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A study on the Representative Feature of Okmawa Dance ( 2 J

-On the "SHUDUN"(Woman's dance)-

Mistuko Kin j 0 *

(Received 30, Jun 1976)

Abstract

The purpose of this study was to clarify the representative characters of Okinawan Classical Dances from the aesthetic

and kinematic points of view. And this article is the second efforts in the study of Okinawan Dances.

It was treated the "SHUDUN" in the traditional Okinawan woman's dances. The "SHUDUN" is the one of the typical

"Winagu·DY·Udui", which are performed by a girl with no properties, and express the wife's feeling of loneliness, lonesome

and melancholy for the absence of her husband. This dance is featured with a dance technique, "SANKAKU·MIZICHI:'

it is said that the wife's psychological and emotional tension is mainly expressed by he performer's expression and eye

with static standing posture.

It was taken the following steps in this study;l)photographing of the performance, 2)drawing the whole dance movements

in every 3 or 24 sections by the profile projector, 3)making of a series of overlapping shape of dance motion, 4)arrangement

of the dance construction, and 5)analysis of the dance design, time, and space from the Laban's effort shape analysis point

of view.

It took 14 miniutes and 28 seconds to perfome the dance and had 15, 421 sections in the film. The main results are shown

following

1) Basic body shape: the lower back is not released, the waist is shrinking, the upper part of body is slightly fallen in

front, the shoulders are released and arms are set the body sides, legs are bent slightly, and the line of vision takes lower

point faintly.,

2) Winagu·Dachi(Basic standing shape): the right leg is bent outside, and left leg is slightly stretched in front, then put the

heel on the floor and lifted the toe.,

3) Walking: all of the gesturing foot is in contact with the floor keeping with basic shape, the toes are lifted slightly, and

whole body was pushed foward in constant weight.,

4) Facing of the upper part of body is no, free from the triangle which shaped with the face and shoulders, but synchro·

nized the triangle.,

5) The basic motion of effort shape are glide, press, wring, and dab, and, have flexible and light sustained shape., and

6) The construction of the dance"SHUDUN" is composed of three parts, that is a) Entrance, b) Dancing, and c) Exit. The

main part of the dance, that is Dancing, is divided into three parts, they are "INJIFA-UDUI"( akama·Bushi)"NAKAUDUI"

(Shudun·Bushi), and, "IRIFA·UDUI" (Shongane·Bushi).

*Phys Educ., CoIL of Educ., Univ. of the Ryukyus
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は じ め に

本研究は沖縄の踊 りの表現特質を解明するために.舞踊

を美的運動文化 としての側面よりとらえ運動美学的見地か

ら舞踊美の構造 を検討することを目的 としている｡第 1報
(8)

は古典舞踊 ｢かぎやで風｣について検討 し,その運動形式

や表現形式に触れ作品の構造 ･内容 をみてきた｡今回は第

2報 として古典舞踊 ｢諸屯｣(Snudun)についての分析検

討 を試みたい｡

糠踊美を可視化 しているのは舞踊の外面的構造 (運動形

式)であることか ら舞踊作品の時間的 ･空間的構造および

舞踊表現遊動に老 目し,舞踊作品のフイルム分析による実

証的検討を加える｡舞踊表現運動の形式をラパンのEftort-

Words によって検討することで踊 りの基礎的遊動要素 を

とらえ,表現運動の時間的流れの状態,空間的広が りと力

性,動 きの形態性 をみることにより表現運動のスタイルや

踊 りの様式性 を含めた表現的特質を解明することに したい｡

今回は前述 したように ｢諸屯｣舞踊について検討するが,

現在細 られているこの踊 りについて部分的に表現手法 (捕

り方)に少々の追いが認め られるので. 2つの踊 り動作
(I0) (畑

｢三角 目付｣｢fl:手｣の動作の流れの比較 を試みることに した

い〇

二の細 りは手具 (小道具 )を持たない素手で細る意味合
(畑

いか ら ｢女手踊 り｣ と呼ばれてお り.女踊 りの表現形式 と
(10) (10)

表現手法の甚本的要素 をもつ踊 りであ り.古典女踊 りの中

で t,踊 りの表現的内容および表現手法の特色を有 している
10)

ものであるとされている｡

｢諸屯｣耗附 こ使用されている音楽は,r｢仲間節｣｢諸屯
(10)

節｣｢しょとかないFriJjの三曲であ り,舞踊作品の構成は

三つのEmからfEL･る三部構成 といえよう｡ (三つの音楽につ

いては本紀安r沖縄の踊 り一言輿舞踊 ｢諸屯｣-｣の末尾

の楽譜を参.L!く1.されたし)o
l0)

舞附 半奏の三Iulの歌節目ま次のように記さtLている｡ (ロ

ー マ'1-･は叩二者が仲 人した)
'>J>ト'>J ナlノ JL1 I

〔l〕 思｣iの有て tJ 他所に語 られみ
ウ70_lウryl /7y†ナウ●
†制札と辿れて 忍て拝 ま

一一th羽 (仲間節)-

Umukutu nu atln

Yusunlkatararlml

Usukagltu Chlrltl

SJnudJ Wugarna (∩)lfaudul)

- (Nakamabushり-

〔2〕 枕並べたる 歩のつれな き よ
71◆ †■I ナ† 7_L/T7Tl
月や西下がて 冬の夜半

Makura

Yumlnu

ChlChlya

Fuyunu

rI～.●.■
〔3〕 別て面3;i-3の

エ巾I
馴れ し匂

Wakatl

- 本踊 (諸屯節)-

narabltaru

chlrmaSayO

lrlSagatl

yaran (Nakaudul)

- Shudunbush1-
t

立たば伽召 しや うれ
IYJ ～+A
紬に移ち有 tJの

- 入羽 (しょ/tJがない節)-

umukaJlnu

Tataba tuJ1mlShorl

NarlShl nlul

Sudlnt uChuch】 a munu (1rlfaudul)

- Shongan己bushl-

10)

I 歌 詞 解 説

r(1)｢恋のなやみを他人に語ることができようか｡そよ

風 と一緒にこっそ りお会いLに行こう｣の意｡

(2) ｢恋 しい人と手枕を交わしている夢からふ と覚めた｡

何ん とあ じきない夢であるよC戸を練れば冬の月はす

でに西に傾いて,nl.夜中の静寂がひしひしと身に泌み

る｣の意｡

(3) ｢お別れ してか ら私のlA]J競Zが浮かUFましたら､添鬼

の料に して下 さい｡篤Ill弛んだ椎 リ杏は袖に泌みて屠ま

しょう桜に｣rまた.この ｢諸屯節｣は.古典苦楽中

でも次高峰に届するもので作問節,首it!節.ちゃんな

節.晩節 と並んで ｢前の五節｣又は ｢音節｣ と呼ばれ

るoj

z ｢諸屯｣舞踊の解説

r｢諸屯｣の踊 l)は,lr敗舞肘 Pの穀 L根の一つで.｢枕
ペ--｣の ところの ｢まくら手｣や ｢三角EH.)｣ の所

10)
作は絶妙である｡J

r･-･独 り斗iの女のかなしい心情をうたった i)のと解 さ

れるが.こうLI=歌詞内谷に粘 りつけられたk.細 り

｢諸屯｣であってみれば.踊 り!,当一黙,女の哀愁にみ

ち7こ ｢愁 い｣の糊 リといえる｡そして細 りn体に も

｢愁い｣に身をつつむ女の色'JJt(情緒)がに じみ出て

いなければならず ｢愁い｣の中からはい.LLJ.てくるyJも

(情緒 )が.このWII)の重要な要件 としてのぞまれて

くるJ
10)
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r〔みどころ〕右にのべたような,色気 (情緒)にみち

t=女の ｢愁い｣の表現は.｢諸屯節｣の目頭の詞 ｢枕

なら--｣のところでなされる ｢三角目付｣ (さんか

(･みぢち)によって最高に表現されるのだが,この

｢三角El付｣は,また ｢諸屯｣の踊りの中でももっと

も特徴的な所作であり,かつ踊りの技術的な面でも稚
10)

所とされている｡｣と述べられている｡1)
阿波根は,

r(評釈)--恋に悩む女のやるせない感情を表現 し.

荒涼感の蝶う夢幻美を構成する ･･-jr(評釈)枕を並

べて語らった夢は覚めてはかない｡聴いて軒先に出て

見れば,先掠たる冬の月が.やがて西に投しょうとし

ている,という惜崇てある｡失恋の女,あるいは愛人

に化tiLれた失態の女の,悲哀と苦脳,人の胴に迫るよ

うな感じがするJと記している.
11)

西-iFは次のように述べている｡

r･･･.･中踊りの諸屯節は更年期女性の空閑の悲哀を象

徴的に表現した踊り･ ･J

rこの踊りの見どころとしては.殺初の ｢枕なら｣ま

での ｢三角目付｣は夢見る心地を表現し ｢ぴたる｣で

思い出の輿件に右手をかけ,またこれをとりかへて左

手に枕をおきかえる象徴的動作は,何れの国の踊りに

も見出せない壕高級のもの-=-｡jr-･･･更に ｢夢のつ

れなさや｣で ｢思い入り｣深 く,ついて廻 りさらに,

｢月も西下がて｣で ｢月見手｣をかざして,思入れを

するところ,あるいは-ヤシの ｢ユーサーレー｣両手

をくみ,JLr)がへって思入れをするところ,澱後の

｢抱き手｣などが見所-･-J

3 ｢諸屯｣の表現内容について

上記したように,敵意および踊りについては尊F叩勺立場

から各人の解説がなされている｡歌詞 と歌意からこの踊り

の表現内容をとらえようとすれば,当然文学的見地からこ

の歌の意味と歌心を踊りでどのように表現するかに焦点が

しぼられるであろうと解される｡

言うまでもなく舞踊は人間感情の表現形式であり,踊り

表現 (振り)はこの感情の発露 ･表出 (expresslOn)とし

てのFllllng formであるといえる｡したがって,この踊り

の表現内容は歌詞の意味,歌心を土台として受けとめ.か

つ消化しつつ,主題である ｢女心の"さびしさ州なげき〟

"わびしき〟｣の感情を舞踊作品の全形に組みいれてい(の

であり,舞踊表現は感情の表現であるという意味で 耗Wl作

品｢諸屯｣の表現内容を次のように示すことができよう｡

｢出羽踊 り｣は､｢人恋 うる内面的な"思い〟をこめた女

の"さびしい〝表情｣一胸の奥深 く"思い〝があっても誰に語

ることができましょう｡会いたい気持はつのるばか りです｡

｢中踊り｣は,｢､､なげき〝の情感を詩的に表現する女の

情念と語 り｣一夢からさめ,はっとして窓を開けると西に

傾いた月光がきっ-ときしこんできた｡胸をかきたてられ
chlmun Chlmunaran(往 1)

