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はじめに

社交ダンス（以下ダンスと略す。）を始めて 4 年目に、ダンスというものが少し分かってき

たので、ダンスに関し以下の図書を執筆しました。

● ダンスについて 2008 年 1 月 発行

● お笑いでつづる中高年の社交ダンス、他 2008 年 3 月 発行

● Enjoy Dance Party 2008 年 5 月 発行

● ダンスのポイント 2008 年 8 月 発行

● ダンスと音楽 2008 年 10 月 発行

● ダンスパーティーの開催 2009 年 5 月 発行

● ダンスパーティー用音楽 2009 年 11 月 発行

その後はダンスに関する図書は執筆しませんでしたが、今年でダンスを始めて約 11 年

が経ちましたので、これまでの私のダンスへの取り組みを整理してみました。

2016 年 1 月
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1． ダンスの活動実績

私の、約 11 年間のダンスの活動実績を図 1 に示します。活動実績は、その活動内容の

違いから図に示す期間で、第Ⅰ期、第Ⅱ期、第Ⅲ期、第Ⅳ期に大別されます。以下に、そ

れぞれの活動内容を具体的に示します。

な

(1) 第Ⅰ期（2005～2007 年）

ダンスは、ダンスについて何も知らない状況から始めたため、最初は無我夢中という状

態で取り組みました。具体的には、初めて 2 年間は表 1 に示すレッスンを行いました。個人

レッスンが週2回、団体レッスンが週5回です。3年目からは表2に示すレッスンを行いまし

た。個人レッスンが週 2 回、団体レッスンが週 6 回です。

表 1 レッスン状況（～2 年目）

曜日 個人レッスン 団体レッスン

日 ツチヤダンス教室 ツチヤダンス教室

月 ― ―

火 ― ―

水 ― 社家コミュニティーセンター

木 中新田コミュニティーセンター 中新田コミュニティーセンター

金 ― 中新田コミュニティーセンター

土 ― 杉久保コミュニティーセンター

図 1 ダンスの取り組み状況

回/月

年

第Ⅰ期 第Ⅱ期 第Ⅲ期 第Ⅳ期
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表 2 レッスン状況（3 年目～）

曜日 個人レッスン 団体レッスン

日 ツチヤダンス教室 ツチヤダンス教室

月 ― ―

火 ツチヤダンス教室 ツチヤダンス教室

水 ― 社家コミュニティーセンター

木 ― 中新田コミュニティーセンター

金 ― 中新田コミュニティーセンター

土 ― 杉久保コミュニティーセンター

ダンスパーティー（以下、DP と略す。）は、当初個人レッスンの先生が関与するものだけ

に参加していましたが、3 年目からは一般の DP にも参加するようになりました。

(2) 第Ⅱ期（2008～2010 年）

個人レッスンは第Ⅰ期の表2と変わらず週2回の実施ですが、団体レッスンについては、

4 年目からは徐々に回数を減らしていきました。

ダンスの上達は、自分より上手または同等の女性と踊って成し得るとの持論があり、自

分の実力が上がると、上達が見込めない団体レッスンは減らすことにしたのが理由です。

ダンスはスポーツと捉え、常に技術の向上を目指す私にとっては、単に楽しく踊ることは納

得できませんでした。

3年目からは一般のDPにも参加していますが、これは自分の実力を試しかったからです。

色々な方と踊ることにより、自分が踊れないことを自覚し、ますます個人レッスンと団体レッ

スン、DP 参加に熱が入りました。

2008 年は月 14 回の DP 参加になっていますが、以降 DP 参加の回数が減っています。

これは、実力が向上するにつれて、上手な方が集まるDPにのみ参加するようになったから

です。

(3) 第Ⅲ期（2011～2014 年）

個人レッスンは、7 年目は週１回に減らし後半からは止め、この状態が現在まで続いてい

ます。個人レッスンを止めたのは、自分の実力が向上し個人レッスンは不要と考えたわけ

ではありません。週 1 回になったのは「ツチヤダンス教室」が閉鎖になり、新たな場所でレッ

スンをするようになったからです。後半から止めたのは、新たなレッスン場所が、色々な面

で練習をするのに不向きと私が感じたからです。ダンスの活動は、一週間当たり団体レッス

ン 1回、DP2、3 回という実績になっています。

(4) 第Ⅳ期（2015 年～）

週 1回のみ行っていた団体レッスンを、2015 年 6 月に以下の理由で止めました。

団体レッスンは技術レベルの異なる方が参加するので、先生がどのレベルで教えるか、

団体レッスンを行うサークルが、サークルの方針としてどのレベルで練習するかが問題とな
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ります。私が感じるに、先生が教えるレベルとサークルの方針のレベルは、サークルメンバ

