
7.実技指導編 (スタンダー ド)

(□～日 までは 「JDSFダ ンススポーツ教程/Part2/ス タンダー ド/イ ン ト

ロダクションJ(ス ティーブン・ヒリア著)よ り抜粋 )

□ 序論:歴史

ダンススポーツの技術をより良く理解するために、その歴史を知っておくことは有益で

あるし、また、これから解説 しようとすることもより把握 しやすくなるだろう。

ボールルームダンスは 1910年頃に英国で成立 した。当時は上流階級の娯楽 として、高級

ホテルやロン ドンのウエス ト・エン ドのクラブ等で踊 られていた。それは、ごく自然な歩

く動作を基 としていたとい う意味合いにおいて、それまでのバ レエで見 られるような 5つ

の足部の基本ポジション等を重視 していた古いダンスと一線を画すものであった。ボディ

の位置は、男子が軍服を着用 し剣を通常左に携えているといつた服装上の都合により、女

子が男子の右側に立つ とい うことが必然的に決められていたが、男女の身体がより接近す

ることによって新 しいホール ドスタイルが出来上がった。

やがて、アメリカで生まれたジャズは、ロン ドンのバン ドやオーケス トラに多大な影響

を与え、音楽をも供するレス トラン等では、ディナーテーブルの間に踊れるスペースを設

けジャズにあわせて踊るようになった。

燕尾服は当時では 「イブニング・ウエア」として認められてお り、もちろんディナー用

としても十分スタイ リッシュであった。これが今 日のダンススポーツでも燕尾服が着用さ

れる理由である。女子の長い ドレスは脚部を後退させるときに靴の踵が裾にひつかかり不

都合だったため、男子の前進動作にあわせるために女子のローリング・フット・アクショ

ンが発達した。

その後競技スタイルのダンスが発達 し、最初の世界選手権は 1922年 にロンドンのクイー

ンズ・ホールで開催された。プロフェッショナルのチャンピオンは、ビクター・シルヴェ

スターとフィリス・クラーク組となり、その時行われた種目はワルツ:ウ芽

'夕

玖トロジ
ト、タンゴとワン・ステップ (ク イックステ ップの前身)であった。 ここにダンススポー

ツの歴史が始まることになる。

ビクター・シル ヴェスターは 1935年 に初めてテンポが一定のダンス専門オーケス トラを

編成 した。

E21ホールド

初期のダンススポーツにおいては、ホール ドは現在のものとは大分違 うものであった。

ホール ドの変化はスイングとコリオグラフィー (振付、構成)の発達に伴 うものであり、
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徐々にではあったが確実に変化 していった。競技者達によるたゆまぬ挑戦によリダンスス

ポーツは変化を遂げ、30年代や 40年代の踊 りは時代遅れ となっていった。50年代や 60

年代においては、よリー層スポーツ的なアプローチが試みられ、結果ホール ドも新 しい動

きに対応できるようなものに変わったのであるcま た、女子の役害1も 大きくなった。 この

ような新 しいスタイルは 60年代のアービン夫妻やエグル トン/ウ ィンスレイ ド組に顕著

に見られた。

ホール ドの基本的な原則は変わっていない。ただ、少 し広 くな り、少 し肘の位置が高く

なったことにより、男子の右手は女子の背中の上部に位置するようになった。 しかし、ホ

ール ドの機能的な役割 と要求 される優美 さは全 く変わっていない。

男女が互いのボディ (体幹)右側部に立つことにより、ホール ドは相手に対 して左側に

ずれた形になる。手が力なく生気を失った状態ではなく、互いの運動エネルギーを伝えあ

えるように適度な緊張感を保つことにより、 リー ドとフォローが可能になる。男女 とも腕

はしつか りと、ポジテ ィブな状態にすること。手と手首において しっか りした トーンがあ

れば、腕 と肩はリラックスできる。コップに入つた水を飲 もうとする動作を思い出してほ

しい。手と指はしっか りとコップをつかんでいるが、腕 と肩はコップを国に近づけるため

にリラックス した状態であるはずである。

ホール ドは常に可動的であり常に変わる。その変わ り方は以下の通 りである :