る思いである rチムンチムナラン｣｡ああ-･･あの月がこの

"思い〟(胸の中)を知ってくれるであろうか-

｢入羽踊り｣は,｢わが身とわが心をなだめつつ "わび

しき〟をかみしめて耐える女のさりげない表情｣一一切ない

､､わびしい〟"思い〟であるO･････でもあなたの'tl7いをこの袖

に移 してありますもの｡一

研 究 の 方 法

1 舞踊作品の全形.上肢.下肢の動作をとらえて8ミリ

フイルム秒/18,16ミリ,35ミリカラ-フイルムに収i_i

した｡

2 各フィルムをプロフィール .プロジ1クタ-を使用 し

て像 (図)を描き,8ミリフイルムの舞踊作品の全形を

3-24コマ毎に全休像を描写 した｡

3.作品の稔コマ数 と動作の区切 りのコマ数を記し,時間

を概算して記述し,

4.作品の全体構造を整理 した｡

5 表現運動の流れ (Phrase)の重ね図を作成し.

6.辛,足などの形態図を作成した｡

7 ｢三角三付｣｢枕手｣の部分をグロ-ズアッ7BL､表現

手法の比較を試みた｡

8.掘掛 ま昭和49年,郷顧市民会館大ホール,紫の全紙舞

練場で行なった｡

9.披検者は,琉球舞踊家 ･真境名佳子 ･島袋光裕 ･佐藤

太圭子の 3人｡

結 果 と 考 察

本研究では,主として真境名佳子(a)の踊 りに焦点をあ

て,島袋光裕(C),佐藤太圭子(b)を含めた考察をすすめ

ることにしたい｡

フイルムによる舞踊作品の総コマ数は16996コマで,約

(注 目 島袋光裕の感情表現のことば
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14分55秒の長さとなった｡全体像は約1491図描かれたO① 秒である｡ (部分および全体のコマ数と踊りの良さ,順序

｢出羽｣が 451コマで約25枚 ②｢出羽踊り｣が3039コマで約 等については本紀要 r沖縄の踊り(2)- 古典舞踊 ｢諸屯｣11

2分49秒,③｢中踊り｣か 11500コマて約10分38秒,④ ｢人 を参岬のこと｡)

羽踊り｣が1547コマで約 1分43秒,｢入羽｣が455コマて約25

凝赤い足袋

紫ふさゆびわ(装身具)

瀬古典女踊りの長型 :垂髪

b:(TakakoSatb)
回 l 扮 装ユ0)

- 120-
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Ⅰ 舞踊作品の全体構造

I. 作品の全体構造

舞踊のフイルムおよび全体憶を基にした作品の全体構造

をおよそ次のようにまとめた｡なお.本稿で使用される踊

(導
入
部
)

(
終
結
部
)

10 .
I)手法 (動作の名称)は r芸術祭総覧｣に準拠 してすすめ

た ｡

舞踊作品の全体構造 と図 2-23,図24-37によって ｢諸

屯｣舞F削こついて検討 していくことにしたい｡

出.羽(登場) 下手奥から上手前への対角線上を上手前-歩行

〔1〕 舞台中央寄 りに女立ち

(1)始動､上手前へ歩行,左足つき

(2)左まわり,下手奥へ歩行.左まわり

(3)左がまく入れ､

(4)右がまく入れ

(5)左まわl),下手奥-歩行,左まわり,女立ち

(6)始動,舞台中央部へ歩行,左まわり.中央奥へ歩行, 女立ち

前奏 (歌 も ち ) a:(1-451)

b:(1-725)

(仲間節)a:(452-3491)

歌 b:(726-3948)

後奏

(1)始動,左まわり女立ち 前奏 (諸屯節)

(2)三角目付 :女立ち.目付

(3)右手枕

(4)左手枕 :(け-し辛 ･こねリ手)

(5)袖あごあて :袖あごあて,中央前へ歩行,左足つき,左まわり

(6)指 くみ :中央部へ歩行,右まわり,正面向き,指 (み.左まわr)

(7)中央奥へ歩行

(8)月見手 :月見手,両ひざまけ座 り,立ちあが り中央前へ歩行,

左足つき,左まわり,中央奥へ歩行

(9)左がまく入れ 二左まわり,左がまく入れ (袖合わせ)

(】o)右がまく入れ :右がまく入れ,左まわり (袖あわせ)

(ll)中央奥へ歩行

(12)抱き手 :左まわり,左斜上へ抱き手

(13)抱き手 :右斜上へ抱き手 (け-し手,こねり手.女立ち)

入羽踊り-｢ (1)始動中央前へ歩行,左足つき

〔4〕

a:(3492-16474)

b:(3949-】3878)

後奏 (しょんがない節)

歌 a:(16475-18022)

(2)左まわり,下手奥から上手前の対角線上-歩行左まわり(角切

り)下手奥へ向く (左まわり)

(3)袖とり:下手奥へ歩行.両手で袖とりポーズ上手前向き.右ま

わり,下手輿へ向 く

入羽(退場) 下手奥へ向かって歩行 ･退場
〔5〕

※ a:maJlklna b:sat6

ー 1 2 1 -

後奏

b:(13879-14821)

a:(18023-18478)

b:(14822-15421)
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2. 舞踊時間の構造

(1) 作品の構成

作品の時間的構成は r出羽j(導入部),r本踊り｣'i 安部)

｢出羽踊り｣｢中踊り｣｢入羽踊り｣,r入羽j(終結部)の三部

構成とみることがてきる｡｢出羽｣は｢出羽踊 り｣の前奏部で

あり,｢入羽｣は｢入羽踊り｣の後奏部でもある｡主要部は

｢出羽踊り｣｢中踊り｣｢入羽踊 り｣で三つの音楽による三つの

パー トで細られる｡見方をかえれば,｢出羽踊 り｣は導入部

の踊 り,｢中踊り｣は主要部の踊I),｢入羽踊り｣は終結部の

踊 りということができる｡ (作品の全体構造参照)

作品全体の流れの状態は,､､静一動一静''と解されるが,

音楽形式 (音の耽れ)から受けとめれば,"静一動-激動′′

という漸次的変化で.感情の高まりを次第に増 していくと

いう解釈ができよう｡

踊 りの構成は,三つの部分に三つの独立した性格をもつ

音楽と歌詞 ･歌心をもち,この三つの形態が三つの表現内

容で三部構成という作品の時間的構成を成立 させていると

いうことにもなろう｡ しかしながら,表現内容でt)触れた

ように,三つの音楽 (節)は各独立した性格をもちながら

も ｢諸屯｣という舞踊作品の中に一連の表現内容と一連の

時間的流れのまとまりをつ くっており,主題の ､､女心 と情

感の表現〝を効果ならしめているといえる｡

特に｢中踊 り｣(諸屯節)はこの舞踊作品の中核をなし,

この踊りの訴えようとする表現内容の全形の意味が凝縮さ

れた踊り部分であり,クライマックスである｡すなわち,

主題の｢女心の､､わび'しき州なげき〃"さびしさ〟｣の情感を集

約 した部分とみられ これら ｢中踊り｣を補助 し表現性を

一層高めるための序奏曲と後奏曲が ｢出羽踊 り｣と ｢入羽

333 339 342 348 315 357

踊 り｣であるという解釈も可能であろう｡

踊 りの長さは,､､出羽′′が 451コマ.､､入羽〝が 455コマて

約25秒.登場 と退場 は ほぼ同じfiさとみられよう0 ､､出

羽踊 り〝は3039コマて約2分49秒の抜きである. ､､[卜P由l) ''

は 11500コマで約10分38秒,11人刈踊 り"は1547コマて約 1

分43秒である｡舞踊作品の長さは｢中細り｣(諸屯節)がLi

く,｢出羽踊り｣｢入羽細り｣という順でP引111の上之さを,)け こ

とができ,主要部の ｢諸屯節｣に作品の中根部としての時

間のウエー トがおかれているとみられよう｡ (イ11.I"',のコマ

数 と時剛 こついての詳細は本紀要 ｢沖純の1FrJリー古典舞的-lJ

｢諸屯｣- ｣を参照のこと)

(2) 踊りと歌の関係

この踊りの主要な展開部は先述したように｢出刈踊り｣

｢中附 )｣｢入羽踊り｣の三つの部分であるが.luIと歌詞およ

び歌意については序で記した通 りである｡

これら三つの音楽の歌詞 と動き (振 り)とのJiをJ係につい

て厳密に述べることは本稿では割愛し､動きのフレ-ズ

(ひとまとまりの表現動作)と歌詞について述べることに

止どめたい｡なぜなら,細り動作の一連の流LLとまとまり

は,敬 (ことは)と密接に結合されているのでなく,音曲

の一連のまとまり (パターン)とのF弘】連が撒 くはたらいて

いるとみられ,ことばのひとつひとつと動き (地主())の関

係をとらえるよりは歌の区切りと踊りの関係をみることが

舞踊表現的立場からの懸命な方法であると解するからであ

る｡

踊りと歌の関係は作品の全体構造と図28の舞台上の椎勅

軌跡概略Eglおよび図 2-23と対応させつつ述べたいC

384 402 414 417

図 2 (l) ｢出羽J歩行(walklng) ,女立ち(sLand‖1g) く前奏)

(82コマ :4秒83)
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(284コマ :21秒331

図 3 〔2〕｢出羽踊 りJ女立ち(standingト ー- 始動(flrSt motion)一一- 歩み(waJklng)

図 4 (3)左 まわ り(i"rnlng)左がマク入 Y)- 正常位 (294コマ :r6秒33)

