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古代ギ リシアにおける 「共同食事」の意義 に関する考察
〜共食文化 。教養形成の起源をさぐる〜
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問題関心 と研究方法について
今 日、「共食J「 共食文化 Jは 、民族学、民俗学、歴史学、家政学、栄養学 などにお い て

学術用語 となってい る。それ らは現実社会の問題 として、人類 史 の古典 ・古代 の時代 にお
いて、そ して現代 にお いて も「孝
え育」 の課題 とされてい る。今 日では世界的にかつ てない
広が りにお い て「食育 J「 食教育Jあ るい は「栄養教 育」 (フ ラ ンスの [国 家栄養教育法』

2004年 、など)は 社会的規模 における人間形成の課題 として重 要視 され ざるを得 な くな っ
て い る。人類が人類 として生存 しつづ ける限 りにお いて、それは未来永劫的な口
呆題 で あ り
つづ ける といって もよい。
人間が「社会的動物」 (ア リス トテ レス 『政治学』)で ある以上、その生存 にとつて最 も
基本 的な生活領域 である食事が 「社会的」「共同的」 であることは当然であるよ うに思 わ
れる。そ うではあ って も、人類史や世界の国 々にお いてはその時代背景の個性や特殊性 に
よって、その意味や意義は大 きく、あるいは微妙 に異 なる面 もある。 いずれにもせ よ、人
類史 のなかで考 えてみ ると、「食Jの 問題が、民族や国家社会 の存続発展 を左右す る根源
的な問題 であ り、 また人間的本質 (本 性 )を 発揮 ・形成す ることにかかわる根本 問題 とし
て横 たわっている問題 であると理 解す ることがで きる。 この よ うな問題関心 の もとで、有
史時代 の始 ま りである古代 ギリシアに焦点 をあてて、その「共同食事」 とい う慣行 ・制度
あるいは生 活共 同体 をささえた「食」の営み を検討する ことと した い。
古代 ギ リシアにおける「共同食事 Jと い う言葉 で表 される事柄 (意 味 ・意義 )は 、①家
族や部族 の代名詞 と して用 い られる場合があ った。「共 同食事」 とは「家」や「家族」 そ
の ものをさす ものであ つた。
久
特定 の市民 であることの「ユ
貝格」や「証 Jを 意味す る ものであっ
② また「共同食事」は、
た。それはまた「 身分 Jを あ らわすための施設であ り社会的営み であった。

③ さらには、ポリス国家への忠誠 とい う精神的規律 ・規範を象徴す るものであ り、そう
した精神的価値

(徳 )を 意味す るものであった。

④そ して、そうい う政治的 な市民仲間の間において「連帯感」「親密感」「信頼感」な ど
人 と人 との緊密な人間関係を保持 。強化 ・醸成す るための習慣 ・習俗 (エ ー トス ,ethOs)
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であ り、 また制度であった。
⑤それ は、同時に「子 ども・青年 の教育」 の課題 として も重視 された。その課題 の意味
づ けは、プラ トンの F国 奈』 で提起 されてい る通 りで あ り、 またプラ トンが創設 した「ア
カデメイア」 (大 学 の元祖 ・起源 )に お い て「共同食事」 は実際 に行 なわれたのである。
それは、アカデメイアで 20年 間の長 きにわた つて学 び研究 をつづ けたア リス トテ レスに
も引 き継がれて リユ ケイオ ンにおける「学校 Jの 行事活動 として行 われた。ア リス トテ レ
スの『政治学』 では、諸所 にお いて「共同食事」 に関す る記述 を見 ることがで きる。
本論考 では、有史 (歴 史)時 代 における歴史的記述や古代 ギ リシアの人 々が書 き残 した
もの (伝 承 ・文書 など)、 また、それ らについ ての歴 史学研究 の成果 をもとに して、その
歴史 ・社会的、人間的・教育的な意味について考察 してい くこととす る。

I、

プラ トンの著作 における「共同食事」
1、

『国家』 (対 話篇)に おけるプラ トンの構想 について

プラ トンの中期 (60歳 代)の 作品に『国家』 Q)が ある。その第 3巻 の中に「共同食事」
について簡単に言及されている。その部分の文章 をかかげれば次のようである。
「暮 らしの糧は、節度ある勇敢な戦士が必要 とす るだけの分量 を取 り決めてお いて、他
の国民から守護の任務への報酬 として、ちょうど1年 間の暮 らしに過不足 のない分だけを
受け取るべ きこと。ちょうど戦地の兵士たちのように、共同食事に通って共同生活をする
こと。
J(416‑E)
『国家』論は、民主政のイデアを軸に してポリス国家 の再建 を試みようとす る構想 を語
り合 う作品である。そ うい う国家 と国民 とを形成する手立てや教育論が語 られるとい う文
脈のなかで上記の「共同食事」に言及されている。この「共同食事Jは 、子 どもだけにむ
けられた教育方針なのではな く、文章か らわかるように国家 の「守護 (者 )」 (特 に戦士 ・
兵士 とい う市民たち)自 身が実施 ・実現すべ き施設 ・生活形態 。生活方法 として考えられ
ている。
プラ トンのい う「共同食事」 の根底 にある意味 を一 言 でいえば、ギ リシア国内外 におけ
る僣主政 の動 きや内乱、民主政治へ の「俗衆 の憎悪」、「蛮族 Jの 侵略 ・隷属 な どの危機か
らポ リス 国家 と市民 の「平和」 を守 ること、
「集団の福祉」。
「有効 にはた らく協 同」 など
を社 会 と人 間個 々人の正義 ・規範 として「理想 国家」 を築 こ う とい う意図 ・文脈か ら発す
るもので ある (2)。

このようなプラ トンの「共同食事」論には、歴史的 ・現実的基盤があるとされている。
特にラケダイモン

(ポ

リス国家名)と い う国 をつ くったスパ ルタ人の間で実際に行 われて

いた「共同食事Jを もとにしてい るとされる。さらに、「共同食事」 とい う規範的要素を

4世 紀)よ り

多分に ともなった「共同食事」は、ギリシア都市国家の最盛期

(紀 元前 5〜

も、はるか昔 のイオニ ア地方やクレタ島の文明の時代

1100年 以前)か ら発生 し
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た ものであるとも言われる °。 (後 述、Ⅳの 2)

