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A Study of Cognitive Structure of Dance Appreciation C]V J

-Patterns of appreciation of Ryukyuan Dances (2)-

Mitsuko KINJO'"

(Received 30. Jun. 1976)

abstract

The purpose of this study was to infer the main aesthetic factors of Okinawan dance by the

semantic differential method and factor analysis.

Fifty woman students in phisical education course at the University of Ryukyus responded fourteen

pieces of dance by the 50 pairs of SD-check list with 7 points scales.

The avarage scores and correlation with scales were calculated from the data, and manipulated the

factor analysis of the matrix of correlation by the varimax method.

In analysis I, it was from 47.6 % to 60.6% that the total variance of the factor loadings of each

dance. The hign loading factor was commonly charactered evaluation and dynamism in each dance.

In analysis II, it was extracted two interpretable and orthogonal factors from the data, the total

variance was about 47%, and the first factor was concerned dynamism, and the second was evaluat·

ion.

It was suggested that the structure of the Okinawan dance would be made by two dimensions.

The dance charactors were clarified by the factor of dynamism, but no differences in evaluation of

dance for the second dimension.
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した)のデータ処理の結果からその国子構造を検討して

いくことにしたい｡また,認知構造 (1)で仮説した因

子円容との検討を加えることによって琉球舞踊の美的形

成因子を推定する作業を試みたい｡

研究の方法

1 調査の対象は琉球大学女子学生50人

2 調査は昭和49年11月実施した｡

3 鑑賞対象の梨f嗣作品

刺激概念 (鑑賞対象)としての舞踊作品は 8 ミ リカ

ラーフィルムに収録した14個を使用した｡努巨節は那朝市

民会館および沖舶タイムスホールの芸術祭でWJられたも

のである｡

作品番句は斬新の鑑賞構造 Jからの通し番弓･であるの

で,今回の作[=hTlは No.㊨-⑪までを付した｡ (舞踊作品

児を参照)

4 尺度について

評定に用いたS.D尺度は琉球舞踊の認知構造(1975)

で使用 した50個を用いた｡尺度は7段階尺度であるので

評点の犯跡は1-7点で,1は "非化に"｢おもしろいJ

を指 し7は "非常に" ｢っまらない｣を表わす｡(SAM-

PLE参照)

5 テス ト用紙は1枚につき1作Ilqが 評定できるように

Er]刷し,14作品 (14枚)を1組として綴った もの で あ

る｡全被験者が700回 (14作品×50尺度)評定した｡

14個の作品は4-5欄に分け3回に波って同一被験者

により評定された｡

6 データの処:班

〔分析 1〕14個の邦畑作.5.Jlを 1個ずつ同定して与え,

S.D尺度で評定させた結果のデータにつ いて,作 品

毎に尺度の平均値 ･懐準偏差を求め,尺度間相 関行 列

を求めた後 Varimax 法による軸回転によって尺度 の

Groupingを行なった｡

⊂分析 虻〕分析 Lで用いたJFr作品の尺度の平均値をこ

こでは作品個々の特徴を表わすものとして,これを掛 こ

14個の作品をプ-ルにしたデータ処fil悼分析 Eと同方法

で行なった｡ (14作品×50尺度×50人マ トリックス)0

※計昇は東京大学大型計の二センターでコンビュ-メ

-による処理を施したO

結果と考察

し分析 l〕各作品の因子構造

本項では14個の如WJ作品個々の凶子構造の内容を検討

し各囚子の尺度群によって表象される作■_TLHl司々 の象徴的

特徴を検討する｡

Tablel パリマックス解による因子固有値とその寄与率

弓義 広 福 一些＼ 三 ｣ I Ⅱ )u lV V h2
2.100 2.2b6 26.1O7
4.320 4.532 52.214@ 若旦 こ て い 節 F ㌶ :孟空言 1…:霊 宝詣

⑲ ぜ い l l苧:2q: 1岩:Sg325:3755
2.358 2.1/9 23.814
4.716 4.358 47.628

】 11･787 5･2052･810 2･738 2･526 25･057

㊧ 前 ヌ 浜 l 2｡.548 15.444 6.080 4.150 3.820 50.042

㊨ か せ か け l 去8:喜去… 1言:喜芸喜芸:芸25喜 芸:g36g 圭:35実 芸違憲
2.929 1.938 24.667
5.858 3.966 49.334
2.594 2.757 22.983
5.188 5.514 45.966
2.1R9 1.571 28.258
4.378 3.142 56.516

12.568 4.106 3.081
25.136 8.212 6.162
ll.586 2.914 3.132
23.172 5.828 6.264
16.090 6.2872.121
32,180 12,574 4.242

⑬ 本 貫 花

㊧ 上 り 口 説

㊨ :陀 風

14.189 5.3362.387 2.222 1.351 25.485
28.378 10.672 4.774 4.444 2.702 50.970
ll.333 4.4673.296 3.027 2.098 24.221
22.666 8.934 6.592 6.054 4.196 48.442
16.428 4.542 2.613 2.357 1.933 27.873
32.856 9.084 5.226 4.714 3.866 55.460

㊥ 諸 屯

㊥ し ゅ ん ど う

⑳ か ぎ や で 風
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1 作品の因子寄与率

Varimax解の各作品のデータについては夫々第 Ⅰ～第

Ⅴ因子まで求められた｡各作品の冥加全分散比によって

因子分散度をみることにしよう｡Tablelに各作品の因

子別固有値と分散度 (パーセント)を示す｡

作品㊧ ｢若衆こてい節｣(wakashukutibushi)の共

通性の総和は26.107で累加全分散比は52.214%であっ

た｡

累加全分散比が50%を越えた作品をあげると,㊨ ｢作

田節｣(chikutenbushi)50.110/0,㊨ ｢前ヌ浜｣(menu

hama)50.040/0,㊨ ｢花風｣(hanafd)56.510/0,㊨ ｢秋

のWJり｣(aklnuWudui)60.060/0,㊨ ｢諸屯｣(shudun)

