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様々な文明と文化が交錯したイベリア半
島には、高い価値を有する多くの文化・
芸術遺産が存在します。

マドリードの中心地、芸術の散歩道とい
う意味を持つ「パセオ・デル・アルテ」
と呼ばれる地区には世界的に有名な３つ
の絵画館が集まっています。プラド美術
館、ティッセン＝ボルネミッサ美術館、
そしてソフィア王妃芸術センター、これ
ら３つを見学するだけでもスペインの首都
を訪れる価値があります。

これらの美術館、およびバルセロナのピ
カソ美術館、ダリ劇場美術館 (フィゲラ
ス）、セビージャ美術館など、たくさん
の魅力あふれるミュージアムを訪ねれ
ば、歴史に名を残すスペインの巨匠たち
が描いた素晴らしい作品を鑑賞することが
できます。

メリダの国立古代ローマ美術館で見られ
るヒスパニア時代の芸術から、バレンシ
アにあるバレンシア現代芸術院(IVAM)や
ビルバオのグッゲンハイム美術館、ある
いはマラガのポンピドゥーセンターなど
で展示されている現代アートのトレンド
まで、多様なミュージアムを訪れること
で様々な歴史に触れることができます。
そしてそれは、あなたの旅をより豊かな
ものにしてくれます。

はじめに
スペインは、芸術を楽しむ
ために最適な目的地です。
スペインには1500以上の美
術館があり、中には世界的
に有名なコレクションを所
蔵するものもあります。

遠い過去から現在に至るまでには、偉大
な巨匠たちによる傑出した作品が存在し
ます。例えばベラスケス、ムリーリョ、
スルバラン、ゴヤなどは、17世紀、18
世紀、そして19世紀の絵画に変革をもた
らしました。20世紀初頭には、ピカソ、
ファン・グリス、ジョアン・ミロなどが
登場し、前衛芸術が台頭しました。彼ら
の後には、キュビズム彫刻のフリオ・ゴ
ンサレス、シュルレアリスムのダリやマ
ルーハ・マジョが続き、さらにはエドゥ
アルド・チリーダやホルヘ・オテイサが
独創的な作品を生み出します。

スペインへの旅で芸術の殿堂を訪ねた
いと考えるあなた、是非ともこれらの
ミュージアムに立ち寄ってください。半
島全土をカバーする空路、高速鉄道、道
路網などスペインには素晴らしい交通イ
ンフラが整っているので、快適かつ迅速
な移動が可能です。

それ自体が芸術作品として観る者にイン
パクトを与えるミュージアム、そしてそ
こに所蔵される芸術の至宝ともいえる作
品の数々、是非、ご自分の目でご覧くだ
さい。

ピカソ美術館
バルセロナ
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スペインで見逃せないミュージアム

 a プラド美術館
マドリード

写
真
：

 Pere Sanz/123rf.com

絶対見逃せない10 のミュージアム

国立 
プラド美術館
マドリードで最も古い歴史を持つ庭園
タイプの遊歩道、パセオ・デル・プラ
ド（プラド通り）を歩いて行くと、細長
い大きな建物、プラド美術館が見えてき
ます。庭園に囲まれた新古典主義の壮麗
な建物、おびただしい数の柱、円形浮彫
り、そして女性像彫刻から成るドーリア
式のファサード、すこし足を止めてその
美しさを鑑賞してみませんか。

すぐそばにベラスケスの像があり、この
入口はベラスケスの門と呼ばれていま
す。当初、この門は国王や要人専用の入
り口として使われていました。

美術館に入ると最初のスペースは柱と丸
天井から成る印象的なロタンダになって
おり、その中央に立つ16世紀の壮大な彫
刻作品、「狂乱を屈服させるカール5世」
(Carlos V y el Furor)像が目を引きます。数
メートル進むと広いギャラリーに出ます
が、ここはプラド美術館の心臓とも言え
る重要な部分です。ここにはヨーロッパ
絵画の巨匠らの作品が彫刻や装飾品と共
に展示されています。