ーの中間あたりと思います。中間レベルだとサークルメンバーの多くが満足し、サークルの

運営がスムーズに運ぶことが理由だと思います。練習という観点で考えると、自分のレベル

がこの中間レベル以下や、中間レベルあたりであれば団体レッスンに参加する意義があり

ますが、上達してこの中間レベルを超えると団体レッスンで練習することに疑問を生じま

す。

私は 10年間団体レッスンを行ってきて、ここ 2、3年所属するサークルの練習レベルに満

足できなくなりました。先生やサークルメンバーに対してレベルを上げるように働きかけまし

たが、それが叶わなかったため結局サークルを退会し団体レッスンは止めました。レベルを

上げることに関しては、先生と男性メンバーが反対しました。高いレベルに挑戦するという

モチベーションが無いことに失望です。楽しく踊れば良い（私にはそう見えます。）という雰囲

気は、サークルでの団体レッスンはあくまでも練習と位置付ける私には、我慢できませんで

した。

現在は、ダンスの教本、DVD（10ページ参照）やYouTubeの動画などで勉強しながら、月

に十数回 DP に参加し、色々な方と踊りレベルアップを図っています。

2． ダンスの練習

(1) 個人レッスン

個人レッスンは、先生との 1対 1のレッスンなので非常に効率が良いのですが、高価（私

の場合 30 分で￥3,000）という問題があります。高価ですが、個人レッスンは先生と踊るの

で、暗黙知（後述）によるダンス技術の習得が行えます。

技術は、知識と違って日々練習を行わないとなかなか身に付かないものです。しかも、練

習を行わないと技術はどんどん低下していきます。個人レッスンは毎日行うのが良いので

すが、費用がかさむことより不可能です。私が週1回のレッスンの時は、レッスンの多くの時

間は前回のレッスンの繰り返しで、なかなか次のステップに進めませんでした。これは練習

の期間が空くと、体が習ったことを忘れてしまうからです。そこで、私は週 2 回の個人レッス

ンで技術の向上を図りました。

＜補足 1＞ 上達曲線

上達曲線をミクロ的に見てみます。図 2 に個人レッスンの上達曲線を示します。個人レッ

スンは通常5分の休憩を含む30分で行なわれます。このレッスン時間を 3分割してその上

達度を見ると、最初の①はウオームアップや、前回の復習などでほとんど上達はありませ

ん。次の②もほぼ同様で、後半になってやっと上達が始まります。③になると体もよく動くの

で急激に上達が進みます。

レッスンが終了すると、その上達度は時間の経過と共に低下します。最初は記憶に新し

いので上達度は緩やかに低下しますが、一週間も経つと元に戻るような状況になります。
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図 3 は、週 1 回個人レッスンを行なった場合の上達曲線です。上達度が元に戻ったよう

