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Ⅱ．研究所共催　　人体科学会第17回大会

『動きから身体・人間の可能性を探る』

　2007年12月15日（土）、16日（日）国際武道大学を会場として、人体科学会第17回大会『動きから身体・

人間の可能性を探る』が開催された。この大会には、本研究所も協力して共催することになった。基調

講演とシンポジウムは、本学の教員が企画し、座長や発表などを行った。

　基調講演「胎児・新生児の「動き」から人体科学を考える
　　　　　　　　　　　　　　－母子のエントレインメントを中心に」

小林　登（東京大学名誉教授）　　座長　小林　啓三（国際武道大学）

シンポジウム「動きから身体・人間の可能性を探る　―動きの身体論・人間論・文化論」

　　企画兼コーディネーター：田邉　信太郎（国際武道大学）
　　スピーカー：石毛　勇介（国際武道大学）、佐藤　みどり（国際武道大学）
　　小林　正佳（天理大学）、黒田　鉄山（振武舘黒田道場）、魚住　孝至（国際武道大学）

　本年報にも人体科学会の許可を得て、これらの

要旨を掲載することにする。

　なお、シンポジウムに先立ち、スピーカーのさ

とうみどり氏の舞踊「人は影、影は人」の演舞、

小林正佳氏の民俗舞踊の演舞、黒田鉄山氏の古武

術の演武が行われた。

　大会では、この他に２つのワークショップと研

究発表（７題）が行われた。

　この両日には、人体科学会の会員延べ120人が

参加して、大変好評で、懇親会も盛り上がった。

大会委員である教員が関係する学生20名が、ボラ

ンティアで大会運営の協力をした。　

　また初日には、月刊誌『秘伝』（BABジャパン）

の取材があり、2008年３月号にシンポジウムの概

要とスピーカーであった黒田鉄山氏への取材記事

が掲載された。

　（大会委員長　石塚正一教授、副委員長　田邉

信太郎教授、委員　望月好恵准教授）
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基調講演
胎児・新生児の「動き」から人体科学を考える
－母子のエントレインメントを中心に

小林　　登（東京大学名誉教授）

東京大学名誉教授、国立小児病院名誉院長
小児科学
臨時教育審議会、中央薬事審議会、人口問題審議会等委員、また日本小児科学会理事、国際小児科学会会長な
どを歴任。2001年秋、勲二等瑞宝章。
現在、子どもの虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修センター）センター長、甲南女子大学国
際子ども学研究センター名誉所長、ベネッセ次世代育成研究所所長、サイバー子ども学研究所：チャイルド・
リサーチ・ネット所長、日本子ども学会代表、日本赤ちゃん学会名誉理事長、日本虐待防止研究会理事（前会長）等。
著書： 『こどもは未来である』岩波書店、『子ども学』日本評論社、『育つ育てるふれあいの子育て』風涛社、

『風
ふういんしんし

韻怎思―子どものいのちを見つめて』小学館、他 

　教育などの影響がない、胎児・新生児の体の「動き」は極めて多様で、我々成人の「動き」の基本は

全てそこにある。それは、胎児・新生児の脳には、成人の「動き」の基本となる「動き」に対応して、

遺伝子によって決まるニューロンのネットワークシステムと、情報によって「動き」を発現させるプロ

グラムが存在する事を示す。胎児の手足を動かす、指を吸う、微笑む、また新生児の産声（泣き）、模

倣などの「動き」を見れば明らか。成人がとる複雑な「動き」は、子どもの体の成長と共に、生活の場

での情報のやりとりによって、胎児の脳にあった基本的なシステムとプログラムを働かせながら組み合

わせて出来た、複雑になったそれらを作動させて発現していると言える。

　進化論的に大きく見れば、「動き」をコントロールする脳は、脊椎動物に進化した時、生存に必須の

原始的な「動き」の体のプログラムを持つ神経組織を頭蓋内にまとめて作られた。これは、魚類や爬虫

類などの脳で、間脳・脳幹に当り、「生存脳」と言える。進化が進み原始哺乳動物になると、生存の為

の体のプログラムの働きを強化する本能・情動の心のプログラムを持った旧い脳皮質、大脳辺縁系が「生

存脳」をカバーして、体のプログラムを支配する「本能・情動脳」になった。

　更に進化が進み高等哺乳動物になると、「本能・情動脳」にあるそれまでに出来た心と体のプログラ

ム全てを上手く働かせ、自然環境に適応し、同種・異種の仲間との関係の中で生きていくようになった。

その為に、理性・知性の心のプログラムを持つ新皮質が「本能・情動脳」をカバーして、我々の脳の原

型である「理性・知性脳」になったと言える。この「理性・知性脳」の最も進化したものが我々の脳で

あり、前頭葉が発達し、家庭や社会を営み、文化や文明までを創出する力、いわゆる高度の精神・心理

機能の心のプログラムを持ったのである。これらの三つの脳が、我々の脳の中でもお互いに深く影響し

あっている事は、色々な意味で重要である。

　生活の場にある脳のプログラムを作動させる情報は、「感性の情報」“sensitive information” と「理性
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の情報」 “logical information” に分けられる。「感性の情報」は旧い脳の大脳辺縁系の本能・情動の心の