2、

プラ トンのアカデメイア創設 と 「共同食事」の意味につい て

プラ トンはみずか らが構想 した「理想 国家」 を実現 しようとして、シ ュ ラクサ に 3回 に
わた り渡航 した。プラ トンをシュ ラクサに招聘 した同地の僣主 ・デ ィオニュシス 1世 は 自
己の意図に沿わない プラ トンを奴隷 に して売渡 して しまう。プラ トンは人生最大 の窮地 に
立ち至 った。当地のプラ トンを知 る人

(ア

ンニ ケ リス)に よって買 い戻 されて、 よ うや く

アテナイに帰 ることがで きたので ある。プラ トンはアテナイに帰 ってか らア ンニ ケ リス に
その身代金 を返そ う としたが受け取 られなかった。その身代金はアカデメイアの土地購入
の一 部 に当て られた。プラ トンの考 える民主政国家の実現がたやす いことではないこ とを、
このシュ ラクサヘ の旅が思 い知 らせる ことにな った と思われる。 また、 この体験 が アカデ
メイアの構想 を実現 に移す きっか けに もなった と思われる

41。

その 1回 日のシュラクサヘ の旅か らアテナイに帰還 した紀元前 387年 、アテナイの北西
郊外ケ ピソス川のほ と りに学園 ・アカデメイアを創立 した。 この学園 は「大 学 の起源Jと
される高等教育機関、あるいは成人教育 ・生涯 学習機関 であ り、
「理想 国家」 (『 国家』論
に描かれたような)を 学 び、検討 し、共同論議す ることを主たる 目標 とする ものであ った。
厳密 な教育課程 をもって いた とは言 えないが、その教育 。学習 。研究 の土 台 (予 備学問)
として数学や天文学、幾何学、音楽理論 などの素養 (一 般教育 の根本)の 獲得が求 め られ
た。その上で、学園の教育 ・学習 は、①学術 の専門的研究 と、②個 々人が人間 として もっ
て い る天 凛・個性 を啓発 して人間の卓越性

(ア

レテー)を 育み人間 らしい完成

(自

己形成 )

をはか ることであった。前 者① では、哲学、科学 が研究課題 とされ、後者② では、「 師弟
°
同行や魂 のふれ あい による人間教育」 がお こなわれた。
この学園には 17歳 〜 18歳 か ら入学が認め られ、年齢層 はまちまちであった といわれる。
授業料 は無 償 とされた。 これはソクラテスの信念 に倣 つた もの とい われる。 ソフィス トた
ちが高額 な授業料 を徴収 したのに対 して、 ソクラテスは授業料 をとる意思 をもたなかった。
生徒 ・学生 たちはお互 い に「友 よ・友人 よ」 よびあった。そ こには上下関係 なる もの もな
かった。かれ らの生活費を賄 えるような学園の財政事情ではなか ったので、それは学生 た
ちの 自己負担 であった。学生のなかには昼 間 この学園で学 び、夜 には粉屋で夜 間労働 をす
る とい う今 でい う学 生 アルバ イ トを しなが ら勉 学 をつづ ける学生 たち もいた といわれる。
また、 この学園 には、アテナイの市民師弟 よ りも外国人学生 。研究生 のほ うが多 かった と
い う。そ の代表的な学生の一 人がアリス トテ レス (マ ケ ドニ アのス タゲイラ出身)で あ っ
た。 また、人数はす くなか ったが、女性 もこの学園で共 に学 ぶ ことがで きた。
以上の よ うに、アカデメイアは学問研究・人間形成の共同体であ り、それ と同時に、
「理
想国家」 の計画者 ・立法家 などの養成 とい う実践的 な課題 をその基本的な目標 とした もの
で あ った。 この学 園 はプラ トンの 40歳 か ら 80歳 までの生涯 をとお して存続 され、以後
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900年 間にわたってその営みがつづ けられた。川 島清吉 は、この学園の教育 ・学習を「世
⑥
界のヒューマニズム教育の源流」 であるとする。 ローマ時代 の ローマ人であるキケロは、
この ような教育 。学習、パ イデイアを「フマ ニ タス (humanitas)」 とラテン語 であ らわ
した °。アカデメイアでは、学問研究 と人間形成 とを統合 させ ること、従 って また知識
の教育を強制することを認めなかった。「 自由人Jに ふさわ しくないか らである。
川島清吉が次のように言 うことは、プラ トンの各種 の作品か らもよ く読み取れることで
ある。
「元来、 プラ トンにあつては学問 とは知識愛 であ り教育 とは生命愛のことであ って、共
に人間の完全な形相を憧憬 して已まない衝動に起因する。 このような衝動はエロスとも呼
ばれ、『エロス とは善 きものが永遠 に自分の ものであることを 目ざす もの』 であるか ら、
人間完成の基礎的衝動であるといえる。アカデメイアでは常に知識愛 と生命愛 の衝動に溢
れていた」①。
この文章は、プラ トンの『饗宴Jで の「対話」で語 られる言葉をベースに述べ られてい
る。プラ トンは「共同食事」 の教育的 ,人 間形成的な意味 を重視 していた。
「共同食事」
のギリシア語は、
「シュシテイオン」 (食 堂)で あ り、また「シュンポシオ ンJ(饗 宴)で
ある。プラ トンが 『饗宴』 で強調 していることは、人間としての「美Jで ある徳 ・賢さ 。
共同す る心への関心 ・憧れであ り、そうしたものを獲得 しようとする意欲や人間としての
潜在的能力 を自覚 し発揮することである。また、万人の幸福 を考えて「国を治め家を斉え
ることJ「 大 きな相互の結合 と堅い親愛」、そうした人間愛 ・生命愛 ・共同愛を人間それ自
身が求めているとい うことである。 したが って、プラ トンが「饗宴J(「 共同食事」の形式
と内容 とにおいて
追求 しようと考えた事柄 もこの点に集約 できるといえる。°

)で

I、

アカデメイアにおける「共同食事」について

アカデメイアにおいて、共同食事は一定期間 ごと

(毎 月)に

、また折にふれて開催され

た大切な行事 であった。共同食事そのものは学校 ・哲学学校すなわちアカデメイアだけに
限られる行事 であったわけではな く、多 くの哲学団体や宗教結社な どにおいても行 われて
いたといわれる。一定の規則に従い、一定のエー トス

ヽ
の習慣)の
と
(精 榊的雰囲気 ・サ

もと

で集団的に会食することは、アカデメイアにおいても特別 に意味のある生活様式であった。
この点についてプラ トンは次のように述べ ている。
「酒をかこんでともに閑談の時を過 ごす ことも、それが正 しく行 われるなら、教育に毎
与す るところじつ に大 きい」 (『 法律』第 1巻 、641 C D)。
「 この行事

