
はじめに
18世紀後半のフランスは、啓蒙思想の影響下に、開明的な国王政府が統治秩序の転換をはかる諸

政策を導入した、改革の時代として位置づけられてきた。救貧の分野に関しては、まず財務総監ラヴ

ェルディが、一元的な物乞い対策の導入に政府として初めて取り組み1、さらに新たに国王に即位し

たルイ16世により財務総監に任命されたテュルゴが、施しや施設収容より市場開放と就労による経

済的自立を重視する自由主義的改革を試みた。しかし、これは従来の経済と統治の関係に大きな変更

を加えるものであったがゆえに、地域社会を支配する聖職者・貴族の反発や、社会階層間の緊張関係

を生み、テュルゴを失脚に追いやることになる。本稿では、啓蒙期の国王政府が主導した改革案が、

自治主義を主張する地域社会の次元でいかに実施されたのか検討することを通して、フランス社会の

変容を捉えることを目的とする。

近世ヨーロッパで生成した自由主義を志向する運動は、これまでも政治経済学や思想史の研究対象

となってきた。経済学者のフリードマン2や政治学者のローザンヴァロン3は、20世紀に拡大しすぎ

た福祉国家の役割を疑問視して、自由主義に再び光を当てている。しかし、田中拓道が18世紀後半

のフランス政治経済思想は市場と統治権力の新しい結びつきを模索したものであったと指摘している

ように4、テュルゴによる市場開放の試みは、単なる経済政策ではなく、社会全体の幸福を増進する

ことを目的とする、博愛的改革プログラムの一環であったことを指摘しておくべきであろう。そのこ
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とを示すのが、穀物取引の自由化とともに進められた健常者の就労を目的とする公共事業の拡充で

あった。

これらの改革の背景には、18世紀フランスの経済成長による格差の拡大があった。当時の農村で

は、富裕な貴族や上層市民が土地を集積して大規模な農業経営を展開する一方で、土地を失った農民

は貧困状態に陥り、その一部は雇用を求めて移動する移民労働者、または物乞いとなって都市に集ま

るようになった。このような社会情勢のなかで、啓蒙思想家の間で新たな救貧観が醸成され、その影

響下に国王政府は1764年から1789年まで経済や救貧の分野での諸改革を推進したのである。

従来の研究では、啓蒙期に形成された思想や政策が、フランス革命期に導入が試みられた国家によ

る公的救済の布石となったことが強調されてきた。まず、ブロックの古典的研究は、旧体制下の救貧

体制に内在する諸問題を指摘し、啓蒙期から革命期にかけて、世論や政府がキリスト教の救済観にも

とづく私的慈善に代わる国家による公的救済の導入がいかに試みられたのかを、制度史的アプローチ

により説明したものであった5。この研究が発表された20世紀初頭は、フランスで政教分離と福祉国

家が成立した時期にあたり、救貧制度の近代化を説明し、正当化しようとする意図があったと考えら

れる。その約一世紀後には、アンベール監修による論文集が刊行されており、このなかでも啓蒙期か

ら革命期にかけて、私的慈善の役割は減少し、公的救済が主流になるとされている6。また、デュプ

ラは、啓蒙期から革命期にかけて、キリスト教的愛徳から博愛主義への転換が、思想、協会活動、国

王政府の政策のレベルで進んだことを主張している7。

しかし、旧体制社会は特権的自治を行う住民共同体から構成されていたのであり8、パリで文筆家

や国家官僚が掲げた改革が、地方で一律導入されたわけではない。実際、テュルゴの失脚に象徴され

るように、中央からの改革は地方エリートや教会の抵抗にあっている。さらに付け加えるなら、フォ

レストがすでに指摘したように、革命期に導入が試みられた国家による公的救済は失敗に終わり、19

世紀には国家の監督下に地方エリートや宗教組織が救貧を実質的に担い続けることになる9。した

がって、国王政府の中央集権を志向する政策が、地方ではどのように受け止められたのか把握するこ

とが、当時の社会を理解するうえで不可欠である。

以上の問題意識に立ち、本稿では、啓蒙期の国王政府が主導した改革が、中央からの行政的措置に

対する地方の抵抗を生みながら展開する様相を描き、変動の時期にあるフランス社会の実態を明らか

にしたい。具体的には、救貧政策の主眼となる公共事業の設置の経緯とその発展に焦点を当てる。公

5 BLOCH, C., L’assistance et l’État en France à la veille de la Révolution : généralités de Paris, Rouen, Alençon, Orléans,

Chalons, Soissons, Amiens, 1764-1790 , Paris, A. Picard et fils, 1908.
6 IMBERT, J. (dir.), La protection sociale sous la Révolution française, Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la

Sécurité sociale, 1990.
7 DUPRAT, C., “Pour l’amour de l’humanité” : le temps des philanthropes : la philanthropie parisienne des Lumières à la

monarchie de Juillet, Paris, Éd. du C.T.H.S., 1993.
8 MOUSNIER, R., Les institutions de la France sous la monarchie absolue, 1598-1789 , Paris, Presses Universitaires de

France, 1971, t. I, p. 496.
9 FORREST, A., The French Revolution and the Poor, Oxford, Basil Blackwell, 1981.

