
東京外国語大学論集第 84 号（2012）                  241 

バスク、アゴテ、ゲルニカ、フクシマ 
――サビエル・サンチョテナの作品と思想 

 

友常 勉 

 

はじめに 

1.サンチョテナの彫刻の輪郭とオテイサ 

1.1「フクシマに捧ぐ」と「命の花」（2011） 

1.2.オテイサ 

2.足跡――サンチョテナの作品群 

2.1.飛躍――美術館開設まで 

2.2.作品群 

3.ツマラガ市の聖マリア教会 

終りに 

 

はじめに 

 サビエル・サンチョテナ（Xabier Santxotena, 1946-）はスペイン・バスクとフランス・バス

クの中世被差別民アゴテ(agote)の系譜を引く彫刻家である。バスク地方のナバラ州の州都・パ

ンプローナから北へ 60 キロほどのところに位置するアリツクン村の飛び地にあるボサテ村で

生まれ、自らアゴテの出自を明かしながら、1998 年に最初の美術館・博物館を生地であるボサ

テの村に開設し、以来、合計 3 つの私設美術館・工房を運営し、制作活動を続けている。 

ここで簡単に被差別民アゴテについて触れておこう[友常 2010]。 

「アゴテ」「カゴ」の語源には「ゴートの犬」「レプラ」「豚」に起因するという諸説があるが

[Antolini 1989][Aguirre Delclaux  2006]。彼らは中世賤民の末裔として、教会ではほかの村民

とは異なる入口を指定され、祭礼から排除されていた。伝統的な職業は「指物師、家具職人、

大工、樵、粉ひき屋、石工、織工、太鼓たたき」であり、さらに「バイオリン、フルート、太

鼓などで民俗音楽を奏でていた」と記録されている[Antolini 1989:59-60]。しかし特徴的なのは

すでに出自が忘れられ、それゆえ生物学的・言語的・宗教的な差異が明示的でないにもかかわ

らず差別の対象となっていることである。こうした事情から、これまでも日本では被差別部落

の場合と比較されて紹介されることが多かった [部落問題研究所 1987]。 
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高名なバロハ家の出身でバスクの作家として知られたピオ・バロハ（1872-1956）はアゴテに

ついて次のように書いている。「彼らは顔が大きく頬骨が出て、骨格が隆々としており、背が高

い。目は青いか碧色、髪はブロンドだ。近隣のバスクの人々とはまったく似ておらず、中央か

北のヨーロッパ人のようである」[Baroja 1918:258, Aguirre Delclaux 2006：18-19] 。 

19 世紀フランスの歴史家であり、バスクとフランス側のカゴ研究のうえで決定的な著作を書

いたフランシスク・ミシェル（1809-1887）もまた、「白面、紅い頭髪、灰緑色の瞳、突き出た

額、膨らんだ丸い耳たぶ」が特徴だと書いている[Michel 1847 [2005]:6, Aguirre Delclaux 

2006：18-19]。 

さらに 16 世紀フランスの人文学者フロリモン・レモン（1540-1602）の言葉はもっと露骨な

差別の実態を伝える。「彼らは同族結婚をするので、くる病か結核が蔓延している。…フランス

とスペインのカゴ同士で結婚するのだ。もしも彼らと結婚しようものならそれは死罪を宣告さ

れる。短いあいだでもカゴの村で過ごせば村八分にされる…」「彼らには耳たぶがない」

[ Aguirre Delclaux 2006：18-19]。 

黒髪で小柄な体型が多いバスクの人々のあいだでは、長身で金髪碧眼は少ない。とはいえ体

型や身体的特徴でアゴテの人々がきれいに区別されるわけではない。ボサテの村人にも黒髪の

バスク人はいるからである。 

一連の歴史・人類学調査からアゴテに対する差別の歴史的変遷を次のようにまとめておく。

①一六世紀初頭の辞書にアゴテ・カゴが登場。②一六世紀後半から教会による差別・隔離が定

着。③一七世紀における地域社会における排除の反復。なおそのさい「レプラ」患者とアゴテ・

カゴとを同一視しようとする医学的言説があらわれ、調査がおこなわれた。④一七世紀終わり

の「血の純潔」審問の普及に際して、アゴテ・カゴは不純なものとみなされ、異民族視される。

⑤一八世紀初頭から埋葬をめぐる争論が頻発。⑥一八一七年にナバラ公によるアゴテ差別の禁

止令が出る。 

こうして、教会がたびたび秩序化しようとする聖と賤の習俗の線引きによって差別が定着し

てきた。また、フランス革命から 30 年近く経た 1817 年にナバラ公によるアゴテ差別の禁止令

が出たとはいえ、その後もしばしば地域住民や教会による差別は続いた。サンチョテナによれ

ば、ボサテの村人たちは近隣の村との間で婚姻関係を持たず、婚姻はフランス・バスクのカゴ

の村とのあいだに限られてきたという。また、アリツクンの村では今でもアゴテについての話

題は忌避される。 

さて、アゴテの末裔として生まれたサビエル・サンチョテナはガスティエス(Gasteiz)の美術

学校で学び、兵役に従事したあとレストランを経営し、成功した。そのかたわら、1970 年にス

ペインを代表する彫刻家であるホルヘ・オテイサ（Jorge de Oteiza, 1908-2003）に出会い、彫刻
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家をめざす。同時にオテイサに終生師事することを決意した。師であるオテイサの彫刻の素材

