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はじめにスペインへ旅して、小さな村や町を
訪ね、そこに息づいている歴史や伝
統を実感してみませんか。輝く陽射
しと海があなたを待っています。

	a バジョータ海岸
リャネス、アストゥリアス

朗らかで、もてなしの心を持つ人々。美
しい風景。どこへ行っても感じられる歴
史や文化。スペインの小さな村を訪ね
る旅は、忘れがたい思い出になるはず
です。
スペイン中のいたるところに、中世のま
ま時間が止まってしまったような美しい
村々があります。そんな村の石畳の通り
を歩き、歴史ある建物を訪ねて、そこに
伝わる修道士や騎士、あるいは囚われ
の姫君の伝説の世界を実感してみませ
んか。
喧騒だらけの日常から数日離れ、リラッ
クスしてみましょう。アンダルシアや地
中海沿いの白い村で白壁の家々が創り
出す、まるで絵葉書のような美しい景観
を楽しんでみてはいかがでしょうか。北
スペインの海沿いの漁師村に情緒ある
魅力を発見するのもおすすめです。

街角を曲がるごとに、漂う香りを目一杯
嗅いでみてください。美味しくて健康的
な地中海料理はもちろんのこと、各地方
ごとに地産の新鮮な海や山の幸を使っ
た美味しい名物料理があります。そうい
った料理に、世界でも高い評価を得て
いるスペインのワインを合わせて味わ
うこともできます。
際立った自然環境がユニークな見どこ
ろである村々もたくさんあります。ピレ
ネー山脈の氷河や山々、カナリア諸島
の火山帯と観光地化していない鄙びた
田舎など、スペインでは自然が主役な
のです。
こういった村々は、かつての領主国の人
々や歴史を忠実に映す鏡なのです。多
様なスペインの文化のルーツを目にす
る本物の機会となるでしょう。
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白い村

エキゾチックな雰囲気で知られるアン
ダルシアの違う一面を旅してみません
か。家々の壁が石灰で白く塗られている
ことから「白い村」と呼ばれている村々
を巡り歩く旅はいかがでしょう。バルコ
ニーに飾られた花々や周りを取り巻く
自然と真っ白な壁とが創り出す色彩の
コントラストが美しい場所です。
白い村は山に囲まれた中に位置し、周
りにはオリーブ畑が広がっています。ト
レッキングをはじめとする様々なアクテ
ィブツーリズムに理想的な場所です。

ジビエ肉、美味しいワイン、チーズ、原
産のオリーブオイルなどを素材とした
絶妙な料理を堪能してみるのもいいで
しょう。
白い村周遊ルートはカディス山地地域
にあり、車での旅に最適です。このルー
トはカディス県北西部からマラガ県に
またがっています。驚くほど美しい自然
が保護されているグラサレマ山脈（生
物圏保護区）やロス・アルコルノカレス
自然公園などがある地域で、19の町村
が点在しています。

	a グラサレマ
カディス



白い村

山の中腹に築かれた歴史的な町の中
心部には、かつてのイスラム統治時代
を偲ばせる急勾配の細い路地、それに
沿って存在する歴史文化遺産、展望台、
あるいは遺跡などがあります。
これらの村のほとんどが数千年前から
人が住んでいた場所なので、通常、村
の周囲には先史時代の集落跡や古代
ローマ人、西ゴート人、ムーア人などの
各時代様式の住居跡が見られます。

このルートの始点であり、最初に立ち寄
りたいのはアルコス・デ・ラ・フロンテー
ラです。スペインで最も美しい村のひと
つに挙げられるこの村はグアダレーテ
川を見下ろす丘の上にあります。壮大
な歴史地区が広がるこの村の中心を歩
くのは、それだけの価値があります。村
でぜひ立ち寄りたい目立つ建築として、
市庁舎、デュカル城（元はムーア人の砦
城）、サンタ・マリア・デ・ラ・アスンシオ
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	b アルコス・デ・ラ・フロンテーラ、
カディス
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ン教会などが挙げられます。村のはず
れにはアルコス湖があり、自然の中で釣
りを楽しんだり、水辺を散歩したり、あ
るいはボートやヨットなどのウォーター
スポーツを楽しんだりできます。
近くにある貯水湖のほとりの村、ボルノ
スにはリベラ家の城がある他、村の側
にはイベリア人とローマ人の集落跡と
されるカリッサ・アウレリアの遺跡が見
られます。さらに山地の奥へ進むとフラ
メンコと縁の深い村、アルゴドナレスが
あります。この村のギターは有名です
が、今でも手作りで生産されています。
セテニル・デ・ラス・ボデガスでは、巨大
な岩の下に造られた独特の住居が並
ぶユニークで美しい街並みに驚かされ
ることでしょう。
そして、遙か地平線に突出して見える塔
は、サアラ・デ・ラ・シエラの城の天守閣
です。聖体祭になると、この小さな村の
道路や路地はすべて、緑の木の枝でび
っしりと覆われ、まるで村全体が鬱蒼と
した森のようになります。5世紀以上前
に遡る祭典です。伝統的行事である聖
体祭のミサやプロセシオン（宗教行列）
の他に、この村ではユーカリ、キョウチ
クトウや様々な花で家の壁を飾り、道に
は草を敷きつめます。
山地の真ん中にはウブリケ（手作り皮
革製品のパラダイス）とグラサレマの２
つの街がありますが、2つとも人気のあ
る建築と豊富な歴史遺産とが共存して
いる村です。
もうひとつ美しい村を挙げるなら、ベヘ
ール・デ・ラ・フロンテーラでしょう。田
園風景を一望できる丘の上にあり、周
囲を素晴らしい壁で囲われた村です。