な状態で次のレッスンをしても、なかなか急激な上達は見込めません。

図4は週2回の個人レッスンでの上達曲線です。上達度が低下する途中で次回のレッス

ンを行なうので、その上達は週1回に比べ明らかに早くなります。週 2回なので2倍の上達

かというと、そんなものではなく数倍の上達になります。

練習時間

① ② ③

上

達

度

時間

図 2 上達曲線

上

達

度

時間
1週目 2週目

図 3 上達曲線

上

達

度

時間
1週目 2週目

図 4 上達曲線

：練習時間

：練習時間
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＜補足 2＞ ツチヤダンス教室

ツチヤダンス教室は、小田急線「相武台前」駅近くにありました。先生は女性で、約 20 年

前に一緒にバドミントンを行っていた関係なので、色々面倒を見て頂きました。ツチヤダン

ス教室は、自由な雰囲気の教室で、自分のレッスン時間以外にも教室に居ることができた

ので、他の生徒の踊りを見たり、他の生徒のレッスン中にシャドーダンスなどの練習を行っ

たりすることができました。自由な雰囲気という内容には、室内温度の設定、練習に使用す

る音楽の選定、床が滑るときは床への滑り防止剤（蝋）の塗布、飲み物の持ち込み（私はコ

ーヒーが好きなので、インスタントコーヒーを持参していました。）なども含まれます。

午前中の個人レッスンの後に、午後の団体レッスンに参加するという形態だったので、個

人レッスンで習ったことが団体レッスンの生徒にも通用するかが直ぐに確かめられ、非常に

効率の良い練習ができました、上手くいかないときは、直ぐに先生に指導を頂くことができ

ました。

＜補足 3＞ ダンスの先生

ダンスを始めてダンスの先生と呼ばれる方を色々見てきましたが、ダンスの先生のレベ

ルのいい加減さに驚きます。私があまり踊れなかった頃は、どんな先生でも先生に思えまし

たが、今は、あれで先生なの？と思う方が多くいます。このような方に習っている方は不幸

です。何事もそうですが、習い事は習う先生の良し悪しで進歩が決まるので、先生の選び

方は大変重要です。

プロ・ダンス・インストラクターとしてダンス教室で教えている方は、講師資格を有している

ので、この方に習えば間違いありません。問題は、公民館などでサークルの先生として教

えている方に、時として不適格な方がいます。このような方に習うと進歩もなく、逆に間違っ

た踊りを習うので不幸です。私が思う良い先生とは、次の要件を満たす方です。

(a) プロ・ダンス・インストラクターの資格を有する

(b) 男女のステップを理解し、踊ることができる

(c) 基本を重要視する、音楽を重要視する

(a)の要件を満たす方は、(b)の要件は当たり前です。私は(c)の要件を最も重要視します。

なお、私が習っている先生は、JBDF（財団法人 日本ボールルームダンス連盟）認定の「プ

ロ・ダンス・インストラクター3級」の資格を有する方です。

(2) 団体レッスン

団体レッスンは安価（私の場合 2 時間で￥500）というメリットの他、練習時間が多く取れ

る、練習相手が多くいるなどのメリットがあります。知識は一度習うと身に付きますが、技術

は練習によって身に付くもので、練習は数多く行わなければなりません。したがって、ダンス

を始めた時はほぼ毎日団体レッスンを行いました。

個人レッスンでは、先生が生徒に合わせて踊ってくれるという面もありましたが、団体レッ

スンではそのようなことはなく、自分のリードがしっかり相手に伝わらないと上手く踊れない

ので、個人レッスンで習った技術が正しく身についているかの確認にもなりました。

ダンスは自分より上手、または同等のレベルの方と踊って上達するという持論を持って



- 7 -

います。この持論より、自分の技術が向上するにつれて、自分の技術の上達につながらな

いと判断した団体レッスン（サークル）は止めていきました。週 6 回の団体レッスンが 4 回に

なり、2 回になり、1 回になり、現在は止めています。

(3) レッスンのスパイラル

現在私はレッスンを止めていますが、個人レッスンと団体レッスンを行っていた第Ⅱ期（2、

3ページ参照）の後半は、DPにも多く参加し、個人レッスン、団体レッスン、DPのスパイラル

で技術の向上を図りました。そのスパイラルを図 5 に示します。

個人レッスンで正しい足型、体全体を使った踊り、新しいフィガーを習得します。それらを

団体レッスンで実践しますが、相手が先生の個人レッスンで上手く踊れても、団体レッスン

では上手く踊れません。何度も繰り返しながら練習をします。また、個人レッスンは時間が

短く限られているので、基本練習はあまり行ないません。団体レッスンで基本練習を行い、

ダンスのベースとなる基本動作を習得します。

DP では習得した内容を実践します。普段踊ったことのない方と上手く踊れれば、正しい

踊りができているわけで、それを確かめます。できないことも多々あり、これらは個人レッス

ンの場で先生に再度教えてもらいます。また、DP では踊り込みによる上達が計れますが、

知らず知らずのうちに、変な癖、間違った踊りを身に付けることがあるので、これらも個人レ

ッスンで修正します。DP では普段聞かないような音楽も多く流れますので、音楽に対する

把握力や感性も高まります。

DP というと、遊んでいると悪く捉えがちですが、私にとっては練習そのものです。自動車

教習所での路上練習、スポーツでの対外試合や競技大会のようなものです。そのように考

えると、悪く捉えるのではなく積極的に参加すべきものだと分かります。

個人レッスン

団体レッスンDP

正しい踊りの習得

新しいフィガーの習得

DP でできなかった事、間違った事の修正

正しい踊りの実践

習得した踊りの実践

基本動作の練習

正しい踊りの練習

習得した踊りの練習

図 5 レッスンと DP のスパイラル
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(4) シャドーダンス

ダンスは男女のペアで踊りますが、一人で踊るダンスを「シャドーダンス」と言います。ボ

クシングでの「シャドーボクシング」と同じです。男性のシャドーダンスでは、女性の存在を意

識しながら音楽に合わせて正確に踊ります。「正確に踊る」とは、音楽に合わせたステップ、

フットワーク、ロァー・ライズ、スウェー、進行方向、回転量などを正確に行なうことです。シャ

ドーダンスが上手くできなくて、ペアダンスは上手くできるわけはないので、シャドーダンス

はしっかり行うべきです。一人でできるし、ダンス技術の向上に最適な方法です。

女性も積極的にシャドーダンスを行うべきです。男性につかまるような踊りや、一人で立

てないような踊りでは美しい踊りとは言えません。

私は、今はあまり行いませんが、ダンスを始めて数年間はシャドーダンスを多く行いまし

た。第Ⅰ期、第Ⅱ期（2、3 ページ参照）のころは、個人レッスンでも団体レッスンでもシャドー

ダンスの練習時間がありました。

(5) 身体的準備

日本のアマチュアダンスの団体として、JDSF（公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟）

があります。ここで団体名として「ダンススポーツ」という言葉が使われています。ダンスを

始めた頃は、ダンスは「社交ダンス」でしたが、やっているうちに汗をかくし、息切れをするし、

疲れるし、だんだん「ダンススポーツ」と感じるようになりました。

スポーツであることより、ダンスであっても準備運動が大切です。私はダンスの前には良

い踊りのためにストレッチを行っています。ダンスに重要となる身体的要素は柔軟性で、柔

軟性の必要となる体の部分は、腰、股関節、膝（関節）、足首（関節）です。したがって、これ

らの部分のストレッチを念入りに行っています。またダンスでは、時として怪我をします。代

表的なものは腰痛、ひざ痛、転んだ時の骨折です。怪我をしないためにもストレッチは大切

です。

(6) 用具

ダンスをするには最低限ダンスシューズとダンス用の黒のズボンが必要だと言われ、す

ぐに買いました。ダンスシューズは底がすり減り、また内側の足の指の部分がすり減って穴

が開くので買い替える必要があり、私は約 11年間で 4足使用しています。ズボンは膝の部

分が内側からすり減り穴が開いたので 2本目を使用しています。

「形から入る」というのも私の持論で、DP の時は DP 用のシャツを着るようにしています。

長そでとしてはダンス用を 5着（黒、白、赤、グレー、ブルー）、半そでとしては3着（黒、グレ

ー、ブルー）を持っています。ダンス用というのは、ポリエステル製（直ぐに乾く）で、レオター

ドタイプ、胸にポケットの無いものです。ダンス用は需要が少ないのでかなり高価で、1 着は

￥15,000 以上です。ほかに黒のベスト 1 着、赤と黒の蝶ネクタイを持っています。燕尾服は

必要が無いので持っていません。競技会に出るには、燕尾服が必要になります。
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＜参考＞ ムーンステップ

