
琉球大学学術リポジトリ

琉球装束 (その一) : 舞踊と装い : 古典女踊りの装い

言語: 

出版者: 琉球大学教育学部

公開日: 2014-11-28

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 金城, 光子, 祝嶺, 恭子, Kinjo, Mitsuko,

Shukumine, Kyoko

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/29940URL



琉球装束（その一）

舞踊と装い

～古典女踊りの装い～

金城光子・祝嶺恭子

RyukyuanCostume（１）

DanceCostume

～ClassicalwomansDanceCostume～

MitsukoKINJO＊・ＫｙｏｋｏＳＨＵＫＵＭＩＮＥ*＊
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InOkinawatherearespecificfolkcostumes,`Ryuso',whichareverydifferentfromtheJapanese

folkcostumesofmainlandJapanandalsoEuropeanandAmericancostumes．‘Ryuso，isauniqUeprod‐

uctoftheOkinawanhistoryandenvironmenL

ThepurposeofthispaperistoresearChtherelationshipbetweenRyukyuanDanceandthecostumes・

ThereareseveralperspectivesfOrthisstudy,asstatedbelow：

（１）WaystodotheRyukyuanhairstyle,Uchma-Karaji，

（２）Hairaccessories

（３）OtherAccessones

（４）Varietyofthedancecostumes（theqUaUtyofthewovenclothesandthedesignofpattems）

（５）Waystowearthecostumes

（６）HowthecostumeseffectivelyandbeautifullyexpressthemeaningoftheRyukyuanDances

Forthispaper,westudiedinparticularsevenclassicalRyukyuanDancesfOrwomenl`Kashikaki'，

`NUfabushi',`Shudun，,Chikutenbushi',`Yanaji',`Amaka，,and`Mutunuchibana,．

や社会環境に調和させ、しかも効率よく、清潔で

整った美しい装いとしての衣装文化を形成したも

のである。

例えば、芭蕉布の着物は「ウチナーチン」の一

つとして亜熱帯地域の自然環境に調和した涼感と

実用性が最も心地よく生活にふさわしいものとし

て考案されてきたものであるといえる。髪の結い

方、髪型の「ウチナーカラジ」は涜潔で簡単で形

よく美しくまとめられた独特な形と結い方である。

着物の縫製や着付も、生活様式に合った方法が

「ウシンチー」という簡素で色気のある女装いの

はじめに

沖縄には琉装という和装や洋装とは区別される

固有の民族衣裳がある。この琉装は長い歴史と風

土が生み育てたもので人々の生活様式と密着した

民族の伝統的遺産として今日に至っている。

琉装は沖縄のことばで「ウチナースガイ」と言

われており沖縄特有の装束を基盤にしてかつて交

流のあった東南アジア、中国、朝鮮、日本などの

大なり小なりの影響を受けながら沖縄の気候条件

＊lPhys､Educ.,ＣｏＵｏｆＥｄｕｃ.,Univ・oftheRyukyus．
'＊*lOkmawaPrefecturalconofArts
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一つとなって舞台衣裳にまで生かされてきてい

る。

本稿は、舞踊と装いに着目し、芸能の中におけ

る琉球装束を追いつつ、歴史的な流れを垣間承、

礼装、男装、女装及び平服などの形を検討し、衣

裳、装飾品、髪型とかかわる染めと織り、素材、

色彩、形態等舞踊の装いの中の沖縄の独自性を認

識する手がかりとして進めるものである。

(1)ウチナーからじの結い方、(2)髪かざり、(3)装

飾品、(4)衣裳のいろいろ、(5)着付の方法及び、舞

踊衣装に関して舞踊を効果的にし踊り内容との調

和のとれた着付表現の要素を追究していくことに

したい。

今回は、特に古典女踊りの典型的な七つの舞踊

「かしかき」「伊野波節」「諸屯」「作田節」「柳」

「天川」「本貫花」をとりあげ、舞踊と装いの関

わりを象ることにした。したがって、格論として

の装いを初期として総括的な琉球装束としての類

型化とまとめは舞踊のジャンルを追究した後に総

括する。

本稿は先述のように琉球古典女踊りの典型的な

技法とすぐれた作品様式をもつと考えられる古典

女七踊りに言及し、舞踊と装いの必然的な連関性

を追求することを主としている。琉球王朝時代の

宮廷舞踊を総称して「御冠船踊」のかんしんうど

うい）といい、周知のようにその中の女の装い踊

りが女踊りである。特に、古典女七踊りは七種の

女踊りであるが、これは玉城朝薫（1685～1734）

の振付創作と伝えられつつ、表現・技法を整えな

がら踊られ今日のような大成した様式と形式にな

ったものであると思われる。

これらの舞踊は、表現技法としてのパフォーマ

ンスのみにとどまらず、衣裳、髪型、髪かざり、

(からじ結い､着付､小道具､装飾品)に及ぶトータ

ルな美的形式が整えられており、音楽、歌詞、内

容、表現技法（身振り、手振り、足どり）などが

装いと舞踊の調和的、均衡を保持する、かなり安

定した、説得力をもつ作品群であるといえよう。

喜怒哀楽の心象表現で意味内容を伝達し、創作し

演ずる芸術である。

したがって、身体の動き（動作）は、リズム

（時間性）とスペース（空間性）とデザイン（形

態性）とダイナミズム（力性）による表現形式で

ある。

舞踊の創作・振付は、動きをより効果的にする

作品の構成であり、舞踊を効果的にする音楽を選

択し衣裳を考案し、髪型、髪かざり、装身具、小

道具装置などの演出を有効にすることは諸芸術と

類似している。

特に古典舞踊は、近代舞踊のようなはげしい身

体動作をおさえ、華美な装飾をとりのぞき、純舞

踊としての身体動作そのものを重視したいわゆる

肉体文化とする肉体の完全な「簡素の美」を追求

する精神と肉体と技術の三位一体による舞踊的要

素をもっている。

民族舞踊は単なる舞踊、盆踊り、民俗芸能にと

どまらず、常に人命の生活様式と密着した形で様

式化され、音楽、衣裳、染色、織物など民族の風

土と共に形成され、美意識と共に完成されたいわ

ゆるキャラクターダンスとして諸国諸民族の文化

の固有性を有するに至っている。

舞踊に衣裳が不可欠なものであることは理論的

にも明瞭である。

衣裳は視覚的効果として舞踊の内容を表現し民

族舞踊の様式化の大きな要素を占めている。

舞踊は実技的働きの役割を果し、冠、面、持ち

物、化粧、髪型に及ぶ総合的な演者の中心ともな

りうる。

しかも舞踊は諸芸術と共に総合芸術であるとい

う考えが民族舞踊の考え方であろう。

民族舞踊は、舞踊と音楽と美術と人間の振り動

作の三つが調和する総合芸術であることは言をま

たない。

例えば、西洋にはバレエ芸術があり音楽と演劇

と美術の総合的なものとして歴代現存している。

いずれにせよ舞踊が舞台で演じられる舞台芸術

であるならば、衣裳や装束の意味と必要性は説明

するまでしないことである。

衣裳は、人体の動きや表情をより効果的にし、

不自由な中にも様式性の中ですばらしい心象表現

をすることができる。沖縄の民族舞踊は、楽器と

Ｉ舞踊と衣裳

舞踊は、motion、gesture、movementすなわ

ち、身体素材の振り、動作、しぐさの媒介による
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音楽と歌のこころとリズムと関連を密にした舞踊

