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その土地と人々

時の流れの中のナバラ







ブナの林
イバニェ−タ峠



テステバン、ベルティサラナ、バスタン）
や地中海流域、エブロ川流域（ブルンダ、
アラナス、アラキル、ララウン、バサブル
アマヨール、イモツ、アテス、オディエタ、
ウルツァマ、アヌエ）から成り、その主
要河川は、カンタブリア海に注ぐビダソ
ア川、ウルメア川、レイツァラン川、ア
ラシェス川と、地中海に注ぐアラキル川、
ララウン川、ウルツァマ川です。植物では、
大西洋側のカシワ、ブナ、クリなどの広
葉樹や、牧草、ハニエニシダの茂み、ヒー
スやシダが多数を占め、草小積みととも
に典型的な山の風景を見せています。 

ピレネー渓谷

ナバラの北東部に位置し、北はピレネー
山脈流域から、南はレイレ山脈とルンビ
エール - アオイス盆地とパンプローナ盆地
まで、西はアルガ渓谷から東はロンカル
のエスカ渓谷までを占める地域です。そ
の調和の取れた地形は、アルガ川または
エステリバル、エロ、アルセ、アエスコ
ア、アルミラディオ・デ・ナバスクエス、
サラサール、ロンカルといった垂直に切
り立った渓谷から始まり、ピレネー山塊
につながっています。西から東に向かっ
て上昇していくピレネー山脈の高度（1,459
メートルのアディからメサ・デ・ロス・
トレス・レジェスの 2,438 メートルまで）
と、南に向かうにつれて下降する横断山
脈の影響で、大量の降雪と気温の変化の
激しさが特徴のアルプス山ろく気候から、
西に向かうにつれて多量の降雨と温暖な
気温が特徴の亜海洋性気候へ変わってい
きます。また降水量が少なく、夏に気温
が高く、若干乾燥する西岸海洋性気候に
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かつて中世の王国として栄えた現在
のナバラ特権州（自治州）は、ピレネー
山脈西側がカンタブリア海に迫るスペイ
ン北部中央に位置します。北の境は 143
キロにわたってフランスと、南はリオハ
州、東はアラゴン州（ウエスカ県とサラ
ゴーサ県）、西はバスク自治州（ギプスコ
ア県とアラバ県）にそれぞれ接し、総面
積は 10,391.08 平方キロメートルです。

ナバラの風景、気候
そして天然資源
ナバラは、多様な地形、生物気候学、人々
の気質から三つの地域に分けることがで
きます。まずナバラ北西部の湿潤地帯、ピ
レネー渓谷、ピレネー前縁盆地から成る山
岳部、次にエステーリャ地域とナバラ中央
東部に分けられる中央部、そしてエステー
リャとトゥデラの河岸部です。

山岳部
ナバラ北部を占め、その南側の境はウル
バサ、アンディア、サルビル、ペルドン、
アライス、イスコ、レイレのそれぞれの
山脈にあたります。

ナバラ北西の湿潤地帯

温暖（平均気温 15 度）で湿潤（1,400 ミリ）
な西岸海洋性気候にもかかわらず地質的
にも植物形態学的にも変化に富んだ地域
です。この地域は、カンタブリア流域（シ
ンコビーリャス、ウルメア、レイツァラ
ン、アライツ、バサブルアメノール、サン



準じる気候 - 亜地中海性気候が、東部と南
部に見られます。降雨融雪型主要河川の
アルガ、エロ、ウロビ、イラティ、サラサー
ル、エスカの河川は、水量が多く比較的
安定しています。代表的な植物は、北部
ではブナやモミと共に見られるオウシュ
ウアカマツで、そのほかにツゲ、サンザシ、
高地には天然の牧草があります。

ピレネー前縁盆地

前述二つの地域南部には、イラティ川と
その支流の肥沃な流域ルンビエール - アオ
イス盆地と、アルガ川流域のパンプロー
ナ盆地の二つの盆地から成るピレネー前
縁低地帯が広がっています。その西端は、
アンディア山脈、東端はレイレ山脈、イ
リョンあるいはナバスクエス山脈、南端
はペルドン、アライス、イスコの各山脈
に囲まれています。気候的には、温暖な
海洋性気候から大陸性と地中海性が混じ
る気候への変わり目地域といえ、年間平
均降水量は約 700 ミリ、年間平均気温は
約 15 度です。盆地という名が示すように、
山からさまざまな川が、すでに水量の多
い降雨融雪型と海洋性降雨型の中間のア
ルガ川やイラティ川に注ぎ込んでいます。
変わり目にあたるのは植物に関しても同
様で、カシ類やカシワ類の地中海広葉樹
や、オウシュウアカマツ、ツゲやスペイ
ンエニシダの茂みが目立ちます。

中央部
山岳部と河岸部間の特徴が混在する中間
地帯です。山地と低い丘陵地の北部から
沖積層の広大な平野部の南部に向かって、
段階的でゆるやかな推移が見られます。

ナバラ中央東部

ペルドン、アライス、イスコ、レイレの山
脈の南部に位置し、西はアルガ川からア
ラゴンとの州境までの地域で、バルディ
サルベ、バルドルバ、バルデアイバル、
サングエサ地域、タファーリャ山ろく - オ
リーテ地域から成ります。形態学的には、
山ろくと西から東へつながる山にぴった
りくっついた一般的に狭い平野部と、北
から南へはアラゴン、シダコス、アルガ
の各河川流域から成っています。比較的
な だ ら か な 地 形、 降 雨 量 500-700 ミ リ、
夏の猛暑が特長の乾燥した大陸性気候で、
森林はわずかです。ブナノキ、カシワ、
オウシュウアカマツもありますが、カシ
ノキとカシワの混合林や、ローズマリー
やラベンダー、スペインエニシダ、トショ
ウ、ケルメスナラなどの茂みがこの地域
の特徴としてあげられます。

ナバラ中央西部とエステーリャ地域

ナバラ西部は、西はアラバ県との境、北は
ウルバサとアンディアの山脈、東はアルガ
川で囲まれた地域です。南端はいくぶんあ
いまいで、エステーリャ河岸と呼ばれる一
帯につながっています。エステーリャ地域
は、盆地や平野、アメスコアス、バルデ
ラナ、バルデアリン、イェリ、ゲサラス、
ゴーニィ、ビリャトゥエルタ、マニェール、
モンハルディン、エガ、ベルエサ、アギ
ラール、ラソラナなどの渓谷から成る山
脈、ディカスティーリョとアリョからビ
アナまで続く数多くの村々から形成され
ています。これらの町は、エガ川流域の
町エステーリャを中心に古くから発展し
てきました。エガ川はウルバサ山脈奥深
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ベラグア
ロンカル渓谷





なっています。植物に関しては、人為的
開発により、カシの林や原産の松林、ロー
ズマリー、タイム、ハニエニシダ、ヨモ
ギ、アフリカハネガヤなどの地中海性植
物の茂みがわずかに残っているに過ぎま
せん。エブロ川やその支流、植物の茂っ
たかんがい地がなければ、この河岸部は
ナバラ全土で有数の農業地帯ではなく、
乾燥して住みにくい土地となっていたこ
とでしょう。

ナバラは、地理学的に三つの地域に分け
られます。北部の湿潤地帯、南部の乾燥
地帯、中央部の亜乾燥地帯です。このた
め、地域によって急激な気温の変化が見
られるのも当然のことといえます。年間
平均気温はナバラ湿潤地帯の山岳部で 13
度 -14 度、中央部では 12 度 -14 度、ナバ
ラ乾燥地帯の河岸部では 15 度ですが、激
しい気温の較差は約 19 度にもなります。

降った雨がカンタブリア海に注ぐ山岳部
と北東部の高い山々では、年間 1,500 ミ
リ以上の降水量がある一方、ナバラ南部
ではわずか 400 ミリ足らずです。ここに、
気候のコントラストと生物地理学の因果
関係を見ることができます。

湿潤な北部と乾燥した南部の間には、地
理学上・生態学上非常に興味深い、緩や
かで変化に富んだ推移が見られます。ナ
バラ北部では一年をとおして降雨量、降
雨日数が多いため、曇りの日が多く日照
は少なくなっています。特に北東部の気
候は亜高山性に近く、長く寒い冬と穏や
かで乾燥した好天気の夏が特徴となって

くを源とするウレデラ川からの水がたっ
ぷり注ぎ込む有数の川です。西岸海洋性
気候の北の山岳部（ウルバサ - アンディア
で年間平均降水量 1,400 ミリ、平均気温
11.5 度）と、南の大陸地中海性気候の平
野部（年間平均降水量 500 ミリ、平均気
温 13 度）の間では、気候の大きな相違が
見られます。この気候の二面性は植物に
も表れ、北にはカシワ、ブナノキ、セイ
ヨウヒイラギ、ツゲ、牧草などが、南部
の山すそにはカシの林やカシワとカシが
混じった森、ローズマリーやタイム、ラ
ベンダーの茂みが見られます。

河岸部
エステーリャとトゥデラの 2 つの主要都
市に因んだエステーリャ河岸とトゥデラ
河岸は、共通点が多いのでここでは一つに
まとめます。大きな相違点といえば、エス
テーリャ河岸には石こうが多く、しゅう曲
構造をもつのに対し、トゥデラ河岸は泥灰
土、石灰岩、砂岩の多い平坦な構造をもっ
ていることです。このためエステーリャ河
岸では、なだらかな起伏の尾根や屈曲、ダ
イアピル背斜谷や垂下した向斜面谷が見
られ、トゥデラ流域では平野や構造平原、
ビュート、段々状の沖積平地が広がってい
ます。

気候と水文学
この地方の気候は、エブロ川の河岸低地
特有の大陸 - 地中海性気候です。夏の乾燥、
年間の気温の変化の激しさ、不規則でわ
ずかに降る雨（年間平均 500 ミリ以下）、
シエルソと呼ばれる北風の存在が特徴と
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ピティーリャス潟湖
ナバラ最大の潟湖。毎年の渡
り鳥の移動に欠かせない場所
です。



植物、動物群、自然空間

多様性溢れる気候の影響で、ナバラの植
物相は非常に変化に富んだものとなって
います。ナバラ湿潤地帯の山岳部では、
600 メートル以下の渓谷にカシワ類の林が
目立ちます。ナバラのブナノキ類の林は、
カンタブリア海 - 地中海の境界線上にある
雨が多く霧にかすむ山々や、ウルバサ山
脈、ピレネー渓谷の標高 1,200 メートル以
上のところに広がっています。また山岳
地帯に豊富に茂るマツや牧草地、低木林、
シダに混じって、カシノキやクリノキも
わずかに見られます。

低い渓谷から成り、ときにはアクセスが
困難な中央部には、さまざまな種類の植
物が見事に混在しています。そのよい例
が、大陸性生物群集に属す落葉樹林と、
同じ区域に茂るとげの多い低木の茂みや
トキワガシの林で、植物種の対比をはっ
きりと見せています。またアライス、イ
スコ、アンディア、ロキスの山脈にはカ
シワやブナノキが多く見られ、中央部は
混合林の見本になっています。西部では
広大なツゲの林が形成され、河岸部北部
に至る地域では、ローズマリーやマツが
低い渓谷に広がっています。

河岸部の景観は、その他の地域とは非常
に異なっています。見渡す限りの平原で
は、地平線がさらに遠くに感じられます。
河岸部特有の植物は、ポプラ、黒ポプラ、
ニレ、ヤナギで、ピレネー渓谷の湿潤地
帯から遠いためカシワ、ブナノキ、マツ、
ピレネー産のモミなどは見られません。

います。一方ナバラ南部では、比較的雨が
少ないために（年間降雨日数 100 日以下）、
快晴の日が多く日照時間も長くなってい
ます。また南部では、寒い冬と猛暑の夏
の気温差が大きいのも特徴として挙げら
れます。間に位置する中央部は、北部と
南部の気候の移行帯といえます。

以上のことからナバラ地方の気候は、大
きく以下の二つに分けることができます。
規則的で降水量の多い特徴をもつ北部の
温帯西岸海洋性気候と、気温差が激しく、
不規則にわずかに振る雨とひんぱんに激
しく吹きつける冷たい風（北風）を特徴
とする南部の大陸 - 地中海性気候です。

