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１．目 的

本稿は，�中世ヨーロッパ作法書の作法学的分析１�（山根，2008）の続稿として，16 世

紀のヨーロッパの作法書を構造分析するものである。ヨーロッパの 16 世紀は厳密には近

世であって中世ではないが（中世の終焉は 15 世紀末 1492 年頃とされる），17 世紀以降の

絶対王制下での宮廷社会のエチケットが発生する以前の作法世界での時代区分として，ま

た 16 世紀は，日本においても小笠原流礼法などの中世武家礼法がテキストとしても大成

した時期であり，それらと対応づける意味でも世界史的に中世として一括したい。

なお，本稿では 16 世紀の作法書の分析に絞り，前稿をふまえた 13 世紀∼ 16 世紀のヨー

ロッパ作法の総合的分析は続稿にゆだねる。

２．方 法

2.1．分析対象とする作法書（テキスト作法体）

前稿を含めた本研究において，分析用のテキストを採用する基準は，まず名目的には，

その作法書が当時の作法体とほぼ同形とみなせること，すなわち当時の代表的作法書とし

て多大な影響をもったものとする。これは作法体としてのサンプル代表性の基準である。

そして次に実際的基準として，筆者の語学能力の制約のため，作法書の全文が邦訳されて

いることが必要である。この２基準に該当する 16 世紀の作法書は，エラスムスの�子供の

礼儀作法についての覚書�（中城進訳の�エラスムス教育論�。以下�覚書�）と�ガラテー

オ�（池田康訳の�ガラテーオ�）であった。

�痴愚神礼讃�の著者で名高い，当時一流のフマニスト（人文主義者）であるデシデリウ

ス エラスムス（Desiderius Erasmus 1469-1536）は，1530 年にラテン語の作法書�子供

の礼儀作法についての覚書�（De civilitate morum puerilium libellus）を出版した。訳者に
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よれば，この書は同年中に 12 版を重ね，２年後に英語訳されたのを皮切りに，欧州各国で

翻訳された（ただしラテン語学習のテキストという意味でもあった）。ラテン語版は 16 世

紀には 80 版，17 世紀には 13 版となり，まさに 16 世紀を代表する作法書といえる。

�ガラテーオ�の著者のジョバンニ デッラ・カーサ（Giovanni Della Casa 1503-1556）

は，訳者によれば，もとは諧謔詩人であったが，友人自らが書こうとした作法書が完成し

なかったので，その友人に勧められ，この作法書を書いたという。表題の Galateo はその

友人ガレッツォ・フロリモンテの名前をラテン語に言い換えて借用したものであるという。

1558 年に作者の秘書によって公刊されたものが現存している最古の底本はであったが，原

作者の修正本も近年発見された，翻訳でもそちらをテキストとしているという。

この書は，1562 年の仏語訳にはじまり，1576 年には英（仏訳から），1585西，1597独へ

と拡がった。そして 16-17 世紀のフランスの宮廷・サロンでは装飾品のようにこの書物が

もてはやされたという。今日まで約 50種の版本があり，今ではイタリア語で“galateo”は

“礼儀正しさ”という一般名詞になっているという。このように，デッラ・カーサもエラ

スムスに劣らない 16 世紀作法の権威素と認めることができる。

このように本研究では原文ではなく，その邦訳を準拠とするが，その適否については前

稿で論じた。

2.2．作法素の抽出

従来表題に使用してきた�作法学的分析�，すなわち作法書を作法素の集合体とみなして，

そこから個々の作法素を抽出し，それらを構造分析する一連の過程を，これからは�作法

素分析�と称すことにする。

本研究における作法素は，翻訳文中での作法に言及している箇所を見つけ，その文から

レトリック効果を除外して，条件素・行為素・機能素・評価素の４要素からなる作法素の

構文に変換して得た。ただし実際には，条件素および機能素に該当する箇所は文中には言

及されない場合があり，その場合は以下の手順でそれらを補充した。

条件素は文脈の中で前提化されて，文中には明確な該当箇所がない場合が多い。その場

合は，たとえば明らかに食事場面とわかる行為素の場合は，条件素は�食事中�という値

になる。また行為対象別（たとえば�目上�と�目下�）に行為素の評価が異なる記述は，

それぞれ行為対象素（�目上�，�目下�）を条件素とした。このように条件素は，前者のよ

うに前提化されているだけでなく，後者のように行為素と階層的連携をしているため，�食

事中�という“場面素”と�目上�という“行為対象素”のように並立可能な複数の要素

クラスが当てはめられる。その意味では，条件素は，常に“場面素”と行為素の上位クラ

ス（行為主体素，行為対象素，行為意味素）の２項並列が望ましいのかもしれない。本稿

ではとりあえず従来通り１作法素につき条件素は１項とするが，作法素表記の改善課題と

したい。

機能素は文中の評価的表現が許容度以外の表現，たとえば�ブタのようだ�のような場

合に当てはめた。見当たらない場合はφとした。

許容度（一次元的変動域）の値である評価素は，�絶対だめ�というような明確な許容度

を示す表現以外，たとえば�∼します��∼しません�の場合は，それぞれ�指定�・�否定�

とし，許容度情報なしの評価の正・負のみの値とした。
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このように作法テキストからの作法素の抽出は，広義のテキストマイニング的作業であ

