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Abstract

ThispaperisacasestudyofRyukyuanDanceNotationapplyingtoa
classicaldance，“Nufa-Bushi,”ｏｎｅｏｆｔｈｅｗｏｍａｎｓｓｅｖｅｎｄａｎｃｅｓ・Ｔｈｅｍａｉｎ

cocernofthispaperistointroduceｔｈｅｎｏｔｉｏｎｏｆａｗｏｍａｎ,sexpressionof

herfeelings-loneliness，passion，ｐａｉｎ１ａｎｄｓｏｒｒｏｗ－ｉｎｔｈｅｄａｎｃｅ・As
observedinthepreviouspaper，thenotationhasthefollowingcharacterisrtics

l）themovementsofthebodyclearlyshownbypictures’２）thenotation
ofthemovementsandthemusic，３）ｔｈｅcombinationofthepicture-figure

notation，fugo-notation，andthesymbolsconsistedofthenotationof“NufaBushi,'’４）theexplanationofthedance，５）thesongs，ａｎｄ６）ｔｈｅｗａｙｔｏ
dance．

＊PhyaEduc，ｃｏｌｌｏｆＥｄｕｃ，Univ・oftheRyukyus、
－１９５－
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1．古典舞踊女踊り「伊野波節譜」本稿の６の
これまで報告した「琉球舞踊譜」女踊り「かせ

かけ譜」（1993)、「天川譜」（1993）に次ぐ女踊
り「伊野波節譜」を書くことにした。

譜の作成は、「琉球舞踊譜(1)～譜語と記号～」

鵬ｌｉｗｌ

（1990）に基づいて記讃したもので、(1)譜語と記

号譜、(2)図譜、(3)作品の全体構造、(4)装束と扮装、
(5)写真絵図譜、(6)伊野波節の踊り方と組立、(7)伊
野波節の演奏曲のIニエ四を添付した。又、踊りの
解説・歌詞・踊り万と組立を二英文で示した。

2．伊野波節（Nufabushi）の歌詞・音曲
と内容

本稿は、前述のように、考案した「琉球舞踊譜

～譜語と記号～42）（1990）を用いた記譜による

（１）歌詞

「伊野波節譜」と「写真絵図による譜」を記述し

逢わん夜ぬついらさ与所に恩みなちゃみ

恨みていん忍ぶ恋ぬ慣れや（伊野波節）
恩納松Fに禁止ぬ牌ぬ立ちゆし、恋忍ぶまでいぬ

たものである。

3．踊りの扮装・装束

禁止やねさみ

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、恩納岳見りば白雲

「いふあぶし：伊野波節」に限らず、古典女踊
りの紅型衣裳や小道具は、作品の内容と踊り手の

のかかる、恋しさやついみて&､見欲しゃばかり

雰囲気に合ったものを用いるのが最良の方法であ

（長恩納節）

ると思われる。

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との心
と足の重いことよ、振り返り恩納岳を見ればこの

この踊りに用いられる「さがり藤のつるの流れ、

円い花など流線を生かした豪華な文様に染られて

いる黄色地の紅型衣裳」は、王家の色として最上
の権威を表し、琉球の歴史と風土が作りあげたも
のである。鮮やかな地色と文様が小道具の豪快な
赤い花笠の色と調和して格調の高さを感じさせる。

わびしい心を表わすように山に白雲がかかり曇っ

|:手前

ているようだ。恋しさはなおつのって、会いたい

iKiiii【'１火iiii

ＦＴｉｉｉｉ

見たいの思いが増すばかりです。

「伊野波節」については、「沖縄の踊りの表現
特質に関する研究(4)～古典･女踊り「伊野波節」

L手

｢手

について』，(1984）で検討し、また、「沖縄の

踊り(4)～古典舞踊･女踊り「伊野波節」～舞踊譜

の体系化をめざして～27）（1983）で図譜による

検討結果を報告したのでご参照戴きたい。

１７園

後iF而巾央囲

｢伊野波節」の舞台移動軌跡図
－１９６－

下下関

4.

