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Tangos de Málaga

〜はじめに〜

日本でよく踊られるタンゴ・デ・マラガ（Tangos de Málaga）を取り上げます。ス
ペインでは踊られることの少ない曲種ですが、その音階や構成、レトラなどを理解して、間違いのない
曲作りや伴奏・伴唱が出来るよう、
幾つか注意点を確認して行きましょう。

タンゴ・デ・マラガ
タンゴ・デ・マラガとは文字通りマラガのタンゴという意味です。マラガは地中海に面する温暖な港街で、有名なリゾート
地コスタ・デル・ソル（太陽海岸）や画家パブロ・ピカソ（1881-1973）の出身地としても知られています。マラガのタンゴは、そ
の過ごしやすい気候からか、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曲調で歌われるものが
多いですが、
その他タンゴ・デル・ピジャージョやタンゴ・デ・ラ・レポンパなどいろいろなスタイルがあります。
しかしタンゴ・デ・マラガと言えばピジャージョを指すのが一般的です。またタンゴ・デ・マラガとして踊られる場合の歌
振り部分にもピジャージョが歌われることがほとんどなので、踊りが入る場合スペインでは、Tangos de Málaga bailable
（踊
り用のタンゴ・デ・マラガ）
や Tangos del Piyayo と呼ばれることが多いです。

タンゴ・デル・ピジャージョ
マラガ生まれのエル・ピジャージョ（1864-1940 本名 Rafael Flores Nieto）はヒターノの歌い手で、
キューバでの兵役後マラガで露天商をやりながら、ギター片手に流し歩いたと言われています。ち
なみに Piyayo とは、ごろつき・いたずらっ子という意味の芸名です。彼の歌うゆったりと哀愁のあ
る旋律にはキューバのグアヒーラの影響が感じられ、歌詞もグアヒーラ同様デシマ（10 行）で出来て
いるものもあります。
イスパボックス社 Magna Antologia に収録されているマラガ生まれの歌い手 Ángel de Alora
（1917-1992）のスタイル（Melchor de Marchena のギター伴奏）がピジャージョの歌い方に最も近い
とされているので、参考にして下さい。現在 Tangos del Piyayo や Cantes del Piyayo として歌われ
ている旋律は Antonio Mairena（1909-1983）や Perrate de Utrera（1915-1992）の歌い方がベースにな
っています。
ピジャージョのタンゴは長調と短調を行き来する旋律が特徴的ですが、そのゆったりとしたリズ
ムが踊りに相まって、
近年では曲全体がマイナーキー（短調）で歌われることが多くなっています。
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踊りの構成例
踊りの構成例
前奏→サリーダ→ジャマーダ→歌振り 1 →ファルセータ→エスコビージャ→歌振り 2 →タンゴ
ギター前奏の後、長調→短調という同主調で歌われるサリーダがあって、その後に踊りのジャマーダで止まります。そし
てギターで 1 コンパスゆっくりのテンポで振った後に、1 歌（タンゴと言うよりはティエントのようにゆっくりのテンポで踊
られます）
。
そしてファルセータ、エスコビージャ
（倍取りのリズム、8 月号参照）と続くパターンです。エスコビージャで盛り上がった
後はしっかり止まってから 2 歌。タンゴのリズムに変わってからの歌が Yo le dije Andalucía という歌詞で始まる場合、2 歌
は Estando de guardia un día から始まるレトラ（例④）を歌わないといけません。なぜなら内容がつながっているデシマの
歌詞だからです。
そしてさらに他のタンゴが 1 〜 2 曲歌われた後に踊り手がハケて終わります。ギターのファルセータが無い振付もありま
すので、ファルセータが欲しい場合は事前にギタリストへ伝えて下さい。エスコビージャの長さは特に決まっておりません
が、2 歌の後すぐタンゴになる場合は充分な長さが欲しいですね。また、
2 歌が Estando de guardia un día の場合は歌の後半
にテンポを上げて、Yo le dije Andalucía からタンゴのリズムに変わるパターンが一般的です。
その他エスコビージャを一度締めてから仕切り直して、踊り手きっかけでタンゴに移るものや、ギターのきっかけで始ま
るものなどいろいろなパターンがあります。タンゴ部分ではマラガと関係のないトゥリアーナ（セビージャ）の Tangos del
Titi が歌われることが多いです。それは地域よりも歌の音域や調整がピジャージョと同じだからだと言えます。

レトラ（歌振り）
歌振りが 2 個ないし 3 個ある場合、例①から④のどのレトラを先に歌うかなどの決まりはありませんが、ラルゴのレトラ例
④の前半部分だけを歌うことはありません。まずは 8 音節 4 行詩で出来ているレトラから見て行きましょう。2 行目の sabes
と 4 行目の cabales が韻を踏んでいます。

〈例①〉
El día que yo te coja

あなたが良く知っている人と

hablando con quien tú sabes,

話しているのを見た日には

te toca (el premio mayor de) la lotería

宝くじをあげよう

de los números cabales.

