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Ⅰ　はじめに

Ⅰ－１　今日までの研究状況

韓国の重要無形文化財には「芸能種目」と「技能種

目」の２種目があり、「芸能種目」は音楽、舞踊、演劇、

武芸、遊び、儀式の５つに、また「技能種目」は工芸

技術、飲食指定の２つに分類されている。その内、舞

踊は１７つの演目に分類される。

筆者は修士論文では、７つの演目の中で最も古いと

される「處
チョ

容
ヨン

舞
ム

（第39号）」を研究対象に取り上げ、

研究方法としては文献研究及び舞踊動作分析を行い、

その舞踊動作の特徴を導き出した。その主な結果とし

ては、第１に、處
チョ

容
ヨン

舞
ム

の動作の組み合わせは４つの核

動作を基に作られた５つのパターンを持ち、５つのパ

ターンが繰り返されることによって全体が成立してい

ること、第２に、５つのパターンは、必ず身体全体を

沈みこませてから立ち上がる垂直軸上下動という特徴

を有していることなどが指摘された（2001蔡）。この

研究成果をうけて、次に、韓国重要無形文化財の内で

「今日最も注目を浴びている２」「太
テピョン

平舞
ム

」を２つ目の

研究対象作品として取りあげ、處
チョ

容
ヨン

舞
ム

の研究結果と突

き合わせながら、さらに韓国伝統舞踊の動作特徴を明

らかにしたい。

Ⅰ－２　本研究の対象演目「太
テピョン

平舞
ム

」

「太平舞はあまりにも特異的で個性的であり、芸術

性の高い点」が文化財指定理由であると文化財庁調査

報告書（1997：161）に記されている。

その太平舞は大きく韓
ハン

成
ソン

俊
ジュン
３流と李

イ

東
トンアン

安流の２つに

区分される。本研究の対象である、姜善泳流太平舞は、

本来は韓成俊流に基づいたものである。1988年、韓

国重要無形文化財第92号として認定された姜善泳流の

太平舞は「王と王妃が国の太平を祈る舞踊として踊ら

れた４。」といわれている。太平舞は優雅で繊細な足

動作と腕動作を特徴とし、全体として節度が保たれ、

韓国民族固有の静・中・動の美を内包している。韓国

重要無形文化財として指定されたこの舞踊は、民族舞

踊でありながら王妃を象徴する宮中衣装を用いたこと

や、クッという韓国伝統シャーマン儀式の音楽を用い

たことからその特異性が認められたと推測できる。し

かし太平舞が、いつ頃から伝承されて来たかについて

は不明確であり、多くの國楽界人の口伝によれば百年

前から踊られてきたと考えられている。

現在、韓国では、毎年夏期と冬期の３日間、太平舞

講習会が行われるが、受講者は小学生から60代までに

渡り、その数は毎回100人を超えることからも、太平

舞の注目度を推し量ることができる。

Ⅱ　研究目的及び方法

これまで「太平舞」に関する先行研究29件（博士、

修士、学術）を検討した結果、歴史、伝承及び発展過

程、舞踊動作、音楽、舞譜、写真による分析考察等が

なされているが、舞踊動作分析から特徴を明らかにし

た先行研究は見当たらなかった。また、舞踊動作に関

する芸能保有者とのインタビューや実技指導を受けた

結果から知見を得た研究も見当たらず、殆どは文献上

や写真（舞譜）による分析結果に留まっていた。しか

しながらこれら「太平舞」に関する先行研究の研究者

は殆どが、「太平舞」の実演経験者であり、このこと

は特筆すべきことである。

したがって、本研究においては、これらの先行研究

において未だ研究されていない舞踊動作分析から「太

平舞」に表れる舞踊動作の特徴を導き出すことを目的

とする。研究方法は、インタビュー、実技習得、文献

研究、動作分析である。2007年６月から2008年１月

蔡　美京 比較社会文化学専攻

期間
一度目：2007年12月13日～2007年12月23日
二度目：2008年１月24日～2008年１月29日

場所 一度目：韓国　ソウル　　　二度目：安城（太平舞伝授館）

施設

一度目：ソウル韓国国立中央図書館、太平舞本部（保存会）

　　　　大田市　国立文化財研究所、文化財庁

二度目：韓国京畿道安城　太平舞伝授館
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まで、韓国において太平舞芸能保有者（人間国宝）で

