
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。

今月と来月はファンダンゴ・デ・ウエルバを取り上げます。比較的初心者の時に教わ
ることが多いファンダンゴ・デ・ウエルバですが、ソレアとともにファンダンゴはフラメンコの重要な曲種で
すので、その特徴をしっかり理解するようにしてください。

～はじめに～

ファンダンゴ
　ファンダンゴとは古くからスペイン各地に見出される3拍子の伝統民謡の総称です。カンテ・フラメンコの母とも言われ、
特にアンダルシア各地には特色あるファンダンゴが数多く存在します。叙情性豊かでしっとりとした雰囲気で唄われるマ
ラゲーニャ、グラナイーナ、タランタ、ミネーラ、カルタへネーラなどや、リズムがはっきりしたファンダンゴ・アバンドラオ
（ベルディアーレス、ロンデーニャ、ハベーラなど）も大きい意味でファンダンゴの部類に属します。ファンダンゴには、ファ
ンダンゴ・デ・ウエルバなどのコンパスがはっきりしたものと、唄のためにリブレ（リズム無し）で唄われるようになったファ
ンダンゴ・ナトゥラルに大きくわけられます。
ファンダンゴ・ナトゥラル
　他にファンダンゴ・リブレ、ファンダンゴ・ペルソナール（アルティスティコ）、ファンダンゴ・ヒターノなどと呼ばれるカン
テソロのためのファンダンゴのことです。19世紀に過去の唄い手たちが、かつて民謡であったファンダンゴをより高度かつ
自由に歌い上げて編み出した形式で、ファンダンゴ・デ・マヌエル・トーレ、ファンダンゴ・デ・グローリア、ファンダンゴ・デ・
カラコルなど創唱者の名前で呼ばれるものもあります。ギター伴奏との呼吸や掛け合いなど、唄い手の力量がはっきり出る
曲種といっても過言ではないでしょう。

ファンダンゴに属する曲種 　ファンダンゴの曲種を、地域別に分類してみます。
ウエルバ県：Fandangos de Huelva
コルドバ県：Fandangos de Lucena
マラガ県： Malagueña、Rondeñas、Verdiales、 

Jaberas、Jabegotes、Bandolás
グラナダ県： Granaína、Media Granaína、 

Fandangos de Frasquito Yerbagüena
その他、カンテス・デ・レバンテ（東部の唄）
〈アルメリア県、ハエン県、ムルシア県※〉：
Taranta、Taranto、Minera、Cartagenera、Murciana ※ムルシアはアンダルシアの東隣に位置します。

Fandangos de Huelva①
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ファンダンゴ・デ・ウエルバ
　アンダルシア州の中で一番西に位置するウエルバ県はポルトガルに接していることもあって、ウエルバのファンダンゴと
ファド（ポルトガル民謡）との関連性を指摘する人もいるぐらいです。ファンダンゴ・デ・ウエルバは古代から鉱山で栄えた
アロスノで生まれた後、アンデバロ地方、シエラ（山脈）地方に伝わって首都に広まりました。メロディはおもに長調で、その
発展していく際の調性は C-F-C-G7-C-F-E が一般的です。そしてフラメンコでおなじみのミの旋法（フリギア旋法）で最後に
ミの音に落ちてメロディが終わります。この軽快で調性の幅が広い曲調は70から80種類もあると言われています。また、
パリージョ（カスタネット）を用いて踊られることが多いですが、かつては酒場などで男女ペアで踊られる民族舞踊であった
とも言われています。ファンダンゴ・デ・アロスノ、ファンダンゴ・デ・バルベルデ、のように地名がついている曲種名の他、フ
ァンダンゴ・デ・レボージョのように歌い手の名前で区別している曲種もあります。
　20世紀半ばのファンダンゴの有名な唄い手は、ホセ・レボージョ、パコ・イシドロ、アントニオ・レンヘル、パコ・トロンホの4
人があげられます。

①ウエルバ（Huelva）
②アロスノ（Alosno）
③バルベルデ（Valverde del Camino）
④カラーニャ（Calañas）
⑤エル・セロ（El Cerro de Andévalo）
⑥アルモナステール（Almonaster la Real）
⑦サンタ・エウラリア（Santa Eulalia）

　私がマドリードの語学学校に通っていた
際、ウエルバには海と山以外は何も無いと
先生方が口を揃えて言っていました。しか
し、①ウエルバの東に位置するアルモンテ
から15km程南には巡礼で有名なエル・ロシ
オ村、⑥アルモナステールの北にはハモン・
セラーノで有名なハブーゴ村があります。

ウエルバ県の地図

① ファンダンゴ・ナトゥラルなどの自由リズムのリブレの曲の中にも、3拍子のリズムが内包されています。伴奏する際、唄い手の
呼吸を最大限に感じながらも、リズムをしっかり出す部分も必要です。

② ファンダンゴ・デ・ウエルバの代表的なコード進行は C-F-C-G7-C-F-E の7つだと説明しましたが、始めからCのコードは鳴らさ
ずにメロディが落ちるまでEで待っていてください。実際には7つの和音の間に経過和音を弾く場合も多いので、紹介しておき
ます。

