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丑えぬ芝、塁tろし 1三リ‘欠大路E蕉 Lとしたり，一-ーといっ行動率直¥"fd:.りた念舌L
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L長手当] -、. 
d. Group 

tribe -clザ - sub-clan - lineage - branch 
罫司反 尽洋人 リネーが

工ineage:uni工inealdescend group. 

2-1 BASIC CONCEPTS IN KINSHIP STUDIES 

a. Reference 

Abbreviations: F:father M:mather S:son 
D:daughter B:brother Z:aister H:husband W:wife 
F但 D:mother'sbrother'a daughter &c. 

ma tril.e teral/pa trj].a teral/b~la teral cola teral 
ち とう~ 巴4

1えた /;nd/ 3rd IiIFJterd T持
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cros5 / para]J.el 
を之 さE"

b. Descent也自 (filiation) 

line lineality 系f信

工ocality/ residence 

知むと patrilocal/ matrilocal / avanculoca工Iambilocal 
virilocal /以orilocal

phra try l'¥'c.f，.，1.... 

unilineal / non-unilinea工事母系

~手元 bilinea工 / ambilineal 
γヨ*~

pa貫主主lineal/ matrilineal 
切ご~! 吋弘、

pat主主rchal/ ~~riarchal 
災~ 喝苓主

anceator / descendarrt 
注主え ð-~吾

dual organization 
/匂oiety moitie 
Isection section 
¥sub-section sous-section 
marriage class 

，~ lt~ åIDワうス

e. Terminology a干i-'t:五

term of reference / term of address 
関T予言。平君~--_..- ， ロ平とエラザ庁~執L

ego 占 male-speaking/ female-speaking 

キ崎-
E 令1ηk

r¥今Y克実

cーらMarriage

Kin / affine 
巴魚' 坦 l有事ミ

g}l工n~ous m3. rr~age 
E--~'言、色t3- -----------u - ~も :~~-

incest i! ~R箱詰/ marriage / adultery 
ii) おce決 /(normal intercourse) 

恨lí-l~ 主宰込匂
endogamy三exogamy宍b晴，endogamie vrai 

¥endogamie fonctionelle 

mo~ogamy / pol~ga~y pol~aE~ry / polygy~y 
挙hも 干もを邑 ， ヨ事 写哲三 一昔と%三乙

anisog~mie hypergそ匂y/ hypqgamy 
a 累t象台~ p宍 C張。~.

levirate / sororate / avancurate ‘ 
BW'C Y-l:z， t. 

matrimonia工 exchange

(mart…吋 :tMimarr~age 

patrilateral exchange = patri~ateral cross-cousin 
marr~age 

bilateral exchange = bilateral cro~s-cousin marriage 
orideprice / dowry ff¥句主
bridewealth 作品

re.strict;e，d ..exchange / generalize.d. exchange 
内主切実 ' ←~~.如実

preference / prescription 

kin universe 

f. 

harmonic / disharmonic. 
さJ:lL

prohibition 
tabooー「

支J~
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2-5 'Models of Restricted Exchange 

a. 

b. 

c. 

d. 

CA = B~ 

{:工=勺
A2 = B工

G2J A2 = B3 

A3 = B工

GAl  B》A2 = B4 

A3 = B2 

A4，= Bl 

= :s5 

= B6 
円円

一

ーー

ーー
、
ーー

ー

ー

でごミト
B2・、______ B工

ぅ、月2

A2ムシ弘、
¥アヨラ、¥

A工

A3 

B3 、 Bl

A九、、

A3 ゃ」之、

B3 

A / B matrilineal moiety 
工ン 2/ 3 /斗...:patrilocal grou~ 

2-6 Kinship Terminology 

i) Eskimo Type F ZD=F BD=MZD=MBD戸Z

? fよ-

出+

B2 

35 36 

ii} Hawaiian Type 

土ii) 工roquoisType 

iv) Sudanese Type 

v) Omaha Type 

F 、

v土) Crow Type 

2-7 Reduced Model 

FZD二FBD=Z=MZD=MBD "Generation Type" 

F ZD=MBDIF BD= Z=MZD 

FZD，MBD，Z，parallel cousins， aunts and 
nieces are all distinct each other. 

