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１. はじめに 

 

 本章ではフランス革命における連邦主義の語彙史を取り扱う。だが、これだとテーマとし

てはかなり限定的である。皆さんは、「連邦主義」という言葉も、「語彙」という言葉も、当

然知っているだろう。しかし、「フランス革命における」ということになると、話は別だろう。

そのため、細かい話に入る前に、馴染み深い話から入らなければならない。本章の構成は

以下の通りである。まず２でフランス革命について概略を説明する。次に３で、フランス革
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命と国民国家との関係について述べる。それから４で、フランス革命における連邦主義に触

れ、５で語彙史へと入り、話をまとめる。 

 

２. フランス革命の概略 

 

フランス革命(1789-1799年)は18世紀末のフランスで起こった、世界的に有名な歴史

的事件である。日本でも良い解説書がたくさん出ている。ここでは、その中の1つ、安達正

勝著『図解雑学フランス革命』より、この事件の経過を見ておきたい。なお、本章で先行研

究を用いて説明をする場合、筆者の方で情報を補足することがある。あくまでも文責は筆

者にあることをお断りさせていただきたい。 

フランス革命前の体制は、旧体制と呼ばれる。絶対王政の時期であり、国民は3つの身

分に分けられていた。第一身分が聖職者、第二身分が貴族、第三身分が平民で、この最後

の平民が人口の9割以上を占めていた。ありがちな話ではあるが、平民の生活は苦しかっ

た。絶対王政を象徴するのは何と言っても太陽王ルイ14世(在位1643-1715年)であろう。

その治世に増築された、壮麗なヴェルサイユ宮殿は有名だ。次に曾孫のルイ15世(在位

1715-1774年)が来て、フランス革命の頃になると、国王はルイ16世(在位1774-1792

年)である。絶対王政下のフランスは当時のヨーロッパでトップレベルの強国だった。だが、

ルイ14世期以来の相次ぐ戦争による負担で、革命前には、国家財政は破綻寸前になって

いた。しわ寄せはルイ16世に来た。彼は改革を試みたが、貴族ら特権身分の反発により失

敗する。改革には例えば、貴族の免税特権廃止などが含まれていた。貴族たちは、そういう

問題を話すなら、全国三部会を招集するべきだと主張した。このような貴族の反対が革命

に繋がるので、貴族がフランス革命を始めた、という解釈もある。三部会とは、3つの身分

の代表が参加する議会である。創設は中世だが、王権が強化されると開かれなくなった。

それをまた招集すべきというのだ。初会合は1789年5月5日である。こうして国王と国民の

話し合いの場が持たれたが、問題は平民たる第三身分の代表もそこにいたことであり、貴

族たちは平民の利害のことなどは顧慮していないことであった。会合は採決方法をめぐっ

て紛糾した。2対1で特権身分に有利な身分別採決か、数の関係で第三身分に有利な議員

数採決か。揉めている内に第三身分は他の身分の同調者と合流し、国民議会を結成、これ

が今日でいうところの国会にあたる憲法制定国民議会の誕生に繋がる。 

さて、フランス革命といえば、重要な開始点にバスティーユ牢獄の襲撃が挙げられないだ
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ろうか。1789年7月14日のことである。これは改革派大臣のネッケル(Jacques Necker)が