	b ベヘール・デ・ラ・フロンテラ
カディス

	a サハラ・デ・ラ・シエラ
カディス



白い村

アンダルシア内陸部 
にある、その他の白い村
マラガ県のロンダを訪ねれば、市街地
を分断している深さ150メートルを超え
る峡谷が強烈なインパクトを与えること
でしょう。スエロス（コルドバ県）、オスナ
やマルチェーナ（セビージャ県）も立ち
寄る価値が十分ある場所です。マラガ
県の海沿いには、石灰で白く塗られた
家々が地中海を望む可愛らしい3つの
村、ネルハ、ミハスとフリヒリアーナがあ
ります。

峡谷には眺望が素晴らしい3つの橋が
架かっていて、反対側へ渡ることができ
ます。中世の趣とアラブの影響が残る
旧市街を散策しましょう。
このルートの最後には、アルプハラ地
方やサロブレーニャ村（グラナダ県）、あ
るいはモハカル村（アルメリア県）に立
ち寄りましょう。いずれの村でも、山も
海も満喫することができます。

 L www.andalucia.org

フリヒリアーナ
マラガ
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8

魅力あふれる小さな村へ

北スペインの漁村

	a コンバーロ
ポンテベドラ

切り立った断崖が多いカンタブリア海
沿岸には、趣のある漁村がたくさんあり
ます。ガリシア（大西洋にも面している）
、アストゥリアス、カンタブリア、そしてバ
スク地方まで、海岸線に沿って旅をする
と、漁港の周りにできた独特の美しさ
を持つ歴史ある村々に遭遇します。
ぞれぞれの地方には異なる魅力があり
ますが、すべてに共通しているのは新
鮮な魚介類と上質な肉を素材にした豊
かな食文化です。ガリシアのプルポ・ア・
フェイラ（ガリシア風ゆでだこ）、アスト
ゥリアスのファバーダ（インゲン豆煮込
み）やカンタブリアの牛肉料理、あるい
はバスク地方のピンチョス（伝統的な
前菜）など、それぞれの地方に土地の名

物料理があり、それらを味わうだけでも
その地を訪れる価値があるでしょう。
リアス・バイシャス地域のバイヨーナ（
ポンテベドラ）は、趣ある旧市街が良く
保存されている街ですが、新大陸発見
の知らせが最初に届いた歴史的な港
街でもあります。毎年3月の最初の週末
には、この歴史的出来事を記念する祭
り、フィエスタ・デ・ラ・アリバーダ（到着
祭）が開催されます。
コンバーロは、小さいながら魅力に満
ちた漁村で、村を歩くと漁師や労働者
のコテージや、オレオと呼ばれる石造り
の高床式食糧貯蔵倉、クルセイロと呼
ばれる石造りの十字架などを見ること

断崖、入り江、海岸、森林など、素晴らしい自然
がある大西洋沿岸部には、誇りを持って漁村
の伝統を守り続ける村々があります。



9

ができます。いくつかある展望台からは
ポンテベドラ湾入り江の素晴らしい眺
望を楽しむことができます。
リアス・バイシャス地域には他にもムロ
ス、フィステーラ、ムシアなど、伝統的建
築やロマネスク様式の教会が往時の姿
のまま保存された小さな漁村がたくさ
んあります。それらの村の港や海岸から
は美しい夕暮れを眺めることができる
でしょう。
リアス・アルタス地域でもオルティゲイ
ラ（ア・コルーニャ県）のような、魅力あ
ふれる村がたくさんあります。オルティ
ゲイラでは毎年7月第2週の週末に国際
ケルトフェスティバルが開催されます。
この村からはロイバの断崖まで足を延
ばすことができるので、「世界一美しい
景色が見られるベンチ」に腰かけて、カ
ンタブリア海の素晴らしい眺望をご堪
能あれ。ここを訪ねた観光客がベンチ
の背もたれに書き付けた言葉がソーシ
ャルネットワークで拡散され、社会現象
にまでなりました。
イベリア半島の最北端にあるエスタカ・
デ・バレス岬にはたくさんの魅力があ
る場所です。そのいくつかを挙げてみま
しょう。例えば、ここは渡りルートの重要
拠点のため、季節には多くの渡り鳥が
通過します。また、ローマ帝国支配以前
までさかのぼる古い歴史を持つバレス
港、マニョンの村にある歴史ある灯台、
そしてそこから見渡せる素晴らしい眺
望などがあります。
典型的な漁港であるリバデセージャ村
とリャネス村は、アストゥリアス州東部
に位置しています。リバデセージャの一
番の魅力は何といってもセージャ川と
そこで行われる川下りでしょう。毎年8月
最初の週末に開催される国際ラフティ
ング大会は、村をあげてのお祭りです。
リャネスを訪ねると防波堤に沿って置
かれたカラフルな立方体が目を引き