50.970/0,㊨ ｢かぎやで風｣ (kajadifG)55.460/0, ㊨

｢松竹梅｣ (sh6chikubal)51.46%,㊨ ｢伊野波節｣

(nufabushi)51.16%の9個の作品であった｡

累加全分散比が50%以下の作品は⑳ ｢ぜい｣(zei)

47.62%,㊨ ｢かせかけ｣(kashikakl)48.34%,㊨ ｢木

賃花｣ (mutunuchibana)49.330/0,㊨ ｢上 り口説｣

(nubuikuduchi)45.96%,㊨ ｢しゅんどう｣(sllund6)

48.44%の5個であった｡

以上のように,14個の作品個々のVarimax解の累加全

分散比から因子寄率をみた結果は,50%を越えた作品が

9個で,特に,㊨ ｢秋の締 り｣が 60.06%と高い分散度

を示したほか,50%以下の作品は5個で特に,⑳｢ぜい｣

が47.62%と低い分散度を示 している｡

⑳ ｢かぎやで風｣は認知構造(1)の結果ではVarimax

解の因子数が第皿因子まで求められ,累加全 分 散 比 が

35.99%と低い結果を示したが,今回の結果では因 子 数

が第 5位まで求められ分散度が55.46%となった｡ この

結果は,舞踊作品の踊 り手の数 (今回は男女 2人)の違

い,および前回が男性 1人の踊 り手であったことなどの

鑑賞対象の視覚的な印象の差が因子数とその寄与率に影

響を及ぼした結果であるとみることもできよう｡

Fig.1 ｢作田節｣の因子構造
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Fig･5 ｢若衆こてい節｣の因子構造
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2 第 Ⅰ因子の内容

14個の各作品のVarimax解の鑑賞構造 (第 1-第Ⅴ因

千)の各尺度冊 こついて,E増子負荷i止の基準±0.7に よ

って単純構造を示す尺度を折い,作rVrl別に因子内容を検

討することにしよう｡

Fig.1-Fig.7は@｢作D]節｣㊥｢諸屯｣㊥｢伊野波節｣

⑳｢かぎやで風｣㊥｢公衆こてい節｣@｢前ヌ浜｣@｢
花風｣の各Varimax桝の囚子負荷虫をもとに50個の対極

形容詞による尺度を3軸上にプロットしたものである｡

この図は第 1因子の軸を上下に,第1因子を左右,第

3因子を斜前後の輔とした三次元ユークリッ ド'JE間上

に,尺度を位匠づけたものである｡

第1因子における各作品の構造内容をみると,

作品㊥ ｢若衆こてい節｣は "柿調高い"(.777)ttよい''

(872)lt満足できる"(.834)tt魅力がある"(.827)など9種

があげられる｡

⑲ ｢ぜい｣はtt力強い''(.867)Ltはげしい"(.844)lt迫力

がある"(.828)lt個性的な''(.827)など7柾,

⑳｢作圧憾H はtt満足できる''(.873)ltよい"(.862)tt魅

力がある''(.853)tt興味深い"(.857)など11種,

㊧｢前ヌgT(-｣ぱtj]胤 ､''(.900)tt迫力がある''(,868)

tt動的な''(862)lt速い''(,834)の8召貢｡

㊨｢かせかけ｣はtt興味深い"(.871)ttよい"(.825)

"満足できる"(.811)tt印象深い"(.765)など9在民が含

まれた｡

㊧ ｢本rl花｣は, tth'(uhiできる"(.870) ttうまい"

(.835)tt興味深い"(820)ttよい"(.797)など11種が

含まれ,

㊨ ｢上 り口説｣は, ttよい'' (.881) ttさわやか な''

(.827)tt力強い"(.801)tt動的な"(.784)など7種が

あげられる｡

⑮｢花風｣はttすぐれている"(.877)tt感動的な''(.836)

tt美しい''(.829)tt興味深い''(.855)など20種,

@｢秋の斬り｣はIt湘足できる"(.915)lt見応えがある"

(.901)lt魅力がある''(890)ttよい"(.890)など21種があげ

られる｡

㊥｢諸屯｣ぱtすぐれている''(.930)ttよい"(.869)tt魅

力がある"(.868)tt充実した"(.833)など13怪が含まれ,

㊧ ｢しゅんどう｣はttよい"(.943)lt満足できる"(.917)

tt魅力がある"(.856)ltおもしろい"(.806)など8種,

㊥ ｢かぎやで風｣はtt満足できる"(.889)ttうまい"(.88

6)ttよい"(8491t)魅力がある''(.824)など13種が含まれ,

⑲｢松竹梅｣はIt満足できる"(.905)ttよい''(.837)lt楽

しい''(.814)tlさわやかな''(.802)など12種,

㊥ ｢伊野波節｣はtt力強い''(.844)tt活発なガ(.841)tt速

い'(.817)tt軽快な''(.767)など5種が内容となっているO

以上の結果から14個の各作品の第 Ⅰ因子の尺度群の特

徴をみると,作品㊥⑲㊧⑲㊧⑯㊨@⑳⑲の10個はttよい"

lt魅力''tt満足"ttすぐれている''などおよそtt評価的意味''を

もつ因子内容にウェートがおかれ,作品⑲㊧㊨㊧の4個

は,tt力強い''tt軽快'川迫力''ttはげしい''などIt力動･躍動''の

因子にウェ-トがおかれた内容を示し,第 1因子におけ

る構造内容の特徴がほぼ2つに区別されていることがこ

の因子における作品の象徴的特徴としてあげられよう｡

5 第 Ⅰ因子の内容

節ⅠⅠ因子の鑑賞構造の内容をみると,

㊥は,tt壮大な''(.894)tt迫力がある"(860)ttはげしい'