的動きや振りによる作品形態である。

舞踊に衣裳が必要であることは衣裳そのものの

美しさもさることながら内面的な心理的な様相を

美しくしかも魅力的につくりだすことも可能であ

るからである。

したがって、舞台のための衣裳は、演劇とは違

う形と意味をもち、色彩、デザイン、スタイルに

及ぶ作品に必要な効果的になされる目標をもつ。

いうまでもなく、舞踊衣裳は、舞踊の主題（テー

マ）と内容を表現するための効果的働きとして、

先述の色、形、織、染が考案され独立した造形美

としての芸術作品に仕上げなくてはならないので

ある。

生地に直接、型紙を置き、色料を摺り込む型染

の最も初歩的な技法の始まりで、「浦添型」と称

されるものである。

今日、見られる染の様式が確立されたのは18世

紀に入ってからのことである。

1609年（慶長14年)、薩摩の侵攻をうけたとき、

琉球は歴史を語る貴重な遺産、交易で入手した文

化的価値の高い品々は全て焼失している。それか

ら百余年、ようやく人々の心も癒えて政治や経済

が安定してくると、琉歌、舞踊、音楽、演劇、そ

して工芸など、沖縄独自の輝かしい文化の花がい

っせいに開いた時代を迎えるこれが沖縄文化の黄

金時代、あるいは沖縄のルネッサンスとも呼ばれ

た首里王朝文化の最盛期となって今日に至ってい

る。

王府は中国からの使節を歓待する目的で、踊奉

行所を置き、城内に舞台を設置して琉球舞踊を披

露した。一名「御冠船踊り」と呼ばれて今日に伝

えられている。

すなわち琉球は14世紀以来中国と臣属関係を結

んでおり、琉球国王の即位にあたっては中国皇帝

から「王冠」が送られ冊封使を迎えて戴冠の式典

を行うのを儀礼としていた。この中国皇帝から送

られる王冠を乗せてくる船のことを「御冠船」と

呼び「御冠船踊り」に対する王府の力の入れよう

はまた格別であったと云われる。

その宮廷の舞踊や組踊を大成させたのは、尚敬

王即位の時の踊奉行玉城朝蒸（1684-1934）であ

ると伝えられている。その行績には数々の古典舞

踊があり今に伝えられ踊られているといわれてい

る。（1719年踊奉行に名ぜらる）

この宮廷芸能に携わったのはすべて士族の男子

で格式高いものとして位置づけられていた。又御

冠船踊りの踊手に選ばれることは当時一族一門の

誇りでもあったと云われ今日とは異り女踊りもす

べて男性によって振付けられ踊られたものであ

る。

したがって現在組踊やかぶきなどに見る女形芸

で、男が女として踊るためにより女らしさを強調

しそのため特有の艶麗さを生糸出しその演出に一

役かつたのが華麗な紅型の衣裳であった。

宮廷芸能が、今日ある形に完成されたのが18世

紀初頭であるとされこれは紅型が今日の様式に確

舞踊と音楽

民族舞踊は、民族音楽と共に制作、企画され、

伴奏音と歌詞の意味と動きの要素と表現意図がマ

ッチすることに意義がある。

舞踊衣裳と同様、舞踊音楽は舞踊と完全にとけ

合い動きを助け、表現を効果的にする使命をもっ

ている。したがって、選曲の素材は一定の音曲

（音楽）を、踊りのこころとして常に構想意図を

もつべきものであり、これによってよりよい舞台

作品の完成も成立するのである。

２衣裳と紅型

今日琉球紅型と呼ばれている染物は沖縄で生ま

れ育った染技法の総称であり京友禅、加賀友禅、

江戸小紋と並んで日本の代表的な染物としてその

名が知られている。

その「紅型」の語源や起こりには諸説があり今

だに確実な文献による裏づけがなされていない。

しかし確証はないがこの種の発表の中から約500

年前（14世紀から１５世紀）の頃、ノロ（神事を司

る婦人）が白い衣に赤や青、緑、黄、黒の顔料

で、日、月、雲、花の形を描いて呪術の目的で着

用したのがその起源だとされている。

その後琉球王府、首里、浦添など王都を中心に

婦人達の礼装としての衣裳、あるいは神事に着用

するときの衣裳として染の技法が使われるように

なった。
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立されたのとほぼ一致している。すなわちこの

「御冠船踊り」が紅型の発展を大きく促がしてき

た。したがって今日宮廷舞踊として伝わる踊りに

も当時の絵図奉行によってデザインされた絢欄た

る紅型衣裳が使われている。

中国からの冊封便歓待のときに着用する衣裳に

は主に中国的な文様を取り入れるなどそれぞれ思

い入れの深さがその文様となって表現された。

又冊封使接待の時に着用する王族士族の礼服は

黄色地を最上とし、紫、桔梗、水色、藍色等階級

別に図柄や色で身分の表示のために染わけられて

いた。

踊り衣裳として用いられたのは主に王家婦女子

の礼服であったとされるが踊り手が男性であるた

めよりダイナミックなデザインの方が映えた。

すなわち上部に当る肩の方に枝だれ桜や枝だれ

梅の模様と云った「たれ型」が好まれて多い。

女性踊り手の多い今日昔ながらの衣裳では重す

ぎる感がありその体形に応じた衣裳に－工夫を要

する。

こうして踊り衣裳としての紅型は王府の保護の

下、中国の型紙の技法を導入し、京友禅加賀友禅

などあらゆる東洋の染色の影響を受けながらも華

麗で典雅な沖縄独自の染物に発展して芸能の世界

にも貴重な役割を果たした。

色彩と文様古典紅型の模様には静かなものから

大胆なものまであって、現代の生活感覚にも十分

応じることができるほど多種多様である。色（顔

料）は朱・石黄・洋紅・藍蝋・群青・胡粉・黒な

どが用いられ、植物染料は琉球藍・福木・蘇芳・

ウコン・楊梅・槐花にその他動物染料の醒縢脂な

どがある。

色彩の強い色と色を基調とし互いに反発し合う

色の組合せでありながら、上塗りや隈どりの技法

を駆使して、紅型独自の鮮やかな中にも落ちつき

のある配色法を生み出している。琉球紅型の地染

の方法には浸染（琉球藍による）と刷毛引き（染

料・顔料）の二種がある。

黄色地・葡萄地・緋色地・金黄・紺地・水色地

青藍地などの呼び名があり、他に地染をしない白

地紅型などがある。

紅型の文様の種類を全部列挙するにはあまりに

も種類が多いのでここでは、代表的なものからそ

の一部をあげることにした。

松竹梅の吉祥文を始め桜・牡丹・菊・菖蒲・桔

梗・鉄線・水仙・萩・桐・橘・椿・桃・柳、藤・

萩・水仙・芦・紫陽花・紅葉・水草・芒、海草・

楓・葦・萩・女郎花・竜胆・芭蕉、などの植物模

様。

鶴、亀の吉祥文を頭に千鳥・燕・蜻蛉・蝶・

雁・水禽・百足・龍・鳳凰・獅子・魚・嶋幅など

の動物。

遠山・霞・山水・流水・瀧・太陽・月・波・

雲・岩などの自然。

石垣・漁船・屋形船・魚網・扇子・網代・格

子・団扇・家屋・蛇龍・手毬・熨斗・短冊・雛な

どの人工的なもの。

その他沖縄の風物や幾何学的な文様にいたるま

で色々な組合せで文様が構成されている。

３紅型衣裳の特色

舞踊の衣裳の中で最も顕著な特色を紅型衣裳に

みると、いわゆる琉縫、琉球仕立をあげることが

できる。紅型衣裳は、衿と袖の形にその特色があ

げられる。

(1)衿は、かけ衿がなく、衿下がほぼ25ｃｍの返