北スペインの漁村

リャネス
アストゥリアス

ますが、これは「記憶のキューブ」（los 
Cubos de la Memoria）というタイトルの
アートであり、バスク人アーティスト、ア
グスティン・イバロラの作品です。この
村は、趣のある歴史地区、海沿いの散
歩道、海に面したゴルフ場など、訪れた
くなる魅力に満ちています。
アストゥリアス州で最も美しい村のひと
つがクディジェーロです。山と海に面し
たこの村にはカラフルな色に塗られた
家が立ち並んでいます。まるで、打ち寄
せる波や毎日漁に出る船を観るために
造られた円形劇場のようです。

クディジェロ
アストゥリアス
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隣接するカンタブリア州では、港町サ
ン・ビセンテ・デ・ラ・バルケラを訪れる
旅人を無数の漁船が迎えてくれます。こ
の村はサンティアゴ巡礼道の通過点で
あり、またレバニエゴ巡礼路の起点で
もあります。中世の歴史遺産が豊富に
あり、ピコス・デ・エウロパ連山に守られ
たこの村が難攻不落の拠点だった時代
を思い起こさせてくれます。

	a サン・ビセンテ・デ・ラ・バルケラ
カンタブリア

サントーニャ
カンタブリア

サントーニャやラレドもまた、独特の趣
を持つ村です。この2つの村を結ぶ船が
運行しているので、マリスマス・デ・サン
トーニャビクトリア・イ・ホイェル自然公
園や金色の砂に覆われた長いビーチ
の景観を船の上から楽しむことができ
ます。この地を訪ねたらぜひおすすめ
したい2つのことがあります。ひとつは
塩漬けの発祥地、サントーニャで本物
のアンチョビーを食べることです。もう
ひとつはバタジャ・デ・フローレス（花い
くさ）を観ること。これは毎年8月最後の
金曜日にラレドで開催されるお祭りで、
生花で飾られた様々な山車が美しさを
競って練り歩きます。
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そしてバスク地方(バスク語でエウスカ
ディ)に入れば、ウルダイバイ生物保護
区を囲んで位置するベルメオとエラン
チョベ（ビスカヤ県）という2つの美しい
村があります。ベルメオ村を訪ねるの
なら、すぐそばにあるサン・ファン・デ・
ガステルガチェ教会は見逃せません。
この教会は10世紀に陸繋がりの小島
の上に造られた洗礼者ヨハネを祀った
礼拝堂ですが、高い断崖の上に造られ
た細い階段が唯一のアクセスとなって
います。数シーズンにわたってテレビド
ラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の撮影
場所となったこの場所では、印象的な
景色を堪能できます。マグダラのマリア
の日（7月22日）には、この2つの村のす
ぐそばにあるもうひとつの美しい漁村
であり、現在では世界的なサーフィンの
メッカとなっているムンダカ村と合同
で、3村が海辺の巡礼祭を開催します。
エランチョベとベルメオ、ムンダカ村の
人々は皆、青い衣服に身を包んで祭り
に参加します。
ギプスコア県サン・セバスティアン市の
すぐそばに位置するパサイアの村は昔
からの漁港の姿を今も残していて、建
築的に驚くような景観です。パサイア川
に浮かんでいるように見える建物群や、
建物の下に奇妙な通路が造られた橋の
ような家などです。

 L  www.spain.info/es/top-10/villas-
marineras.html

北スペインの漁村

	` サン・フアン・デ・ガステルガチェ
ビスカヤ

	a ベルメオ
ビスカヤ

https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
https://www.spain.info/es/top-10/villas-marineras.html
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スペインは、歴史や中世の文化に興味があ
る方のためにあるような場所です。まるで時
間が止まってしまったような細い路地や坂
道、古城や砦、そんな魔法のような村々を訪
ねてみませんか。
バスク地方からカンタブリア海に沿って、あ
るいはエクストレマドゥーラ州や内陸部の田
舎まで、中世のスペインを体験できるルート
をご紹介しましょう。
中世にまで遡る歴史を持つモニュメントや
建築物がある町や村を、ぜひ訪ねてみては
いかがでしょうか。

エステージャリサラ
ナバーラ



ギプスコア沿岸に位置する中世の城壁
で囲まれた美しい港町、オンダリビアか
ら旅を始めてみましょう。旧市街には石
畳の細い路地が迷路のように続き、木
製のバルコニーがカラフルに彩られて
いるバスク様式の瀟洒な家が並んでい
ます。
ラグアルディア（アラバ県）の街は、武器
を象った紋章とゴシック様式の窓に特
徴がある由緒ある邸宅が並び、中世の
面影を色濃く残しています。また街の地
下には中世に造られた300を超えるワ
イン蔵があり、その多くは見学が可能で
す。リオハ・アラベサ地方はスペインで
も名高いワインの産地です。
ナバーラ州のエステージャ（バスク語で
リサラ）を訪れると、由緒あるモニュメ
ントが豊富なことに驚かされることでし
ょう。サンティアゴ巡礼路の宿場町とし
て発展したこの町には、ナバーラ王の
宮殿やサン・ペドロ・デ・ラ・ルア教会の
ような素晴らしい芸術遺産が数多く残
っています。

