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四つのテスト

1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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の集まりがありますので、欠席をさ

せていただきます。来週は高田会長

エレクトに会長挨拶をしていただき

ますので宜しくお願いします。
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ても参考になりました。また、松本

会員と会うのはしばらくぶりでした

が元気で頑張っていました。そして、

７月頃には仕事も落ち着きますの

で、また、例会に参加したいと言っ

ていました。

インターネットでＭｙＲｏｔａｒｙ

を開きますと、カナダのトロントで

６月２３日～２７日に行われます、

国際大会の案内がされております。

そこには、国際大会の魅力や大会の

見所、ホストクラブ主催のイベント、

トロントの町の観光名所等、トロン

トの国際大会に参加したいと思いた

くなるような案内がされています。

また、トロントはオンタリオ湖のほ

とりにあり、アメリカのニューヨー

クやデトロイトの境界に接している

場所でとても近代的で尚且つ歴史を

も感じる事の出来る素晴らしい所だ

そうです。皆様もＭｙＲｏｔａｒｙ

を検索してみてください。柏クラブ

さんも、１０人ぐらいの方が参加さ

れますので後で感想を聞いてみたい

と思います。

　ちなみに、来年の２０１９年の国

際大会は６月１日～５日まで、ドイ

ツのハンブルクで行う予定になって

います。

　来週の例会は、私が会長に成る時

にお約束させていただきました業界

　皆様こんにちは、本日は、社会奉

仕活動として松本隆一郎会員が理事

長を務めています、老人ホームの

ヴィヴァンホームさんと併設する

ヴィヴァン保育園さんに７名の会員

と訪問してまいりました。そこで老

人ホームさんにはタオルを、保育園

さんには、折り紙と花の球根をお渡

ししてまいりました。老人ホームの

ヴィヴァンホームさんは去年増設さ

れた新館を拝見しましたが、とても

廊下も広く、最新鋭の機械も備えた

素晴らし施設でした。我々もいずれ

は、お世話になる施設ですので、と
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卓話「これは私のお茶碗！属人器をめぐって」　麗澤大学外国語学部客員教授 長谷川 教佐 客員教授