114 東洋大学人間科学総合研究所紀要 第20号（2018）



共事業に関しては、モントバン地方長官区に関するアルエルの研究があるが、これは制度史的な説明

にとどまっている10。

なお、本稿ではボルドー地方長官区を考察の対象として取り上げる。ボルドー地方長官区は、現在

のジロンド県、ドルドーニュ県、ロ・テ・ガロンヌ県とジェール県のコンドン郡に相当し、同長官区

のうち南部が、1716年にポー地方長官区、1767年にバイヨンヌ地方長官区として分離している11。中

央政府から各地方に直接派遣された地方長官は、現地の名士層のなかから選ばれた地方長官補佐に業

務を委託して地方統治を行っており、革命前夜のボルドー地方長官区は25地方長官補佐区に分割さ

れていた12。

史料としては、ジロンド県文書館の Série Cに保管されている地方行政文書のなかから、財務総監

とボルドー地方長官の間で交わされた書簡や、慈善作業所のための国王基金配分表を用いる。

検討の対象となる時期は、国王政府が救貧改革に着手した1764年から1789年の革命までとする。

まず、啓蒙期の社会思想の特徴を把握したうえで、ラヴェルディ（財務総監1763－1768年）による

救貧改革の導入とその成果を確認する。次いで、テュルゴ（財務総監1774－1776年）とネッケル

（財務長官1777－1781年、1788－1789年）の時代に進められた諸改革の実施の状況を検討し、18世

紀末の地方統治の実態に迫りたい。

1．社会改革の胎動

（1）啓蒙期の社会思想

フランスにおいて社会改革の胎動が感じられるようになるのは、カトリック改革の影響下に王権と

教会の密接な結びつきにもとづく統治が行われていた18世紀初めのことである。この時期に、旧来

のキリスト教的価値観と批判的に対峙し、理性による人間社会の進歩を志向する啓蒙主義が、フラン

スに伝わった。この新思潮が、世紀後半に展開した自由主義的な諸改革の思想的根拠をなしていたこ

とを考慮するなら、ここで描かれた社会像とはいかなるものであったのかを確認しておく必要がある

だろう。

ナントの王令の廃止により非カトリックへの迫害が広がっていたフランスでは、寛容を求める声が

高まり、道徳を宗教から解放しようとする思想運動が広がった。1725年にサン＝ピエール神父は、

神への愛を動機としながらも、寛容の精神にもとづき他者を救済することを訴え、「善行」《bienfai-

sance》という言葉を初めて用いた13。この新しい概念はキリスト教的愛徳と対立するものではなかっ

10 HAROUEL, J.-L., Les ateliers de charité dans la province de Haute-Guyenne, Paris, Presses universitaires de France,

1969.
11 DESGRAVES, L., L’Aquitaine aux XVIe-XVIIIe siècles : institutions et culture, Bordeaux, Fédération historique du Sud-

Ouest, 1992, p. 60-61.
12 DESGRAVES, L., «Les subdélégations et les subdélégués de la généralité de Bordeaux au XVIIIe siècle», Annales du

Midi, 1954, p. 141-154.
13 DUPRAT, C., op. cit., p. XV-XVI.
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たが、18世紀半ばになると、啓蒙主義者にとっての道徳とは社会的道徳のことを指すようになる14。

まず、ヴォルテールは、この「善行」という言葉を社会的道徳として再定義し、助け合いによる社会

全体の幸福の増進の重要性を説いている。「徳とは何か？同胞に善行を施すことである。…我々は社

会のなかで生きているがゆえに、社会全体の幸福のみが、我々にとって真の幸福である」15。また、ル

ソーは、人間は生まれながらにして、「寛大、仁慈、人間愛」といった憐みの情を持っており、この

自然の感情が社会的道徳の源泉になると考えている16。

宗教上の問題に加え、当時の経済の状況も、キリスト教の救済観にもとづく社会関係を見直す契機

となった。18世紀のフランスでは、経済成長と格差の拡大により、貧困を要因とする社会問題が深

刻化していた。しかし、総合救貧院に物乞いを監禁する試みは各地で失敗に終わっており、大都市で

は物乞いが路地でたむろするようになっていた。このような状況において、キリスト教の慈善が物乞

いを助長していると考えられるようになり、そこから社会全体の幸福を増進するうえで労働の価値が

高められていく。

こうした思想を最もよく表しているのが、テュルゴが執筆を担当した『百科全書』の「寄付金」

《fondation》という項目である。このなかでテュルゴは、救貧院などへの寄付金は、「寄付者の意向を

永続的に反映させるために用いられる」のであり、多くの場合「寄付者の虚栄心を満たす」という利

己的な動機に支えられたものであると指摘する。さらに、寄付金の有用性を問題にし、貧民への施し

は、むしろ労働者を怠惰にさせ、勤労所得や農業生産の減少、食料不足、人口減少、貧困の拡大、物

乞いの増加をもたらすとして、その弊害を批判している。以上のことから、人々は、慈善に依存する

のではなく、自身の努力、すなわち「労働によって生活の糧を得るべき」であると主張する。このよ

うに農業生産を重視する立場から、健常者の就労と自立を奨励し、社会的弱者の救済に関しては、イ

ングランドやオランダで見られたアソシエーションによる活動を提案している17。要するに、テュル

ゴは旧来のカトリック型の慈善施設に代わるものとして、プロテスタント国で見られた個人の労働や

民間団体の活動に重要な役割を与える救貧システムを想定していた。しかし、一部の啓蒙主義者は、

国王の臣民に対する保護義務にまで踏み込んだ議論を展開した。例えばモンテスキューは、国家は民

衆に「十分な食物、適当な衣服、健康を害さない生活様式」を保障する義務を持つことを主張してい

る18。

以上見てきたように、18世紀に旧来から教会の支配を受けてきた人間社会のあり方が問い直さ

14 ダニエル・モルネ著、市川慎一、遠藤真人訳『十八世紀フランス思想：ヴォルテール、ディドロ、ルソー』大
修館書店、2003年、72頁。
15 VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique , Paris, Flammarion, 2010, «Vertu», p. 516-517.
16 ROUSSEAU, J.-J., Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes , Paris, Librairie générale

française, 1996, p. 99-100.
17 DIDEROT et d’ALEMBERT, L’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une So-

ciété de gens de lettres , Paris, Briasson, 1751-1765, t. VII, 9. 72-75.
18 MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois , Livre XXIII, Paris, Gallimard, 1995, t. II, p. 792, «Des Hôpitaux».
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れ、新たな人間相互の結びつきと統治の方法が模索された。こうして、寛容にもとづく善行、市民相