中世の村

	a オンダリビア
ギプスコア

ソス・デル・レイ・カトリコ
サラゴサ
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ソス・デル・レイ・カトリコ（アラゴン州
サラゴサ県）では石畳の道をたどって、
いたるところに存在する歴史を感じて
みませんか。町の外を歩きながら城壁
を眺めると、アラゴンで最も美しい場所
のひとつと言われるこの町の城壁が、ど
れほど大きなものかを実感できます。カ
トリック王と呼ばれるフェルナンド2世
は、この町の切石で造られた堂々たる
建築であるサダ宮殿で生まれました。
カスティージャ・イ・レオン州へと旅を
続け、静かな古都、アルマサン（ソリア
県）に立ち寄りましょう。プエルタ・デ・
ラ・ビジャ（町の城門）を通って町の中
に入り、マヨール広場へと進めば、美し
い広場に面して詩人ウルタード・メンド
ーサ一家の大邸宅やサン・ミゲル教会
が建っています。
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セプルベダとペドラサは、歴史文化財
が良好な状態で保存されているセゴビ
アの中でも重要な中世の村と言えるで
しょう。いくつもの教会や家紋を掲げた
名家の邸が立ち並ぶセプルベダの村の
中を散策してみませんか。また、この村
は、素晴らしい景観が広がるオセス・デ
ル・リオ・ドゥラトン自然公園へ向かう出
発地点でもあります。機会があればぜ
ひ、7月の初めにペドラサを訪ねてくだ
さい。その時期の週末の夜には村中が
無数のろうそくのイルミネーションで満
たされ、クラシックコンサートが開催さ
れます。

カスティージャ-ラ・マンチャ州に足を
踏み入れると、地平線のかなたにシグ
エンサ（グアダラハラ県）の城が見えて
きます。かつては重要な砦だったこの
城は、今日では改装されてパラドール 

（古城などを改装した半官半民の宿泊
施設）となっています。村のもうひとつ
の見どころはゴシック様式の壮麗な大
聖堂ですが、ここには若き騎士の墓が
あり、そのセプルクロ（石棺）はゴシック
彫刻の傑作のひとつとされています。
コンスエグラ（トレド県）にある16世紀
に造られた12基の風車とムエラ城のシ
ルエットは、この村に見紛うことのない

	a ペドラサ
セゴビア
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中世の村

	` コンスエグラ
トレド

独特の景観を創り出し、小説『ドン・キホ
ーテ』の冒険を彷彿させます。毎年8月
の半ばになると、英雄エル・シッドの息
子も戦死した中世の「コンスエグラの
戦い」を村中の人々が再現する祭りで
賑わいます。
中世の村を訪ねるこのルートはエクス
トレマドゥーラ州も通ります。この地方
のコリア（カセレス県）やオリベンサ（バ
ダホス）などの村に立ち寄ってはいか
がでしょう。コリアには中世の面影を残
す石の橋、サンタ・マリア・デ・ラ・アスン
シオン大聖堂、塔の部分が現存してい
る15世紀の古城跡など、いくつもの見
どころがあります。
オリベンサはテンプル騎士団によって
創られたポルトガルに隣接する村で
す。歴史文化遺産が豊富にあり、現在は
民俗学博物館となっている古城や、2つ
の城壁などが際立っています。その他
にもサンタ・マリア・マグダレナ教会や
サンタ・マリア・デル・カスティージョ教
会が堂々たる姿を見せていますが、後
者の内部にある高さ15メートルもある
樹を象った祭壇装飾は圧巻です。

 L  www.spain.info/es/que-quieres/
destinos-interior/

	a シグエンサ
グアダラハラ

http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
http://www.spain.info/es/que-quieres/destinos-interior/
acmarquez
Sello



 

16

魅力あふれる小さな村へ

ピレネー山中の村
木と石とスレート。それが、イベリア半島北部、ナバーラ、アラゴン、カタルーニャ
の3つの自治州にまたがるピレネー山脈に点在する村々の景色を特徴づけてい
る建材です。壮大な山々、湖や氷河の間に存在する小さな村々はまるで時間が
止まっているかのようです。

これらの村のそばには、自然保護区、
渓谷、清流や断崖などがあるので、ア
クティブツーリズムが好きな人にはた
まらない場所と言えるでしょう。このル
ートを旅したら、イラティの森、アイグ
エストルテス・イ・エスタン・デ・サン・
マウリシ国立公園、あるいはユネスコ
の生物圏保護区に指定されているオ
ルデサ・イ・モンテ・ペルディード国立
公園などへもぜひ、足をのばしてくだ
さい。素晴らしい自然に圧倒されるは
ずです。

豊かな食文化で有名なナバーラ県に
は、サンティアゴ巡礼路フランスルー
トの入口であるロンセスバージェスを
はじめ、魅力あふれる村がたくさんあ
ります。サンタ・マリア・デ・ロンセスバ
ジェス参事会教会はかつての巡礼者
救護所であり、剛勇王と呼ばれたナバ
ーラ国王、サンチョ7世の墓所でもあり
ます。その威風堂々たる建物は中世建
築を代表する好例と言えるでしょう。
山やブナの林と川の間から姿を現す
オチャガビア村は、ナバーラ・ピレネ

イラティの森
ナバーラ



 

ピレネー山中の村

ーの中で最も風光明媚な場所のひとつ
です。村の見どころは趣のある石畳と、
ウルティア、イリアルテ、ドナマリアなど
の中世の貴族の館です。少し東に足を
延ばしロンカル渓谷に入ると、イサバ、
ロンカル、ブルギという3つの村があり
ますが、これらの村で作られるチーズは
ぜひ食べることをおすすめしたいほど
絶品です。

