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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第２号 
京都外国語大学外国語学部スペイン語学科編 

 

本誌はスペイン語とスペイン語圏の文化・社会・歴史の専門家が、スペイン語を学ぶ高校生や大学生に向

けたアカデミック情報誌です。 

 

スペイン語圏の世界遺産：A～D の歴史的都市はそれぞれどこの国にありますか?（答えは8 頁） 

 

 

(A) クスコ市街 

 

 

(C) 古都グアナフアトと近隣の銀鉱群 

 

(B) 古都トレド 

 

 

(D) サラマンカ旧市街 
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ベラスケスが描いた 

マルガリータ王女の肖像画 

 

みなさんは、下の絵（図１）を見たことがありますか？ 名

画中の名画と称される「Las meninas ラス・メニーナス（女

官たち）」。美術の教科書でもおなじみの作品です。  

図１：「ラス・メニーナス」（プラド美術館蔵） 

 

この絵は、スペインの首都マドリードにあるプラド美術館

に展示されており、スペインの至宝とも言える作品です。 

画面左の大きなキャンバスに向かっているのが、この絵を

描いたディエゴ・ベラスケス（1599-1660）です。ベラスケス

は 1623 年に国王フェリペ 4 世（1605-1665）の肖像画を描い

てから、死ぬまで宮廷画家の地位にありました。宮廷画家と

は当時の画家ならだれもが目指す最高の名誉でした。なぜな

ら、当時の宮廷画家の仕事は国王の肖像画を描くだけでなく、

国王の身の回りの世話係として、朝から晩まで国王のそばに

いるという大変重要な役目を負った役人だったからです。ベ

ラスケスは画家として有名ですが、残した作品の数は少なく、

スペイン王室コレクションがもとになったプラド美術館に

もわずか 30 点ほどしか残っていません。（現在、わかってい

る作品数は 120 点ほどです。） 

さて、この絵は、ベラスケスが国王フェリペ 4 世と王妃の

肖像画を描いているところへ、マルガリータ王女（1651-1673）

が遊びに来たワンシーンを切り取ったところが描かれてい

ると言われています。肝心の国王夫妻は、王女の後ろの鏡に

映ったように、あるいはすでに壁にかけられた肖像画として

確認できます。 

でも、この絵は本当に国王夫妻の肖像画と言えるのでしょ

うか。だとしたら、なぜ「女官たち」というタイトルがつい

ているのでしょうか？ちょっとおかしいと思いませんか？ 

では、次の絵（図２）を見てください。これはベラスケス

が描いたマルガリータ王女の肖像画で、「ラス・メニーナス」

と同じ 1656 年に描かれたものです。 

 

図２：マルガリータ王女の肖像（ウィーン美術館蔵） 

 

２つの絵では髪型やドレスが少し違いますが、5 歳の王女

の姿を写しています。こちらの肖像画を「ラス・メニーナス」

の絵の中に入れてみると、ちょうど画家ベラスケスの方を向

いていますね。むしろ、「ラス・メニーナス」では、国王夫妻

に向かって振り向いている王女の姿を描いているのだと思

いませんか？いわば、肖像画のオフショットが「ラス・メニ

ーナス」だと私は思うのです。 

考えてみてください。5 歳の子どもが絵のモデルとして何

日も何時間もポーズをとってじっとしていることなんて無

理な話です。だから、王女の周りには、世話係の女官や大好

きな犬や遊び友達がいて、王女の機嫌をとっているのでしょ

う。それに、王女を生まれた時から見ているベラスケスにと

っては、髪形やドレスをより豪華に描くことなど朝飯前だっ

たはずです。このマルガリータ王女の肖像画は、ウィーンに

送られました。なぜでしょう？ 
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実は、ウィーンにはマルガリータ王女の婚約者がいたから

です。5 歳にしてマルガリータには結婚相手が決まっていた

のでした。その相手は 11 歳年上の神聖ローマ帝国皇帝レオ

ポルド 1 世で、母方の従兄でした。つまり、政略結婚であり、

近親結婚です。こうした結婚は当時珍しくなかったのです。

スペインも神聖ローマ帝国も同じハプスブルグ朝が治めて

いたため、マルガリータ王女の結婚によって２つの国は強固

な関係を築くことになりました。しかも、当時の記録に証拠

があります。ベラスケスと同時代の画家で、ベラスケスの伝

記を書いたアントニオ・パロミーナという人物が、この「ラ

ス・メニーナス」について、神聖ローマ帝国皇后の幼い頃の

肖像であるというメモを残しているのです。 

この結婚が生まれた頃からの約束であったことを示すも

う１枚の肖像画が次の絵（図３）です。これも、神聖ローマ

帝国の宮廷があったウィーンに送られました。王女が 3 歳の

姿をベラスケスが描いたものです。 

図３：マルガリータ王女の肖像（ウィーン美術館蔵） 

 

