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礼記大伝篇l亡， sa術六ありとて，親々・尊々・名・

出入・長幼・従服が挙げられ，更IC従服は六つK細分

されている。服術とは，家族・親族の身分関係を中軸

とし，乙れに政治上の身分を加えて，喪服適用の原理

を示したものであるが，大伝篇K挙げられた六つの術

が乙れら諸原理を網羅したものではなく， ζれに漏れ

たものにも重要なものがあり，とりわけ見逃してなら

ないものは報服である。

報服は，直系親の尊属卑属相互を除いては， ヨ普系親

の尊卑問でも相互に同服を着用すべき乙とを規定した

ものであり，牧野巽博士は，妻妾が夫の親族K対する

従服，芳系親K対してはその適庶の区別がほとんどな

い乙とと併せて，乙の報服の原理および事象からして

古代家族制度を推察している 1)。 この様な意義をもっ

た報版制も，更に細かく吟味するときは，色々の問題

K出会うのであり，乙れを一応解決しておくことは中

国古代喪服制・家族制を研究する上で避けては通れな

いものである。従来ζれらの問題について幾多の研究

が為されて来てはいるが，なお考察の余地が残されて

いると恩われるので，以下いささか卑見を述べてみた

p。

本論

はじめに先ず，儀礼喪服篇経および伝K見られる報

の記事を挙げておく 。

A 経十二条

杖期章

父卒，継母嫁，従，為之服，報

不杖期章

為人後者為其父母，報

姑姉妹女子子適人無主者，姑姉妹報

大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姉妹

女子子無主者為大夫命婦者，唯子不報

大功章

女子子適入者為衆昆弟姪丈夫婦人，報

小功章

従祖但父母従祖父母，報

従母，丈夫婦人報

夫之姑姉妹燐似婦，報

紙麻章

従組姑姉妹適入者，報

従母之長蕩，報

記

夫之諸組父母，報

為人後者於兄弟降一等，報，於所為後之子兄弟

若子

B f:云

不杖期章

世父母叔父母，伝日，世父母何以期也，与尊者

一体也，然則昆弟之子何以亦期也，安尊也，不

足以加尊鴬，故報之也，世母叔母何以亦期也，

以名服也，

昆弟之子，伝日，何以期也，以名服也，

夫之昆弟之子，伝日，何以期也，報之也，

総麻章

甥，伝日，何以総也，報之也，

靖，伝日，何以線也，報之也，

姑之子，伝日，何以総也，報之也，
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ト) 報の原理ILついて

a 報服と言えば相互同等の服を著けるように規

定せられたものである。相互に同等服であるのが即報

服であるわけではないが，同等でなければ報服は成立

しない。相互が現実lζ同等の服を著けて葬喪し合うこ

とはあり得ない乙とであるから，机上での規定にすぎ

ないけれども，決して単なる空論ではなし家族親族

の身分関係を喪服tcよって規定せんとしたものである

ζ とは言うまでもない。

報服であるためには，まず相互に同等服を著けるの

でなければならなl)0 相互同等服であることが喪服制

度の根本原理であり，相互に同等服でないのは，君臣

関係は別として，直系尊属卑属の閥だけである。家族

的身分関係の中にも政治的身分関係が加わるものと純

粋IL家族的関係のものとがあるが，後者の場合につい

て見ると，直系の父子相互，祖孫相互にあっては，父

lζ対して子は斬衰であるのに，父は適長子ILだけは斬

衰であるが，衆子lζ対しては斉衰不杖期であり，祖父

母IL対し孫は不杖期であるのに，祖父母は孫lζ対して

は，適孫lとだけは不杖期であるが庶孫IL対しては大功，

という風IL，相互の服は同等ではなl)0 程洛田が「至

親一脈之服，無所謂報也」と言い21，夏受が「尊加之

服無報」と言う 31のが乙れである。父祖IL対し一方的

服従の義務があって報例はないのである。

直系親の聞に相互同等服がないのに対し，安系親の

間では左様ではない。斉衰不杖期章IL昆弟とあるのは，

昆弟相互の服である乙とは言うまでもなl)0 大功章従

父昆弟，小功章従祖昆弟，総麻章族昆弟も同様である

が，同輩相互において喪服経文で報の字は全く使用せ

らていなl)0 同輩者相互同等の服が直ちIL報であるか

というと，これには議論もある。程落田は「報は芳親

の聞において存するのである」と言い，更に「昆弟相

互服は報IL非ず」と言l)'1，夏受も亦，昆弟以下無報

例」の項を挙げ，報服は同等ILして而も尊卑の序あ

る場合ILまず卑が施し，後，尊者が報ずる」と言う 51。

ζれに対し賞以周は「報とは芳尊報卑の辞であるが，

敵者が相互に服するのも報と言う乙とが出来る」と言

l )61 ，呉廷撃も「総麻章の従祖昆弟の子IL対するfllilが

族父の報服であることによると，同章の族曽祖父母z

族祖父母，族父母，族昆弟は皆その対者IL報ずるので

ある」と言う 710 -昆弟相互間の服についてはっきり報

服とせられているものとしては，唯一つ不杖期章tc'大

夫之子為世父母叔父母子昆弟昆弟之子云々 3唯子不報」

と記されているものが見られる。唯子不報と言うので

あれば，その余の者の問ではすべて報服がある。大夫

の子とその昆弟の大夫たる者との聞に報服がある。だ

がこれは昆弟閣の相互服が即報服と言っているのでは

ない。大夫の子とその昆弟の大夫たる者との政治的身

分関係が条件として挙げられている(これについては

更に詳述する)。昆弟相互，従父昆弟相互以下は本来

の正服をもって服することは自明であり，報と言う必

要はない(大夫の子の場合は特例である)。同輩閣で

も昆弟と姉妹との間ILなると名称が異なる上IL女子出

適があり，はじめて報の現象が生じる 81。経文での記

載法としては，両者別々に挙げるか (ζの場合，伝が

報と説明している)，叉は一方だけを挙げて他方は報

ずとして相手の名称を零す。例えば総麻章の「従祖姑

姉妹適入者，報」はこの一条だけで出適女子がその対

者たる従父昆弟の子と従祖昆弟とに報ずることがわか

る。叉，大功章 lζ ，姑姉妹女子子適入者」と「女子

子適人者為衆見弟姪丈夫婦人，報」との二条がある。

両条を併せて見ると昆弟と出適女子と相互間服である

乙とは報字がなくても明らかである。同一家族の同輩

者であるが，称謂を異ILしている上IL出適という条件

が加わって，報服とせられるのである。但し大功章の

乙の報については，なお検討を要する問題がある(後

述)。

上lζ述べたように，直系親の尊卑間ILおける如く，

一方的に服従の義務がある場合は報はないが，その他

では相互同服を以て一貫している。乙の相互同服を広

義の報服と見るならば，広義の報の第ーは昆弟同士で

あるが ，昆弟」と言えば昆弟相互の同等は自明であ

るから，特lζ報とは称せられない。

上の昆弟より族昆弟までの同輩行の多系親だけでな

く，券系親の尊属卑属聞の場合でも，9?系親相互は喪

服経文ILは必ずしもそれらすべての服が挙げられては

いないけれども，すべて相互同服と見られ，且，報で

ある。父世代と子世代との間では，不杖期章lζ世父母

叔父母と昆弟の子とがあり(これが報であるか否かに

ついては異議を唱えるものもいる)，小功章tc'従祖

父母，報.J(従祖父母と従父見弟の子との相互同服)