ある、姜
カンソンヨン

善泳５（1925～）にインタビューを実施する

とともに「太平舞講習会」に参加して実演指導を受け

た。2007年９月、重要無形文化財太平舞伝授学生とし

て登録。その後、頻繁に韓国に足を運び、韓国の太平

舞保存会で舞踊実演の指導を受けつつ太平舞に関する

先行研究、学術論文、太平舞公演映像などを収集し考

察検討を行った。

そのために、まず、太平舞全作品を５つの章に区

切って、各章ごとに表れる個々の舞踊動作を中心に分

析し、各章ことに表れる特徴と太平舞全般に表れる特

徴を抽出する。分析対象は、現在太平舞保存会で行わ

れている作品のビデオ、実演指導、舞踊動作に関する

インタビュー、資料を用いて分析を行う。更に、今

回、韓国における調査研究で得たインタビュー、文献

資料、映像を踏まえて考察を行う。

「国立科学研究所、1997」

・調査研究報告は以下のように記述する。

　施設：一度目：ソウル韓国国立中央図書館、太平舞

本部（保存会）、大田市国立文化財研究所、文化庁。

二度目：安城市の太平舞伝授館（資料室）

以上の調査により得た、文献、実演指導及びイン

タビュー、映像資料等を基に、太平舞に用いる音楽

（チャンダン）、衣装、そして舞踊動作の特徴を以下の

ようにまとめられる。

Ⅲ　太平舞について

Ⅲ－１　太平舞の背景

朝鮮時代は宮中舞踊の全盛時代であり、民間に広

まっていた舞踊は、僧舞、サルプリ、太平舞などで

あった。1900年代の初めに創案した舞踊として100年

前から踊られたと推定される「太平舞」は王と王妃が

国の平和を願う内容である。韓成俊が22歳の時にクッ

でチャンダン６を伴奏したことがあり、その時に巫俗

が踊る王の踊りから創案したと考えられており、また

証言者等によれば「太平舞」は京畿道地域で行う都堂

クッ７で行われる巫俗の舞踊を韓成俊が芸術的に構成

したといわれている。

Ⅲ－２　太平舞の由来

1900年代の舞踊家であり、名
ミョンコス

鼓手（リズムの高段者）

であった韓成俊によって再構成されたといわれるが、

以下５つの説がある。

１）宮中舞踊由来

太平舞は朝鮮時代の王妃の華やかな髪飾りに、王妃

の宮中礼服と両手にハンサンをつけて踊る舞踊形態

が「處容舞」と似ているところから宮中舞踊由来説の

根拠になると考えられる（2001金ヨンシル）。宮中を

中心に発展、継承された舞踊として、堂々とした優雅

な舞踊動作と輝く衣装が特徴的である。宮中で使わ

れた音楽とリズムは一律的で長く、一定した形式に

従って進行される。韓成俊は、頻繁に宮中を出入り

し大
テウォングン

院君８と高宗王の前で踊って、参
チャンボン

奉９を授けられ

たことから宮中舞踊の影響を受けたと、推測される。

（1995兼賢珠）

２）八
パルカンフェ

関会（高麗時代、中京と西京で土俗伸に祭祀を

行った儀式）由来。

三国時代から国家的な大きな行事として国王が行う

祭祀であった。それが時代変遷と共に八
パルカンフェ

関会が大衆的

行事に発展することにより、国家的な大きな祭祀以外

の行事は、庶民が王に扮装して太
テピョン

平聖
ソ ン デ

代を祝う踊り

の形式が徐々に格式化された。つまり、王の仮装舞

踏が太平舞に伝承されたとの八関会の起源説である。

（2000金フェシュク、2001金ヨンシル）

３）巫俗舞踊由来。

舞踊の内容や「太平舞」の全体的な構成からみれば

巫俗舞踊との一致性はあまり見られないが、「太平舞」

のチャンダンで、早いトボリムチャンダンが用いられ

ており、足運びや「太平舞」特有の動的動作がクッ

の動作と類似性がある。（2000金フェシュク、2003ウ

チョンヒ）

４）官妓10由来

　官妓達は芸ごとの教育を受けて、宮中での進
ジン

宴
ヨン

・

内
ネヨ ン

宴11に使われた。韓日合邦以降官妓制度が閉鎖され、

妓女組合として集まることにより、初めて官妓による

宮中舞踊、妓女による民族舞踊が劇場に進出するよう

になった。この時、韓成俊はウォンカクサとう劇場

で官妓と妓女等に僧舞他の民族舞踊を教えた。韓成

俊自身も彼等に間接的に宮中舞踊を習ったといえる。
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（1993林ジンハ、2004長ウンシル）

