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帝国都市フランクフルトにおける救貧改革
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Abstract

From the later half of the fifteenth to the sixteenth Century, the number of poor people and beggars throughout
Europe sharply increased due to epidemics and social, commercial, and economic changes. In response to this
increase, many German city councils reformed the poor relief system. Conventional research has focused on the
strong power of the city governments in making reforms; however, this view has been changing to highlight that
local governments at that time were considerably weak. The focus of research has now shifted to the role of reciprocal help in societies and charitable activities among the citizens.
Frankfurt a. M. had been one of Germany’s largest financial cities since the medieval period, but it had seen a
growing financial and social disparity between the upper classes (i.e., the clergy, the city council’s members and
many merchants) and the rest of population, which led to popular unrest in 1525. Initially the uprising comprised
mainly poor citizens; then, craft guilds became gradually involved and took the initiative, demanding the establishment of a common box (Gemeyn kasten) for the relief of armen (poor people).
After the uprising, the city council began reforming poor relief; however, the common box established by the city
council in 1531 limited aid to hußarmen ̶ those who had the ability or intention to work which exchanged most
of the armen.
Far from being set up independently by the authority of the upper classes, it is clear from the above that poor
relief was the result of negotiation and communication between the city council and poor citizens. However, the
demand for poor relief for all the armen not being accepted indicates that the city council had a different aim,
which was to provide help and loans to those who would become the labor force and further the city’s economic
prosperity.

はじめに
本稿は、近世ドイツ諸都市の社会構造を、救貧改革の展開から明らかにしようとする研究領域に属するもの
である。ヨーロッパ近世史研究における重要な研究として、G. エストライヒが提唱した「社会的規律化論

Sozialdisziplinierung」が挙げられる。エストライヒは、16 世紀から 18 世紀の近世社会において、支配者が個々
人の公私のあらゆる領域に立ち入って規制を行なうとともに、人びとが道徳や精神といった内面においても自

ら勤労・倹約・貞節・従順といった徳目を遵守するよう矯正され、規律化されていったと主張したのである⑴。
これに対し、社会的規律化論はその実態および現実的な実効性が不明確であると批判し、臣民・平民を歴史の
──────────────────────────────────────────────────────────
⑴ G. エストライヒ（阪口修平、千葉徳夫、山内進訳）『近代国家の覚醒─新ストア主義・身分制・ポリツァイ─』創文社、

1993 年。G. エストライヒ「ヨーロッパ絶対主義の構造に関する諸問題」成瀬治編訳『伝統社会と近代国家』岩波書店、1982 年。
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主体として捉え、都市や農村共同体が果たした機能を積極的に評価する研究が現れた⑵。
このような社会的規律化論の課題の一つとして、ヨーロッパ近世都市の救貧が議論されてきた。15 世紀後
半から 16 世紀に様々な都市で中世以来の救貧に対して、カトリックやプロテスタントといった宗派を問わず、

公権力による救貧制度の再編、すなわち救貧改革が行われるようになった⑶。その背景として、ヨーロッパ全
体で商業の発達による経済的変化、疫病、人口増加といった社会変動が起こり、経済的困窮による貧民や物乞

いが急増したことが挙げられる⑷。フィッシャーやゲレメクの整理によれば、ヨーロッパの多くの都市や地域
で、都市当局による乞食行為の禁止、そして使用人、日雇い労働者の移動の禁止、浮浪者や無為徒食者に対す
る処罰や管理が行われた。この過程の中で、救貧は宗教的営為であると同時に、貧民への労働の強制と罰則に
よる治安管理を目的とした秩序維持の問題になったのである⑸。これは、「貧者の救済は聖職者よりもむしろ

自治体当局者の義務責任である」と述べたスペイン出身の人文主義者ヴィヴェス（Juan Luis Vives, 1492-

1540）の思想が浸透したものと考えられる⑹。さらに、16 世紀に各地域の都市当局が行った救貧政策は、労
働と品行方正を要請し、労働不能者と労働忌避者を以前より厳しく区別した⑺。

以下、ヨーロッパ中世末期の貧民について、先述のフィッシャー、高見、そしてムッザレッリにならって大

きく 3 段階に分類して整理したい⑻。第一に、社会的地位からの転落により恥を忍ぶリスクを抱えている貧民

である。主に裕福な手工業者や医者など財産を持っている人びとが該当した。第二に、経済状況によって容易
に貧困化しうる最低レベルの労働者、高齢者、病人、障がい者である。彼らは賃金労働者や安価な労働力とさ
れた日雇い労働者、貧しい手工業者、被雇用者などといった住居に住み仕事場を持つ零細所有者から構成され
ている。この第一、第二段階の貧民のうち、自分に落ち度のない「品位のある」貧民は、「家住み貧民 haußar-

men/hußarmen」と呼ばれた⑼。この言葉は、1325 年のケルンの史料で初めて登場した。家住み貧民とは、借
家も含めた家に住んでおり、労働意欲と仕事があるにもかかわらず、それだけでは生計が立てられない者であ
る。彼らは市民権を持っていることも稀ではなく、パン焼き職人・大工・靴屋などの単独親方、高齢ゆえに労
働能力を失った親方、手工業者、小売商人といった自営業者であり、都市の中産階級に位置づけられた。この
家住み貧民は物乞いや浮浪者、労働忌避者、救貧院で暮らす貧民の対概念と捉えられた。そして、第三の貧民
の階層的段階には、物乞いや浮浪者、労働忌避者など社会秩序の周縁者が該当し、貧民の大部分がここに属し
た。彼らは不品行かつ不道徳であり「自らの責任で招いた」貧民とみなされた。それゆえに、都市の社会治安
──────────────────────────────────────────────────────────
⑵ 社会的規律化論の批判に関しては、以下の文献を参照した。千葉徳夫「中世後期・近世ドイツにおける都市・農村共同体と
社会的規律化」『法律論叢』67 号（4〜6）（1995 年）、455-474 頁。

⑶

河原温「中世末期における貧困と都市の社会政策─イープル改革を中心として─（移行期における社会的紐帯と権力─ヨー
ロッパ 中世から近世へ─〈特集〉）」『歴史学研究』587 号（1988 年）、36 頁。
⑷ Andrea Iseli, Gute Policey: öffentliche Ordnung in der frühen Neuzeit, Stuttgart 2009, S. 45-49.

⑸

ブロニスワフ・ゲレメク（早坂真理訳）『憐れみと縛り首：ヨーロッパ史のなかの貧民』平凡社、1993 年；ヴォルフラム・
フィッシャー（高橋秀行訳）『貧者の社会経済史』晃洋書房、1993 年。
⑹ 林信明『フランス社会事業史研究─慈善から博愛へ、友愛から社会連帯へ─』ミネルヴァ書房、1999 年、13 頁。
⑺

⑻

フィッシャー前掲書 46, 50 頁。
フィッシャー前掲書；高見純「15 世紀前半期ヴェネツィアにおける大兄弟会の貧困救済」
『社会経済史学』
、83 号（2017 年）
、