両手が=緒に前後方向に勲 く…ナチュラル・ターン、リバース・ターンなど

両手が一緒に左右の方向に動く…回転系、テレマーク、インピタスなど

両手が平行に、片手が前に動くときもう一方が後ろに動く…フェザー・ステップ、スリー・

ステップ、コントラ・チェックなど

(1)ホール ドの詳細 ～ 男子の左手か ら女子の右手ヘ

(ワ ルツ、フォックストロット、クイックステップ、ヴィエニーズワルツ)

男子は女子に対 して、左手の親指を広げ、中指をやや落 とし、掌を前面に向けた形で女

子に差 し出す。前腕から手首の内慣1に かけてのラインは、親指の先までまっす ぐ揃ってい

ること。

図 1:男子の左手と女子の右手
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女子はホール ドされる前に、男子の手を握るこその際女子は自分の親指の付け根部分を男

r^の 同 じ部分にあて、中指で確実に収まるコネクション部分を見つける必要がある。他の

指は男子の開いた親指 と人差 し指の間に自然に収めるc女子がその作業を終えたら、男子

は中指 と薬指を折って女 rヽ の手の甲に添え、なるべ く女 f^の 手 首
‐
の外側に置 くようにする(,

人差 し指 と小指を折って女子の手の甲に添えるが、コンタク トしている必要はない。月ヽ指

で女子の手を抑え込むようであってはならない。

次に男 F^は左 手を少 し引いて手首を持ち Lげることで、女子に対 して一歩前に出るよう

に合図を出す。 この時、肘から手の甲にかけて真っ直ぐなラインを保ち、手は視線より1断

くならないようにする.(図 1参照 )

左前腕は前方に対 し垂直から 45度の角度に任1す ことにより、左手は男子 と女子の間の中

間に常時位置することになる。

(2)男子の右腕と女子の左腕のコネクション

子:言:年

'1守

早年11117鷺をち1‐

井■に~ネクシ・とを峰.メ して、女
′11「古]き に、 1旨 はリバし F古]き lこ なるようにづ

~る
.

これにより女 了がボイ ズを作 りやす くなる。この時、女 了̂の背部を少 しで ()引 つ張って しまう

と、|｀た適なホイズが作れない.

男子の右肘は肩よりも低 く、手は肘 よりも低 くあるベ

きであるこ詳細な位置はカッフ
‐
ルの身長や体格によって

異なる。女 子に対する支持 と最大限の空間を与えるため

に、男子のイf腕は男子の右方向に L向 きのノプを伴って引

き伸ばされる.(図 2参照)

こオlに よつて、女子は居心地良くバランスの取れた状

態にいることができる。

このスベースはプロムナー ド・ボジションや種々のラ

インを作るときに、肘関節を伸展してより大きく広がる

ことになる。 (ボディ 。ポジションの項を参照)

図 2:右腕のコネクシ ョン

女 r^は左手首を男子の右腕に置き、親指を男子の Ltt Tl頭筋 と三角筋の間のくばみにあ

てる。手首 と手は男子の腕の内側に向け、中指はしっか りしたコネクションのために男 f

の腕の外似1に届 くようにする。 (図 3参照 )

女了‐の左腕 と左肩は リラックスした状態にし、男子の腕に軽い圧力がかかる程度に若干

下げる。 tt l‐ のボデ ィの左サイ ドは長く伸ばし、男子の方向に少 しだけ回すことにより軽

さを男子にもたらすことができる。 この時に肩や腕を浮かせないことであるcこ の左サイ
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ドのス トレッチこそが軽 さを作る()の であ り、ボディが下がつて腕をあげた り、また左に

