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WDSF教本講座　2021.9.20   
 Tango　アマルガメーション                      講師：篠田沙代子 

壁斜めに面して始める
1 タンゴ・ウォーク LODに面して SS
2 ブラッシュ・タップ 中央斜めに面して QQ&S
3 プログレッシブ・サイドステップ・リバー
ス・ターン

壁斜めに面して QQSS 
QQS 
QQS

4 バックコルテ 壁斜めに面して SQQS 

5 フォア・ステップ 中央斜めに面して　ボディは　ほぼLODに面して QQQQ
6 オープン・プロムナード 壁と壁斜めの間に面して SQQS 

7 ファイブ・ステップ 壁斜めに面して　ボディは　ほぼ壁に面して 
（次のステップ：壁斜めに向けて、LODに動く

QQQQS 

8 フォーラウェイ・インプロムナード 壁に面してボディはほぼ逆壁斜めに面して SQQSQQ
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9 オープン・ナチュラル・ターン 壁斜めに背面して SQQS

10 バック・ウィスク 新LODの中央斜めに面して QQS

11

12



JDSF公認指導員ABC級研修会 
　　　　　　技術認定員義務研修会　2021年9月20日　　　

主催：東京都ダンススポーツ連盟　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：篠田沙代子 

　　　　　WDSFダンススポーツ教本 
Tango 

ダンス技術の進化について 
JDSFの上部団体であるWDSFが、オリンピック委員会の承認を受
けて以来、ダンススポーツの技術は、競技会ごとに選手たちにより
革新がもたらされ、発展し盛んになってきました。しかし、この発
展を受け、現在のダイナミックな変化を取り入れた新しい方式の教
本が、今までと同様にチャート・システムを使用して新たな項目を
導入しました。 

新たな項目には、上体（ボディ）のアクションと下半身（ヒップ、
脚、足）の運動のタイミングを解析して詳細に明記されました。 

　その効果は、ダイナミック性、ムーブメント量、踊りの全体的な
視覚効果を劇的に変化させました。つまり、スタンダード・ダンス
の発展は、ボディ上部の使い方によってより大きく強いラインを作
り出すだけでなく、カップルのコンタクトをよくし、一体感と動き
の軽やかさや優美さをも生み出します。 

人体解剖学的な考察 
ボディの上部を含む、すべてのアクションを “ボディ・アクション” 
と定義する。 



3つの主要なボディ・アクションがある。即ち、ローテーション(トー
ション)、スウェイ、エクステ ンションである。これらのアクショ
ンがどのように作り出されるかを理解するために、基礎的な人体 
の解剖学的な考えを導入する必要がある。  

解剖学的には、人体の動きは以下の3つの仮想平面で説明される 

 a.前頭面(冠状面)-Frontal (Coronal) Plane  
し じょう めん 

b.矢 状 面 -Sagittal Plane  

c.水平面(横断面)-Horizontal (Transverse) Plane  

各平面は、3次元空間で平面の位置を定める2つの軸により構成さ
れる。各平面の位置を定める3つ の仮想軸は:垂直軸、水平軸、矢
状軸である。  

  



 　　　 　　　　
A ‒垂直軸　　B ‒水平軸 　　C ‒矢状軸　　

 各平面は、3次元空間で平面の位置　を定める2つの
軸により構成される。　　　　　　
各平面の位置を定める3つ の仮想軸は:垂直軸、水平
軸、矢状軸である。 

前頭面(冠状面) スウェイ、インクリネーション 

　　　　　　　   
A ‒垂直軸　B ‒水平軸　C ‒矢状軸(ムーブメントの軸)  
 
 



水平面(横断面) 　ローテーション 

　　　　　　　　　　　　　　　　　   

A ‒垂直軸(ムーブメントの軸) 　B ‒水平軸　C ‒矢状軸  

矢状面 　エクステンション、フレクション 

　　　　　　　　　　　　　　　  