ナバラの気候の多様性は、水文学上の多
様性にも表れています。つまりナバラは、
他の分野同様、多様性に富んだスペイン
のイメージを、そっくり小さな縮尺で見
せてくれます。ナバラの水路学を理解す
るには、三つの点を考慮に入れることが
必要です。第一に北部山岳地域の多い降
水量、第二に海洋堆積岩層にあるいくつ
かの帯水層の存在（ウルバサ、アララー
ルなど）、そして最後にピレネー山脈の長
期にわたる降雪です。

主要河川は、大河川エブロ川に注ぐエガ
川、アルガ川、アラゴン川で、ナバラで
はもっとも大きい地中海流域に属します。
カンタブリア海流域には、ナバラ北西部
湿潤地帯にある水量の少ないウルメア川
とビダソア川が注いでいます。
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ビクトル・ユゴー
“どう言いあらわせばいい
ものか。まったく驚嘆の一
言だ。ここは、見事で大い
に好奇心をくすぐられる愉
快な国だ。君たちがパリの
雨空の下にいる間、私はこ
こで日光と青空、山の上に
すてきなかすみをかけるの
にぴったりの雲を楽しんで
るってわけだ。ここではす
べてが気まぐれ、矛盾して
いて風変わり。つまり、す
べてが混沌としているん
だ。素朴な風習と退廃した
習慣、純真さと堕落、高潔
さと卑しさ、牧歌的生活の
一方で内戦があり、英雄の
雰囲気をまとった物乞い、
物乞いの雰囲気をまとった
英雄、若々しい自然と新し
い国家の間で腐敗してし
まった一つの古い文明、老
いぼれでありながら生まれ
たばかり、古い一方で新鮮
でもあるというふうさ。な
んとも形容しがたいが、愉
快極まるところだ。一瞬一
瞬に相いれないものが、田
舎のあらゆる場所、あらゆ
る街角で結びつきあう唯一
の国なんだ”

  1843 年、スペイン旅行記

キントレアル





豊かである一方、困惑を覚えるこの地で
は、日光が照りつけ、北風が吹きすさび、
植物の対比を見るにつけ、激しさと情熱
が思い浮かびます。エブロ川左岸、アラ
ゴンのシンコビーリャス地方と隣接する
トゥデラ北部には、バルデーナスレアー
レスとして知られる広大な半砂漠地帯が
広がっています。世界自然遺産に指定さ
れたこの地は、総面積 400 平方キロメー
トルを超え、おごそかで厳しい景色が広
がっています。バルデーナスはもともと
放牧地帯で、季節移動するロンカルの綿
羊の群と河岸部の群れが出会い、羊飼い
同士が口論したり、婚姻関係が成立した
りすることも一度や二度ではありません
でした。今日では、冬の間の家畜の飼料
用穀物の畑が一部に広がる見事な風景が
広がっています。

山岳部の特徴を示す自然動物は、猛禽類、
腐肉食禽類、ベニハシガラス、カラスな
どで、南部河岸平野にはイシチドリ、ク
ロハラサケイ、クロサバクヒタキなどが
集まります。バルデーナスは半砂漠的な
地質なので、アスプクサリヘビ、ホウセ

キカナヘビ、モンペリエヘビなどの爬虫
類がよく見られます。

ナバラの自然は、類まれな景観を至ると
ころで多彩に見せてくれるので、さまざ
まな風景を楽しむのに場所を選ぶ必要は
ありません。自然が汚染されずに保たれ、
ひっそりたたずむ渓谷を一つ一つ、より
一層満喫することができます。また北か
ら南への地理的なコントラストは、ナバ
ラの美しさをさらに引き立てています。
そしてナバラは、地理的に変化に富んだ
景観を見せるバスタン渓谷、ロンカル渓
谷、ベラグアや、数多くの山々があるこ
とを誇りにしています。

西ピレネー山脈に位置するバスタン渓谷
は、他には見られない風景画そのものの
美しい景観に恵まれています。牧草地の
緑、川岸に沿って見える農家、大渓谷を
取り囲む森林。それらは人的なもの、生
物気候学的なもの、歴史的なものと完璧
に調和しています。そしてバスクの言語
と文化がはっきり根付いた山岳部での生
活と慣習を見事に表わしています。

ブナの林 アララール



もっと南に向かうと、アララール、自然
公園に指定されているウルバサ、アンディ
アの山脈があり、南端には前に述べた、
この世のものとは思えないほど幻想的で
月世界と見まがう景観のバルデーナスレ
アーレスがあります。
 

このようにナバラは、- 自然や地理学的に
は景観、人的なものでは同胞意識  - は、著
名な地理学者、アルフレド・フロリスタ
ンの言葉を借りれば、“ミニチュア大陸”
と言えるでしょう。ピレネー山脈の青い
天空に突き出す山々、海岸に近いナバラ
の温暖な気候や起伏のなだらかさ、中央
部の大陸 - 地中海性気候の推移、エブロ川
やその支流流域の肥沃な土地、さらに魅
惑的で現実離れした半砂漠性の土地バル
デーナスレアーレスなど、多種多様なも
のが一つのナバラに集約されています。

カスティルデティエラ
のビュート 

バルデーナス レアーレス
自然公園



20

メディアルナ ( 弓張り月 ) 公園
パンプローナ



2004 年のパンプローナの人口は 191,865
人 で、 パ ン プ ロ ー ナ 近 郊 で は、 以 下 の
数字が記録されています。バラニャイン
22,071 人、ブルラーダ 18,040 人、スィスー
ルマヨール 12,833 人、ビリャーバ 10,179
人、アンソアイン 9,526 人、ベリオサール
7,865 人。
地方主要都市ではトゥデラが 31,569 人に
達し、エステーリャ 13,439 人、タファー
リャ 10,782 人、サングエサ 4,971 人と続
いています。

人口と人口分布

ナバラの人口に関する資料では、総人口
は 1900 年の 307,999 人から 2004 年には
584.734 人に増えて、人口密度は、スペイ
ン平均で一平方キロメートル当たり 36.8
人から 80.83 人に上昇したのに対し、ナバ
ラでは 29.6 人から 56.28 人の上昇に過ぎ
ませんでした。つまりナバラの人口増加
率は国平均よりも小さく、人口密度はど
ちらかといえば低い方です。しかしなが
ら地方都市の増加率とパンプローナとそ
の周辺の増加率間には、明白な現実が隠
れています。それは人口規模の小さい地
方の町や村では、人口減少が起きている
という事実で、ピレネー渓谷やエステー
リャ地域では、20 世紀初頭から人口が減
少しています。ナバラのその他の地方で
はゆっくりとした人口増加が見られ、両
河岸地方と、都市開発期に当然の現象と
してパンプローナ盆地では、明らかに人
口は増加しています。

またこの数年間、ナバラの主要都市や多
く の 市 町 村 で は、 ラ テ ン ア メ リ カ や 東
欧、北アフリカから職を求めて次々にやっ
て来る移民の人々を多く見かけるように
なっています。

ナバラ自治州の人口の約 50％は州都のパ
ンプローナとその近郊に集中しています。
多くの市民が州都から周辺都市の土地に
移り住むという変動があるとはいえ、パ
ンプローナの人口は少しずつ 20 万人に近
づきつつあります。
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サラサーテ通り
パンプローナ 



空から見たパンプローナ
ナバラの人口の半数以上が州都のパンプローナと

その近郊に集中しています。





山口公園
パンプローナ



は男性より長く、男性の平均寿命 76.3 歳
に対し、女性の平均寿命は 83.4 歳である。
また、女性は身体の不自由な親族の面倒
みがよく婚期が遅れるため、30 歳過ぎで
やっと第一子を出産する。人口当たりの
100 万長者数が最多の自治州で、人口の
86％が自宅を所有し、82.8％が携帯電話
を持ち、人口 1,000 人当たりの所有自動車
数は 637 台である。またスポーツ実践率
が最も高い自治州で（人口の 50％近くが
何らかのスポーツを実践）、人口の 40％が
少々肥満の傾向があるとはいえ、肥満の
割合が 2 番目に低い自治州である”

芸術散策
芸術世界での交差点
フランス、バスク、リオハ、カスティー
リャ、アラゴンに隣接するナバラの地理
的位置は、その芸術表現に多大な影響力
を及ぼしてきました。ナバラはその長い
歴史を通して、隣接する王国やさらに遠
方の地の影響も常に受けてきたのです。
中世時代にすでに存在したサンティアゴ
巡礼の道は、他の文化をいち早く伝達す
るのに大きな役割を果たしていました。
またヨーロッパの影響、具体的にはフラ
ンスの影響が、ナバラ王家がシャンパー
ニュ家やエヴルー家など、フランス有数
の名門家系と血縁関係にあった長い年月
の間、はっきりと見られます。

ナバラに残る最古の考古学遺跡は、マド
レーヌ期のものです。北西部では−特にア
ララール山脈では−ドルメンや古墳、環状
列石、メンヒルなどの巨石建造物が数多く

ナバラの人々
景観や生物気候が段々に移行していく特
色は、ナバラの人々の性格に大なり小な
りの影響を与えています。湿気の多い閉
鎖的な風景に暮らす山岳部の人々は、口
数の少ない働き者。打ち解けにくい性格
ですが、いったん親しくなれば確固とし
た誠実さが特徴です。河岸部の人々は、
その土地同様、温かくオープンな性格で、
重労働にも楽しい祭りにも等しく熱意を
持って打ち込みます。出会った瞬間から
友情が生まれ、楽しく愛すべきおしゃべ
りの友となります。この 2 つの地域に挟
まれた中央部のナバラの人々には、その
両方の性格が共存し、さらに文化、人生
の見方にとどまらず、人生へのさまざま
な対処法を総合的に扱う独自の知恵を備
えています。

ジャーナリストのガブリエル・アセンホ
は、平均的ナバラ人像を以下のように分
析集約しています（ディアリオ・デ・ナ
バラ、2004 年 4 月掲載）。“中流階級に属し、
40 代の年齢層が多い。タバコを吸いすぎ、
出生率を下げては人生をややこしくして
いる。しかしながらカイシャのスペイン
社会年鑑 2004 年版で、暮らしの快適度で
は一番高い地方に選ばれ、国内総生産で
は、新加盟国を含む EU の 266 地方のうち
51 位に位置づけられている。新聞の熱心
な読者である一方（自治体の新聞消費量
第一位）、スポーツと衣類に最も金を注ぎ
込む。旅行を愛好するあまり、偏頭痛で
職場を休む傾向もある。64 歳以上の人々
が、スペイン人の中で、もっともインター
ネットの利用愛好者である。女性の寿命
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ホセマリア
イリバレン

“ナバラの人々を定義付け、
一般的な性質や長所、短所
を挙げることは意外にも難
しい。それは、ナバラが地
理的にモザイクのように多
様であるように、人間性に
おいてもさまざまだからだ”

仕立て屋の引出し
ふるさとについて 
１9 ５4 年、ナバラ



見られます。またナバラ南部のコルテスや
カステホンの埋葬地跡など、鉄器時代の集
落も数カ所発見されています。

地方のロマネスク芸術と
都会のゴシック芸術  
西暦 1000 年頃にかけて、トゥデラのモ
スクの廃墟や、レイレやフィテロの象牙
細工の小箱など、アラブ芸術の興味深い
作品が残っています。
ま た 11 世 紀 か
ら 14 世 紀 に か
けての宗教建築
には、芸術発展
時代の幕開けを
はっきりと見る
こ と が で き ま
す。 具 体 的 に
は レ イ レ 修 道
院の地下聖堂や
教会、サングエ
サのサンタマリ
ア・ ラ・ レ ア ル、
エステーリャのサ
ンペドロ・デ・ラ・ルア、吹きさらしの
八角形の回廊を持つエウナテの風変わり
な寺院のほか、非常に似通った造りの教
会サントセプルクロ・デ・トーレス・デル・
リオなど、傑出したロマネスク建築が数
多く建設されました。さらにアルタイス、
アルセ、オリェータなどにある、地方の
美しいロマネスク建築も忘れてはなりま
せん。ロマネスク様式の普通建築では、ア
ルガ川に架かる均整の取れたプエンテラ
レイナ（王妃の橋）や、イラチェータの
魅力的なオレオ（高床式穀物倉）、エステー
リャの王宮の優美なファサード（建物正

