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AbstractAbstractAbstractAbstract：We considered the tradition of Japanese dance. Analysis was tried about the relation of language and 

operation in the traditional process. 

 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに    

 日本舞踊は、Japanese dance の和訳で日本のダンス

の総称である。日本の伝統的なダンスである舞（まい）

と踊（おどり）を合わせたものである。日本舞踊には,

現在200を超える流派が存在する。花柳流･藤間流･若柳

流･西川流･板東流を「５大流派」と呼んでいる。 

本研究は、「黒田節」を対象に、技能の伝承について考

察した。１分３０秒程度の長さであるがマスターするに

はかなりの困難なものである。師匠が、模範を示して、

弟子がそれをまねるという伝承方法をとる。この際、重

心の位置、顔の向き、それと連動した手足の動き等、説

明とビデオだけでの習得は不可能であろう。 

元来、指導書として言語化されたものはない。伝承の過

程の映像を示して、言葉による説明と共起する動作等の

分析をした。会話分析や談話分析のためのデータ表現と

分析方法に確立した方法論がない現状では研究対象とし

たテーマに対して独自の方法を考慮して実施する必要が

ある。 

    

２２２２．．．．研究目的研究目的研究目的研究目的    

｢黒田節」舞踊の伝承における発話と身振りの協調にお

ける談話の構造化や文脈の伝達について考察をする。 

研究の最終目的は、「組織学習」と「組織文化」の関連

を核として、組織活動の過程で構成メンバーが「実践知」

獲得を行う場合に、動作と談話の関連の分析研究を主な

テーマとしている。 

    

    

    

３３３３．．．．調査概要調査概要調査概要調査概要    

 お師匠さんは、正規の流派に属しており、弟子は稿者

が研究の目的で指導を受けたものである。弟子入りをし

て伝承をうけるという正規の指導によるのもではないこ

とを断っておく。そのため、基本動作の習得に関する説

明と実技を２回、実技を中心に「黒田節」の舞踊の録画

は３回実施した。内容のデータ表現と分析は、最終の収

録したものを使用した。 

    

４４４４．．．．「「「「黒田節黒田節黒田節黒田節」」」」ののののトランスクリプトトランスクリプトトランスクリプトトランスクリプトなどなどなどなど    

第第第第１１１１図表図表図表図表は、「黒田節」の背景となる社会的な武士の

日常的な習慣や立ち振る舞い、精神的な背景などの極め

て大雑把なまとめを示した。「黒田節」の伝承の談話分析

の特徴は、基本的な「動作＋台詞（説明）」により習得す

べき目標とすることが前提となる。これがないと、基本

動作からのズレを修正･補正をする時、よりどころがない

ため、言葉で動きを伝える時に明確な表現がでてこない。 

当初、動画から動きの変化の文字化を試みたが、全て

をテキストと記号で記述しきれない事と、記述した結果

の情報から、舞踊の再現が理解不可能であるとして、歌

詞の1字単位で断片的な映像と実時間をまとめた。            

「「「「黒田節黒田節黒田節黒田節」」」」のののの舞舞舞舞踊踊踊踊のののの伝承伝承伝承伝承のありさまはのありさまはのありさまはのありさまは、、、、映像映像映像映像でででで発表時発表時発表時発表時

にににに再現再現再現再現するするするする。。。。発話だけでは、伝わらない場面で発話と身

振りが共起している場面が多く存在する部分を第第第第２２２２図図図図

表表表表のトランスクリプトに示した。ここでは、ほとんど、

学習者からの発話は無いが、師匠の身振りを真似る事に

終始し、区切りの時点での「ああ～」という一言で、こ

の種のメッセッジを伝える場合･環境の特徴であると解

釈した。 
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５５５５．．．．分析分析分析分析        

①①①①    舞踊舞踊舞踊舞踊のののの伝承伝承伝承伝承ではではではでは、、、、細部細部細部細部についてについてについてについて微妙微妙微妙微妙なななな早早早早いいいい動動動動きはきはきはきは、、、、