267-287 頁；マリア・ジュゼッピーナ・ムッザレッリ（大黒俊二・中谷惣訳）「中世末のイタリアにおける貧困への対処」『近
世身分社会の比較史〈法と社会の視点から〉』大阪市立大学文学研究科叢書 第 8 巻、2014 年、237-266 頁。
⑼ 本稿における hausarmen/hußarmen の訳語に関しては、河原温と原田晶子の訳語に従い、「家住み貧民」と訳すことととす
る（河原温「中世後期南ネーデルラントにおける教区貧民救済─ヘントの聖霊ターフェルについて─」
『史学雑誌』95 号（1986
年）
、1464-1493 頁；原田晶子「宗教改革導入にともなう死者追悼儀礼廃止に対する請願─カトリック共同体からプロテスタ
ント共同体への移行の狭間で─」神崎忠昭編『断絶と新生─中近世ヨーロッパとイスラームの信仰・思想・統合─』慶應義塾
大学言語文化研究所、2016 年、185-205 頁）。また、家住み貧民に関しては以下の文献を参照した。Hannes Ludyga, Obrig-

keitliche Armenfürsorge im deutschen Reich vom Beginnder Frühen Neuzeit bis zum Ende des Dreissigjährigen Krieges (1495-1648),
Berlin 2010, S. 70-73; Eberhard Isenmann, Die deutsche Stadt im Mittelalter 1150 – 1550: Stadtgestalt, Recht, Verfassung, Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft, Weimar 2014, S. 732; Gerber Harry, Ruppersberg Otto, Louis Vogel, und Almosenkasten
Allgemeine, Der Allgemeine Almosenkasten zu Frankfurt am Main, 1531-1931, Frankfurt a. M. 1931, S. 2; フィッシャー前掲書 21
頁、31-32 頁。
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を脅かす危険な存在として抑圧と排除の対象となったのである。このようにして、都市当局による救貧政策は、
市内の家住み貧民を援助に値すると考え、彼らに対する救済努力の集中とよそ者の貧民や物乞いの追放を主た
る関心とした。
このような救貧改革に関する研究では、都市の上位権力が貧民を都市社会のヒエラルヒーの下層に組み入
れ、彼らを教化することによって共同体の統合を図ったと論じてきた。R. ユッテは、16 世紀から 17 世紀に
かけてのドイツの都市における貧民救済を取り上げ、都市当局である市参事会といった上位権力が救貧政策に
よって市民を規律化していく過程、すなわち社会的規律化における発展過程の一端を見出したのである⑽。そ

れに対し、M. ディンゲスは、社会的規律化論を批判する立場から、社会的規律化論に依拠して「上からの救貧」

を論じてきたユッテをはじめとする従来の研究を批判した⑾。ディンゲスは、フランスの都市における救貧改
革の分析から、近世社会において社会的規律化は実際には副次的な意味しか持たず、むしろ市民の相互援助に

よる水平的な社会が成立したと主張したのである⑿。以降、近年の研究では、帝国と都市との交渉、および中
世以来の教会組織や兄弟会、そして個人による慈善活動の分析を通して、都市当局による救貧政策は中世から
持続する都市の救貧システムの「改良」に過ぎなかったとし、その意義や有効性は大きくなかったと結論づけ

てきた⒀。また、15 世紀の兄弟会を取り上げ、その内部で富の垂直的かつ一方向的な流れを構造化しつつ、

防貧的サービスの受付機関として相互扶助機能を拡大したことを指摘した研究もある⒁。このように、都市に
おける救貧については、それを社会的規律化の一環として捉えるかどうかが論点になってきた。救貧を、いわ
ば上から実施された都市当局による政策として捉え、それに伴い人々の内面も規律化されたとする議論に対し
て、近年では救貧を市民や都市共同体によって自発的かつ水平的に担われるものとして捉える議論が展開され
てきた。
しかし、ディンゲス以降主流となった近世における相互援助による水平的な社会の成立を主張する研究は、
都市当局による貧民救済の成果という面でのみ社会的規律化論の是非を論じてきた。その結果、救貧改革にお
ける統治や経済といった貧民救済以外の側面が埋没し、改革が一面的に捉えられてきたといえる。さらに、救

貧改革の資金調達のために多くの都市で設立された共同金庫に関しては⒂、貧民救済の財政的合理化のプロセ
スを示すものとしつつも、資金不足ゆえに十分に機能していなかったと評されてきたのである⒃。一方、社会

的規律化論を主張する研究では、近世都市における救貧改革を通して、都市当局の支配権力が拡大したことを

明らかにした⒄。しかし、このように都市当局の立場から論じた社会的規律化論は、都市内部の社会階層の分
化という側面を見落としているといえよう。したがって、貧民救済と統治や経済などの側面との関連および都
市内部の社会階層間の動きに着目して救貧政策を分析する必要がある。この分析を通して、社会的規律化論と
も相互援助による水平的な社会の成立論とも異なる文脈から近世都市共同体における救貧改革を位置づけるこ
とが本稿の目的である。
──────────────────────────────────────────────────────────
⑽ Robert Jütte, Disziplinierungsmechanismen in der städtischen Armenfürsorge der Frühneuzeit, in: Soziale Sicherheit und soziale

Disziplinierung, Frankfurt a. M. 1986.
ユッテとディンゲスの論争に関しては、以下の論文を参照した。渡邉裕一「貧民への木材供与─ 16 世紀アウクスブルクの
事例から─」『エクフラシス』2 号（2012 年）、137-152 頁。
⑿ Martin Dinges, Frühneuzeitliche Armenfürsorge als Sozialdisziplinierung? Probleme mit einem Konzept, in: Geschichte und
Gesellschaft 17 (1991), S. 5-29
⒀ 櫻井美幸「近世初期ケルンにおける救貧制度改革とその展開」
『史林』84 号（2001 年）、571-601 頁；Fritz Dross, Patterns of
Hospitality: Aspects of Institutionalisation in 15th & 16th Nuremberg Healthcare, in: Hygiea Internationalis: An Interdisciplinary
Journal for the History of Public Health 9 (2010), pp. 13-34; Karl Härter, Sicherheit und “Gute Policey” im frühneuzeitlichen
Europa: Konzepte, Gesetze und Instrumente, in: Historical Social Research / Historische Sozialforschung 35 (2010), S. 41-65.
⒁ 高見前掲論文、267-287 頁。
⒂ 共同金庫の名称は各都市によって異なる。例えば、ニュルンベルクやウィッテンベルは gemainen kasten、アウクスブルク
は gemainen allmusenseckel、そしてシュトラスブルクは opferstöcke であった（Ludyga, a. a. O.）。
⒃ Th. Fischer, Städtische Armut und Armenfürsorge im 15. Und 16. Jahrhundert, Göttingen 1979, S. 316-317.
⒄ Anja Johann, Kontrolle mit Konsens. Sozialdisplinierungin der Reichsstadt Frankfurt am Main im 16. Jahrhundert, Frankfurt a. M.
2001.
⑾
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【画像①】 フランクフルト地図（Matthäus Merian,

, Frankfurt a. M. 1628.）

以上を踏まえ、本稿では帝国都市フランクフルト・アム・マイン（以下フランクフルト）の救貧改革を分析
する。フランクフルトは、先述のユッテをはじめとして、近世における救貧政策の分析を通して社会的規律化
論をめぐる議論の蓄積がある都市である。フランクフルトは 1525 年の市民蜂起を契機として 1531 年に救貧
改革が行われたため、都市内部の社会階層間の動向も含めて改革を分析することが可能である。したがって、
フランクフルトは救貧改革の分析を通して新たな文脈から近世社会を検討するに最適な事例であるといえよう
【画像①】
。

1．16 世紀のフランクフルト
本章では、政治的にも経済的にもドイツにおいて重要な地位を占めていたフランクフルトの 16 世紀の状況

を概観したい⒅。

フランクフルトは 13 世紀以降、春と秋の年 2 回開催される大市を通して経済的に発展を遂げた。大市とは
地域を越えた市場であり、遠隔地商業における商品の取引の場であって、商品や貨幣流通から自生的に発展し