護

ikI:1∴ ∴ ⊥ _,i. ＼l･二､)

＼

2178219622142232 2268 2286-23L)42322 2340 2358 2r76 2.39424122430244肖24()6

図 5 (4) 右がマク入 り

ー 123 一

一 ｣_L_∠≧⊃ゝ 1-Jと__｣L_I/
245I1249625OR25202544255625682580

正常位 L-左 まわr)(402コマ :22秒33)



∴ L L 1- L _ _ ∴

⊥ ー｣ ｣ _LJ ｣ t_｣ ⊥ 一､し ⊥
2齢3 2791 2735 27･23 2711

図6 (5)

i5 9Li,.i
以

66

りんUC226槌 627S～99 2

左まわり (223コマ:12秒38)

9

50 9

3

9.rJN
.J)I. 96

8

27 53C4.､n 2929 2941 2956 2968

図7 (5)左 まわり ;女立ち (I47コマ二8秒 16)

52330 3

8

0 3

77

Ⅶ 5珊 0 3230 34 0 3699W 9 2

図 8 (6)女立ち-始動-左まわり-中央奥向 き-中央奥へ歩行 -く後奏)(472コマ:26秒22)
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r.LIJ,羽州 リj(仲間節)は,､､前奏部′′で, 〈下手 奥か ら上

手前への対角線上 をか行 し舞台中央部位でtt女立ち〟〉 とな

る (全休構造〔1〕,図 2図28-1)a "思事の有て も′′て,
･>t

(上手前へ歩 きZ■-.'止でつ き,1体 を正′削立に戻す)(全体構

造〔2〕-(1),図 3,図28-1･2)0 ､､他所に語 られみ''て,

(左 まわ りして殺初のポジション (下手奥方向)へ歩 き左

まわ りする〉(全体構造〔2〕～(3),図 4,図28-3)｡ "蒋風

と連れて〝て (左ガマ ク入 りと左糾前へのつ き)および ,

(右 ガマ ク入 りと右斜前方へのつ き) (全体構造〔2〕13).

(4),図 4-(3)(4)､図28-3)0 ､､忍で拝 ま〝で く左 まわ りし

てEa-初のポジションへ歩行左 まわ りLで 女立 ち〝) となる

(全体構造〔2〕-(5).図 5-(4),図 6-(5),図 7-(5),図

28-4)0 ､､後奏部 〝て く中央部へ歩行.中央地点て左 まわ

りし中央奥へ歩行､､女立 ち〝) となるo (全体構造〔2〕～(6),

図 816),図28-5)a

以上のJ:うに ｢.Ltl羽WJリ｣は,下手奥 と⊥手前の対角線

上 を静かに摺 り比て往指 し "歩 く′′ことと "まわる〝 (方

向 をかえる)ことて表現 され."神風 と連れて〝で "ガマ ク

入 り''の思いを深 くこめた表現動作て踊 られ,｢人恋 うる

､､.uLll､い′′をこめた女の ､､さびしい''表情｣ を表現する踊 り内

容 とみることかてきよ う｡

r中SF-(]l))(諸屯節 )は,"前奏〟で ｢出羽踊 り｣の終結部

の ､､女立ち〝か ら (左 まわ りして正1両へr''Ejき ､､女立 ち〝)と

t,LLる (全体構造〔3〕1 日,図28-5)0 "枕並へたる''で.

(､､女立ち′′の まま ､､三角 目付〝 を行tcLLい)(全体構造〔3〕-

(2),図 9-1. 2,図12-1, 2,図28-6)Oぐ ま くら手''

(右手枕,!J二手枕)をし､ titJi手 をもちあげて顔面横 でこね

て押 しあげて体前 を通 して下 ろしなが ら (け- し辛, こ!?I

リ千)"女立 ち′′) となる (全体構造〔3〕-(3)(4),図10-(1)

(2),図11-(1ト(4),図13-(lト(3),図141(1x2),図28-6)0

"夢のつれなきよ〝で く左手て袖 口をつかみあごにあて, そ

のまま正融へ歩行 し,左足つ きをし上体 を正常位に戻 し,

左 まわ りしなか ら "袖 ･あごあて〟の左手 をゆっ くり下 ろ

し,中央部-向 くC中央部へ歩行 しなが ら両手 を斜上にあ

汁,右まわ l)して正面へ向きなが ら ､､指 くみ〟 ポー ズ,左

まわ りして中央奥へ向 きなが ら両手 をゆっ くり解 く〉､､間奏〝

て 〈中央奥へ歩行する〉 (全体構造〔3〕-(5)(6).図15-(1)

～(4)､図16-(1ト(3),図17-(1),図28-6, 7, 8)0 ､､月

や西下がて〝て 〈左手て "月見手〟 とな りポー ズ, その ま

まゆっくり座 り,立ちあが ,),､､月見手〟のまま正面へ歩行

し左足つ き-｣-.体 を正常位へ戻 し,左 まわ りしなか ら左手

をゆっ くリ下 ろし,中央奥- 向かって歩行する〉(全体構造

〔3〕-(8),図17-(2ト(4),図28-9,10)｡次いで く左 まわ

リして正面へ向 き,両手の "袖あわせ′′で ､､左 ガ マ ク入 り〟

左斜つ き,"右がま く入 り′′右斜つ きをし,左 まわ りして中

央奥へ歩行する)(全体構造〔3〕-(9)(10)(ll),図18-(1ト (3),

図28-ll). "冬の夜半〟で (中央奥地点で左 まわ りして正

面へ向 き,､､左ガマ ク入 り〟と左斜つ きの下肢の動作 と "左

抱 き手'',､､右ガマ ク入 り〟右斜つ きの動作 と tt右抱 き手〝 と

な り両手 をゆっ くり下 ろし,再 U両手 をもちあけて, こね

て押 しあけて体前 を通 して下 ろしなが ら や女立ち〟 となる)

(全体構造〔3〕～(12)(13),図19-(1ト(3),図201(1ト(4),図

28-12)｡但 し,"冬の夜半の歌は,′′袖あわせ〟で左右の"〟

マ ク入 り′′動作か ら′′抱 き手′′の動作に連なっているように

思われる｡

以上.｢中踊 り｣は,舞台中央部の正面 と中央奥の直線上

の往復の細 り展開 といえるが,前述 したようにこの ｢中踊

り｣は ｢諸屯｣舞踊の中核部 てあ り,｢､､なけ き〝の情感 を

詩的に表現す る,女の情念 と語 り｣ といえよう｡ また.時

間構成の項 でこの ｢中踊 り｣が ｢作品の訴えよ うとする表

現内谷の全形の意味 を集約,凝縮 した部分てあ り, クライ

マ ックスてある｣ と述べてきたか, このことは.序の ｢踊
10)

I)解説｣に もホ されているように,踊 l)の中心部てあ り重

要 な表現部位であるということを含めて.筆者はこの ｢中

踊 り｣ を次のよ うに解 したい｡
10)

特に,､､三角 目付〝(さんか く ･みぢち)とい う移動のな

いその場 での顔面表情のみによる表現動作は,女の内面的

な ､､なけ き′′酎 背 ｢ああ･--｣ とい う情念の表現 とみ られ.

｢諸屯｣ とい う舞踊作品の主題 と,表現内容の磯縮 された

か たちとみたいOそ して他の表現動作 -､､ま くら手''"袖 ･

あごあて′ハ､指 くみ州 月見手州袖あわせ〝,"ガ マ ク入 り州抱 き

手''は,主 人'11の女性の周辺の情景 を描写 し,女の情感の

高 まりを補肋 しなから肘 )ならしめるための表現動作である

とい う意味て､かた り的意味合いの表現動作 (振 り) とみ,

この ｢中踊 り｣ を｢､､さびしさ州わび しき''ttなげ き〝の情感

の詩的表現てあ り女の情念 と語 r)｣ として とらえたい. し

たが って, この踊 り ｢諸 屯｣は "三角 目171 〝 とい う顔 面

表惰に よる内面表出性の部分で代表 され, この ､､三角 目付〟

が舞踊の訴えようとす る意味 を言いつ くしているといって

よいように思われる｡要す るに. この "三角 目付〟の表現

動作のみで ｢諸屯｣ という舞踊作品は成立す るとい う過大

解釈 も可能 であろうと思われるo

Lか しなか ら,舞踊は ドラマの展開であ り,踊 り表現は詩

的動作の時間,空間の流れの中に展開 されてい く人間感情

の表現形式 とい う立場か らとらえるとすれば,舞踊表現運

動 は名詞のみてな く形容詞的に表現 されてい く感情の リズ
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図9-2 三角目付(sa｡kak｡ mりIChl) 顔面(視点)移動経路図 (a:其境名)

(3752-6717コマ:l分37秒)
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図10- 1 (3) 右手枕 - (192コマ:JO秒66)

図10-2 右手枕 - (108コマ:6秒00)

- 12 7 -

(132コマ.7秒33)



杭 球 大 学 教 育 学 部 紀 要 第 20旗

晒 翻 闇 し醐二 Ii
5 7393 7381 7369 7357 7345

(け- し手 ･こね り手)
(kesr‖di)

7333 7321 309 7297 7285 727i

左手枕(a)
(132コマ:7秒33)

図日- 3(a) けI L手 ･こねり手
(204コマ:ll秒33)

LI.4cc9nC98775935

け-し辛･こねり手
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○
負②

二
qrj･.:.i'･.･･
.5ニ

拘
竹

(yJLj･llI

rL:!nM'
ト

｡｡
＼

..
i

r4.(.･･/.:

q
/

三一きーきー草 二_,,-

/至/息果/(,I(,(...)/i/

図12- 1 (2) 三角 目付 顔面(視点)移動略図 (b:佐藤)

〇二////////

一一････一一･･-----_

＼

図12-2 三角目付(sankakumlJlCh.)顔面(視点)移動経路図 (b:佐藤)

(4195-5430コマ:l分 14秒 )(み る側か らの 目)
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ill-I-~ 三 ∴ T- ::I-t･:-:_''三 ,:_FI:I-_? 二

l= ∴ -~

5443 5455 5467 5479 5491 5503 5515 5527 5539 555) 5563 5575

図13- I (3)右手枕(b)
(108コマ:6秒)

