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竹谷 和之

バ スク伝統 スポー ツ文化 とグローバリゼーシ ョン

は じめに
バ スクで初 めて伝統 スポー ツを見たのは一 九八五 年三 月 ︑ベ ルガラ と い
うギプ スコア県内陸の村である︒ペ ロタ ・マノ 素(手 の
) プ ロの試合であ っ
た︒この球戯 は直径六センチほどの硬球 野(球の硬球よりも二周り小さ い )
を壁 に打ち返 して得点 を競うものである︒相手 にではなく直接壁 に返球す
る︒交互 にボー ルを打ちな がら ︑相手 が返球できな いよう にゲー ムが組 み
立 てら れる︒
最初の驚き は︑まず聴覚 から であ った︒フ ロントンという コートに今 ま
で聞 いたことのな い音 が響 いていた︒ボー ルが石 の壁 に当 たる音とはこと
な る︑ ﹁
生﹂ の音 ︑硬 球 を素手 で打 つ音 であ る︒試 合 が始 まれば︑ それ ま
で以上 の強度 のある音 が届 く︒私の身体の内部 で何やらうごめき始 めた︒
じっとしていられな いほど︑ペ ロタをする身体 が音 によ って伝わ ってきた︒
そして気 が つけば選手 と同 じ動作 で一緒 に身体を動か していたのである︒
座席 で身体を動 かすわけ にもいかず︑後方 へ行き立 って観戦 した︒ このと
き感 じたバ スク伝 統 スポー ツの身体性 は︑本来 の意味 での自 己責任 であり︑

自己完結 といえ るものであろう︒試合 終了までの約二時間︑ その音 が内在
化 し︑何 とも奇妙な感覚 が私を支配 していたことを記憶 している︒もちろ
ん現在 でも その音 を聞 けば︑あの感覚 が蘇え り︑ そして いまだ にその肉 の
音 に慣 れ ることはな い︒
さら に︑もう一 っ︒ コレドールとい一〇人前後の賭の仲介人の声である︒
観客同士 の賭を請け負 い︑手数料として一〇数パーセントのマージンをも

その後︑大会 が開かれている村 を訪 れて丸太切 り︑石 か つぎ︑石引 き︑

ら い受け る︒何回 も繰り返さ れるその声 は︑試合 を している真 ん前 でプ レ
イ ヤーや コート に背を向け て行 われ る︒試 合 に関心 はあ っても︑見 ること
はな い︒フ ロントン中 にこだます るその声 は︑観客を試合 に集中させ る誘
因 とな って いた と思 わ れ る︒

草刈 りな どバ スク特有 の スポー ツを目 の当 たり にす ること にな った︒選手
たち はあくまでも ストイ ックで︑少 し恥ずか しそう に競技 に挑む姿 は見て
いて好感 が持 てた︒

そ して今 日 までバ スク伝 統 スポー ツとの接 触 が続 いて いる︒ ルー ルな ど
の大 きな変更 はそれ ほどなさ れておら ず︑シンプ ルな ままである︒ しか し
目 には見えな いが当初の状況 と比較 してかなり変容 していると思われるこ
発
とがある︒ それはバ スクという地域 が重工業 から商業 ・観光産業 へと ﹁
展﹂ して いく にした がい︑民衆 の意識 あ る いは伝統 へのまなざ しや︑競 技
者 自 身 の伝統 スポー ツその もの への スタン スの取 り方 が変容 して いるの で
はな いかという実感 である︒新聞 の スポー ツ欄やテ レビの取 り扱 いを見 て
いても︑以前 とはさ して変化 はな いよう に思われる︒ しか し企業名 の ロゴ
が入 った シ
T ャツを着たり︑選手 のすぐそば にバ スクで知名度 の高 い銀行
の看板 が一番良 い場所を陣取 っている︒この外形的変化 が常態化 し︑伝統
スポー ツを取 り巻 く状況 に直接影 響を与え ︑ ﹁スポー ツす る身体﹂ へも当
然浸透 して いると思 わ れる︒ それ が伝統 スポー ツ への ﹁
違 和感﹂ と して感
じら れたのである︒彼ら にしか意味 を持 たなか った伝統 スポー ツ文化 が近
代的 ルー ル化を経 て︑誰もが参加 できるみんなの スポー ツ文化 へと ﹁
発展﹂
して いるよう に見え たから であ った︒ ほとんどの伝統 スポー ツ選手 は日常
労働では使用 しな い技術を身体 に刻 み込 み︑競技の準備を している︒か つ
ては労働で鍛え上げた身体を披露す る場であ った競技会は︑今 では近代的
トレー ニングを経 てその技術を提示す る場 に変化 した︒巨体を ルー ルに合
わせて窮屈 そう に試合 を している様子 には︑日常労働を継承 していな いと
いう ある種 の恥 じら いが表出 して いるので はな いか とも思 われる︒ またバ
スク人 しか理解 できなか った競技 ルー ルが︑分かりやす くマイ クで観客に
説明 がなさ れ︑ スペ クタクル化 を前面 に押 し出 しても いる︒一 っにはこれ
ら の競 技 に接す る機会 が減少 し︑バ スク人 にと っても ﹁
異文化﹂ と して把
握さ れていることや︑ メデ ィアの発達 により他の近代 スポー ツの情報 が手
に入 れやす くな り︑ これら の伝統 スポー ツが少数 派 と して取 り扱 われて い
ることもあるであろう︒
しか し︑なぜ この ﹁
違和感﹂ を感 じるのか︒単な る ノスタルジー に浸 り
古き良き時代 を回顧す るのではな く︑この疑問 が伝統 スポー ツ文化変容を
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成立 さ せて いる力学 へ向かう の はそう時間 はかからな か った︒地域特有 の
文化 がその地域色 を取 り払われ︑ その先 には強烈 に進行す る均質化 によ っ
て存立 を問 わ れて いるのであ る︒ このグ ローバリゼー シ ヨンは名目上 の自
由競争 の時代 であり︑いか に民衆 に支持さ れるかという選択肢 の一 っにも
な っているのである︒ そして日常労働 で鍛え上げた身体を披露す る伝統 ス
ポー ツではな く︑特別 な ト レー ニングを経 て伝統 スポー ツ用 の身体 を作 り
あげら れているのである︒ つまりグ ローバ ル化 が与え た影 響は日 に見えな
いバ スク文化 の意識や構造 にも及 んで いるという ことである︒ この小論で
はバ スク伝統 スポー ツの変容過程 とグ ローバ リゼ ー シ ヨンに ついて考察 を
進 め る︒