 L www.turismo.navarra.es
アラゴン州エスカ県側のピレネー山脈
の真ん中には、この地域で最も美しい
中世の村がいくつかあります。まず挙げ
られるのが、城壁に囲まれ中世の家並
みを残すアインサです。ここではインパ
クトのある古城跡、柱廊のあるマヨール
広場、建ち並ぶ邸宅のファサードに刻
まれている様々な家紋などが魅力的な
雰囲気を醸し出しています。毎年9月に
は、この街のレコンキスタ（キリスト教
徒による奪回）を記念し、その様子を街
中で再現する祭り「ラ・モリスマ」が開催
されます。
オルデサ・イ・モンテ・ペルディード国立
公園の玄関口となっている村、トルラに
は石畳の道に沿って分厚い石の壁で創
られた大きな館が建ち並んでいます。
中でもカサ・ビウと呼ばれる館は国の
歴史芸術モニュメントに指定されてい
ます。
もう少し北、素晴らしい景観のテナ渓谷
に入ると、トラマカスティージャ・デ・テ
ナとサンディニエスという可愛らしい村
々が見えてきます。この地方では水辺の
風景が顕著な特徴ですが、特にサジェ
ント・デ・ガジェゴとラヌーサは2つとも
ダム湖であるラヌーサ湖のほとりにあ
るとても美しい村です。ここでは、毎年7
月にフェスティバル・ピレネオス・スール

（南ピレネー音楽祭）が開催されます。

アインサ
ウエスカ

トルラ
ウエスカ

17

http://www.turismo.navarra.es


魅力あふれる小さな村へ
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ベサル
ジローナ

美しい自然の中、湖の上に浮かぶステ
ージ、音楽好きな人は見逃せないイベ
ントです。
標高の高い山岳地で冬は雪が多いの
で、もちろんウィンタースポーツを楽し
めます。また、アフタースキーのアクティ
ビティーが充実しているスペイン有数
のスキーリゾートがいくつもあります。
中でもカンダンチュやフォルミガルが
良く知られています。春や夏になると人
気のアクティビティーはウォータースポ
ーツ、マウンテンバイク、トレッキングに
代わります。またこの地方での登山も魅
力にあふれています。

 L www.turismodearagon.com
カタルーニャ州のピレネー山脈への玄
関口であるジローナ県に入るとまず、リ
ポルの町があります。ここにはヨーロッ
パで最も大きな僧院のひとつであるサ
ンタ・マリア・デ・リポル修道院がありま
す。9世紀に創設されたこの修道院には
庭園に囲まれた美しい回廊があり、中
世の至宝と呼ばれています。
中世の美をもっと見たいと思ったら、ぜ
ひ、ベサルにお立ち寄りください。ラ・ガ
ロチャ地方の火山地帯の近くに位置す
るべサル村には、堅牢な砦橋とユダヤ
人地区の細く曲がりくねった道があり、

まるで中世に時代が戻ったような気持
ちになるでしょう。
フランスとの国境近く、アラン渓谷（リェ
イダ県）には、ビエリャをはじめとする
可愛らしい村々が点在しています。中世
建築の家々、ロマネスク様式とゴシック
様式が融合した教会がこれらの村の特
徴です。
この地方を旅したら、ピレネーの美味し
い郷土料理をぜひ堪能してください。ピ
レネー山脈のアラゴン州側では、テル
ナスコと呼ばれる仔羊の肉料理やジビ
エ肉の料理が有名ですが、バルバストロ

（ウエスカ県）のトマテ・ロサと呼ばれ
る大きくて美味しいトマトなどの野菜も
豊富です。
ピレネー山脈のカタルーニャ州側では
山の幸だけではなく、海の幸も取り入
れた料理を楽しむことができます。この
地方の郷土料理では各種煮込み料理、
種類豊富なチーズ、そしてブティファラ・
ネグラ（ブラック・プディングの一種）を
はじめとする腸詰類が有名です。デザー
トには、この地方で採れる美味しい蜂
蜜やダイネスと呼ばれるハーブ入りの
クッキーをぜひお試しください。

 L www.visitpirineus.com

http://www.turismodearagon.com
http://www.visitpirineus.com


銀の道 
に沿ってある村

はるか昔、古代ローマの軍隊が通った
道、半島西部をほぼ縦断するこの道を
たどって旅してみませんか。サンティア
ゴの道をたどる巡礼者のように、この道
を徒歩や自転車で制覇してみてはどう
でしょう。あるいは車やオートバイで「
銀の自動車道」と呼ばれる道路を走っ
て、美しい景色や豊かな自然を楽しむ
のも魅力的です。
銀の道とサンティアゴ巡礼路には多く
の共通点があります。両者とも、街道沿
いに非常に多くの教会があり、そこで各
地方の歴史遺産や文化遺産を見ること
ができます。
銀の道沿いには今でも、ローマ時代の
小さな砦や橋が残っています。銀の道
はアンダルシア州からアストゥリアス州
まで、エクストレマドゥーラ州やカステ
ィージャ・イ・レオン州を経由して続い
ていました。ローマ時代に造られたオリ
ジナルの区間が今もそのまま残ってい
る小さな村々に立ち寄ってみませんか。

	a サンタ・クリスティーナ・デ・レナ
アストゥリアス
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この村のもうひとつの魅力あるモニュメント
はサンタ・クリスティーナ・デ・レナ教会です。
ユネスコの世界遺産に認定されており、アス
トゥリアス地方の前ロマネスク建築の至宝
と言えるでしょう。