があり，総麻章lζ族父母と従祖昆弟の子とがある。組

世代と孫世代との間では，小功章lζ「従組祖父母，報」

(従祖組父母と昆弟の孫との相互同服)が見られる等

である。張錫恭が「凡在芳尊服，無不報」と言う 91の

が乙れである。而して尊属卑属間では報と称するか，

或は対者別々に服を示している 101 勿論同等服であ

る)。
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b その他，報例として挙げられるものは，本服

の他1(，尊加の服，名服，降服，従服等が加わって，

而もなお相互服が同等の原理Kそむかない，或は本来

無服であるのに服して，而も同等の原理K従うととを

明らかにするためIC報とするものである。尊加服とは，

斉衰不杖期章「世叔父母」の伝lζ 「世父叔父何以期也，

与尊者一体也，故報之也」とあるもの，名服とは，同条

の伝「世母叔母何以亦期也，以名服也」や，小功章「従

母丈夫婦人報」の伝「以名加也」の如きもの，降服と

は不杖期章「為人後者為父母報」の伝「持重於大宗者

降其小宗也.J'又，女子出適によって本服より一等を降

したもので，その例は大功章「女子子適入者為衆昆弟

姪丈夫婦人報」紹麻章「従祖姑姉妹適入者報」等であ

り，従服とは来嫁婦が夫l乙従って夫党に対して服する

ものでは，大功章「夫之祖父母世父母叔父母」の伝

「何以大功也，従服也」小功章「夫之姑姉妹燐似婦報」

線麻章「夫之諸祖父母報」 等があり，夫が妻Iζ従って

服するものでは，総麻章「妻之父母」の伝「何以線，

従服也.J (ζれに対し線麻章 「婿」伝「何以線， 報之

也」がある)， 母K従って服するものに総麻章 「男」

伝「何以総，従服也.J (これに対し紹麻章「甥」伝

「何以紙也，報之也.J)，総麻章「身之子」伝「何以線，

従)]!l也.J(乙れに対し，総麻章「姑之子」伝「何以線，

報之也.J)等がある。この他K，政治的身分を条件と

したものに不杖期章 「大夫之子為世父母叔父母子昆弟

昆弟之子姑姉妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不報」

があり，感恩の報として，ただし 3ま挙げた大夫の子の

条の 「姑姉妹女子子無主者」同じ不杖期掌「姑姉妹女

子子適人無主者姑姉妹報」杖期章 「父卒継母嫁従為之

服報」等がある。本来無服であるのに有服となるのは，

例えば兄弟の妻相互である(小功章 「郷似婦報.J)。叉，

己の直系の母を除いて多系の母名ある者も本来無服で

ある。 なお， 廃池千九郎氏は， 当然本服を服するの

は報K非ずと言うが11に まさ祖組父母や従祖父母が報

ずるのは(小功章)本服であるから，氏の言は当らな

~) o 

c 報服における服者被服者の先後について考え

て見ょう。報とは先IC施すと乙ろがあって然る後K乙

れに報いるのである。そこで報服もこれに従って説か

れるのが道理である。程落田 rK喪服報例皆報其所施

説」がある 12)のがこれである。杖期章「父卒継母嫁云

々」の条の貰疏が「報者十有二，無降殺之差，感恩者

皆称報」と言うのも同じである。廃池氏が， ζの賀疏

について，感恩の一事を以て報を説明するのは疎客で

あると評するのは強ち不当ではないlとしても，先ず施

すものに対して報ずるものであるとの趣旨は買疏によ

く現れており，この点貰疏は不当ではない。

尊属卑属聞で何れが先lζ服するかと言えば，一般的

ICは年多き者が先lζ死するのであれば，卑属が先IC服

するのであり，更にこの事は喪服が家族的身分関係を

明らかにする乙とに大きな意義があるものであること

は自明であるから当然の ζ とである。現実Kおいて先

K服した卑属K対し，尊属が後から報服することはな

いが，家族的身分関係の理念の上からは 2 尊属が己よ

り先K死んだ卑属K対して服する場合でも報と意識せ

られるのである。郭明昆氏は「報の十二条は，相互に

同等の喪服を服する場合，記述を簡単にするための書

き方である，相互同等の服喪義務を有するものにおい

て何れを所服者，何れを服者として条文の表面lζ挙げ

るかは，全く便宜的なことであって，深い意味はな

~).Jと言うが13 ) ，果して左様であるなら，上述した尊

加，出降，従服等は全く無意味となる。叉，郭氏の説

の如くであるなら，輩行を異lとする者の間での報を記

す場合K，或は尊属が報ずるとし，或は卑属が報ずる

とする等，両者が経文K見られて差支えない筈である

のに，実は殆んど尊属が報ずるものとして記しである。

ただ卑属が報ずるとの条文は二ケ所ある。一つは不杖

期章「大夫之子 ・唯子不報.JKおいて，子だけが報ぜ

ず，その他の報ずるものの中K昆弟の子がある。乙れ

は同服の者が多数列挙してあるため，記述の便宜上の

ととと思われる。他の一つは大功章 「女子子適入者為

衆昆弟姪丈夫婦人報」である。乙の経文はその他の報

を記した経文を参照すると，姪丈夫婦人が報ずると読

むととが出来るのであるが，とれについて夏受は，女子

子適人者を以て報者とすべしと釈くが，乙れについて

は問題がある川。この条文は大功章の首条の「姑姉妹

女子子適入者」とあるものと照応するのであって，乙の

首条は姑姉妹出適者のために衆昆弟姪が大功K服する

ことをまず示したものであり，乙れに対し後の条は出

適者の姑姉妹が衆昆弟K服するのである。この服が報

である ζ とは，はじめの条との関係から自ら判るので

ある。だから報字は必要でない様である。経K報とあ

れば，勿論，女子子出適者が報ずるのであることを念

を入れて記したものと解釈されないことはない(夏受

がこの説をなしており，小功章「従母丈夫婦人報」と

文体が似ている)。然し喪服経文で報が記されている

ものの文法から推すと，女子子出適者が衆昆弟姪のた

めに服し，衆昆弟姪が報ずるものとも読まれ，両読が
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可能となるのである。程洛田ふ姑姉妹が衆昆弟姪の と在室問の相互同等服は，同輩者lζ限つては先後をお

ためも報であり，衆昆弟姪が姑姉妹のためも報である かないものと考える乙とが出来るのではないか。尊卑

と言う 15)。武威漢簡喪服文において 16)，甲本乙本は大 間では卑者が先ず服し尊者が報ずるのが例である。

功章の後の条を全 く欠いているけれども，丙本にはと その他，夏隻は，従服の報は従服者が先ず施すと言

れが存する。そして丈夫婦人の下K報字がない。これ い 17) 李如圭も「凡為夫之党，尊者エハ皆従服，卑

によると， ζの読みは夏受の読みに近いので‘あり，女 者ニハ皆報之，従服故降其夫一等，卑者以名服，己与

子子出適者が昆弟姪lζ報ずるのであり，姑姪関係では 夫同，故己報之，亦与夫同也」と述べている 1810来嫁

尊者が報ずるのである。もし姪報とするのであれば 婦は夫党を重んずるが故K尊者及び同輩者に対して先

(馬融・鄭玄説)，これには特別の理由があるものと ず夫K従って夫党の為めに服するのである。乙れが従

せられねばならない。 服である。小功章「夫之姑姉妹報」線麻章「夫之諸祖

出適者と在家者との関係については，出適者が報ず 父母報」は来嫁婦が先ず夫の姑姉妹や諸祖父母fC服し，

るものとして，不杖期章 「姑姉妹女子子適人無主者，姑 それ等が来嫁婦に報ずるのである。不杖期章「夫之昆

姉妹報--1'総麻章「従祖姑姉妹適入者報」が見られる。 弟之子」については，伝が乙の服は報服であると言う。

ζれは出適者が報ずる。 なお前者は， 出適者が無主 即ち夫の昆弟の子が先ず世叔母K服し，世叔母がこれ

(夫死し，子もなし，)であるのを哀れんで在室室者が fC報ずるのである。己は母の名があるので，夫の昆弟

不杖期K服するので，乙れK報じたので、もある。不杖 の子が己を尊重して，先ず己K服したのである。

期章「唯子不報」の場合でも同じである。且，姑が姪 名服については，夫の昆弟の子の条の買疏の説fC，

K報ずるから尊より卑へである。大功章女子子適入者 世叔母は本来路人であり，母の名があるによって昆弟

が衆昆弟姪lζ対するの条文では，先K述べた機K報字 の子は期fC服するので二母は報ずるのである。名を以

がない場合Kは出適女子子が報じたのであり，出適者 て服せられる世叔母や従母が報ずるのであるから，名

の例lζ挙け7こものと同趣旨で，己が先ず出降を受けた を以て服する者が先である。従IJIL名目Eにおいても卑

ので，己も降を以て報じたので、ある。姪が報ずるとす 者服し尊者が報ずる。

る場合Kは別の説明を必要とする。 呉嘉賓は，先lζ施す服と報服との軽重を比較して，

在家者が報ずるものとしては，不杖期章「為人後者 報を受ける方が軽いのであると見ている 19)0 尊属が報

為其父母，報--1'記「為人後者於其兄弟降一等3 報」 ずる場合は固より乙の通りである。昆弟の子のために

があるが，為人後者(小宗より出て大宗の後となった 不杖期である(不杖期章)。鄭注 fC I檀弓日喪服兄弟

者)が先ず小宗を降した故lζ，父母或は兄弟服者がこ 之子猶子也，蓋引而進之也」と言い，買疏は 「ヲ|し 3て

れK報ずるのである。大功章「女子子適入者為衆昆弟 進めて己の子と同じ くするのであるから，兄弟の子K

姪丈夫婦人報」もその読み方の一つは在家者報の例で 対するの服は報ではな ~ ' --1 と言う 。 これによって見で

ある。男子小宗より出て大宗の後となった者がその父 も報服は軽いのである。但し，見弟の子のための期が

母のための服を降して不杖期とするのと，女子子出適 報であるか否かは 3 なお問題である。女子子出適者が

者がその父母のために不杖期とするのとは同じ趣旨K 宗人のためには報であり，女子は夫党を重んじ小宗を

よるもので，ーは大宗のために斬K服し，ーは夫のた 軽くするがためであると呉氏は言うのである，然し報

めK斬に服するが故K，斬を試にするを得ないのであ は先施服K対する報であり ，出適者が先ず宗人を降す

る。唯，大宗の後となった子lζ対して父母は報じ，出 のは報ではない。叉，先にも述べた様lζ，子は父母lζ

適女子lζ対しては父母は報ぜずして大功K服する。 対し報はな~'0 
ととろで，小宗より出る者が小宗を降して小宗より 口報服諸例中Kおける問題点

報を受けるのと，小宗より出た者を小宗家が降すが故 前項で述べた様K，直系親の聞において，卑属が尊

K出適者が報ずるのとの両方の文が存する上は，何れ 属を尊敬し，乙れに服従する乙とを以て根本の原理と

が基本とも為し難い様であるが，不杖期章「大夫之子 しているところの家族制度lとおいて，乙の直系親の尊

唯子不報」の文よりすれば，父が報ずることは 卑の間に報服はあり得ないが，多系親の聞ではすべて

あっても子が報ずる ζ とはないのであるから，父母K 相互同服を建前とする。これは礼記喪服小記篇lζ「上

対しては出適の子が先に服する ζ とを以て家族制度上 殺下殺多殺而親畢失」と称していると乙ろの喪服Kよ

の
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古代ゲ、ノレマンの計算法と似たものである)の特色であ 言う 22)。呉廷掌も同説であり，鄭珍は更に曽孫小功