たものである⒆。1372 年には帝国都市となり政治的自立性をいっそう高めた。人口は 1387 年になると 9632
人に達し、第一の繁栄期を迎えた。1440 年には、ペストの影響により人口は 8719 人になったが、その後は多
少の変動を伴いつつも人口は増え続けた⒇。

このようなフランクフルトの統治と行政を担ったのは、都市当局である市参事会であった【表①】。市参事
──────────────────────────────────────────────────────────
⒅ 本章のフランクフルトの概観に関しては、主に小倉欣一『ドイツ中世都市の自由と平和』勁草書房、2007 年；Michael Mat-

thäus, Hamman von Holzhausen (1467-1536): ein Frankfurter Patrizier im Zeitalter der Reformation, Frankfurt a. M. 2002; Johann,
a. a. O. を参照した。
⒆ Isenmann, a. a. O., S. 895.
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【表①】 16 世紀フランクフルトの統治構成

選ばれしローマ皇帝（皇帝）
公的な国家主権

協議委員会

参事会

常設の参事会員会/ 変化

単純多数決による決定
中心的な法的機関：「立法、統治行政」（刑事事件の裁判も含めて）
構成：43 人の参事会員（任期…一生涯）/補欠選挙による補充
参審人席

一般市民団席

14 人/独占的な都市貴族

する構成/課題：参事会決
定の予備協議

手工業者席

14 人/主に都市貴族から

15 人/ 参事会に

（アルト・リムプルク会）（アルト・リムプルク会/

適格なツンフト

臨時委員会
例：危機の時代に
おける財政委員

フラウエンシュタイン会）

…選挙立会人による毎年の市議会選挙

市議会（選抜）
下級市長
（一般市民団席から選出）

上級市長
（参審人席から選出）
経理役 (6)

魚役 (3)

金庫役(6)

市役所書記

棺桶 (4)

織物役 (2)

建築役(3) 大市役(6) 穀物役(3) 付属神学校校長職(6)

他 30 以上の役職

給料を払って雇われる市庁役人（選抜）
ゲマインデの世俗の裁判官首席

物乞い取り締まり役人

見張り

都市の配達人 他多くの役人
(Annja Johann, Kontrolle mit Konsens. Sozialdisplinierungin der Reichsstadt Frankfurt am Main im 16. Jahrhundert,
Frankfurt a. M. 2001, S. 262.)

会は、三つの議席から成る。第一議席 Schöffenbank は参審人席であり、このメンバーは門閥仲間から選出さ
れた。次の第二議席 Gemeindebank は一般市民団席を指し、ほとんどが商人門閥から選出された。この 2 つの
議席はともに商人門閥を中心とした都市貴族であり、門閥結社アルト・リムプルク会、次いでフラウエンシュ
タイン会が優勢を保っていた。この門閥結社アルト・リムプルク会は、相互に血縁を結ぶ 5 家門が勢力を持っ
ており、この会の多くの者が市長職に選出された。そして、市参事会の議長である市長 2 人は、この第一・第
二議席から選出された。最後に、手工業者席である第三議席 Handwerkerbank がある。この議席には 9 つの有
力な同職組合の代表者各 1〜2 人が選出された。そのため、有力な同職組合に入らない多くの手工業者たちは
政治から締め出される状況にあったのである。市参事会での議決は議席ごとの多数決であったため、第三議席
の手工業者が第一・第二議席の商人門閥に対抗して利害を貫くのは困難であった。その結果、第一・第二議席
による寡頭政が展開された。
──────────────────────────────────────────────────────────
⒇ 1440 年には、ペストの影響を受け、フランクフルトの人口は 8719 人になった（Karl Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt

am Main im XIV. und XV. Jahrhundert, social-statistische Studien, Tübingen 1886, S. 192, 517.）（https://archive.org/details/diebevlk
erungv01bcuoft/page/n3 最終閲覧 2020.5.30.）。
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【表②】 同職組合の序列
同職組合

1355 年の
ツンフト規約集

1387 年の
市民誓約書

15 世紀末の
ツンフト目録

ツンフト参事
会員の序列

参事会員数

織布工

1

1

1

1

2

食肉工

2

2

2

2

2

毛皮工

3

6

6

6

1

パン焼工

4

4

4

4

2

靴工

5

5

5

5

2

鞣皮工

6

7

7

7

1

漁夫

7

8

9

9

1

仕立工

8

9

10

船頭

9

─

─

煉瓦工

10

13

18

大工

11

12

13

石工

12

10

15

樽作工

13

14

11

菜園栽培人

14

─

8

8

1

3

2

鍛冶工

3

3

普請下働き

11

─

亜麻布工

15

12

荷担ぎ工

16

16

白鞣皮工

17

─

ブドウ酒運搬

18

17

人

19

─

人足

20

─

風呂屋

─

14

床屋
（小倉欣一『ドイツ中世都市の自由と平和』勁草書房、2007 年、223 頁。）

一方、市民のうち最大グループを構成していたのは手工業であった。手工業者の多くは同職組合に所属して
いた。しかし、この同職組合の中で先述の市参事会の第三議席に入ることができたのは、織布工・食肉工・毛
皮工・パン焼工・靴工・鞣皮工・漁夫・菜園栽培人・鍛冶の 9 つの有力な同職組合に限られていた【表②】。
この手工業者らは、15 世紀までは遍歴的な商人らとともに大市の主体として活発に活動していた。しかし、

15 世紀以降、大市の主体は手工業者から都市に居住する大商人へと変化した。これは市内の自営業者数とそ
の割合においても現れている。1387 年に自営業として独立した手工業者数は 1440 年になると大きく減少した
が、一方、農牧業者と商業・交通・接客業およびその他は上昇した【表③】。商業や交通が増加した背景として、

16 世紀に向かうにつれ、資本と従業員を擁し、イタリアやフランドル、ハンザ地方との遠隔地交易を取り扱

う商事会社や同族会社が多く設立されたことが指摘される㉑。16 世紀になると、フランクフルトの大市はラ
イプツィヒの大市の興隆や戦争、毛織物業の衰退などにより徐々に後退した。その後、16 世紀末のアントウェ
ルペン陥落以降、フランクフルトの大市は局地的かつ国際的な商品取引を仲介するようになり、ワイン取引や
羊毛取引を中心とした国際商業において重要な位置を占めるようになったのである。
このようにフランクフルトの大市は手工業者から商人へと、その主体を変えながらも発展を続け、都市の経
済を支えてきた。15 世紀になると、他地域の商人、手工業者さらには一部の下層民や貧民が仕事を求めて都
市へ流入し㉒、市内の下層民の比率は上昇した。この下層民とは、財産や収入に乏しく、市民権を持たず他人
──────────────────────────────────────────────────────────
小倉前掲書、160 頁。
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【表③】 職業分布

1387 年

1440 年

自営業者数

比率（％）

手工業

1,246

80.2

806

66.8

農牧業

107

6.9

141

11.7

商業・交通・接客業

166

10.7

137

11.3

その他

35

2.2

123

10.2

1,554

100.0

1,207

100.0

合

計

自営業者数

比率（％）

(Karl Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt am Main im XIV. und XV. Jahrhundert, social-statistische Studien, Türbingen 1886, S. 212.)