面）などが傑出しています。またサング
エサのサンタマリア教会、レイレ、エス
リャのサンミゲル教会などのファサード、
さらにエステーリャのサンペドロ・デ・ラ・
ルアやトゥデラのカテドラルの回廊柱頭
装飾に見られる彫刻は、芸術的絶頂を極
めた作品の数々といえるでしょう。さら
にウフエやパンプローナ、イラチェのマ
リア像を始めとする数多くの聖母像も忘

れてはなりません。金細工
作品では、アララール

の礼拝堂にあるエ
マ ー ユ（ 七

宝 ） の サ
ンミゲル・
イ ン・ エ
ク セ ル シ
ス 祭 壇 背
後 装 飾、
城 壁 に
囲 ま れ た
町 ア ル タ
ホ ー ナ に
あ る 美 し

いエルサレムの聖母像が注目されます。

12 世紀には、ラオリーバ、フィテロ、イ
ラチェ、イランスに簡素なシトー会様式の
修道院が建設されます。13 世紀のゴシッ
ク様式への移行期の代表的な建築に、エ
ステーリャのサンミゲル教会や、質素な裁
きの門と美しい回廊に見事な彫刻をほど
こしたトゥデラのカテドラルがあります。
そして完全なゴシック様式建築としては、
パンプローナのカテドラル（大聖堂）や
ロンセスバーリェスの参事会教会、エス
テーリャのサントセプルクロ教会、オリー
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祭壇背後装飾
中央のエマーユ

レイレの小箱

エウナテ修道院





ター（雪花石膏）製埋葬所ほか、ナバラ中
世後期の建築、彫刻、壁画の質の高さがう
かがわれる豪華な回廊があります。ゴシッ
ク様式の装飾芸術の代表的なものでは、ロ
ンセスバーリェスの聖母マリア像や、パン
プローナのカテドラル聖墳墓の聖遺物箱、
プエンテラレイナのキリスト磔刑像、ロン
セスバーリェス参事会教会博物館の「シャ
ルルマーニュの市松模様」と呼ばれる聖
遺物箱などが挙げられます。

テのサンタマリア・ラ・レアル教会など
が挙げられます。このオリーテの教会は、
ナバラに存在するゴシック様式普通建築
の傑作であり、ナバラで最も傑出した建
物の一つオリーテ城砦 - 王宮の一部にあた
ります。最近改築工事が行われたパンプ
ローナの素晴らしいカテドラルには、ジュ
アン・ローム・ドゥ・トゥルネ作のナバラ
王国のカルロス 3 世高貴王と、その妻カス
ティーリャのレオノール女王のアラバス
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ロマニスモから新古典様式へ

ルネッサンス期には、彫刻家フアン・デ
アンチエタとその数多くの弟子の手によ
る、ナバラではロマニスモ として知られ
るミケランジェロ風のマニエリスムが開
花しました。タファーリャの聖マリア教
区教会やカセダのサンタマリア教区教会
の祭壇背後装飾に、その見事な技が披露
されています。ビアナのサンタマリア教
会の素晴らしいファサードと祭壇背後装
飾や、ロスアルコスのサンタマリア教会
に高くそびえ立つ塔、スィガ教会のエレ
ラ風のきらびやかなファサードも、同時
期の類まれな作品です。

バロック期になると、パンプローナやバ
スタン、サングエサ、トゥデラ、コレー
リャなど至るところに民間邸宅や、ビリャ
フランカ、ミラグロ、エステーリャなど
の各地に教会や塔の数々が建てられまし
た。バロック様式のファサードで特筆す
べきものに、アリスクンのクララ修道女
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マグダレーナ橋
パンプローナ・サンティアゴ巡礼道
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パンプローナ大聖堂 (カテドラル)
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会修道院教会や、ソルラダのサングレゴ
リオ・オスティエンセ教会のものがあり
ます。彫刻では、ベリオサールやビアナ
のサンタマリア教会の主祭壇背後装飾な
どに、ロマニスモの影響から前期バロッ
ク様式という新傾向への進展がうかがえ
ます。またパンプローナのアグスティノ
会修道院やトゥデラのドミニコ会修道院
の主祭壇背後装飾には、その後の後期バ
ロック様式であるチュリゲーラ様式が見
られます。そして最後にロココ様式では、
コレーリャのサンミゲル教会やレサカの
サンマルティン教区教会の主祭壇背後装
飾が挙げられます。一般的に控えめなバ
ロック様式の絵画の中にあって例外的な
のは、トゥデラに定住し同時代のマドリッ
ド派の規範に沿った、著名な画家ビセン
テ・ベルドゥサンの作品です。

新古典様式の傑作は、アリョとペラルタ
の教会やマルシーリャのアグスティノ会
修道院、エステーリャのサンフアン教会
のファサード、サンフェルミン礼拝堂、
パンプローナのカテドラルのファサード
などです。パンプローナのカテドラルの
ファサードは建築家ベントゥラ・ロドリ
ゲスの作品ですが、彼はスビサからパン
プローナへの水の輸送を目的に 18 世紀終
わりに着工されたノアインの水道橋の建
設工事にも携わりました。

20 世紀の道のり

19 世紀末から 20 世紀の初頭にかけて、城
壁のいくつかを破壊してパンプローナ市
の拡張が行われました。第一次拡張部分
では歴史主義様式や折衷様式、後にはモ
ダニズム様式の建造物が数多く建てられ



ました。その後 1930 年代からは、建築家
ビクトル・エウサの独創的な様式が盛ん
に取り入れられ、第二拡張部分のほとん
どが、教区神学校や “慈悲の家”、ミラグロー
サ教会、エスカラピアス修道会やサレジ
オ会、マリスト会の学校など一風変わっ
た建物で占められています。鉄鋼やガラ
ス、コンクリートを使った最も近代的な
建築は、カハナバラ本店や、カタルーニャ
の建築家オリオル・ボイガス設計で最近
建設された U 型の斬新な山口広場に見ら
れます。この広場は改装されたカスティー
リョ広場に次いで第２の市民の憩いの場
になっています。前衛建築の優れた造形
美術の作品には、サンチョ 3 世大王橋が
あり、ナバラ高速道路はカステホンのこ
の橋を通ってエブロ川を越えることにな
ります。パンプローナの現代建築で傑出
したものには、エステーリャ出身の建築家
フランシスコ・マンガド設計の “バルアル

テ（要塞）” ナバラ会議コンサートホール、
フランシスコ ハビエル・デオイサの作品
であるナバラ州立大学とアルスサ近郊の
ホルヘ・オテイサ博物館、ラファエル・モ
ネオ設計のナバラ総合資料館などが挙げ
られます。 

民間建築

農業と畜産業がとりわけ盛んなナバラの
伝統的な暮らしを考えると、民間建築の
さまざまな例を地理的距離や広さに応じ
て分類することもできますが、ここでは
ナバラ全土に共通する普遍的な点を並べ
てみましょう。

扉や窓や角を際立たせる構造は、ほとん
ど直線的で装飾が乏しく、倉庫や馬小屋
など付属の建物と同様、住居にも質素な
印象が強く表れています。

ナバラ総合資料館
アルガ川からロチャペア地区を
望む眺め



壁は切石積みで、扉はアーチ型。扉の上
に昔の栄華を偲ばせる古い貴族の紋章が
掲げられていることがよくあります。ナ
バラ全域に普及していますが、南部では
質素なレンガとの組み合わせが多く見ら
れます。

泥造りの住居は、レンガ造り、日干しレ
ンガ造り、洞穴住居に分類されます。レ
ンガ造りの住居は石造りのものより規模
が小さく一般的に芸術的価値は劣ります。
その中にあって興味深いのは、寄棟造り
の屋根や装飾をほどこした木製のひさし、
最上階にバルコニーや小アーチの歩廊を
しつらえた建物です。まれに石との組み
合わせも見られます。

日干しレンガ造りや土壁の住居は、非常
に見劣りがしていましたが、今日ではそ
のほとんどが漆喰をほどこされて、元来
の土色は表に現れていません。河岸地方
に広く普及していますが、石とレンガと
組み合わせたものは中央部でも数カ所に
見られます。

最後に洞穴住居は、丘や断崖の傾斜部に
見られる住居です。一般に貧しい家庭や
人々によってたやすく建てられる住居と
して用いられてきましたが、年間を通じ
て一定の気温を保つことのできる造りを
生かし、現在でも酒倉や娯楽の場として
利用されています。実際アルゲダスやバ
ルティエラなどでは、観光客向けのカサ
ルラル（休暇用の田舎の家）として改装
されています。エブロ川流域の村々によ
く見られる住居様式です。

住居は石造りか泥作り（レンガや日干しレ
ンガ）で、後者は主にエガ川、アルガ川、
アラゴン川の下流流域や、エブロ川河岸地
帯のナバラ南部のみに普及しています。

石造りの住居は、ピレネー山間様式、北
部ピレネー山ろく様式、南部ピレネー山
ろく様式、ベネチア窓をしつらえたもの
に分類されます。ピレネー山間様式は、
寄棟作りの屋根、平瓦、突起の小さなひ
さし、扉や窓や角のみを残して切石を埋
め込んだ漆喰の壁が特徴です。ブルゲー
テからロンカル渓谷にかけての地域で見
られ、物干し用バルコニーがあったり、
しっくい塗りでなかったりと渓谷ごとに
少しずつ異なる特徴が見られます。

北部ピレネー山ろく様式の住居は、一般
に規模が大きく、ファサードと垂直に交
わる棟と赤い丸みを帯びた瓦を敷き詰め
た切妻屋根が特徴です。壁は側柱と角を
残して白塗りで、その部分にある切石を
際立たせています。木の枠組みや物干し
用のバルコニーも多く見られ、大西洋に
近い地域、特にバスタン渓谷に普及して
います。

南部ピレネー山ろく様式の住居は、建物
正面と平行か垂直に交わる棟の切妻屋根、
側柱と角を残して漆喰を塗った粗石積み
の壁、バルコニーに張り出した窓が特徴
です。最も広く普及している種類の住居
ですが、レイツァ、ララウン、バランカ
などの地域で見事な例が見られます。 
ベネチア窓をしつらえた住居の特徴は、
なんといってもそのベネチア窓（中央に
縦仕切りのある曲がったアーチ型）です。
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バルアルテ（要塞） 
ナバラ会議・コンサートホール
2003 年 10 月 30 日開館
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風変わりなオレオ（高床式穀物倉）

民間建築の独特な一例として、アエスコ
ア渓谷に今も残る 20 件余りのオレオ（高
床式穀物倉）があります。これらは穀物
や家畜の飼料の保管に利用されています。
通常、石造りの柱の上に長方形の階を乗
せるように建てられ、切妻屋根と石造り
の壁が特徴です。最も奇抜な形のオレオは
バルドルバの中心に位置するイラチェー
タにあります。何人かの歴史家は、この
高床式穀物倉は 9 世紀に建てられたとし、
よって前期ロマネスク様式ということに
なりますが、バルドルバのその他のロマ
ネスク建築同様、12 世紀に建てられたと
いう歴史家の意見もあります。この高床
式穀物倉は同時期のアストゥリアスのも
のに非常に類似した外観で、長方形の建
物は二層から成り、石板をふいた２斜面
の屋根があります。一階には数多くの半
円アーチと突出したインポスト、石段（元
来は木製の階段）を上ると、上階の半円
アーチの扉にたどり着きます。屋根の下
には、まぎれもないロマネスク様式のシ
ンプルな持ち送りのついたコーニスが見
られます。 