す衿（ケーシ衿）である。

また、紅型裏地は、身ゴロと異なる赤色である

為に、返し衿は波調的な対照色となり、紅型の色

地のアクセントにもなっている。

(2)袖は、袖口全体が開いている広袖で、脇下に

脇すび（マチ）を縫いこ糸、ミヤツロがないの

が特徴である。

(3)これらの紅型の文様も多様に工夫創案され王

家の氏族の子女の打掛衣裳に染めあげられ特

に、外来の賓客の接待に催す演劇演舞の装いに

生かされ琉球装束として調和的に発展、開発さ

れてきている。

王府時代より明治、大正、昭和、そして平成に

及び時間的経緯の中で、あるものは形を新らため

られ、あるものは新しい文様として多くのデザイ

ンが考案されて今日に至っていることは言うまで

もないことである。

従って、古典舞踊を代表する装い（装束）は紅

型衣裳にあり、この紅型の色地と文様は舞踊内容
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と調和的にマッチしたものとなることが望まし

い。

このようにウエートがおかれる紅型について

は、これまでに多くの研究報告もなされ、文献等

も多々あるように思われるが、ここでは、先述の

ように特に、舞踊衣装としての紅型、その装い、

また装いと均合うための諸条件としての装飾品、

小道具、からじ結い、髪かざりなどをみていくこ

とも古典女踊りの装いを追究し、琉球装束を検討

する上で重要な位置づけであると思われる。

》

中国の文官用の蟻鍛にある織文様。そのまま琉球紅型の文様になっている。

鳳凰又は龍の文様がみられる。 （赤嶺正一氏所蔵）

－１８５－
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４紅型における文様の種類

。
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(1)－①黄地雲霞に鳳凰文様

王家の権威と象徴を表している。

おそらく中国の客を接待するときに用いた衣裳の文様であろう。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(1)－②黄地雲霞に鳳凰文様。作田節等に着用されている。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
雲に鳳凰牡丹絵扇文様。鳳凰に瑞雲の文様には王家を象徴する権威ある図柄である。上流婦人の華やかな胴裳の一つ
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(2)鳥流水葵菖蒲文様に虫篭華麗で典型的な王家の晴着である。
尚王家一門の安泰と平和を象徴させるようなのどかな絵柄である。
舞踊に多く着用されている。

黄色地にすると伊野波節、青地になると諸屯の

（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(3)水色地松皮葵繋に扇菊椿文様

大模様型で松皮が菱形状に繋がり枝扇と団扇を主文様に菊や椿をあしらった華麗な模様水色地の他に黄地、桃色地
など雰囲気の変わった優美な作品もある。白地にして總掛舞踊に多々好んで着用される文様である。かしかき、四
つ竹舞踊に多く用いられている。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）

-189-



琉球大学教育学部紀要第38集Ⅱ

二毒参参晉篝三－，s 篝＝
言菱臺，

ろう言,芸
二三一

轤橇へ>舗篶

夢

蕊iiillii蕊IfLi霞三三三毫三
き；熊

乞うi『
レニ

‘魁 ﾆｰｺ、、

ｹラ

瀞
､Sﾐミ

＝ZZ'１ｸワ

TArC‘

三
Ｐ
】
、
ｒ
〆
「
局

了

ｆ
】
、
夕
Ⅱ

、
田
〃
７
－
ｍ

「「

)'１ 列
》
、
Ｆ
Ｄ

ゲ

ＩＳｉ

三、

三二二
'亥

】参〕〉

(4)黄地松川菱藤菊流れ菖蒲藤文様

菱に菊そしてそれを取りかこむように流れる藤の蔓、丸く大きくあしらわれた菊の花等大変豪華な文様である
梗色地に染めると天川・柳舞踊に多く使用されている。（沖縄県立博物館蔵紅型文様

。桔

写）
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(5)白地寵に松山枝垂桜雁文様

朱と緑と言う反対色をうまく組合わせた大胆な図柄である。あくまでも白い芋麻の素材が生かされていて清楚な夏
紅型の効果を出している。稲まじん總掛踊りに多く用いられている。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(6)黄地霞に梅枝垂桜鳥流水葵菖蒲文様

型紙三枚からなる鐡大模様型で肩の霞に梅の白が新鮮な印象を与える平和でのどかな文様である。
本貫花、からや節に多く用いられている。 （沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(7)白地流水に紅葉文様

上質の麻の白地に一枚の型紙で三段模様に極いた上流婦人の夏の衣裳である。
モチーフではあるが大胆で王家のけんし､を表わした気品ある文様である。
作田節、本花風に適する文様の一つ。

流水に紅葉をアレンヂした少し､数の

（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(8)白地流水菖蒲蝶燕文様

夏の晴着である白地紅型ンチャナシである上質の麻の生地に置かれた流水文様その余白の白がいかにも涼感を呼ぶ
清楚な夏衣裳。天川・紹掛踊りに適している文様の一つ。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(9)甑に牡丹尾長鳥流水菖蒲文様

上質の苧麻に染められた白地紅型で牡丹と尾長鳥には中国的な花鳥画の趣が糸られる。
てなすときに着用された上流婦人の衣裳であろう。かしかき・木賃花に適する文様の‐

}よ中国的な花鳥画の趣が糸られる。おそらく中国からの客をも

かしかき・本貫花に適する文様の一つ。
（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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(ID寵に牡丹藤菊燕文様

黄地色の地色に輝くこの紅型衣裳は正に王家の象徴で絢燗たる雰囲気をただよわせている。
諸屯・作田節に適する文様である。

(沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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⑪笠に藤流水蛇緬に葵菖蒲文様

朱醒縢脂石黄等の顔料が琉球藍の青地に調和している胴裳の部分、打掛に用いる。本嘉手久節・柳に適する文様の
一つ。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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⑫霞Ｉ 皮垂桜梅雪輪文様