ダンスシューズの靴底は牛革です。使っていると底革がすり減り、最悪靴底に穴が開き

ます。これの補修用として、「ムーンステップ」（写真参照、￥2,100）と称する貼り皮が売られ

ています。皮と言っても、実際はフェルトです。これを使うと、靴の修復が行えますが、床と

の滑り具合がちょうど良いというメリットがあります。

新品の靴では、踊っていて滑りすぎるということはあり

ません。しかし靴の底面がすり減ると滑りやすくなり、時に

転倒につながったり、滑りが怖くて大きく踊れなくなったり

します。ダンス教室の床はダンス専用なので、滑りやすく

なったら滑り止めに蝋の粉末をまきます。ところがダンス

教室以外の場所は、ダンス以外にも使うため滑り止めの

蝋が使えず、皆は靴底の埃をブラシで取り除いたり、水を

含ませた雑巾を踏んで靴底を少し湿らしたりして、滑り防

止を行っています。

私は、ダンス教室以外の場所で靴が滑りやすくなったら、たとえ靴底が減ってなくてもこ

のムーンステップを貼るようにしています。これまでに 3足分購入しました。

3． 教材

(1) 暗黙知と形式知

ちょっと難しい話になります。会社で使っていた言葉に「暗黙知」と「形式知」があります。

暗黙知とは、暗黙のうちに伝承されるような知識・技術をいいます。具体的には師匠、弟子

の関係で、師匠が身をもって教えるような知識・技術です。工芸や芸術の世界では当たり前

の内容です。暗黙知は当事者（師匠、弟子）のみで伝承されるものです。

形式知は、具体的には文字や絵、写真、ビデオなどで表現された知識・技術です。各種

の教本やマニュアルなどに書かれた知識・技術です。形式知は文字や絵で表されているの

で、当事者以外の方にも広く伝わるという特長があります。

「暗黙知と形式知のスパイラル」という表現があり、図 6に示します。これは暗黙知と形式

知による習得を交互に繰り返しながら、知識・技術を向上させる手法のことです。この方法

の利点としては、正確な知識・技術が身に付く、知識・技術の習得が効率的に（短時間に）

行えるなどがあります。

ダンスでもこの手法が使えます。ダンスでの暗黙知は、個人レッスンで先生から習う踊り

暗黙知 形式知

図 6 暗黙知と形式知のスパイラル

技術の

向上
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そのもので、体の動かし方、リードの仕方など、体を使って習得する知識・技術です。形式

知はダンス教本に書かれているアマルガメーション、フィガー、カウント、回転量などです。

先生から習ったことを教本で確認し、復習し、また次の練習に生かすことで上達がより早ま

ります。

暗黙知の習得としては、自分より上手な方（ほとんどの場合、インストラクター資格を持っ

た先生）から、実際に踊って習う方法になります。１回習えば習得できるものでないので、数

年習うことになり、かなりの費用を要します。

形式知は、ダンスの教本、ビデオなどで習得します。これらの教材も決して安価ではあり

ませんが、買ってしまえば継続的な費用の発生はありません。以下に私が所有する教本、

DVD などを紹介します。

(2) 教本、DVD

(a) JBDF 教本

学校では、先生と生徒が同じ教科書を持ち、この教科書によって勉強を行い学力の向上

を図ります。ダンスも同じことが言え、ダンスの先生は教本を持っていて、この教本に沿って

生徒を指導します。ツチヤダンス教室でこの教本を見て、ダンスを始めて 2年目の終わりに

買い揃えました。この時はまだダンスが上手くなかったので、この教本の内容が理解できず、

1 年間はあまり参考にしませんでしたが、3 年目の終わりからは内容が理解できるようにな

り、よく参照するようになりました。

JBDF は、ダンスのインストラクター向けに教本を販売しています。ダンスの上達には、直

接先生から身をもって習うことは大変重要ですが、教本を合わせて活用すると上達が早ま

りますし、その踊りが正確で、より確かなものになります。また、教本が正しく理解できるよう

になると、ある程度までは先生に習わなくても踊れるようになります。ただし、ロアー、ライズ、

スウェー、CBM などは教本からはなかなか読み取れないので、やはり先生とのレッスンは

必要です。

スタンダード種目用に 1 冊、ラテン種目用に 5 冊発行されています。スタンダード種目用

にはワルツ、フォックストロット、クイックステップ、タンゴの踊り方が規定されています。ウイ

ンナ・ワルツの規定は含まれていません。

JBDF の教本 JBDF の教本に沿った DVD
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● The Ballroom Technique （ボールルーム《スタンダード》テクニック）