　ただいまご紹介に預かりました長谷川と申します。今

日は先ほどお話しいただいた紹介いただいた塚本さんか

らお話がありまして、日常的な話題をということでし

たので、そういう話をさせていただきます。先ほどもご

紹介いただきましたが、柏市にある麗沢大学の外国語学

部に日本語学科がありまして、今は日本語国際コミニュ

ケーション専攻という名前になっているんですが、日本

語学科というところで教えています。この学科は、普通

日本語を学ぶというと外国人の学生さんですかと言われ

るんですが、実はそうではなくて、日本人学生と留学生

の両方学ぶ学科です。留学生の方で主に日本語を学びた

いという方は別のコースがありまして、それとは違う

コースだったんですけれども、日本文化や日本社会を担

当してきました。日本語学科というところにいても日本

語の専門ではない。そんなことで我々教えていましたが、

昨年退職をいたしました。現在は週に数コマだけ授業を

しているという状況です。それでは今日の話をさせてい

ただきます。

　今日タイトル付けましたのは、これは私のお茶碗とい

うことで属人器という日本の文化、食文化ですね。これ

について少しお話しをさせていただければと思います。

一応 30 分位という事ことで聞いているんですが、喋り

出すとついつい長くなってしまうので、なるべく 30 分

位でおしまいにしたいと思います。どうぞよろしくお願

いします。

　日本の食文化に対する関心というのは、最近テレビ等

でもいろいろ番組が放送されて皆さんもよくご存知だと

思います。古くは寿司とか天ぷらみたいなものが日本食

として人気あったわけです。最近はラーメンとか、フラ

ンス料理で日本のダシが用いられるみたいに、こういう

日本食というものが世界的にも注目されてきています。

数年前には和食というものが世界文化遺産にも登録され

たりして、日本の食文化というものに対する関心が世界

的にも高まってきている、そういう状況になっています。

一口に食文化と申しましてもその内容は多岐に渡ってい

まして、具体的には寿司とか天ぷらのような料理から、

あるいは料理方法ですね。それから食器なんかも含まれ

ています。それから食事方ですね、どうやって食べるの

か、あるいは食べ方、マナー、 そういったものがそれ

ぞれ文化によってだいぶ違いがありますので、そういう

面で広く食文化の中に含まれているわけですけども、今

日はその中でも食器の問題を取り上げてみたいと思いま

す。一言でいうと食器に関して日本の文化特徴というの

は、個人用の食器が存在するという事です。日本の家庭

には個人用の食器というものが存在します。通常は箸、

それからご飯茶碗、それから湯飲み茶碗。こういったも

のが個人のものとしてあるという事です。ご飯茶碗や箸

は個人によって違います。こういったものが個人の食器

になっているわけで、肉や魚を盛る皿は個人のものでは

ないという形になっています。こういう事は日本では当

たり前だと思うんですね。皆様方のご家庭でも箸とご飯

の茶碗が一人一人決まってないという方いらっしゃいま

すか？　非常に少ないと思いますが、時々はいらっしゃ

います。ですからこうしたご飯の茶碗と箸というものが

個人個人にある、その人専用であるというのが日本では

ごく当たり前のことで、日本人は特にそれを不思議と

思ってないわけですけれども、外国では非常に少ないで

すね。ほとんど見られません。例えば西洋人の食事です

と、ナイフ、フォークを始めいろんなカップや皿は全部

全く同じものが使われています。ですから、個人個人の

食器があるというのは、日本の食文化の特徴の 1 つであ

ると見られています。これも最近始まった習慣ではなく

て、比較的古い日本の習慣に基づくものということにな

ります。

　では食器はどういう形でそれぞれ個人に属したり、あ

るいはみんなで使ったりするのかというのを見てみます

と、3 つのパターンがあるわけです。1 つは食事中にも

自分専用にならない食器というのがあります。これは一

般的に共用器と呼ばれています。それから 2 番目には、

その食事中の時だけその人専用になる、他の人は使えな

い、これが銘々器と言われています。そしてもう一つが、

今話題にしている、常にその人専用である食器、これが

属人器と一般に呼ばれています。この、その人専用であ

るというのは、食事が終わって次の食事も、その次の食

事も、ずっとその人が同じものを使うということになり

ます。これが属人器という事ですね。大皿に盛っている

ものが共用器ですね。みんなが使って自分専用にはなら

ないものです。それから、漬物の小皿や取り皿は銘々器。

食事中はその人専用になります。けれども、食事が終わっ