分析不能分析不能分析不能分析不能であるであるであるである事が分かった。ビデオ映像は、1秒30 ﾌ

ﾚｰﾑなので、33msec 以下の分解能は保証されない。目で

観る連続的な動きは、その（ビデオ映像）間隔を十分に

補正し得る能力がある。詳細な部分までを分析しようと

する場合は、更に高速の録画機能を持つ機器を必要とす

る。映像に移らない部分に、師匠と弟子の関係では、師

匠が細部の身振りを、身振りに加えて、発話でどのよう

な方法で伝えているかが重要である。 

ここでは、師匠の舞踊だけを見ながら、何回も弟子が

まねして、正しい身振りに近づけるような方法なら、研

究対象や分析対象にはならない。あくまで発話と身振り

の共起を探索することである、 

② ①の視点から共起の有無を弟２図表に追加した。 

ほとんどの箇所で共起は見られる。特に、特徴的な部分

は、実時間経過の1:35から1:40の間で発生している。

ここでは、「「「「身振身振身振身振りりりり＋＋＋＋発話発話発話発話」」」」のののの共起共起共起共起がががが「「「「正正正正＋＋＋＋誤誤誤誤」」」」のののの 2222 回回回回

発生発生発生発生していることをしていることをしていることをしていることを発見発見発見発見したしたしたした。。。。        

 

６６６６．．．．考察考察考察考察したしたしたした結果結果結果結果            

6.16.16.16.1    「「「「発話発話発話発話とととと身振身振身振身振りのりのりのりの記号論記号論記号論記号論;;;;第第第第３３３３章章章章」」」」のののの分析論分析論分析論分析論によるによるによるによる

解釈解釈解釈解釈    

単一の身振りとその指示対象（モデル）との間にある

写像性（類似性）や指標性（時空的な隣接性）ゆえに、

共起する発話にはない情報が身振りによって伝えられる

事例が発見された。 

6.26.26.26.2    「「「「最後最後最後最後のののの見栄見栄見栄見栄をををを張張張張るるるるシーンシーンシーンシーンへへへへ移行移行移行移行するするするする時時時時のののの修正修正修正修正」」」」 

師匠は、稿者の動作でいつも同じ所が間違っており、

その箇所の修正をするのに、 

「「「「チョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコとととと動動動動くのではなくくのではなくくのではなくくのではなく」」」」とととと「「「「思思思思いいいい切切切切りりりり前前前前にににに」」」」

という正誤の場合のガイドとして、稿者の「チョコチョ

コした動き」を真似て誤ったその動きに加えて、「思い切

り前に」という正規の身振りして見せて、「正規の動作」

を伝達しようとしている。 

発話と身振りの間、発話間、身振り間のそれぞれに共起

が生じている。さらに、「動作と発話」がそれぞれ２回が

セットとなって、１つのメッセーシﾞとなっている。それ

ぞれのセットは、階層をなしており、文脈の伝達を確実

なものにしている。正規の動作に近づけるために、正誤

の例を出しながら合計４つの「動作と発話」が共起して

いる例である。  

  

７７７７．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題などなどなどなど        

 日本舞踊の伝承について考察したが、師匠と弟子とい

う関係で長期にわたって伝え、結果として免許皆伝とい

うスタイルが継承されている。本稿で示した指導時のト

ランスクリプトのようなテキストは原則的にはなく、口

伝で説明しながら指導されている。当研究では、お師匠

さんの判断で、「研究対象である」ということと、「善意

の行為」により聞き出して、稿者がまとめたものである。

本来は、テキスト化しないで、流派の中だけで伝承され

るべきものあり、正式なものではないことを断っておく。 

なお、談話分析に関わる研究の重要な項目の１つに「組

織とﾃﾞｨｽｺｰｽ」を設定している。この領域では、「組織学

習」と「組織文化」の関連を核とした課題である。動作

と談話の関連の分析研究は、今後の重要なテーマとなる。        
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第第第第１１１１図表図表図表図表        黒田節黒田節黒田節黒田節    基礎的基本的基礎的基本的基礎的基本的基礎的基本的なななな精神精神精神精神････知識知識知識知識・・・・体系体系体系体系    

