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Ⅰ．ウチナーンチュとバスク人
世界に広がるウチナーンチュと在外バスク系同胞の比較という，一見突拍子もないが，
知的好奇心を刺激するに十分な組合せを発案したのは，琉球大学沖縄移民研究センターの
移民研究グループである。本稿は，同グループの要請に基づき，在外バスク系同胞の現状
について，過去の経緯と将来展望とを交えながら，その概要を叙述するものである 1）。そ
の趣旨は，在外バスク系同胞の事例を紹介しながら，世界に広がるウチナーンチュとの比
較研究に資する何らかの視座を提供することにある。「何らかの」と曖昧に述べたのは，
現代バスク地域研究を専門とする筆者が，世界に広がるウチナーンチュについての知見を
目下のところ有していないため，比較の視座を予め措定することができない，という単純
な理由による。
したがって以下の論述は，在外バスク系同胞をめぐる個別事象の中から，比較の視座に
役立つかもしれないと筆者が恣意的に選択した要素の具体的な描写となろう。手始めに比
較研究の共通基盤として「ディアスポラ」の概念を参照し，この鍵概念の射程を略述した
後に，在外バスク系同胞の歴史的背景と現状を概説していく。その際，次の 2 つの点に留
意して，叙述を進めたい。
1 つは，「ホームランド」の位置づけである。一般に，ディアスポラの状況に置かれて
いる人びとは，ホームランドとの結びつきを，その実体のあるなしにかかわらず，心情的
に維持しているからである。ところが，結論的なことを先回りして言えば，バスク・ホー
ムランドに対するバスク人の共通認識は必ずしもない。
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もう 1 つは，ディアスポラの人びととホームランドの人びととの関係である。両者の関
係は，一方から他方への一方通行にすぎない場合もあれば，双方通行の場合もある。ウチ
ナーンチュとバスク人の両者に共通しているのは，それぞれのホームランドの政治行政体
が，ディアスポラ状況にある在外同胞に対する支援策を講じている点であろう。それは時
間的・空間的隔たりの管理と言いかえてもよい。しかも，国境を超えて実施されている政
策のアクターが，国家の中央政府ではなく，サブ・ナショナルなレベルの政治行政体だ，
という点が特徴的である。本稿における叙述は，スペインのバスク自治州政府が 1990 年
代半ば以降本格的に取り組んでいる在外同胞支援政策に紙幅の多くを割く。
なお，本稿の最後に，ヒトの移動がかつてないほど広範囲かつ頻繁に展開する今日的状
況に鑑みて，在外バスク系同胞支援のあり方について，将来的展望を述べたい。
本稿の叙述が，沖縄移民研究者の諸氏に対して，比較研究視座の手がかりとなる情報を
わずかでも提供できれば，本稿は所期の目的を達成することとなろう。

Ⅱ．鍵概念としてのディアスポラ
ディアスポラという概念は，しばしば外的な要因によって故郷を離れ，異郷に散在して
生活する同胞集団，あるいはそうした集団のさまざまな様態を指す。もっとも，ここでの
主眼は，分析概念として用いるということにある。世界に広がるウチナーンチュや在外バ
スク系同胞が，自分たちのことをディアスポラとして認識しているかどうかは，別問題で
ある。
実際，在外バスク系同胞に対する呼称は，20 世紀後半の時点でも，（出稼ぎ）移民，難
民，亡命者などといった範疇に集約されていた。バスク自治州政府が，このような在外同
2）
胞をディアスポラの範疇で括ったのは，筆者の知る限り，1989 年が初めてである 。そし

て，自らのことをディアスポラとみなす在外バスク系同胞が散見されるようになったのは，
早くても 20 世紀から 21 世紀にかけての世紀の転換期であった。一方，世界に広がるウチ
ナーンチュの場合，管見によれば，目下のところ，必ずしも自らをディアスポラとしては
認識していないようである。
ディアスポラ研究の新地平を切り開いた 1 人であるイギリスの社会学者ロビン・コーエ
3）
ンによれば，ディアスポラに共通する特徴が，以下のように 9 つ確認されるという 。

①しばしば精神的外傷を伴って，本来のホームランドから複数の異境の地へ離散。
②仕事探しや交易のため，あるいは植民活動のさらなる追求のため，ホームランドから
拡散。
③ホームランドに関して，その地理的位置や歴史や苦難や達成を含む，共通の記憶や神話。
④先祖の現実上ないし想像上の故郷 (home) に対する理想化。故郷の維持，再建，安全，
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繁栄，はたまた創設に対する集団としての関与。
⑤集団の承認を得たホームランドへの帰還運動の展開。
⑥長年にわたって維持されてきた強固なエスニック集団意識。その基礎にある，自らが
特殊だという感覚，共通の歴史，共通の宗教的・文化的遺産の継承，運命共同体だと
いう信念。
⑦受入社会との困難な関係。受け入れられていない，あるいは新たな災難がその集団に
降りかかるかもしれない，という可能性。
⑧他国の定住した同じエスニック集団のメンバーとの間に感じる共感と連帯責任感。
⑨多元主義に寛容な受入国において，著しく創造的で豊かな生活を送ることができる可
能性。
これらの特徴のうち，①から⑧までが，ユダヤ人やアフリカ黒人奴隷のように，従来イ
メージされてきた古典的ディアスポラの典型であろう。そこには，政治的・宗教的紛争や
経済的困難などの外的要因が引き金となって異郷の地への離散を強いられた，という過去
の凄惨な記憶が，ともすれば現在まで持続している。こうした悲痛な含意を伴うためか，
ディアスポラという呼称を在外バスク系同胞は当初拒んでいた。しかしコーエンは，上記
⑨のように，離散の原因となった過去の経緯よりも，異質な社会の中で創造的な活動を展
開できる将来的可能性に対して，より積極的な価値をディアスポラという様態の中に見出
した。コーエンがディアスポラ研究の新地平を切り開いたと述べた根拠の一つはここにあ
る。現に，ディアスポラ芸術やディアスポラ文学といった新たなジャンルの営為が行われ
ていることは，周知の事実であろう。
ディアスポラ概念のこうした拡大については，概念の曖昧さを招く，クレオールや多文
化主義などとの違いがわかりにくい，といった疑念や異議がある。しかし，ともすれば過
去志向的で悲痛なイメージを伴ってきた概念の硬直化を打破しようという試みは，もっと
肯定的に評価されてよい。なお，ディアスポラ概念で括られる人びとが，自分たちの拠っ
て出てきた「場所」ないし立ち返るべき本来の「場所」，はたまた再建すべき目標たる「場
所」として，「故地」ないし「ホームランド」の心像を維持している点は，繰り返し強調
しておきたい。

