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カタノレーニャナM府のパノレセロナ市は、市民の芸術文化活動に対する意識が高く、都市環境にも恵、まれ

ている。棋を発麗させる支柱のひとつとして、文化行政が位置づけられ、市民参加型の祭りがアソシエ

ーション活動を活発化させる基盤ともなっている。アソシエーションのメンバーとして活動する祭記集

部の人びとや、一般市民を対象とした額き取り調査からも、彼らはパノレセロナでどう生きていくのかを

真剣に考えている人たちであり、文化や芸術を常に意識し活動をつづけていることがわかる。このよう

にカタノレーエャ人は頑屈で生真面白であり、思議深く、文化に対して誇りをもって暮らしている。しか

し、一方で、そうした意識の高さや、人間としての強留さは、外層人への排他的な態度や、自民族自優

位主義ゆえの差別意識を生み出している。実際、日常生活のさまざまな場面で、カタルーニャ人とカタ

ノレーニヤ人以外の人びととの摩擦を生む結果もとなっている。こうしたことから、パノレセロナが、諸外

国あるいは他のナ！？から多くの移民を受け入れ、多民族が生きるコスモポリタンな都市でありながらも、

閉鎖的な社会をつくる危険性もはらんでいる点を指摘する。

はじめに

はこれまで、スペイン・カタノレーニャ州の州都であるパノレセロナで、 2002年以来、毎

年、調査を統けてきた。研究対象は、祭杷集団や文化行政担当者、あるいはなんらかの文化活

動を行っている人びとが中心である。これらの人びとの多くは、アソシエーションとなってい

る組織に参加し、ほほ日常的に活動している。カタノレーニャ剤、｜政府のデーターからもあきらか

なように、実際に活動を行っているアソシエーションの大半が、芸術や文化に関わっている。

自身による一般市民への聞き取り調査からも、人びとが何らかの表現活動に対して高い関

心を持っていることを実証してきた。さらに、アソシエーションがもっ芸術文化活動の意味を、

BARや広場Jなどの生活空間と関連させながら考察してきた 10 

環境や都市空間を分析したうえで、このような人びとの活動についての記述することは、活

発な文化創造の現場や、アソシエーションを組織することで、｛国人では不可能な、社会に対す

る意思表示を実現する都市生活者の生き方を描くことでもあった。

研究対象として、また現象としてのパノレセロナの祭りだけではなく、その「向こう側にある

ものj を考察することの重要性・一つまり、都市社会のなかで、自己表現していくための人びと

の知と仕組みを知り、描きたい。それを伝えられる可能性を見出しなぜなら、人びとの言動を

ふくめた日常の風景のなかから、日本でも応用可能な、豊かな都市生活を創出するための方法

論を見出すことを毘標としてきたからである 20

確かにこれまで筆者が調査してきた人びとからは、いきいきとした都市社会の一部が見えた。

近年、都市祭礼は年々盛大になり、周辺地域や諸外国からも人を惹けている。しかし、その反

面、実生活では、さまざま問題や、ある種の摩擦が生み出されている。

そこで、本稿では、カタノレーニャ人としての気質が浮き影りになる場冨や会話に注呂する。

日常生活から切り取ったある場詣から、あるいは文化や芸術に対して、人びとが語った
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耳を傾けることで、彼らの思考の根底にある岳民族中心主義ともいえる思考、閉鎖的な心理的