が石や鉄であることに対して、サンチョテナのそれは主に森から切り出した木材である。強烈

なバスク文化主義者であったオテイサの思想を継承するだけでなく、サンチョテナの場合には、

森と木工の民であった被差別民アゴテの文化と伝統、技術を作品に形象化しようとしている。

サンチョテナは 2010 年のインタビューで、サン・セバスチャン近くのオリオ市で遊んだ少年時

代の記憶を語っている。「子どもの頃、オリオの岸辺でよく遊んでいた。掘った穴に入り込んだ

とき、その入り込んだ空間とそこから見えた空が私を彫刻家にしたのだ」。後述するが、〈穴〉

あるいは〈空隙〉はオテイサの彫刻論のキーワードである。サンチョテナはまた次のようにも

語る。「バスクは豊かな汎神論の世界である。キリスト教の到来によって薄められはしたが、そ

の口承文学は子から孫へと伝承されてきたのだ」[Gara 2010/05/30]。サンチョテナにとって、

伝承されてきたものはバスク文化だけでなく、アゴテの歴史と文化でもある。何よりも木工職

人であった祖父、父、そしてサンチョテナ自身をつなぐ系譜が重ねられている。 

 本稿の目的は、バスクと被差別民アゴテの文化的アイデンティティを前面に出しながら制作

を続けている彫刻家・サビエル・サンチョテナの作品の解読をとおして、その特異な思想の輪

郭を描くことである。とりわけ、オテイサの芸術哲学との差異化の努力を見極めることによっ

て、その特異性を浮き彫りにする。それによって、バスクの被差別民という固有の場の在地性

を徹底しながら、世界につながろうとするひとつの文化的実践の試みを見届けようとするもの

である。 

 

1. サンチョテナの彫刻の輪郭とオテイサ 

1.1. 「フクシマに捧ぐ」と「命の花」（2011） 

2011 年、サンチョテナは二つの重要な彫刻を制作した。2011 年 3 月 11 日に日本で発生した

東日本大震災と福島第一原発事故の経験に触発された「フクシマに捧ぐ」（Homenajea a 

Fukushima）と「命の花」(Floral de vida)である。 

二つの彫刻はビルバオ近郊のアヤラ渓谷にあるホテル・レストラン「ロス・アルコス・デ・

ケハーナ」（Los Arcos de Quejana）に設置されている。もともとサンチョテナはホテルのシン

ボルとなる彫刻制作をホテルから依頼されていたが、3 月 11 日の震災と原発事故に遭遇し、テ

ーマを変更して作品が誕生した。「フクシマに捧ぐ」は横長に木の梁を並べた長さ 17.50 メート

ル、高さ 2.10 メートルの壁画彫刻である（写真 1）。全体は 4 段階――文明、進歩、自然、混沌

――に分けられている。「命の花」は高さ 6 メートルの彫刻で、先の 4 段階を踏まえて 5 段階目

を示している。水がたえず流れ落ちている錆びた 6 本の鉄筒を束ねた作品である（写真 2）。 
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写真 1「フクシマに捧ぐ」（撮影：筆者）      写真 2「命の花」（撮影：筆者） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フクシマに捧ぐ」は 4 つの段階によって物語を構成している。第一段階〈文明〉は日本の

日の丸を意識した赤で彩色された花や月、海や陸の意匠からなる。印象的なのは第 4 段階の〈混

沌〉であろう。下半分が荒れる海を表し、その上に鉛色に彩色された空間を何本もの斜線が交

叉している。すなわち空を引き裂く暴力的な力である。これによって津波と原発事故が表現さ

れている。壁画に表現されている抽象化された造型はサンチョテナの作品にしばしば登場する

イメージである。それは長い研鑽の過程で獲得したオリジナルなフォルムである。このように

サンチョテナの作品はそれまで自らが意匠を創造＝発見してきたイメージの自己参照からなる。

なお彩色は基本的にサンチョテナのパートナーであるテレサ・ラフラグア（Teresa Lafragua）

による。その意味でこの壁画は二人の合作である。 

「命の花」は「フクシマに捧ぐ」を踏まえて、第 5 段階、〈復興〉をイメージしたという。サ

ンチョテナによれば、鉄筒から流れ落ちる水は、絶えず水が循環している回遊式の日本庭園を

モチーフにしているという。“日本庭園”というそのモチーフと、作品のタイトルである「命の

花」という言葉に対して、しかしこの彫刻のイメージはどこか禍々しい力をはらんだ姿である。

それは、おそらく外花を意匠している折り曲げられた鉄板の質感が鋭角的だからである。そし

て下を向いた 6 つの空洞をつくりだしている 6 本の筒――筒状の内花――がつくりだす構成で

ある。自然の形状――ユリの花――をモデルにしているという点で全体の意匠はきわめてわか

りやすい。しかしその質感と空洞、また外花が切り出す空間が、単一の抽象的な概念への還元

を拒んでいる。ハイデガーの芸術作品論を反面教師として参照するならば、この彫刻は道具的

存在としての自己了解を拒んでいる[ハイデッガー 2002：34-42]。そこに使用価値を見出すこ

とはできない。しかしこれが、サンチョテナが獲得してきた〈自然〉の理解の表出なのである。
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この意匠の背景をたどることで、サンチョテナの作品を理解していくこととしよう。 

 