文化と教養
ナバラは地形的にも人口の数からいって
も、決して大きな自治州ではありません。
しかしその規模とは対照的に、文化はど
の分野でも幅広く豊かで多様です。公的
な文化活動は、文化観光局−ビアナ皇太
子協会を通じて行われるナバラ自治政府
の働きかけだけでなく、各大学や市役所、
数え切れないほどの公的機関、半公的機

関の活動も盛んです。さらに音楽、演劇、
ダンス、文学、映画などさまざまな分野
で絶え間なく効果的な活動を繰り広げる
私企業も数多くあります。

ビアナ皇太子協会は、文化遺産の保存や修
復、さまざまな出版物をとおして文化普及
活動、博物館や図書館のネットワーク管理
のほか、直接文化活動も行っています。ま
た文化と観光を組み合わせ、歴史や美術、
食文化や天然資源に関心をもつ観光客を
対象に、水準の高い活動を提供しながらナ
バラ文化の独自性をアピールしています。

豊かで多様性に富んだ文化遺産の保全活
動のおかげで、ナバラ全域にある動産、
不動産を、世代から世代へ保有活用する
ことが可能になっています。 

ナバラ自治政府の目録タイトル 2,000 を
越えるさまざまな出版物は、ほぼ小説と
詩の分野に限定された私企業出版社の出
版物が及ばないジャンルを補っています。
11 巻に及ぶナバラ大事典を編纂したカハ
ナバラや、創業 100 周年を記念して出版
されたナバラ文化の実態に迫るのに欠か
せない 50 項目が揃った “ナバラ基本双書”
を推進したディアリオ・デ・ナバラの業績
は特に注目されます。一方、ディアリオ・デ・
ノティシアスは歴史学者の故ホセマリア・
ヒメノフリオを追悼し “選集” 11 巻のコレ
クションを出版しました。

博物館のネットワークの本拠地は、1956
年開館、1990 年に改築されたナバラ博物
館内にあります。司教区博物館は、パン
プローナのカテドラルの修道院別館の中

34

ウィリアム
シェークスピア
“ナバラはいつの日か世界
をあっと驚かせることだろ
う。われらが宮廷、こぢん
まりとした学院は静かで瞑
想的、芸術に捧げられてい
るではないか”

恋の骨折り損、1594 年

オテイサ美術館
アルスサ





にあります。その他宗教芸術の博物館で
傑出したものにロンセスバーリェス、コ
レーリャ、トゥレブラス、トゥデラの博
物館、ザビエル城内の博物館があります。
宗教芸術以外の内容を持つ博物館にはア
ルテタやエリソンド、イサバの民族学博
物館、イラチェのフリオ・カーロ・バロ
ハ民族博物館、ロンカルのフリアン・ガヤ
レ邸博物館、そしてエステーリャ王宮内に
ある 1991 年に開館したグスターボ・デマ
エストゥ美術館などがあります。最近開
館した美術館には、アルスサにあるホル
ヘ・オテイサ美術館、アリスクンのサン
チョテナ美術館、トゥデラのセサル・ム
ニョス・ソラ美術館などがあります。ま
た、市役所やカハナバラ、他の私企業が
ギャラリーを設け、私設ギャラリー同様、
国内・海外の芸術作品を紹介しています。
パンプローナのプラネタリウム一階には、
一風変わった展示会場もあります。総計
50 万冊以上の図書文献数をもつナバラ総
合図書館は、市町村の図書館の密接なネッ
トワーク活動を推進しています。

公共文化と大衆文化

ナバラ州政府管轄のバルアルテ（要塞）
会議コンサートホールとパンプローナ市
役所管轄のガヤレ劇場では、コンサート、
オペラ、演劇、リサイタルなど水準の高
い催しが盛んに行われています。またス
ペイン国内でよく知られているの活動と
してナバラ・オーディオビジュアル創作
フェスティバルがあります。一方エステー
リャでは、良く知られている中世研究週
間が毎年開催され、期間中は中世音楽の
コンサートが楽しめます。コンクールと
しては、ビデオコンクールや声楽のフリ

アン・ガヤレ国際コンクール、バイオリ
ンのパブロ・サラサーテ国際コンクール
がすっかり定着しています。文化普及に
熱心なナバラ各市役所の姿勢は、社会文化
の推進者を積極的に関係者に起用してい
ることからもうかがえ、最大限の収益と効
果を図って、春と秋のロンダ（地方での巡
回事業）や “クルトゥール”、“コレプエブ
ロス”などの協賛活動をおこなっています。
これら文化活動の最大の発信地は、人口
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ナバラ博物館
プラテレスコ様式の建物正面

パンプローナ



ンプローナ合唱団、パンプローナ室内合
唱団、パンプローナ交響楽団は、傑出し
た音楽の担い手として活躍していますが、
ナバラには合唱団とバンドのない中核都
市は存在しないと言っても過言ではあり
ません。高等音楽教育の中心は、パブロ・
サラサーテ音楽学校で、七つの市立音楽
学校と数多くの私立音楽・楽器学校の頂
点に立っています。

また、アテネオナバラ（ナバラ学芸協会）
による文化活性活動も注目に値します。
ナバラの演劇伝統は、自らの作品や招待
劇団の作品を上演する会場を常設してい
る、ナバラ演劇学校に生き続けています。

一方エウスカルツァインディア（バスク
言語アカデミー）や、1918 年にナバラディ
プタシオン、今日のナバラ自治政府によっ
て創設されたエウスコ イカスクンツァ（バ
スク研究協会）の、ナバラでのバスク語
やバスク文化振興団体のめざましい活躍
も忘れてはなりません。

最後に、独自の文化を保ちながらナバラ
社会との一体化を目指し、並々ならぬ努
力を続けているアンダルシア、アストゥリ
アス、カンタブリア、カスティーリャ・イ・
レオン、カタルーニャ、エストレマドゥー
ラ、ガリシア、バレンシアの同郷州人会や、
ラテンアメリカの国々、その他の国から
移民した人々による文化センターの業績
にも特筆すべきものがあります。

言語と文学
特権改善法では、ナバラで話されている
二つの言語の独自性が強調されています。

の多い各市町村役場に常設されているカ
サス・デ・クルトゥーラ（カルチャーハ
ウス）と呼ばれるもので、展覧会や一連
の講演会を提供しています。最近ではサ
ンティアゴ巡礼の道に関する文化普及活
動が活発に行われるにつれ、影響力を増
し、聖ヤコブの年ごとに規模を拡大して
います。
パブロ・サラサーテ・オーケストラ、パ
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その一つは、ナバラ全域での公用語カス
ティーリャ語（スペイン語）と、主にナ
バラ北西部のバスク語が用いられる地域
の公用語であるエウスケラ（バスク語で
はエウスカラ）と呼ばれるバスク語の二
つの言語です。

ナバラは、一時代を代表する作家や、一
定のスタイルを象徴する作家を数多く輩
出してきました。フランシスコ・ナバロ・
ビリョスラーダがそのよい例です。彼は、
19 世紀のナバラ文学の生み出した最も多
作で創造性豊かなロマン主義・伝統主義作
家でした。数年後、小説家フェリシュ・ウ
ラバィエンは、20 世紀初頭の批判的な時
代の非順応主義を表します。20 世紀のそ
の他の作家には、アンヘルマリア・パスク
アル、名作 “ナバラのボキャブラリー（こ
とわざ、金言集）” や大評判となった “こ
とわざの由来 “で有名な、多作で独自の作
風をもつホセマリア・イリバレン、ラファ
エル・ガルシア・セラーノ、夭折したホセ
マリア・サンフアンなどがいます。現在も
活躍を続ける作家の中では、パブロ・アン
トニャーナ、ミゲル・サンチェス - オスティ
ス、ルシア・バケダーノ、ヘスス・フェレ
ロ、マヌエル・イダルゴがよく知られてい
ます。詩の世界は、雑誌 “アルガ川” の創
刊者、故アンヘル・ウルティアに代表され
ます。そこには、カルロス・バオス、ビク
トルマヌエル・アルベロア、ミゲル・ドー
ルス、フアンラモン・コルパス、ラファエ
ル・ロペスデセラインなどが作品を発表し
ました。

伝統と慣習
ナバラは豊かな伝統に満ちた土地です。
その伝統舞踊は多様性と色彩にあふれ、
人々の心を表現する重要な要素として今
日まで受け継がれています。クリスマス、
カーニバル、聖週間、守護聖人祭や祭りと、
一年をとおして機会あるごとに楽しまれ、
大事にされています。はるか昔から伝わ
るリズムや歌には、素朴でバラエティに
富んだレパートリーがあります。ナバラ
のピレネー地方では、オチャガビアの踊
りやルサイデ（スペイン語名バルカルロ
ス）のボランテスの踊りなど、民間伝承
珠玉の伝統芸能が残っています。

ナバラの地図に現れるどの市町村でも、
その守護聖人を称える祭りが行われます。
またカーニバルなど先祖伝来の習慣も今
日まで受け継がれています。カーニバル
の中では、ランツのカーニバルが特に有
名です。さらにナバラには、バスクの民
間伝承の重要な人物や慣習も残っていま
す。クリスマスイブに山から下りて子供
たちに贈り物をする炭焼人オレンツェロ
や、イトゥレンやスビエタの、色とりど
りの布を身に付け、後ろ腰に下げた大き
なカウベルのリズムに合わせて森を通り
ぬけるサンパンツァルが有名です。

パンプローナのサンフェルミン（牛追い祭
り）は、世界の祭りの中でも有名なものの
一つです。祭りの続く 8 日間、パンプロー
ナの街はすっかり姿を変え、7 月 6 日の前
夜祭から 14 日まで、ナバラ各地をはじめ
スペイン各地、海外から押し寄せる大勢の
人々であふれかえります。
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牛追い
始まってすぐのエスタフェータ通りを走る闘牛



アーネスト
ヘミングウェイ
“7 月 6 日、日曜日正午、祭

りが爆発した。と書くより

他にてだてがない。[...] 

いよいよ祭りのはじまり

だ。昼となく夜となく 7 日

の間続くのだ。踊りが続き、

酒が続き、さわぎはとぎれ

ることがない。出来事とい

えば、祭りの間に起こるこ

とばかりだ。しまいには出

来事という出来事がすっか

り現実ばなれしてしまい、

どんなことでも、たいした

意味は持たないように思わ

れてくる。祭りのあいだに、

意味のあるなしを考えるな

ど、場ちがいみたいに見え

てくるのだ。祭りの続く間

は、なんのさわぎもないと

きでさえ、なんかを人にき

かせようと思ったら、大声

でわめかなくちゃいけない

といった気持ちになる。な

んか行動を起こす場合も同

じ気持ちがつきまとう。そ

れが祭りというもんだ、そ

してこれが 7 日の間続くの

である”

日はまた昇る（祭り）1926 年
岩波文庫谷口陸男訳

まるで自分の所有地を守るように厳守し
ます。ナバラのフエロ（法）では、文書
にされた法令より慣習が勝ると認めてい
ることを忘れてはなりません。加えて民
間伝承が非常に盛んで、実際ナバラの人々
の古い伝統や慣習に少しずつ新しいもの
が加わりつつあるとはいえ、新しい慣習
にも古い慣習と同様に、地域的要素が強
く含まれています。

内輪の家庭的なものが多いのが冬の伝統
の特徴です。重要な祭りは、なんといって

もそれを中心に一年が回っているとも
いえる 12 月 25 日のイエスキリス

トの生誕を祝うクリスマスです。
この日は一年で一番日が短く、

夜の長い冬至とも重なってい
ることもあって、暖かい火を
囲んでの家族揃った団らんへ

といざなわれます。種まきも終
わり、休閑期に当たるこの季節
の静けさを破るのは、ただ一つ
とさつを控えた豚の甲高い鳴き
声です。その後人々は、モルシー
リャ（血入りソーセージ）、チョ

リーソ、チストーラといったソー
セージ作りに精を出します。

クリスマスに最初に気づくのは、
オレンツェロです。この太鼓腹で酒

飲みの炭焼き人は、クリスマスイブに山
から下りて、クリスマスの到来を告げま
す。このオレンツェロの祭りは、レサカ
に始まり、今日ではナバラとバスクのほ
とんどの市町村で行われています。