魂に関することの世話をしなければならぬあの技術にとって、
(共 同食事)は 、

最 も有用なものの一つ となるで しょう」 (同 上、650B)。
「酒を飲む人たちの魂 は、まるで鉄か何かのように灼熱 して柔軟にも若 々 しくもなるか
ら、 したがって教育や形成の能力とその術
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易 となる」か らである ([法 律』第 2巻 、671C)。
(Ю
アカデメイアにおける共同食事の様子は、およそ次のようであつたとい う。

)

共同食事をす る場所 は、「食堂」 (シ ュンテイオン)で あ り、そ こに 28人 程度が集 った。
馬蹄形 に寝椅子が並べ られていて、一番左 の席が最上席、最右端が最末席で共同食事の責
任者が座る、あるいは寝そべ る場所 となっていた。一つの寝椅子に、二〜三人ずつが横た
わるとい うようなセ ッティングとなっている。これは『饗宴』 で描かれている様子 とおな
じであ り、それはアテナイ市民が行 うご く普通の「宴会」の様子 と同 じであったといわれ
る。
共同食事 には一定の「決 ま り」 (様 式 ・慣行 )が あ って、それに したが つて会食 ・饗宴
は進行す る。食堂に招 じ入れ られた人 々は、オリー ブな どの花冠 をつ けたあ と、両膝 を伸
ば して寝椅子

(ク

リネー)に 横 たわる。そ こへ 下僕が手 を洗 う水 を もって くる。そのあ と、

食事 が逗ばれて きて、そ のメンバーたちは手 (指 )で つ まんで食事 をす る。食事 後 には浄
め水がは こばれて手 ・指 を洗 う。 これが言わば、第一部 である。 次 の第二部 では、神 々 に
対 して酒 を捧 げるl荏 てんの儀式がお こなわれ、会席者 にも酒が 出され る。川 島清吉 は、ア
カデメイアでは、学芸 の神 である ミューズの榊 に この酒が捧 げ られた としている。 この酒
宴 は、アカデメイアでは乱暴狼藉 に流れて い くことがない よ うに配慮 (慣 行 )が なされて
いた。 この点 は、『饗宴』 を一読すれ ばはっきりとうかが い知 ることがで きる。
そ の文 中には例 えば、
「 ソクラテスは減法酒 に も強 いが、決 して酔 っぱ らった り酔 いつ
ぶれた りする ことはないJと 書 かれてい る。 また、共同食事の飲酒 に入 ってか らは、本格
⑪
的な哲学談義・談論が展開され るのである。真面 目な談論その こと自身が「高級 な遊興」
として意識的に営 まれたのである。 この点に、 アカデメイアにおける共同食事の特徴がみ
られ、 また格別の教育的意図や意味づ けがあ った といえる。
プラ トン自身 は、この点について次の よ うに考 えてい た。

「酒の会合 とい うこの しきた りが りっぱに立て直 されるとき、そ こに教育の救済 もみ ら
れる」 (『 法律』第 1巻 、653A)。
「酒をかこむ会合が、正 しくとり行 われる場合には、ずいぶん真剣になって考えるに値
す る、なにか大 いなる利益がおゝくまれる」 (同 上、652A)。
以上 のように、 プラ トン自身が共同食事や饗宴

(シ

ュンポシオ ン ,synpossion)を 学園

における重要な行事 ・教育的活動 と考えてお り、またその意図や意味が実現 されるように
細かな配慮 をしていたことがわかる。 このアカデメイアの共同食事 に招かれた人物の感想
も残 されている。次のような話がそれである。
アテナイの有名な将軍であるテイモテノスは 日ごろか ら贅沢 な宴会に招かれ、それに慣
れてしまっていた。あるとき、プラ トンに招待 されてアカデメイアのシュンポシオンに く
わわった。「質素なが らも知的な香 りの高 い雰囲気 の うちに」歓待 された。帰宅 したのち、
この将軍 は家 の者 に次のように言った。
「プラ トンの宴会に加 わった人 々は翌 日も気分爽
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やかに過 ご してい る」 と。そ して、翌 日、プラ トンとで あ った際 この将軍は、
「 プラ トンよ、
あなた方は今 日のため よりも明 日のために食事 をなさってお られるが、 これは立派 な こと
ですJと いって、称 えた とい われる① これは紀元後 2〜 3世 紀前半 を生 きたクラウデイウ
ス ・アエ リアヌス

(イ

タリア)の 伝承 ・記録 によるものである。 (D

また、同 じ時代 を生 きた文筆家 のアテナイオス

(イ

タリア)は 、 プラ トンのシュンポシ

オ ン (共 同食事 )は 自堕落な雰囲気 とはまった く縁がな く、 くつ ろぎと会話 の楽 しみを求
めてお互 い力事愉快 に交わることが常 であった と記録 してい る。 (°
この「共同食事」 の食事内容 もまた、質素な ものであるといわれる。 プラ トンの 『国家』
(第

2巻 )に は、食物 に関する対話があるが、 ここか ら推 察す るに質素 な食物 ・食事 とは

次 のよ うな ものであった と思われる。す なわち、大麦や小麦で作 られたパ ン、チ ーズ 、 2
〜 3種 類 の野菜で作 られた煮物 (一 皿)、 季節 に応 じたデザ ー トとして無花果、疏 豆 (エ
ン ドウ)、 空豆 などが出された と考 えられる。肉や魚 は裕福 には供 されなか った。そ うで
あ って も、先 にのべ た将軍 テイモテオスが、「アカデメイアの プラ トンの共同食事 は楽 し
かったJし 「 二 日酔 い しなかった ことをプラ トンに感謝するJと 述べ ているよ うに、節度
ヽ
があって学問的な香 り高 い ものであ ったことにこそ、その会食の楽 しさの核 ′
と
があったこ
とに留意 したい。
共同食事 における「お い しさJ「 楽 しさ」 は、食物や酒