一日中、ここで過ごせるのであれば、ひ
とつひとつの作品をじっくり鑑賞しては
いかがでしょう。反対に、時間が限られ
ているのであれば、事前にプラド美術館



絶対見逃せない10 のミュージアム 

 b  「快楽の園」(EL JARDÍN DE LAS DELICIAS)、ボス
プラド美術館、マドリード

写
真
：

 Visions O
f Am

erica LLC
/ 123rf.com

のウェブページで紹介されている短時間
用鑑賞ルートを調べて、有名な作品を見
逃さないようにしましょう。特別入場券
（12名～30名のグループ対象）を購入す
れば、一般入場開始前の時間帯に貸し切
り状態で館内を回って鑑賞することがで
きます。

プラド美術館は、ベラスケスとゴヤの作
品をかなり多く所蔵しています。中でも
有名なものとして、ベラスケスの「バッ
カスの勝利」(El triunfo de Baco)、「キリ
ストの磔刑」(El Cristo crucificado)や「織
女たち」(Las hilanderas)、あるいはゴヤの
「裸のマハ」(La maja desnuda)、「着衣の
マハ」(La maja vestida)や 「マドリード、
5月3日」(El 3 de mayo en Madrid)、な
どが挙げられます。その他にも、ムリー
リョ、リベラ、モラレスやソローリャと
いった傑出したスペイン人画家のコレク
ションも展示されています。

スペイン絵画の他にも、イタリア、フラ
ンドル、フランス、ドイツ、オランダ、
イギリスなどの絵画の巨匠たちの作品
も展示されています。その中にはグレコ
の「胸に手を置く騎士」(El caballero de 
la mano en el pecho)、ルーベンスの「三
美神」(Las tres Gracias)、ボスの「快楽
の園」(El jardín de las delicias)やデュー
ラーの「アダムとイヴ」(Adán y Eva)な
ど、世界的に有名な作品があります。こ
れらの作品と共に、ティツィアーノ、カ
ラヴァッジオ、ラファエロ、フラ・アン
ジェリコや レンブラントなどの作品を観
ることもできます。前述の巨匠たちは、
世界有数の絵画コレクションを誇るプラ
ド美術館で鑑賞できる画家のほんの一部
に過ぎません。
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スペインで見逃せないミュージアム

写
真
：
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 a  「ラス・メニーナス」(LAS MENINAS)、ベラスケス
プラド美術館、マドリード

プラド美術館訪問をより思い出深いもの
にするために、著名なスペイン人建築家
ラファエル・モネオの設計による増築部
分にも是非、立ち寄ってください。ここ
にはカフェテリア、ショップ、インフォ
メーションセンターなどがあります。

増築部分で最も興味深い場所は、修復さ
れたヘロニモス修道院の回廊でしょう。
独特の空間の中に同美術館が所蔵する素
晴らしい彫刻のコレクションが展示され
ている他、特別展示などにも使用されま
す。回廊から外部への扉は、彫刻家クリ
スティーナ・イグレシアスがブロンズを
素材に創り上げた作品です。

見逃せない名作

「ラス・メニーナス」(Las Meninas)、 
ベラスケス

1656年に制作された、スペイン絵画最高
傑作のひとつとされる作品。これは、ベ
ラスケス自身をフェリペ４世の家族と彼
の使用人たちと一緒に描くという当時の
慣例を度外視した構図に、複数の平面と
遠近法が駆使された画期的な作品です。
ベラスケスの傑作ののひとつで、マド
リードの王宮における日常のひとこまが
写実的にとらえられ、そこに生きる人々
の様子が伝わって来ます。ゴヤは２世紀
後に、この作品に着想を得て、彼の傑作
のひとつとなる、「カルロス4世の家族」
(La familia de Carlos IV)を描きますが、同作
品もここで観ることができます。

 L  詳細情報および 入場券に関しては 
 以下をご覧ください：   
 www.museodelprado.es

http://www.museodelprado.es
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

国立ソフィア王妃 
芸術センター
パセオ・デル・プラド（プラド通り）を
歩いて行くと、アトーチャ駅のすぐそば
にマドリードで最も重要な美術館のひと
つが見えてきます。プラド美術館に展示
されている作品の後の時代の芸術、近代
美術と現代美術の作品を、２つのユニー
クな建物が連結してできているこのミュー
ジアムで鑑賞することができます。