【表④】 1495 年の財産分布
課税財産額（グルデン）

20 以下
20〜100
100〜200
200〜400
400〜600
600〜1,000
1,000〜2,000
2,000〜5,000
5,000〜10,000
10,000 以上
計

都市人口中の比率（％）

45.7 ⎫
⎬ 72.5
26.8 ⎭
8.2 ⎫
⎜
5.9 ⎜
⎬ 20.2
2.9 ⎜
⎜
3.2 ⎭
2.2 ⎫
⎜
2.3 ⎜
⎬ 7.3
1.1 ⎜
⎜
1.7 ⎭
100.0

手工業者中の比率（％）

32.7 ⎫
⎬ 65.3
32.6 ⎭
12.5 ⎫
⎜
10.6 ⎜
⎬ 31.7
4.3 ⎜
⎜
4.3 ⎭
2.0 ⎫
⎜
0.8 ⎜
⎬ 3.0
─ ⎜
⎜
0.2 ⎭
100.0

（小倉欣一『ドイツ中世都市の自由と平和』勁草書房、2007 年、221 頁。）

に雇われて働く者で、職人・徒弟・下男・下女・日雇いが該当する㉓。フィッシャーの調査によれば、フラン
クフルトにおける下層民の比率は、財産上限を 100 グルデンとした場合、73％（1405 年）、さらに、フランク
フルトにおける 1495 年の課税財産分布から市民の財産所有状況を明らかにした K. ブッヒャーの調査とそれ
に対する小倉の分析によれば、1495 年には 100 グルデン未満の財産を所有する職人・徒弟・下男・下女・日
雇いといった下層民は 72.5％、100〜1000 グルデンの財産を所有する同職組合の手工業者の親方である中層民
は 20.2％、1000 グルデン以上の財産を所有する門閥集団である上層民は 7.3％であった【表④】㉔。なお、先
述の市内の有力な 9 つの同職組合の親方は、この財産分布においては中層民に位置した㉕。このような財産分

布状況から、当時のフランクフルトは、ごく少数の富裕な門閥集団に対し、財産や収入に乏しい被雇用者であ
る職人・徒弟・下男・下女・日雇いといった下層民が圧倒的多数を占めていたことが窺える。また、先述の
フィッシャーの下層民に関する調査によれば、バーゼルは 66％（1475/76 年）、ドレスデンは 58％（1488 年）、
、メミンゲンは 63％（1450 年）であったことから、フランクフルトの下層民
コンスタンツは 61％（1460 年）

の比率は他都市に比べて高い数値であったといえる㉖。さらに、そのような状態であったにもかかわらず、フ

──────────────────────────────────────────────────────────
フィッシャー前掲書、17 頁。
ドイツ中近世史研究における上層・中層・下層といった財産に基づいた都市住民の経済構成に関しては、小倉前掲書、262
頁を参照した。
小倉前掲書、221 頁。
小倉前掲書、222 頁。
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ランクフルトでは 1495 年に市民税の租税方式が改定された。この改定は、全財産を総合評価し、段階をつけ
て課税する方式であり、これは財産評価の最高額を定め、それを越える財産部分は非課税とするものであった。
先程の市民の財産状況を踏まえると、この課税方式の変更は、市参事会を含む裕福な門閥市民を優遇した政策
であったといえよう。そのため、これは多くの市民から強い反発を招いた㉗。こうした状況は続き、宗教改革

期にあたる 1520〜30 年代には、大市の衰退に伴い、経済的衰退期に突入した。だがその反面、この宗教改革

期には、都市の人口は 1 万 1000 人〜1 万 2000 人にまで到達したのである㉘。すなわち、1520〜30 年代のフ
ランクフルトは、都市の経済が衰退するかたわら、人口は増加していくという不安定かつ歪なバランスの上に
あったといえる。

他方、教会組織も都市の成長とともに、自らの経済的リソースを獲得した㉙。フランクフルトにおいても、

宗教諸施設や諸団体は、16 世紀には最大の賃租購入者にして不動産の所得者となっていたのである㉚。とり
わけ、バルトロメウス大聖堂は、15 世紀までは市内唯一の教区教会として大きな勢力を誇った。さらに、こ
のような教会組織は市民税の免除特権を得ていたため、その分の都市財政の減少が市民の負担をより増加させ
た。これにより、手工業者の親方といった中層民、そして下層民は、市参事会を含む少数の富裕者と教会組織
に対する不満を募らせた。こうした不満は、1522 年にフランクフルトで初めて行われた福音主義的説教にお

ける聖職者の独身制と教会の永代賃租に対する非難や㉛、1520〜30 年代に市内で横行した聖画像破壊運動の
中に現れているといえよう㉜。このような教会批判の動きに加え、15 世紀末頃以降、富裕な門閥市民の子弟

が大学で人文主義の思想を身につけて帰郷し、都市行政の要職に就く事例が多く見られた㉝。この人文主義お
よびスコラ学の思想は、教会批判も展開し、ルター派や改革派の主張の論拠として用いられた㉞。このような

人文主義的な思想の影響を多分に受けて、フランクフルトの市参事会員の大半が福音派を支持するようになっ
たのである。宗教改革期の市長ハムマン・フォン・ホルツハウゼンは、福音派の教説を擁護する筆頭者として
マインツ大司教からの攻撃にさらされたが、宗教改革後は市内のルター派 1 万 5000 〜 1 万 6000 人に対し、
カトリック教徒は約 1000 人に過ぎなかった㉟。

このようにして、門閥市民や教会組織と中・下層民との経済的・社会的格差は拡大していった。こうした状
況に対する中・下層民の不満が、門閥市民や教会組織が優位な位置を占める既存の共同体秩序へと向いた背景

㊲
と教会批判を含む人文主義の思考が融合し、
の一つであったと考えられる㊱。このような「階層秩序の危機」

後の市民蜂起と宗教改革の気運の土壌となったといえよう。

──────────────────────────────────────────────────────────
フランクフルトを含む各都市の下層民の比率に関しては以下に詳しい。フィッシャー前掲書、18-28 頁。

Johann, a. a. O., S. 26.
小倉前掲書、220 頁。
アルフレート・ハーファーカンプ（大貫俊夫、江川由布子、北嶋裕、井上周平、古川誠之訳）『中世共同体論─ヨーロッパ
社会の都市・共同体・ユダヤ人─』柏書房、2018 年、131 頁。
フランクフルトにおける宗教諸施設・諸団体の経済状況は以下を参照した。小倉前掲書、224 頁。
Johann, a. a. O., S. 88.
Matthias Schnettger, Sichtbare Grenzen. Katholiken, Reformierte und Juden in der lutherischen Reichsstadt Frankfurt, in: A.
Schmidt-Funke, Julia/ Schnettger, Matthias (Hg.), Neue Stadtgeschichte(n). Die Reichsstadt Frankfurt im Vergleich, Bielefeld 2018,
S. 77.
小倉前掲書、224 頁。
David C. Steinmetz, Things Old and New: Tradition and Innovation in Constructing Reformation Theology, in: Reformation &
Renaissance Review (2017), p. 15；相澤隆「ニクラスハウゼンの笛吹き」木村尚三郎編『学問への旅 ヨーロッパ中世』山川
出版社、2000 年、197 頁。
小倉前掲書、227、268 頁。
ゲルツは、反教会権力のパラダイムを提示しつつも、実際には反教会権力ではなく、身分社会の危機が宗教改革へ至らしめ
たと論じた（Tom Scott, Reflctions. The Reformation between Deconstruction and Reconstruction: Reflections on Recent Writings
on the German Reformation, in: German History 26 (2008), p. 413）。
Iseli, a. a. O., S. 19; Johann, a. a. O., S. 86.
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2．市民蜂起と 46 カ条訴願書
1525 年 4 月 17 日、フランクフルトの 2 つの市区ザクセンハウゼンとノイシュタットに住む住民が、ドミニ

コ会修院とバルトロメウス大聖堂の穀物倉へ実力行使を起こした。市民蜂起の始まりである㊳。ドミニコ会修
院は 12 歳以上のすべての男子が市参事会に対して宣誓を、バルトロメウス大聖堂は皇帝の選挙と戴冠式を行