本論 で扱 うバ スク伝 統 スポー ツは︑以下 のような連盟 に所 属 して いる︒
ペ ロタ ・バ スカ連盟 ボ( ー ルゲ ー ム )
バ スクスポー ツ連盟 丸(太切 り︑石 か つぎ︑石引き︑な ど )
漕艇連盟 レ( ガ ッタ )
ボウルス連盟 ボ( ロス ・アラベ ス︑な ど )

1あ
' るテ レビ生中継での出来事
一 九九六年七月 のある日曜日 ︑テ レビ生中継 でプ ロ選手 によるぺ ロタ ・
マノ 素(手 )のシングル スの試合 を見ていたときであ った︒開始時間 が来
てもい っこう に始 まる気配 がなく︑ そう こう しているうち に一 時間半 が経
過 した︒当時 は︑日本 のよう に コマーシ ャルを挟 んだりして時間稼ぎをす
ることはせず︑ その経過 が逐一 報告されていた︒要約す ればこうだ︒数社
と契 約 し︑資金援助を してもら っているプ ロ選手 が最初 に着用す るウ ェア
でもめていたのである︒一 つのウ ェアに一社 の広告 が施 してあり︑新 しい
ウ ェアを着 て出てくると︑す ぐに引 き返 して別 のウ ェアを着て登場す ると
いう ことを繰 り返 していた︒最初 に着用す る企業 の シ
T ャツをめぐ って︑
それぞれのパ ト ロンから クレー ムが つき︑プ レイ ヤー はわけ もな く同 じこ
とを繰 り返 していたのである︒ マノの選手 といえば︑バ スクでは一 番人気
があり憧れでもある︒硬球を素手で打ち返す手を持 っているだけで注目を

集 め る︑ このバ スクの代 表的 伝 統 スポー ツ選手 の姿 を見 て︑経済支 援 と い
う支配 がこの球戯 にも浸透 していることに気 が ついた︒試合 はその後始 め
ら れたが興ざ めを拭 いさ ることはできず︑また選手 も本来 の力を発揮 出来
るわけもなく︑何とも後味 の悪 い試合 であ った︒
現在 で は ぺ ロタ選 手 の独 自 の判 断 に任 せ る の で はな く ︑ Ace9arce
と
と いう企業 がプ ロのぺ ロタ選手 を抱え込 み︑選手権な どの試合 へ派
AsPe
遣 して いる︒名だたる名選手 が つ
2 の企業傘下 に属 し︑地位の安定化 と収
入 が保証さ れて いる︒

2は
' じまりとしての賭

示 をす る︒

アギー レ ・ブラ ン コによれば︑バ スク におけ る二名 の競 技 は︑隣人同士
の仲違 いや諍 いがもとであり︑それを広場 で決着す るための方法であ った
と いう︒単な る力試 しというきれ いごとでは済まな い日常 の鬱積 が︑とき
には競争や競技 に変化 し︑双方 が納得 でき る装置と して機能 していたとい
え る︒ その時の審判 は近隣住民 であり︑また同時 に競技結果 や競技進行中
に金を賭けて楽 しんだのである︒賭 ではもめごとを避 けるために ﹁
第三者﹂
と しての審判をたてて︑掛け金の管理 がなさ れた︒競技者 ︑見物人 そして
審判である︒競技者 もまず第一 に名誉を賭 け︑次 に賭物を提示 し︑意志表

ガブリ ェル ・ア レ ステ イは家 の名誉を守 り抜 く決 意を次 のよう にあら わ
している :
守 り抜 く 父 の家 を︒
オオカミや︑日照り︑
高利貸 しや︑裁き に対 しても︑
父 の家 を 守 り通す ︒

家畜や︑農園︑

松 林 がな くな るか も しれな い︑
財 産や︑収入 ︑配当 もな くな るか も しれな い︑
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でも 父 の家 を守 り抜く︒
軍隊 が強 奪 しよう ものなら ︑
この手で父の家を守り抜く︒
腕 がな くても︑
肩 ︑ そして胸 がな くとも︑
魂で父の家を守 る︒
私 が死 に︑魂 が失 せ︑
子を亡 く しても︑
父 の家 はそこ にあ る︒

家 の存続を願うバ スク人の強烈な意志 が伝わ ってくる︒ そしてこの家 の
名誉を賭けた競技 は凄 ま じいまでの様相を呈す るであろう ことは想像 に難
くな い︒日 々の労働 と しての有用性 が放棄さ れ︑新 た に賭 として息を吹き
返 して村人のまえ に現れる︒ この密度 の濃 い事物
(シ
= ヨーズ )には︑バ
タイ ュの いう ﹁
贈与﹂ と ﹁
消尽﹂ の変容 が見て取 れる︒栄誉を賭 けるとは︑
身体 エネ ルギーの限 りを尽 くし目前の競技 に集中す ることである︒ その姿
はまさ に ﹁
消尽﹂ であ る︒ そ して勝者 はその ﹁
消尽﹂ の果 て に︑ ﹁
贈与﹂
と して栄誉 と賞品な どを受け取 る︒ もちろん︑敗者 も ﹁
消尽﹂ の限りを尽
く し︑負けたとはいえ ︑満足感を持ちう ると思 われる︒
そして︑バ タイ ュはこう も いう ︑

:

:

・獲得 は︑手 に入 れたものを失う ことを ﹁
目的﹂ としている︒
喪失 について︑功利主義的な説明をす るのは︑余計なことだろう︒
喪失 が生 という意味 をも っていること︑閉 じた富裕化のシ ステ ム
が不毛な ものとな ったとき には︑喪失 が豊穣な ものとな ることが
多 いのはたしかだ︒
・人間 の生 は︑星辰 の輝 き のような ものと して生 きら れる︒
根底 にお いては人間 の生 は︑この光輝 の ほか に目的 をもたな い︒
その栄誉にこそ︑究極の意味 がいるのだ︒﹁
贈与﹂ ﹁
消尽﹂ ﹁
喪失﹂
な どの言葉 はここでは輝 きをも って迎え入 れら れる︒