1.2. オテイサ 

サンチョテナがオテイサと出会って 2 年後の 1972 年に作成された木彫りの「ゲルニカ」があ

る（写真 3）。 

1937 年 4 月 26 日にフランコを支援したナチスのドイツ空軍によって空爆された都市ゲルニ

カはバスクの反ファシズムの歴史の象徴である。さらに、ゲルニカはビスカイヤ県の県都であ

り、議会の議事堂の庭にある「ゲルニカの木」のもとで宣誓されたビスカイヤの法は、かつて

ルソーも称賛した先駆的な民主主義政体の表現であった。オテイサにも「平和国家ゲルニカの

ための碑」（1957 年）という作品がある。サンチョテナにとってもゲルニカは特別の意味を持

ち、「ゲルニカ」と名付けられた複数の作品がある。ただし、1972 年の木彫りの「ゲルニカ」

は、ピカソの絵画「ゲルニカ」をレリーフで模倣したものにすぎない。これはサンチョテナ美

術館・工房に飾られている作品のなかで最も初期のものにあたる。同様の意匠は、1970 年の「ア

イスコラリ」（斧で大木を切るバスク地方に伝承している競技）にも共通している（写真 4）。 

 

写真 3「ゲルニカ」（1972）（撮影：筆者）     写真 4「アイスコラリ」（1970）（撮影：筆者） 

 

 

 

 木彫りのレリーフによる制作では、調度としての家具や木工に施されたレリーフの手法がそ

のまま用いられている。それは家具・木工職人であった父や祖父の技術がそのまま踏襲されて

いる。職人的技法の延長線上において芸術の模索が始まったのである。そのようにして始まっ

たサンチョテナの 1970 年代初頭の作品にはオテイサの影響はほとんどうかがえない。ではサン
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チョテナはオテイサをどのように吸収したのだろうか。そしてどのように「命の花」のような

意匠に到達したのだろうか。その問いに答えるために、オテイサの芸術哲学について説明しよ

う。 

 オテイサの作品は高度な芸術哲学によって裏付けされている。オテイサの作を、サンチョテ

ナとの比較のために提示しよう（オテイサ＝写真 5）[Oteiza 2007 ]。 

 

写真 5 オテイサ(1972) Rétentions de lumière[Oteiza2007:69] 

 

 

 このオブジェは、幾何学的だが、注意深くずらされた角度や曲線によって、使いこまれた道

具や家具を思わせる。だが水晶を素材とすることで内側から発光している。道具的な存在、す

なわち日常を通して表出している存在は、このような高度な抽象化によって芸術作品として普

遍化される。さらにオテイサは、こうした実存主義的で存在論的な造形感覚をバスクの文化に

根拠づけて理論化した。バスク地方に残る環状列石（クロムレック cromlech）に触れて展開さ

れるオテイサの芸術哲学を引用しよう。 

 

 私たちはクロムレックの創造性を、バスクの現実と生が表現しているもっとも親しみ

深い特徴的な形状に結び付けている。…私たちの先史時代の芸術は、人間が現実へと統

合され、人間に人間的で政治的な一貫性が付与され、その生活が自然化される文化的な

過程を、その感情的な一例を示している。… 

  

 バサンド、ラスコー、そしてアルタミラという最初の造形芸術において開花した想像

力のあと、クロムレックを創造した知識なく生まれた形象的な描写と卍（――バスクの

シンボルでもある、引用者注）といった、象徴的な技巧が続いた。明らかに人間は自分
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自身、現実について混乱している。そして先史時代のすべての芸術とは、その劇的な混

乱を鮮明にしようとする自然的で情熱的な努力である。さらにその混乱に左右され、支

配されている状況から自分自身を引き離そうという抵抗の試みである。その物語はます

ます物語から離れ、逆にますます象徴的かつ精神的になる。それはクロムレックのゼロ

状態の定義に到達するまで、先史時代の人間を照らすゼロの夜に生が分け入っていくま

で、そしてそのとき個人にとって親しく私的な都市としての私たちの土地のうえに生が

刻まれ、繰り返されるまで続くのである。自然、自然の顔に対する確かさと信頼、すべ

てに対する自然発生的で生き生きした開け、実存的な安らぎ、クロムレックに対する生

きた政治的な直観から派生した個性の反射に条件づけられた体系性、それらの基底にあ

るものが、バスクの本能のなかにある起源である[Oteiza 2003:331-336]。 

 

 その輪郭によって空間や大地を切り取り、ある意匠を現出させる環状列石＝クロムレックは、

恣意的な意思によってではなく、自然と人間との交渉のなかで、しかし自然の条件に強く規定

されて、あたかも偶然出現したかのように生み出された形象である。クロムレックを称賛する

オテイサは、その形象を現象学的かつ実存的な、フッサールのノエマ―ノエシス的な意識の統

合作用に類する認識論から説明している。事実、オテイサは現象学をはじめて紹介されて顔色

を変えたサルトルの有名なエピソードを紹介したのち、次のように述べる。 

 

 私はバスクのクロムレックを最初の実存主義的なヒューマニズムだといいたい。そこ

で私たちの人民は歴史に入ったのだ。さらには人間の歴史史料において最初の批判的な、

現象学的な態度の宣言であるといいたい。シラウ（ホアキン・シラウ、1895-1946、スペ

インの哲学者）はフッサールについて説明しながら、意識とは自分自身の超越の働きに

よって構成されると語りながら――それはまさしく私のいうクロムレックについての説

明に他ならない――こういっていた。「それは閉じた空間ではない。むしろそのとき人間

が開かれていることに気付く働きなのだ」[Oteiza 2003:340]。 

 

