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作法（所作の法）とは，われわれの生活場面での行動の可否を評価する，集合意識的に
構築された慣習法の体系である。そして，その体系を構造分析しようとするのが筆者の構
想した「作法学」である（山根，1999）。ただし，その構想の材料となったのは小笠原流
礼法などの日本中世の武家礼法と現代日本の作法であり，地域的に限定されたものであっ
た。
作法学に必要なのは，空間・時間的に遍在する諸々の作法を共通に記述・分析できる方
法論を仕上げていくことである。そのため，本研究では中世ヨーロッパの作法を分析対象
とする事によって，作法学による記述・分析方法の更なる充実をはかることにする。
1.1. 作法学の基本概念
まず，作法学で使われる基本概念を紹介する。作法学は，「作法」という通俗（前学問）
的概念を，記述単位である「作法素」とその集合体である「作法体」とに分ける。この概
念的２分化が作法を学的に記述する出発点である。たとえば，宮廷時代のフランスの作法
を論じた歴史学者ロジェ・シャルチェ（1987）は，作法を論じる「困難は，
『礼儀作法』
の規則がそれを実行する行為のうちにしか現実性をもちえないのに，礼儀作法概念がそれ
ら規則の全体を指し示すものとして持ち出されてしまうという，礼儀作法概念の性格その
ものに内在する」と述べて，通俗的な「作法」における意味の二重性に気づきながらも，
その二重性を記号学的に分離しようとしなかった。彼に欠けていたのは，作法を固有の記
号体系として捉える構造的思考である。
ａ）作法素
「作法素」は，ある所作の可否を判断している個々の具体的な命題，すなわち作法化さ
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れた高次の行為単位であり，成文法における個別の法文に相当する。作法素は，それ自
体，条件素・行為素・機能素・評価素という４種の（それ単独では作法たりえない）作法
要素の，一定の連合法則をもったという意味での “統辞的（syntactic）な” 結合体である。
条件素とは，行為をする場面の限定項である。その条件素以外では，同じ行為でも異な
る機能・評価素が作法素として結合する。行為素とは，具体的行為の項である。他の行為
素であれば，同じ条件素でも異なる機能素・評価素が作法素として結合しうる。機能素と
は，条件素と行為素の結合がもたらす機能（意味，効果）の項である。この機能素が実質
的に評価の対象となる。同じ条件素・行為素の結合でも別の機能素が代入されれば，評価
素も異なる。ただし作法素の具体的な表現である現実の “作法命題”（作法を言及してい
る文）においては，機能素は言及されないことが多い。評価素とは，可否の評価空間内の
値である。その値の集合（評価素クラス）は，
「指定」
・「禁止」の二値だけでなく，
「推
奨」や「許容」など多価的でありうる。
すなわち，すべての作法命題は，
〔条件素，行為素，機能素＝評価素〕という作法素の
記述形式で示すことができる（これらの詳説と具体例は山根，2004）。作法素は要素間の
各項の可能な組合せのうち，価値実現の目的をもって，人為的に特定の組合せに限定され
たものであり，それらの結合の中心になるのは機能素である。ただし，実際に与えられた
作法命題がこの４要素すべてを明示しているわけではなく，いずれかの要素が作法命題上
では簡略化・省略されることが多い。たとえば，作法の伝達世代を重ねていくうち（累代
化），伝言ゲームのように意図されない変形を元の作法素は蒙ってしまう（時代によるさ
まざまな事情の変化を考慮した意図した改変なら，それは作法の適応的変化という意味で
の進化であり，問題ではない）
。とりわけ機能素は，作法制定者にとっては重要であった
ものの，他者の行為を制限したいだけの作法運用者においては最も省略可能となる。
作法の伝承が累代化することで評価素も単純化される傾向にあり，本来は，条件素との
連合によって多値的であったものが，指定／否定（する／しない）の二値に単純化されが
ちになる。その結果，作法はそれを習得した本人もその理由を説明できない，頭ごなしの
強制となってしまう。これが作法の “形式化” という構造的劣化・硬直化の事態である。
それゆえ作法学は，形式化（化石化）した作法から元の生き生きした作法素を可能な限り
復元することも試みる。
ｂ）作法体
作法体は，個々の作法素の集合体であるとも，また逆に個々の作法素を演繹的に生産す
る母体ともいえる。集合体としての作法体は，法律における法文の集合である「法令（民
法，道路交通法，自治体の条令など）」に相当するともいえるが，これら法令はむしろ作
法素の領域的集合にすぎず，作法体は，それら法令間の構造的整合性を実現するより高次
の集合，たとえば一国の「憲法」に具現されている法理念に相当しよう。小笠原流礼法で
いえば，法令に相当するのは特定領域の作法素の集合である『元服之次第』や『万請渡之
次第』という礼書（テキスト）であり，
「小笠原流礼法」という作法体はそれらの上位
（総合）に位置する。
すなわち作法体には，作法素の加算的集合以上の，より根源的な価値体系が存在する。
その価値を人々に実現させるために個々の作法素が存在する。作法体のこの論理的深層性
が新たな作法素を生産する演繹的根拠となる。逆に言えば不可視の作法体に接近できるの
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は，具体的な作法素のみであるが，現実の作法素の全集合はいまだ作法体の部分にすぎな
いのである。
ｃ）作法学の目的
人が作法を自覚する契機は，当然視してきた従来のふるまい（行為素）を，これでいい
のだろうかと考え直すことである。世の作法家の仕事が，人々のふるまいの “誤り” を指
摘することであるように，作法とは，習俗的所作への（通俗的次元での）“批判” である。
そして作法学はその作法を学的次元において批判するものであり，通俗的所作への一次的
批判（作法）に対する二次的・学問的批判の立場に立つものである。作法学が，歴史・民
俗学における従来の記述的作法研究と根本的に異なるのは，この批判性への志向にある。
ただし学的批判をするためには，客観的な分析が必要である。作法学は，まずはその分析
法を洗練させなくてはならない。
分析のためのデータ化とは，作法的言明を作法素化することである。そして作法素の集
合を論理的に構造分析するのが次の作業である。本研究ではこの作業を洗練させていきた
い。
1.2. 対象となる作法体
まず，本研究で扱う作法体を概観する。本研究は，中世ヨーロッパの作法の構造分析を
表層的な目的とする（深層の目的は，作法学の方法論の洗練）。理念的対象は「中世ヨー
ロッパ」の作法体である。それは中世という時間領域とヨーロッパという空間領域で文明
の１つの単位として統一性・均等性を前提とする。その根拠は，当該の作法テキストがそ
の時間・空間内で（翻訳されて）流布されたことに求める。
個々の作法素の背後に措定される作法体は，その価値観を共有しない外部者にとって
は，顕在（客観）化された作法素の集合という形でしか接することができない。したがっ
て実際の，特に資料が限定される歴史的な研究では，作法書としてテキスト化された作法
素（すなわち作法命題）の集合とみなす（本来なら，作法家による実演や映像資料も作法
素である）
。
作法書以外の資料，たとえば当時の人の生活を描いた民俗資料は，通俗的ふるまいの資
料にはなっても，そのふるまいの批判としての作法そのものとはみなせない（公的儀式は
除いて）。
しかし作法書にも資料としての限界がある。作法書の作法体としての代表性の問題であ
る。まず権威的代表性の問題。すなわち現存している作法書の著者が，作法家としてどれ
だけ権威があったのか，すなわちそこでの作法素がどれほど作法として権威・効力があっ
たかという問題。これを解決するには，そのテキストがどれだけ出版され，流布されたか
ということと，同時代以降の他の作法書でどれだけそこの作法素が一致しているかという
ことで判断する。次に領域的代表性の問題。すなわち現存している作法書がその当時の社
会の作法をことごとく網羅していたかという問題。少なくとも，その作法書で言及されて
いない行為領域は存在するはずである。しかし，語られていないものには沈黙せざるをえ
ないので，次の作業仮説を採用せざるをえない。すなわちその作法素群は本来の作法体の
一部にすぎないという反証が提出されるまで（他のテキストから別の作法素が得られるま
で）
，作法体と一致しているとみなす。ただし，そのためには，作法書に存在しうる作法
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素をすべて抽出して，作法体へ可能な限り接近しておく必要がある。
1.3. テキストの選定
本研究の対象となりうる作法書の歴史的概観については春山（1988）
，中城（1992，
1993）やエリアス（1977）にゆずる。それらの中で分析対象を選ぶとすれば，テキストの
全文が入手できること，しかも筆者の語学能力の限界のため，現実的には邦訳されたもの
を選ばざるをえない。
幸い，中城進氏が中世の作法書を精力的に翻訳されたおかげで，上の条件に入れるの
は，13世紀までのカトー，タンホイザー，リヴァ，それに 16世紀のエラスムス，カーサ
の５つである。本稿では，それらのうち，前半のカトーからリヴァまでを対象とする。し
たがって本稿の研究成果は，中城氏の翻訳に全面的に負うものである。
ただし邦訳という二次資料から作法素を抽出する作業についての問題点を把握しておく
必要がある。まず翻訳の過程で最も変質するであろう，原文のレトリック的ニュアンスに
関しては，作法素の抽出という，そもそもその要素を排除する抽象化作業においては，ほ
とんど問題なかろう。また，名詞を日本に馴染みのある単語に置換えることによる指示対
象の変質に細心の注意が必要であるが，条件素・行為素を構成する単語もより一般的な作
法的単語に変換するので問題は少ない。また幸い本稿の邦訳テキストでは日本語では不自
然な器具や所作の単語は見当たらなかった。ただし，翻訳者の判断によって原文の特定表
現が省略されるなどの問題は排除できない。この問題は，本研究のテキストでも発生して
おり，該当箇所で指摘する。
1.4. 手順と表記法
本稿では原文（作法命題）を作法素化する過程を示すため，該当するテキスト全文とそ
れに対応する作法素を示す。
もとの訳文（以下，原文）から４つの作法要素，すなわち条件素・行為素・機能素・評
価素に相当する箇所（条件項・行為項・機能項・評価項）を同定し（この過程が作法命題
化），それぞれの項を作法的に一般化した単語に変換して作法素の構文として並べる（す
なわち，原文→作法命題→作法素という変換作業）。１原文と１作法素とは必ずしも対応
せず，複数の文から１つの作法素，あるいは１つの文から複数の作法素が抽出されること
もある。本稿では冗長を避けるため，原文から作法命題化への過程は表記せず，原文とそ
れに対応する作法素を記す。
作法素化に際して，次の点にも留意する。条件素がテキストに言及されていない場合
は，テキスト条件素または行為素から場面素を類推して条件素とする。後者に関して，行
為素の中で行為目的素と所作素が分化して（「〜するためには，……する」）
，前者が後者
の条件素となる場合もある。また，特定条件に限定されない般化された作法素（
「その行
為をする場合はいつでも」
）とみなせる場合は，条件素をあえて欠項とし，φと記す。
行為項が原文では否定形（〜しない）になっている場合は，肯定形（〜する）に変換し
た行為素にする（評価素も評価項とは反対の値となる）。ただし否定形であることに作法
素として価値がある場合は否定形のままにする。
機能素は言及される場合の方が少なく，大抵は見出せない。その場合はφで記し，言及
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がなくても他の作法素からの論理変換などで推定可能な場合は（ ）で括って示す。
評価素は翻訳のニュアンスが反映されやすい部分であるので，許容度の明確な段階が表
現されていない場合は，「指定」もしくは「否定」とする。よりこまかな許容度とみなせ
る場合はそれらを記すが，今回のデータに関してはそれに信頼性をおかない。
以上をふまえて，本稿では，作法素の表示を以下のように簡略化する。
tn：条件素，行為素，機能素＝評価素