(.718)tt力強い''(.814),

⑲は,tt興味深い''(.878)Lt満足できる"(.828)lt印象深

い"(.737)"魅力がある"(.764),

⑲は,ttはげしい"(.885)lt盾発な''(.799)Lt動的な"

(.798)tt勇仕な''(789)tt現代的な''(,713)tt新しい"

(.710),

㊧は, tt特徴がある''(895)tt独特な''(･753)tt満足でき

る"(.712),

㊧は,ttはげしい''(.830)lt速い"(.779)tt新しい"(.757)

tt現代的な"(.754)lt酒発な''(.752)t{動的な"(1741)lt樫快

な''(.709),

㊧tt現代的な"(.943)tt新しい"(.870)

㊧tt現代的な''(.894)tt新しい"(.881)

㊥tt迫力がある''(.863)lt力強い"(.806)ttはげしい''

(.772)tt勇壮な"(.746),

㊥は, tt動的な''(.831)tt軽快な''(.753)

㊥,ttはげしい''(.834)lt活発な"(.828)tt現代的な"

(.824)tt新しい"(.804)lt迫力がある''(.739)lt速い"(･724)

@は,tt特徴がある"(.839)Lt独特な"(.816)tt個性的

な"(.806),

⑳は,-t速い''(.916)tt動的な"(.911)

⑳は, lt優雅な''(.807)tt意味深い''(.790),

㊧は, tt洗練された''(.831)ttよい''(.817)ttEt]象深い-

(.806)ttうまい''(.801)tt魅力がある''(.768)tt格調高い''

(.758)tt優雅な"(.746)tt効果的な''(.737)Lt満足できる"

(.739)tt訴える''(.717),

以上のことから14個の作品の第 ll因子における構造内

容をみると,作品㊥㊨⑳⑮㊧㊥⑳の7個の内容がtt動的''

tt優雅"などのtt力動性"の特徴を示し,作品⑲⑳⑪の3個

がtt魅力''tt洗練'川よい''などのIt評価的抄内容を示 した こ

と,および作品㊧㊥の 2作品はtt個性的"などのtt独自性''

ー 13 -
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の内容を表わしている｡また,作品㊨㊨の2個は tt現代

的… 新しい"のtt新規的=内容を示し,この第 Ⅰ因子の内

容の特徴は,およそ4種に区別され各作品の象徴的特徴

としての内容をほぼ明確ならしめているようである｡

4 第∬因子の内容

第Ⅱ因子の内容は,

⑳ ttさわやかな''(.958)

㊨ "優雅な"(.970)

⑳ ttさわやかな"(.829)qすっきりした"(.904)

㊨ "訴える"(.925)

㊨ "すっきりした''(.968)

⑳ tt明るい"(.935)

㊨ "深みがある''(.963)

㊧ tt素朴な"(.990)

⑳ tt現代的な"(.902)tt新しい"(.901)

㊥ tt蒐厚な"(.822)tA効果的な"(.777)

㊨ "深みがある"(.846)

⑳ ttはげしい"(.906)tt力強い"(.727)

⑲ tt現代的な"(.916)tt新しい''(.894)

㊥ tt個性的な''(.950)となっており,作品㊥@◎⑬の4

個にttさわやか''ttすっきり"などほぼ共通した結果とみら

れるもののこの因子内容は作品個々のキャラクターの特

性を示しているとみられよう｡

5 第Ⅳ田子の内容

第Ⅳ田子の各作品の因子内容は次に示す通 りで,

⑳ tt現代的な"(.932)tt新しい"(.716)

㊨ "内面的な"(.992)

㊨ "外面的な"(.866)

㊥ tt素朴な"(.946)

@ tt艶麗な"(.880)

㊨ ltすっきりした"(.968)

后多 ttすっきりした''(,929)

㊨ "鮮やかな"(.878)

喝 tt丈〕想的な"(.964)

@ t.特徴がある''(.851)

㊨ tIドラマチックな"(.896)tt優雅な''(.758)

⑳ tt幻想的な"(.951)

⑲ "幻想的な''(.953)

㊨ lt特異な''(.906)

作品⑲⑳の2個が共通したtt内面的''とな り,⑳⑳の2

個にttすっきりした''の尺度,㊧⑳⑲の3個にtt幻想的ガの

尺度が共通に含まれていることがあげられるが,他の7

作品は,作品個々の特性を表わしているとみられる内容

とみることができよう｡

6 第Ⅴ因子の内容

第Ⅴ因子の内容をみると,

⑳ ttドラマチックな"(899)

⑳ tt速い''(907)

㊨ tt個性的な''(815)tt独特な"(.791)

㊨ "新しい"(.842)

㊧ tt多彩な"(.923)

㊨ "迫力がある''(.912)

㊨ tt見応えがある''(.775)tt壮大な-(.742)

㊧ tt同い"(.932)

㊥ tt艶既な''(.876)ttドラマチックな"(.712)

㊥ tt多彩な"(.977)

㊥ t*活発な"(.874)

㊨ "象徴的な''(.878)

⑲ ttドラマチックな"(･960)

㊨ "壮大な"(.911),となり, この因子円容は,作品㊥

㊨⑳の3個に"ドラマチックな''の共通した尺度がみられ

るが,他の11個の作品の内容は個々にその特性を明確な

らしめるものとしてみることができよう｡

〔分析 日 のまとめ

〔分析 I〕は,14個の舞Wl作品別に求められた因子 構

造を基に,作品個々についての因子の累加全分散比を検

討し,さらに第 Ⅰ～第Ⅴ因子までの因子別に構造内容を

検討してきた｡

(1) 14個の作品の因子別固有値と分散比(Table1)