サンフェルミン祭の期間には、パンプロー
ナから通常の面影は消え、静かで整然とし
た街は祭り一色に染められ、通りは祭りに
参加する人々の舞台、集まる場所に変わり
ます。

サンフェルミンは、興味深い民間伝承の
表れが凝縮されたものといえます。つま
り、サンフェルミンにはナバラ各地の伝
統の基本要素が見られ、ナバラ全土の祭
りが統合されているのです。山岳地方の
チストゥ（バスク特有の笛）や小太鼓、
中央部や河岸部のバグパイプや、有名
なエンシエロ（牛追い）で名高い
雄牛の群れ。また、あらゆる祭
りに姿を見せ、楽しい音楽で
人々をダンスへ誘い出すブラ
スバンドも欠かせません。
7 月 7 日のサンフェルミンの
行列、伝統的な大人形や張
子の大きな頭をつけた人々
に 混 じ っ て 踊 る ダ ン ス、
ショー、コンサート、花火
など、前夜祭を含む 9 日間
の祭りの開催期間中、多彩
な催しが楽しめます。

年間祭り暦

小文字の歴史とは、通常の教科
書に載ることはありませんが、父
から子へと受け継がれ人々が守り
続けた歴史であり、どこの村にもある伝
統や習慣を形作っている歴史です。独自
の歴史に誇りを持つナバラの人々は、そ
の豊かなで多様性に富む伝統を、過去に
力強く根を下ろす数多くの慣習の中で、
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大晦日の晩、特にウルディアインの若者
たちは水の儀式で最後の日を祝います。
これは泉から器に新しい水を汲んで町の
役人や隣人たちに提供し、心づけを受け
取る儀式です。御公現の祝日（1 月 6 日）
の前夜には、東方の三博士の華やかなパ
レードがナバラ各地で繰り広げられます。
しかしながら、子供たちの東方の三
博士に対する興奮は、ナバラ王即
位式を思い浮かべるファバの小博
士に運良く選ばれた子供のものと
は比べ物になりません。御公現の
祝日が一夜明けて人々が外に出
る頃、サングエサの通りで “聖体
神秘劇” と呼ばれる宗教劇が演じ
られます。聖人の記念日はたくさ
んありますがサンアントン、サンセ
バスティアン、サンブラ
スの日は、
人々や家畜、
食物を祝福
する祭りの日で
す。　　
サン
タ・ア
ゲダ
の前夜に
は、角灯
と杖を持っ
たエウスカディ
の合唱隊が、食物やお金を
募りながら歌い歩きます。 

ナバラ北部一帯のカーニバ
ルには、特色があります。
イトゥレンやスビエタでは
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仮装した人々が、ヨアルドゥナあるいはサ
ンパンツァルと一緒に村から村へと列を
作って回ります。最も伝統的で魅力的な
カーニバルはランツのもので、ならず者ミ
エルオチンの大人形の判決と火あぶりの
刑が行われます。アリスクン、ゴイスエラ、
ウナヌでも、古くからカーニバルを祝って
います。加えてアルサスア、エステーリャ、
タファーリャ、ビアナ、トゥデラ、シントゥ
ルエニゴなどの町でも、カーニバルが復活
したり新たに祝われたりするようになり
ました。

風の強い 3 月の週末 2 回にわたって、ナ
バラ各地やその他の地方から、数万人の
巡礼者たちが徒歩でザビエル城を目指し
ます。1506 年この地に誕生し、東洋の伝
道者となったフランシスコ・ザビエルの
足跡をしのんで結集するのです。

聖週間（イースター）には、トゥデラと
アンドシーリャでキリストの受難が生々
しく演じられるほか、聖金曜日の日が暮
れると、パンプローナとコレーリャで宗
教行列が町を練り歩きます。聖土曜日の
朝トゥデラでは、フエロス広場でボラティ
ンが絶えず回され、ついには衣服がびり
びりに破れて、時計台から風船やキャン
ディが投げられるのを今か今かと待ち望
む大勢の子供たちの上に降りかかります。
翌日の復活祭には、トゥデラでは天使降
来のお祭りを祝い、天使が聖母から四旬
節のベールを外して喜びを表します。す
ぐ近くの村カバニーリャスでは天使が歓
呼するハレルヤ聖歌でクライマックスを
迎える聖体と悲しみの聖母マリアとの再
会の行列と、聖木曜日にキリスト受難の
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7 月 13 日、ピレネー山脈の肥沃地帯にあ
るララでは、昔から伝わる牝牛 3 頭の代
価の祭りを祝います。その後はサンティ
アゴ、聖母被昇天、マリア降誕、聖十字
架称賛、サンミゲルを始めとする祭りが、
各市町村で休む間もなく行われ、チストゥ

（バスク特有の笛）やバグパイプの音色、
ホタの踊りやブラスバンドと、牛追いや
素人闘牛に集まる群集が奇妙に溶け合い
ながら、祭りを盛り上げていきます。ア
ラスリで行われる豚のレース、プエンテ
ラレイナで行われる鋤を使った竹馬競技、
マルシーリャのくわ投げなど、伝統は夏
祭りに凝縮され、人々はそれを楽しみま
す。農業や羊飼いに関連した祭りには、
オリーテのブドウ収穫祭り、ブルギのい
かだの祝日、ウアルテ−アラキルの羊飼
いの祝日、大天使の祝日、バルデナスへ
の動物の群れの到着の祝い、ソロガイン
での家畜の焼印祭りなどがあります。渓
谷の日を祝う習慣もだんだん広まってき
ており、ナバラに豊富にあるさまざまな農
産物（ワイン、アスパラガス、ピキーリョ
ピーマン、チーズ、カテージチーズなど）
の同業者組合活動も盛んになっています。

秋に入ると、イノシシ狩りや、エチャラー
ルの網を使ってハトの狩猟が始まります。
パンプローナでは、守護聖人のサトゥル
ニーノの日を 11 月 29 日に祝います。
12 月 3 日の聖フランシスコ・ザビエルの
日はナバラの日でもあり、ナバラ全土で
盛大に祝います。クリスマスが近づき、
各村のとっておきの、暮らしに根付いた
伝統や慣習が主役の年間カレンダーが、
再び最初のページに戻ります。

山車を担いだ兵士たちを称える復活祭の
ミサが行われた後、ユダの迫害と打ち首
が演じられます。ナバラの反対側にある
ルサイデ（バルカルロス）では、ボラン
テが復活祭を祝って踊り、お金を募りな
がら集落をまわります。

春がやってくると、ナバラ各地の人里離
れた庵や礼拝堂へ人々が巡礼に次々に訪
れる前に、アララールの天使が、畑や町、
村、パンプローナ市を訪れ、その到来と
ともにナバラの地にしばしば待望の恵み
の雨をもたらします。ウフエ、オスキア、
ロンセルバーリェス、ソルラダ、コデス、
カタライン（バルドルバ）、エルユゴ（ア
ルゲダス）、ルンビエール、ムスキルダ、
ラビアノ、アルサスアは、ナバラに数多
く散在する巡礼地の一部です。巡礼につ
きものの中には、枝飾りや香草 “五月柱（花
やリボンで飾られたもの）” など、春の魅
力あふれる飾りも欠かせません。

夏祭りは一年で一番夜が短く日の長い夏
至の日、サンフアンのたき火と共に始ま
ります。たき火は各地で燃やされますが、
アウリツ（ブルゲーテ）、ウルディアイン、
そしてフアン・ロボを迫害し先祖伝来の
ラバルサ舞踊を舞う、トラルバデルリオ
のものがよく知られています。一年で最
良の季節、サンフェルミンを祝うパンプ
ローナ市をはじめとして、ナバラのあら
ゆる市町村が守護聖人の祭りに沸きあが
るこの季節を思う存分楽しむ前に邪魔な
ガラクタすべてを、サンフアンのたき火
で燃やしてしまうのです。サンフェルミ
ンはレサカの町でも祝います。
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イラティ川
ルンビエ−ル峡谷の
いかだ�しのいかだ�しのいかだいかだ
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アレシュ・ムヒカ 
( レストラン“ バサカビ”、レイサ）

ピキーリョピーマンを使った料理の仕上げ



アスパラガス、アーティチョーク、グリー
ンピース、ソラマメを基本に多様な野菜
がミックスされたメネストラベジタブル
を過ぎて、ロドーサのピキーリョ赤ピー
マンまで、おいしい野菜が生産されてい
ます。中央地区のウフエへ行ったら、ミ
ガス・デ・パストール（パン片を炒めた
料理）とブドウのつるで焙った子羊のあ
ばら骨つき肉は逃せません。河岸地区を
含むこの地方では、じゃがいも、トマト、

羊肉あるいはウサギ肉に何種類かの
野菜を煮込んだカルデレーテ

と呼ばれる料理がよく知
ら れ て い ま す。 こ れ

は 農 家 の 人 々 の １
皿料理で（通常の
食 事 は 2 種 類 １
皿ずつ）、村祭り
や 人 々 の 集 ま り

でも食べられ、そ
の料理作りの達人の

間でコンクールも催さ
れます。サングエサのポチャ

ス（白インゲン豆）料理は、1 皿目として
間違いのない料理と言えるでしょう。

エステーリャの地には、軟らかいゴリン
（ローストポーク）用の立派な窯がたくさ

んあります。またパンプローナ盆地でお
勧めしたい料理として、似た料理法を使
う子羊肉のロースト、炭焼きの雄牛のリ
ブステーキがあります。

カンタブリア海に続くナバラ北部では、キ
ジバト、スリータバトをはじめ、モリバト、
ヤマウズラ、ウズラ、キジワキアガツグミ、
鹿、イノシシなど、濃厚な狩猟鳥獣料理が
楽しめます。もう一品濃厚な料理として、
闘牛開催期間に人気がありよく食べられる
闘牛のシチュー、デリケートな味として

美食の地
ナバラの料理といえば、その土地のように
しっかりとしていながら、微妙なニュアン
スで満ちている料理です。ナバラは、味わ
いある肉、繊細な旨味をもつ野菜の産地、
そして忘れてはならない川魚。それはもっ
とも有名な近くのカンタブリア海の魚に
負けないおいしさです。

ま た 土 地 自 体 が 変
化に富んでいる
た め、 幅 広 い
様々なおいし
さが楽しめま
す。これから
代 表 的 な 味 を
前 菜、 一 皿 目、
二皿目、デザート
という順序で一巡り
してみましょう。まず前
菜として、北から南にかけて一
般的な、よく炒めたチストーラソーセー
ジ。食事の前にワインとともに口に入れ
ると、そのおいしさがはっきり確認でき
ます。本格的な食事の前のこのポテオ（つ
まみや酒をはしごすること）は、通常栄養
的にも優れています。というのはナバラの
町や村の古い地区のバル（カフェ＆バー）
のカウンターで食べることができるピン
チョ（一口サイズのつまみ）、揚物、バン
デリーリャス（楊枝に刺したつまみ）の種
類は幅広く限りがないからです。

河岸地方と言えば、さまざまな野菜につい
て言及しないわけにはいきません。そこ
では、トゥデラのコゴーリョ（小型の結
球立ちレタス）から始まり、見事な太さ
のアスパラガス、メハナのアーティチョー
クや、四つの切り札とも言うべき新鮮な
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カルロス
アルギニャーノ
“ナバラの野菜は、どれも守

り続けるべき贅沢である。

それは紛れもない人類遺産。

ピキーリョピーマン、アス

パラガス、アーティチョー

ク、カルドン、などなど。

なんという驚き。こういっ

たおいしい料理を楽しめる

とは、なんて運がいいのだ

ろう。ナバラの料理は、レ

ストランだけでなく、家庭

で作られるものも常にすば

らしい。種類が豊富なだけ

でなく、自然の味を活かし、

バランスが取れている。お

いしくて、その魅力が存分

に引き出されている。私は

ナバラの料理が大好きだ”