さて、マルガリータは 9 歳のときに神聖ローマ帝国皇帝レ

オポルド 1 世と結婚します。といっても実際には、幼い王女

抜きで、代理結婚式というものが執り行われました。大国同

士の婚儀なので、一方の王族が結婚式に出席するために揃っ

て国を留守にするわけにはいきません。それに乗じて、国に

攻められて、乗っ取られてしまう可能性があるからです。そ

こで、スペイン側は代理人をウィーンに送ったのです。 

図４は、結婚のために、ベラスケスが 8 歳のマルガリータ

を描き、皇帝のもとに送ったものです。けれども、レオポル

ド 1 世はこの絵が気に入らず、神聖ローマ帝国の画家に別の

肖像画を用意させたそうです。 

この作品は「青いマルガリータ」とも呼ばれます。青は、

ラピスラズリという石から採れる顔料で、当時では大変貴重

なものでした。宮廷画家のベラスケスだからこそ入手できた

色で、ベラスケス・ブルーとも言われます。こんな高価な色

で描いたと王女の肖像画の価値に理解を示さなかった皇帝

はひどいですね。 

図４：マルガリータ王女の肖像（ウィーン美術館蔵） 

 

当時、王族の絵には赤を使うのが一般的であったようです。

マルガリータの青い肖像画を除いては、作品の中に赤いじゅ

うたんや赤いカーテンが描かれています。これは、王族であ

ることを表しています（図 2、図 3、図５）。白いレースも位

が高いことを示しています（図５）。 

実際にマルガリータがウィーンへ輿
こし

入れしたのは、1666

年、15 歳のときでした。前年に大好きな父王を失くしたばか

りで、その深い悲しみの中にいる姿を描いた画家が、ベラス

ケス亡き後を継いだ甥フアン・バウティスタ・マルティネス・

デ・マルソ（1611-1667）でした（図５）。このマルティネス・

デ・マルソの作風はベラスケスを忠実に継承しているので、

図５も死んだはずのベラスケスの作品と間違って紹介され

ることもあるほどです。それにしても、「ラス・メニーナス」

の頃から比べると別人のようですね。14 歳にして王族として
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の風格が漂っています。 

図５：マルガリータ王女の肖像（プラド美術館蔵） 

 

さて、異国へ嫁いだ王女の運命はいかに？レオポルド１世

との結婚生活は短く、6 年間でした。マルガリータは第６子

の出産後に亡くなってしまいます。21 歳でした。 

その後、スペインは王朝が交代し、ハプスブルグ朝からブ

ルボン朝へと変わります。両家の王室コレクションを集めて、

1819 年にプラド美術館が開館。あの「ラス・メニーナス」は

当時「フェリペ 4 世の家族の肖像」と呼ばれていました。名

称が変わったのは、1843 年。当時のプラド美術館館長の息子

がカタログ整理の際に使った名称「ラス・メニーナス」がそ

のまま残ったということです。 

皇后となったマルガリータの肖像画は神聖ローマ帝国で

も描かれています。そのお話はいずれまた。 

立岩 礼子（たていわ れいこ／歴史学） 

スペイン語のことわざ 

 

A mal tiempo, buena cara 

悪い時には良い顔を 

→笑う門には福来る 

スペインとポルトガルは 

もはや二つの国ではない!? 

 