プログラムを働かせ、「理性の情報」は新しい脳の大脳皮質の知性・理性の心のプログラムを働かせる。

家庭、社会の営みに必須の体の「動き」は、上述の理性と感性の情報を組み合わせたコミュニケーショ

ンにより発現する。人間は、一般に「行動・表情」などの「動き」（動作）や「音声」という「動き」（振

動・音波）である生物的手段、言語などの「文学・符号・記号」という文化的手段を組み合わせてコミ

ュニケーションしている。それらは、行動言語、音声言語、記号言語と呼べるが、記号言語が「理性の

情報」を伝えるのに必須である事は重要である。

　妊娠中、子宮内で胎盤・臍帯によって母子一体の胎児が、分離してこの世に生まれ出ると、生存の為

に母とのコミュニケーションが必須である。新生児は音声言語、記号言語を持たない為、「動き」と「泣

き」による限られた行動言語で、母親は声のリズムやピッチといった「感性の情報」と共に、音声言語

と行動言語によって、お互いにコミュニケーションしている。

　この、コミュニケーションの原型である母子間のそれの成立は、石井・渡辺らとの共同研究で、母親

がわが子へ語りかける「音声」のリズムに、子の手足の「動き」のリズムが引き込まれて同調する現象

にある事が明らかになった。これを「エントレインメント」 “entrainment” （音声・体動同調現象）と呼ぶ。

母親との間のエントレインメントによって、子どもは言語を発達させ、「理性の情報」を理解出来る様

になるのである。また、エントレインメントは、時差で問題となる生体の概日リズムが日照リズムに引

き込まれて同調する事でも見られる。日照リズムの中で進化してきた人間の生存にとって、それは必須

のものであるが、それがコミュニケーションにも見られる事は興味深い。

　広く見ると、コミュニケーションの体の「動き」には、「うなずく」、「身振り・手振り」などがあり、

お互いの間にエントレインメントの見られる事は明らかである。また、渡辺らのその後の研究によれば、

呼吸や心拍の「リズムの変動」も、人と人との間でエントレインメントが見られる事を発見している。

更に、コミュニケーションの効率を上げる為、渡辺は、ロボットなどを利用した「うなずき行動」の「動

き」によって、エントレインメントを起こさせる様な「場（雰囲気）」をつくる技術（E-COSMIC、心

が通う身体的コミュニケーション・システム）まで開発している。

　演劇、舞踏など芸術の中での体の動きも、考えてみれば色々なリズムによって「感性の情報」豊かに

表現され、それを見ている人との間にエントレインメントが起こり得ると考えられる。コミュニケーシ

ョンは、エントレインメントによって正に心を伝えあっている事であると言えよう。

　以上の様な考えが、人体科学会の諸姉・諸兄に役立てば幸いである。
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　シンポジウム（共催：国際武道大学附属武道・スポーツ科学研究所）

動きから身体・人間の可能性を探る
―動きの身体論・人間論・文化論―

　　　シンポジウム企画趣旨　　　　　　　　　　　　　田邉　信太郎（国際武道大学）
　　　スポーツ科学から見た動き　　　　　　　　　　　石毛　勇介（国際武道大学）
　　　現代舞踊における身体表現と動き　　　　　　　　佐藤　みどり（国際武道大学）
　　　「民俗舞踊」の動き　「動き」の質がもたらすもの　小林　正佳（天理大学）
　　　古流武術における動き　　　　　　　　　　　　　黒田　鉄山（振武舘黒田道場）
　　　伝統的武道の動き方と稽古法を考える　　　　　　魚住　孝至（国際武道大学）

〈シンポジウム企画趣旨〉

動きから身体・人間の可能性を探る
―動きの身体論・人間論・文化論―

田邉　信太郎

国際武道大学体育学部教授
保健社会学、伝統的健康論
今日の代替医療に相当する我が国の療術等の思想と実態について、明治から戦前、戦後の状況と展開を
研究すると共に、国際的な代替医療や、からだと心の統合的実践技法との比較研究を行っている。
著書： 『病いと社会』高文堂出版社、編著に『癒しと和解』ハーベスト社、『癒しを生きた人々』専修大

学出版局、他

　今回の大会では「動き」をテーマの中心に据えた。本学が体育系の大学であるということも、その背

景にあるが、ここで取り上げる動きは競技力向上の観点から捉えるものではない。もちろん、動きの理

解や体験を通してそれに応用できることがあってもよいわけだが、本シンポジウムでは、主に二つの観

点から、動きを捉え返してみたい。

　第一は、動きを身体論や文化論との関係から捉え返そうとするものである。しかし、このように設定

しても、問題の領域はたいへん広い。もう少し絞り込むと、中心となるのは、現代人たる我々の日常の

動きである。だがここでは、そのためにあえて我々の日常の動きを直接に対象とすることから離れ、非

日常性の強い動きを対象にすることで、逆に我々の日常の動きを捉え返そうという方略を採用した。

　かつてマルセル・モースは、人間がそれぞれの社会で伝統的な様態でその身体を用いる仕方のことを

身体技法と呼んだ。ピエール・ブルデューは、さらにそれをハビトゥス論として展開した。詳細は割愛

するが、我々の日常の動きや身体のあり方は、社会・文化的背景から読み解くことも可能だということ
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である。ここで言いたいことは、社会次元での人間の動きは、いずれも何らかの社会・文化的背景を帯

