
8.実技指導編 (ラ テン)

(□～匝|ま
では 「JDSFダ ンススポーツ教程/Part3/ラ テン編/イ ン トロ

ダクション」 (エ スパン・ソルバーグ著)よ リー部抜粋)

□ 序論:ラテンダンスとは
ダンススポーツにおけるラテン・アメリカン・ダンスは、サンバ、チャチャチャ、ルン

バ、パ ソドブ レおよびジャイブの 5種 日で構成 され、それぞれが |ヨ 有の特色 と動きを持つ。
この 5種類のダンスを教える指導員は、それぞれのダンスに必要な正 しいテクニックを深

く理解 していなければならない。同時に、各種 日のダンス固有の典型的な運動パターンお

よびその特徴を表現するアクションについての理解 も必須である.

よい踊 りとは即ち正 しいテクニックの踊 りかとい うと、 Z、ず しもそ うとは限らない。 し

か しなが ら正 しいテクニ ックを “筋肉が記憶するレベル"に達するまでは、きび しい鍛

錬を欠 くことはできない。その鍛錬により、各動作が十分にコン トロールでき、身体の各

部位が調和 して動 くようになる.

このテキス トが、ラテン・アメ リカン・ダンスの高度なアクションについての知識を習

得 し、それをどのように練習するか、または教えるかについての良き参考となることを願

うものである。

ボディロポジションとポスチャー (ポイズ)

(1)正 しいボディロポジション
正 しいボディ (体幹)。 ホジションで踊ることは選 手、指導者の両者にとって重要なこ

とであるこ動きやアクションをコン トロール し調和 させるには、身体が床に対 して垂直に

保たれていなければならない。 これは立っているときもウォークしているとき t)lnl様 であ

る.
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柱の自然な S字カーブを崩 さないとい うのが第 1のポイン トである。

に立ち、肩 と胸部は自然に リラックスさせる (図 1参照)が 、このとき脊柱の自

の湾曲を無視 してはならないc腰部を平 らに しようとしてわざと骨盤を極端に

た り は 12参照)ま たは前面に傾 けた り (図 3参照)すると、脊柱の自然なカ

せる原因になる.
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骨盤はまっすぐに保たなくてはならない (図 4参照)。 また、ボディの重心を感 じる
「バランス 。ポイン ト」は背部のある一点で感 じるものであり、より詳細には脊柱下部が

骨盤 と連結 しているところの少 し上にある。

脊柱や骨盤を正 しい位置に置く練習は、昔ながらの方法ではあるが、壁に背部をつけて

立つ練習を薦めたい。脊柱の自然なカーブを保つたままで背部を壁につけるようにする。
この時、脊柱の自然な S字カーブを無視せず、壁から離れてもこの姿勢を維持するように

する。

ルンバ とチャチャチャにおいては、このポジションは 1本の足の上で作 られる。スタン

ディング・レッグの膝をまっす ぐ伸ばしてそこにボディ・ウェイ ト全部を降ろす。こうす

ると、ボディを潰すことなく、ボディ・ ウェイ トが骨の上に投げ落とされた感 じがするは

ずである (=ボーン ド・ポジション :Boned position)。 フリー・レッグをまっす ぐにし

たままこのポジションで立つと骨盤が自然に横方向に傾 く動きを作 り出す。

サンバとジャイブにおける脊柱 と骨盤の位置は、最初はルンバ、チャチャチャと同じで

あるが、スタンディング・レッグの膝は伸ばさない。 とい うことはヒップ (腸骨)が どの

方向にも傾いていないニュー トラルな位置にあることを意味する。サンバのムーブメン ト

は基本的に 1/2と 1ビー トを使用するため、これらのリズムを使つて行 う脚部とヒップ

のアクションはチャチャチャとやや似ているとは言えるが、ポイズは異なる。 (ク ルサ ド
ス・アクションを除く)

ジャイブのムーブメン トにおける脚部動作は主としてディレイ ド・ウォークに基づくも
のであるため、その特徴はチャチャチャに少々似ている。

パソドブレのポイズは骨盤 と重心の位置が他のダンスと異なっている。足のボールを超
えて前方へとボディ・ウェイ トを移動させるため、臀部の筋肉を引き締めながら骨盤を開