朱と騰脂を主調とする色鮮やかな紅型衣裳、枝垂桜に雪輪、
とけあった夏物衣裳。柳・天川・作田節に多く用いられる。

霞の上方に見えかくれする梅の小花の構成が白上布に

（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）

-198-



金城・祝嶺：琉球装束（その一）舞踊と装い

鑿i薑
－－

瀧

iifj=葵
ノ
｜（

雛

戴
ヘミ

>ﾐーコ ￣二三''／Ｅへミ

j鱗i｢i：
ｅ

業

一一

雑
IⅡ

茶 Ｚ

Ｚ

蕊
燕

、
Ｚ

￣

鍬
｢bグー

橋

髪唇ミ

諭信

０３霞に枝垂桜文様

典型的な賦に枝垂桜の文様。桜や霞の白がアクセントとなっている。伊野波節、本貫花、輿型印な瞳に夜至按の文様。後や霞の曰がアクセントとなっている。伊野波節、本貫花、諸屯等に着用される文様

の一つ。琉球紅型にみられる桜の文様は本土の吉野桜の図案化されたものである。（沖縄県立博物館蔵紅型文様写）
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５王朝時代の舞踊図の中にみられる踊と舞の形態図
(沖縄県立博物館蔵紅型文様写）

汐

(1)笠踊り図

｡茸i:夛=１

、 （

(2)胴衣カカン図 (3)うちわ踊図
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中国・京劇にみる胴衣カカン衣裳図６

(台中市立文化中心収蔵写）

／、

Ｌ－ノ

の
〃

(2)うちわ踊 (3)李震妃の中帯と胴衣カカン

(1)文様入胴衣カカン

分

－ジ

1111、＝

(4)胴衣カカン (5)胴衣カカン (6)胴衣カカン
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中国・京劇にみる妃の文様入り胴衣カカン図

(台中市立文化中心収蔵写）

(7)鱗鱗
中国の文官用の蟻鍛にあるすその織文様。 この立波は琉球紅型の文様にも応用されている文様である。

（赤嶺正一氏所蔵）
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７ からじ結いと髪かざり

(1)頭の中央で髪をとる (2)ムーティー（紐）で結ぶ (3)後ろに曲げて扇形に結う
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(5)元結の出来上り (6)左右からひとつまゑの

髪をとり円形のハイ
（ピン）をつくる。

(4)ムーティーのつけ根に
髪を巻き元結をつくる。

二
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(8)後ろの髪全体を後ろ首
元にまとめる。

(9)後ろで髪を結び垂らす。(7)右側も同様にし左右対

称形にして止める。
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00からじ出来上り：正面の形 01）後方の形・垂し髪 ⑫紫長巾を後ろで結んで垂し
髪の上に揃える。次にヌシ

を元結にかけ（差し）後ろ

左右に垂らしピンで止める。

jiilllllllllllIlmMilililllllllllllll1lllllllllllll

観
弘
；

⑪パサラを元結の左右に

差す。

(10正面中央に造り花・

前花を差す。
⑮出来上り：正面の形

鱗

００出来上り：後の形 (17）上から見た前の形
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⑱上から見た後ろの形

(19リ側面の形

帥後ろの形

(21）正面の形写真の11項序のように女踊りの髪（からじ）の結

い方は次のような手Ⅱ頂である。(1)マチジ（頭の中

央）で髪をとる。(2)ムーティー（紐）で元を結

ぶ。(3)後ろに曲げて扇形からじを結う゜(4)ムーテ

ィーのつけ根に髪を巻き元結いをつくる。(5)元結

いマヂジ扇形髪の出来上がり。(6)左の'､イからひ

とつまゑの髪をとりほほに円形'､イ（ピン）をつ

くり髪の先は元結いに巻きつける。(7)右も同様に

円形ハイ（ピン）をつくる。(8)後ろの髪全部をつ

か糸首元にまとめて結ぶ。(9)後ろで髪を結び垂ら

し出来上がり。（10からじ結いの出来上がり正面の

形。（11)後ろの形と垂らし髪。（12)紫長（巾）を後

ろ頭部でゲーン結びし、垂らし髪と共に背に垂

らす、紫サージは上が下のサージよりほぼ10～１５

ｃｍ程度短くなるように結ぶ。00房つきバサラ又

は房なしを左右から元結いに差す。（１０バサラの中

央部の元結いに造り花、前花つばき又はぼたん花

を差す。（１３元結いにヌシをかけ（差し）紫サージ

の上に左右のバランスと長さを調節して止める。

(１０出来上がり正面の形。（１０出来上がり後面の形。

(17)上からみた正面髪かざりの形：房なしバサラと

つばき花。（１０上からみた後面髪かざりの形：房な

しバサラとつばき花。０９側面の形。⑳後面の形。

(2]正面の形。
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く髪型と髪力
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衣裳のいろいろ８
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:鼬■ﾛ回顧－~。■嫁 ､厚■ﾐﾄﾞ項防

(８ (12）胴衣下裳(カカン）胴衣下着(11）9） 0０
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黄地梅垂鳥流水菖蒲文様衣裳青地松に藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳紫地雲に菊桜山に菖蒲文様衣裳

薄桃色地松に藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳霞に松枝垂桜鳥菖蒲文様衣裳
一一一一一一

白地梅垂鳥流水菖蒲文様衣裳

i'i1ill11Iillllii'、 瀞`-騨丁ハコ□霧/１銭較
一Ｔ：

…~鯵:錘…蕊;'零

鍵1６ l7lii鰯iiiil霧

白地総紋様紅型衣裳白地霞牡丹鳥流水菖蒲文様衣裳黄色地松藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳

'1,蕊i1MillMill

l鬮露

鱸Ｉ獺

蕊図蕊i鰯騨謬１℃

青地松桜垂鳥菖蒲文様衣裳白地牡丹絵扇総文様衣裳 白地流水菖蒲蝶山文様衣裳

聯繍霞鶏…
･毛＿■

鑿iii11lilljli1'1１
蕊
iiI■!」蟹（歯i灘鑑《蕊蕊i鍵霧i鰯灘

Ⅲ蕊 ２２

白地松梅鳳凰海屋根文様衣裳白地青赤花流水文様衣裳 白地松藤垂鳥流水菖蒲文様

灘;鑿鰯 Mi1l11llI1鰯；
謬震iiiii11i1iii篝 四h吋'王､麹〆

蝋｡鍼
覇醗騨9轡麹H園！

２５蕊:！２

白地雲山菊花総文様衣裳朱色地楓総文様衣裳 灰味青地桜枝垂蝶朶葉文様衣裳

iiiiiliiliilllllilliiliiii|illiliiillllllllililliiii11
2７ 2８ 2９
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９装飾品：髪かざり のいろいろ

蕊

(1) 造り花・前花

(ぼたん・八重つばき）
(2)造り花・前花

（つばき）

罰Ⅱ匿沮ﾄ蕊懸
溌錘露

卓二薑i鑿Ｉiii罰'111ｌｂ､v､蘂鬮轤蕊、
､唖輔鍵鞠

(3)前花と左右房つきバサラ (4)前花と 房なしバサラ

鷲

llllllill 蟻
(5)ヌシ（金紙） (６ ヌシ（金糸） (7)紫サージ（紫長巾）
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金城・祝嶺：琉球装束（その－）舞踊と装い