● Latin American Rumba （ラテン アメリカン ルンバ）

● Latin American Cha Cha Cha （ラテン アメリカン チャ チャ チャ）

● Latin American Samba （ラテン アメリカン サンバ）

● Latin American Jive （ラテン アメリカン ジャイブ）

● Latin American Paso Doble （ラテン アメリカン パソ・ドブレ）

(b) DVD

JBDF の教本に従った踊り方を示す DVD を持っています。

● ソロ・デモ指導 DVD ビデオ（スタンダード編）

● ソロ・デモ指導 DVD ビデオ（ラテンアメリカン編）

(c) 市販の教本

次の教本を持っています。ステップが靴のマークで表されているので、初心者には分かり

やすい教本です。

● （はじめての人の）ダンスレッスン

● （中・上級者のための）ダンスインストラクション

● ダンステクニック（上級編）

(3) フィガー名

ダンスの個々の足型（ステップ）には名前が付いていて、名前を「フィガー」と言います。フ

ィガーはほとんど英語で、英語のため意味があり、その意味が動きを表しています。フィガ

ー名を覚えると足型の理解が早まります。簡単なものでは「ライト」、「レフト」で、「右」、「左」

を表します。「クローズ」、「オープン」は「閉じる」、「開く」です。このような英単語がいくつか

つながって、フィガーを構成しています。「ナチュラル・ターン」は「正方向への回転」で「右回

転」を示します。「リバース・ターン」は「逆方向への回転」で「左回転」を示します。ルンバの

「ロープ・スピニング」は、カウボーイの投げ縄のように女性が回転するフィガーだし、「スラ

イディング・ドアーズ」は、ドアを開け閉め（スライドさせる）させる動作を示すフィガーです。

このようにフィガー名は英語で、英語の分かる人にとっては簡単に覚えられます。また、

英語には意味があるので、その意味に沿って踊れば自然と足型が身に付くことになります。

ただし、フィガー名には意味がありますが、ニューヨーク（ルンバ、アメリカの東海岸の都市

名）、スイートハート（ルンバ、甘い心）など、動作を具体的に表さないフィガー名もあります。

一連の踊りを複数のフィガーの連続で表したものを、アマルガメーションと言います。フィ

ガーやアマルガメーションを理解し覚えることは、ダンスを効率的に覚えることに有効です。

フィガーやアマルガメーションを理解する方は、ダンスを覚えるのが早いようです。

私は、ダンスを始めて間もない頃はなかなかフィガー名を覚えられませんでしたが、今は

ほとんどのフィガー名を覚えています。フィガー名は先生から教わったり、教本（10ページ参

照）から覚えたりしました。
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(4) 先行、続行

フィガー名を覚えることは重要と述べましたが、「先行」、「続行」を覚えることも重要です。

あるフィガーに着目した場合、このフィガーの前のフィガーを先行と言い、このフィガーに続

くフィガーを続行と言います。（図 7で、フィガーBに対してフィガーAは先行、フィガーCは続

行です。）

先行、続行は自由に決められるのではなく、踊りのスムーズな連続性（フィガーのスムー

ズな連続性）から、おのずと決まります。先行、続行は先生から習うとともに、教本（10 ペー

ジ参照）に示されているので、教本で覚えました。

フィガーのレパートリーが増え、フィガー間の先行、続行が解ってくると、図 8 のような絵

が書けます。ここで踊るフィガーを決めてアマルガメーションを作ります。図 8の ABCD で踊

る他、太線のEBGLでも踊れます。その他の踊りもできて、図8の場合18通りのアマルガメ

ーションが可能です。

この複数のアマルガメーションは、踊りのレパートリーを増やす他に、DP で他のペアと接

触するのを避けるのに役立ちます。たとえばフィガーB からフィガーC に移行しようとしてい

たら、他のペアに接触しそうになったのでとっさにフィガーG に変更するなどです。

4． 音楽があってのダンス

音楽を聴いて楽しくなると、手拍子を取ったり、足でリズムを刻んだり、頭部や腰部を小

刻みに動かしたりします。この動きは、小さな子供に楽しい音楽を聴かせた場合によく現れ

ます。これらの動作が大きくなり、音楽の種類ごとに体系化されたものがダンスなので、音

楽がまず先にあって次にダンスがあると考えるのが自然です。

音楽を聴いてダンスにつながるわけですから、音楽をなんとなく聴くのではなく、正しく聴

いて理解する必要があり、この能力を、私は「音楽力」と定義しています。この音楽力は個

人によって大きく異なります。能力である以上訓練によって高めることができます。私は、ダ

ンスをするにあたっては、ダンスの技術力を高めることより、音楽力を高めることの方がは

るかに重要と考えます。

図 7 アマルガメーション ①

フィガーA フィガーB フィガーC フィガーD

フィガーA フィガーB フィガーC フィガーD

フィガーE

フィガーG

フィガーH

フィガーK

フィガーL

フィガーF

フィガーJ

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・

図 8 アマルガメーション ②
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(1) 音楽力

音楽力というのは私の造語で、具体的には以下の能力から構成されます。

(a) 拍子、テンポを正しく把握

拍子は1小節あたりの拍数（4分音符の数）で、2拍子、3拍子、4拍子があります。（ダン

スでは使われませんが、世の中には 5、6、7、8 拍子の音楽もあります。）拍子を把握したう