OUTLINE OF "NUFA-BUSHI"

"Nufa-bushi" is known as one of those dances to form "Koten-Onna-Odor!"
(Traditional Woman's Seven Dances), and the longest work among them~ This
dance is also well known as one of "Kasa-Odori"(Classical Hat Dance), which
Is performed with a "ilana-gasa" (Flower-like hat). Oesides the hat, the
performer ot "Nufa-bushi" dances with such a properly as "Fusa-yubiwa"
(slIver rings with tassels) 011 the middle fingm"s, wllieh (~f'r(~cl.iv(~ly
express the classicality of the dance and the womanliness of the heroine.
"Nufa-bushi" expresses a woman's growing earnest passion, and is
performed with the following three son~s:"Nufa-bushi," "Unna-bushi," and
"Naga-unna-bushi." In the first portion of the dance, the performer
expresses a woman's earnest love, ~oldin~ a "ilana-gasa" in one hand, moving
with slow tempo and suggestive song of "Nufa-bushi." In the later portion
of the dance, the woman's sorrow for not being able to meet her lover is
expressed on a little faster tempo melody, "Unna-bushi," with the flower hat
on Ule per former" shead. The dLHlce thell cmploys i riner ~.. bs tr;JC t i vo ~H1d
.·cal.isUc ways in expressing her sorrow and chained aLtachment to her
beloved with the slow tempo song of "Naga-unna-bushi."
tt

TilE LYRICS Oli' "NUfi'A-BUSlli
1) Awan yunu tsuirasa
Yusuni umi nachame
Uramilin shinubu kuinunareya

(Nufa-bushi)

2) Unnamatsushitanf chijinu fueni tachusui

Kuishinubumadinu chijiyanesami
Nanaiyaitati.ru mashiuchinuhanan
N~uiutsuisumadinu chijiyanesami

(Unna-bushi)

3) Awanitazirani mudurumichisugara

Unnadakimiriba shirakumunukakaru
KuishiRayatsuimiti mibushabakai

(Na~a-unna-bushi)

TI1E MEANING 014' TIlE SONG AND DANCE
This dance accompanied with the songs generally expresses lhe anxiety
of a woman who desperately wants to meet her beloved, who has been out:
1) lIow miserable lhe night is when I cannot see you. I am afraid that
you changed your mind about me. I feel sorry for myself, but I cannot
help seeing you secretly. I tllink a person becomes this way when she
falls in love ....
2) A post dcscribing some prollibition was placed under a pine tree in
Onna Village. I wonder if it is to ban love or to stop the scent of
flowers "inside the double hedges. nut who can?
3) Without being able to see you, on lhe way back home, I look back
Onna-dake. The mountain is behind heavy white clouds, and it looks
as if they try to hide my lover. I wish I could move the clouds away
and see my beloved.
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5, CHOREOGRAPHY OF "NUFA-BUSHI"
~N.jifatl(entrance) - l)hold the hC\t in the jnside part with the right hand
and the left hand is at the left side of the body, and then walk towards the
cenLer (Fig.I-8), 2)step right then stretch the left leg (Fig.9-11).