罷免されたことがきっかけで、民衆が起こした事件である。パリのバスティーユは政治犯を

収容していた牢獄だったが、民衆は武器弾薬を手に入れるためにここを襲撃した。この事

件は王政への抵抗を象徴する事件となり、本格的に革命が開始される。フランス各地で農

民蜂起が起こり、事態の収拾を図るべく、8月4日には封建制が廃止される。8月26日には、

かの有名な『人権宣言』も採択される。10月5日にはパリの女性たちがヴェルサイユへと行

進し、結果、国王一家はパリへと移送される。あわせて、国会もパリへと移った。いろいろ課

題はあったものの、この辺りから、バスティーユ襲撃一周年記念日である1790年7月14日

にパリで催された国民統合の祭典、全国連盟祭の頃までは、革命のポジティブな面が目立

つ時期である。ネガティブな面が出てくるのは1791年6月のヴァレンヌ逃亡事件辺りから

である。これは国王一家がパリから逃亡して国境近くのヴァレンヌで拘束された事件だ。こ

れにより、国民はルイ16世が革命を裏切ったと考えた。王政廃止の意見も出てきた。同年9

月3日にはフランス史上初めての憲法が国会で採択され、立憲君主制が成立したのだが、

この体制は翌年崩壊する。周辺諸国は革命が進行中のフランスのことが気に食わない。そ

して1792年4月20日にフランスはオーストリアに宣戦、革命戦争が始まる。この対外戦争

について、国王が曖昧な態度を取っていたため、民衆は我慢ができなくなり、とうとう、民衆

と地方からの民兵による8月10日の王宮襲撃事件が起こる。王権は停止、国王一家は幽

閉。新たな国会である国民公会は、9月21日に王政廃止を宣言、フランスは共和国となる。

ルイ16世の裁判が国会で議論され、1793年1月21日に処刑される。 

フランス革命が世界史的に大きな意義を持つ事件であったことに間違いはないのだが、

その展開を追っていくと途中からどうも暗い話が多くなるようだ。国王処刑後も国会では

政治抗争が続く。ジロンド派1とモンターニュ派2の対立だ。モンターニュ派の方が急進的で、

その代表はかの有名なロベスピエール(Maximilien Robespierre)。勝利はこの派閥が手に

するが、その帰結は独裁体制と恐怖政治である。1793年はフランスの諸都市が反乱を起

こした内戦の年だ。対外戦争も続いていたから、フランスは内外から危機にさらされた。恐

                                                 
1 ジロンド派という呼称は、メンバーの1人がフランス南西部にあるジロンド県の出身であることから

来ている。1792年春頃から権力を握った。モンターニュ派の対抗勢力であり、1793年6月に国会

から追放された。人数は140人ほどであり、連邦主義者や自由主義者とされることもあるが、評価

は分かれている。 
2 フランス革命期に特に革命的であった勢力。ロベスピエールを筆頭とする。人数は260人ほど。ジ

ロンド派を追放し権力を握った。 
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怖政治とは反革命分子が次々とギロチンにかけられて処刑されていった事態だが、その渦

中、権力の中心にいたロベスピエールも、1794年7月27日に起きたクーデターで倒れる。

いわゆるテルミドール9日のクーデターだ。ここで革命は一区切りである。まだまだ歴史は

続くのだが、本章に関わる話は大体出たので、この辺りにしておこう。革命の経過について

は章末に略年表を添付しているので、そちらも参照されたい。 

 

３. フランス革命と国民国家 

 

