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スペイン・ラテンアメリカ通信 

第３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 は首都の旧市街が世界遺産に指定されているラテンアメリカの都市です。

それぞれどこの国にありますか?（答えは8 頁） 

 

 

(A) キト旧市街 

 

 

(C) オールド・ハバナとその要塞群 

 

(B) リマ歴史地区 

 

 

(D) サントドミンゴ植民都市 
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ダリとディズニー： 

二人の天才の出会い 

 

私がマドリードの大学で勉強していたときのお気に入り

の科目は芸術史でした。当時の私はまさか自分が日本で暮ら

すことになるとは思ってなく、ましてや日本人の大学生に同

じ科目を教えることができるなんて想像さえしていません

でした。私が勤務する京都外国語大学では 2 年次生から「ス

ペイン芸術史」を受講することができます。私は初回授業で

学生のみなさんにスペイン芸術についてどのような興味が

あるか、具体的にどのようなことを知っているかを必ず尋ね

るようにしています。すると、ほとんどの学生が「知ってい

る」と答えるスペイン人画家が一人います。それがダリです。 

サルバドール・ダリ(1904-1989)といえば、シュルレアリ

ズム運動を推し進めた代表的な画家の一人です。その芸術ス

タイルは独特なので、一度見たら忘れることができません。

ダリのいちばん有名な絵画といえば「記憶の固執」（1931）で

はないでしょうか（図 1）。シュルレアリズムとは何なのかを

明解に示す好例だと思います。 

シュルレアリズム（=超現実主義ともいいます）とは、私

たちが目で見ている現実ではなく、夢の中に出てきたものを

表す芸術スタイルだと思ってください。ダリはこの絵をたっ

たの 5 時間で描き上げたそうです。体調があまり良くなかっ

たために奥さんと映画に行くことができなかったある日の

午後のことでした。ダリはとにかく仕事が速かったようです。

みなさんはチュッパチャプスの有名なロゴマークをご存知

ですね（図 2）。このロゴを考案したのも

ダリです。彼はチュッパチャプスの会社

のオーナーとコーヒーを飲みながら、何

と 1 時間もかからないうちにこれをデ 

図 2：チュッパ  ザインしたほどです。サルバドール・ダ 

チャプスのロゴ   リは絵画だけではなく、写真、イラスト、

彫刻、デザイン、映画なども手掛けています。映画製作者と

して、ルイス・ブニュエルやアルフレド・ヒッチコックのよ

うな著名な監督に協力したこともありました。でも、多くの

人が知らない事実があります。それは、8 カ月もの間、ウォ

ルト・ディズニーと映画スタジオで一緒に仕事をしていたこ

とです（写真 1）。 

 

 

ウォルト・ディズニーとサルバドール・ダリはハリウッド

で催されたあるパーティーの席上で知り合い、意気投合しま

した。二人が仲良しになれたのは不思議でもなんでもありま

せん。たしかにお互いの個性は全然違っていましたが、ウォ

ルト・ディズニーはもともとシュルレアリズムにすごく興味

があったからでした。現にディズニー映画の中には、このシ

ュルレアリズム運動の影響がはっきり見られるものがいく

つかあるのです。たとえば、『不思議の国のアリス』、『ファン

タジア』、『ダンボ』などがそうです。みなさんの中には、酔

っ払ったダンボがあちこちにピンク色の象がいると錯覚し

始めたシーンを覚えている人もいるのではないでしょうか。

このシーンこそシュルレアリズムそのものです。ディズニー

と ダリ が知り 合っ て間も なく、 二人 は『デ ステ ィー ノ

(Destino)』（スペイン語で「運命」という意味です）という

タイトルの短編アニメーションを共同制作しようと決めま

図 1：記憶の固執 (ニューヨーク近代美術館所蔵) 

写真 1：ウォルト・ディズニー（左）とサルバドール・ダリ（右） 
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した。ダリのアイデアはこうでした。ある一つのものを表す