«L) - J)twist the left foot inwClrd then move the left hand to the ins.ide
of the hat thus holding the hat td th both hands (li'j~.12-15), 2)stretch the
left leg to the side (li'ig.lO-17) , 3)ma.intaining the feet position twist
the body to the left then close the feet by sliding the right foot towards
the left foot (I"ig.18-2I), 4)stretch ·the right leg to the side (Ii'ig.22-Z3),
5)twist the body to the right then close the feet with the left (Fig.24-Z7),
6)stretch the left leg to the side (Fig.28-29), 7)twist the body to the left
then close the feet with the right (Fig.:W-3Z), 8)stretch the right leg to
the side (l"jg.33-34), 9)twist the body to t.he right then close the feet
with the left (l"}g.35-39), lO):l quarter turn to the left while moving the
left hand to the s.ide and the hal. wi til the rip;ItL hand (Ii'ift.'10-t15), 11)7
steps starting w.iLh Lhe .left (Fig.t1(j-5Z). IZ)cross the lefl. fooL over the
right, twist Ule body to the left, step the rj~ht foot ovel' the left (Ii'.ig.
53-57), 13)stretch the left leg to the side with the toe up (Fig.S8-59).
«2» - J)invert Lhe hat then raise the right hand while stepping the right
foot fonJard (Ii'ig.6(}-66), 2)sLretch the hand to the front of the body while
twisting the body t~ the right (Fig.67-70), 3)maintaining the hand
position step the left foot to the side, bend the knees slIghtly then
sLr'(~tch the logs ;)R<lin (Fig. 71-75), 4)3 steps st:art.in~ with the left (l"ig.
7U-78), 5)do lhe r.ight leg thrust (li'lg.70-81), 6)Lurn to the left then
mov(~ Lhe ha L j n sucl' a way tha l: j L Is ;J t LIm d I';h t side 0 f the body (Ji'.i ~ .8285), 7)0 stops starting with the left (Ii'jg.86-nl), 8)small half turn to
the .left while lowering the right hand to the side (l"ig.92-97), 9)4 steps
startIng wi th the left (Fig.U8-l0l), lO)small ha.Lf turn to the left, move
the right hand up straight while mov.ing the feet apart (Fig.l02-108), 11)
lower the right hand. to the front of the body still in an inverted position
thcu turn the hat up (li'ig.l09-115), 12)mainlaininp; lhe hand position step
thrice st;lrLing with the dgllL (Fig.lt6-lt8), l:l)do the r.id,t .leg thrust
(li'ig.lIU-IZ2), 1t1)smll.1.l half turn to the right (Fig.lZ3-1Z8), 15)sl.ightly
bend the knees whIle 10wedng the hands to the side (I;ig.129-130), 16)step
thrice starting with the right (Flg.l~H-l:J:l).
(3) - l)set the feet at the shoulder length then move the left hand up
to the head level then to the chin while stretching the left leg to the side
(Irjg.134-140), 2)maintaining the feet and hand position, turn the face to
the ~eft ~ide (l"jg.111-14Z), 3)slep twice (Fig.l~3-1t15), 4)do the left Jeg
th"tJHL (It"ig.14()-1t18), 5)sma.ll qlHH-l.m' tU1'1I Lo the lerI.: low(~r' the lefL halld
to the side while stretching the left leg then twist the body to the left
(F.ig.lt19-157), 6)4 steps starting with the left «rig.I58-10l).

{(JI»

- I)move the left hand on the ffkobushi u form up while stepping the

right foot to the side (Fig.162-1U7), 2)maintainlng the left hand at the
head Jevel, move 3 steps startinJ?; wit.h the left (li'.ig.168-17Z), 3)do the left
- 198-