さて、本章のテーマはフランス革命における連邦主義である。だがその話をする前に、関

連テーマとしての国民国家について論じるのがよいだろう。そのため、前節で触れた革命

の展開を、本節では国民国家という観点から辿りなおしてみたい。 

フランスの歴史家ピエール・ノラ(Pierre Nora)によれば、フランス革命は「国民」という言

葉にとって特別な事件である。ノラは「国民」に、①法の前で平等な市民の集合体、②憲法

を制定する権力、③過去と未来という連続性によって結合された人間の集団、という3つの

意味を見出し、フランス革命がこれらを結合させたとする。そして以後、「国民」は様々な言

葉と不可分になっていく。「王国」「共和国」「国家」「祖国」「フランス」などである(Nora, 1992, 

西川訳, 2000, p.186)。ノラの説明を言い換えれば、フランス革命が国民国家を生み出した、

ということになるだろう。ではノラの論稿をベースに、フランス革命と「国民」との関係を確認

してみよう。 

「国民」という言葉の登場自体は、革命よりもはるかに前である。だがノラによれば、革命

の開始点ともいうべき全国三部会開催のための選挙運動や諸文書の流通が、この言葉に

とっては大いに重要であった。仮綴じ本、パンフレット、陳情書等が数多く作成され、大きな

権利を付与された「国民」が観念されたからである。特に重要であったのは、有名な革命家

シェイエス(Emmanuel Joseph Sieyès)による『第三身分とは何か』というパンフレットであり、

そこでは特権身分が排除されるべきこと、それまでは権利を付与されていなかった平民た

る第三身分が「国民」を構成するべきことが説かれた。ノラは、このシェイエスの主張の中に、

国民的共同体の内部への「国境」の移動、「国民」という原理における排除の芽、さらには、

内戦の正当化、を見て取る。この点にはまた戻るとして、ノラによれば、「国民」の公的な登

場は、革命開始と同時期である。革命により、今日でいうところの国会が、「国民議会」とい

う名前を取ることになったのである。そしてフランス革命を象徴する文書である『人権宣言』
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は、その第三条で、全ての主権の原理が「国民」の中にあることを認めている。「国民主権」

の登場である。 

1789年7月14日のバスティーユ襲撃、8月4日の封建制廃止に加え、10月5-6日のヴ

ェルサイユ行進が、「国民」にとって特別な出来事である。ヴェルサイユ行進で国王がパリに

戻ったことは、「国民」に中心が与えられたことを意味した。革命の一時期の標語は「国民、

法、国王」であった。フランス史における最初の「国民的祭典」は、1790年7月14日の全国

連盟祭である。革命下のフランスは対外戦争に突入するが、戦争の勝利に際し、とある将

軍が「国民万歳」と叫んだ、というエピソードからは、例えネガティブなものにせよ、革命の

展開が「国民」の観念をより強固にしていく様相がうかがえる。このように、革命と「国民」と

の関係はとても強いと言えるのである。 

さて、本節は冒頭で、フランス革命が国民国家を生み出した、と述べた。この表現だと、フ

ランス革命が、現存する世界の数多の国民国家の発端になった、という意味に受け取られ

る可能性がある。その理解でも正しいのかもしれないが、そうまで言えるかは筆者には分

からない。そこで、「国民」に関するフランス固有の事情についても触れておこう。ノラも説

明していることではあるが、それはフランス革命が旧体制の清算を目指していたという事

情である。例えば、全国三部会が「国民議会」になったのは、全国三部会という名称が旧体

制のものだからである。ノラによれば革命期の「国民」の重要な主題の1つは「統一」である

が、これも旧体制が多様に過ぎたことにもよるものであった。中央集権的な県制の設立、度

量衡の改革、共和暦の制定によるカレンダーの改革は、旧体制の清算を示す良い例なので

ある。そしてこの議論が、本章のテーマに関わる。それはまず、フランス史上初の「国民的祭

典」であった全国連盟祭によってであり、また、ノラがフランスの「国民問題」として挙げてい

るところの、「国民」の定義の内的二重性によってである。内的二重性とは、旧体制期の「国

民」と革命以後の「国民」からなる二重性のことである。旧体制期から「国民」という言葉は

あり、「国民」はいたのだが、革命は旧体制の清算を目指したわけだから、両者は緊張関係

にあった。そこから、フランスでは「国民」という観念は排他性や敵対性を帯びることになっ

たのである。シェイエスが出てきた際に少し述べたことだが、ノラは「国民」という観念の攻

撃性に着目している。この性質により、革命期には国外の「敵」のみならず、貴族や特権者

など国内の「敵」が創造され、また「敵」の括りはどこまでも拡大していったのである。フラン

ス革命における連邦主義というテーマは、主に「連盟」と「連邦主義」という2系統の言葉に

より構成されている。そして全国連盟祭は「連盟」に、「国民」観念の排他性は「連邦主義」に、
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それぞれ関わるというわけである。混乱しないように、前者を「連盟」系統、後者を「連邦主