う場であり、ともにフランクフルトにおいて政治的にも重要な場であったといえる㊴。この 2 つの市区は、農
牧業者、手工業者、日雇い、荷担ぎ人といった貧しい人びとが多く住む市区であった㊵。とりわけ、ザクセン

ハウゼンでは、ドイツ騎士修道会・騎士の居館・菜園耕作人・ブドウ栽培・漁夫・船頭が居住し聖職禄の付与
権をめぐる紛争が勃発していた。彼らは、すでに述べた中世末期の貧困の分類に従えば、その日暮らしの労働
者など経済状況によって容易に貧困化しうる最低レベルの労働者であり下層民に該当するだろう。彼らが実力
行使を起こした原因として、大市の際の荷車税、穀物やブドウ酒などに対する消費税といった租税、聖職者の
持つ永代貢租に関する不満、聖職者の行状への不満、そして聖職者と信仰問題に関する政策が二転三転してい

た市参事会への不満が挙げられる㊶。ここから、市民蜂起の原因は、経済的・宗教的な政策に対する市参事会
への不満に集約されるといえよう。
この蜂起の参加者は、当初 2 市区の住民 600 人であったが、その後勢力を増し、4 月 19 日には旧市区の手
工業者と 49 の同職組合が参加した。市長ハムマン・フォン・ホルツハウゼンとシュテファン・クロンシュテッ
テンは蜂起の鎮静を図ったが、拡大を抑えることができず、蜂起の参加者は 61 人委員会を発足させた。この

61 人委員会は、ノイシュタットから 4 人、ザクセンハウゼンから 3 人、市内 2 番手の門閥結社フラウエンシュ
タイン会から 2 人、雑貨商から 2 人、バルヘント織工から 4 人、靴工から 3 人、漁夫から 3 人、仕立工から 3
人、その他 17 の同職組合から 2 人ずつ、そして、非同職組合員から 3 人の市民によって構成され、蜂起の指
導権を握ったのである。すなわち、フランクフルトの市民蜂起は、発端こそは貧しい労働者による蜂起であっ
たが、次第に同職組合の蜂起という性格も有するようになったといえる。
その後、4 月 22 日、61 人委員会は 46 カ条訴願書を起草して市参事会に提出した。そして、市参事会と織
布工・食肉工・鍛冶工・パン焼工・靴工・仕立工は各々の印章を訴願書に吊るした。これにより、46 カ条訴
願書は公式の証書となった。本稿においては、46 カ条訴願書のうち第 7, 13, 14, 34, 38, 39, 41 条を取り上げた

い㊷。

第 7 に、ブドウ酒、穀物、その他の物の小消費税は、当地で廃止されている。しかし貧困者は、何物に
もありつけない（その原因は、お上の方々が、それらの穀物を市門の前で買い占める、自分たちの荷担ぎ
人をそれぞれの家で養っているからである）。これは、周知のことであるので、われわれの意見では、今後、
穀物やその他のすべての物が自由な市場で取引されるものとし、いかなる人にも、支払える限り、1 アハ
テル、2 アハテル、3 アハテルを購買させるべきである。そして、貧困者でも購入できるように、買占人は、
午後 1 時ないし 2 時までの午前中、すなわち、つねに半日は何もせず、購入してはならない。しかし、
ある者が穀物やその他の収穫物を掛で購入し、それが運び込まれた時、入用者がやって来たならば、その
者はこの者に、そんな収穫物であれ、この 1 アハテル、2 アハテル、あるいは 2 分の 1 を、それを購入し
た際と同額の現金払いで、拒否することなく喜んで譲与すべきである。

──────────────────────────────────────────────────────────
市民蜂起の展開については主に以下を参照した。小倉前掲書、227-232 頁。
小倉前掲書、55 頁。
小倉前掲書、20 頁。
Johann, a. a. O., S. 88.
46 カ条訴願書の全文に関しては以下の文献を参照した。小倉前掲書、241-249 頁（一部改訂）；Frankfurter Chroniken und
annalistische Aufzeichnungen der Reformationszeit. Nebst einer Darstellung der Frankfurter Belagerung von 1552. Bearb. von R.
Jung., Frankfurt a. M. 1888, S. 174-230.
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第 13 に、当地に寄進されるすべての聖職禄は、寄進者の一族が存命中ならばその者により、存命でな
いならば誉ある市参事会によって、市民の中の敬虔で誠実な学識ある人物に、それゆえ、市民に好意を抱
き、人びとに神の言葉を伝えうるような人物に与えられ、教皇庁の追従者どもに与えられてはならない。
そしてそれには、十分の一税から多少の部分、つまり三十分の一があてられるべきである。かかる聖職禄
を設ける必要が生じなければ、その時はこの賃租や地代を共同の金庫に納め、それによって貧困者 armen

notturftigen の世話を見るべきであり、だれにも家々を乞食することは許されない。
第 14 に、今後遺言によるすべての施しは、神の栄誉のために設けられた共同の金庫に納められ、それ
によって貧困者 arme leut に食事が給せられるべきである。そして、死者の命日、組合の祭事、葬儀は、
もはや教会で行ってはならず、まったく廃止されるべきである。
第 34 に、われわれは望む。ある書状が同職組合に宛てて出されるなら、その組合は、それを開封して
読む権利を持つ。次いで、都市当局がそれに何らかのかかわりをもつことが分かるなら、そうなった時に
はじめて、つまりそれ以前にではなく、市長にその書状が提出せられるべきである。
第 38 に、われわれは、今後もはや小十分の一税を納入するつもりはない。
第 39 に、われわれの同職組合の規約書には、名誉ある市参事会がすべての条項を増やし、減ずる権能
をもつと記されている。われわれは、この条項が今後廃棄され、その代りに、市参事会は、同職組合の同
意なしに、それらの条項を増減してはならないと定められるように望む。
第 41 に、われわれはさらに望む。わが市参事会が、これまで大聖堂首席司祭の所持してきた槲升を手
に入れ、検量すべきである。そして、当地の大聖堂首席司祭の得ていた収益は、今後、貧困者 armen の
福祉に役立てるため、共同の金庫に納めらるべきである。
（下線部は筆者加筆）
ここで挙げた諸要求から以下のことが読み取れる。第一に、同職組合のより自由な活動に関する要求（第 7,

34, 39 条）である。これは、同職組合が自身のより強い自立と経済活動の拡大を目指すものであったと解する
ことができる。ここに、市民蜂起の中に同職組合の蜂起という性格が現れていたといえよう。第二に、教会組
織の財産を共同の金庫に納め、救貧に充てるという要求（第 13, 14, 38, 41 条）である。これらの要求は、市

民蜂起後さらに本格化していく宗教改革と救貧改革に通じるものであった㊸。また、上記の条項から従来の救
貧の主たる担い手となっていた宗教組織による救貧と、市参事会の管理下で行われていた救貧に限界が生じて
いたことを見出すことができる。この限界とは、社会問題と化していた経済的に困窮する者の増加に対して中
世以来の従来の救貧、つまり修道院やドイツ騎士団といった宗教組織、兄弟会、そして市民による遺贈や基金

などだけでは十分に援助しきれなくなっていたことである㊹。これは、市民の遺贈や基金のうち貧民救済に対

する割り当てが比較的少なく㊺、さらに兄弟会は宗教改革期に改革者の厳しい批判によって大きく数を減らし、
フランクフルトでも潰滅的な状態であったからである㊻。また、これらの従来の救貧は、援助する側の霊的救

