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A Study on the Representative Features**
of Ryukyuan Dance (4)
-On the Classical Women's Dance "NUFA-BUSHI"Mitsuko KINJO*
( Received August 20.1983)

Abstract

The present paper deals with the representative features of a Ryukyuan Dance, "NUFA.
BUSHI", which is a kind of classical dance and one of the women's dances.
So far, as the previous studies, the investigated results on three dances have been
reported; "SHUDUN" (1976) among classical women's dances, and "KAGIYADEFU"
( 1975 ) and "TAKADERA-MANZAI" (1977) among the classical man's dances.
I. Methods
1. Photographing of all the performances of the dance on 8 mm film, 16 mm film and 36
nun film. The photograph was taken during the period between 1974 and 1982.
2. Drawing the dance figures and the whole dance movements in everyone or ten
frames by using a profile projector.
3. Counting all the frames of the dance, then numbering the pausal frames of the
motion, and calculating the time.
4. Making out a diagram of whole dance construction.
5. Drawing up constructional pictures of the classical dance of woman in
Ryukyuan dance and attempting to structure it with photographs.
6. Drawing up a shape figure of main dance motion.
( making a series of overlapping shape, particularly in order to recognize the
development of the gestures and the motions easily. )
II. Results and Considerations
1. The dance had 20, 570 sections in the 8 mm film and it took about 19 minutes and
2 seconds. "NUFA-BUSHI"usually takes from 18 minutes to 20 minutes. and it is
• Phys. Educ., ColI. of Educ., Univ. of the Ryukyus.
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the longest work among the classical dances of women.
( 2,509 pictures on the whole dance figures were drawn. )
2. The construction of the dance consists of three parts, as most of the classical
dances of women commonly do.
Those three parts are "NJIFA·UDUI", "NAKA·UDUI" and uIRIFA". Also, there
are two types of the movements on the stage for the classical damce of woman.
As far as the movements on the stage is concerned, "NUFA·BUSHI" belongs
to the type 2 as the figure 2 shows.
3. The contents of the dance is the expression of a woman's feelings; those are
loneliness she feels because she cannot see her lover, and the pain and desolate
feeling she has because she wants to see her lover strongly. This is performed
with the walking motion as the dancer rub on the floor. The dancer moves back
and forth on the diagonal line from the left corner to the right front of the stage.
He/she also moves back and forth on the straight line in the center of the stage.
The accompaniment music is the characteristic melody with the rylic of Ryukyuan classical music.
4. In the first half of the. dance, the dancer holds a "hana-gasa" in the right hand,
and in the latter half, he/she puts it on. Because it is performed with a
"hana-gasa". it is called "Hana-gasa Dance".
5. The costume is called "uchikake" a kind of uKimono" dyed by Ryukyu
Bingata of which the base color is bright red.
6. The dance has some characteristic motions and gestures. One of them is
called "SHIRAKUMU·DI" which is to make waving motion with hands. The
dancer walks at a quick pace while carrying the "hana-gasa" fixed in the right
I

side. "GAMAKU·IRI" is the motion that the dancer slightly inclines the
upper body and stretches his/her legs. The way of standing, "ON-NADACHI".
is also the charachteristic motion. "HAIYA·MATA." expresses the feelings of
grief. It is performed by inclining the upper part of the body with the
dancer's back toward the audience.
7. Generally, the movements of the classical women's dances mainly express feelings
and features of nature.
Particularly this dance is a long performance, slowly and elegantly expressing
the feeling of .love. The phrase of one motion is around 1 minute (60seconds ).
The slow motion can be pointed out as one of the distinctive features of this dance.

il>~o

*~~~,

•••

~hi~.§~~~~• • • ~~OO~~-.

M~~~~D~~~L~O)