〔ただし，ｔは著者の頭文字，ｎは通し番号〕

抽出した作法素から論理的に導出できる裏作法素には通し番号の右に もしくは 記号を

つける。

２．テキストと作法素
採用した３つのテキストを簡単に紹介し，その作法素とその根拠となる中城氏による訳
文とを列挙する。テキストはおよその成立年代順に示す。
2.1. カトー（Dionysius Cato）の二行連詩
カトーは２世紀頃の古代ローマ帝国時代の詩人であるが，このテキストは４世紀から中
世にかけて，ラテン語入門用のテキストとして学校教育のなかで読まれたという（中城，
1993）。日本でも江戸時代の寺子屋での手習いのテキストには，それ向けに書かれた広義
の作法書が選ばれた。また詩形式による作法の教えは，小笠原流礼法での「教え歌」（礼
法の極意を和歌にしたもの）に相当し，暗記しやすい効果がある。
カトーの二行連詩は 10世紀に Notker によってドイツ語に訳され（『ドイツのカトー』
）
，
その後文章が付加されてきたという（すなわち２世紀のカトーのオリジナルな文ではな
い）
。
『ドイツのカトー』はその後のドイツの作法に引き継がれていったという。その意味
でこのテキストは中世ドイツの作法書という位置づけが妥当である。
ここでは Fr. Zarncke によってドイツ語編訳された『ドイツのカトー』を中城氏が邦訳
した（1993）テキストを使用する。
以下に邦訳とその作法素を記すが，原文からの２行での表示形式は無視する。また作法
素に反映されない文の一部は表示を略する。本テキストで抽出した作法素にはｃで始まる
通し番号をつける。
まず冒頭の以下の６個の文は，各文からそれぞれ１個の作法素を抽出できるが，これら
は結局単一の作法素 c1 に集約できる。
「見知らぬあるじの所で食事を行なう場合には，あなたの言葉をつつしみなさい。
あるじが行なうことに注目し，いつも沈黙を保っておきましょう。
あるじがあなたにものを尋ねた時には，彼に答えて話を致しましょう。
老人であろうとも若人であろうとも，沈黙はひとつの偉大な徳なのです。
中傷は避けるべきですし，告げ口屋になってはいけません。
沈黙することにはいつも危害は伴いませんが，実際にはべちゃくちゃと喋ることは危害を
招くことになるのです。
」
「中傷」や「告げ口」が喋ることによる「危害」とみなすと，
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c1：未知の他者と同席，よけいな言葉を発しない，舌禍を防ぐ＝強推奨

もっとも作法論理的に「真」の裏命題から次の裏作法素 c1 も導出できるが，

c1 ：未知の他者と同席，よけいな言葉を発する，舌禍を招くおそれ＝非推奨

裏作法素は条件素，行為素など作法要素内の補集合が特定クラス（要素の集合）に限定さ
れる場合以外では，元の作法素と同義（同一作法素）とみなせる。
「自分の食卓では快活にしていましょう。見知らぬ人のいる所ではそのようなことは不適
切です。」から，
「自分の食卓」と「見知らぬ人がいる所」が条件素対立をなしており，
c2：親しい者と同席，快活にしゃべる，φ＝推奨

が導出できる。

ここでの条件素対立を c1 に当てはめ，c1 の辞項を使って c2を裏命題変換すると，

c2 ：親しい者と同席，よけいな言葉を発する，舌禍を招かない＝推奨
となる。これによって c2 で言及されない機能素φは，舌禍を招く危険性が少ないためと
推測でき，c ２を以下のように直す。

c2：親しい者と同席，快活にしゃべる，（舌禍の危険がない）＝推奨

「あなたの奥方が奉公人について不平を言うならば，奥方が言うことをよく聞くべきで
しょう。家の主人が気に入っている男を，その御夫人は非常に憎むものなのです。
」
他者の行為が条件素となり，その行為に対する反応が行為素となっている。

c3：自分の気に入っている奉公人をわが妻が不平をいう，よく聞く，夫が気に入る男
を妻は憎むため＝推奨

ここでの仮の機能素「夫が気に入る男を妻は憎むため」の意味するところは，次の２種類
の機能素を推論させる。すなわち，妻にとってはその奉公人の評価が夫と異なるというこ
とは，夫の感じない奉公人の問題点を妻が指摘できるという可能性があり，あるいは自分
の意にそぐわない問題でも妻の感情を受け容れるべきという意味にもとれる。そのどちら
かはここでは確定できないが，双方とも妥当性があり，また互いに背反しない。
「あなたが友人をあまりにもしつこく訓戒するようでは，その友人はあなたには従いたく
なくなるでしょう。その友人をあなたが大切に思うなら，如何なる行為でも訓戒しそうな
事でも，良いことだとするべきでしょう。
」

c4：友人，しつこく批判する，離反する＝非推奨

c5：友人のあらゆる行為，承認する，大切に思う＝推奨
c4と c5 は裏命題関係になるが，条件素と行為素の要素クラスはそれぞれ対応しておらず，
c5の条件素で行為の限定性が解除されている（般化）。これにより，行為の評価よりも関
係の維持が優先されることになる。これに続く文，「すべての種類の奉仕を行なうことに
よって，あなたは友人を保ち続けることになるでしょう。」が，この機能素を説明してい
る。
他者に対する寛容さは，奉公人に対しても求められる。
「自分の奉公人に腹が立っても，
（中略）あまり怒ったりしないように。きっと後で後悔す
るようになるでしょう。
」

c6：奉公人，ひどく怒る，後悔＝非推奨
c4の友人に対する作法論理によれば，ひどく怒ることによって奉公人が「従わなくなる」
ためである。立腹に対する許容度は奉公人の方が友人よりも大きいが，
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「如何なる時にも，忘れてしかるべき怒りを，決して思い出してはいけません。」
怒りの想起は怒り感情を再生する。しかし「忘れてしかるべき怒り」は，少なくとも今の
場面にとっては，不要な怒りとなる。
「如何なる時にも」という場面表現は，無条件性を示し，奉公人にも友人にも通用する。
その意味では条件素は空となるが，ただし行為素における行為対象素が行為素に内属する
条件素となるため，作法素は以下になる。

c7：忘れてしかるべき怒り，思い出す，φ＝禁止

すなわち「忘れてしかるべき」でない怒り（や他の感情）は思い出してもよいことにな
る。
「賃金のためにあなたに奉仕している奉公人達を，あなたはいたわるべきでしょう。あな
たがあなた自身であるように，各奉公人も人間存在である，ということを考えなさい。」
c8：他者，いたわる，あなたと同じ人間＝推奨

これは c3 から c7までの他者への作法素を集約した作法素といえる。同一作法体において
作法素同士は矛盾してはならず，意味連関的あるいは論理階層的に整合していなくてはな
らない。c8との整合性を基準にすれば，c3の機能素は「妻の感情を受容する」となろう。
「タオルを持っていなければ，手を上衣で拭かないでそのまま乾かさねばなりません。恥
をかくことがないように，必要なものは用意しておかねばなりません。」
前段の文は２種の行為素が否定と肯定で並んでいるので，それを分解すると，２つの作法
素になる。

c9：タオルを持っていない，そのまま乾かす，φ＝指定

c10：タオルを持っていない，手を上衣で拭く，φ＝否定

さらに後段の文はこれらの作法素を般化（抽象化）した高次の作法素になる。
c11：手がぬれる場面，タオルを用意しておく，恥をかかない＝指定

c12：必要な場面，必要な物を用意しない，恥をかく＝否定
c9が指定されるのは，その行為素（そのまま乾かす）は必要なものを用意しない恥の場
面である（タオルを持っていない）ことを隠蔽するためであることが c12 によりわかる。
このように，より抽象度の高い作法素は他の具体的な作法素を説明（導出）できるため，
それだけ作法体に近い存在といえる（この論を進めて行くと，最終的な作法体はごく少数
の抽象度の高い作法素であると予想できる）。
「公共心にふさわしく，食卓越しに唾を吐いてはいけません。
」
c13：食卓越し，唾を吐く，公共心がない＝否定