済が第一義であったため、経済的に困窮する貧民への救済には大きな役割を果たさなかったとされている㊼。
──────────────────────────────────────────────────────────

Johann, a. a. O., S. 89.
C. Lis & H. Soly, Poverty and Capitalism in Pre-industrial Europe, London, 1979.
Gerber Harry, Ruppersberg Otto, Louis Vogel, und Almosenkasten Allgemeine, a. a. O., S. 1-7
長谷川恵、鍵和田賢「ドイツ・スイス」河原温、池上俊一編『ヨーロッパ中近世の兄弟会』東京大学出版会、2014 年、167 頁。
Gerber Harry, Ruppersberg Otto, Louis Vogel, und Almosenkasten Allgemeine, a. a. O., S. 1.; Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln, Köln 1998, S. 193.
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一方、市参事会の管理下にある救貧機関として 13 世紀初頭に設立された聖霊施療院、レプラ施療院（グート
ロイホーフ）
、そして「聖ニコライの施し Almosen zu St. Nikolai」基金があった。しかし、聖霊施療院とレプ
ラ施療院が貧民救済に対して果たした役割は極めて限定的であり、実際の主な対象は社会的に中下層の受禄者
「聖ニコライの施し」基金は、1428 年にフランクフルト市民ヨハン・ウィースベーダーの寄付に
であった㊽。

よって設立された㊾。しかし、この基金においても、援助の受給者は非常に少数であった。1486 年に市参事

会は「人びとは、1 年間市民であったあるいは 8 年ここ［＝フランクフルト］で働いた者は別であるが、誰に

も聖ニコライ教会の施しを与えてはならない」と決議した㊿。さらに 1495 年には、市参事会は援助の対象を
労働不能となり貧しくなった者、市参事会に仕えた下級役人ら 80 人に限定した。その上、財政基盤が脆弱で

あったことから、「聖ニコライの施し」基金は都市の中心的な救貧機関にはならなかったのである。このよ

うに、従来の教会組織を中心とした救貧および市参事会の管理下の救貧それぞれに限界があったことから、よ
り体系的な制度による中心的な救貧機関が必要になったといえよう。それゆえ、46 カ条訴願書の中で経済的
に優遇されていた教会組織の財産を共同の金庫に集め、市参事会による「貧民 armen」の救済を要求したので
ある。この armen の具体的な範囲は定かではないが、「家住み貧民 hußarmen」といった定義が限定された貧

民とは異なり、本稿の最初に示した貧民の分類を包括したものとしての貧民全般を指すと考えられる。すな

わち、蜂起に参加した都市住民は従来の救貧に代わるより広い範囲の「貧民 armen」に対する救済を目的とし
た共同金庫の設立を要求したのである。
市参事会は、この 46 カ条訴願書を即時承認した。これには、2 つの原因が挙げられる。まず、市参事会は

市民蜂起がドイツ農民戦争へ発展することを危惧し、調停に徹したためである。次に、市参事会は他のドイ
ツ諸都市での救貧改革および共同金庫設立の動きを受け、市民蜂起勃発以前の 1523 年頃にすでに類似の組織

を作ろうとしたからである。しかし、市内の教会組織からの拒否により断念したことから、46 カ条訴願書で

の共同金庫設立の要求は驚くに値しないものであった。だが、市参事会はこの訴願書の要求をすべて受諾し
たわけではない。そこには、市参事会の救貧改革に関する方針が色濃く反映されているといえよう。それは、

46 カ条訴願書の構想として 61 人委員会が提示した 11 カ条草案に対する市参事会の反応から見出すことがで

きる。この 11 カ条草案のうち、裁判へ市民が参加すること、そして貧民の意見を政治に反映するために市

長の構成を改変することを要求した 2 項目のみ、市参事会の抵抗により 46 カ条訴願書から除外された。こ

の結果、市参事会による救貧改革はあくまで既存の体制と秩序を維持した上での政策であり、貧民や大部分の
手工業者らが市政から締め出されるという従来の構造は保持されることとなったのである。しかし、ここから、
市内の貧民全体の救済の重要性および当時の都市の社会構造が持つ課題が、同職組合、貧民問わず、都市住民
の間で共有されていたことは明らかである。
──────────────────────────────────────────────────────────

Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt
am Main und Köln, Köln 1998, S. 167.
「聖ニコライの施し」基金に関しては、Gerber Harry, Ruppersberg Otto, Louis Vogel, und Almosenkasten Allgemeine, a. a. O., S.
2-5 を参照した。
原文は以下を参照した（本文中の［ ］は筆者加筆）
。Armin Wolf, Die Gesetze der Stadt Frankfurt am Main im Mittelalter,
Frankfurt a. M. 1969, S. 383.
Ludyga, a. a. O., S. 65。
例えばグリムのドイツ語辞典での hußarm の項目における 14 世紀後半の文例によると、貧しい巡礼者 armen pilgerimen、家
住み貧民 hußarmen、そして他の貧民 armen luten を並記した記述などからも armen という言葉がより広範囲かつ包括的な意
味 を 有 し て い る と い え る（http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/genFOplus.tcl?sigle=DWB&lemid=GH03960 最 終 閲 覧
2020.7.31.）。
ブリックレは、都市内騒擾の発展類型の一つとしてフランクフルトの市民蜂起を挙げている（P. ブリックレ（前間良爾、田
中真造訳）『1525 年の革命─ドイツ農民戦争の社会構造史的研究─』刀水書房、1988 年、154 頁）。
Hans-Otto Schembs, Der Allgemeine Almosenkasten in Frankfurt am Main 1531-1981., Frankfurt am Main, 1981, S. 14.
11 カ条草案に関する市参事会の対応とその意味に関しては拙稿「15 世紀後半から 16 世紀における帝国都市フランクフルト
の政治領域の変化─市民の要求と市参事会の政策から─」
『西洋史論叢』第 40 号（2018 年）、102 頁に詳しい。
上記 2 条の原文は Rudolf Jung, Zur Entstehung der Frankfurter Artikel von 1525, in: Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst
3, Folge 2, Frankfurt a. M. 1889, S. 201 を参照した。
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その後、同年 5 月、市外の有力諸侯である 3 人の聖俗諸侯、すなわち、トリーア大司教リヒャルト、ライ
ン宮中伯ルートヴィヒ、マインツ大司教代理のシュトラスブルク司教ヴィルヘルムからの圧力により 46 カ条

訴願書は一度撤回されることとなった。これは、彼らが訴願書を諸地域の騒擾の種とみなし、フランクフル
トの市参事会に対し、訴願書の破棄を要求したからである。この破棄により訴願書の中で要求された共同の金
庫は、設立の契機を逸した。フランクフルトの救貧は、共同金庫 Gemeyn kasten が設立される 1531 年まで、
上述の従来の教会組織や寄付による救貧、そして市参事会による救貧機関「聖ニコライの施し」基金で対処し
続けることを余儀なくされたのである。

しかし、市民の宗教改革の気運は高まり続けた。1525 年 6 月にはツヴィングリ・ブツァー派と深く結び

ついた説教師が選出され、市内の宗教行列も行程を短縮して安い費用で行われるようになったのである。さ

らに、市参事会は一般市民の意見を聴取した結果、1533 年に宗教改革の導入に踏み切った。これは、全住

民によるカトリックへの脅迫的かつ急進的な攻撃を未然に防ぐためであったと考えられる。一方で、市参事

会は市内の村落の一つボッケンハイムでのみカトリック派のミサを認めたのである。このような宗教的に寛

容な政策は、ツヴィングリ・ブツァー派とルター派による福音主義同士の対立とカトリック派との対立など市

内の複数宗派の対立から都市の治安を守るためのものであったと考えられる。1531 年に市参事会によって
設立された共同金庫 Gemeyn kasten による救貧が、当時の史料を見るに、宗派による差別なしに行われたこと
も、同様の理由であったといえよう。

