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は居酒屋を兼ねていた。居酒屋はイ

ギリスのエールハウス（注 ）を代表

たに宿泊できなかった。今では貧相

庶民は二〇世紀後半になるまでめっ

明の象徴となった。ヨーロッパでも、

れるようになり、近代ヨーロッパ文

設の代 名詞として世界中で使用さ

以降になると豪華で高価な宿泊施

ともと宿屋の意であった。一九世紀

ホテル（フランス語のオテル）はも

ルといえば文明と似合うだろうか。

となく貧相なイメージである。ホテ

思われるだろう。宿屋というとなん

はオテル）、ドイツではガストハウス

フランスではオーベルジュ（あるい

したインと呼ばれた宿屋があった。

イギリスでは一二世紀ころに成立

泊施設と無縁であったとはいえない。

などで遠出することもあったから宿

要なかった。ただ庶民も、商売や巡礼

には旅先の宿泊施設などほとんど必

は二〇世紀以降である。だから庶民

を本格的に楽しめるようになったの

か。ヨーロッパの庶民が旅行（観光）

それでは庶民はどこに宿泊したの

世紀以降のことである（図版１）
。

一二〜一三世紀ころ、農村では一六

ッパの都 市に宿 屋が 成 立するのは

宿屋で統一して話を進める。ヨーロ

名が変わっただけである。ここでは

い。どちらをメーンにするかで呼び

この二つに基本的にそんなに差はな

た。あるいは宿屋が居酒屋であった。

まった。だから居酒屋も宿屋であっ

場などとなっており、二階に客は泊

ーブル）・ピン倒しゲーム・演芸の

が、一般に一階が飲食・賭け事（テ

に諸国でさまざまな呼び方があった

宿屋と居酒屋

なホテルも多いが。

などと呼ばれた。ヨーロッパの宿屋

るなんて、少し大げさなタイトルと
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旅人は、宿の食事や住民との交流を通じて地域の食文化や住民の考え方を理解し、
また、滞在を通じて寝床や入浴の習慣などの生活文化を吸収できました。

住民は、旅人との触れ合いを通じて外の世界の異文化を吸収することができました。

それまでは安全な寝床と腹いっぱいの食事を提供するだけだった宿屋は、交流の場、文化体験の場として

付加価値を獲得し、近代のホテル・旅館が成立しました。その役割は社会環境により大きく変化しつつあります。
本特集では、ホテル・旅館の歴史の変遷をたどることにより、今後の宿泊施設の在り方を考えます。