享~ 二 子--:-二~ I-:-;:_ I-I--:; -:二Il-ILL-:

ト ト ,I

… ∵ :

5641 5653 5665 5677 5689

右手枕(b)

(84コマ:4秒66)

5797 5809 5R21 5833
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59JI7 5953 5965 5g74 5983 5995 6007 6019

図14- I (4)左手枕(b)

LJ.)
5063∩)6306 6067 6079

(132コマ:7秒33)

K

l

6091 6103 6115 6121 6127

図14-2 け- し辛 ･こねr)辛(keshldl)(b)

5763665696 6187 6199

(108コマ:6秒)

10234 0394 10478

9814 9R26 9844 9862 9880 9928 10000 -0072 LO126 10180

月見手(b)

- 131 -

-(664コマ:36秒88)



琉 球 大 学 教 育 学 部 紀 要 第 20壌

J3630 13618 】3bO6
1-i594 13572

)3558 13546 】3534

抱き手(b)

0∩
)

Mt9CO79979W■肌
9

図15- 1 (5)左手袖 とりあごあて(a) ,
(98コマ:5秒44)

(I78コマ 9秒88)

図I5-2 左手袖 とY)あごあて
(384コマ 21秒33)
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予 了 : :I--I-III-:::i-ニ ーl:--'t:-i-I:tI-:-I_

LJ

9866 9875 9887 9899 99日 9923 9935 9947 9959 9971 9983 9995 】0013

図15-3 左手袖とりあごあて

(132コマ:7秒6日

1010310115 10127 10139 IO151 10)63 10J75 )O187 10199 10211

100】9】OO31 10043 10055 100671007910091

回J5-4 左足つ き - 中央奥向 き

(192コマ:10秒66)

図16- 1 指 くみ(kumldi)

(48コマ:2秒66)
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図16-2 指 くみ(kumidT)
(60コマ:3秒33)

11527 11539 11551 11557

図17- 1 左 まわ り -

(30コマ:l秒66)
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図17-2 (8)月見手(cn】cnlnlld｢)

lt6531166511677 1168911719日743 117611177911809 日833

(228コマ:12秒66)

ガで J ･ JRtr L p 珊 聯 嘩 Lr ㌔付 .㍗

)_A)ボ9 は113 I2J17 1216l LIL)115 Ⅰ2209 12233 12257 12357 123B】

図17-3 月見手 ひざまけ座 り

98995i舶

(493コマ:26秒83)

( -I: : -1 二 二 二 :: _l l-I_ =_I Iと-∫ tb J

図17-4 月見辛 - 前進 - 左 まわ り ;中央奥向き
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図18-1 (9)左がマク入 r) 一 正常任
(2IOコマ▲Jl秒66)

1430才14285.14273】42671142491423714225142131420114189 1417714J651415314】4114129141171410514093

図I8-2 (10)右がマク入 り
(210コマ:llf少66)

図18-3 左まわ り 中央奥-歩行
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JS353 15341 15329､15319153051529315281

回 I9- J (12)抱き手 < 左まわ り

(72コマ:4秒)

図19- 3 左斜上へ抱き手
(180コマ:10秒)
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図20- 1 (13)右斜上-抱 き手
(264コマ :14秒66)

16271 16259 16235 16199 )6175 16】51 1612716103 L6079 1(耕)5 16031

図20-2 右斜上-抱 き手
(240コマ :13秒33)

図20-3 右斜上抱 き手 ;手をおろす
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図20-3 けIL手 ･(こねり手)(k6shld;)
(54コマ:3秒)

図20-4 け-し手 ･(こねり手)

ムの起状の相互作用でなくてはならないだろうし,主題で

あり中核である表現動作 1個のみでは舞踊作品としての成

立は不可能であろうことはいうまでもない｡

次に r入羽踊I)](しょんがない節)に触れよう｡まず,

､､別て面影の〝で,く｢中踊り｣の終止､､女立ち〝から正面へ歩

行,左足つき～上体を正常位へ戻す)(全体構造〔4〕-(1),

図21,図28-13,14)｡ "立たば伽召しゃうれ〟 で く左 ま

わりして上手奥方向へ向き,下手奥と上手前の対角線上へ

歩行,対角線上に立ち."角切 り〝左まわりして下手奥方向

-向く)(全体構造〔4〕-2,図22.図28114.15)｡ "馴れ

し匂柚に経ち有もの'' (下手奥へ歩行,両手で袖をす くい

とり"袖とり〝.左まわりして上手方向へ向き,ポーズとな

る｡右まわりして下手奥へ向きながら両袖 (辛)をゆっく

一 女立ち

(72コマ:4秒)

り下ろす)(全体構造〔4〕-(3),図22,23-(1)(2).図28-16)｡

r入羽Jは,"サーサー ションガネー ションガネー〟

の-ヤシことばと､､後奏〟とで下手奥へ歩行 ･退場する(全体

構造〔5〕,図23-(2),図28-､､人羽〟)｡

以上のように ｢入羽踊り｣は や終結部〝の踊 りとして,

｢中踊 り｣で中央奥地点に位置した ､､女立ち〝から正面へ移

動 し,下手奥と上手前の対角線上に戻って,次第に終って

いくという表現運動の終止の形となり.さらに,この踊り

部分の｢"わびしき〝をかみしめながら--でもあなたの匂

いをこの袖に移 してありますもの･･･.･･という熱情の高まり

をおさえて耐えていこうとする女のさりげない表情｣が表

現され ｢希望を捨てない,しぼんでいかない心情｣を内容

とし表現 していると解されよう｡
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図2l-〔4〕･｢入羽踊 り｣～(l)始動
(202コマ :ll秒22)

図22-(2)左まわり- 下手奥 一上手前の対角線上-歩行 下手奥向 き

(254コマ:14秒J4)

図23-l～(3)袖 とり(snudltui)
し2399コマ:133秒22)
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_- _: ::i -: : - -_㍉ ∴ _
17606 17654 17748

図23-2 袖 とり

cc9763972587 18032 180良) 1812818204･18254

(3) 表現運動の形式

ひとまとまりの動 きの開始か ら終止までを動 きのフレー

ズと呼び,このフレーズを表現運動 ととらえてその形式を

検討 したい｡

r出羽踊 り｣の節① フレー ズは,｢女立ち-始動-歩行

～左足つき｣(図 3,284コマ :約21秒).節② フレーズは ｢左

まわ り一姫行一五二まわり｣(632コマ :約35秒),第③ フレー

ズは ｢左ガマ ク入l)～左糾つき｣(図 4.294コマ :約16秒),

第④ フレーズは ｢イ''ガマ ク入り-右科つ き｣(図 5,266コ

マ :約14秒).第⑤ フレーズは｢左まわ り～歩行一左まわ り

一女立ち｣(図 6,7,372コマ :約20秒)であ り,｢出羽踊

I)｣は 5つの動 きのまとまりをもち,踊 りは,､､女立t/'で

開始 し,小港本立ち′′か ら "女立ち〟で終止する形式をもつ｡
7)

これは ｢かぎやで風｣ と同一形式の表現遊動の展開 とみ ら

れるo

r中肘 )Jをみると,節① フレー ズは ｢女立ちで ､､三角

目付〟 を行なう｣(図 9-1､ 2.図12-1, 2.2965コマ

:約 1分14秒).第② フレーズは ｢､､まくら手〝の動作 を右,

左 と行ない,両手をもちあげてこね リ押 しあげ "け- し辛〝

"こね I)手''-女立ち｣(図1011, 2､ 300コマ :約16秒､

図11-(1ト(4)(696コマ :約38秒),図36-(1ト (13),図37-

(1ト (14))とな I),この(王X≧)フレーズは,"女立ちで開始 し

女立ちで終止〝する形式をとっている｡

また,"月見手〝をみると,｢"月見手〝～ポー ズ～座る ･

立つ～正面へ歩行～左岨つき｣(Eg]17-(1x2), 258コマ :約

14秒),(図17-(3)375コマ :約20秒)(Eg]17-(3)(4)288コマ

:約16秒)｡次いで ｢左まわ り-､､月見手〝を解 く-中央奥へ

向く｣(図171(4)167コマ :約 9秒)であ り.この ｢中踊 り｣

下手奥へ退場 ｢入羽｣

(648コマ :36秒)

の表現運動 も ｢出羽踊 り｣ と同形式で踊られている｡ また,

r入羽踊 りJ も同一形式の表現運動で踊られる｡

以上のように.表現運動の形式は,(l)｢女立ち｣(基本立

ち)か ら開始され,｢女立ち｣(基本立ち)で終止する｡(2)

ひとつの表現動作 (振 り)を一定の形で定位に保持 したま

ま歩行 し.左足でついて動 きの流れの区切 りをつける｡(3)

｢左 まわ り～歩行～左 まわ り｣ とい う体の向きをまわ り動

作で変え次の動作はまわって体の向きをかえてか らは じめ

る｡はっきりした区切 りと原則性 をもつ｡(4)表現動作は主

に左手で行なうが,｢左ガマ ク入 り～右ガマ ク入 り｣,｢右

手枕 一 左手枕｣,｢左抱 き手 一 右抱 き手｣ という異時的

シメ トリーの形式で表現動作が行なわれる｡(5)表現運動の

区切 りをつき足でつけ-上体 を正常位に戻 してから次のま

わ り動作に移る｡(6)ひとまとまりの動 きの開始から終止ま

での継続状態の時間が長い｡(7)運動の開始は体の中心部に

力を集約 し下降する動 きでは じまり.運動の終止は力の押
7)

しだされる極限で止める｡(8)垂心は常に一定の高さに保持
7)

され床 を足妾で摺 ってjL'行する摺 り足の移動形式をもつ｡

(4) 動きの リズム,速度,強弱,方向,長さ

"出羽〝の歩行 btep)は,約40コマ :ほほ2秒余 とみ ら

れ,"入羽〝の歩行は,約14コマで 1秒足らずの速さとみら

れよう｡踊 りの歩行は各表現運動によって異なるが,およ

そ,48コマ～52コマ とみ られ 2秒半か ら3秒の長 さでstep

が行なわれるとみられるが,部分によっては 4秒の艮さと

み とれる場面 もある.つき足は,右膝 まげが約27コマで 1

秒 余,右足の摺 り出 しと体の前方への押 しだし動作が約

72コマで約 4秒 程 度 とみ られよう｡但 し,これら部分の
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時間的経過は.各踊りの流れによって異なり必ずしも一定