女踊りの髪かざりは、現在伊波普猷著「琉球戯

曲集」の記録が通常用いられている。

作り花（つくりばな)、水引（バサラ)、のし紙

差（のしかみさし）（ヌシ）の三つ。

造り花は、－名前花（頭の中央につける為）と

いわれ、赤椿の造花又は赤八重ぼたんの２種。

バサラは造花の左右に差す金銀水引両端はカー

ブして左右シメトリーとなるようにつける。

ふさ（房）つきばさらは、若い娘を意味するに

ふさわしいと思われ、房なしは、単ばくなかざり

気がない故に、大人の情念を表現する踊りにつけ

るなど、工夫が必要と思われる。

ヌシは後頭部の元結いの根元に差したとされて

いるが、現在は⑫図のように元結いにかけて固定

する形をとっている。先端がくるくる巻かれて上

下に５本あり、踊り手の頭の形や全体のパンラス

を考えてのびちぢみさせて、美しく装わせてい

る。

後頭部のむらさきサージの上にヌシのかざりつ

けをして、頭部を優雅に熟せる役目を果たしてい

る。

紫サージについて

ifらさき長サージ及び紫中帯として紫が琉球舞

踊の扮装のはちまきやおびに多く使用されてい

る。

紫は、西洋では帝王の色であり高貴の象徴とし

て使用されたものである。

白ハチマキ、赤ハチマキ、その他いろいろある

けれども、やはり落ちつく色合いは、紫ハチマキ

である。

又、紫色は、黄色の反対色（補色）であり、青

の同系色である。

いずれの色合いの衣裳にもうまく調和して効果

的な働きをしているのは紫色である。

しかし、紫は単独で使用するには、とてもむず

かしい色であるが、琉球舞踊には好んで用いら

れ、しかもそれが有効に生きており、舞踊衣裳の

色調を整えている。

したがって、古典舞踊をはじめ近代舞踊（雑踊

り）男踊り、子供舞踊などの沖縄の染めと織りに

マッチする色がこの紫である。

◆

－２１１－
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１０装飾品：ふさユビワ（フサイーピナギー）

女性の正装に用いられたしの、魚、扇、桃、鳥、蝶、曲玉、木の葉、がデザインされて銀手打細工のもの。

(1)ふさユビワ (2)ふさユビヮ

騒
錘(～;鐸

(3)ふさユビワは中指にはめる。 (4)ふさユビヮ

(5)ふさユビワ

－２１２－



）舞踊と装し金城・祝嶺：琉球装束（その

１１着付の順序 着付の手順（１）

：

繊口iiilllill lllllllllli

(1)下ばかま肌じゅ

ばんをつけ赤足

袋（房ユビワを

(2)カカンをつける (4)カカンをつける(3)カカンをつける

後面 側面正面

はめる)。

：HdUMqDh5S 灘蕊1lb1llMbiiK
(5)胴衣を着る (6)紫中帯をしめる。
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着付の手順（２）