銀の道は当初、エメリタ・アウグスタ（現
在のバダホス県のメリダ）とアストゥリ
カ・アウグスタ（現在のレオン県のアス
トルガ）を繋ぐ道として建設されたもの
でしたが、その後、アストゥリアス州へ
の入口となるレナを通る「カリサの道」
と繫がり、南はセビージャから北はヒホ
ンまでを結ぶ縦断道となりました。この
美しい地域には、山々や森林に囲まれ
て、ローマ時代に造られた道路が現在
でも残されています。



魅力あふれる小さな村へ

少し南にある村、ラ・バニェサ（レオン
県）では、「銀の道宝飾品美術館」に立
ち寄って、宝飾品を通して数千年前の
時代へと旅してみませんか。あるいは、
色彩鮮やかなカーニバルの時期に訪
れ、村中の人々が衣装を着て行うパレ
ードに参加するなどして楽しむのもよ
いでしょう。
川と緑豊かな渓谷と雪を頂く美しい山
々に囲まれた中世の村、ベハル（サラマ
ンカ県）に象徴されるように、この道の
主役は素晴らしい自然です。守護聖人
を祀るエル・カスタニャール教会まで登
っていったり、池や林や素晴らしい眺望
のテラスが設けられているルネッサン
ス様式の庭園「エル・ボスケ」を歩いて
みたりしませんか。
エクストレマドゥーラ州の銀の道沿いに
は、エルバス、カサール・デ・カセレス、プ
ラセンシアやサフラなど興味深い町や

	a エルバス
カセレス

プラセンシア
カセレス

20

村があります。いずれもぜひ立ち寄りた
い場所ですが、エルバスのユダヤ人街、
プラセンシアの大聖堂と城壁、サフラの

「大きな広場」と「小さな広場」と呼ばれ
る広場などは特に見逃せません。
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銀の道に沿ってある村

銀の道の南端に近づくと、アンダルシア
州で最も古い都市のひとつ、カルモナ（
セビージャ県）があります。街外れには
ローマ時代のネクロポリス（墓地）遺跡
があります。ペドロ王の居城だった壮麗
なアルカサル（現在は宿泊施設パラド
ール）がその頂にそびえる旧市街には、
いくつもの教会や邸宅、そしてそれらを
囲む城壁がこの街の歴史遺産を構成し
ています。

 L  www.rutadelaplata.com

	b カルモナ
セビージャ

プラセンシア
カセレス

サフラ
バダホス
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http://www.rutadelaplata.com
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魅力あふれる小さな村へ

地中海を望む村
地中海沿岸と言うと、太陽と海とビーチを思い浮かべるでしょう。でも、白い家と石
畳の通りがある船乗りたちの小さな町も魅力的です。

地中海沿岸は多様な自然に恵まれてい
ることから、冒険心にあふれる旅人、ア
クティブツーリズムがお好きな方にう
ってつけです。ハンググライダーやクラ
イミング、サイクリングにヨット。あるい
は、ダイビングで水中世界を探索したり
など、楽しみ方はたくさんあります。自
然保護地区、夢のような入り江、親切な
地元の人々など、好条件が揃っている
ので、休暇は最高のものになるに間違
いありません。

カタルーニャ州からムルシア州まで、地
中海沿岸の食文化があなたの味覚を
喜ばせてくれることでしょう。各地方に
名物料理はありますが、地中海沿いす
べての地域に共通しているのは米と魚
を素材にした料理で、そのバリエーショ
ンも豊富です。山の幸と海の幸の両方
を素材とした料理を代表するものがパ
エリアです。

	a パエリア
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地中海を望む村

コスタ・ブラバ海岸では建物の白と海
の眩い青が生み出すコントラストが魅
力的です。画家のサルバドール・ダリが
人生の大部分を過ごした町カダケス
や、他にカレージャ・デ・パラフルゲルが
その代表的な例として挙げられます。こ
れらはいずれもジローナ県（カタルー

ニャ州）にあります。一階がアーチ型に
なっている漁師の家が海辺に建ち並ぶ
ポルト・ボーの海岸も、そういった小さ
な風光明媚な場所のひとつで、一見の
価値があります。

 L es.costabrava.org

カレージャ・デ・パラフルゲル
ジローナ

http://es.costabrava.org


魅力あふれる小さな村へ

コスタ・ブランカ海岸には、アリカンテ
県の海岸線にある小さな島、タバルカ
のような驚きに満ちた場所がたくさん
あります。島の真ん中にある18世紀の
城壁に囲まれた小さな街区を散策し
たり、レストランのひとつに立ち寄っ
て伝統料理のカルデロ（鉄壺で作るパ 
エリアの一種）を楽しんだりしてみませ
んか。
まるで絵葉書のような風景のアルテア
もアリカンテ県にあります。丘の斜面に
小さな白い家が細い道に沿って階段状
に建ち並び、海まで続いている町です。
趣ある歴史地区で際立っているのがコ
ンスエロ聖母教会で、釉薬を掛けた青
と白のセラミックで覆った屋根を持つ2
つのドームが特徴です。