公共心と述べているので，食卓は会食場面であろう。以下食事についての作法素は会食場
面という高次の条件素が暗黙に加わる。
唾を吐くことが，公共心にもとるのはなぜか。c13からではわからない。
「隣席の人から離れている方の手で，いつも，食べなければなりません。その人があなた
の右側にいるのなら，左手で食べる方が良いでしょう。両方の手で食べることは，止めて
もらいたいものです。
」

c14：食事，隣席者のいない側の手を使う，φ＝指定

利手（たとえば右手）を使うという自己都合より，隣席への配慮が優先されている。現代
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にはないこの作法素は，言及されていない環境的条件素である食卓の狭さ，あるいはその
空間での人口密度の多さが推測される。したがって c14 は次のように機能素を補足してよ
いだろう。

c14：食事，隣席者のいない側の手を使う，
（隣席者の邪魔をしない）＝指定

では両手を使うことはなぜいけないのか。c14 から，そのような混雑した環境で両手を使
うことは，自分の両側に人を座らせようとしない不作法を意味するように思える。しか
し，実はトーマジン・フォン・ツェルクレーレ（Thomasin von Zirclaria）の 1210年頃の
『ヴェルシュの客』という作法書（中城，1992）に「両手を使って食べることは食い意地
がはっているようなので好ましくない。
」とあることから，次の作法素がすでに存在して
いた。

z1：食事，両手を使う，食欲全開＝非推奨

これをそのままカトーも採用しているとみなす。

c15：食事，両手を使う，食欲全開＝非推奨
この c15 は c14 とは異なる機能素クラスに依っている。すなわち，両手を使う事の作法は，
片手を使う事の作法からは演繹できない。
「スープ皿から直接に飲んではいけません。スプーンを使うべきで，それが上品というも
のです。スープ皿の上にかぶさるようにして，不潔にも豚のように，口で音を立てて飲む
人は，ほかの動物に仲間入りした方が良いでしょう。
」
c16：スープ，口のみ，φ＝否定

c17：スープ，スプーンを使う，上品＝指定

c18：スープ，音を立てる，不潔・豚のよう＝否定

春山（1975）によれば中世ヨーロッパでは，スープは容器から直接口にしていたという
が，カトーの書ではスプーンの使用が推奨されている（中世からの追加部分に思える）
。
この差異は，習俗と作法の差異とすれば矛盾ではない。いいかえれば，なかなか習慣（作
法的にデフォルト）化できなかった作法ということになる。それには古代ローマ時代から
存在していたというスプーンという道具の普及の問題がある。中世には，木は骨製のス
プーンが使われていたというがその普及率はよくわからない。春山によれば15 世紀になっ
て鉛と錫の合金が庶民に普及したという。
「食事をしようとする時に咳払いをし，鮭のように息を吹きかけ，穴熊のように鼻を鳴ら
すこと，この３つは決して上品なことではありません。
」
所作を列挙してある文はその数だけの作法素に分解できる。
c19：食事，咳払い，下品＝否定

c20：食事，息を拭きかける，鮭のよう（下品）＝否定
c21：食事，鼻を鳴らす，穴熊のよう（下品）＝否定

体からの不要な音を発することや動物を連想させるような所作は下品とされる。機能素に
おける「動物的」と「上品」が評価対立していることから，動物的と下品が同義的に対応
していることがわかる。そこから，
「動物的」の対立要素である人間的，すなわち人とし
てふさわしいのは，
「上品」な所作であるという論理が導出できる。上品な所作とは，少
なくとも動物的な音を立てて食べる所作では断じてない。なので，c16‒21 は次のような
作法素に集約できる。
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c22：スープ，スプーンで音を立てない，人間的＝指定

「骨をしゃぶってしまってから，それをまた鉢に戻すことは，上品な人なら謹むことで
しょう。」

c23：しゃぶった骨，鉢に戻す，下品＝否定
これに c13 の唾を吐く行為と合せると，次の高次元の作法素に統合できる。
c24：口の中の物，公共にさらす，下品＝否定

これに c23 以前を合せると，下品な所作の範囲が以下のように拡大される。
c25：食事中，口の中のモノを出す・動物のような食べ方，下品＝否定

「あなたの衣服の下を，素手で触れてはいけません。」
これは皮膚を掻いたりしないということである。
c26：衣服の下，素手で触れる，φ＝否定

これから条件素対立に関して導出される裏作法素は，
c26 ：衣服の上，素手で触れる，φ＝肯定

となり，すなわち掻くという所作自体が問題なのではない。
2.2. タンホイザー（Tannhauser）
『宮廷礼式』
タンホイザー（1205?‒1267?）は騎士で，十字軍・キプロス戦争に参加，その後歌詠み
となり宮廷を渡り歩いた。この書は 1250 年頃に書かれ，1395年にウィーンの写本からモー
リッツ・ハウプトによって公刊されたという。この書は騎士自身による騎士のための作法
書であり，いわばテキスト行為主体素（騎士）とテキスト場面素（宮廷）が限定されてい
る。
ここでは中城氏の翻訳（1993）を使用する。ここでも作法素の対象とならない文は省略
する。またカトーの作法素との関連も追加していく。本テキストで抽出した作法素にはｔ
で始まる通し番号をつける。
「スープを飲む時に，同じスプーンを皆で使い回しにして使用するというような，高貴な
人はどこにもいません。
」

t1：スープ，１つのスプーンを皆で使い回す，高貴でない＝否定
これは c17（スープ，スプーンを使う，上品＝指定）と裏命題関係になる。
「皿からスープを直接に飲むことは，誰にも相応しいことではありません。
」
t2：スープ，皿から直接飲む，相応しい者はいない＝否定

「食べる時に皿に被いかぶさる人がおりますが，それは豚であるかのような食べ方であり，
鼻を鳴らしながら口の中でぺちゃぺちゃと音を立てて，非常に不潔な作法で食べるので
す。
」
これは c18（スープ，音を立てる，不潔・豚のよう＝否定）とまったく同一である。この
ような場合，
t3：c18

と表記する。
以上から，スープの作法素は，

t4：スープ，各自のスプーン，高貴＝指定

となる。高貴というのは宮廷人として相応しいということであり，作法としてハイレベル
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を意味するので，動物的との対立概念とはいえない。
「粗野な作法に従い，ある人々はパンの端をかみちぎり，そして，その残りのパンを取り
出してきた，もとの鉢の中へと押し戻します。そのような悪しき作法を，礼儀正しき人々
はしません。
」
２つの行為が同一条件・機能・評価素と連合してある場合，作法素も２つとなる。
t5：パン，端をかみちぎる，粗野＝否定

t6：パン，残りを元の鉢に戻す，粗野＝否定

実は，この箇所に翻訳上の省略が見出された。エリアスの訳書（1977）にはこの文に対応
する冒頭は「百姓のするようにぞんざいに，パン切れを嚼みちぎってから」とあり，「百
姓」に相当する語を中城訳は省略したことがわかる。この表現は「農民＝粗野」という機
能素の設定を含意しており，作法素の社会学的分析として欠いてはならないものである。
他の箇所でも省略があったのかは不明である。
「ある人々は，骨をかじってから，取り出したもとの皿の中へとその骨を戻したがります。
そういうことは非常に間違った行ないである，と考えるべきでしょう。」
t7：c23

ただし，
「非常に間違った」という表現で否定の度合が強化され，禁止レベルに達してい
るといえる。このように評価素のみが変更された場合，以下のように表記する。
t7：c23＋禁止

「辛子と香辛料を食べたがる人は，非常に注意深くして，汚すようなことを差し控えるよ
うにして，それらの中に自分の指を突込んではいけません。」

t8：香辛料など，指を突込む，それらを（他のもので）汚す＝否定

「食べる時に，げっぷをしたり，テーブルクロスで洟を拭いたりする人がおりますが，私
が理解する限りでは，これらのことは適切なことではありません。
」
t9：食事中，げっぷ，不適切＝否定

t10：食事中，クロスで洟を拭く，不適切＝否定
t9 は c24（口の中の物，公共にさらす，下品＝否定）に属し，これに t10 の洟も追加する
と，c24の条件素は「口・鼻の中の物」となる。

t11：口・鼻の中の物，公共にさらす，下品＝否定

「食べる時に，ある人は習慣のように行なうのですが，洗熊のように鼻を鳴らす人がおり
ます。そして，野蛮人のように舌鼓を打つ人もいます。そういう人は良き作法をひどく拒
絶しているのです。
」
洗熊（アライグマ）と穴熊（アナグマ）をレトリック上のみの差異として，作法的価値は
同値とみなすと，c21（食事，鼻を鳴らす，穴熊のよう（下品）＝否定）と等しいため，
t12：c21

t13：食事中，舌を鳴らす，野蛮人のよう＝否定

は別種の音の問題として，また機能素の表現も新しいが，基本的には，c25（食事中，口
の中のモノを出す・動物のような食べ方，下品＝否定）に属する。野蛮人は動物よりは許
容度が高いのかもしれないが。
音に関して t9，t12‒13 をまとめると，

t14：食事中，体から音を出す，動物・野蛮人のよう＝否定
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「喋る事と食べる事の両方をしようとする人がいます。行なうことを，２つを同時にしよ
うとすることは，眠っている時に喋ろうとすることです。そんな人はゆっくりと寛ぐ事は
滅多にできません。
」
話し声は体から出る音とは異なった機能素で評価される。
t15：食事中，喋る，寛げない＝否定

「食事の間，ある人たちは議論を行なっている時に，あなたが食べている間は議論に関わ
らないように。ああ，私の友人よ，そのような悪しき不適切な作法を，決して行なわない
ように心してください。
」
機能素に対応する文が無いものの，t14 と同じとみなせる。
t16：食事中，議論，寛げない＝否定

「あなたが食事をするために出かけた時に，もしも小さな皿に香辛料が運ばれてきたなら
ば，あなたは素手でそれを取ってはいけません。それは適切なことではありません。」
t17：外での食事，香辛料を素手で取る，φ＝否定

これの条件素・行為素について裏命題をとると，以下の２つの作法素が導出できるが，そ
れらの妥当性（真偽）は不明である。

t17 ：家での食事，香辛料を素手で取る，φ＝肯定

t17 ：外での食事，香辛料以外を素手で取る，φ＝肯定

「私には非常に悪しき行為に見えるのですが，（中略）食べるべき何ものかを口の中にまだ
入れているのに，そういう時に野獣のように飲み物を飲む者がおります。
」
t18：食べ物が口の中にある，飲物を飲む，動物のよう＝否定