"Discriptive Type" 

FZD刈BDβBD=Z=MZDメFZD
FZD=FZ日 dメorMBD=MZ 

FZD刈BD舟 BD=Z=MZDβ、ZD
FZD=FZ and/or MBD=BD 

y ?U?V? 
O ?OFア~Zjァoy

qW?Oyァomア。 y
OYア0?Dj70?
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@) Les AimoI-Kuki dc Ia frontiere birmanp. ont des moili白 qui
furent jadis exogamiques， et dcs cIans qui Ie sont strictemcnt 
restes. Les deux moiti臼 (etpar conseque叫 IescIans qui Ies 
constituent) sont separees par des difTerpnces considerables de 
5tatut.. La moitie (( supericure沿 aune preeminence p~lilique et 

1 religiE115巴 etse山 S凶 membrespeuvent c“brer Ies fetes de 
type叫 potlatchD qui pcrmettent d'acquerir du prestige (1). La 
filialion est pat出p.eairc，et bien que le mariage corr巴ctsoit 
avCc la fiIIe du frere de Ia mere， Ie mariage avec la fillc de la 
saur du pとrerC5tant stricter田 ntinte吋it，la mulliplication des 

，. termcs de reference pour Ie ~ degr~5 en cause est un signe de 
， _ l'alteration consecutiye a l'endogamie partieIIe de moitie.ー 一 一 ー ィ

n . Pour I'interpretation du sxsterr叫 Ielecteur voudra bien se 
- reporterむよしfigur巴.48，qm‘demande un bref commentaire. 

Cette figure presente le sy誌をmtde parente Aimol-Kuki sous 
'. "'11 "， " 1 ‘;'!~\. 

une forme(主laquelIenous主foriSsouvent辺胆lpour d'aulres 
système~， et白uenous nommor回 直 mod品制告計Ier尚6付du山it)斤守 Qu凶andu山I
s巧y計s尚t民色加mee叫5詑t又 pr卯rof“on吋de伯men叫n叫talt託te台ωr吋6旦史即3竺1ど，戸i江1est imp戸o叩 b凶led'叩
do 色n民悶町e引町run 巴 r陀epr陀.恰6白s犯en叫ta叫tion、Jβ戸lagr悶.百amma叫tiquecoherente， OU qu 号
les informationsβorit on dispose) sont insuffisantes OU contra-
clicloires， on peut toujours essayer d'e臼net凶ablirle mod品eler吋.唯6“dui比t，
c'e白st-必主-d出lr陀.万eu工nerepresentation s町chematiquesatisfお削a訂is臼an叫ta Ia 
m 
tiOI邸βd白echaque' terロmec∞orresponde au plus p戸巴et“itno叩I口mbr陀epo凶s司

sible de positions dans la structure. L'ideal - rarement r臼lise.
pour tous les termes - etant河田 toutes les acceptions d'un 
termtt...donne r句ondenta une 'position，・ eta une seule.i Il peut y 
u叫 rdes positio田 difTerentes，sNe ll1eme symbole designe plusieurs 
types de parents， par exemple ~ la position (( fr色re，d'Ego".， 
imp!ique， tantot le fr色realne， et tantot le cadet， et .si¥ le sujeか I

considere cst tantot Ego feminin， tantot Ego masculin. Nous 
distinguons alors la connotation du sym.bole par les signes > 
etく pourles. aines et les cadets， et __  1 OU ( )叫onle sexe 

p 、dusujet:qui utilise les termesコ
U Le modele reduit ne parvient jamaisゑdonnerune民 presen-
-tation complete du systeme : car dans ce cas， ce serait un皿♀dili...

必2与問f..Mais il est remarquable qu'un mod色Iereduit， bien 
construit.， ne cesse de fonctionn 
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F祖粍の茎考古平孟1主r!J~n任 ラキlワ草 31¥0ラ

3ろIs 三 C乃ヲシズ子ム ( =Air1Jol-f:a1:J、堤の親夜、ズ干ム〉 を卑月疋すきた グ?に広.

設菖 1ユ‘ 48図 Eち照し Z 1¥た7できた1¥かL 二の思ほ I~ 全註.Jt'疋 E 零す 三口

「

宅事-¥.Dm AiJ1101ビv..k;ヤス千ムぐ命主尚勺モ干ルラ。 事号I"J-. Boce(と 7ミ室')l 
の更にT主う。

E 男q生当人; 1寄ら号サ竺の~ 1¥ 3l>~明;，::-¥に巳 ， 下官えを付-;)。

lE} :在性当 ι;告らを性t司岡山三坪抹i玄に lユ 区吾¥EF¥f<{。

記号>~ニくと lム 同一巧垣根周 fff~ E:. r!(宇ー夷..1rli:!:.'T-J に し た がいヨ '2 tdFJ¥ 

す2-- 1与のさ‘~ ;;. .. 