 L www.costablanca.org
南に下り、ムルシア州の内陸に入ると、
カラバカ・デ・ラ・クルス市があります
が、ここはイエスキリストの磔刑に使わ
れた十字架の聖遺物が置かれているこ
とから、キリスト教徒の巡礼の地となっ
ています。聖遺物はこの町が広がる丘
の頂に建つ堂々たるベラ・クルス聖堂
に保存されており、毎年5月初めに行わ
れるプロセシオン（宗教行列）で山車に
載せられて町をめぐります。

 L www.murciaturistica.es
バレアレス諸島は、コントラストに満ち
た土地です。フォルネルス（メノルカ島）
やポジェンサ（マヨルカ島）などの風光
明媚な村を訪れると、この諸島の魅力
がわかりやすいでしょう。フォルネルス
は、可愛らしい港と建ち並ぶ家々の様々
な形をした白いファサードが魅力の小
さな漁村です。一方のポジェンサは、石
畳の道に情緒がある中世の町で、豊か
な自然に囲まれています。どちらにも地
中海のエッセンスが生きています。

 L www.illesbalears.travel

アルテア
アリカンテ

カラバカ・デ・ラ・クルス
ムルシア
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驚きがいっぱい、 
内陸部の村
スペインは海辺の町や村が良く知られ
ていますが、内陸部にも素敵な驚きが
あなたを待っています。スペインの多
様な地形が創り出す多様な風景のため
に、それぞれの村が独自の景観を持ち、
そこに独特の神話や伝説が生まれまし
た。この事実は、歴史遺産を訪れスペイ
ンの歴史を理解しようとしたときに役
立つでしょう。

ラ・リオハでは、ブドウ畑と山地の間に、
大きな修道院や城壁に囲まれたモニュ
メント、旧領主の館などのある村々が存
在します。これらの中で最も美しい村と
して、エスカライが挙げられます。ここ
には花があふれるバルコニーの家並み
が続く中、サンタ・マリア・ラ・マヨール
教会のような教会や瀟洒な邸宅が際立
って見えます。
少し南にはカラオーラの町があります。
ユダヤ人が遺した文化を肌で感じ、壮
麗な大聖堂に圧倒されるもよし、あるい
はこの地方で生産される豊富な野菜に
関する情報をインタラクティブに提供し
てくれる野菜博物館を訪ねるのもおす
すめです。

 L www.lariojaturismo.com

村の中を散策すると中世にいるかのよ
うに感じられる場所を求めているのな
ら、カスティージャ・イ・レオンにはそん
な美しい村がたくさんあります。セゴビ
ア県のアイジョンの町は、足を踏み入れ
るとたちまちその魅力に取り込まれて
しまいます。毎年7月最後の週末に行わ
れる、町全体が中世を再現する祭りに
遭遇すれば、感動はさらに大きなもの
になるでしょう。
そのすぐそば、リナーレス湖に面した丘
の上にマデルエロの村があります。小
さな村の中心地には、ロマネスク様式
のいくつかの教会と聖堂があります。
マドリード州には、首都マドリードはも
ちろんのこと、それ以外の地域にも様
々な種類の魅力あふれる場所がありま
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魅力あふれる小さな村へ

アルマグロ
シウダ・レアル
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驚きがいっぱい、内陸部の村

す。北部の山岳地帯には、大自然の懐に
抱かれた素敵な村々があります。その
ひとつが、スレートを使った黒い建物が
特徴の村、パトネス・デ・アリーバです。
自然に囲まれているので、カヌー、トレ
ッキング、マウンテンバイク、クライミン
グなど、アクティブなスポーツを楽しむ
のに最適な環境です。
一方で、ルネッサンス様式の王宮と壮
麗な庭園で有名なアランフエスのよう
に、深い歴史を持つ町もあります。大き
な木立の並ぶ街路や広い遊歩道には、
ロイヤルシアター、カサ・デ・オフィシオ
ス・イ・カバジェロス（カルロス3世時代
の王宮）、サン・アントニオ教会、メルカ
ド・デ・アバスト（市場）などの重要なモ
ニュメントが建ち並んでいます。
もうひとつの魅力あふれる村はチンチ
ョンで、スペインで最も美しい広場のひ
とつと呼ばれる円形のマヨール広場が
目を引きます。マヨール広場は、鴨居の
ついた柱廊と独特な緑色に塗られた木
製のバルコニーのある建物に囲まれて
います。

 L www.esmadrid.com

カスティージャ-ラ・マンチャ州の広大な
平原、そこに建つ伝説の風車や古城は
忘れ得ぬ体験をもたらしてくれるはず
です。シウダ・レアル県のアルマグロの
町は長方形のマヨール広場で有名です
が、ここでもバルコニーの緑色が目を
引きます。マヨール広場だけでなく、コ
ラル・デ・コメディアスと呼ばれる17世
紀に造られた大衆劇場にもぜひ立ち寄
ってみてください。ここでは現在でもほ
ぼ毎日、スペイン黄金世紀の時期の戯
曲家らの作品が上演されています。こ
の劇場では、毎年7月に世界的な古典
演劇フェスティバルが開催されます。

アルバセテ県では、最も古い2つの村、
アルカラ・デル・フカルとチンチージャ・
デ・モンテアラゴンをぜひ、訪ねてみて
はいかがでしょう。山の中腹に掘られた
洞窟、斜面に建てられた家々とその間
を縫うように続く細く急勾配な道が印
象的です。丘の頂に建つ古城に向かっ
て上れば、2つの村を一望できます。