これは習慣として散見されるものらしいが，タンホイザー自身が特に嫌っているものであ
る。
「ある人々は自分たちの飲物に息を吹きかけます。多くの人がまともな事としてそう行な
うことを好みます。その振舞を有り難がるかどうかは全く不確かなことです。そのような
悪しき作法を行なわずにいるべきでしょう。」

t19：飲物，息を拭きかける，φ＝非推奨
これは c20 にあるように昔から不作法とされていた。しかし多くの人がやっており嫌う人
がそう多くないため，否定の度合はきびしくはない。
「ある人々は飲物を飲む時にコップをじっと見ています。こういうことはあまり適切な事
ではありません。騎士のような人々はこのようなことをしませんし，あなたは最も良いこ
とを行なうべきでしょう。
」

t20：飲物のコップ，じっと見てのむ，騎士はやらない＝非推奨

「最も良いこと」の基準からの評価である。すなわち，この行為素の評価は，理想ではな
いという程度であり，非推奨程度の許容度である。この当時の作法素は，そのほとんどが
少なくとも現在の基準からみれば禁忌水準であるのだが，これは現在の基準からみても理
想水準（3.5参照）による評価である。これは作法そのものの洗練された評価眼を意味す
る。
「騎士」という行為主体素と「最も良いことを行なう」こととの関連性，すなわち作
法の具現者（権威素）としての騎士の役割が暗に示されている。
「料理コースの間に，飲みたい気持ちに強いられて，また，飲物をとることができるので
あるならば，人は大量に飲みがちとなります。全ての人がこういうことを好むものではあ
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りません。
」

t21：料理コースの間に，飲物を大量に飲む，好まない人がいる＝非推奨

低評価の理由が好まない人がいるためで，これも理想水準による評価といえる。
「食物を切る時にナイフの背に指を乗せるようなことは，ペテン師が行なうようなことで
す。そのような者は，異教徒を征服した場合にさえも，人々を感服させることはまずない
でしょう。
」

t22：食べ物を切る，ナイフの背に指をのせる，ペテン師のよう＝非推奨

この行為素は過剰（虚飾）の要素のためか信頼できない人物を連想させるらしい。
「食事中に食卓の上にだらりと寄りかかる者がいます。こういうことは全く適切な事では
ありません。貴婦人にかしずく事を指名された時に，兜を正すことを殆どしない人と同じ
であるのです。
」
機能素としての例示から，
「だらしなさ」を推定する。
t23：食事中，卓上に寄りかかる，だらしない＝否定

「食事中には，首筋を，素手で掻いてはいけません。しかし，どうしても我慢できずに掻
きたい時には，ご自分の衣服のある部分を上品に使って掻くことです。あなたの皮膚を汚
すようになることよりも，そのようなやり方の方が充分に適切であるのです。悪しき作法
をやめないと，観察者によってそれを見られることにもなります。
」
t24＝c26

t25＝c26 ＋不潔

カトーが言及しなかった裏作法素 c26 が明示されている。不潔の印象を与えるという機能
素がわかる。
「よく見かけることですが，またあちらこちらでもよく行なわれていることですが，ナイ
フで歯をせせるようなことをしてはいけません。そのように行なう者は，良くはありませ
ん。
」

t26：食事中，ナイフで歯をせせる，φ＝非推奨

この作法素は「よく見かける行為」なので，作法と習俗が同一でない証拠にもなる。タン
ホイザーのように作法家は習俗に対して批判的な目，通俗を越えた視点（美意識）をもっ
ている。
「好んでスプーンで食べようとする者や，持ち上がらぬほどの食物をスプーンで食べる者
もいます。指でスプーンの上に食物を乗せる，というような汚いやり方は慎むように致し
ましょう。
」

t27：スプーン，持ち上がらない程の食べ物を載せる，φ＝否定
t28：スプーン，指でその上に食物を載せる，きたない＝否定

これらはスプーンの扱いの作法素である。「好んでスプーンで食べようとする者」は作法
として不明瞭なので作法素化から除外したが，スプーンで固形物を食べること自体が否定
されているのかもしれない。
「食卓に着いている時に，前もって考えて，帯を緩めておくことを行なう者がいるのです
が，彼は，私が提供する食事を久しく待ちわびていた者であり，風変わりな奴であり，気
骨のある者とは思われません。
」

t29：食前，帯を緩める，わびしい＝否定
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１つの行為素について列挙されている形容句は等価の機能素（作法的に同義）とみなす。
すなわち，わびしい＝気骨ない＝風変わり。
ただし中世イギリスでは，前もってベルトを緩めることは推奨されていた（アン・ヘニッ
シュ，1992）という。
「食事中に洟をかみ，そして，手でそれを拭き取る者がいます。そういう者は，私が理解
する限りは，恥ずべき者です。
」

t30：食事中，洟を手で拭き取る，恥かしい＝否定

洟はクロスでも手でも拭き取ってはいけない。洟をかむことの是非については他の箇所で
も言及されていない。
「何人かのお客様の間に，幾皿かの小さな料理皿が置かれた時に，それと殆ど同時に全て
の料理皿に手を伸ばすことでは，あなたは良き作法に関しては充分ではないのです。」
t31：食事中，あちこちの皿に手を出す，φ＝非推奨

食欲を強く表出していることだけでなく，同席者の食を妨げる行為にもなっている。
「他の人が一緒に食べている時に，パンをスープに浸して食べようとする者がおります。
そのような者が最小限度の徳を持っているのなら，そういうことには充分に用心を致すべ
きでしょう。
」

t32：共用のスープ，パンを浸して食べる，最小限の徳がない＝非推奨

これは次の言及されない裏命題に反する作法素なのだろう。

t32 ：個人のスープ，パンを浸して食べる，最小限の徳がある＝肯定

「私はある人々が言うのを聞いているのですが，もしそれが真実であるならば，それは悪
しき事です。つまり，手を洗うことなしに食事をするという事です。そのような彼らの手
など麻痺してしまえばよいのです。
」

t33：食事前，手を洗わない，使ってほしくない＝禁忌

前段のもってまわった伝聞表現は，自分の交際範囲にはそのような者はおらず，そのよう
な者がまだいることが信じられないという気持ちが表現されている。それが「麻痺してし
まえばいい」という，その手の使用に対する強い拒絶感に対応している。それゆえ評価素
は許容度が０の禁忌（タブー）とみなせる。
「ある人々は狂喜し過ぎてしまい，私にはそう見えます，彼らは自身の口の在り処に気付
きもせずに食べるので，自分自身の指を噛み，そして舌をかんでしまうのだ，といわれて
いるのを私は聞いたことがあります。
」

t34：食べるのに懸命，自分の指・舌を嚼む，φ＝否定

この作法素は，食欲全開することの見た目以外の不都合として，粗相（失敗）の危険を挙
げている。この作法素も騎士タンホイザーにとってはデフォルト化したいようである。
「食卓の，あなたのお相手が飲物を飲もうとする時には，あなたはその間中は食べてはい
けません。このような振舞は，礼儀正しく，充分に適切なことです。
」
t35：相手が飲む間，自分は食べない，礼儀＝指定

対面での食行為の組合せの問題である。この問題は現代ではむしろあまり問われない。
会食という共食は許容されているので，“飲む” と “食べる” を対立と行為した場合の裏
命題，

t35 ：相手が食べる，自分も食べる，礼儀＝肯定
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は問題ないだろうが，つぎの場合はどうなのか不明である。
t35 ：相手が食べる，自分が飲む，φ＝？

「よく行なわれていることですが，食事の最中に，鼻や目を擦ったり，耳の掃除を行なう
者がおりますが，それらのことは上品なことではありません。これらの３つの行為はよく
ないことです。
」

t36：食事中，目・鼻・耳の掃除，下品＝否定

「よく行なわれていること」なので，当時の習俗として存在している行為ではある。
「人前で食べる場合には，過食によって節制を損なってしまうことは，あまり良くないこ
と，いや決して良くないことです。そういうことは適切な事ではありません。」
t37：人前，食べ過ぎる，φ＝否定

「夜には，あまり食べ過ぎてはいけません。朝に，充分に食べるべきでしょう。あまりに
も食べ過ぎる者がおりますが，そういう者には茹でた肉はあまり良いものではありませ
ん。
」

t38：夜，食べる，φ＝非推奨
t38 に続いて，食事時間という条件素クラスについて裏命題関係になっている作法素が言
及されている。

t38 ：朝，食べる，φ＝推奨

t39：食べ過ぎ，茹でた肉，φ＝非推奨

「過食は通風や他の病気になりやすいという事は，本当のことだ，と私は聞いております。
暴食によって，多くの罪が行なわれております。暴飲によって，多くの不道徳なことが行
なわれています。
」

t40：φ，食べ過ぎ，病気になる＝否定
t41：φ，飲み過ぎ，不道徳＝否定

「たくさんの肉をあまりにも食べ過ぎることよりも，飢えるということは真に良いことで
す。つまり，病人になろうと欲するのでなければ，ヒトは飢えるべきである，という方が
好ましいのです。
」
これは深刻な飢饉のことではなく，日常でも空腹に耐えるという意味とすれば，
t42：（食べ物があっても）
，飢える，病気にならない＝推奨

「過食することは，謝肉祭や復活祭において，多くの問題を引き起こすことになります。
つまり，数千人にもわたる人が，胃を壊すような食事の仕方によって死んでいるのです。
（中略）これに反して，物凄く飢えに悩まされている時に，ほんの少しのものを口に運ぶ
のであるなら，そのような人は非情に卓越した人物となるでしょう。究極的にはそのよう
な人は克己して生きているのです。
（後略）
」
t43：飢えている，少食，克己心＝肯定

t44：飢えていない，大食，
（克己心がない）＝否定

「あなたが賢くあるならば，非常におなかが空いていたとしましても，熱い料理皿を避け
るべきでしょう。そのような食物によって害される人が沢山おります。」
t45：φ，熱い料理，害される＝非推奨

大食と熱いものは不健康とされている。

「食物が適切に配膳されていない世帯は，全く神聖さを汚しているのです。パンも飲物も
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ないというような世帯では，それを世帯とは呼び得ません。（後略）」
t46：φ，パンとワインがある，世帯＝指定