私はバルセロナ出身の社会学者です。社会学とは、簡単に

言えば、統計などの実証的なデータに基づいて、現代社会の

様々な事象や問題点を調査する学問分野です。その社会学の

観点からスペインの日常の一端を紹介したいと思います。 

もし海外に行ったことがある人なら、このような経験があ

るでしょう。出国するために入国管理官にパスポートを見せ、

行き先の国で入国するためにもう一回見せます。しかも、入

国管理官によるパスポートのチェックは厳しく、入国許可を

もらうまでに少し緊張しながら待たされることになります。

その上、税関の審査もあって、荷物を調べられることもしば

しばあります。さらに、行き先の国によっては、旅行する前

にビザを取っておく必要があるかもしれません（ビザは「査

証」とも言われ、入国許可証のようなものです）。国境を越え

るためのこうした面倒な手続きがなければどれほど良いこ

とか…、誰もがそのように思うのではないでしょうか。 

ところが、ヨーロッパ連合（EU）はこれを現実のものとし

ました。1992 年、EU 内の国境を越える手続きをなくし、国

と国の間を誰もが自由に行き来できるようにしたのです。そ

して、ヨーロッパ人が EU の中であればどこででも暮らせる

ように新たな法律を作りました。このおかげで、今では自分

の国の中にいるような感覚で、他国での旅行や買い物ができ

ます。他国への移住や就職も自由です。もはや目に見える国

境はないに等しくなりました。この EU の動きから、「スペイ

ンとポルトガルはもはや二つの国だと言えないのでは？」と

いう疑問について、ここで少し考えてみたいと思います。 

イベリア半島には国が二つあります。それはスペインとポ

ルトガルです。ポルトガルはイベリア半島の西側にあり、ポ

ルトガルとスペインの間に長い国境線があります。イベリア

半島の北西部にミーニョ川（Río Miño）という川が流れてい

ます。この川より北がスペインのガリシア州（Galicia）と呼

ばれる地域で、川の南がポルトガル北部地方（Norte de 

Portugal）です（図 1）。 
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図 1：スペインのガリシア州とポルトガル北部地方 

出所：ガリシア・ポルトガル北部地方クロスボーダーヨーロッパ雇用 

サービス（EURES）https://www.eures-norteportugal-galicia.org/ 

 

ミーニョ川の北岸にトゥイ(Tui)というガリシア州の町

（写真 1）があり、南岸にはヴァレンサ(Valença)というポル

トガル北部地方の町があります（写真 2）。近いので両側から

お互いの町を眺めることができ、ミーニョ川両岸を結ぶ橋を

数分歩いて渡るだけで、スペインとポルトガルを行き来でき

ます。 

 

写真 1：ヴァレンサ（ポルトガル）からトゥイ（スペイン）の眺め 

 

写真 2：トゥイ（スペイン）からヴァレンサ（ポルトガル）の眺め 

実は私もこの橋を歩いて渡ったことがあり、そのとき「ポ

ルトガル(Portugal)」と書いてある看板を見て、「あれ？もう

ポルトガルに入ったのか！」と驚きました。国境を渡るとき、

パスポート審査や入管はもちろん、国境バリアも国旗もあり

ませんので、スペインからポルトガルに入ったことに気がつ

かなかったのです（写真 3、4）。まるで一つの国の中を移動

しただけのようで、「県境を越えたような感覚」と言えば分か

ってもらえるでしょうか。 

 

写真 3：スペインからポルトガル（ヴァレンサ）に入る道路 

 

 

写真 4：ポルトガルからスペイン（トゥイ）に入る道路 

 

トゥイやヴァレンサのようなスペイン・ポルトガル国境近

くの町に住みながら国境を渡って通勤する人も少なくあり

ません。EU のデータ（“2018 Annual Report on Intra-EU 

Labour Mobility”）によりますと、2017 年時点でポルトガル

に住みながらスペインに通勤している人は 6 千人、スペイン

に住みながらポルトガルに通勤している人は 3 千人もいるそ

うです。国境付近に住んでいる人々にとっては、わざわざ自



6 

 

国の遠い町に引っ越して就職するより、故郷に住み続けなが

ら異国の近い町に国境を渡って通勤するほうが便利です。こ

れが制度化されたので、毎日国境を越えて通勤することが可

能になりました。なお、スペインに住んで働いているポルト

ガル人は 6 万 8 千人、ポルトガルに住んで働いているスペイ

ン人は 5 千人もいます。 

労働者だけでなく、多くの大学生も自分の国ではない EU

の国で勉強しています。例えば 2017 年の統計では、スペイ

ンの大学で勉強するポルトガル人留学生は 1,670 人で、ポル

トガルの大学で勉強するスペイン人留学生は 965 人となって

います。EU のいろいろな国で留学できるように、また将来

いろいろな国で働けるように、EU の高校生の半分以上は外

国語を 2 か国語以上勉強しているそうです（“Eurostat”のデ

ータより）。 

「スペインとポルトガルはもはや二つの国ではない」と言

うのは大げさに聞こえますが、目に見える国境がなくなった

ことで、ポルトガル人もスペイン人もイベリア半島内ならど

こからどこへでも簡単に移動できるようになったのは確か

です。その結果、どこの大学で勉強するか、どの町に就職す

るか、そしてどの場所に移住するかを誰もが以前よりさらに

自由に選べるようになりました。 

みなさんもいつかスペインやポルトガルを訪れるチャン

スがあれば、是非この「自由な国境越え」を体験してみては

いかがでしょうか。 

Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

 

