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動 きのスナッチにおける運動分析*

金 城

Ⅰ はじめに

動きのスケッチは,ある題材から中核となる運動をみ

つけだすための練習である｡

ものをみて感じとったことを運動 (動き)で求現する

ことで.舞師創作過程の中で表現技術として大切なこと

の一つである｡

題材に対する内容のとらえかたは,個人の生活経験や

発達段階によって相速があり,表わす運助についても個

性的な面が多く,相迎する点も多いが.特定な題材に対

して表われる動きについては非通点があると考 え られ

る｡

ダンスにおける避鰍 ま,時間的な両と空間的な面が1;(,I

に一体であり同時に袈われるもので,動き･リズム･空

間軌跡などとはっきり切りはなして考えることはむずか

しいが,ここでは具体的に明確な解答を得たいために,

運助を分析し観察記録することによって検討 してみ た

い｡

Ⅰ 目 的

くり 対象 (題材)に対する内容のとらえかたと表わし

かた (動き･リズム･空間軌跡)についての典過点

(･3)異食的な越材と抽象的な題材における表現 の適

い｡

以上二つの内容について研死したいと思う｡

q 調査方法

川 題材の選択

題材については,文献 2)の中から選択し,具象的な

もののうち動的なもの1つ,静的なもの1つ,抽象的な

もののうち恩想的なもの1つで,① かえる 旬 ビルデ

ィング ㊥ 平和,以上3つの題材を挙げた｡

(･1) 実施方法

* Theathleticanalystsinmovingsketch･

* * byMitsukoKinjyo

光 子**

各題材について10分間の練習時間を与え,とらえた内

容を記入させて運動を実施させた｡

(a) 対 象

琉球大学教育学部体育科女子学生8人

川 調査期間

1968年5月一11月

Ⅳ 結果と考察

〔1〕 ｢かえる｣について,どう表現しているか

内容のとらえかたと表わしかたについては表Ⅰに示す

とおりであるが,とらえかたでは,とびはねているよう

す,鳴く動作など. ｢かえる｣の助きを強調し動作のリ

ズムのおもしろさを来現しようとしているものと,鳴く

時のノドのようす.呼吸しているようすとしで,状鰻を

強調しようとしているものとがある｡ ｢かえる｣は身近

かな超材で,実際に観察することができ,特徴もとらえ

やすく手足の屈伸運動のおもしろさと,とぶ時の独特な

形とリズムがはっきりしているだけに.とらえかたも具

体的な面が多い｡

リズムでは.全体にアクセントの強い断椀的な感じが

あり,動作を強調しているものはアクセントの数も多

い｡これは ｢かえる｣の索速い.迎税的な動きの感じと

印魚をそのまま表現していることによるものである｡ノ

ドのようす,呼吸しているようすととらえたものは,ア

クセントの数が少なく,1動作の長さも長く.ノドがこ

まかく振動する感じを,速い波動運動で表わしていると

ころに特徴があった｡

動きについては,動作を弛潤したものは主として跳躍

運動を使用して表現しているが,ひとり, ｢槻敏にとび

はねている｣ととらえながら.具体的に眺抑運動を使用

せず,屈伸運動で移動のないその場での表現をしている

ものがあった｡これは気持ちとしてぴょんぴょんとびは

ねている感じを出しながら具体的な跳躍をしていないと

ころに,他のものとの表現の違いがみられた｡ノドの動

きや呼吸しているようすをとらえたものは,運動の長さ

(約数)においては他のものとの違いはないが,l助仲
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動きのスケッチにおける運動分析

表Ｉ

↓
正
面

における長さが長く，屈伸運動や回転，ポーズ，波励遮いるようすを表わしたものは，移動の少ないその場での

動で表現している。運動であった。

主として，ここでは，屈(Ｉｌｌ運動と跳翻，緊張，回幅〔2〕「ビルディング」について,どう表現しているか

歩による移動，波助，ポーズと７種の動きが使用されて内容のとらえかたと表わしかたについては，表Ｉに示

おり，全般的に｢かえる_の形態の感じを出しながら，手すとおりであるが，とらえかたでは角ばっている’直角

足の屈伸,緊張で運動化しており，111純な迎1libであった。的などとして，形態の角ばったところをそのまま表現し

空間１W(跡では，距離が短く，直線と曲線による)M純なようとしているものと，商い，かたいとしてのイメージ

形をとっている。動きが単純なものだけに空間的なひろを表現しようとしているもの，形態から受ける感じを’

がりもあまりみられなかった。ノドのようすや呼吸してどっしりとしたかまえなどととらえたものとがある○
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動きのスケッチにおける運動分析

