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ノート
ー

琉球舞踊にみる服飾表現
し中とうんはなふう

－｢諸屯｣，「花風」をとおして－

琉球大学教育学部富士栄登美子

CostumeExpressioninRyukyuanCulture

-RegardingRyukyuanDancingCostumes-

TomikoFujie

ＨｍｚｅＥｍ恥Ftzc.ｑ／及地c､，Ｕ）ｚｊ".ｑ／ﾉﾉiBRyz《んｙｚｄｓ
ＩＳセプ@ぬ?w,jVKMljhzm,Ｏﾙｺﾞｸuaz(/(z,,Ｇ３､Ｑ２Ｚａ./hzpα〃

Abstract

TheCostumesinthisTesearcharenotclothesoverhangersbutthosewornbydancersor

performersonspecialoccasionsandforparticularpurposeslamsurethatcostumesaresignificant

forritualdancinｇａｎｄｄｒａｍａｓ,Inthissense,ｃｏｓｔｕｍｅｓｃａｎｂｅｒｅｇａｒｄｅｄａｓｐａｒｔｏｆｅxpressionof

humanheartsandfeelmgs・Andhumanbeingsbynatureseekforbeautydepictedinbrightcolorand

artisticdesign､ThebeautyofRyukyuancostumeswornbytraditionaldancersisrepresentedby
coloranddesign

InthepreseｎｔｓｔｕｄｙＤＩｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｅｘａｍｉｎｅｔｈｅrelationshipbetweenRyukyuandancesand

designatedcostumesof`Bingata，andothercolorfuldesignsandpattems・

Ryukyuandancesareclassifiedintｏｔｗｏｔｙｐｅｓ:classicalandpopulardances・Iwilltakeupa

classicaldance,`Shudun，andapopulardance,`Hanafu'・Also，Iwillinvestigatethetraditional

combinationofcostumesandcolors:forinstanceⅢＷｈｙｉｓ`Nagasahaji'ofavioletcolor？ａｎｄＷｈｙ

ｉｓａｒｅｄｃａｍｅｌｌｉａｐｕｔｉｎｔｈｅｆｏrelockofadancer？

（ReceivedMar、２，１９９８）

（AcceptedforPUblicationMar､17,1999）

KeyWordB:costumeexpresion服飾表現，ryukyuandance琉球舞踊，Iyukyuansong琉歌，

theestheticsoftheryukyuancostuｍｅ琉球衣装の美学，coloranddesign色と文様，

camelliaつばき
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ｉと￣ＤＬＣイ,.」￣小し・・い