この美術館の本館は、1 8世紀にマド
リードの病院だった建物を修復したサバ
ティーニ館にあります。真っ先に目を引
くのは、２つの塔で、ガラスとスチール
で造られた展望エレベーターとなってい
ます。エレベーターからは外の広場やマ
ドリードの街並みの眺望が楽しめるの
で、カメラの準備をして昇りましょう。

館内では、パブロ・ピカソ、サルバドー
ル・ダリ、ジョアン・ミロ、ファン・グ
リスやアントニ・タピエスなど著名画
家の作品を集めた、スペイン近現代芸術
のベストコレクションのひとつを鑑賞す
ることができます。また、それら以外に
も、カンディンスキー、フランシス・
ベーコン、ディエゴ・リベラ、ロベー
ル・ドローネーやイヴ・クラインなど
の、世界各国の画家たちによる重要な作
品が、想像できるあらゆる形式で展示さ
れています。

スペイン近現代芸術の熱い作品群を鑑賞
するにあたり、３つの区分別に順路をた
どることができます。「20世紀の到来： 
ユートピアと闘争 (1900-1945)」、「戦い
は終わったのか？ 分裂した世界のための
芸術 (1945-1968)」、そして「混乱から
ポストモダニズムまで (1962-1982)」。 
館内で鑑賞できる著名な作品の一部と
して、ダリの 「窓辺の少女」(Figura en 
una ventana)や「大自慰者」(Rostro del 
gran masturbador)、ミロの「パイプをく
わえた男」(Hombre con pipa)や「カタツ

 a 国立ソフィア王妃芸術センター
マドリード
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国立ソフィア王妃芸術センター
マドリード
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ムリ、女、花、星」(caracol, mujer, flor, 
estrella)、ルネ・マグリットの「ピンクの
鈴、断片の空」(Cascabeles rosas, cielos en 
jirones)やフランシス・ベーコンの 「横た
わる人物」(Figura tumbada)などが挙げら
れます。

サバティーニ館の中央にあるパティオ
は噴水や彫刻のある庭園となっている
ので、鑑賞に疲れたらここでリラックス
したり、休憩したりできます。パティオ
でリフレッシュしたら、フランス人建築
家、ジャン・ヌーヴェルが設計した新館
へ向かいましょう。この建物は巨大な赤
い屋根とその三角形のフォルムが目を引
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スペインで見逃せないミュージアム

きます。館内に足を踏み入れると、中央
の広いスペースに立つロイ・リキテンス
タイン作の大きな彫刻が迎えてくれま
す。この中央スペースから館内の常設コ
レクションや特別展示へアクセスできま
す。最初の２フロアには、参加型のイン
スタレーション、パフォーマンス、作品
などがあり、実験的でインタラクティブ
なアートを実際に体験できます。

ソフィア王妃芸術センターでは、年間
を通じて多数のワークショップ、特別
展、またはイベントを開催しています。
また、ヌーヴェル館の地上階には、観る
者を圧倒するような公立図書館がありま
す。カラフルな色彩といろんな料理のテ
イストに満ちたカフェテリア・レストラ
ンにも立ち寄ってみましょう。テラスで
ブランチを楽しむもよし、あるいは DJが
プレーするユニークな空間で美味しいディ
ナーを堪能するのもいいですね。

 a  ゲルニカ、ピカソ 
国立ソフィア王妃芸術センター、マドリード
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見逃せない名作 

ゲルニカ、ピカソ
このミュージアムで最も有名な作品、そ
れがこの大きな絵画です。下絵のスケッ
チや制作過程の写真などが隣接する部屋
に展示されています。この歴史的作品に
表現されている光景をピカソに描かせた
もの、それはバスク地方の小さな村に対
して行われたドイツ軍とイタリア軍（ス
ペイン内戦時、両軍は、第二共和制政府
に対してクーデターを起こした反乱軍に
加勢して戦っていた）による空爆でし
た。この作品にはこの村の名が冠されて
います。ある時代の悲劇的な状況を映し
出すカンバスは、非道で残虐な戦争を糾
弾する主張そのものであり、やがて世界に
知られる反戦と平和の象徴となりました。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：  
www.museoreinasofia.es

http://www.museoreinasofia.es/
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