OO@~~~~~, ~.~~O)~~~~&V.M

!iJJ ~, pg~tJ ~+,
3liififlFtl'1J O)m~& lj

~¥=~:v}~iJ:\ ~, f'F-~O):t1Jjp.x;,

~Uifi~ ~~;: '? V:l

-r ~[1 ~,

.mM.tt~.~~~~t~§~t~~~~~

o)~~P9~Hj:, tt~~mi IJ

O)r iJ':>~· ~~J!tJ,

r~

~~~~J&lj~~~~~O)r~~J.~O)~
f{tt~;: '? ~)~~~~, .1Mi00a1tm~~;:oo~~
JL'J!I!~~f§{Mfj:,
~ht(.o

-214-

• • ~lnmO)IZ9-T:m~O)ffR~~

金城：沖縄の踊りの表現特質に関する研究〔４〕

舞踊動作の筋放電及び呼吸パターンに関する
生理学及びパイオメカニクス的検討は，琉球舞
踊，インド舞踊，日本舞踊の表現リズムの比較
によってアジアの文化圏における民族舞踊に関
する特質性を解明する基礎的な要素を検討する
作業であった。

今回は，琉球舞踊の古典女踊り「伊野波節」
（ＮＵＦＡＢＵＳＨＩ）を対象に，その舞踊美の特
質性をみることにしたい。

(4)踊り図解表を作成し，踊り図の下にコマ数
を記し，①作品の総コマ数を数え②踊り動作
に一連の区切りをつけて，一連番号を付し，
動作と歌詞を記入した。．

(5)(4)と対応するように，舞踊作品の全体構造
表を作成し，
(6)作品の主な振り，動きのフレーズの重ね図
を作成した。

(7)「伊野波節」の踊り手は，琉球舞踊家の宮

この「伊野波節」舞踊は，「女笠踊り」と称さ
れ，「女手踊りといわれる諸屯｣及び｢女団扇踊
りと呼ばれる作田節」と並んで古典女踊りの代
表的作品とされてきた踊りである。また，古典

城能造氏（沖縄県指定伝統舞踊技能保持者)，
古典女踊りの構造の踊り写真は，琉球舞踊
家の玉城節子，舞踊動作の筋放電及び呼吸パ
ターンの被験者は，琉球舞踊家の島袋君子で

女踊りの種類の中で特に，「七踊り」（図－１，

ある。

図－２古典女踊りの構造を参照のこと）とよば

(8)フイルム収録は，1974-1975年及び1980～

れている典型的な女踊りのグループに属する舞
踊作品のひとつであることも特筆されよう。
この「伊野波節」舞踊に関する本研究の検討

1982年，那覇市民会館大ホール，翔節会舞

内容は，(1)舞踊の美的形式の特質性に関する内
容の他に，(2)鑑賞構造の因子内容，(3)筋放電・
呼吸パターンにみられる表現リズムの特質な
ど，多角的な検討結果による「伊野波節」踊り
の特質性の解明を試みることにした。

(9)「伊野波節」の舞踊作品の表現特性を解明
する手がかりを得るために，これまで報告し

また，琉球舞踊・古典女踊りの構造化を図り
図式化を試みることで,女踊りの中における｢伊
野波節｣舞踊の位置づけをみると共に，「古典女

00）古典女踊りの構造：｢構成要素の構造｣及び
「舞踊作品の種類と技法」の構造図と写真構

踊りの構成要素の構造｣を解明し，「古典女踊り
の種類と技法」を明らかにする構図の作業結果

踊道場，琉球大学医学部生理学教室で行な
った。

てきた，ＳＤ法による鑑賞構造と作品プロ
フィール及び，舞踊動作の筋放電及び呼吸パ

ターンの実験結果をみることにした。

図を作成した。

結果と考察

を報告することにした。
古典女踊りの表現特質性を解明するに当っ
研究の方法

て，舞踊作品の構成要素の構造化を図り，図式

化することは，女踊りの組み立てやその成立要

(1)８ミリ，16ミリ，３５ミリフイルムに舞踊作
品「伊野波節」の舞台上での演舞過程，出羽
（登場）から入羽（退場）までの全形を収録

素，美的形式をさぐる上での重要な検討課題で
ある。本稿では,(図－１）及び(図－２)のように，
古典女踊りの櫛造図を作成した。

し，

(2)フイルム像をプロフィール・プロジェク

〔１〕琉球古典女踊りの構造

ターで拡大し，踊り像の１コマから10コマ毎

の振りをトレーシングペーパーに描写し，舞

１構成要素の構造

踊の全体像を作成した。

（図－１）は,古典女踊りの構造化を試みた構

(3)描写した踊り像に墨入れしたのち，図を，

成要素のモデル図である。

踊りの順序にならべ約２cm～３cmの高さに縮
小したのち，

民族舞踊としての琉球古典女踊りの構成要素
は，東西における舞踊作品の構成要素と共通な

－２１５－
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「内容，構成，動き｣，及び民族舞踊の成立要素

卜したが，この踊りは唯一の仮面踊りとして，

である「民族音楽」の四つの柱を軸として，そ

ユニークな存在であり，本稿ではこの「しゅん

の形式，様式及び民族特有の「衣装，小道具，

どう」をも古典女踊りのひとつとして舞踊の種

髪型，髪飾り（装束)」等が有機的に機能するこ
とによって成立し，民族文化としての櫛造美を

類に加えて構造化することにした。

作り出している。

野波節」（19分４秒）「作田節」（10分）「かせか

各要素は相互に関連し合い，総合体としての

中心の「しゅんどう」を取り囲む(1)～(7)の｢伊
け」（８分20秒）「本貫花」（８分35秒）「天川」

（10分55秒）「柳」（15分25秒）「諸屯」（15分４４

舞踊美形式の要因・要素として機能している。

（１）内容は，感情・情緒・恋や風物などを歌

秒）の７種は「古典女七踊り」といわれており，

詞として詩的にあらわす哀感や悲痛さを主と

序でも述べたように，古典女踊りの典型的な様

し，耐えること，辛抱し待つこと，愛しい，恋

式をもつ舞踊作品である。
(8)～U，の七踊りの周辺をとりまくように位置

慕う，切なさ，淋しさ，なげき，わびしさなど

づけた舞踊の「四ツ竹踊り」（６分55秒）「稲ま

の感情を切々と表わす内容となっている。
（２）構成は，「出羽・中踊り・入羽」の三部構
成が基本的な形式であり，空間形式は，図中の

ずん」（８分50秒）「瓦屋節」（８分９秒）「芋引」
（８分50秒)「本花風｣（８分10秒）「女こてい節」

①②の二種類に限定される。つまり，板付で始

（６分）「本嘉手久節」（７分55秒）及び「しゅ

まり板付で終わることはなく，、出羽(舞台下手

んどう」（８分20秒）は，古典女踊りであるが，

から登場し）咽入羽〃（下手へ退場する）の一定

振り，動き，内容，音楽などをみると，七踊り
よりもいくらか重厚さと格調高さなど，踊りの

の形式を維持している。
に分類され，上肢，下肢の､手使い"，蝋足使い〃

深み，優雅さの点で差があり，気軽に踊り，楽
しめる古典舞踊という表現が可能な作品であ

と体のねじり，体側の屈伸を軸にした下降性・

る。

（３）動き・振りは，手振り，足どり，体使い

「芋引」と「本花風」を七踊りのひとつに入

屈曲性の歩行系の動きを原則とする。

（４）音楽はもちろん琉球古典音楽を用い，沖

れる芸能評論家もいるようだが，ここでは七踊

縄の民族音楽で踊る。古典舞踊は，歌詞の内容

りの外枠のグループとして表示した。したがっ

を表わす，いわゆる’歌唱舞踊の形式をとり，

て，構造図に示したように，古典女踊りは，１５

演奏のみの(歌なし)踊り伴奏はない。したがっ

種を代表的で典型的なものとして構造化するこ

て，歌詞の意味と舞踊動作のフィーリングと内

とが可能である。
女踊りの区分は，小道具と扮装によって区別

容のイメージを対応させながら踊りを展開する

されてきたと思われるが，これまで主として手

表現形式である。

（図－１)に構成要素として表示してあるよう

踊り（諸屯)，笠踊り（伊野波節)，団扇踊り（作

に，様式性や形式及び衣装，小道具，髪型，装

田節）の三つが代表作として表記され，女踊り

飾品等の補助的要素が民族舞踊としての独自性

の典型的なものとされてきたが，本稿では次の

を表わしている。色彩，形態，リズム，動きな

ように区分してとらえた。「女手踊り」：（諸屯，

どの表わし方（表現の手法）に独特な技法とし

天川，瓦屋節，芋引)，「女笠踊り小（伊野波節，

ての型を形づくり，民族特`性を象徴する舞踊表

本嘉手久節，又は四ツ竹踊り)，但し｢四ツ竹踊
り」は例外としてみられる。「女団扇踊り上（作

現形式としての琉球舞踊のフィーリングと

フォームを形成しているわけである。

２舞踊作品の種類と技法
（図－２）に女踊りの舞踊作品の種類と主な技

田節，女こてい節,本花風)，但し，「女こてい節」
も例外としてとらえることができる。「稲穂踊
り」：（稲まずん)，「かせ踊り」：（かせかけ)，
「花寵踊り」：（柳)，「貫花踊り」：（本貫花)，

法を写真で示した。円環図の中心に「しゅんど
う」をおき，胴衣，下袴の扮装と技法をプロッ
－２１６－

「仮面踊り上（しゅんどう)。

金城：沖縄の踊りの表現特質に関する研究
に関する研究〔４〕

３古典女踊りの手使いとふさユピワ

(3)「恩納節」（１）（ｐ､65）

ナナイヤイタテイルマシウチヌハナシ

（図－３）にかかげた，古典女踊りの装飾品の
ひとつである、ふさユピワ〃は，中指にはめる

「七重ﾉ１重立てるませ内の花も
匂ひうつすまでの禁止や無し]さめ」

銀の指輪だが，５種類の山，海の産物を形どっ

（大意）七重八重にはりめぐらされた，まが

たふさ飾りをつけたものである。「伊野波節｣の

きの中の花も，匂いをよそに送ること

ニウイウッィスマヂイヌチジヤネサミ

「白雲手･雲払い手」や「あごあて」「手のこね

までも禁止する徒は無いものだ。

り｣,「諸屯」の「抱き手」等の手使いに伴うかす

(4)「長恩納節」(１）（ｐ､66）