５）韓成俊由来

韓成俊流太平舞の創作の背景について朝鮮日報によ

るインタビューは以下の通りである。

「巫舞の『王の舞（ワンコリ）』、『大
テガ ム

監ノリ12』があ

る。巫女が王のために踊った踊りだというが、実は朝

鮮王朝が踊られたことから生まれたのです。勿論王は

巫女のように飛び跳ねたりはしなかったでしょう。お

そらく音律にのって王は腕でも挙げたのでしょう。こ

れが今日に至り変化して巫女から伝わる『王の舞』に

なったのでしょう。私はこの『王の舞』を『太平舞』

といい弟子達に教えています。従って、舞踊の名称、

チャンダン、形式も見つけ出し古典により充実させま

した（1939.11.8朝鮮日報）」。これは韓成俊創作説と
いえる。

Ⅲ－３　太平舞の音楽（以下は今回海外調査研究で得

た資料を基にした考察である。）

太平舞の音楽チャンダンは京畿道地域の都堂クッの

時に行われるチャンダンを用いる。

①ナックン13チャンダンは、４拍が３チャンダン（４

拍×３）。②トボリン14チャンダンは、10拍が60チャ

ンダン（10拍×60）。③オリンチェⅠ15は、３拍が６チャ

ンダン（３拍×６）。オリンチェⅡは12拍（導入部）。

④オリンチェⅢは、24泊が３チャンダン（24拍×３）。

⑤トサルプリ16は、６拍が60チャンダン（６拍×60）。

⑥トボリンは10拍が５チャンダン（10拍×５）。以上

６つのチャンダンが使われる。

Ⅲ－４　太平舞の構成要素

ナックン→トボリン→オリンチェ→トサルプリ→ト

ボリンの５つの章の順に構成される。

　　　　　　　　　　　表１ （蔡　作成）

章名（フレーズ） 舞踊の進行過程

①ナックン 太平舞の導入部で舞台に向かって、
ゆっくり屈伸をしながら右足の踵か
ら踏み出す。

②ボリン 前の部分でゆっくり踊ってから少し
ずつ早くなる。

③リンチェ しめて解す動作と重ね足運び動作が
主となる。

④サルプリ あやして（ ）、しめて（ ）、
泳ぐ時に両手で水をかくような動作
（ ） 前屈みの状態で両手を腰にお
く（ ）の動作が交じり合って行う。

⑤ボリン 最後の締めとして短いが、ゆっくり
動く。

Ⅳ　太平舞の特徴

国立科学研究所の「記録映像資料」、「太平舞舞譜」

「文化庁の重要無形文化財調査報告書の太平舞」、の資

料を基に述べる。

Ⅳ－１　舞踊表現の特徴

太平舞は「韓国舞踊の中で最も技巧的かつ個性的、

芸術的で、心身が解き放たれる」舞踊である。（鄭 浩、

1997）以下５つの各章ことの舞踊表現の特徴である。

　　　　　　　　　　　表２ （蔡　作成）

章　名 舞踊表現の特徴

ナックン 舞踊動作（チュムサウィ）表現は繊細

で優雅であり節度ある表現である。

トボリン 発展的段階として、韓国人の心性表出

ともいえる。極めて韓国的表現形式と

いえる。多様な身体（手足）動作は興

と感情の表出である。

オリンチェ 緊張と弛緩を適切に配合させて、あやし

て引き寄せることを上手に用いるこ

とによって舞踊の妙味が生かされるとい

われる。「しめて解す動作と重ね足運び

動作」はやりすぎると下品に見え、抑え

すぎると不得手に見えてしまう難しさが

ある。特に速い重ね足運び部分として太

平舞の中でも最も重要で難しい。

トサルプリ 動作表現が交じり合うことによって、

韓国伝統舞踊の表す味わいと技巧が生

まれる。

トボリン 歓喜と極致を表す。

Ⅳ－２　興の要素