Ⅲ．バスク・ホームランド
では，バスク人のホームランドは，どのように位置づけられるか。今日，明確なバスク
人意識を有する人びとにとっての「バスク地方」とは，図 1 のとおり，スペインとフラン
スの 2 か国にまたがる，およそ 2 万平方キロメートルの空間領域を指す。そこには，アラ
バ，ビスカイア，ギプスコア，ナファロア，ラプルディ，低ナファロア，スベロアという，
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図 1 「バスク地方」略図

7 つの小領域 4）が含まれる。これらの領域区分は中世の初期ないし中期にまで遡ることが
できるが，その時以来，各領域は個別特有の相異なる歴史を歩んできた。
4

4

これらの各領域の住人が言語や文化に共通の要素を持つ同胞だという共属感覚は，古く
4

4

は中世以前に芽生えていたかもしれないが，住人の間に明確な共属意識が生まれるには，
19 世紀末のバスク・ナショナリズムが高揚するまで待たなければならなかった。
今日では，スペイン領において，アラバ，ビスカイア，ギプスコアの 3 県がまとまって
バスク自治州を構成し，ナファロア県は 1 県でナファロア自治州を成す。それに対してフ
ランス領では，ラプルディ，低ナファロア，スベロアという 3 つの領域区分は，旧体制下
の区分に該当し，今日のフランスのいかなる行政区分単位とも合致しない。スペイン国内
の上記 2 つの自治州は，スペイン国内にある 17 の自治州の中でも，徴税権を含む最高度
の自治権を有し，同国内で生活水準がもっとも高い。一方のフランス国内バスク 3 領域は，
アキテーヌ地域圏内のピレネー・アトランティック県の西半分を占め，経済的にはフラン
ス国内の低開発地域に相当する。
これら 7 領域を指す用語はさまざまである。バスク語の用語に限れば，伝統的に用いら
れてきた「エウスカル・エリア Euskal Herria」と「エウスカディ Euskadi」の 2 つが代表
例である。前者の初出は，文字資料を見る限り 1545 年であり，後者は 19 世紀末のバスク・
ナショナリズム運動の中から案出された新造語である。しかし，1979 年にスペイン国内
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にバスク自治州が誕生し，その公称にこれら両方の用語が用いられたことから，用法に混
乱が生じるようになった。このため，バスク語アカデミーは，7 領域を指す用語としてエ
ウスカル・エリアを用いるよう 2004 年に提言 5）し，以後バスク自治州政府は，バスク自
治州を指す用語としてエウスカディのみを用いるよう努めている。さしずめ，エウスカル・
エリアが歴史的・言語文化的なバスク 7 領域を意味し，エウスカディは政治行政的なバス
ク自治州を意味すると要約できるが，この用法が 7 領域の住民に必ずしも受容されている
わけではない。
実際，2004 年に行われたバスク研究協会の意識調査

6）

によれば，「バスク地方」として

バスク 7 領域を想起する人は，バスク 7 領域の住人の約 3 割であり，バスク自治州を想起
する人とほぼ同じ割合である。そして残り 4 割は，別のイメージを想起している。ただし，
バスク語の話者に限ると，その 44% が「バスク地方」としてバスク 7 領域を想定している。
そのバスク語はバスク語で「エウスカラ euskara」と呼ばれる。その語意については，
諸説あるものの定説がない。バスク語は，周囲のインド＝ヨーロッパ系諸語と言語構造を
全く異にする系統不明の孤立語である。この事実は，近代合理主義のアンチテーゼとして
の側面を持つ 18 ～ 19 世紀のロマン主義の潮流の中で，バスク語の神話化を喚起した。また，
バスク人を意味する「エウスカルドゥン euskaldun」の字義が《バスク語の話し手》で，
《バ
スク語以外の言語の話し手》を意味する「エルダルドゥン erdaldun」に対置されることや，
バスク地方を指すエウスカル・エリアが《バスク語の土地》を含意することは，バスク語
が，バスク人と非バスク人とを区分する指標として機能してきたことを示唆している。
上述した明確なバスク共属意識の端緒は，18 世紀初頭のスペイン継承戦争期に遡る。
この戦争において，アラバ，ギプスコア，ビスカイアの 3 領域は，ブルボン家を支援した。
戦争に勝利したブルボン家は，スペインの中央集権化を推進するに際して，これら 3 領域
を「免除地域」と称して，同地域に対する税制や兵役などの賦課を減免したのであった。
その後，啓蒙主義に導かれ，科学と芸術の振興を通じて経済発展を目指す「バスク地方友
の会」が「3 つは 1 つ hirurak bat」という標語を掲げて誕生した。そして 19 世紀後半には，
ロマン主義の潮流に影響を受け，ナファロア県の知識人・文化人を中心に，同じ言語と文
化を共有する同胞として「4 つは 1 つ laurak bat」の標語を掲げる「バスク語協会」が誕生
した。その直後に今度はフランス領バスク地方から，国境を越えた同族意識の表明として「7
つは 1 つ zazpiak bat」の標語が高唱され，これはスペイン領バスク地方に移植されて，ス
ペイン・フランスからの分離独立を主張するバスク・ナショナリストのスローガンと化し
た。
このように，バスク人の同胞意識は，つねに外部からの働きかけによって，同胞の故地
としての地理的範囲を拡大してきたことがわかる。そして 21 世紀に入った現在，巷に聞
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こえてくるのは「8 つは 1 つ zortziak bat」のかけ声である。これは，上述のバスク 7 領域
の外部，すなわち世界に広がる在外バスク系同胞が，バスク 7 領域の外地を「8 番目のバ
スク領域」とみなして，同胞意識を高唱しているのである。
在外バスク系同胞が，自らの生活圏域を「8 番目のバスク領域」とみなしていることは，
逆に言えば，自らのホームランドをバスク 7 領域たるエウスカル・エリアと考えているこ
とを反映している。ところが，上述のとおり，「バスク地方」に対するバスク 7 領域の住
人の共通認識はない。また，後述する在外バスク系同胞支援策のアクターは，スペインの
バスク自治州政府であるため，支援策の法的枠組は同自治州をホームランドと想定しかね
ない。このように，バスク・ホームランドをめぐる認識には，いくつかのずれが存在する。