ではないCまた,表現運動(ひとまとまt)の動き)の区切 り

の長さも一定ではなく不規則性であり,楽曲の区切 りによ

って動きの流れと継続時間がきめられていき,音の小節の

小単位で明確に区切 りをもたせる柏節リズムではなく,ひ

とまとまりの表現運動の中に起状をもたせる定量 リズムと

解される｡

速度は非常にゆるやかで下降する動作の下方へ働きかけ

る力と顔面のアテによる瞬間の静止状態によってアクセン

ト感をもたせる｡引く･下降する動作 と押す ･上昇する動

作で表現運動に起状をもたせ強弱感と表情をかもしだす｡

動きの方向は常に前方で,料 (およそ45度の角度)から下

降しつつ前方へ押 しだす方向性をもつ｡特に,上体の動き

の方向性は,頭部の中心点 (顔面の中心軸)と両肩の水平

線の末端 とを結ぶ ｢三角形｣の形態 (Deslgn)を保持 し,

上体の向きは顔面と両肩の有機的結合体 としての ｢三角形｣

をくずきないために,常に同一方向へ向けられるという特

性 と原則性をもつ｡

表現運動はゆっくりした歩行を伴い直線上での量感の狭

いものとみられ,踊り動作は単純な形を保持することの継

続であるために,空間的な広が りの少ないものだが,体の

中心部への力の集約 と,下降し"思い入れ〃をする下方へ

働 く力と前方へ押しだす力,および上体の一定のDeslgn

によるコントロールきれたものであり,内面追求の深い繊

細な感情表出性 といえよう｡

動作がゆるやかに重心を定位に保持する表現であるため

に必然的に 1動作の時間的流れの状態が長 く,ゆっくり変

化 していく漸次性で展開されていく舞踊時間の構造をもつ

といえよう｡

(5) ｢三角目付｣の手法の比較

① 〔a)の視点 (顔面移動)について

〔a〕(図 9-1, 2)の視点 (顔面)移動経路は,視点

① (基点)からやや上方への顔面移動 ･視点② (視点A)

で止め.顔面 (視点)をまわし③,下方へ移動(彰 (基点),

右方-移動⑤,上方へ移動⑥ (視点B),顔面をまわす⑦,

下方へ移動(臥 左方-水平線上の移動⑨ (基点(丑を通過す

る).上方-移動⑲ (視点C),顔面をまわす⑪,サッー

と視点① (基点)-戻す⑫｡という方法で行なわれる｡ま

1=.視点A.B,Cでの顔面をまわす方法は,｢空間の平

面上へ円を描 くのでなく,踊 り手の顔面面積内でタ円を描

く,踊り手の内側-巻き込むようにして顔面 ･視点をまわ

す｣という去境名佳子の説明が加 えられた｡なお,この

｢三角目付｣(さんか く･みぢち)に対する解釈は,｢､､サン

カタ〝 という幾何学的な形体を意味するのでなく, "ミス▼A
ミ〝(三つの角)という観点をもち,視点A,B,Cの三つ

の視点をみるために顔面を移動させるJとのことであり,

この視点と視点 ･顔面の移動催路の中に,女心の "わびし

き〝"なげき〝感情を表出することになろう｡｢三角目付｣の

時間は約1分37秒｡

② 〔b)の視点 (顔面移動)t三っいて

〔b〕(図12-1,2)の視点 (顔面)移動経路は,基点

① (正眼地点)から上方へ移動②,視点 (顔面)を､､あ〃の

字を描 くようにしてまわしながら基点①を通過して下方へ

移動する③ (視点 1),視点 ･顔面をまわしながら右斜上

-移動④ (視点 2)視点 ･顔面を内側へまわして.左横へ

移動させる⑤ (視点 3)視点 ･顔面を内側へまわして.視

点を移動⑥ (視点 1,③へ戻す),塞.古へ視点 ･顔面を戻

す⑦ ｡という方 法 で行 なわれる｡また,ここでの視点 ･

顔面をまわす方法は,｢毛筆 (普通)の筆先の流れに従 う

ようにしながら必然的な流れと力点をつ くって視点と移動

経路が形づ くられるということである.Jとの島袋光裕の

説明が加えられた｡なお,｢三角目付｣に対する解釈は.

r視点 ･顔面の移動経路が結果的に幾何学的な ｢逆三角形｣

の形体を軌跡 として残す｣と説明していることからこの顔面

移動 ･視点と視点の移動経路のなかに女心の情念と"なげき′

感情を表出するということになろう｡｢三角目付｣の時間

は約 1分14秒｡

以上〔a〕,〔b〕の ｢三角目付｣の方向と "三角〝に対す

る解釈の違いをみてきたが,(a)の場合 "三角〝とは "三
寸̀′.

つの角〝で,いわゆる三つの視点A,B,Cであり,この

視点に目 (顔面)を移動させていく場合結果的に空間上に

三角形のような軌跡が残るということになろうし,〔b〕の

場合は,"目付〟(mりlChl) の経過が逆三角形の幾何学的

経路を形成 しつつ行なわれるOまた,その経路は重複させ

ないという観点もつoLかもこの〔b)では,②の点は視点

ではなく.目線を下方へ下ろすための経絡であるというこ

とである｡視点A, B.Cおよび視点 1. 2, 3の顔面の

アテは共通 した方法でなされているが,これらの視点から

次の視点,顔 面 の移動の ために行なわれる顔面のまわし

方に違いがみられる｡〔a)は視点A,B,C地点で踊l)辛

の顔面空間の中で内側-まきこむように顔面をまわす (図

9-2)といい.〔b〕は,基点から②-移動させ,(さから

③へ,③から④へ,④から⑤.＼ ⑤から⑥-,⑥から⑦

(基点)への顔面のまわし方は一端止めた視点から次の視

点に移すためのスムーズな流れを自然につくりだしつつ,
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歩み (walklng) 図25 女立ち→始動 (前面図)

図26(sfafd?.㌻ -市 警 m｡t.｡n) (側面図)

L J L i L i L i と 比 揖 ～ J U

図27- 1歩み (walklng)
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"三角〝という移動経絡を形づくっていくという方法である｡

以上の両者は"目付〝(みぢち)に対する感情表出性の内

容に特に違いは認められないように思われる｡また,実演

をみる側からの踊り手の顔面表情による感情表出性は印象と

してその方法の違いの差を明確に与えないという結果があ

るとすれば,手法の微妙な違いがあるということに止どま

るものであろう｡また,この手法の違いは踊り表現の質的

な差や踊 り内容の差を示しているものではないという解釈

函29
ガマク入 り

(gamaku.rl)

】938 2022 2106
2004 2040 2I72

図31袖あごあて

も可能であろうと思われる｡要は,この ｢諸屯｣舞踊によ

って表現しょうとする､､主題〝は何かの追求が罷要であると

思われる｡

(6)｢まくら手｣の手法の比較

この頃では,〔a〕の方法 (図10-1. 2,図11-1-4,

図36-1-13),と〔b〕の方法 (図13-1-3,図14-I

-2,図37-1-4)の 2つの ､､まくら干〟(makuradり

一<
.i
..

T.

t･･,,..)
,
..J5

図忘

I,I'-:i.,1
L=,I-.i,IJT+

I;
'･J1.I
.,
'･'1,

.+I:'1

(歩幅)

図32月見辛 (Chichlmldi) 図33 抱 き手 → こねり手 一 女立ち

(dacn1d■) (kesn-d】)

図34 袖とり (sudltUl)
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図36-1枕手重ね図 (a:異境名)
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図36- ll
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図36-J2 け-L手 ･こねり手(I)

図37l J 枕手重ね図 (b:佐藤)
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について.図で見とれるように,"まくら手〟ポーズに両手

を移動 させる "動 きの流れ〟の方法に手法の違いがみられ

るということの概要を述べることに止どめたいO

〔a〕(図36- I-3)は,両手を体側へ開いてあげ体前

で上下に掌を重ねるようにまる(し,右斜下に移動させな

が ら体を右斜に向け,上にもちあげて "まくら手〝ポーズ

となる｡(右手まくら)

〔b)(図37- l-4)は.両手をやや開き,右手を側面

か ら上げるようにして体前-移動,同時に左手を体前へ移

動 させ掌を上下にまるく重ねるようにし,上へ もちあけて

から ､､まくら手〝ポーズとなるO (右手まくら)

さらに ､､左手まくら〟は,〔a〕(図36-6-10)は両手

を体前で合わせるようにしてからほぼ "右手まくら〝 とシ

メ トリ-な経路を通って行なわれ,〔b〕(図37-8-10)

は,体前で両手を合わせるように して,そのまま上へ もち

あけ,てから ､､右手まくら〝 とシメ トリーな経路て行なわ

れる｡

以上のように "まくら手ポーズ〝になる両手の動 きの流

れ とそれに伴 う身体の向きに微妙な違いがみられるが,両

者の "まくら手ポーズ〟には何 ら違いはないとみられよう｡

また,この "まくら手〟の動 きの終止 (け- し手 ･こね l)

辛)に両手の使い方の微妙な差がみられる｡〔a〕(図36-

11.12)ゆっくり右手を上にあげてから両手を同時に顔面

横でこねる｡〔b〕(図37-ll-13)は,ゆっくり右手を上に

あけなから左手をやや顔前上に移動 させた掌をやや前方へ

右輩を顔面方向に向けてから掌を左方へまわしこねる｡ と

いう違いがみられようO ｢まくら手｣の所要時間は〔a〕が

約 1分 4秒,〔b〕が約47秒｡

3 舞踊空間の構造

中JA:炎 (後JT=llll)

正 llrl(llJ火llTJ)

図28｢諸屯｣の舞台上の移動軌動概略図

[出羽]登場､踊 りの開始 (前奏)

1.女立ち ･出羽終止､ 出羽踊 り の開始 (フレーズ①の

開始) (敬)