側部や価値観を描くのが目的である。

1. コスモポリタンな街のストレス

最近、日本人がスペインに対してイメージは、「磁気な人びとがのんびりと暮らす国j と「フ

ラメンコを愛するスペイン人Jといった爾一的なものではなくなってきた。 EU統合以後、ヨ

ーロッパそのものが多様な民族や文化を持った地域の集合体であり、国家単位だ、けで国民性を

語れないことが広く認識されるようになったからである。

自身、陽気で明るいイメージは、アンダルシア地方を訪れた際に感じるもので、カタノレ

ーニャ地方にはあまりあてはまらないように思う。ここ数年、パノレセロナに滞在することが圧

観的に多いが、信を散策しているときに、陽気に接する人びとに出会った記憶はほとんどない。

しかもカタルーニャ人は、目鼻立ちがはっきりしていて、どちらかといえば微笑むことも少な

い。しかし一見、冷たそうな雰囲気をもっている人でも、いざ言葉を交わしてみると、意外に

だったりもする。

確かに、一度、親しくなると、カタノレーニャ人は友達を大切にする。レストランや商店で働

く人びとは、「自分の友達Jが最優先のように思える。「自分と関係ない客j に対しては、どれ

だけ待たせても、ぞんざいにあつかっても、罪悪感を持たない人が結構多い。働く側の人びと

が、自分の気持ち次第で、客に対する対応を豹変させる場面に出くわすことも度々である。い

つも自分が物事の中心にあり、イ也人に対してあまり気を使わないだけかもしれないが、特に外

国人や、地方出身者に対しては、けっしてやさしい土地柄としといえない。

カタノレーニャ人男性と結婚し、ふたりの子どもを持つ友人（日本人女性）のは、こう断言する。

「パノレセロナでは、スーパーにしても、銀行や役所の窓口にしても、人柄のよさそうな担当

者を必ず選んでから、並ぶの。そうしないと、とんでもないことになってしまうからJ

なぜなら、こちらが棺手の手違いを指摘しでも、絶対に彼らは謝らないからである。たとえ

ば何か金銭的なトラブノレなどが生じたとき、こちらから相手に諺正を求めても、開き入れても

らったためしがないと。逆に、散々、相手からいいたい放題いわれて、いやな思いをするだけ。

クレームをつけても、なんら解決にならない。だから、このようにしないと、「自分の身を守

っていけないj という。彼女の発言は決して大げさでもなく、これまでの生活体験から、にじ

み出た意見であると思う。

「そうすることが、自分の気持ちを搭ち込ませないで、ストレスをためずに、パノレセ口ナで

生きていく方法だと患っているのj と彼女は付け加えた。

それが、カタノレーニャ人の気賞を理解したうえで、彼女が実行している、めげずに生きてい

くための工夫である。

カタノレーニャは地中権に話した立地条件と、蕗才を生かして、すでに中世の時代には貿易で

をとげ、現在でもスペインの高工業をリードしている。カタノレーニャ州政府は、外国企

にも懸命で、カタノレーニャを PRするキャッチプレースのひとつに「コスモポリタ

ンな雰囲気j をあげている。もともとコスモポリタニズム（cosmopolitanism）は、民族や国

を超越して、世界をひとつの共同体とし、すべての人間が平等な立場でこれに属するもので
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あるという患想であり、世界主義、世界市民主義である。カタルーニャのなかでも、確かにパ