leg thrust (Fig.173-176), 4)sma1.l half turn to the .left while 10worjn~ the
left hand to the side (Fig.177-183), 5)8 steps starting with the .left (li'iv;.
184-191), 6)cross the left foot over the right then twist the body to the
left; step the right foot forwal'd (Fig.l02-197), 7)sland on the female
standing form (Fig.198-1UO).
«transition» - l)twist the left foot inward (Fig.ZOO-ZOI), 2)smalJ half
turn to the left (Fig.Z02-208), 3)7 steps starting with the left (Fig.209216), 4)kneel down with the right (Fig.217-219), 5)place down the hat
Infront of the body (Flg.220-Z24), 6)remove some accessories from Lhe head
(Fig.225-226), 7)take the hat once again (Fig.227-228), 8)place it on Lhe
head and tie the knots to make the hat in place then hands to the s.ide
(Ii' i ~. 220- 2:38) .
«(intro» - Ostand up with the h;mds on the side (Ii'jg.239-24l), 2)small
half turn to the left (Fig.242-244), 3)stand on the male standing form
(lq g. 245- 246) .
«1» - l)twist the left foot inward (Fig.247-248), 2)walk 4 steps forward
starting with the left (Ii'jg.249-252), 3)do the right leg thrust (I"ig.25:1257), 4)ste() the right foot to the side then do the left hand side
"konerite" (lq~.258-203), 5)showillg the palm of the left hand in front of
the body, do the sma 11. hal f turn to the 101' t c.llld J ower the hand down ;15 the
turn completes (FIg.264-270), 6)wCllk 4 steps starL.ing with the 10ft (Fig.271
-27'1), 7)do the small half turn to the left while moving the left hand up;
'1 sleps forward while lowering Lhe hand Lo Lhe side (li'jg. 275-28'1), 8)do
the right leg thrust (li'ig. 285-289).
«2» - l)step the right foot to the side and move the hands to the center
on "kobushi" form while stretching the left leg to the side (Fig.200-200),
2)slide the riJdlt foot towards the Jeft 1.0 close (li'.ig.207-2BO), :J)st.reLch
the I·jght leg to the side (Ii'jg.3()()-:Wl), '1)s.l.ide Lhe .Left foot towar-ds the
dght La close (I~ig.302-305), 5)do Lhe small half turn Lo Lhe 10I't wh.ile
lowering the hands to the side (Fig.3()6-31l), 6)1\ steps starting willi the
left 0"ig.312-315), 7)do the small hal f turn La lhe left (li'jg.316-320), 8)
do the right leg thrust (Fig.321-323), 9)step the right foot to the side
then stretch the left leg Lo the side (Fig.324-328).
«3» - l)twisl the left foot inward; touch with both hands the edge of
the ha l; once ;md then hold it: s tre LeI. the lor l; .I er.; to the s.i de (Ii' j f~. 329;~35), 2)slide the left foot towards the right to close (l~jg.336-338), 3)
stretch the right leg to Lhe side (Fig.331-310), 4)twist the head to the
right then slide the left foot to the right to close (Fig.31\1-344), 5)do
the small half turn to Lhe left while lowering the hands to the side (Fig.
345-352), 6)slep twice start.ing with the left (fjg.353-355), 7) do the
small half turn to the left while moving the left hand up with the palm
open (fig.356-361), 8)6 steps forward starting with the left while
lowerin~ the hand to the side (Fig.:162-:H37). 9)<10 the right le~ tln'ust.
(Ii·i~.JU8-:nl), IO)twist the lefl. fool. jllwan! then t;l.ep the /·.ighl. foot
forward; raise the hands Lo the bro"asL level; cross Lhe left fooL over Lhe
- 199-

l'i~ht

while lowering the hands a liLtle; twist Lhe head to the r.i~ht first
then back to the left (Fi~.372-38:n, II) turn lhe body to the righl; turn
up the palms t.hen face backward (rq~.a8t1-:~8H), 12)slep Lhrice starling
wi th the right while lowering the hands down (Ii'ig.390-392), 13)do the
small half turn to the left (Fig.393-395), It1)step the left foot backwards
whl.Ie movin~ the right hand up wi th the palm opon; slide the left foot
towards the ri ~h t wh.i 1e movi n~ Lhe hilild to the [r'on L (V i ~. 3UG-1I () J) •
15)stop the r'i~ht foot Lo the Hid(~ whi Ie lowel'ill~ the hand; thclI sL.lIId 011
Lhe female standing form (Io'lg.t102-t106).