アヮンイタズイラニムドウルミチスイガヲ

かな音色とキラリと光る光沢が雅味性をかもし

「逢わぬいたずらlこ戻る道すがら

ウンナダキミリパシラクムヌカカル

だし，古典調の扮装とマッチして女踊りの美形

恩納岳見れば白雲のかｶｺる

成の要素のひとつとしてとらえられる。ユピワ

恋しさやつめて見}霞しやはかり」

クイシサヤヅイミテイミプシヤパカイ

が指使いや踊り（手振り・手使い）のじゃまに

（大意）待ちぼうけて，空しく帰る道すがら

なるなどの意見もあるといわれているようだ

恩納岳を見れば，白雲がかかり，小夜

ｶﾖ，踊り手にとって，房指輪は，古典のイメー

更けの山までが，折角の姿を見せてく

ジや幻想の世界にひたることのできる一種の神

れない。ああ会いたい／やるせなく恋

秘的な魅力さえ感じる装飾品のひとつである。

しいことだ。

ふさ

舞踊芸術としての琉球古典女踊りの舞踊文化の
美形成のためにも装飾品としてユビワをつける

２表現内容

か否かは検討の余地があると思われる。

前半の「伊野波節」で踊る、出羽踊り〃は笠
を右手にもって，もっぱら左手による手振り表

〔Ⅱ〕「伊野波節」の舞踊構造

現又は笠使い（右手）による振りの表現である
が，１９分余の作品の長さの２分の１の長さ約１０

１歌詞と歌意

分をこの曲で踊る。したがって，作品の表現し

この舞踊に使用されている音楽は（本紀要

ようとする内容は，「伊野波節｣の曲で踊る展開

（1982）沖縄の踊り(4)舞踊譜の体系化をめざし

の中に集約し，濃縮されているとみることがで

て参照）の末尾に示してあるが，本稿では，節

きる。

名と歌詞及び歌意について文献に示されている

この「伊野波節」の踊りの内容は，先述の歌

意にも示されているが,次のようにとらえること

ものを紹介しておくことにしたい。

（１）「伊野波節」（１）（ｐ､238）

アワンユヌツィヲサユスニウミ

ができよう。

「逢わぬ夜のつらさよそ|こ思み

ナチャミ

ウラミテインシヌプ

なちやめ恨みても忍ぶ

(1)｢伊野波節」は，愛しい人に逢えない夜は，

クイヌナレヤ

何と淋しく，つらいことでしょう。もしや，他

恋の習いや」
（大意）逢いたいと思いつつも，逢えなかっ

の人にこころを移したのではあるまいか，ああ

た夜の悲しみを，よそ事のように，思

……」と，人恋うるあまりの淋しさと焦燥感と

いなしたのか，逢えない事を恨みなが

悲痛さを踊り「でも逢いたい気持ちはつのるぱ

らも，また忍んで行く，恋の習わしは

かりです｡」とつづり，「逢えないことをうらみ

哀れである。

に思いながらも，なお一層あなたのもとへ忍び

（２）「恩納節」(1)（ｐ､164）

よっていきたい気持ちの高まりを，どうしても

ウンナマッシタ二チジヌフエヌタチュスイ

「恩納松下lこ禁止の碑の立ちゅす

クイシヌプマデイヌチジヤネサミ

おさえることができないのです｡」

恋ひしのぶまでの禁止や無さめ」

「恋慕うことは，何と悲哀なことでしょう｡」

（大意）恩納間切の役所前の松の下に，禁止

事項の制札が立っているものの，恋忍

(2)「恩納節」は「伊野波節」よりもテンポが

ぶことまでの，禁止の定めは，その中

早い曲想で，歌意に示されているように日常生

にも，無いものよ･

活現象を風刺した内容としてとらえることができよ
－２１７－
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「役所の前に禁止事項の帝Ｉ札が立っているが，

～[27］の８種，「恩納節」（中踊り②）は［28］
～[33］の６種，「長恩納節」は［34］～[45］の

男女の恋愛までも禁止するということではある

12種であり，動きのフレーズの上からも，「伊野

まいよ」

波節」、出羽踊り〃はその数が多くなっている。

つｏ

「伊野波節」は，古典女踊りの中でも最も長

「幾重にもはりめぐらした垣の中の花は，そ
の姿はかくしおおせても，香りまでは外に逃さ

い作品であり，18分～20分を要する踊りである。

ないようにはできまい，香りで中に花のあるこ

先に報告した「諸屯」舞踊(7)（1976）は，約15分

とがわかるのですよ｡」

44秒であった。

この踊りの特'性については，次のように示さ
(3)「伊野波節」が女心の情感を切々とつづる

れている。

「女笠踊り」('4)には『伊野波節(出羽）の時の

のに対し，中踊りの「恩納節」は，さわやかで，

ハイヤマータ，入羽（長恩納節）の時の白雲の

深刻にならない内容の軽快な感じさえ与える。
「長恩納節」は，「逢いたい思いがつのって忍

手など，体のこなし，曲想を現わす手振りなど，

んできたのに，逢えないので重い足どりで，家

地謡と踊り手が一致して尺をはずさぬよう苦心

路につく，その途中で，恋しい人のいる山の彼

を要する踊りである｡」としており，

仲井真(15)(''430)は次のような解説を付してい

方をふりかえりみると，恩納岳（山）に白雲が
かかっていて，その姿がはっきりみえない。白

る。「歌詞と振りが踊りとして，芸術の高い域に

雲よ’そこをどいてくれ，山肌がよく見えるよ

昇華されている。「あわん夜の」「ハイヤマー

うにしてください｡(雲がじゃまをして彼をみせ

タ｣｢白雲のかかる」などすばらしい感動を呼ぶ。

ないようにしているようだ)」（雲を払う様子を

｢白雲のかかる」の技法は，白雲手といって「伊

両手を左右にあげて波うたせて表現する｡）

野波節」の中にある独特のもので，一名「雲は
らい手」ともいう。』と述べている。

「でも恋しさはますますつのるばかりです。
逢いたい燃ゆる思いをおさえつつ，なおもいみ

たい，逢いたい〃という思慕をどうしても捨て

１作品の時間構成

きれません（坐って笠に左手をそえて低い位置

この踊りの総コマ数は,20570で,踊り時間は，

から高い山を仰ぎみる）そして山の向こうの彼

ほぼ19分２秒であった。

をみたい思いを振り捨てるように，ゆっくりと

「出羽」は，960コマで約53秒３

立ち去る後ろ姿が淋しげで哀れである。

「出羽踊り･伊野波節」は，10525コマで約９
分44秒

以上のように，作品は，淡々とした中にも情

「中踊り(lX2)・恩納節」は，5019コマで約４

感をこめて，女心の恋慕う燃ゆる情念を表現す

分39秒

る内容で｢諸屯」（1976)舞踊とは異なった女の

「入羽踊り・長恩納節」は，3016コマで約２

パッションを感じさせる。

分47秒５

〔Ⅲ〕舞踊作品の全体構造

「入羽」は，383コマで約21秒３
以上のような踊りの所用時間である。

舞踊作品の構造表(表１）と踊り図一覧表(本
紀要（1982）沖縄の踊り(4)，舞踊譜の体系化を

準備をする間合いがあり,653コマで約35秒３の

めざして，参照のこと）に示してあるように，

時間を要している。

前半の踊りの後に，無伴奏で，後半の踊りの

踊り動作と，振り（フレーズ，ひとまとまりの
動き）に一連番号を付してあるが，作品全体

古典女踊りは，男踊り（４分～10分）に比べ

の振り，動作の区切りは，［１］から［46］まで

て，作品の長さが７分～20分というかなり長い

示される。その中「伊野波節」は，［２］～[19］

時間を要するものが殆んどである｡その中でも，

までの18の振り，「恩納節」（中踊り①)は，［20］

特にこの「伊野波節」の作品は，18分～20分を

－２１８－

金城：沖縄の踊りの表現特質に関する研究〔４〕

要する長い作品ということができ，それだけに，
踊り手（演舞者）にとっては，感'情を持続して

舞台下手前から上手前に向かって，、すっ－"と
小走りして移動する,､感情表現"の場面があり，

踊りこむ集中力と技量を発揮する表現力を要す

このツl､走り”という動作は他の女踊りにない

る舞踊ということになる。

独自な表現形式である(図-12)。

時間構成である「出羽・中踊り・入羽」の形
式(組立て）は，踊りの構成上の一定の形式(パ

動きのレベル(高さの水準)は,高い位置(立っ
た姿勢）と噸ハイヤーマーター"〔15〕（8191）

波節」もその他の女踊りも例外なく，このよう

の振りで行う、後ろ向きで脱力して前屈する〃
中位の高さがあり，「長恩納節｣の舞踊の終りの

な時間及び空間構成をとっていることが大きな

部分の鯛みぷしゃばかい"〔４４〕〔４５〕

ターン）のひとつとして固定され，この「伊野

（19875～20186コマ）の歌詞では，右足をひい

特質である。

まり（動きのフレーズ）をその区切りがわかる

て左立膝で坐り，左手を笠にそえ，．みあげる”
表現をし，この動作が低位の高さでの表現とな

ように示し一連番号を付したが，その振り・動

る(図－４８，４９)。

舞踊の開始から終止までの振りの一連のまと

作は，先述のように，［１］～[46］までに区分

これは，「諸屯」舞踊の「月見手」で坐る振
りと共通的な見る振りとして，内容が一定の形

される。（表１の作品の全体構造参照）

（表１）の全体構造で見られるように，フレー

式を生んだ典型的な技法である。

ズの長さは，最低１秒～１分11秒７とかなり幅

広い。特に長いフレーズでは，ゆっくり展開す

３踊りの主な動き・振りと内容

る「出羽踊り・伊野波節」で，６秒から１分１１

(1)「伊野波節」の踊りについて

秒７まで殆んど長いまとまりで，、息の長い"振

「伊野波節」舞踊の展開を（表１）の舞踊

りという点で，後半部「中踊り」「入羽踊り」の

作品の全体構造に示してあるが，この踊りを
組みたてているこれらの主要な表現動作・振

「恩納節」「長恩納節｣との差が見られる。最も
長いフレーズは,5481～6772コマの1291コマで，