互の助け合いと国の責任という考えが啓蒙主義の主張として現れ、このような思想運動を背景に、国

王政府は統治手法の転換をはかる改革を主導することになる。

（2）ラヴェルディの改革案―救済の個別化・専門化

18世紀半ばに国王政府が導入を試みた諸政策は、財政、経済、行政と多岐にわたるものであった

が、その根底にあったのは貧困と格差への関心の高まりであった。旧体制を通じて、救貧の主導権は

あくまで都市や教会にあり、王権は地域の救貧院に貧民の収容を命じたり、不作や災害の際に一時的

な援助を与えるにとどまっていた。しかし、これらの物乞い対策が功をなさず、社会不安が広がる

と、貧民の救済が統治上の重要な課題として浮上することになる。

世論において貧困対策を求める声が高まるなか、財務総監に就任したラヴェルディは、国王政府と

して初めて救貧改革に着手した。1764年に国王顧問会議内部に物乞い対策を検討するための委員会

を設置し、救貧改革案を作成させた。ここで重要なのは、貧困者の個別的状況への対応が示されたこ

とである。王権が地域の救貧への介入を始めたのは18世紀初めのことであり、1700年の国王宣言で

は健常者の就労および労働不能者の救貧院への入所と、違反者に対する厳罰を命じていた19。しか

し、これは16世紀からヨーロッパで導入されていた健常者と労働不能者を区別する考えを踏襲した

にすぎず、また地方都市が救貧を担うことを前提にしたものであった。それに対し、1764年の改革

案では、より細かい分類と救済の個別化・専門化が導入されたのみならず、地方都市が主導する救貧

に、国家もまた行政的措置によって取り組んでいく意向が示されている。具体的な内容を見ると、ま

ず物乞いは、健常者、身体障害者、労働不能者、児童の4つに分類されている。そのうえで、健常者

はガレー船での漕役刑に処すこと、身体障害者は居住地の市や町に救貧事務局を設置のうえ、在宅で

救護すること、高齢者・廃疾者などの労働不能者は救貧院に収容すること、児童は家族の元に戻し、

孤児の場合は農家に里子に出すこと、が定められている。しかし、各地の救貧院の収容可能人数は不

足していたため、それが解消されるまで、各地方長官区に収容所（dépôt）を2～3棟設置すること

が提案された20。

以上の改革案にもとづき、ラヴェルディは地方長官とともに法案の実現を模索することになる。ま

ず、1764年8月3日の国王宣言が出され、さしあたり浮浪者の取り締まりが行われた。この法の具

体的な内容を見ると、浮浪者を逮捕し、16～70歳の健常者はガレー船での漕役刑に処し、高齢者・

廃疾者・女性といった労働不能者は近隣の救貧院に収容すること、児童は救貧院に収容して養育する

こと、また逮捕された浮浪者を救貧院または収容所に収容することが命じられている。しかし、この

19 PAULTRE, C., De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l’ancien régime , Genève, Slatkine-

Megariotis, 1975, p. 311-314. 1700年7月25日の国王宣言を再確認したのが、1724年7月18日の国王宣言であ
る。
20 Ibid ., p. 383-384.
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法を実施するにあたり、浮浪者の定義や、収容場所をめぐる次のような問題が生じた。まず、浮浪者

の定義が「6カ月前から職業がなく就労しておらず、住居のない者」と曖昧であったために、浮浪者

だけではなく職を求めて移動する日雇い労働者までも逮捕の対象となってしまった21。さらに、地域

の救貧院は物乞いや浮浪者の受入れを容認しない傾向にあり、収容所もまだ王国に数カ所にしか設置

されていたなかったため、逮捕者の収容場所が十分に確保できなかった22。

このように、地方都市との連携が困難であることが明らかになると、1767年10月21日に国王顧

問会議の採決により、国王政府が行政的措置により物乞い対策にあたることが定められた。採決で

は、物乞いの逮捕と施設への収容、収容所の設置のほかに、健常者の就労を目的とする慈善作業所の

設置、地域の救貧院の労働不能者用施設への転換、小教区の救貧事務局の設置などが定められたが、

このなかで実施に至ったのは、各地への収容所の設置と物乞いの監禁のみである23。つまり、ラヴェ

ルディの時代には、救貧改革案が提示されたものの、その一部しか実施されておらず、貧民に対して

厳しい措置が取られることになった。

いずれにせよ、これ以降、王権は各地に物乞い収容所を設置し、そのネットワークを利用して、行

政的措置により物乞い対策を進めていくことになる。それにより、物乞い収容所が設置された都市に

おいては、物乞い対策の主導権が市から王権に移されるであろう。また、公共施設である物乞い収容

所は、宗教的使命をもはや持たず、物乞いの排除の装置と化していく。このような王権による監禁施

設は、独自の救貧システムを運用していた地域社会で、いかなる役割を果たしたのだろうか。以下で

は、ボルドー地方長官区における収容所の設置の過程とその活動の実態を見ていこう。

（3）ボルドーの王立物乞い収容所

フランス南西部の広大な地域を管轄するボルドー地方長官区には、首府ボルドーに近いバザスを除

く全ての司教座聖堂都市に総合救貧院が設置されていたが、これらの施設は18世紀初めには労働不

能貧民の救済へと主眼を移した。ボルドーに関しては、1731年に総合救貧院の理事たちが、施設に

収容されていた物乞いの一斉退所を決定している24。物乞いの収容施設を欠き、ボルドーには各地か

ら多数の物乞いが集まり、都市の秩序を脅かすようになっていた25。これに対して対策を講じたの

は、市の治安行政を担う市参事会である。1732年に市は条例を出して、ボルドー出身ではない物乞

いを市外に追放し、ボルドー市民に関しては、健常者の就労、労働不能者の小教区における救済を命

じ、3日間の猶予期間が過ぎたのちは、全ての物乞いを逮捕し、市の裁判にかけるとしている26。

21 GUTTON, J.-P., La société et les pauvres : l’exemple de la généralité de Lyon 1534-1789 , Paris, Les Belles Lettres, 1971,

p. 448. ギュトンの研究は、当時の農民たちが、老齢、疾病、不作、失業などの要因により、物乞いをしたり、
職や救済を求めて大都市に移動したりせざるをえなかったことを明らかにしている。
22 PAULTRE, C., op. cit., p. 385-388.
23 Ibid ., p. 394.
24 AD Gironde, Archives hospitalières, I. E. 13, séance du 12 août 1731.
25 AD Gironde, C 3659, Ordonnance de la Jurade, le 1er avril 1732.