義」系統と呼ぶことにしよう。では、いよいよ連邦主義の議論に入ることにしよう。 

 

４. フランス革命と連邦主義 

 

本節以降、本章の主人公である連邦主義が出てくる。単に連邦主義と言うと漠然として

いるが、先にも述べたように、フランス革命において、このテーマは「連盟」系統と「連邦主義」

系統の言葉により構成されている。フランスで有名なフランス革命事典2つも、この区分に

沿って用語を収録しているようである。1つはパリ・ソルボンヌ大学の正統派革命史学の代

表者アルベール・ソブール(Albert Soboul)が作成に尽力した『フランス革命歴史事典』であ

り、もう1つは、この学派に対抗するいわゆる修正派史学の代表者フランソワ・フュレ

(François Furet)が編集する『フランス革命の批判的事典』である。前者は①「連邦主義」、

②「連盟祭」、③「連盟(複数形)」、④「連盟兵」という4つの用語を、後者は①「連邦主義」と

②「連盟祭」という2つの用語を収録している3。フランス語の事典なので、アルファベット順

に収録されているからこの並びだが、前者の事典は②、③、④が「連盟」系統、①が「連邦主

義」系統、後者の事典は②が「連盟」系統、①が「連邦主義」系統の言葉である。前者の説

明が短くまとまっているので、用語の意味を簡単に確認しておこう。 

 

①連邦主義(フランス語ではfédéralisme)。この語はジロンド派を批判するための語であっ

た。ジロンド派は連邦主義者(fédéraliste)とされることもあった。「ジロンド派の連邦主義」と

「ジャコバン派4の中央集権主義」という対比的表現もある。だがジロンド派はフランスを連

邦国家にしようとしていたわけではなかった。パリの強力な中央権力を敵視していたわけ

でもなく、その権力がパリの一部の群衆の影響下に置かれることを恐れていた。中央への

反乱に加担したこともあったが、それは、あくまで政敵打倒のためであった。またこの語は、

地方民衆協会の会合を批判するためにも用いられた。民衆協会自体はジャコバン派に近

いため、これは「ジャコバン的連邦主義」と研究者によって呼ばれている(Dorigny, 

                                                 
3 2節で利用したノラの論稿は、この『フランス革命の批判的事典』に収録されている「国民」という

項目である。この事典は邦訳されており、アクセスしやすいのだが、内容がやや難解な上に項目ご

との分量が豊富であるという特徴がある。 
4 革命期の政治クラブであったジャコバン・クラブのメンバーというのが元の意味だが、しばしばモン

ターニュ派と同一視される。 



93 

                                                 

 

第６章 フランス革命における連邦主義の語彙史 

1989/2006, pp.439-438)。 

 

②連盟祭(fédération)。全国連盟祭のこと。1789年7月14日にはバスティーユ牢獄の襲撃

事件が起こったが、その日にちを借り、7月14日に行われることになった国民統合のための

革命祭典。1790年のものが特に有名である(Petitfrère, 1989/2006, pp.438-439)。 

 

③連盟(複数形)(fédérations)。連盟の諸運動。様々な改革を妨害する者たちから自身を守

るために、近隣の都市や地方の愛郷者を団結させる運動。フランス革命以前から存在した。

1788年以降地方で盛んに行われ、それらが1790年7月14日の全国連盟祭へと結実する。

革命的な運動も、反革命的なものも存在した。ジロンド派に協力して中央に反旗を翻した

諸県の運動も、性質は似ている(Petitfrère, 1989/2006, pp.439-440)。 

 

④連盟兵(fédérés)。外敵との闘いよりも内政に干渉する革命兵力。例えば、王権停止に繋

がった1792年8月10日のテュイルリー宮襲撃事件に参加。この事件で活躍したマルセイユ

からの連盟兵はパリへの道中『ライン方面軍歌』を歌っており、これが後にフランス国家の

『ラ・マルセイエーズ』になる。事件後もパリに残った連盟兵の中には、ジロンド派に協力した

者もいた(Bertaud, 1989/2006, pp.440-441)。 

 