る20)。 と乙ろが儀礼喪服篇において， 五服内各親族 (本服)よりの芳殺よりしても昆弟の曽孫は線麻であ

がすべて記されているわけではない。その欠落の部分 ると言う 23) 曽祖より曽孫lζ対する服が本服小功以外

は省客せられたものであるか，或はそれなりの理由が にないのなら問題はないが，降して線麻であるから，

あってそれlζ対し喪服を著用しないが故であるかは， 而も昆弟の曽孫K対する服が経文にないのであるから，

不明のものも多い。それらの中の若干について考察し 芳殺が本服からか降服からか論議せられる結果となる。

て見ることlとする。 ヨ量殺は加服や降服より出発するのでなく，本服より出

a 昆弟の曽孫，従父見弟の孫K対する服 発するのであることは次のととからも知られる。従祖

総麻章K族曽祖父母，族祖父母，族父母，族見弟が 祖父母のための服は，担父母のための尊加服斉衰不杖

挙げられ，これ等K対するものは，昆弟の曽孫，従父 期からではな く担父母のための本服大功からの妾殺に

昆弟の孫，従祖昆弟の子，族昆弟であり， ζれ等も勿論 よって小功なのであるo 曽祖父母斉衰三月，族曽祖父

線麻親である筈であるが，経文では族父母IC対する従 母線衰の場合も同様1[，曽祖父母は本服小功五月であ

祖昆弟の子が総麻章K挙げられているだけで，従父昆 るが故K族曽祖父母が線麻三月となる(礼記喪服小記

弟の孫，昆弟の曽孫は線麻章にその名が見えないばか 孔疏参照)。乙れKよれば鄭珍の言うよう K昆弟の曽

りでなく，族曽祖父母以下が報ずる乙との記事もない。 孫のための服は，曽孫本服小功よりの努殺と族曽祖父

礼記喪服小記篇「上殺下殺芳殺」の条下の孔疏は，喪 母の報と阻僻しないのである。先にも述べた様IC，族

服経文にないと乙ろの昆弟の曽孫，従父昆弟の孫を， 父母が従祖昆弟の子IC対する服が線麻章K挙げてある

名称としては兄弟曽孫，同堂兄弟の孫としてではある のであるから，族祖父母，族曽祖父母がそれぞれ従父

が，線麻親として補っている。乙れに対し程瑳回は， 昆弟の孫および昆弟の曽孫K対し報服するものと見ら

喪服経伝K逸文なし 失誤もないものとして，孔疏の れる。程落田の言うように経文IC見えないのは無服な

この補入を斥けた21)。程落田が昆弟の曽孫及び従父昆 るが故であるとは考えられない。芳殺の出発点が尊加

弟の孫l亡対して服がないとすることの理由は，己の 服，又は降服からであるとすると，多殺されるものも尊

曽孫のために総麻である。(曽祖のために斉衰三月で 加又は降を受ける乙とになり，尊降の意味がなくなる。

あるから，曽孫のためKその本服を降して総麻三月と b 来嫁婦と夫の党との聞の報服について

するのである。)ζの総麻から 芳殺して，昆弟の曽孫 ア， 一般的服術

のために無服となる。応報の義を芳殺の義が奪った結 喪服経の記述は完備したものではないから，欠けて

果である。叉ζれを殺し，従父昆弟の孫のために総麻 いるものについては他の記述から推論せざるを得ない

であることができな ~l.Jと言うのである。 程氏が昆弟 のであるが，比較的問題なく推論し得るものもあり ，

の曽孫のために無服と言うことの理由は判るが，従父 問題多く容易にはそれが出来ない様なものもある。問

昆弟の孫Kついては全 く説明lとなっていない。己の孫 題の多いものは来嫁婦と夫党との聞のものである。

(大功)から芳殺して昆弟の孫小功(小功章lζ 「従祖 妻は夫にとって至親であり(斉衰杖期章伝)，叉そ

祖父報」とある)，更に安殺して従父昆弟の孫は線な れと一体となるものである(斉衰不杖期章伝)。それ

るべきである。喪服小記孔疏もまず「孫大功，兄弟之 が子を生んで母となり祖母となってはじめて子孫から

孫服従祖五月，故従祖報之小功也，同堂兄弟之孫既疏， その父，祖父と並んで尊崇を受けるが，母として祖母

為之理白紙麻，其外無服失」と言う。これは兄弟の孫 としてでな く，即ち来嫁婦としては，夫党より，直系

からの多殺によって説いたものである。次K '曽祖 親からも多系親からも常lとその夫よりは低い扱いを受

為曽孫三月，為兄弟曽孫以無尊降之放，亦為三月」と ける。

言う。乙れは族曽祖父母は芳尊である放K尊降するの 更に詳細には，夫党の男(存室女も同じ)は芳系上位

理がなく，報服として紹麻K服すると言うのである。 世代者たる男子を称するに従や族等の記述詞を付した

乙とで見弟の曽孫は曽孫線麻よりの芳殺からと，族曽 上で一様に父や祖父の称謂を用い，その配偶者を母，

祖よりの報によるのとで服が一致しないことになる。 祖母と称して，それぞれ父や祖父K対するのと同等の

盛世佐は孔疏と同じように報Kよって説き「自族父母 服をつける。母，祖母等と称する以上は最早他族の婦

以上皆反服，不云報者，省文也，族父母為従祖昆弟之 人ではなく，族人と見られる。この上位世代来嫁婦に対

子服見下文，以是推
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ある。そこで母と呼ばれるところの来嫁婦はこれK応 麻章の注K r曽祖父母正服小功，妻従服総」とあるの

じて己の夫と同じ服を以て夫党の下位世代の男及び在 が見られるのであるが，賓疏は乙れにより，程務田も

室女~[報いる。 r其夫為曽祖父母斉衰三月 ， 妻或如夫之月数而従服総

下位世代者の妻たる来嫁婦は，夫党の上位世代者K 与」と言う 24)。呉廷華，胡培翠25) 張錫恭等も同じ

対しては婦道を以て接するが故lζ，夫と同じ服を以て であり，盛世佐は，妻は従服，夫と同じく斉衰三月と

は服するを得ず，夫より一等を降して服する。即ち従 しているが，張錫恭が盛氏を難じている様l乙，祖父母

服である。そ乙で上位世代者は下位世代の来嫁婦に対 K対してすでに功服としているのに(大功章「夫之祖

しては 3 その夫より一等を降した服を以て報ずるので 父母...1)，更に遠い曽祖父母~[斉衰三月を服する乙とは

ある。(夏受は，従服と報服との先後については，先 あり得ない。夫の曽祖父母~[対し妻の従服が総である

ず従服し，乙れに対して報服があると言う。上述)。 ととは間違いないと見るべきである。

下位世代の来嫁婦K対する服は，宗女の出 i産者~[対す 曽祖より曽孫婦K対する服Kついては，鄭玄が無服

るのと等し("。同一世代者K対しては，夫の昆弟K対 と言う通りである(孫婦に対しては総麻であるから，

しては服をつけないが，夫の姉妹K対しては上位世代 曽孫婦K対し当然無服である 26))。鄭玄が挙げている

の場合と同じようにする。かくて，例として挙げれば， 曽孫の婦に対する報服とは，鄭珍は馬融説であると言

族曽祖父母，族祖父母，族父母K対しては，来嫁婦は夫 うが，通典凶十四引馬融説の「妻為夫之諸祖父母服，

より一等を降すから無服であるが，族曽祖母，族祖母， 所服者四，其報者二，曽祖正小功，故妻服線不報也，

族母としては，母を以てすればその報は夫がするのと 従祖祖父芳尊，故報也...1~[よって見る~L，馬融が曽孫

同じである。兄弟の曽孫，従父昆弟の孫，従祖昆弟の 婦に対し報とは言っていないにも拘らず，鄭玄はこれ

子iζ対しては総麻であり，その婦には無服であるo を排している。胡培輩は馬説は明噺でない，脱文があ

イ，夫之諸祖父母報(線麻章)について ると言っている。

妻と，その夫の従祖祖父母，従祖父母，従祖昆弟， 上の様lζ見て くると，総麻章の 「夫之諸組父母」の

従祖昆弟の子との聞の服については，客，問題はない。 鄭注としての「或日曽祖父母云々」なる文章の中~[誤

墨というわけは，夫の従祖祖父母，従祖父母について， 字があるかも知れぬが，この経文の説明ということを

経K明白Kは記述されていなが3 これに極めて関係深 離れて夫の曽祖父母との喪服関係のみKついて見るな

いものが見られるからであるが，それは次の様K記さ らば， ζ の注文を改めるべき必要はな(，'0曽孫婦は夫

れている。総麻章「夫之諸祖父母報」である。 の曽祖父母よりの報を受けないから，紹麻章の本条の

諸祖父母とはどれを指すJかというと，鄭玄の注K， 諸祖父母の中~[は含まれな("。鄭注の「曽祖父母正服

「諸祖父母者，夫之所為小功，従祖祖父母，外祖父母， 小功，妻従服線」の曽祖を段玉裁は外祖の誤字とし271，

或日曽祖父母，曽祖於曽孫之婦無mL而云報乎，曽祖 程落田は従祖の誤りとする 28)。曽孫婦の服を理解する

父母正服小功，妻従服総」とある。乙の鄭注は問題が ための資料としてとの鄭注を改める必要はないが，夫

非常K多いが，兎も角 ζの中lζ見える祖父母としては， の諸祖父母報~[含まれるものとしては曽孫婦は中K入

従祖祖父母，外祖父母，曽祖父母の三者が見られる。 らないし，その様なものを鄭玄が挙げる筈はないとの

この最後の曽祖父母については，或者が挙げたものに 考えから，上記二者が曽を外字又は従字の謁としたの

ついて，それを経文の「諸祖父母報」の中K包含する であるが，鄭玄は或説の曽祖父母を先ず否定し，次い

乙とを鄭玄は否定しているのであるが，鄭玄の述べて でそれを補足説明したものとも考えられるから，胡培

いるこの或日云々の文の中K誤字ありとの説があって， 翠も述べている様K曽字を訂正しなければ意味が通じ

経文の「夫之諸祖父母報」の注としては乙の文章のま ないという ζ とはないので5ある。

まではあり得ないとするのであるが，諸祖父母報から 鄭玄が夫の諸祖父母として挙げているものは「夫之

は一応切り離し，夫の曽組父母と曽孫婦との喪服の関 所為小功，従祖祖父母，外祖父母」である。第一の従

係についてはどうかという点をまず検討して見る乙と 祖祖父母については，小功章K r従姐祖父母従祖父母

Kしよう。 報」とあり，乙れよりして妻が夫の従祖祖父母K対し

先lζ述べた様~L，男はその曽祖父母lζ対し正服小功 て従服一等を降して紹麻K服し，叉，報を受ける ζ と

であるが，尊加して斉衰三月 K服する。妻が夫の曽祖 K問題がない。夫の諸祖父母の中K従祖父母が入るか

父母
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父母K対する服が従服線である ζ と，そして総の報を ない。叉，呉廷華や夏隻は35) 夫が報を受けないので・