    

基本動作基本動作基本動作基本動作    

武士武士武士武士はははは、、、、常常常常にににに臨戦態勢臨戦態勢臨戦態勢臨戦態勢でありでありでありであり、、、、歩歩歩歩くくくく時時時時、、、、おおおお辞儀辞儀辞儀辞儀をするをするをするをする時時時時、、、、座座座座るるるる時時時時などなどなどなど、、、、いつもいつもいつもいつも体体体体をどのをどのをどのをどの方向方向方向方向

にでもにでもにでもにでも移動移動移動移動できるようにできるようにできるようにできるように行動行動行動行動するするするする。。。。    

    

姿勢姿勢姿勢姿勢    

自然体で背筋はのばすが、ふんぞり返らない、猫背にならない。攻撃された時は、体を落と

し防御の姿勢がとれるようにする。 

 

手手手手    

左右の両手で楕円形に構えるが、肩や腕に力をいれない。 

 

足足足足    

停止時は、カガトを付けて左右９０度にひらく。 

 

足足足足    

立立立立っているっているっているっている時時時時はははは、、、、常常常常にににに腰腰腰腰をををを落落落落としたとしたとしたとした姿勢姿勢姿勢姿勢をををを保保保保つつつつ。。。。    

スリスリスリスリ足足足足はははは、、、、急急急急なななな攻撃攻撃攻撃攻撃にもにもにもにも対応対応対応対応できるできるできるできる姿勢姿勢姿勢姿勢であるであるであるである。。。。    

 

歩行歩行歩行歩行    

ドタドタ歩き厳禁、すり足で歩く。 

 

眼眼眼眼    

キョロキョロしない。身体の芯に対して直角の方向を見る。 

 

おおおお辞儀辞儀辞儀辞儀    

武士武士武士武士のののの作法作法作法作法としておとしておとしておとしてお辞儀辞儀辞儀辞儀でででで、、、、４５４５４５４５度度度度ぐらいにぐらいにぐらいにぐらいに傾傾傾傾けけけけ頭頭頭頭とととと背中背中背中背中はははは、、、、略直線略直線略直線略直線でででで辞儀辞儀辞儀辞儀をするをするをするをする。。。。    

    

おおおお辞儀辞儀辞儀辞儀のののの手手手手    

両手は、膝から１５㎝ぐらいの所で先端をつけ、８の字で畳につける。 

 

腰腰腰腰    

原則的に中腰を保つこと。 

いつ攻撃をされても、体を沈めることで、防御できる体制である。 

 

座座座座るるるる姿勢姿勢姿勢姿勢    

両足の指近くの関節と両膝を畳に付けて姿勢を保つ。 

両膝は肩幅より少し広くする。 

 

片膝片膝片膝片膝たてたてたてたて    

座る姿勢から移行するときは、右足を前方に滑らして、ドタと着地しない。 

 

服装服装服装服装    

袖のある着物を着用する。 

 

足袋足袋足袋足袋    

必須である。裸足や靴下は滑らないのでダメ、一回使用で結構汚れる。 

 

扇子扇子扇子扇子    

必須。お師匠さんの使い込んだ貫禄のある扇子を借用した。 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



経過経過経過経過

時刻時刻時刻時刻

映映映映　　　　像像像像 師匠師匠師匠師匠のののの発話発話発話発話

稿者稿者稿者稿者のののの

発話発話発話発話

共起共起共起共起がががが起起起起

きているきているきているきている

箇所箇所箇所箇所

経過経過経過経過

時刻時刻時刻時刻

映映映映　　　　像像像像

師匠師匠師匠師匠のののの発発発発

話話話話

稿者稿者稿者稿者のののの

発話発話発話発話

共起共起共起共起がががが起起起起

きているきているきているきている

箇所箇所箇所箇所

1:021:021:021:02 前前前前にににに体重体重体重体重▼▼▼▼ なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:311:311:311:31 ここここ～～～～れれれれ▼▼▼▼ぞぞぞぞ なしなしなしなし