ノレセロナは多国籍企業も多く、国際色豊かな都市である（写真 1）。

しかし、先述したように「よそ者に対する厳しさ j を患、うとき、一般の市民が世界市民を目

指しているとは感じにくい。もちろん、筆者の友達に、思いやりのある誠実な人たちが何人も

いる。カタノレーニャ人のすべてが身勝手で閉鎖的なわけではないが、衣食住にかかわる生活の

場では、もっとも市民の感靖が出やすい。その背景には、増え続ける移民 3がひき起こ

的問題があることはゆがめないが、近年、外関人に対する態度はますます厳しくなっている。

写真 l：バルセロナで最も賑わう「ランプラス通り j は、急激に

増加する移民や観光客でごったがえしている（2003年 8月）

2. 芸術が愛される街

古くから、ジョークのように使われる諺のひとつに fドイツ人は走る前に考える。イギリス

人は走りながら考える。スペイン人は走ってから考えるj というものがある。この諺は、自分

の感情のおもむくままに行動するスペイン人気質をうまくいいあてているともいえるし、｛患の

ヨーロッパ先進国と比べて知性に劣ると決めつけている印象も受ける。

この「スペイン人は走ってから考えるJ姿には、「陽気Jというイメージにつながるもので、

を深く考えないけれど、どこかにくめない人柄の良さと、物事にとらわれない大らかさも

表しているともいえる。

しかし、バルセロナ らしてみると、スペインの経務中心地だけあって、めまぐるしく動

いているこの大都市と、「のんびり J、「陽気Jという雷葉とは、どうしてもむすびつかないこ

とがわかる。この 8年あまり、筆者が毎年、調査している巨人人形のグループの人びともそう

である。祭りに参加している彼らは、着々と仕事をこなし、羽目をはずして大騒ぎする様子も

ない。どちらかといえば、観念的で神経質なところがある。その語り口も淡々としていて、イ

ンタピューやアンケートにも、きちんと返答してくれ、自分の考えをはっきり口にする。そし

て、「文化j や「芸術j という言葉が大好きである。

筆者はこれまで彼らの活動を中心に、カタルーニャの民族文化と市民による自発的な文化活

動を調査してきたが、その過程で、「多くの蓋箆家の協力により作られた、芸術品としての巨
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人人形j という語りを何度となく耳にした。多くの芸術家に支えられ成り立っているとし、巨