「興」を引き起こすには、肩と手先が作用する。こ

の動きによって足運びや表情が変わる。これらは、太

平舞舞踊動作（上肢・下肢・手先・胴体）全体が、動

中静あり17、静中動あり18ということである。つまり

表裏一体ともいえる。深い精神世界に至ることによっ

て踊る側と見る側が共感できるといわれる。理想的に

は踊り手と観客が渾然一体であることが望まれる。

　　　　　　　　　　　表３ （蔡　作成）

動　作 要　　　　　素

上　　肢 ハンサン捌きは空間を生み出す。こ

れに応じて肩の動きが「興」を表出

する。

下　　肢

（足首から下）

ボソン（足袋）先が、動いているよ

うで止まり、止まっているようで動

く。
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Ⅳ－３　音楽を中心とする特徴

　国立文化財研究所記録映像による、文化財専門委員

イボヨン氏のインタビューを再現した。

　韓国舞踊音楽は一般的に４拍あるいは６拍に構

成される。しかし、太平舞に使われる伴奏音楽は、

６拍、６拍、８拍、10拍また２拍と３拍が混ぜ合

わせて大変複雑な構造で展開される。さらに音楽

が早くなるにつれ、２拍と３拍が複雑に混じって

変化されることに連れて、引き締め、それを解す

というリズムを駆使する。韓成俊がこのような複

雑な音楽に舞踊を構成したので、脚（足首から下）

動作が複雑に構成される。したがって、太平舞は

韓国舞踊の中でも多様な舞踊動作で構成される特

徴がある。（1997）

Ⅳ－４　実演者の総合的な印象

以下は実演者のインタビューを表４にまとめた。

以下の写真は三段階の足踏む動作である。姜善泳の

インタビュー内容を次のようにまとめた。

２拍の中に３段階の動作がある。第１段階と第３段

階を１とすれば第２段階は２分の１である。ただし、

動きとしてはスケートに乗るように床で滑るのではな

く、踵と爪先がそれぞれ床に着いた状態で静止する。

（注：太平舞は一つのチャンダンは４・５・６・８・

10・12・16・20・24拍などである。その間を繋ぐリズ

ムの形は自由で時には個々の踊り手と演奏者の呼吸に

よって異なる。）

表４　インタビュー内容 （蔡　作成）

質問

内容

②太平舞舞踊動作の中で特徴的な部分はありますか。

②太平舞の特徴は何にだと思いますか。

名前 姜　善　泳

（保有者１名）
イ ヒ ョ ン ザ

（準保有者１名）
舞踊家含む

舞踊教師（10名）

年月日 2007.6～2008.12 2008.1 2008.1

場所 太平舞本部・自宅 太平舞伝授館 太平舞伝授館

回答 ・両手でチマのつ

かみ方。

・足踏む動作。

・サルプリや僧舞とは異なり、太平舞は観客に見せ

る舞踊である。つまり、自分を見つめつつ観客と

対話する舞踊である。

・衣装と音楽が他の伝統舞踊と異なる。

・ハンサンと上着着用と非着用の時の相違点が明確。

・王妃である厳格さと女性の雰囲気を表す。

・過度に派手に、強く、なおかつ静かに小さく踊ら

ない。

・引き込まれる魅力。

・踊れば踊るほど難しく

なる。

・舞踊のスケールが大きい。

・韓国人の情緒がある。

（踵）第１段階 （爪先）第２段階 （踵）第３段階

「写　太平舞保存会HP　2007」
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Ⅴ　考察及び今後の課題