琉球鋒811には，t1i典;iiI)と雑;iliI)がある。１８７９

年の廃藩殻県後，臓氏の暮らしの災と梢懲を表現

した雑jMiりは，古典踊りにみられるような抑制さ

れた美の表現とは対照的に，開放感に満ちた明る

い躍動美となって庶民の心に新鮮な感動を与えた

ものであった。
１２な」.ウ

今回は，雑Killりの一例として「花風」を，古典
しわど･』ん

舞踊の一例として古典女踊I)の｢諸ltZ｣を取り上

げる。

人々の思いを知るには，琉歌の意味を理解しな

ければならない。琉歌は和歌と違い，八八八六昔
､｡U」･▲なか、ピナしロんじ.6.Jｂ

の叙情詩を入羽，中8m，出羽の３部構成に合わ

せてうたう。また踊り手は，そのうたの意味する

ところを舞うのである。なお，踊り手の気分を理

解するためには，それらの衣装を着けて踊ってみ

ることも必要である。

舞踊の衣装をみていて，次のような疑問が湧い

てきた。
恋がｔｐ－Ｌ

（１）紫の長ＩＩＪと助六のはちまきとの|;１１連

（２）なぜ紫なのか。

（３）紅型の「松にかかる藤」の文様は，何を意

味するのか。

（４）かむろの飾りの前花に，亜熱帯気候の土地

には多くは分布していない椿を何故使うのか。

こうしたいくつかの疑問から，文献調査による

方法を試みた。

１．緒言
こつｌｒう

沖縄は,かつて1372年～1866年まで,中国と冊･封

関係にあり')，「琉球王国」として独立していた。

また，中国からの使いを冊封便といい，国賓とし
うかんしんうと◆い

てのもてなしが為され,そのひとつに,御冠船３，り

があった。冊封使いの乗る船を，王冠をのせた船

というので御冠船と呼んだところから，その名が

ある。これが，琉球舞踊のはじまりといわれてい

る。

琉球の人々は，海の向こうにはニライ・カナイ

という理想郷があり，五穀豊穣はそこからもたら

されると信じていた。海の向こうである中国，日

本，タイ，マレーシアなどとの交流は盛んであっ

た。その中で，他国の異文化を吸収しながらも，

独自の美学で，琉球文化をつくり出し，人々の思

いを今日に伝えてきたのである。服飾にも，それ

は表れている．

本研究での服飾は，衣紋にかけられた衣服では

なく，感情の入った人々が身につけた衣装である。

服飾を心の表現と捉え，それらを考察し，理解

することにより人々の心を知ろうとした。

美への要求は，人間本来の要求である。しかし，

服飾美は単に，文様や色彩によって表現されてい

るのではない。装う人の感情や，踊り手の気分が，

観る者へと伝わるのである。そして，そのときの

感情は何より琉歌にある。うたの意味するところ

を踊り手は感じとり，服飾もその意味するところ

を文様や色彩で表現しようとする。そして，音と

光と温度と空気でつくられた空間の中でそれらを

実現する。総合的に実現した感情が移入されて文

化が確立するものと考える。

本研究では，琉球舞踊に用いられる衣装の中か

ら２例を取り上げ，考察した。

３．結果および考察

琉球舞踊をみるとき，琉歌の意味がわからずと

も，その悲哀の感情は，伝わってくるものではあ

る。しかし，その意味するところを知って後は，

より一屑理解することができ，その表現しようと

する心に浸ることができるようになる。

即ち，感情表現において，色彩のもつ意味は大

きい。近代的な感覚をもった，その時代の沖縄の

色は確かにある。一方で，舞踊衣装など，色彩に

意味をもつようになると，ひとつの型や様式と

なって固定化され，その色でなければならないも

のとなる。色彩の気分象徴である。このことは，

同様に文様についてもいえる。

２．研究方法

衣服の内面を知ろうとするとき，その時代に生

きた人々の心を知る手がかりは、文学であったり、

音楽であったり、舞蹴であったりする。すなわち、

その時代の文化の中にある。本研究では、舞踊へ

のアプローチを試みようとしている。

(232）
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この気分象徴が媒体となって，踊り手がいった

ん，衣装を身体に着装すると，見る側も，踊り手