国立ティッセン＝ 
ボルネミッサ美術館
パセオ・デル・プラド（プラド通り）に
入るとすぐに見えてくる、ネプチューン
の噴水のそばにある美しい庭園を通り
抜けると、西洋美術と絵画史をたっぷり
鑑賞できるこのミュージアムへと辿り着
きます。この建物は、かつて貴族の邸宅
だったビジャエルモサ宮殿をラファエ
ル・モネオが修復したもので、現代の
ミュージアムにマッチした美しい空間に
生まれ変わりました。

コレクションは、長年にわたって名作を
蒐集してきたティッセン＝ボルネミッサ
家の嗜好を反映しています。多くの著
名なアーティストの作品が含まれていま
すが、それらのほんの一部としてラファ
エロ、ティツィアーノ、セザンヌ、ヴァ

ン・ゴッホ、ピカソ、ファン・グリス、
ドガ、ホッパーなどの名前を挙げること
ができます。また、ティッセン＝ボルネ
ミッサ家と親交のあった彫刻家、オー
ギュスト・ロダンの作品も鑑賞すること
ができます。

ファン・エイクの二連祭壇画「受胎告
知」(Anunciación)を鑑賞し、その驚くべ
き三次元的効果を体験してみませんか。  
作者は、描かれた像がまるで本物の石像
であるかのように、見る者の目を欺きま
す。カラヴァッジオの作品「アレクサン
ドリアの聖カタリナ」(Santa Catalina de 
Alejandría)に使われている明暗法技術や、
コミック手法を取り入れて60年代のアー
トに変革をもたらした、ロイ・リキテン

 a 国立ティッセン＝ボルネミッサ美術館
マドリード
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スペインで見逃せないミュージアム

見逃せない名作 
「緑の衣装を着けた踊子」(Bailarina 
verde)、エドガー・ドガ

印象派の画家たちは、光、色、そして動
きを捉えることで瞬間を描写することを
試みました。そして、それらの試みにお
いてドガは真の名人でした。1877年から
1879年の間に紙にパステルで描かれたこ
の絵をはじめとする作品群がそれを証明
しています。動きのある人物を描くため
の素材として、バレエに興味を持ってい
たドガは、写真や日本の版画にも影響を
受けていました。劇場の桟敷席からカメ
ラに収めたような構図からそれが伺えま
す。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：  
www.museothyssen.org

 a  「緑の衣装を着けた踊子」(BAILARINA VERDE)、エドガー・ドガ
国立ティッセン＝ボルネミッサ美術館 、マドリード 

写
真
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 a 国立ティッセン＝ボルネミッサ美術館
マドリード

スタインの「入浴中の女」の驚くほど
ポップなアートを鑑賞しましょう。

この美術館ではまた、テーマ別の順路を
設けて、それに合わせたオーディオガイ
ドを提供しています。ファッションの変
遷をたどる旅、宝飾品アート、絵画にお
けるガストロノミーなど、独自のアング
ルから展示作品を鑑賞するユニークな方
法です。

このミュージアムを訪ねることで、芸術
の散歩道を意味する「パセオ・デル・
アルテ」の美術館鑑賞が完了します。
１枚のチケットでプラド美術館、ソフィ
ア王妃芸術センター、ティッセン＝ボル
ネミッサ美術館の各常設展を観ることが
できる「パセオ・デル・アルテ」特別チ
ケットの購入をお薦めします。そうする
ことで、各美術館で入場券を買うための
長い列に並ぶ必要がなくなります。

また、３つの美術館の24の作品のオー
ディオガイドとして使える携帯電話
用無料アプリ「絶対見逃せないパセ
オ・デル・アルテ」 ( Pa s e o  d e l  A r t e 
Imprescindible) もお薦めです。

http://www.museothyssen.org
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ビルバオの 
グッゲンハイム美術館 
ビルバオの河口に碇を降ろす、チタンで
造られた大西洋航路客船にも見えるグッ
ゲンハイム美術館は、観る者を圧倒しま
す。カナダ人の建築家、フランク・ゲー
リーのデザインで造られた非常に複雑で
込み入ったフォルムのために、ファサー
ドの各側面は異なる外観を有していま
す。ビルバオの市街地とその周辺の景色
に完璧に溶け込んだ彫刻のような構造を
持つこのミュージアムは、今やこの街の
シンボルとなっています。