2.左足つき､左まわり (フレーズ①の終止､フレーズ②

の開始)

3 左まわり･ガマ ク入J)(左 ･右)左まわり (フレーズ

②の終止､フレーズ③の開始 と終止､フレーズ④の開始)

4.左まわり･女立ち (フレーズ④の終止､｢出羽踊り｣の

終止､｢出羽踊り_V)後奏の開始)

5.女立ち (出羽踊 りの後奏の終止､｢中踊 り｣の開始 ･始

動 ･左まわり女立ち (前奏)

6.女立ち ･三角 目付 (フレーズ①の開始と終止)枕手(左

手､右手まくら)け- し手 ･こね り手 .女立ち (フレー

ズ②の開始 と終止)袖 ･あこあて (フレーズ③の終止)

7.袖 ･あごあての終止 ･左足つき､左 まわり､ (フレー

ズ③の終止､④の開始)

8.右まわ り･指 くみ､左まわり (フレーズ⑥の終止､中

央奥へ歩行) (間奏)

9 左まわり･月見手 ･座 りポーズ(フレーズ⑤の開始)

10.月見手の終止 ･左まわ り(フレーズ(9の終止)中央奥-

歩行

ll.左まわ()･袖あわせ ･ガマク入り (左右)左まわl)

(フレーズ⑥の開始 と終止)

12.左まわり･抱き手(左斜上､右斜上)､け-し辛 ･こね
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I)手 ･女立ち(フレーズ⑦の開始と終止)｢中踊り｣の終止

13.女立ち ･始動 ｢入羽踊り｣の開始(フレーズ①の開始)

14 左足つき ･左まわり(フレーズ(丑の終止､②の開始)

15.角切 り･左まわり(フレーズ②の終止)

16.袖とJ)･ポ-ズ､右まわり(フレーズ③の開始)

｢入羽踊り｣の終止 け入羽｣退場､踊りの終止l(後奏)

(り 舞台の平面空間

舞踊の桃成は舞台平面上で踊られる動きの軌跡によって

とらえられることから舞踊空間の最も基本的な空間構成を

みることになるOこの舞台空間の広さや性格をみると.本

稿でとりあけた2個の舞踊はカノプチ舞台上に所作台 (約
In 111 1い

540×540)を置いて踊られており(図28)その広さは西平

の ｢沖縄の踊りの舞台の広さは三間凶角｣にほほ一致 した

広さの舞台平面空間で踊られたとみられよう｡また,舞台
9)

上の性格を小林によって解釈すると, ｢舞台奥は過去,症

縮,消極.噌さの性格をもち,舞台前面は未来,強調,樵

檀,明るさ｣の性格をもつことになる｡この舞台平面の性

格を含めて ｢諸屯｣舞踊の空間構造を検討 したいo

(2) 舞台上の移動軌跡

｢諸屯｣舞踊の舞台上の移動軌跡の概略図を図28に示す｡

但 し往復の複雑な線の重なり合いを省いた｡r出羽｣ ･登

場 (踊りの開始)は下手奥から舞台中央部へ,r入羽｣退

場 (踊りの終了)は舞台中央部から下手奥への斜線上の移

動形式である｡r出羽踊り｣は下手奥と上手前の対角線上の

往復で踊られている｡但 し､"ガマク入り〟 (左 ･右)とつ

き (左斜前 ･右斜前)はこの対角線上での斜線を描いて行

なわれる｡つまりほほ上手向きと正面向きのつき足となる｡

一応 ｢出羽踊り｣①-④ を踊った後,｢後奏｣で舞台中央部

へ進み,左まわりして舞台中央奥へ向いて歩行 し,舞台中

央奥部⑤で "女立ち〟となり ｢出羽踊り｣を終了するo

r中踊りJは舞台中央奥で左まわりして正面向きとなり,⑥

て ｢三角目付｣と ｢まくら手｣を行ない,さらに左手で袖

口をつかんで ｢袖 ･あごあて｣(図15-1-3)のポーズを

とり,そのまま正面⑦の地点まで進み,左まわりして⑧地

点で ｢枯 (み｣(図15-4,16-1-3)動作 とポーズ,さ

らに中央奥へ向いて歩行,⑨で左まわりしながら ｢月見手｣

(図1712-3)動作とポ-ズとなり,座る,立つ動作,

｢月見手｣のまま正面へ歩行,⑲ (図17-4)左まわりして

中央奥へ向き歩行,⑪ (図18-1-2)地点で左まわりし

て正面向きとなりながら 小左ガマク入り〟左斜つき "右ガ

マク入 り〝右斜つき,左まわりして中央奥へ歩行 (図18-

3,19-1-3,図20-1-4)⑫地点で左まわりして正

面へ向いて "抱き手〟左斜上 ･右斜上,その場でけ- し手

･こね り手 ･女立ちとなり ｢中踊り｣を終了する｡｢入羽

踊 り｣は.⑫ と同一地点⑬ (図21)で開始され,正面へ歩

行⑭ (図21)左まわりして上手奥方向に向きをかえて,下

手奥から上手前-の対角線上まで歩行,対角線上で左まわ

りして下手奥-向き⑮ (図22) ｢角切 り｣,｢出羽踊り｣の

移動線上を下手奥へ向いて歩行.⑬ (図23-1, 2)地点

て 小袖とり〟動作ポーズて上手前に向き右まわりして,下

手奥へ向いて歩行,｢入羽｣･退場 と,｢諸屯｣舞踊が終了｡

図28からもみとれるように踊りは,下手奥 と上手前への

対角線上の往復と,舞台中央奥部から中央前部への直線上

の往復で踊る空間形式である｡対角線上での表現は,身体

の側面部をみせる立体感の効果的表現形式とみられ, ドラ

マチックな展開と解されるOまた,舞台中央部の前後の往

復は.舞台奥で内面的な "思い〟の感情表現をしたのち､

各象徴的表現動作のかたちを保持 したまま前方へ進んでく

るという, 表現性の強調てあるとみられるO舞台奥でこの踊

りの主要な表現 ｢三角目付｣｢まくら手｣｢袖 ･あごあて｣

｢月見手｣｢ガマク入り｣｢抱き手｣が行なわれており,これら

の表現は,内面感情を表現するが故に消極的場面で行なわ

れると解され この感情の高まりをより強調するために象

徴的ポーズのまま前面部/＼歩行する形式となるというみ方

ができよう｡

一定の位置から次の位置への移動の方法は.摺 り足でゆ

っくり "歩行する〟移動形式であることも表現特性のひと

ってある｡

また,舞台平面空間の移動形式を次のようにみることが

できよう｡すなわち,踊り全体の移動の方向性は,線上の

歩行による力の極限で止めることによる無限への延長性 と

みられるが,まわりこむという方向性は常に舞台中心部へ

の求心的な働きかけによる内側-力を集約しょうとする空

間感とみられ.舞台の外へ力を発散しない,中心地点 (内)

への力の集中性 と凝縮性を示すものと解されよう｡したが

って表現運動の流れに融合された安定性 と深みを強調する

空間形式といえよう｡

(3) 舞踊における ｢歩く｣行動

舞踊における ｢歩く｣行動を ｢表現上の移動 を目的とし
9)

ている場合に用いる行動｣と ｢歩 くこと自体を目的とした
9)

表現上の行動｣の 2者で検討すると,｢諸屯｣舞踊における

｢歩 く｣行動は ｢歩 くこと自体を目的とした表現上の行動｣

とみることができ,この歩 く行動は ｢内容に付随している
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9)
歩法｣であるととらえることができよう｡島袋光裕の ｢無

駄な手を省いて最小限の振 りで最大の効果を現わす｣とい

う ｢古典女踊 り｣の特性と関連づけた場合 やわびしき州さ

びしさ〝などの踊り内容の内面感情を踊り手の内にひめ,

また,内面感情を追求しながら ｢歩 く｣ことで表現すると

いう歩法的技法が生みだされたともみられる｡したがって
7)

｢歩きながら表現する舞踊形式｣といえよう｡

(4) 動きのレベル (水準)

この踊りでは (図29,図31-35)でみられるように表現

動作における動きのレベルは,｢背のぴしたり｣｢トウ (つ

ま先)で立つ｣｢跳びあがる｣ことはなく,高い位置の動き

は正常位(BasIC BodyShape) の高さで,図33の "ま

くら手〟の終止の "け-し手〝で両手を上-押 しあげる,

および図35の "指 くみ〟動作の両手を上へ もちあげる,動

作の手の高さとみることができるO低い位置の動作は図32

の "月見手〝のまま両膝をまげて座る｡ポーズにみられる

が,膝を床につけない低位の動作が "足裏以外は床につけ

ない〟 という表現動作の特性 ともみられよう｡また低い位

置の動作は腰部の深い収縮 と膝の深い曲折と腰部の転移に

よってつ くられるアンダーカープを描き,身体を正常位に

戻す動きの移行がオーバーカープを描 くO腕 ･手の移動は,

両屑の水平線と頭部 とを結ぶ三角形の保持 と身体の中心部

の収縮 と弛緩によるコントロールによって操作され垂直に

伸び切ってあげることや 180度開 くことはない｡したがっ

て,動きのレベルは正常位で立つ,両手を押 しあげる,両

手をもちあげることを "高位〟 とし,右膝をまげて左足を

斜前にだした や女立ち〝の状態をほぼ "中位〟 とみ,膝を

深 くまげて下降する動作および両膝曲げで座るポーズを

"下位〟 とする高さの水準と示されよう｡

ⅠⅠ 運動のスタイルの分析

(EfforトShape-Ana一ysis)

l, 基本の運動のスタイルの性格(EfforトSape-Wards)

基本の運動のスタイルの性格をみる単語 (Wards)は.
t3日1)

ラパンのEffortによる"Effort-Shape-Wards〟のモデル図

および次に示す 4つの対応する運動の方法とこの運動から

生みだされる8つの基礎的動作に分類される｡

Effort-Shapewords

(1)DlreC t- Flexlble (2) Strong- Llght

真直な---曲がった 強い-- -弱い

(3) QulCk- Slow (4) Bound- Free

速い- --遅い 束縛された-自由な

1 glide
(すべるよ

うに進む)