いろいろな機能を
担ってきた教会
ヨーロッパの教会は、もともと宗
教 以 外に も さ ま ざ ま な 機 能 を 果 た

芸場、乞食の物乞いの場（これは本

来教会の機能でもあるが）であった。

また、祭 りや冠 婚 葬 祭 時には酒を

飲んで大騒ぎをする宴会場であった。

要するに地域共同体のコミュニケー

ションセンターであった。共同体の

大きな建物は、特に農村では教会ぐ

らいだった。だから、あらゆること

をそこで行った。

銀行としての教会

れていた。
教会や修道院が金銭を取

リスト教の慈 善 行 為 として認識さ

スト教会は元来利子を取る行為を

る。利子を取る場合もあった。キリ

し付けも行った。いわゆる銀行であ

貨幣経済が発展すると教会は貸

って 客 を泊めたという 記 録はあま

認めなかったが、実際は在地の多く

の教会は利子付き貸し付けを行って

りない。だから有償接待の宿屋とは
異なる。

いた。要するに、聖なる空間に世俗

あるいは教会（または都市）が設立

を 引 き 受 けたのが教 会や修 道院、

屋 が な かった 地 域で、宿 屋の 機 能

宿 屋 が な かった 時 代 あるいは宿

宿屋としての教会

りして暇つぶしする場、子供たちの

取引の場（市場）、知人とおしゃべ

まざまな規則を決める集会の場、商

的世界の場でもあった。町や村のさ

教会は礼拝の場であると同時に俗

としての教会

ていた。その批判を決定的にしたの

は、すでに一二世紀ころから存在し

聖俗混淆した宗教施設への批判

聖なる場所としての教会へ

も見られた現象であった。

混淆していた。これはどの文明圏で

していたことを確認しておきたい。

し た 救 貧 院 で あった。いわゆる聖

遊び場、領主による裁判の場、職人

が一六世紀前半の宗教改革であった。

こんこう

の世界が持ち込まれていた。聖俗は

なる施設が、無償で人々を泊め、飲

の仕 事 場 、芸人が芸を披 露する演

コミュニケーションセンター

食させ、貧者や病人を看病した。キ
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図版１ 15世紀の宿屋のスケッチ。19世紀後半に描
かれた印刷物。Über Land und Meer, 1887-88/III.
（Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim）

