日に名古屋大学アジア法交流館 A

フォーラムで学部の「西洋法制史」受講学生向けに開催されたランス大学
法学部長ジュリアン・ブドン（Julien OU ON）教授による講演原稿の翻
訳である。
ブドン教授については、すでに本誌

号掲載の「 9 世紀フランスに

おける人権から公的自由への変遷」はしがきで紹介したこともあり、繰り
返しを避けるが、憲法・比較憲法の専門家であるとともに、憲法思想史の
観点から今回のテーマを日本の学部学生向けにお願いすることになった。
講演の主題は教授の学位論文に近いこともあり、依頼から一か月で原稿
をいただいたので、日本語訳をあらかじめ学生には読んでもらい、質問項
目を出してもらうことにした。質問数は、もちろん重複するところが多く
なるのだが、300 以上、プリントアウトすると 0 頁程度になるもので、
講演当日は約 0 個に集約し、なるべく質疑応答に時間を割くようにつと
めた。
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質疑については、諸人権宣言の形式的な側面、諸宣言の内容的な側面、
現代的観点からの質問に大きく分けることができるかと思う。
形式的な側面からは、まず講演冒頭で述べられた「前文がきわめてフラ
ンス的なジャンル」であるという点が出された。ブドン教授の回答は、も
ちろんアメリカ、ドイツ、日本の憲法にも前文が付されているが、それら
は短いもので、イタリア憲法には前文そのものがないのに対して、フラン
ス憲法の前文は大革命以来長文であることが特徴的ということであった。
ただ、

5 年第三共和制の憲法的法律は除外するとして、第五共和制憲

法前文は

9 年宣言および 94 年憲法前文［社会権等の記述がある］そ

して 004 年環境憲章への参照で短くはなっている。この点への関連質問
として、革命期の

9 年から 95 年の三つの憲法にだけ権利（権利義務）

宣言が付されていることの解釈が出された。ブドン教授は
年憲章に、

4 年、

30

4 年憲法に、そして 0 世紀の 94 年の憲法にも長文の権

利規定が前文として付されている点で、諸宣言と同様の役割を果たしてい
るとの考えを示された。
つぎに、宣言は誰に対して出されたのかという「名宛人」の問題が提起
された。アメリカ憲法は「われら、合衆国人民は〜」、日本国憲法は「日
本国民は〜」ということばから始まっている。

9 年のフランス人権宣

言では、
「フランス人民」
「フランス国民」という記載はなされていない（有
名なポスターの下に「フランス人民の代表者たちに」という文言はある）
。
また、フランス人権宣言では「公の不幸」を回避することが問題であり、
93 年宣言では、さらに「世界の不幸」という言い回しにさえなっている。
これらのことから、フランス人権宣言はフランス国内のみならず、世界に
向けて宣言されたものなのかとの問題である。ブドン教授の回答は以下の
通りである。

9 年宣言については、前文で宣言する主体がフランス人

民の代表者たちであることが明記されており、名宛人は「人および市民」
となる。有名なポスターの「フランス人民の代表者たちに」の文言の理解
は難しい。いずれにしろ、宣言は普遍的性格を目指していたのであり、フ
ランスに限定しての国民、人民でないことが、イギリスやアメリカの章典・
宣言との違いである。まさに質問者が指摘されているように、
「公の不幸」
から「世界の不幸」に発展する点はジャコバン的普遍主義（全部ではない
にしろ、すくなくともクローツのようなジャコバン派の一部の普遍主義）
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の痕跡と言えよう。以上が教授の回答である。なお、次の質問も含め、春
山習「主権と統治」早稲田法学 94 巻

号（ 0

年）が参考になる。

内容面からの質問になってくるが、受講生からの質問としてもっとも多
かったのが、三つの宣言における主権の所在の観点からの「国民」
「人民」
「市民全体」の違いに関するものであった（本講演 33 頁）
。これに対する
教授の回答は以下の通りである。まず革命初期の時点では「国民」と「人
民」の語はほとんど同義であって、せいぜいのところ、国民の含意すると
ころは政治的法律的で、人民の場合は政治的で社会的となる程度の違いで
ある。しかし、この二つのことばは同じように互いに用いられることがし
ばしばある。今日でも 95 年の現行憲法第 3 条の規定に見られるように、
「国民の主権は人民に属し…」というように、相互的な言及がなされるの
である。それに反して、「市民全体」という表現はもっぱら法律的な基準、
つまり市民ないし選挙人は誰かという点に重きを置いている。これは、ま
さに今起こっている［マクロン現政権の増税政策等に反対する］
「黄色い
ベスト」運動の「人民［民衆］」ということばの用法に見られるように「自
分たち＝人民」との誤った短縮語を避けるために中立的で法律的な「市民
全体」を使うのである。
このこととも関連するが、革命期の諸宣言において女性、奴隷、子ども
等の位置付けはどうかという、人権の普遍性、ないしその射程に関する問
いも出された。これに対するブドン教授の回答は以下のようである。まず
フランス語の homme が「人間」と「男性」とどちらも指すことばであり、
ジェンダーの観点からフランス語の見直しが議論されているわけだが、諸
宣言における homme は、むしろ人一般を指しているのであり、諸権利が
生まれながらのものであることから、それらは普遍的とされ、ここで問題
は「人」の諸権利と「市民」の諸権利を区別することであって、
すなわち、
人の権利は人間すべてにかかわり、市民の権利は一定範囲の人間にかかわ
りうることから、かくして政治的権利は当時成人男性にしか認められず、
女性や子どもにはなかったのだ。奴隷制については、 94 年、国民公会
が廃止の法令を出し、最終的には