 2003 年 4 月、ソパカナ



セニョリーア・デ・オタスの
ワイン貯蔵室





フォアや鴨から作られるさまざまな加工
品が挙げられます。ピレネーの川は、“ナ
バラ風の鱒” のような独自な料理をもたら
してくれます。また今日では非常に数が
減ってしまったビダソア川のすばらしい
鮭も忘れることはできません。アホアリ
エーロは、ナバラ全体に広く普及してい
る干しダラを使った名物料理です。春に
は、ペレチコス（きのこ）のスクランブ
ルエッグ、葉ニンニクのオムレツが楽し
めます。そして 1817 年のスペイン王国に
向けた作者不明の文書 “メモリアル・デ・
ラトネラ” にスペイン料理としてナバラが
貢献した素朴なじゃがいものオムレツも
欠かせません。

デザートとして、蜂蜜を加えてもおいし
いカイクに入ったクアハダ、スンビーリャ
のカヌティーリョ、チャンチゴリタルト、
アオイスのコストラード、原産地呼称認
定のロンカル、イディアサバルのチーズ、
さらにミラグロやエチャウリのさくらん
ぼ、トゥデラの桃があります。

これほどおいしいナバラ料理巡りは、今
日、よく知られるようになったナバラの
ワインとともに味わなければなりません。
現在のナバラの赤ワインは、評判のよい
他のスペインワインと、質、味の良さを
競っています。古くからのフレッシュで
フルーティーなロゼワインは名声を維持
し、一方白ワインはますます評判を高め
ています。食後酒としては、真の王であり、
しだいに知名度を上げているパチャラン
があります。これは、野外で摘んだリン
ボクの実をアニスで熟成させて作るもの
で多くの家庭でも作られています。さら
にデザートとして選択できる飲物の一つ
に、ナバラの優れたワイナリーから生ま
れるフルーティーなモスカテル（甘口ワ
イン）もあります。
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おいしい料理に乾杯
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白インゲン豆、ブドウ、シードラ（りんご酒）、チーズ ...
ナバラを代表するおいしいもの
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ゴルフ、プレーを楽しむ
セニョリーオ・デ ・スアスティ



ている地方自治体や個人のスポーツクラ
ブは、ナバラに広く点在しています。プ
ロスポーツにはサッカー、ハンドボール、
ペロータ（ハイアライ）の三つがあります。
サッカーチームは、スターリーグとも呼
ばれる第一リーグで活躍しているクラブ・
アスレチック・オサスナで、試合と経営
管理に優れた成果をあげています。また
スペインリーグでプレーする優秀なチー
ム、ナバラフットサル（インドアサッカー）
もあります。ハンドボールでは、ポルト
ランド・サンアントニオがスペイン、ヨー
ロッパのこの分野でトップを続けていま
す。ペロータ（ハイアライ）は、教会の
横に位置し、ナバラ、特にパンプローナ
より北の多くの町村を特徴付ける数多く
のフロントン（ペロータ競技場）でおこ
なわれます。その多くのフロントンが、マ
ルティーネス・デ・イルフォ、オライソラ、
バリオラ、エウギ、ベロキなどの勝利者を
育てています。以上がナバラのスポーツの
概略ですが、人気のあるアイスコラリ（木
割り選手）やアリハソツァイレ（石持上げ

選手）が代表する
地方スポーツの活
気も忘れるわけに
はいきません。

ナ バ ラ 人 の 余 暇
は、 自 然 と の 触
合いに満ちていま
す。 散 歩 の 他 に、
山歩きやマウンテ
ンバイクなどが頻
繁におこなわれて
います。

スポーツと余暇
ナバラ人は、スポーツの実践またスポー
ツイベントが大好きです。スポーツ連盟
の数は 30 を越え、連盟に属する何らか
のスポーツをしているナバラ人は、５万
人近く、人口の 10％にあたると考えられ
ています。これは控えめな数字で、昨今
この数は増加しており、ナバラ人の三分
の一は、散歩あるいは山歩きといった軽
いリラックスできる運動をしていると考
えられています。ですから、連盟に属す
る属さないを問わず何らかのスポーツを
している人は 4.5％を下らないといえるで
しょう。

連盟のあるスポーツの中で人気があるの
は、サッカー、狩猟、ウィンタースポー
ツ、ハイアライで、しかもサッカーとハイ
アライは多くの観戦者をも引き付けてい
ます。何千もの人が属している他のスポー
ツ連盟は、大きい順に、山岳、バスケット
ボール、柔道、陸
上、 テ コ ン ド ー、
空手、ハンドボー
ル、自転車競技で
す。格闘技は、一
つにまとめると狩
猟とウィンタース
ポーツの間に位置
します。連盟に属
している人数は少
ないものの実際に
水泳を楽しんでい
る人は多く、施設
に プ ー ル を 備 え
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ミゲルチョ・サラレギ、 アリハソツァイレア
( 石持上げ競技者 )



例えば、灼熱のバルデーナス レアーレス
やひんやりとしたイラティの森に、また
使われなくなった鉄道を利用したビアス
ベルデス（緑の街道、プラサオラ、ビダ
ソア、トラソニカ、エステーリャ - ビトリ
ア）など、自転車専用道が整備されてい
ます。ゴルフは、最近人気を高めており、
さまざまなゴルフ場があります。趣味の
分野では、よく知られている自然地域に

付随している自然学習センターがあげら
れるでしょう。そこでは都会に住む人た
ちが、生態学、環境自然に関する知識を
深めることができます。センダビバ自然
公園のアフゲダスには、子供から大人ま
で楽しめる遊園地や動物園（ライオン、熊、
猛禽類）があり、一世紀前の農村の暮ら
しの様子を学びながら、家族そろって野
外で楽しく過ごすことができます。
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木割り競技での賭け
レイサ

バルデーナス レアーレス
自然公園

スポーツをするのに
理想的な場所
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パンプローナ - ログローニョ間自動車専用道路ジャンクション
シスールマヨール



短期間の領土の拡大とともに、王国の古い
団結は消滅し、アラゴン、パンプローナ、
ラリオハという三つの拠点が現れます。こ
れらの同盟は、唯一君主制によってつな
がっていました。名高い新王家は、その始
祖サンチョ・ガルセスの死後、イベリア半
島のどこにも前例のないことが確認されて
いる、いくつかの権限を未成年の息子に残
します。

サンチョ３世大王 (1004-1035) は、イベリ
ア半島キリスト教王国の上に立つことに
なった拡張政策を始め、カスティーリャ

（1029）とレオン（1034）を、その後カタルー
ニャ伯爵領をその王国に合併します。この
王朝の成功は、王国に幸いするものでした
が、サンチョ大王の死後、王国は一時危機
に陥ります。そしてナバラの覇権は、ナヘ
ラの設立者であるガルシア（1035-1054）
に継承されます。しかし彼は兄弟であるカ
スティーリャ王フェルナンド１世との戦
いで戦死してしまいます。

その後ナバラ王国は、サンチョ４世がペ
ニャレンで暗殺された後、1076 年アラゴ
ンによって吸収されます。両王国連合は、
サンチョ・ラミレス（1063-1094）からア
ルフォンソ１世戦士王（1104-1134）まで
続きます。アルフォンソ１世の死後、ナ
バラは自由な政治性格を取り戻します。
またリオハを失いはしましたが、トゥデ
ラの地を併合し、その国境は今日残って
いる州境に非常に似たものでした。

歴史散策
ナバラの歴史は、途切れのない歴史、独自
の政治的個性を何世紀にもわたって守っ
てきた不動の経歴をもつ人々の歴史です。

ナバラには西暦初期の数世紀、すでにバ
スコニア原住民とローマ文明が明らかな
足跡を残していますが、9 世紀初めに、そ
の歴史的個性の輪郭が形成されます。737
年イスラム教徒がパンプローナを侵略し、
そこに駐屯軍を配備します。その数年後
バスコニア住民は、フランク族勢力に押
され、それに対抗するため今度はイスラ
ム教徒と手を結びます。このフランコ族
に対する戦いには、優れた統領の一人イ
ニィーゴ・アリスタが参加しました。824
年、フランコ族は敗北し、王国はそれに
よって先祖代々の自らの地を自由に統治
することができるようになります。

10 世紀初めパンプローナ王国は、半島諸
国との協約に加わりますが、その一方で自
らの自由と独立を守るという強い願いを
胸に、失った領土を勝ち取るという理想
を心に誓います。その後ナバラは、アル
フォンソ 3 世の支持を得てパンプローナ
王と称した東バスコニアの統領サンチョ・
ガルセスの時に、強固な王国となります。
その統治（905-925）時には、新しいスペ
インのキリスト教信仰が強化されました。
10 世紀後半三分の一の時期、有力なコル
ドバのカリフ王国が、アルマンスールの
手厳しい攻撃を被っていたナバラの同盟
国を凌駕します。
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ナバラ王国の相続問題は、ガアルシア・
ラミレス（1134-1150）復興王の選出によ
り解決します。ナバラの独立は、表向きは
アラゴンと同盟しているカスティーリャの
敵意を再び生じさせます。このため新しい
ナバラ王の政策は、アラゴンの攻撃とカ
スティーリャの王たちを抑えることを意
図した巧みなものでした。いずれにして
も 12 世紀のナバラ国王たちは、アラゴン
とカスティーリャの野心から王国を守る
ことができたのです。

サンチョ７世不屈王（1194-1234）は、ア
ラバとギプスコアを失います。彼の後を
継いだのは、甥のテオバルド、シャンパー
ニュ伯爵、このフランス王朝最初の国王
でした。ゴシック芸術、シトー修道会士、
最後の十字軍遠征欧州軍への参加などが、
王国に新しい文化的な時代をもたらしま
した。王朝は、フアナ 1 世（1274-1305）が、
王位を継いで終わりを告げます。その王
位は、1277 年フランス人によるパンプロー
ナのナバレリアの包囲と略奪がきっかけ
となって、アラゴン、カスティーリャ、
そしてフランスの王たちが狙っていたも
のでした。

フランスとナバラの王ルイス・ウティン
（1307-1315）で始まったフランス王朝は、

その兄弟フィリップとカルロスがナバラ
の王位を継承します。両王が跡継ぎを残さ
ずに亡くなると、1328 年パンプローナの
議会は、ルイス・ウティンの娘でエヴルー
伯爵フィリップ（フェリペ）と結婚してい
たフアナ 2 世を後継者として宣言します。
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この王と王女の治世（1328-1349）には、
カスティーリャとの戦いの時代があり、
その後継者カルロス 2 世（1349-1387）の
時代にはフランスとイギリス干渉を招き
ます。

カルロス３世高貴王の治世に平和が訪れ
（1387-1425）、経済状態がよくなります。

オリーテ王宮とパンプローナのゴシック
様式の大聖堂を作ったのも彼でした。さら
にカスティーリャ宮廷にも全面的な信頼
を置くようになります。アラゴンのフアン
2 世と結婚した彼の娘は、フアン 2 世とそ
の息子ビアナ皇太子カルロスとの王位を
めぐって対立を生みます。この争いにより
ナバラは、1479 年にフアン 2 世が死ぬま
で彼の手に委ねられることになりました。

1512 年フェルナンド・カトリック王は、
パンプローナを征服します。1515 年ナバ
ラは、カスティーリャ王国の中の王国と
して併合されます。それ以来ナバラは、
自らの法を保ちながらスペインの王国の
一つとなりました。

併合以来ナバラは、総監領を持つ副王に
統治されます。この副王体制は、1833 年
まで続き、副王はカスティーリャ王の代
理を務めてはいましたが、ナバラは議会、
王室顧問会議、ディプタシオンという自
らの体制を保っていました。

1839 年スペイン議会は、ナバラの法政
治 体 制 の 有 効 性 を 確 認 し ま す。 特 権 県
と し て の 新 構 造 と と も に、 真 の 特 権 法

フリオ
カロ バロハ

“ナバラ、並外れた活気を

もった中世の王国、そして

その領土がそれほど大きく

ないことを考えても、今で

もそれ以上の、驚くほどの

活力を持っている。面積は

大きくても精神が小さい他

のどことも違う“強さ”が“広

さ” より勝る国である”