118 東洋大学人間科学総合研究所紀要 第20号（2018）



このように社会不安の渦中にあったボルドーでは、1750年代になると矯正院（maison de force）が

設置された。この施設は、1750年の国王宣言が救貧院への物乞いの収容を命じていたのを受けて、

地方長官がかつてペスト患者の隔離に使われていたアルノ・ギロ囲い地内の土地を市から譲り受けて

建設したものだが、これは娼婦の道徳的矯正と梅毒患者の治療に用いられることになった27。その一

方で、物乞いに関しては、市参事会が1758年と1759年に条例を出して、同囲い地内の元アルノ・ギ

ロ救貧院にボルドー出身ではない物乞いの収容を命じているが、これは一時的な措置にとどまってい

る28。つまり、1764年の国王宣言が出されたとき、ボルドーで地方長官が利用できる施設は矯正院し

かなかったが、この施設は浮浪者の収容を行うには規模が小さすぎた。したがって、1767の国王顧

問会議裁決が出されたことを受け、地方長官は囲い地内に新たに物乞い収容所を設置することにな

る29。なお、ボルドー地方長官区には、ボルドーのほかにペリグーにも収容所が設置されたが、後者

はテュルゴが王国の収容所の大部分を廃止した際に閉鎖され、再びその門が開かれることはなかっ

た。

王権により設置された物乞い収容所は、行政機構を通じて管理される公共施設であり、地域の聖職

者やエリートが運営していた救貧院とは明確に区別される。各地方長官区で物乞い逮捕の指揮を執っ

ていたのは、地方長官であった。地方長官は、公共秩序の維持を担う近衛騎兵隊（maréchaussée）を

用いて、物乞いの逮捕にあたった。ボルドー地方長官区には、近衛騎兵隊の諸班の駐屯地が陸上幹線

路と河川に近い共同体18カ所にすでに配置されていたが、1764年の国王宣言が出されると、地方長

官は新たに駐屯地を12カ所増設してネットワークを増強し30、地方長官区全域における物乞いの逮捕

をはかった。近衛騎兵隊により物乞いが逮捕されると、調書が取られ、尋問により居住地が確認でき

れば即座に釈放されたが、定まった住居を持たない場合は収容所に抑留された。これら入所者は、地

方長官により釈放が許可されるか、裁判により有罪とされた31。収容所の運営は、所長を務める監督

官と、それを補佐する執事に委ねられた。監督官は地方長官の監視下に入所者を管理する権限を行使

し、所定の拘留期間中、早期釈放に値する者や、規律を守らず懲罰を与えるべき者がいないか、入所

者の行いを観察し、毎月地方長官に報告する責務を負っていた32。

また、物乞い収容所が持つ刑罰的側面も、宗教的使命が強かった救貧院との相違点として特筆すべ

きである。同施設は、社会秩序を乱す周縁的人間を拘束し、労働により勤勉へと更生させることを目

的としていた。したがって、入所者は強制労働を課された。収容所での一日を描写すると、入所者

26 Ibid .
27 AD Gironde, C 3659, Lettres patentes d’établissement d’une maison de force à Bordeaux, décembre 1757.
28 Inventaire sommaire des délibérations de la Jurade, t. VII, le 18 avril 1758, p. 468.
29 Ibid ., le 16 mai 1768.
30 AD Gironde, C 1109, Projet de distribution des brigades de la maréchaussée dans la généralité de Bordeaux, sans date.
31 BLOCH, C., op. cit., p. 171-173.
32 拘留期間は、一度目が15日、二度目が6カ月、三度目が3年と定められていた。PAULTRE, C., op. cit., p. 417

-422.
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は、夏は朝の5時、冬は7時に起床し、祈りを済ませてから夕方まで作業所で働き、その後祈りを済