農家 を建 てるとき には︑ その家 に名前を付 け ると いう︒家 の名 は正 面玄

関 の上 部 に︑ ある いは壁 に取 り付 けら れて いる︒ たとえ ば︑ M endialdea
山( の方 ︑)〇 ihanbidea森(の道 ︑) Arozte9ia鍛(冶屋 ︑) Dendariarena裁(縫
師 ︑) Perurenaべ( ドロの家 ︑) Atano小(さ い家 ︑) Etxebem a新( しい家 )

な ど家 に対す る思 いは深 くか つ強 い︒財産分けはせず︑一人に全財産を継
承させ るために︑家を出て行 かざるを得な い兄弟 は多 いと聞 く︒
現在 は︑石 でできた農家 は三 階建 ての最上 階に干 し草 ︑二階に人︑一 階
に家畜 羊(︑豚 ︑鶏な ど )とカセリオ内 で過ごせるよう に工夫されている︒
また︑カセリオの回り にある農地では他の食料 も自給でき︑ いわゆる独立
経済 が営まれるよう にな っていた︒西谷 によれば︑経済の領野は ﹁
ゾー ェー
た( だ生 きて いる状態 ﹂) と ﹁ビオ ス ポ( リ ス的生活 ﹂) にわけら れるが︑
前者 である ﹁
ゾー ェー﹂ はただ毎日 を過ごす ための単純な生 の場 である︒
ギリシア人 にと ってはそれ が ﹁
オ イ コス﹂ であり︑さら に ﹁エ コノミー﹂
と いう言葉 ができたという︒バ スク山中での生活 はまさ に ﹁
ゾー ェー﹂ で
あ り︑あ る共 同 性 でかたち作 る ﹁ビオ ス﹂ の生 と はことな る︒バ スクで は
賭 は生 の延長 と して︑必要な スポー ツ以上 と して その内 部 に組 み込 まれて
いる の で あ る︒
その典型 をフリオ ・メデ ム監督 は ﹃
雌牛 Bacas
﹄ 一(九九一 )という映画
で表現 した︒山バ スクに住む三世代 の生き様を︑牛 の目を通 して冷静 に追
う︒その映画 は単調なカセリオの生活を祝祭 にす る斧の賭試合から始 まる︒
自然 の影 響を直接受ける山中 で︑労働 に勤 しみな がら日 々の生活を営々と
送 るバ スク農家 や人 々を映像化 し︑バ スク人の内奥 に存す る精神性 は変化
す ることはな いという普遍を描 こう とした︒日常 の労働作業能力 が競技 に
変化 したとき︑ここでは競技者 の性格や勤勉さな どは消失 し︑日前 の競技
能力 にのみ注目 が集 まる︒結果 がす べてを決定す る厳格な競技である︒二
つの戦争 カ( ルリ スタ戦争 と スペイン市民戦争 )の間 に生 じたこの山間部
の出来事 は︑長 いバ スク史 のほんの一 コマで しかな い︒このシンボライズ
さ れた映像 には︑バ スク伝統 スポー ツ 賭
= が凝縮さ れて いる︒
このカセリオ の人 々の声を︑ア レ ステ イはまた次のよう に詠む :

賭 は金儲けな もんか︑
アシ ュラー ル爺さ ん は言 つた
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金持ち によう話 したわ い︑
われら貧乏人 には銭な どな い︑
賭 はわ れら の最 後 の希望 な ん じ や︑ と︒
村 の長 はそう言 った︒

娯楽 が発達 していな い時代 では︑経済的 リ スクを スリリングに楽 しむこ
と ができ る唯一 のものと して賭 があげら れる︒競 技者 は自ら の力量 を いか
に発揮 す るかと いう実感 があ るが︑見物人 は競 技者 にゆだねて見守 る しか
な い︒も っと言 ってしまえば︑ それこそカミ 正
= 義 に委 ねるしかな いので
ある︒全 ての コント ロー ルから外 れ て︑あと は祈 るの みと はこのことであ
り︑賭 の醒醐味 でもある︒ ア レステ イは賭 の本質 を見抜 いており︑ それこ
そバ スクでの賭
( =スポー ツ )は︑労働から変化 して重要な役割を果 たし
ていることにな る︒
カイ ヨワは︑遊 び の要素 と してア レア 偶( 然 )を指摘 し︑ そこ に含 まれ
る賭 を次のよう に表現 して いる︑
ア レアは運命 の恩恵 を現わ し︑明ら か にす る︒遊戯者 はそこでは完
全 に受動的だ︒ その素質 や性向︑技倆や筋力や知力 とい った手段を
発揮す るのではな い︒ただ︑希望 と戦慄のうち に︑運命 の判決を待
つの みであ る︒彼 は何 かを︑賭 け るのだ︒天 の裁 き ︹
正 義︺ は彼 の
冒 したリスクに厳密に比例 した報 いを与え る︒ 1この場合 もやはり︑
方法 こそ異な れ︑正 義 が求 めら れているのであ って︑正 義 は理想的
条件の下 で力を揮 おうとしているのだ︒
カイ ヨワの いう ﹁
正 義﹂ がまさ にバ スクの賭 であり︑一 切を放棄 して託
す の であ る︒

3共
' 同体
一 つのカセリオを中心 とした生活 が︑他のカセリオと共同せねばならな
い事態 が生 じたとき には力 を合 わせ る︒ それ が谷 ご とのバ スク語方言 にあ
らわれている︒日常で必要な言葉 は限定さ れており︑ その使用 に ついては