萄

(何

酒 の水割 り)に ついての

食事・酒その もの「お い しさ」 を享受 で きる「楽
味覚や感覚的 (受 動的な知覚)な ものや、
しさ」 に尽 きる ものではない。そ こにlE々 人が居場所 を認め られ、主体的な存在 として仲
間たちとの 関わ りを作 ってい くとい う人間的環境が作 られたことこそが、そのか けがえの
ない不可欠 の貴重 な要因であるとい わねばな らない。それ こそが人間 ・人格 における「お
い しさ」や「楽 しさ」 として統合 されるものである。それが人間や生 き方のイデア (善 の
イデア)と して、個人 と集団・社会 の生 命 を励 ます最大の力 となってい くもので ある。 こ
の よ うに考 える ことによって、『饗宴』 で語 り合 われて い ること (善 く生 きる こ とへ の人
間の衝動 ・意欲 =エ ロス)と 共同食事 で意図 され、また獲 得 される「楽 しさJ「 お い しさ」
とが一つの もの として人 間的本質 を生 き実現 されることになるといって よい。
このよ うなアカデメイアにおける「共同食事」 の意味について、川島清吉 は次 の よ うに
書 いている。
「 ミューズ は学問の榊 々であ り、アカデメイアはこの神 々に棒げ られ、毎 月、酒宴 と共同
食事 の行事があ った。プラ トンはピュタゴラス教団にならって『共同食事』 (シ ュンポシオ
ン)を 行 ったので あろ う。 これは [友 情 の共 同体』 (Gemdnsamkeit des Frellndesgtltes)
とい うピュ タゴ ラス教団の公理 を実現す ることがで き、学園は これによって親密 さを深め
統一 を保 つ ことがで きたJQ。 。
プラ トンの「共同食事 Jと は、生命 を慈 しむエロス と学問 ・知識に対す る尽 きる ことの
ないエロス とを共 に同時に育 むこと、その土台 ・母体 として人間の善 き生 き方 を憧憬す る
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人間集団 。人間共同体 を醸成することを目指す ものであったと意味づ けることがで きよう。
アカデメイアとい う施設

(学 園 ・共同体)そ の ものが、大 きな意味の次元において「共同

食事」 とい う営みであったともいえる。すなわち、「共同食事」 とは、共に生 きる場、共
に学び研究する場

(共 同体)そ の ものであることを意味す る。

Ⅲ、ア リス トテ レスの『政治学』 と共同食事論
1、

リュケイオン

(学 園)に おける共同食事について

アカデメイアの共同食事において、プラ トンの亡 き後に「 シュンポシオ ン規則」がつ く
られたとい う。第二代学頭スペ ウシッポス と第三学頭 クセノクラテスの時代 である。その
一つは学頭代理が共同食事 の責任者 とされ、アル コンと呼ばれた。アルコンは年長の研究
生が交替 でつ とめる共同食事の管理者であった。アリス トテレスが作 ったリュケイオンに
おいて も共同食事 は継承 された。 しか し、ア カデメイアで作 られた「規則 Jは 守 られな
かったようである。 リュケイオ ン学園の第 4代 学頭 リュコンのころに、華美な風習がつ よ
まり、共同食事 も派手で贅沢なものになっていった。多 くの人がそのための出費を恐れて
学園へ の入学を断念することになったといわれる。 リュケイオ ン学園にもアル コンがおか
れた。アルコンは共同食事を開催す るにあたって、学生か ら会費を徴収 し、ム ウサ女神ヘ
の供物 を準備 し、招待客 の世話な ど、各種 の仕事 をこなす ことになった。 こうした煩雑 さ
も加 わって、共同食事は「たんなる飲み食いのための機会Jに 過 ぎない ものになって しま
(151。
プラ トンのアカデメイアでは、「か き料理」 は贅沢料理 とされ
う場合 もあったとい う

て食卓には出されなかったとい う。それに対比 してリュケイオ ンでは、共同食事 の料理 の
出来が悪 い といって料理人がЧ
夏打 たれるとい うこともあったといわれる。
そうした傾向があったようであるが、共同食事 はアリス トテレスの リュケイオ ン学園に
引 き継がれたのである。アリス トテレスは、
「共同食事」 の歴 史・社会的な事実 と意味 と
を実に驚 くほ ど丹念に研究 してお り、その重要性や価値について熟知 していた。その点は
『政治学』に目を通せばよくわかることである。
ア リス トテ レスの共同食事論 について
アリス トテ レスの 『政治学』 ⑩ は、 国制 (国 家形態 )論 ,国 家論 に関す る研究 であるが、
2、

「共 同食事」 もまたそれに不可欠 な論点であ った。 したが って、そ の論考 は、 制度論的 な
考察 であるといえる。 しか もそれは、共同体 における人心や教育の力 を深 く洞察 した制度
論 (国 制論 )と しての共同食事論 となって い る。そ こにポ リス 国家に独特な固有 の思想が
表明 されてい る。
結論的に言 えば、ア リス トテ レスは「共同食事」 を民主政 (民 主制)の 象徴 の一 つ とし
て位置 づ け ている。
「共 同食事」 に象徴 される よ うな社会 関係 。国家形態 (ポ リス 国家 )
こそが、市民の意思 を尊重 し、貧富の格差 を緩和 し、僣主政 に貶め られることを防 ぎ、可
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能な限 りにおいて平等の精榊に基づ く市民共同体 をつ くることがポリス国家の理念であ り
形態であると、実証的な事実考察を行っている。
アリス トテレスは、国の始まりを家族や生活方法

(生 活共同体 の暮 らし方)そ

れ自体か

ら論 じは じめる。例えば、ヘ シォ ドスの時代には、大切なものは「何 よ りも先ず第一 に家
と妻 と耕牛Jと いわれ、
「家」 とは「食卓を共にす るもの」
「飯櫃 を同 じうするもの」 と呼
ばれた。このような生活感覚が国家 ・社会統治の必要 ,必 然性 と結 び合 うと「共同食事」
は慣行 として、さらにはそれを、立法でもって統治の制度的一環に組み込み こもうとい う
思慮が働 くことになる。アリス トテレスによれば、その共同食事の歴史的な始 まりはかな
り古 く、紀元前 1000年 以上前の地中海を取 り囲む古代 エ ジプ ト、イタリアやギ リシア・
クレタ文明の時代に遡 るとい う
(ス

(『

政治学』第 7巻 、1329b)。 クレタやラケダイモ ン国

パ ルタ人)に おいては、立法家が共同食事 を立法化す ることによって、生活に必要な

財産を共同に使用するものにしたとい う

(『

政治学』第 2巻 、1263b‑40〜 1264‑a)。

このように して、すべ ての市民が生 きていける土台 としての「共同食事組」が作 られて
「胞族」 (プ ラー トリア)や 「部族」 (ピ ューレー)と い う家族的連合を共同体 とすること
によって、は じめてポリス