ませてから就寝した。日曜日や祝日は安息日として、仕事を休み、礼拝と余暇にあてられた33。ま

た、各収容所にはマニュファクチュアが併設され、そこで入所者が労働に従事した。例えば、ボル

ドーの収容所には、1770年に綿毛布製造を行うマニュファクチュアが設置された34。つまり、物乞い

収容所では、カトリシズムによる貧民の教化や布教といった宗教活動の重要性が薄れ、強制労働によ

る抑圧的側面が前面に出されることになったのである。

王権による抑圧装置として機能していた物乞い収容所には、周縁的人間を統制し、公共秩序の維持

をはかる思惑から、社会における潜在的な危険分子と見なされた多様な人々が拘留された。1785年

の規約によれば、収容所の受入対象となっていたのは浮浪者、物乞い、娼婦、精神障害者とされてい

たが、実際にボルドーの収容所に入所していた人々には、この4種類に限らず、老人、肢体不自由

者、知的障害者、視覚障害者、感染症の患者までもが含まれていた35。また、上述のように、物乞い

として逮捕された人々のなかには、職を求めて移動する日雇い労働者であり、必要に迫られて一時的

に物乞いをしてしまった者が多く含まれており、職業的な物乞いはむしろ少数であった36。

このように、王権による収容所を用いた周縁的人間の排除・抑圧が進められたが、テュルゴの時代

には、大部分の物乞い収容所が閉鎖されることになる。収容所による物乞い対策がわずか数年で失敗

に終わった要因は、入所者数の急増に伴う財政悪化に求められる。というのも、収容所の諸経費は、

施設の建設から入所者の維持費に至るまで、国家が負担していたためである。ボルドーでは、収容所

が開設された初年度である1768年に、施設の建設費として30000リーブル、さらに維持費として

25000リーブルの補助金が交付されている37。その数年後の1771年に、ボルドーとペリグーの収容所

の維持費は合計64000リーブルにのぼり、さらに2年後の1773年には91400リーブルにまで増加し

ている。これらの金額のうち、半分以上が食費にあてられていることから、入所者数の増加が支出の

肥大化につながったことは明らかである38。特に、ボルドーの収容所は、他都市に比べても入所者数

が多く、その分財政負担も大きかった。具体的な数値を挙げると、1764年から1773年にかけたボル

ドーの収容所の合計入所者数は3563人にのぼり、この数値は王国で4番目に多い39。

王権による物乞い対策として各地に設置された収容所は、周縁的人間を社会から一時的に排除する

にとどまり、物乞いを削減するうえで十分な効果が得られなかったばかりか、そもそも貧困を解決す

ることにはならなかった。こうした状況のなかで財務総監に任命されたテュルゴは、国家財政にとっ

33 Ibid ., p. 415-424.
34 Inventaire sommaire des délibérations de la Jurade, t. VII, le 14 mars 1770, p. 469.
35 1787年の入所記録の分析による。POUSSOU, J.-P., Bordeaux et le Sud-Ouest au XVIIIe siècle ; croissance

économique et attraction urbaine, Paris, Éd. de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1983, p. 174.
36 Ibid ., 176-177.
37 Inventaire sommaire des délibérations de la Jurade, t. I, Règlement des charges assignées sur les revenus abandonnés à la

ville de Bordeaux qui doivent être prélevées sur lesdits revenus, le 3 novembre 1768, p. 88.
38 AD Gironde, C 3665, Compte des dépôts de mendicité dans la généralité de Bordeaux.
39 PAULTRE, C., op. cit., p. 602.
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て大きな負担となっていた物乞いの収容ではなく、貧困層の就労促進へと、大きく方針を転換してい

くことになる。

2．就労の促進

（1）テュルゴの改革案―労働価値の重視

1774年にルイ16世が即位し、テュルゴが財務総監に任命されたことは、王権が博愛的な政策へと

舵を切る大きな転機となった。テュルゴは自由主義を掲げる啓蒙思想家のひとりであったのみなら

ず、リモージュ州の地方長官として13年ものあいだ地域の改革に尽力してきた人物であり、彼の思

想と豊富な実務経験をもって、自由主義的な諸改革の導入が試みられた。

テュルゴは新たに委員会を設け、トゥルーズ大司教ブリエンヌの指導下に、物乞い対策を再検討さ

せた。こうして作成された改革案は、物乞いを犯罪者ではなく社会的不平等の犠牲者とみなし、物乞

い行為の要因となる貧困を防ぐために公的救済制度を整備しようとする博愛主義的な政策をなしてお

り、物乞いに厳罰で臨んだそれまでの政策とは一線を画すものであった。特に注目すべきなのは、労

働価値を重視するテュルゴの思想を反映し、健常者に就労を促すことで物乞い行為を阻止することを

政策の柱に据えている点である。本改革の骨子をまとめると、健常者には公共事業で雇用を提供し、

公共事業に従事できない労働不能者には、在宅医療またはホスピスでのケアを提供すること、またこ

れら公共の救済サービスを、都市に救貧事務局を設置したうえで、その管理を行うことに集約され

る40。このように、テュルゴは物乞い行為を阻止するために、従来のように貧民を施設に収容するの

ではなく、個人の労働による自立を促すことを最優先した。それゆえ、王国全土の物乞い収容所のう

ちサン＝ドニ、トゥール、ボルドー、ブール＝アン＝ブレス、シャロンのものを除きすべて廃止し、

閉鎖されなかった施設でも危険な人物以外は釈放させた41。

以上のテュルゴの改革案では、救貧における労働の位置づけが変化しているのが容易に見て取れ

る。従来、総合救貧院や物乞い収容所では入所者に強制労働が課されていたが、これは周縁的人間の

抑圧や更生を目的としたものであった。それに対して、公共事業での労働は、貧窮状態に陥った民衆

層に給与という形での援助として提供されたのである。

しかし、物乞いの一斉釈放により社会秩序は乱れたため、テュルゴは失脚直前に再び11施設を開

かざるをえなくなる42。それでも物乞い収容所の規模は大幅に縮小されたままであったし、公共事業

はネッケルをはじめとする後継者によりさらなる拡充がなされることになる。

（2）公共事業の拡充

フランスにおいて雇用創出を目的とした公共事業が初めて導入されたのは、財務総監テレイ（1769

40 BLOCH, C., op. cit., p. 184-189.
41 AD Gironde, C 3665, Lettre de Turgot à l’intendant de Bordeaux, le 21 septembre 1775.
42 PAULTRE, C., op. cit., p. 411.
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－1774年）の時代のことであった。1770年11月5日にテレイが地方長官にあてた通達によれば、ル