自ずとまとまりができてくる︒現在 でも︑谷を越え ると全く理解不能なバ
スク語 が話さ れている︒ それが最終的 には谷 の住人 ではな いよそ者 を発見
す る判別機能をはたす ことにな るのである︒ その集合体の中での競 技は家
の名誉を賭けて競われるが︑この競技は谷を越えて広 がる可能性を含 みも っ
て いる︒
現在 は守護聖人祭 にみら れ るイベントの中心 はバ スク伝統 スポー ツであ
り︑ その村 の代 表 が登場す る︒近代 スポー ツがイベ ントに登場す るのは ほ
とんどな いと言 ってよ い︒強 いて言えば自転車競走 ロ( ー ドレー ス )くら
いであろう︒伝統 スポー ツ競技者 が村 に不在 の場合 は他の村 から招待され
る︒この交流を通 して︑地域代表という肩書きとともに有名な競技者 が排
出 していくのである︒ナバラ県の寒村 で生 まれたぺ ロタチ ヤンピオン︑レ
テギ 世
2 や︑ レイ ツ ア村 の力持ちイ ニャキ ・ぺルレナの名を知らな い人 は
いな い︒ こう してバ スク全 土 へと その名 は知 れわ た るので あ る︒
個別競技から総合競技 へという流れは︑日常労働でこなせる仕事量 は多
岐 にわた るた め︑バラ ン スのとれた身体 が要求さ れる︒司馬遼太郎 によれ
ば︑ ﹁
草 を早 く刈 り︑速 く走 り︑ そして力持 ち﹂ がバ スクで は尊 敬さ れ る
と いう︒ また︑﹁
バ スク人 は本来木 こりであり︑農民 であり︑羊を追う人
であるため に︑男 は体力 が最大 の価値 とさ れた︒ 中( 略 )よき木 こりや炭
焼きであるためには︑若 い頃の木割り競争 で鍛えておかねばならな いので
あ る︒ よき戦士 であ る こと と つな がり のあ るギリ シ ア以来 の スポー ツや ︑
よき貴族であるために運動神経や統率力︑状況判断力をや しなうイギリ ス
の スポー ツと は︑ どう やら 根 の ほう でち が って いる﹂ とバ スク スポー ツを
評す る︒強 いて言えば︑伝統 スポー ツと近代 スポー ツの差異を明確 に指摘
して いる︒ この司馬 の スポー ツ区 分 も西谷 がいう ところの ﹁
ゾー ェー﹂ と
﹁ビオ ス﹂ で語 れ る事例 が提供 さ れ︑ もち ろ んバ スク は前者 に属 し︑ ポリ
ス的生活とは距離をおく︒
共同体 とは︑﹁
地縁 ・血縁あ るいは感情的な つな がりを基盤 とす る人間
の共同生活様式﹂ とされ︑特定 の目的を達成す るために結成される組織 と
区分さ れ る︒ これ にした がえ ば︑バ スク伝統 スポー ツは共同生活様式 に組
み込まれており︑ そこから飛 び出 して独自 に行 われることは想定さ れてい
な い︒ つまり共同体の中だけで完結す るのである︒伝統 スポー ツの典型 で
あろう ︒
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一 九九二年夏 ︑バ スタン谷 アライオ ス村 の守護聖人祭 での丸太切 りは︑
出身地 はことな るが顔 見知り四人 の対戦であ った︒二人ず つペアにな り︑
交代 で丸太を切る︒参加選手 は今 まで培 ってきた技量を村人の前で披露 し︑
評価される︒応援す る声 には仲間 の背を押す温 か みが感 じら れた︒ その場
にはもち ろ ん選手 には見 向き もせ ず ︑ 観 客間 の賭 を取 り持 つ コレ ドー ル
仲(介 人 )の姿 があ った︒振 り下 ろす斧 の音 は谷間 にこだま し︑また見物
に訪 れた老若男女の身体にまで達 していた︒
一方︑フランスバ スクの小さな港町 シブールはフランス南西部 に位置 し︑
夏季 には観光客 で人 口の一 〇 倍 にまでふくれあ がる︒バ ケーシ ョンを海岸
部で過ご し︑賑わ いの中 に身を浸 し︑また近隣 で計画さ れたイベント に出
かけていく︒ したが って夏季 にはアパートや マンシ ョンな どの宿泊施設の
空室 は見 つけら れな い︒一 九九八年 八月 その小さな村 の広場 で︑ペ ロタ ・
バ スカの一 種 目ラ シ ュア が行 われた︒対面式 のボー ルゲー ムはバ スクで も
競 技人 口が少なく︑フラ ン スバ スクの競技者 にも普及させよう という試 み
の一 っである︒ そして村 の夏季 プ ログラ ムの中 に入 っており︑観衆 は観光
客であり︑初心者相手 に歴史や ルー ルの説明 から は じま った︒もの珍 しさ
に最初は興味津 々で聞 き入 っていた人 々が︑試合 がは じまるとこの球戯 に
慣 れな いせ いもあ って︑ざわ っき は じめた︒ ルー ルが複雑すぎ て︑内容 が
よく理解 できな いら しい︒毎回 の スーパ ープ レイ には拍手 がお こるが︑全
体 の進行 を見据え た理解 にまでは至 っていなか った︒プ レイ ヤーと関係者
のみが完全 に把握 して いただけであ った︒このラシ ュアは得点 へと結び つ
く過程 に少 々時間 がかかる︒近年ではバ スク人でさえ このルールを理解で
きな い人 々が多 いと聞 くが︑これこそ共同体内 で時間をかけて楽 しんだ名
残 であろう︒
この事例は︑観光人類学 では伝統 スポー ツの変容過程と して理解さ れて
おり︑同質的な共同性をもたな い人 々 への見世物 として新 たな価値を みい
ださ れたという︒ そうなれば今後︑観客のより分かりやす いルール へと変
更さ れる可能性 も出てくる︒ この変容 に内在す る間題 は︑共同体的価値
バ( スクで培われた )が消失 し︑新 たな価値 が見 いださ れて いくこと にな
ろう︒