り，しかも単純で定型の構文に変換する作業である。しかし，行為素以外の３要素の同定

には，テキストの表現や作業者の主観的基準に依ってしまう難点がある。より一般性・客

観性のある変換基準を模索して，作法素分析をテキストマイニングとして洗練させるのも，

本研究の目的の一つである。

テキストから作法素を抽出する場合，１命題１作法素の原則を採用する。すなわち，テ

キストで行為素に当る項が列挙されている場合は，その列挙した項の数だけ個々の作法素

に分ける。ただし，条件素の列挙（行為素以下が同一）の場合は，条件素の共通性として

上位化された条件素をもつ１つの作法素とする。すなわち，作法素の抽出数は，作法に言

及した“文“の数とは一致しない。

作法素分析においては，テキスト中に検出された作法素の“数（度数）”はさほど重要な

意味をもたない。なぜなら作法素間の重要性の差はあくまで構造的位置関係において決ま

るからである。このため，作法素分析においては，テキストマイニングにおけるような統

計的分析ではなく，意味構造的な分析を主とする。

本稿での作法素分析は，構造分析（作法素間の関係，作法素クラスの構造），作法体分析

（原作法素，価値観）の順ですすめる。

３．構造分析

まず２つのテキストが作法体として同一とみなす事前の根拠はないので，本稿ではテキ

ストごとに作法素の抽出と分類・構造化をする。ただし，テキストのすべての作法素（い

わば生データ）をここに列挙するのは煩雑であり，また著作権にも抵触するおそれがある

ため，その都度必要に応じた作法素のみを例示する。

3.1．エラスムスの�子供の礼儀作法についての覚書�（以後�覚書�）

この書は，�ベールの王子アドルフ様の御子息（中略），ブルガンディのヘンリィ殿下に�

とあり，この献呈の辞を素直に解釈すると，�ヘンリイ殿下（王子）�個人が読者対象すな

わちテキスト行為主体素となる。テキスト行為主体素とは，個々の作法素では言及されな

い，テキスト内のすべての作法素にかかる上位行為主体素であり，想定されている行為（行

為素の）主体，作法書においては想定されている“読者”をさす。

本書のテキスト行為主体素については，中城氏が同書の解説において��覚書�は誰のた

めに書かれたのか�と題して考察しているように，このような特定個人への献呈の辞は現

代の市販の書籍にも見られることであり，ヘンリイ王子は献呈者（資金援助者）であって，

唯一の読者対象という意味ではなかろう。

実際に想定された“読者”を本文中から選ぶと，�礼儀作法というものは重大ない運命を

担う事を期待されている子供たちに対して捧げられているもの�であり，�礼儀作法という

ものは，一般の人になるために加えるような程好い拍車ではないのです�とある。これら

から，ヘンリイ王子を含む支配層（貴族）の子弟（≠成人）であることがわかる。テキス

トの作法的説明が丁寧で，機能素や裏命題にあたる作法素が省略されていないのも（その

分，作法構造が明確），読者対象がこれから作法を学ぶ若年層とされたためであろう。

中世ヨーロッパ作法書の作法学的分析２
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テキスト行為主体素がある程度限定されるということは，その範囲外の行為主体素も論

理的に確定される。それは当該の作法書の箇所（作法素）において作法の反面教師として

例示されている人々，すなわち反権威素である。本書では庶民階級や外国人がそれに該当

しようが，しかし士のために説かれた�論語�が後世では庶民にも読まれたように，作法

構造内の“身分”は実社会のそれとは単純に対応しない。

実際，エラスムスは社会的身分と作法構造内の身分とを別個にしている。�名門の家に

生まれた人間がその家の流儀に合致しないことに合せることは，恥ずべきことです。運に

よって平民とか身分低き民とか農民とかに定められた人々は，その偶然性によってうらや

む者を優美な流儀で補おうと熱心に努力をするべきなのです�とある。この記述には，作

法構造の内的整合性である“等格性”という既存の構造に則った固定的原理と，“高格化”

という構造内を上昇する，すなわちより価値の高い基準へ同化する流動的原理の２つの原

理が併存している。ただしこの併存は，すべての構成員に等しく作用しておらず，２つの

原理は構成員の身分的“格”に応じている。すなわち，高格者は高格の作法が“要求“され，

低格者は高格の作法を“推奨”されており，高格者には等格性，低格者には高格化の原理が

適用される。これは高格作法自体の普遍性，低格者にも適用すべき価値があることを意味

している。そしてエラスムスの�人間は自分の性格や流儀を造り上げることは出来るので

す�という信念によって，社会的身分と作法的所作との連結の固定性は否定される。

結局，�同年代の全てのお知り合いの子供たちに殿下を通して与えられるべきことなの

です�と，エラスムスが想定している行為主体素は，想定読者を越えた広範囲の少年たち

となる。ここにエラスムスにおける中世的態度と脱中世的態度の混在が矛盾なく存在して

いることがわかる。

またエラスムスのこのテキストは，歴史社会学者のN. エリアスによれば，“civilitas”（訳

語は�礼儀作法�）という作法的中心概念を提出した最も影響力のある１つであったことに

も歴史的意味がある（エリアス，1977）。この語は野蛮状態に対する不快感を含意し，後に

�文明化�という概念になる。

本書からは 275個の作法素を得た。しかもテキスト自体が丁寧な記述であるため，テキ

ストから裏命題にあたる作法素もたいていは抽出できるので，変換作業は必要なかった。

得られた作法素をもとに，本書の作法体の構造を作法素の４要素ごとにまとめてみる。

ちなみに，作法素の例示は，前稿同様，以下のように示す。

例示用通し番号：条件素，行為素，機能素＝評価素

ａ）条件素

行為が行なわれる場面が本来の条件素であるが，テキストの記述において，その場面が

前提化され，行為素クラス（行為素の集合階層）が条件素の位置に据えられる場合が多い。

その場合は，行為素クラスが条件素となる。

①場面

作法素が言及している行為場面（空間）の集合，すなわち場面素クラスに関しては，寝

室や排便も含めて，作法素すべてが人前（他者との共在）である。すなわち�人前である

こと�は個々の条件素を越えたテキスト条件素になる。

その人前を下位分類するに，家族，友人などの対人的差異は見出されず，物理空間（場

所素）・行為空間・行為意味素，行為材料素で分けることができた。

山 根 一 郎
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明示されている物理空間は，食卓，教会，路上，寝室の４種であった。