 オテイサによれば、この現象学的還元によって、クロムレックの体験は先史時代からゲルニ

カの木までを共時的に経験することを意味する。 

 

 私はゲルニカの木が先史時代のクロムレックの生になることを確信する。バスクはま

さしくここで生を遂行するための準備をしたのだ。だから私は、固有の志向性のための

道徳的で大衆的な表現以外に、私たちの神話についてのいかなる解釈にも特別の意味を
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見出さない[ibid.]。 

 

 無神論者でアナーキストであったオテイサがその反面で修道士のようなイメージをもってい

るのは、現象学的還元によって、彼がバスクの文化に対する畏敬の感情を、敬虔な、ほとんど

宗教的な至高性にまで高めたからである。よく似た方法論を実践し、国際的な名声を博したチ

リーダ・エドゥアルドらに対して、オテイサの評価はあくまで国内的なものにとどまる。とは

いえ、フッサール現象学の反西洋的中心主義の思想的核心を正確にとらえていたオテイサは、

その作品とともに、戦後、バスク文化と現代スペイン彫刻を牽引した重要な芸術‐哲学者であ

った。そして青年サビエル・サンチョテナはその思想から決定的な影響を受けたのである。 

  

2. 足跡――サンチョテナの作品群 

2.1. 飛躍――美術館開設まで 

オテイサの決定的な影響のもとにあった青年期から、50 代になって精力的な制作を開始する

までに、サンチョテナにはどのような思想的転回があったのか。現在の美術館・工房に展示さ

れているものは、1970 年代初期のものを除けば、レストランを売却し、職業的な彫刻家として、

50 代になって新たな人生に踏み出した 1998 年の私設美術館の開設から制作され始めたものが

中心である（ただし 1970 年代後半の作品や 1990 年代初頭の作品も、数は少ないが展示されて

いる）。いわばサンチョテナは、長いブランクのあと、すでに成熟し老成した彫刻家として登場

したのである。ところでサンチョテナは詩人でもある。ほとんどは発表されないが、詩は清書

されてファイルに、私的な詩集として綴じられている。実はそれらの詩はオテイサが芸術哲学

を書き留めたエッセイや書簡に相当する。サンチョテナの詩には、創作にあたっての彼のさま

ざまな随想や想念が書き留められているのである。その初期のものに、1996 年 5 月 6 日付で帰

郷をテーマにした「村（Barrio）」と題された詩がある。「私は川の水を感じる/生きた巨大な空

洞に還っていくそれ/寒夜の靄のなかで/月をじっとみていた、霧の涙を/私は先祖たちの故郷

を感じる/巨大な目をもった子ども/私が望む夢、帰郷」。硬質だが潤いをもった言葉を通して、

子ども時代からの大きな計画をもって帰郷を果たした感慨と静かな決意が漲っている。このよ

うに、詩を通してサンチョテナが生地で彫刻家として人生を再スタートしてからの精神史をた

どることが可能になる。さらにこの詩集のファイルから、1997 年 3 月 5 日付の「言葉のバベル

（Babel de los lenguajes）」と題された詩を紹介しよう。この詩からは、芸術的野心と、作品制

作、美術館・博物館開設というプロジェクト、そしてアゴテの文化の復原という意図が当初か

ら一体であったことが推察できる。 
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まるで刀傷を受けたような痛み/あなたの愛への不安が横たわっているからだ/ブー

メラン、風見鶏のダンス/忘却を告白するとあなたの瞳は変化した 

… 

忘却のランプに火を灯すこと/不当な忘却 私はそれをじっと待っていた/8 歳のと

き/あなたの長い不在（死）が告げられた/言葉のバベルとは/私がずっと願ってきた計

画 

… 

私は忘れない/私は言葉の翼を持つ/安易な手段を あなたは試みないだろう/刺が私

を強く鍛えた/情熱なき夜の、復讐の剣 

スイカズラの泉を照らし/昨日の道を歩く/不和 あなたの平和は去っていった/忘却

の暗雲は/沈黙に口づけする風 

 あなたの鎧は遠ざかった/その消失を私は感じる/征服の旗を抱いて私は死ぬだろう/

私の祈り/悲しみの声/あなたの不在を悲しんで/私は悲嘆にくれている 

 