にみられるように,作品@｢秋の踊 り｣など9個の作品

が50%以上の累加全分散比を示したが,作品㊥｢ぜい｣

など5個の作品は50%以下の低い分散度を示したo

特に⑳ ｢秋の嗣 り｣は60･066%と高い分散度を示し･

㊨｢ぜい｣は47628%と分散度の低さを示したoまた,

㊨｢かぎやで風｣は,前回 (】975)の結果では第Ⅷ因子

まで求められ35.092%と低い分散度を示したことは,前

回が男性 1人の折 り手であったが今回男女 2人の踊 り手

によって酎られたという視覚的な差が因子数に彫博を及

ぼしたものとみることもできよう｡

(2)第 l～第V因子の円帝を14作品個々 につ いて

検討 し,｢作田節｣など7個の作品については負荷-FlfLiの

3和上における因子構造を可視化したo (Fig･1- 7)

それは Varimax解による因子負荷血の誠準 j=0･7によ

るものである｡その結果,郡l因子の尺度珊こ共通的内

容を示したのが㊥｢若衆こてい節｣を含む10個 の作 品

で,"よい'八t魅力がある'Mt満足できる''などの評価的意味
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をもつと想われる尺度即にウェートが おか れ,Q91｢ぜ

い｣を含む4胴の作品の因子内容がtt力強 い'-はげしい"

などの力動的芯味をもつと思われる尺粧郡に高い負荷を

示し･第1因子の内容ははば 2柾の象徴的特性を示すと

みられた｡

第 ∬因子の内容は,㊨ ｢作田節｣を含む7個の作品が

tt動的''tt雌快''の内容を示し,㊨ ｢松竹FfIj｣を含む3個が

It魅力がある'川洗練された''などの析以的内容を示し,㊨

｢前ヌ浜｣㊨｢しゅんどう｣の2個の作品がt個性的･,な

どの内容としてあげられ,㊨ ｢木口花｣㊨ ｢上 り口説｣

の2個はtt現代的'川新しい''の内容となり, この廿因子の

内容はほほ4校の内容をもつ尺度群としてみられた0

第Iu因子の内容は,㊨｢かせかけ｣を含む4佃の作品

にttさわやかな"などのほぼ-Jt･通した尺度があげられたが

因子内容は作品個々のキャラクターの特性を示している

ものとみられた0

第Ⅳ因子の内容は作品歯@の2個がtt内面的な''の共通

内容を示し,亀㊧の2個bittすっきりした"の尺度,@⑳

⑲の3個にtt幻想的"の尺度が共通して含まれていること

があげられるが,他の7個の作,V,については個々の象徴

的特性を示しているとみられる｡

以上のように14個の作品は第 1因子および第Ⅴ因子ま

での内容にある程度の共通的な側面を示しながらも作品

個々のキャラクターの差を示しているとみられ,作品個

々の特徴的内容を示すと思われる｡

〔分析 Ⅰ〕 〔1〕琉球舞踊の鑑賞構造

1. 舞踊鑑賞の単純構造

14作品のプールによるVarlmaX解のデータについては

夫々第 1因子～第Ⅴ因子まで求められた｡その結果は,

Table2に示すとおりである｡各因子に含まれた尺度の

負荷虫を基に求めた固有値と分散はTable2でみられる

ように,共通性の総和は27.453で全分散の54896%を説

明している｡この結果は ｢琉球舞節の認知構造｣(1)｣

(1975)の 52.12%に比して累加全分散比の多煩度を示

す結果とみられる｡

各因子に含まれた尺度群について因子負 荷i止の基準

±0.5で単純構造を示す尺度を拾い尺度のGroupingを行

なった結果をTable3に示す｡この表は各因子の尺度群

を得点の高い順 に列べたものである｡さらに ｢琉球舞踊

の認知構造 (1)｣の結果をTable4に示した｡

Flg･8琉球舞踊の認/J])構造 (2)
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Flg･9 琉球如上桶の認知構造 1)

Fig･8は本研究の結果を第 1因子の血を左右に第 爪

因子を上下,第Ⅱ因子を斜前後の軸とした三次元ユーク

リッド空間上に各軸に対する因子負荷をもとに50個の対

極形容詞による尺度をプロットしたものであり,Fig.9

は認知構造 (1)の結果を第 I因子の軸を上下に第Ⅶ因

子の軸を左右,第Ⅱ因子軸を斜前後の軸と した三次 元

ユークリッド空間上に各軸に対する因子負荷量をもとに

50個の対極形容詞による尺度をプロットした もの で あ

る｡

これらの表および図によって琉球舞踊の因子構造の円

容を検討したい｡

Table3,Fig･8 (以下後者と呼ぶ)によって各因子

に含まれた尺度群の内容をみると,第Ⅰ因子は18種で,

ttよい''tす ぐれている'八t魅力がある''ttうまい''tt興味深い"

tt満足できる''tt洗練きれた''lt感動的な'州印象深い'=t格調

高い''tt美しい"Lt充実した'川訴える'八t深みがある''tt見応え

がある"tt効果的な'‥<情緒がある'‥t優雅な"となってお

り,これはTable4,Fig.9に示した琉球舞踊の認知構

追 (1) (以下前者と呼ぶ)の第 Ⅰ因子の内容 と対 応

し,尺度群の内容がtt評価的意味ttをもつものにウェート

がおかれているが,前者と後者は尺度数は18種と共通し

ているが前者にttおもしろい''lt意味深い"tt徹密な"の3種

が含まれているのに対し,後者はtt美しい''tt情緒がある-

1t匪雅な''の3種が含まれている点で内容に差がみられ,

特にtt美しい '八t優雅な''は前者の第Ⅳ因子 ｢優美性因子｣

の内容と対応する尺度となっている｡

第 Ⅰ因子の内容は17種で,lt活発な'‥t動的な'‥t速い-

tt力強い"lく慮快な''ltはげしい''lt明るい'‥t勇壮な''tt迫力が

ある'ハl現代的な"ltさわやかな"tt楽しい''tt新しい'川すっき

りした''tt内面的な''(マイナス得点)tt壮大な"tt固い''と

なっている｡この第 l因子の内容は前者の第I｢躍動性

因子｣,第皿因子 ｢力量性因子｣とほぼ類似した円容を

示し, tt明るい'八lさわやかな''ttすっきり"の尺度は,舞踊

の鑑賞構造に関するⅠ,Ⅰ(1973),I- 2,Ⅰ- 2

(1974)の ｢明瞭性因子｣の内容と対応する もの で あ

り,尺度群の象徴的特性が多義的な内容をもっとみられ

る｡

第EE因子は2種でt独特な'' tt特徴がある"となってお

り, これは前者の ｢独自性因子｣の内容と対応する内容

である｡

- 16 -
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第Ⅳ,Ⅴ因子はtt艶麗な"tt重厚な"の各 1種のみの結果