人人形そのものを「芸術作品Jとする。さらに、それらを動かしている自分たちも芸術活動を

行っていると認識しているのである。彼らはi日市街にある歴史ある「ピの巨人人形グループj

に所属し、バルセロナ市主催の「メノレセ祭j の核となっている巨人人形のパレードなどに登場

し、自分たちの集団をアソシエーション組織にして、！日市街でほぼ日常的に活動している。

この人形グ、ループの代表者は、自分たちの活動そのものが、多くの芸術家に支えられ成り立

っているとし、思人人形そのものを「芸術作品Jとする。さらに、それらを動かしている自分

たちも芸術活動を行っていると認識している 40

方、新市街の「グラシア祭j では、通りの装飾を主な活動目的とする集部から、「自分た

ちの装飾物は蓋盤品J、あるいは、「職業としては蓋箆家になれなかったが、ここでは蓋箆家と

して生きられる j など、芸術という言葉を繰り返し開いてきた。「グラシア祭j は持政主導型

でなく、住民が組織的に盛り上げてきた祭りである 50

被らが暮らすパノレセロナは、アントニ・ガウディの建築が市内に点在し、ピカソやミロの野

外彫刻や美術館が風景に溶け込んでいる。 20世紀の巨旺といわれるこれらの芸術家たちは、

いずれもパノレセロナで教育を受け、発表の場としてきた。また多様な建築物、優れた職人の技

術を、この街で目の当たりにした彼らは、そこから創造のエネルギーを生み出したともいわれ

ている。

カタノレーニャチトiは地中海に屈した商工業地帯でありながら、豊かな自然にも恵まれている。

商家のダリやミロ、建築家のガウディを生んだ州都のバルセロナは、芸術的な文化都市として

の都市づくりに力を入れている。

パノレセロナでは、市役所内の一部門として、 1996年に創設には文化耕究所（Ajuntamentde 

Barcelona ・ Institut de cultura）が設置され、バルセロナの文化・芸術を促進している。表 1

にあるように、 2002年度の場合、芸術文化に関係する団体や組合に支払った補助金の総額は、

2、754、547ユーロ（約 3億 5千 8百万円）である。補助金は舞台芸術、造形美術、文学、大衆文

化、音響映鏡、音楽などの各ジャンルの間体や組合へ出されているが、大衆文化（Cultura 

Popular）の活動に対してとして文払われた額は、 63、106ユーロ（820万円）であった。

が 2002年から

千円）が、修理代として

を続けている「ピの住人人形グノレープJへは、 1、202ユーロ（15万 6

われている。全体の総額からすると小額であるが、このように補

助金を受けられる人形グループは 18団体と少ない。表 2は各ジャン／レのバランスを示すため

に、補助金支払先を丹グラフにしたものである。

「ピの臣人人形グループj が、公的認められたアソシエーションとして組織化されたのは、

1992年である。正式名称は fピ地霞の庄人人形友女子連合（Associasi6d ~ Amics dels Gegants 

del Pi) Jであり、問年、パノレセ口ナオリンピックが開催されている。このように組織化し公的

に認められたことも、補助金の対象に選ばれる要国である（2003～2004年における、同グル

プ代表への開き取り

バルセロナの羽常的な光景として、めぬき通りには生演奏をかなでる人たちの音楽やパフォ

ーマンスがあり、広場には芸術家のオブジェや壁顕がある。また市内には 50もの美術館や博

点在し、田市街にはローマ時代の遺跡や中世の建物も多い。

スペインはもともとイスラム教徒を排除する国土回復運動（レコンキスタ）を通して成立し

た臨家である。その中心を担ったのはカスチイ｛リャであったため、主流にはなりえなかった
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カタノレーニャは、あくまでもスペインの辺境であった。しかし、バルセロナは逆にそこをパネ

に独自の文化を創り上げてきた都市である。

こうした芸術家の作品を身近に感じる環境の中で暮らしている人びとが、「文化Jや「

に関心が高いのは、当然といえるかもしれない。「歴史的な反逆精神とカタノレーニャの太陽が

私を創ったJといったのはミロだが、カタノレーニャは、バスク地方と並んで、中央政時への対

と自治の気風が強い地域である。そうしたことも、人びとの自意識や主張する力を

できた要臨になっている 60

表 1 パノレセロナ文化研究所から自体や組合への補助金額（2000年～2002年）

分野間jの <2000年＞ 金額 < 2001年＞ 金額 く2002年＞ I金額

支払先 団体数 （ユーロ） 団体数 （ユーロ） 団体数 〈ユーロ）

舞台芸術 60 977,246 63 1,064,513 68 1,1134,736 

造形美術 17 295,097 22 310,122 26 356,694 

文学 13 120,803 19 121,885 20 142,152 

大衆文化 17 62,806 18 64,609 18 63,106 

音響映像 12 167,081 20 242,508 22 286,278 

音楽 44 634,669 44 645,186 49 643,246 

その他 21 103,37 4 18 91,654 21 128,335 

合計 184 i 2,361,076 204 i 2,540,477 224 ! 2,754,547 

※ 金額はユーとl表示（2008年四月現荘、 1ユーロ約 140円）。本表は“Institutde cultura de 

Barcelona Me盟 oria2002”Ajuntament de Barcelona ・ Institut de culturaを参照して作成した。

図 2 2002 パノレセロナ文化研究所から団体や組合への補助金支払先（分野君！J)

その他
5掲

滋形芸華僑
13% 

出典： Subvencionesy convenios otorgados por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de 

Barcelona a entidades y asociaciones culturales. 2002 

http://www.bcn.es:88/va2/baAdvancedSearchAc.do 
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写真 2: I日市街にある r4catsJ (2008年 10月）。昼食の時鶴幣は、