4 年に廃止されることになる。

諸宣言の「宗教的な」性格という点に関連する質問が結構出されたのだ
が、このことはキリスト教的な背景、あるいは革命期の非キリスト教化運
動の理解の難しさも感じさせると言えよう。ひとつは「神」と「最高存在」
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についてである（本講演 339 頁）。ブドン教授によれば、
「神」という語は
ユダヤ教、キリスト教そしてイスラム教の一神教において用いられるもの
であり、神学的には「最高存在」をそこに見ることになんの困難もない。
ただ、
「最高存在」の表現は近世になるにつれて、キリスト教そのものと
距離を置いていることを示すために使われるようになる。
その儀式を避け、
聖職者の介入を避け、一定の教義を避けるのだが、「最高存在」と呼ばれ
る神的性格の存在を信じていることに揺るぎはない。ただ、「神」の語は
避けるということである。

9 年宣言の有名なポスターに見られるよう

に、三角形の中の神性の眼があり（フリーメーソンへの暗示）
、
そこから［理
性の］光線が発されるというわけである。だからこそ、ロベスピエールと
一部のジャコバン派は

94 年に最高存在の祭典を挙行しえたのである。

ただ、このような熱気は 9 世紀には冷めて、

4 年の第二共和制憲法前

文には「神」が登場することになる。
宗教的な問題は講演テクストのなかで「主権の脱受肉化」の意味内容の
質問としても出てきた（本講演 33 頁）。ブドン教授は、まず「受肉化」
とはキリスト教の用語で、神の受肉化、すなわちイエス・キリストのこと
だが、ここでの語義は文字通り「脱人格化」ということであり、その意味
で「主権を脱受肉化」するといっており、その言わんとすることは、国王
といった個人であろうと人民といった集団であろうと、主権から人間をは
ぎ取ることとされる。そして、 9 世紀になると、主権の所在をめぐる論
争に終止符を打つべく、ロワイエ＝コラールやギゾーのようなドクトリ
ネールと呼ばれる人たちが、王政復古期そしてとりわけ七月王政期に主権
は理性にあると主張してくるのである。
ことばの語感の問題としては、講演テクスト第三節の

95 年宣言に登

場する「義務」
「責務」の違いについての質問も出された（本講演 34 頁）
。
その際、95 年宣言の義務第 3 条では「社会に対する各人の責務」となって
いることも合わせて質問された。これに対するブドン教授の回答は以下の
通りである。まずフランス語において、
「責務（o ligation）
」と「義務（devoir）
」
とはほぼ同義であり、せいぜいのところ、前者はより法律的な次元がつよ
く、後者はより道徳的であるとの違いがある。95 年宣言では、両方のこと
ばは交換可能であり、かくして第

条では、同一の単語の繰り返しを避け

るために、別のことばを用いたのであり、したがって立法者は市民の義務
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と対称のとれた似通ったことばの責務をもつとされたのである。
「平等」の位置付け、あるいは概念定義にかかわる問題も出された。 9
年宣言第 条に列挙されている 4 つの自然権に平等が挙げられてはいない
が、第

条では「生まれながら」権利において平等をうたっており、また

93 年宣言第
第

条では 4 つの自然権の最初が平等となっている。95 年宣言

条では、たしかに「社会における」との限定があるにはあるが、4 つ

の人の権利の二番目に平等が置かれている。この点について、ブドン教授
の回答は、以下の通りである。文法的に言って、 9 年宣言第

条は「諸

権利（droits）において」と複数形であるから、単数形なら「法（droit）
において」が現行法体系のもとでの自由にもかかる可能性もあるが、複数
形での諸権利において自由ということは理解できない。したがって、「人
は諸権利において平等として生まれて存続する」ことになる。換言すると、
問題は「社会的区別（distinctions）」、すなわち、自然状態とは区別される
社会状態での差別的取扱いなので、平等であるというのは、出発の時点で
すでに、社会的であり、あるいは社会化されており、お望みなら所与の共
同体に記載されていると言えよう。同宣言第