Ⅳ．バスク人の海外進出の史的背景
ここで世界中にバスク系同胞が離散していった理由を見てみよう。バスク人がヨーロッ
パの外へ出立した動機は，時系列順に次の 4 つに大別される。一，漁業・捕鯨活動。二，
スペイン帝国の植民政策への参画。三，経済的理由による出稼ぎ移民。四，政治的理由に
よる難民・亡命者。
「海バスク itsasoaldea」と「山バスク mendialdea」という対比が今日まで人口に膾炙され
ているように，バスク地方の伝統的生業は，山間部の牧羊業と海洋における漁業であった。
また，現存するクジラの見張り台跡（8 ～ 9 世紀頃のもの）や 11 世紀の鯨肉売買記録文書
などから，捕鯨活動も盛んであったことがわかる。沿岸部の市町村の紋章に描かれた多彩
なクジラの図柄は，そのことを傍証している。1492 年のコロンブスの第一回航海の船員
名簿に散見されるバスク系の氏名や，アイスランドの幾多の漁民が書き残したバスク語と
アイスランド語の単語帳や，カナダのニューファンドランド沖合に残るバスク人捕鯨基地
の跡地

7）

などから判断するに，遅くとも 15 世紀末から 16 世紀初頭には，バスク人が北ア

メリカ大陸東岸にまで到達していたことは間違いない。
その後も，マゼランに同行して人類初の世界周航を 1522 年に達成したエルカーノほか，
スペイン帝国の植民政策に参画していったコンキスタドールの中に，数多のバスク人を見
出すことができる。バスク人は，古来より造船技術と操船技法に秀でていた。また，植民
に必要な武器や什器の製造には，ビスカイア産の鉄が欠かせなかった。さらに，ビスカイ
アとギプスコアのバスク人は，フエロス fueros と呼ばれる慣習法に基づく地方特権のおか
げで，地方貴族である郷士の身分を享受していたため，このような国家的事業に比較的容
易に参画できた。さらにまた，植民活動の大義名分は，キリスト教の布教にあった。イエ
ズス会の本拠を抱えるバスク地方は，コンキスタドールに随行する聖職者を輩出する土地
であった。バスク系の聖職者は，植民先での係争に際して，バスク系同胞に有利な裁定を
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行うことがあったばかりか，後任にバスク系の聖職者を推挙することしばしであった。
こうして，16 世紀半ばまでに，バスク人の海外進出の範囲は，南北アメリカ大陸から，
インド，フィリピン，中国，日本などの東アジアにまで行き渡った。上述した「バスク
地方友の会」の 1765 年から 1793 年にかけての会員名簿によれば，会員 1,834 名のうち，
841 名がヨーロッパ大陸以外の在住経験者であった 8)。彼らの多くは，バスク社会の政治・
経済に多大な影響力を及ぼしうる社会の上層部の出身者であった。
やがて 19 世紀に入り，中南米の植民地が相次いで独立すると，旧宗主国をはじめとし
てヨーロッパからの移民の受入は制限された。例外は，アルゼンチンとブラジルの緩衝
地帯に位置し，移民の受入を通して国家建設を急いだウルグアイであった。1842 年には，
首都モンテビデオだけで 14,000 人ものバスク人を数えた。また，アルゼンチンも 1853 年
の共和国樹立以降は，労働人口の不足を解消すべく移民積極受入策に方向転換し，バスク
人の新たな入植先となる。とりわけこの年に，スペイン政府が海外渡航緩和策を導入した
ことは，一般市民が海外渡航する機会を広げた。
実際，バスク地方の人口圧が急上昇する中で，ラプラタ川流域のパンパスは，一子相続
制の恩恵に与らない農村出身者や都市部の未熟練労働者の受け皿となった。また，フラン
ス領バスク地方における兵役忌避者や密輸従事者，スペイン領バスク地方における内戦や
政変による亡命者の逃亡先ともなった。こうしたバスク人の大半が，比較的低廉な原資で
もって牧羊業に着手した。そして，産業革命下のヨーロッパで毛織物の需要が高まると，
経営規模を拡大して莫大な財を成し，地方名望家として政界に進出する者が現れた。ア
ルゼンチンの人口に占めるバスク系住民の比率は 5％～ 10％程度と見積もられているが，
1853 年から 1943 年までに誕生した 22 名のアルゼンチン大統領のうち，じつに 10 名がバ
スク系であった。同様にウルグアイにおいても，昨今「世界一貧しい大統領」として名を
馳せたホセ・ムヒカをはじめ，過去 41 名の大統領のうち 10 名が，バスク系である。
一方，1848 年にアメリカ合衆国カリフォルニア州で興ったゴールド・ラッシュは，一
攫千金を夢見てバスク地方から新たな人口移動を誘発した以上に，既に中南米諸国に移住
していたバスク移民の再移住を引き起こした。一攫千金はおよそ幻と化したが，彼らの大
半は，パンパス等で培った農牧業のノウハウを活かして，ロッキー山脈西側斜面へと散っ
ていった。もっとも，パンパスとは異なり，先に入植していた牧牛者との諍いが絶えなかっ
た。また，中南米諸国へ移住したバスク人と異なり，アメリカ合衆国に移住したバスク人
たちは，20 世紀の半ば頃までアメリカ社会の表舞台に出てくることがほとんどなかった。
いくつかの要因が考えられるが，そのうちの一つは，社会言語学的なものである。すなわち，
スペイン語が社会の広範囲に通用した中南米諸国では，スペイン国内の職業経験や職業資
格がそのまま受入社会でも比較的通用した。これに対し，アメリカ合衆国では，WASP が
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国家の主導権を握り，英語の運用能力が社会の階梯を昇る上で必須だった。ところが，ロッ
キー山脈西部に散在して牧羊に従事するバスク地方出身の非熟練労働者にとって，高度の
英語運用能力を体得する機会は，ほとんどなかったのである 9）。
20 世紀に入ると，従来からの移民受入国は，自国が求める分野の職業に限定して期限
付き雇用契約を結ぶ形で，出稼ぎ労働者を受け入れていく。こうして，1940 年代のアメ
リカ合衆国西部には牧羊業者が，1950 年代のオーストラリア北東部にはサトウキビ栽培
者が，そして 1950 年代から 1960 年代のアメリカ合衆国フロリダ州，中国の上海，フィリ
ピンなどにはペロタ競技者が，ドイツ，フランス，イギリスなどの西欧先進諸国には家事
手伝いなどが，集団でバスク地方から渡航した。多くはバスク地方への帰還を前提とする
雇用契約だったとはいえ，実際には，そのまま受入社会に留まる事例も見受けられた。
1970 年代以降，バスク地方の生活水準が上がり，フランコ独裁が崩壊するや，海外へ
出稼ぎに出るバスク人は減少した。だが，このことはバスク人の社会的流動性が低下した
ことを意味しない。通信交通手段の急速な進歩により世界の時間的距離が収縮しつつある
今日，生活の本拠を限定せず，世界中を転々と動き回るバスク人は，企業人，外交官，学生，
文化人など，かつてないほど多種多様となっている。移動の様態が変わったのである。事
実，例えばスペインの法文書において，このような在外スペイン系同胞を指す用語は，経
済的困窮を想起させかねない従前の「移民」から「在外市民

10）

」へと変化した。

以上のような経緯を経て世界中に離散する在外バスク系同胞の数を，バスク自治州政府
は約 500 万人と推算する 11）。この数字を鵜呑みにすることは到底できないが，そうした在
外同胞との関係性を律し，今日にまで至るバスク・ディアスポラ政策の基盤となったのが
「バスク自治州の外におけるバスク系同胞コミュニティとの関係についての 1994 年 5 月
27 日付け第 8 号法 12）」（以下「関係法」）なのである。

Ⅴ．「関係法」の文面とその真意
「関係法」は，1994 年当時バスク自治州政府の連立政権を担っていた PNV《バスク・ナショ
ナリスト党》と全国政党の PSOE《スペイン社会労働党》のうち，主として前者が率先し
て策定した法律である。全 15 条（および暫定規定 2 項と最終規定 1 項）から成るこの法律は，
1994 年 6 月 3 日のバスク自治州議会において，43 人の出席議員のうち，棄権を表明した
3 名を除く 40 名全員が賛意を示して採択された。
「関係法」の策定に当初から深く関与した PNV 党員で，バスク自治州政府のディアスポ
ラ政策統括官を長らく務めてきたジョス・レガレタ Josu Legarreta 氏によれば，法案策定
に際してとくに注意した点が 2 つあったという