りについてみていくことにしたい。

１分11秒７の゛ちや－み〃の、右手（笠）を右

［1］は，「出羽・登場」場面で右手に笠をも

下から頭上に振り上げて下ろし，前進，突き〃
の部分と，、恋ぬなれや〃9560コマ～10825

ち，体側にそえたまま，下手奥から上手前を

コマまでの１分10秒３で「入羽踊り」の終りの

結ぶ対角線上を摺り足歩行で前進し，舞台中

部分である(図－１４，１５，１６，５４)。

央よりに執女立ち”する。（動作の開始の構えで
「立ち羽」ともいっている）

２作品の空間構成

恋人に逢いたい気持ちと彼への思いをこめて

図－１の古典女踊りの構造(1)に示してあるよう

ゆっくりした歩行で，床をすべるように前進す

に，「伊野波節｣の空間構成は,②の形式をとり，

る。音楽が緩慢であるので，下手奥から舞台中

「出羽」「入羽｣が下手奥から上手前を結ぶ対角

央よりの位置までの出羽の時間は，５３秒３とか

線上を移動し，「出羽踊り」「入羽踊り」は，こ

なり長時間を要している。

の対角線上を往復しながら方向をかえつつ，前
進して踊る移動形式である。「中踊り」は，舞台

［2](図－４),[3］［4］［5](図－５)の振りは左

中央を前後に移動する，つまり，舞台中央奥と

斜へのガマク入り（体側の屈伸）と突き足によ

正面の往復で踊る「奥行舞踊」である。

る動作をくり返す表現で，左右４回の動作を

「逢わん夜い」までの歌唱で，逢えない夜の

このような舞台空間の形式は，「諸屯」舞踊

ひしひしたる心情を展開する踊り部分である。

（1976）と同一である。

但し，この「伊野波節」独自の空間移動の方

［２］が21秒，［３］が18秒,[4］が15秒，［5］

法がある。「ゆすにうみ－」の歌詞の゛み〃の部

が６秒と除々に動作が速くなっている。した

分「出羽踊り」の〔10〕（4815～4928コマ）では，

がって，最初の［2］の左斜へのガマク入り゛あ

－２１９－
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表１）Wholestructureofdance

槽
（導入部）

④

③
10525コマ

９分44秒７

｡

〔１〕
〔２〕
〔３〕
〔４〕
〔５〕
〔６〕
〔７〕

（主要部）

中踊

型’

2985コマ

２１分45秒

入羽踊り

右がマク入りと右足突き（

〔２〕と同じ動作
〔３〕と同じ動作
左まわり、下手奥向き、歩行、前進

左まわり、上手前向き･画

右足を左足に交差、右手（笠）を左上にあげる。右手（笠）体前に下ろす
右斜前へ前進右足突き
右手右横に下ろし上手前向き小走り、左まわり
下手奥向き対角線上を前進歩行
左まわり右手頭上あげ、体前に右手（笠）を下ろし歩行・右足突き
右まわり右手首（笠）をひねり、右がマク入り、下手奥向き・歩行

〔１４〕
〔15〕
〔16〕
〔17〕
〔18〕

左手あごあて、左がマク入り、上手向き、歩行前進左足突き
面カケ左まわり後ろ向き前屈（脱力・人形振り）下手奥向き歩行・前進
左手袖とり、左上にかざし左がマク入り、上手向き歩行・左足突き

〔19〕
※

３５秒３

臓鰯纈騨鰯鑑灘謝り上手繭の対角線上を摺
左がマク入りと左足突き（両手で笠を体前で持ち）

〔８〕
〔９〕
〔10〕
〔11〕
〔12〕
〔13〕

⑪

653コマ

舞踊作品の
､振り・動作 と麺Ｍ１形式

成

中踊り（１）

ｗｏｒ

IlilI
lill
⑦

〔34〕
〔35〕
〔36〕

〔37〕
〔38〕
〔39〕
〔40〕
〔41〕

3016コマ

21分47秒５
。

〔42〕
〔43〕
〔44〕
〔45〕

（終結部）

⑪

両二二型IHI

熟罠筒驍繍1を扇辮(鰯讓画

始動（構え）舞台中央へ前進・左まわり舞台中央奥へ歩行・後ろ向きに坐る

{簾朧織瀞を…かざり(繭花･ﾊﾞｻﾗ)をとり｝

鰯綴り蕊ｬ鵲璽誉･囮
体前で左手こねり・左まわり・後ろ向き、歩行・前進
左まわり、左手前方指し、右足突き
両手袖合わせ左がマク入り左斜前へ左足突き
〃右がマク入り右斜前へ右足突き
左まわり・後ろ向き歩行・前進

左まわり・正面向き右足突き･囮

両手笠にそえ、左がマク入り左足突き
〃右がマク入り右足突き
両手笠にそえたまま左まわり・後ろ向き歩行・前進
左まわり、左手前方指し・前進右足突き
両手袖（たもと）とり、左斜前向き・右まわり後ろ向き・歩行前進

左まわり・正面向き、右手前方指し・右足突き､E軍国□
両手袖合わせ（右向き）正面へ向いて前進、左足突き
左まわり（上手奥向き）前進（対角線上に立つ）
左まわり.（角切り）、下手奥向き・歩行・前進

左手体前上げ、左上にかざし(月見手)･上手前へ前進、左足突き
左まわり、下手奥向き（左手下ろす）歩行前進
左まわり、上手奥向き両手左斜上あげ・波動（雲払い手）
両手右斜上あげやや正面向き・両手波動（雲払い手）

両手こねり手･上手向き･…

左手袖とりあごあて左がマク入り上手向き前進、左足突き
左まわり・下手奥向き前進
左手笠にそえ、下手前（やや右斜）向きに坐る（舞台中央下手寄り）
左手笠にそえたまま、左斜上をみる（みあげる）、左手下ろしながら、
右まわり・下手奥向き

立ちあがり無台中央から下手奥に向いて対角線上を歩いて退場。

－２２０－

金城：illi縄の踊りの表現特質に関する研究〔４〕
全体構造
歌詞・音楽
音楽

時間・長さ
時間・長さフィルムコマ数

蕊
･20187-20570……

●､ＯＤＣ■●､●●●●日●●●■●■●白●｡､､●●●●●●●●●■●■●日●■●●●臼｡｡●Ｃ０Ｓ●●B■●■●､●DDB■□●■●■●｡■

383

21秒２

総コマ数約20570舞踊作品の時間約19分２秒

-221-

＊身

切り

恩

忍ぶの手みる

ろ。＝みぃ子柚と

ゆ寸挺の手閃く手岳払

あわんの子交芹手拝み

占具

１画画画Ｉ
転がら

liliLi i

（四ツ竹凶り〕(花面面D】【画TEf8りl[掲吐固りＸ仮面HHり】

／

-Stmctureofdanceelements－

StructureofRyukyuanC1assicalWomen'sDance

－構成要素の構造一

ふさユピワ

ムラザキサージ（鉢ｃ）

パザラ・ヌシ

添いヅパ＄（謀ダツ）

凸花（つくりIZfK、項花）

位ら垂らし墜

元鈷い・もみあげ

芋I1lij1iiiil畷

周さ･･････立つ、腔囲け中位．坐る

向き……正血、正右、左斜前、右斜IWi･後ろ向き

稼動…･斜櫨．対角擦、前後往但・前進・直飽．曲担

形式……シメトリー（左右対杵）不筑卿の規則住

１本岳手久軍

図１琉球古典女踊りの構造〔１〕

し＆ん

(瓦屈

移動
傍

形式

Il1ii…’

二鍾揖虚．序硬急

演舞－－銭河、二人河、三人一他人泣

、…雰至

螺成

（Ｔ■D)(笠■り】【田田■Ｄ】【かぜ■りＩ
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曲．随一欧咀

音楽

女蝋り
り

占典

律効
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Fig.１
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法
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鰻D

内容

感燗・傭繍・歌詞

駐う思い出曲えるやぎしさうれしさ

切虹さそねみねたみ忍ぶ忠い丑い

時間性

静的

大婦愛楢別季節祝日■年
形式

伍笹・上下助

且の凰侭便半冬の夜月花烏月見
淋い、鯉Ｌさなげきわびしさ哀Ｌさ吉しさ

歩而系・下降性

見たい会いたい煙しし、量しい
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露
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<伊野波節

白雲手〉

<諸屯舞踊・両手こねりGE)・抱き手㈲＞

<左手体前て、 これる〉

li i i

<あごあて〉

図－３．古典女踊りの手の形とふさユビワ

Ｆｉｇ３ＷａｙｓｏｆｕｓｉｎｇｈａｎｄａｎｄｒｉｎｇｓｗｉｔｈｔａｓｓｅＬ
－２２４－

金城：沖縄の踊りの表現特質に関する研究
質に関する研究〔４〕

わん〃の表現は「①ゆっくり笠を体前に両手で

持ち，②静かに右膝を曲げ，③左足を横に摺り

、うみ”の、み"で，ほとばしる感情の高まり
を全身にこめて，

出して，④体側（腰）の転移を行い，⑤左斜前

［10](図-12,13)で｢小走り」(６歩～８歩)し，

に左足を突いて，⑥正常位に姿勢を整える」と

上手前方向に舞台を横切って移動する場面であ
る。つづけて［11］は左まわりをしながら，笠
を下ろして体側にもちかえて置き、な〃で下手
奥の方に，体を向けて前進する。

いうように（淋しさ，つらさ）の感情表現を呈
する印象深い振りである。

「出羽踊り」の［２］～[７］（図－４～７)は

●●●

゛逢わん夜ぬちらさ〃、アヌンゾーヨー"の歌唱

ここまでの振りは「他人に心を移したのでは

で踊る動きのフレーズ・動きのひとまとまりで

なかろうか，ああ…」となげく，逢えない夜の

゛つらさ〃と、思い〃がつのって，、小走り〃で

ある。

●●□●●

『登場して［１］蝋女立ちとなり，動作を開始

移動することで･･･焦燥感と熱情が表現される場

して［７］峨女立ち"となる」のように，基本の

面で，、ゆすに"からの緊張感がパッーともえあ

構え（基本立ち）から蝋基本立ち〃までは動作