びた性格をもっているということである。現代人たる我々（日本人）の動きは、現代日本社会のなんら

かの影響下にあると看做せるのではないか。たとえば、我々現代日本人の日常生活を振り返ると、１日

の行動はある程度のパターンの中で繰り返されていると言えよう。朝起きて洗面や食事をし、新聞を読

んだりテレビをつけながら、身支度を整えて出勤する。個人においては、その順序や動きはほぼ決まっ

ているだろう。改めて動きを意識することもない。逆に意識すると、返って身に付いた行動が阻害され

てしまう。外出すれば、一定の社会関係の中で、新しい状況に出会いながらも、身に付いた行動パター

ンの中で、毎日をほぼつつがなく送っている。そこには個人個人の個性と言える動作や行動パターンも

あるが、日本人という視点から見ると、日常の生活行動、人との出会いにおける挨拶や係わり方など、

ある共通性が見て取れる。一時期の外国映画やマスメディアで描かれた典型的日本人の風体とでも言お

うか。これらは普段意識されることはない。否、意識されないほど身に付いているから、スムーズに動

ける。だから、我々の動きを改めて知るために、日常とは異なる観点からの知見の手助けを得ようとい

うわけである。それらの知見を通して、我々には見えにくくなってしまったり、気づきにくくなってし

まった人間の動きの可能性を再発見したいということである。

　具体的には、まずスポーツバイオメカニクスの観点から、人間の動きをスポーツ科学的に捉えると、

どのような知見が得られるかを問うてみる。次に、現代舞踊の観点から、個人の情動や心と動きとのつ

ながり、またその多様性を見直してみる。続いて、民俗舞踊の観点から、踊る体験や動きのあり方を通

して形成される人間関係のありようを探ってみる。さらに、我々の伝統の一つとして、人間関係のいわ

ば極限状況から形成・成立し、今日まで継承されている古武術の観点から、往時の侍たちがそこに命を

懸けるに足るものとして創造した動きとはどのようなものか、現代の継承者の体験の言葉に耳を傾ける

ことにしたい。最後に、武道一般の観点から、動きの基本と動きの究極に道として結晶する身心のあり

ようを探ることとする。こうした一連の報告から、現代人の動きについて、新たな気づきや見直しを試

みたい。

　第二は、動きを関係の中で捉え返そうとするものである。ここでの関係は環境との関係も含めて幅広

いものであるが、今回重点を置きたいのは、人間関係であり、特にコミュニケーションにおける人間関

係である。そのコミュニケーションにおける人間関係を考えた時、もっとも基本となるものが、我々が

生を受けた時に即座に築かれる母子関係であろう。それは、胎児・新生児と母のコミュニケーションに

より成立する。未だ言語を駆使できない胎児・新生児は、母とのコミュニケーションを動きや泣きによ

って行っている。動きは孤立したものとか無意味なものとかではなく、そのとき、両者の間には、エン

トレインメントが成立している。このようなエントレインメントは、人間関係一般でも同じように成立

し、呼吸などのリズムでも見られるという。正に息が合うということである。

　このような知見をさらに舞踊や武術の場で検討した場合、どのようなことが言えるだろうか。たとえ

ば、舞踊で息が合う時には、どのような動きや心身の状態になっているのであろうか。師弟の関係はど

うであろうか。観客との関係はどうであろうか。逆に、かつては生死のやりとりをした武術での対人関

係において、エントレインメントはどのような位置を占めるのであろうか。相手を読む、間合い、拍子
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などとの関係は、どう捉えたらよいのだろうか。

　また、動きを関係の中で捉え返す場合、時間と空間を含む「場」という観点から、総括的に検討する

ことも有意義であろう。通常の人間関係ではもちろんのこと、特に武術では、相手との空間的関係も重

要な要素となろう。かつてエドワード・ホールはプロクセミックス（近接学）を提唱し、人間同士の親

密度やなわばりを空間の距離的関係の違いで提示した。エントレインメントに加えて空間的間合いを考

慮した時、動きはどのように捉え返せるのか。動きは人間関係や環境・場において、全体を通底するリ

ズム・間合いという生命場の中で、共振・共鳴しているのかもしれない。

　本シンポジウムでは以上の点を中心として、参加者といっしょに動きの可能性や再発見を試みたい。

スポーツ科学から見た動き
石毛　勇介

国際武道大学体育学部助教
バイオメカニクス
現在、全日本スキー連盟　情報・医科学部　医・トレーナー・科学サポート委員会委員、科学サポート
部会部会長、トレーナー育成部会委員。アルペンスキーナショナルチームでは、体力測定・動作分析・
トレーニングなどのアドバイスを幅広く実施している。