綴

(7)紅型衣裳を着る。

紫中帯に下からはさむ。

右を下に、左を上に。

(8)出来上り

紫中帯は紅型衣裳の
上部（外）にだす。

lｌｌｌｌｌ１Ｉｉｉｉ

〃，…il

R31懸露鐸諏，

(9)後面 (１０右側面 01）左側面

－２１４－
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着付の手順（３）

llllllll11ii露

⑫右片袖ぬき着付
正面

⑪後面 ⑭左側面 (15）右側面

⑪紅型前打合わ着① ⑰② ⑱出来上り③

帥側面０９正面 (21）後面

－２１５－



琉球大学教育学部紀要第38集Ⅱ

写真のように、(1)下ばかま、肌じゅばんをつけ

て細帯をしめ、赤足袋をはき、房ユピワをつける

（房ユピワは最後につける場合が多い）(2)カカ

ンを付けた正面姿(3)カカンを付けた後ろ姿（４）

カカンを付けた側面(5)胴衣をつける(6)紫中帯

（ムラサキナカウーピ）を前腰の中央にゲーン結

びする(7)紅型衣裳を右上前から中帯に下から差

しはさむ(8)左上前を右に重ねて中帯に下から差

しはさゑ、紫中帯は表にだして垂らす（前つぼ

り）出来上がり(9)後ろ姿（10右側面０１)左側面

⑫右片袖ぬきの紅型衣裳（かしかき舞踊の着付の

方法）（１，後ろ姿⑭左側面（１，右側面０６)紅型

前打合わせ着、両手で下衿をつかむ（１１右上前を

合わせる⑱左上前を重ねて右手で衿下をつかむ

(19Ｉ中帯をしめない打掛着付、正面、0左側面但、

後ろ姿

ある。本来琉球王朝時代の貴族の婦女子が礼服と

して又婚礼の時の装束として着用していたといわ

れる。脇下裾の方で開いており脇下と衿に紐がつ

けられ結べるようになっている。

現在舞踊には、赤が用いられているが、衣裳の

いろいろにも翠られるように、色は、白、黄、

青、又柄文様などもあったものと思われる。

カカン（裾・下裳）は、腰巻の一種で白下裳、

黒、黄、青などその他柄文様がついており(5)、（６）

図のように、胴衣・カカンといわれるように、カ

カン（ひだスカート．細いひだ巻スカートで腰か

らすそまでの長いもの）を腰にまき、その上から

胴衣を着るが現在の用い方で、これは、古くから

うち掛衣裳の下に着用するものか、又は、その胴

衣・カカンそのもので礼服として用いられたと考

えられる。現在は古典女踊りの装いの重要な着装

となっている。

例えば、「諸屯舞踊」には、赤胴衣でなく、小

紋紅型文様が用いられる場合があり、これは王朝

時代の婦女子の単なる下着ではなく、礼服である

ことが想定される。又、舞踊の内容とかかわっ

て、若い娘ではなく、大人の落ちついた文様によ

って感情を表現し、踊りをより効果的にするとい

う演出でもある。

中国(1)～(7)図などからふられるように、色彩や

文様によってより美しくしなやかな女の衣裳の－

種が、現在、古典舞踊の紅型衣裳とマッチさせる

ような赤と白に落ちついたとも考えられ、これは

戦後の舞踊の型の統一にもかかわっているようで

ある。

着付について

写真にみられるように、女踊りの着付は、①は

だじゅばんと下ばか主を着け、②胴衣、カカンを

つけ、③うちかけ（紅型）を羽織る。④胴衣、カ

カンの上にむらさきの中帯をしめる。⑤うちかけ

（紅型は、中帯を左上前になるように下からさし

こみ、はさみこむ、うちかけの上から、むらさき

中帯が前中央で染えるように垂らす。

中帯をして、うちかけをはさみこむつぼりをす

る着付は、うちかけのすそを上につりあげる役目

もあり、又踊りの内容によっては、屋外にでる道

行姿とも解釈できる。

中帯をしないで、胴衣、カカンの上にうちかけ

を羽織るときは、諸屯や作田節など屋内での踊り

を想定する内容の演出とみてよい。

フサ（房）ゆびわは、女の正装の時に用いられ

る装身具としてより優美に、女らしさや古典のふ

んいきをだすにふさわしい。婚礼の時の装飾品で

もあるユビワをつけることにより、一見華やかだ

が、清楚な女踊りの扮装と幻想的な王朝時代をし

のばせるものがあり、古典舞踊を効果的にしてい

る。

１３下ばかま

はかま（はかま・下着）は、沖縄では、首里ば

かまと那覇ばか寵の２種として紹介されている。

ハカマは、胴衣・カカンの夏の下に着るいわゆ

る肌着である。およそ1800年頃から着用されたと

もいわれているが、下着（はかま）は衣服を着用

する際に必要欠くべからざるもので、現在のラン

ジェリー（パンティ）に相当するものである。

本来、沖縄は着物を着用しており、現在の洋

服・洋装ではなかったのであるから下ばかまが考

案され着用されたのは、当然のこととして想像で

１２胴衣、カカン

胴衣（dUjin）は筒袖で膝下までの短い下着で

－２１６－
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屯考えられる。

現在の下ばかまは、男性用のステテコに、マチ

を入れて、両膝開き、座るなどの動作がスムーズ

にできるようにつくられ、しかも、腰紐はなく、

ゴム紐で自在にのびちぢみする作りである。

首里ばかま、那覇ばかま屯いずれも生活上の衣

服の一種としてより便利に着物の着付がうまくい

くよう、生活しやすいように作られ、しかも、も

めん、さらし、麻地などで、涼惑をもたせ、女の

たしな象の一つとして実用的で美しく創られてい

きる。

首里ぱかまは、現在のステテコ風のものに、片

例（左）が大きくなっているのが特徴で、これ

は、用足しに便宜をはかったものと考えられてい

る。その大きな左側に二本の紐がつき、容易にと

りはずしがきくような実用性をもっている。

那覇ばか主は、左右同じ寸法で腰が幅広くつく

られ、別紐か又は、そのものを腰によじっておし

こむ形が特徴といえる。又別に紐を結んだともい

われ、例えば、ウシンチー着付のときには、この

紐に両衿をさし込んで固定させる役目を果したと たと考えられる。

①首里ばかま図

□へ ご）

②那覇ばかま図
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古典女七踊りと装い1４

iIUlilll1i
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古典女七踊りの装いと技法の特徴図１

古典女七踊り 踊の美を発揮することが出来るからである。

そして、特に15種ある女踊りの中から、典型的

な舞踊として古典舞踊を代表する七踊りの装いに

ついて承ることにした。

図１に古典女七踊りの装いを整理したものをあ

げた。装いの各々の形、振り技法の形、小道具の

持ち方がみられると思われる。

次に、七種の踊りの各々について、その舞踊と

装いを検討していくことにしたい。

前述のように、本稿は、舞踊と装いと題し（そ

の－）として古典女踊りをとりあげた。特に今回

は、琉球舞踊の中で、歌詞、音曲（楽曲）踊り構

成、振りと技法、装飾品、小道具、衣裳という総

合的な美的様式として完成された女踊りを追究す

ることにした。例えば衣裳についてふれば、紅型

という染めと文様：色・柄・形が、舞踊の内容や

踊り手の技法と調和してこそ舞台芸術としての舞

－２１８－



金城・祝嶺：琉球装束（その－）舞踊と装し

〔かしか きの装い〕

ｋａｋｉ）

１

(kash

(４(3)(2)

＜装いと踊り＞

！
せとわく＞

小道具

(２(1)

｛
2）(1)

＜踊り図＞
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2．〔ぬふぁぶしの装い〕
（nufabushi）

Iillll1lillll1ll liiiii
(1) (2) (3) (4)

＜装いと踊り＞

(1)

く花笠＞

小道具

(2)

鶇
;だ、

（脈

lWiii
(1) (2)

＜踊り図＞
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3．〔しゆどうんの装い〕

(shudun）

到

jlilIll1
(1) (2) (3) (4)

＜装いと踊り＞

綱０羽、

榊ＩｌＷ
(1) (2)

＜踊り図＞

－２２１－
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4．〔ちくてんぶしの装い〕

（chikutenbushi）

：

蕊騨胤麹iiii

｣iliiiRJlP鱸1111
(1) (2) (3) (4)

＜装いと踊り＞

|iiliilillilllllillllllliilillii》。
露

く女団扇・うちわ＞

小道具

謝jiiiiiiMi，獺
(1) (2)

＜踊り図＞
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〔やなじの装い〕５

(ｙａｎａｊｉ）

(1) (２ 3） 4）

＜装いと踊り＞

’

9

００

１リ鬼
、1）花かご

<小道具〉

露SiM蕊騒議露蘭曙

聯 一一"歯薗風露鰯麺

纐翻繍癬

(1) (2)

＜踊り図＞ (4)やなじの枝
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6．〔あまかあの装い〕

（ａｍａｋａ）

(2)(1) (3) (4)

＜装いと踊り＞

織

(1) (2)

＜踊り図＞

-224-



金城・祝嶺：琉球装束（その一）舞踊と装い

〔むとうぬちぱなの装い〕

(mutunuchibana）

7．

(１ (2) 3） 4）

＜装いと踊り＞

捌
騒
鎖

|llllllllllI鋼潔
(2)(1)