«(1» -

1) twist the .left foot inward; step lhe r'ight foot backwards while
gathering both hands at the center on the "kobushi" form (FigA07-t112),
2)turn the head to the left bendinJ~ the knees a liLt.le (Fig.t113-41t1), 3)3
steps starting with the left Lhen do Lhe lcrt leg thrust (Fig.t115-t12l), t1)do
the small quclrl:er turn to lhe left while lowering Lhe hands (Fig.t122-427),
5)step the left then the right (li'jg.t128-t129). 6)do tho small hal r turn to
Lhc left then II sleps starling wi th the left (Io'j~.1I28-lIa7), 7)pul the
right foot infront of lhe Jeft; turn the body l.o the left while moving the
left hand up on the "tsukim.ite" form (Ii'jg.llJ8-t1t12), 8)Ltu'n the head Lo lhe
left and raise Lhe left hand to the head level (Fjg.llil8-450), J l)do the
small half turn to the left while lowering the hand to the side (Fig.t15J'158), (2)step thrice starUn~ wi ttl Lhe right (Fig.1J59-il6I).
«2» - I)do the small half turn Lo the left wid le raising both hands up
to the head level (Fig.462-1J66), 2)sl.retch the left foot forward w.i th the
toe up while doin~ the 2 hand "konerlte" haIr way throu~11 the bodY t1 L.imes
(l·'jg.467-475), :Olower both hands Lo Lhe front while turning the body Lo the
right; raise both hands up again to lhe head level while stretching the
l'ight foot forward (Fig.'l70-48:n, 5)do the 2 hand haIr ttkonerite 5 times
(li'.ig.IJ84-J\95), 6)10wer the hands to the side (Fi~.t196-497), 7)slcp Lhe right
foot forw;.ard while turning the body to the left, then do the 2 hand
"konerlte" (li"ig.J\98-505), 7)stretch the left foot to the front of the body
whl Ie lowering the hands down lo the side (Ii"ig. 500-508) .
tl

«3» - I)lurn the lefl foot inward; then bending the knees a little, move
the left hand to the chin wit.h the sleeve of the kimono (Fig.509-514), 2)
maintaining the hand position, step thrice starting with the left (li'ig.515517), 3)do the left leg thrust (Fig.518-520), 4)do the small half turn to
the left while lowering Lhe hand Lo the side (IQg.521-527), 5) step the
left then the right (Fig.528-529), 6)turn the body to the left while
ra.ising Lhe left hand up and holding the edge of the hat, slowly kneel
down with the right (Fig.530-535), 7)turn the head to the left (Fig.5365ilO), 8)face right then kneel down with the left knee this time while
lowering the hand to the sIde (Fig.5111-5il6).
"Irifa"(exit) - Ostand up slowly (Fig.5t17-548), 2)with the hands on the
sIde, walk towards the exl t (Ii" 19. 540-557) .
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金城：琉球舞踊譜(7)