　スポーツを医学的な観点から捉える「スポーツ医学」に対比する言葉として、「スポーツ科学」とい

う言葉がある。両者はスポーツに対して医学・科学の両面から様々なサポートを実施する際に用いられ

ることが多く、競技スポーツの現場においては医科学サポートという言葉が一般的になりつつある。ス

ポーツ科学は、スポーツを科学的に捉えるもので、運動生理学、機能解剖学、スポーツバイオメカニク

スといった領域が含まれる。（スポーツ心理学、スポーツ栄養学を含める場合もある）私が現在専門と

しているのは、スポーツバイオメカニクスと呼ばれる分野で、スポーツ動作を主に力学的な観点から検

討するものである。私自身、スポーツを捉える際の１つの視点（ツール）としてスポーツバイオメカニ

クスを用いるというスタンスを取っている。したがって、スポーツを他の領域から捉えたほうがよいと

考えられる場合には、そういった知識を利用することも勿論ある。特に、スポーツの現場において選手

の競技力を高めるサポートを実施するような場合には、色々な観点からスポーツを捉える必要がある場

合も多い。ここで、まず私がお断りしたいのは、私自身は舞踊や武術、武道に関して全くの素人であり、

そうしたものとの唯一の接点があるとすれば、それは私が国際武道大学に所属しているという点のみで

あるということである。私の発言は舞踊や武術の専門家から見れば、おかしいと感じる点があるかもし

れないが、それはひとえに私の無知によるものなので、お許しいただきたい。

　スポーツバイオメカニクスは動き（動作）の分析を行う際に、まず、現象を捉えることを基本として

いる。現象として現れる動きを何らかの手法を用いて客観的に捉え、それを手掛かりにメカニズムを解

明していくのである。たとえば、外に現れる現象を映像として記録し、身体各部に作用する力や関節に
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作用するトルクなどを計算により求めるといったことが行われる。こうした手法は逆ダイナミクス（イ

ンバースダイナミクス）と呼ばれ多くのスポーツ動作において用いられている。一方、いわゆるコンピ

ュータシミュレーションなどの手法はフォワードソリューションと呼ばれ、実際の動作をもとに計算を

行う逆ダイナミクスとは全く反対の手法である。コンピュータシミュレーションはあくまでも人工的に

動作を作り出すという点において、逆ダイナミクスとは異なる手法といえる。

　スポーツバイオメカニクスでは力学法則を適用して動作を分析する。これは、何人たりとも物理法則

に抗（あらが）って運動することはできない（少なくとも地球上では）という事実に基づいている。た

とえば、上に上がっているエレベータで下に下ることはできない。最近巷で話題になっている古武術の

動きのなかで “抜く” といった言葉や “蹴らない” という言葉が注目されているようであるが、こうし

た言葉の意味するところは、身体操法（身体の使い方）を考えたり、教えたりする場合には有効かもし

れないが、スポーツバイオメカニクスの観点から見ると抜重動作の反動を利用して大きな地面反力を得

ていたりする場合が多く、現象として実際に地面を蹴っていないということではないと考えられる。

スポーツバイオメカニクスと舞踊や武術との接点を考える場合、いくつかのキーワードを提示すること

ができるであろう。「抜く」、「古武術」、「身体操法」、「物理法則」、「蹴らない」、「２軸理論」、「科学で

は証明できない」といった言葉が思いつくが、こうしたキーワードから考えて大切となるのが、言葉の

定義である。たとえば、２軸理論における理論や科学という言葉自体の定義は重要で、そうした定義が

あいまいなまま議論を進めても混乱を招くだけである。

　シンポジウムでは、なぎなたなどの動きを対象として、スポーツバイオメカニクスの手法を用いて分

析をした結果を提示したい。近年は計測機器の進歩によって、従来確認することのできなかった現象を

捉えることも可能になってきている。高感度高精細デジタルハイスピードカメラを用いた映像などを紹

介し、さらに、そうした機器を用いてどういった分析が可能であるかという点について、フロアの方の

ご意見もぜひ伺いたい。また、舞踊や武術との接点を考えていく上で、相手の動きを読むということに

ついても考えてみたい。現象として現れる動作自体にはあまり差がないようにみえても、結果（パフォ

ーマンス）が異なるということは多々あるものである。現在のスポーツバイオメカニクスの手法では、

こうしうた差を客観的な数値として表すことが困難な場合も多い。それをもって科学で証明することは

できないというのは早計であり、科学の進歩によってそうした点が明かになる可能性もあるし、また、

現在のスポーツバイオメカニクスが明らかにできる点をはっきりさせた上で問題を考える態度が重要で

ある。
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現代舞踊における身体表現と動き
佐藤みどり（さとうみどり）

国際武道大学体育学部教授
舞踊教育学
学会等：舞踊学会、日本体育学会、（社）現代舞踊協会研究部員
舞踊歴：藤井信子・川村泉に師事。さとうみどりDance rivulet 主宰。
東京新聞主催全国舞踊コンクール創作舞踊部第３位受賞（2007）
著書： 『ダンスの教育学』（第３・４・５巻）徳間書店、『中学校保健体育科の授業モデル３』「現代的リ