旅のガイドブックを抱えた観光客で賑わう。ピカソは 1900年に、

h こで初の儲展を開いた。同年、雑誌「青年J（高lj題、カタルー

ニヤ民主主義雑誌）が創刊されている。

3. 強いカタルーニャ中心主義

2007年 9月から 10月まで、筆者は祭紀集団で活動をする人びとを中心に、現地調査を行っ

さまざまな角度から彼らの活動状況やそれを支える思想、またバルセロナの都市性につい

て、さらにカタルーニャにかかわりの深く、市内にも あるピカソ、ミ口、タピエスら

はいまだに分析途中であるが、この について披らの思いをたずねた。それら

こで、印象的な発言をいくつか取り上げたい。

バルセロナの！日市街にある臣人人形グループの中心メンバーとして活躍しながら、巨人人形

グループをコーディネートする文化行政の公務員として働く C氏（50代前半、公務員）は、

「ガウディ、カザノレス、ダりなどは世界的な芸術家でありカタルーニャ人である。彼らは、

にとってであり、カタノレーニャのシンボノレであり、カタルーニヤを代表する偉大な人物

しかしピカソは違う。アンダノレシア生まれであるから j という。

彼にとって、重要なのは「カタルーニャ人であること j である。あくまでもピカソはアンダ

ルシアの人であり、間じスペイン人とはいうだけで、彼のなかでは完全に区別されている。ち

なみに、マラガで生まれたピカソは、 14歳のときにバルセロナにやって来た。ピカソの人間

的独立と芸術的独立は、「カタノレーニャ・モデノレニスモ（modernisme) Jのなかで達成したも

のであり、プランスに移ってからも接触を持ち続けたスペイン人の多くはカタノレーニャ人であ

った（神吉宮2:327-339）といわれている。

ピカソが足繁く通い、芸術論を闘わしたピアホ…ノレ f四匹の猫Jは、 1897年に閉店し、
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も営業を続けている（ 2）。この店は、若き日のrカソ、ダリ、ガウヂィ、ミロなど

まり、モデルニスモ芸術の拠点となった場所である。この fモデノレニスモj とは、問世

から 20世紀初頭にかけて流行した様式で、このころの建築物は、パノレセロナが地中権の大

国だった中世の栄光を取り度すことを目的にしていた。それらは「カタルーニャ・ノレネッサン

ス（ranaixenca)Jと呼ばれた文化運動の発展期に築かれ、バルセロナの歴史と文化をアピール

する役割を果たした。ガウディもこのそデノレニスモ芸術の担い手として出発している。

C氏とは別の巨人人形グループを、バルセロナ郊外で組織し率いている J氏（50代半ば、

）は語る o

r 1:::0ヵソはスペイン全体全のことを考えた人。特にカタルーニャのことを想った人ではない。

なぜならブランコ時代、ピカソは外国で暮らしていた。海外で認められてから、作品がスペイ

ンでも評価され、上手に生きた人。ミロもマジョノレカに引っ込んで、ブランコに対して政治的

発言なの主張はしなかった。彼も上手く生きた。だ、からミロは、カタノレーニャにとってそれほ

ど重要ではない。むしろ、カザルスのほうが、偉大な人物。政治的な発言をしてきたのだからJ

つまり披自身のなかで、もっとも評価されるべき芸術家は音楽家のカザノレスである。カタノレ

ニャ人として平和を訴え、彼の権威を恐れず主張した勇気ある行動をかっているのだ。カザ

ノレスは、カタノレーニャが世界に誇るチェロリストである。彼がカタノレ…ニャ民謡［鳥の歌Jを

し始めたのは、第二次世界大戦が終結した 1945年といわれている。この曲には、故調1へ

の思慕と、平和の瀬いが結びついており、以後カザノレスの愛奏曲となった。 1971年、カザノレ

ス 94歳のときにニューヨーク国連本部において「私の生まれ故郷カタロニア（カタノレーニャの

）の鳥は、どース、ピース（平和）と鳴くのですjと語り、［鳥の歌』（ElCant dels Ocells) 