受けるととは，亦，疑義のないととろである。唯，夫 あるから妻が報を受けることはない，と言う。その他，

の諸祖父母の中IC従祖父母を入れることの是非につい 主主継公36)，徐乾学等，外祖父母を数えない。これlζ反

ては，諸祖父母とは祖の輩行であり，従祖父母がとの し，鄭玄説K従って外孫婦が紹の報を受けるとする者

輩行には入り難いと見る者も多い。呉廷華，格寅亮29)， K沈形，格寅亮，段玉裁，鄭珍等がいる。郷珍は「古

段玉裁，胡培翠，鄭珍等である。乙れK対し入れる者 人の服制は母家や女家のためには深い意味があって，

は程E毎回の外K沈彫30) 徐乾学31)等である。 本宗lζ対する服とは違うものがある。男のために総lζ

外祖父母については，小功章K ，-為外祖父母」があ 服し，男の子のためICも亦絡に服する等がこれである。

り，伝は尊加の故に外親のための総麻よりも上け'て小 祖が孫婦のために夫より二等降す様なものと同例では

功としたのだと説明し，総麻章K ，-外孫」がある。外 ない。故K，外孫のためlζ総であるからとて，外孫婦

祖父母は外孫!C対し報をしないのである。然し鄭玄の K対しとれより降して無服とするような ζ とはない。

本条の注によれば，外担父母は外孫婦に対し総麻の報 政和礼，書儀，家礼，明会典，今律も並びK外孫婦の

がある乙とになる。とれがある乙とのためKは，まず， ために線としている」と言う 3710 開元礼にも線麻章lて

外孫婦が夫の外祖父母のために線麻服をつけるのでな 「為夫之外祖父母報...138
)の条がある。なお，喪服記の

ければならない。とれは夫の外祖父母lζ対する尊加服 「夫之所為兄弟服妻降一等」の貰疏は，妻従服の兄弟

を本にした従服である。礼記服問篇「有従無服而有服， 服として，夫の諸祖父母の外，外親従母を挙げ，凌曙

公子之妻為公子之外兄弟」の鄭注K ，-謂為公子之外祖 も兄弟服lζ外親が含まれることを述べ39)，段氏も同様

父母従母総麻」とある。乙の言うところは，公子は己 である。礼記服問篇の公子の外兄弟，儀礼喪服篇総麻

の母家のためKは父君の圧を受けて降して五服外であ 章の夫の諸組父母も乙れと関係深いものであると思わ

る(喪服記「公子為其母練冠麻云々」がζれである) れ，諸祖父母の内IC従祖父母と共K外祖父母があるで

が，妻は男姑より圧を受けず82)，従って一般の妻と同 あろう。劉師培が「外孫の妻K報ずるや否やは経K文

じ服で夫の外組父母のために服する。それは怨麻であ がな く ，鄭注は定解ではな~).Jと言っている様lζ 刊)，

る。乙の総麻は従服であり，夫の服より一等を降した 総麻章の夫の諸祖父母報の中K，どれとどれを含むべ

ものである。夫の服は小功で，乙れは尊加服であり， きであるかは明白には言えないしても，夫の従祖祖父

外親K対する本服総麻ではない。 夫の外狙父母lζ対す 母，従祖父母，外祖父母の何れにも，妻は従服紹IC服

る外孫婦の服がこの様K夫の尊加小功服を本Kした従 すると思われ，昆弟の孫婦，従父昆弟の子婦が総麻の

服組麻であるとしても，直ちに外孫婦が夫の外祖父母 報を受ける ζ とは疑義のないと ζろであり，外孫婦も，

から線麻を以て報ぜられるとするわけにはし功〉ない。 その夫が報を受けないでも，亦報を受けることは政和

夫が外祖父母から報を受けないのK妻が報を受けると 礼，関元礼の示すところであり，古礼かくの如くであ

いうのは不合理であるとも考えられるからであるo 然 ったと恩われる。

し鄭玄の総麻章の注では報を受けるのである。 ウ，夫の世叔父母より受ける服

上の様な鄭玄説K反対する者K程落田がいる。程氏 総麻章 「夫之諸祖父母報」の考察は以上の通りであ

言うのに「外祖父母，従母のための本服は総麻であ る。乙の中lζ父母世代たる従祖父母がが含まれるか否

る。夫が小功K服するのは加服である。妻は夫小功lと かは問題とされるが，夫の従祖父母がその対者たる従

よっての従服総である乙とは出来ない。夫の本服綿花 父昆弟の子の妻K線麻の報をすることは，まず問題の

よって妻は無服である」と。程氏はこの事からして総 無いと乙ろである。又，父母世代たる族父母の場合，

麻章鄭注の外祖父母は従祖父母の誤りであるとし，四 夫が族父母K対し線麻であるから，妻は一等を降して

条を挙げて ζれを証明している。その第ーは，小功章 無服であるから，当然夫の族父母がその対者たる従祖

「従祖祖父母従組父母報」である問。程氏説と同じく外 昆弟の子の妻K対しては服はない。それでは父母世代

孫婦が夫の外祖父母K対し夫の正服総麻より降して無 の残りとして，夫の従父とその妻即ち世叔父母がその

服とする者IC許宗彦がいる 34)。然し，夫の世叔父母IC 対者たる昆弟の子の妻K対してはどうか。この場合で

対し大功である乙とは明文があり，とれは世叔父母に も喪服経lζ明文はなく，而
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る服を以て昆弟の子の妻IC服するか，或は報ずるかは， する服は報服大功であるべきだが，経には見えな~ }o 