建物の外観は芸術作品そのものです。時
間によって、あるいは天候によって、
ファサードを構成するチタンの表面は
様々な異なる色に輝きます。グッゲンハ
イム美術館では、外観に驚くだけでな
く、入口の前で見張りをするこのミュー
ジアムのシンボルとも言えるジェフ・
クーンズ作の「パピー」(Puppy)やステ
ンレススチール製の80個の球からなるア
ニッシュ・カプーア作の「高い木と目」
(El gran árbol y el ojo)などの巨大な彫刻群
にも圧倒されることでしょう。

そして、中に入ると、世界で最もユニー
クなミュージアムの１つに遭遇します。
真ん中にある広い空間を中心として、
ミュージアムは３つのレベルに分かれた
構造となっています。曲線を多用した
キャットウォーク、エレベーター、階段
となっているタワーなどで異なる空間を
繋ぎ合わせ、そのための素材としてゲー
リーはチタン、ガラス、そして石灰石を
選びました。このミュージアムの展示ス
ペースはそれぞれ全く異なります。館内
を見て回ると、巨大な作品に圧倒された
り、あるいはリラックスして身近に感じ
られる展示を楽しめたり、常に新しい驚
きに遭遇することでしょう。

 ` グッゲンハイム美術館
ビルバオ
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絶対見逃せない10 のミュージアム 
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スペインで見逃せないミュージアム

グッゲンハイム美術館
ビルバオ
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20世紀半ばから現在に至るまでの作品か
ら成る常設展コレクションは、まさに現
代美術そのものです。アンディ・ウォー
ホルがマリリン・モンローを繰り返し描
いた一連のポップアート画や、それとは
対象的に豊かな表現力で迫るロバート・
ラウシェンバーグ作の巨大なシルクスク
リーン画、「はしけ」(Barcaza)などを観
ることができます。グッゲンハイム美術
館に作品が展示されているトップアー
ティストらのリストは大きなものになり
ますが、その一部として挙げられるの
が： ミケル・バルセロ、アントニ・タピ
エス、アンゼルム・キーファー、ゲルハ
ルト・リヒター、ジャン＝ミシェル・バ
スキア、ジェームス・ローゼンクイスト
などです。また、ここではバスク人の巨
匠、エドゥアルド・チリーダやホルヘ・
オテイサなどの彫刻作品も観ることがで
きます。

 a グッゲンハイム美術館
ビルバオ
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

リチャード・セラの巨大な作品群、
「ザ・マター・オブ・タイム」(La materia 
del tiempo)は是非、お見逃しなく。スチー
ルを素材とした８つの巨大な彫刻群、周
囲を回ってみたり、中に入ってみたり、
あなたの好きなように自由に鑑賞するこ
とができます。細い通路やそれが描く曲
線を堪能することは、ユニークで忘れ難
い体験となることでしょう。この作品
は、館内で最も大きなスペースである柱
の無い広いギャラリーに展示されていま
す。８個のオブジェそれぞれが発する躍
動感を近くで感じ取った後、２階にある
展望ポイントに昇って上から全体を俯瞰
して見るのもいいですね。

ミュージアムへの訪問をより楽しく思
い出深いものにする様々な施設もあり
ます。案内センター、お土産店＆ブック
ショップ、カフェテリア、カジュアルな
ビストロタイプのレストラン、そしてミ
シュラン一つ星の高級レストラン。この
レストランでは「料理」という芸術の名
作を楽しむことができます。

 a  「ママ」(MAMÁ)、ルイーズ・ブルジョワ
グッゲンハイム美術館、ビルバオ
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見逃せない名作

「ママ」(Mamá)、ルイーズ・ブルジョワ

ミュージアムの後ろ側に配置されているブ
ロンズとスチールと大理石で造られた巨大
な蜘蛛、その尖った脚の間をくぐり抜ける
感覚、あなたも是非も体験してみてくださ
い。一瞥すると不安を抱かせる外観を持つ
この作品には、様々な意味が込められてい
ます。フランス人の作者によると、母性
の持つ２つの面を象徴していて、それは
「檻」と「避難所」なのだそうです。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：  
www.guggenheim-bilbao.eus