13）

。

1 つめは，「関係法」が「バスク民族」どうしの結束を律する民族主義的な法律だと後
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日曲解されないために，自治州議会における全会一致の採択を目指すことであった。その
ため，法案の草稿作成は，バスク・ナショナリストではなく，在マドリードの法律関係の
大学教授に依頼したという。当時のスペイン中央政府は PSOE が掌握しており，バスク自
治州政府において PSOE と連立政権を樹立していた PNV は，この PSOE との近しい関係
を利用したと考えられる。
とはいえ，その一方で 2 つめには，スペイン 1978 年憲法が規定する国家と自治州との
権限分掌（国際関係や国籍等に関する事項は国家の排他的専管事項）に抵触しないよう配
慮しつつ，バスク自治州政府が，スペイン政府を介さずに，在外バスク系同胞と意思疎通
できる道筋を法的に開拓することも，明示的ではないにせよ，目指されたのであった。
ここで「関係法」の法案提出理由説明を読むと，
「歴史的負債」という用語に気づかされる。
経済的困窮や政治的混乱のために海外へ出立せざるを得なかったバスク人同胞（スペイン
国籍保有者）に対して，はたまたスペイン本土が内戦後の国際的孤立のような政治・経済
的危機に瀕していた時期に海外から支援してくれた在外同胞に対して，スペイン本土の国
民／市民は大きな「借り」があるから，それを返す必要があるというのである。こういう
感じ方ないし考え方は，党派を超えてスペインのあらゆる政治勢力に広く共有されていた
から，「関係法」の策定作業は比較的円滑に進んだと察せられる。
事実，
「関係法」の条文から，この法律の重点が，在外同胞のバスク自治州への帰還支援と，
現在困窮している在外同胞への援助，の 2 点にあることがわかる。ところが，そうした施
策は，外交，国籍，社会保障など，スペイン政府が排他的に所轄する事項と密接に関わっ
ており，自治州政府が単独で支援できる内容では必ずしもない。そこで PNV が周到に準
備したのが，「バスクの家 Euskal Etxea」の公認という措置であった。
じつは「関係法」は，バスク自治州の外の「在外バスク系コミュニティ」ならびに「バ
スクの家」との関係を規定する。同法の受益者は，これら 2 つのカテゴリーのいずれか一
方もしくは双方に属する人びとである。
同法によれば，まず「在外バスク系コミュニティ」とは，在外バスク系同胞の個人ない
し集団を緩やかに包括する用語である。そこに属する人びとは，以下の 3 つの範疇に分類
される（「関係法」第 3 条）。
（Ⅰ）外国に居住しているバスク人ならびにその子孫。ただし，バスク自治州憲章第 7
条 2 項が定めるとおり，当該国居住直前の居住登録地がエウスカディにあり，かつ
またスペイン国籍を保持していることが条件。
（Ⅱ）出生地がエウスカディにあり，スペイン内戦の結果外国へ避難し，そのまま外国
に居住し続けている者。
（Ⅲ）公認された「バスクの家」のメンバー。
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これらの条文に関して，
（Ⅰ）と（Ⅱ）の範疇における「バスク人」ならびに「その子孫」
に対する明確な定義が，法文中には確認されない。また「関係法」がバスク自治州の法律
であることから，
「エウスカディ」の語の法解釈が，自治州を構成するアラバ，ギプスコア，
ビスカイアの 3 県であることに異論はなかろう。そうすると，「民族的」ないし「領域的」
には「バスク」の出自であるにもかかわらず，この「関係法」の便宜供与を受けられない
者が出てくる可能性がある。
例えば，スペイン国籍を保持し，かつまたバスク人意識を有するナファロア県出身の者
が外国に居住している場合，この者が「関係法」の恩恵に与ることはない。また例えば，
スペイン国籍を保持し，かつまたバスク人意識を有するビスカイア県人がイギリスに居住
権を得て長期滞在した後，イギリスから日本に移動して住民登録を行い，日本に長期滞在
している場合，この者の現住国の「直前の居住登録地」はイギリスとなるため，やはり「関
係法」の便宜供与を受けることができない。さらにまた，帰還先がバスク自治州でなけれ
ば，帰還に係る便宜供与を受けることができない。ところが，在外バスク系同胞が想起す
るホームランドは，バスク自治州からなるエウスカディではなく，ナファロアやフランス
領バスク地方をも含むエウスカル・エリアであることが圧倒的に多い。
こうした問題を解決する手段として考案されたのが，（Ⅲ）の「バスクの家」の構成員
という範疇であった。「バスクの家」のメンバーになれば，出自を問わず，また帰還先を
問わず，誰でも「関係法」の受益者となることができるからである。「関係法」の定める「バ
スクの家」は，スペイン政府の排他的専管事項である国籍要件や帰化要件などの問題と抵
触せずに，バスク自治州政府が世界に離散するバスク系同胞を単独で直接包摂する可能性
を与えたのであった。
たしかに「関係法」は，上述の（Ⅰ）（Ⅱ）の範疇に属する在外バスク系同胞に対して
バスク自治州への帰還を支援することを謳っている。ところが，スペイン政府もフランコ
独裁後期より在外スペイン系同胞の本国帰還を支援しており，この「関係法」が公布され
た 1994 年以前までに，大半の帰還希望者が，じつはスペイン政府機関を通じてスペイン
に戻っていたのである。バスク自治州政府が成立した後であっても，国籍確認など，結局
は国家の専管事項に関する事務手続きが存在するため，直接スペイン政府機関に出向く方
が無駄が少なくて済む。上述のジョス・レガレタ氏も，「関係法」の支援を受けてバスク
自治州に帰還した在外バスク系同胞はほとんどいない，と断言している。「関係法」の主
眼が，スペイン政府を介さずに在外バスク系同胞との接触を可能にする「バスクの家」の
認可と支援にあり，帰還者支援という条文は，本法を円滑に可決させるうえでの便法であっ
たと言っても，あながち的外れではなかろう。
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Ⅵ．「関係法」の運用と「バスクの家」の特徴
「バスクの家」とは，在外バスク系コミュニティに属する個々人が，相互扶助やレクリー
ション活動など，何らかの共通の目的のために集まって創設した組織のうち，当該所在国
の法人格を取得し，なおかつバスク自治州政府の基準を満たして同政府から公認された組
織の総称である。個々の組織の名称は多種多様である。公認されるための基準には，非営
利団体かつ非政治的団体であること，メンバーシップ要件や意志決定プロセスにおいて民
主的な手続きが担保されていること，などがある。
2015 年末現在，バスク自治州政府は，世界 25 か国に計 189 の「バスクの家」を公認し
ている。その所在国別分布は表 1 のとおりである。アルゼンチンに全体のおよそ半数の
84 団体，アメリカ合衆国に全体の 2 割に相当する 38 団体と，これら 2 か国に分布が集中
していることがわかる。
「バスクの家」の公認数の経年推移を示したのが表 2 である。1994 年の「関係法」公布
から 3 年の間に，現在の「バスクの家」の半数を超える 100 の団体が公認されている。こ
の時期に認可されたのは，
「関係法」が成立する以前より個別に活動を展開してきた各種「在
外バスク系コミュニティ」の団体・組織であり，その大半が南北アメリカ大陸に立地して
いた。意外なことに，オーストラリアの「バスクの家」の公認時期は早い。「バスクの家」
はその後毎年複数の団体が新規に認可されていき，とくに非バスク・ナショナリストの
PSOE《スペイン社会労働党》が初めて単独でバスク自治州政権を掌握した 2009 年以降は，
「バスク民族色を希釈する」同党の意向を受け，
「バスクの家」の立地先の地理的広がりや，
【表１】 「バスクの家」所在国の内訳（2015年12月末日現在）
表 1 「バスクの家」所在国の内訳（2015 年 12 月末日現在）
地域