経も伝も記していない。夫の祖父母が対者たる孫の妻 その理由は服すべからざるが故である。何故か。父母

1c対しては，総麻章1c'庶孫之婦」として明白1c記さ は適婦1c対して大功，庶婦に対して小功，祖父母は孫

れている。直系の子孫の婦はその夫のものより二等降 婦に対しては総麻である。もし昆弟の子の妻1c対し報

されており，夫の父・祖との聞に報はない。大功章1c 服大功とすれば適婦と同じであり，己の子の妻よりも

おいて夫の世父母叔父母は祖父母と速記せられており， 重~}。 小功とすれば己の子の妻と同じであり ， 総麻と

祖父母が報じないのであるが，世父母叔父母は，実は すれば孫婦に同じである。何れにしても不当である o

報であるが報の字が使用せられなかったのか，或は実 放に無服である 42)。

1c報がなかったのであるか。 小功説 大功章 「夫之祖父母世父母叔父母」の条

乙の問題1c入るに先立って世叔父母と昆弟の子との の貰疏1C， '夫之祖父母世父母為此妻著何服也，案下

関の喪服について一言の必要がある。 総麻章云，婦為夫之諸祖父母報，鄭注謂夫所服小功者，

不杖期章「世父母叔父母...1，伝「世父叔父何以期也， 則此夫所服期，不在報限，王粛以為，父為衆子期，妻

与尊者一体也，然則昆弟之子何以亦期也，多尊也，不 小功，為兄弟之子期，其妻亦小功，以其兄弟之子猶子，

足以加尊駕，故報之也，中客，世母叔母何以亦期也， 引而進之同己子，明妻同可知」と見える。王粛の言う

以名服也」 と乙ろは，先の昆弟の子が猶子であるため世叔父母は

同上章 「昆弟之子...1，伝「何以期也，報之也...1'注 これに対して引いて進めて己の子と同じくして報ぜず，

「檀弓日，喪服，兄弟之子猶子也，'i!it.引而進之」 と同じく，その妻1c対しても庶婦と同じく小功である

同上章「夫之昆弟之子...1'伝「何以期也，報之也」 と言うもので，頁疏もこれに従うのである。鄭珍も同

上の様に世父母叔父母と昆弟の子，夫の昆弟の子と じである 43)0 

の聞の相互服が，経文のみによっても記されているが， 大功報服説 李如圭は言う，夫之祖父母世叔父

更に伝がこれらが相互服である乙とを一々示している。 母，夫皆服期，故妻従服大功，為昆弟子夫之昆弟子之

ととろが「昆弟之子」の買疏は，世叔父為之，此両 妻之服，経無文，按下経為夫之姑小功，為夫之諸狙父

相為服，不言報者，引同己子，与親子同，故不言報， 母線，皆言報，則夫之努尊於卑者之婦，皆報之，不登

是以檀弓為証，言進者，進同己子故也」と言い，夫 出耳，王粛以為与芳(胡培牽引いて衆1cイ乍る)子之婦

之昆弟之子」の条の責疏は，世叔父は本来父の一体 同服小功，非芳等報之例也」と 44)。数継公，沈彫，胡

であり，昆弟の子を引上げて己の子と同じくするのだ 培牽，張錫恭等，乙れに従う者が多い。

から報と言うを得ず，世叔母は本来路人で，それ1c対 以上三説の言うと ζろ，それぞれに理由があるが，

し昆弟の子は母名あるにより期IC服するから， 二母は 先にも触れた様1[，凡そ喪服において純粋の家族上の

報ず」と言う。 夏受も之1cよって，ヲI~}て之を進め 身分関係において一方のみが服し対者が無服であるこ

るのであれば報服ではない。「昆弟之子」の伝1cIi"報 とは，直系子孫の婦に対しては別として，ないのであ

之」とあるのは誤街である。その理由は， 1. Ii"昆弟之 り，%，系親間では相互同等を大原則とする。程氏は経

子」の条の注は伝の報を釈かずして檀弓をヲ|いて証し， 文ICないこと，見弟の子の妻1c服した場合，己の子の

且，伝を破らな ~} o 2.責疏も，報でないが放に注が檀 妻1c対するとの差がなくなるとの見地から無服と見る

弓を引いて証するのである，と言う。3.Ii"夫之見弟之 のであるが，それは如上の相互同等服の大原則を忘れ

子」の疏も世叔父が昆弟の子IC報ぜざる旨を述べてい たものであって従い難い。夫の諸祖父母が報ずるの服

る」と言う4~然し世叔父IC対し尊加であっても，世 は，己の孫婦に対するのと同じであって，穿親と正統

叔父はあ くまでも芳尊である。伝も「芳尊也，不足以 と同じであることもある。張錫恭も指摘しているよう

加尊駕，故報之也」と言う。 1ζ，程氏自ら，その「夫之昆弟無服説45)...1において

さて，夫の世叔父母1c対する服は大功であるが，そ 「蓋多親之服必彼此相報也」と言い，叉，為(夫之)

の反服は経1c見えない。世叔父母が昆弟の子並び1c夫 世叔父母従服大功，二父母亦必報之以大功」と言い，

の昆弟の子の妻lζ対する服については，更1c議論が噴 更に又，昆弟之子以期服我，我以期報之，其妻以大功

出している。説は三つある。無服説，小功説，大功(報 服我，我以大功報之」とも言い，全く定見はないので

服)説である。 ある。小功説について見れば，まず頁疏が総麻章「為

無服説 程洛回がこれを言う。見弟の子の妻1c対 夫之諸祖父母」の伝の鄭注の「諸祖父母者，夫之所為
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小功，従祖祖父母云々-!!c拠って，夫が期!c服する るが，本条ではこれも報に繋かる。李如圭は，報と

ものは報の限lζ在らず」と言う ζ とについては，注は， は夫の姑姉妹が報ずるのである，燐似婦と言えば相互

諸祖父母!cは夫が小功!c服すると言ったまでの ζ とで!c服する乙とは自 ら明らかである」と言う。線麻章「為

夫が期!c服するものは報の|浪花ないという乙とにはな 夫之従父昆弟之妻-!!cも報と言わない。言わな くても

らな~'0次lζ王粛は，父は衆子のために期，兄弟の 相互服することは自明である。放継公も梯似亦報と述

子のためにも期であるから，兄弟の子の妻のためには べている。問題の点は鄭注の「夫之姑姉妹不tま在室及

衆子の妻のためと同じくすべきである」と言うのであ 嫁者，因思軽，客従降-!!C関するものである。 まず，

るが，子とその妻のためには尊降するのであるが，兄 「因恩軽客従降」とはL功リよる義であるか。胡培皇居は

弟の子とその妻のためには不杖期章 「世父母叔父母-! '今因恩軽，不分在室及出嫁，ー従降服小功之例服之，

の伝!cあように，世父母叔父母は芳尊であり ，尊を加 是零也」と言う。その言う所，固より誤りではないが，

えるに足りないのであり，昆弟の子!c対して報ずるの 降服小功は出嫁降服の乙とであり ，通典では，鄭注は

である。ましてやその婦に対しては一層の ζ とである。 ，因恩軽零従嫁降」とあり，段玉裁や張錫恭がとの点

張錫恭によると，旧唐書礼儀志化J!C貌徴等の奏文があ を指摘している。夫は姑姉妹のためfC正服は期，出嫁

り，子婦に小功，兄弟子婦に大功であるのは不合理で 降服大功，妻は従服して夫より一等を降すから，姑姉

あると述べられているo 故lζ唐以前の旧制は，兄弟の 妹の在室!c正H巨大功，出嫁小功となる筈であるが，妻

子婦!c対し報大功であったのである。己の子婦を軽ん と夫の姑姉妹とは恩が軽い(同室する期聞が短い，或

じて昆弟の子婦を重んずるようではあるが，その実， はな ~ ，)ので，在室も出嫁と同じく降すのである。

己の多尊を以てしては降すを得ないからである。この 次に鄭玄が「夫姑姉妹不殊在室及嫁者」と言えば在

思想、は公妾大夫妾が子を降すを得ずして本服を遂げる 室と出嫁と共!c服があるのであるが，程洛回は次の様

のと似ている。 fC言う 。「夫の姑姉妹のための服は皆在室であり， 出

エ，小功章fC'夫之姑姉妹鱗似婦報」なる文があ 適すればそため!c無服である。何故ならば，伝!cIl'燐

る。鈴似婦とは，伝lζ 「弟長也」とあり，鄭玄は ，兄 似婦者弟長也，何以小功，以為相与居室中則生小功之

弟之妻相名也，長婦謂稚婦為鱒婦，娩婦謂長婦為似婦」 親尖」と言う 。だから出適して同室でなくなれば，無

と言う。兄弟の妻相互が長幼によ って相手を燐婦・似 服となる」と47)。けれども胡培彊も述べているように，

婦と称するのであるが，長幼とは婦人相互のそれか， 総麻章 「為夫之従父昆弟之妻」の伝も「何以徳也，以

婦人の夫(兄弟相互)の長幼か。買疏は婦人相互の年 為相与同室則生紙之殺意」とあり，本来無服である従

齢!c拠るものとしているが，乙れは果して鄭注を釈い 父昆弟の妻相互が同室の故!c線を服すると言うもので，

たことになるのか疑問である。馬融は，郷似婦者，兄 ノj、功章の伝と同じであるから，小功章の場合の伝の言

弟之妻相名也，長稚自相為服，不言長者，婦人無所専， うところの小功の親を生ずるとは，専ら燐似婦の場合

以夫為長幼，不自以年歯也」と言う 4九 乙れは夫の長 のことであると考えられる。夫の姑姉妹は出適すれば

幼によるのである。鄭玄の言うと ζろも大方同じであ 同室でないから無服となる，ということにはならない。

ろう。胡培牽は買疏を誤りとしており，乙れに同説の 夫の姑姉妹のための服は，夫が服するが放の従服で

者が多い。胡氏fC従うのがよい。燐婦似婦は本来無服 あり，同室の故ではな~，。 だが，程洛回が夫の姑姉妹

である筈だが，伝は「何以小功也，相与居室中，則生 のための服が在室であると言うことについては，それ

小功之親」と言う。 なりの理由はある。程氏!cよると，紹麻章!c'夫之姑

さてこの条では夫の姑!c対してその姪婦(即ち彼女 姉妹之長湯」とある。喪服経中諸婦人の長務のための

の昆弟の子の委)の服，夫の姉妹iζ対してその昆弟の 服は皆それが出適した場合の正服と同じである。だか

妻の服，兄弟の妻相互(即ち梯婦似婦)閣の相互の服 ら夫の姑姉妹の長蕩のための線麻服は，それが成人し

の同等が示されているのであって，先iζ述べた来嫁婦 て出適せる場合の服と同じである。すると夫の姑姉妹

と夫の党との聞の様!cは別!c欠落したものはない。報 のための小功服とは，それが成人在室の服である ζ と

ずるのは此等相互である。馬融は，報とは姑が姪婦に になる。成人在室の服が必ず長蕩服に一等加わった服

報ずるのであるとて，姑のみに繋けて言うが，夫の であれば，婦人逆降の事もない乙とは明白である。以

姉妹も当然繋かるものであ
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ζ とがある 48) 今は夫の姑姉妹のためが在室か出適か