「大食いな者は決して賢くはなれません。多くの大食家によって見られることですが，自
分の腹だけにしか注意を払わないというような，大酒飲みには良き思慮などは備わっては
いません。
」

t47：飲食，大量に摂取，思慮がない＝非推奨

飲・食を２つに分けることも可能だが，行為素以下が同一なため，作法素の節約のため，
飲食として１つの合成した条件素とした。
「多くの人々は怠惰に引きつけられますが，そのような者は良きことを行ないません。そ
のような事は永遠に続く死となるのですし，多くの魂を災難に引きずり込む事にもなるの
です。それ故，良き作法はあなたを喜ばせることになります。」
作法は自分のためになる，というこの文は，作法全体の目的に相当し，個々の作法素の上
位に位置しよう。

t48：φ，怠惰・悪行，魂の災難＝非推奨

t49：φ，良い作法，自分を喜ばせる＝推奨
t48 を行為素について裏命題化すると，
t48 ：φ，勤勉・善行，魂の救済＝推奨

となり，彼らの宗教の教えと等しくなる。すなわ t48 から t48が導出されたことがわかる。
また t49の「自分を喜ばせる」ことは，日常生活レベルの快ではなく，魂の救済を意味す
るといえる。
「全ての良き作法を守り得る人がおりますし，悪しき作法を捨てていく人もおります。良
き行為を自身の死に到るまで行なうのであれば，そのような人は神の目には愛すべきもの
となるのです。
」
このあたりは，作法の話題ではなくなるが，原作法素の根拠が言及されている箇所とみな
せる。

t50：生涯，作法に適う，神に愛される＝推奨
神に愛されることは t48の魂の救済と同義としてよいだろう。
結局，世俗の作法は宗教的善行に結びつくということであり，作法の根拠が宗教に依って
いるという論理になっている。
2.3. ボンヴィチーノ・ダ・リヴァ（Bonvicio da Riva）
『食卓での五十の作法』
リヴァはミラノの修道士・学者で，この書は1290 年頃に書かれた（中城，1992）。13 世
紀にはほかに『食事訓』なる作法書もあり，食事作法の形成期にあたるのかもしれない。
ちなみに本書は「食卓で少年が守るべき作法」としてあるため，テキスト条件素は「食
卓」
，テキスト行為主体素は「少年」となる。
以下のテキストは，中城氏による要約（1992）ではあるが，50 すべて網羅している点
と要約によっても作法素の抽出が可能な点から，ここに採用した。また本テキストで抽出
した作法素にはｒで始まる通し番号をつける。抽出された作法素が，先の２つのテキスト
作法体と同一な場合は，それらの作法素番号で記す。ただし，タンホイザーの原著とは
50年しか隔てておらず，空間的にも遠いため，共通するとすれば，タンホイザーからの
─ 71 ─

山

根

一

郎

直接の影響というより，共通の作法体によるとみなす方がいいだろう。
「食事の初めには貧者のことを思い浮かべること」
r1：食前，貧者を思い浮かべる，φ＝指定

「食前の前にはお祈りをする」

r2：食前，お祈り，φ＝指定

「きれいに手を洗うこと」

r3：食前，きれいに手を洗う，φ＝指定

「がさがさとしない」

r4：食事，体を動かす，φ＝否定

「食卓では心晴れやかにする」

r5：食事，心晴れやか，φ＝指定

「食卓，テーブルにもたれない」
「適切な量を食べる」

r6：食事，適量，φ＝指定

「ゆっくりと食べる」

r7：食事，ゆっくり，φ＝指定

「喋り過ぎたり，激論をしない」

r8：食卓，喋り過ぎ・激論，φ＝否定
c1‒2と較べると，作法命題がかなり簡略化されている。これは，解説なしの列挙という
テキスト自体の特徴によるものであろうが，カトーのテキストとの時間的差異を考慮に入
れると次の２つの原因も考えられる。
①作法として常識化されつつあるので，説明が不要になっている
②作法が形式化しつつあり，頭ごなしの強制となっている
ここでの行為素は儀礼的所作ではなく，その悪影響はその場で体験されるので，①による
とみなせる。

「飲み物をとる前には，口の中の食べ物を呑込んで，口を拭ってからのこと」
r9：飲物を取る，前に食べ物を飲み込み口を拭う，φ＝指定

タンホイザーの作法素 t18と，裏作法素の関係になっている。ここで言及されている行為
素は複数だがそれらの行為素が並列（範列）ではなく，食べ物を呑込む→口を拭う→飲物
を取るというように時系列化されている（連辞）ため，作法素は１つとなる。
どの行為がダメかという否定的作法素から，どの行為をすればいいかという指定的作法素
への変化は，行為の限定化を意味し，評価水準が “禁忌” から “理想” へ移行しているこ
とを意味している。
「杯を強要して差し出さない」

r10：杯，無理に差し出す，φ＝否定

「テーブルにおいしいワインがあってもあまり飲まない」
r11：おいしいワイン，多く飲む，φ＝否定

暴飲の禁止はタンホイザー（t41）にもあるいは r6 からも演繹できるが，行為対象素が
「ワイン」であることから，行為主体が少年という点も考慮されているのかもしれない。
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「飲みたくない時に杯を差し出された場合にも，それを戴くべき」

r12：飲みたくない・杯を出された，それを戴く，φ＝指定・強推奨
r10 と対照的である。自分から他者への強要は否定されるも，他者からの強要は受容しな
ければならない。

「両手で杯を持って飲む」

r13：杯，両手で持つ，φ＝指定

これを行為素対立について裏命題変換すると，
r13 ：杯，片手で持つ，φ＝否定

が得られる。しかし，機能素を推定させる表現がないので，少年の小さい手では杯が不安
定になるためか，和式礼法のように片手では表敬度が低いためかは不明である。
「人が食卓に到来しても，重要な理由がなければ席を立たない」
食卓に到来したのが，前後の文脈から「食事中」という場面素とみなすと，
r14：食事中・他者の到来・重要な理由がない，席を立たない，φ＝指定

この作法素は次の一般的な作法素と関連している。
他者の到来，席を立つ，φ＝指定

これに場面素と要件素という２つの条件素が追加されることで，評価の値が２段階の変換
を経たとみなせる。そして原文から，次の作法素が導出できることから，
r14 ：食事中・他者の到来・重要な理由，席を立つ，φ＝指定

ここから条件素を１つ除外すると，演算規則上，右辺の値は逆になるので，r14 を演繹す
る本来の作法素 r14 を導出できる。
r14 ：食事中，席を立つ，φ＝否定

「スプーンを使って食事をしている時に，そのスプーンをしゃぶらない」
r15：使っているスプーン，しゃぶる，φ＝否定

これは次の作法素を導出させるわけではないだろう。
使っていないスプーン，しゃぶる，φ＝指定

スプーンを使っている場面で，それをしゃぶりやすいから，すなわち行為素を起こしやす
い場面として条件素に入っているのである。条件素対立を機械的に変換して作法素が導出
できるわけではない。
「くしゃみや咳が出てしまう場合には，身体を背けて他の方に反らせて，テーブルの上に
唾がかからないようにする」

r16：くしゃみ・咳，卓上に唾をかけない，φ＝指定

「身体を背ける」云々は，動作の一例であって，行為の目的は卓上に唾をかけないことで
ある。例えば後ろにも人がいる場合は，違う動作が求められよう。また条件素も例示にす
ぎず，本来は条件素は不要で，すなわちどのような原因であってもこの作法は通用する。
したがって，この作法素は次に変更される。
r16：φ，卓上に唾をかける，φ＝否定

「他の食べ物を食べ過ぎて，パンを残さない」

r17：他の食べ物を食べすぎ，パンを残す，φ＝否定

これは他の食べ物よりもパンが優先されることを意味する。パンはキリストの肉という特
別な価値（格が高い）を持っているためなのかもしれないが，他の食べ物は大皿から配ら
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れるのに対し，パンは切り分けられるため，個々人が責任をもって処理すべきものだから
であろう。
「出される料理にけちをつけない」

r18：出される料理，けちをつける，φ＝否定

他者によるもてなしのため，c4‒c6のような他者配慮としての作法に通じる。
「自分の食べているものに注意を払い，他の人の食べているものをじっと見詰めない」
r19：他人の食べ物，見つめる，φ＝否定

「大皿の食べ物をあれこれと詮索しない」

r20：大皿の食べ物，あれこれ詮索，φ＝否定

共用の大皿料理に対する作法であるが，和食の作法にも「探り箸」という同様の禁忌（嫌
い箸）がある。
「パンを雑に，むちゃくちゃな所から切り取らない」
r21：パン，しかるべき所から切り取る，φ＝指定

パンの供され方は一定ではないようだが，ここでは共用のパンをナイフで切り取ることを
前提としている。
「パンをワインに浸さない」

r22：パン，ワインに浸す，φ＝否定

中世イギリスでは「ワインもパンに浸して吸われることもあった」というが（アン・ヘ
ニッシュ，1992）
，ここではそれが否定されている。時代差，地域差，あるいは理想的作
法と習俗との差によるのか。いずれにせよ中世イギリスの所作よりも，r22 の方が現代に
つながる作法になっている。ただし現代の大陸側の簡単な朝食では，コーヒーにパンを浸
して食べることは通常なされている（ローマ市内の家庭での実体験）。ヨーロッパでは
コーヒーの普及は近世以降であるが，ワイン以外の液体に浸すことは否定されてはいな
い。
「向い相手の側に鍋や壺を置かない」

r23：鍋や壺，卓の向い相手側に置く，φ＝否定

これも鍋や壺は例示であり，他の物なら可とはならないであろう。
「御婦人たちと共に大皿から食べている時には，肉を自らが切り取って御婦人方たちにも
分け与える」

r24：婦人，肉を切って与える，φ＝指定

女性は自分の肉切り用ナイフを持たないため，また共用のナイフが卓上にあったとして
も，ナイフを持つ男子の女性に対するサービスとして期待されていた。肉切り用のナイフ
さばきにある程度の熟練と力を要していたためでもある。つまり機能素には，刃物を持つ
あるいは使用に慣れた者が扱うという基準，騎士道的な女性尊重の基準が推定される。
「良き友があなたのテーブルに着いている時には，精一杯に親切にしてあげ，料理の一番
良い部分を選んであげる」

r25：友，優先して良い部分を選ぶ，φ＝指定

他者配慮が強化されて，自己より優先されるべきレベルに達している。ここから条件素を
婦人に拡大すれば，r24 を導出することもできる。
「自宅に招いた友人には楽しませるべきであって，強いて無理やりに食べさせたり飲ませ
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たりすべきでない」

r26：招待客，飲食を無理強いする，φ＝否定

せっかくの客を料理でもてなしたい，あるいは相手の遠慮を解除させたい，という気持ち
で料理をすすめるのはなかなか抑えきれない。この気持ちは，時代・地域を越えている
し，同時にそれが客には迷惑なのも同じである。日本でも，江戸中期の作法の百科全書と
いうべき伊勢貞丈の『貞丈雑記』に「客にしいて参らせざる事，客人へ対しての礼なり。
当世はその礼を知らぬ人多く，客人は喰うまじきといい，亭主は無理にしいてすすめんと
する事，田舎人の風俗なり。」とある。
「地位高き御方と食事を取る場合には，その御方が飲んでおられる時には食べることを控
える」

r27：高位者が飲んでいる間，食べる，φ＝否定

行為素における裏命題は，

r27 ：高位者が飲んでいる間，食べない，φ＝指定

「地位高き御方が横におられる場合には，その御方と同時に飲むことはせずにその御方が
先に飲んでから後に飲む」

r28：高位者が飲む，同時に飲む，φ＝否定
r29：高位者が飲む，後から飲む，φ＝指定

条件素に社会的地位の差が表現されている場合は，機能素は敬意の表現である確率がきわ
めて高い。その場合，否定時の機能素は無礼・失礼になる。この場合もそれとみなすと，
高位者が飲んでいる時に食べるのは失礼，また同時に飲むのは失礼だからと解釈できる。
r27 と r28を合せると，行為の格順は，相手が飲む＞自分も飲む＞自分が食べる，となる。
「友人と食事をする場合には，その友人が食べている間はあなたも食べること」
r30：友人が食べている間，食べる，φ＝指定