映像が少しずつ歪んでいき、最後は別のものに見えるように

しようというものです。制作に 8 カ月も費やしたのですが、

担当の映画会社に深刻な経済的問題が起こり、二人のプロジ

ェクトを中止にすることが重役会議で決まってしまいまし

た（この時代は第二次世界大戦が終わったばかりの頃で、

人々はアニメーション映画に興味を示す余裕がまだなかっ

たのです）。残念ながら、せっかくのプロジェクトは失敗に終

わりましたが、二人の芸術家の友情が途絶えることはなく、

この友情は 1966 年にウォルト・ディズニーが亡くなるまで

続きました。 

2003 年、ウォルト・ディズニーの甥にあたるロイ・E・デ

ィズニーがある倉庫の中でダリが作ったこの作品を見つけ、

是非このプロジェクトを完成させようと決めたのでした。そ

の結果完成したのが『デスティーノ：二人の天才の出会い』 

と題する短編映画で、2003 年の 

アカデミー賞にノミネートさ 

れました。わずか 6 分の映画な 

のですが、まるでマジックを見 

ているかのようです。You Tube 

で全編を見ることができ、QR 

Destino. El encuentro       コードからもリンクにアクセス 

de dos grandes genios.     可能です。是非、堪能してみて 

                ください！ 

Gisele Fernández Lázaro 

       （ヒセレ・フェルナンデス・ラサロ／言語教育） 

 

なぜブラジルはポルトガル語？ 

 

 「スペイン語を学ぼうと思った動機は何ですか？」— 私は

学生諸君に機会あるごとにこのような質問をよくします。す

ると多くの人がこう答えます「それはスペイン語話者が多い

からです」。さて、みなさんならどう答えますか？ 

 ここで「話者数が多い」という点をもう少し掘り下げてみ

ましょう。ふだんスペイン語で生活している人の数、つまり

スペイン語母語話者数は現在 4 億 7 千万以上と推定されてい

ます。この数値は英語母語話者数を上回ります。さらには、

第二言語としてスペイン語を話せる人が世界中におよそ 1 億

人近くいるそうですから、地球上にはスペイン語を操れる人

が少なくとも 5 億 7 千万人は存在することになります。これ

は地球人口の 8%弱に相当し、これがスペイン語のシェア率

ということになります。「えっ!? たったの 8%?」などと考え

てはいけません。地球上に存在する言語が 5,000 種とも 6,000

種とも言われるなかで、地球人の 100 人中 8 人がスペイン語

話者だというのはものすごく高い割合なのです。ちなみに話

者数 1 億 2 千万の日本語の場合、シェア率は 1.6%です。ス

ペイン語話者数が多い最大の理由はラテンアメリカ 18 か国

の公用語だからであり、そのラテンアメリカ諸国の多くが元

はスペインの植民地だったことに尽きます。1492 年にコロン

ブスが新大陸に到達したのが事の始まりでした。 

 ところで、コロンブスなる人物はどこの出身なのでしょ

う？それはイタリアのジェノバです。それなら、なぜイタリ

ア人のコロンブスがアメリカを発見した瞬間、そこがスペイ

ン領になったのでしょう？それはコロンブスの大事業に出

資したのが当時のスペイン王室だったからです。つまりスペ

インはコロンブスのスポンサーだったわけですね。だから、

コロンブスが発見した土地はスペインに帰属することにな

っていたのです。これが、現在のラテンアメリカ諸国の多く

がスペイン語圏となった発端です（もともとコロンブスが目

指したのはアジアで、主に貴金属や香辛料を探しに行くため

でした。当時香辛料には高値がついたからです。コロンブス

にとってアメリカ大陸発見は想定外のことでした）。 

 さて、ここからようやく本題です。アメリカ大陸の領有権

が当時のスペインにあったのなら、なぜ現在のブラジルでは

ポルトガル語が話されているのでしょう？言い換えれば、な

ぜ南米の中でブラジルはスペイン語の国にならなかったの

でしょう？ 

 貴金属と香辛料を求めてアジアへ向かったのはスペイン

だけでなくポルトガルもそうでした。ただし、ポルトガルは

大西洋横断ではなく、アフリカの沿岸を伝って南下し、イン

ド洋を渡ってアジアに達するルートを開拓していました。イ

ベリア半島の両国はアジア進出を目論む大航海時代におい

てライバル関係にありました。1492 年にコロンブスが新大陸

を発見したことにより、今後開拓が進むにつれ、両国とも未
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知の土地をどんどん発見していく可能性が高まっていきま