行為空間は，食事中，着席前，着席直後，ミサ，会話，遊びであり，両空間の組あわせ

として，食卓と食事中・前後，教会とミサは当然だが，会話は特定の物理空間とは結びつ

けられていない。

行為意味素が条件素となる場合は，より具体的な所作が行為素となる場合である。その

ような行為意味素は，姿勢（立位，座位，お辞儀，手の位置），対面（人を見る，話をする，

他の行為），表情（笑い，他），身づくろい（服装，頭髪）の３クラスに分類できた。

行為材料素は，特定の材料を扱う時の行為選択が行為素として評価される場合に条件素

となる（ただし行為意味素が条件素となる場合には行為材料素が行為素となる）。�覚書�

ではすべて食事中という場面素を前提とした。パン，料理，皿，ナプキン，ナイフが該当

する。

以上から対象となっている作法場面は，人前を前提としたほとんどすべての生活場面で

あり，いわば作法空間が生活空間とほぼ等しくなっている。作法空間が食事場面以外には

拡がりをもたなかった 13 世紀作法書とは，この点が違っている。

②主体属性

作法素には，テキスト行為主体素でない者が行為主体素に明示されているものがあった。

たいていはテキスト行為主体素と対比する作法素である。喘息患者（音を立てての呼吸を

許容。健常者と対比），老人・病者（卓に肘をつくのを許容），軍人（手で股の付け根部分

に手を置くのを推奨。軍人以外では不適），高位の大人（舌打のために唇を尖らすのを許容）

があり，また�裾を尻尾のように引きずる�行為に関して，男と女と枢機卿・司教の３群

が対比されていた。

またテキスト行為主体素と同一と解釈される主体属性は，男，若者，子ども，気品ある

子であった。

③対象属性

同じ行為でも評価の値が異なる，行為対象の相手であり，高位者，年長者（帽子を脱い

であいさつ），年配者，子ども（延々と続く食事につきあわせない），他人の犬（取った料

理を与える）があった。

高位者を行為対象素とした作法素は３個であり（身を背けて洟をかむ，道を謙り，脱帽

して挨拶，淫らな話では理解できない素振），13 世紀の作法書よりは身分の上下関係での

作法の差異が減っている。

ｂ）行為素

①身体

�覚書�でまず特徴的なのは，目つきや眉の動きから始まるひじょうに細かい所作の作法

素が続く点である。眉から座位・立位の脚の位置まで，全身の所作（姿勢と動作）が作法

の対象となっている。

本来は人前でやるべきでない生理的行為素（人前でくしゃみ，咳，あくび，唾を吐くな

ど），食事中という条件素に付随する食行為素（食べる，飲む，食物や食器の扱いなど），

その他に，人前であることを前提とされない身体身づくろい素（歯の滓を取る，歯を磨く，

うがいなど）などは 13 世紀の作法書から変化がないが，16 世紀の作法書に特徴的なのは，

否定される所作が列挙されるだけでなく，望ましい所作が次の作法素 e1 のように定型と

中世ヨーロッパ作法書の作法学的分析２
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して呈示されている点である。

e1：人を見る，目を半分閉じる，慎み深い・友好的＝推奨

すなわち，不作法を列挙するだけの排除的な視点から，理想的な所作も呈示する構築的

な視点へと作法素記述の視点が変化している。以下に理想的所作を複数の作法素から合成

して示す。

物柔らかい眉，半分閉じた目，軽く閉じた唇とし，表情は快活であるが笑ってはいけな

い。姿勢はしなやかに真直ぐ（前傾・後傾せず）で，立位は少し足を開けて立ち，座位で

は膝を揃える。

②行為材料素

行為意味素が条件素となって，所作（行為意味）ではなく行為の材料が作法素を構成す

る場合は，行為材料素が行為素となる。

たとえば，歯を磨くという行為意味素において，磨き粉，塩・明礬，尿（いずれも非推

奨）が該当する。

食事場面で歯の滓を取る場合は，ナイフ・爪は禁止で，ナプキンは否定，楊枝のような

物が推奨される。

ただし行為意味素と行為材料素は，行為素構造内で包含関係を構成しないため，上述し

たようにどちらも条件素になりうる。たとえば，�ナイフの用途として，歯の滓を取ること

に使用してはならない�という記述であれば，ナイフが条件素，歯の滓を取るが行為素と

なりうる。このように条件素・行為素関係が，不定（二義的）となるのは，構造分析上望

ましくない。原テキストの構造に影響されない作法素化の原則が必要である。

③服装

特定の服装素では裾とベルトが言及されているが，むしろ評価の中心は汚れや過度な装

飾など服装の状態に関してである。高次（抽象的な）の服装素として�財産や地域の流儀

に従っている�が指定され，汚れや装飾によって�自身の存在を気付かせない�ものが良

しとされる。服装の作法素が具体的でないのは，�若者�は衣服を気にかけないのが適切と

されるためであろう。

④食事

着席した時の手は，角皿や膝の上に置くことだけでなく，両手を卓上に（組まずに）置

くことに一義化（指定）されている。

食事に手を使っていけない場合は，ソースに浸った料理・卵・塩壷から塩を取るなどの

場合で，いずれもナイフを使う。骨付き肉もかぶりつかず，肉をナイフで落としてから食

べる。また�パンを指でちぎるのは時代遅れで，ナイフで切る�という（この作法は 18 世

紀後半に新旧逆転する）。すなわち，手づかみでの食事ができるだけ排除され，当時まだ

フォークは普及していなかったため，ナイフへの一元化が方向づけられている。

ナプキンは，左肩か左の前腕の上に置くというのもこの時代特有である。

また以下の２つの作法素から，食卓空間に犬を入れておく習慣であったこともわかる。

e2：他人の犬に，取った料理を与える，愚かしい＝非推奨

e3：食事中，犬をなでる，φ＝非推奨

⑤衛生

13 世紀の作法書と同じく，食卓での身体接触・身体からの排出行為が否定されている（す
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なわち，相変わらずそれを守らない者がいる）。