 この詩句のなかの「あなた」とはサンチョテナの祖父のことだと思われる。アゴテとして生

まれ、誇り高い木工職人として生き、死んだ祖父を悼む詩である。その祖父との想像上の対話

を通して、サンチョテナは「忘却」されてきたもの、すなわちアゴテの迫害の歴史を生き直そ

うとしている。それは「バベル」、世界の言語を集めた塔の建設である。それは翌年に実現する、

生家を改造した美術館・博物館の開設のプロジェクトのことだろう。それによって忘却され隠

されてきた歴史を暴き、差別されてきた歴史に一矢報いることを企図している。さらには「バ

ベルの塔」というキーワードから、その美術館・博物館において世界の全体を再獲得しようと

していたらしいことも推察できる。結果的に 3 つの美術館・博物館へと拡大していった彼のプ

ロジェクトは、長い年月をかけて練られた構想であり、初発から壮大な計画にもとづいていた

のではないかとさえ思う。それはいまだ完結していないプロジェクトなのかもしれない。 

 現象学的な直観による認識論革命に興奮し、それを立脚点にしたオテイサと異なり、サンチ

ョテナの出発点は、祖父の生きざまと、それに重ねられたアゴテの歴史にある。生家を改造し

た美術館・博物館開設にあたって、サンチョテナがその実存をかけた決意を抱いていたことが

わかるのではないだろうか。「バベル」の署名は、しかし J. Sanchotena であり、まだカスティ

ーリャ語で表記していた。これに対して、翌年の 1998 年 6 月 15 日の日付がある詩「祖父とと

もに歩む（Paseo com mi abuelo）」は、X. Santxotena と、バスク語の表記に転じている。ここ

においてアイデンティティの転回が自己確認されているといえよう。そしてこの「祖父ととも

に歩む」は、先の詩とうってかわって複雑な暗喩がなくなっており、目的の実現に向かって歩
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き出した落着きと自負が感じられる。引用しよう。 

 

 … 

 歯が抜けた口を思い出させる/半分になった紙巻煙草をくわえて笑っている/たくまし

い腕で私を撫でると/一言さよならと言った 

ここでは昨日は今日である/ひとつの計画の回廊/私たちは同じ足取りで歩む仲間/と

もにあの日々を思いめぐらす 

 

 あなたが好んだキューバ煙草は/くしゃくしゃになった/ニコチンがなければ咳も出な

いが/努力のない道はない 

角を曲がると/小道いっぱいに/あなたが呼んだ子どもの笑みが広がった/いっしょに

歩きたいかい、お祖父ちゃん？/この手で世界を征服しようじゃないか 

 

 98 年に開設された、生家を改造したゴリエネア美術館・博物館（Museo Gorrienea、gorrienea

＝ゴリエネアとはこの地方の赤屋根の民家を指す）には祖父の代からの家具・木工職人の道具

や、伝統的な家具、台所の調度がそのまま展示されている。そのあいだにサンチョテナの彫刻

が設置されている。それは民俗博物館でもあり、私的な関心から開かれた美術館であるように

みえる。しかしまた世界との闘いに打ってでるための橋頭保なのである。と同時に、これらの

詩句が表現している自負から、50 代で彫刻家としての活動を開始したサンチョテナは、すでに

何をどう制作すべきなのかというビジョンがはっきりしていたことがうかがえる。やはり 1998

年に 5 月 8 日付の「森のエロティカ」という詩では森に対する強い情愛を詠っている。 

 

風は距離をつなぐ（交接する）/母なる空洞、住まいの空洞/まどろみとぬくもりのくぼ

み/母の温かさ、静かなる恋人 

… 

恋人の乾いた唇に私は口づけたい/その故郷の唇を求める/唇は大地の血を吸い/愛と優

しさをはぐくむ川床の脈 

… 

故郷、男性的なメンヒル（menhir、先史時代の巨石物）、母なる恋人の空洞/その上に背

負われた影は/賢明なる無言の決意の証人であった/聖にして永遠なる森 

 

 オテイサにとってのクロムレックが、サンチョテナにとっては森であることが再確認された
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ことがわかる。しかもそれは母にして恋人なる存在である。ここにおいてサンチョテナの方法

論が決定されたといえよう。彫刻のフォルムが削り出される創造の過程のすべてを跡付けるこ

とはできないが、ここに手掛かりがある。フォルムは森の形象から見出されるのである。 

20 代から 50 代までの充電期間は、オテイサ、チリーダ、そしてオテイサとならんで敬愛し

てやまないヘンリー・ムーア、さらにピカソやジャクソン・ポロックのような現代彫刻・現代

美術についての十分な摂取と研究の時期だった。彫刻家に専念することが可能になったサンチ

ョテナはただちに多産の時期を迎えるが、そこで開示されるフォルムには揺らぎがほとんどな

い。しかもそれは自然の木材の材質を生かした作品をベースにすることで、常に更新されるこ

とになる。長い充電期間は、そうした融通無碍な制作の方法論を確立するための時間だったと

いってもいいだろう。次節ではこのような制作の方法論と世界観を、作品を通してみていくこ

ととする。 

  

2.2. 作品群 

 サンチョテナの 3 つの美術館・博物館は、ボサテの村のゴリエネア美術館・博物館、そして

その前面に建設された公園美術館、さらにビルバオ近郊のアルツィニエガ村に開設された美術

館・工房からなる。ではそこで展示されている作品群をみていこう。 

 二百を軽く超えるサンチョテナの作品群は 4 つの系にまとめることができる。①バスク民族

の記憶、②バスク神話、③自然、そして④現代の災厄である。これらの 4 つの系統の作品群は、

また、素材と形状からみて、主に木製の彫刻である大作の「マスカラ」シリーズ、「自然」シリ

ーズ、「神話」シリーズ、鉄を素材にした大小の彫刻、さらに壁画などに分けられる。 

まず、1998 年に開設されたゴリエネア美術館・博物館である。サンチョテナはアゴテの歴史

について、自作のＤＶＤをオーディトリウムやアルツィニエガの工房を訪れた人々に見せてい

るが、この美術館・博物館でも、祖父代々の道具や調度、古い写真などを通してその歴史を学

ぶことができる（写真 6＝ボサテの全景、写真 7＝アリツカムの村祭りの踊りから排除されてい

るアゴテの子どもたち、写真 8＝道具類）。また、アゴテの歴史に引き付けて、アゴテたちの領

主であった「ウルシュアの像」が展示されている（写真 9）。ボサテの村には 13 世紀を起源と

するウルシュアの屋敷が残っている。フランス・バスクからスペイン・バスクのナバラ地方に

やってきたアゴテの集団は、このウルシュアに統治されていた（19 世紀以降、この地方の多く

のバスク出身者同様にウルシュアも南米をはじめとして各地に移住している）。 
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写真 6「ボサテの全景（20 世紀初頭）」（撮影：筆者） 