イ15世は減税措置（moins imposé）を実施し、徴収されなかった税金を慈善基金として、「不作や事

故による損害を受けた」人々にタイユ税を減税すると同時に、公共事業を設置することになった。こ

うして、冬の間、不作に見舞われた地域に、農道開通のための慈善作業所を開設することで、農村経

済の発展に資する工事を行いつつ、雇用の創出がはかられたのである43。しかし、テレイの時代の公

共事業は減税措置の一部にすぎず、その実施の程度もかなり限定的であったと考えられる。例えば、

モントバン地方長官区では、1773年度に初めて国王から減税措置として40000リーブルが交付さ

れ44、ボルドー地方長官区に関しては、1775年度に15000リーブルが交付されたのみである45。

したがって、公共事業が社会政策として大規模に展開するのはテュルゴの時代からである。上述の

改革案からも明らかなように、テュルゴは格差の是正を目的として自由主義的な諸改革の導入を試み

たのであり、公共事業の拡充は穀物取引の自由化や国王賦役の廃止とも深く関係する措置であった。

これらの諸政策を理解するためには、当時の農業生産と交易が抱えていた問題と、それをめぐる議

論を把握しておく必要がある。18世紀のフランスでは、もはや大飢饉が起こることはなかったもの

の、幾度か不作に見舞われており、その度に各地で食料不足や穀物価格の高騰が生じていた。こうし

た食糧問題の解決が統治上の主要な課題となるなか、農業生産を改善し、また穀物取引を自由化して

国内・海外の市場原理にしたがって穀物を適正な価格で調整することが、経済の活性化と国富の増大

に不可欠であるという考えが広がるようになる46。

こうした新たな経済思想は国策にも反映された。まず、1763年5月25日の国王宣言では国内の穀

物取引の自由化が命じられたが47、これは1770年12月23日の国王顧問会議裁決により廃止された。

しかし、1774年の不作を受けて、テュルゴは穀物取引を全面自由化し、食糧問題の解決をはかっ

た。1774年9月13日の国王顧問会議裁決では、1763年の国王宣言を再施行し、さらに貿易商人に海

外からの穀物輸入を促して、食料の安定的供給を確保しようとしたのである。このような地主や貿易

商人に有利な政策は、価格統制を求める民衆の蜂起（いわゆる「小麦粉戦争」）を各地で引き起こす

ことになる48。

この貿易の自由化と同時に進められたのが、公共事業であった。市場開放は穀物価格の上昇を招く

可能性があったため、テュルゴは公共事業によって民衆に雇用を提供し、自活手段を確保しようとし

たのである。この措置を後押ししたのが、博愛主義に影響を受けた国王ルイ16世であった。テュル

43 AD Gironde, C 2480, Circulaire aux intendants, le 5 novembre 1770 ; HAROUEL, J.-L., op. cit., p. 11-14.
44 Ibid ., p. 30.
45 Ibid ., Lettre de Turgot à l’intendant de Bordeaux, le 5 novembre 1774.
46 BAYARD, F. et GUIGNET, P., L’économie française aux XVI-XVII-XVIIIe siècles , Paris, OPHRYS, p. 68-72.
47 Déclaration pour la circulation des grains dans le royaume en exemption de droits, le 25 mai 1763, JOURDAN,

DECRUSY, ISAMBERT (édits), Recueil général des anciennes lois françaises , t. XXII, p. 395.
48 BOUTON, C. A., «L’«économie morale» et la guerre des farines de 1775», GAUTHIER, F. et IKNI, G.-R. (dir.), La

guerre du blé au XVIIIe siècle : la critique populaire contre le libéralisme économique au XVIIIe siècle, Montreuil, Les Édi-

tions de la Passion, p. 94-96.
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ゴはボルドーの地方長官に向けて、次のような書簡を書いている。「私は、1770年9月5日に、公共

事業の設置に関する国王（ルイ15世）の意図を伝えるために、前任者が貴方に宛てた手紙を、陛下

（ルイ16世）にお目にかけました。陛下は、その設置を決めた、慈悲深く、公正で、機知に富んだ計

画を称賛されるばかりでした。陛下は、これを維持し、可能であれば発展させることをお望みで

す」49。このように、ルイ16世の支持を受けて出された1775年4月24日の国王顧問会議裁決では、

海外からの穀物輸入を担う貿易商人に報奨金を与えてその活動を奨励し、また公共事業を増やして民

衆に自活の手段を与えるという国王の意図が次のように記されている。「陛下は、確実な自由、魅力

的な報奨金、国王の保護によって輸入を促し、また種々の公共事業を、それを必要とする場所で増や

すことで、王国における食料の絶対量を増加させ、また臣民が食料の価格が上昇しても、それに耐え

るだけの手段を確保することをお望みです」50。

また、テュルゴは国王賦役を廃止し、無償の奉仕ではなく、報酬が与えられる公共事業に従事させ

ることで、農民の境遇を改善しようとした。1738年から王権は、幹線道路での土木工事に、臣民を

8日から40日にわたり無償で従事させるようになった。このいわゆる国王賦役の対象となったの

は、タイユ税が課されていた農民層であった51。こうした農民の負担を軽減しようと、テュルゴは地

方長官時代にリモージュ州において、賦役を貨幣での納付とする改革をすでに行っていたが52、財務

総監になると国王賦役を廃止し、これを全ての地主に課税することにより補填することを試みた。そ

れに伴い、幹線道路での土木工事を中断し、既存の道路の整備を公共事業として実施することとし

た53。以上の諸政策が、社会的不平等を是正することを目的としていたことは、1776年2月の国王賦

役の廃止を命じた王令のなかで、次のように明確に述べられている。「この重い負担を背負わされて

いるのは、王国の臣民のうち最も貧しい部分、すなわち自らの労働力と産業以外に財産を持たない

人々、農民、借地農、だけである。地主はそのほとんどが特権を有しているが、この負担から免れて

おり、そこにわずかしか貢献していない。しかし、公道は、往来が増えるとその土地の生産物の価値

が上がることから、地主にとって有用なのである」54。しかし、国王賦役を地主への課税により置き換

える政策は、高等法院を中心とする特権身分層の激しい反発を招くこととなり、その結果としてテュ

ルゴは失脚し、国王賦役は復活することになる55。

テュルゴの諸政策は、国家が市場への関与を縮小しつつ、調整役として格差を是正する役割を果た

そうとしたという意味で、経済と政治の新しい関係を示すものであった。しかし、実際には地域社会

49 AD Gironde, C 2480, Lettre de Turgot à l’intendant de Bordeaux, le 5 novembre 1774.
50 AD Gironde, C 1439, Arrêt du Conseil d’État du roi du 24 avril 1775.
51 BÉLY, L., Dictionnaire de l’Ancien Régime , Paris, PUF, 1996, p. 346.
52 HAROUEL, J.-L., op. cit., p. 18.
53 Circulaire aux intendants, le 28 juillet 1775, SCHELLE, G., Œuvres de Turgot et documents le concernant avec biogra-

phie et notes : Turgot, ministre, 1774-1776 , Paris, F. Alcan, 1922, t. IV, p. 531-537.
54 Édit de février 1776 , JOURDAN, DECRUSY, ISAMBERT (édits), op. cit., t. XXIII, p. 358-370.
55 Déclaration du 11 août 1776, Ibid ., t. XXIV, p. 68.
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を支配する特権身分層の抵抗を受けたことから、国家が地方統治に介入することがいかに困難であっ