⑥両膝曲げ左回り、右手笠横あげ笠立て下

6．「伊野波節」の踊り方と組立

ろし、左横向き（写82～85）

（写真番号はレオタード写真図譜の数字）

⑦右手横あげ、笠立てのまま小走りで６～
８歩前進（写86～91）

出羽（前奏）
①右手に花鞭をもち下手から上手への対角

③左回り、右手首まわし笠受もち、右横下

線上を舞台中央へすり足で出る（写１～

ろし、右斜後向き（下手向き）（写92～
９７）

８）

⑨右斜向き（下手向き）左足から４歩前進

②上手向き（左斜前向き）に女立ち（写９

（写98～101）

～11）

《伊野波節》（出羽踊り）

⑩左回り、上手向き、両足揃え、笠頭上あ
げ、伏せ手もち、左足引き（写102～108）

１節…①始動・両手で花笠を持ち体前あげ、石足

⑪両膝曲げ、笠体前伏せ下ろし、手首回し、

出（写12～15）

笠受持ち、体前あげ（写109～115）

②両手で花笠を体前に上げたまま、右足に

⑫笠体前あげのまま、右足から左斜前（上

重心をかけ、左ガマク入りで左足すり出

手）へ３歩前進（写116～118）

す（写16～17）

⑬右足突き、体勢整え（写119～122）

③上体を左へひねり回し斜後向き、左足突

⑭笠体前あげのまま右回り、左斜後ろ（下

き、体勢整え（写18～21）

手向き）手首右捻り笠傾けポーズ（写

④左足に重心をかけ、右ガマク入りで右足

123～128）

すり出し（写22～23）

⑮右回り、右手笠受けて下ろし、右斜後向

⑤右斜前に上体をひねり回し、右足突き、

き（下手向き）（写129～130）

体勢整え（写24～27）

⑯左斜後（下手向け)、右足から３歩前進

⑥②、③と同じ動作を行う（写28～32）

（写131～133）

⑦④、⑤と同じ動作を行う（写33～39）
③両手笠体前に上げたまま左回り、右斜後

３節…⑰右斜前向き、膝曲げ、右足前出し、左手

向き（下手向き）、両手下ろし（写10～

頭上あげ下ろし、あごあて、膝曲げ、左

４５）

足すり出し、左ガマク入り、右斜下みる

⑨右手に笠を持ったまま左足から７歩前進

（写134～140）

⑬あごあてのまま左へ上体を捻りまわし、

（写46～52）

⑩左回り、左前向き（上手向き）（写53～

左斜前向き（写141～142）
⑲あごあてのまま左足から左斜前へ３歩前

５７）

進（写143～145）

⑪上手向き～女立ち（写58～59）

２節…①左足を引き、左斜後向き、右手笠伏せも

⑳あごあてのまま左足突き（写146～149）

ち、右足出し頭上を上げ右足交差、両膝

⑳あごあてのまま、左横向き左足交差、右

曲げ、笠頭上から顔前下ろし（ポーズ）

足出、左斜め後ろ（上手奥向き）右上見
る、右足重心かけ、膝曲げ、左足すり出

（写60～66）

②体を右斜前へひねり回しながら笠を体前

し、上体を曲げ、左手左下に下ろす（後

下ろしあげ、右足交差、右斜前向き（写

向き）上体を左へひねり、左斜後ろ，（後

６７～70）

向き）左ガマク入り、（ハイヤマーター）

③笠体前伏せ手あげのまま左足引き、左横

（写150～156）

⑳上体を下手向け、左足引き（写157～

見、両膝曲げ右斜前向き（写71～74）
④右手笠伏せ手あげのまま右足から４歩右

158）

⑳左斜め後向き（下手向き）左足から４歩

斜前へ前進（写75～78）
⑤霊体前あげのまま右足突き（写79～81）
－２０１－

前進（写159～161）
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⑦左回り右横向き、左手体前おろし、頭上