 

 

写真 7「村祭りの踊りから排除されるアゴテの子どもたち」（20 世紀初頭）（撮影：筆者） 

 

 

     写真 8「道具類」（撮影：筆者）          写真 9「ウルシュアの像」（撮影：筆者） 

         

 

次に 2003 年に開設された公園美術館である。公園美術館は 32,000 平米の敷地に、テーマ別

の彫刻を展示した 8 つの小屋、オーディトリウム、そして受付の建物から構成されている。8

つの小屋のあいだにも作品は屋外に展示されている。斜角が特徴的で建物そのものが傾き、大

地に根を生やしたキューブのようにデザインされた 50 人収容のオーディトリウムも「ゲルニカ
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No.5」と名付けられた作品である。自然の景観を活用した美術館あるいは美術作品には、1930

年代にイサム・ノグチが提唱したランド・アートなどがある。耐久性のある素材を用いる彫刻

家にとって庭園彫刻あるいは野外美術館はそれ自体がひとつの作品である。バスクにおいても、

サン・セバスチャンにあるエドゥアルド・チリーダ（1924-2002）の野外美術館がよく知られて

いるが、オテイサの彫刻で前面が装われているアランサス（Arantzasu）のサンタ・マリア教会

など多くのランド・アートが存在する。 

サンチョテナの野外美術館の展示の様子を示すために、カーニバルのマスカラの彫刻（写真

10）、ジャクソン・ポロックのアクション・ペインティングを模した作品（写真 11）、バスク神

話にもとづく「ラミア」（写真 12）を掲げておく。それらの作品は、木とその形状を活用した

彫刻の可能性を示し、現代美術へのオマージュを表現し、さらにバスク神話を形象化している。

「ラミア(Lamia)」はギリシャ神話に登場し、さまざまな姿を持つ女神であるが、バスク神話に

おいては水の精を表しており、サンチョテナが好んで用いる題材である。オテイサにも共通す

る、三日月型の鋭角的で幾何学的な曲線によって切り出されている「ラミア」は、サンチョテ

ナがバスク神話と彼の方法論とをどのように組み合わせているかをよく示している。これに対

してカーニバルのマスカラは大小の丸太を荒々しく打ちつけて構築されている。ふたつの作品

に共通しているのはその曲線であるが、後者は幾何学的な曲線・直線を排除している。いわば

オテイサ的な造型への帰順とそれと対照的な世界とが同時に追求されている。いいかえれば、

空間を切り取る線による新たな空間の創出と、線ではなく、質と密度によって構築される造型

という二つの方向性が示されている。平面絵画に置き換えれば、丸太が伴うフォルムと質感は

色彩と絵具による凹凸に相当する。彫刻にそうした色彩感覚と凹凸感をもたらすことは、オテ

イサの滑らかで単色の世界とはまったく異なる。サンチョテナが詩に表現した“森のエロティ

カ”とはそうした色彩感覚であり、磨き上げられた表面をかき乱す肌合いであり、ざわめきな

のだ。 

 

写真 10 野外博物館（カーニバルのマスカラ）     写真 11 「ジャクソン・ポロック」 

（撮影：筆者）                        （撮影：筆者） 
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写真 12 「ラミア」（撮影：筆者） 

 

 

ボサテの村に開設された二つの美術館・博物館に次いで、2010 年にビルバオ郊外のアルツィ

ニエガに開設されたサンチョテナ美術館・工房は、サンチョテナの全作品のミニチュアを所蔵・

展示し、これまでの代表的な作品と、さらに現在制作中の作品もみることができる。 

ここでもその作品群から、テーマ別にいくつか提示しておく。まず“森のエロティカ”を表

現している「春夏秋冬」のシリーズ（写真 13～16）。このシリーズでは森が繁茂し、寒さに供

えて硬く凝集するまでが、暗喩をまじえずに表現されている。次にオテイサの方法論を踏襲し

幾何学的な造型に自然の循環を組み合わせた「夏至/冬至」（Solisticio）（写真 17）。この方法論

は先にみた「ラミア」に共通する。また、バスク現代史から戦争など同時代の政治・時事への

コミットメントを表現した「反ファシスト闘争の死者に捧ぐ」（写真 18）。ここでは環状列石の

記念物であるメンヒルの造型が用いられている。そしてサンチョテナの芸術の根幹のひとつで

ある「ゲルニカ」である。このテーマの系列は、ピカソの「ゲルニカ」のさまざまなヴァリア

ントを制作していくことでもあるり、多様な作品群が存在する（写真 19）。ここで注目したい

のはピカソの「ゲルニカ」の牛の部分を彫刻化した作品（写真 20）である。先に 1972 年に制

作されたレリーフである「ゲルニカ」をみたが、2000 年代に入って制作されたこの新しい「ゲ

ルニカ」では、抽象的なデフォルメから構成されていたピカソの原画が、さらに抽象化された

フォルムに置換されている。しかもこの〈牛〉にはアルタミラやラスコーの壁画に描かれた動

物、「ゲルニカの木」などのイメージが重ねられていると考えられる。それはピカソとは異なる

文脈で「ゲルニカ」を表現し直す試みなのである。しかしまたピカソの原画と結びつけられる

ことで、現代史・現代絵画史との参照関係を有する。 
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            写真 13 春（撮影：筆者）            写真 14 夏（撮影：筆者） 