欧州

北米

国
アンドラ
イギリス
イタリア
スペイン
ドイツ
フランス
ベルギー
アメリカ合衆国
カナダ

プエルトリコ＊
中国
アジア
日本
オセアニア オーストラリア
注

数
1
1
1
12
2
4
1
38
2
1
1
1
3

地域

国
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
キューバ
コロンビア
チリ
中南米
ドミニカ共和国
パラグアイ
ブラジル
ベネズエラ
ペルー
メキシコ
合計：25か国189

数
84
12
1
1
3
4
1
1
3
6
2
3

＊

プエルトリコはアメリカ合衆国の自治連邦区
＊プエルトリコはアメリカ合衆国の自治連邦区
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【表２】公認された「バスクの家」の数と所在国の内訳（1995年〜2015年）

表2

年

公認された「バスクの家」の数と所在国の内訳（1995 年〜 2015 年）

認可数

公認された「バスクの家」の所在国と数

1995

17

アルゼンチン(10)，ウルグアイ(1)，エルサルバドル(1)，オーストラリア(1)，
チリ(1)，ベネズエラ(1)，ペルー (1)，メキシコ(1)

1996

55

アルゼンチン(29)，アメリカ合衆国(7)，スペイン(6)，ウルグアイ(5)，ベネズ
エラ(2)，チリ(1)，ドミニカ共和国(1)，プエルトリコ(1)，ブラジル(1)，フラ
ンス(1)，メキシコ(1)

1997

26

アメリカ合衆国(14)，アルゼンチン(5)，ベネズエラ(2)，イギリス(1)，ウルグ
アイ(1），カナダ(１），スペイン(1)，パラグアイ(1)

1998

13

1999
2000
2001

11
4
5

2002

5

2003
2004
2005
2006
2007
2008

2
4
9
6
3
5

2009

6

2010

4

2011

7

2013
2015
計

5
2
189

アルゼンチン(6)，アメリカ合衆国(2)，ウルグアイ(1)，オーストラリア(1)，
スペイン(1)，フランス(1)，メキシコ(1)
米国(9)，アルゼンチン(1)，チリ(1)
アルゼンチン(4)
アルゼンチン(4)，スペイン(1)
アメリカ合衆国(1)，アルゼンチン(1)，イタリア(1)，スペイン(1)，ベネズエ
ラ(1)
アンドラ(1)，コロンビア(1)
アメリカ合衆国(2)，アルゼンチン(2)
アルゼンチン(7)，オーストラリア(1)，カナダ(1)
アルゼンチン(4)，ウルグアイ(1)，キューバ(1)
アメリカ合衆国(1)，アルゼンチン(1)，ペルー(1)
アルゼンチン(4)，中国(1)
アメリカ合衆国(1)，アルゼンチン(1)，ドイツ(1)，日本(1)，ブラジル(1)，フ
ランス(1)
ウルグアイ(2)，コロンビア(1)，チリ(1)
アルゼンチン(2)，アメリカ合衆国(1)，ウルグアイ(1)，スペイン(1)，ブラジ
ル(1)，ベルギー(1)
アルゼンチン(3)，コロンビア(1)，スペイン(1)
ドイツ(1)，フランス(1)
資料：Euskaletxeak.net をもとに筆者作成。