A ‒垂直軸 　B ‒水平軸(ムーブメントの軸) 　C ‒矢状軸 



ポスチャー 

ポスチャーとポジションの主な変更点  

●肩、ヒップ、膝、足は一直線に並ぶ。 
●右ショルダー・リードはない。  

●より競技的に見えるように、ほかのダンスに
非常に似て、枠はより広くなっている。  

男子

ボディを腰でしっかり支え、まっすぐに立
つ。ウエイトは両足の中間に保ち、両膝の圧
縮の ためわずかに前方に置く。 
腹筋を引き締め、ヘッドをまっすぐに保ち、
両膝を圧縮する。

女子

男子と同様であるが、上体を腰から上方、
少し左へ移動し、ヘッドを少し伸ばしてポ
ジショ ン2へ回転させる。(スタンダードの
原理のヘッド・ポジションの章参照のこと)



タンゴ・ウォーク 
1.ライズ&フォールが無い 
2.膝は緩めたまま保つが、脚部の筋肉のトーンは維持する。  

3.左足の前進ウォークはすべてCBMPとなり、右足前進は右サ
イド・リードとなる。これにより、 タンゴ・ウォークは一定の
カーブを描いて進む。 

プログレッシブ・ウォークという特定の場合にのみ適用する。  

4.他のダンスのように足をスライドして置くのではなく、各ス
テップではどちらの足もわずかに持 ち上げてから置く。足の自
然なローリング・アクションを維持する。 

5.多くのフィギュアに含まれる前進/後退ステップの場合では、
初めの2項目のみを適用する。  

 ダイレクションとアラインメント 
前進ウォークと後退ウォークに右ショルダーリードがある
という考え方が消え去ったので、ボディと 足は同じ方向(ア
ラインメント)となる。新しいチャートでは次のように記述
する:  

ステップ 足の位置 アラインメント

先行ステップ

1 左足 CBMPに前進壁斜めに面して



サドゥン・ムーブメント  

スタンダード種目、特にタンゴでは、あるひとつの動きやライ
ンから次の動作に、瞬時に移る必要が 生じることが多い。以下
に、そういったサドゥン・ムーブメント(瞬発動作)と呼ぶアク
ションの際 に、ダンサーのボディでまさしく何が起きているか
を詳細に分析する。  

サドゥン・ムーブメントは下記のように分類することができる:  

サドゥン・ムーブメントは下記のように分類することができる:  

プレッシャーあり  
1.ノン・トラベリング・ライン （移動がない） 

     前方または、右方向へ動くライン 

　　主に　ゴー-ストップ(ライン)  

　　　　　(例:コントラ・チェックやランジ)  

　 後方または、 左方向へ動くライン　 

　　主に　ストップ-ゴー(ライン)  

　(例:バック・チェックやスパニッシュ・ドラッグ)  



　　　 

2. トラベリング・ラインとフィギュア 

　　　　　　　　　　　　　　　（移動する） 

例：オープン・ナチュラル・ターン～フォーラウェ
イ・ ウィスク 

プレッシャーなし 
クローズド・ポジションからプロムナード・ポジ
ションにかなりの速さで開く場合　　　　　　　　
男子の特定の筋肉の「バイブレーション」に
よって女史に伝わる。　　　　　　　　　　　　　　　 

「インーアウト・テクニーク」　　　　　　　　　　　　　
男子がヒップを数センチ閉じ、即座に開く。 



チャチャチャ・アマルガメーション　　　           2021/9	

1. オープン・ヒップ・ツイスト　　　																										234&1	23(&)4&1	
　　　　　　　　　　　　	チェックト・フォワード・ウォーク 
　　　　　　　　　　　　　   スリップ・クローズ・シャッセ 
　　　　　　　　　　　　　   ヒップ・ツイスト・シャッセ 
                                          チェックト・バックワード・ウォーク 
                                          チャチャチャ・ロック・フォワード 
　　　　　　　　　　　　　   スウィブル 
　                                       フォワード・ウォーク・ターニング 
                                          チャチャチャ・ロック・バックワード 