す。すると両国間で土地の領有をめぐる争いがいつ起こって

も不思議ではありません。そこで、スペインとポルトガル両

国はこんな取り決めをしました。大西洋のほぼ真ん中（当時

はまだ経度の測量が不正確で、大西洋の本当の真ん中が把握

されていた訳ではありませんでした）に縦線を引き、新しく

発見された土地については分割線の右側つまり東側をポル

トガル領とし、左側つまり西側をスペイン領とする― 簡単

に言えば、これが取り決めの内容です。まるでスイカを半分

に切るみたいに地球を真っ二つに切り分け、スペインとポル

トガルの 2 国で分け合おうとしたのです。この条約は当時の

ローマ教皇立ち合いのもと、スペインのトルデシリャスとい

う町で交わされたことから「トルデシリャス条約」といいま

す。コロンブスによる発見の 2 年後、1494 年のことでした。 

 さて、ここでポルトガルに目を向けてみましょう。ポルト

ガルの航海者バスコ・ダ・ガマは、船でインドにたどり着け

る東廻りの航路を 1498 年に発見しました。その 2 年後の

1500 年、インドへ派遣を命じられたカブラルという航海者が

途中で現在のブラジルを発見します。時化
し け

に遭って偶然流さ

れた結果たどり着いたと言われていますが、実際のところは

判然としていません。すでに南米大陸の広がりは予測されて

おり、カブラルはその存在を確認するために意図して立ち寄

ったのだという説もあります。さて、このポルトガル人カブ

ラルが到達した土地は一体誰のものになるのか？ここで重

要になってくるのが先ほどのトルデシリャス条約です。しか

し、この条約がとり交わされた 1494 年は、まだ北半球しか

視野にありませんでした。当初は大西洋のほぼ真ん中だと思

われていた東西分割線を南半球にまで伸ばしてみると… 

 

 

分割線（青線）の左がスペイン領、右がポルトガル領 

カブラルが到達した土地は南米大陸右側の最も突き出た

部分のやや下あたり、正確には現在のバイーア州ポルト・セ

グーロという町のあるところでした（世界地図で位置を確か

めてくださいね）。ということは、東西分割線の右側（東側）

になります。ブラジルの領有権がポルトガルになった理由が

もうこれで明らかですね。こうしてポルトガル人は南米大陸

の一部を手に入れたのです。ただし、現在の広大なブラジル

領は、ずっと後になってから領土が西へ拡大された結果です。 

とはいえ、ブラジルにはお目当ての香辛料が見つからなか

ったことから、最初、ポルトガル人は南米大陸にあまり魅力

を感じていなかったようです。そのブラジルで 17 世紀末に

なって金鉱脈やダイヤモンドが発見されました。これを境に

ブラジルの人口が急増し、今や人口 2 億を擁する大国に成長

しました。その結果、現在のポルトガル語は話者人口で世界

第 6 位を占める大言語となっています。 

岡本 信照（おかもと しんしょう／スペイン語史） 

 

クイズ ： 日本にもサグラダファミリアが!? 

