
片桐勝彦の

バイレ
フラメンコ

Acompañamiento del baile
著者プロフィール：日本を代表するフラメンコギタリスト。幼少の頃よ
りヴァイオリンを始め、その後ギターを独習。A-JARIやチリクマルカ等
のグループ活動を経て、明治大学在学中にフラメンコギターを始める。
98年から長期渡西。マドリードのタブラオ〝カサ・パタス〟やセビージ
ャのラジオ番組などに出演。帰国後はカニサレスとの共演やNHK「音
楽のある街で」出演。主な参加CD・DVD： 風回廊（渡辺えり）、天国を見
た男（沢田研二）、Boy（coba）他。Estudio ROMERO主宰。

2拍子系の踊りの曲のほとんどがタンゴ（Tangos）で締めくくられます。たくさん
のスタイルを持つタンゴを効果的に踊るためには、その性格や特徴を知らないといけません。タンゴ
のリズムの取り方や、どの曲種にはどのタンゴが合うかなどを理解して、効果的な伴奏・伴唱が出来る
よう注意点を見て行きましょう。

～はじめに～

タンゴ
　タンゴはカフェ・カンタンテより前の時代、1840年代に中南米から港町カディスにもたらされました。アフリカ系移民の
持つ2拍子のリズムは中南米で成熟し、その後スペインの3拍子系ハレオの中に新しい感覚で入り込んでいってフラメンコ
化したと考えられます。カディスのタンゴはミの旋法、セビージャのトゥリアーナではティティのタンゴのように短調の音
階が代表的です。その他の曲種の後に踊り歌でよく歌われるものとしては、タンゴ・デ・グラナダ、スルタナ、レポンパ、ピジ
ャージョ、エストレマドゥーラなどがあります。

音階的特徴
　タンゴはブレリア同様、多様なメロディーを持っていて、フラメンコのすべての調性（暗い曲も明るい曲もあります）で演
奏されます。歌詞は基本的に8音節3行または4行で出来ています。リズムは4分の4拍子で4拍目にアクセントを置き、2小
節（8拍）で1コンパスになります（譜例1）。

譜例1

Tangos
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　テンポは速いですが、決して軽くならないように注意してください。一般的にルンバより遅いリズムですが、4拍目にしっ
かりアクセントがあれば速いリズムでもタンゴに聞こえるので、ルンバ（譜例2）より速いタンゴもあります。また、その中間
のノリでルンバタンゴ（タンゴルンバ）という曲種も存在します。ブレリアやルンバ同様旋律も調性も多様なので、何の曲で
もこのリズムに乗せて歌えばタンゴになります。

　タンゴは8拍で1コンパスですが、皆さんはどうカウントしてますか？ 1234、5678とカウントする人もいれば、
1234、2234とカウントする人もいると思います。カウントはリズムを理解するためのものですので何でもいいわけで
すが、タンゴの場合スペイン人は普通4の数字までしか数えません。それも2拍目からカウント（休123、休123）するの
が一般的です（譜例3）。タンゴは4拍目にアクセントがあることを説明しましたが、実は2拍目にもアクセントがあります。
日本語でもスペイン語でも大丈夫ですので、一度2拍目からカウントしてみてください。タンゴのノリ（センティード）に
少し近づけると思いますよ。

譜例3

ワンポイント→踊り

タンゴの分類
　タンゴ・デ・カディス、トゥリアーナ、グラナダ、スルタナ、エストレマドゥーラ、
カナステーロ、ニーニャ・デ・ロス・ペイネス（パストーラ）、ペルラ、レポンパ、ピジ
ャージョなど、地名や創唱者の名前がついたたくさんのスタイルがあります。こ
こでは地方ごとに分類して確認していきましょう。

カディス
　カディスは中南米やアフリカ大陸の2拍子が直接入ってきた街といわれています。例①（Tangos de La Niña de los 
Peinesに属す場合もあります）のメロディーで違う歌詞の曲もたくさんあります。Mañana, mañana los van a prender 
mañana～　Triana,Triana que bonita está Triana～など。

（De mare, de mare） （お母さん、お母さん）
Del color de cera, mare, 蝋の色に、お母さん
tengo yo mis propias carnes, 私の肌はなってしまった
que me ha puesto tu querer あなたの愛のせいで
que no me conoce nadie. 誰も私だとわからないほどに
La Niña de los Peines（1890-1969）、Gabriel Moreno, （1941- ）、 José Parrondo（1950- ）、Carmen Linares（1951- ）、Ana 
Reverte（1951- ）