4バ
' スク遊戲

スポー ツ連盟設立

と いわ れ るフラ ン スバ スクの人 々の生 活 を限定的 にした ので あ る︒

一 九七 九年六月 サン ・セバ ステ イアン市 にお いて︑バ スク各地域 ス(ペ
イン四県︑フラ ン ス三 地域 )の代表 が集合 し︑バ スク遊戯 ・スポー ツ連盟
が設立さ れた︒会長 はアギー レ ・ブラ ン コ氏 であり︑ベンゴ ア氏 ア( ラバ
県 ︑ ェリセギ氏 ギ( プ ス コア県 ︑
)
) アレチ ヤ氏 ビ( スカ ヤ県 ︑
) ェラ ソ氏
ナ( バラ県 ︑
) ホセバ ・アギー レ氏 とアモンダライン氏 フ( ランスバ スク地
方 )で構成され︑統一 ルールの整備を中心議題 とし︑加えて相互交流も含
まれて いた︒
連盟設立 の主旨 は賭 の問題 が顕著 にな ったから である︒賭を排除す るの
ではな く︑賭 の運営 に全員 が納得 のいくルー ルを設けること︑ それがこの
連盟設立 の目的の一 っである︒賭けに参加す る人々は︑実年以上 の男性で
占 められており︑事故や揉め事 が生 じた場合 の対策 が必要な ほど人気 があ っ
たという ことである︒残されている写真を見 る限 りにお いて︑現在 ではみ
ら れな い見物人の熱狂 があり︑その熱 い視線 の先 には丸太切 りや石 か つぎ
な どの賭試合 が行 われていた︒最終的 に一 九条 の規程 に基づ いて実施され
ることにな った︒条文 には︑賭 に ついての詳細 が示さ れ︑試合 から生 じた
損害な どに関 しては︑各連盟 は責任 を負う ことはなく︑開催当事者間で解
決す るよう に決 めら れて いる︒
一 九七 九年 はスペインバ スクにと って記念す べき年 として認知されてい
る︒一 九七五年 の ブラ ン コ死 亡により︑名実共 にバ スク白治州 が一 九七 九
年 に認 めら れ︑ それはまたバ スク文化 の解禁 を意味 した︒一 九七 六年 に一
足早 くナバラ県 が一県で自治州 となり︑ スペインにおけるバ スク文化圏 は
す べて自治権を獲得 したことにな る︒一 九三 九年から続 いていたバ スク語
使用禁止令な どの弾圧 から解放されたのである︒ その解放を待ちわびてい
た各専門領域 の人 々は︑四〇年足ら ず前の状態 への復活 に力を注ぎ︑当然
バ スク スポー ツも例外 で はな か ったのである︒
一方 フラ ン スバ スクでは︑ スペインのよう にバ スク文化禁止令を敷かず
ゆるやかな統治あるいは同化政策 がなされ︑フランス語を公用語 とされた︒
この政策 が功を奏 し︑フラ ンスに自治を認 めさせ るような動き には発展 し
なか った︒内陸では農業︑海岸部では観光業 が主要産業となり︑約三万人

現在 の スペ イ ンバ スク伝 統 スポー ツ連盟 はビ ルバオ に本 部 があ り︑県支
部 は本部と連絡を取 りな がら運営さ れている︒県 に所属す る選手 たちを登
録させ I カ
D ー ドを作成 して管理 し︑年会費を徴収 し︑大会 への派遣手続
を行う︒希望 すれば誰でも参加 出来るわけではな く︑あくまでも近代的手
続を経 て行 われる︒
バ スクの各県 や地域代 表 が集う大会 と して︑﹁
七 地域対抗バ スク伝統 ス
ポー ツ大会﹂ が毎年 開催場所 を変更 して行 わ れる︒筆者 が見たのは︑二〇
〇六年 八月一三日 フラン スバ スクのバイゴ リという村 の第一 八回大会であ
る︒バ スクは一 つと いう確 認 のた め伝 統 スポー ツを通 して︑ またバ スク語
を主要言語 として実施さ れた︒競技開始 は午後四時 であり︑約四時間かけ
て一〇種目を競 い合 った︒競技人 口が少な いフラ ンスバ スクから は全 ての
種日 にエントリーす ることはなく︑等身大 の参加 であ った︒ フラ ンスでは
スペインのよう に連盟 が設立さ れているわけで はなく︑あくまでも個人参
加 であ る︒

伝統的 な競 技形式 も残 って はいる が︑午後 の みで終了させ るため には︑
従来のルール 二(者間の競技 を
) 変更 して多数 がい っせ いに競 い勝者を決
定す る方法 もとら れて いる︒丸太切りはその典型 で︑各地域代表七人 が登
場 した︒また︑一 度 に競技できな い種日 石( か つぎ︑イングーデ という金
敷上げ競技 な
) どは︑担ぎ上げた回数で順位を つけていく方法 もとられた︒
会場 は市民広場 を使用 し︑関係者以外 は有料 であり︑入場料 は八 ユー ロ
当(時一二〇〇円 必
) 要 であ った︒各地域 の応援団 や観光客 が入 り混 じり
約三 〇〇〇人 がこの競 技会 を楽 しんだ︒ この ことから も判明す るよう に︑
すでに観光化 が進行 しており大会の重要な資金源 にな っている︒ただ︑賭
の仲介 をす る コレドー ルの姿 はなか った︒個人的な売買よりも︑入場料収
入 を優先さ せ て いる︒ いわ ゆるア マチ ュアの競 技会 には賭 はふさ わ しくな
いという発想 である︒
大会の前後 には︑ベルチ ョラリという即興詩人 が︑大会 に参加す る選手
や勝者 を称え る歌をバ スク語 で歌 った︒ これは文宇 を残さず︑人 々の記憶
に刻 み つけ る重要な意味 があり︑フ レーズを聴 くだけ で蘇 ることもあ ると
いう︒
があり︑
大会終了後には全員 が体育館に集まり︑食事会
(com ida Popular)
互 いの健聞をたたえ合 った︒

この大会 から もわ かるよう に︑競技形式 はある程度近代 化さ れたと して
も︑競 技自体 が近代化さ れてはいな い︒あくまでも労働起源 の形態 がし っ
かりと残存 しており︑普遍化 にはまだ いく つかの改変 が必要 であろう︒ し
か し︑強 いていうならば︑これら の労働を継承 している人 たち がどれだけ
いるかといえば︑かな り少数 ︑あるいは一 人 もいな いという ことになりか
ねな い︒ この ことは伝統 スポー ツの成立基盤 が消減 し︑純粋な スポー ツし
て受け入 れら れているというのが実情である︒