①について少し説明しておくと、フランス革命において、連邦主義はジロンド派とジャコバ

ン派の政争と関係するものであり、そのことが前節における、「国民」観念の排他性、と関係

している。両派の抗争は1793年がピークである。④の連盟兵は、全国連盟祭に参加した

民兵のことも指す。かくして、事典に収録されている関連用語の全てが、前述の2系統に属

することが分かる。そしてまた、「連盟」系統の言葉が出てきた後に「連邦主義」系統の言葉

が出てくる、というように、用語に登場の時系列があることも分かるだろう。これが、フラン

ス革命における連邦主義の最大の問題に繋がる。それは、2系統の関係はいかなるものか、

というものだ。「連盟」は団結のための運動や祭典のことを指し、「連邦主義」は政争におけ

る非難の用語を指す。この2系統は用語の綴りが似ているだけで、あまり関係はないので

はないだろうか。意味を考えても、「連盟」はポジティブで、「連邦主義」はどうもネガティブ

である。実はこれは専門の研究者にとっても複雑な問いであり、筆者も完全に答えを出せ

ていないのだが、語彙史から少しでも答えに迫ろうというのが、本章の試みである。 
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ここで、次節に移る前に、繰り返し出てきている全国連盟祭について説明しておきたい。

安達前掲書の解説によれば、旧体制期のフランスは各地域が閉鎖的で自律的だった。

人々は、自己を「フランス人」としてよりも、自身の地域の人間と意識していた。だが前出の

ヴェルサイユ行進の頃から、「フランス人」としてまとまる気運が高まってきた。かくして、バ

スティーユ襲撃事件一周年記念日に国民祭典がパリのシャン＝ド＝マルス公園で催され

た。その頃には旧体制期の行政区分であった「州」は廃止され、フランスには83の「県」が

置かれていたが、祭典には全国の県から代表者3万人が集まった。観客は30万人。国王、

国会議員、政府高官が並び、革命家たちや国王が、相互に誓いの言葉を述べ、団結を表明

した(安達, 2010, pp.98-99)。 

 

５. フランス革命における連邦主義の語彙史 

 

フランス革命期には、上述のもの以外にもたくさん連邦主義に関する語彙が存在してい

た。筆者はかつてそれらを「フェデラル系列」と表現したことがある。連邦主義をめぐる議論

は、様々な「フェデラル系列」の語彙によって展開されていた。そして、これらの語彙の登場

時期と頻度から、面白いことが分かるのである。細かいことは後にして、語彙について、流

れをまとめれば以下のようになる。革命の勃発した1789年から共和国の誕生した1792年

後期までの時期は、「連邦主義(fédéralisme)」以外の語彙が登場している。これを第一期と

したい。1792年後期に「連邦主義」が現れてからは、この語彙が特に目立っている。これを

第二期としよう。そして恐怖政治や独裁の象徴であったロベスピエールが1794年7月に倒

されてからは、「フェデラル系列」の語彙すべてがその頻度を減らす。これが第三期である。

連盟の諸運動や、国民統合の祭典である全国連盟祭は、主に第一期に行われている。この

時期は、フランスを連邦制にしようという議論も存在した時期である。革命の展開は国王一

家のヴァレンヌ逃亡事件以降暗さが目立っていくが、国家体制の在り方については様々な

可能性のあった時期であるといえるだろう。第二期の主役は「連邦主義」であるが、この時

期には、明るさはほぼ消えている。この語彙は政治抗争の場でジロンド派を非難するため

に主に用いられ、ジロンド派が抗争に敗れ、そして中央の方針に不満を持った一部の地方

が反乱を起こすと、それを批判するために用いられるようになった。第一期で連邦制に好

意的な発言をしていた者も意見を変えたか、もしくはその意見を表明できなくなり、「フェデ

ラル系列」の語彙は批判一色に染まる。問題は第三期である。ロベスピエールは倒され、生
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き残っていた一部のジロンド派は復権した。状況が第一期に近づいてもおかしくはないよう

