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 第 13 回研究会開催  
 2014 年４月 2６日（土），北海道大学の人文・社会科学総合教育研
究棟（W棟）517 号室において，北海道歴史文化研究会の第 13 回研

究会（14 時～16 時）が行われました．発表者は北海道大学大学院文

学研究科博士後期課程の井上淳生さんでした．井上さんには，日本の

社交ダンスを素材にご報告頂きました．社会学，人類学，教育学分野
の研究者のほか，一般の方々など多数の参加を得て開催されました．

報告に先立ち，来年度に開催予定の「形の文化会」との共催企画につ

いて，形の文化会幹事の片桐保昭さんから説明がありました。 

                       （司会は事務局小西）        
                 

 
 研究会報告  

 報告者 井上 淳生
あ つ き

さん（北海道大学大学院 文学研究科 博士後期課程） 

なぜ、ステップを知らないと踊れないのか？ 
―日本の社交ダンスにみる『ダンス規制』と身体の規格化̶ 

 

踊ることは恥ずかしいこと
なのだろうか？踊ることがで
きれば格好いいが，踊れなけ
れば恥ずかしい．ではどうす
れば「踊ることができる」と
いえるのか？今回の研究会で

は，わたしたちがどうして「ス
テップを習わないと踊れない」と信じている
のかを日本の社交ダンスを通じて考える発表
が行われた．発表者の井上氏は，社交ダンス・
スクールのインストラクターとして勤めなが
ら人類学者として社交ダンスを研究する異色
の経歴をもつ人物である．氏はこれまで自ら
の教室でのインストラクションの実践から，

社交ダンスがもつ「競技」としての顔と「社
交」としての顔の関係を研究してきた． 
井上氏は発表にあたり，人類学におけるダ

ンス研究および音楽研究の成果の検討に基づ
き，「音楽への参加」としてのダンスという
観点を提起する．この観点からすれば，教授
や訓練によって身につくダンスの技術は，ダ
ンスのごく一部にすぎない．これに代わって
浮かび上がる広義のダンスとは，音楽に合わ
せて身体を揺らし，指を動かし，口ずさみ，
歓声を送るといった，特別な技術なしで音楽
へと参加する実践である．氏はこれを「原初
のダンス性」として定義し，競技化によって
社交ダンスが置き忘れた「社交」性を取り戻
すキー概念としてとらえている． 
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発表では続いて日本におけるダンス規制の
歴史の概観が行われた．社交ダンスとその取
り締まりの歴史は，男女がペアとなり身体を
接触させるというダンスを通じた社会的／身
体的交流が日本においてどのように扱われて
きたかを示す歴史でもある．1925 年の警視
庁保安第 3690 号により，身体の接触を伴う
男女の交流が公の場では隠されるべきである
と初めて定められ，当時流行していたダンス
ホールもその対象の一つとなった．戦後，社
交ダンス関連施設は風俗営業取締法（1948
年）の対象となり，法改正後（1959 年）に
はキャバレー，料理店，ナイトクラブなどに
並んで「ダンスホール・ダンス教授所」が第
4 号営業として分類されるようになった． 
ダンスが「いかがわしい」ものとして法規

制の対象となるなかで，ダンス教師・有識者
たちは明確な技術の教授・訓練をともなう「健
全なスポーツ」としての社交ダンスの確立に
向かうようになっていく．その結果が 1998
年の風営法の改正による第 4 号営業の対象か
らのダンス・スクールの除外である．こうし
てダンス・スクールは一定の資格者がダンス
を教授する場となり，ダンスホールとは明確
に区別される場として規定されることになっ
たのである． 
今日のダンス・スクールの現場でのダンス

の教授の実践の理解には，このような歴史的
背景をふまえる必要がある．井上氏は，今日
のダンス・スクールにおけるダンスの教授は，
①ペアの固定化，②音楽の種目・カウント化，
③ステップ，に集約されると分析する． 
第一に，ダンス・スクールでは，リーダー