 

スペインのバルセロナを代表する建築といえば、やはりサ

グラダファミリア大聖堂（Sagrada Família）。みなさんもこの

映像を見たことがあると思います。サグラダファミリアを設

計した建築家の名前、アントニ・ガウディ（Antoni Gaudí）

も聞いたことがあるでしょう。さて、ここでクイズです！ 

Q：以下の 4 枚の写真のうち 2 枚はサグラダファミリア

の一部です。1 枚はガウディの設計した建造物の一部です

が、あとの 1 枚はガウディが設計した建造物ではありま

せん。写真をよく見て考えてみましょう。 

 

写真 1 
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写真 2 

 

写真 3 

 

写真 4 

 

当てはまる場所に○を書きましょう 

 
サグラダ 

ファミリア 

サグラダファミ

リアではない 

ガウディの建物 

ガウディの 

設計ではない 

建物 

写真１    

写真２    

写真３    

写真４    

いかがですか？少し難しいですか？ ではヒントを出しまし

ょう。以下の文書を読んで正解を探し出してみてください。 

アントニ・ガウディ(1852-1926)は、19 世紀の 60 年代か

ら亡くなる日の 1926 年 6 月 10 日までバルセロナを中心に

教会、公園、集合住宅などを設計した建築家です。その多く

は世界遺産として登録されています。世界中で一番知られて

いるガウディの建物はサグラダファミリア大聖堂です。サグ

ラダファミリアの工事は 1882 年に始まり、完成するのは

2026 年になるそうです。ガウディの建築の特徴の一つは、自

然の姿を真似することです。例えば、サグラダファミリアの

中の柱と天井は石のヤシの木の森になっています（写真 4）。

また、カザ・ミラ（Casa Milà）という名前の集合住宅（写真

7）は、バルセロナの近くあるモンセラート（Montserrat）と

いう岩山の形を模倣したもので、この建物の屋上にある塔は

カタツムリのような形に見えます（写真１）。 

ところが、日本にサグラダファミリアのデサインに触発さ

れた教会があります。その教会は長崎市にある聖フィリッポ

西坂教会です。サグラダファミリアの塔（写真３）と聖フィ

リッポ西坂教会の塔（写真２）、サグラダファミリアの全体の

姿（写真６）と聖フィリッポ西坂教会の全体の姿（写真５）

を比べて見るとかなり似ていると言えます。実際、私がこの

教会を初めて見たとき、私はガウディが日本に第二のサグラ

ダファミリアを建てたのではないかと錯覚してしまったほ

どです。しかし、ガウディは日本に来たことがなく、日本で

建物を建てたこともありません。もちろん、日本にサグラダ

ファミリアはありません。聖フィリッポ西坂教会は 1962 年

に建てられ、その設計者は今井兼次(1895-1987)という建築

家です。彼はヨーロッパを訪問し、ガウディの建築に出合い

ました。彼はガウディの建築様式に惚
ほ

れ込み、ついには自分

自身の建築様式に取り入れてしまいました。それで、彼は日

本でガウディの建築の紹介者として知られている著名な建

築家になりました。 

もし、みなさんにチャンスがあれば、長崎の聖フィリッポ

西坂教会とバルセロナのサグラダファミリアを両方訪れ、自

分の目で見比べてください。今のところは、サグラダファミ

リ アの 公式サ イト で今す ぐバー チャ ル訪問 がで きま す

（https://sagradafamilia.org/es/visita-virtual）。実際に現地に 
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いるのではと錯覚するほど迫力がありますよ！ 

 

 

写真 5：聖フィリッポ西坂教会（長崎市） 

 

 

写真 6：サグラダファミリア（バルセロナ） 

 

 

写真 7：カザ・ミラ（バルセロナ） 

 Lluís Valls Campà（ユイス・バユス・カンパ／社会学） 

 

古文書を読むことと野外調査
フィールドワーク

と(1) 

 