3．共同金庫 Gemeyn kasten の設立
46 カ条訴願書の破棄以来、共同金庫の設立を含む救貧改革の動きが再び始まったのは、1529 年であった。
フランクフルトの救貧改革は、先述の市内の教会組織による反発や周辺諸侯の圧力により、他の都市の救貧改
革より遅いスタートとなった。他のドイツの諸都市は、1520 年代になると改革の動きが見られた。例えば、
市参事会による貧民救済の最初の動きにして救済の新秩序の始まりとされた 1520/21 年のヴィッテンベルク財

庫条令は、労働の能力のある者と怠け者とを見極め、前者を優先的に援助することを定めた。そして、1523
年に共同金庫について初めて詳細に定めたライスニク金庫条令では、不運によって零落した者、病気や老齢ゆ
えに働けない者、「家住み貧民 Hawssarmer leutte」を援助し、孤児や貧乏な子どもには働くことができるよう

教育と身体的な必要の世話をすることを定めた。さらに、ほぼ同時期にニュルンベルク、シュトラスブルク、
イープルでは、貧民救済の資金調達のために市参事会が一元的に管理する金庫ないし各教区に置く献金箱が設

立され、貧民救済事業の組織化に着手した。これら他の都市の救貧改革を踏まえた上で、本章ではフランク

フルトの共同金庫の設立を検討することを通して、救貧改革の実態を見出す一助としたい。

──────────────────────────────────────────────────────────

46 カ条訴願書撤回の過程に関しては以下を参照した。小倉前掲書、232 頁。
フランクフルトと宗教改革に関しては前掲の拙稿 103-109 頁に詳しい。
Schnettger, a. a. O., S. 85.
Johann, a. a. O., S. 94.
Stefan Jahns, Frankfurt, Reformation und Schmalkaldischer Bund, Frankfurt a. M. 1976, S. 234-238.
小倉前掲書、236 頁。
Julia A. Schmidt-Funke, Die Stadt als Konsumgemeinschaft. Urbaner Konsum im frühneuzeitlichen Frankfurt am Main, in: Julia A.
Schmidt-Funke/ Matthias Schnettger (Hg.), Neue Stadtgeschichte(n). Die Reichsstadt Frankfurt im Vergleich, Bielefeld 2018, S. 331.
Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt
am Main und Köln, Köln 1998, S. 198.
フランクフルトの共同金庫 Gemeyn kasten は、現在は Allgemeine Almosenkasten という独立した財団として存続している。
Ludyga, a. a. O., S. 58；徳善義和訳「ヴィッテンベルク共同財庫規定（1520/1521 年）」『宗教改革著作集 第 15 巻』教文館、
1998 年、9-10 頁。
 石居正己訳「共同金庫の規定」『ルター著作集 第 1 集 第 5 巻』聖文舎、1967 年、252-255 頁。
各都市の救貧改革については以下の文献を参照した。原田前掲論文；渡邉前掲論文；ゲレメク前掲書；河原温「中世末期に
おける貧困と都市の社会政策─イープル改革を中心として─（移行期における社会的紐帯と権力─ヨーロッパ中世から近世へ
〈特集〉─）
」
『歴史学研究』587 号（1988 年）、36-46 頁；Claus-Peter Clasen, Armenfürsorge im 16. Jahrhundert, in: Gunther
Gottlieb u.a. (hrsg.), Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegenwart, Stuttgart 1984, S. 337-342; Ludyga, a. a. O.
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1529 年、フランクフルトにおいて共同金庫設立をめぐって市参事会内で協議が始まった。その結果、市参
事会が管理する「聖ニコライの施し」基金を新たに設立される共同金庫の制度・財政的基盤とすることになっ

たのである。他にも、共同金庫の財政的基盤としては、レプラ施療院の譲渡や、世俗的な基金の合併も挙げ
られる。その代表的な例としてハンス・フェルバー基金の合併（1530 年）、そしてシュワナウのヤコブ（1537/49
年）
、ホフスタットのアルブレヒトの遺産（1567 年）、ホルツハウゼン家（門閥）出身者によるミカエル礼拝
堂における聖バレンティンの施し（1550 年）、マテルヌス礼拝堂再建のための参審人ハルトマン・ベッカーの

基金（1558 年）などが挙げられる。また、都市が福音主義運動に同調した後、多くの世俗化した修道院が

その財産とともに共同金庫の管理下に入った。修道院の中にはローゼンブルク同盟などのように独立を維持し
た修道院も存在したが、わずかであった。さらに、共同金庫には市民の遺言による遺産も収集された。例えば、

1535 年のバーバラ・ヨストによる 40 グルデンとベッド、銅製のやかん、真鍮のやかんなどの寄付、1541 年
のハンス・フーバーによる貧民への財産の遺贈、1551 年のマーガレテ・ローゼンラクスによる山の所有地の

自由な使用、1600 年のエリザベス・ゲッツによる代父母と自身の分け前の遺贈などがある。このようにして、

共同金庫は合併した基金や修道院、市民の遺産を集めることにより、財政的基盤を都市全体に及ぶ広範囲かつ
盤石なものにしたのである。
その後、1530 年 3 月 9 日、共同金庫設立に関する協

議が再び行われた。この協議の結果、共同金庫の管理

人 6 人が選出された。それは以下のような決議に基づい

たものである。

共同金庫の仲間に関して。この仲間らは今後も市長
らとともに平民から仲間に選抜された者と話し、彼
らの助けとなるように。ハンス・ブロム殿、ハンス・
エラー、そしてハンス・キース。上記と同様に選ば
れたのはシモン・ブッヒャー、ハンス・ウーゲルハ
イマー、そしてヒエロニムス・ベルンシャウアー。
彼らはみな書記と雇人を加えなければならない。
この決議によって、共同金庫の管理人は、3 人の市参事
会員と 3 人の市民から構成されることになったのであ
る。3 人の市参事会員とは、第二議席の小ハンス・ブロ
ム、ハンス・エラーと第三議席のハンス・キースであっ
た。そして、残りの 3 人の市民とは、同族会社を経営し
ていたブロムの商取引の相手であるシモン・ブッヒャー、
そしてハンス・ウーゲルハイマーとヒエロニムス・ベル

【画像②】 共同金庫挿絵（Annja Johann,
.
16.
, Frankfurt a. M. 2001, S. 151.）

──────────────────────────────────────────────────────────
フ ラ ン ク フ ル ト の 共 同 金 庫 設 立 に 関 し て は 以 下 を 参 照 し た。Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen

Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln, Köln 1998; Hans-Otto Schembs, a. a. O.
Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt
am Main und Köln, Köln 1998, S. 182.
Hans-Otto Schembs, a. a. O., S. 86.
合併した基金や修道院、市民の遺産に関しては、Hans-Otto Schembs, a. a. O., S. 86; Jütte, Robert, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt am Main und Köln, Köln 1998, S. 195 を
参照した。
Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt
am Main und Köln, Köln 1998, S. 93.
原文は Hans-Otto Schembs, a. a. O., S.19 を参照した。
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ンシャウアーであった。ここから、フランクフルトの共同金庫は、市参事会および市参事会員と密接に関連
している門閥・商人層が管理を行ったことが分かる。この点が、1523 年のライスニク金庫条令の規定とは異
なるものであった。ライスニク金庫条令は、共同金庫の管理を貴族、市参事会員、市民、農民が行うことを定