ロェ

た

チ

ま

を したエピソードは保説になっている。

の友人である X氏（30代、航空会社勤務）は「タピエス、ピカソ、ミロはスベ

イン芸術のよい見本だ。だが、彼らはカタノレーニヤのシンボノレだ、けど、芸術文化の分野でだけj

とする。絵爾に関心のない X氏は、これらの密家の想いや主張を考えたことがないという。彼

のように、バルセロナに暮らしているからといって、必ずしもカタルーニャゆかりの芸術家に

興味があるとは限らない人もいる。これも、さまざまな趣味噌好を持つ人びとが混在する、大

都市ならではの特色である。

4. 意識の根底にある抑圧の記憶

カタルーニャ人であるカザノレスの芸術家としての仕事を最も評価した J氏は強調する。

fブランコ時代にあったことは忘れないけれど、二度と間じことを繰り返してほしくない。

器、人々、テリトリオ（territorio）、文化の四つが相互に作用するなかで私たちは生きている。

カタルーニャがスペインから独立しようとしまいと、私たちの文化を認めでさえくれれば、ど

ちらでもいいJ

彼が語った「テリトリオJ とは、「生きる意味での領域Jを示し、地域としてのバルセロナ

を指している。つまり、彼にとってはこのバルセロナで生きること、ここを居場所として、ス

ペインという国、入、文化にどのようにかかわっていくかを常に考え、そのバランスをとりな

がら生きていくことを意識している。
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カタノレーニヤの文化を語るとき、彼らの話のなかには、ブランコの時代がよく引き合いに出

される。先述の C氏も、 1975年まで続いたフランコ独裁時代のことをよく覚えており、父や

祖父も巨人人形グループの中心メンバーだったニとから、当時、祭りも自由にできなかったこ

とが負の記壊として深く刻まれている。

「カタノレーニャはスペインの中で自治を認められた地域の一つであるが、やはり独立したほう

がよしリとし、「フランコ時代はすべての局面において、マイナスであったj と断言する。

Kさん（ 4 0代、理学療法主）は、ふたりの息子ともに、！日市街にある巨人人形グループに

参加している。彼女は物静かで知的な美人であるが、「ブランコが死んだとき、学校でワイン

を飲んで祝い、みんなで山に行ったj という。教師も生徒もいっしょになって、ブランコがこ

の世から去るのを喜んだのである。

病院に勤務する Kさんの出勤時間は曜 Eによって異なるが、筆者が偶然、行きつけの BAR  

ったのは、ある日の午後 3時ごろだった。彼女は軽いつまみをほおばりながら、赤ワイン

をぐっと一杯ひっかけ、「これから、仕事なのj といって、寒さが厳しい 1月の街へと足早に

出て行った。やや赤くなった頬をした端正な顔を患い浮かべながら、出勤前に赤ワインを飲む

のも、スペインでは普通のことなのかもしれない、と妙に納得したのを覚えている。

そんな彼女が、「私自身にとっても息子たちにとっても、巨人人形グループは受け入れても

らえる場所であり、熱心な活動そのものを楽しめる場所になっている j と語ったことがある。

彼女が不規則な勤務体制の仕事を続け、子育てと両立させながらも、さらに臣人人形グループ

の活動をすることで、自分自身の居場所を獲得してきたのがわかる。

プj の人びとと人形。ともにバルセロナにおける区人人形グル｝

プリーダー的な存在である（2004年 8月、サンロック祭）

5. カタルーニャ優位性への反感

一方、絵画に関心のない X氏の両親はアンダルシア出身であり、今から、約 30年前iこ働き

口を求めて、移住してきた。バルセロナで教育を受けた彼は、友人とはカタノレーニヤ

するが、患宅での両親との はスペイン琵である。
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は一昨年のクリスマスにX氏の自宅に招かれ、母親が手作りしたアンダルシアのクリス