歯を清潔にすべきとしているが，磨き粉を使うのは，若い女性的であると非推奨され，

食卓では楊枝で清掃することが推奨されている。

ただし地面に唾を吐くことは許容されており，せいぜいその時の向きが問題視されただ

けである。

e4：人前，背を背けて唾を吐く，他人にかからない＝推奨

洟は小さな布切れで拭きとる。ただし，次の行為が認められている。

e5：二本の指で洟をかんだ後，洟を地面に投げ落して足で踏みにじる，周囲の人を嫌な

気分にさせない＝指定

前稿の 13 世紀の作法書にはこのような路上空間での作法素は存在せず，16 世紀になっ

てやっとこの程度での言及になった（16 世紀に日本を訪れたポルトガルの宣教師フロイス

は，当時の日本人が人前で唾を吐かないことをヨーロッパと対比している）。次の作法素

のように，自分の身体を清潔にする習慣を確立することの方が先決問題だった。

e6：朝の排便後，顔・手・口を水で洗う，φ＝指定

⑥会話

話をする時の目つきから姿勢，そして話し方まで複数の作法素によって，以下のように

一義化されている。

視線は相手に穏やか・素直に向け，身体を正対して動かさず，手は帽の継目部分を両手

に持ち，帽の出た部分を親指で持って下腹部辺りに置く。相手が話し終わる前に話すこと

をせず，反論したい時は�別の人が，異なる話をしてくれたのですが�と平和的に切り返

し，淫らな話に対しては，おとなと一緒になって笑ってはいけないが，かといって眉間に

しわ寄せてもいけない。理解できない素振が推奨される。

このような会話作法の具体的指定は，会話場面を洗練させていくのに役立つ。

ｃ）機能素

①行為主体素の比喩

�∼のようにみえる�というように，テキスト行為主体素にふさわしくない姿として比喩

的に例示される行為主体素は，単なるレトリック効果として作法素化の過程で排除するの

ではなく，負の評価を具現している�反権威素�として積極的に作法構造内に位置づけた

い。本書で例示された，テキスト行為主体素と価値的に対立する反権威素は以下のように

分類できる。

人口学的属性の他種：女性（歯を磨くのに磨き粉を使う，念入りに髪を結う），老人（眉と

頬を寄せる）

時代遅れ：古代の王（左の腿に右足を載せて坐る），逍遥派（教会の中を歩き回る）

外国人：サルジニア人（歯を出して笑う），スペイン人（尿で歯を磨く），トラキア人（膝

を開いて坐る，脚を開いて立つ），スイスの兵隊（足を引きずるように歩く）。これらは自

国人らしくないというナショナリズム的意味ではなく，エラスムスの美意識からは異様な

所作を平気でする者という意味であろう。エラスムス自身は次の作法素を提出しているの

だが，上の（ ）内の行為素は少なくとも国内の子弟には勧めたくなかった。

e8：他地域の慣習，侮辱しない，気品＝指定

もっとも外国式の所作をすべて否定したのではない。
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e9：お辞儀，最初に右膝を曲げ・すぐに左膝を曲げる，イギリスの若者で好評＝許容

これはコーテシーという所作で，確かに優雅でヨーロッパ中に広まっていく。

その他にカイン（高慢さ）・ユダ（落胆）という聖書の登場人物やソクラテスも例示され

る。

動物も野蛮あるいは人間にふさわしくない所作の例示として 13 世紀の作法書と同様に

使われている。

ハリネズミ，雄牛，象，犬，猫，猿，馬，鳥（コウノトリ，孔雀），豚などさまざまであ

るが，いずれも負評価とされている。その動物を連想させるのが姿勢の場合もあるが（人

間として不自然な姿），多くはどう猛さや無節操を示す行為・動作である。

すなわち，これらを総合して

e10：φ，動物のような所作，不自然・無節操＝否定

という作法素が得られる。

また塩魚商人，ラッパ吹き，道化師，喜劇役者という低身分者も粗野・非洗練の例示と

して使われている。田舎者は乱心者と同値として並列されている。これらは評価素の値で

は確認できないが，野蛮であるにしても，動物的よりはひどくない場合に使用されるとい

えよう。ちなみに動物と等値されたのは，道化師とコウノトリ，ラッパ吹きと象の２組で

ある。

このように動物が引用されるのは，わかりやすい例示という意味もあろうが，多方の外

国人や過去の人物が引用されるのは，エラスムス自身の知識の横溢によるのかもしれない。

②価値

人格的徳性として，正直，慎み深い，友好，善良，自由，思慮深い，節度，気品，平和

的が使われている。その中で最も多用されている気品は，連合する行為素から，他者を攻

撃・侮辱しない，謙遜・慎みを含んでいる。

一方，不徳に当る表現は，陰険，高慢，陰謀，恥知らず，錯乱，激怒，柔弱，粗野，愚

鈍，無節操，貪欲であり，これらは動物や反権威素に帰属される特性となる。あるいは負

の価値を備える者として，おどけ者，癇癪持ち，愚か者，偽善者・嘘つき，不信心者・背

信者，錯乱者・乱心者，田舎者など表現される。

徳性以外の，正の価値として，健康，自然，上品，優美，洗練があり，負の価値として，

不健康，危険，不自然，見苦しい，不調和，男らしくない，不適切，時代遅れ，恥ずかし

い，滑稽，不愉快，不潔，怠惰がある。

これら価値間の関係として，次の作法素が重要である。

e11：φ，健康よりも良き作法に従う，愚か＝非推奨

すなわち健康が良き作法よりも上位の価値に置かれている。

③機能素クラス

以上の諸価値の値を意味的類似性の基準で，上位クラスにまとめてみる。

徳性クラスは，節度（⇔無節操），気品（⇔陰険・激怒，高慢）の２つにまとめることが

できる（⇔の右は対立概念）。

徳生以外の価値クラスは，健康（⇔不健康），自然（⇔不自然，わざとらしい），優美（⇔

不潔）の３つにまとめることができる。

機能素クラス間では，e11 にあるとおり�健康�が他の価値クラスよりも最優先される。
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すなわち上の作法素は，自己が健康に存在することを前提として，作法が成立するという，