に思われるのだが、連邦制を肯定する発言はほぼゼロであった。この時期の革命家は、二

度と派閥抗争を起こしてはならないという感情を強く持っていた。そのため、「フェデラル系

列」の語彙はその頻度を減らしたものの、「連邦主義」は相変わらず非難の語彙として用い

られていた。 

以上から何がいえるだろうか。おおよそポジティブな意味である「連盟」系統の語彙の消

失と、否定の意味のみを有する「連邦主義」系統の語彙の急増がセットになっているという

点を、筆者は押さえたい。2系統の語彙の動きは無相関ではなく、まるでトレードオフである。

これが、語彙史から2系統の関係が分かる理由である。ではなぜポジティブな「連盟」系統

の語彙からネガティブな「連邦主義」系統の語彙へ、という動きが生じたのか。様々な理由

が考えられる。先行研究の見解も様々である。その内の1つは対外戦争を理由とするもの

である(Ozouf, 1992, 河野訳, 1998, p.311)。革命戦争は1792年4月から始まる。否定の意

味のみを有する「連邦主義」が登場したのは同年後期である。この語彙は、外では戦争、内

では派閥抗争、このような殺伐とした情勢の中から現れたものと言えるのではないか。

1793年6月にジロンド派は敗北し、追放される。そして諸地方の反乱がおこる。中央の政

治は、独裁および恐怖政治に向かっていく。この時期に、「連邦主義」は数多く使用された。

そして反乱が1793年末に鎮圧され、1794年には、対外戦争の状況も好転し、ロベスピエ

ールはクーデターで倒れる。情勢がひとまず落ち着いたように思われる中で、「連邦主義」

は、否定の用法のままではあるものの、他の「フェデラル系列」の語彙とともにその姿を消し

ていくのである。ここで考えておきたいのは、フランス革命という歴史的事件は、国民国家

を生み出したと解釈できると同時に、「連邦主義」を分裂・否定の語彙として誕生させ、その

意味を固定させた事件としても解釈できるということである。ある先行研究は述べている。

フランスでは地域主義運動にも反乱を起こした地域の記憶がつきまとった。地域主義の要

求は常に、祖国の統一と不可分性に相反するものとされ、革命より200年、地域主義の勢

いは弱かった。フランスの政治はつい最近まで「連邦主義」という敵をでっち上げ続けた、と

(Ozouf, 1992, 河野訳, 1998, p.322)。これはノラによる「国民」観念の排他性の議論と関係

すると思われる。フランス革命における連邦主義の語彙史からは、国民国家の負の側面が

浮かび上がるようである。 

以下に、語彙の頻度と登場時期を表とグラフにまとめる。 
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表１. 「フェデラル系列」の語彙 

「連盟」系統の語彙 頻度 

 

「連邦主義」系統の語彙 頻度 

confédération 90 fédéralisme 363 

confédérations 3 fédéraliser 28 

Confédération 2 se fédéraliser 6 

fédération 243 fédéralisé 8 

fédérations 10 fédéraliste 270 

Fédération 13 défédéraliser 1 

  fédéralisation 1 

1789年5月5日～1795年10月26日に国会議事録に登場した26のフェデラル系列の語の内13をまとめた。角
田延之 (2012)．『フランス革命と「フェデラリスム」』 筑波大学博士(文学)学位請求論文 p.102の表を
修正。 

 

 

 

 

６. おわりに 

 

本章は、連邦主義の語彙史から、フランス革命と国民国家について考察した。語彙史を

調べることで連邦主義を総体として把握することができ、また連邦主義について考察する

ことにより、国民国家についても別の側面から理解することができた。本章のテーマは馴染

みのないものかもしれないが、実にいろいろなことが分かったのではないだろうか。結びに、
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グラフ１. フェデラル系列の語彙の登場時期