がり息をつめた状態で遠くを見つめながら噸走

の一区切りである。このような振りのまとまり

らずにはいられない"心境がこの小走りする形

は，女踊り「諸屯舞踊」（1976）や，男踊り

●●●●■

を生んだと思われ，静的な舞踊にアクセントを

「かぎやで風」の八文字立ちの構え（男立ち，

つけて、思い〃を強調し，効果的にしている。
「走る」動作がめったにみられない古典女踊

基本立ち）から咄基本立ち〃でしめくくる，
一連の表現動作のまとまりでも示したように同

りの中で，このような表現は，内容の心情表現

様な形式である。

の形式として，非常に共感を呼ぶ形となってお

り，このことは，特筆すべき点である。

以下のような分節をみると，

「出羽踊り」の旧］～[13](図－８～18)。，

［12](図-14～16)の、ちや－み"の振りは，下

及び［14］～[18](図-19~25)。，「中踊り(1)」
の［20］～[27]（図-26～”)⑧，「中踊り(2)」の

手向きの歩行からすばやく左まわりをし，右手

［28］～[33]個一30~35)⑦，であり，

（笠）を頭上に上げ，膝をまげて右手を除々に

体前に下ろし，体を前方に向けながら，右手首

「入羽踊り」の［34］～[41]個一36~44)。，
及び［42］～[45］個一45~49)⑥’である。
また抓入羽｣(退場｣の歩行は,表現内容の｢み
ぶしゃばかい｣(みたい,逢いたい)の感情を表現

を右へねじりまわして笠を正常位に戻す。右足
を引いて体勢を整えてから，斜前に進み，蝋み”
て右足を突く，激しく燃る思いをおさえた表現部
分である。そして次の，

する入羽踊りの内容の表現の延長としての歩

［13］､hアヌンゾーヨー"で右まわりして体を

行・動作であり，踊り手にとって余韻を全身に

下手奥方向に向けながら，右ガマクを入れると

こめて退場する場面である。
［８］は(図－８，９）､'ゆすに〃の歌詞の動き

同時に右手首を右にねじって，瞬間的に技をと
め（図-17～１８噸笠をそっとおとす")，笠を下

であり，右足を左足に交差し笠をもった右手を

ろして下手奥へ向き前進する。

左上にあげてとめ，右手（笠）を体前に下ろし

右手と笠を右体側から頭上へ大きく振り上げ

ながら右斜前（下手前）の方向に体を向ける振

る動作は，、ゆすにうみなちゃみ"の歌詞の部分

りであるが,｢逢えない夜はつらい…もしや彼の

で、他人に心をうつしたのではなかろうか゛と

心が他の人に移ったのではなかろうか，、ああ"

熟小走り〃する焦燥感から，さらに情念が高ま
り，静的な中にアクセントの強い振りをゆっく

…･」というなげきの振りである。

［９］は（図-11)右手を体前にあげたまま前
進，右足突きのあと，アクセントをつけて右足
に重心を移すと同時に上手に体を向け，左足を

りした歩行動作から゛まわって方向をかえる”
剛アクセントの強い技法〃の中に表現して踊る振
りである。

前に出し，右手の笠を体側下に下ろして立て固

以上のフレーズは，この思いを約２分17秒と

定する(図-10～11)。その姿勢のまま、ゆすに〃

いう長時間を要して表現し，女の情念のもゆる
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音曲も低音となり，人恋うる沈痛な思いとその

思いと感情の高まりを強調する。

［14］～[15](図-17-21)の、うらみていん

姿を、静かに静かに歩く〃動作にたくして表現
する場面である。

忍ぶ恋ぬなれや"の歌の部分は，、逢えないこと
のねたましさや，うらみのつのる思いをおさえ

一歩の長さが約６秒から10秒も要するところ

て，なおも忍んでいきたい蛾恋するもののあわ

で，、ゆっくり足をすり出し，重心をかけて歩を

れさよ〃という悲痛な思いを表現するところで

運ぶ〃のである。したがって，５歩程度の歩

ある。

数に約１分という時間を要しているのも特徴の

［14］（図－１９）の、うらみていん”は，左手

ひとつである。

この部分は,｢出羽踊り｣のしめくくりであり，

を上にあげ，ゆっくり下ろして左あごに添え，
左ガマク入りで左足を横に摺り出し，体を左に

じっと思いをこめて,ゆっくり歩を運ぶことで，

向けて（上手前に向け）左足から前進し，左足

踊り手にとって，踊り開始から約10分もの長い

を突く，．あごあて〃(l3xP･452)（図-19～20）とよ

動きの連続と，感情を維持して表現しつづけ

ばれている動作である。

る気持ちの高まりとともに，「やや放心状態で」

．人恋うる燃ゆる思い〃を全身にほうふつさせ，

［15］（図-21）は，、ハイヤーマーター〃の
独特なはやしことばで表現される振りで，感情

神経を集中させる，－種の充実感にひたって踊

を吐露し，悲しみ，哀れ，なげきなどの表現に

り終える場面でもある。

［19］の動作は，踊り終えて゛女立ち〃の状

用いられる形である。

、あごあて"（図-20)状態のまま，面を右に

態から，「伊野波節｣の後奏と共に舞台中央へ進

向け，後ろ向きになりながら面を左に向けて左

み，左まわりで後ろ向きとなり，舞台中央奥へ

下をみる(面カケ)，右足を出しながら面を右上

前進し，左足に右足をそろえてゆっくり坐るし

に向けた（右上をみる）状態から左手をサッー

めくくりの動作である。ここまでで｢伊野波節」
（出羽踊り）を踊り終えるのである。

と下ろし，上体を側屈させ，面を左下に向ける

舞台中央奥で，後半の踊りのために，笠をか

と同時に，左足を横に摺り出し，上体を脱力さ

せる。、人形振り〃ともいえる形は，ため息のよ

ぶって身仕度を整えるが，無伴奏でほぼ30秒程

うな、なげきの美形式〃として特筆される振

度を要する。
この前半の踊りは先述のように，「出羽｣から

りである(図-21)。

この部分は，内にたたみこんだ想いが一気に

「出羽踊り」の部分であるが，作品全体の約２

爆発する哀われき，わびしさを表わす瞬間の
形で，「伊野波節」の､逢いたい〃という人恋う

分の１の時間を要し，内容的にも振り，動作の

形式においても作品構成の全貌を凝縮し，集約

る感情をアクセントの強い振りで表現したクラ

したものとみることができる。したがって，こ

イマックスということができよう。

の舞踊の題名が｢伊野波節」となっているのは，

●●●●

［16](図-22～23)の袖口をつかんで左上にあ

このような表現内容の意味づけと作品全体の

げ左ガマクを入れて，左足を出し，前進して左

長さの重みづけを表現してし､るものと`思われ

足を突く。この、忍ぶ(l3XP.`47)の表現は,、月見手〃

る。

●●

の手法で行われ，、忍んでいく"という「顔を伏
せて人目にふれないようにする」振りのひとつ

（２）「恩納節」の踊りについて

であり，．なお忍んでいきたい"という様子の振

さて，身仕度ができたところで，後半の踊り
の「恩納節」の演奏が始まる。

りでもある。

［20］は，「恩納節」の前奏で，立ち上がり左

［17］（図-24)左手を左上にかざしたまま左
まわりをし，左手を下ろしながら，対角線上を

まわりで，正面へ向き，剛女立ち〃となる。

下手奥に向いて゛忍んでいきたい〃という思慕

⑦「中踊り(1)｣の内容
［21］、うんなまち下に”は繍女立ち〃から左

の情感を表現する。

［18](図-25)の小恋ぬなれや〃の歌の部分は，

足をやや引いて右足に重心を移し，左足先を右
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に，体をやや右にまげる（右ガマク入り）始動
構えをしたのち，前進して右足を突く。
［22](図-26)噸ヤーリーヤーリーヨー〃で右
足を斜後ろに引き左手を体前に手の平を内側に
向けてあげ，人差指と親指を結んで左手首をこ

ねまわし，手の平を外に向けて止めたまま，

（３）「長恩納節」の踊りについて
この曲は，「入羽踊り」と「入羽」に用いられ

ているが，中踊りの「恩納節」よりも，前半の

「伊野波節」の内容をうけて逢いたい,恋しさを
表現し，作品の終結部のしめくくりと踊り全体
の余韻をひしひしと残して退場する踊り場面で

左まわりし（切り返し）繭ちぢいふえ”で後ろを

ある。

向いて左手を下ろし左足から前進する。

の蝋袖あわせと左ガマク入り”左足突き，右ガ

［34］（図-36～37)蝋あわんいたじらに”は，
両手の袖合わせ"をし，正面へ前進して左足を
突き，両手の袖をはなしながら，左まわりで方
向をかえる、逢わんの手"(l4XP､447）
［35](図-37)上手奥に向いて前進し，下手と

マク入りと右足突き，左まわり，後ろ向きで前

上手を結ぶ対角線上に立つ（角切り)。

［23］、いたちゆし"左まわりして正面向きと
なり，左手を前方に上げ下ろす、指し手"。

［24](図-27)熱恋しいぶまでいん"は，両手

進，正面を向いて，右足突き，、女立ち〃という
一連のフレーズであり,､恋をすることまでも禁

止してはいないだろうよ〃の部分である。
ここまでは，２１分41秒を要し，振り動作は，
テンポの早い展開である。

［36]左まわりで下手奥へ向きをかえる。、む
どるみちしがら〃逢えなくて淋しく，立ちかえ
る様子を゛角切り”で左まわりしながら下手へ

向き，ゆっくり方向をかえる後ろ姿に淋しげな
様子が表現される。

①「中踊り(2)｣の内容

「恩納節」の踊りは，次の［28][29](図－３０
(lX2D両手を笠にそえ・左ガマク入り・左足突
き，右ガマク入りと右足突きを゛七重八重たて
いる”で踊る。

［30](図-31)左まわりして後ろ向き前進
［31](図-32)煙しうちぬはなん"で左まわ