もその気分になりきることができるのである。

琉球舞踊は，衣装，その着付け，踊り，琉髪そ

れぞれが，独自の匂いを創り出し，高度な表現力

と品格を必要としているのである。

３．１「花風」（図１）

はじめに，雑踊りの「花風」を例にして，色彩

や文様の意味するところを考察してみる。「花風」
は以下の要素で構成される。

（１）衣装：深く染め上げた紺地の琉球緋
はなすみて、ｏｓ－ｃ

（２）ｉ寅出小道具：花染手巾，藍傘，白足袋

（３）髪：からじ緒い

（４）琉歌：
み－ぐす《のぶて｡.てぃむち-は０）

三重城に登て手さじ持上lずれば
＄△やふにいちれ ちのみ

５２船の習や一目ど兇ゆる（花風）
んうす’Zをうがりすみても．

朝夕さも御側拝み劇りれ染めて
冬とうむびＬみて､､巧やL吟ゅ

里や旅せめてし､きやす待ちゆカゴ
このつくJL-よし

（述`|劇１筋）

以下,琉歌の解釈は，宜保栄治郎解説監修の｢琉

球舞踊」から引用する。

｢花風：愛しいひとを,見送るために三重城の丘に

上り，花染手巾をそっと振ったのですが，早船の

常でしょうか。あの方を乗せた船はもうすでに走

り去って遠く見えなくなってしまいました。

述懐節(下出し）：朝に夕にお側にいて，深く慣

れ親しんだあなたを旅立たせて，わたしはどんな

思いでお待ちすればいいのでしょうか｡」２）

踊り手もうたい手も，この感情や思いを踊り，

うたうのである。

「花風｣の花は遊女を意味する。庶民の踊りとし

ての雑踊りではあるが，古典女踊りの伝統美を形

式として受け継いでいる。

琉球舞踊の特徴と美しさを適格に表現している

文に小林秀雄の「踊り」がある。その中に，次の

一節がある。

｢旅行すると，よくその土地の郷土舞踊というもの

を見せて貰うが，そう面白いと思った事はない。

沖縄の舞踊も，ただ漠然とした気持で見ていたの
ばなふう

だが，ある女性力竃，「花風｣というのを舞うのを兇

ていて，ひどく感動してしまった。情人を船で海

に送り出し，独りになって寂しい，と傘を手にし

て非常に静かに舞う。その姿には，例えば，徳川

の極く初期の風俗画に描かれている女'住の，はっ

きりした強い線が動くような感覚があって，私が

見慣れている，この種の日本舞踊に,いつも附纏つ
し密』

てし､る，科を作った暖味な情感を，きれいさつば

ワと捨てたものがあった。女は， 殆ど直立して鋒

い，感備は，気持ちよいリズムで動く白足袋の足

にこめられた様子であった(a)。 その動きは，繰返

し，不思議な形できまる。真っ直ぐにした片足が，

斜めにスイッと出て，踵で舞台を，トンと突くよ

うにして，足の裏を反らせる形で，繰返しきま

るの)。それが，いかにも美しかった｡』３）

下線部(a)：諦観である。上半身は，下半身に付

随するように静かに動く。まさに，感傭は足にこ

められているのである。このときの足袋は，白で

ある。足袋喪をみせない足の運びなど下半身の動

きで決まる。感､情をあらわにしない，極限にまで

抑えた所作が，かえって兄事に感情を表現するこ

とができるのである。
６０むぐ－廼乞

下線部(b)：女立ちと呼ばれる所作で,琉球舞踊

の基本でもあり，琉球独自の美を醸し出している

といえる。ガマク（腰）を入れ，片方の足を斜め

に出してできあがるアシンメトリーの美は，優し

さを表わす。安定しているように見えるが，実は，

非常に不安定で，もろい女性の弱さを表現してい

る。

このように、「花風｣に見られる色彩や衣装によ

る気分象徴を具体的に記すと以下のようになる。

３．１．１題材：題材は遊女だが,小林秀雄をして

感動させた清潔さと気品が感じられる。

3.1.2着装；深く染め上げた紺地の琉球緋を

ウシンチーという帯を使わない着付けをし，遊女

の艶っぽさが品よく表現されている。帯を用いな

い着装は，風土によるところが大きい。大陸の影

響を受けながらも，亜熱帯には亜熱帯の着装があ

り，そこに独自の文化が生まれ，美が成立するの

である。

３．１．３鮮やかな花染手巾：花染手巾を肩に冠
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Ｕ「 いみの－」ｂ・叩