条の文意は第

条よりもは

るかにクリアであって、平等は人の「生まれながらの自然で」
「時効によっ
ても奪われることのない」権利とはされていない。平等は出発点から社会
的性格を帯びているからである。唯一、自由だけが自然なのであり、とい
うのも社会状態以前、つまり自然状態において自由は存在しているからで
ある。第

条で列挙されている所有、安全、圧制抑圧への抵抗はすべて自

由に関連付けられる。すなわち、獲得する自由、身を守る自由、圧制抑圧
ないし非安全に対する自由。じっさい、わたしたちは生まれながらに平等
であるだろうか。自然は人を知的にも愚かにも作り、ある人は強く、別の
人は弱い。美しい人もいれば醜い人もいる。自然は不平等に満ちた世界で
あり、この自然に闘いを挑もうとするのが社会状態なのだ。だから、人は
「権利において」平等なのだ。
ところで、憲法の、ということになるが、93 年と 95 年憲法が人民投票
に付され、その投票率がそれぞれ 30 パーセント、 0 パーセントを切って
いる点が学生の関心を集めた（本講演 33 頁）。これに対するブドン教授
の回答は、当時の政治風土が低投票率の理由とされ、たとえば投票が秘密
投票ではなかったことや、 93 年は恐怖政治の時期でもあって、正直か
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つ真剣に投票行為をすることが難しく、憲法草案に賛成ではない選挙人は
生命の危険をおかしてまで反対の投票をしに行くようなことがなかったで
あろうことを指摘された。
現代的な観点からの質問ということでは、権力分立と権利保障に関係す
る質問が出された。すなわち、ジャコバン派が立法府に比べ行政府のほう
を恐れて

93 年憲法を作ったのに対して、ジャコバン独裁を経たテルミ

ドール派による総裁政府憲法では行政府と立法府の双方を脅威として新憲
法を作ったという歴史経験が、人権保障の今日的な観点からは、どのよう
に評価されるのかという内容の質問である。これについての教授の回答は
以下の通りである。まず、今日では法案作成のほとんどが行政府によって
なされることを考えると権力分立の概念そのものの再検討が必要だが、西
洋の歴史が示しているように、専制政治というのは国王や皇帝や大統領
（た
とえば、第二帝政直前のルイ

ナポレオン・ボナパルト）によっておこ

なわれるだけでなく、革命期の国民公会のように議会によってもなされう
るのであり、権利保護が執行府によってだけでなく、立法府によっても脅
かされかねないことから、今まで以上に権力の分立が立法行政の矛盾に満
ちた主張を釣り合わせるために必要なのである。
学生からの質問には、革命期の三つの宣言のうちでもっとも優れている
のはどれだと考えられるかとの問いもあった。ブドン教授は、これは決め
るのが難しい質問としたうえで、判断の尺度を宣言の文体という文学的質
に限定してみた場合には、

9 年の宣言がとても美しいフランス語で書

かれているとは言えよう、との回答であった。
最後の質問は、フランスの観点から見た日本国憲法の比較考察について
であった。ブドン教授は日本国憲法の概要を述べられたうえで、日本でポ
レミックな憲法改正の論点として、9 条問題ではなく、とくに 9 条に規
定される改正条項の「改正」にも、あくまで法律家としてであるが、言及
された。そして、締め括りとして、フランス革命期の憲法改正をめぐって、
9 年憲法が制定される直前の

9 年夏に、議会のフイヤン派議員たち

が 30 年間憲法改正を禁ずる意見に対し、ロベスピエールは警戒をうなが
し、もし法的に憲法を修正できないならば、革命か蜂起によることになる
と言ったのだが、彼の予言をフランスの歴史は裏切ったとは言えないだろ
うとのエピソードも紹介された。
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このように、質疑応答は今日的な問題も視野に入れて多岐にわたっての
ものともなり、議論は予定の時間を超過して熱心に続けられた。もちろん、
論じ足りない部分は多々ある。たとえば、主権との観点からの国民・人民・
市民全体はそれぞれの憲法の条項も見ておく必要があろうし、平等の位置
付けも革命初期のコンドルセ草案などに平等を自然権とすることやそもそ
も 93 年宣言のことなども検討を深めるべきだろうし、その際にそれぞれの
宣言の時代状況を押えておく必要もあろう。投票率についても実証的な研
究紹介があってもよかったかとも思われる。しかしさまざまな論点が出され
たことは大きな成果といってよかろう。今回の講演のために英文でも質問を
出してくれた学生の方に感謝するとともに、質問にたいして丁寧な応答を
されたブドン教授に心よりお礼申し上げたい。また本学国際機構の河嶋春
菜先生には質疑応答部分の通訳の労をとっていただき、感謝申し上げたい。
なお、本講演会には、名古屋大学法学部賛助会の支援、ならびに本年度科
学研究費補助金基盤研究（Ｃ）課題番号

03 59 の補助を受けた。記して、

謝意を表する。最後になるが、仏文の参考資料および訳文中の［

］は

訳者が補足したものである。
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