（教師）とフォロワー（生徒）の関係が固定
化される．一般的にいって，生徒はペアを組
んだ人間や教師とは踊れるが，それ以外の人
たちとは踊ることができない．教授者である
リーダーは学習者のフォロワーに対して「勝
手に動くな」，「変な癖がつくから他の人間
と踊るな」といった発言や指導を行うなど，
リーダー/フォロワー関係を固定化する傾向
にある．こうした関係の固定化の背景には，
ほとんどのダンス・スクールの指導者が参加
する競技会があると井上氏は指摘する．競技

会で勝利するためには固定化したペアが必須
であり，ダンス・スクールの教師は競技会に
おける基準を程度の差はあれ内面化している．
社交ダンスのスポーツ（競技）としての側面
の強調により，広義の「社交」としてのダン
スという側面は背景へと退いてしまう． 
第二に，スクールでのダンスの音楽は，ワ

ルツ・タンゴなどの種目ごとに「カウント」
と呼ばれる数字化された号令に変換される．
カウントは，音楽をダンスのステップへと媒
介する技術であり，社交ダンスの指導におけ
る大きな影響力をもった要素である．ダンス
の初学者は，音楽に合わせるのではなく，カ
ウントに合わせることを学んでいく．こうし
た音楽のカウント化は，社交ダンスの音源と
して生演奏の機会が減り，揺らぎのない機械
の音源が一般的なったことでさらに強化され
ていると井上氏は述べる．生演奏の減少によ
り，ダンサーが演奏のたびに異なる音楽の微
細な揺れにあわせて身体を調節する契機が失
われ，固定されたカウントに合わせる支配的
傾向がいっそう強まっていくのである． 
第三に，スクールではダンスホールとは異

なり，ステップの重視が顕著である．初学者
は，まず足の運びのパターン，身体の向き，
角度，回転量など，ステップにまつわる一連
の技術を学習する．初歩の段階では，ペアの
相手の動きを感じることや，自分の動きをペ
アの相手に伝えることなど，ペアで踊る（動
く）上で必須となる技術は教えられない．む
しろスクールでは，たとえペアで訓練してい
るときでも，自分一人の身体の動かし方を体
得することが重視されている．そこでは社交
ダンスがもつ，他人と呼吸を合わせ，当意即
妙に他者との距離を肉体レベルで設定しなお
しながら進めるという要素が失われ，学習者
は自分の意識を自分の身体の動きにのみ向け
るようになる． 
井上氏は，以上の要素が日本において「ス

テップを知らないと踊れない」という現象を
生み出していると結論づける．カウントおよ
びステップは，音楽と身体的所作の媒介とい
う感覚レベルの技術を，だれもが習得可能な
ものにするために生み出された重要な技術で
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ある．しかしそれらは，音楽とペアの相手の
動きの両方に合わせて踊るという社交ダンス
の要素をあまりに限定的なものにしてしまっ
ていると井上氏は指摘する．あらゆるダンス
がそうであるように，社交ダンスもまた「音
楽への参加」という実践から歴史的に発展し
てきた一つの形態であるとすれば，社交ダン
スは「音楽への参加」という原初のダンス性
を忘れ，抑圧することで成立しているという
矛盾した存在ということになる． 
以上の井上氏の論考は，自らのダンス・イ

ンストラクターとしての実践と人類学者とし
てダンス・スクールに参与したことで得られ

た観察を融合させた意欲的なものである．さ
らに井上氏はこうした洞察に基づき，社交ダ
ンスの世界に「原初のダンス性」を取り戻す
べく，様々なダンス・イベントの開催に取り
組んでいる．氏はそのイベントで，一般的な
スクールの教授法とは大きく異なり，「カウ
ントではなく曲に合わせて」，「ステップを
最小限に」して踊ることを教えることで，音
楽とパートナーに身体の動きを合わせる社交
ダンスの異なる形を模索している．今後も，
氏の研究と実践の融合から生み出される成果
が待たれるところである． 
                 (滝口 )