 僕の専門とする歴史学は、史料を読むことによってその基

本的なデータを得る。史料とは、歴史上の様々な機関・組織

に属する人々、あるいは個人が、それぞれの必要に応じて書

いたもので、僕の場合で言えば、通常スペインやメキシコ、

グアテマラなどの公文書館、古文書館、アメリカの大学図書

館などに保管されている。歴史学者は、だからこれらの保管

場所に通い、長い時間をかけて膨大な量の史料を読み込んで

必要なデータを取り、それを元に論文や本を書くのである。

つまり、歴史学の基本は、とにかく長時間座って史料を「読

む」ことが前提になっている。 

 ところが、である。僕はそれも好きだが、小さい頃から家

の前に広がっていた畑や田んぼなどを駆けめぐって遊ぶの

が大好きだったから、座ってばかりではどうにも体がムズム

ズしてしまう。落ち着かないのだ。最初にメキシコに留学し

た 1980 年から 1983 年には、もちろん真面目に図書館や古文

書館に通って、たくさんの本や文書を読んだ。今の僕がある

のは、この時読んだ史料に負うところが大きいとすら思って

いる。でも、同時に「座っている」だけではつまらない僕は、

週末や休暇になる度にマヤ文明の遺跡を訪れたり、先住民の

村へ遊びに行ったりしていた。 

あれは、忘れもしない 1983 年 1 月のことだった。僕は友

人のセルヒオ・ケサーダとともに研究セミナーを開催し、ス

ペイン人が侵略を始める直前の、正確に言うと 16 世紀初頭

のマヤ社会の政治組織について、考古学者や歴史学者と議論

した。16 世紀末から 17 世紀に編纂された『カルキニ文書』

を主に使って、スペイン人による侵略の前に栄えていた、カ

ヌル家が治める王国の領域について話したのだった。 

「ツバサ、君が使っている『カルキニ文書』に記されている

地名のいくつかは、今でも残っているのを知っていたかい？」

そう僕に話しかけてきたのは、フロリダ・ニューカレッジ大

学のアンソニー・アンドリュース教授だった。僕は驚いた。

この史料にはカルキニ村の境界線と境界標が置かれた場所

の地名が含まれていることは知っており、それをカヌル家が

統治した王国の境界を同定するために使用したのだが、数百

年もの地名が現存しているとは、想像だにしていなかったの

だ。隣に座っていたセルヒオと目を交わした僕は、彼も同じ

ことを思ったことを知った。「よし、じゃあカルキニ村の境界

線を歩いて、境界標が置かれた場所を見に行ってみよう！」

そう決めるのに 5 分とかからなかった。 
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それから 10 日もしないうちに、僕たちはユカタン大学の

ボロボロの車を借りて、カルキニ村に向かっていた。タイヤ

はほとんど丸坊主で、いつパンクしてもおかしくなさそうだ

ったし、床は腐食していて穴があき、下の道路が見える箇所

があった。後部座席に至っては固定すらされておらず、無造

作に放り込んであるだけだった。それでも、ちゃんと走行し

たのだからありがたいと思ったのは、よほどメキシコ慣れし

ていた証拠だろう(写真 1)。 

 

写真 1：セルヒオと二人の案内人（大学から借りた車の前で） 

 

村に着いて、村長に私たちの野外調査の目的を話し、道案

内の農民をふたりつけていただくことになったが、あくる日

の午前４時には出発しますよ、と言われたのにはいささか面

食らった。「午前 4 時」はぐっすりと寝ている時間ではない

か。だが、説明を聞いて納得した。この地域では午前 10 時過

ぎには外気温が 38 度から 42 度にまで上昇し、とてもジャン

グルの奥にあるトウモロコシ畑で働いてなどいられないと

いうのだ。農民たちは、したがって午前 3 時過ぎには起きて

畑へ歩いていき、10 時頃までには戻ってくるらしい。そうと

は知らなかった僕は、昼前からビールを飲み、村の広場での

んびり話している農民たちを見て、なんと怠け者なのだと思

い込んでいたのだが、実のところ彼らはとっくに一仕事を済

ませて帰ってきた後だったのだ。彼らから見れば、「遅い時間

に起きてくる」私たちの方が怠け者に見えたに違いない。 

明くる日から、案内の農民を乗せて行けるところまで車で

移動し、その後はジャングルの中を歩いて、『カルキニ文書』

に記載されている村の境界標を探し歩いた。さてそのジャン

グル。実のところ、「ジャングル」を歩くのは初めてだった。

昼なお暗い、ジメジメしたところで、ムシやらヘビ、猛獣が

いて危険なことこの上ない、それが僕の持っていたイメージ

だ。だが実際には、ユカタン地方のジャングルは全く異なっ

ていた。まず、降雨量が比較的少ないせいか樹木は背がそう

高くはなく、その枝にはたくさんの棘がある（写真 2）。 

 