〈貢花〉

小道具
＜踊り図＞
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１．〔かしかきの装い〕

（kashikaki）

「かしかき」に用いられる白地紅型は、主とし

て上質の麻の白地に、赤、黄、緑、青、茶などの

色彩に白地霞牡丹鳥流水菖蒲文様白地青赤花扇流

水文様が華やかに染られている夏衣裳である。文

様も涼感を呼ぶものに、艶のあるチヨマのさらり

とした感触の夏向きの素材であり、清楚なイメー

ジを持つ「かしかき」の踊りにふさわしい衣裳で

ある。

〔歌詞〕

七ゆゑとはてん紹掛きてぃ置ちゅてぃ

里が蜻蛉羽（あけじばに）御衣ゆすらに

（干瀬節）

わくぬ糸紹に繰り返し返し、かきていうむかじ

ぬ主さてい立ちゅさ

紹掛きてぃ伽やならんむぬさらみ、繰り返し返

し思どう増しゆる

（七尺節）

糸を細かくきめ細かくつむいでかせ糸を掛け

て、トンボの羽のような薄着布を織って愛しい人

に着せてあげたい。

枠糸をかせに何度も繰り返し返しかけていると

愛しい人への思いがつのります。という踊りの内

容が、若々しくういういしく乙女心を表わし、踊

りも又、「干瀬節」で女心の思いをさわやかに踊

り、「七尺節」でかせとわくを両手に持ち、かせ

糸を巻き、大きく、小さく、ゆっくりと細やかな動

作で写実的に布を織り、糸をかける所作で踊る。

このような内容にふさわしい着付の片袖ぬきの

風情が、一途にはたを織る乙女心の純心さを思わ

せる装いで、写実的な糸を繰り返し巻く、衣を織

るしぐさとマッチしている。

小道具のかせかけの色糸は、ふく木の黄、あい

染めの青、紅花の赤、ふく木にあいをかけた緑、

チヨマの白糸の五色で飾られている。

かせわくの塗りも、沖縄塗料の黒でつややかな

中に落ちついた黒が五色の色糸と調和している。

したがって、白地紅型と赤い胴衣、赤足袋、ム

ラサキサージ（八巻）と中帯の紫、からじの形と

髪かざり、房ゆびわなど、装いと歌詞と音曲とゆ

っくりした振りとしぐさが優美さをかもしだして

いる。

２．〔ぬふぁぶしの装い〕

（nufabushi）

「いふあぶし：伊野波節」に限らず、紅型衣裳

は、踊り手のふんいきに合ったものを用いるのが

最良の方法であると思われる。

この踊りに用いられる、さがり藤のつるの流

れ、円い花などりゅう線を生かした豪華な文様に

染られている黄色地松藤垂鳥流水菖蒲文様の黄色

地紅型衣裳は、王族士族の色として最上の権いを

表す色とされたもので、琉球の歴史と風土が作り

あげたものである。

あざやかな地色と文様がどうかな赤い花笠の色

と調和して格調高さが感じられるものである。

〔歌詞〕

逢わん夜ぬついらさ与所に思みなちゃみ
な

恨みてし.ん忍ぶ恋ぬ慣れや

（伊野波節）

恩納松下に禁止ぬ牌ぬ立ちゆし、恋忍ぶまでい

ぬ禁止やねさゑ

七重八重立ている離内ぬ花ん、匂い移すまでい

ぬ禁止やねさみ（恩納節）

逢わん徒らに戻る道すがら、恩納岳見りぱ白雲

のかかる、恋しさやついゑてぃ見欲しゃばかり

（長恩納節）

愛しい人に会えない何とつらい夜であること

よ、もしや、よそに心を移したのではあるまい

か、心憎いと思いつつもなおも思いを深くし、忍

んでいこうとする恋するものの熱き思いが悲し

い。恋することは身も心も思苦し<はかない。

逢えなくて、後髪を引かれる思いで戻るこの心

と足の重みよ、ふり返えり、恩納岳を見れば、こ

のわびしい心を表わすように山に白雲がかかり雲

っているようだ。恋しさはなおつのって、会いた

い見たい思いが増すばかりです。

前半の伊野波節で恋するものの蕉操感ともの悲

さを、長恩納節で逢えぬつらさに希望をたくして

帰る内容である。

女心の熱情と恋情の激しさを内にひめて少ない

振りと花笠を巧柔に使って感情をこめる振りによ

るきびしさに絶える力強さを表現する踊りのイメ

ージに黄地紅型の鮮やかな色彩、大らかな美しさ

のうちかけの原色の衣裳が女の情念とマッチして

いると思われる。
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目の「しょんがない節」で彼へのやさしさ帆ちむ