枕並べたる夢のつれなさよ
っぃ姓Ｍリ巴てo･ ふらん

月や入下がて冬の夜些|色

（諸屯節）
わかて■・うじ力･し とじＬ＋

Ｂりて面影の立たば伽めしやうれ
鞍P)にうゐ十で､､う－JＯＤ⑩如

鬮１１れし匂い袖に移ちあもの

（しやうんがない節〉

・琉歌の意味

｢仲間節：たとえどんなにあなたの事をお慕いし

ていても，この思いを他人に語る事はできません。

あなたの面影を抱きしめながらそっと忍んで会い

に行くのです。

諸屯筋：愛しいあなたと枕を共にした夢からさ

めた時の無情なこと。すでに月は西に傾き，冬の

夜半です。

しゅんがない節：別れて後，もしもわたしの面

影が立つのならば，この着物をそばに置いていて

ください。`慣れ親しんだ私の匂いは着物の袖に移

してありますから｡」２）

これらの各要素の意味するところを，地理的な

事情，及び史書に見られる記救を基に論じてみる。

3.2.1色彩：古典女踊りの衣装は,紅型の上着

の地色がちがうことと，その文様が少しちがう程

度で，様式化されている。ここでは，中年の女性

の誰にも語ることのできない恋を表現するので，

鼠地か浅葱地となる。あさぎには，浅黄と浅葱が

ある。浅葱は，葱の芽の萌え出たときの如き色で，

淡い藍色のやや黄味を含んだ色である。

3.2.2着装：下は女子埴輪像にもみられる壁

スカートの形をしたかかん(裳),上は,筒袖の朱色
どうじん

の胴衣,その上に裾を弓|く紅型の雛を着ける。
「前つむり」といって，裾を引く紅型の綿衣を

ながさ－ｃ

前でつまみ入れるiﾋﾞｻﾞ装である。紫の長巾を腰で

締めて後，綿衣を上から着け，襟先を長巾の結び

目で下から引き上げるようにして着付ける。段差

をつけて結んだ紫の長巾は綿衣の前へと垂らす。

すなわち，琉球文化を象徴するように紫の長巾が

額から背，腰から前へと流れるのである。

こうしたかかん，胴衣，そして，男子埴輪像に
鼻ザら

もみられる耳の両側に垂らす美豆良（髪）’よ，後

述の椿同様いずれも明らかに中国の影響を受け

き，手には藍がざを持つ。花染は，紅花で染めた
うびｂ、

朱色である。あなたへの熱き思し､ｶｺﾞ朱色となって

表出される。

３．１.４深く染め上げた紺地の琉球緋：深い愛

を象徴している。

３．１．５ここでの三重城（港）：人しれず愛人を

送る女.のちぎれるような思いを受け止める場の設

定は，一層の美的効果を生み出している。

３．１．６後段の「述懐節」：やりきれぬ淋しさを

表す名曲のひとつである。曲にのせて藍傘が開き，

遊女の内面の思いを劇的に表現していく。深い悲

しみの中でなお，潔と咲く，諦観にも似た強い意

志が感じられる。

３．１．７感情表現に求められたもの：琉球緋で
ても、己－Ｕ

あり，手巾であり，藍傘である。衣装や，小道具

は，それがなくては，踊れないといっても言い過

ぎではない。

３．１．８かもじ：琉髪より大きめの,粋なからじ

結いである。からじ結いには，大きさや高さ角度

など何通りかあり，結い方で身分がわかる。
Ｌのとうん

３．２「諸rIZ」（図２）

次に古典女踊りである「諸屯」を例にして，衣

装の色彩や文様が表現する文化の伝播について地

理的背景,及び歴史的背景から考察してみる。「諸

屯」は以下の要素で構成される。

（１）衣装：鼠地に松藤，水鳥，菖蒲，寵文様
［Ｆんがた

の紅型

（２）演出小道具：朱足袋，銀製の房指輪（魚，

鳥，蝶，葉，扇などがデザインされた７つが

房となって指輪についている）

（３Ｊ髪型：かむろに結う

（４）髪飾り：前中央に椿の花を，のしばさら

は両側に挿す。額には，紫の長巾を締めて後

頭部から背へ華らす。

（５）琉歌：
うむくとＯぬあで、･んのすがたりみ

思事の有てもよそ|こ語られめ
うむ力0じつ０．０》てぃしぬうが

面!！`と連れて忍で拝ま

（仲間節）

(234）



JpnJ､C1o・Res､1999,Ｖo1.42Ｎ０．３ －５３－

ている。

琉球舞蹄は，後姿でも踊る。後方を見せ，両の

手の広袖を広げた様，その紅型の文様はまるで桃

山，江戸初期の派手好みの時代の様相を呈してい

る。つまり，派手好みの伊達に通ずるものである。

３．２．３松に藤：この紅型に使われた`松に藤，の

文様の意味するところ，さらに，長巾に紫が使わ

れた理由を解明することとする。

「枕草子｣の中で，‘めでたきもの'として，「……

色あひふか〈，花房長く咲きたる藤の花の，松に

かかりたる。……花も絲も紙もすべて，なにもな

にも，むらさきなるものはめでたくこそあれ。む

らさきの花の中には，かきつばたぞすこしにくき，