 
コメンテーター紹介 

  石岡
いしおか

 丈昇
とものり

さん  北海道大学教育学研究院 准教授   （社会学，マニラの貧困世界）  

 

	 石岡丈昇と申します．教
育学研究院で教員をしてお
ります．専門は社会学で，
マニラの貧困世界について，
エスノグラフィックな調査
研究をしております．本研

究会には以前より関心を持っ
ていたのですが，今回，井上さんのご報告の
コメンテーターということで，はじめて参加
いたしました．当日は，大学の研究者や院生
のみならず，多数の外部の方（社交ダンスの

実践者の方まで！）が参加されていて，本研
究会の魅力を実感した次第です．井上さんの
ご報告は，現場のディテールを知っているイ
ンストラクターだからこそ問える興味深いも
のでした（議論も尽きませんでした）．今後は，
現場のディテールを損なわない理論化の道筋
が，井上さん自身によって探究されること思
います．博士論文としての発表を心待ちして
いましたが，今回の対話を経て，ますますそ
の気持ちが強くなりました． 
              （石岡 丈昇）

 
 報告を終えて 
	 社交ダンスの現場に接するなかで，これ
までに多くの素朴な疑問に出合いました．
そのなかで，「現場の人にとって重要であり，
同時に学問的にも重要なテーマに結びつき
そうな問い」のひとつを，今回の発表の素
材に選びました．コメンテーターの石岡先
生からは，発表の出発点として設定した「原
初」という概念の扱いや，身体技法の伝承
過程に見られる「脱身体化̶再身体化」の
構図についてなど貴重なご意見を頂きまし
た．参加者のみなさまからも多方面におよ
ぶご指摘を頂き，時間が惜しいほどでした．
盆踊りやストリートダンス，沖縄のエイサ

ーなど，およそダンスと呼びうる多様な事
例と比較したご意見を頂きました．   
 私 にとって社交ダンスは，良くも悪くも
「よくわからないもの」です．だからこそ
探求の意欲がわいてくるのだと思います．  
理屈抜きで「これはいいな」と思える瞬間
がある一方で，「なんでこんなことになって
いるのか」と不思議に思うこともあります．
おそらく研究の対象になるのは，こういっ
た「いまだにうまく理解できない」ものな
のだと改めて感じました．今回は本当にあ
りがとうございました．       
             （ 井上  淳生） 
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 「形の文化会」とはなにか：文化研究者集団のパーソナリティー 

 片桐 保昭 さん（片桐仏壇店  アトリエピアノ代表，形の文化会幹事）
  形の文化会は，研究者や実
務者，伝統技能保持者，芸術
家などが文化における「かた
ち」に関する学際的，広域的，
創造的対話をはかる学際的学
会として 1992 年に創立され

ました．研究発表に加え，各会
のプロの方による講演や見学会も行われる 
フォーラムは年 2 回．学会誌としては『形の
文化誌』や『形の文化研究』を年 1 回のペー

スで刊行，また 2011 年には『日本のかたち
をよむ事典』を工作舎より出版し，好評を博
しております． 
 形の文化会の活動は近年の文化学が置き忘
れてきた，人類の創作活動に新たなきっかけ
を生みだすもの，作ること，極めることへの
人間の素朴な情熱を追求するものです． 
 北海道歴史文化研究会の皆様と共に，この
北の風土の中で語り合えることを楽しみにし
ております．         （片桐 保昭）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 編集後記

 

 
北海道歴史文化研究会 
 
■ウェブサイト http://rekibunken.blog.fc2.com/ 
 
■E-mail  rekibunken.ho＊gmail.com （＊を＠に） 

 2011 年の冬に北海道歴史文化研究会を立ち上げてから，
まる 3 年が経ちました．この間，さまざまな分野からの発表
者に参加して頂き，会をとおして多くの方々と交流すること
ができました．その一方で，事務局メンバーの転籍や就職な
どで運営の状態も以前より流動的なものになりました．状況
に応じながら，今後も充実した研究会活動を続けていきたい
と思います．(井上) 