この沼早， Aimol-Kt.λl::i方気のき度存在Eシスヲムをあらわしと 1 ¥ ~きが\ ここ♂ fそっ z
1¥ ~略式を， 今干支!手ずのラン之子ムをあら iわすとミミ f二t;. し叫J し lð'利用す~ t l 

ょう σ 、土二台二巧形式、 e. 「面白約 T三守‘Jレ」ともず円五。 ラ之守ム 0"在日Eに受電

!:.Plミョ之し~ヲ之 1\ ~ r-):t'、 ， 室f{一室し長三区まに?足元しと主うに E思 7塁 で あ 3と

ガヨrr二す三官手足t;}..'・1定合 1ざ‘ったり予宮し之 1¥l三りすiLとゲ t¥う点色に!ユー いつ

さモ. 芝のも〆ヌマム~~極的毛守、ノレE 帯 .z Z eff lt¥. Q:' d. ， ¥ ...ポ邑約モマソレヒ瓜. ヨTa

~tコち， 告E平τ1'c(7)忌芸パ‘<争互交の主主L、主、酷三芝のちびの志五八ー・ く IJ>lRの佐室に指

定 τt芭 ai.. ¥ \う条件?ざ什老酒主才 ttちょう志一区討~;Qぞミデf~ <:戸 巧~.， I室直前に
~、』〆(、---、~-、~ー、、----~、_ .----〆戸、、---、、---、、~

~. あちかと つ の 坪 帯Kの亨パ、ての主主ミ・に指してfd... ひとつの . を LてFとだと入ど

つの包室が社向すlRld'・d:¥ l のぎあ~ 1.デ二 す〆γ Zの坪称1-01¥て実関にをう怠3

司ーのうシムi!::')レtJ..いくつかの型液;型左高来す ~l異色，ニヒlユi'f会多 fコ1J..l¥o たと

えたま¥ 「日きくの耳ヰョ
ρ
7'1-イ J のf立量tヅ、 見芝生註したり尋を色匙し再 1)ず三

声量色とか， 当該ct>主fitが'4:~主当，( 2・ 2ろヲ存り男T主主人さ‘あ弓匹_1)ず3i毛主色とが

に!ム あきD平手r--~刃I~ の位置Z色 h 三がt-しれ 7手\¥の 5あ30 をこさ、Ib~れ H) けL

I:J.， 江主坪款を伺い~主停の佐知的記号一

予ム求:)レ C事色をε巴沼1亨 5ニとに9"ミユ。

く.5l畏，年'Jrの-R号;>. 主主~\ し

( )さも， 之

331C 結前モ干jレm・・ 5又干ムの実主主主表示さと与えろと，¥ウニと!;J.， 忌 II、~ 1¥ 

うの~. 受企色表示 E~妥乏否るら， 主主Ltt-瓜展開そ三〒ソレという tの芦ろうから9

け1I¥.~‘t; J 議論タ毛予 lしがい、 うまく っく ζ れた志ら，進加のt:f1K:すG，}bぢ主主人 C方
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色めろ台工査 か ち 長o筒たった巴貝、以争トのどこ 2さ‘-~ lfCb:'ぅ -~-ぐ広だろーとど~ . ー 一一

広 ，驚 くぽぴりさあ ;:'0 却 I~' かち最t偽 fモ勺た区成、さたけId..主見え毛ろ司1::)~J:l... 

2:;、の E平:行下!二r;， をの左畏と閉じ 、荻だtiの自工置を芯お写点しつづ汁三 o 的 ltllD川

の i寵ねで干)レ r=~ 1¥で/:J-. この「不確主主巴1丹、」は. いて~' vl\. 毛先~K.~ C:' iT，::! ij¥三。

自己耐モ午、 jしめミ円高さにつ1¥て lo.のちたまと:本彊詩的思:徒計左す吾ご之乙 ι.ぺ目、、、

し 百 た っ 之 1ム f主去に三子 Eつけ車β った主主亡さのヤス千ムめ.奥津t¥拍!烹 酌 引 五

主乏卑民芸ミ2事2)E めの， この豆沼←庁よリすっ と単向志大?去におし， 手提言1，つ注意左

E主主豆す芸こと乏立しと L与うロ

司ド 場ヨ乏主主争~

[な明16 号I~応同一切断仲間ゆ択己払砿]
へJ 、(械はぎを吉zグi守し主マ

、

40 