マス料理をご馳走になった。スペインのクリスマスは、家族が集まるもので、来客を招くこと

はあまりないと開くが、筆者が寂しいクリスマスを過ごさないように配慮、してくれたX氏の思

いやりがありがたかった。

食後、バルセロナの文化について話がおよんだとき、 X氏の母は筆者にこう語った。

f私は、サノレダーナなんて、大嫌い。あんなに暗い踊りを、よくもまあ、長い時開、延々と

踊っていられるものだと、いつも思っているわ。あんな退麗な踊り、楽しくもなんともない。

アンダルシアの踊りは、もっと楽しいし、みんなも嬉しそうに踊るわ。あれがほんとうの踊り

よj

「サルダーナJとは、ギリシャに起源、を持つとされる、伝統的なカタルーニャ地方の民族舞

踊である。広場に集まってきた市民が輪になって手をつなぎ、コブラ（cobla）と呼ばれる吹

奏楽団の演奏に合わせ、つないだ手を上げたり下げたりしながら、ステップを踏みながら踊る。

パノレセロナの大聖堂前では、毎週末、大きく広がった輪で淡々と踊り続ける市民の姿を見るこ

とができる。ぽっかりと空いたその輪の中心には、踊る人びとのバッグや指物が積まれ、置き

引きやスリにあわないようしである。これなら、踊りに夢中になっても、多くの人びとの自が

届くために、自分の荷物を心記せずにすむ。いかにも、近年、治安の悪さに梢まされ続けてい

るバルセロナの人びとらしい工夫である（写真 4）。

いずれにしても、カタルーニャの人びとにとって「サルダーナj は、カタノレーニャ民族の団

結を示す踊りであることは間違いない。フランコ時代には、カタノレーニャ諾同様に、この踊り

も禁止されていたことは、カタノレーニヤの若い人びとにもよく知られている。

この「サノレダーナJを毛嫌いしているかのように語る 60代の母親の意見を開きながら、息

子のX氏は否定も肯定もしない。

「ブランコ時代はカタノレーニャにとって“負の時代”。独裁についてはよく知らないけれど、

文化のごとはとても大切に思う。でも、撲にとって重要なのは個人のなかの精神的な豊かさだ

からj

彼は、生まれた土地はアンダノレシアでも、「自分はカタルーニャ人だj とはっきりいう。そ

の口調は、この社会ではカタルーニャの民族主義を尊重しなければ生き辛いことを感じさせる。

確かに、 X氏の母のように、バルセロナのすべての人びとが、カタノレーニャの民族文化が最も

重要と考えているわけではない。彼女もこの街の祭りや芸術文化にふれる場面で、強く露出さ

れているカタルーニヤの民族主義に対して、時折、関口しながらも、家庭を守る専業主婦とし

て、しっかりと生きてきたのであろう。

「夫とふたり、どんなことをしてでも、子どもたちには大学へ進ませたいと誓ったの。子ど

もたちに、じゅうぶんな教育を受けさせることこそ、自分たちの役目だからj

彼女が生活をしていくために選択した場所はバルセロナであり、ここで立派に 3入の息子を

育て上げてきた。その彼女が「サノレダーナj を受け入れられない気持ちの根底には、踊りが明

るいか明るくないかの問題ではなく、アンダルシア出身ということで、彼女が経験してきた辛

苦があることは容易に想録できる。カタノレーニャ人の閉鎖性、つまり文頭に記述したように、

外国人や地方出身者に対して、けっしてやさしいとはいえないカタルーニャ人の気質があった

のだろう。しかし、その内容は、初対面の筆者に、すぐ打ち明けられるほど、安易なものであ

るはずがない。
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以前、別の場面で、カタノレーニャ人がアンダルシア人に対して描く感博が、上から下に晃下