４節…⑳左足交差、／f手袖口もち、膝曲げ、左手

前受けあげ、（指す手）左足突き、左手

横あげ、左ガマク入り、正面向き（写

下ろす（写275～284）

162～167）

③正面向き、右足突き、体勢整え（写285

⑮左手袖口もち、頭上あげ、上体左へ捻り

～289）

見る、左斜向き、左足から３歩前進（写

2節…の右斜前向き、右足出、両手袖[｣つかみ、

168～173）

⑳左手上のまま、左足突き（写173～177）

体前下揃え下ろし、左足すり出し、左ガ

⑰A{手頭上あげのまま、左回り、ハミガマク

マク入り（写290～295）

②両手i１１１口つかみ、体前下あげ、上体左へ

入り石斜後ろ（下手向き）左手下ろす

捻り回し、左斜向き、左足突き（写296

（写178～183）

⑳左足からゆっくり８歩前進（写184～192）

～299）

③両膝曲げ、右足すり出し、右ガマク入り、

⑳左回り、左斜向き（上手向き）（写193

ｉＩＩｊｆ体前おき（写300～301）

～197）

④両手体前揃えあげのまま、上体を石に捻

⑳上手向き、女立ち（写198～199）

り回し、石斜前向き、右足突き、体勢整

後奏…①始動（写200～201）

え（塀302～305）

②左足から２歩前進、左回り後向き（写

⑤両手体前揃えあげのまま、左回り、後向

202～208）

き、両手開き下ろし（写306～311）

③後向きのままハ÷足から７歩前進（写209

⑥後'61き、左足から４歩前進（写３１２～

～２１６）

315）

④左足後ろイ｢足そえ、ゆっくり座る（写

⑦左回り、正面向き（写316～320）

２１７～219）

③正面向き、右足突き（写321～323）

⑤後向きに144つたまま、右手の蟻を両手で

⑨膝曲げ、右斜前向き、右足出し、正面向

右斜め床上におく（写220～224）

き、女立ち（写324～328）

⑥髪飾り（iil花とパサラ）をとる（写２２５

３節…①右斜前向き、右足出し、両手頭上あげ、

～226）

⑦髪飾りをiii方床上におき、甑を両手で取

縦のふちぞえ、左足すり出し、左ガマク
入り（写329～334）

る（Tj:227～228）

③両手でかさを受けもち、かぶり、あごひ
もをしめ、liIi手下ろして待つ（写229～

②両ＦＷｉそえのまま、上体を左に捻り回し、
左斜めIiii向き、左足突き、体勢整え（写
335～338）

238）

③①②の動作を右斜前へ行う（写339～340）
（写341～344）右ガマク入り

《恩納節》（中踊り）

④両手霊そえのまま、左回り、後向き、両

前奏…①立ち上がる（写239～241）

手下ろす（写345～353）

②左回り、石斜め前向き（写242～244）

⑤左足から２歩前進（写354～355）

③正面向き、女立ち（写245～246）

⑥左回り、右横向き、右足横出、／,と手体前

１節…①正面向き、始動（写247～248）

下伏せおろし（写356～360）

②左足から４歩前進（写249～252）

⑦/f}z頭上受けあげ下ろしながら、正面へ

③右足突き、体勢整え（写253～257）

④右斜前向き、右足横出、左手体1iiiこねり

左足から４歩前進（写361～367）

③正lniliilき、右足突き、体勢整え（写３６８

あげ、１１ﾐlili向き（写258～263）

⑤左手体|iiiあげのまま、/,(回り後向き、左

～371）

⑨ｲi横lfJIき、右足出し、両手伏せ開き上げ、

手下ろす（'ﾉﾌﾞ264～270）

⑥後向きに/,:足から４歩前進(写271～274）
－２０２－

左足交焦、両手袖すくい取り、左斜め向

金城：琉球舞踊譜(7)