がなさ”と心づかいを表わし、別れた後もあなた

の匂いと移り香を袖に残してありますもの、面影

と共にすごしていきましょうと退場する。

小道具を持たない手踊りであり、装いも屋内で

（家の中で）踊る内容なので、着付も中帯（ムラ

サキ中帯）をしめないで、打掛をさりげなく着る

着流しで左上前を右手で押さえて歩くやさしさと

女の色香をただよわせる。踊りの内容が成熟した

女を想定し深い思いと心象表現ともマッチする落

ちついた色と図柄の紅型衣裳がふさわしい。現代

になって赤い胴衣でなく青地小文柄胴衣などを用

いるのは、成人の女性の落ち着いたふんいきを出

す演出で効果を出す工夫がなされているのしよい

傾向と見られる。踊り手と踊りの内容と衣裳が自

然で美しいものにする工夫は大切である。

花笠は、18世紀半ばの御座楽の絵図にもみられ

るように、むんじゅる笠に似た大きめの素朴な形

をなしたものが、明治期に考案創作されたものと

思われ抽象的で巨大な赤い花の直径40～50ｃｍの

竹細工を骨組とし、絹又は木綿布地をはりつけた

ものが現存している。青地に波、ぼたん、梅、れ

んげなどに類似した想像の造花をかぶりものとし

たと考えられる。すなわち、紅型の原色のはなや

かな衣裳にふさわしい笠として工夫されたもので

あろう。いわゆる、笠のふちの青は海と波しぶき

を中央の花びらは太陽と情熱の色を赤で象徴した

ものであろう。

3．〔しゆどうんの装い〕

（shudun）

「しゆどうん：諸屯」に多く用いられている青

地松に藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳又は青地桜垂鳥菖

蒲文様衣裳は、浅地紅型（青の薄い色）よりやや

灰色味をおびた青地に藤垂文様の典型的な踊り衣

裳である。この色合いや文様は、女の情念を浮き

ぼりにするにふさわしいものである。

〔歌詞〕

思事のあても与所に語られめ

面影とつれて忍で拝ま

（仲間節）

枕ならべたる夢のつれなさよ

月や入り下がて冬の夜半

（諸屯節）

別て面影の立たぱ伽召しやうれ

馴れし匂袖仁移ちあもの

（しょんがない節）

心に愛しい人への思いがあっても誰に語られよ

うか、面影を胸にひめていたい。「仲間節」の踊

りは静かな歩みによる思いを表現し「諸屯節」で

は、共に枕を並べている夢からさめ彼がそばにい

ない現実のわびしさがわれに帰った時、はっとし

てえん側にでて外をみると月が西に傾いている、

ああ、あの月がこのむなしい、わびしい私の気持

ちを知ってくれるであろうか。と枕をあてがう

手、月を見る、左手袖口つかみあごにあてる。両

手を組む、じっと女立ちのまま、目付（三角目

付）によって思い入れをすることで、燃ゆる女の

情念のはげしさとなげきの感情を語り踊る。三曲

4．〔ちくてんぶしの装い〕

（chikutenbushi）

夏の日に暑さをすずませてくれるうちわの風に

愛しい人のぬくもりとやさしさを感じるという女

の思いを静かで単々とした振りの中にほのぼのと

した幸せをこめて踊るこの「作田節」は、ハート

形の中国（唐）うちわをもって、夏の季節感をた

だよわせている。

紅型打掛は、白地総紋様紅型や白地雲山菊花総

文様などの涼惑を出すようにし、また、薄青地牡

丹垂鳥流水菖蒲文様衣裳がふさわしい。

〔歌詞〕

誰がしむてぃなちやが手に馴りし扇や

暑さ涼ましゅる便いなとし

（作田節）

夏ぬ日ん秋ぬ情通わしゅる

手になりし扇ぬ風ぬ涼だしや

（早作田節）

誰の手で作られたのだろうこの手になれ親しん

でいる扇は、夏の暑さを涼しくしてくれるたより

になるうちわですと「作田節」の静じゃ〈と幻想

的な音曲でそよとしてしかも思いを深く踊る。

「早作田節」はうちわを使っていると暑い夏も秋

風のような涼風と人恋しさがいやが上にしまして

くるのです。格調高く品のある調べに乗せて淡々

とした歩み、振り、表情がさわやかさを表現す
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る。

持ち物（小道具）のハート形の円いうちわは、

中国又は韓国にもみられる。例えば、伝説の中の

乙姫様の持ち物にも似て幻想的なものである。

うちわは、本来生絹を素材として薄くすけたシ

ャリ感のある布地に顔料で赤い花を描き華麗さを

演出している。このうちわの素材を生かして着流

し着の紅型打掛を装い、夏の涼風をかもしだす衣

裳の工夫が大切でしょう。

を、梅は香りをそれぞれに分をわきまえてという

さとりを表現する踊りである。女の情感とつつま

しさを小道具で写実的に象徴している踊りであ

る。

６．〔あまかあの装い〕

（ａｍａｋａ）

男女の深い愛情のきずなと女の情念を語りかけ

るこの踊りに用いられる紅型衣裳はききょう色

（赤紫）の地色で染めあげ、淋しさの中にとげそ

えられない女心の切なさをこの色で表現する装い

が適している。ききょう色地松に藤垂鳥流水菖蒲

文様衣裳、薄桃色地松に藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳

によって、切々たる男女のちぎりを託して装う工

夫がよい。

〔歌詞〕

天川ぬ池に遊ぶうしどういぬ

思い羽ぬちぢり与所や知らん

（天川節）

別りていん互にぐ縁あていからや

糸に貫く花ぬ散りていぬちゅみ

（仲順節）

始めの「天川節」では、池を見下ろしおしどり

の仲良く泳いでいる情景に愛し合う２人の深い結

びつきをうらやむ表現、互いに強く結ばれている

ことを誰が知るであろうか。左手で池を見下ろす

両手で着物のすそをあげて池を表わすなど写実性

の強い技法で表現する。「仲順節」ではお互いに

別れても心の結びつきは離れません。糸に貫いた

花の離れ散ることが出来ないように二人は固く結

びついています。男女のちぎりの深さ、心の結び

つきをほのぼのとした情感の中に淡々と踊る「諸

屯舞踊」と同じ手踊りである。

坐って両手で川の流れを表現する振り、結びつ

きを両手をくみ合わせる指くみで表わし、入羽の

対角線上で振り返るしぐさ、両手を胸に抱き固い

結びつきを、右手を上げて別れを告げるように振

り返る振りに思いを凝縮し、気持ちの美しさとや

さしさの余韻を残して静々と退場する。

柳・天川と二つ組にして呼ばれているのは技法

（振り）が音曲・歌のハヤシ、ｖＩユリティクユリ

ティク〃でハスに構え左足を上げ、右膝の上下屈

伸と共に上下にあげさげして、全身でやわらかい

５．〔やなじの装い〕

（ｙａｎａｊｉ）

踊りの小道具として柳の枝を伸縮させるなど心

憎いばかりの工夫がこらされておりこれを手に柳

はみどりを象徴し、花は紅に合わせて真紅の花に

女の情感をかもしだしている。

梅の香りを梅のひと枝に託している。花龍は紅

白のくみ紐を巧象に用い緑にそめ、花と柳の枝を

入れて紅型衣裳とマッチさせている。

これらの小道具を生かすような紅型衣裳は、こ

の踊りの内容と調和し効果的にする黄地紅型が最

適と思われる。黄地松藤垂鳥流水菖蒲文様衣裳、

梅菊牡丹菖蒲水仙バラなどの花輪文様をあしらっ

た黄地打掛の華やかな装いが他の踊りにない独自

性をつくりだすでしょう。

〔歌詞〕

飛び立ちゅる蝶まづいゆ待て（､連りら

花ぬむとう我身や知らんあむい

（中城はんた前節）

柳は緑花は紅、人はただ情梅は匂い

（柳節）

花かごを肩にかけて踊る出羽の「中城はんた前

節」は、飛び立っていこうとする蝶々さんよ、お

待ち下さいなあなたは花のありかを知っているの

でしょう。わたしは愛しい人がどこにいるかよく

知らないので連れていって下さいな、と、蝶にや

さしく熟ぼく語りかける女の姿を表現する。「柳

節」では、花かごを置き、その中から小道具を一

つずつ取り持ち歌詞、内容を表現する。

柳はみどりで柳の一枝を持ち、伸縮させながら

踊る。花はくれないは赤い花に持ちかえて、人は

ただ情は素手で、梅は匂いで梅一輪に持ちかえて

踊る組み立てである。柳は緑を花を紅を、人は情
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波動をつくっている振りの類似点をもつ点にある

と思われる。又帰りの内容の、女らしさ〃mさと

り"などの共通点もあるかと思われる。

付記

化粧、髪結い、着付は、小波のり夫氏、玉木初

枝先生、知念利子先生の多大なるご協力を戴きま

した。衣裳のいろいろで、小紋紅型、胴衣、紅型

衣裳等は、琉球舞踊の諸先生方に協力していただ

きました。紙上をもって厚くお礼を申し上げま

す。

7．〔むとうぬちぱなの装い〕

（mutunuchibana）

この踊りは、紅白の貫花を小道具として右肩に

かける、手に持つなどで踊られる。紅白のかれん

な貫花にふさわしく、清楚で新鮮なイメージをも

たせる白地紅型がふさわしい。

紅型に用いられる藤、さくら、梅などの文様の

花には、えんぎのよい花として日本人の生活習慣

にある吉祥紋が好んでとり入れられている。貫花

の紅白の花々は、つつじの花といわれ、川面に流

れている花々をすくい集めて、女心の思いを託し

て貫花にし、愛しい人にあげようと云う内容であ

る。白地梅垂鳥流水菖蒲文様衣裳白地雲山菊花総

文様衣裳などの紅型の装いがふさわしい。

〔歌詞〕

春の山川に散I)浮かぶ桜

すくい集めてど里や待ちゆる

（金武節）

白瀬走川に流りゆる桜

掬〈てぃうみ里に賃ちやいはきら

赤糸貫花や里にうちはきてぃ

白糸貫花やゆいり童

（白瀬走川節）

「金武節」で貫花を右肩にかけて春の山や111に

散っている花、川面を流れている花を集めて愛す

る人をこよなく待つ、すくう振りに心をこめて踊

る。「白瀬走)||節」で、両手に貫花を持ち川面に

浮いている花で貫花をつくって愛しい人の肩にか

けてやりたい。赤糸の貫花の、紅の花は女の情感

を表現するので彼にあげよう。

白糸の貫花は、子供達にあげましょう船ユイイ

リワラビ"。赤い花に恋心をうまくマッチさせ

て奥ゆかしい気品のあるもの。紅白の貫花と踊り

内容と踊り手のふんいきに合う紅型の装いの工夫

が必要でしょう。

以上のように、古典七踊りという女踊りの典型

的な舞踊と装いについて検討したが、今後さらに、

他の女踊り、男踊り、近代舞踊（雑踊り）なども

順を追って検討することが残された課題である。

踊り手：モデル：金城光子
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