くような感 じになる。パソドブレのポイズは、ルンバやチャチャチャにおけるボーン ド・

アクションとは違って、はっきりと男性的であることが特徴である。このときに必要なの

は胸や肩を不自然に持ち上げることではなく、体重が自然に下方の床に向かうようにする

身体の内部の緊張感である。

(2)ポールの移動①―重心移動
前進や後退動作をするにはまずボディをどのように前後に動かすかの原則を知る必要が

ある。 どのように立ち、ボディ・ウェイ トを移動させるかとい う知識は、背部のある一点

で感 じるバランス・ポイン トをどう移動させるかに関係する。
バランスを感 じる場所は、前述のように 「背部の一点であり、脊柱下部が骨盤 とつなが

るところよりわずか上Jである。このポイン トを、ボディを貫く重心線 という意味を込め

て “ポール"と 呼ぶことにする。
では、このポール とい う言葉の意味を理解 した上で、これを重心の移動の指標 として使

つてみよう。まず、足を揃えて立ち、背部に回した左手でポールのある一点に触れた上で

以下のエクササイズを行 う。

ポールの重心移動

① :ポールの重心を足部の中心に保つ。 (図 5参照)

② :ポールの重心を足部のボールよりつま先側に移動する。 (図 6参照)

③ lポールの重心を足部の中心に戻す。
④ :ポールの重心を後方へ移しヒールに乗せる。(図 7参照 )
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ポールの重心を左横に移動する。 (重心がくずれ、

に左足で横に一歩踏みユ|さ なくてはならなくなる。

ボールの重心を足部の中心に戻す。

ポールの重心を右横に移動する。 (重心がくずれ′、

に右足で横に一歩踏み出さなくてはならなくなる。

ボールの重心を足部の中心に戻す。

倒オ■ないよ

)

倒れないよ

)

うにするため

うにするため

重′らの移動をJl記 の通 りにやってみればわかることだが、ボール→センター→ ヒールの

ように前後の移動であればバランスを崩 さずに立っていることができるが、横方向に重′さ

を移動するとバランスを崩す ことがわかる。 このことからわかるように、ウォーク時の重

心の移動は前進 と後退のみであり、常にボディ・ウェイ トの移動 と連動 しているぃ

図 5:重心は足部の中心 図 6:重心はボール音β

よ りつま先側

図 7:重心はヒール部

この練習は、ボディ 。ウェイ トが移動する方向へと進行 していくルンバ、チャチャチャ

およびジャイブのためのものである。ルンバとチャチャチャにおいては、バランスが取れ

ている状態のとき、この重心は足部の中心で感 じられるべきである。サンバとジャイブに

おいては、ヒールを床につけた状態で足部の中心よりもボールに近いところであり、パソ

ドブレでは、ヒールを床につけた状態でボールよりも足の先端十二近いところに感 じられる
べきである。

ボディ・ウェイ トが前後に移動する限りはバランスがとれるが、横に移動するときはバ

ランスが崩れるのでウォークとは呼べない.横方向に移動する場合では、パー ト・ウェイ ト

(体重が両脚に分散

`た
状態ア にしてバラダスを保つか、体重のやや不自然な移動を意識

して行 う動作となる。 したがつて、クカラッチャなどを踊るときは、脊柱をラテン独特の

ヒップ 。アクションを使って移動させるが、これはパー ト・ウェイ トの状態で行 うもので、
理論的にはウォークではない.他 の例 として、ルンバの横方向へのスウィブル・ ウォーク

やサンバのムーブメントの一部などもある。

(2)ポールの移動②―脚部の圧力による移動
横方向への移動でも、ポールの重心移動でなく、脚部の床への圧力による移動だと横方

向でもバランスがくずれない。この例が、サンバにおけるクルサ ドス・ウォークとロック

である。
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それでは 「脚部のフロアに対する圧力でポールを動かすJや り方で、前後左右に移動 し

てみよう。前の練習 と同様に足部を揃えて立ち、左手でポールの一点に触れるcこ こでは

サンバを想定 して、膝を緩めて行 う。

脚部の圧力によるポールの移動

① :左脚の膝を伸ばし、右足から 一歩前進する。 (今 回は片方の足からもう一方にボデ

|ィ ・ウェイ トが移動するときに橋のようなアーチ型を作るようにする。)

1左足を右足のすぐ横に持って来る。ボディ・ウェイ トを移動し、膝を緩める。

② :左脚の膝をのばし、右足で一歩後退する。左足を右足に閉じる。ボディ・ウェイ ト

1を移動し、膝を緩める。

③ :ス :脚 の膝を伸ばし右足で一歩横に踏み出す。左足を右足に閉じる。ボディ・ウェイ

:卜 を移動せず、膝を緩める。

① :右脚の膝を伸ば し、左足で横に一歩踏み出す。右足を左足に閉じる.ボディ・ウェ

:イ トを移動せず、膝を緩める.