1990 年、ナバラ

ザビエル城
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憲 章 と い え る 1841 年 ８ 月 16 日 の “Ley 
Paccionada( 新法 )” が制定されてから、副
王、上級裁判所、王室議会、王国ディプ
タシオンという政治制度が消えたものの、
行政機関は残り、著しく強化されました。
この法は、ナバラとスペイン間の永続的
な関係を築くものでした。

ナバラは、19 世紀のカルリスタ戦争の重
要な舞台の一つでした。また二つの共和国
宣言、二つの独裁制の確立、カルリスタ戦
争、1936-1939 の市民戦争を含む 18 世紀
末以来 20 世紀半ばまで、ナバラは絶え間
ない紛争状態にありました。しかしながら
ナバラはその間も、自治体制と歴史的法を
保ってきたのです。この法 “フエロ” は、
今日もナバラ人の自由の象徴であり続け
ています。

事実ナバラは、1982 年に合意に達したナ
バラ特権制度の再編と改善組織法を介し
てその政治体制を続けています。またこ
の組織法は、ナバラ州の昔からの独自の
法を保護しています。

私たちの体制

ナバラの自治は、歴史に深く根付いてい
ます。1512 年にスペイン王国に併合され
てから 1841 年の新法まで、ナバラはスペ
イン王国の一つの王国であり自らの議会、
行政・財政自治を備え、すべての人々と
権限ならびに事業を結び付けていました。

フエロ ( 法 ) の記念碑
パンプローナのサラサーテ通り
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自治州の元々の歴史的法が保護されてい
ます。またナバラの特権体制では、ナバ
ラ議会、ナバラ政府、ナバラ自治政府首
相が民主主義的に配列されています。
最後に、国とナバラ間の経済協定によっ
て規定されているナバラの課税と財政の
自治存続の裁量と、パンプローナ、エス
テーリャ、トゥデラ、サングエサ、オリー
テという中心となるナバラ王国の五つの
歴史的行政区域に属する 272 ムニシピオ

（憲法で定められた地方団体のうち一番小
さい単位）の地方行政の重要分野での自
治は、注目に価します。王国６番目の行
政区はウルトラプエルトスで、16 世紀に
フランスに併合されたドニバネガラスィ

（フランス語名サンジャン・ピエ・デ・ポー
ル）を中心都市とする低ナバラでした。

政治制度

ナバラの自治は、ずっと歴史を通じて途
切れることなく保たれてきました。スペ
インの他の地方とナバラとが異なってい
るこの特色は、改善法の条項文の冒頭に
明らかにされています。いくつかの自治
州地方自治基本法が、該当する地域ある
いは領域を規定しながら “自治州として構
成される ...” と始まるのに対し、改善法は
“ナバラは ... 特権州を構成する。” と、ナバ
ラ自治権の歴史的特色を認めています。

何をおいてもナバラの自治体制と歴史的
法は、19 世紀のカルリスタ戦争の流血事
態、専制主義者あるいは自由主義者の軍事
クーデター、二つの共和制、1936 年の市
民戦争、プリモデリベラの独裁制、その後
のフランコ独裁制にも勝るものでした。こ
れらの歴史の変遷で、ナバラは時には勝
者であり、時には敗者であったにもかか
わらず、歴史的法は存続したのです。

私たちの法 “フエロ”
現在ナバラの政治現況は、1982 年にナバ
ラとスペインの民主主義制度間で締結し
たナバラ特権制度の再編と改善組織法に
基づいています。その中では、構成単位
固有の国に属する権限を除いて、ナバラ

ナバラの盾形紋章 
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第１条

ナバラは、固有の制度、自らの自治（権 }、
体制をもつ、不可分の、スペイン国に統
合されその国民と連帯した特権州を構成
する。

第２条

1.	ナバラ特権州の元来の歴史的法は、
1839 年 10 月 25 日の法、1841 年 8 月
16 日の “新法（Ley	 Paccionada）” と附
則規定、そしてこの組織法と憲法に従っ
て当局により尊重され保護される。

2.	前項の規定は、構成単位としての国の
制度、権限、権能には適用されない。

第３条

改善法の目的：

1.	ナバラ特権制度に、構成単位と互換性
のある権限と権能すべてを統合する。

2.	ナバラの特権制度を民主主義的に整え
る。

3.	ナバラの特権制度の独自の権限、権能
すべてを保証する。

第４条

ナバラ特権州の領域は、法律が公布され
たときに、パンプローナ、エステーリャ、
トゥデラ、サングエサ、オリーテの歴史
的行政区域に含まれるムニシピオ領域で
構成される。

第６条
ナバラ人は、他のスペイン人と同じ権利、
自由を持ち、基本的義務を負う。

第７条

1.	ナバラの盾形紋章は、赤の地に金色の
鎖、八方に広がる鎖の輪の中心に一つ
のエメラルド、上方にいにしえのナバ
ラ王国のシンボルである王冠から成る。

2.	ナバラの旗は、紋章を配した赤い旗で
ある。

第８条

ナバラの州都はパンプローナである。

第９条

1.	スペイン語はナバラの公用語である。
2.	バスク語もまた、ナバラのバスク語が
話されている地域では公用語の性格を
もつ。

ナバラ特権制度の再編と
改善組織法の主要条項
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自治州首相は、議会で選ばれ王により任
命されます。また州大臣を任命し、一般
ガイドラインを定め、行政部門間の協力
を確かなものにして、政府活動を監督し
ます。自治州の最も高い代表権とナバラ
での国家の代表権をもっています。

権限

特権制度のおかげで、ナバラの租税と財
政活動は、スペイン政府とディプタシオ
ンによって署名された合意の性質をもつ
経済協定の伝統制度により規定され、通
常法による承認はそれぞれの議会に委ね
られます。

地方行政に関しては、現在保持している
権限はナバラに属し、それは 1841 年 8 月
16 日の “新法（Ley Paccionada）” に由来
し、ナバラ政府は、ムニシピオ、委員会、
ナバラの地方団体活動の合法性と一般利
益を監督します。

ナバラには、特権民法に関する独占権限
があります。有効な編纂ナバラ特権民法
あるいはナバラ新特権の保持、修正、展
開が必要な際は、特権法によって行われ
ます。

特権政治制度

ナバラの特権政治制度は、ナバラ議会、
ナバラ政府、ナバラ自治州首相から成っ
ています。

議会は、ナバラ州民を代表し、立法権限
を行使し、ナバラの予算と決算を承認し、
政府の活動を推進し監督します。

ナバラ政府は、首相と州大臣から成る集
団機関で、一般的政策を定め、特権州の
統治を行います。また行政の役割を担い
ます。

ナバラ政府本部  
パンプローナ
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オブラータス橋
パンプローナのロチャペーア地区
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産業・生活基盤設備
( インフラ )
ナバラは、第三次産業社会へ向けてバラ
ンスを失わないよう、他の自治州に比べ
ゆっくりとしたペースで進歩していま
す。ここ数年サービス業は、国内総生産

（GDP）、雇用数に対するもっとも主要な
分野になっています。さらにナバラは、
人口が広く分散していますが、現代にふ
さわしいインフラ網をとおして、州の結
びつきをスムーズにしています。

ナバラの道路全距離 3,636 キロメートル
のうち、209 キロが有料高速道路と無料
高速道路、540 キロが一般道路、457 キ
ロが州道、そして 2.427 キロが地方道で
す。人口集中地域はすべてこの道路網に
直接つながっています。またこの道路網
は、パンプローナからウエスカ、サラゴー
サ、ログローニョ、ビトリア、サンセバ
スチャン、そして国境のイルンへ放射状
に広がっています。中でももっとも重要
な軸は、アラサスア - パンプローナ - トゥ
デラ間、ログローニョ - トゥデラ間、そ
してパンプローナ - エステーリャ - ログ
ローニョ間の三つです。ナバラ高速道路
は、パンプローナ（イルルツン）の北と
河岸地域（トゥデラ）をつないでおり、
そこからエブロ高速道路を通って、サラ
ゴーサ、地中海へ達します。

現在使用できる無料高速道路は、サンセ
バスチャンと国境のイルンへ向かうイル
ルツン - ギプスコア県端、ビトリアとそ
こからブルゴスに至るイルルツン - アラ
バ県端、現在建設中で間もなく開通する
エステーリャ経由のパンプローナ - ログ
ローニョ間、さらに交通容量の大きい軸
としてパンプローナ - トゥデラ - メディ
ナセリ - マドリッド間が計画されていま
す。州都の北、東、西道路網はパンプロー
ナの交通渋滞を緩和しています。エスカ
バトンネル、ベラテトンネルのある北道
路網は、パンプローナ - イルン間の交通
量をスムーズにしています。またエウギ
を通るパンプローナ - フランス間は改善
され、エブロ軸ルートは拡張されました。
またイェサダムの増水を考慮して、パン
プローナ - サングエサ - ハカ間の無料高
速道路が建設されています。主要な町を
結ぶ幹線道路バイパスも次々と着手され
ています。

鉄道交通としてナバラには、パンプロー
ナを経由するサラゴーサ - アルサスア間
175 キロがあり、2006 年には、ナバラの
新しい高速路線として開通する見込みで
す。これによりパンプローナ - マドリッ
ド間は 3 時間足らずとなり、ますますナ
バラが近いものとなります。

航空網としてナバラには、パンプローナ



水供給網、排水設備、都市固形廃棄物問
題に対する解決策など他のインフラにつ
いては、それぞれの地域にあるムニンシ
ピオ共同体の公共サービスが請け負って
います。

から 6 キロの距離にあるノアインに空港
があります。空路はマドリッド、バルセ
ロナ、他のスペイン主要都市とを結ぶ国
内便が基本ですが、毎年利用客の数が増
えており1年間に30万人を超えています。
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イラティの森
ブナの森

“モデリカ” というのは、パンプローナと
その近郊の共同体で、人口の 75％が任意
に参加しているリサイクル用の選別ごみ
収集システムを導入しています。

また灌漑面積を増やし、特に最近最低水
位について述べられているナバラ住民の
飲料水を保証するイトイツ - ナバラ水路
貯水群の存在も述べるべきことでしょう。
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フォルクスワーゲン ナバラ工場



アスパラガス、アーティチョーク、ピキー
リョピーマン（赤ピーマン）、その他おい
しい作物の生産地です。ナバラの農業は
スペインの中でも最新技術導入がもっと
も進んでおり、高い生産性を誇っていま
す。農業地の所有については、中程度の
広さの耕地で、比較的バランスのよい構
造になっています。 

産業は、非常に重要な社会経済分野を築

いており、それによって著しく州を豊か

にしてきました。以前のナバラには製造

業の発展はほとんどなく、あっても農業、

牧畜業、森林業、北西部の小さな鉄鉱脈

といったその土地にある資源に限られて

いました。また伝統的な産業についても

同様で、当時建設材しか製造されていま

せんでした。しかしながらナバラ産業は、

1960-1965 年間に大きな飛躍を、いくつ

かの分野は変化を遂げます。まず、その

当時まで続けられていた基本的なガイド

ラインが変わり、その製造管理に活力が

加えられました。それは現在も続いてい

ます。一方、フランスや他のヨーロッパ

諸国とを結ぶ港、エブロ交通軸とバスク

という大きな産業中心地など、恵まれた

地理的位置もうまく利用されました。つ

まりナバラは、すばらしい農牧畜業原材

料に恵まれ、多くの労働力を必要としな

い機械化された地域になったのです。こ

のため国内、国際私企業家精神がナバラ

経済活動

ナバラは 1960 年まで、著しい農村地方
で、農業が中心でした。ナバラ政府の財
政援助によって、その後産業が発達しま
した。現在は第三次産業に力が注がれて
おり、欧州の中でも優れたサービスを誇っ
ています。

ナバラ経済の優れている点は、現在すば
らしいインフラを伴った恵まれた地理的
位置にあり、外へ向けて適切に開かれ、
経済自治権をもったバランスのよい生産
力をもつ構造です。このため失業率は、
欧州平均よりも低く、また 2004 年 5 月
の加盟国増加後、人口当たりの国内総生
産指数は、購買力基準値比較で、欧州連
合に対して 16 ポイント上回っています。