　E→　G7-C-C7-F-G7-C-D7-G-G7-C-C7-F-Fdim-E

ワンポイント→ギター

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。2月10、24日、20：40～終電ぐらいまで

①

⑦
⑥

⑤
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③②
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コンパス（リズム）
　踊るときはソレアやアレグリアス同様12拍単位のことが多いので同じ12拍子と思いがちですが、頭にアクセントがある
セビジャーナスとおなじ3拍子のリズムです。そしてコンパスは必ず6拍を最小単位としています。ベルディアーレスのよ
うなアバンドラオのリズムと同じに考えて間違えありません。アバンドラオ（abandolaos）とは簡単に言うと、ベルディアー
レスやロンデーニャなど4分の3拍子でリズムがとれるファンダンゴ系の曲種のことです。机などを指でたたいて伴奏する
こともよくあります。

　1拍目と4拍目のアクセントに注意してください。軽快ですが急がないゆったりと心地よく、それでいてキレのあるコンパ
ス感を生み出しているのです。

　6拍目のパルマを括弧書きにしましたが、たたかなければ6拍子の特徴が強くなります。
　1拍目よりさらに4拍目にアクセントをつけると、ファンダンゴ・デ・ウエルバのノリが一層出てきます。
　ファンダンゴ・デ・ウエルバの歌部分はセビジャーナス同様、6拍子でリズムをとるとわかりやすいです。便宜上、1の代わ
りに12からカウントする場合もあります。
　上記のファンダンゴ・デ・ウエルバと同様、3拍子の1拍目にアクセントがある曲種は、Sevillanas、Villancico、Campanilleros 
などがあります。

踊りの構成例
　ファンダンゴ・デ・ウエルバの一般的な構成は下記の通りです。セビジャーナス同様、他の曲種に比べると分かりやすい構
成で、歌振りを間奏でつないだ形です。しかしセビジャーナスのように唄の数や長さが決まっているわけではありません。
締め歌はアップテンポで歌われることが多いので、その前に踊り手か唄い手がテンポを上げる必要があります。そして最後
は歌、踊り、ギターが同時に終わるのが一般的です。
　前奏-唄1-間奏-唄2-間奏-唄3～ジャマーダやスビーダなどでアップテンポにしてから締め唄

　12拍を1コンパスとした場合、ファンダンゴ・デ・ウエルバでは間奏が2コンパス、歌振りは6コンパスというパターンが多いです
が、特に決まっているわけではありません。また唄の数すら決まっているわけではないので、セビジャーナスの様に何番の振りとい
うように勘違いしないように注意してください。唄をよく聞いて、臨機応変に踊るようにしましょう。

ワンポイント→踊り

> > > >
①　２　３　④　５　６　｜　①　２　３　④　５　６

アクセントの位置
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基本的なパルマのたたき方
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次回はファンダンゴ・デ・ウエルバのシメ唄などを取り上げる予定です。お楽しみに。

唄の構造
　ファンダンゴ・デ・ウエルバはたいてい8音節5行詩で、1行を繰り返して6行で唄われます。アレグリアス同様、まず2行目
を唄った後に1行目から順に5行目まで唄います。これはファンダンゴ系すべてに共通していますが、1・3・5行目、2・4行目に
韻を踏むケースが多いです。海も山もあるウエルバなので、お国自慢や故郷賛美の唄がほとんどですが、そのほか人生訓の
歌詞も多々あります。

Fandangos de Alosno

　写真はレアル通りに面した建物で、角下の黒いものが鋼鉄で出来たアセロ。アロスノのファンダンゴは2行目のかわりに
1行目の最後の単語（Alosno）だけしか唄われないので、一つの単語だけだと全部で5コンパス半になってしまいます。踊り
伴唱の場合には、最初の一節のあとで6拍（半コンパス）空けて唄うと振りに合いやすいです。カマロンの録音もそうですが、
このタイプのファンダンゴはカネ（el cané）と呼ばれる合唱で唄われることが多いです。 C-F-C-G7-C-F-E

Fandangos de Valverde

アロスノと同じコード進行です。 C-F-C-G7-C-F-E

Fandangos de Almonaster

アロスノやバルベルデより、明るいコード進行になります。 A-E7-A(Am)-E7-A-F-E

Calle Real del Alosno アロスノのレアル通り
con sus esquinas de acero, 角にアセロ（鋼）が付いている
es la calle más bonita ここは一番美しい通り
que rondan los alosneros, アロスノの人たちが夜の散歩を楽しむ
Calle real del Alosno. アロスノのレアル通り
Camarón de la Isla、José Anillo

Valverde de mi consuelo バルベルデにいると落ち着く
Valverde de mi Valverde バルベルデ、私のバルベルデ
quien estuviera en Valverde, バルベルデに誰かいたとしても
y aunque durmiera en el suelo たとえ緑の松の木の
debajo de un pino verde. 下に眠ったとしても
José Anillo

Camino de Santa Eulalia　 サンタ・エウラリアに行く途中
una niña se perdió, 少女がいなくなってしまった
Virgen de la Candelaria, カンデラリアの聖母様
si me lo encontrara yo もしも私がその子を見つけたら
una salve te rezara. 聖母讃歌をお祈り致します
Paco Toronjo
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