学校教育のプログラムとして

1 学校ぺ ロタ

IkasPn ota

民 族学 校 と呼 ばれ るイカシトラ
Ikastolaで始 めら れたぺ ロタ教育 体
=
育のことをいう︒この一〇年 あまりの間 に整えられた が︑その普及 は公立 ・
私立学校 でも導入さ れは じめている︒創始者 のホシ ュアン ・ウンサインは︑
元ぺ ロタ ・マノのチ ャンピオ ンであり︑約二〇年前から仲間 とともに学校
ぺ ロタを考案 していたという︒近代的 ト レー ニングにぺ ロタの遊 技性を加
味 し︑低学年から高学年 まで身体の成長 に合 わせたプ ログラ ムが組 まれて
いる︒ウンサインのグループ は教材作成︑時間割︑指導者派遣な どの基本
的枠組 みを作成 しただけでなく︑行政 に積極的 に働きかけ︑学校教育 への
導入 に取 り組 んだ︒ その結果 ︑ スペインバ スクやフラ ンスバ スクにまたが
り︑民族学校 でぺ ロタの導入 が理解さ れ︑現在 はその数 が増加 している︒
学校 への導入 はよ い人材 を見 つけ出す こと にも繋 がる が︑ それよりも近
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バ スク伝統 スポー ツ文 化 がこの三 〇年 あまりの間 にかな り変容 し︑近代
シ ステ ム へのシフトチ ェンジ がなさ れている︒ いわゆる純粋 スポー ツとし
ての地位を築くため︑土着性や地域性を排除 し︑またタブー視さ れる賭な
どを明確 に位置づけて︑距離を置 こうとされているのである︒ こう した試
みは他 の近代 スポー ツととも に︑伝統 スポー ツ文 化 を普及さ せ るべく︑政
策 と してバ スク政府 や県 スポー ツ課 な どの財 政支 援 を得 て いる︒ スポー ツ
振興策 におけ る競 技の一 つと考えら れている︒ その取 り組 みを学校教育 と
社会教育で みてみよう︒
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バ ス ク 伝統ス ポー ツ文化 と グロ ーバ リ ゼー シ ヨ ン
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代 スポー ツと距離 があ ったべ ロタを いか にその社会的地位を上げていくか
を模索 したものであ った︒そのためには教材 として優秀性を示す必要 があ っ
た の であ る︒

2 漕艇 クラブのプ ログラ ム

ベ ロタは今 まで にオリ ンピ ック ・ェキシ ビシ ヨンで三 回 も登場 し︑正 式
種日 へのアピー ルを してきた︒ しか し未だ その実現を みていな い︒ペ ロタ
世界選手権 も実施さ れている国際組織をも つぺ ロタ ・バ スカは︑一 九二一
年 にフラ ンスペ ロタ ・バ スカ連盟 ︑一 九二五年 に スペインペ ロタ ・バ スカ
連盟 ︑そして一 九二九年 に国際ぺ ロタ ・バ スカ連盟 が発足 した︒植民地主
義 によ って世界的 に普及 している好例であろう︒
したが って︑ベ ロタの形態 に関 してはこれ以上 の改変 が困難な ほど完成
形 を している︒ただ し世界選手権 が開催でき る種目 は限定さ れ︑ その中 で
も っとも古形態と いわれるマノ 素(手 )は︑ボー ルを手で打 つ痛 みを我慢
しな がら試合 が行 わねばならな いため︑価値 の共有さ れて いな い地域 への
伝播 はみら れな いと思わ れる︒ また︑ボー ルは手作 りで手間 暇 がかか るた
め︑一度 は工場生産されたが不良品 が多 く︑現在 はか つての方法 で一 っひ
と つ手で作られる︒
またフ ロントンと いう球戯場 は︑バ スクの村 ではマルチ使用 が可能 であ
り︑祭の場合 は民族舞踊で使用 し︑テーブ ルを並 べて食事会 も行 われる︒
日頃 は子供たちの遊び場や高齢者 の憩 いの場 にもな る︒このフ ロントン使
用 をめぐ って多種 の意見 があるだろう︒一方 ︑日本 では競技場使用 はかな
り厳格 に規定さ れ︑自由な使用 は極力排除さ れる︒

5

という港町では︑
ギプスコア県北東 に位置するオンダリビア Hondam bia
民間 の漕艇 クラブ が中心 にな って︑バ スク伝統の レガ ッタを含 めた漕艇授
業を市内 の小中学校の正 規授業 に組 み入 れている︒ レガ ッタ競 技大会でも
名を知ら れている強豪 でもある当該 クラブは︑器具の使用法 やオー ルの漕
ぎ方 ︑海 の知識な どを織り交ぜな がら ︑体育授業 の一 部を受け持 つ︒ この
よう にして漕艇 への導入 をクラブ自ら が働きかけ︑興味を増加させ︑ クラ
ブの競技大会 へ誘 い︑その中から将来のクルーを見 つけ出す のである︒
ト レー ニングは人数 にもよる が大 き く二 手 に分 かれ︑一 っは室内 プー ル

で実際 にオー ルで漕 ぐ班︑もう一方 はマシーント レー ニングを行う︒ それ
を交互 におこなう︒基本的 ト レー ニングが終了す れば︑六月 に五人乗りの
バテ ル スと いう最少人数 の競漕 が計画される︒
この事例は地域 の漕艇 クラブの独自 のプ ログラ ムであり︑ベ ロタのよう
に地域 を横断 したものではな い︒

5 1 3 ハスク大学体育学部プ ログラ ム

体育教 員養成課 程 の必修科目 と して︑ ﹁
バ スク遊 戯 ・スポー ツ﹂ 授 業 が
組 み込 まれている︒二名の教員 がこの授業を担当 し︑同 じ授業をバ スク語
と スペイン語 で二回行 われ︑学生 はどちらか一 っを選択受講 しなければな
らな い︒ この授業 はスポー ツ入門 として位置づけら れており︑バイオ メカ
ニクス︑運動 シ ステ ム︑解剖学な どの授業 とも関連づけら れている︒また
基礎知識 として技術戦略︑教授法 が含まれる︒
講義の内容 は起源 ︑村 の特徴︑文化 言(語 ︑伝統︑農漁村 の生活組織︑

工 業 化 ︑ 都市 化 ︑ バ ス ク スポ ー ツの衰 退 ︑
) バ ス ク伝 統 スポ ー ツの 特 徴 ︑

賭 ︑連盟 の創 出な どであ る︒取 り扱 わ れ る伝 統 スポー ツは一 四 種 目 あ り︑
各種日 の特徴を分析 したり︑教科単元を作成 したりする︒
実技 は体育館を利用 し︑安全確保を最優先 しな がら出来 る限り多 くの種
目を体験す るよう に工夫されている︒また非常勤講師として各種目 の専門
家を呼び︑屋外で実技をす る場合 もある︒
もちろ んぺ ロタ ・バ スカと漕艇 もあり︑通常授業 と集中授 業 とを織 り交
ぜな がら進 めら れる︒ しか しボ ウ ル スに関 して は授業 で取 り扱う ことはな
い︒これはボウ ルス協会 が独自 のプ ログラ ムと して︑義務教育 の中 で展開
す る計画を立 てている︒