てしまえば次の食事にはこの皿は別の人が使う。それに

対してこのご飯茶碗、あるいは箸、こういうのはいつも



同じ人が使う。次の食事も同じ人が使う。これが属人器

というものです。属人期とはどういうものかというと、

質、色、形、大きさ、装飾によって、他と区別できるも

のであって、常にその人専用の食器、恒常的な属人性を

持つもの、そういう風に言うことができます。これ以外

にも同じ製品に後からイニシャルを入れるとか記号入れ

るという形で、属人性を持たせるという場合も例外的に

はあります。特に欧米では、会社の幹部が自分専用のコー

ヒーカップを作るために後からイニシャルだけ入れて区

別する例もあるようです。でもそれは非常に少ないです

ね。それから半属人器というものもございますが、これ

は特定の人というわけではなくて、男性だけが使う。女

性だけが使う。あるいは男の兄弟たちが使う。こういう

風な完全な属人器では無いんですが、半分属人性を持っ

ているというものもあります。ただ基本的には属人器と

いうのは、区別がついてその人専用のものである。とい

う事です。これを属人器と呼んでいて、これが日本の食

文化の大きな特徴となっています。

　先ほども言いましたように、欧米や中国では属人器は

ほとんど見られないという事ですね。例外的に北欧のい

くつかの国でナプキンリングというのがあって、これは

属人器になっているという報告があります。これはリン

グ状のもので食事の時にナプキンを丸めて差し込むわけ

なんですけども、これは何のためにあるかというと、実

はナプキンは食事ごとに交換しないんですね。1 回使っ

たら次の食事の時も使う。そうすると汚れてますので、

人のものにならないように、柄を変えることによって、

これが誰のナプキンかというように分かるということで

す。このぐらいが例外で、欧米や中国では属人器はほと

んどない、それに対して、日本と朝鮮半島には属人器が

ある。これは世界的に見てもごく例外的な存在ですね。

ただ最近韓国も、学生や韓国出身の先生に聞くと、あま

り現代韓国では、こういう意味の属人器はそれほど使っ

ていないという事ですので、そういう面でいうと今でも

日本では皆さんがごく普通に使っているという意味で、

だんだん日本だけになりつつあるのかもしれません。た

だ幼少期の食器、小学校低学年位までの子供の食器は、

大体その子供の物と決まっている、というのが世界共通

で見られる。ただ大人になると、その人専用の食器がな

くなってくるということになっているそうです。

　このことがで日本人の意識とか、あるいは西洋人の意

識から比べてみますと、非常に面白いことになるわけで

す。一般的に個人意識が強いほど食器も自分専用、自分

の食器という主張が強くなるというように考えられるわ

けです。ところが今見たように、欧米では個人専用の食

器というのは見られないわけです。それに対して、個人

意識が弱い、日本もかつて集団主義と言われましたけれ

ども、個人意識が弱ければ自分専用の食器というものな

くて、他の人と共有で構わないということになるはずで

すが、実際に日本では個人専用の食器、属人器が一般的

な常識から考えると反対のような形になっているわけで

す。これは非常に面白い点だと思います。

　日本の属人器は、一般的には箸とご飯茶碗が属人器で

あることが一番多いです。特に夫婦茶碗というのも色、

形、大きさを変えて、それぞれで夫婦で専用的に使うと

いう、そういうものが発達しています。これは日本独特

の習慣ということになります。それからその次に多いの

は湯呑茶碗ですね。これを属人器にする場合も多いです。

ただ箸とか、ご飯茶碗に比べると湯呑茶碗は、別に決まっ

てないと家庭も増えてきています。今度は味噌汁を飲む

汁椀です。こちらも属人器にすることもありますが、こ

れは湯呑茶碗よりももっと少ないというのが、調査の結

果わかってきています。それから中皿、小皿、取り皿で

すね。そういったものは銘々器ですので、食事中だけは

その人専用になりますけれども、その食事が終わってし

まえば次は誰が使っても構わない、そういう形です。汁

椀はそうした属人器になったり、銘々気になったり、両

方があるということになります。大鉢、大皿は常にみん

なで使う、どんな場合にも個人専用にはならないという

ことになります。

　ところがこの日本の食卓でも、さっきのような和食の

場合はそれぞれ属人器があるんですが、同じ家庭の中で

洋風の食器を使う場合には、こちらには属人器は無いん

ですね。ナイフ、フォーク、パン皿、スープ皿、カップ、

こういった物を家庭で使う場合であってもこれは誰のナ

イフとか誰のフォークとか決まっているわけではない。

これはちょっと面白いことですが、洋風の食器というの