回転 して男子から離れてしまった りすると男子が重 く感 じてしま う。

男女 とも、腕は リラックスした状態を保ち、肩は広

背筋を使 うことによつて下げる。ボデ ィは持ち上げら

れるか、ス トレッチ した状態で、背部 と両サイ ドは長

く柔軟な状態にする。手は しつか りと、 しか し優雅に

保つ。

腕と手は、ボデ ィが踊つているときにそのリー ドを伝

える媒体であるとも言える。男子は、絶対女子にボディ

を押し付けてコンタク トしてはいけない。しかしながら、

リー ドとフォローの能力は、 リー ドを伝えるホール ドを

含めた全身の機能のコンビネーションであるため、非常

に複雑である。男子の右腕 と右手のコネクションは景も

大切であり、大変難しいことではあるが適度な支持と柔

軟性を実現することが必要である。          図3 女子左手と男子右腕のコネクション

(3)練習方法のヒント

次のような練習を試 してみて頂きたい。まず女子とホール ドをして立つ。もし前進 した

いと思つたらまずホール ドを先に前に動か してみる。すると女子は後ろに向かつて体重移

動を始めるはずである。後退する場合にはボディを先に動か し、ホール ドは女子の方に残

したままにしてみると、女子は同じバランスを保つたまま前進するはずである。

ライズ&フ ォールを行 う場合でも、男子のホール ドは女子に対 して同じ位置に保つ。男

子は前進も後退もせずに、膝を曲げてロワー した り、 トゥまでライズ した場合でも、女子

とホール ドのコンタク トを保つ。

このような練習により、女子は自分自身のテクニック (男 子 と違 う場合が多々ある)を

使つてライズ&フ ォールを含めた独 自の動きを創 り出すことができる。

ロ ボディロポジション(体幹の位置)

(1)ボディロポジションの基本

パー トナーに対するボディ 。ポジション (体幹の位置)は足部 と脚部の位置によつて決

定される。男子 と女子は互いに向かい合い、左側にずれた位置に立つ。 このずれ方や角度

などは往々にして難 しく感 じられるものである。 しか し、二人の膝の位置が、図 4の様に

4本の軌道上に来るように足部 と脚部が決まれば、二人のボディ・ポジションはおよそ正

しい位置にあると言える。互いのボディを無理や り押 し付ける必要はなく、ポイズを作る
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ことでボディがより近づき、ボディ同士の軽いコネクションが生まれる。 (ポイズとポスチ

ャーの項参照)

このコネクションによる圧力は、踊つているフィガーに

より増加、減少することがある。

ホール ドをしたら、女子が男子に対 してコネクションの

位置を決めるのではなく、男子が女子に対 してボディ・コ

ネクションの最後の調整をするのが望ましい。これは実際

にはなかなか行われず、女子が動いて男子のボディ正面に

立ってしまい、男子の前進動作の妨げとなる例が非常に多

い。双方が楽な位置で自由に踊 りたいのなら、これは避け

るべきである。

踊つている間の二人のポジションは、ライズ&フ ォール

や回転量によって頻繁に変わる。PPや CBMPを使 うステッ

プなどは、ボディ。ポジションを変えなければならないフ

ィガーの好例である。

図4:ボディ・ポジションと膝の方向

足部に対するボデ ィの位置は、パー トナーに対するボディの位置をも同時に決定するた

め非常に大切である.これはよく言われる 「足から足へ踊ること」である。 これは前進す

る時、後ろにある足部から体重を解放 して、体重を完全に前にある足部に乗せきることを

意味する。後退またはサイ ドに出すステ ップでも同じである。 これが うまくできれば、体

重が 2本の足の間で止まってしまった り、体重が部分的にしか足に乗 らなった りしない。

逆にできない場合はボディが重 く見えた り感 じた りする。

足部か ら足部へ重心を移動する能力は、正 しく踊る上で必要不可欠なものである。もし男

子も女子も 「足から足へ踊ること」力`できれば、二人のボデ ィ・ボジションは正 しいはず

である。

(2)プロムナー ド・ポジション (PP)
ノ:

PPは男子がホール ドとボディを変化 させることにより、女子が下半身を PPに開くよう

にするものである。 (下半身 とは足部、膝、脚部 とヒップ)

男子は PPに入るために前進するときに、右前腕 と右手を開く。男子の左サイ ドは、右腕

に同調 して若干右前方に動かす。

男子がホール ドとボディを変化 させたら、女子は進行方向に対 して男子の後ろ側でバラ

ンスを崩 さずに立つ。

PPか ら内側の脚 (男 子右脚、女子左脚)を CBMPに 置くときには、男女共に、コネクショ

ンのある方のサイ ドを長くス トレッチさせるcこ のス トレッチは体重が次の足部に到達するま

で保たれなければならないc
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(3)