芸術作品のコレクションを意外な方法で
楽しみたいあなたなら、「Art After Dark」
は絶対に見逃せません。毎月１回、金曜の
夜に世界的に有名なDJを招き、音楽で盛
り上がる中で展示作品を観ることができ
ます。他にはないユニークな体験をして
みませんか。

http://www.guggenheim-bilbao.eus
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スペインで見逃せないミュージアム

 a ピカソ美術館
バルセロナ
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バルセロナの 
ピカソ美術館
秘密めいた雰囲気の漂う細い路地をた
どってゴシック地区を歩いて行くと、モ
ンカダ通りに着きます。ここには、バル
セロナを訪れたら絶対に見逃せない絵画
館があります。13世紀と14世紀に建てら
れたゴシック様式の５つ館を修復・改装
して造られたピカソ美術館、ここではマ
ラガで生まれた天才画家の人生とその作品
にどっぷりと浸かることができます。

ピカソの幼少期と思春期はバルセロナと
深い関わりがあります。画家の友人であ
り秘書であったジャウマ・サバルテス
は、ピカソがこの街で絵画を学んだ時代
および晩年の作品をバルセロナに寄贈し

ています。この美術館は、ピカソとバル
セロナとの深い関わりを知る絶好の場所
と言えるでしょう。彼がたった１５歳の
頃に描いた自画像や両親をモデルにした
作品に見られる巧みさと確かな技術に驚
かされることでしょう。

５つの館からなるミュージアムの異なる
スペースをめぐって行くに従い、「道化
師」(Arlequín)、「科学と慈愛」(Ciencia 
y caridad)、あるいはベラスケスの名作を
研究し、批評した作品であるキュビズム
の「ラス・メニーナス」(Las Meninas)な
ど、ピカソが技法や画法に熟達して行く
のが分かります。
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

 a ピカソ美術館
バルセロナ
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また、別のスペースに展示されている、
彼の代表作であるゲルニカの制作過程で
描かれたスケッチ、セラミックの作品、
および版画のコレクションなども是非、
お見逃しなく。

展示作品の鑑賞の後は、ブックショップ
に立ち寄ってみませんか。書籍はもちろ
んのこと、マラガ生まれの天才画家の代
表作をモチーフにした様々なグッズやお
土産品もそろっています。

ピカソ美術館はまた、画家が家族と共に
住んだ家、画家として初めて構えたアト
リエ、あるいはカタルーニャ建築家協会
のピカソの壁画などを訪ね歩く「バルセ
ロナでピカソをたどるルート」の出発地
点にもなっています。

見逃せない名作 

「待ち時間」または「マルゴット」 
(La espera o Margot)、ピカソ

あふれるような色彩が、20世紀初頭にピ
カソが暮らしたパリのナイトライフを再現
しています。赤い服を着たこのミステリア
スな女性に近づいて良く見ると、ヴァン・
ゴッホやトゥールーズ＝ロートレックの影
響か、シルエットを黒で囲み、太く荒い筆
遣いで描かれていることが分かります。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：  
www.museopicasso.bcn.cat

 _ 「待ち時間」または「マルゴット」(LA ESPERA O MARGOT)、ピカソ
ピカソ美術館、バルセロナ

http://www.museopicasso.bcn.cat
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スペインで見逃せないミュージアム

バレンシア 
現代芸術院 (IVAM)
トゥリア庭園の長い公園に面して建つバ
レンシア現代芸術院 (IVAM) 、その内部に
はスペイン現代アートの最高傑作のいく
つかが展示されています。大きな窓があ
るため、澄みきった明るさに満ちた展示
スペースを散策しながら、スペイン現代
美術の先駆けとなったフリオ・ゴンザレ
スの彫刻やイグナシオ・ピナソの絵画な
ど、優れた作品を鑑賞しませんか。

最先端の現代アートに興味のあるあな
たには、最新のビデオアートや人気の
アートトレンドなどを観ることができる
期間限定の特別展示がお薦めです。正統
派がお好きであれば、歴史的前衛の流れ
をもたらし、スペインでも人気を得た
ジャン・アルプ、アレクサンダー・カル
ダー、パウル・クレー、ロベール・ド
ローネーなど世界的アーティストの作品
がお薦めです。もちろん、ポップアート
や60年代から70年代にかけて台頭したそ
の他の芸術表現も忘れてはなりません。