この行為素における裏命題は，

r30 ：友人が食べている間，食べない，φ＝否定

となることから，行為の格順は食べる＞食べない，と推定できる。
先の格順と単純に合せると，相手が飲む＞自分も飲む＞食べる＞食べない，となるが，そ
れでは r27 と矛盾する。むしろ，相手の飲・食行為と同調するのが基本であり，相手が高
位者の場合は，完全に合せるのではなく，自分が行為を控え目にするということではない
か。相手が食べている時に，こちらは飲んでいいかどうかの作法素がほしいところであ
る。
「給仕をする者は，唾を吐くとかの嫌な事をお客の面前で行なわない」
r31：給仕者・客の前，唾を吐く，φ＝否定

原文中でこの作法素は一般化され，

r32：給仕者・客の前，嫌なこと，φ＝否定

「給仕をする者は，指で洟をかむ事はせずに，布切れで洟をかむこと」
r33：給仕者・洟をかむ，指，φ＝否定

r34：給仕者・洟をかむ，布切れ，φ＝指定
r33 と r34 は行為素について裏命題関係になっている。すなわち指／布切れの対立関係と
なる。
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少年が作法を学ぶために給仕をしていたので，給仕は行為主体素である少年自身を意味す
る。食事をする者とは，若干異なる作法。唾や洟をそのまま見せてはならない。
「食事中に指を口の中に入れて歯を触らない」
r35：食事中，指で歯を触る，φ＝否定

「手はきれいに保つべきであり，指を耳に突込んだり頭髪の中に入れない」
r36：食事中，指を耳・頭髪に入れる，φ＝否定

「食卓について食事をしている時に，猫や犬を手で撫でない」
r37：食事中，動物を撫でる，φ＝否定

これは r36の「頭髪」と同じ行為といえる。
「食事中に汚れた指を舌でなめることはしない」
r38：食事中，指をなめる，φ＝否定

「杯を差し出す時には，盃の上の縁を親指で触らない」
r39：杯を渡す・杯の上縁，指で触る，φ＝否定

ここでは指先のありかの指定がより細かくなった。肌（c26）から他者が口を着ける物
（食物・食器）にまで及んでいる。
「口に中に食べ物を一杯に入れて喋ることはしない」
r40：口内に食べ物，喋る，φ＝否定

「大盃を飲んでいる人には飲み終わるまでは話しかけない」
r41：大杯を飲んでいる間の人，話しかける，φ＝否定
r41 ：飲み終わる，話しかける，φ＝許容

この場合は，返答不可能であるため，返答しようと急いでのみ干すか，返答をしないとい
う不作法を起こさせる。なので裏命題 r41 が同時に抽出される。
「食事中に悪しきことを告げない」
会話の内容についての作法

r42：食事中，悪い話題，φ＝否定

「食事中に気分が悪くなって痛みに襲われた場合には，でき得る限りその痛みに耐えて，
痛みを表に出さない」

r43：食事中・痛み，表に出す，φ＝否定

「食べ物の中に何か嫌な物を見つけても誰にも告げない」
r44：食べ物の中に嫌なもの，告げる，φ＝否定

中世イギリスの作法でも「食べ物に止まった蝿を指摘しない」とあり，r42‒44 は r5（食
事，心晴れやか，φ＝指定）と矛盾する状態に導かないことにつながり，
気分を害する，会食の雰囲気を壊す＝否定

という一般的な作法素の存在を推定させる。
「食事中には，はしゃいだり騒いだりしない」
r45：食事中，はしゃぐ・騒ぐ，φ＝否定

「テーブルに皿を運んでくる時には，皿の縁を親指でしっかりと持つ」
r46：給仕・皿を運ぶ，皿の縁を親指で持つ，φ＝指定

「フライパンや皿や杯にも，溢れ過ぎるほどに食べ物や飲み物を入れ過ぎない」
r47：食器，あふれるほど入れる，φ＝否定
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「別の料理を追加するために食器が持ち運ばれる時には，スプーンを食器から降ろす」
r48：食器が外されている間，スプーンを降ろす，φ＝指定

「招待された食事においては，勝手に自らが食事の時間が終わったものと考えて，その時
が来る前にあなたの食事用ナイフを鞘に戻すことはしない」

r49：招待された・自分の食事の終了，ナイフを鞘に戻す，φ＝否定

と条件素が二重となり，自宅での食事の場合は，許容されているようである。
食事の終了，ナイフを鞘に戻す，φ＝指定

なぜなら会食という集団場面での食事の終了は，自分個人の食事の終了と一致しないため
である。すなわち r49 から演繹された作法素，
会食の終了，ナイフを鞘に戻す，φ＝指定

が効力を持つため，かえって個人の「ナイフを鞘に戻す」行為は会食の終了を宣言してし
まうことになる。
「もてなしに対して，くどいほどにはお世辞を言わない」
r50：もてなし，くどいほどのお世辞，φ＝否定

「くどいほど」が行為素に入るのは，われわれ人間の言語使用の語用論的傾向と関連して
いるのかもしれない。すなわち，くどいほど＝必要以上＝不必要な部分＝本心でない＝皮
肉，となり，結局くどい肯定部分は否定的反応に意味が逆転するのである。したがって，
くどいほどのお世辞は，意味論的ではなく，語用論的に，r18（出される料理，けちをつ
ける，φ＝否定）に抵触することになる。
「食事の後には，お祈りを捧げる」
r51：食後，お祈り，φ＝指定

行為素として r2（食前，お祈り，φ＝指定）に対応しており，食前と食後のお祈りが常
に等価（条件素の付加によって，片方が省略可にならない）なら，r2と合節して，
r2 ＋ r51：食事の前後，お祈り，φ＝指定

とすることもできる。

「手を洗って，食事を行ない，そして食後には手を軽く洗って脂や汚れをきれいにする」
前半部は r3 と同一なので，後半部だけを作法素にする。

r52：食後，軽く手を洗う，φ＝指定
r3 との行為素の違いは，
「軽く」という点であり，これは食事の前と後では手を洗う目的
が異なるためである。食後はここにあるとおり，食事中についた脂や汚れを落とすのであ
るが，これらは基本的に料理の一部であり，それ自体では不衛生ではない。それに対し食
前は，不衛生状態の手を衛生的にするのであり，しかも手をつかう料理を他者と共有する
のであるから，この違いを表現するために r3 との差異として r52 には「軽く」が入ったこ
とになる。いいかえれば食前（r3）では軽く洗っては不充分となる。

３．構造分析
以上，本文から抽出された作法素129 個，そこから論理変換して得られた作法素14 個，
合計 143 個の作法素をもとに，作法体の構造を分析していく。
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3.1. 作法素の概観
まず，３つの作法書（テキスト作法体）を集約したレベルでの概観をし，それらが１つ
の作法体に由来していると見なせるかどうかを，テキスト間の作法素同士の論理的対応関
係で検討してみる。同一作法書内での作法素の対応は省く。

同一作法素：作法素の同一性は，条件素・行為素のペアと評価素が同じ，あるいは評価

素の是非レベルが同じものをさす（機能素は省略してある場合が多い）
。テキスト間に同
一作法素が多いほど，それらは同一の作法体に由来している可能性が高まる。
同一作法素といえるのは，c18と t3（スープ，音を立てる，不潔・豚のよう＝否定），
c21と t12（食事，鼻を鳴らす，豚のよう＝否定）
，c23と t7（しゃぶった骨，鉢に戻す，
下品＝否定）
，ｃ26 と t24（衣服の下，素手で触れる，φ＝否定）であり，ほとんど同一
といえる条件素が包含関係で共通している c24と t11（口の中の物，公共にさらす，下品
＝否定）
，行為素が同類なのは c16と t2（スープ，口のみ），の６組であった。いずれもカ
トーとタンホイザーとの間であった。

裏命題関係：同一ではないが論理的に，すなわち裏命題変換によって同一作法素となり
うる場合。まったく同一にならなくても論理的に整合していればよい。c26と t25（衣
服の上，素手で触る），t33と r3（食前，手を洗う），t37と r6（食事，適量）の３組が
該当する。

矛盾関係：条件素・行為素のペアが同じで評価素の是非レベルが異なる作法素の関係で
ある。矛盾関係が少ないほど，同一の作法体である可能性が高まる。３つの作法書の
間には矛盾しあう作法素はなかった。