認可される団体の性格の多様化が進んだ。
例えば，PNV 政権下の 2008 年に認可された上海の「バスクの家」は，中国という巨大
市場への進出という観点から，バスク自治州政府とバスク系企業の肝いりで創設された。
翌 2009 年に認可されたベルリンと東京の「バスクの家」は，ともにバスク系同胞ではなく，
それぞれドイツ人と日本人が主体となって創設された。前者の場合はナチス空軍によるゲ
ルニカ空爆という歴史記憶の継承が，後者の場合は現代バスクの文化・芸術・スポーツに
関するポスト・モダンな関心が，「バスクの家」創設の動機づけである。「バスク」に対する
肯定的なイメージの対外発信を「バスクの家」に期待するバスク自治州政府にとって，ベル
リンと東京の事例は開かれたバスク・イメージを喚起するうえで好都合であった。
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「関係法」は，「バスクの家」で実践されるバスク語・バスク文化の継承・発展を後援し
ながら，ETA《祖国バスクと自由》の武力独立闘争に代表される否定的なイメージの好転
を目指す。事実，バスク自治州政府（とくに PNV）は，「バスクの家」の構成員をバスク
の「民間大使」と称している。こういうわけで，
「バスクの家」のメンバーシップ要件には，
家系や出身地や性別による制限を撤廃するよう，指導が行われている。
「関係法」の条文は，「バスクの家」の構成員に対して，バスク自治州の市民とほぼ同等
の市民権を保証している。しかし，「バスクの家」の構成員がバスク自治州に帰還する事
態がさほど想定されていない以上，バスク自治州政府の支援は，各「バスクの家」がそれ
ぞれの所在国で展開している多種多様な活動に向けられる。
「バスクの家」に対する財政援助は，毎年各「バスクの家」の申請に基づき，所定の審
査を経て，予算が配分される。老朽化した「バスクの家」のインフラ整備に対する財政支
援が必要に応じて実施されているとはいえ，予算の多くは「バスクの家」が展開している
文化活動支援に充当される。なかでも以下の 3 つは，自治州政府が主導して実施している
事業として特徴的である。
1 つめは，
《若者の世界》を意味する「ガステムンドゥ Gaztemundu」事業である。これは，
選考を経て選ばれた在外バスク系同胞の若者を 2 ～ 3 週間バスク本土に招へいし，
「本来の」
バスク語とバスク文化に触れさせ，将来のバスク人リーダーを養成するプログラムである。
ここで期待されているのは，この事業に参加する若者がバスク本土に帰還することではな
い。事業経験者が自国に戻って，将来各国の指導的立場に就いた際に，国際舞台でバスク
本土に有利な発言や援助を施してくれることである。
2 つめは，ICT を駆使した遠隔バスク語講座開設とバスク語教師養成事業である。これは，
自治州政府の外郭団体である HABE《成人バスク語再習得協会》を通じて実施されている。
ここでも，この事業によって巣立ったバスク語教師は，自国でバスク語教育に携わること
が求められている。
最後は，1995 年以来 4 年に一度開催されている「世界バスク系コミュニティ会議」である。
自治州政府が，世界各国の「バスクの家」代表を招へいして，「バスクの家」相互の情報
交換と交歓を促す。のみならず，会議は自治州政府と「バスクの家」の協議の場でもある。
ここで 4 年計画が策定され，バスク・ディアスポラ政策の方針が決まる。過去 6 回行われ
た世界会議の議論から派生した成果としては，一部上述したものを含むが，以下のような
事例がある。(a)「バスクの家」の構成員要件から出自による区別を撤廃。(b)「バスクの家」
の維持管理や改修費用の支援。(c) バスク・ディアスポラの歴史記憶のデジタル・アーカ
イブ化（「ウラサンディ Urazandi」コレクション等），(d) 国際バスク・スポーツ協会の創設，
(e) バスク・テレビの衛星放送，(f) ガステムンドゥ事業の立ち上げと，対象となる「若者」
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表 3【表３】「バスクの家」幹部の地域別特性
「バスクの家」幹部の地域別特性
地域

主たる世代

幹部の主たる職業

リーダーシップ バスク語能力

主たる関心事

欧州

0〜2

実務家，上級官吏，研究職

女性＝男性

高

ディアスポラ政策への関与

北米

2〜3

（不明）