図 5:PP(プ ロムナー ド・ポジション)

アウトサイ ド・パー トナー

:CBMPの状態で右側 に OP(ア ウ トサイ ド・パー トナー)に なるステ ップにおいては、ボ

デ ィの位置 を少 し変える必要がある。 これ によ リバランスとボデ ィのラインが保たれ るこ

とになるら 良い例 としては、シャッセのあ とのナチュラル・ ター ンの 1歩 口を女子の外側

に出す部分である。

ホ バ ー ・ ク ロ ス な ど の よ うに 、CBMPの 状 態 で 左 側 に ア ウ トサ イ ド・ ハ ー ト十 一 に な る ス

テップも位置の変化の一例であるc(フ ォックス トロットのホバー・ クロスC′)項 を参照)

他にボディ・ポジションを変える必要があるフィガーの例は、ウィスク、シャッセ、ア

ウ トサイ ド・スピン、ウィーブ、タンゴのクローズ ド・プロムナー ド、チェース、オーブ

ン・リバース・ターン (レディ・アウトサイ ド)な どである
=

日 ポイズとポスチャー

ポイズの指導はなかなか難 しい。ボイズとぃ うものは頭の重みの運び方に深 く関わつて

いる。踊つている間、ずつと良いポイズを保つことでボデ ィのバランスがとれる。言いか

えれば、頭の重みを正 しく移動 させることでボディのバランスを保つことができる。 まず

は最初に立った状態でのポイズとポスチャーを理解 して頂いた Lで、運動中のポイズの説

llllに 入ろうと思 う。

女子は常に男子の右側にいなければいけないっ互いに足部と脚部によつてのみ相手に対

する位置を変えることができる。その Lで 、フィガーを美 しくまた′とヽ地よく踊るためには、

二人のボディは非常に柔軟でなければならないことがわかるであろう。

ウエス トから後ろにそつて、互いの上体の間にスペースを作ろうとしてはならない。不

自然なポイズになって しまう。みぞおちのあた りに緊張感を維持 し、青を引き込んで _ヒ に

lL    ___
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持ちあげること。背中の筋肉を伸ばすことによつて上体を軽く、かつ柔軟に支える。これ

らの筋肉を使 うことによつて肩を下ろすことができる。

男女ともに、首の筋肉を少 し伸ばして頭部を上に伸ばす (顎をあげた り、引き込んだり

しないこと)。 女子の頭は僅かに左に傾けるが、絶対に最初から頭を左に回さないこと。女

子のボディが少 し右に向くため、頭が左に向いているように見えるのであって、自分で回

すのではない。

男女ともに、左サイドの方が右サイ ドよりほんの少し前にある状態にする。脚部は緩み、

太腿は前に傾 く。頭部は足部と同方向で脊柱よりやや左側に置く。ここで、頭ではなく主

としてボデ ィがターンすることが重要である。体重はスタンディング・フット (立 ち足)

の中心に乗つていなければならない。これによつてボデ ィを前進や後退させることができ

るのである.

女子は、男子の前進を導きいれ,る ために、体重をスタ

ンディング・フッ トのヒール まで後方に移動 させること

ができなければならないら

ただ し、 「体重を後方に移動する」 とは 「ポイズが後

ろにあるJの ではないので、注意する。 (図 6参照 )

スタンダー ド種 目を踊る人は、普段歩 く時 と同じよう

に、自然に足から足に自分の体重を移動することができ

なければならない.これは最 も大切な基礎であ り常に意

識 していなければならない。 もし体重を一歩一歩 しっか

りと送ることが出来れば、どんなフィガーを踊つてもボ

ディのポイズは自然に見えるだろう。

図 6:ポイズ

ロ フットワーク

1 )

フットワークについては次の 2段階の理解がZ、要である。

基本的なフッ トワーク

例えば :ワ ルツのナチュナル・ターンの基本的フットワークは :

男子 1.HT、  2.T、  3.TH
女 子  1.TH、  2.T、   3.TII
二|_it初心者にとつては十分だが、上級者はもつと詳細な理解が必要である。