(国 )の 土台が作 られたと歴 史的状況 を考察 している (同 上、

1264 a‑ 10)。
この 共 同食事 の 実態 は地域 に よって違 い が あ った とい う。 ク レタ文 明 にお い て は、 ラケ
ダイモ ン国 の スパ ル タ人 とは こ となって、共 同食事 にか か わ る経 費 は土 地所 有 や財 産 の多
寡 にはかか わ らず 、公 の 費用 で女 も子 ど もも男 もす べ ての人が そ れ に よって養 われ る工 夫
が され て い た。 す なわち、公有 地 か ら収穫 され た 農産物 と公 有 地 で 飼 育 され た 象畜 との凡

て、お よびペ リオイ コイ (市 民権 をもたない農業 な どの生 産者、周辺人)が 支払 う貢物 の
うち、ある部分 は神 々と公共事業のために割 り当て られ、 またある部分 は共同食事 の費用
にあて られた。他方、スパ ルタ人

(ラ

ケダイモ ン国)の 場合、当初 は、各人が頭数 で定 め

られた「割 り前 J(食 事 の経費)を 負担 した。それゆえに、経費負担がで きない住民 は共
同食事 の席 に着 くことはで きなか った。それは同時に、
「国民権」 (市 民権 )に 与 ることを
禁 じられることを意味 した

(『

政治学』第 2巻 、1272n)。 その改善のために後 になって、

土地 を最大限均分化す る政策が とられた、 とされる。
アリス トテ レスは、 こ うした原初的なギ リシア圏を中心 とする社会 ・文明の段階にお い
て、「共同食事」へ の多 くの市民 の参加 を民主政 を支 え発展 させ る国共同体 の あ り方 とし
て積極的に評価 してい た。換 言すれば、その ような共同体 的な社会状況 をつ くりあげてい
くことが富裕層 を軸 とする特権階級が市民 を支配す るとい う僣 主政の弊害 を阻止す る力 と
なると考 えて い た

(『

政治学』 第 7巻 、1330a)。

この点 をア リス トテ レスは以下の よ う

に考察 した。
僣 主たちの住民支配 と権力保持 の原理 とは、 次 の よ うであった とア リス トテ レスは述べ
る。すなわち、①秀 でた者 たちを刈 り取 り、思 い上がった者 たちを片付 ける こと、②共同
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食事 も政治的クラブも教育 も許 さず、③その他、「思 い上が り」 と「相互の信頼」が生 ま
れるような「研究会や学問的な集会Jを 許さず、④すべ ての人々をで きるだけ面識のない
者にす るためにあ らゆる手段 を講ずること

「告
(例 えば、監視人を置 く、スパ イを放つ、

げ国家Jを 集会や寄合に派遣する)、 であるとい う
うにして僣主政は、市民をつ ぎのような社会的関係

(『

政治学』第 5巻 、1313b)。 このよ

(面 識があること、信頼関係 を築 くこ

とを貧困化 させる)の なかに閉 じ込め、人々のなかに社会的能力が発展 してい くことを抑
圧すると述べ てい る。
すなわち、①その第一は、
「被支配者 たちがちっぽけな こと しか考えないようにするこ
、
と (と い うのは′
とのちっぽけな者 は誰にも謀反 しないだろ うか ら)」 。②第二 は、「被支配
者 たちがお互 い を容易に信 じない ようにす ることである

(と

い うのは僣 主政の解体 は或る

人 々が互 いに信頼 し合 うようになってか ら初めて起 こるのであるか ら)」 。③第三は、「行
動に対する被支配者の無能力である

(と

い うのは出来ないことを企てる者は誰 もいないの

で、もし能力が存 しないなら、また僣主政を解体するようなことは しないからである)」

(同

上、1314a)。
民主政 は上記 のような僣主政 とは原理的に正反対 のものである と、アリス トテレスは述
べ る。民主政 とはまず何 よ りも人間の命 と生活を保持確保すべ きものであ り、国外か らの
ふを合わせ一致団結 して自己の生活圏を守ることであ った。 こ
他民族 の侵略にあたっては′
のような観点 と理 由か ら、アリス トテレスは「民主政 は共同食事やその他 の 日常生活の点
に見 いだされる」 (『 政治学』第 2巻 、1266a)。 「また、共同食事 については、それの存
することは善 く組織 された国々にとつて有益 であることを、凡 ての人々が等 しく認めてい
るが、われわれもやは りそうだと認める」 (『 政治学』第 7巻 、1330a)と 結論づ けている。

3、

国制論 としての共同食事論

(ま

とめ)

アリス トテレスの共同食事論 は、大 きな枠組みとして言えば、国制論 の一環 をなす もの
である。 国制のあ り方が人間のあ り方 (善 き生 き方)を 規定するものであ り、また人間の
本性 (自 然性)を 発展 。発達させることによって善 き国家、徳ある国家、すなわち、人間
の本性

(人 間的自然 ・人間的本質)や 幸福 を高めることがで きる国家 (国 共同体)を

創造

するものであるとい う見方 を展 開 したものである。
「人間は自然的に (本 性上)ポ リス (国 )
的動物 (政 治的動物)で ある」
「人間は 自然に よって国的動物 (政 治的動物)で ある」 と
い う『政治学』の言葉

(定 義)は

、国制 と人間性 との一体性 をあ らわす言葉である。 この

言葉 は善 くも悪 くも人間は国 (政 治)の 中にあることによって、その本性を完成させるも
のであるとい うメッセージである。
また この点につい て、「か ような共同体

(国 )に 向か う行動 は自然 に凡ての人間に具

わっている、…国を組織 した最初の人はやは り最大 の善事 の原因者 である」 と述べ ている。
人間を主体において言えば、完全 で自足的な生活のために家族や氏族が善 き生活において
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共同す る時、初めて国 (政 治)が 存す る。そのために、 国の うちに親類 団体や胞族団体や
祭祀団体や社交団体が生 まれた。そ して、「か よ うな ものは友愛の働 きに よって作 り出さ
れた ものである、 とい うのは共 に生 きる ことを選択するのは友愛 で あるか ら。だか ら、国
(政 治)の

目的は善 く生 きる ことで あるJ。 これ ら種 々の共同体 も、その よ うな 目的意識 を

もって営 まれた。
「共同食事」 は、そ うした 目的 を共有 しあ った生 活共 同体であ り、それ
がポ リス ・国共同体 (政 治的共同体 )の 実体 であ った。