階層的整合：作法素の任意の要素レベルと上位のクラスレベルでの作法素が整合してい
れば，階層的に整合しているといえる。ただし階層が上位になるほど，作法としての
普遍性が高くなるため（たとえば「食べ過ぎはよくない」），逆に特定作法体の同一性
という根拠には乏しくなる。むしろ，異なる階層間で矛盾していないかをチェックし
た方がよい。上の結果と同様，階層間で矛盾する作法素は皆無であった。
以上から，３つの作法書は内部構造的にも同一作法体に基づくとみなすことに，さしあ
たって問題はないといえる。したがってこれ以降，３つ作法書から得られた作法素を１つ
の作法体の要素として区別することなく分析材料にする。
3.2. 条件素の構造
つぎに各作法要素別にクラス・要素の分節化の度合を中心に構造をさぐっていく。
ａ）場面素
リヴァは当然ながら 52 の作法素（文の数では50）すべて（100％）が食事場面（食事前
後を含む）であり，カトーでは 18/26（69％），タンホイザーにおいても 48/50（96％）は
食事作法であった。中世の作法書の中心が食事作法であるのは，16 世紀のエラスムスに
おいてもかわらない。この点は日本の作法書と対比的である。
その理由としてまず考えられるのは，食事が社交の中心場面であることであるが，これ
は日本を含めた世界中の多くの地域が該当するので，特殊性の説明にはならない。
他には，スプーンの普及・フォークの流入など食事形式の変化が継続的であるため，常
に作法が変動していた，ということも言える。本例でも，スープに個人のスプーンを使う
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ことが作法として主張されはじめ，スープの飲み方が大きく変化する時期に対応してい
る。
ただそれにも増して，よりマクロな社会変動の要因も考えられる。すなわち，ローマ帝
国崩壊以降のゲルマン諸国家においては，作法といえるほどの洗練された所作が確立して
いなかったともいえる。それが，タンホイザー自身がそうであったように，十字軍遠征に
よる先進的な文明と接したこと，および王権の伸長による封建騎士層の宮廷化の過程に
よって，共同場面での所作が問題になりはじめたのかもしれない。さらには，伝染病流行
などによる衛生観念の強化，食糧供給の増加によって，逆に健康管理への関心が高まった
ことも食卓でのふるまいに注意が向った原因かもしれない。
その他歴史社会学的なさまざまな理由が考えられようが，作法書の出現理由は，意識レ
ベルの洗練が先行し，習慣の野蛮さをそれに合せようとする動機であることは変わりな
い。
この作法体では，作法世界が食事・給仕・使用人の３つに分れている。いいかえれば，
接客や食事以外での社交，儀礼，あるいは日常の立ち居振る舞いはほとんど対象となって
いない。さらにこの中で給仕は行為主体素こそ異なるが，場面素としては食事に吸収され
る。
ｂ）食事クラス
食事場面の食事相クラスは食前・食中・食後の３つの要素に分れる。食中は狭義には，
なんらかの飲食中を意味するが，広義には，食前と食後の間，すなわちコースの最中であ
り，たとえば給仕や会話，中座なども含む。ここでは食中を後者の意味とし，前者は「食
事中」とする。すなわち，食中は食事中と食間との連鎖系列になる。
作法素の数は，食前５，食後２，残り 96は食中であった。食事中では，特定食物素の
場面が 20，明らかな食間は２，給仕者は５であり，残りは69 食中一般であった。
食物素クラスは，スープとパンと他の食べ物，飲物（ワイン）の４つに別れている。食
事を構成する食物の最小単位はパンとワインとされているが（t46），作法素が最も多かっ
たのはスプーンの扱いを含むスープの 12であった。
コース料理が確立した近代以降と比較して，肉料理についての作法が骨の処理以外にな
く，食事作法そのものがスープとパン以外はさほど分節化されていないことがわかる。
ｃ）排出物の扱い
飲食の仕方のほかには，行為対象素として，食中での体からの排出物の扱いが多い（16）
のも目につく。給仕についての作法素もこの種の行為素についてであり，日本の武家礼法
の『通いの次第』におけるような，配膳の細かさ所作の段階には達していない。これらの
行為については行為素の分析で言及する。
ｄ）同席他者
同席した他者が９個条件素になっている。他者の内容は，高位者３，未知者１，親しい
者２，婦人１，相手一般２であり，その結果から，他者の分節は，上下・親疎・男女の３
基準に分れる。これらは，他者の食事行為を見計らうことが求められ，相手が今食べてい
るのか，飲んでいるのかによって，作法となる行為素が異なる。
ｅ）食事以外の条件素
食事以外の条件素は場面ではなく，他者との一般的関係について，作法の意味について
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であった。そこでの他者は，友人３と下位の奉公人１であり，上位者や婦人に対する作法
がないのは，封建騎士の作法書としては意外であった。
3.3. 行為素の構造
ａ）言及される行為
食事行為で言及されているのは，スープの飲み方，スプーンの扱い，パンの扱いであ
り，逆に言及されていないものは，肉の食べ方，ナイフの扱い，席順，服装などである。
ナイフに関してはすでに常識化されていたのかもしれない。
ｂ）排出物
口・鼻の中のもの息・唾・洟・食べた物について言及されている。これらは卓上につけ
るのを含めて，人前に見せてはいけないものとされている。
ｃ）手の扱い
口に入れる道具として使われるのはスープであり，それ以外は手で食べていた。それゆ
えに食前の手洗いは必須であった。また食物以外に素手で触れるべきでないものは，歯・
髪・耳・洟・衣服の下（素肌）
・動物・香辛料・杯の上縁であり，香辛料を除いて身体の
不潔な部位および他者の口が触れるものに相当する。
またスプーンと指はしゃぶってはいけないことから，食べる道具を食べ物の一部として
扱っていけないといえる。
両手と片手で作法が分化している領域もある。杯を持つには（少年だからか）両手が求
められる。食事で両手を使うことは，ナイフとフォークを両手に持つ近代以降の作法とは
逆に，否定されている。
ｄ）音・話
音に関しては，鼻・スープをすする・舌鼓など，出してはいけない音が指定される。
スープはスプーンを使い，音を立てないで飲む方向が明確になっている。食べ物を口に入
れた状態で話してはならないのは，排出物の問題であろう。
会話の内容では議論・否定的言辞が否定されている。前者に関しては，古代ギリシャ的
饗宴（食後，飲酒しながら対立的議論を楽しむ）が歓迎されていないことを意味する。と
いってもこれだけで知性の文明的衰退とみなす必要はなかろう。哲学者でない限り，議論
を酒の肴にすることは無理であろうから。
ｅ）視覚
排出物を人目に見せないという作法のほかに，視線そのものも作法の対象となってい
る。また人目に見せてはいけないものに苦痛の表情もある。
以上をまとめると，ここまで問題とされた行為素群は，以下の意味（効果）をもつもの
にまとめられる。
①食欲そのものを表現する：口飲み・音を出して食べる・両手で食べる・他者の飲食を
じっと見る
②不潔なものを曝す：排出物を出す・手で触る
③不快な気分を誘導する：不快な表情，議論，否定的言辞
ｆ）中世の食事作法の常識
食卓に唾を吐かないなど現代では作法以前といえる行為が作法書に言及されているの
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は，それが当時では常識化されておらず，成人でも違反する者が多かったためであろう。
当然，ヨーロッパの文明化が完成した近代以降の作法書では，これらは言及されなくな
る。このような作法素があることで現代のわれわれは中世ヨーロッパに原始的な印象を受
ける。また『礼記』
『儀礼』などの 2000 年以上前の儒教古典の洗練された食事作法と較べ
ると，なおいっそう野蛮人と文明人ほどの差を感じてしまう。
では当時の日本ではどうだったのか。13世紀の食事作法書に相当するのは，後の武家
礼法に影響を与えた道元禅師の『赴粥飯法』（禅寺の食事作法）であるが，そこには「飯
を嚼みて声を作すことを得ず」

飯・食事中，音を出す，φ＝否定

とあり，c18・t3に対応している。上の一文（作法素）は西暦 1103年に宋の長蘆宗鴛に
よって述作された『禅苑清規』に由来している。また道元の入宋当時に使われていた『日
用清規』（無量宗寿作，1209 年）に「咳嗽することを得ざれ。鼻涕を搐むことを得ざれ。
若し，噴嚏せば，当に衣袖を以て鼻を掩うべし。頭を抓くことを得ざれ。恐らくは風屑の
隣鉢中に落ちんことを」とある。
これらを作法素で記すと，