りして正面向き，左手で前方を指しながら前進
し，右足を突く。、奥ふか<かくしてある花の香
りまでもかくせおおせるものではないだろう
よ”の場面。

［32］、匂いうちしまでいぬちぢやねさみ”の

部分は，両手で袖（たもと）をすくいとり，左
右に上げたまま（図-33）左斜(上手）向きとな
りポーズ。

この嚇袖とり"(l3XP･448〕は，匂い（移り香）を

表現する振りのひとつで「諸屯」舞踊の「入羽」
の部分にも゛あなたの匂いを袖に移してありま
すもの〃と両手で袖をすくいとり上手（前方）
をふりかえる表現があり，共通した舞踊表現の
形式である。

次いで゛ヤーリー〃で左まわりして後ろ向き
になり，前進して舞台中央奥で左まわり正面向
き゛女立ち〃で「中踊り(2)」を終了する。

［37］（図-38~39)帆うんなだきみりばⅥ'は,下手

向きから左手を左上にあげで月見手"(13〕(P､446）

となり，上手を向いて，前進して左足を突き，
帆恩納岳〃をみる様子を表現する。わびしく帰
る途中，ふりかえり，山を抑ぎみるふうをする

振りである。

［38］（図-41～42)蝋しらくむいかかる〃は左
まわりをして上手へ向きをかえ，両手を右下か

ら左上に手の平を上にしてあげｉ右膝を曲げて
左足を斜前に摺りだす。手の平は，前方に向け
てアテがう，両手同時に斜上で，指関節と手首
を使って波うたせ（波動)。雲の浮んでいる様

子．白雲手(13)(P､446〕と（雲払い手．雲を払い
のける仕草)(図-41～42）をし，次いで，両手
を下ろし，重心を左足に移しかえて右斜上で両
手を波動させる。

［40](図-43)右上にあげ，波うたせる。
［41］両手を下ろし，右足を出してやや膝を
まげながら両手こねり(図-44).女立ち"となる。
逢えなくて帰る途中,山をみれば,雲がかかっ
てよくみえない。その雲を払うように，両手を
波うたせる。又は，雲が山にかかっている様子
を表現する。

［42](図-45~46）．恋しさやちみてい"は左手
で袖口をつかみあごにあてて，左ガマク入りで
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図－４～図－５０「伊野波節」の主
な動きの重ね図

Fig.４～Fig50
PicturesofC1assicalWOm‐

en，sDance，鰍ＮＵＦＡ－ＢＵＳＨＩ”

（byseriesofoverlapping

966９９２１０６４１０９４１０８２１１１２１１３６１１６６１２０２１２3２ １２６２１３２８

shape）

図－４〔２〕〔４〕左ガマク入と左足突き“あれん”

１３４６１３７０

図－５

１３９４１４０６１４３０１４４８１４７２１４９０１５２６１562

〔３〕 〔５〕右ガマク入と右足突き“夜，

１６０４

(323コマ約17秒）

2444２４２０２４０８２３９６２３８４２３７２２３６０２３４８２３３６２３１２

(1133コマ約１分２秒）

図－６〔６〕左まわり，下手奥'可き対角線上を歩行

3392３４１０３４２８３４４６３４６４３４８２３４９４３５１２３５３０３５４２

3554３５８４３５９０３６５６

￣.￣．（264コマ14秒）

図-７〔７〕左まわり，女立ち“アヌンゾーヨー”

－２２８－

(379コマ約21秒）
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３９５９３９６８３９７４３９８９４００４４０２８４０４３４０４７４０５３４０５９

－一（100コマ約６秒）
図－８〔８〕～１女立ち〔７〕から，右足を左足に交差，右手（笠）を左上にあげる⑩すに”

４１９０４１６６４１４２４１２４４１０６４０８２４０６４４０４６
－－（144コマ８秒）

図－９〔８〕～２右足を左足に交差，右手（笠）を左上から体前へ下ろす．．（ゆす）に”

４５２０４４９６４４６６４３５２４３２８４３０４４２７４４２５６

－－（174コマ約９秒）

図－１０〔９〕～１右手（笠）を体前にあげたまま，左足を引き重心を移して右斜前へ前進“う,,

４６９４４７０６４７７２４７４８４７７８４７９０

￣（143コマ約８秒）

図－１１〔９〕～２右足突き，“う､，

－２２９－
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4814４８２０４８２６４８３２４Ｍ４４８５０４８５６４８６２４８７４４８８０４８９６４８９８４９０４
－－－

(]13コマ約６秒）

図－１２〔10〕～１右手左横に下ろし，上手前に向いて左足を出し，′l､走りする“み,，

懲額p「

５０６６５００６４９８２４９７０４９５２４９４０４９２２
０－

４９１０

(150コマ約８秒）

図－１３〔10〕～２左まわり，下手奥臓】き，歩行

548654985504551Ｕ５５１６５５２２５５２８５５３４５５４０５５４６５５５８５５７０

－→（94コマ約５秒）

図－１４〔12〕～１左まわり，右手（笠）を大きく頭上にあげ，左足に重心をかけ引く“ちゃ－

$，

５５８２５５９４５６０６５６１８５６３６５６５４５６７８５６９６５７０８５７２０５７３２５７５０５７６８５７９２５８０４

－￣（222コマ約12秒）

図－１５〔12〕～２引いた手を更に上にあげて、ゆつくＩ)体前に下ろしながら上体を前に向ける（左ガマク入）前進“あ～”
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６０２６６０４４６０６２６０８０６０９２６６１０６６２２６６４０６６５２

－－(626コマ約35秒）

図-16〔12〕～３前進し，右足突き“み”

〃

DＩＰ

炉

詞
2ii瀞ii窪lli
６８４４６８６２６８８０６８９２６９０４６９１６６９２２６９２８

－－（84コマ約５秒）

図－１７〔13〕～１右まわり，右手首（笠）をひねり，右ガマク入“アヌンゾー”

６９９４６９８２６９７６６９７０６９６４６９５８６９５２６９４６６９４０６９３４

冬----------------（60コマ約３秒）

画一１８〔13〕～２右まわり，下手奥へ向き歩行“ヨー､、

７１６２７１７４７１８６７１９８７２１６７２２８７２４０７２５２７２８８７３２４７３４８７３７８７４０２

－￣（240コマ約13秒）
図－１９

〔14〕～ｌ左手アゴあて，左ガマク入り，“うらみ-,,

－２３１－
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８

７４２６７４５６７４７４７４９８７５１６７５２８７５５８７5947642769077447980８０１０８０２８８０４６

ｍ（620コマ約34秒）

図-20〔14〕～２左ガマク入I)，」2手前にＩｆ１Ｉき，歩行，右足つき“み－ていん”

8436８３８２８３７３８３６４８３５８８３４９８３４３８３３７８３３１８３１３８３０４８２８３．８２６８８２３２８１９６

－－（240コマ約13秒

図-21〔15〕左手アゴあて．面かけ．左まわ')後ろli1き前凧（脱力・人形振I)）下手|ﾌﾞﾘき歩行”ハイヤーマーター,，

８５３４８５４７８５６２８５８０８５９２８６０７８６１２８６１５８６２１８６３０８６５０８６６５８６７７８６８６８７２５

￣（391コマ約22秒）

図－２２〔16〕～１左手袖とり，左_上にかざし，左ガマク入Ｉ)，ｆ手向き．.しぬ-,,

９０４０９０７３９１３３９１８７９１９９９３０１

－→（261コマ約14秒）

図－２３〔16〕～２左手左上にかざしたまま，上手前へ前進，左足突き坐ぶ゛．

－２３２－
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９５４７９５１７９４９３９４６９９４５７９４３９９４１５９３６７

ぐ-----------（180コマ約10秒）

図－２４〔17］左まわり，左手下ろし，下手奥向き歩行“アヌーンゾーヨ－”

IO495105311054910555105851059710615106271064510663106811069910729107711079510825

--（330コマ約18秒）

図－２５〔18〕下手奥向きから左まわり，上手向き，女立ち“(恋ぬな）れやヨー”

1329413306133121331813330133421334813360133661337213402

-（208コマ約11.5秒）
図-26〔22〕体前で左手こねり，左まわり“(ヤーリーヤーリーヨー)厨

１４１８８142181424214266142841429614332１４３５０

－（162コマ約９秒）
図－２７〔24〕袖合わせ左ガマク入り左足突き“恋しいぶ,,

－２３３－
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14374143921440414422１“3４1446614458144761448814524

．－（150コマ約8.3秒）
図-28〔25〕両手袖合わせ，右ガマク入り，右足突き必までいぬ”

14554145661457814590146081462014632１４６４４

－－（90コマ約５秒）
図-29〔26〕左まわり後ろ向き“(ヤーリーヤーリーヨー)”

]５１４８１５１６０15172１５１９０1521415232１５２５０152621527015298１５３２２

－－（174コマ約9.6秒）

図-30-(1)〔28〕両手笠にそえ，左ガマク入り左足突き“ななえやえ”

15370153881540015418154421545415478１５４９０

１（120コマ約6.6秒）
図-30～(2)〔29〕両手笠にそえ，右ガマク入り右足突き“たている,,