通常の作法素より高次階層に位置する上位作法素になる。

ｄ）評価素

評価素に対応する記述部分は訳語のニュアンスの影響を受けるので，翻訳テキストの場

合は，安易に許容度を推定できない。それゆえ翻訳書に頼っている本稿では，評価素の値

（許容度が低い順に，禁止，否定，非推奨，中立，許容，推奨，指定）の微妙な差は無視

する（もっとも日本語で書かれた作法書でも，許容度の差を意識した評価素の記述は多く

ない）。�許容�以上の許容度を肯定とすると，肯定の作法素は 109個，否定的である非推

奨以下の許容度の作法素は 164個であった。作法素全体における肯定作法素の比率を�肯

定率�とすると，40％にも達する（ただしこの比率は 13 世紀作法書と較べて決して高くは

ない）。

その中で最も強い禁止であったのは，

e12：唇を拭わない，他者・共用の杯を口に付ける，φ＝強い禁止

であった。

また，次の作法素だけは正否に分れず中立を保った。

e13：枢機卿・司教，裾を尻尾のように引きずる，判断保留＝中立

これはエラスムス自身があえて�判断保留�を明言している。ちなみに他の条件素（男，

女という行為主体素）の場合は負の評価であるので，e13 は宗教的権威者の所作へのあか

らさまな批判を遠慮して含意化したともとれる。

以上でエラスムスの�覚書�の構造分析を終える。

3.2．デッラ・カーサの�ガラテーオ�

�ガラテーオ�内の記述は，ある青年（作者の甥が青年のモデルという）を諭す無学の老

人という体裁になっており，読者を貴族や騎士などに想定させる記述はない。そこでテキ

スト行為主体素は，青年男性とし，イタリアの市民階級とみなしてさしつかえない（訳者

もあとがきで市民とみなしている）。本書がそれまでの（エラスムスも含まれる）中世の作

法書と異なるのは，まずはこのように一般の市民層を対象にして書かれている点である。

このテキストのもう一つの特徴は，“costumi”（訳語は�たしなみ�）という作法的中心概

念が呈示されている点である。著者が使う costumi は，人格的徳性ではなく，言葉と動作

だけで実現する他者への配慮である（著書はこの二つをあえて分けている）。それゆえ言

下に�∼であれ�と説かずに，�しては困ります�という他者の視点に立った表現になる。

この記述法は，他者視点での機能素を表現しやすい。

テキスト全体から 162個の作法素を得た。全体的に�覚書�の作法素と異なるのは，不

作法は具体的な記述であるが，適礼な行為は抽象的表現が多かった点である。�覚書�と同

じ基準での肯定的作法素は 39個，否定的作法素は 122個（それ以外に注意喚起という正否

に分類できない評価素が１個）で，肯定率は 24％であり，この点からも�覚書�の方が構

成的で理想水準まで言及した作法素が多いことが示唆される。

ａ）条件素

①対面（人前）

このテキストも�人前�がテキスト条件素となっている。通常の人前と談話中，他者と
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同席，食事中が多く，教会や路上，寝室などの特定空間はなかった。すなわち場面素は�覚

書�ほど分化していない。

②食事

食卓，食事中全般のほか，グラス，ナプキン，パン，給仕，出された料理であり，スー

プや肉など具体的な料理はなかった。食事に関する作法素は 18個で，作法素総数からみ

た割合（食事率）は 11％と，�覚書�の 41％（114個）よりだいぶ低い。

③服装・身なり

行為主体素は男性のみで，具体的な服装に関しては�覚書�同様に言及されず，毛髪・

体毛の処理と香りについて言及しているのが新しい。

④儀礼

�覚書�にはなく，この書に特有だったのは，儀礼について５個の作法素が存在している

点である。これは 13 世紀の作法書にもなかった。しかもその儀礼に対する態度は近代的

ですらある（別項にて後述）。

⑤会話

会話の作法素が 42個（26％）と多いのもこのテキストの特徴である（�覚書�では 11個，

４％）。対話時の所作や発声だけではなく，応答の仕方（言語表現）が具体的に述べられて

いる。

⑥行為主体

作法素レベルで言及されている行為主体素の中で男（３。度数，以下同。また度数１は

数値略）・紳士（２）・青年はテキスト行為主体素と同じとみなせる。その他には，給仕（５）・

配膳係（２）・給仕長と特定の役割についても言及があった。また言語障害者についても話

す行為に関して言及があった。

⑦行為対象

行為対象素に言及があったのは，同輩と上位者で，自分の前に置かれた皿を勧める行為

に関して両者での評価の違いがあっただけである。これはデッラ・カーサ自身の価値観（儀

礼の項で言及）とも関係しようが，相手との身分差への感度は 13 世紀の作法書からはだい

ぶ小さくなっている。

ｂ）行為素

①身体

あいかわらず人前や食事場面での排出物や生理的行為に関してが多かった。笑い，音声，

身ぶりの不作法が列挙されているが，�覚書�のような細かな表情や姿勢に関する言及はな

かった。

②所作

姿勢を正しくという一般則を挙げ，対面場面の相手に対して失礼になる姿勢，たとえば

背を向ける・片足を高く上げて衣服がはだけて見える，他人の背によりかかる・肘で隣人

をつつく，あるいは片脚をテーブルの上にのせるなどが列挙されている。

③衣服

服装（着ている状態）の作法よりも，公衆の面前で�服を脱ぐ，靴・靴下を脱ぐ�こと

や�靴下をはき直す�こと，ナイトキャップを被ったまま人前に出ることなど，服装の以
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前の人前での身だしなみレベルの行為素が中心だった。