三三
´
く
~′

トワーク

ステップを開始するとき床に接触する足部の詳細とステップの最後で床に接触してい

る足部について、およびこの 2つの時点の間に起きるフットワークを解説 しよう。

足部の四隅を以下のように分類する.(図 7参照 )
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ワルツのアクセントは 123、 タンゴは1&2&、 ヴィエニーズワルツは123 456、
フォックストロットは1234、 クイックステップは1234で ある。

(1)ベーシック・タイミング

ベーシック・タイミングでは、踊 りが音楽にぴたりと合っていなければならない。つま

り音楽のビー トで、体重が正確にしかるべき足部に乗つていることを意味している。例え

ばナチュラル・ターンの 1歩 日は音楽の小節の 1拍 日とまつたく同時でなければならない。

これができるようにするには、前の小節の 3拍 日で前進または後退のためにボディを動か

す準備をする必要がある。ワルツで、音楽の 1小節を聞き、 3拍 目で動き出して次の小節

の 1拍 目と同時に完全に体重がステップした足部に乗れるようにする。これがベーシッ

ク・タイミングである。

タイミングに関しては、初心者は特によく練習しておくべきである。

バランスを保ちながら体重の位置をコン トロールすることによつて、よいタイミングが

生まれ音楽性が表現できる。

音楽の 1小節の最後にロワーすることは必須である。そしてスイング・ダンスにおける

リーディング・ステップ (1歩 日)はかなリコン トロールが必要である。踊 りのアクセン

トは普通 2歩 目にある。ワルツでは 2拍 目、フォックス トロットでは 3拍 目 (第 lQ)にあ

る。つまり、ワルツの音楽的なアクセン トは 1にあるが、ワルツを踊るためのアクセン ト

は 2拍 目にあるとい うことである。

クイックステ ップはフォックス トロ

って Sの後の Qにアクセン トを置 く。

卜と同様で、アクセン トは 1と 3に ある。 したが

うすることでこのダンスの軽快さが出てくる。

ツ
　
ン
）

タンゴで 2つの Qを連続 して踊るとき、第 lQにアクセン トをつければ音楽性が表現で

きる。クローズ ド・プロムナー ドを例とすれば、アクセン トは 1歩 目のSでなく、 2歩 目

の第 lQに ある。従ってアクセン トは SttQSである。

例えば、ワルツのシャッセの 12&3にみ られるようなシンコペーテ ッド・タイ ミング (切

分法)では、ビー ト・バ リューは 1 1/2 1/2 1と なる。 &カ ウン トは常にその前の

ビー トの一部なので、123&の 場合は 1 1 1/2 1/2で ある。

(2)音楽表現

上級 レベルになれば、音楽をより深 く表現するためにベーシック・タイ ミングを若干変

更 した りすることをはじめてもいい。 しか しこれは完全にコン トロール しなければ危険で

ある。 これはジャズ・ ミュージシャンが計画的にあるいはインスピレーションによつて、

しばしば音符のないところでタイ ミングのずれた音をたたいて しま うのと同様 と考えるベ

きである。

この高度なタイミングは、感覚に忠実にはつきりした意図をもつて行うべきであり、さ

もなければ、タイミングをはずしていると見られかねない。
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ベーシック・フィガーの中でも男女のタイ ミングが異なるステ ップがいくつかあるc回
転の外側にいる場合の 2歩 日は内惧1に いる人より若干早く踏み出す。 ワルツのナチュラ

ル・ ターンの 2歩 日もこの一例である

音楽性 とい うのは身体全体の表現である。足部とボディとで異なるタイ ミングをとる能

力が必要である。足部はビー トにあわせて置くものであるが、フッ トワークはどのようで

あれ、足部は 一回置いたその位置から離れないのに対 して、ボディの動きは継続 して進行

し、ターン、ス トレッチ、シェイプ、スウェイしていく。

こういつた ―連の流れを高度な レベルで音楽のビー トとビー トの間にガlめ 込むことによ

って美 しい踊 りを生み出すこと、これを私たちは音楽性 と呼ぶ t)の である。

ボディの使い方によつては足が床から離れるのが遅れることがあるが、次の 1歩は音楽

のビー トにあわせて (オ ン・タイム)着地 しなければならない.