女性

低＝高

伝統，歴史記憶の継承

中南米

2〜6

企業経営者，上級官吏，法曹関係

男性＞女性

低＞高

財政支援

アジア

0〜1

自由業，企業経営者

男性

低

文化行事

オセアニア

1〜2

実務家，自由業，技術関連職

男性

低

自らの存立

の年令制限の緩和，(g)「バスクの家」構成員である医師のバスク自治州における医療行為
の認可や血液バンク（とくに Rh- 血液型）の設立。
なお，個々の「バスクの家」を精査するには，組織だった体系的な研究体制が必要であり，
それは本稿の射程をはるかに超える。ここではさしあたり，「バスクの家」の地域的特性
の一端を，過去に開催された「世界バスク系コミュニティ会議」に参加した「バスクの家」
14）
の幹部の特徴から，印象的に述べてみたい（表 3） 。

まず世代について見ると，中南米諸国の「バスクの家」の主力メンバーの中には，スペ
イン帝国の植民政策に参画した者の第 5 世代や第 6 世代に相当する者が散見され，世代的
にはもっとも経年している。北米諸国の場合はやや若く，2 世，3 世あたりが，活動の主
軸である。オセアニアでは，さらに若い 1 世から 2 世が中心メンバーである。最後に欧州
とアジアでは，ほぼ第 1 世代によって主導されている。また，ドイツや日本のように，非
バスク系（表 3 ではゼロ世代と表記）が活動の母体となっている事例があることは，既述
したとおりである。
「バスクの家」の中には専従スタッフを雇用しているところもあるが，メンバーの圧倒
的多数は，主たる生業と別に，ボランティアとして「バスクの家」の活動を推進している。
彼らの主たる職業は，全般に社会の中上層部に位置づけられる職種である。中南米諸国で
は，中規模企業経営者や弁護士などの法曹関係者，あるいは上級官吏の存在が目立ち，
「バ
スクの家」に対するバスク自治州政府の財政支援をいかに拡充させるかが主たる関心事で
ある。また，バスクの政治的独立や，政治犯の処遇など，政治的問題への発言も多い。こ
れに対して北米諸国では，農牧業従事者だけではなく，金融関係者や教育関係者も散見さ
れる。しかし，とくにアメリカ合衆国では個人情報保護の意識が高く，「バスクの家」の
幹部の主たる生業は，判然としない。目下最大の関心事は，バスク語とバスク伝統文化の
次世代への継承，そしてまた歴史記憶の保存と継承である。移民第 3 世代の姿勢いかんで
ホームランドとの絆が維持できるか否かの岐路になるとの認識が背景にあるようだ。欧州
とアジアでは，例外もあるが，多くはモビリティの高い職業（自由業，多国籍企業，国際
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公務員，研究職等）に就いており，財政援助がなくても自主的に活動できる基盤を有して
いるため，自治州政府と対等で自律的な関係でもってディアスポラ政策に関与していこう
とする意識が強い。オセアニアでは，技術関連の実務家や自由業が比較的目立つが，絶対
数が少ないため，一般化は難しい。唯一確かなことは，20 世紀にバスク系移民が渡豪し
て以来，移民の流れは停止しており，今後新たなバスク系移民もあまり期待できないため，
ホームランドとの距離的・心理的な遠さもあって，自らの存立をどう処するかが喫緊の課
題だと認識されている。
このほか，欧州諸国の「バスクの家」では，幹部に占める男女比がおよそ半々であるの
に比べ，北米諸国では女性の存在感が際立っている。その他の地域では，「バスクの家」
の幹部に占める男性の割合が高く，中南米諸国でこの傾向がとくに強い。もっとも近年は，
ジェンダー間平等を推進するバスク自治州政府の指導（女性の参画に力を入れていること
が，財政支援の査定において有利に作用する）により，この傾向は緩和されつつある。ま
た，欧州諸国の「バスクの家」の幹部は全般に高度のバスク語運用能力を保持しているが，
アメリカ大陸では，熱心にバスク語の習得に努めている者がいるとはいえ，バスク語運用
能力は総じて低く，アジア，オセアニアになると，さらにその能力が下がる。
なお，スペインにおいては，在外同胞支援政策が，自治州レベルと併せて国家レベルで
も実施されている。在外バスク系同胞の大半は，複数の在外同胞コミュニティに同時に属
している。この事実は個人の帰属意識の複数性・多元性のみならず，ホームランドと移動
先との間で揺れ動く不安定なディアスポラ状況からも説明されるであろう。