社会教育のプログラムとして

伝統 の保存 はバ スクにお いても重要な課題 と して浮上 して いる︒ ブラ ン
コ独裁四〇年足らずの間 のバ スク文化 への弾圧 や︑ ブラ ン コ死 後の急速な
近代化 により共同体の崩壊 によ って︑バ スク文化の無理解や担 い手の減少
が喫緊 の対策 を必要 と して いる︒バ スク語 を必要 と しな い人 々も増加 し︑
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スポー ツ連明 m

バ スク語 に基礎を置 いた文化政策 が必要 にもな っている︒そして近代 スポー
ツに価値 を置 く若者 はバ スク伝 統 スポー ツ へは参加 す る が︑最重 要 とは認
識 しておら ず︑後継者 とな る可能性 は期待 できな い︒ それを憂え た白治体
や活動家な どは教育だけでなく︑社会教育 においても積極的 に導入 をはか
るべきとして︑献身的な活動を地域 で展開 している︒
ビスカ ヤ県バ スク遊 戯

2 ナバラ県 サカナ地方 の伝統 スポー ツ政策

連盟会長 の聞 き取 り によれば︑選手 は全 てア マチ ュアであり︑一 九五 六
年 から改正 を繰 り返 した ルー ルブ ックと記憶で運営 しているという︒綱引
以外 は柔軟な対応 ができ︑多少 ルー ル変更 しても問題な いが︑綱引 は国際
ルールと連動 しているので︑バ スクでは問題 があるという︒か つては対戦
相手同士 で試合 が決 められ︑相当額の掛け金 があ った︒現在 は連盟 が対戦
相手を決定する︒
種目の中で闘羊 に関 しては動物愛護団体から の抗議を受けているが︑連
盟 は放置 しているという︒この決定 は後発 の価値 の押 しつけに対 して︑闘
羊を楽 しみにして いる多数 の人 々 への配慮 があり︑毎日曜日 ア スペイテ イ
アで賭試合 が行われる︒牛の石引 きに対 しても規範的要求をすることなく︑
当事者間 の取 り扱 いに委 ねられている︒牛 の能力を発揮させ るためには︑
棒 の先 に取 り付 けら れた釘状 のもので刺 しな がら ︑試合 が行 われ るから で
あ る︒
ビ スカヤで はバ スク伝統 スポー ツ指導者 の資格 は必要な く︑選手白ら が
指導を行う︒五〇〇人 の登録 があり︑一人一年 に必要な経費 は二五 ユー ロ
であり︑毎年更新す る︒ それだけ で は運営資金 に限界 があるため︑バ スク
政府 ︑ビスカヤ県︑市町村 ︑百貨店 ︑銀行な どから の助成 がある︒これら
の助成 は自治体や企 業 の地域貢献 の意味 もあ るが︑ それよりもバ スク文化
に対 す るアイデ ンテ イテ イがその根 にあ ること が感ぜら れた︒

6

ナバラ政府 の支援を受け︑ナバラ県バ スク遊戯 ・スポー ツ連盟 が助成 を
行う︒ナバラ県の首都パ ンプ ローナから西 へ一〇〇 キ ロメートルあたりに

3私
' 営 クラブ によ る伝 統 スポー ツ振興

フ( ラ ン スバ スク )

サカナ地方 があり︑伝統 スポー ツの学校 スポー ツ への導入 に加 え て︑綱引 ︑
丸太切 り︑石 か つぎの社会プ ログラ ムが注目さ れ る︒ とく に丸太切 り は︑
世界チ ャンピオ ン︑フ ロー レン ・ナサバ ル 当(時三 六才 な
) どが指導 にあ
たり︑小学生から当該 スポー ツに接近す る方法 を模索 している︒サカナ地
方 を中心 して近 隣 にも声をかけ︑バ スク伝統 スポー ツ大会 を開催 して︑将
来の担 い手たちを刺激する︒
石 か つぎ学校 はイルルツンという内 陸の中核 都市 にある︒現在 は四名の
会員であるが︑子供 の参加 はな い︒ したが って仕事を終え た成人 が練習 に
来 る︒一〇〇 キ ロ前後 の石 をか つぎ上 げ るには︑まず身体を つくる必要 が
ある︒体操競技のよう に補助練習 はせず︑比較的軽 い石 を何回 も上 げて鍛
え上 げていく︒

6

ニヤプラ ック
(NaPurrak)という名の私営クラブ は一九七四年八月 にェ
スペ レ ツテ で結成さ れ︑おもに陸上競技 が中心 に始 めら れた︒翌月 にバ ス
ク スポー ツ部門 ができ︑フラン ス語 でフ オル ス ・バ スク force basque
︑バ
と呼ばれた︒会長 はバ スク人 で
スク語 でイ ンダー ル ・ホ コア Indar Jokoa
元銀行員であり︑定年退職後趣味 であ ったマラ ソン中心のクラブを立ち上
げ た︒ クラブ運営 のため にビジネ スと しての可能性 を模索 して︑ フラ ン ス
バ スクの三 つの地域 でバ スク伝 統 スポー ツ大会 を開催 した︒ とくに綱引 は
筋肉強化や効率的な動き獲得 のために科学的 トレー ニングな どを取 り入 れ
た︒また四年ごとの世界綱引選手権大会 に照準を合わせて︑クラブの スケ
ジ ュー ルを計画 して いる︒
クラブ主催 のク ロスカントリー は評判 が良 く︑軍隊 から の参加 も見ら れ
ると いう︒バ スクでは競走 と いう スタートとゴ ー ルだけを指定 した競技 が
あ った が︑ク ロスカントリー もその延長上 にあ る︒
フラ ン スバ スクで はバ スク伝 統 スポー ツを統括す る組 織 がな く︑個人 の
振興策 に頼 って いる︒万一 ︑バ スク伝統 スポー ツ への興味 関心 がさ めて し
まえば︑ フラ ン スバ スクでは伝統 スポー ツは消滅す る可能性 は極 めて高 い
であろう︒ そのためにも︑近代化 は避けら れな いと会長 はいう︒また伝統
スポー ツ一 種目単独で実施す るのではなく︑観客 が退 屈 しな いためにも他