今回はボデ ィ・ ウェイ トを移動するのにポールを使わずに脚部を使っているc脚部の使

い方を調節することによつて、ボデ ィ・ ゥェイ トを一つの均衡点から次のそれに運んでい

るのである。 この場合はポールが先に移動するわけではないので、横方向に移動 してもバ

ランスは崩れない。ポールは動かず、脚部の圧力によつて横に動くのである。

ボデ ィ・ウェイ ト移動に脚部を用いるこの種の動きは、サンバでよく使われ、またパ ソ

ドブレにおいてはウォークの原理 となっている。ただ しパソドブレにおいてはこれに抵抗

感 (レジスタンス)が伴 う。

ロ リードとフォロー
ラテンの リー ドについては、一般的に男子が リー ドし女子がフォローする (相 手にリー

ドさせてやる人)と い う前提で語る。 リー ドをするためにはまずそれが何であるのか知 ら

なければならない。 リー ドする男子が女子の重心を移動 させた り方向を変えた りするもの

であって、動きの法則を無視 して相手を押 した り引いた りすることであつてはならない。

リー ドのほとん どは男子が行 うが、女子がパー トナー としての役害1を 認識 していること

が大事である。女子は自分のバランス・ホイン トとボディ・ ウェイ トの移動を相手の男子

に感 じ取ってもらい、自分がバー トナーシップの 一翼を担っていることを相手に伝達する。

男女 ともにダンスの各動作を十分に理解 していることが、フィー リングと繊細 さをもつて

リー ド&フ ォローを行えるようになるための秘訣である。

リー ドには 2種類のや り方がある。フィジカル・リー ドとシェイピング・リー ドである.

(1)フ ィジカル・リー ド ′ ケリし,1, ノ
男子 と女 子̂が コンタク トしている方の腕に適度の緊張感を持たせて行 うもので、 リー ド

する供1(主に男子)が フォローする倶1(主 に女子)を意図する動作および方向に導 くこと

をい う.

フィジカル・リー ドには 2種類のや り方があって、ひとつは中央に向かつてコンタク ト

し、同 じ方向ヘ リー ドするものと、中央のコンタク トポイン トで互いにフックしあつて反

対方向にリー ドする t)のである
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リー ドできるようになるためには 「お互い相手から何を感 じるかあるいは察知するかJ

を研究 し練習しなければならない。そのためにはウォークの前進・後退を練習するのが最

適であろう。

前進 ウォークはボディ・ウェイ トがまず先に動き次に足部 と脚部が続 くが、後退ウォー

クは足部と脚部が最初に動きそれからボディ・ウェイ トが続 く。 リー ドのためのコネクシ

ョンを確保するにはそれらの動きをまず完壁に行い調和させなくてはならない。

(2)シェイピング・リード :肇 ':`||卜)(11・ .:

リー ドす る方 (主 に男子)が腕やボデ ィ・ポジシ ョンなどを変化 させてお こな うリー ド

である。腕やボデ ィ・ポジシ ョンの変化がフォローす る側 (主 に女子)に動きのパターン

が変化することを伝達する。

シェイピング・リー ドの例

(3)リ ー ドにおけるハンド・ポジション
種 目によつてホール ドの仕方が異なるが、ここでは基本的なノーマル・ホール ドを説明

する。

ノーマル・ホール ドとは、手のひ らを合わせ、男子の親指を女子の手の甲に置いて女子

の手を包み込むようにすることである。 このとき男子の手首 |ま 曲げずにまっす ぐにしてお

くが、女子の手 首
^は

やや引き気味にす る (図 8参照).通 常、オープン・ポジションまた

はファン・ホジションのときには、このホール ドを使用する.

このホール ドか ら女子を右にターンさせ る場合、男 子は手のひ らを合わせたホール ドで

女 了́の手を包み込んでいる (図 9参照)手の指を少々ゆるめる。そ うすることによつて女

子は男子の手の中でターンすることができるこ

女子を左にターンさせ る場合は、手のひ らを合わせたポジションは右 ターンの時 とは

少々異な り、男子の手は女 r^の 手を包み込んだままにする (図 10、  11参 照)。
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1警・ |ヽ

図9

男子の手 とコンタ

持って対応できるよ

リー ドを受け付けな

図 ¬○ 図 1¬

ク トしている女子の手は男 Fの手の動きに対 して常に適度の緊張感を

うでなければならない3時にわずかに引き気味になることもあるが、

くなるほどの力は入れないこと.