に限って見ょう 。夏隻は言う I男子はその姑姉妹の在

室IL期(経IL文なし)，出適を降して大功(大功章)，

乙の男の妻は夫l亡従って一等を降す，その小功なるは

出適であるからである」と 4910

男が姑姉妹出適者IL大功なる乙とより推せば，妻が

夫の姑姉妹のため在室大功， 出適小功であること lζな

り，夫の姑姉妹の長湯のための総麻より推せば，在室

小功， 出適総麻であることになる。鄭玄は 「経が在室

と嫁とを分けていないのは恩が略であるから在室も嫁

降服IL従うのである」と言う。夫の姑姉妹l亡対する妻

の服が在室の服である(程氏)のであれば，段氏が言

う様IL，姑や姉妹は，姪の妻や昆弟の妻IL己が在室中

l乙服する或は報服する ζ とは稀である。服するのは出

適してからのととである。だから夫の姑姉妹IL対する

小功は，夫IL従って服するのであり ，出適した者IL対

してである(夫は姑姉妹出適IL対して大功であるか

ら)。 在室の服は殆んどなo'から， それは略して出適

の降服IL従うのである。その長穆のために線麻服であ

ることよりして，在室が小功である乙とになり，乙の

小功は，明らかに夫の在室姉妹に対し，夫の不杖期な

るを降して大功とする乙ととは合わないが，上述した

様IL妻は夫の姑姉妹の在室と相互IL服することが少な

いためIL，在室をも略して出嫁服IL従ったとするとと

に合うのである。夫の従父昆弟の妻が総麻章lζおかれ

て，伝が亦 「相与同室則生総之親夫-1> と釈き，夫の

従父姉妹lζ対する服が開元ネL50) Iとおいて従父昆弟の

妻と同じく線麻で，適人と在室と同じとせられている

(胡培翠は夫の従父姉妹lζ対し無服とするが51) ~N:錫

恭がこれを誤りとしている52) 乙とを参照して，夫の

姑姉妹ICついての鄭注が適当であると考えられるので

ある o

c 大功章lζ「女子子適人者為衆昆弟姪丈夫婦人

報」とある。ζの経文の読み方については次の様IC色

色が考えられる。

I 女子子出適者が「衆昆弟」及び「姪丈夫婦人」

IL服する。

姪丈夫婦人が報ずる。

II a.女子子出適者が「衆昆弟及び姪」の丈夫

婦人IL服する。

「衆昆弟及び姪」の丈夫婦人が報ずる。

b 女子子出適者が「衆昆弟」及び 「姪丈夫

婦人.JIζ服する。

「衆見弟」及び「姪丈夫婦人」が報ずる。

E 女子子の出適者が 「衆昆弟及び姪」のために

報ずる。

以上 IとEとにおいて女子子出適者が衆昆弟と姪と

のために服すると読むのは同じである。 IとEとの相

違は，報が姪だけか，衆昆弟も含むか。叉，丈夫婦人

が姪だけに繋かるか，衆昆弟ILも繋かるか，であるo

ml;l:夏受の読み方であるが， ζれは，報服は必ず尊者

が卑者IL対してのものであるとの考えILよるのである

が5へ はじめに述べた様IL，報服は概ね尊者より卑者

IL対するものであるが，乙れは鉄則ではなo'0杖期章
企 企

「父卒継母嫁従為之服報」不杖期章 「為人後者為其父

母報」同上章「大夫之子為世父母云々唯子不報」大功.. 
章「女子子適入者為衆昆弟姪丈夫婦人報.JILおいて，

此等は皆，某為某報の形をとっているが，はじめの三

例は何れも為字の下の被服者が報者となっている。乙

の事から最後の例の大功章の報者も衆昆弟姪丈夫婦人

であると読むのが適当であると思われる。不杖期章の

「大夫之子為世父母云々唯子不報」において，昆弟の

子が世叔父母IL報ずるとの文を構成しているのである。

然し本論のはじめに述べた様に，大功章の場合， ζの

条IC関係深いものが大功章首条ICI姑姉妹女子子適人

者」とあり，出適女子とその対者との聞の報は，報字が

なくても明白である。大功章の両条を併照すると，報

字がなくても女子子出適者が報ずると解せられるから，

乙乙の報は特別の意味がある様である。 I読と H読と

の相違の，報が出適者とその姪との間だけか或は出適

者とその衆昆弟及び姪との聞かについて，姪との聞の

みとすると丈夫婦人は姪のみを承けることになるが，

報が衆昆弟と姪との両者IC及ぶので‘あるとすれば，丈

夫婦人はその両者を承けるとの読み方も成り立つ。鄭

玄は 「為姪男女服同」と言O" 馬融は「適人降其昆弟，

故大功也，嫁姑為嫁姪服也，倶出也」と言う 54)。両者

ともに婦人を姪のみILかけて Iの読み方を為している

ものと思われる。徐乾学は，馬融をE読と見ているが，

そうではない。清儒でH読を為している者がかなり居

る。程落田551，徐乾学，盛世佐等である。 I読IC従う

者は，鄭珍，胡培牽，張錫恭，黄以周56)等である。女

子子出適者と衆昆弟との間は言うまでもなく相互大功

であり，姪との聞も同じであるから I女子子適人者」

から下の報までを一条として読んで (II読)差支えな

さそうであるのIL，いかなる理由で二条(1読)とす

べしということになるのであるか。胡培筆は，盛氏が

婦人を以て女昆弟及び姪女なりとするのに反対して，

「丈夫婦人が衆昆弟ICかかることはない。 喪服経伝lζ
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おいて，男においては昆弟と言い，女においては姉妹 いては，大功章の 「大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為

と言う。女昆弟の称はない。丈夫婦人は姪のみにかか 姑姉妹女子子嫁於大夫者」について程落田が指摘して

るのである」と言(，"鄭珍は，-衆昆弟が女子出適者 いるととろであり 571 大夫の妻とその姑姉妹で大夫の

に対する服はすでに大功章のはじめに見えている。こ 妻となる者相互が大功であるのはー降されただけであ

の経の報が衆昆弟を承ける乙とはない。 大功首条lζ るからである(程氏によると，両出の降例が見られる

「姑適人者」とあり， 乙の経の報が姪を承けることも のは乙の大功章大夫之妻云々の例だけである)。

なさそうであるが，大功首条の姪は男子のみで，女子 付丈夫婦人の称について

子を兼ねない。放にこの経の姪は男女を兼ねて報と言 姪丈夫婦人が姪男姪女であることは自明であるが，

うのである」と言い，数継公に至つては，-乙の経の姪 姪女を婦人と称したのは何故か。李如圭は「言婦人者，

丈夫婦人のためlとする服は，大功首条「姑姉妹通人者」 明巳嫁者与在室之服同之云々」と言う o 婦人とは己嫁

と表裏しており ， 報であることはこの両経でわかる 者を主として示すのであるというわけは，在室女なら

のであるから，乙との報字は不要である」と言う 。放 ば女子子の称が使用せられるのが普通であるからであ

継公の言う様に報字はな くてもよいが，ここの報は特 る。

別の意味をこめているのではないかを考慮すべきであ 喪服経文中，丈夫婦人の称は四ケ所ある。斉衰三月

る。 章 「丈夫婦人為宗子宗子之母妻」大功章「女子子適人

女子子適入者が衆昆弟ならびに姪との聞において相 者為衆昆弟姪丈夫婦人報」小功蕩章「為姪庶孫丈夫婦

互同服をつける乙とには異論はな(，'0重要な点は姪丈 人之長湯」小功章 「従母丈夫婦人報」である。鄭玄は

夫婦人(胡培牽説の，婦人は姪だけに繋かるとの見解 斉衰三月章の婦人K注して，-女子子在室及嫁帰宗者

fC従う)の姪が在家か出適かである。鄭玄は「為姪男 也」と言って，在室女と出嫁女とをかねた称と見てい

女同RIi-lと言う 。胡培重量は「鄭意謂，女子子在室与男 る。大功章「姪丈夫婦人」の注の意はやや明白を欠 く

同，然巳嫁者亦不降也，李氏云，言婦人者，明己嫁者 が，李氏は釈いてやはり出嫁女と在室女とを兼ねたも

与在室之服同云々」と釈いている。姪女が在室でも出 のと見ている (上述)。 馬融は斉衰三月章の丈夫婦人

適でも，出適せる姑との聞の服は同じである。その服 K注して「一族男女」と言う判。 ζ の一族の女の中fC

が何飲姪男と同じであるのか。乙の経において姪K対 来嫁が含まれるか否か。王粛59)，雷次宗60) の述べる

するものは衆昆弟が対するのと同じ女子子出適者即ち ところでは，皆，来嫁婦は含んでいないものと思われ

姑の出適者である。身分関係の上からすると衆昆弟と る。 ところが放継会は，-婦人者謂絶族之女子子在室

同じであるのは姪が在室の場合である。ととろが鄭玄 者及宗婦也，丈夫婦人於宗子宗子之母妻，若在媛叔之

の意は，李如圭が釈くと ζ ろでは，姪の在室と出適と 列者，不服」と言い，盛世佐も亦来嫁婦を含んでいる

が同服である。馬融も「嫁姑為嫁姪服也」と言う。勿 とし，更に，媛叔関係の者でも服すると言う 。放継公lζ

論乙れも在室と出適と同服の上での ζ とであるが，特 対し張錫恭は異姓である者がどうして宗子fC服すると

に嫁姪と限定したわけは，乙の経の報は特に出嫁姪に とがあろうと評し61)，程落田も，婦人は同姓の在室で

対してであることを示すものであるからである。張錫 あると言(，，6ベ 鄭珍も異姓を含まず，在室と己嫁とを

恭は言う，-大功章の首条K姑適入者とあるのは，姪 兼ねると言っており 63) 述べるところ甚だ詳密である。

男姪女がこれに服するのであるが，姪女は在室である。 なお， 大功章の馬融注は ，-嫁姑為嫁姪服也」とて出

だから姪丈夫婦人報の婦人は嫁姪である。在室姪女 嫁者として釈き64)，小功務章の注は「言丈夫婦人者，

は姪男と同じく出適の姑K対しては本服期を一等降し 明姑与姪，祖与孫疏遠，故以遠辞言之」 と言う 65)。

て大功とするが，姪が出適した場合は更fC一等を降し 遠辞とは，子，女子子K対してよりも一層遠くに身分

て小功とするかと恩われるが，実はそうではなくて出 関係を及ぼした辞ということであろう。小功章「従母

適姪も一等を降すだけであることを示すために報とし 丈夫婦人報--'Kついての買疏引馬融は「従母報姉妹之

たのである。報は，はじめ出嫁姪のために設けられた 子男女也，丈夫婦人者異姓無出入降也」と言う。通典

ものであるが，作文の勢として，丈夫，在室女も含まれ (凶礼十四) 引の馬融注は乙の下lζ更に，-皆以丈夫

ると解してもよい」と。両女共K出嫁した場合，相互 婦成人之名名之也」とある。小功蕩章lζおけるものは

に再降はしないととを示すためにここ K報字が設けら 蕩死した丈夫婦人であるから必ずしも丈夫婦人が成人

れたと見ることが可能
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(従母とその姉妹の子は相互に異姓であるが故K，姉 ついての伝文及び鄭注の趣旨については諸説ほとんど