ナバラはわずかとはいえ、重要な農業、
畜産、森林資源もその該当地域で保存し
続けています。山地は森林、特に畜産地
域で、そこでは乳、食肉製品の産業化な
らびに商業化された酪農肥育が主におこ
なわれ、また豚、羊も飼育されています。
じゃがいものようないくつかの作物も多
く栽培されています。古くからの地中海
乾地農法地作物の豊かな河岸地域では、
専門化された農業により、最高の品質を
誇っています。小麦、ブドウ、オリーブ
など、さらに豊かな灌漑地の産業作物、
農園作物、果樹作物にも成功しています。
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に魅力ある土地、熟練労働者といった大

きな経済利点を見出し、この地に設備（工

場）を設置したのです。

産業分野はひじょうに多種多様です。中
でも際立つのは、金属産業、金属加工です。
この金属産業の主な派生分野は、自動車
産業で、その重要な核ともいえるフォル
クスワーゲン工場とそれに付随するすべ
ての製品工場があります。また食品、紙、
グラフィックアート、靴、繊維、プラス
ティック、化学、陶器、建設材産業も重
要な分野です。これらの産業の多くは、
それぞれの行政機関の協力によって土地
評価がゆるやかだったパンプローナとそ
の周辺、ナバラの中心的な町にある工業
団地に位置しています。

河岸地方では、エブロ川流域にそって、
野菜保存品とワイン産業が盛んです。
トゥデラは、冶金工業、建設材、食品、
化学、家庭電化製品産業の中心地です。

ペラルタの金属産業、エステーリャのグ
ラフィックアート産業、アリョ、レイツァ、
サングエサの紙産業、レサカ、ベラデビ
ダソアの冶金産業、オラサグティアのセ
メント、カスカンテの繊維産業などがナ
バラに満遍なく配置されています。

ナバラには、国内有数の金融機関があり、
カハ・デ・アオロス・デ・ナバラとカハ・
デ・アオロス・デ・パンプローナの合併
でできたカハナバラ（ナバラ銀行）は、
ナバラの織物産業やサービス産業の発展
における基本的財政計画を強固にしまし
た。またナバラ政府は、地方分権と経済
的自立によって、重要な公共事業の促進
をはじめ、教育、医療、スポーツ、その
他数多くのサービスを提供することがで
きました。

経済分野散策

農業と牧畜業

雇用に関しては 5.9％というわずかな割
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ナバラ水路
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要な産業分野は、繊維産業、皮製品と衣
類、食品、飲物とタバコ、化学工業、鉱
物とエネルギー、そしてわずかなそれら
の派生品でした。1973 年、首位は金属工
業になりました。1987 年、自動車産業の
優勢が確実となり、食品、金属、エネル
ギー、紙、出版が続きます。21 世紀初め、
産業活動の中でもっとも抜きんでている
サブセクターは、自動車と機械で、この
二つは農業食品とともにナバラの産業粗
付加価値の半分を占めています。ナバラ
の粗付加価値に産業分野全体が占める割
合は高く、全体の 31.8％になっています
( スペインは 20.9％ )。一方風力、光電池、
太陽光産業で最近著しい発展が見られま
す。またナバラは、再生エネルギー生成
のパイオニア地域になっており、これら
の手段は電気エネルギー消費の 60％を
補っています。

サービス業

この分野は、この 20 年間に重要な役割
を演じ、著しく成長してきただけでなく、
これからも長くその成長が続く可能性が
あります。ナバラの雇用の半分以上がこ
の分野に携わっていると推測され、これ
はまた地方粗付加価値の半分以上を占め
ることを意味しています。その中でも活
力が見られる業種は、企業サービス、小
売、不動産、そして忘れてはならない行
政に強く結びついた医療、教育、社会

合にもかかわらず、社会的に重要な分野
で、さらに農工業分野に高品質原料を供
給しています。ナバラの北から南を巡る
と、森林資源の豊富な山岳部が目を引き
ます。また数多くの牧草地、とうもろこ
し、テンサイ作物は、牧畜業者の存在を
意味します。そこから中央部の盆地へ進
むと穀物、飼料用作物、果実が多くなり、
最後にひまわりやセイヨウアブラナと
いった加工用プランテーションが広がり
ます。河岸地方にかかると、オリーブ畑
や特にブドウ畑が増え、名高い灌漑地で
は園芸作物が大量に栽培され、伝統ある
重要な保存食産業に加工されています。
この現状を明確に示す指標として、原産
地呼称があり、ワイン、アスパラガス、
ロドーサのピキーリョピーマン、ロンカ
ルチーズ、イディアサバルチーズ、そし
てパチャランが質の高いナバラの産品で
あることを保証しています。またナバラ
の農地の活力に関して、機械化の指標が
国内平均よりずっと上だというデータも
注目すべき点です。

産業

ナバラは、60 年代の最初の開発計画から
顕著な過渡期を経て、保守的な社会から
近代的で進んだ州へと変わりました。工
業化は勢いと変化を経験し、定着と拡大
という明確な局面に遭遇していました。
工業化の始まった 1960 年のもっとも重
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サービスなどがあります。また観光も大
きく成長しており、そのイニシアティブ
はナバラの特性に力を与え、大きな町も
地方の名高い民宿・ホテル網も近年大幅
に宿泊能力をアップし、高い質の観光を
提供しています。ナバラは、ピレネー山
脈とフランス国境に接し、サンティアゴ
巡礼の道の重要区間という地理的条件か
ら、また文化的インフラ、大学インフラ、
風景、モニュメント、民俗学、祭り、お
いしい食べ物など限りない可能性がある
ために、どれでも好きなものを選ぶこと
ができ、それが魅力となって多くの人々
を引きつけています。さらにロンカル、
サラサール、アエスコア、バスタン、レ
ガタデルビダソアの谷は、サンティアゴ
巡礼の歴史的文化的伝統をもつだけでな
く、伝統、すばらしい原料、適切な革新
と定評ある復元によってよく知られた食
に関する分野があり、大きな可能性を
持っています。

ナバラの医療システムは、広く国境を超
えて知られています。以前国家がおこ
なっていた権限を獲得し、公衆衛生は、
本質的には公的事業ですが、権威と質の
高さから私的分野も重要な存在になって
います。こういったことからナバラは、
医療に関して、欧州でもっとも進んだ国
と同じレベルにあり、医療投資は国の平
均を上回っています。またナバラの医療
政策は、世界保健機関により計画された

もっとも進んだ戦略を実行しています。

教育と研究

ナバラの教育システムは、申し分なく、
また学校教育要求の必要を満たしていま
す。幼児教育から大学院課程までが含ま
れ、その間には普通教育の全課程はもち
ろん、総合的教育の観点から言語、音楽、
芸術教育、専門技術など、特別教育にも
目が向けられています。

システムはナバラ政府の管轄下にあり、
16 歳未満の全児童・生徒の公立あるいは
私立学校での就学が実現されています。
教育施設と種類の選択は可能で、多くの
場合その選択は、児童・生徒の保護者に
よっておこなわれています。ナバラ政府
は、かなりの額にのぼる公立、私立学校
の設備や教育研修などの全額あるいは一
部の費用を負担しています。このように
ナバラ州の教育施設は、すでに欧州レベ
ルに達しています。

バスク語教育は導入が進められ、ナバラ
のさまざまな地域、特にバスク語が話さ
れている地域やスペイン語とバスク語の
両言語が話されている地域で力を増して
います。そこでは、公立私立を問わずナ
バラ独自の言語バスク語を学び、研究す
ることができます。
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さらにナバラ政府は、一般教育、専門教
育、文化的または個人的な完成を目指し
た常設成人教育プログラムを続けていま
す。

1986 年に生まれたナバラ州立大学の開校
は、ナバラ行政立法機関の決定により生
まれ、高等教育の場を提供しています。
すでに 1960 年代からオプスデイ宗教法
人がナバラ大学の事業を進めていまし
た。この大学が手にした名声は、例えば
前衛的な医学部 - ナバラ大学病院がある
ことから、地域や国の境を超えて広がっ
ています。 

この大学の研究活動は、2004 年の応用医
学研究センター（CIMA）の発足以来促進
され、腫瘍学、心臓血管壁病理生理学、
パーキンソンやアルツハイマーなど一般
的な変性疾患を専門とした神経科学、最
後に肝臓学での遺伝子治療という生物医
学的研究の四つのジャンルが統合されて
います。先進国の死亡原因の 90％である
これらの専門分野に、その多くが世界先
端に位置する 400 人近くの医師、科学者
が従事しています。
一方スペイン黄金の世紀や、スペイン近
代歴史、スペイン古典思想、聖書、情報
社会の新しい法律上の挑戦など、人文科
学、社会科学の研究も進んでいます。
ナバラ州立大学は、すでにあった高等教

育施設が統合されてできたのもので、革
新的な学科構造を採り入れ、ナバラ社会
への明確な学術的、科学研究的サービス
を提供しています。具体的には、幅広い
発明や科学技術を企業に橋渡しして企業
革新につなげることを目標に、技術移転
局（ＯＴＲＩ）を通して有意義な調査研
究を行っています。
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こうして州立大学は、企業が大学研究の
助けを借りて自身の発展に役立てられる
よう、以下の分野にスタッフや方策の
サービス契約を提供しています。バイオ
テクノロジー、建設、経済・経営コンサ
ルタント、エネルギー、食品産業、電気・
電子装置産業、金属機械・自動車産業、
化学・薬品産業、環境エンジニアリング、
ルーラルエンジニアリング、農業分野、
司法サービス、ソーシャルサービス、テ
レコミュニケーションと情報新技術。テ
レコミュニケーションと情報新技術では、
管理とブロードバンド網の有効性を改善
するため、また大学の管理センターにイ
ンターネットの欧州トラフィック観測所
を開設するため、欧州プロジェクトの一
つに参加しています。

さらに、パンプローナとトゥデラにある
UNED（通信教育大学）の二つのセンター
の存在も強調すべきでしょう。

またいくつかのナバラの大学の進んだ研
究のほかに、教育ピラミッドの頂点には、
ナバラレーザーセンター、寸法計測研究
所、穀物・牛技術研究所、ブドウ栽培と
ぶどう酒醸造学研究所、農業研究所、ナ
バラ産業協会、エブロ研究所など、公的
私的組織があります。ナバラの教育と研
究の水準はスペイン平均より非常に高く、

欧州連合の進んだ国々のレベルに確実に
近づいています。

情報と知識社会
テレコミュニケーション分野が試みてい
る大きな転換は、絶え間ない技術の進歩
により強化され、“情報社会” と呼ばれる
社会をもたらしています。そしてこの社
会によって、新しい技術と進んだサービ
スの利用が現代社会のどの分野でも重要
性をもつようになっているところに大き
な特徴が見られます。

情報社会は、また生産や操作方法、会社
との関係などに変化をもたらし、仕事の
仕方や労働関係に著しい直接の影響を及
ぼし、さらにそのために経済、社会、文
化生活のすべての分野に永続的な影響を
及ぼし始めています。

この社会的・経済的変革は、主に二つの要
因から成っています。一つは、すべての
種類の用途にアクセスできる同一信号の
処理手続きが可能なネットワークとサー
ビスのデジタル化。もう一つは、与えら
れた手段に頼らないでユーザーが使用で
きる新しい用途の規格化と標準化です。
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このためナバラ政府は、情報社会の活動
と促進計画をとおして、情報社会のリー
ダーシップをとっています。
まず 2001 年、３年の効力をもった計画
が承認され、現在、研究調査活動を備え
た競争力のある、技術化された責任を負っ
た企業組織創造と成長の促進、教育と訓
練の絶え間ない改善による最適化、医療
や社会サービスの質を高めるための新技
術の潜在力利用、そしてこれらの手段へ
アクセスできる機会均等を保証するとい
う２番目の計画が実行されています。
ナバラは、“知識社会” として知られる次
のステップを手に入れようとしています。
そこでは、企業の経済的潜在力発展と、
ナバラ州民すべての個人的な豊かさの成
長に利用できるさまざまな情報提供技術
が、勢いよく生み出されています。
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