④発言

�ガラテーオ�は以上のように不作法の列挙が多いが，発言の作法に関しては，理想的な

発言が紹介されている。たとえば�君が違っている，そんなはずない�という代わりに�私

たちの言っている事が正しいかどうかもう少し考えてみませんか�と言い，�私の言うこと

がわからないのか�という代わりに，�どうも説明が下手だったようです�というように，

現代の�アサーション・トレーニング�（主張訓練）に通じる，自他肯定的な会話法を提案

している。�覚書�にもこのような作法的言い換えは例示されているが（�覚書�行為素⑥

会話），�ガラテーオ�の方が，より多数考察されている（この差は，テキスト行為主体素

の少年と青年の違いに対応しているのかもしれない）。

⑤食事

食事において，旧来の所作的作法は一通り述べただけで力点は食卓での話題や発言に移

動している。

d1：食卓・会話，場にふさわしい話題，φ＝指定

という一般則を述べて，具体的には，たとえば�家の者をしかる�ことも，�本来愉しみ

の場所であり，人を怒らせる席であってはならない�という場違いの基準で否定される。

同じ理由で，食卓は�どんな不始末が起きても怒らない�と強く指定される。

あらゆる所作は大げさでなく控えめにするよう説く中，食前の手洗いだけは，�例外的に，

あえて目につくように�としている。

ｃ）機能素

①行為主体素の比喩

中世を通しエラスムスまで多く使われてきた動物の比喩が�ガラテーオ�には１つも見

当たらない。従来は動物比喩をされてきたもの（たとえば�口一杯に食物を詰め込んで両

頬をふくらませる�など）は本書の行為素に存在しているので，動物的とされた所作が周

辺から消滅したという事ではない。

それはデッラ・カーサ自身の文学者としてセンスが，数百年来の陳腐的表現，あるいは

人を動物に喩えること自体の卑俗さを避けたのかもしれない。その代わり，�虫酸が走る

ような物��がっかりするようなもの�など表現が間接化されている。これは作法書の記述

自体が“上品化”する動きといえる。後述するように，不潔・下品な行為そのものではな

く，それを連想させること自体が不作法とデッラ・カーサが主張することも，この“上品

化”と無縁ではなかろう。

一方，粗野・非洗練の例示としての低身分者はここでも登場する。大道芸人・道化師（人

に喜ばれようとして，自分を卑しめる），露天商人（大声で話す），大道歯医者（爪楊枝を

襟元に差し込む＝のどの用事に用意周到）や居酒屋の常連（出された料理にめちゃめちゃ

に気に入った様子を示す）など，いずれも不自然・節度を逸した行為を例示している。低

身分の者にはテキスト行為主体素とあきらかに対比される者もいる。洗濯女（ガラガラし

た声）は紳士淑女と，馬方（道を駈け抜けたり，せかせかと歩く）は紳士と対比されてい

る。

13 世紀のテキストにあった農民と�覚書�にあった外国人はここにはいない。ただし作
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法素の要素にはなってないが，煩雑な儀礼はスペインからの輸入であるとしている。

②与える連想・印象

�ガラテーオ�では，不快行為そのものでなくても，それを連想させる行為が問題とされ

るようになった。なぜなら，評価の基準が“相手の受け取り方“になったためである。それ

は行為の主体的意味ではなく，自分に悪意がなくとも，相手がどう思うかが作法の基本的

な根拠となることを意味する。

d2：φ，疑惑を与える動作，実際と同じ心理的効果を与える＝非推奨

d3：配膳係，咳・くしゃみに似た仕草，客達は気分を害する＝非推奨

d4：人前，舌打ちをする，見苦しいことに似ている・本物と違わない＝否定

d5：他者と応対，ひやかす，軽い気晴らし・ひやかしがあざ笑いと受取れる＝否定

同じく，連想されるものとして

d6：食事開始時，尿瓶をとってきてほしいという，φ＝否定

d7：他者の面前，席に戻って手をぬぐう，不潔なことを連想させる，否定

この機能素は所作の否定域の拡大をもたらし，肯定所作の一義化の方向を与える。たと

えば次の作法素のように。

d8：給仕，両手を人前に出しておく，一切の疑惑をもたせない＝指定

③行為主体素に帰属する機能

正の機能素においては，13 世紀以来の徳性表現は一つもなくなり，愛情，親密感，求め

ているという対人関係的効果と人格や身分との適合，清潔のみになった。

④他者を不快

負の機能素も，嫌われる，好意がなくなる，いやがられる，反感をかう，憎しみをかう，

気分を害する，欲求不満にさせる，気まずい思い，求めていない（２），他者の顰蹙，ばか

にされるなど相手に負の悪印象を与えるものと，仲間を軽んじている，相手を気に入らな

い，相手は眼中にない（２），小馬鹿にした印象，すすめた主人を嫌っているように思われ

る，片意地，不機嫌が伝わる，迷惑，不潔，粗野，自由を奪われるなどの対人的効果がか

なり多くなった。話題の選択権も相手が求めているか否かなど相手に帰属する。

d9：宴席・食卓，明るい・くつろいだ話題，求めている＝肯定

d10：食卓，どんな不始末が起きても怒らない，不機嫌が同席者に伝わるから＝指定

服装でさえ，評価の基準は他者の気持ちである。

d11：衣服，自分の身分と年齢に応じていない，小馬鹿にした印象を与える＝否定

といっても，つねに節度が求められ，相手の歓心を買うのに汲々とした姿は，媚をまき

散らすこととして否定される。

むしろ�面と向かった非礼�をすることは，自分の利益が侵害された場合など，それな

りの理由があるとして許容される。しかし，�あざ笑う�ことは，自己の利害とは無関係で

あるゆえに，敵意をもつ相手に対してさえも否定される。ちなみに嘲笑は日本でも，武士

道書の嚆矢�諸家評定�（兵法家小笠原昨雲が 1658 年に出版）において厳しく否定されて

いる。

また相手のあら探しをすることを否定する理由が，�自由を奪われる感じを与える�ため

という点や，話す時に弁舌をたくましくするのを慎むべきとする理由が�師弟関係のよう

な圧迫感を与える�ためとしていることから，�ガラテーオ�のここそこに，人間の基本的
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自由を尊重する市民社会的な価値観がうかがわれる。