となっている｡

さて,筆者は前者 (1975)の琉球舞節の認知構造(1)

の結果から,ほぼ解釈可能な因子群を仮説し,序で述べ

たように第 Ⅰ因子 ｢評価性｣第 Ⅰ因子 ｢躍動性｣第皿国

子 ｢力丑性｣第Ⅳ因子 ｢優美性｣第 Ⅴ因子 ｢独自性｣の

5個を推定 した｡しかしながらここで因子の有効の度合

について検討することとしたい｡

2. Varimax解の因子の有効性

因子の有効性は因子寄与率が激減したあと数個の因子

にわたってなだ らかな減少を示す場合,その激減した因

子の前の因子までであるとすれば,要するに, Fig.10

にみられるように琉球舞踊の因子は第 Ⅰ因子までが有効

であると思われる｡しかしながらこれら2つの因子まで

の分散度は,前者 (1975)が39.33%,後者 (1976)が

47.168%であり,琉球舞蹄の認知はこれら2つの共通因

子では説明しえない部分 (約50%～60%)を含んでいる

ものと思われる｡

以上のような結果は,おそらく舞鏑作品と被験者のイ
OE

ンタ-テクションによるものとみることができよう｡

前述したように前者によって仮説設定した第Ⅱ,Ⅳ,

Yの ｢力量性｣ ｢優美性｣ ｢独自性｣と推定される因子

が今後どのような現象としてとられるかは今後の検討を

待つほかはないであろう｡

5

(囚
/
n
iE
‥;-㌔
)

Tab一e3 琉球舞踊鑑貨の単純構造 2,(Varimax解)
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Table4 琉球舞踊鑑賞の単純構造 (1)(VarillaX解)
5.単純構造の内容

さて,上記の結果から各因子に含まれた尺度群の内容

をみ,その象徴的特徴をみると,第 1因子の尺度郡は前

述したように多義的内容を有しているもの の tt活発な"

tt動的な''"速い'‥t力強いtt虐快"ltはげしい"の尺度にウ

ェートがおかれており, tt明るく''tt勇壮'川迫力がある''こ

とが,tt現代的''でt新しい"ltさわやかわでItすっきり''した

tt内面的''でない'川楽しい''という意味につながるいわゆ

る踊 り動作の躍動感が力性につながるということである

と解され,おそらく ｢力動性因子｣ttDynamicsHと命名

されよう｡

第Ⅱ因子はttよい''ttすぐれている''ことがtt魅力''につな

が りtt興味"tt印象"深く, tI洗練された"tt格調高い''という

tt評把"を意味すると思われ,舞踊作品をみている人の感

情を表出し,作品全体を通してその中に広 く全形の評価

をしているとみることができ,作品の中での大きな tt意

味''の部分を占めているという点からこれまでの研究結

果と同様に ｢評価性因子｣一一EvaluationHとなろう｡

第Ⅱ因子はtt独特な'川特徴がある"の2種だがこれは前

者のtl独自性因子"の内容とはぽ一致した内容とみられ,

舞厨作品の与える視聴覚的な感じが特徴をもつ独特なも

のという意味に解釈されうるとみなされよう｡

第Ⅳ,Ⅴ因子はtt艶盟な"とtt重厚な"の各 1種であるの

で,因子の構造円容としての有効度が希薄であると解さ

れる｡

4.単純構造に含まれない尺度

"おもしろい"の尺度が Ⅰ因子に.543,‡因子に.505と

2因子に得点され,"素朴な"が I因子に.178となってい

るっ

tl意味深い〝.482,tt幻想的な".408,ttドラマチックなJ'

.341,tt象徴的な〝.414,tI鮮やかな".370tt細密な''.491,

°多彩な〝.391とこれら7個の尺度は第Ⅰ因子に得点され

ている｡

第Ⅰ因子では, "個性的な".451叫特異な''.405となっ

た｡

これら11種の尺度は因子負荷虫の基 準 j=0.5に満た

ないこと,および2つの因子に得点されたいわゆる複雑

性を示している点から本研究では除外して扱っていきた

い｡
以上の結果から,単純構造として得られ た因子 は,

｢評価性因子｣"Evaluation"と ｢力動性因子｣ "Dyna-

mlCSHの2個と命名することができよう｡

但し,第Ⅱ因子はおよそ ｢独自性因子｣ 'tUniqueness"

- 19-
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と予想されるので,本稿では一応この因子も仮設して次

の作業を進めることにしたい｡

これら3つの因子を仮説的に単純化されたtt意味''を規

定するtt怠昧因子"として仮説設定する.