ズムのダンス」編など、いずれも分担執筆。

Ⅰ．現代舞踊（モダンダンス）とは
　現代舞踊には常に、“難しい” “何を表現しているのかわからない” という批評がついて回ります。そ

の呼称やジャンル分けもかなり曖昧で、あるダンスコンペテションにおいて出場者が自己申告したジャ

ンル名は “モダンダンス” “創作ダンス” “コンテンポラリーダンス” “現代舞踊” など様々でした。この

難解さや曖昧さは「モダンダンスが、個人的な、感情的な表現であるという定義」（ホーヴィッツ）と

無関係ではありません。また、モダンダンスを定義しづらい理由として「あるシステムや技術を指すの

ではなく、ダンスに対する姿勢を示すものであり、個性を芸術に生かすことおよび個人的な振付スタイ

ルの開発を促す視点である」（ジャック・アンダソン）ことが挙げられます。筆者は、現代という時代

を生きながら感受している個人的な想い・心的エネルギーの充満が、精神的許容量を超えてほとばしり

出る時、自らの身体で踊り出すと捉えているので、ジャンル名にはこだわりません。観客にとってもモ

ダンかコンテンポラリーかという問題より、心が（時には身体も）衝き動かされたかどうかが重要だと

思います。ただし、舞踊作品に１＋１＝２であるという絶対的な正解はないので、鑑賞もまた非常に個

人的な感覚でとらえてよいのです。

Ⅱ．現代舞踊（モダンダンス）の起こり
　モダンダンスは20世紀初頭アメリカで生まれました。それまでのバレエの様式に対し、新しい表現

としてイサドラ・ダンカンに始まるというのが定説です。クラシックバレエは優雅な宮廷舞踊にさらに

磨きがかかったもので、一定の様式を生み美しさを探求しましたが、ダンカンは胴体をコルセットで締

め付けたチュチュやトゥシューズを脱ぎ捨て、裸足に身体のラインがはっきり表れるシンプルな布をま

とっただけの衣裳で踊り始めました。女性の身体を物理的に解放しようとしただけでなく、精神的にも

解放して心の新しい状態の表現をめざしたのです。女性の新しい身体意識の目覚めが、ここにみられま

す。イサドラ・ダンカンがモダンダンスの母なら、父はドイツのルドルフ・ラバンと言われ、彼のダン

ス記譜法（ラバノーテーションと呼ばれる）は今日もなお高い評価を得ています。この後、ポスト・モ

ダンダンスやコンテンポラリーダンス、日本発の舞踏など時代の流れと共にダンスも変遷しますが、紙

面の都合上省略します。
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Ⅲ．動きの特徴～バレエとの対比から～
　振付家の数だけその種類があるといわれるモダンダンス、動きも無限の拡がりを持ち、人間のあり

とあらゆる動きが介在する可能性があります。モダンの動きの特徴はバレエとの対比でさらに理解しや

すいものとなるので、雑誌に掲載された舞踊批評文で比較を試みましょう。（いずれもダンスマガジン

06.5. 新書館より）

◎ バレエ（眠れる森の美女）：オーロラ姫の特徴は、透明な純粋さである。彼女の華奢な身体はあらゆ

るステップを完璧にものにしており、ひとつも無理を感じさせない。きわめて明快で洗練されたアラ

ベスクやバッチュ、優雅なポール・ド・ブラ。

◎ コンテンポラリー作品：多様な人々が登場してくる。複雑なフォルムをみせるデュエット。ゆっくり

と動き始めるダンサーたち。傾く身体を支え、ささげ、移動させる。歪み、ねじれながらも連鎖的に

つながる動き。（特徴的な語に筆者下線）

　あくまで重力を感じさせずに妖精のように空へと志向するバレエ、体幹部を多様に駆使し、身体の重

さも受け入れ人間らしい（人間臭い）動きを模索するモダンの特徴がよく表れています。

Ⅳ．創作過程と上演作品～伝えたいもの・伝わるもの～
　作品を創作する際、振付者は主観的体験であるイメージ（内界の表現）を非言語的に外界に表現しよ

うとします。筆者が日頃探しているテーマ（主題）は、通常の意識には昇ってこない深層の世界や日常

生活の中で偶然に起こり得るハプニングが個別な体験でありながら実は普遍性を持つ観点などです。仮

にでもテーマ（主題）を設定したら、それに添った動きを追求していきます。モダンダンスは身体によ

る表現ですから動きがほぼ全てといっても過言ではありません。時にはじっと佇み “動かない” ことも

含めて……。他の動きでは置き代えられない必然性のある動きをみつけ出そうと模索します。必然性の

ある動きとは、その動き（ムーブメント）を削除したら作品が成り立たないという程のものですが、こ

れがなかなか難しい。どこかで観たようなありがちな動きに陥ってしまうことも多く、一つの作品の中

で一振りでもいいから独自性のある動きがそこに展開され、観る人を揺さぶることができたら冥利に尽

きます。

　一応の形を成した作品は上演し観客の眼を通して初めて “完結する” といえます。送り手と感受する

側の相互作用で仕上がっていくのかもしれません。かなり練り上げて上演したつもりでも、批評されて

（酷評含め）改めて気づくことも多々あります。観客は作品のタイトルや音楽・衣裳・動き（振り）な

どから何らかの意味や意図を読み取ろうとしますが、それ以上にダンサーの奥に潜むものやダンサーの

存在感そのものも同時に感受しているのではないでしょうか。作者の意図とは異なる感想や指摘を受け、

改めて無意識の世界に気づかされ触発されてさらに作品を深めていくプロセスは苦しくも楽しい作業で

すが、再演を重ねる度に作品のテーマ（主題）が浮き彫りになったり変容したりと、作品・ダンサー共々

刻々育っていると実感できる瞬間なのです。
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Ⅴ．現代における舞踊の可能性
　これまで人間は、互いの動きから単なる “動き” 以上のもの（可視・不可視に関わらず）を読み取っ