⑤美的価値

対人的効果以外には，美，耳障り（３），気持ち悪い，ぶざま，見苦しい（７），見苦し

いことに似ている，など刺激の快適性が評価の基準となっている。また，自分だけ胸襟を

開かない，人格とマッチ，室内ですべきなど，場とのアンバランス・不似合いに関する基

準もある。後者は広い意味での前者の美的効果に組み入れたい（その理由は 4.3 の項に示

す）。

もちろん，これらの美的効果は，対人的に好かれる要素にもつながるが，この価値はそ

れ自体として独立して機能している。

⑥機能素クラスの特徴

このように（エラスムスには残っていた）宗教的徳性はまったく影をひそめ，好悪・軽

蔑など社会的・対人的効果に置き換わった。それはデッラ・カーサが作法と徳性を最初か

ら分離しているためである。その意味でヨーロッパの作法書はこの�ガラテーオ�にいたっ

て，作法の世俗化（相対化）をなしとげたといえる。

ｄ）評価素

�覚書�と同じ理由で，こちらも評価素の値は問題にできないため，作法素間の許容度に

よる序列化はできない。�ガラテーオ�では上述したように，負評価の比率が多いが，その

表現として，いただけない（５），感心しない（３），困る（３），避ける（２），差し控え

てほしい，よい嗜みの人は考える，嗜みある紳士は控える，考えてほしいのように，負の

許容度のニュアンスを禁止的ではなく非推奨的に和らげているのが目についた。

その中で�絶対だめ�という強い禁止とされたのは，

d12：給仕，主人の前で自分の頭をかく，φ＝絶対だめ

d13：給仕，服の中に手を差し入れる，φ＝絶対だめ

の２個であり，これらは少なくとも，同じ行為主体素�給仕�の次の作法素

d14：給仕，懐手・後ろ手，気が利かない＝否定

よりも許容度が低いといえる。ちなみに上２個の機能素φ（空値）は，前稿のタンホイ

ザーの作法素（t25：衣服の下，素手で触れる，不潔＝否定）から類推すれば，�不潔�を適

用できよう。同時に，２種の機能素，�気が利かない�よりも�不潔�の方が許容度が低い

こともわかる。

また，許容度の相対的比較として，次の作法素

d15：皆が腰掛けて話している，ポケットから手紙を出して盗み見る，相手は眼中にない

態度＝感心しない

に対して，行為素が�鋏を取りだして爪を切りはじめる�となった場合は，評価素は�もっ

と悪い�となった（同じ機能素での評価）。

また，機能素④�他者を不快�で述べたように，あざ笑うは，面と向かった非礼よりも

許容度が低く，ひやかすは，相手にはあざ笑うことと受取られるため，同値とされる。

ｅ）慣習批判として

�ガラテーオ�では世間で高頻度にみられる所作を批判している。作法書が同時代人に

対して書かれる意味はこのような慣習批判にある。特にその批判の基準が，単により古い

時代に無批判に準拠したものでなければ（この場合は，若い人の所作だけが批判対象とな
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る），作法書が人々を洗練へ導く役割を担うことにもなる。

�たいていの人がやる�のは，人前で，舌をペロッと出す・ヒゲを抜く・もみ手をする・

ため息・呻き声・身震い・体を大きくゆするであり，これらは�いただけない�と評価さ

れる。

�多くの人がやる�のは，話しをよく聞かないで聞き返す，話に盛り上がっている仲間の

そばであたりかまわず寝そべる，仲間と同席中に他人の背によりかかる・肘で隣人をつつ

くであり，これらは否定されている。

�よく見かける�のは，食事中に食物を口に詰め込むことで，�品がよくない�とされる。

�ちょくちょくみる�のは，道で出会った他者に虫酸が走るような物を見せびらかすこと

で，�上品ではない�とされる。

ただし地域的風習や一般の良俗に対しては，平凡に従うことを求めている。

ｆ）儀礼

その一方で，儀礼に対しては，�うわっつらばかりきれいで，みばえがよいけれど，内容

は全く空虚�ときわめて批判的である。�しなくてもいい儀礼をしたり，七面倒なわざとら

しい儀礼をする�のは�へつらいと言える�。�儀礼好きな人�は，�自分の軽薄さや虚栄心

のおぎないにしているにすぎない�し，�几帳面な身分の上下の差別�は�私たちイタリア

人には面倒くさく思える�（スペイン人と対比）とここでも世界史的な中世を脱した市民社

会の価値観がみてとれる（身分差を再び固定しようとする同時代の日本の武家礼法より近

代的）。

しかし，彼の儀礼に対する解決は，�昔はこうしたものだとか，こうしなくてはいけなかっ

たからというのではなく，人が現にこうしているという一点に従うのです�とすこぶる現

実的である。しかも，ある程度の�へつらい�ならその効果を認めている。

d16：表敬，普通よりやや多めに礼をつくす，相手はなにか恵みをうけたような気がして

愛され，尊敬される＝推奨

その一方で，

d17：相手がきわめて多忙の人の場合，完全に・できるかぎり省略，φ＝指定

と，小笠原流礼法でいう�省礼�（礼を省くことが相手に対して礼となる）を指定してい

る。

ｇ）中庸の徳

�ガラテーオ�における作法の第一基準は，他者からの好評価であるが，その基準は単純

な一次関数ではない。尊大な態度が非礼とされるのは言うまでもないが，

d18：φ，他者に気に入られようとあくせくする，ばかにされる＝否定

というように，�過ぎたるは及ばざるがごとし�となる。作法の本質を“中庸”におくこ

とは，儒教的礼法における�礼節�の“節（節度）”に対応する。

それゆえ，謙遜もまた過ぎてはならない。

d19：適任を思われる栄誉，固辞して受けない，栄誉を横取りする者よりも尊大さを感じ

る＝否定

なぜなら，デッラ・カーサによれば，人々が高く評価している栄誉を軽蔑することは，

自分を他者よりも礼賛し買いかぶっていることであり，他人の美徳を嘲笑することになる

ためという。
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�下手下手にでるような挙動をみせる人�は他者によけいな気づかいをさせ，