山本光雄 は、その よ うなポ リス 国家 を「教育 団体」 と呼 んで もよい と述 べ て い る。 m

その意味は、すべ ての市民が生活する こと、生 きる ことを保障 される こと、そのためにポ
リスの統治 ・運営 (政 治)に 全員が共同 して加 わること。その営 み (政 治的教養 )を 通 し
て、有徳 の市民 と国家社会 を創造す る人 間の本性 を蓄積 し高める ことがで きる と、アリス
トテ レスは理想の国制 を展望 したのである。共同食事 もまた、 この よ うな文脈 にお い て
「教育団体」 (あ るい は政 治的共同体 )で あ った とい うことになる。プラ トンの 『饗宴』 は、
その もっとも洗練 された、人 と人 とのつ なが り (主 権者 )を 育 て、人 間 の本性

(自

然性 )

を発揮 させ る人間形成 と社会形成 の場 で あ った といえる。

V、

歴史家の研究からみたスパル タ人の共同食事
1、

プルタークの 「英雄伝」 における共同食事の起源

プルターク自身は「 自分は歴史家ではなく伝記作家である」 と称 しているが、単 に人物
の業績に焦点をあてた「伝記」ではなく、歴史石
升究の産物を残 している。その一つである
『プルター ク英雄伝』 (全 12巻 )(181の うち、第 1巻 にはスパル タ人の立法家であった リュ
クールゴスの伝記が含まれている。プルター クはギリシア本土のボイオーティアー

(ア

ッ

テイカの北部)地 域に所在するカイローネイアの出身の紀元後 1〜 2世 紀 を生 きたギリン
ア人であ り、若 い頃アテナイで教育を受けたとい う。『プルター ク英雄伝』 は彼 の最晩年
の作品である。これをベース に、スパルタ人や リュクール ゴスの国制に関する立法を概観
し、共同食事の法制 と実態についてみてい くこととする。
リュクールゴスが活躍 した紀元前 7世 紀のスパ ルタ人のポリス

(ス パ ルタ人によって創

られたラケダイモン国、以下スパ ルタと記す)は 、
経済体制をめ ぐって大 きな変革期にあっ
た。すなわち、スパルタはメッセニア領に姑する征服戦争 に没頭 し同領を併合 し、すでに
征服 していたラコエアと合 わせて農耕地を倍増 させた。 この大事業をよって、スパ ルタは
商業的発展 とい う助けな しに、農業中心の自給 自足的な国家体制に命運 をか け ることに
なった。 これによってスパル タ人は「農夫であ り、
農夫であ りつづ けるJこ とになった。(D)
このような時代 において、ポリスの国家体制を整備するリュクールゴスの改革立法がす
すめられた。「スパ ルタ」 は、「スパ ルタ主義」な どの言葉か ら凶暴な権力主義の代名詞の
ように思われているが、太田秀通が指摘す るように、それは真実ではない。Q° む しろそ
の反対で、古代ギリシアの 300近 くあったポ リスのなかでもっとも強 く民主政を追求 した
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ポリス国家である。それを象徴するのが立法家 ・リュクール ゴスの改革 であ った。共同食
事 もまた、 この時期の改革によつてスパ ルタの国制 の一部 となった。
プルター クは、リュクールゴスの主要な改革立法 は、三つ あったとい う。°1)
「元老」 と「元老院」の設置である。スパ ルタには当時、二人の王がいたが、
①第一は、
この王の独裁的な政治を抑制すること、および民衆迎合や衆愚政治に陥 らないように
す るための改革であ った。「元老」は 28人 、 これに 2人 の王 を加 えて 30人 か らなる
「元老院Jと した。その上で、市民 の「民会」や「集会」を開催 して、元老院か ら出
される議案 を論議することなど、「裁決権」 を民衆 に与 えた。主権者は市民

(民 衆)

であるとしたのである。さらに、「少数政治」に よって「悪政」に陥 らない ようにす
るために「エ フォロス

(監 督官)」

とい う「役人」を置いた。

②第二の改革は、「土地の再分配Jで ある。当時、不平等が極端に達 し、土地を持たな
い多数の貧困者の存在が国家の負担になっていた。富が少数者 の手に流れ込んで富裕
層 と貧困層 との格差が拡大 し、l救 慢、羨望、詐欺、遊惰 などの世相が「国家の病」 と
いわれるような事態 に覆われた。これを解決するために、土地全体 を公に提供 させ初
めか ら分配 し直す こととした。 こうして生活 の基盤を平等 ならしめ、社会に「徳性J
こそが人間評価の第 1位 となるようにした。これによって、ソフィス トや遊女たちも
稼 ぎのために質素で質実岡!健 になったスパル タに行 くとい う状況がな くなったとい う。
「会食」の制度化である。 これをプルタークは「最 も立派
③第三の改革 は、「共同食事」
を取 り除 こ うとす
な政策」② であったと述べ てい る。これ も贅沢 を排 し富 を追 )と 、
るものであった。
プルタークはこの共同食事について次のように書 き残 した。
「市民 たちは互 いに共通な一定の料理 とパ ンのあるところに集まって食事 した。・・・テ
オフラス トスの言葉を使 うと、富を望 ましくない もの、富ならざるものにするために、食
事 の共同 と食物の質素を図ることである。金持ちも貧乏人 と同 じ食事に行 くか ら、多 くの
財産を使 うことも味わうことも、否、見た り見せた りすることもで きな くなった。あの、
富が盲 日で生命や動 きもない絵 のように横 たわっているとい う、周知の言葉 は、太陽の照
らす国々の中でスパルタに於 いてのみ見 られた。家で先に食事 を済ませて満腹のまま会食
に行 くことは許されなか った。他の人が念入 りに見張 りをしていて、 自分たち と一緒に飲
み も食べ もしない ものを、自制力のない、共同の食物を食べ ようとしない意気地なしだと
非難 したからである」

9°

。

以上のようにスパ ルタでは、物質的にポリスを維持 ・存続 させることと、そのために不
可欠な共同体的精神を醸成す るための制度 とが一体なものとして制度化 されたのである。

2、

プル ター クがみた共同食事の精神的・ 教育的な意味 につい て

プル ター クの記述は これに尽 きず、共同食事 の精神的 ・教育的な意味 の検討 に も及 んで
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ヽ
い る。それはプラ トンに′
と
酔 したプルター ク自身の問題関心 のなせ る業 で もあろ う。
この点について、プルター クはクレタ人の集団食事 ・会食 の事跡か ら話 を始 める。 クレ
タ人はこの会食 のことを「アン ドレイアJと 呼 んだ。 この言葉 と同 じ意 味 の言葉 をスパル
タ人は「フィディティア」 と呼 んだ。 この言葉 は、
「 フイリアー」 (友 情 )と 「 フィロ フロ
シュ ネー」 (好 意 )を 合意 してい る。 さらにまた、「エ ウテ レイア」 (簡 素 )及 び「 フェイ
ドー」 (節 倹・倹約)の 習慣 をつ ける とい う意味 をもってい る。そ して また、
「デ ィアイタJ
(生 活方法)や 「エ