て生きてきました。踊り手が “今ここに在る” 身体をさらし示し、その場を共有する観客が自分自身の

感性を信じて丸ごと受け止めた時、踊りは一種の化学反応を起こし新しい空気を立ち昇らせることでし

ょう。生身の人間同士が五感で語り合える舞踊の価値は、現実感が希薄となっている現代だからこそ再

認されるべきと考えます。

さとうみどり作品「人は影、影は人」（出演 さとうみどり、古木竜太）
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「民俗舞踊」の動き　「動き」の質がもたらすもの　　
小林　正佳

天理大学総合教育研究センター教授
宗教学専攻。専門は舞踊論。
日本民俗舞踊研究会に参加。1978年より10年ほど、福井県で陶芸に従事。
著書等：『踊りと身体の回路』、『舞踊論の視角』（以上青弓社）、訳書に、『北極で暮らした日々』、
　　　　『クマとアメリカ・インディアンの暮らし』（以上どうぶつ社）他

　わたしはこれまで、日本の民俗舞踊を主な研究対象としてきた。といっても、通常民俗芸能研究の対

象となるような舞踊の歴史や上演形態、あるいは民俗学的意味付けに関心があったわけではない。民俗

舞踊に関わりをもった最初から、踊る体験そのものに惹かれてきた。踊る体験とは何なのか。踊りを習

うとは、踊りの何を習うことなのか。踊りの伝承とは、何が伝えられることなのか。

　たとえばバレエやモダンダンスの踊り手に較べると、民俗舞踊の担い手は、特殊な才能や関心に応じ

て選びだされた人々というより、踊りに先立つ地縁や血縁といった人間関係にたまたま身をおく「普通

の人」といってよい。もちろん、だから簡単だというわけではまったくない。時として踊りは、一生続

く厳しい訓練を要求する。しかしなお、才能や身条件によって選別されたわけではない人々が、訓練次

第で極めて高度なわざを獲得する。その意味で、民俗舞踊は、はじめから普通の人に開かれている。果

たしてそれは、民俗舞踊のどんな条件によって可能になるのだろう。

　当然、民俗舞踊を開かれたものとしている条件に即して、それを踊る体験の中身が形づくられる。と

すれば、民俗舞踊を踊ることによって実現される特定の身体のあり方があるに違いない。さらには、そ

うした身体によって結ばれる特定の人間関係のあり方があるに違いない。

　踊る体験の中で人間が変化してゆく過程を念頭に、わたしは、舞踊をはじめとする「民俗」の世界を、

具体的なかたちで人々の統合を実現してゆく一つのシステムとして捉えてきた。舞踊といった身体活動

は、最も鮮明な形で、一つの共同体の中で人々が共に生き相互にコミュニケーションを交わしあう基本

的リズムを醸成する。踊りに参加することを通して、人々は、踊りに集約された個別の文化のリズムに

参入し、リズムに共鳴する身体を獲得する。翻って、そうした身体が、再びそれぞれの文化に特有な人

間関係を築き上げ、強化してゆく。

　こうした観点から踊りを考えてゆこうとすると、踊りがおかれたさまざまな文脈というより踊りの質

そのもの、民俗舞踊を踊る身体のあり方や動きの仕組みそのものが何より大切であることに気がつく。

すなわち、どんな由来の踊りをどんな設定の中で踊るかより、どんな動きをどんな風に動くか、さらに

は、上手いか下手かといったレベルの問題こそ舞踊体験の中身に直接関わってくることが分かる。

　「舞踊の質」というといかにも抽象的に聞こえるけれど、わたしは常々、さまざまな踊りを、という

よりもっと基本的にさまざまな「動き」のあり方を、二つのカテゴリーで捉えてみたいと考えている。

ここではそれを、「筋肉の緊張志向型の動き」と「筋肉の緊張解放志向型の動き」と呼んでおくことに

しよう。当然、こうした二つの異なる動きのあり方に対応して、「筋肉の緊張を志向する踊り」と「筋

肉の緊張解放を志向する踊り」の二つを想定することができる。
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　こうした違いが、踊りを踊る体験の中身を決定的なところで違ったものにする。踊り手自身の内側だ

けではない。一人一人の動きの仕組みが違っていればこそ、共に踊る場面での共動の仕組みが違ってく

る。堅い筋肉を通して結びつく人間の交わりは、筋肉を解きほぐすことによって可能になる結びつきと

同じではない。

　結論的にいって、前者の動きによって織り成される営みは、いわば、閉じられた人間関係に向かって

行く。それに対し後者は、開かれた人間関係に向かってゆく。これが、舞踊体験の中身と舞踊の質との

関係をおおまかに描いてゆく時の見取り図といってよい。

　それぞれの社会にはそれぞれの社会にふさわしい、あるいはそれぞれの社会が要請する人間像があっ

て、社会のそこここにそうした人間像を実現してゆくさまざまな教育装置が具えられている。しかもそ

の人間像は、狭い意味での情緒や知識の領域だけではなく、一層具体的な身体のあり方を含み込んで成

立している。その意味で身体のありようは、生物的な条件に重なりあいながら、個々の社会によってつ

くりだされる。逆にこのことは、人間のからだのありように応じて結ばれる社会関係があることを示唆

している。自分たちが思い描く人間関係を目指すためにはどんな身体のあり方を想定し、どのような動

きに身を任せればよいのか。そのことに結びついて、ある特定の身体訓練のあり方が浮かび上がってく

るだろう。一緒に動くことによって人間どうしの深い絆がもたらされるといった言い方がされる時でさ

え、そこで実現される人間関係のありようは必ずしも常に同じではない。むしろ、連帯をもたらす契機

となった具体的動き自体のあり方に応じて、ほとんど正反対を向いているとさえいってよい。

古流武術における動き
黒田　鉄山

古流武術・宗家
古流武術である駒川改心流剣術、四心多久間流柔術、椿木小天狗流棒術、民弥流居合術、誠玉小栗流殺
活術の宗家
振武舘黒田道場館長
祖父泰治鉄心斎および父繁樹につき、家伝の武術を学ぶ。現在も振武舘黒田道場において、弟子と共に
武術本来の動きを追究し続けている。
著書： 『気剣体一致の武術的身体を創る―』BABジャパン・1998、『気剣体一致の「改」』BABジャパン・