－２３４－
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1564015628156161560415592155801556815550

（90コマ約５秒）

図-31〔30〕両手笠にそえたまま左まわり手を下ろしながら後ろ向き “（ヤーリヤーリーヨー）”

15742157541579215790158081582615844１５８６２

－→（120コマ約6.6秒）

図－３２〔31〕左まわり左手前方指し前進“ましうちい,，

1６１９８１６２１０16228162461625816276163001631816336１６３５４16372163901640816426１６４４４

－（246コマ約13.6秒）

図-33〔32〕－１両手袖（たもと）とり左斜前向き“にういうちしまでいぬ．，

16534165521657016588１６６０６

－－－（172コマ約9.5秒）
図-34〔32〕－２右まわり後ろ向き“（ヤーI)－ヤーリーヨー），,

－２３５－
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168941691216930169481696616984170021702017038

ｍ（144コマ約８秒）

画一３５〔33〕～l左まわり，右手前方指し，右足突き“ねさみ”

１７１５２１７１７０１７１８８17206172241724217260１７２７８１７２９６17314１７３３２

－－（180コマ10秒）

図-36〔33〕～２女立ち，〔34〕両手袖合わせ（右向き）正面向きとなり前進“あわんいた”

17590176081762617644176621768017698１７７１６17734175521777017788178001781817836

-（246コマ約13.6秒）

図-37〔35〕左まわり（上手奥向き）前進，対角線上に立つ（左まわり．角切り）“（ヤーリーヤーリーヨー）”

181961821418232182441825618268182801829218298183041831018322１８３４０

－－→（144コマ約８秒）

図-38〔37〕～１左手前上げ、左上にかざし月見手)．上手前に向く轡うんなだき雨

－２３６－
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1856218580185921861618622

-----→（60コマ約3.3秒）

図－３９〔37〕～２月見手のまま（上手前に歩き）左足突き“みりば”

187361872418706186641867618688186581864618628

←------------（108コマ６秒）

図-40〔38〕左まわり，下手奥向き（左手下ろす）対角線上を前進

188021188081881418820188261883218844188561886818892

-（90コマ５秒）

図－４１〔39〕～l左まわり，両手を下から左斜上にあげて波動（雲払い手、白雲手）“しらくむ緬

18886189041891618928189401895218978189901900219010１９０２８

－－－（142コマ８秒）

図－４２３９〕～２両手を左斜上にあげたまま波動させる．（しらく）む,,

－２３７－
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190461905819070１９０７６１９０８８１９１００１９１１２１９１２４１９１３６１９１４８１９１６０１９１７２
－－（150コマ約8.8秒）

図－４３〔40〕iihj手下から右斜上にあげ，体を正面側にかわしnjii手の波動（雲払い手・’'1璽手）．､ぬかか，．

謙
19202１９２１４１９２３２１９２４４１９２５６１９２７４１９２８６１９２９８

－－（96コマ約５秒）

図－４４〔41〕nllj手を下から上げ，両手こねり上手liIjき，女立ち“る゛．

１９３１８１９３２８１９３４０１９３７０１９３８２１９３８８１９４００１９４１８19484196221964619658
－一（340コマ１３．３秒）

図－４５〔42〕～１左手袖とりあごあて，左ガマク入り上手1(ｌき“恋しさや”

１９６２８１９６４６１９６６４１９６８２１９７００１９７１８１９７２４

－（９６コマ約５秒）

図－４６〔42〕～２左手あごあてのまま上手前に前進，左足突き“ちみで,

－２３８－

19184１９１９６
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198201980819802197841977219760１９７４８19736

≦------（84コマ約５秒）

図－４７〔43〕左まわり，左手下ろす下手奥向き，前進“（ヤーリーヤーリーヨー）”

1988619898199101992219934199461995819964199701997619988
-（102コマ約5.7秒）

図－４８〔44〕左手笠にそえ，下手前向きに坐る蜂みぶしゃばか獄

20000200122001820024200362004820056２０()7２20084２０()9６201082012020132
－一（144コマ約８秒）

図－４９〔45〕～１左手笠にそえ坐ったまま，左斜上を見上げる，左手を下ろしながら右まわり下手奥向き．．．（ばか）－い罰

2024020230202282021620204２０１９２２０１８０20174201622015020144２０１３２20120
--(120コマ約6.6秒）

図－５０〔45〕～２，〔46〕左手を下ろしながら，右まわり下手奥lfIき，立ち上がり下手奥へ退場する。．（スヤースーヤー）“

－２３９－
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上手に向き，前進，左足突き，左まわりをして，

つくせない感情表出の部分を，舞踊表現の振り

左手を下ろしながら，下手向きになる，（､袖あ

動作で表わす芸術形式の美が，みるものの共感

て")13)(R453）

をよぶことになるわけである城このようなに

［43](図-47).みぶしや－繩みたい”という

とばなきことばの伝達〃を身体表現で行なうこ
とは，他の芸術形式ではみることや表現するこ

恋情をこめて。

［44](図-48)左手を笠にそえ，対角線に面し
て，やや上手前向きに右足を引いて坐る。

とのできない舞踊独自の感情表現の形式であ
る。

［45](図-49～50)帆ばかい〃は，左手を笠に

これまで「伊野波節」の踊りの振り・動きに

そえたまま，左斜上をみあげる，（上体をややう

ついてみてきたが，「伊野波節｣が，琉球古典女

かせるようにして)，ゆっくり右まわりし，下手

踊りの典型的な作品のひとつとされている理由

に向きながら，笠から，左手を離し，（手首をね
じりまわしながら）体側に下ろす。

は，伴奏音楽の琉球古典音楽の格調高さと歌詞

［46](図-50)その場で立ち上がり，下手奥に

の内容と動きおよび構成が調和し，歩行系で，
静的な形式と単純な空間形成を形づくりながら

向かって対角線上をゆっくり歩いて退場(入羽）

踊るという厚みのある内面感情を独自の技法で

する。

展開している点にあるといえよう。

先述したように，「入羽踊り」は作品のしめく
くりの内容を踊る場面で,｢逢えないで帰る途中

要するに，古典女踊りの構造は，上記の「伊
野波節」独自の技法による内面感情の表現性

のやるせない気持ち」と「みたい・逢いたいの

と特質性が共通した手法をとり一定の様式性と

様子を山を仰ぎみる，雲を払いのける，坐った

表現形式による舞踊美の構造を形成している。

まま高い山をそう一つと未練げに見上げる」と

〔Ⅳ〕鑑賞構造からみた「伊野波節」の

ころに，女心や恋する者のいたましい,後ろ髪を
引かれる思いを表現する哀感をひしひしと感じ

プロフィール（11）

させる部分である。

「伊野波節」の鑑賞構造（1976）における因

以上のように，いわゆる埴とば〃ではいい

子内容は（図-51）に示すように，

●

図－５１「伊野波節」の因子繊造
Fig51Stractureoffactors．
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Ｉ「評価性因子」が，洗練された（､831）よい

〔Ｖ〕琉球舞踊作品の中における

（､817）印象深い（､801）うまい（,801）魅

「伊野波節」の認知体系(11）

力があるし768)格調高い(､758)優雅な（､746）
効果的な（､737）満足できる（.729）訴える

（表２）の作品の因子別尺度平均値による二

し717）の10個の尺度，

次元平面上における作品の認知体系('2）（図-

Ⅱ「力動性因子｣が,力強い（､844)活発な（､841）

52）でみられるように，音楽の曲想，速度，強

速い（､817）軽快な（､767）の４個の尺度，

弱および踊り動作の遅・速・曲・直の差を明確

、「独自性因子」が，個性的な（､950）特異な

に弁別している結果を示している。それは，静

（､906)，のような因子構造の内容となってお

的な踊り｢本貫花」「伊野波節」「花風」「かせか

り，「洗練.よい.印象深い.魅力がある・格調
高い・優雅な」という評価尺度と力動性因子の
尺度は，反転した解釈で，「弱々しい静的な･活

け」「諸屯」「作田節」のグループに「かぎやで
風｣「若衆こてぃ節｣の老人,若衆踊りも｢力動性」