食事，咳・嗽ぎ・洟をかむ，φ＝否定
食事，くしゃみ，袖で覆う，φ＝指定

食事，頭をかく，隣の鉢中に落ちる＝否定
となり，これらはそれぞれ c19（咳）
，t30（洟を手で）
，r36（頭髪）に即応しており，東
洋でも実は同レベルであったといえよう。
ｇ）度が過ぎること
食べる・飲む量，食器に盛る量，おしゃべり，など度が過ぎること自体が問題になって
いる。これらは他者を不快にするだけでなく，自分の健康を害するものも含まれる。行為
の節操は作法の本質であり，「無節操の禁」は食から始まるものといえる。
ｈ）同席者との飲食のタイミング
以上の野蛮的行為以外に，洗練された問題として，同席者との飲食および会話のタイミ
ングが問題となっている。t35・r27‒30により，相手が飲んでいる間にこちらが食べるの
は失礼にあたり，相手が食べている間はこちらも食べるべきとなっている。これらから，
「飲む時と食べる時をそれぞれ相手に合せる」ことが作法とされているようだ。r9 で食べ
物が口にある時に飲むのを否定しているように，食事行為では「食べる」と「飲む」は個
人内でも個人間でも別個にしなければならない。といっても t21 のように料理の間に大量
に飲むことはいけないが，これはもともと大量摂取自体が否定されているためである。こ
れに食間の行為としての会話が加わると，口に食べ物が入った状態，相手が飲んでいる最
中の会話は否定されている。すると，
「食べる」・
「飲む」・「話す」行為を個人内では交互
に，個人間では同時にされることが作法として期待されることになる。
以上をふまえると，飲むことと食べることと喋ることの３つの行為素の厳密な交換が作
法となっていることになる。これは個人内はもちろん，個人間においても該当し，“食事
場面での行為素の専一性” が作法とされていることになる。ただしいずれの行為素におい
ても専一性が過ぎる（夢中になる）と「動物的」あるいは「寛げない」となるため，いつ
でも交換可能な程度に専念せよということになる。
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3.4. 機能素の構造
機能素は作法体が内蔵している価値観であり，条件素・行為素についての評価的意味内
容である。今回，機能素が言及されていた作法素は59 個（ほかに他の作法素から機能素
を推定されたのが３個）あった。それらをまとめると以下の機能素クラスに分類できる。
ａ）品性 27
品性は，上品 下品の対立構造をもっている。上品に属する表現として「高貴」があり，
下品には「動物」
・
「野蛮人」，
「粗野」なども入る。そして粗野には「農民」が含意されて
いることがエリアスのテキストからわかっている。すると農民は高貴に対立する作法的社
会階級となり，高貴な騎士 粗野な農民という権威素 反権威素の機能素対立がみてとれ
る。
では（反）権威素間での分化はあるのか。分化の指標として対応する行為素を以下に見
比べてみる。
動物：スープを飲むのに音を立てる，息を吹きかける，鼻を鳴らすなど体から音を出
す。口の中に食べ物があるのに飲物を飲む
野蛮人：舌を鳴らす，体から音を出す
農民：パンの残りを元の鉢に戻す，パンの端をかみちぎる
ペテン師：ナイフの背に指をのせる
騎士：飲物のコップをじっと見ない
高貴：スープ用スプーンは各自のものを使う
以上から，動物と野蛮人は同列の食欲を全開した行為素で共通していることがわかる。
ペテン師の行為素は異質なので除外すると，農民以降の行為素は同席他者との食物の非共
有の洗練度の差に相当する。これらから，野蛮人と農民の間で権威素の度合が大きく乖離
しているといえる。
結局，この作法体は，確かに農民という機能素は行為をまねてはならない反権威素とさ
れているが，全体的には，社会階層自体が作法的に分化しておらず，いまだ脱動物・脱野
蛮としての，最初の文明化段階の作法ともいえる。
ｂ）その他 16
品性以外には，次のようなクラスがある（数字は度数）
。
感情的快適性７：恥・後悔，寛げない。逆に快適性をもたらす所作が論じられていな
い。理想水準の所作には達していない。
危険・不健康５：大食・飲みすぎの不健康を論じ，飢えることを健康としている。食欲
に従うことの今風に言えば栄養学的見地からの作法。
徳性３：人格的。品性も含まれるが，より高次の徳性。克己心，道徳
救済１：神との関係。作法を従わせる理由づけとして，もっとも強烈かもしれない。
3.5. 評価素の構造
評価素のそれぞれの度数は，肯定（指定）30，強推奨２，推奨６，非推奨14，否定 70，
禁止３であった。これらを肯定・否定の２分基準に集約すると，肯／否＝38／87となる。
否定が肯定の２倍以上あるということは，この作法体は既存の習慣行動の中から可とされ
る行動をふるいにかける方向に強く動機づけられており，行動制限的であって，新たな行
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動様式を構築・提案する方向はまだ弱いことがわかる。
これは作法体の中心的な評価水準が，“禁忌水準” であり “理想水準” ではないことを
意味する。禁忌水準とは，社会的タブーの境界である。確かに，行為素・機能素におい
て，動物・野蛮人レベルのふるまいが作法素の対象になっていた。いいかえれば，それら
の違反は，マナー・エチケット違反というより人間性が疑われる段階である。それに対し
理想水準とは，考えられる最適な行為を選定する基準である。評価基準は理想（望まし
い）であって，守るべきものではないため，評価素は「推奨／非推奨」の対立レベルとな
る。この水準こそが，慣習批判としての作法本来の役割であり，禁忌水準はむしろ家庭の
しつけと法律の管轄である。
この作法体では，機能素からみれば，動物的ふるまいは禁忌水準，高貴なふるまいは理
想水準に対応しよう。ただし評価素からみれば，推奨になっているのは具体的な行為より
も，より抽象的な生き方レベルが多かった。
3.6. 作法体の構造
分析の最後として，個々作法要素ではなく，それらの結合としての作法素レベルの構造
を探ってみる。
ａ）作法素の統合
すでに統合された作法素は c25（食事中，口の中のモノを出す・動物のような食べ方，
下品＝否定）を基準に，これの他のどのような作法素が統合できるかを検討してみる。こ
の「口の中のモノには」には，咳払や息はもちろん，口だけでなく鼻も含めうる。
そして t14（食事，体から音を出す，動物・野蛮人のよう＝否定）から，
「モノ」には
音も含めることもできる。さらにたとえ出さなくても，歯や目鼻耳のような出入口に手を
触れることもよくない。そもそも手は食前から清潔にすべきであるが，手は排出物や素
肌・他者が口をつける箇所には触れてはならない。逆に言えば，手が触れて可となるのは
食器・肉・パンに限られる。
以上をまとめると（統合された作法素は ctr と付ける），
ctr1：食事，身体からモノ・音を出す，φ＝否定

ctr2：食事，身体の部分・他者が口をつける場所に触れる，φ＝否定

となる。

また一度口にいれたものを共有の場に戻さない作法は，スープにおいて最も進化し，口
に入れる道具も共有することが避けられはじめている。
ctr3：スープ，各自のスプーン，上品＝指定

これらから，言及されない機能素は不潔感によると解釈し，食事場面で否定されている行
為素をさらに抽象化すれば，

ctr4：食事，自分（の汚れ）を共有させる，不潔感＝否定

となろう。この感覚が芽生えると，料理も食器も共用ではなく，個別に提供される方向が
明確となり，事実ヨーロッパの食事作法はその方向に変化していく。
また，健康などを考慮した r6（食事，適量，健康など＝指定）の作法素も統合できる。
これらはまず t37・t39‒t47・r11 と統合でき，さらにこの作法素の行為素は摂取量だけでな
く，速度や他の動作の “適量” として般化できる。
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その適切さは，動物のような下品な食べ方の否定ともつながるが，食欲を不適切に全開
にした行為素として，t34（懸命で指・下を嚼む），c15（両手を使う）
，t18・r9（口につぎ
込む），t31（あちこちの皿に手を出す）
，t29（食前に帯を緩める）などが該当する。この
ように量だけでなく，あらゆる行為において無節操が否定されている。そもそも「自分を
共有させる」とは，小笠原礼法でいう「我が十分」（自分を全開にする）という公共場面
での不作法の本質に等しい。ここまでくると作法の普遍的根本命題である
φ，無節操，
（安全・他者配慮違反）＝否定

に遠くない。すなわち，本稿で抽出してきた作法素は，基本的に普遍的な作法としての価
値をもったものである。もちろん，その多くは脱動物レベルの原始的段階ではあるが，同
席他者との行為素の同調など，ある程度洗練された方向も見出されるのがこの当時の作法
体の特徴といえる。
ｂ）原作法素
「原作法素」とは作法体にもっとも近い作法素，より多くの作法素を論理的に導出でき
る作法素をいう。原作法素は，抽出した作法素群を抽象化することによって類推すること
も可能であるが，もっとも手っ取り早いのは，テキスト内に高次の作法的命題，たとえば
作法の目的や定義がされている場合である（本稿のテキストには見当たらなかった）
。そ
ctr14
こで
をさらに抽象化すれば，不潔など共同の食事を自分だけのものにするような行
為，タイミングの悪い会話等はその共通の理由が，「同席者が嫌がる」ことであるから，
以下のような作法素を導出できよう。

ctr5：飲食，同席者が嫌がる行為，φ＝否定

この行為素は逆に言えば自己中心の節度のない行為である。この節度に食べる量も含め
れば，節度を守った振舞いそのものが動物的ではなく，上品であり，量的に守ることが健
康にもなる。

ctr6：飲食，節度を守る，健康・上品＝推奨

すなわち作法に適うことは，食事を衛生的にし，対人的に快適に，そして健全的にすご
す効果を与える。その意味で t49（φ，良い作法，自分を喜ばせる＝推奨）も原作法素と
いえなくはないが，そこでの機能素を通俗的に解釈してしまうと，食欲全開の無節操を認
めるものとなってしまう。むしろこれは同じタンホイザーの t50（生涯，作法に適う，神
に愛される＝推奨）と関係づけるべきで，それによって作法を作法外のより大きな基準で
ある宗教的価値によって基礎づけようとしているとみなせる。ただし，この推論も過大評
価してはならない。なぜなら個々の作法素そのものには宗教的機能素は反映されておら
ず，作法に権威・強制力を与えるための付会的言辞と解釈できるからである（機能素には
そのような隠された動機が多い）
。
以上の分析結果をふまえ，続稿では中世末期エラスムスらの作法テキストの作法学的分
析に進むことにする。

文

献

ブリジット・アン・ヘニッシュ 藤原保明訳 1992 『中世の食生活：断食と宴』法政大学出版
局（Bridget Ann Henisch 1976 “Fast and Feast: food in Medieval society” The Pennsylvania State
─ 84 ─

中世ヨーロッパ作法書の作法学的分析１
University Press）
道元

中村璋八他全訳注 1991 『典座教訓 赴粥飯法』講談社
ノベルト・エリアス 赤井慧爾・中村元保・吉田正勝訳 1977 『文明化の過程・上』法政大学
出版局（Nobert Elias 1969 “Über den Prozess der Zivilisation” Francke Verlag）
春山行夫
春山行夫

1988 『エチケットの文化史』平凡社
1975 『食卓のフォークロア』柴田書店

伊勢貞丈 島田勇雄校注 1985 『貞丈雑記２』平凡社
鏡島元隆・佐藤達玄・小坂機融 1972 『訳注 禅苑清規』曹洞宗宗務庁
ロジェ・シャルチェ 長谷川輝夫・宮下志朗訳 1994 『読書と読者：アンシャン・レジーム期
フランスにおける』みすず書房（Roger Chartier 1987 “Lecturs et lecteurs dans la France d Ancien
Régime” Editions du Seuil）
中城進

1992 「西欧社会における礼儀作法教育の歴史〈その一〉：エラスムス以前の，イタリア
の礼儀作法書の検討を通して」乳幼児発達研究所・研究紀要第９号 28‒45
中城進 1993 「西欧社会における礼儀作法教育の歴史〈その二〉：エラスムス以前の，ドイツの
礼儀作法書の検討を通して」乳幼児発達研究所・研究紀要第 10 号
若月正吾 2001 『日用清規通解』中山書房仏書林

51‒66

山根一郎 1999 「作法学の構想」生活社会科学科紀要『社会と情報』４⑴
2004に改稿所収）
山根一郎

2004 『作法学の誕生』春風社

─ 85 ─

59‒69（山根一郎