写真 2：ユカタン地方のジャングルを歩く 

 

また、地表に陽がよく当たるから、下草は繁茂し、地面に

水平につるを伸ばしていく草もあって足を取られてしまう。

いちいち足を意識して高めに上げて歩くのは、実に疲れた。

何よりも、農民の足の速さには大苦労させられた。彼らは普

通に歩いているというのだが、僕らにとっては小走りに近く、

下草にも気をつけなければならないから、数キロ歩いて疲労

困憊
こんぱい

し、もう調査をあきらめようと、「あとどのくらいで目的

地に着くのですか？」と聞いた。すると「もうほんの少し先

ですから、もう直ぐです」という答え。ならばと自らを励ま

して彼らについていく。そしてそこで見たものは、これまで

の疲れをいっぺんに吹き飛ばしてしまうものだった。 

［つづく］ 

大越 翼（おおこし つばさ／歴史学） 

 

CRUCIGRAMA 2 (第２号)の解答 

C A N C I Ó N 

A M A  D  I 

B A R C O S  

A S A D  U N 

L  N  E R A 

L E J O S  D 

O L A  A T A 

A～Iの答え：MELOCOTÓN「桃」 
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CRUCIGRAMA 3 

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～F 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  

B 

4  

 

5 

6 

 

 

 

      

7 

 

  8  

 

 

 

 

 

C 

 9  

 

   

D 

 

 

10  

 

  

   E 

  

 

11 

 

 

 

  

 

  12 

   A 

 

 

  

   F 

 13  

 

 

 

タテのかぎ（VERTICAL） 

1. __________ una hoja.「私に用紙を一枚くれ。」（動詞「与え

る」の 2 人称単数命令形 + 人称代名詞「私に」） 

2. ¡_________!「注意しろ!」：「目」という単語はこうも使える。 

3. Se ve una __________ bonita.「美しい山が見える。」 

4. Esta es __________ casa. 「これが私たちの家です。」 

5. 「双六
すごろく

」。複数形。 

8. toser「咳をする」の直説法現在 1 人称単数。 

10. Yo nunca ______ estado en Bolivia.「私はボリビアに一度

も行ったことがない。」 

11. Mi abuelo_______ levanta temprano.「私の祖父は早く起

きる。」 

12. Tengo __________ en ellos.「私は彼らを信用している。」：

「信仰」という意味もある。 

ヨコのかぎ（HORIZONTAL） 

1. Vamos de excursión el _________.「日曜日に遠足に行こう。」 

6. sopa de __________ とは「ニンニクスープ」のこと。 

7. 闘牛士が被っている独特の帽子。monte「山」から派生し

た単語。 

9. ¿Tienes __________?「君は咳が出ますか？」 

10. Ya me voy. __________ mañana.「もう帰るよ。じゃまた

明日。」 

11. ¿Conoce usted al __________ Pérez?「あなたはペレス氏

を知っていますか？」 

13. 「鳥」。主に「小鳥」を指す pájaro と違い、「鳥類」全般

を意味する。 

 

A～F を並べると? 

A 

 

B C D E F 

 

―写真（1 頁）の世界遺産のある国：答え― 

(A)エクアドル (B)ペルー  

(C)キューバ   (D)ドミニカ共和国 

 

今回の記事執筆者（掲載順） 

ヒセレ・フェルナンデス・ラサロ（京都外国語大学准教授） 

岡本信照（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） 

大越翼（京都外国語大学教授） 
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