足部 ()タ イミングと音楽性に大きな貢献をしているっ例えばホバー・アクションでは足

部のみの使用によつて 2小節にまで延長することす ら可能であるこ スタンデ ィング 。フッ

トを使ってゆっくりとライズ し、サポーティング・フットは床に対 しての圧力を調整 し、

バランスと次の動作につなぐコン トロールを与える[例 えばウィスク、フェザー・ステ ッ

プ、テ レマーク、シャッセ、ダブル・ リバース・スビン、ウィーブ、などのフィガーでも、

コン トロール と表現力を生み出すためには、強くて繊細な足部動作が必要である。足型ダ

ンスに美や生命を吹き込むのもまた足部の使い方によるっ このような足部の使い方を含め

て身体全体で踊るためにはとにかく練習が必要である。従つてベーシック・フィガーをマ

スター したらす ぐにこのような練習に発展 させるべきであろう。

タンゴでも足部とボディで異なるタイ ミングをとることによつて音楽性の表現が可能で

ある。足部は床を打ちながらもボデ ィを滑らかに動か し、ボデ ィが足部の上で止まらない

ようにする。ボディの動きは常時継続するが、足部が床に接触するところで足部のみが留

まるだけである。 こうすると踊 りがバワフルで強く見えるっ

ボディを lLめ た り筋肉をLAlめ た りとムーブメン トを制限 して しまうばか りか、硬直 して

いる様に見える.よ くある融]違 いとして、身体を固めて歯切れのある効果を出そ うとして

いるが、残念なが らこれは体力の無駄遣いでとても疲れる踊 り方である.ま た女子にとっ

ても快適な踊 り方ではない。

日 タンゴのホールドとボディロポジション

タンゴは他のスタンダー ド種 日と異な り、スイング、スウェイ、ライズ等がないので、

特男11に つヽの章を害1いて説明する必要があるc

タンゴのホール ドが、スイング・ダンスのホール ドと違 うのは、タンゴが持つ独特のス

タイル・感覚・表現を女子に伝えるためであるc
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タンゴのホール ドとボディのスタンスは、女子を常に低い状態に維持 させる.男子√)右

1宛は緊張させず、 しか t)緩 くした り弱 くした りするのではなく、女子が自分で自分のバラ

ンスを保ち、自分の足で立てるようにさせなければならない。

男 r‐ の右腕に力が入つていると、女子のボデ ィは男 チのボデ ィと正 しく向かい合えないこ

女 子はボデ ィを男子の右腕にコンタク トする位置に置き、男 子のボディに対 してコンタク

トしないことG 二人が |[:し くコンタクトするためυ)コ ネクシ ョンは男 jな が膝をla lに緩める

ことで行 う
=

右腕を他 t/m種 目より Fに置き女子をさらに包み込むことによつて、女 千は左腕を男子の

右腕より下に置くことができる.(lK1 9,10参照 )

男子の右腕は女子の枠としての役害1を 果たすので、

右肘は正 しい位置に置かなければならない。男子の

右肘を正しい位置に保つことは、女子をリー ドする

上で大変効果的である。右 手を使つて女子を押 した

り、引つ張った り、まわした りしてはならないc

図 9 タンゴのホール ド 図 10

ボディのスタンスと、この右腕の位置によつて左腕の位置が変わってくる。左腕は他の

種 目よリコンパク トな形とし、左手をよリボディに近づ |す 、前腕の角度はよリフラットに

し、手の平はまっすぐに女子に向かう方向とする。

女子は他の種目より少し男子の体側の右寄 りに立つ3膝から上、肋骨の下までという長

いコンタク トが感 じとれねばならない。二人のボディは、よりしっかりと保たね′る必、要が

ある。

背中はとても大切である。背中をウエス ト (腰椎の辺 り)か ら上に伸ばすこと。これに

よつて男子と女子の脚部とボディでの強いコンタク トができる。

これは、タンゴのホール ドとボディ・ポジションの基本的な説明である.言葉だけで感

覚を伝えるのは難 しいので、正しい位置関係 と美しさを得るためには、試行錯誤がZ、要で

ある。

タンゴのホール ドとボディ・ポジション
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