ドーデJ(食 物)と 並 んで使 われる「エ デ イテ ィア」 とい う言葉か ら来

た ものであるとい う。 これ らの 関連する多様 で多義的な意味 を含んだ言葉が「 フィデ ィテ
イア」 (共 同食事 )で あ り、その言葉が意味す る事柄 で ある。
この共同食事 に参加する会食者は 15人 位か、それ よ りもわずかに少 ないこ ともあ った。
会食者 は毎月、銘 々が一定量 の大麦、葡萄酒、チ ーズ 、無花果や狩猟で捕 った ものなどを
持参 して会食 したとい う。 この よ うな会食 は長い 間、厳密 に守 られて行 われた。 鬱°
以上の よ うに、集団食事 は、共同体構成員 (市 民)の 平等 ・共同・連帯 ・信頼関係 を維
持発展 させ るための生 活方法 であった。共通 ・共同の食物 と食事 とが 、人 と人 とを結 び合
わせ、心 を一 つ に合 わせて社会 ・共同体 を守 る要 となった。
その ことを土 台 に して、共同食事それ 自体が教育的機能 を呆た した。プルター クはこの
点について次 の よ うに述べ る。
「会食 には男 の子 たち も節制 を教 える学校 へ 連れて行かれるようにや って来て、政治に
関する話 を聴 き自由を教 える教師を見て、 自分たち も冗談や引卜
楡 を浴 びせて も悪ふ ざけに
陥 らず、打卜
楡 されて も腹 を立てな くなる癖 を付 けた。か らかわれて平気 でいることが、ス
パ ルタ風 の特色 だと思われていた。我慢がで きない人は相手 に止めて貰 うよ うに頼む こと
がで きた。そ うす る と相手 はか らか うの を止 めた」 QD。 仲 間 に対 す るか らか い、打卜
楡、
注 .中 な ど、 で い
誹口
方
傷
今
う「 い じめ」 は会食 の集団のなかで集団的に解決 されて いった。
会食仲間の 中でのこ うした出来事 は会食集回の外 に もらす こと も禁 じられた。子 どもの 中
の年長者 が子 ども集団の世話係 りとなって、調停 の役 を果た した。その年長者 は会食会場
の入 り日の方 を指 さして「あの入 り日か ら外 へ は一 つ の言葉 も出ていかないJと 諭 したと
い う .仲 間内の「 い じめ」 などを敢 えて日外す るな とい う指導 である。集団食事 のこの よ
うな場面 は、 自他 の尊重 とい う徳や人格形成 の意識や 自覚がみな ぎっていた と考 えさせ る
ものである。それに従わない者 は、全員 の投票 によって集 団食事 に参加す る資格 を剥 奪 さ
れた。
リュ クール ゴスは共同食事 を制度化 したが、その運 営法 については法律 を書 き残す こと
はなかった。ポ リス 国家 の幸福 と徳性 にかかわることは市民 の修養や教養 によって達成 さ
れるべ きで あると考 えて い た。
「人 々の 自由意思 と絆 Jを もって行 われるべ きであると考
えてい たか らだ とい う。そ の方が法 によって人 々 に強制す るよ りもいっそ う「丈夫 な絆」
が作 られると確信 してい た。
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共同食事 とい う場 での人 間形成 に限 らず、 リュ クール ゴス は子 どもの教育 につい て大 き
な関心 を抱 いていた。スパ ルタの子 どもたちを金銭 を払 って家庭教師に預 ける ことや、各
家庭 に教育 を銘 々 にゆだねることを止め させた。 リュ クー ル ゴス 自らが、子 どもが 7歳 に
なる と子 どもたちを集 めて きて、「共同教育 の場」 をつ くった。そ こでは、互 い に同 じ規
律 の もとに同 じ食べ 物 を食べ て生 活 させた。遊戯 も学習 も共同 して取 り組む よ うに躾 けた。
年長 の若者や老人たちが、読み書 きや遊賊 ・体育や生活法 の万般 についてすべ ての子 ども
たちの監 督者や教 師 の役割 (パ イ ドノモス、 エ イ レー ン)を 果 た させ た。 エ イ レー ンで

20歳 になって い る者 は戦 争 の ときには 自分 の部下 を指揮 し、家ではエ イ レー ンを食事 の
際に給仕 に使 う。身体 の丈夫な子 どもたちには薪 を逗ばせ、小 さな子 たちには野菜 を運ば
せ る。ポ リスの政策的な意図で、その野菜 は盗んで もって こ させ るのである。ある子 ども
は野菜畑 に入 り込み、 またある子 どもは大人たちが会食 して い るところへ狡猾 に注意深 く
忍 び込んで持 って くる。 もしも見 つ か って しまって捉 まる と、鞭 で したたかに打 たれる。
会食 の場での子 どもたちの食事量 は少 なめであったが、それ も不足 を補お う として子 ども
が大月
旦にな り狡猾 になるよ うに との大人の意図的な配慮、教育 目的であ つた。それはポ リ
ス 国家 を守 るため とい う大義に基 づ くところの「教育J「 訓練」であ ったので ある。

3、

J.ブ ル クハル トのギ リンア文化研究の一端 から

19世 紀後半か ら 20世 紀初頭 にかけて 」 ブルクハ ル トの 『ギ リシア文化 史』 9° 力千1
行 された。ブル クハ ル トも共同食事 につい て触 れてい るが、その軍事的意味 に着 日し強調
す る。ブルクハ ル トは、大人や子 どもの 日常生活、 したが って共同食事 にお いて も、その
根底 には「武装巡 察」「戦争予行演習」 とい う目的があ り、それ こそは不可欠 なものであっ
た とい う。それな くしては、 スパ ル タとメ ッセ ニ ア

(周

辺地域 )の ヘ イ ロー タイ (奴 隷 )