ロ ウォーク ′
`.

一
Ｌ

ウォークとはボデ ィ・ ウェイ ト移動、脚部 と足部のアクシ ョン、 ヒップ・アクシ ョン

(骨盤のムーブメン ト)、 および上半身のボディ・ムーブメン トをすべて組み合わせたも

の・であ り、いろいろな種類のウォークがある.

すべてのウォークは前進か後退である.横方向へのウォークは純粋なベーシック・アク

ションとしては理論的に存在 しない。一般的には、クカラチャなどすべての横方向への _51」

きはパー ト・ウェイ ト・ステ ップ と言える。 しか しなが ら振付によつてはサイ ド・ステ ッ

プが入ることもあるので、後ほどサイ ド・ スウィブル・ ウォークを紹介するcこ のアクシ

ョンは準ベーシックと見なされる。

チャチャチャの前進・後退のウォークも基本的にはルンバ とよく似ているが、サイ ド・

ムーブメン ト・シャッセおよび前進・後退のロック・ステ ップを伴 う,ま たディレイ ド・ウ

ォークも使用する。

サンバのベーシック・フィガーの中には、ルンバ。ウォークが含 まれることがあ り、また

チャチャチャのウォークに関連 した高度な脚部のアクションもサンバのハイ レベルな振付

の中にしばしば見かける。

ウォーキング・ダンスと分類 されるパ ソ・ドブレには、もちろん数々のウォーキング・ア

クションが頻繁に使用 されている。一つの種類のウォークか ら別の種類のウォークに変化

するとき、脚部と足部、およびボディを貫くコン トロール された抵抗感が顕著になる。

ジャイブにおいては、前進・後退で多様なディレイ ド・ ウォークが使用される。通常の

前進・後退のウォークと同様、前進のときにチェック ド・アクションもよく使われる。

ウォークの練習には以下のベーシック・ムーブメン 卜が効果的だと思われる.

ウォーク

前進 ウォーク     :前 述の とお り

後退 ウォー ク     :前 述の とお り

前進 ウォー ク・ター ン  i前述の とお り
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チェック ド・フォワ

ー ド・ウォーク

デ ィレイ ド・ウォー

ク

トゥ・スノくイラル

チャチャチャの前進

ウォーク

ル ンバ のス ウィブ

ル・サイ ド・ ウォー

クおよびチャチャチ

ャのスウィブル・サ

イ ド・シャッセ

:ハーフ・ベーシックを踊る場合は、右の脚部と足部の抵抗感を意
:

:識 して行 う。この抵抗感が両足の間にある右左を分ける線をボデ :

:ィ が超えて行かないように保つからである。          l
:体重はヒールに乗つたままで、フリー・ フッ トは前方にポイン ト

1

しているか、スタンディング・レッグの前で曲げて足首を高く保

つ状態 (ハ イ 。フット・プ レッシャー・ポジション)を取つてい

るかのどちらかである。前方へのボディ・ ウェイ ト移動が通常の

時よりも遅 く起こる点は両者共通である。

マ ッスル ド・アクション (Muscled Action)で あるため、ボーン

ド・アクシ ョン (Boned Action)よ りも高い位置で行 う。

ウォーク 2歩の次にロック・ステ ップを入れる (ロ ックの最後の

一歩はウォーク)。 ルンバ。ウォークとの違いは、ヒップ。アクシ

ョンが早い段階で始まる点である。 (ボ ディ、足部 と脚部、およ

び ヒップ。アクシ ョンの開始をほぼ同時にやるようにと私は指導

している。 )

ボディと骨盤を繋 ぐ筋肉を使 うことと、それ らが連鎖的に動いて

骨盤の引上げと後方への旋回運動 (ヒ ップ。リフティング・アクシ

ョン)が起きるのを意識する点において両者 ともや り方が似てい

る。

(1)ルンパの前進ウォーク
それでは、ルンバのウォークを例にとつて解説 してみよう。前述 した、ボディ・ウェイ

トとポールの移動を忘れないように練習 してみてほしい。

前進のルンバ・ウォークは次の事項を組み合わせたものである。

た。至ディL考モf口瘍,… ……__、B.正 しいタイ ミングの脚部および足部のアクション

c.ヒ ップ。アクションの展開 (骨盤の動き)