似ている？ 似ていない？ 

～英単語とスペイン単語～ 

 

スペイン語を学習中のみなさんは、もうどれくらいの単語

を覚えたでしょうか？外国語学習において単語の暗記はた

しかに骨の折れる作業です。ところがスペイン語の場合、す

でに知っている英単語とそっくりな単語もたくさん出てき

ますね。たとえば clase, familia, tren, fruta といった単語を見

かけても、多くの人は「英語の class, family, train, fruit のこ

とだろう」と直感的に理解できるのではないでしょうか。な

かには animal, hospital, color, taxi のように意味とつづりが英

語もスペイン語もまったく同じ単語さえあります（ただし、

発音は同じではないので注意してください）。面白いのは、ス

economía－英 economy 「経済」、ス cultura－英 culture「文

化」、ス ciencia－英 science「科学」、ス problema－英 problem

「問題」、ス nación—英 nation「国家」のように抽象的な意

味の単語ほど英語と似たものが多いことです。互いに似てい

る理由は語源が同じだからで、ここまで例として挙げたスペ

イン語と英語の単語ペアはいずれもラテン語（またはギリシ

ャ語）に由来しています。とはいえ、気をつけてください。

語源を同じくする単語ペアは必ず意味も同じであるとは限

らないという落とし穴があるからです。たとえばスペイン語

の idioma, plaza, éxito という語形を見て、どの英単語を連想

しますか？もしかしたら idiom「熟語」、place「場所」、exit

「出口」でしょうか？たしかに語源は同じです。ところが意

味が違っていて、スペイン語の idioma は「言語／国語」、plaza

は「広場」、éxito は「成功」です（「熟語」、「場所」、「出口」

をそれぞれスペイン語で何というかはまた調べておいてく

ださい）。 

みなさんの多くは、ふだんスペイン語よりも英語に多くの

学習時間を費やされていることと推察します。そのため、み

なさんにとっては、economía「経済」や cultura「文化」とい

った抽象的な意味の単語のほうが、英語から類推しやすい分

だけ覚えやすいのではないでしょうか。反対に、英語からの

類推が効かない基礎的な意味の単語のほうがかえって暗記

に労力を要するのではないでしょうか。たとえば「海」のこ

とを英語では sea ですが、スペイン語は mar です。「手」なら

英語が hand で、スペイン語は mano とまったくの別物です。

これらが全然似ていない理由は語源が異なるためです。スペ

イン語の mar や mano は親言語であるラテン語から来てい

るのに対して、英語の sea や hand はゲルマン系の単語です。 

しかし、ここでもう少し視野を広げて英語を見直してみま

しょう。sea「海」という名詞ではなく、「海の」を意味する

形容詞を英語で何というかご存じですか？そういえば、みな

さんは「マリン・スポーツ」（marine sports）という言い方を

耳にしたことはありませんか？そうです。ヨットやサーフィ

ンのように海上で行うスポーツのことですね。この marine が

「海の」を表す形容詞です（たとえば「海洋植物」のことを
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marine plants といいます）。この英語形容詞 marine をスペイ

ン語名詞の mar「海」と比べてみたら…？ 

次に、hand「手」という名詞ではなく「手(動)の」という

意味の形容詞を考えてみてください。ヒントは automatic「自

動の」の反対語です。答えは manual ですね。この英語形容

詞 manual をスペイン語名詞の mano「手」と比べてみたら

…？ 

ついでに英語の marine と manual に相当するスペイン語

の形容詞も掲げて、比較表にしてみます。 

 

 名詞 形容詞 

英語 sea「海」 marine「海の」 

スペイン語 mar「海」 marino「海の」 

英語 hand「手」 manual「手(動)の」 

スペイン語 mano「手」 manual「手(動)の」 

赤色がゲルマン系語彙；青色がラテン系語彙 

  