藍は「連盟」系統、水色は「連邦主義」系統の語彙。角田前掲書p.103の図を修正。 
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本章が示唆することについて述べさせていただきたい。本章のためのメインの作業は、ある

語彙を調べ、数え、表やグラフにすることである。これには時間はかかるし、根気も必要か

もしれない。だがやる気さえあれば、特別な才能は必要としない作業でもある。しかも、い

ろいろなことが分かってしまうのである。このことは、実は学問全般にも言えることである。

皆さんも、ぜひ、何かに興味を持ち、様々なことにトライしていただきたい。 

 

 

資料 フランス革命略年表 

1787年 

1789年 

 

 

1790年 

1791年 

 

1792年 

 

 

1793年 

 

 

 

 

1794年 

 

 

1795年 

 

 

1796年 

 

2．名士会召集，財政改革案に貴族の抵抗 

1. シェイエス『第三身分とは何か』を公表。5．全国三部会開催。6．国民議会成立。

7．バスティーユ攻略 8．封建制廃止決議。人権宣言。10．ヴェルサイユ行進。

11．教会財産国有化。 

7．聖職者民事基本法。第一回全国連盟祭。11．聖職者の公民宣誓で教会分裂 

6．国王のヴァレンヌ逃亡。7．シャン＝ド＝マルスの虐殺。 

9．「91年憲法」可決，立憲議会解散。10．立法議会成立 

4．ジロンド派内閣，オーストリアに宣戦布告。革命戦争開始。 

8．8月10日の革命，王権停止宣言。9．九月虐殺。戸籍の世俗化。離婚法。 

国民公会成立。第一共和政 

1．ルイ16世の処刑。2．第一次対仏大同盟。3．ヴァンデの反乱勃発。 

6．ジロンド派追放，「連邦主義者」の地方反乱勃発(～12月)， 

モンターニュ派(ジャコバン)独裁。「93年憲法」成立。7．封建的諸権利完全廃止。

9．恐怖政治始まる。一般最高価格法。10．ジロンド派処刑。非キリスト教化運動激

化。11．共和暦採用 

2．植民地奴隷制廃止。3．エベール派処刑。4．ダントン派処刑。6．最高存在の祭

典。7．テルミドールのクーデター，ロベスピエール処刑。 

11．ジャコバン・クラブ閉鎖 

4．ジェルミナールの蜂起失敗。バーゼル条約でライン左岸領有。8．「95年憲法」成

立。10．ヴァンデミエールの王党派反乱。国民公会解散，総裁政府成立。メートル法

制定，度量衡統一 

3．ナポレオンのイタリア遠征(～97年)。5．バブーフの陰謀発覚。11．ナポレオン、オ

ーストリア軍に勝利 
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1797年 

 

 

1798年 

 

1799年 

 

5．「五百人議会」選挙で王党派進出。7．イタリア北部にフランスの姉妹共和国であ

るチザルピーナ共和国成立。9．フリュクティドールのクーデターで王党派議員追放 

5．フロレアールのクーデターでジャコバン派議員追放。ナポレオンのエジプト遠征

(～99年)。12．第二次対仏大同盟 

6．プレリアールのクーデター。11．ブリュメールのクーデターで統領政府成立。12．

「共和暦8年憲法」制定。ナポレオン第一統領に就任 

谷川稔・渡辺和行(編) (2006)．『近代フランスの歴史』 ミネルヴァ書房 p.44から作成。 

 

参考:連邦主義についての基礎情報 

本章はフランス革命における連邦主義を取り扱うものである。だがせっかくなので、「フラ

ンス革命における」という限定を外し、連邦主義についての基礎的な情報も踏まえておこう。

アンダーソン(George Anderson)というカナダの政治学者の著書『連邦制入門』によれば、

書の執筆時点(2008年)で、国連加盟国1925の内、28の国が連邦制国家であり、これら

28の国が抱える人口は、世界人口の40％以上である。アンダーソンの言う連邦制国家の

一覧は以下の通り。 

 