た。カトリックの改革（トリエント

「不純物」を混入させないよう努め

た。礼拝空間・時間に、世俗世界の

拝だけの場と時に変えようと努力し

いは礼拝空間・時間）を、純粋に礼

ルターやカルヴァンは、教会（ある

が宿屋にその場を移した。

ど、かつて教会で行われていた行為

引、芸人の活動、医療行為、裁判な

である。冠婚葬祭の宴、集会、商取

立したのは「聖俗棲み分け」
の結果

だけではなく農村にも必ず宿屋が成

ーロッパでは、一六世紀以降、都市

由せずに、それぞれ専属の場所が成

のいくつかは、都市では、宿屋を経

うして教会で行われていた俗的機能

本主義社会に入ってからである。こ

棲み分けしていくのは一九世紀の資

ての銀行が農村に浸透し、宿屋から

宿屋に移っていく。専門的職業とし

消費の一九世紀以降の現象と見なさ

「産業革命」による大量生産・大量

に商売できるようになり、いわゆる

し、誰もが自由に職業を選択し自由

資本主義は、通常、封建制が崩壊

資本主義って何？

公会議 （注 ））も同様の論理を採っ

俗的機能の移行

教会から宿屋への

り。俗はそれ以外のあらゆることを

正統な教義に基づく礼拝、典礼、祈

れ棲み分けさせるのである。聖とは

へ、俗なることは俗的世界へそれぞ

と呼ぼう。聖なるものは聖なる場所

であった。これを「聖俗の棲み分け」

界から俗的世界を分離させる試み

市では、すでに一三世紀後半のイタ

これには少し説明が必要である。都

けた俗的機能の一つに金融業がある。

まで宿屋が使われた。宿屋の引き受

判の場として、封建制が解体される

た。しかし、農村部では、集会や裁

場としての宿屋を必要とはしなかっ

うになったので、集会や裁判などの

市庁舎など公的建物が建てられるよ

都市では、すでに一三世紀以降、

宿屋の機能分化

都市と農村部における

とはいっても、教会から宿屋への俗

ったのは、そのことを象徴している。

のパブの語源）と呼ばれるようにな

酒屋や宿屋がパブリックハウス（現在

ターとなっていった。イギリスで居

わって共同体のコミュニティーセン

だから、農村の宿屋は、教会に代

としての宿屋

コミュニティーセンター

がある。

機能を宿屋が丸ごと引き受けた感

それに対して、農村では教会の俗的

立し、そこで行われるようになった。

含む文明圏一律に生じたのはヨーロ

されていた。しかし、これが農村を

からどの文明圏でも都市部では展開

貨幣関係のネットワークは、古代

農村と都市の関係

貨幣を媒介とした

のネットワーク」と呼んでいる。

現していた。私はこれを「貨幣関係

に、一七世紀ころのヨーロッパに出

売買関係を結ぶシステム」と定義し

人間が貨幣を媒介として日常的に

社会あるいはある文明下のあらゆる

れる。しかし、資本主義を、「ある

た。宗教改革の最大の成果は聖的世

聖なる空間あるいは時間から分離

リアで専属の銀行業が登場していた

的機能の移行は徐々に進行したから、

ッパの一七世紀以降の現象であった。
浸透が一六世紀以降なので、先述の

農村部では、貨幣経済の本格的な

いったら、冗談もほどほどにせよと

が、資本主義の成立に絡んでいたと

の中心地として共存した。この宿屋

場が多く、それに関わる多くの人々

る前提は、ある文明圏内に局地的市

で貨幣関係のネットワークが成立す

なぜヨーロッパなのか？ 農村にま

す

された俗的部分はどこへ行ったのだ

ので、宿屋だけがその機能を引き受

両者は、しばらく農村共同体の二つ

前述のとおり宿屋は一二〜一三世

とおり教会が金貸しを行うように

怒られそうであるが、続けよう。

てみると、こういった社会は、すで

ろうか。俗的部分が移った場所の一

けたわけではなかった。

紀から存在していたが、一六世紀の

なったと同時に、その機能が徐々に

が俗的部分の多くを引き受けた。

宗教改革をきっかけに激増した。ヨ

指す。

つが宿屋である。特に農村では宿屋
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用品を扱う職人（手工業者）や商人

業、
例えば鍛冶屋や織物屋など、日

る農民以外に、農業に従事しない職

に重要な前提がある。農村にいわゆ

したのがヨーロッパであった。さら

筑摩選書で詳述する）、これが存在

行予 定の『ヨーロッパ文明の正体 』

ことである。詳細は省くが（五月刊

村にまで持ち込めるチャンスが多い

が存在し、そこから富（貨幣）を農

「不要」となる。近隣都市市場では

よう。しかし農村に戻れば、貨幣は

都 市 市 場で買い物することもでき

る。さらに手に入れた貨幣を使って

ていき貨幣を手に入れることができ

物があれば、それを都市市場へ持っ

ったわけではない。彼らに余剰生産

かし農民が貨幣と全く無関係であ

と物々交換の世界に生きている。し

れる程 度である。農 村は自 給 自足

ぶ街 道 沿いの宿 駅で貨幣が使用さ

パン、食料品、穀物、タール
（黒油）、

ール、ブランデー、パイプ、たばこ、

で、ヨーロッパの農村の宿屋では、ビ

貨店である。一六～一八世紀の過程

品を購入する場であった。いわば雑

用生活必需品を貨幣で入手した。

なっていく。そこで農民は必要な日

など諸々の日用品を販売するように

犂、鉄製・鋼鉄製器具、家畜、木材

鯨油（灯りに使う）、石鹸、シャベル、

せっけん

が居住していることである。こうな

価値があった貨幣は、農村内では完

農民

物々交換からの移行

農村

貨幣

ひ

都市市場

貨幣

すき

ると、農民は、例えば鍛冶屋、織物

穀物

粉挽き屋

全に価値を失う 。農村に貨 幣関係
のネットワークが成立・浸透してい

農村にない商品

パン屋

屋あるいはパン屋が作った農具、衣
服、食 料 品を商品として貨 幣で買

ないからである。農村内にまで貨幣
は、単に農民が近郊の市場で時折貨

うような関係が成立しやすい。また、
市場に運び、それを貨幣に換え、農

幣を使用するといった程度のもので

関係のネットワークが浸透した社会

村に貨幣をもたらす役割を持つ。こ

はない。農村で「皆が日用生活必需

農 村 商人は、農民の生産 物を都 市

のような農村での農業従 事者と各

品を貨幣で交換するようになった段
階」である。

種手工業者や商人が分化して、彼ら
相互の売買（交換）関係の成立した
状態（最初は物々交換でもよい）を、

農村の宿屋は雑貨店
農 村における貨 幣関係のネット

穀物

貨幣

農民

貨幣

穀物

貨幣

パン

貨幣

パン

粉

農村にない商品

宿屋

貨幣

穀物
粉

農村商人
（行商人）

貨幣

農村内分業と呼んでおこう。
農村における貨幣経済の浸透

ワーク作りに宿屋が一役買っている。
農村の宿屋は、農民が日用生活必需
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まず、商品・貨 幣 経 済の初 期 段
階は、都 市 内あるいは都 市 間 を結