ろしていると思えるようなことがあった。筆者のカタノレーニャ人である親しい友人（30代後半

の女性）が、会社に新しく入った人物について、話したときのことである。

「その人が出身地をいう前に、アンダルシア人だって、すぐわかったわj

その人にアンダルシア詑りがあったからだということは、すぐ察することができた。それは

また、クスッと笑いながら話す彼女の表情から、「アンダノレシアをカタノレーニャより低く見て

を、あきらかに感じた瞬間でもあった。

写真 4 ：カタノレーニャ民族の団結を示す揺り「サルダーナj

(2004年 8月 15臼、サンロック祭）

6. おわりに

バルセロナに住 の友人や祭詑集団の人びとは、彼らの好き嫌い、そして文化や芸術に

対する思いや主張をはっきりと臼にする。なぜ、自分が活動しているのか、自分にとって文化

とは何なのか、スペインのなかのカタルーニャとはどういう存在なのかを常に意識していると

いえる。そこには、個人差はあるものの、 4章で記述した C氏や、 Kさんの発言からもわかる

ように、ブランコ時代への嫌悪、またカタノレーニャの独立を願う気持ちなどが含まれているこ

とが多い。実際に当時を知る人たちは、ブランコ時代を“負の時代の記様”として、個人のな

かに蓄積している。そして、それを反動の原動力として、現在の活動を熱心に行っているよう

にも思える。当時を知らない若い世代もまた、そうした語りを開き、感構を受け継ぎながら

らしているのだろう。

X氏の両親も生きていくための居場所を求めて、 のないアンダルシアの村からパノレセ口

ナに移生した。子どもの将来を考えでの決断でもあった。あのピカソが、パノレセロナを出てパ

リにわたったのも、画家としての飛躍を目指して、居場所を求めた結果であっ

オノレテガは「人開の運命は、まずもって作動である。われわれは考えるために生きるのでは

なく、かえってその反対に、存在し続けるために考えるのである J（オルテガ 1998: 31）とし

たが、バルセロナでさまざま人びとと接していると、彼らがどの場所でどう生きていくのかを

に考えている人たちだといえる。
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は稚稿で、カタノレーニャ州にあるアソシエーションの総数（7554）をジャンノレ別に分類

し、音楽、演劇、ダンス、祭り関係といった身体を軸とした表現活動が全体の 6割を占めるこ

とをあきらかにしたが（中村 2008）、ここからも芸術や文化活動を通して自己表現しようと

する人びとの を知ることができる。それはまた、ふたりの，息子とともに主人人形グループ

に参加する Kさんが諾っていたように、活動をすることで自分の岩場所を求める行為でもある。

バルセロナのアソシエーションは、それぞれの組織によって規模が異なるため、実際に活動

に参加している人びとがどれだけいるのか、また彼らの意識がどうであるのか、現段階では計

り知れないが、行動する人びとが多いことは確かである。

そこにはあきらかに趣味や趣向を通して、社会諸関係を再生産しようとする人々の姿がある。

人間は自らが紡ぎ出した意味の網の自に支えられた動物である、としたのはマックス・ウェパ

ーでありクリフォード・ギアツであったが、この f意味の網の自 j について考えるとき、文化

や芸術を意識しつづけるカタノレーニャ人の頑闘なまでの生真面白さと、思慮深さが重なってく

る。そして、彼らが「行動するJ人であることも。

しかし、そうした行動を伴う意識の高さは、人間としての強固さを感じさせるが、白文化中

心主義や、多民族が生きる都市でありながらも、閉鎖的な社会をつくる危険性もはらんでいる

のである。

注

1 中村 2007および 2008を参照していただきたい。

2民俗学者の森栗茂ーは『）11 原町の歴史と都市民部学~ (2003）のなかで、文化人類学が都市の祭礼を維
持し、都市を創造する人びとに対する研究が集中してきたことを評価しながらも、日本の文化人類学の
都市研究には、都市の日常を見つめる視点が弱いことを批判している。

3カタノレーニャの人口は、 2001年から 2006年の関に 80万人増加した。 1966年から 70年の関に、罷内
各地からの大量移民が押し客せ、人日が 70万人増えたが、その時期を上回るベースである。カタルー
ニヤの 2006年の人口は約 700万人を超えて、さらに増加中である。 1998年に 2%だったカタノレーニヤ
の外国人在住者の数は、現在 13,8%となった。 (LA VANGUARDIA 2007.04.29より抜粋）。

4 彼らは人形を動かし、保管しているが、人形そのものを耕作・修理するのは専門家である。 fピの巨
人人形グループjはバルセロナから北西に約 200キロメートル離れた町、ソノレソナにアトリこにを持ち、
専属契約した職人が人形の製作や修理を仔っている。また！日市街のピ地区には、人形の衣装を製作する
専門店があり、人形が身にまとう衣服や刀、 q1喜子、アクセサヲーなどの小物は、それぞれの専門家に発
注して作られている。人形の製作に関しでも、ホセがディレクター的な役自を担うが、メンバーもこの
ように楼数の専門家と関わりながら、人形を守っているのである（中村 2008）。

5中村 2006 を参照していただきたい。
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