D.ウ ェス トラインより上 (ボディ上部)のボディ・ムーブメン トの意識

ルンバではスロー (S)の 1ビー トを、ヒップ・アクシ ョ

スロー アン ド (S&)に分ける。

簡単に説明するなら、ヒップ・ムーブメン トは、&の カウン

よい。 (し か し、4 & 1 &の ときは例外で、このとき|ま 2

り動かす )

ンのタイミングをとるために

卜の時に横に動か し始めると

ビー トを使つてもつとゆつく

カウン トは、2& 3& 4&
これをもつと細かく分けると

2&a 3&a 4&a l&a (合 計 12ビー ト)と なる。

ビー トを細かく分けることにより、以下の表現が可能になる。

A.ボディ・ウェイ ト移動のタイミング

B.足部と脚部のアクションのタイミング

c.ヒ ップ・ムーブメン トのタイミング

1& である。 (合計 8ビー ト)
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ルンバの前進ウォーク

・_ウ ェイ ト移動のイ

グ府一一
Ａ

一タ 尻1翠プ押9‐ Fl‐

`]‐`

C■ |● ップ
1‐ ム=ブ

メ|ン|卜 |の 夕|イミ
ー
シ|グ

2

新 しい一歩に向かつて踏み出

された脚部がボデ ィ・ウェイ

トを捉える。 (こ のときボデ

ィ・ ウェイ トが両足の間にあ

るような感 じがするが、実際

にはボデ ィ・ ウェイ ト移動が

この時に止まることはない)

両方の膝が伸びている。後ろ

足はハイ・フッ ト・プ レッシャ

ー・ポジションである.

ップは床 と水平。

&

ボデ ィ・ ウェィ トがスタンデ

ィング・ レッグの足の中心に

しつか り乗るc

両膝が伸び、少々ターンアウ

トした後ろ足の トゥでフロア

をポイン トする。

骨盤が両足の対角線

に沿って横方向に動

き始める。

a

ボディ・ウェイ トがボールを

乗 り越え、バランスを失 う十

前まで前進 し続けるの

後ろ脚が緩み、振 り子の動作

でスタンデ ィング・レッグの

横を通過する。サポーティン

グ・フットは次の一歩に入る

までハイ・フッ ト・プレッシ

ャー・ポジションを保つ
「

骨盤が後ろに回転す

る (骨盤は後ろに傾

けずまっすぐに).

L記 を組み合わせて行えば流れるようで リズミカルなルンバ・ウォークができる。

上記全部をあわせた動きのタイミングはS & a、 ビー ト・バリューは1/2, 1/4,
1/4である。これはボディ・ゥェイ ト移動のタイミングを下半身の動きに合わせていく
のに必要で、ヒップとボディの動きとなって現れる.

これらを各ビー トにあわせて行うと下記の一覧のようになる。 (図 12)

一颯
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従って、ルンバの 1小節 (前進 3歩)は以下のようにカウン トされる.

2堕 ,

ステ ップ 1

3し
,

ステ ップ 2

4&al&a,
ステ ップ 3

&aの ところでサポーテ ィング・ レッグおよびサポーーテ ィング・フットのタイ ミングを

際立たせて見せ るようによく注意すること。&カ ウン トで後ろ脚 を緩めるタイ ミングが早

すぎると次のような結果になって しまう。

1.ヒ ップが後退する動きが起こるのが早すぎる

2.フ ット・スピー ドが遅 くな り、だらしないタイ ミングに見えて しまう
3.ボ デ ィ・ウェイ トの前方への連続的な移動が、途切れて しまう

同様に、後退のルンバ。ウォークにおいてフリー・ レッグの膝を緩めるのが早すぎ (&カ

ウン トで緩めて しまう)て も同様な問題が発生する。

(2)ルンパの横方向へのスウィブル・ウォーク
右足の前進 ウォークか ら、左横方向に移動 したい時には、左足が右足の前を通過する瞬

間に、右足で約 1/4回 転右倶1に スウィブル・アクシ ョンをする。そ うすると瞬間的に体

重が分散 した状態にな り、右足のヒールが床を離れる.