したがって,これら3つの意味因子は相互に独立頂交

関係を維特していろ ことからユーク.)ド洩何学的意味空

間を構成しているものとみることができる｡この意味空

間をこれまでの例にしたが って舞桶意味空間 (Dance

space)と呼ぶことにする｡ これは人間が舞踊作品 を そ

の内包的意味のレベルでとらえる際に用いられる心的枠

組としての認知または意識の構造である｡

〔2〕 舞踊作品の比較

1. 2次元平面上における舞踊作品

の認知体系

Table5の作品の因子別尺度平均

値を基にした2次元平面上における

封嗣作品の認知休系図を Fig･11に

示す｡ この図は 1軸 (力動性)とⅠ

刺 (評価性)の2個の因子軸上に各

Teble5作品の田子別尺度平均値

＼ 因 子

料簡作品 ､

㊧ 若衆こてい節

⑳ ぜ い

⑳ 作 田 節

㊧ 前 ヌ 浜

㊨ か せ か け

㊨ 本 質 花

㊨ 上 り 口 説

㊨ 花 風

@ 秋 の 踊

◎ 諸 屯

㊥ し ゅん ど う

◎ か ぎや で風

⑲ 松 竹 梅

㊥ 伊 野 波 節

-
触

り
的
卜

作品の得点をプロットした作品間の位置を示すが,この

図からみられるように,14個の舞踊作品は,Ⅰ軸 (力動

性)において作品の特性を明確に弁別でき,Ⅰ軸 (評価

性)においては作品特性の大差はないとみることができ

よう｡特にⅠ軸 (力動性)では,㊧｢前ヌ浜｣⑳｢上 り

口説｣⑳｢せい｣⑳｢松竹梅｣㊧｢秋の祈り｣㊥ ｢しゅ

んどう｣の6つの釣 りがプラス地点に位置し,マイナス

地点に㊧｢本質花｣㊨｢かぎやで風｣㊨｢かせかけ｣

㊨｢花風｣㊨｢伊野波節｣㊨｢若衆こてい節｣㊨｢諸

屯｣⑳｢作田節｣の8つの腐 りが位置してい る｡ これ

は, 音曲の調子感, 速度, 強弱感および踊り動作の遅

i1

●｡".H..{'iJ紬
JJ ト

●

松竹梅

●
什J)ylrlり

●
'仙人 と-I)

I1 H柚(HI'MIFl)12

●nHJ7TJ

Fig.ll 2次元平面上における舞肺作品の認知体系
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逮,曲 ･-U'1-の差をnj]掛 こ弁別しているという結果を示し

ているといえる｡例えば,｢前ヌ浜｣は拍子 ･強弱感の

はっきりしたDirectな動作の tt男節 り''であり,｢作田

節｣は,速度のゆるやかなstaticな動作の tt女帝り"であ

ることからもl軸 (力動性)における作品の認知体系の

明催さが示されたといえよう｡

2. 作品間の距離(D値)

先に仮説した3つの因子 ｢力動性｣｢評価性｣｢独自

性｣の発願意味空間に定位される2作品間の距郡が娩何

学的に演辞可能であるので,諸作品の相互幽係とベクト

ルを無祝した距離の長短 (D伯)によって検討すること
lll

も可能である｡Tab一e5の各作品の得点を2J;にD値を求

め作品間の距離による分類を試みたい｡

(1)D値による舞踊作品間の距離

Table6は,14個の作品の ｢力軸性｣｢評価性｣｢独

自性｣の3つの意味空けrJtこおける作品間の距離を示す｡

Dの職は郎ま,0.00/D≦10.39.Table7-a,b,は

D値による作品の分源を試みた結果を示す｡ これらの表

からみられるように,㊥ ｢若衆こてい節｣に位 も近い批

解にあるのは㊥ ｢伊野波節｣ (0.46)であり,最も遠距

離に位置しているのが⑳｢ぜい｣ (3.02) で あ る. ま

た,やや近距離にあるのが㊨ ｢かせかけ｣ (0.96)と㊧

｢花風｣ (0.87)となり,やや遠距離にあるのが⑳ ｢作

田節｣ (2.06)があげられる｡

｢若衆こてい節｣ぱt若衆凧 り"と称され若衆が赤い振

袖の着物で扇をもち,少年を象徴する髪かぎりをつけて

踊るもの｡常に青菜の松の生命力を讃え,永遠の幸せを

願う意味をもち,足拍子を打ちながら歩行するユニ-ク

な出羽の手法をもつ｡

｢伊野波節｣はtt古典女耐り"で大きな花笠を手に紅型

衣装で厭るO女の恋情を表現した踊 りである｡恋する女

心の哀感をうたいあげ,スタティックな巾に巧妙な技法

をみせる｡

｢せい｣は,先端にふさ付きのステックをもち,うち

ふりながらDlreCtな動きをみせるもの｡

｢かせかけ｣は紅型衣装で嗣るtt古典女Wrlり'',手にかせ

とかせ枠をもち,糸を細かく紡いで,すきとおるような

美しい若物をつくってあげたいという若い乙女の淡い恋

作 品 問 の 距 離 (D値)

@T 包丁完 J㌃｢㊨T忘T㊨lよTー訂二妄]遵

一 一二 : ~‥

2

8

8

5

8

3

6

0

1

1
1

1
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Table7-a D 値 に よ る 作 品 の 分 類
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Table7-b

(注) 各作品名の下に記入された数字は,意味空間における当該作品の位置を示すもので,

それぞれⅠ｢力重力性｣ Ⅱ｢評仙昭二｣ 】】I｢独自性｣の次元を表わす｡但し,4は 中性

または中央を意味し,1に近づく程 ｢よりよい｣ことを,逆に4を越えるほど ｢よく

ない｣ことを意味する｡
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心を表現したもの｡糸を細かく柔 らかく巻く動 作 が あ