は明治以降に流入してきて、そちらには属人性がない。

ですから無意識に使い分けている、それをおかしいと思

う人もあまりいないという事です。

　現代における食器の属人状況をいくつか調べた調査が

あります。1980 年代ですと佐原という人が調べた物で

は、大体 80%以上の家庭では属人器がある、という事

です。若い夫婦、若い世代では属人器がない家庭が少し

ずつ増加しているという報告はありました。もう少し体

系的に調べたのが、1997 年に関西、主に京都ですけれ

ども、そちらで調べた調査では、箸は 100%、ご飯茶碗

は 77%、汁椀は 17%と少ないです。地域差がある程度

あるみたいです。それから湯呑茶碗も少ないですね。こ

の調査では 18%でした。そのかわりマグカップが 90%

属人器になっていました。これもまた後で触れたいと思

います。それからその後、関東の例では私のゼミにいた

学生が卒業論文で調査をしたんですが、それで見てい

ますと、やはり箸が 79% 8 割です。そしてご飯茶碗が

73%が、それぞれ個人専用の茶碗になっていました。汁

椀は 37%というように少ないんですが、湯呑茶碗はこ

ちら 62%が、それぞれ専用になっていました。あとマ

グカップも 59%でした。それに対してティーカップと



かコーヒーカップは 25%で、あまりその人専用にはなっ

ていないと、そういう状況がわかりました。

　こんなふうに現代でも日本の家庭では、個人専用の食

器があるというのは、今でも一般的に見られる現象だと

ことです。ではそもそもどうしてこの属人器というもの

があるんだと、属人器を用いる理由、これは何なんだろ

うか、それについて考えてみたいと思いますが、この属

人器を用いる理由というのは、特にそれぞれの家庭では

意識されているわけでは無いです。実際聞いてみても「そ

ういうものだからとか」とかあるいは「実家がそうだっ

たから」というような形で属人器を用いているというこ

とになります。自分の属している生活上のいろいろな文

化的な事というのは、当たり前であって普段意識されな

いですね。硬い言葉でいうと自明性というふうに言って

ますけれども、当たり前のことですからいちいち理由は

考えないです。そういうものだということで採用してき

ているわけです。じゃあ一体どうしてそういう風になっ

てきたのかともう少し考えてみたいと思いますが、その

前に理由は特に意識していないし、聞かれてもよくわか

らないですけど、でも他人に使われるのは嫌だと、こう

いう感覚が結構残っている。この感覚はだんだん減って

きているようだと思うんですが、やはり自分の箸を家族

であっても、他の人に使われるのは気分が良くない、た

とえきれいに洗って返してくれても気分が良くないとい

う感覚、これが結構共有されているというように思いま

す。

　このように属人器を用いるようになった理由として

は、今まで 3 つの見解が出されています。1 つは食器と

それを使う人に強い結びつきがある、そういう考え方か

ら属人器が生まれてきたという考え方ですね。日本の古

い時代に、食器には使用者の人格が投影されている。食

器と使う人の人格が強く結びついている。ですからやっ

ぱりそれを他人が使用することはタブーになっていった

ということです。特に箸については、箸を通じて人格的

な汚染である穢というものが伝達される、箸を通じて人

格的な汚染である穢が移っていくことをしてくるから、

箸は共有しない。ですから、かつての日本の文化の中で

は、食後に自分の使った箸を折る、他人に使わせないよ

うにするというのもありましたし、もう一つは拾い箸と

いうものが、これは箸の使い方のマナーとして今でも広

く行われていますが、葬儀の時にするからという理由で

ダメだと言われてることが多いと思いますが、これなん

かも箸を通じて穢というものが移ってくることを防ぐと

いう、そういう意味合いを持っています。穢というのは

現在日本人にとってはよくわからない概念だと思いま

す。本来は日本古来の宗教文化に基本的な神聖な観念、

あるいは習俗の 1 つと言われています。穢が神聖という

のはなんとなく常識的にわかりにくいんですけれども、

穢は人や家畜の死。あるいは出血、出産など血を見る、

そういう異常な生理的事態を神秘的な危険として客体化

したもの、それが穢と言われているもので、それを避け

るというですね、その穢というのは昔の村落共同体に異

常事態をもたらす危険であるとして、それを回避する、

あるいは排除の対象となりました。意味というのはそう

いう意味で、そこから回避する、あるいは普段の付き合

いを絶つというような、人が亡くなった時に忌中という

ものを出すというのは、そういう意味で行われたわけで