（特賞の）当たりくじを

Antonio Mairena
（1909-1983）、Chano Lobato（1927-2009）、María Vargas（1947- ）、José Anillo（1978- ）

ピジャージョはキューバでの兵役時代に投獄されていた経験があるかもしれません。それは下記の歌詞からも想像がつ
きます。ピジャージョがキューバで聞いた歌をタンゴのリズムに乗せることで出来上がったタンゴ・デル・ピジャージョの
節回しには、グアヒーラの他、暗い中に明るい旋律が見え隠れする囚われの身の歌カルセレーラスの節まわしも混ざり合っ
ていると言われています。

〈例②〉
Adiós, patio de la cárcel,

さようなら、牢獄の中庭よ

rincón de la barbería,

その床屋の片隅よ

que él que no tiene dinero

お金が無い者は

lo afeitan con agua fría.

冷たい水で髭を剃る

Antonio Mairena
（1909-1983）、Perrate de Utrera（1915-1992）、El Chato de la Isla（1926- 2006）、Roque Arroyo Jimenez
（1930-1998）
、
Manuel El Agujetas（1939- 2015）、María Vargas（1947- ）、José Anillo（1978- ）
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次はカマロンが"Quisiera volverme pulga"という曲の中で歌っている有名なピジャージョのスタイル。CDでは、パコ・デ・
ルシアが伴奏しています。

〈例③〉
Esta noche va a llover

今夜は雨になりそう

que tiene cerco la luna

月に雲の暈がかかっているから

mi pozo cogerá agua

私の井戸も潤うだろう

que no le queda ninguna

今は全く枯れてしまっているけど

Camarón de la Isla
（1950-1992）

次は長い10行詩（デシマ）
のレトラです。このレトラはゆっくりなテンポの歌振りからタンゴの速さに移る時に歌われます。

〈例④〉
Estando (yo) de guardia un día

警備隊をしていた時

en los montes de Ginés,

ヒネス山地で、

me dijo mi coronel

大佐が私に尋ねた

que adónde pertenecía.

君はどこの出身かと

Yo le dije, Andalucía,

私はアンダルシア出身だと答え、

de la quinta capital

第5番目の首都で

donde se derrama la sal,

それも粋さの溢れる街

de las mujeres graciosas

女性は愛嬌があって

y de los hombres valientes,

男たちは皆勇敢

barrio de la Trinidad.

（マラガの）トリニダー地区生まれだと

Antonio Mairena
（1909-1983）、La Cañeta de Málaga（1936-19）、El Chaqueta（1965-）

Tangos de Málaga
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タンゴ
タンゴ・デ・マラガのタンゴ部分は、その成立過程や地域的な関係性よりも旋律のキーの高さや調性が近いセビージャのタ
ンゴなどが歌われることが多いです。曲の長さも違うので、振り付けた歌を歌い手に事前に伝えた方がスムーズに練習がで
きます。

〈例⑤〉
Ya vienen bajando por las escaleras

階段から転がり落ちてくる

pimiento, tomate, orejones y breva

胡椒やトマト、アプリコット、イチジクが

pero dime qué motivo te he hecho yo

どうしてあなたはそんなことをするのか

pa que me tires la ropita a la calle

通りにいる私にあなたは服を投げつける

como a un picaro ladrón

泥棒や悪党のように

(ay le le le le ay le le le ay le le le le la)
Antonio Mairena
（1909-1983）、Esperanza Fernandez（1966-

）、José Anillo（1978-）

上記は Tangos del Titi（セビージャのタンゴ）
です。

〈例⑥〉
Ay, ay, ay

アイアイアイ

Qué ganas tengo que llegue

早く来ないかな

el mes de los caracoles,

カタツムリの出てくる月が

Pá comprarle a mi gitana

そうしたらヒターナの娘に買ってあげよう

unas botas de botones.

ボタンのついたブーツを

Antonio Mairena
（1909-1983）、Roque Arroyo Jimenez（1930- ）、Arcangel（1977- ）、José Anillo（1978- ）

この歌はテンポが速く明るい調性なので、
本来のタンゴ・デ・マラガです。

〈例⑦〉
Tú lo quitas y yo lo pongo

あなたはそれを脱ぎ去り、わたしが身につける

Cuando te alejas de mi

あなたがわたしのもとから立ち去るとき

Tú lo quitas y yo lo pongo,

あなたはそれを脱ぎ去り、わたしが身につける

Ay le le le Ay le le le,

レレレレラ〜

ay le le le La
Esperanza Fernandez（1966-

）、Miguel Poveda（1973- ）、José Anillo（1978- ）

この曲（Tangos del Titi）
の後にハケ歌が続くことが多いです。

次回はカディスやグラナダなどのタンゴを取り上げます。お楽しみに！

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。10 月 12、26 日、20：40 〜終電ぐらいまで
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