Ⅴ－１　考察

文献資料では「太平舞」の音楽、衣装、舞踊表現の

全般的な特徴について記されているが、「太平舞」個々

の舞踊動作の特徴については記されていなかった。

また、「太平舞」舞踊動作に表れる静・中・動と「興」

の要素を探ることはできなかった。

上記の舞踊表現の特徴を抽出するには、まず舞踊動

作を分析が必要である。

インタビューに対する回答からは、チマをつかむ動

作」と「足運び動作」が「太平舞」の個性であり特徴

であることが分かった。また、イヒョンザが語ったイ

ンタビュー回答については、ハンサンと上着着用時

は、「王妃である威厳と女性の内面を表現し」とハン

サンと上着非着用の時は、「女性の雰囲気を表す」と

語った。しかし、「太平舞」は「王と王妃が国の平和

を願う内容の舞踊である」と記されている。この二重

的表現（王妃としての表現と女性としての表現）に関

して少し矛盾を感じるため、この点については今後検

討する必要がある。

Ⅴ－２　今後の課題

1935年韓国フミン館で、韓成俊流の「太平舞」が

初めて公式的に発表された当時、姜善泳は王妃として

踊った。以降、姜善泳がその脈を受け継いで原型を維

持している（月間中央＜姜善泳と対談＞1980年２月

号）。

「太平舞」の舞踊動作をより詳しく分析検討するた

めには、重要無形文化財になる前に、「太平舞」が初

めて発表された当時の新聞、雑誌記事、映像資料を収

集し、「太平舞」に使われる宮中音楽と民俗音楽の２

種類の形式が使われる理由を探る。

また、姜善泳は1940年に開催された日本の皇紀

二千六百年を奉祝する朝鮮音楽舞踊大会（日比谷公

会堂）で太平舞を公演し、それ以降、姜善泳流の太平

舞は頻繁に日本で公演されるようになった。こうした

一連の活動が、太平舞を含む韓国伝統舞踊が日本国内

で知られる契機となったと考えられる。日本国内で

当時、韓国伝統舞踊を習得する者や研究対象とした者

が、どの程度いたかは不明であるが、今後も日本国内

において資料収集を進め、そうした調査ができれば幸

いである。

注

１．≪晋
ジンジュ

州剣
コ ン ム

舞、第12号1967指定≫、≪勝
スンジョン

戦舞
ム

、第21号

1968指定≫、≪僧
スン

舞
ム

、第27号1969指定≫、≪處
チョ

容
ヨン

舞
ム

、第

39号1971指定≫、≪鶴
ハックヨンハデハップソル

蓮花賣合説舞
ム

、第40号1971指定≫、
≪太

テピョン

平舞
ム

、第92号1988指定≫、≪サルプリチュム（舞）、
第97号1990指定≫

２．2007年６月、姜善泳の自宅でのインタビュー引用。

３．1875（高宗12年）－1941、７歳から舞踊と太鼓を習う。

1894雄郎生活後ソウルに定着1934鮮音楽舞踊研究所開設

100あまりの作品を創作。1941年モダン日本史主催の芸
術賞受賞。

４．太平舞保存会ＨＰ芸能保有者　姜善泳の口述

５．1937年ソウル韓成俊朝鮮音楽舞踊研究所入所。1951年
ソウル姜善泳古典舞踊研究所開設。1988年韓国重要無形
文化財第92号の芸能保有者として指定され。1998年太平
舞伝授館新築開館

６．チャンダン（長短）：踊り、歌、楽器などで使われる

拍子・リズムを表す。（リズムはチャンダンの概念と区

別される。チャンダンは一つの枠で構成されていること

を示すが、リズムはチャンダンを成り立たせるために、

基本拍に対する変化形態を分析する時使われる概念であ

る。）

７．漢江、仁川、水原、鳥山、安城の海岸地域で、巫女が

主管になって行った村のクッ。1990年重要無形文化財第

89号に指定された。

８．王位を受け継ぐ適子孫がなくて、王族の中で王位を受

け継いたときに王の父に差し入れや爵位が授けられる。

９．朝鮮時代に与える官職の名。

10．官庁に属して歌舞、器楽をする妓女。

11．行事がある時に宮中で行う祝宴。

12．大
テガ ム

監ノリ：大監の名称は朝鮮王朝時代の官員である。・

大
テガム

監ノリの意味は、巫女が神を祭り、災難をしりぞけ福

を祈る儀式。

13．チャンダンの名称で王妃がお出ましする時のような歩
き方の形式を借りて、初めに舞台に歩いて出るときに演

奏される宮中音楽。

14．大きなクッを行う前にその場所を浄化させるために舞
踊を披露することをボリンダの意味からトボリンになっ

た。

15．チャンダンを叩いて神に捧げることで神をもてなす。

16．桎梏から解放されることによって、心身が解き放たれ
る。

17．物理的に動いていてもその中に静けさがある。心理的
なこと含む。

18． 静けさの中にも動きがある。
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