発でない.重厚な」「個性的で特異な」舞踊とい

踊りは男踊りの「前ヌ浜」「上り口説」などのグ

う因子構造を示している。

ループとなっている。「伊野波節」は，「花風」
２

Ｉ軸（力動性

＋

(表２）作品の因子別尺度平均値(11）

と「評価性」軸でかなり接近しており，動的な

Table2Scaleaverageineach

⑨諸屯
⑩しゅんどう

⑫松竹梅

⑬伊野波節

上り口説

●

＋１

松竹梅

●
枕の踊り

●
しゅんどう

、軸(評価性）＋２

十１

０

●
本衡花

●

かぎやで風伊野波節●．●
●花風かせかけ
●

－１

差衆こてい節

●誠

⑪かぎやで風

Ｂ●０●●■●、●●可●■●

⑧秋の踊り

３２２２２２２３３２２３２３

⑦花風

Ⅲ

調囲肥師“弱筋朋Ｗ、超ｕ遁翠

⑥上り口説

●ｐ句■●ＤＣｐ●●●●●●

⑤本貫花

ｕ岨弱、加汎“閉超だ調い、略

④かせかけ

３３２２２２３２３２３３．２３

③前ヌ浜

●●ロ０●●◆●●ＣＤＢ●●

⑪作田節

妬筋姐幻だ〃矼砺弘通斫調加鴎

②ぜい

４２５２４４２４３５３４３４

①若衆とてぃ節

Ｉ

●
●前ヌ浜
Ⅲ

Ｉ

●勘

factorwark．

作、節

図－５２２次元平面上における琉球舞踊の認知体系
Fig52Recognitionsystemofthedanceontwodimensionalplane．
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「かせかけ｣よりも力動性にやや乏しいが，「諸
屯」「作田節｣よりも力動感があるという結果と
なっている。

〔Ⅵ〕作品間の距離．Ｄ値による

「伊野波節」の位置('１）

作品の尺度平均値（表２）による作品間の距

離('1)の遠近によって，「伊野波節」と他の舞
踊の関係をみると，下記に示してあるように，

「伊野波節」に最も近いのは，①「若衆こてぃ
節｣で，かなり近いのが，②｢かせかけ｣③｢本
貫花｣④｢花風｣の３作品，距離の遠いのは「前
ヌ浜」「ぜい」「上り口説｣などの男踊りであり，

鑑賞構造の認知体系による距離にも，男踊りと
女踊りとの距離に差があるようである。また，

作品のフィーリングの面で，「若衆こてぃ節｣が
「伊野波節」に最も近い位置にあるのも特筆さ
れよう。

図-53
－５３「伊野波節」における舞踊要素の空間構造
Fig53Spacialstructureofthedance
elements．

〔Ⅷ〕「伊野波節｣の筋放電及び呼吸パターン

からみた舞踊勤作の表現リズムの特徴('0）

｢…飢川(篭鱈'1鬘Ｉ

(1)「伊野波節」における踊り動作の呼吸パター
ンの特性

舞踊動作(図-4.5）（図-8.9.10）（図-14.15）

１若衆こてい節（0.46）８かぎやで風（1.01）

（図-17.18)(図-19.20)(図-21）（図-22.23）

２かせかけ（0.91）９しゅんどう（1.63）

では，呼気に移ると，除々に呼吸曲線は，なだ

３本貨花（0.99）１０上り口説（1.68）

らかになり，その後数秒間フラットな線を描く。

４花風（0.96）ｌ'ぜい（1.74）

いわゆる'ゆっくり息をはきながら，途中で息

５作田節（1.33）１２松竹梅（1.84）
６秋の踊り（1.34）１３前ヌ浜（1.87）

をつめた状態を保つ呼吸の仕方である。

７諸屯（1.05）

(2)「伊野波節」の舞踊動作と呼吸曲線および筋
放電パターンの関連性

〔Ⅶ〕「伊野波節」における

「伊野波節｣の、あわん夜い〃（図-54）（図-

舞踊要素の空間構造(１２）

4.5)についてみると，女立ち(1),両足を揃え(2)，

「伊野波節」は(図-53)でみられるように，
音楽・動き・小道具が高い評価位置にあるが７

ガマク

左腰を入れながら，やや深い吸気曲線力:あらわ

個の舞踊要素は，「力動性｣，「力堂性｣，共にマ

れ(3)，左足を斜めに摺り出す(4)時に，軽い呼気
を持続し，この呼気の状態は，左斜めへの腰の

イナス位置にあり，静的で，躍動感，力動感に

ねじり(5)と方向転換及び左へ突く(6)動作に及ん

乏しいという認知体系を示している。また音

で，持続され，突き終わって上体を常位に保ち

楽．小道具･衣装が力動性で高い評価位置にあ

ながら(7)，軽い呼気が行なわれ，一連の動作，
、左ガマク入り〃（図－４）を行なっている。さ

り，特に，内容・構成・動き．表情は，力動性
の少ないものという結果を示している。

らに，蝋右ガマク入り"（図－５）動作も，動作
と呼吸曲線は左ガマク入り動作と同様なパター
ンを示している。

軽い呼気の連続`性(やや息をつめている状態）
－２４２－
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図－５４左まわりの動作，右手斜上伸ばし，右腰ねじり動作
「ちゃ－み－の手」
（｢伊野波節」琉球舞踊）
Fig54EMGpattemandrespirationpaｔｔｅｍｏｆ《《ＮＵＦＡ，，
ＢＵＳＨＩ，，

僧帽筋を除く他の各筋に持続的放電がみられ、中でも外腹斜筋の放

電が強い。一方、呼吸曲線も、浅い呼気後(写真３～７)除々'二なだ
らかな線を示している。

－２４３－
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'よ，腰をぐっと入れて，体を変換させる場合に

で踊る（中踊り）のように，単純な直線上の

行なわれている。この時，筋放電は主として体
幹の前面部の大胸筋と外腹斜筋に，また，背面

移動の中に，ユニークな技法を生み出して，一
定の表現形式美を形成していることが特徴とし

部では，体幹起立筋に持続放電がみられるとお

てあげられる。

りである。以上の結果は，「ゆすＩこの手」動作
（図-89.10)の後半部，「うらみていん」（図19.20)動作の左足の摺り出しと，腰入れ（ガマ

(4)作品の全体構造表(表１)にみられるように，

ク入り)，左斜への体の変換，「ちゃ￣みの手」
動作（図-54）の後半部の動作におけるゆっく
りと膝を曲げ，足を摺り出し腰部をまげる（ガ

は，20570コマで,およそ19分２秒の長さの踊り

マク入り）動作の場合も同様な呼吸曲線と筋放

(5)踊りの主な動き･振り，はいあわん”夜い，

電パターンを示し，、息をつめて〃、重心を下降

、ゆすに"，、うみ－〃（小走り)，、ちや_み"，

し”、腰のひねり，ねじりをゆっくりねばって行
なう動作”における特徴としてあげられる。
また，「ハイヤマーター」動作（図-21）の場
合，膝を曲げ，面を左に向けながら，体を後方
へ向ける動作で，軽い呼気を行ない，前面部の
外腹斜筋と背面部の僧帽筋に強い持続放電がみ
られ，「マーター｣動作に移る際に，背面部の僧
帽筋の放電が止り，深い呼気と軽い呼気曲線が
みられ，上体を倒し，右足を曲げて左足を左へ
摺り出す際（人形振り）に強い呼気がみられ，
他の動作との相違点がみられる。

、アヌンゾヨー"，、あごあて"（うらみていん)，

振り（一連の動きのまとまり）の種類は［46］
種に区分され，作品の８ミリフイルムのコマ数
であり，古典女踊りの中で，一番長い時間を要
する作品である。

、ハイヤーマーター"，、忍ぶ"，指す手，袖合わ

せ，（ガマク入り)，袖とり，、あわん"いたじら

に，月見手，白雲手，袖つかみあごあて，嗽みあ
げる・仰ぐ〃などの手法である。
(6)鑑賞構造からみた「伊野波節」の特徴は，
静的で躍動感の少ない格調高い，重厚で，個性
的な踊りである。

・認知体系は，本貫花･花風･かせかけ･諸屯・

作田節と類似した静的な踊りである。
作品間の距離では,若衆こてい節が最も近く，
かせかけ・本貫花･花風に近い。男踊り，（前ヌ

まとめ

浜）などには遠い位置にある。
(7)舞踊要素の評定結果は，内容･動き･構成・

本稿は，古典女踊り「伊野波節」を主とした

女踊りにおける表現の美的特性を分析検討した

表情は力動感に乏しく，音楽・小道具・衣装が
力動性で，高い評価を示した。

が，「伊野波節」は，

(8)筋放電と呼吸パターンの特性を見ると，軽

(1)内容は，人恋うる女心の切なさ，恋慕うこ
ころの悲哀，逢いたいが逢えない，みたいが見

腰を入れて（ガマク入れ）体を変換させる場合

られないという切ない思いと燃える情念を独特
な振り，動きにたくして踊るもの。
(2)「伊野波節」の時間構成は，古典女踊りの
形式をとり，「出羽・中踊り・入羽」の三部構成
である。音楽は，「伊野波節･恩納節･長恩納節」
の三曲で構成されている。沖縄の独特な民族衣
装と着付，髪型装身具を身につけ「花笠」と称
するかぶりものを手に持って踊る前半部と，か

い呼気の連続性(やや息をつめている状態）は，
に行なわれる。この結果は，（図-54）、ちや－

み〃動作の後半部の，ゆっくり膝を曲げ，足を
すり出し，腰を曲げる場合も同様な呼吸パター

ンと筋放電パターンを示し，、息をつめて〃、重
心を下降し"、腰のひねり．ねじり〃をゆっくり

行なう動作にみられる特徴としてあらわれてい
る。

「伊野波節」が琉球舞踊・古典女踊りの典型

ぶって踊る後半部の踊りに大きく区分される。
(3)空間形式も古典女踊りの典型的な形式～下

的な作品のひとつとされている理由は，琉球古
典音楽の格調高さと舞踊の内容・動き・構成が

手奥と上手前を結ぶ対角線上を往復して踊る

調和し,歩行系で静的な下降性の様式性をもち，

（出羽踊り，入羽踊り）舞台中央奥と前の往復

単純な空間形成の中に，厚みのある内面感情を

－２４４－
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