人に喜ばれようとして，自分を卑しめるのは，大道芸人・道化師がすることであって，

高尚な人間のとる態度ではない。

また他者に気に入られようとあくせくするのも，かえってばかにされるという。

d20：出された料理，めちゃめちゃに気に入った様子を示す，居酒屋の常連風＝非推奨

これは，13 世紀のリヴァの作法素（r50：もてなし，くどいほどのお世辞，φ＝否定）か

らすでに指摘されている。

客側にしても，主人からもてなしを受けるのは，快適だが，�客の好みを気にしすぎるの

は，注目されすぎて窮屈に感じる�とあるように，やはり節度が求められる。

中庸は，価値の一方向性をもった道徳性（時に極端な行動を導く）と異なり，相対的な

バランスとしての美にもつながる。

４．作法体分析

作法体の特徴を把握するには，最上位の作法素，すなわち特定の行為を評価する作法素

ではなく，それらの源泉の位置にある，作法を定義する命題である“原作法素”を見出す

必要がある。前稿では，既存の作法素を合節（合成）し高次化して原作法素を間接的に導

出したが，幸い今回のテキストでは，エラスムスもデッラ・カーサも，原作法素を明示し

てあるだけでなく，それを単語化した中心概念（作法体概念）を提出している。その概念

をもとに作法体の特徴を探ってみる。

4.1．civilitas（礼儀作法）

この語は，本来は“有機共同体”の意味であるという（熊谷,2001）が，エラスムスが本

書で使用することによって，騎士的封建君主の宮廷でつくられた作法形式である

courtoisis（�礼節�と訳される）に，とってかわる概念となった。civilitas は，後に�文明

（化）�（civilization）という意味に変化するように，エリアスは野蛮な所作を洗練へと導

く civilitas を文明化（衝動の処理方法に関する改革）の営為とみなした。

エラスムスは，�覚書�の中で�私が述べてきました礼儀作法がなければ誰も良き人間に

なり得ない，ということを言っているのではありません�として，civilitas の目的を人間的

価値と分離している。�礼儀正しさというものは，好意を獲得したり，また人間の眼に光輝

ある知性を宿らせようとすることに大変役立つものなのです�と作法の実用性を述べる点

は，16 世紀の作法の共通性なのかもしれない。この効果は，特定の階層の子弟にのみ期待

されることではないので，続けて�更に，全ての人間が自身の精神や身体や身のこなしや

着衣をきちんとできるようになるべきでしょう�と述べて，civilitas は社会の特定階層向

けではないことを明言している。

さらに，個々の作法素からは決して推定できない civilitas の新しいスタンスを表明して

いる。�礼儀正しさとは，自分が誤った事を全く行なっていなくとも，他の人の過失を快く

許す事にあるのです�とある。すなわち，他人の無作法は許容できるどころか，無作法を

許容するのが civilitas であるという。�粗雑な流儀を持つ者ではあっても，愛すべき仲間

にしておきべきなのです�という言明は，不作法を動物的比喩で否定した個々の作法素か
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らは整合性を見出せない。

civilitas のこの態度は，作法素の構造分析によって，作法素の背後の作法体が，人間的価

値としての徳性から分離された点と，評価基準を禁忌水準ではなく理想水準においたとい

うことで説明できる。すなわち，まず無作法はその人間的価値が否定されるほどの罪過で

はない。そして作法の評価基準が禁忌水準ではなく理想水準に移動すれば，理想水準にお

ける作法違反は，理想ではないが許容水準に留まるものであり，そのような不作法は，理

想的でないだけであって，必ずしも許されないタブーに当てはまらないのである。このよ

うな理想水準に準拠した作法は，日本の武家礼法の代表である小笠原流礼法も同じであり，

それゆえに，小笠原流礼法でも指先から足先までの全身を，エラスムスと同様に作法の対

象としているのである（日本でも武家礼法が理想水準によることを知らない者は，これを

瑣末・煩雑として批判する）。

4.2．costumi（たしなみ）

デッラ・カーサは，costumi を徳性とは別個の実用的な対人スキルとみなしている。

作法違反とは，�他者からの好意がなくなる�こととされる。といっても無節操なへつら

いは否定され，�中庸にふるまう�ことなどが原作法素として指定される。

d21：φ，中庸にふるまう，φ＝指定

d22：φ，他者の感情に無頓着，粗野・失礼・厄介者＝否定

d23：φ，他者が不快に思う事をしない，φ＝指定

�ガラテーオ�は，肯定的行為素が少なく，否定的行為素の列挙が相変らず多かったとい

う点では，�覚書�ほどには所作の一義化，すなわち理想水準化が実現されていないように

みえるが，否定の評価素に強制力が高くない独特の表現が使われている点は，評価が禁忌

水準ではなく理想水準側に移動していることを意味している。このような costumi は�人

間相互の誠実な，気品ある生き方を心得ること�（池田）と解釈されている。

ただしここで言われている品性（上品，気品）は，人格的徳性ではなく，あくまで他者

との間に現実的・具体的に表現される品性である。それは美としても表現できる。

4.3．所作美の追究

エラスムスが目つきや表情そして姿勢の作法にこだわったように，イタリア・ルネサン

スの流れをくむ人文主義者デッラ・カーサは�人は本来美を求める�とし，人間的・本来

的価値としての美を作法の機能（目的）として認めた。その�美とは，部分の相互におい

て，また部分と全体とのあいだに一定の節度がある�というもので，視覚的美麗さだけで

はなく，姿勢全体のバランスや行為の節度として作法の基準となっている。また彼の�美

は一種類，醜は多種類�という表現は，作法的所作の一義性，すなわち理想水準の存在を

示唆するものである。そして�美は人の話し方とか動作などに同じように表れる�として，

あらゆる所作に理想水準が存在することを示している。

�人間は，ただよい行為をしたからといって，それだけで満足してはいけないので，それ

が努めて美しくふるまわれるようにありたいものです�という表現は，作法 costumi は徳

性（禁忌水準）だけでは完成されず，美（理想水準）を実現してはじめて完成されるとい

う主張とみなせる。�ガラテーオ�上の作法素で使われた“醜い振舞いが他者を不快にする”
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という論理の裏を取れば，“美は他者を快適にする”という命題を導出できる。すなわち他

者が喜ぶのは，そこに美が実現されているからである。エラスムスも個々の作法素レベル

ではこの論理を用いて不自然な所作を排斥した。

13 世紀には動物的所作を指弾するにとどまったヨーロッパの作法は，16 世紀に至って，

理想性を満たす条件としての所作美への追究が始まったといえる。そこまでくれば，

civilitas も costumi も同時代の日本の武家礼法が見出した作法体概念“躾”につながる。
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