2 pre s s

(押さえる)

3 wrlng
(ね じる)

4 slash

(めった切

り)

(呂gheW:t

(言望wcntg

(…lte:.:Lbgle

(憲

5 dab

(軽 くたた
く)

6 float
(浮かぶ)

7 fllCk

(軽 くうち
払う)

8 punch

(打つ)

WEICHT

Erfort-sna°ewordsのモデル図

これらeffort-shape-wards によって ｢諸屯｣の運動

のスタイルを分析してみることにしたい｡

踊りの基本的な運動のスタイルは,ほぼpress(押さえる),

wrlng (ねじる),gllde (すう一つと動 く),dab (軽 くた

た く),float(浮かぶ)の五つに分類される｡"press〟,

､､wrlng〝は基本的な身体の形態(basIC bodyshape)の原

則をつ くり,重心を定位に保持する や押え〝,動きを拘束

(コントロール)する "腰使い〝 (ガマク入り)と腰の範

移,まわる動作などの腰部の収縮による "ねじり〟で基本

的な運動のスタイルとしてあげることができる｡歩行にお

ける "摺 り足歩き〟:､っき足','小女立ぢ′などの足の摺 り出しと

下降した状態から上昇する身体の移動などは"gllde〟の運

動のスタイルをもち,"手のアテ〝"面アテ〟などによる瞬間
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的に動きの流れを止めた状態や,上体の傾斜と顔面の向き

の瞬間のアテなどは'､dab〟の運動のスタイルをもつとみら

れ,両手のあげ下ろし,手のこねり,など上肢の動きの流

れは解繁によるなだらかな曲線を描 く"float〝 の運動のス

タイルをもつといえよう｡

2 運動の形式 (基本的な運動の方法)

川 基本の姿勢 (正常位)basICbodyshape

基本的な姿勢は,身体を貴直に背すじを伸ばして立ち,

膝をややまけ,身体の中心部 (ウエス ト)を収縮させる

(ConstractlOn),そのために上体 (胸部.両J乱 あご,顔

面,豆網 目 がやや前方に傾斜されたかたちとなり, El線が

正眼地点 (体を垂直に伸ばしたときの目の位置)よりやや
7)

下方に向けられる｡男踊りが正眼点のままとすれば,女踊り

はその水平線上よりやや下方に視点をおくことになる｡

(図39-40)

(2) 基本立ち ･女立ち(basICWOmanStandlng)

基本の立ち方は,基本的な姿勢を保持 LT=状態で,(9右

妹を外に向けてまけ.②左足を左斜前方へ摺 り出し,③か

がとをつけて足先をあげる (図27-2,図39-(1ト (6))㊨

両肩を渚として力をぬき(9両腕は力をぬいて体側におく｡

(3) 歩行 (あゆみ ･足の運び) wolklng

図24,26,27でみられるように,基本の姿勢を保持 した

まま足妾で床を摺る 小摺 り足〟歩行をする｡ ､､足先一足衷
7)

-かがと〟の順に床を摺って足を運ぶ歩法は男踊りと共通

だが,上体をやや前方に傾斜した姿勢で歩行が行なわれる

ので,下方への力の働きかけ(press)と前方へ押 しだす力の

作用か足を遊ぶ (gllde)ことになり,重心を定位に保持 し

た直線上のなだらかな ､､あゆみ〝の美をつ くっていく｡そ

の他足の運Lrについては男踊りの原則と共通しているとい

える｡

(4) 始動(flrStmOtl0∩)

基本立ち (女立ち)から右足に重心を移行させながら右

腰部を収縮させ.左斜前に出した左足の膝を内側へ.左足

先を味につけて右に向け,上体をゆっくり右に傾斜させて

顔面をやや左に向ける｡ (wnng,press)この "始動〝は

動作の開始の基.宙であり導入的作用をもつ時間的に短い動

作であるが,次の動作への力の集約であり,歩行(step)杏

スムーズに行なうための重心の移行部分でもあるが.特に,

"女踊り"の場合,単なる運動の形式でなく.踊り内容によ

ってこの部分が感情表現を伴 う身体的表情をだすための

重要な意味をもたせる部分でもある (図25,39-(7))｡した

がって,｢諸屯｣舞踊の ｢出羽踊 り｣の開始のこの"始動〝
(

｢(ウ ノチャキール動作)は "心に深 く〝"思い〟があっても〝
臼:2)

という内容を関連づけて感情をこめて行なう｣といわれ,｢深
1生3)

刻に深 く十分 ､､思い入れ〟をしてでる｣ という説明が加え

られる｡

(5) まわり方(tarnmg)

まわり方(A) (flXedbaseandpIVOt)

①腰部左の収縮(press)と動作の下降を伴い左足先を外

-向けて左膝をまげて出し,②左足を軸にして右足を左足

の前を通 して足先を進行方向に向けて出し,腰部の転移 と

動作の上昇による方向の転換,③右膝をまけながら重心を

移し動作を下降 し,wrlng,PreSS左足かがとをずらして足

先を進行方向にむける(pIVOt)｡まわり方は四角は円の原理

に基づ く｡

まわり方(B) (flXed base pIVOtandbasICStandlng)

まわり方LA)の(王×さを行なって方向を転換し,右膝をまけ,

左腰の収縮を動作の下降を伴いながら行ない左足を左斜前

に摺 り出しかがとをつけ,足先をあげて "女立ち〃となる｡

(6) つき方 ･つき足 pushlngOut

一連の歩行による表現運動の極限はつき足で区切 りをつ

ける｡

(D右膝を深 くまげて出し,腰部の収縮 と動作の下降.上

体をやや右に傾斜するwnng press,②左足を床を摺 りな

がら前方へ押 し出し,かがとをつけつま先をあげる(gllde

float)③前方-体を押 し出しながら左足に重心を移行させ

つつ,右足を左足かがと-引きよせる(press.gllde),④

上体を正常位 (基本の姿勢)に戻す｡

(7) アテ ･アテフア (面アテ.面カケ,手のアテ)

アテ(atュ)とアティ7ァ(atlf云)は同義語に用いられてい

る｡手首をアテてその反動(はねかえり)で手をこねる｡面ア

テと面カケも同義語に用いられている｡体の向く方向に顔面

がむけ (アテ)られ,視線 ･視点も面の向きと一致する｡下

降する動作の上体 (両肩)の傾斜と比例して面がかけられ

る視点は下方｡ (頭部の中心軸 と両肩の水平線は三角形を

(注2)3)島袋光裕の技のことばと説明
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保持 した有機的連関性をもつ)0 ､､面使い〝はアテがあると

いい,表情をつ くる｡ "面アテ〝は自然の表情の意｡ "あご

あて〟は ぐっと首をかしげる場合に用いられ,あごが強調

され顔面の中央点はあごであるという意味を示す.したがっ

て"面をかける〝ことは "面アテ〝であり "あごあて〝でも

あり,視点の方向でもある｡このアテは瞬間的に手や面の流

れを止める(dab)で軽 くうつような感 じにする微妙な枝の

アクセントのひとつ｡｢三角 目付｣は面アテ (視点)による

顔面表情の代表的手法である (図 9-1)0

(8) ガマク入 り･腰入れ(gamaku=1)

腰部 (左,右.中央部)の収縮canstract10nであり,腰

部の転移 (ずらし)でもあるO

踊 りの中では深 く右膝 をまけて 腰 を収縮 させ,上 体

を左 に傾 斜 させ,左足を左方へ摺 り出す "ガマク入り〝

劫作や,"袖あわせ〝とガマク入り〝などがこの ､､ガマク入

り〟を強調しつつ表現動作の一つとして深 く感情を表出す

る振 りにみられる(図29)｡また,この "ガマク入り〝は,
7)

｢かぎやで風｣で説明したように,身体の中心部に力を凝

縮する "たたみこむ技〝の根源であり, "重心を一定に保

持する州上肢,下肢の動きと流れを拘束し操作する〝など

の基点 ･軸でもある｡したがって,踊 り動作のすべてはこ

の "ガマク入り〝によって一定の原則性を生みだしている

といえよう｡

例えば "まわる〝ことは,体の中心軸によって体全体を

まわすのでなく "腰 で まわ す〝 という表現がなされ,ま

た "足拍子をうつ〟ことは足と足先の技法ではなく,"腰で

うつ〝 といわれる｡この "ガマク入り〝は下腹部を緊張さ

せ,上下肢をゆるませ,動作をねぼって､ゆっくり.漸次

的に変化させる.技のやわらかさや安定性を保持させる身

体の中J島･軸である｡(press,Wing)

(9) 上下肢の動きの移動範囲

図30は,下肢の移動範囲の概要を示すo l歩の歩幅はほ

ぼ 1足長で,､､っき足〝,"ガ マク入り〝動作などの足の摺 り

出しはほほ 2足長にも及ぶ歩幅となり,これは膝のまげの

深さに比例 して押しだされる歩幅である｡基本立ち "女立

ち〟も,右膝のまげの深さに比例 して左足が押しだされる

るがほぼ 1足長半の距離に左足が位置するとみられる｡上

肢の動きの範囲は空間構造の動きのレベルて触れたように,
7)

両肩の水平線をくずきない高さに手があけられる｡

上肢,下肢 とも膝をややまけ,肘をややまげて,伸び切

ることはない｡上肢の技 (動き)は両肩の水平線に沿って

横に伸びきることはなく.常に体の前方で動作される｡手

は硬直させ伸ばし切ることはない常に解緊状態でやわらか

いカープを描いて流れをつ くる.(float)(図38)

(注4)

(10) け-し手 ･こねり手(kJeshldT .koneHte)

両手の "け-してい〝は,一連の動作のしめ くくりに使わ

れる動作で,一段または一節の終 りを示す動作であり,表

現動作の終止に用いられる｡｢諸屯｣では,"まくら手〝の終

止の部分 と "抱き手〟の終止の部分にこの "け-し手〟が

用いられている｡

方法は次のように示される (島袋光祐の説明から)

①ていもちゃぎてい (tT muchagltl)

②け-ち (ke chl)

③かみてい(うしあざてい) (kamltl.uShlagltl)

⑥ うるすん (urJSun)