ボデ ィ・ ウェイ トが完全に左足に乗るタイ ミングは右足のスウィブル・アクシ ョンのタ

イ ミングによる

(3)ルンパの後退ウォーク
ルンバにおける後退 ウォークも前進 と同 じタイ ミングのパターンで行 うが、後方へのSJ」

きであるためボデ ィ・ ウェイ トの移動方法が異なる点に留意する。

ルンバの後退ウォーク

A.ボデ ィ・ ウ

イ ド移動のタイ

ング

工
　
ヽ
ヽ
ヽ

B.足部と脚部の|アークシヨンのタイミング C■ヒップ |ム ー

ブ|メ |ン |― 卜|の |夕|イ |ミ

ング  ||‐|  |
2 ボデ ィ 。ウェイ ト

はまだ直前の脚部

にある。

両膝 とも伸びてお り、ヒールは床に着いて

いる。 (フ リー・ レッグの膝を伸ばすの と

ヒールを下ろすタイ ミングを うまく合わせ

ること。 )

骨盤がニュー トラ

ルなポジシ ョンに

向 か っ て 動 き始

め、ある時点でニ

ュー トラル・ポジ

ョ ン を 通 り越シ

す

& ボディ・ ウェイ ト

はビー トの後半で

後ろ足に移 し安定

させる。

両膝 とも伸びてお り、前脚の足部は床をポ

イン トしている。 ヒールは床から離れてい

る。

骨盤 が両足の間の

対角線に沿つて横

方向に回転す る。

(こ の とき骨盤は

まつす く
゛
に)

a ボディ・ウェイ ト

は後ろ足に乗つた

ままである.

ボディ・ウェイ トの乗っていない脚部の膝

を素早く曲げ、足部をもう一 /t」 の脚の横を

通過 させ て引き、後 ろにポイ ン トす る。

(膝を完全にまつす ぐにしたままで後ろに

ポイン トしないように気をつける。 )

骨盤 の後方へのわ

ずかな回転を継続

する。
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ロ ボディ・ムープメント
(1)ヒ ップ ロアクション
ボディ・ムーブメン トはいくつかの異なる範疇に分かれる。ベーシックの動作 としては、

ヒップの動きとそれに関連 して発生する上体の動きなどがある。まず、ヒップ・アクショ
ンとヒップ 。リアクションの違いを理解すれば、表現の違いが理解 しやすいだろう。

ヒップ 。アクションの練習としては、まず右足を前に置きヒップは床 と平行 (ニ ュー ト
ラル)に して、膝を曲げずにラテン・クロスのポジションで立つ。左側の腰椎横の筋肉と

骨盤内側の筋肉を使って左 ヒップを引き上げ、更に後方へと旋回させる。次にヒップを引
き上げていた筋肉を緩め、今度は右ヒップを右足の骨の上に持ってきて後方に旋回させる
と同時に、た足を右足の横をブラッシュしてハイ 。フット・ポジションでポイン トさせる。
この動作を繰 り返す。

(2)ヒ ップ・ リアクション
ヒップ。アクションとその リアクシ ョン (反射運動)は別物 として分けて考えるべき場

合 もある。その違いについて語るならチャチャチャのロック・ステ ップが良い例 となろう。
ロック・ステップに入る前のウォークのベーシック・カウン ト 3の ところでヒップ 。ア

クションが起 こる。続 く2歩のロック・ステ ップでは、フル・ ヒップ 。アクシ ョンか らラ

テン・クロスにおけるニュー トラルの位置まで戻る。 ラテン・クロス・ポジションで、後ろ

足か ら押 して次のウォークに入る前にヒップの リアクションが起こる。 1の最後の一歩で

起きるのはヒップ・アクションである。

(3)キューバン・モーション
もう一つ練習すべき動作は女子のキューバン 。モーションで、スタンディング・ レッグ

の上でフリー・ レッグの足首を高く保ちながらポイン トし、スタンディング・レッグの近
くをブラッシュする。ボーン ド・ポジションでヒップを低 くしたところから開始 し、ヒッ
プを引き上げる筋肉を使ってキューバン。モーションを行 う。 ヒップをカウン トに合わせ

て徐々に引上げ (2&3,41)、 その後もとのポジションに戻る。

(4)前進ウォークロターン
ターンするとき反対側のヒップを高く保ち、その後ボーン ド・アクションでボディ 。ウ

ェイ トをスタンディング・レッグの上に落着かせて完了する。上体でヒップを引き上げる

動作のときや、またボーン ド・アクションの状態に落着くときに、 8の字を描 く感覚を強

く意識すること。

(上記の他、 「サンバ・ロール J、 「デザイン・ムーブメン トJ、 「呼吸のムーブメン

ト」、 「シェイプJ、 「ラテン・ティック」などについては 「教程」参照のこと。 )