る｡

｢花風｣は紺地のかすりを着て傘をもち,恋人との惜

別の情景と,悲哀感を細繊に表現するゆるやかなテンポ

の踊 り｡

｢作田節｣は,団扇を手に,紅型衣装で踊る tt古典女

踊 り"単調な中に情感を漂よわせる女の姿を象徴する柄

り｡

作品⑳｢ぜい｣にかなり近い距離にあるのが㊧｢前ヌ

浜｣ (0.89)で, これらはtt男性対席"として の コス チ

ュームの筋似性とDirectな動きの共通点が距郡の近さを

示したとみなされよう｡また,遠距離にあるのは前述の

㊨ ｢若衆節 り｣ (3.02)だが,やや遠距離にあるのが㊨

｢本質花｣ (2.07)があげられる｡

｢本質花｣はtt古典女踊 り"で紅型衣装に花輪を肩にか

け,または手にして女心を鮮やかなレイ(賢花)にたくし

て酌られるもの｡

作品⑳｢作田節｣にやや遠距離にあるのは⑳｢若衆締

り｣だが,最もまたはかなり近い距離にある作品はみあ

たらず,やや近くに位置しているとみられ るの は,㊨

｢かせかけ｣ (1.33)㊨｢本質花｣ (1.42)㊨｢花風｣

(1･35)㊨｢諸屯｣ (1.04)㊨｢伊野波節｣ (1.33)と

なっており, これらがl女踊り"という特性の共通点をも

つグループである｡

｢諸屯｣は女心の哀愁を表現する tt古典女郎 り"であ

る｡

㊨｢前ヌ浜｣に最も近い距離の作品はみあたらないが

かなり近いのが前述の ｢ぜい｣ (0.89) と㊨｢上 り口

説｣ (0･80)および⑲｢松竹梅｣ (0.87)があげられ,

やや遠い位LEiに⑳｢作田節｣ (1.83)がみられる.

｢上 り口説｣は扇を両手に旅の退行を説明的に展開し

てい(tt男性雛肝'である0

両 ｢かせかけ｣にかなり近い距離にあるのは,㊨｢本

即 E｣ (0,58)㊨｢花風｣ (0.57)㊨ ｢%=衆こてい節｣

(0･96)となっている.この踊 りに遠い距離にある作品

はみあたらず,およそ,㊨｢上 り口説｣ (1,66)㊧ ｢し

ゆんどう｣ (1.62)⑲ ｢松竹梅｣ (1.62)㊨ ｢ぜ い｣

(1170)㊨ ｢前ヌ浜｣ (1.72)の5つが距離がはなれて

いる作品とみなされる｡

｢しゅんどう｣は沖網の踊 りの巾で唯一の仮面祈 りと

呼ばれているもので,美女としこめのコントラストな表

現がコミカルにさえみえる踊 りである｡

｢松竹梅｣は松の永遠のみどり,竹のすがすがしさ,

梅の香 り,鶴亀の生命力を個々に表現した斬 り組曲で,

終結部は5人が両手に扇をもち,軽快に整然と班別の美

をみせるttめでたさ"を糞象した踊 り.

㊥｢秋の嗣 り｣に境も近い距離及び最遠距離にあろ作

品はみあたらず,やや遠い距離とみなされる ものが㊧

｢花風｣ (1.64)と㊥｢諸屯｣ (1.61)㊨ ｢作 田節｣

(1.81)の3つといえよう｡

㊨｢諸屯｣に塩も接近する作品はみあたらないが,か

なり近い距離にあるのが ◎｢かせかけ｣(0.81)㊨｢本

質花｣ (0.97)㊨｢花風｣ (0.96)となろう｡

@｢しゅんどう｣に最もちかい作品はなく,やや近い距

離に位置しているのが⑳ ｢ぜい｣ (1.24)㊨｢前ヌ浜｣

(1.36)㊨｢上 り口説｣ (1.33)㊨ ｢秋の腐 り｣(1.15)

㊨｢かぎやで風｣ (1.32)⑳ ｢松竹梅｣ (1.15)の6つ

である｡

⑳｢かぎやで風｣にかなり近い距離にあるのが⑳｢本

質花｣ (0.98)と㊨｢花風｣ (0.98)で,垣も遠くに位

置している作品はみあたらない｡

｢かぎやで風｣は永遠の生命の延長を祈 り串せと生命

の繁栄をことほぐというlt老人嗣り''である.

㊥ ｢伊野波節｣に蚊も近いのが㊥ ｢若衆 こて い節｣

(0.46)で,かなり近い位田にある作品は ㊨ ｢かせか

け｣ (0.91)㊨ ｢本即 E｣ (0.99)㊧｢花風｣ (0.76)

の3つである｡この作品に碇も距離が離れている作品は

みあたらない｡

以上のように,D値による14個の作品の相互関係を距

離によって分類を試みたが.1項の ｢2次元平面上にお

ける作品の認知体系｣の結果とはほ類似した作品間の距

節 (遠近)を示し,スタティックなLt女祈り''ジャンルは

近い距離を示し,ダイナミックなtt男斬 り''ジャンルの作

品が近い距離にあり,この両者は相互に距離の遠い位置

を示しているといえよう｡

〔分析Ⅰ〕 のまとめ

し分析 ll〕は14個の作品の尺碇得点の平均値を各作品

の特性を表わすものとしてとらえ,分析 1と同様に,尺

度の平均値 ･群準偏差行列,尺度問相関行列を求めたの

ちVarimax法による尺度のグルーピングを施した｡

(1)Varimax解における琉球舞凧の鑑n'構造は,夫

々第Ⅴ因子まで求められ, (Table2)累加全分散比は

54.8940/Oと琉球封蝋の認知構造 (1) (1975)より分散

度の高さを示す結果を示した｡

(2)因子負荷丑の基準 土0.5によって各囚子の尺度

群の象徴的特性を検討した結果,(Table3,4,Fig･8)