2000、『気剣体一致の「極」』BABジャパン・2004、他

振武舘の武術について
　旧富山藩に伝承された武術で五流儀を継承しております。新陰流から出た駒川改心流剣術、伝教大師

を始祖と仮託する四心多久間流柔術（誠玉小栗流殺活術は奥伝）、椿木小天狗流棒術、民弥流居合術です。

現代生活における武術稽古の目標・意義
　古流武術を今日に伝える意義また学ぶ意義は、その伝統文化としての高度な身体の運用技術すなわち

非日常的な動きを理解し、正しく学び伝えることにあります。
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本質的な武術の追究
　本質的な武術の追究は、各流儀に伝えられる「型」というものを理解することからはじまります。

１）型とは
　型は理論そのものであって、闘争の雛型などではありません。実戦の模擬としてみると、初心から奥

伝へと連なる手合いがあるということ自体が非現実的なものとなり、実戦における複合的な、型以外の

動きや変化には対応しきれないという欠点が露呈し、形骸化そのものとなります。しかし、型というも

のは、種々の実戦的闘争形態の中から次第に合理合法化され定型化されたものです。実戦の場で使われ

るべき型が、初歩から奥義へと段階的・階層的になっているということは、その非現実性そのものが型

の理論性を証明するものと看做さなければなりません。

２）型の理論とは
　型が示す理論とは、最大最小理論、等速度運動理論、直線運動理論、無足の法、浮身および順体法と

呼ばれるものです。これらの運動理論を型のひとつひとつを動きながら、学んでいくことが型稽古と言

われる古伝の武術の世界です。

Ａ．最大最小理論

　身体および武器武具と身体との関係において、最大の動きで最小の動きを得、最小の動きで最大の

動きを得るための理論です。人よりも速く強く動きたいと願うのは古人も現代人も同じです。そのと

き古人・往時の侍たちはそこに命を懸けるに足るだけの運動論を創造したのです。大きく正しく動け

れば、最短最速最強の動きになるのです。最大最小最短最速最強は、すべてひとつのものです。

Ｂ．等速度運動理論

　あらゆる方向に対して、すべての運動を等速度で動かなければならないとする理論です。等速度の

運動によって初めて、最高速の動き方をゆっくりと丁寧に稽古をするという稽古法が可能となります。

刀槍刃物を扱うことが前提とされる武術のような危険な世界ではたいへん重要な理論です。

Ｃ．直線運動理論

　あらゆる方向およびあらゆる身体各部の運動の要素がすべて直線でなければならないとされる理論

です。同じ距離であるならば、円弧を描く運動より、直線を描くほうが短い距離で速く移動できるこ

とは、誰もが理解できます。ただ、それだけでは運動量そのものが小さくなってしまいます。そこに

最大最小理論が伴うことにより、極小でありながら極大の運動量も同時に獲得できるのです。二律背

反、二者択一では往時の侍たちが命がけで稽古をするはずがありません。従って、刀などを効率よく

円弧に振る場合も直線に支えられた円でなければなりません。

Ｄ．無足の法

　古伝の言葉で、あらゆる運動に際して、足を使ってはならないとされる四心多久間流柔術の理論で

す。床、地面を蹴って移動したのでは術技的速さを得ることはできません。　

　このような、現代の運動論では拒絶されるような理論により、かつての名人達人伝説が生まれたの

です。

Ｅ．浮身

　これも古語です。居合術における定型化された形を指しますが、振武舘ではその動きの方法論その
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ものをも含めて使われます。座った体を起こすだけの運動ですが、働く筋肉群の順序転換や補助の有

無によってしか現れない至難な動きのひとつです。

Ｆ．順体法

　手や足を動かさずに移動・変化することを言います。手や腕などを動かさないで動くということは

至難ですが、これが基本となり、型においては最大最小理論にしたがって、動かなければなりません。

動かないで動くという難しさが理解できて、初めて正しく動くということ、身体の理論化ということ

のさらなる難しさが理解できます。

　いずれの理論も、型においては単独で働くということはなく、それぞれが連関しあってひとつの高度

な身体運動として、表現されるものです。これを、振武舘では「消える動き」と称しております。速い遅い、

あるいは消えるなどという即物的な表現は、たいへん誤解を生じます。武術的最速というのは、ゆっく

り動いても速い動きのことをいいます。仕事に限らず学問芸術技芸等どのような世界でも同じことです。

目に見えるものを基準としていたのでは、一流の世界を知ることはできません。そのような目をもって

初めて消える動きも理解されます。

　上記の理論を学ぶ上でさらに大事なことは、「力の絶対否定」ということです。剣術柔術等に関係な

くすべての武術において同様です。力では、それこそ絶対に行きつくことのできない世界が武術なので

す。「さっきのさっきはおぬしのさっきか」などと言って、若者が老人に制御されてしまう世界を知る

ことになります。

シンポジウム当日の黒田鉄山氏の演武
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伝統的武道の動き方と稽古法を考える
魚住　孝至