2. アレマーナ																																																																											234&1	23(&)4&1	
　　　　　　　　　　　　	スリップ・クローズ・シャッセ 
                                          チェックト・バックワード・ウォーク 
　　　　　　　　　　　　　　チャチャチャ・ロック・フォワード	
																																																		チャチャチャ・ロック・フォワード次いでスウィブル 
                                      ディレイド・フォワード・ウォーク・ターニング 
                                           フォワード・ウォーク次いでスウィブル 
　　　　　　　　　　　　　　 チャチャチャ・ロック・フォワード	

3. クロウス・ヒップ・ツイスト・トゥ・シャッセ 
																																																																																																			&234&1	23(&)4&1	
																																																			(スウィブル )	
                                       チェックト・フォワード・ウォーク 
                                       その場で体重移し替え、ついでロンデ 
　　　　　　　　　　　　　ロンデ・シャッセ 
                                       チェックト・バックワード・ウォーク 
                                       その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
　　　　　　                     チャチャチャ・シャッセ・トゥ・R 
                (フォワード・ウォーク・ターニング　次いでバック・スウィブル)  
　                                    チェックト・バックワード・ウォーク 
                                       その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
                                       ヒップ・ツイスト・シャッセ 
　                                    フォワード・ウォーク・ターニング 



                                       チャチャチャ・シャッセ・トゥ・L                                        
                                                                           	

4. ニューヨーク・トゥ・ライト＆レフト	　　&23(&)4&1	&23(&)4&1	
                                           スウィブル  
                                           キューバン・ブレイク・アクション 
                                       その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           チャチャチャ・シャッセ・トゥ・L (R) 
                                           スウィブル  
                                           キューバン・ブレイク・アクション 
                                       その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           チャチャチャ・シャッセ・トゥ・R (L) 
　　　　　　　　　　　　　　                                         																																			
5. スプリット・キューバン・ブレイク・トゥ・ライト＆レフト	
																																																																																																														&2&3	&4&1	
                                       スウィブル  

                                           キューバン・ブレイク・アクション 
　                                    その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           サイド・ウォーク 
                                           スウィブル  
                                           キューバン・ブレイク・アクション 
　                                    その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           サイド・ウォーク           

6. ニューヨーク・トゥ・ライト 																																																		&23(&)4&1	
                                            スウィブル  
                                           キューバン・ブレイク・アクション 
                                       その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           チャチャチャ・シャッセ・トゥ・L 
                                           スウィブル  
                                           キューバン・ブレイク・アクション 
                                       その場で体重移し替え、次いでバック・スウィブル 
                                           チャチャチャ・シャッセ・トゥ・R  

7. アンダーアーム・ターン・ターニング・ライト																						&234&1	
																																																									チェックト・バックワード・ウォーク 
　　　　　　　　　　　　　　 その場で体重移し替え 



                                           チャチャチャ・シャッセ・トゥ・R 
                                           スウィブル 
                                           フォワード・ウォーク・ターニング 
　　　　　　                      　その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
　                                        チャチャチャ・シャッセ・トゥ・L 
                                            	
8. ウォークス・アンド・ウィスクス　　　　         &234&1 2&34&1 
                                           スウィブル 
                                           フォワード・ウォーク 
                                           フォワード・ウォーク 
                    ランニング・シャッセ　次いでフォワード・ウォーク・ターニング 
                                           ウィスク・シャッセ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
                                           ウィスク・シャッセ 
                                           スウィブル 
                                           フォワード・ウォーク 
                                           フォワード・ウォーク 
                    ランニング・シャッセ　次いでフォワード・ウォーク・ターニング 
                                           ウィスク・シャッセ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
                                           ウィスク・シャッセ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
9. フリック																																																																																																				23	4	1		
                                            左足に体重 
                                            キューバン・ロック 
　                                         右足に体重 
                                            キューバン・ロック 
10.スポット・ターン・トゥ・レフト～ファン　　　　　       23	4&1	
                                            スウィブル 
                                            フォワード・ウォーク・ターニング 
                                            その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
                                            ヒップ・ツイスト・シャッセ 
                                            スウィブル 
                                            フォワード・ウォーク・ターニング(1/4） 
                                            チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                                                                        