めた。すなわち、ライスニク金庫条令は共同金庫の管理を市内のすべての諸階層に委ねたため、市参事会に
よる一極集中の救貧にはならなかったのである。さらに、フランクフルトの共同金庫は、金庫役が市参事会の
同意なしに新たな共同金庫の役人を採用することは許されず、市参事会の許可がなければ土地や建物も譲渡す

ることはできなかった。したがって、フランクフルトでは、市参事会が共同金庫に対して自身の意向を強く
反映させることが可能であり、実質的に市参事会の影響下にある組織であった。このような協議の末、1531

年に共同金庫が設立された。この一連の経緯からも明らかなように、フランクフルトにおいて共同金庫は市
民蜂起の要求に応じる形で設立された。そして、これにより、市参事会の主導の下で市内の貧民に対する一元
的な救貧の制度が整えられたのである。

しかし、共同金庫設立の文書には、共同金庫の概要が以下のように記されている。
神のご加護を。我々の愛する主にして救世主なるイエスに従って、1531 年の喜びの主日に記すように、
神の名において、この都市フランクフルトの尊敬すべき市参事会はフランクフルトの家住み貧民 hußar-

men の扶助のために共同金庫を始めた、そして以前寄付されたすべての施しを割り当てることを命じ、今
後はそれ［＝施し］をここで受け取る。よそ者あるいは都市内の者は誰も請う［＝物乞いをする］ことが
許されたり認められてはならない。そして、はじめに市参事会と最初の金庫委員会は以下の者を選んだ。
すなわち、参審人であるハンス・ブロム殿、市参事会員であるハンス・エラー殿、ハンス・キース殿、尊
敬すべき市参事会にも従順さを示し、神に対して責任を負うことを考えるような誠実な貧民を統括するこ
とを引き受けたハンス・ウーゲルハイマー殿、シモン・ブッヒャー、そしてヒエロニムス・ベルンシャウ
アー。最初の金庫書記コンラッド・オッフェンバッハ。小売商人ハンス・アンシュパッハ、裁断人ウィル
ヘルム・バイヤー、菜園栽培人フィリップ・ゲルブレヒト、エンドリッヒ・アイゲルマン、金の保管係に
して最初の金庫役ニコラス・キーベレー。物乞い取締役のハンス・タウフェル。
（［ ］は筆者加筆）
ここから、共同金庫の目的が「フランクフルトの家住み貧民の扶助」と物乞いの禁止であったことは明らかで
ある。これが、フランクフルトの救貧改革の方針である。このような方針は、他都市で先行して行われてきた
改革と共通している。この背景に、ライスニク金庫条令をはじめとする各都市の救貧改革、そしてルターの救
貧に関する著作などが、パンフレットや書籍市などを通じてフランクフルトへも伝わっていたことが挙げられ

る。そのため、フランクフルトの共同金庫設立においても、市参事会は他地域の共同金庫を参考にしたと考
えられよう。
しかしながら、前章で確認したとおり、46 カ条訴願書が要求したことは、「貧民 armen」という貧民全般に
対する救貧であり、「家住み貧民 hußarmen」という限定された貧民に対する救貧ではなかった。つまり、実際
の援助の対象が本来の要求と一致していなかったという点で、要求の中身のすり替えともいえる状況が起こっ
たのである。こうして、フランクフルトの市参事会は、援助の対象として「家住み貧民 hußarmen」に注目し
──────────────────────────────────────────────────────────

Hans-Otto Schembs, a. a. O., S.18-19.
菱刈晃夫「格差社会とルター」『初等教育論集』12 号（2011 年）、26 頁；石居前掲書、245-248 頁。

Robert Jütte, Obrigkeitliche Armenfürsorge in deutschen Reichsstädten der frühen Neuzeit. Städtisches Armenwesen in Frankfurt
am Main und Köln, Köln 1998, S. 111.
フランクフルトの共同金庫は、市参事会において設立が決議された日ではなく、初めて共同金庫から貧民へ公的な施しをし
た日を設立日としている（Hans-Otto Schembs, a. a. O., S. 9）。
原文は Hans-Otto Schembs, a. a. O., S. 11 を参照した。
Ludyga, a. a. O., S. 138.
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たこと、言い換えるならば「貧民 armen」の中でも働く意思を持ち、労働力として都市の経済活動へ参入する
ことが可能な者を援助しようとしたといえる。市参事会がこのような救貧の方針をとった理由として、確かに
フランクフルトの救貧改革が他都市の改革の模倣であったことも挙げられるだろう。しかし、これは 46 カ条
訴願書が提示した貧民全般の救貧という選択肢があったにもかかわらず、市参事会は実践の段階においてそれ
を無視し、家住み貧民という限定された貧民の救貧を選んだことを意味する。その結果、労働能力および働く
意思が市参事会による援助の選別の基準となったのである。

結論
フランクフルトにおける 16 世紀の救貧改革は、都市の中下層民と教会組織および市参事会との間の社会
的・経済的格差を背景に勃発した 1525 年の市民蜂起を契機として行われた。この蜂起において、都市住民は
市参事会に対して 46 カ条訴願書を提出し、「貧民 armen」の救済を目的とした共同の金庫の設立を要求した。
これを受け、市参事会は 1531 年に共同金庫 Gemeyn kasten の設立を実現したのである。しかし、この共同金
庫が援助の対象としたのは、「家住み貧民 hußarmen」のみであった。
このように、共同金庫の設立が市民蜂起を通した都市住民による要求の実現という面を有したことは、救貧
改革が単に上からの規律化の現れとしてのみ捉えられるものではなかったことを示している。また、46 カ条
訴願書および廃案となった 11 カ条草案の 2 項目から、貧民全体の救済の重要性および当時の都市の社会構造
に対する問題意識が都市住民間で共有されていたことにも疑いはない。しかし、蜂起の発生から数日間で蜂起
の中心的な担い手が貧困層の労働者から同職組合に変わり、訴願書の中には同職組合の活動に関する要求も含
まれたことから、都市住民が水平的な社会を目指して一枚岩になっていたとは言い難い。さらに、共同金庫の
設立を含む市参事会による救貧改革は、結果として市民蜂起での要求を無視して市参事会が新たに定めた基準
によって行われた。これは、都市の救貧を自発的・水平的な相互援助の実現として捉えることに対する留保の
必要を示している。つまり、市民蜂起から共同金庫設立に至るまでのフランクフルトにおける救貧改革は、社
会的規律化の一側面か、そうでなければ相互援助による水平的な社会の成立か、という議論には回収できない。
むしろ、都市住民と市参事会の間には、蜂起や訴願書という形をとった交渉の過程があり、共同金庫の設立は
その一つの結果、または過程の一部であるというべきであろう。
ここで注目されるのは、上からの規律化か水平的な相互援助の実現かという論点よりも、都市住民各層によ
る諸利害の要求がそれぞれに形を持ち始めていたこと、また市参事会と都市住民との間に救貧の範囲をめぐっ
て相違があったにもかかわらず、共同金庫による救貧という選択肢の一致があったことである。もちろんこれ
ら各利害の交渉のこの時点での結果が、家住み貧民のみを援助対象とする共同金庫の設立による、働く意思を
持ち、労働力として都市の経済活動へ参入することが可能な者への支援であった、ということの意味と併せて
分析しなければならない。これらのことは、救貧改革を中心とした都市の諸政策の展開を、市参事会・都市住
民諸層の間の経済活動や労働をめぐる政治の中において考える必要があるだろう。したがって今後の課題とし
ては、共同金庫の運用の実態をより長期的かつ詳細に分析し、経済活動や政治に対する救貧政策の関連性や機
能を明らかにすることが挙げられよう。
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