たのかをうかがい知ることができる。

したがって、公共事業はテュルゴの後任者たちにより継続して行われるが、地主に農道開通を内容

とする慈善作業所を設置するための寄付を求めるという方法をとることによって、その拡充がはから

れることになる。こうして、1777年には財務総監タブロ（1776－1777年）が地方長官たちに書簡を

送り、領主や富裕な地主に自発的な寄付をするよう促すことを求めると同時に、国王は得られた寄付

金と同額の補助金しか提供しない旨を伝えている56。

さらに、財務長官ネッケル（1777－1781年）は、各住民共同体にも公共事業への貢献を求めた。

ネッケルは1777年12月の地方長官にあてた通達で、都市役人や村の総代に救貧事務局を設置し、貧

者に個別的状況に従った援助を提供するよう促した。各都市・村の救貧事務局単位で公共事業を組織

し、健常者に雇用を提供し、労働不能者に必要な救済を与えることで、物乞い行為を阻止しようとし

たのである57。実際には、救貧事務局が設置されることは稀であったものの、地域の助け合いが促さ

れ、この時期から住民共同体の寄付による公共事業が設置されていくことになる。

このように、公共事業は、当初は不作に見舞われた地域の農民に対する国王の援助として導入され

たが、これを拡充するにあたり、格差の緩和の観点から、地域の富裕層を巻き込みながら進められ

た。しかし、国が税を徴収しそれを再分配する方法では特権身分層の合意を得ることができず、地域

の慈善を促す形が取られることになった。以下では、公共事業の発展に地域の担い手がどのように関

与したのか、ボルドー地方長官区における慈善作業所の展開の実態を検討したい。

（3）地主の慈善と住民共同体の助け合い

慈善作業所は、不作により貧窮状態に陥った農民の救済を主眼としていたがゆえに、これを可能な

限り多くの地域に設置し、援助を広く行きわたらせることが課題であった。そのために、地域の利益

や自律性を尊重することで、慈善の活発化がはかられた。実際、ネッケルは1778年に地方長官に

送った書簡のなかで、領主や地主だけではなく、住民共同体にも自発的な寄付を促すよう求めている

が、「工事の対象が彼らにとって直接的な利益とならなければ、協力を得るのは難しい」と述べてい

る58。このように、私的慈善に頼りながら進められた公共事業は、地主が社会的義務を遂行し、また

住民が助け合う場となったのである。

こうした地域側からの貢献を促すため、国王政府は地主や住民共同体が自発的に寄付をした公共事

業に優先的に補助金を配分するようになる。慈善作業所開設をめぐる行政手続きの状況は、慈善作業

所のリストとそれに割り当てられた資金を記載した国王基金配分表を検討することで、ある程度把握

56 AD Gironde, C 1980, Lettre de Taboureau, contrôleur général, à l’intendant de Bordeaux, le 7 juin 1777 ; HAROUEL, J.-

L., op. cit., p. 15.
57 AD Gironde, C 1980, Circulaire de Necker, décembre 1777.
58 AD Gironde, C 1980, Lettre de Necker à l’intendant de Bordeaux, le 24 décembre 1778.
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表1 ボルドー地方長官区の慈善作業所の資金と数（1775－1785）61

年 国王基金 寄付（％） 慈善作業所の数

1774 15000 0 －

1775 280000 0 －

1776 280000 0 36

1777 180000 21700（10，76） 24

1778 200000 79759（28，51） 50

1779 140000 24267（14，77） 39

1780 140000 39550（22，03） 36

1781 140000 20532（12，79） 45

1782 120000 50095（29，45） 46

1783 278000 79643（22，27） 80

1784 200000 79497（28，44） 66

1785 95000 26180（21，60） 36

できる（表1）。これによれば、公共事業が導入された当初は、費用の全額を国庫が負担していたた

め、地方長官が慈善作業所の設置場所や規模を決定しており、表にも慈善作業所の場所と国王基金の

分配に関する記載しかなかった59。しかし、地域の貢献を求めるようになってからは、地主や住民共

同体が寄付をした場合、それと同額の補助金を与え、その残りを地方長官が配分するため、表にも寄

付とその主体を記す欄が加えられた60。

この表から読み取れるのは、国王政府からの奨励もあって、地主や住民共同体が地域に必要な工事

のために寄付をするようになり、各地に地域の担い手の主導による慈善作業所が設置されたというこ

とである。まず、テュルゴにより公共事業が飛躍的に拡充されたことは、1774年度に15000リーブ

ルしかなかった国王基金が、1775年度には280000リーブルにまで引き上げられていることからも明

らかである。しかし、1777年度からは、国王基金が減少し、寄付がそれを補うようになる。

国王政府からの寄付の呼びかけにまず応じたのは、聖俗領主・地主たちであった。1777年度の公

共事業に関しては、慈善作業所24カ所のうち8カ所が、領主や地主の寄付にもとづき設置されてい

る。例えば、アントル・ド・メールのカンベスでは、この地の領主であるグルギュ高等法院長が道路

整備のために2000リーブル寄付している62。また、通常は世俗権力の介入を頑なに拒否する高位聖職

59 地方長官は土木技師とともに国王基金の配分表を作成したうえで、工事費を競売入札により決定し、それに財
務総監が承認を与えていた。
60 AD Gironde, C 2480, 1775-1776 ; C 1980 et 4650, 1777-1785 ; 3 L 330, 1786-1789. 1785年まではボルドー地方長
官区全域を網羅しているが、1786－1789年はその一部であるジロンド県しか含まれていない。
61 AD Gironde, C 2480, 1775-1776 ; C 1980 et C 4650, 1777-1785.
62 AD Gironde, C 1980, État de la distribution d’une somme de 180000 livres, le 10 mai 1777.
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者でさえ、公共事業には参加している。1778年の事例をあげると、司教座聖堂都市サルラでは、司