第 r因子がt活発'八t劫的''"速い"Lt力強い"などにウェ-ト

のおかれた17柾の尺度で,LJJ子寄与率 は25.140/Oで あ
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り,第Ⅰ因子ばtよい"ttすぐれている"tt魅力的"ttうまい''

tt興味深い"などにウェ-トのおかれた18種の尺度で因子

寄与率は22.03%であった｡

この2者の内容と1975の研究(1)の内容を対応させた結

莱,第 Ⅰ因子は ｢力動性因子｣節止因子は ｢評 価 性 因

子｣と類似的傾向が認められた｡

(3)因子の有効性をみるために,因子数と因子負荷

IL5のパーセントを検討 した結 果, (Fig.10)1975の

(1)の結果および本研究の因子有効度は,ほぼ第Ⅰ因

子までであろうとの検討結果がみられた｡したがって,

前者 (1975)で仮説した ｢評価｣｢躍動｣｢力塁｣｢優

美｣｢独自｣性の5個の因子のうち ｢力良性｣｢優美性｣

｢独自性｣の3個については今後の追跡検討 を待 つ こ

とにしたい｡これら2囚子までの因子寄与率が39.33%

(1975)および47.168% (1976)であることから琉球舞

節の認知はこれら2つの囚子では説明しえない部分 (約

500/o)を含んでいるものと予想される｡

(4)琉球須WJの因子を ｢評価性因子｣｢力動性因子｣

の2つと仮説したが,第DI因子の内容がtt独自''Lt特徴''と

およそtt独自性''の円容を示すものと予想されるので本研

究では ｢独自性因子｣として仮説設定しこの3つの因子

による各r描 )の尺度fLJ.,∴･1を益に14個の作品の比校を試み

た｡

① 2次元平面上における各作品の認知体系 (Fig.ll)

では,目的の ｢力立件｣において各作品の認知休系を明

確ならしめる結果を示し,

②D他による作T;!lr'-Uの距離の遠近による比較 (Table.

6,Table7)では,｣-記の2次元平向上の作品の認知体

系のプラス地点に位置した動鳩のある踊 り内容をもつ作

品間のirE解は近く,マイナス此･∴tに位還したスタティッ

クな倣h′･Jの踊 りLEILdのalFj即も近抜している結果を示した｡

また,この2名聞の距郡はほぼ遥FEr齢にあることから,

DirectなjJ性の強い慨向の兄性舞抑 汀とFlexJbleで力性

の弱い低山の女性邦耐郡との,完を明確にしているとJtiわ

れる｡

総 括

木研究の目(伽ま芯昧微分法と凶子分析法によって邦嗣

作品の鑑賞構造を検HJすることにJ:り邦凧の美を規定す

る因子を推定することである｡

琉球舞的Tiの認知稲山 (1) (1975)では,古典的舞邪

を含む端折りを二Eとした17個の獅蹄作品を50個の S.D

尺度で50人の女子大学LLに評定させた結果から解釈可能

と思われる5つの因子tくEvaluation""Dynamics'‥'Po-

tency'‥'GracefulneSSH"UniquenessHを仮説設定し,

さらに1972-1973の舞肺の認知構造の検討結果得られ

た因子との内容を検討し, t'Evaluation""Dynamics"

ltUniqueness"の3つの共通因子を確認した｡

今回は,琉球舞厨の認知稲造 (その2)として,古典

舞節を主とした14個の和銅作品を50個のS･D尺 度 に よ

って50人の女子学生を対象に評定させた.データの処理

は作品別に評定させたデータを尺度の平均値,標準偏差

を求め,尺度間相幽行列を求めたのち, Varimax法に

よる因子分析で検討した｡

⊂分析 Ⅰ〕14個の作品は夫々第 1-第Ⅴ因子まで求め

られた｡各作品の累加全分散比が50%をこえた作品は9

個で,｢秋の桐 り｣が60.0660/Oと高く,500/o以下の分散

度を示した作品は5個で ｢ぜい｣が47.62%と低い比率

を示した｡

第 Ⅰ～第Ⅴ因子までの14個の作品の内容を尺度得点の

基準士0.7によって検討した結 果,第 Ⅰ因子 は tt評価

的意味''をもつ10個と,t<力動的意味''をもつ4個がみら

れ,2つの内容がみとめられた｡

第Ⅰ因子は,7個の作品がtt力動的意味''の内容を示し

たほか3個がtt評価的意味''tt独自性"2つIt新規性''2つと

4つの内容に分離 される結果を示し,14個の作品は第 Ⅰ

因子に共通的内容がはばみとめられながらも,Ⅰ因子以

下の因子内容に作品個々のキャラクターの特性の差がみ

とめられた｡

〔分析Ⅰ〕,14個の作品を poolにしたデータ処理を

行なった結果,夫々第Ⅴ因子まで求められた｡Varimax

解の累加全分散比は54.894%で1975の結果より多頻度を

示した｡

(1) 因子負 荷立の韮準 土0.5に よって各因子の円

容を検討した結果,第 1因子 ｢力動性因子｣第Ⅰ因子が

｢評価性因子｣第Ⅱ因子がほぼ ｢独自性因子｣とみなさ

れる内容とみとめられた｡

(2) 因子の有効度を検した結果,第Jl因子までが因

子としての有効度を示すとみられ1975の結果と同様な結

果を示したOおそらく琉球舞踊の因子 は ttEvaluation"

と"Dynamics日の2個であろうと推定され る｡但 し,

2因子までの寄与率が47.168%, (39.33%)で あ るこ

とから琉球舞凧の認知は,これら2つの因子では説明し

えない部分 (約50%)を含んでいるものと思われる｡

(3) ｢評価性凶子｣｢力動性因子｣の2つの因子を

軸とする2次元平面上における14個の作品の認 知 体 系

(Fig･ll)では, Ⅰ軸 (力動性)において作品の特 性

が明確に弁別でき,Ⅰ軸 (評価性)においては作品特性

の大差はみとめられない結果を示した｡

(4) ｢評価性｣｢力動性｣｢独自性｣の3つの舞節
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意味空間に定位される2作品闇の距解 (D値)によって い距離にあり,ダイナミックで厄線的幌向の男飾 り群は

作品間の距離の遠近を検討した結果2次元平面上におけ 近い距離を示し,この両者は押雛が離れているという括

る作品の認知体系の結果とはば類似した作品間の距離の 異を示した｡

差を示し,スタティックで曲線的な慣向の文節 り群は近
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