妹の子たる女が在室でも出嫁でも服が同じである o 勿 一致するのであるが，郭明昆は別IL:次の様な解釈をし

論従母の在室と出嫁の場合も同じ)と言うのは，姉 ている。「喪服篇Kおいて，子は女子子K対するもので

妹の女子中K在室と巳嫁とを兼ね含んでいる。婦人の あり ，且，本条においても世父母，叔父母，子，昆弟，

中K異姓を含むと言うのではない o (礼記大伝篇従服 昆弟の子，姑3 姉妹，女子子と列挙せられていて，子

犬の中の四lζ出入があるが，出でて降すのは本来同室 と女子子とが区別せられているのであるから， /1佳子不

であって，そ乙から出る者IL:対して一等を降すのであ 報の子は女子子とは別のものである，子は父と喪服相

る。従母や従母姉妹や男の女や姑姉妹の女は本来同室 互同等ではないが，乙の場合女子子は報であり得る。

ではな~'0故Kζれ等K対して出降ということはな 伝は過分の礼K報いるために同等の服を以てするのが

報だと考えた。然しそれでは次の二例の説明がつかな

以上を要するに，丈夫婦人と称した場合，婦人は， い。大功章女子子適人者為昆弟姪丈夫婦人報(卑属が

女子子が父母の子の在室者であるのに対し，一族中の 報ずるもの)，小功章従母丈夫婦人報(尊属が報ずる

更に広い身分関係の女で，在室も出適も含めた場合の もの)...1
691。郭氏説は以上の様であるが，女子子が父に

ことである。 対しては不杖期であることが果して父との報関係にあ

d 不杖期章「大夫之子為世父母叔父母子昆弟昆 るものであるか。斉衰不杖期章lζ 「姑姉妹女子子適人

弟之子姑姉妹女子子無主者為大夫命婦者唯子不 無主者，姑姉妹報」の文がある。とれは「大夫之子為

報」について 世父母(中客)姑姉妹女子子無主者為大夫命婦者，唯

乙の経文は通典(凶礼十二)では「姑姉妹女子子無 子不報」と極めて似ており，相違する点は服者と被服

主者」の部分が「姑姉妹女子子適人無主者」となって 者が共IL:士の身分であるのと，大夫の身分であるのと

適人の二字が多く，劉師培は非経の故本として，これ である。士の身分の場合において，姑姉妹女子子の中

lζついて解釈を読みているカ1661，経文においてこの部 の女子子だけは報の持外Kおかれている。すると大夫

分の下K '為大夫命婦者」とあって，姑姉妹女子子が の子の条における女子子も同様であり，唯子不報の中

大夫fL:嫁した者であることは伝文でも明示しているか に女子子も含まれているのである。大功章の初めに

ふ適人(喪服経では士K適くこと)はこれと矛盾し 「姑姉妹女子子適入者」がある。本服不杖期であるの

ている。通典(凶礼二一)引の漢石経礼議Kよるも本 を降して大功とする。出適せる姑姉妹は宗家の姪及び

経lζ適人の字がな~ ' 0 鄭玄本，玉粛本671 にも無~' o 見弟fL:対して同等服を以て報ずる。大功章「女子子適

従って大夫命婦は世父母以下を統べ，無主は命婦を指 入者為衆昆弟姪丈夫婦人報」がζれである o この場合

すとの鄭注lζ従う乙とができる。 も亦女子子が除かれている。それは，女子子は父母K

さてこの経文の「唯子不報」について，伝は 「何以 対して不杖期であるからである。昆弟と姉妹との間で

言唯子不報也女子子適入者為其父母期，放言不報也， は相互に不杖期であったり大功であったりであるが，

言其余皆報也」と釈いており，鄭玄はとの伝文を難じ 女子子と父との閣では，女子子は父より不杖期或は大

て，唯子不報，男女同不報爾， 伝以為主謂女子子， 功小功を受けることはあっても70}，父K対しては，出

似失之失」と言う。鄭玄の言うと乙ろに誤りはないが， 適女は常fL:不杖期であり ，相互に不杖期の同等なる場

男子は父lζ対して斬衰であるが放に，乙れについては 合でも報ではないのである。郭明昆の意見には従い難

初めより問題はない。唯女子子の命婦無主者と父母と い。

の間では相互に同服である。大夫の子は，その女子子 乙の条で問題であるのは報不報の乙とよりもむしろ

が士IL:適けば出降の上lζ更に父の尊によって降す放に 大夫の子とその昆弟との聞の喪版関係であり，乙の条

小功で、あるが，大夫K嫁したるが故K出降があるのみ， と大功章「公之昆弟大夫之庶子為母妻見弟」との関係

且，無主であるがため憐んて‘不杖期とする。女子子は出 である。大功章大夫の庶子がその昆弟のためKするの

嫁すれば父のために本服不杖期K服し，たまたま父が 条のその大夫の庶子とは，昆弟服を示す場合IL:限り，

己K服するのと同服であるが， ζれは報の故ではない 適長子を除いたものすべてを言うものであり，不杖期

が，報であるに嫌らわしいので伝が特K乙れを取り上 章「大夫之庶子為適昆弟」の伝の鄭注「適子為庶昆弟，

げて説明したもでのる 681 と見る乙とが出来る。伝が 庶昆弟相為，亦如大夫為之」における「大夫之庶子」と

経文を誤って解釈したのではない。経の「唯子不報.JfL: 同じく，大夫之
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子が昆弟のために大功である場合の大夫の子とその昆 庶子為士者同，父之所降不亦不敢降也」と言い，議周

弟の身分は何であるか。大功章の「大夫之庶子」の条の は，-大夫之子，父在降芳親，亦如大夫，従父圧也」

直上lζ ，-大夫為世父母叔父母子昆弟昆弟之子為士者」 と言い，徐整は ，-大夫之子従乎大夫市降， 至於父卒

の文があり ，大夫は，子3 昆弟の士たる者を尊降して大 如国人也」と言う。大夫の子K大夫の身分と士の身分

功lζ服するが，大夫の子はその昆弟や姑姉妹女子子K との両者ある時 (ζれが可能であることは，不杖期章

対し父大夫と同じ服を着る者である。このことは，大 「大夫之子」の条K昆弟IC大夫たる者があること，大功

功章「大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姉妹女子子 章「大夫服」の条K子の士たる者がある ζ とによって

嫁子大夫者」小功蕩章「大夫公之昆弟大夫之子為其昆 知られる)， その大夫の身分の者は父K従って昆弟の

弟庶子姑姉妹女子子之長湯」からも判断することが出 士の身分の者を降して大功とし，叉，昆弟の大夫の身

来る。大夫が子や昆弟の士たる者lζ対し大功であるな 分K対し父K従って降さずして不杖期とするととにな

ら，大夫の子も昆弟の士たる者lζ対し大功である(上 る。すると不杖期章の大夫の子とその昆弟の大夫たる

述の様lζ適昆弟K対してだけは別である)。 不杖期章 者との聞の不杖期の報が可能であるためには共K大夫

大夫の子が昆弟の大夫たる者K対して不杖期である乙 の身分でなければならないのである。乙の事について

ともとれに即応している。 張錫恭は，-或日， 大夫之子為昆弟之非適者大功， 彼

ところで不杖期章大夫の子は，盛世佐，胡培翠の言 昆弟亦大夫之子也，而昆弟為之大功，則大夫之子自有

う様K適庶を兼ねるものであるが，それが大夫の身分 降之之例失，而此報之何也，日大夫之子為昆弟大功，

であるか士の身分であるかは示されていな ~' o 大夫の 伝固日従乎大夫而降也，自以圧降3 非以尊降也，若大夫

身分でも士の身分でもよいのか，或はどちらかでなけ 命婦之降与不降，則当以尊論，夫為降之品不同，其或

ればいけないのか。盛世佐は，-大夫之庶子相為大功， 降或不降，各有f攻当，不得執彼以例此也，明圧降不可

今報以期者，尊与父同，故得遂也」と言う。乙れは大 例尊降，則其誼憤然無疑失」と言う。乙の 「或日」が

夫の子が昆弟の大夫たる者と同じ尊位Kある者と見る。 疑問としている乙とは，大夫の子とその昆弟は共K大

張錫恭も，-大夫為大夫之子3 雄為士者不降而報之也」 夫の子であり，且，両者共K適ではない。すると不杖

と言う。その言うと乙ろの大夫とは昆弟の大夫たる者 期章「大夫之庶子為適昆弟」の伝注ICある様IC，との両

であり，大夫の子の士たる者と雄もとは，本条経文の 者は相為めに大功であって相互に降している。と乙ろ

主語たる大夫の子である。だから胡培牽と同じく大夫 が同じ不杖期章「大夫之子為世父母云々」では大夫の

の子は大夫の身分でも士の身分でもよい。張氏K従え 子と昆弟大夫たる者との聞の報を言う。これは何故か。

ば，大夫の子が士である場合，その昆弟の大夫たる者 ζれKついて張錫恭の答えは，-大夫の子が相互に降

lζ不杖期IC服する。この大夫は士たる昆弟lζ対し尊降 して大功であるのは父K従つての圧降である。大夫命

せずして報いる。かくして大功章の「大夫之庶子為母 婦の降不降は自己の尊ーによるもの(尊が己と同じでな

妻昆弟」は大夫庶子(上述の様K対昆弟関係では大夫 ければ降し，尊同じであれば降さない)で，圧ではな

の子と言うに同じ)の身分は大夫・士の何れか示され ~，。両者は別のもの」 である 。 張氏の ζ の答えは圧降

ていないが，との庶子かその昆弟かの何れかが大夫の と尊降との差がある乙とを述べ，乙の限りでは納得で

身分であるときは，子の士である者は，己は父よりは きるが，不杖期章「大夫之庶子為適昆弟」の伝注の

尊降せられて大功であるのIC，昆弟相互は不杖期を以 「適子為庶昆弟，庶昆弟相為亦知大夫為之」と， 同主主

て服する。従って大功章大夫庶子の条は庶子もその昆 「大夫之子云々報」との関係を闘明していない。「庶昆

弟もどちらも士たる身分であることになる。だが問題 弟相為亦如大夫為之」であるならば昆弟の士たる者K

が残る。伝が「父所不降子亦不敢降」と言うものに四 対し大功であって，乙のことは士たる者をも降さずし

条がある。乙の伝によるなら父の降すところK従って て不杖期で報いるとの張氏の上述の言と矛盾するので

子も亦降す乙とになる。(大功章「大夫庶子」の条の ある。矛盾なからしめるためには，前者の庶見弟は皆

伝も ，-大夫之子庶子則従乎大夫而降」と言う。 但し， 士たる者，後者の大夫の子及び昆弟は皆大夫たる者，

この「得乎大夫雨降」が母妻の場合であることは確か であると見なければならな~'0夏受が「若大夫以上，

だが，昆弟相互の場合も同じであるか否かは疑問であ 兼尊降之例者，必尊同而後有報例，如不杖期章大
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て言うのに，-降は圧降である，大夫の子の尊ではな(，" 恩恵等の条件が加わって本来の服に軽重の変が生