1:081:081:081:08 ここここ～～～～れぞれぞれぞれぞ▼▼▼▼ なしなしなしなし 1:321:321:321:32

まこまこまこまこ～～～～とのとのとのとの

▼▼▼▼

なしなしなしなし

1:111:111:111:11

てをてをてをてを▼▼▼▼そえながそえながそえながそえなが

らららら

なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:341:341:341:34

ちょっとちょっとちょっとちょっと▼▼▼▼

前前前前へへへへ

なしなしなしなし 共起共起共起共起

1:131:131:131:13

足足足足をををを▼▼▼▼、、、、そうそそうそそうそそうそ

うううう、、、、前前前前にににに出出出出してしてしてして

なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:351:351:351:35

くくくく～～～～▼▼▼▼ろろろろ～～～～

だだだだ～～～～

思思思思いきりいきりいきりいきり前前前前

へへへへ

なしなしなしなし

1:151:151:151:15 ▼▼▼▼ずずずず～～～～っとっとっとっと なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:371:371:371:37

チョコチョチョコチョチョコチョチョコチョ

ココココ▼▼▼▼していしていしていしてい

ないでないでないでないで

なしなしなしなし

1:201:201:201:20

屈屈屈屈んでんでんでんで・・・・・・・・屈屈屈屈んんんん

だままだままだままだまま身体身体身体身体▼▼▼▼をををを

回回回回してしてしてして、、、、

なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:421:421:421:42

前前前前にににに▼▼▼▼重心重心重心重心

をををを移移移移してしてしてして,,,,沈沈沈沈

むのむのむのむの！！！！

なしなしなしなし

1:231:231:231:23

屈屈屈屈んだままんだままんだままんだまま回回回回っっっっ

てててて▼▼▼▼

なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:451:451:451:45

後後後後ろへろへろへろへ▼▼▼▼

すぅすぅすぅすぅ～～～～

なしなしなしなし

1:251:251:251:25

ここでここでここでここで、、、、キュッキュッキュッキュッ

▼▼▼▼とととと反反反反るるるる

なしなしなしなし 共起共起共起共起 1:461:461:461:46

ぐっとぐっとぐっとぐっと　　　　後後後後

ろろろろ▼▼▼▼へへへへ

ああああ

ああああ・・・・・・・・

1:281:281:281:28

やややややややや、、、、戻戻戻戻ってってってって▼▼▼▼

即即即即、、、、戻戻戻戻ってってってって

なしなしなしなし

２２２２回回回回のののの共共共共

起起起起

1:481:481:481:48

というかんというかんというかんというかん

じですねじですねじですねじですね！！！！

▼▼▼▼

ありがありがありがありが

とうごとうごとうごとうご

ざいまざいまざいまざいま

したしたしたした。。。。

 　 　 　 　第第第第２２２２図表図表図表図表　　　　共起共起共起共起のののの例例例例：【：【：【：【これぞこれぞこれぞこれぞ　　　　まことのまことのまことのまことの　　　　くろだくろだくろだくろだ　　　　ぶしぶしぶしぶし】】】】

　　　　

凡例凡例凡例凡例：：：：⇒⇒⇒⇒左側左側左側左側はははは、、、、師匠師匠師匠師匠のののの発話発話発話発話、、、、右側右側右側右側はははは稿者稿者稿者稿者((((沢沢沢沢))))のののの発話発話発話発話　　　　▼▼▼▼ははははビデオビデオビデオビデオののののﾀｲﾐﾝｸﾀｲﾐﾝｸﾀｲﾐﾝｸﾀｲﾐﾝｸﾞ゙゙゙

チョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコチョコのののの

例例例例はははは、、、、実際実際実際実際にににに小小小小

さいさいさいさい動作動作動作動作でででで、、、、悪悪悪悪
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