えで、さらに拍数の順序（カウント）を把握します。具体的には 3 拍子では「1、2、3」、4 拍子

では「1、2、3、4」です。ラテン種目のルンバとチャチャチャは、カウントとステップが合致する

踊りなので、合致しない踊りは「音と外れている踊り」ということになります。

テンポとは 1分間の小節の数で表され、音楽の速さです。同じダンス種目の音楽でも、テ

ンポの異なる音楽が多くあります。タンゴ（テンポは32）、フォックストロット（テンポは29）、ク

イックステップ（テンポは 50）などは、テンポはあまり変わりませんが、ワルツ、ルンバは音

楽によってテンポが大きく異なります。これらの種目のテンポは昔に比べて遅くなる傾向に

あります。テンポに合わせて踊らないと、これも「音と外れている踊り」になります。

(b) メロディーを感じ取る感性

音楽はメロディー（音符の長さと音の高低）で成り立ちます。このメロディーが人の感性に

働きかけ、人を感動させたり、楽しい気分にさせたりします。しかしこの前提としては、メロデ

ィーを感じ取れる豊かな感性が必要です。

ダンス音楽には歌の入ったものも多くあり、これらは聴いていて楽しくなります。ダンスは

海外から入ってきたため、音楽も洋楽がほとんどで、歌の言語は英語が主体です。（たまに

ドイツ語、中国語があります。）英語が理解できる方は、曲名と歌詞の意味が分かるので、

何について歌っているのが分かり、より感動が高まります。

映画に使われた音楽がダンス音楽になっている場合があり、映画を見た方は映画の場

面が思い出され、踊っていて感動が深まります。

(2) 日常の音楽鑑賞

音楽力を高めるには、ダンスの時だけ音楽を聴くのではなく、日頃からいつも音楽を聴く

ようにしなければならないと思います。表 3 に私が所有する音楽プレーヤーと、音楽を聴い

ている時間、場所を示します。

表 3 音楽プレーヤー

音楽プレーヤー メディア 説 明

CD

MD

USB

居間に置いているコンポです。居間

でくつろいでいるときに、音楽を聴

きます。

スピーカー（2 台）
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iPod

CD

SD

USB

2 階の寝室に置いているコンポです。タイマー機能付

きなので、音楽をかけて就寝しています。

SD

USB

乾電池で音楽が流せる防滴タイプのプレーヤーで

す。お風呂に入りながら音楽を聴いています。

内蔵

メモリー

携帯の音楽プレーヤーで、散歩時や乗り物（バス、

電車、飛行機など）内で音楽を聴いています。

（※は充電機能を持つ小型のスピーカーです。）

CD

DVD

内蔵 HDD

マイカーの音楽プレーヤーです。内蔵 HDD に約

3,000 曲が格納可能です。運転中は必ず音楽を聴い

ています。

(3) 所有する音楽 CD

私が所有する音楽CD を表 4に示します。ダンス音楽以外に、ジャズ、ポップス、フォーク

ソングなど、色々なジャンルの音楽を聴いています。色々なジャンルの音楽を聴くことは、

前述の音楽力を高めることに大いに役立つと思います。

ダンス音楽では、自作のCDがありますが、これはDP用で、複数のCDのダンス音楽の

中から DP に適したものを厳選し、曲の長さを編集して作っています。

表 4 所有する音楽 CD 2016.1.1 現在

種別/アーチスト 枚数 備 考

ダンス音楽 スタンダード用 70 他に DVD1 枚

ラテン用 28 他に DVD2 枚

※
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スタンダード、ラテン混在 26

自作の CD 42 練習用、ダンスパーティー用

ダンス音楽 小計 166 DVD 小計 3枚

ジャズ 103

ボサノバ 20

ビッグバンド 17

ソウル、ロック 20 他に DVD2 枚

ポップス、オールデイズ、高橋真梨子 52

サザンオールスターズ、長渕剛 16 他に DVD10 枚

女子十二楽坊、Bond 15 他に DVD4 枚

フォークソング 12

アルゼンチン・タンゴ、コンチネンタル・タンゴ 4

Christmas Songs 10

その他 18 他に DVD2 枚

合 計 456 DVD 合計 21 枚

備考：2 枚組など複数枚が入った CD がありますが、枚数は総 CD 枚数を示します。

5． DP 参加

個人レッスン、団体レッスンと DP の違いと、それに伴う効用を、私のこれまでの経験をも

とに以下に記述します。

(1) ホール（会場）の形状、大きさ、混み具合が異なる

ダンスは、LOD（Line Of Dance、ホールの壁に平行な線で、ダンスを踊る方向線）に沿っ

て、コーナーから次のコーナーに向かって、反時計回りに踊るのが原則です。DP のホール

の形状、広さがレッスン会場と異なれば、当然 DP のホールに合わせたアマルガメーション

で踊らなければなりません。したがって、レッスン時とは異なった先行、続行（12 ページ参照）

で踊ることになります。

個人レッスン、団体レッスンでは、ホールが混み合うことはありませんが、DP では、多く

の場合たいへん混み合います。したがって、DP で使うアマルガメーションは、ホールの形状、

広さの他、混み具合に合わせたものでなければなりません。他のペアと接触したり、踊れな

くなって立ち止まったりすることは避けなければなりません。

上手く踊るためには、フィガーの種類を増やすことは無論、踊りながら先行、続行を素早

Bond

小野リサ

ルイ・アーム

ストロング
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く判断する技術が必要です。この技術は個人レッスン、団体レッスンではなかなか習得する