すけども、それも 1 つの穢というふうに考えられたんで

す。ですから一定の期日、亡くなった場合には 49 日の

間忌むという、こうゆうような考え方でいいと思います。

　ですからこの食器と人格が強く結びついているという

のは日本の古い習俗では見られまして、葬儀の際に戸口

で個人の飯茶碗を割るというのは西日本で広く見られま

した。私自身も昔 1970 年頃経験したことがあるんです

が、母親の実家の祖父が亡くなった時に、出棺の時に戸

口のところで茶碗を割りました。当時なんでこんなこと

をするのかわからなかったんですが、変わった風習とし

てしか見ていませんでしたが、このような意味合いがあ

ります。あるいは岡山県では娘が結婚するときに、同じ

ように戸口で飯茶碗を割るということがあります。これ

は亡くなった人にしろ結婚する娘にしろ、この家に二度

と戻らないということを、ご飯茶碗を破壊することに

よって念ずる、象徴的な儀礼であるというように言われ

ています。

　これらの事は食器に恒常的な属人性があるから意味を

持つわけで、誰もが使っているものであれば、そういう

ことをすること自体意味がないわけです。これは誰のお

茶碗っていうことが決まってるのでそれを割って戻らな

いようにするということをしていたわけです。逆にあえ

て食器をする事は非常に強い結びつきを促進するいうこ

とになります。一般的に食器は箸やご飯茶碗は共用しま

せんが、あえてそれを共用するという事は、逆に強い結

びつきを促進するという事に考えられています。例えば

結婚式の時の三三九度の盃。これは基本的に同じものを

使ってるわけですが、これはですから逆に強い結びつき

を象徴するものです。それから鍋料理。1 つの鍋の中に

みんなが直箸を使って食べるということになりますが、

これは先の考え方でいうと、箸と箸が触れたり、あるい

は箸を通じて汚染するものですから、昔はあんまりな

かったんですけども、逆にこういう鍋料理を囲むという

ことが、その一緒に食べてる人の結びつきを促進するも

のというように考えられます。このように食器と個人の

人格は強く結びついているからこのようなことから生ま

れてきたということです。

　それからもう一つの考え方は、箱膳の衰退によって生

まれてきたというもので、日本人の食卓というものの変

化に伴って生まれてきたということです。かつての日本

人の食卓というものは、基本的に膳でした。大正の終わ



りから昭和の初めまでは、箱膳というもので食事をして

いた人が多かったんです。ここにご飯茶碗と汁椀、それ

からおかずで、食事が終わったら箱の中にしまうと。こ

ういうように基本的に自分の箱膳というもの持っていま

した。食べ終わったらこの中にしまうわけで、結果的に

は個人専用になっていたわけです。それから昭和時代に

入ってきますとちゃぶ台。これも今は使われる人が少な

くなりましたが、こういうちゃぶ台という形に変わって

きています。そしてダイニングテーブルという形に変

わってきたわけですけれども、この変化というのは時代

でみますとこういう形になって、箱膳というのが 1920

年代から急速に減っていきます。そして代わりにちゃぶ

台が普及していく。ちゃぶ台からダイニングテーブルに

変わっていくのが大体、高度経済成長期の終わり頃です。

この辺を境にダイニングテーブルが主流になっていくと

いうことになっています。箱膳の食事は先ほど申しまし

たように、個人所有の食器でした。 食事が終わったら

洗わずにそのまま自分の箱膳に閉まっちゃいます。最後

はお茶で濯いで、そのお茶を飲んで、最後布巾で拭いて

しまうという形で、その都度洗うという事はありません

でした。ところがだんだんさっきのちゃぶ台のような形

で食事をするようになってくると、箱膳の使用がなく

なってきますので、そうなると個人がそれぞれ使う物を

区別するために、ご飯茶碗とか箸の大きさや柄を変える

ことで、食事の後洗ってもこれは誰のものかが分かるよ

うに、個人所有の習俗を使い伝えていったという考え方

です。これによると箱膳が衰退することによって、今の

ような属人器が生まれてきたという事です。

　３つめの考え方は、口につけるもは他の人に使われる

と不潔感、不快感がある。日本もかつては中世までは食

事に匙を使っていました。これは朝鮮半島や中国もそう

ですが、ところが日本の場合は、平安時期頃から木椀、

木で作ったお椀が発達するようになって、そうなると熱

いものでも口につけられますので、食器に口をつけて食

べるようになります。そうすると他人が口をつけたお椀

や箸を使うのに抵抗が出てきた。ですから口をつけない

おかずの器は属人化されないんだという考え方ですね。