形容詞のほうは英語とスペイン語が同じ、またはほぼ同じ

つづりですね。いずれも由来はラテン語です。このような形

で英語とスペイン語を比べてみると、スペイン語は名詞も形

容詞も同じラテン系であるのに対し、英語は名詞と形容詞で

由来が異なっているために、語形に共通点がないのだと一目

でわかります。もし英語が得意な人で、すでに marine や

manual という形容詞を知っているのであれば、スペイン語の

mar や mano を覚えるのは比較的容易だと思います。あるい

は、仮に英語の marine や manual を知らなくとも、スペイン

語の mar や mano と出合ったことで、これから英語の語彙を

増やしていくことにスペイン語が役立つかもしれません。こ

のように英語とスペイン語を関連づけることで学習効率が

良くなるばかりか、二言語を学習すること自体が楽しくなり

ます。 

スペイン語の基礎単語と英語のややハイレベルな意味の

単語とに共通項が見出される他の例として、スペイン語の

libro「本」と英語の library「図書館」（book はゲルマン系）、

スペイン語の año「年」と英語の annual「例年の」（year はゲ

ルマン系）、スペイン語の vender「売る」と英語の vending 

machine「自動販売機」（sell はゲルマン系）など多数があり

ます。みなさんも、これらと類似のケースをいくつか見つけ

出してみてはいかがでしょうか。 

岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

【読書案内】『プラテーロとわたし』 

 

フアン=ラモン=ヒメネス著、伊藤武好／伊藤百合子［訳］ 

理論社、2011 年、全 309 頁 

 

 スペイン・アンダルシア出身のノーベル賞詩人が贈る散文

で書かれた抒情詩。作者が愛驢馬
ろ ば

プラテーロに語りかける形

式で進行するこの名作は、どの頁を読んでも心が温まる。 

 

 

CRUCIGRAMA 1(創刊号)の解答 

G U S T A  E 

R  E  D A N 

A M I G O  S 

C A S A R S E 

I R  L A  Ñ 

A Z U L  Y A 

S O N O R O S 

A～Fの答え：MAÑANA「明日、午前」 
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CRUCIGRAMA 2 

1 マスに大文字 1 字を記入してください。CH, LL, RR は 2

文字扱いです。アクセントつきの母音（Á, É, Í, Ó, Ú）とアク

セントなしの母音は別の文字とします。二重線の A～I を並

べ替えてできたスペイン語単語を当ててください（答えは次

号）。                （出題／岡本信照） 

1 

 

2 3  

E 

4  

H 

5 

6 

 

 

A 

      

7 

 

  8  

D 

9 

 

 

10    

 

 11 12 

 

C 

  

I 

 13 

 

     

 

14 

 

15 

B 

  

F 

   

16 

 

   17  

G 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. montar a __________「馬に乗る」 

2. Tú __________ a los niños.「君は子供たちを愛している。」 

3. Hay una __________ sobre la mesa.「食卓の上にオレンジが

一つある。」 

4. José ha __________ ya. 「ホセはもう行った。」（現在完了） 

5. No hablo _________ italiano __________ francés.「私はイタ

リア語もフランス語も話さない。」 

8. スペイン語では「セデー」[θedé]と発音する。 

9. este – oeste – norte – ________ 

12.No hay ________ de particular.「特に変わったことは何も

ない。」 

13. ¿Quién es ______ chica?「そこの女の子は誰？」 

15. ¿Puedes mostrarme __________ mapa?「その地図を見せ

てくれる？」 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Vamos a cantar una __________ mexicana.「メキシコの歌

を歌おう。」 

6. Ella es __________ de casa.「彼女は主婦だ。」 

7. Hay muchos __________ en el puerto.「港にたくさんの船

がある。」 

10. ________ la carne.「（君たち）肉を焼いてよ。」（2 人称複

数の命令形） 

11. Tengo ________ problema.「私には一つ問題がある。」 

13. Cuando yo __________ pequeño, jugaba contigo.「私が小

さかった頃は、よく君と遊んだものだ。」 

14. La estación está muy ________ de aquí.「駅はここからと

ても遠くにある。」 

16. __________ de frío とは「寒波」のこと。 

17. Ella __________ al perro a un árbol.「彼女は犬を木にくく

りつける。」（「結ぶ」という動詞の直説法現在 3 人称単数） 

A～I を並べると? 

A 

 

B C D E F G H I 

 

―写真（1頁）の世界遺産のある国：答え― 

(A)ペルー (B)スペイン (C)メキシコ (D)スペイン 

 

今回の記事執筆者（掲載順） 

立岩礼子（京都外国語大学教授） 

ユイス・バユス・カンパ（京都外国語大学准教授） 

岡本信照（京都外国語大学教授） 
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