Ⅶ．将来展望
世界の「バスクの家」に集う在外バスク系同胞の総数は，約 2 万人を数える。これに対し，
既述したとおり，バスク自治州政府は，世界に離散する在外バスク系同胞の総数を 500 万
人と見積もっている。仮にこの数字を信用するならば，自治州政府の支援に与る在外バス
ク系同胞の割合は，全体のわずか 0.4% にすぎない。その一方で，公認される「バスクの家」
の数は増加の一途を辿り，現在まで公認取消という事態は発生していない。しかし，予算
に限りがあり，むしろ削減されている現状では，1 つの「バスクの家」当たりの財政支援
額は減少している。こういうわけで，在外バスク系同胞支援策の意義と効果は，議論の俎
上に載せられている。対策として，今後は，財政援助の決定プロセスの透明性と公正性を
いっそう徹底させるとともに，各「バスクの家」の活動に対する適切な評価が求められて
いくであろう。また，非営利組織としての「バスクの家」が，バスク系企業等と連携して
収益を挙げることを容認してはどうかという声も一部にある

15）

。

他方，世界の時間的距離が収縮しつつある今日，モビリティの高いヒトの動態は，必ず
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しも一定の場所に定住しない生活様式を生みつつある。バスク人の場合，アルゼンチンの
パンパスや，アメリカ合衆国のロッキー山脈西部といったような，在外の農山村部への新
規バスク移民の流入はほとんどなくなり，現在進行中なのは，多種多様な文化的・社会的
背景を有する人びとが集まって混住する都市部への，非定住型ないし反復型の国際移動で
ある。21 世紀に入ってから公認される「バスクの家」はいずれも所在国の大都市に立地
しており，都市部の「バスクの家」ではメンバー数が増加傾向にある反面，農山部の「バ
スクの家」ではメンバーの高齢化とともに存立の危機にある。また，一般的傾向として，
バスク人のアイデンティティは世代を経るに従って薄れていくであろうし，集団内婚姻の
性向が強かった在外バスク系同胞の間でも，特に都市部では非バスク系との婚姻がごく普
通になっている。こうした潮流にあっては，バスク・ホームランドとの「地縁」や，バス
ク系という「血縁」を基盤にした「バスク性」というものは，次第に根拠を失いつつある。
「バスクの家」の将来には，いくつかの方向性が考えられよう。筆者は，近未来的な方
向性として，文化活動や社会活動を基軸に「バスクとの友好」を推進する，都市部中心の
国際的な親睦団体へ移行していくというのが，もっとも現実的なところではないかと考え
ている。「関係法」の策定に携わったジョス・レガレタ氏の私的見解も同様であった。こ
の点に関連して，バスク語とバスク文化の対外普及を使命とするエチェパレ・バスク・イ
ンスティテュート（2007 年設立）の活動 16）の一端が，当初その活動対象の範囲外にあっ
た「バスクの家」と連携して行われるようになった最近の傾向も，この方向性を示唆して
いると思われる。
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This study discusses the Basque diaspora politics initiated by the Basque Autonomous
Government in the 1980s as a way of offering some viewpoints on a comparison between the
overseas Basques and the overseas Uchinanchu (Okinawans) in the world.
After describing historical backgrounds of the overseas Basque compatriots by referring to
the analytical concept “diaspora”, this paper highlights the significance of the Law on Relations
with the Basque Communities in the Exterior (Law 8/1994), which established the politico-judicial
framework of actual Basque diaspora politics.
By analyzing the motivation and purpose of the Law 8/1994, the author argues especially the
following two focal points: 1) how the discrepancy on the notion of “Basque Homeland” among
the Basque diaspora communities and the Basque Government is regulated, and 2) characteristics
of the recognized Basque Communities and effectiveness of the Basque diaspora politics, of which
beneficiaries are estimated no more than 0.5% of the total putative Basque diasoprants worldwide.
Based on these arguments, this paper aims to offer a perspective on the future of Basque
diaspora.
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