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、パラオ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、

ブラジル、カナダ、コモロ、コンゴ民主共和国、エチオピア、ドイツ、インド、イラク、マレーシア、

メキシコ、ミクロネシア、ナイジェリア、パキスタン、ロシア、セントクリストファー・ネーヴィス、

南アフリカ、スペイン、スーダン、スイス、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、ベネズエラ 

(列挙の順は邦訳に従った。) 

 

以上には、アンダーソンの執筆時点から状況が変化している国も含まれており、現在の

確定的なリストにはなっていない。ここでは、連邦制が多様性を有するという点を押さえた

い。アンダーソンも述べるように、実在する連邦制国家の領土の大きさ、経済のレベル、人

口の同質性、民主主義の歴史の長さ、地方政府の数・自律性・権限の明確さ、代表制の在

り方、安定の度合いなどは実に多様である。だが、共通の特徴は当然ある。上記28の国が

すべてを有しているわけではないが、それは、中央政府と地方政府の二層制、中央政府の

                                                 
5 現在は193か国。 
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みでは改正できない条項を持つ成文憲法、憲法による中央政府と地方政府への立法権限

の公的配分などである。 

連邦制以外の形態の国家についても述べておきたい。連合国家と単一制国家である。ア

ンダーソンは、以下のように国家の対比を行っている。 

 

 連合国家  ＝ 中央政府は連邦構成単位による法的創造物。 

 単一制国家 ＝ 地方政府は中央政府の法的創造物。 

 連邦制国家 ＝ 中央政府と地方政府は、自律的な憲法的存在基盤を持つ。 

 

アンダーソンは、現在における連合国家の存在を、議論の余地のあるものとし、例えばアラ

ブ首長国連邦について、連合国家の特徴を数多く有しているとする。他方、単一制国家は

多い。上記の特徴からすると、他の形態の国家に比して、単一制国家では中央政府の権限

がより強力であるという印象を受ける。だが分権化している単一制国家もある。分権的単

一制国家として、アンダーソンは、コロンビア、イタリア、日本、フランス、ペルー、イギリス、イ

ンドネシアを挙げている(以上、Anderson, 2008, 新川監訳, 2010, pp.11-18)。フランスでは、

1980年代以降地方分権改革が進行中であるため、ここに名前が出てくる。 

語彙についても見ておこう。アンダーソンの『連邦制入門』の原題は、Federalism : An 

Introductionである。Federalism/federalismが「連邦制」と訳されている。だが「連邦」や「連邦

制」を表す用語には、federationもある。どのように理解するべきであろうか。両者について、

ベルギーの政治学者であるスウェンデン(Wilfried Swenden)は、『西ヨーロッパにおける連

邦主義と地域主義』の中で、以下のような区別を行っている。なお、以後はカタカナでフェ

デラリズム/フェデレーションなどと表現することとしたい。 

 

 フェデラリズム = 連邦主義。イデオロギー的、規範的概念。多様性の中の統一を反映

し、EUなどの政治システムにとって望ましいガバナンスの原則を示すもの。 

 フェデレーション = 連邦制。制度的な概念。何を特徴とするかは見解が分かれる。 

 

つまりフェデラリズムは規範であり、フェデレーションは制度である、という区別である

(Swenden, 2006, 山田訳, 2010, pp.10-18)。だが、邦訳の凡例と補遺によれば、以上のよう

な定義を行った章以外の部分では、スウェンデンは必ずしも厳密な区分をしていないとい
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う(山田訳, p.xi)。それは連邦主義の語彙の問題が複雑だということを意味しよう。やはり、

本章でフランス革命について行ったような、語彙史の調査が必要である。 
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