 L www.turismocastillalamancha.es

南西に進むと、景色はより鄙びたもの
になり、ムルシア高原に入ると、ムーア
人が「美人」と呼んだ村、フミージャをは
じめとする村々が見えてきます。フミー
ジャはこの地方のワイン生産地をたど
るルートの出発点であるだけでなく、町
全体に美しい庭園があり、イベリア、ロ
ーマ、そして中世の文化遺産を見ること
ができます。

 L www.murciaturistica.es

	a 王宮
アランフエス、マドリード

http://www.esmadrid.com
http://www.turismocastillalamancha.es
http://www.murciaturistica.es
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カナリア諸島の 
伝統的な村

年間を通じて暖かな気温に恵まれているカナ
リア諸島。その穏やかな気候のおかげで、どの
季節でも旅を楽しめます。

	a タサコルテ
ラ・パルマ島

ビーチはもちろんですが、火山活動が創
り出した風景や青々とした緑や砂漠と
いった自然のコントラストにこそ、この7
つの島からなる諸島の魅力があります。
それは、点在する伝統的な小集落だっ
たり、白い家々が集まり象徴的な建築が
際立つ歴史地区を持つ小さな村だった
りしますが、いずれの場所でも島の歴
史を知り、そこに暮らす明るくて親切な
人 と々出会うことができるでしょう。
フエルテベントゥーラ島の伝統を知る
には、ベタンクリアの村を訪ねるといい
でしょう。島の中の砂漠のような地域の

ひとつにあるこの村、その起源は15世
紀にまでさかのぼり、歴史ある町の中
心部が印象的です。
夜、星を見るのに最も理想的な場所と
して有名なラ・パルマ島には、16世紀
や17世紀に造られた旧家の邸宅が建
ち並ぶ歴史地区を持つタサコルテのよ
うな趣のある村々があなたを待ってい
ます。また、この村にはヨーロッパで唯
一のバナナ博物館があります。バナナは
カナリア諸島を象徴する果物であり、タ
サコルテの村の景色も、その主役はバ
ナナに他なりません。
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カナリア諸島の伝統的な村

	b ロス・ヒガンテスの断崖
サンティアゴ・デル・テイデ、テネリフェ

カナリア諸島で最も小さな島エル・イ
エロ、ここには多くの宝が隠されていま
す。美しい海底とそこに住む多様な海
洋生物はダイビング愛好家にとってま
さにパラダイスと言えるでしょう。島の
南東に位置するエル・ピナール村は、火
山活動によって作られた地形を広い松
林が囲んでいます。村の静けさを満喫
しながら、手工芸品を見て歩くもよし、
タナハラなどの展望台から素晴らしい
眺めを楽しむのもよいでしょう。

ランサロテ島のテギセは、最も高い建
物である教会に向かって幾筋もの細い
道が延び、瀟洒で風格のある館が建ち
並ぶ趣のある町です。毎週日曜日には
青空市が開かれ、ショップや手工芸品
の屋台店が並ぶ通りはカラフルに彩ら
れます。
テネリフェ島には自然が作り出した素
晴らしい景観を楽しめる場所がたくさ
んあります。代表的な場所として、ロス・
ヒガンテスの断崖のすぐそばにあるサ



ンティアゴ・デ・テイデや、スペインで最
も高い山で休火山であるテイデ山を囲
む国立公園の玄関口となっているラ・オ
ロタバが挙げられます。オロタバは伝
統ある美しい町で、毎年、聖体祭には町
中の通りや広場が花の絨緞で覆われる
ことで有名です。
グラン・カナリア島でも、特別な趣のあ
る場所があります。島の北部の村、アル
カスではカラフルなファサードが建ち
並ぶ通りを散策し、威風堂々たるサン・
フアン・バウティスタ教会を訪ねてみま
せんか。島の南にあるプエルト・デ・モ

ガンは、鮮やかな色で縁取りされた白
い建物、花々があふれる庭園、入り江に
架かる趣のある橋など、まるで小さなヴ
ェネツィアのようです。
一方、ラ・ゴメラ島の首都、サン・セバス
ティアンは、コロンブスが新大陸を発見
した旅の重要な中継地となった場所で
す。この町の情緒ある歴史地区には、新
大陸発見以前の芸術コレクションを収
蔵しているミュージアム、「コロンブスの
家」があります。

 L www.holaislascanarias.com

魅力あふれる小さな村へ
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	a ラ・オロタバ
テネリフェ

http://www.holaislascanarias.com


31

魅力あふれる村々についてもっと知りたいとお
思いですか？「スペインで最も美しい村々」協会
ホームページをご覧ください。美しい景観や独
特の歴史・文化を有し、立ち寄った旅人がそこ
に生きる伝統を感じ、そこに暮らす人々との交
流を図ることができる、そういう町や村によって
構成される協会です。この協会には人口が1万
5千人未満、重要な歴史資産を有し、建築が良
い状態で保存されている自治体に参加資格が
あると規定されています。旅の準備には以下を
ご覧ください。

 L  www.lospueblosmasbonitosdeespana.org 
www.spain.info

アルバラシン
テルエル

http://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org
http://www.spain.info
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魅力あふれる小さな村へ
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