①手をもちあげて

(診こねて

(卦押しあげて

④下ろす

(川 主な表現動作

｢三角目付｣(さんか く･みぢち sankaku mlJlChl)

や女立t;のまま顔面 (視点)を3点にrlllけながら面アテによ

る内面感情の表出をし,顔面表情をつ くりだすo"なけき′′

"わびしき〟､､さびしさ〝などの感情をこの形に凝縮する.無

表情の表情でスタティックな, その場での表現 (図 9- 1,

図12-1)0

｢まくら手｣(まくらでい,makuradl)

左 (右)掌を上に向けて耳もとに押しあで女立t;'となり,

右 (左)掌を上にして体前石斜下におき身体をやや後方に

傾斜させて顔面 (視点)を右斜上に向けたポーズ｡枕をあ

てがっているような表現 (図36,EgI37,図40(3)～(6),図10

- 1-3,踏11-1-2.Eg113-1-2,図14-1)
(臼三5)

｢袖 ･あ二･あて｣(sudl,aguatl)

IO)
(注 4)この ｢け-し手 ･こねり手｣は,芸術祭総覧には ｢かえす手｣となっているが,手をこねりかえすという意

味に解してここではこの名称で呼ぶことにした｡

-156-



金城光子 :沖縄の約 r)の表現特質に関する研究 〔2〕

図38 女踊 りの手の形態 (Basic hand positlOn)(C.･島袋)

図39 女踊 りの姿勢､立ち方､まわ り方､重心の移行の基本の形 (Body shape)(C:砧袋)
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まくら手

図40 両手､指の形 Hands and finger deslgn (C :島袋)
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汁- し辛 (kcsnldl)
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I ＼

川 (2) (3) tLIー (5)

左まわ り (前方よ り後方-)

-_■ー ノ■ー ノ

左まわ り (後方から前方へ)の形

一■■

左ひざまけ.右足右斜前へ摺 りLlけ足

図41 脚､足のポジション(BasIC foot poslllon)(C:島袋)
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左手で袖をつかみ,体前か らゆっくりあごにあてる表現

(図15-1-4)

｢指 くみ｣(yublkuml,kumltT)

両手を身体側から斜上にゆっくりあげ掌を合わせ るよう

に して指をくみなから体前下に下ろす表現 (図16-1-3,

図40-(1)(2).図35)

｢月見手｣(chl Chl ml dl)

親指 と人差指先を合わせて顔面上方にか ざし掌をや や前

方に向ける｡この手の下か ら月を眺めるとい う表現 ｢親指

と人差指先を合わせた結果による円い空間は, まんま るで

な く,やや横に細長い空間で,この形を ､､鳳風の眼〝 をつ

くる′′という表現でなされてきているO (.FJJ袋光裕の解説)

(図17-2-4.図32,図38-10)

｢ガマク入 り｣(gamakulrl)

両手を体側におき. または両手で袖口をつ か ん で 体 前

で合わせたまま,右 (左)膝 を深 くまけて左腰部を収縮 さ

せ上体 を左 (右)に傾斜,顔面は右斜下方に向ける,左

(右)止を左 (右)斜前プブン＼摺 り出す｡次に収縮 された左

(右)腰部を定位に保持 したまま左 (右)斜前に上体の方

I.'りを転換させtEL･が ら腰部の臨 多を行なう｡"内面赦177の思

い′′を深 くこめた感情表出 ､､,l且い入り''で.呼気のIL支い表

現動作てあるo ([･J)4, 5.12日8-1, 2.rZ)29)

｢袖あわせ｣(sudl 云shl)

左イ]'FlfJ手で袖口をつかんで左手をやや下右手をやや上に

して紫を下にIT'‖ナて休前下で押さえた手の表現,佃.しこの

動作は下肢のまげと腰部の収縮 を伴 う (図 4, 5,図18-

1-3,図29)

｢だき手｣(dachldl)

この動作は上.-;Llの ､､カ マ ク入 -)''動作と同時に左右斜J

にILEり手をあげてポー ズとなるD

イlF榛をまけ/]･:憎の取締lとといこ左他を左斜前に摺 I)た し

ながらILlり手を体側か ら休Ali7日こ曲線的になT=らかに下ろす｡

この時手首 (千)は解紫状態,そのまま腰の転移にのる上

体の方向 (/]･_斜前)をかえ,左'姓にL頚も心を移 して右足を左

足にそえつつrlliJ手をス- /と/i-.1斜上にもちあけ恥ひ順の収

縮 と瞬r別的なtLJい呼'j(とともにriIJJ手,肘を内側にむけてし

め,執61日ま糾 卜.)j--Il.=ナるOいわゆる呼気による枝の lLめ

とアテを行tJ:うO次いて{111luへ行なう｡ (図19-1-3,

図20-1-2,図33,図40-(9)()0))

(IZ) 辛,足.身体の形 (被験者 :島袋光祐)

図38に 小手の形′′を示すO

図39に基本的な ､､Bodysna.pe〝 を示すO

図40に ､､両手の形〝 を示 した｡

図41に 小足の形〝の概要 を示 した｡

ま と め

本研究の 目的は,沖縄.の踊 りの表現特質 を解明すること

である｡今回は第 2報 として古典舞踊 ｢諸屯｣(shudun)

をとりあげた｡方法はフイルムによる動作分析的手法を用

い,舞踊作品の全体構造,時間的,空間的構造 をみ, ラパ

ンのEffortによる"Effort･Shape-AnalysIS〝 によって運動

のスタイルを検討 した｡

｢諸屯｣は古典女踊 りの代表的様式をもつ削 )といわれ.

｢女手踊 l)｣とも呼ばれているoまた.音楽,歌詞,舞踊表

現の総合体による内容の質の高い舞踊作品 ともいわれ,特

に ｢三馬 自勘 という内面感情 を顔面 (視点)表情で表現

する特徴のある表現手法を含んでいるC

踊 り内容は ｢女心の "わび しき〝､､さびしさ州なけき〝感

情 を表現する｣ ものて ｢出羽踊 り｣は ､､人恋 うる内面的な

､､思い''をこめた女の､､さび しい表情〝.｢中踊 り｣は､､なけき''

感情 を詩的に表現する女の情念 と語 り〝,｢入羽踊 り｣は

"わびしき〟 をかみ しめて耐えてい く女のさりげない表情〟

を表現 しているとみられる｡

舞踊作品の構成は大 きく ｢導入部｣｢主要部｣｢終結部｣の

三部構成であ り,主要部は ｢出羽踊 り｣｢中踊 り｣｢入羽踊 り｣

の三つの踊 りで構成され,｢仲間節｣｢諸屯節｣｢しょんがない

節｣の三つの音楽が用いられている.

踊 りの総 コマ数は (秒/18コマ ) 約 15421コマで約14分

28秒の長 さ,踊 りの全体像はフイルムの 6-24コマ間の14

26図描いた｡

踊 り構成は三つの音楽 ･歌詞によるが, これらは独立 し

た性格 をもちながら ｢諸屯｣舞踊の中に一連の内容 と一連

の時間的流れのまとまりをつ くり "女心の情感の表現〟 を

効果tcLLらしめている｡｢中踊 り｣(諸屯節)は舞踊作品の中

核 をなし,この舞踊作品の訴えようとす る表現内容の意味

が凝縮 された部分 とみられ,特に,｢三角 目付｣は動感の少

ないその場ての顔面 (視点)表情による "なげき〟感情 と

女の情念の表現 とみられ,｢諸屯｣舞踊の主題 と表現内谷の

膿縮 された表現形式であるとみられる｡

(注5)芸術祭総LE'L(10)に "袖あて′′とあるが,袖口をつかんでその手をあごにあてるという意に解 してここではこの

名称で呼ぶことに した0
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7)
表現運動の形式は基本的には男踊 りと原則性 を共通に も

つが.や女立ち〝(基本立ち)か ら t̂女立ち〝で終止す る動

きのフレーズをもつ｡体の向きは常に前方-向けられ,ま

わる動作で方向の転換 を行なう｡表現動作は主 として左手

による象徴的動作で表現 されるが,"まくら手〝などは,左

右対称に,異時的シメ トリーの形式 をとる｡

目線は無限の延長線上に向けられ,下降する動作に深 く

感情 を表出する "思い入れ〝(感情移入)をする｡動作の根

源は腰部の収縮(Contra=tlOn)による力の壌約による "し

めてい く〝ことにあ り,上下肢,上体の向き,重心の定位

と安定性,顔面の向きと表情など,表現動作を一定の形式に

つ くりあげてい く｡踊 りは内面感情 を内にひめ.内面感情

を追求 しなが ら摺 り足て ｢歩 く｣ことの歩法的技法を生み

｢妙 くことで表現する舞踊形式｣ といえよう｡

運動のスタイルの性格は主 としてpress wrlng gllde

dabfloatの 5つで,両手の動 きの流れは骨に解緊した曲線的

流れのfloatの性格をもつ｡これらの運動のスタイルが下降する

動 きと妙法 を生み ttたたみこむ〟求心的でゆっくりねぼっ

て展開する技を生みだしてお り,深刻で表情の囲い無表情

の表情 をつ くりあげているとみ られよう｡

沖縄の踊 りが ｢能｣の手法をか りたとしても,この踊 り

は能面を捨てて肉顔 (面)で能面 と同 じ表現効果 をだして

お り,独特な舞踊美を生みだしてきたといえる｡舞踊にと

ってどのような表現形式で踊るか という 小form〝の追求 も

さることなが ら,一定の "form〝で ｢表現する方法｣を生

みだ してきたことが重要であ り,その意味で沖縄の細 りは

独 自の､｣定の形式〟の中に人間感情を ｢表現する方法｣
を生みだ したがなめに,独特な "Orlglnal〝 す ぐれた技法

が生みだされ様式化されてきたということかできよう｡

付 記

本研究 をすすめるに当って多大なご協力とご助言をいた

だいた,其境名佳子 ･島袋光祐 ･佐藤太圭子の三氏に対 し

紙上 をもって厚 く感謝の意を表 します｡雌討手協力者の小橋

川哲氏,デー タ整理に当たった沖縄 キリス ト教短期大学の

国吉克紀子先生に対 し厚 くお礼申し上げます｡
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