               
 

写真 15 秋（撮影：筆者）            写真 16 冬（撮影：筆者） 

                      

 

写真 17 夏至/冬至               写真 18 反ファシスト闘争の死者に捧ぐ（メンヒル） 

（撮影：筆者）                                             （撮影：筆者） 
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写真 19 複数の「ゲルニカ」（撮影：筆者） 写真 20「ゲルニカ」（牛の部分）（撮影：筆者） 

 

 

                
      

現代の災厄や政治的事件への関心は、「エイズの死」、「サラエヴォ」、「9.11」などの作品の系

譜を形成している。それが「フクシマに捧ぐ」「命の花」へとつながるのである。サンチョテナ

は、現在、蜂谷道彦の『ヒロシマ日記』（蜂谷道彦、1904-1980、元広島逓信病院院長、同日記

は 1955 年に朝日新聞社より発刊され、世界 18 ヵ国で翻訳出版された）に触発され、「ヒロシマ

－フクシマ－ゲルニカ」をつなぐ壁画作品を制作中である。それはまさに「バベル」と宣言さ

れた世界の遂行である。 

このように、現代作家としてのサンチョテナにとって、未知のフォルムの創造とともに重要

なのは、これまでの美術史・彫刻史との参照関係である。しかし、職業的な彫刻家であるとし

ても、自前の美術館を有しているサンチョテナは、斯界での商業的成功や名声には意味を見出

さない。商業的成功をめぐる競争と、そのための才能の蕩尽から自由な位置に自らを置くこと

ができるということである。オテイサやヘンリー・ムーア、ポロックなどの作品の模倣はあく

まで意識的におこなわれており、先行する作品はサンチョテナの芸術家としての倫理にもとづ

いて再解釈され、彼の文脈の中に置き換えられる。それはまた多くの作品が習作にあてられて

いるということでもある。それを発表することができるのは、習作からオリジナルな意匠にた

どり着くまでの創作過程が斯界の流行やノルマ、市場に左右されないということだろう。「フク

シマに捧ぐ」や「命の花」といった作品はそのような文人的な生活から生み出されたといって

いい。 

同時にいえることは、サンチョテナの作品群は、それが現代彫刻へのレファレンスや自然の

素材にフォルムを委ね、自己参照を繰り返す月並みな造型にとどまっている場合でも、常に〈場〉

の固有性と在地性――バスクとアゴテの文化と伝統――の物語を背負っているということであ
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る。逆にいえば、その固有性と在地性を離れて、サンチョテナの作品を理解することは難しい。

それは芸術作品の自立性を、その芸術的な意匠の普遍性を基準にしていないということでもあ

る。ここでそうした作品のあり方の理解のために、ギリシャ哲学における〈フィジス＝自然〉

と〈ノモス＝規範、法、制度〉という概念を導入しよう。自然界の法則や秩序をあらわすフィ

ジス physis に対して、ノモス nomos は陸地の取得と分割に由来する[シュミット 1976：42-52]。

サンチョテナの作品は意識的にフィジスの世界に還ろうとする意志にもとづいている（それに

対して、オテイサの作品はノモスの世界の実現である）。自然の断面を切り取るサンチョテナの

方法は、反人間的で反存在論的なあり方をめざしている。逆に言えば、ゾルレン（Sollen=当為）

とザイン（Sein＝存在）の分節化によって作品や主体を捉える方向性を回避するのである。ハ

イデガーの存在論的芸術論のように、ザインから切り離されたゾルレンに気付くことがもたら

す存在論的な悦びに向かおうとはしない。存在への開示によって存在論の深淵という快感に身

を委ねることはサンチョテナの自然観‐芸術観とはまったくあい容れないのである。本稿の冒

頭でサンチョテナの作品に人間世界の使用価値を見出すことができないと述べたのは、そのよ

うな含意である。 

こうした試みは、芸術作品がもたらす喜びとは何なのか、という問いに向かって、私たちを

もっと遠くへ導くだろう。オテイサの彫刻の存在論的な意匠が私たちに与える満足を私は否定

できない。しかし、日本の回遊式の庭園にヒントを得たという単純な説明とは別に、サンチョ

テナの「命の花」から私たちが受け取る分節化しがたい力もまた、私たちに深い印象を刻印す

る。私はその力の正体について〈荒神的な力〉という言葉をあてはめてみたいと思う[川田 

2002]。ただしそれで十全だという自信はない。 

 