国際武道大学体育学部教授、大学院研究科長、附属武道・スポーツ科学研究所長
東京大学大学院人文科学研究科修了、博士（文学）（東京大学）
野口三千三氏に野口体操を、野口裕之氏に整体法、動法を学ぶ。無影心月流弓道・練気。古流剣術、武
道の技なども学んだことがある。
著書等： 『宮本武蔵－日本人の道』ぺりかん社、『定本　五輪書』新人物往来社、「弓の道－オイゲン・ヘ

リゲルと師阿波研造」（国際武道大学研究紀要５号）、「東アジアにおける武術の交流と発展　覚
書」（武道・スポーツ科学研究所年報12号）、「芭蕉における詩と実存」（実存思想論集『詩と実存』）
他

　伝統的な武道の技の基礎的な動き方を考え、典型的な稽古法をみることによって、技の修練を通じて

開かれるからだと心のあり様を窺ってみたい。武道に共通する技の原理を、からだの動きや動きの場面

に注目して考える。稽古法については、型（形）稽古を中心とした伝統的な剣術で考えることにする。

武道の技の基礎的な動き方

１．力を抜いて、からだがほぐれ、即座に自在に動ける「生きた体」となることが技の基礎となる。（「惣

体一同にして、……頭より足のうらまで、ひとしく心をくばり、片つりなき様に仕立てる」〔宮本武

蔵〕）

２．からだの重さを利用すると、意識的な筋力による動きより、早く自由に動ける。からだの動きに任

せた自然でなめらかな動き。

３．からだのどこかに動きの中心があり、そこから力が伸びていく感じ、中心が安定して崩れず、全身

がつながったからだ使い。（丹田、動きの軸、正中線）

４．呼吸に合わせて動くと動きにリズムが生まれる。停息なく淀みない動き。

５．道具の使い方。握り込まずに点で持つ。道具と一体となってからだが動く。動きの流れに合わせた

動き。動きの道筋を掴む。

６．相手への応じ方。正面を取り合い、両者の中で主導権（「先」）が生じる。相手との間合。相手の呼

吸・動きの拍子・動きの流れを読む。相手が技を出す前に抑える（「枕のおさへ」）。相手の全身一体

性が崩れるところに打ちが入る（「おのずから打ち、おのずから当る」）。

　　武道では、客観的に捉えた身体ではなく、全身のつながりを内から感覚で捉えた、心も合わせたか

らだを問題にしている。技の中でからだが上下前後左右に広がる感覚がある。意識して自分で動くの

ではなく、自然で流れに任せた動きは、民俗舞踊などにも共通していると思うが、武道では相手との

攻防がある。剣術では、技を出す前に相手の動きを読み合い、相手とのその都度の関わりをからだで

感じ取る中で、おのずから生じる「無心の技」が言われる。
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武道の稽古法と修練の中で開かれる可能性
１．基本となる構えと動きの徹底。大きく正確な動きが求められる。我流の否定。通常の動き方からの

質的転換。動きの中心が定まり、軸が出来、全身がつながったからだ使いの感覚を覚える。（「素振り

３年、受け３年、巻藁３年」）

２．からだの内の感覚を敏感にしながら、より自然で無理のない動き方を追求する。（緻密で角のない動き、

分節した動きからなめらかな一拍子の動きへ）

３．日本の武道の独特の教習法としての型。中国・朝鮮では一人の型（勢）が中心だが、日本では二人

で組となった型稽古が中心。組太刀の型稽古で、相手との関わりの中での技の感覚を師匠が弟子に１

対１で教える。打太刀の打ちを、仕太刀がいかにかわし、どう勝つのか、攻防のやり方が型として決

まっているので、仕太刀は間合と相手の “気” を読むことに集中できる。師匠が打太刀となって、打

ち込む速さや間合をより厳しいものに変えながら、弟子に打てる間合と拍子、打てる箇所を教えてい

く。（師匠が打たれながら教えるというのは、他にないものであろう。）こうした組太刀の稽古の中で、

相手の打つ気の読み方、打てる間合、打てる拍子、打てる部位などを覚えていく。自分が狙って打つ

のではなく、相手との関わりの中で、おのずから打ちが出る。

４．伝統的な型が内包するさまざまな課題に気付き工夫していく中で、高度なからだ使いを修練する。「気

剣体一致」のおのずからなる技、「身心一如」の「無心の技」へ。

５． 型の最後には技がなくなる。「技脱」、「空」を標榜。

　武道では、技に自らの身心の表れを見て、技の鍛練とともに変容する身心のあり様を問題にする。実

際に修練しないと、開かれない世界がある。技の修練とともに、日常生活の所作・振舞いから、身心

のあり様を密に練ることを強調する。武術であることを越えて、技で達した「無心の境」を日常生活

へ展開させることまで言うのは、禅や芸道の影響を受けて展開した日本の武道文化独特のものである。

（「術」から「道」へ、「武道」という理念）