との０、

六位の宿衣姿のをかしき()，紫のゆゑなり」とあ

る。⑪

枕草子の頃，花房長<咲いた藤の花が松にか

かった様はりっぱなものであったのである。

3.2,4紫の意味するところ：紫もめでたきも

のの色として扱われていたことがわかる。六位の

蔵人は，紫の指貫をはく。制度化された後にもつ

紫の色に対する気分象徴である。

3.2.5助六の紫のはちまきと琉球舞踊の紫の

長巾（図３）：歌舞伎十八番｢助六物」は，当時の

伊達男の風を舞台に伝えている。江戸初期から元

禄にかけて，伊達な風俗が表れる。「このはちまき

のご不審か……ではじまる浄瑠璃に，

｢この鉢巻きは,過ぎし頃，由縁のすじの紫の初元

結いをまき初めし，初冠のまつのはけさきすき額

つつみ八町風そよぐ，草に音せぬ塗りばなを一ツ

印髄一シまへ，二重まはりの雲の帯，富士の筑波

の山合ひに，袖ふりゆかし君ゆかし」新造命をあ

げまきのこれ助六の前わたり風情なりける次第な

り」５）

この助六の紫の鉢巻きと長巾，かむろの髪飾り

にある`ばさら'と伊達の源流である`ばさら，の極め

て派手な大模様がぴったり重なる。琉球文化と江

戸文化との接点があったとみなすことができる。

また，伊達の好尚と琉球の好みがよく似ている。

３．２.６琉球文化と江戸文化の美意識：

「この後，明和の頃より，裏模様流行出で底至

りやらん心もちにて，……それより紅裏はすたり，

紫裏，模様裏などつけて，伊達に箸ることになり

たり。……」‘）

そして，江戸では，伊達の美恵職は，１底いたり，

の心持ちとなり,それは,江戸末期の蝉'への好尚
へと通じていく。

しかし，粋好みであった茶色の呼び名が江戸に

も琉球の資料にも残ってはいるが，琉球の好みに

はなりえず，消えていったのであろうと思われる。

沖縄の古い資料としては，御用布の染織を取り
などの

扱ってし､た納殿という役所が「染賃例」（1736年）

を出している。それには，色名と染料が書かれて

いる。閲覧を禁じられているので，直接見ること

はできなかったが，式場隆三編「琉球の文化」に

は，次のような記述がある。この「納殿染賃例」

より「色名をひろいあつめてみれば，みる茶，か

ばいろ，…，こい茶，くり梅，すすたけ，とびい

ろ」ｱ）これらの茶の色名は，まさに江戸の粋好み

の茶色である。

また，同瞥に，大和の染色の名を教え，そして，

琉球の人々にその色の感覚を与えたのは，薩康の

酒匂友寄が初めてであろうと｢美濟世系闘」（1632

年）にしたためてあると記述されている。これも，

直接あたることはできなかった。しかし，琉球の

人々が，伊達の源流である`ばさら'から`伊達，，‘底

いたり，．‘粋'の好尚への一連の流れをつかんでい

たことは，これで認められる。

3.2.7椿：亜熱帯気候である沖縄には,椿の分

布が少ないのに，何故，前花に椿をおいたのであ

ろうか。植物図鑑によれば，沖縄では，椿より山

茶花の方が広く分布しているとある。
つばし、ちやそ なら

｢ili【石榴市の八十のちまたに立ち平し結びし紐

を解かまく情しも」（｢万葉集」巻第十二8)）

奈良，平安の時代は，椿の長寿・延命を好んだ。
ざくろ

`難海路をP運ばれた柘榴のような実のなる木,の意

味から，‘海柘榴，と響かれ，‘つばき'の訓がある。

唐の時代，厄除けの魔力をもつと信じられており，

船に椿を積んだものと思われる。
３つ6ｒうし

「P国のHB封使のもてなしをする際，その国で吉

祥とされている文様なり，花を使うのは，自然な

(235）
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ことである。

やはり，これは山茶花ではなく椿である。椿は，

その種類と数が多い。前花に使われた椿は，ヤプ

ツバキであると考える。ヤブッパキなら，琉球に

も分布している。

なお,本報は「第49回日本衣服学会年次大会」

の発表をもとに論じた。

さいごに，本研究に際しまして，ご助言いただ
た虫ら はは

きました玉城昭子氏，宜保美恵子氏，写製堅を提供
ＵＭｈＰｌ」

された;､り手の我那覇満子氏(｢花風｣),姿撹智
永子氏（｢諸屯｣）に謝意を表します。
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｢花風」藍傘を手に，肩には花染手巾を，図１

図２「三日目」で思いをあらわす「諸屯」

図３額には紫の長巾，かむろ前方中央に椿，左右に
は，“ばさら，,
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