竹谷 和之
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の種目 と同 時開催 も視 野 に入 れるべき で︑ そして外国 から の参入 も当 然受
け入 れる必要 があ ると も いう ︒
異文化の人 々を受け入 れるためのこれらの意見は︑まさ にグ ローバリゼー
シ ヨン へと突 き進 んでおり︑バ スク伝統 スポー ツ への アイデ ンテ イテ イで
はな く︑一 つの商品 と化 して しま って いる︒

7 'グローバ リゼー シ ョンと伝統 スポー ツ
伝統 スポー ツが徐 々 に地域的 意味 を消失 し︑ グ ロー バ ル スポー ツ へと変
容 していく時 に見せ る透明性 は︑文化 の異な る人々の受容を手助けす る︒
愛好者 が增加 し︑ ルー ルを簡素化 し︑安価な用具 が手 に入 り︑競技場 の確
保な どが整えば︑条件 は揃 ったよう に思え る︒ しかし面白さや楽 しさを理
解 し共 有 す るまで は︑試 行錯 誤 が続 くであろう ︒バ スク伝 統 スポー ツが︑
近代 スポー ツの仲間入 りを果 たしたと しても︑残存す るかどうかはまだ先
の ことだ︒ようや く近代 スポー ツと して制度的 に認 めら れ︑ それもバ スク
州 とナバラ州内 に限定さ れる︒また他州 にお いても多少の普及 はあ っても
競 技人 口を増加させ るためには︑単な る健康志 向ではなく︑子供 たちや一
般市民の憧憬 とな る英雄 の出現を待 たねばならな い︒ そして学校体育 にお
いて︑また社 会 の中 で労働起源 の スポー ツが延命 して いく には︑バ スクと
いう地理的範疇 から はみ出て︑他の異文化社会 にまで受け入 れら れる完成
度 が求 めら れる︒ も し普及 の阻害要因 があるとす れば︑ それは士着性 バ(
ナ キ ュラー )の残存であろう︒近代化 の仲間入 りを目指 してはいるが︑ ス
ポー ツを成立 せ しめて いる内実 が︑まだ地域性 を保持 して いるのであ る︒
たとえば︑丸太切 り︒丸太 はい つも切 り出 しを使用す る︒適切な木の用
意 は︑競技者 が増加すれば行 き詰 まるであろう︒石 か つぎの石 は個人所有
であり︑高額なため手 に入 れることが困難 であり︑さら に練習場所 の確保
も課題 として浮上 してくる︒
ベ ロタ ・マ ノの場合 も同様である︒まず素手 で競技す ることがバ スクで
は有意味 であるが︑ラケ ット使用 を常態 と している所 では受け入 れら れな
いであろう︒用具 の開発 は︑手 への負担を いかに軽減す るかを考慮さ れる
から である︒手 への痛打 が共有さ れな い限りは︑既存 の文化性を放棄 し︑
新 たな文化を受容す ることには つな がらな い︒ そしてこれら の伝統 スポー

ツをす る広場 の意味 ︑歴史的記憶の共有 ︑な どはパ ルタージ ュ 分<割 分
1
有 >の重要な要素なのである︒普段の遊 び場 が球戯場 として使用さ れると
き︑ その場 は祝祭的時空間 へと変化 し︑その スペクタクルに村人の期待 が
渦巻く︒それに加えて︑ベルソラリという即興詩人の詠う名試合やこれか
ら試合 を しよう とす る選手個人の歴史 が︑フ ロントンや谷間 にこだ ます る
様を思 い浮 かべてみて ほしい︒過去 と現実 が交錯 し︑ そして観衆の記憶 に
長 く留 まることで︑目前 の試合 が後の世 まで語 り継 がれるのである︒

バ スク特有 の スポー ツが自立 す るた めの国 際社 会 への統合 の困難 は︑西
谷 の言葉 を借 りれば︑ ﹁
後進 性﹂ や ﹁
欠如﹂ を示す もので はな く︑ む しろ
西洋的な世界秩序 への ﹁
抵抗﹂ の証である︒バ スクは地理的 には西洋 に属
しているが︑ その文化的 ﹁
後進性﹂ が指摘さ れて︑ いち早 く進路変更を し
た はずであ った︒ しか し一 向 に伝統 スポー ツの競 技者 が増加 せず減少傾 向
にあ るのは︑当該 スポー ツに内在す る ﹁
文化特性﹂ ある いは ﹁
バ スクな る
もの﹂ が抜けきれていな いから である︒グ ローバ ル化 はその ﹁
バナキ ュラー
性﹂ を いかに排除 し︑無色透明 にす るかが課題 である︒バ スクでもスポー
ツの志 向性 は近代 スポー ツにと って変 わら れて いる が︑伝 統 スポー ツを担
う人 々の相互扶助 の習慣 は西洋的な生産効率や マネージ メントの発想 とは
ま ったく違う︑ いはば ﹁
人類学的﹂構成 で成立 している︒ そう いう ものが
グ ローバ ル化 の圧 力 に対 す る ﹁
抵抗﹂ と して随所 に露口
王して いる が︑ ﹁
普
遍的﹂基準に照ら し合わせるならば︑ネガテ ィブにしか考えな いであろう︒
それはグ ローバ ル化 で問 われることのな い公 準 と しての ﹁
近代性﹂ が現前
して いるから であり︑ スタンダー ドと して買かれて いる︒
西洋 が作 り出 した世界性 には還元さ れな い ﹁
伝統 スポー ツ﹂ の異質性 に
対 し︑伝 統社 会 は妥 協 せ ざ るを得 な い道 を探 るよう にな った が︑ 近代 は
﹁
野蛮﹂ から ﹁
解放﹂す ることを諦めな い︒この主張 が古来の ﹁
伝統 スポー
ツ﹂ 領域 に ﹁グ ローバ リゼ ーシ ヨン﹂ と いうブ ルドーザーをかけ︑地なら
しを しよう と して いるのであ る︒
世界 にみられる伝統 スポー ツは多様 に変化 しているが︑バ スク伝統 スポー
ツは世界で ﹁
近代化﹂ が最 も進行 している事例として考え ることができる︒
その意味 では今後の展開 が注目さ れ︑変容過程 に潜む ﹁
理性﹂ を検討 し続
けていきたいと思う︒
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