教と教会参事会員らが、複数の道路の修繕のために2000リーブル寄付しており、同じく司教座都市

バザスの司教は道路の修繕のために300リーブル寄付している63。このように、特権層は国王政府に

よる一方的な課税には反対したものの、所領内の道路整備と貧困層の救済という形であれば、協力を

惜しまなかったのである。

また、ネッケルの通達が出されたこともあり、1778年度からは住民に雇用を提供するために公共

事業に寄付する共同体も現れ、こうした地域住民の助け合いが、慈善作業所の増加に寄与した。1778

年度に設置された慈善作業所50カ所の内訳をみると、半分以上が寄付にもとづいて設置されたもの

であるが、そのうち7カ所は領主・地主、19カ所は共同体が主体となっている。これら共同体によ

る寄付の形態を調べてみると、都市が費用を負担したところもあるが、多くの場合は、慈善作業所を

設置する必要が生じた際に、共同体が国王政府の許可のもと住民たちに特別に課税して資金を捻出し

ている64。このように、住民同士の助け合いが、貧困層の支援の際に重要な役割を果たしたのであ

る。

こうして、公共事業を通して、領主・地主個々人の慈善や地域住民の助け合いが活発化したが、そ

の動機は、富者として慈善の義務を果たすことや、地域住民の貧困を解消することなど、一様ではな

かったと考えられる。このような多様な主体の関与によって、より小規模な慈善作業所が多数設置さ

れていった。国庫から全額が拠出されていた1776年度に、慈善作業所は36カ所に設置され、規模は

規模7777リーブルだったが、寄付が導入されてからその規模は縮小し、慈善作業所が最も多く設置

された1783年度には、慈善作業所の数は80カ所に増え、規模は平均4470リーブルとなった。こう

した数値は、国王基金が細分化され、より多くの住民共同体に支援が届けられたことを示している。

国王政府の社会政策として導入された公共事業は、その拡充にあたって、領主・地主層や住民共同

体の役割が重視された。その結果として、実際に設置された慈善作業所の規模や数は、年度によって

かなりのばらつきが見られたが、地域の主体性を尊重した国王の博愛事業は、1789年まで比較的安

定的に実施されたのである。

おわりに

18世紀後半のフランスで国王政府が主導した諸改革は、キリスト教の救済観にもとづく私的な慈

善に代わる、博愛的な公的救済制度の導入を試みたが、現実には地域の慈善を新しい制度に置き換え

ることはできなかった。物乞い収容所を設置して周縁的人間を排除する政策は財政難により破綻し、

また救貧行政の運営組織として救貧事務局が設置された住民共同体は稀であった。つまり、地域社会

では、聖職者や貴族といった特権身分層が民衆層に救済を与える社会的な役割に何ら変更は加えられ

なかった。

63 AD Gironde, C 1980, État de la distribution d’une somme de 200000 livres pour l’année 1778.
64 Ibid .
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そうした状況のなかでも、公共事業は、雇用創出や農道開通といった地域の社会経済に恩恵をもた

らしたことから、王国全土で展開した。この新しい社会政策は、労働により貧困や物乞いを防ぐこと

が、社会全体の幸福の増進につながるとする、啓蒙主義の社会的道徳を反映したものであった。援助

の対象となったのは、不作の被害にあったか、領主・地主や住民による寄付があった共同体に限られ

ていたとはいえ、ボルドー地方長官区ではかなり大規模に展開し、困難な状況にあった人々に多くの

雇用を提供したことは確かである。しかしながら、国王政府が当初目標としていた、農民の負担を軽

減し、特権を切り崩すことで格差を是正しようとする試みは、地域社会を支配する領主や地主の反対

により実現しなかった。したがって、ルイ16世の博愛事業は、特権身分層の慈善を促し、住民共同

体の助け合いを強化し、地域の自治主義を尊重する形によってのみ、社会に浸透しえたのである。こ

のことは、旧体制社会では、地域の担い手を主体とする多様な統治のあり方が重要性を持ち、国王の

権力を浸透させることがいかに困難であったのかを示していると言えよう。それでも、こうした地方

と国家の相克のなかに、地域のエリートと住民を主体とする博愛運動の高まりを感じ取ることができ

るのである。
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【Abstract】

Des réformes marquées par le libéralisme et la société locale en France

au temps des Lumières : la généralité de Bordeaux

Yukako SORA＊

En France au XVIIIe siècle, le gouvernement royal, inspiré par la philanthropie, prit l’initiative de mener des réformes. Tur-

got tenta d’introduire un programme de réformes philanthropiques consistant en la liberté économique et l’assistance par le

travail. Cette recherche se focalise sur la mise en œuvre de la réforme du système d’assistance à l’échelle locale, dans la génér-

alité de Bordeaux, afin de comprendre quelle était la réaction de la société locale au sein de laquelle les élites et les habitants

s’entraidaient face à l’intervention royale.

Key word : philanthropie, charité privée, libéralisme, travaux de charité, élites locales

18世紀後半のフランスでは、啓蒙主義に影響を受けた国王政府が諸改革を推進した。なかでもテュルゴは、社
会全体の幸福を増進することを目的とし、博愛的プログラムの一環として、市場開放と就労支援を柱とする自由
主義的な改革を試みた。本稿は、ボルドー地方長官区を対象とし、国王政府主導の救貧改革が、エリートと住民
が救貧を通した社会的絆で結ばれていた地域社会においていかに実施されたのか検討することを通して、変動の
時期にあるフランス社会の実態の一端を解明した。まず、啓蒙期にキリスト教の救貧観が見直され、寛容にもと
づく善行、市民相互の助け合い、国の責任という考えが生まれたことを確認した。そのうえで、財務総監ラヴェ
ルディが国王政府として初めて救貧改革に着手して物乞い収容所を建てたが破綻したこと、またテュルゴは公共
事業と地主への課税により格差の是正を試みるものの抵抗に遭い、地域の自発的な慈善に頼らざるをえなかった
ことを明らかにした。
キーワード：博愛、私的慈善、自由主義、公共事業、地方エリート
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