〈例①〉

譜例2
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セビージャ
　タンゴ・デ・トゥリアーナといえばセビージャの歌い手ティティのマイナーキー（短
調）で歌われるTangos del Titi が有名です（先月号の例⑤⑦参照、Ya vienen bajando 
por las escaleras～）。その他、ニーニャ・デ・ロス・ペイネスのTangos de La Niña de 
los Peines（例②③）も踊り歌としてもよく歌われます。

De Barcelona a Valencia,  バルセロナからバレンシアへ
de Valencia pa’ Sevilla,  バレンシアからセビージャへと
está arregla’ la gitana  これがジプシーたちのお決まり
cantando por siguirías.  シギリージャを唄いながら
y al gurugu, y al gurugu,  ヤル グルグー、ヤル グルグー
y al guru gurugu.  ヤル グール、グルグー
La Niña de los Peines（1890-1969）

〈例②〉

Mi mario no está aquí  私の夫はここにいません
que está en la guerra de Francia フランスとの戦争に行っているから
y buscando con el candil  ランプを持って探している
a una pícara mulata  混血のやんちゃ娘を
y al gurugu, y al gurugu,  ヤル グルグー、ヤル グルグー
y al guru gurugu.  ヤル グール、グルグー
La Niña de los Peines（1890-1969）、Carmen Linares（1951- ）

〈例③〉

マラガ
　マラガのタンゴは港町ということもあって、そのほとんどがガロティンのような明
るい和音で伴奏され、メロディーも明るい長調の音階で歌われます。先月号の例⑥
Qué ganas tengo que llegue el mes de los caracoles,～の旋律が典型的といっていい
でしょう（細かく分類すると、この曲はTangos canasterosに属されます）。その他、ピ
ジャージョTangos del Piyayo（先月号の例①②③④参照）やレポンパの歌ったタンゴ
もTangos de La Repompa（例④）として有名です。

La que quiera madroños 山桃が欲しいなら
vaya a la sierra 山に行きなさい
Ay ole morena vaya a la sierra さあお姉さん、山に行きなさい
porque se está secando sus madroñeras 山桃の実を今乾かしているから
Ay ole morena sus madroñeras. さあお姉さん、山桃の実を
El Indio Gitano（1940-1999）、Carmen Linares（1951- ）、Antonio de la Malena（1961- ）、José Soto Sorderi
ta（1961- ）

〈例④〉

La Niña de los Peines

La Repompa
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片桐勝彦のバイレフラメンコ

次回はガロティンの歌振りやエスコビージャを取り上げます。お楽しみに！

グラナダ
　グラナダのタンゴはサクロモンテのサンブラが有名です。例⑤はサンブラですが、この同じメロディーを持つ曲は一般的
にTangos de Granada と呼ばれています。Ponte guapa Mariquilla～も同じメロディーで有名ですが、これはTangos de La 
Repompaに属されます。

Gitana si me quisiera ジプシーのあなたが望むなら
te compraría en Graná グラナダで一番いい洞窟の
la mejor cueva que hubiera 家を買ってあげるよ
（yo te vi a compra en Graná
La mejor cueva que hubiera）  ※Granáは Granadaのこと

Pansequito（1945- ）、Enrique Soto（1954- ）

〈例⑤〉

エストレマドゥーラ
　エストレマドゥーラ地方のタンゴはハレオやタンゴ・エストレメーニョとしても有名です。ゆったりとして旋律の綺麗な
ものがたくさんあります。例⑥（Tangos de GranadaやTientosとしても歌われます）。

Cautivaron a una mora モーロ人を魅了したもの
y a España se la trajeron スペインへもたらされたもの
y en la pila del bautismo それは洗礼盤と
Candelaria le pusieron. その上に置かれた燭

ろう

台
そく

Antonio El Chaqueta（1918-1980）、Pansequito（1945- ）、Sébastien El Chato（1961- ）、 Segundo Falcón 
（1970- ）、Estrella Morente （1980- ）

〈例⑥〉

下記のエストリビージョもよく歌われます。

Ay a la bimbombera ビンボンベラ
flores del campo 野の花
me voy por ella. 私は彼女のところに行こう
Camarón de la Isla（1950-1992）、Estrella Morente （1980- ）

〈例⑦〉

音源は片桐勝彦HPで聴けます！　URL http://www.toshima.ne.jp/~kata/katsu
同内容のパルマクラス、スタジオロメロで開催中。11月16、30日、20：40～終電ぐらいまで
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