大夫K従って降さないのであって自らの尊同の故では じても，相互にその変化した服を着用する場合の

ない」と。然し大夫の子が昆弟(士たる身分)を降す 報がある。然し，此等の場合も尊卑聞の報rC:還元
のはその大夫の子が適子でも庶子でも同じことなので せられる乙とが多い。

ある。小功蕩章「太夫大夫之子為其昆弟庶子姑姉妹女 同報服諸例中の問題点

子子之長蕩」の鄭注も，-大夫之子不言庶者，関適子1.総麻親の族曽祖父母以下族父母は皆その対者

亦服此務也」と言う。大功章の大夫庶子が母妻と共K t:こる昆弟の曽孫，従父昆弟の孫，従祖昆弟の子IC:報い

昆弟をも降し，それが圧降であるとした場合，母妻IC: る筈である。乙れらの多系卑属K対する紹麻服は，直

対する大夫庶子の圧降は疑義なきところであるが，衆 系卑属たる曽孫，孫，子K対する本服からの芳殺に

見弟K対するの大功服は適子庶子K相違はないのであ よって得られる。

り，適子は圧を受けるものではな("から昆弟lζ対する 2 夫の外祖父母応対する服は，夫がその外祖父

大功として庶子だけを乙こで挙げるのは不適当である。 母IC:対する尊加服を基としての従服であり， ζれを以

林喬蔭は「大夫の子が降すのは父K従って降すのであ て委は報を受ける。

り，乙れは圧降とは無関係である」と言う 73)。母妻に 3. 夫の世叔父母K対する服も夫の尊加服を基と

対しては圧が言えるのであるが，昆弟lζ対しては林喬 しての従服であり，乙れを以て妻は報を受ける。己の

蔭の言の如く大きな問題がある 。 子婦に対する服よりも昆弟の子婦に対する服が重くな

結 論

(ー) 報服の一般的原理

報服とは，家族 ・親族の成員相互が彼等の家族的身

分関係上の親疏の度によって規定せられた喪服を著け

合うとの原則の上で， 一方が先lζ施し，他方が(現実

にこれに報いることはあり得ないが，理念としては)

これIC:報いるべきである乙とを示すものである。儀礼

喪服篇では， A， Bの二人の相互の身分関係によって

著用せられるべき喪服を示すのに，次の二様の書式を

採っている。

ア.AがBK対し乙の服を著用する。BがAIC:対

し乙の服を著用する。

イ.AがBK対しこの服を着用し， Bがこれに報

いる。(又は，BがAK対し乙の服を著用しA

がこれに報いる。)

イの場合において，AがBIこでも BがAにでもどち

らでもよいのか，或はA，B両者の尊卑の関係によっ

てどちらかにすべきであるか。喪服篇における諸例を

綜合して次の様K判断せられる。

1.卑属が尊属K服し，尊属がとれに報いる。乙の

逆の例は全くないことはないが，極めて稀である。

2. 報s9.は，直系親の尊卑間Kは存在しない。芳系

親の尊卑聞に存在する。

3. 芳系親の同輩間Kおける相互同等服は，通常，

報とは称しない。

4.尊卑の関係lζおいてのみ報があるのではなく，

尊卑の間でも同輩の間でも，尊敬，出降，従服，

るのは昆弟の子及びその婦に対し，己は芳尊であり，

尊を加える乙とができないからである。

4 夫の姑姉妹がその昆弟の子婦及び昆弟婦K対

する小功服は在室か出適かの問題は，彼女達が同室す

る機会が出嫁の関係で極めて少ないため，夫の姑姉妹

のための服が在室服を零して出適服K従ったものと見

られる。

5 大功章「女子子適入者為衆昆弟姪丈夫婦人報」

で重要なのは，姑と姪女とが共K出嫁した場合，再降

するものではない乙とを示すζ とであると見られる。

6. 不杖期章「大夫之子云々l瞥子不報」では，-唯

子不報」の解釈は伝の言うところが強ち不当ではない。

乙の条の重要な点は大功章「大夫之庶子為母妻昆弟」

との関係である。不杖期章 「大夫之子」が報を受ける

ためIζは大夫の身分であるべきであり，大功章 「大夫

之庶子」は昆弟と共IC:士の身分であると見るべきであ

る。
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Summary 

1. The General Principle of“Pao Fu" (報服・theritual code of wearing mouming dresses for reciprocative 

purposes) 

“Pao Fu" is the ritual code of wearing mourning dresses for reciprocative purposes b巳tweenmembers 

of a family and their relatives according to the degre巴sof c10seness in their kinship， that is if one member 

of a family group wears one typ巴ofmourning dress initially， then the reciprocator should choose the sam巴

type of it to wear for reciprocative purpose refering to the ritual code. NaturaHy this can not occur as 

a real situation b巴causethe r∞iprocator is not alive at the tirne when hejshe has to wear a mourning dress 

for the reciprocative purpose， hence “Pao Fu" is ideal. 

ln the volume “Sang Fu" (喪服:mourning dress) of “1 Li，" the following two ways of dressing between 

twom巴mbers(nameJy， A and B) of a family group depending on their relationship are described: 

1. A puts on one type of mourning dress for B first， th巴nB puts on the same type for A 

2. A puts on one type of mouming dress for B first， then B reciprocates to A， and vice versa 

ln the s巴condcase above， a question is wh巴therthere is any rules to decide “A wears one for B first" 

or “B wears one for A first." lntegrating many descriptions in th巴 volume“Sang Fu，" the writer 

concludes as follows 

1. A descendant wears one type of mourning dress for hisjher ascendant first， and then the ascendant 

reciprocates to the descendant. The r巴versedcases are very uncommon 

2. “Pao Fu" can not be applied to the cases between lineal descendants and ascendants， and is only 

applicable to the cases between any two members in a collateral relation. 

3. The cases in which any two of th巴 samegeneration in a collateral relation wear the sam巴 typeof 

mourning dresses are not applicable cases of “Pao Fu." 

4. ln a collateral relation“Pao Fu" is not only applicable to the cases between descendants and 

ascendants， but is also applicable to the cases like women leave from their parents' famili巴sto 

marry (in this case the levels of mourning dress are degrad巴done degree)， or wives mourn for the 

losses of husbands' relatives (in this case the levels of mourning dress worn by the wives are also 

d巴gradedone degree comparing to their husbands' I巴velsif the relatives were ascendants)， or th巴

original levels of mourning dress are raised one degree considering the persons' respect and 

benefication. In many cases the most important factor in“Pao Fu" is the descendant-ascendant 

relation between any two members of his fami 
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for ego. Then a question will be whether they should wear the same types of mouming dress 

as ego wears for them. 

Th巴answerto this question will be found from the fact that the dresses worn by ego for his bsss， 

fbsss and ffbsss are inferable from what ego wears for his sss， ss and s according to the code of 

mouming dresses for lateral descendants. 

2. In the chapter “Ssu Ma" there is a description of ego (female)'s mourning dresses for 

her husband's ff and fm， and also the mourning dresses those relatives w巴arfor ego. Then a 

question will be whether there is a clear description about the cases of her husband's mf and mm. 

The answer to this question will be found from the fact that ego's mourning dresses for her 

husband's mf and mm correspond to her husband's raised・levelmourning dr巴ssesto show his 

respect to them. 

3. The mourning dresses which a wife puts on for her husband's fb and fbw also corr巴spondto her 

husband's raised level mourning dresses， and thes巴husband'sfb and fbw wear the same typ巴of

mourning dress as their bsw wears for them for reciprocative purpose. In this case a question 

will be why the dresses for bsw are more important than the ones for sw 

The reason of this will be that fb and fbw can degrade the levels of mouming dress for their s and 

sw having a superiority to th巴m，but can not do so for their bs and bsw 

4. A husband's fsi and si put on “Hsiao Kung Fu" (小功服:mourning dresses worn to enter 5・month

period of mourning) for ego (female) who is their bsw and bw. Then a question wilI be whether 

these dresses are worn at unmarried status or married status 

The answer to this question will be that the husband's fsi and si who are not married scarecely live 

with ego at home， hence th巴sedresses are worn at married status. 

5. In the chapter ‘'Ta Kung" an important question about the description of “d who is marri巴d

puts on dresses for her b and bd， and they r巴turn"is why her b and bd who is married put on 

the same type of mourning dresses for the b's si and the bd's fsi 

This description should be understood that it intends to indicat巴 specificallya case of when 

fsi and her bd leave from their family to get married， hence they mutually degrade th巴 levelsof 

mourning dresses only one d巴gr巴e，not two. 

6. Th巴importanceof the description of “sons of high officials put on mourning dresses for fb， s， b， 

etc.， and only s and d do not retum" in the chapter “Pu Chang Chi" (不杖期 moumingdresses 

worn to enter l-year period of mouming) is its connection with the description of “‘Shu' (庶