やペ リオイ コイ (辺 民 )の 抵抗や反乱 を鎮静 させてお くことは難 しかったか らであるとい
う。 スパ ルタ人はエ ウロ タス河畔 にある首都 にい たが、 ヘ イ ロー タイやペ リオイ コイは周
辺地域 に移動 して い た。そ してスパ ルタ人は常 に「不断 に臨戦 態勢」 にあった。 この よ う
な日常性 こそはスパ ル タ人にとって もっと も重要 な ものであった。 日々常 に、ポ リス を守
り出陣す る準備 を余儀 な くす るものであるか らである。
お い しくはないが滋養 に富 んだ「黒ス ー プ」 (メ ラス ・ ゾモス、肉 を血 で煮 たス ー プ)
を共 同食事 で食 さねばな らなか った理由 も、体力 ・戦力 を維持向上 させ るためであった。
滋養 のあるよい食事 とい う点ではスパル タ人は、アテナイの 中流階層 の食事 よ りも勝 って
い た とも言 われる。
こ うした事情 の もとで、共同食事 では「酒 の楽 しみ」 はこの上 な く細心 に抑制 されねば
な らなか った。 それは、「 国家 の安全が常時素面 でいることに懸 っていた か らJで ある。
この 決 ま りは大層厳 しい ものであった。「酔 っぱ らったヘ イ ロー タイが共同食事 の場 に連
れて こられて慰みにされ、見せ しめのために若者 たちの見世物 になったので ある」。
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」 ブルクハ ル トは、スパ ル タ人像 を人の よ うに集約す る。「総 じて この民族 はまさに
一つの軍隊 であ り、その 国家 は陣首 を張 った 国家 で あるJ鬱 つ と。
この ことを不可欠の条件 としなが ら、スパ ルタ人のポ リスは「 自由人 (市 民)の 共同体」
であ り

(ア

リス トテ レス)、 「 自由民」 の「広場」 (ア ゴラ)を 持 ち、集合 ・集会 し、 また、

饗宴 ・共同食事 の場 を築 いて、会話 ・対話 ・論談す ることを日常生活 とした。
ブルクハ ル トは この よ うなスパ ル タ人の生活 ・人 々 (市 民)の 交流 につい て、「会話 な
乾Dと
くしては精榊 の発達 は、他 の どの民族 の場合以上 に考 え られない」
考察 して い る。
この洞祭 と指摘 は重 要 である。ア ゴ ラ (広 場 )と シユンポシオン (共 同食事 ・饗宴 )こ そ
は、スパ ルタ人の「精神の発達 J「 生来の政治的生物」 としての人 間的本性 を発 揮 。開発
させる場所であ ったとい うことで ある。
スパ ルタの市民 はみずか ら農耕地 を耕 し、 自給 自足 によってみずか らの物理的な生存維
持 を図るとともに、ポ リス共同体の一成員 として民会や共同食事 に参加 してポ リス 国家を
生 き、 また同時に危機 に際 しては戦士 として命 をかけるとい う過酷 に して厳格 な人生 を生
ヽ
と
きた といえる。それゆえに こそ、共同食事 とい う営 みが、一面 で人々に安 ′
感 を与 え、 く
つ ろぎや憩 を与 え、英気 を授 けるものであ った といえよう。他面 では、プライベ イ トな個
人生活は縮小 され、すべ ては公 的な人間 (市 民)と して生 きるとい う心性や倫理観 を背負
わされるとい う労苦 をも味わったであろ う。

V、

結語

この論考 では、歴 史時代 の始 ま りの時代 における共同食事 。会食 の実状 につい て古代 ギ
ヽ
リシアを中′
と
に検討 した。共同食事 は広 い意味 では人類社会 における当 た り前 の生 活 であ
るとい うべ きであるが、古代ギ リシアの共同食事 はポ リス国家 にお いて格別 の意味 を持 っ
た「制度」 であ り国制 の一環 であつた。その起源 は紀元前 2000年 ころか らの ク レタ島な
どを中心 とする ミケ ーネ文明の時代 に遡 るとされてい る

(ア

リス トテ レス [政 治学J)。 そ

の ような国制 ・制度 としての共同食事 の歴 史的事実 をみることによって、そ こに こめ られ
たその特別 の社会的 ・思想的な意味 を把握する ことがで きる。
古代ギ リシア、特 にスパ ルタ人における共同食事 は、次 の ような特徴 をもって いた。
第 1に 、市民、ペ リオイ コイ

(周

辺人)、 ヘ イ ロー タイ (奴 隷 )と い う三 つ の 階級 で構

成 されたポ リスの 中で、市民 とい う資格 をもった人間にのみ許 された制度であった。その
意味 では、特権階級 の制度 である とい うことで ある。
第 2に は、ポ リス としての 国力 を向上 させ るためには経 済的 ・社会的な平等 こそがその
要 であ り、
僣 主的な支配か ら解放 される ことによつて最強国に発展す ることがで きた。「 自
由にされるや市民各人が 自分 自身のために自ら進 んで働 い たことは明白である」 (ヘ ロ ド
トス『歴 史』)。 その ような民主政へ の憧憬や主人公意識が共同食事 を定着 させ た大 きな要
因 となった。
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第 3に 、その共同食事 によって市民 の 間に共同 ・連帯 ・友愛 。信頼 とい う共同体的な意
識 。心性が醸成 された。
第 4に 、ブル クハ ル トが強調するように、そ こでの会話 ・談論風発 によって市民の市民
としての人間的な「精神 の発達Jが 促進 された。
古代 ギ リシアの歴史的な特殊性 ・固有性 は異 に しなが らも、その後、 お よび今 日の社会
にお い て も共同食事 。会食 の営 みや慣行 は絶 える ことな く、人間社会 の共通 ・普遍 の風俗
(生 活習慣 )と な っている し、 また、教育の場では意図的な教育活動 となって い る。古代

社会以来 の共同食事 にこめ られた普遍的な精神 は、現代人 にお いて ももまた、その重要性
を忘れる ことはで きない ものである。今 日の現代社会 における「共食文化」や「食育」の
遠 い起源 の一 つ は、以上述べ て きた歴史時代 の古代 ギ リシア圏の人 々の生 活文化 のなかに
見出せ るといって よいであろ う。
本稿 では直接 に論ず ることはひかえたが、 日本 における「共食文化」の衰退 。崩壊 はす
さま じいほ どである。 この事態 は、幼児か ら大 学生、社会人にい たるまで共生の能力 ・社
会的能力 を衰退 させ る遠因 となっているとされる。人 と人 との結 びつ きや社会的能力 の形
成 こそは、生 きる力や教養形成 の基底 で ある こと も実証 されてい る。本稿 は、そ うした問
題意識 をもとに、教養の社会的 ・人間的基底 で ある「共食文化」 の起 源 の一 つ として、古
代 ギ リシアにおける「シュ ンポシオ ン」 を上述の よ うに検討す ることを課題 とした もので
ある。
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