表Ⅱ

↓
正
面

「ビルディング」は，身近かにある題材であり，その運励，緊張，回転運動を使用し，跳躍，走の使用者がそ

もの目体に動きはないが，形態がはっきりしているのれぞれひとりずつであった。

で，その形の角ばった面と，そのものから受ける感じを角ばった形態を表わしたものは,移動も力強く,腕の屈

イメージとして，鋭角的な重避感などを表現する傾向が仲と体の向きの変化を加えた鋭い感じで表現している。

強く，とらえかたも形態と感覚的な面でとらえている。ひとり「直角的」ととらえたものが，移動のないその場

リズムについては，全般的にアクセントの数が多くしでの表現をしリキリリと緊張して立ったまま腕の屈伸運

かも強い。連続したアクセントや，ねばった感じの中に動をしているところに，他のものとの表現の違いがあっ

スパッと急激な変化を強部で表現し，簡潔に表わしていた。かたい，かたくて高いととらえたものは，緊張した

る点が共通している。ままふみしめて歩き，サッとからだの向きをかえて腕を

動きについては，主として，屈伸運動と歩による移励上に，あるいは側方に屈伸するなど，鋭い中に重鉦感の

－１９５－

題材 とらえかた 動きとリズム 空M1軌跡

ビ
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動きのスケッチにおける運動分析

ある力強さが感じられた。ひとり，その場で移動のない

表現をしたものが，ゆっくりねばった感じの中に，から

だの向きの変化と前耐して１歩ふみだし，腕を横に伸ば

した姿勢で終止していた。どっしりした感じをとらえた

ものは，使用した動きにおいては共通しているが，深

く膝をまげて，中位のil91iさを保持しているところに力強

さと安定感が感じられた。全体としては，緊張感のある

鋭い感じの表現に共通点があった。

空間ｲﾘl跡では，主として，歩による直線的な移mliと，

その場で迎励したものであり，ひとりだけ，右横からiiil

方へ狐を描きながら進み，クルリと回転したものがあっ

た。全体として，１１i純な軌跡を描いている。

〔3〕平和については，どのように表現しているか

内容のとらえかたと表わしかたについては表、に示す

とおりである。内存については，ずばりそのものとし

て，平穏な感じをイメージにとらえており，なごやか，

おだやか，のどか，安定感などとして素直に瀞きあらわ

したところに共通点があった。平和に対する個人的な感

情や内iili的な打ちだしはなく，一般的な平和についての

イメージがとらえられている。

表Ⅲ

↓
正
面
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動きのスケッチにおける遮動分析

リズムでは，全般的にアクセントが少なく，巡統的な

なだらかな感じのものと，２拍，４拍の長いもので表わ

しているものが多く，テンポの遅いゆったりした感じ

と，流れるような連続感に特鐵があり，共通点でもあっ

た。

、11きについては，歩や走による移動運動が多く，主と

して，屈伸運動を使用しており，ポーズで表現したもの

も他の題材と比べて多いことが目だった。その他跳躍，

回転，波勁，振動，倒の９菰の助きで表現している。

迎動は，すっきりと伸びた感じの中に延長Miがあり，

波勁，振剛によるゆるやかさ，ポーズによる明るい感

じ，テンポの遅い回１１風走による空間的なひろがり，ア

クセントの少ない安定感のあるものが多かった。ひと

り，なごやかさと内容をとらえたものが，力強い跳躍迎

励からポーズとなり，小走りで弧を描いて進み，個性的

であった。

空間軌跡では，曲線的な弧の移動が主としてあらわ

れ，空間範囲もひろい。他の題材に変われた，その場で

の迎動がなかったところに特徴がみられ，共通点でもあ
った。

以上の結果から，３つのそれぞれの題材に対する内容

のとらえかたと，表われた迎動に共通点が多い。特に，

表現に使用された動きの菰類やテンポ，強弱感，移動の

方向や距離，からだの向き，高さなどに共通した面がみ
られる。

題材の具象的なものと抽象的なものの表現について

は，勅的な題材は，形態と助き，特徴などにもとづいて

表現をする傾向がありⅢ表現運動としての工夫があまり

みられず，直接的な表現が多い。これは題材に対する感

じかたやみかたの相述によるものであろう。

静的な題材は，形態や機能，感じなどによって表現し

ており，迎励にもくふうがみられた。内容のとらえかた

については共通していても，表わしかたに個性的な面が
多い。

抽象的な題材では，そのものに対する感じ方や考え，

イメージなどに相違点があると考えられるが，ここでは

内容のとらえかたが一般的なものになり，使用された､１１

きの種煎や，リズム，空間軌跡に共通点が多かった。

具象的な題材では，請える時間が短く，運動のまとめ

かたが速いのに比ぺて，抽象的なものでは，港える時間

もかなり長く，表わす遮りM1の定職にも時INIをかけてい

る。このことは，個人の表現能力の差によると思われ

る。

Ｖむすび

ダンスにおける表現のしかたは，個人により相違はあ

るが，特定な題材について表われる動きの種類と，リズ

ム，空間!'ｿl跡と表現性に，共通点が多いことが明らかに

なった。

内容のとらえかたについては，対象のどの面から追求

するかによって異なり，それが直接表現の上にも関係し

てくる。従って，多角的に，多くの面からとらえさせる

ことが必要である。また題材を豊岱に与え，練習をつむ

ことにより，短時|H1で，しかも，よい運､hをつくりだす

ための効果をあげることができる。

今回は，比較liｳ運動経験の多い大学生について検討し

たが，発達段階による縦の関係と，運動の分析記録の方

法については，今後の課題としたい。
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