ことができず、DP 参加という実践で習得します。このことは自動車学校での運転技術の習

得に似ています。個人レッスン、団体レッスンが自動車学校の構内練習で、DP での踊りが

一般路上練習です。

(2) 普段踊らない方と踊る

団体レッスンではいつも決まった方と踊ります。

決まった方は、同一の先生に習っているので、使

うフィガーも同じであったり、同じような体の使い方

をしたります。したがって、ある意味「ツー・カー」の

踊りをします。これでは、上手く踊れたとしても正し

く踊れたかどうか、正しいリード、フォローができた

かはよく分かりません。

DP では普段踊らない方と踊るので、正しい踊り

かどうか、正しいリード、正しいフォローかどうかは

判断できます。上手く踊れないときは、男女のどち

らか（もしくは双方）が間違った踊りをしているので

す。この間違いが分かるのも DP の効用で、この

場合後日、レッスンの先生に自分と相手のどちら

に非があるかを判断してもらいます。同じフィガー

で先生と上手く踊れれば相手が間違っていて、上

手く踊れなければ自分が間違っていることになります。自分が間違っていれば、再度正しい

踊りを教わることになります。（7 ページ参照）

(3) 流れる音楽が異なる

DP の主催者によって色々異なった音楽が流されます。個人レッスン、団体レッスンで普

段聴き慣れている曲とは異なるため、DP での音楽を正しく把握する必要があります。把握

という意味は、まずは何の種目の音楽か、テンポはどのくらいか（速いか、遅いか）、どこが

カウントの「1」か、などです。この把握の積み重ねが、音楽を正しく把握するための訓練に

なります。私は DP で踊らないで休憩している時も、音楽を聴いてリズムを取っています。

6． DP 参加で感じること

DP は、会場、音楽、参加する人などで、レッスンとは異なることが多く、色々感じることが

あります。感じる内容は、私の技術レベルの変化に伴って年々変わってきています。DP 参

加で、現時点で感じることを以下に記述します。

(1) 音楽に合った踊り

ダンスの種類は10種目あり、この10種目に合った10種類の音楽があります。正しくは、

10 種類の音楽があり、これに合った 10 種目のダンスがあると考えるべきです。音楽があっ
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てダンスがあるので、ダンスは音楽に合わせるべきなのに合っていない、合わせられない

踊り（音と外れている踊り、13 ページ参照）が DP で散見されます。

しかし私が、音楽に合っていないダンスはダンスでないと言うと、男女が楽しく踊っている

のなら音楽に合っていなくても良いでしょうと、おっしゃる方もおられます。野球に、プロ野球、

社会人野球、高校野球のようなアマチュア野球、素人の草野球などがあるように、ダンスに

も色々なレベルがあっても良いという考えです。そう言われれば納得です。

（a） 音を外す

ルンバ、チャチャチャの踊りで、音を外す方が多く見られます。両者とも 4 拍子で、ルンバ

は「1、2、3、4」、チャチャチャは「1、2、3、4＆」のカウントで踊るのですが、「2」のカウントで

男性は左足を踏み出すのが音楽に合った踊りです。男性は「2」で左足を踏み出すことは分

かっているのですが、これができない方が多くいます。これは、4拍子の音楽のどこが「2」か

が分からない（音が取れない）ことに理由があります。

アマチュア競技会のスタンダードランクは A 級ですが、ラテンの音が取れない方が DP で

散見されます。音が取れないことを本人は認識している（と思われる）ので、ラテンの曲は踊

らないようにしています。私はダンスの上手な方を尊敬するのですが、たとえスタンダード

は上手に踊ってもラテンが踊れない方は尊敬しません。

スタンダードでも音を外す方がいます。スタンダードでの音を外す事象は、一つはカウン

トとステップのタイミングがずれている場合です。音楽のカウントに対して早かったり、遅か

ったりする踊りになります。ワルツの踊りで見られます。二つ目はステップの音の長さが正

しくない場合で、具体的な例としてはタンゴ、フォックストロット、クイックステップの「S」（スロ

ー）の音の長さは、「Q」（クイック）の 2倍の長さが正しいのですが、2倍より短くなっているこ

とです。この結果としてのダンスは、早くあわただしい踊りに見えます。

（b） 音楽を感じる

1 曲のダンスを終えて、パートナーの女性と少しお話をする場合があります。これまでで

パートナーから言われた言葉で一番うれしかったのは、「音楽が聴こえました。」です。この

ことは、音楽に合った私の踊りのリードを、パートナーが容易にフォローでき、音楽を聴く余

裕があったことを意味していると思います。このような発言の裏には、普段は男性の踊りを

フォローすることに精一杯で、音楽を聴く余裕など無いということを言っています。

私は音楽に合わせることは勿論のこと、音楽から生み出される情景を感じるようにして踊

っています。

(2) DP のマナー

踊れるようになって DP を客観的に見られるようになると、一部の参加者のマナーの悪さ

が目につきます。その悪さは、知らなくてやっている場合もありますが、DP 慣れからくる意

図的なものも多いです。悪いマナーを見ると気分を害するので、正義感の強い私は、昔は

よく注意しました。注意すると相手は痛いところをつかれて激高し喧嘩になるので、今は無

視するようにしています。DP 主催者は、参加者にいやな思いをさせないように、主催者の
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責任として注意する必要があると思います。以下はその悪いマナーの例です。