これは基本的に歯ブラシと同じだと、この説を主張する

人は言っています。歯ブラシは確かに共用することがほ

とんどなくて、基本的にどの国でもこれは誰の歯ブラシ

というのは決まっています。ですからそれと同じなんだ

という考え方です。今 3 つご紹介しましたが、2 番目の

考え方も個人のものであるという初めから前提にしてい

ますので、私としましては 1 番目の説が 1 番近いのかな

と考えています。現在でもこれが使われているというの

は、食器と使用者の結びつき、1 番目の説ですね。ある

いは箱膳の衰退と、これが理由で今の属人器を使ってい

るというのはあまり考えられないので、残るとしたら今

は衛生観、不潔というそういうことかなと思います。日

本人の衛生観というのは近年非常に高まっております。

いろんな消臭グッズとか抗菌グッズというものが氾濫し

てますし、一時話題になった父親の下着は家族のものと

別に洗うですね、こうした過度の清潔意識、そうしたも

のが強くなってるのかなと思います。

　基本的な伝統的な生活文化というものはなかなか変わ

らないです。変化に対する抵抗が強い、保存性が高いと

言いますが。しかし重要性の認識がだんだん薄くなっ

てきて、逆に負担、準備したりめんどくさかったり、心

理的な抵抗を受ければ変わっていきます。例えば正月行

事なんていうのも、昔は 1 ヵ月ぐらいかけてやる、非常

に重要な行事でしたが、今は本当にほとんど行われなく

なって、非常に簡素化されていきました。このように変

わっていく場合もあります。しかし属人器に関して言え

ば、別々の物を買うというだけなので、ほとんど負担が

ない。そういう、意味でいうと今後も残っていく可能性

が高いのではないかと思います。

　2 人の関係性の深さを強調するような、例えば恋愛期

ですね、新婚期というのは共用することはあっても、そ

の後だんだんと属人化していく。専用のものに決まって

いくというようなことが見られます。よく恋人同士です

と、同じグラスから２本ストローを出して一緒に飲んだ

りするの 1 つの象徴としてあると思います。そういう事

は、恋愛期新婚期は見られても、だんだん専用のものに

なっていくという事ですね。そんなことでこの属人器と

いう変わった文化は現在の日本でも一般的に見られます

し、今後も急速になくなっていくという事はあまり考え

られないであろうと思います。

　最後にこれに関連して、面白い話を 2 つして最後にし

たいと思います。マグカップというのも新しく日本の家

庭に入ってきたものですが、これがなぜか属人化して

いることが多かったです。洋食というのは基本的に属人

化しないんですが、何故かこの欧米から入ってきたマグ

カップというものが属人化しているですね。これは多分

湯呑茶碗の代わりとして属人化していったと見ることが

できます。それからもう一つは他の、食器ではないもの

属人化を考えます。食器以外の家庭の物品の属人化と比

較してみたんですが、調べる過程でバスタオルを属人化

している。一人ひとりのバスタオルが決まっている家庭

ほど、食器の属人化も高いということで、この 2 つは正

の相関関係があるということになります。ですからそう

いう面でいうと、これは衛生観、人の使ったものは自分

が使うのは嫌という、そういう意識が高いほど初期の属

人化、専用化と進むものではないかなというふうに思い

ます。どうもありがとうございました。



次回の例会は 5 月 25 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ゲスト
長谷川教佐（麗澤大学）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	結婚記念日

　川和、中村佳弘　会員

★	(^^ ♪

　中村佳弘会員　ちょっといい事がありましたパート５

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１１名

江口、影山、後藤、小林太時、小林正直、

小林直人、東海林、杉山、細田、松本隆一郎、

山崎　　　　　　　　　　　　　　　会員

出席率　83.58％

会員数

欠席者

5 月 1 8 日 ヴ ィ ヴ ァ ン ホ ー ム 訪 問 報 告 　　　　社会奉仕委員会　中村　靖　委員長

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
6 月 1 日 金 通常 髙田住男会長エレクト
6 月 8 日 金 移動 打ち上げ親睦旅行
6 月 15 日 金 通常 中嶋利生幹事
6 月 22 日 金 通常 金子正会長・クラブ協議会
6 月 29 日 金 任意休会

2018 年 6 月例会予定