11.ホッキー・スティック　　　　　　　　　　　　　234&1	234&1	
                                            チェックト・フォワード・ウォーク 
                                            その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
                                            ロンデ・シャッセ 
                                            チェックト・バックワード・ウォーク 
                                            その場で体重移し替え 
                                            チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                            その場で体重移し替え、次いでスウィブル 
                                            フォワード・ウォーク 
                                            チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                            フォワード・ウォーク 
                                            フォワード・ウォーク・ターニング 
                                            チャチャチャ・ロック・バックワード 
																																																							　　　　　　　　　　　　　　　　	
12.コンティニュアス・オーバーターンド・ロック																					23&4&1	
　　　　　　　　　　　　　　  フォワード・ウォーク、次いでスウィブル 
                                            1-2 チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                            チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                            スパイラル・クロス 
                                            1-2 チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                            チャチャチャ・ロック・フォワード 
                                                                                   
13.スウィブル・フロム・		オーバーターンド・		ロック																234&1		
                                        チェックト・フォワード・ウォーク 
                                        その場で体重移し替え 
                                        チャチャチャ・ロック・バックワード 
                                        フォワード・ウォーク、次いでスウィブル 
                                        フォワード・ウォーク 
                                        チャチャチャ・ロック・フォワード 
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JDSF公認指導員ABC級研修会 
　　　　　　技術認定員義務研修会　2021年9月20日　　　

主催：東京都ダンススポーツ連盟　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：篠田沙代子 

　　　　　WDSFダンススポーツ教本 
　　　　　　　　　Cha Cha Cha 

1. ウエイトの移動 
　　カウントの初めにステップ、ほぼ同時に体重移動する。 

　　&カウントで、ムービング・レッグがリカバー される。 

2.  ヒップデザイン　と　マスキュラーアクション 
　　フォワード・ウォーク毎に”8の字の動き”（フィギュア8）をステップする足 

　　の方向に使用する。 

　　その動作は、センター・バランスに始まり、次のステップのセンター・バラ 

　　ンスに至るまで継続する。 

ヒップ・デザインとは？ 
ステップしている時のヒップの動きの軌道である。 

骨盤全体の運動の一つ、または組み合わせからなる。 

※チャートにおけるチャチャチャ・ヒップ・デザインは、 

常にステップを踏む足によって起こる。 
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種類 

1.フィギュア8 

2.リバース・フィギュア8 

3.ニュートラル  

4.ダイレクト 

5.インクライン 

6.ティルト 

7.サークル 

8.ツイスト 

8の字の動き（フィギア８） 

フィギア８は、ヒップのローテーションとトランスレーション
の組み合わせである。 

右へハーフ８　　　　　左へハーフ８ 

逆８の字の動き（リバース・フィギア８） 

左へ逆ハーフ８　　　　右へ逆ハーフ８ 

ヒップ・マスキュラー・アクション 

セトル　　アクティブ　　　スウィング 

シャッセの種類 
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1.チャチャチャ・シャッセ     
   (Bフラット,  B,  Bフラット) 
   ヒップ・デザインは、ハーフ8 

2. チャチャチャ・ロック・フォワード 
    

3. チャチャチャ・ロック・バックワード 
    
                                          
4. ロンデ・シャッセ 

5. ヒップ・ツイスト・シャッセ 

6. スリップ・クローズ・シャッセ 

7. ウィスク・シャッセ 

8. ランニング・シャッセ・フォワード/メレンゲ・シャッセ 

9. タイム・ステップ・シャッセ 
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10.ボルタ・クロス・シャッセ（バージョン１. 2) 
    バージョン１は、パート・ウエイトでサイド・ウォークから 
　バージョン２は、ラテン・クロスから 

11.コンパクト・シャッセ 
　　ロンデ・シャッセ 
　　ヒップ・ツイスト・シャッセ 
　　スリップ・クローズ・シャッセに置き換えることができる。 

    