3. ツマラガ市の聖マリア教会 

 現代彫刻を摂取しながら制作を続けているサンチョテナは、木工の民であったアゴテの伝統

的技術の復権を期している。ここでサンチョテナを動かしているのは、前産業社会における職

人であり、その意味でフィジスとノモスを架橋した技術者集団としてのアゴテのアイデンティ

ティである。 

ビルバオ近郊のツマラガ市 Zumarraga に、12 世紀から 13 世紀にかけて建造されたと目され

る聖マリア教会がある。この建築が重視されるのは、木造の教会建築であるからである（写真

21）。通常、ロマネスク建築にせよゴシック建築にせよ、石造天井から成り、アーチ型の柱で天

井を支えている。しかしこの聖マリア教会はその支柱と構造が木造なのである。様式的には、

ロマネスク的な部品の原理構造と、ゴシック的な三角の窓の形から、ロマネスク建築からゴシ

ック建築への移行期の様式だと理解されている[Prada 1999:26-28]。その天井の梁の構造は船底
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のそれによく似ている（写真 22）。実は、この教会を建造したのはアゴテの職人集団であった

という伝承が残っている。アギーレ・デルクローも指摘するように、この伝承を裏付ける文書

史料はいまのところは見つかっていない[Aguirre Delclaux 2006:84]。ただし、その天井の形状

から船大工の経験者たちがかかわっていたという推定は可能である。そしてバスタン渓谷沿い

に点在して集落を構成していたアゴテは漁業にも携わっていた [Antolini 1989:59-60]。サンチョ

テナはこの伝承が真実であると確信している。また、ツマラガ市以外の場所でも、同様の様式

で建設された教会が見つかっている。木造であることから比較的小さな教会が多く、まだ全容

がわかっていないため、これからの発見もありえる。その意味で、被差別民であり職人集団で

あったアゴテの作品は、その大小の規模にかかわらず、適切に保存される必要がある。おそら

くはその大部分は民家や集落の小さな教会のなかに埋もれているはずである。そうした作品は

サンチョテナにとってもいまだ未知の歴史文化である。さらに、被差別民のそうした業績は歴

史史料にその名前をとどめない。その歴史の復権はサンチョテナの生存の根拠である。それゆ

え、彼のアゴテ研究家としての調査は依然として未完であり、調査の進展に応じて、サンチョ

テナの意匠もまた変化していくはずである。 

 

写真 21 ツマラガ（Zummaraga）の教会            写真 22 教会の天井部分 

（撮影：筆者）                     （撮影：筆者） 
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終りに 

オテイサという強力な磁場をもった芸術哲学を相対化することは、依然として存在論が支配

的な力を有する後期資本主義の文化状況の先を見据えるための条件である。その意味で、サン

チョテナの試みは重要である。しかもそれは来るべき共同体の未来の構想にかかわっている。 

商業的成功を追求してこなかったサンチョテナであるが、アルツィニエガの工房では毎週、

近隣の小学生に彫刻を教えており、社会的活動を絶っているわけではない。また、パートナー

のテレサは、アート・ディレクターとして、工房で開かれる様々なワークショップを主催して

いる。その意味で彼の仕事は常に社会的に検証されている。 

一見すると、バスクの文化的アイデンティティと被差別民アゴテのアイデンティティを強調

することは、エスニック・ナショナリティへの回帰にみえるかもしれない。しかし、現代史・

現代芸術史における〈ゲルニカ〉の政治文化を中核に据えていることや、「バベル」をめざす美

術館構想を踏まえてその全体像を見渡すならば、サンチョテナのそれはコスモポリタンなマイ

ノリティとしての文化的実践として把握することが正しい。さらに〈ゲルニカ－フクシマ－ヒ

ロシマ〉という射程の延長は、彫刻という手段を通じ、在地性に依拠して、伝統的社会と来る

べき社会とをつなぐための先行的な予示 pre-figuration といえる。サンチョテナの作品理解を通

してサンチョテナの同伴者であろうとすることは、そのように予示された共同体のヴィジョン

をともに考えることといっていいのである。 
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Basque, Agote, Gernika, and Fukushima 
: Saculpture Xabier Santxotena’s Work and Philosophy 

 
TOMOTSUNE Tsutomu 

 

In this paper, I examine the works and philosophy of Basque native sculpture, Xabier 

Santxotena (1946-), by comparing with his mentor, Jorge Oteiza(1908-2003) and focusing on 

cultural background of Basque and Agote, an outcast group, derived from the medieval period of 

Basque.  

Santxotena was born in a small district called Bosate located in Navvara province as a 

descendant of Agote. After graduated from an art school, Santxotena succeeded in running a 

restaurant. At the same period, he trained himself as a sculpture under the strong influence of 

Oteiza. In 1998, Santxotena sold his restaurant and changed his position to a professional 

sculpture and construed three private museums. With keeping independency from marketing 

policy of fine arts and from the popular fashion of that, Santxotena produced many works there.  

Although Santxotena is a devotee of Oteiza and sharing a Basque centered culturalism with 

him, however, his method is different from his mentor. Oteiza’s philosophy is based on 

phenomenology and Heideggerian existentialism as a modern sculpture, mixing with Basque 

mythology. Instead, by following a professional and traditional woodwork of Agote, Santxotena 

processes materials as abstract art, which is totally different from reductionism of 

phenomenology and existentialism. The divergence between Santxotena and Oteiza can be 

analogized as a binary opposition of Nomos and Physis as ideas of Greek philosophy. I will show 

the possibility of Santxotena’s attempt for a present situation of fine arts, by analyzing such a 

binary set.  

In addition, I will focus on the role of Santxotena’s project for making rural community active. 

By running three museums and exhibiting his works there, Santxotena addresses to the world 

from the viewpoint of Basque and the proper experience of Agote.   

 