ひ

図1 貨幣関係のネットワーク
粉挽き屋

（行商人）に売られ、農村商人は都

の粉挽き屋に売り、一部は農村商人

焼く）。農民の穀物は、一部は農村

宿屋に売る（あるいは宿屋がパンを

ン屋に売る。パン屋は焼いたパンを

屋でパンを買う。粉挽き屋は粉をパ

を宿屋が売るようになる。農民は宿

料としていたとしよう。それがパン

った粉をパン屋で焼いてもらって食

き屋に持っていき、次に挽いてもら

である。例えば、農民は穀物を粉挽

宿屋＝雑貨店の登場の経緯はこう

登場の経緯

絵描きによるものである（図版 ）。

（一四五〇ころ～一五一六年）という

った。挿入絵は、ヒエロニムス・ボス

の風景は絵に多く描かれるようにな

降、こういった農村の宿屋＝雑貨店

ていくこととなる。また一六世紀以

貨 幣 関 係のネットワークが浸 透し

になると、辺境の農村部に至るまで、

立していった。こうして、一八世紀

ならず枝村にも宿屋＝雑貨店が成

た。一七世紀以降には、中心村のみ

心村には必ず 存 在するようになっ

で成 立する。教 区 教 会のあった中

紀以降は宿屋＝雑貨店が農村にま
ひ

市市場でそれを販売し、貨幣を農村

（ここが身分制的規制の廃棄された

の規制があるので、このように図式

これは一例にすぎない。また、領主

に、その農村にない商品を持ち込む。

である。木材まで売るなら ホ｢ーム
センター」といってもよい。農村部

ト」と銀行を兼ね備えたような存在

現 在 でい え ば「スーパーマーケッ

農村（辺境の枝村）にまで広がった。

持ち、一八世紀後半までには辺境の

マーケット、金貸し、両替の機能を

失われていった。現在、宿屋つまり

屋から、物流機能や金融機能などが

トワーク」の中心的存在であった宿

が移るにつれて、「貨幣関係のネッ

屋の存在が少なからずあった。時代

の所産である資本主義の成立には宿

こうして、ヨーロッパ文明の最大

これからの旅館・ホテル

農 村の宿 屋＝雑 貨 店は、在 地の

一九世紀以降と違う）、こうして宿

に「スーパーマーケット」ができた

旅館やホテルは、まさに自分の作り

にもたらす。また農村商人は、宿屋

屋＝雑貨店を中心に貨幣関係のネッ

文明はヨーロッパだけであった。宿

出したシステムに翻弄されているこ

）にもいかないが

トワークが農村中に浸透する。

屋＝雑貨店の広がりは、農村での貨

とになるが、逆に、本来持っていた

ページ図

宿屋が貨幣関係の

幣関係のネットワークの浸透を強力

的（

ネットワークの中心に

宿屋の「多機能性」を回復するのも

に促進した。
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（注 ）
エール
（
）
は上面発酵させるイギリス
のビールで、もともとはホップを入れな
かった。
（注 ）トリエント公会議は一五四五～六三年に
断続的に開かれ、ルター主義を批判し教
皇権の強化などを確認した。

（しもだ じゅん）

一つの戦略かもしれない。

図版2 農村の宿屋から出立する行商人。ボスの意図は不明。16世紀の
知識人によって悪の巣窟と非難された宿屋を代弁したものか。行商人は当
時乞食と同一視される場合もあった。彼を巡礼者ととらえるキリスト教的
解釈も成り立つ。
H. Bosch, 1510? Courtesy Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.
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聖俗の棲み分けの影響で、一六世
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