E611 タイミングと音楽表現
(1)タ イミングの表現
タイ ミングを理解するには、第一にビー トを分害1す る方法を知 り、タイ ミングをビー

ト・バ リューに割 り振ることの理解が必要である。
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リズムのシンコペーションの表現を無視 して踊るダンサー もしば しば見かけるが、 うま

く利用できれば表現力 となる。シンコペーションとは、音楽的には リズムのアクセン トの

位置をわざとず らしたものであるが、ダンスにおいては&カ ウン トにアクセン トを置 くも

のと考えてもらいたい。

例 として、通常の 2,3を半分のビー トに分割 してみる。

2     &

Q     Q

3     &    :

Q     Q    I

i 1/2 1/2 : 1/2 1/2 1
カウン ト2は通常の Sカ ウン トであるかのように 1拍 とるが、ビー ト・バ リューは次の&

を入れる余地を作るために半分にカットされている。3&に 関しても同様である。

しか し、4 1& 2 の場合、ビー ト・バ リューは 1 1/2 1/2 ]で あ り、

つめて飛ばすことによつてメイン・ビー トの 2を短 くしてしまうことではない。

ビー トの中に&カ ウン トも入れると表現が素晴 らしくなると私は確信 している。たいて

いの場合、&カ ウン トの時に何かアクションが起きるので、&カ ウン トは無視せず大切に扱

うべきである。

さて、さらに&を 半分ずつに分害1し てみよう。

2

Q

1/2

&

a

1/4

a

a

1/4

&カ ウン トが a(も う一つの 1/4ビー ト)の カウン トを入れるために 1/4ビー トに変

わったカウン トである。

ルンバでは 41の個所は通常 1歩であり、それに続く&で足を開じ、2で前進するが、こ

の場合の 1の ビー ト・バ リューは 1/2で あることを無視 してはいけない。そのハーフ・

ビー トの中で通常のタイミングの 2倍速でボディ全体のアクションを完結させなければな

らない。この原理を iEし く理解 しているといないとでは、また、 タイ ミングを表現方法の

、̂つ として認識 しているといないとでは、全体の表現に大きな差が出る。

足部の リズムとボディ・リズムは異なることを理解 していることも重要である。足部の

リズムは表現の明快 さを生み、ボディ・リズムはムーブメン トに生命を吹き込むと言える.

また、フット・ リズムを正 しい ビー ト・バ リューに合わせることはもとより、ボディのポ

ール (重心線)力 ビ`ー ト・バ リューと合っているかということも重要なポイン トである。

リズムの変化の練習

ル ンバ・ウォー クの前進 3歩 (右足か ら)

続 けて左 にフォー・ クイ ック・ター ン

左足で前進のルンバ・ウォー クを一歩

2341
2&3&
41

(2)音楽性
音楽表現というものはリズムに対応するものではなく、メロディに対応するものである。

メロデ ィの高い部分と低い部分は、豊かな感情をダイナ ミックな動きで表現できるところ

であるが、2、ずしtDリ ズムにi_t動 する必要はないc

オーケストラのパー トこそ最 も多彩なフレージング (音の区切 り)力 行`われている部分

であり、それを表現できれば一番理想的だが、十分に注意 してメロディを利用するように
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Ｅ
Ｆ

努力することにより、たとえ卓越 した音楽的センスを持つていなくて もある程度の音楽表

現を見せることは可能である。

残念ながら、音楽的表現能力は (程度の差こそあれ)持っているか持っていないかの ど

ちらかであることがはつき りしてお り、音楽的表現を学習 して身につけるとい うことは難

しい。学習 。研究によって得 られた音楽的表現には、自然発生的で形容 しがたい表現力、

すなわち素晴 らしい即興のアクセン トや タイ ミングは見 られないか らである。 しか しなが

ら由に合わせた動きを何回も深 く研究することによつて 「音楽的表現能力があるようJに
見せることは充分可能である。エネルギーを集中させる感覚を持つ と同時に、 「どのよう

に見せたいか、表現 したいかJと い う意識を深 く掘 り下げて研究することが助けになるで

あろうQ

ぼ

L

畦
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