あげ（写462～466）

き、両足伸ばしポーズ（写372～383）

②左足すり出し、両手首顔前で前後波動

⑩両手袖もちのまま、右回り、後向き（写

（白雲払い手）（写467～475）

384～389）

③両手おろし（写476～478）

⑪後向き、両手下ろしながら、３歩前進

④①②③の動作を右斜めへ行う（写479～

（写390～392）

482）（写483～495）（写496～497）

⑫左回り、正面向き（写393～395）

⑤右斜前向き、右足出、両手こねりあげ

⑬左横向き、左足横出し、右手体前下伏せ

（序498～505）

下ろし、正面向き、右足突き、右手頭上

⑥左斜め（上手向き）両手おろし、女立ち

前、受けあげ下ろし（写396～401）

（写506～508）

⑭正面向き、女立ち（写402～406）

3節…①右斜向き、右足出し、/f手袖口つかみ、

あご下あて、左ガマク入り、上体を左へ

《長恩納節》（人羽踊１
納節》（人羽踊り）

捻り回し、左斜め向き（写509～514）

１節…①両手袖口もち、
①両手袖口もち、右横向き、イi足横出、両

②左手あご下あてのまま左足から左斜前へ

手体前下揃え下ろし(袖あわせ）（写407

３歩前進（写515～517）

～413）

③左手あご下あてのまま左足突き（写518

②両手体前下のまま膝曲げ、正面向き（写

～521）

414）

④左手あご下あてのまま/,2回り、右斜後ろ

③両手体前下のまま左足から３歩前進、左

（卜手向き）左手下ろす（が522～527）

足突き、体勢整え（写415～421）

⑤左足から２歩前進（写528～529）

④両手体前下のまま、左回り、左斜後向き、

⑥左足出し、膝曲げ、右足出し、左手頭上

（上手奥向き）両手開き下ろす（写４２２

あげ、筏のふちそえ、ゆっくり座る（写

～427）

530～535）

⑤左足から２歩前進（写428～429）

⑦座り/,ﾐ手笠そえのまま、左斜上を見上げ

⑥左回り、右斜後向き、（F手向き）（角

る（写536～539）

切り）左足から４歩前進（写430～437）

③座り、左手轍そえのまま、右斜後向き、

⑦左足出し、左手親指と人差指結び、体前
あげ、右足出し、右斜前向き膝曲げ、左

（下手向き）、左手尚こねまわし下ろす

手左横あげ、ハミガマク入り、正面向き

（写542～546）

（写438～442）

③九手頭上あげ、両膝曲げ、右斜向き（月

人羽…①立ち上がり、下手向き（写547～548）

後奏…②左足から下手へ退場する（写549～557）

見.手）（写443～444）

⑨左手頭上あげ（月見手）のまま、石斜め
へ左足から３歩前進（写445～447）
⑩左手頭上あげ（月見手）のまま、左足突
き（写448～450）

⑪左手頭上あげ（月見手）のまま、／,２回り、

ハガマク入り、右斜後ろ（Ｆ手向き）ノ,二
手下ろす（写451～458）

⑫下手向き、左足から３歩前進（写459～
461）

２節…①左回り、両手伏せあけ．ながらﾌﾟf斜Iiil向き、
体をひねり回しながら（左ガマク入り）

左斜後向き（上手奥向き）両手頭上伏せ
-２０３－

金城：琉球舞踊譜１７）

図譜～⑨

※

この図譜は女踊り「伊野波節」を８ミリフィルムに実写したものをプロフィールプロ
ジェクターによりトレースしたものである。

踊りの開始から終止までのフィルムを３～６コマ毎に描写し，図の下の数字はコマ数
を記して水した。踊りの動作像と作品の全体像の図譜である。

－２１７－

9．Ｗｈｏｌｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｄａｎｃ

（導入

④

〔１〕
〔２〕

〔３〕
〔４〕

部

〔５〕
〔６〕
〔７〕

～ジ

③
10525コマ

－－帝－－E璽二
Hi辮耀鑿j轤灘議鱈……

左まわり、上手前向き･但画

〔８〕
〔９〕

〔10〕
〔１１〕
〔１２〕

9分44秒７

〔１３〕

｡

〔14〕

（主要部

〔１５〕

⑪

〔１６〕
〔１７〕
〔18〕
（１９〕
※

中踊り（１）
653コマ

３５秒３

中踊

2-ELl

2985コマ

２１分45秒

入羽踊り

|;１

１霞
⑤

21分47秒５
。

(鮭鶴蝋鰯雰…かざり(輌花､ﾊﾟｻﾗ)をとり｝

鰯譲り誌ｬ:騨薑･画

左まわり･正面向き右足突き･画

左まわり・正面向き、右手前方指し･右足突き.E亟画

〔34〕
〔35〕
〔36〕
〔37〕

〔38］
〔39〕
〔40〕

3016コマ

熟筧雛霧灘を鰯滕<蜜辨國

〔４１〕

両手こねり手･上手向き･…

〔42〕
〔43〕

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

〔44〕
〔45〕

（終繕部）

⑪

雨E:芒iiiil

立ちあがり舞台中央から下手奥に向いて対角線上を歩いて退場。

1984「沖縄の踊りの表現特質に関する研究(4)古典女踊り：伊野波節について」より
-２１８－

金城：琉球舞踊譜(7)

全体構造
歌詞。 音楽

時間・長さ
時間・長さフィルムコマ数

（

８ミリフィルム。

219

総コマ数約20570舞踊作品の時間約19分２秒
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