（a） ミキシング

ミキシングとは「出会いのダンス」ともよばれ、男女が出会いの場所に向かって並び、そこ

から知らない同士でペアを組み、会場の約 3/4 周踊り別れるものです。この時、列に並ば

ず同伴者と踊り続ける方がいます。これはマナー違反で、前はよく注意をしましたが最近は

面倒なので無視しています。

列の先頭で「さっき踊ったから」と言って順序を変える方がいます。これがマナーという方

もいますが、「あるがままの組み合わせで踊るのがマナー」というのが最近の考え方です。

直前で組み合わせを変えるのは、変えられた方としてはいい気持ちがしません。何度も同

じ組み合わせになるようであれば、踊り終わって並ぶタイミングを早めたり、遅らせたりする

のが良いでしょう。

（b） 踊り方のマナー

DP の踊り方として以下のマナーがあります。これができない方、意図的に違反する方が

散見されます。

●LOD に沿って踊る

ダンスはLOD沿い、中央斜め方向、壁斜め方向に前進しながら、会場を反時計回りに踊

るのが原則です。ダンスを逆 LOD に踊れば後退するので、後ろのペアと衝突します。した

がって逆 LOD に踊ることはマナー違反です。

フィガーにはバックプロムナードやバックコルテのように逆 LOD に踊るものがありますが、

これらは後方に人がいないことを確認して踊ります。

●外周の LOD ではピクチャーポーズを行わない

外周のLODは立ち止まって踊らないフィガー用なので、外周のLOD上で立ち止まってピ

クチャーポーズを行うと、前進するペアの邪魔になります。ピクチャーポーズは会場の中ほ

どに入って行うのが原則です。ピクチャーポーズとは、踊っている途中で、かっこよく決める

ポーズのことで、ほとんど立ち止まって行います。ピクチャーには写真の意味があり、かっこ

いいポーズの写真を撮るためのポーズがピクチャーポーズです。

●クイックステップの時、外周の LOD でジルバを踊らない

クイックステップの音楽のとき、クイックステップを踊れない方はジルバを踊りますが、そ

の際は外周のLODはクイックステップを踊る方のために空けます。ジルバは会場の中央寄

りで踊るようにします。

●他のペアと衝突しそうになった場合

他のペアと衝突しそうになった場合、手を伸ばして他のペアの衝突を防ぐ方（時にドンと

強く押す方がいます。）がいますが、これは失礼な方法です。衝突しそうになった場合は、
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自分のパートナーを自分の方に引き寄せるようにして衝突を避けます。それでも衝突したら

即座に互いに謝るようにします。

●流れる音楽の種目以外のダンスをしない。

DP は練習と異なるので、流れる音楽の種目以外のダンスをしないのがマナーです。ラテ

ンを踊らない、踊れない方が、ラテンの曲の時にスタンダードの練習をしているのを散見し

ます。DP では楽しく踊りたいもので、音楽とは異なる種目を踊る方が目に入るのは気分の

良いものではありません。

(3) DP の私物化

DP の参加者は会費を支払っているので、DP は参加者のものでもあります。それが、DP

の主催者が自分のものであるかのごとく振る舞い、発言し、運営する DP があります。まさ

にDPを私物化している状態です。DPの参加費が無料であればそれもやむなしかと思いま

すが、有料である以上、DP の主催者は参加者と DP を共有すべきです。

DP の私物化の事例としては、特定の参加者（たぶん友人）を優遇した運営をする、ダン

スと関係のないイベントを行う、長々とお喋りをする、運営や音楽の内容に対して意見を言

うと、「これが私流のやり方です。」と言って拒否する、などです。

DP を私物化する主催者の多くは、他の DP にはほとんど参加していなく、現時点の好ま

れる DP を把握していない方です。

(4) DP の運営

DP はダンスを踊る場なので、絶えず音楽が流

れていればよいわけで、音楽が途切れることは避

けなければなりません。音楽が途切れる場面は、

DP のイベント（フリーダンス、ミキシング、トライア

ルなど）の変更時や音楽 CD の交換時で、この時

の変更をスムーズに行うことが重要です。準備不

足や音響装置の操作の不慣れなどで、音楽が途

切れる DP が多々あります。

MC（Master of Ceremonies）とは司会者、進行

係、式場係、の意味で、DP では MC がいます。こ

の MC のやり方に色々あり、好ましい MC、好まし

くないMCがあります。好ましいMCとは、多くを話

さず、DPをスムーズに運営する方です。一方好ま

しくないMCとしては、何か偉くなったつもりで余計

なことを含め長々と話をしたり、本人は DP を盛り

上げるつもりでしょうが、セクハラまがいの発言をしたりする方です。またダンスとは関係の

ないイベント（じゃんけん大会、抽選会など）を実施し、ダンスを踊る時間を減らす方です。
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＜補足＞ 私が参加する DP

当初は町田、橋本、茅ケ崎、相模原などを含め、色々な場所でのDPに参加していました

が、今は表 5の会場で開催される DP のみに参加しています。

表 5 DP 会場状況

№

施設名 広さ 床

コメント

1 新百合 21 地下 2 階ホール 社家コミセンの約 2倍 板張り

無料駐車場が無いので、私は徒歩 10 分の場所にあるイオンの駐車場に車を停

めます。イオンで電子マネーの「ワオン」を￥1,000 分チャージすると 3 時間の駐車

が無料になります。

ホールは大変広く、周囲はカーペット敷き、天井は高く中央にミラーボールが設

置、音響設備が良いという、とても雰囲気の良いホールです。会場は小田急線新

百合ヶ丘駅から徒歩 2 分の場所にあり、色々な場所にお住みの方が参加するよう

です。男女とも上手な方が多いので、とても練習になります。

昼だけの 3時間の DP、夜だけの 3時間の DP のほか、「ロング」と称する DP が

あり、13：30～20：30 の 7 時間踊れます。会費は￥800～999 です。

2 大和市保健福祉センター 社家コミセンと同じ 板張り

無料駐車場がありますが、満車で停められないときは、道路を挟んで反対側に

ある「イトーヨーカドー」の無料駐車場に停めます。

参加する方の技術レベルは、新百合21より劣ります。参加する方の顔ぶれはほ

ぼ決まっていて、大和市近郊の方が多いようです。会費は￥700～800 です。

3 えびな市民活動センター ビナレッジ 社家コミセンの約 2/3 板張り

2013 年の春にできた多目的用途の建物で、大ホールで DP が開催されます。無

料駐車場があります。会費は￥500～700 です。

会場が海老名市にありながらも、参加する方は海老名市以外の方が多いようで

す。海老名にはダンスサークルが多くあるのですが、DP 慣れしていないように思い

ます。技術レベルは、新百合 21、大和保健福祉センターより劣ります。

ビナレッジの隣りにスポーツを目的にした「ビナスポ」がありますが、ここの小体

育室でも、たまに DP が開催されます。
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