バレンシア現代芸術院、IVAM
バレンシア

バレンシア現代芸術院、IVAM
バレンシア
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

バレンシア現代芸術院、IVAM
バレンシア
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バレンシア現代芸術院 (IVAM) のコレク
ションにはあらゆるタイプの芸術作品を
観ることができます。絵画や彫刻はもち
ろんのこと、グラフィックデザイン、
フォトモンタージュ、写真などに関して
も、マン・レイ、ロバート・キャパやブ
ラッシャイなど、20世紀を代表するアー
ティストの作品を展示するスペースがあ
ります。

しかし、このミュージアムを訪れた人が
一番驚くのはやはり、期間限定の特別
展が開催される「城壁の間」(Sala de la 
Muralla)でしょう。建物の真ん中を端から
端まで貫通する形で、中世にバレンシア
の街に造られた城壁の遺跡が保存されて
いるのです。この街の歴史を直に伝える
城壁とそこに展示される現代アート、両
者が生み出すコントラストが観る者にイン
パクトを与えます。

館内を一回りしたら、トゥリア庭園の緑
を見渡すカフェテリアのテラスで一息入
れましょう。
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スペインで見逃せないミュージアム

見逃せない名作

「鏡の前の女」(Mujer ante el espejo)、 
フリオ・ゴンサレス

このキュビズム彫刻の作品には、「鉄の
匠」と呼ばれたフリオ・ゴンサレスのすべ
てが凝縮されています。1930年代にピカ
ソとコラボしたこのアーティストは、持ち
うる全ての想像的精神を、鉄の板や棒の溶
接に注ぎ込みました。現代彫刻家の最高傑
作とされるこの作品を前にすると、女性の
横顔、それを写す鏡、抽象的なフォルムと
いくつもの視点、そういったものを観なが
ら、何時間でも過ごすことができます。こ
の作品は、「フリオ・ゴンサレスの綺羅星
たち：象徴と抽象の間」 (Las constelaciones 
de Julio González：Entre la representación y la 
abstracción)という展示に含まれているもの
です。館内の第２ギャラリーにて、事前申
し込み制で鑑賞できます。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：www.ivam.es

 _ 「鏡の前の女」(MUJER ANTE EL ESPEJO)、フリオ・ゴンサレス
バレンシア現代芸術院、IVAM

写
真
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 a バレンシア現代芸術院、IVAM
バレンシア

http://www.ivam.es
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ダリ劇場美術館 
フィゲラス

スペインにおけるあらゆる芸術の中で最
も分類が難しいと定義されるダリの芸
術、建物自体がその芸術作品であるこの
ミュージアムの前に立つと、シュルレア
リスムの世界へと誘う魅惑的な旅の出発
点という感じがします。

車の中で雨が降っていたり、マエ・ウエ
ストの唇がソファーになったり、象の形
をしたジュエリーが輝いていたり、楽し
い驚きがいっぱいです。まるで夢か妄想
のように感じますが、あなたは今、世界
で最も大きなシュルレアリスムの作品の
中にいるのです。そして、まだまだいろ
んなものが見えてきますよ。

ここでは、すべてが見かけとは違う意味
をもっています。すべての作品は二重の
意味を持っています。あらかじめ定めら
れた順路のない館内をめぐっていると、
それぞれの作品に込められた小さな秘密
や大きな驚きが見えてきます。 

「私自身がシュルレアリスムである」と
言ったダリの言葉、この他に類のない空
間がそれを証明しています。かつてフィ
ゲラスの市営劇場だった廃屋を、ダリ自
らが計画を立てて、改装して造ったこの
モニュメント、外壁には金色のパンがち
りばめられ、屋根には巨大な卵が見えま
す。内部には妄想と狂乱の世界が待って
います、さぁ、準備はいいですか。

順番に観て回るための年代表示や説明パ
ネルなどを探しても無駄です、そういう

 a ダリ劇場美術館
フィゲラス
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ものはありません。初期の頃の印象派、
点描画や未来派の作品からシュルレアリ
スムの創作物、そして晩年の絵画作品に
至るまで、ここにはダリのすべての時代
の作品が一緒に展示されています。そし
て、彼自身の亡骸もここに葬られていま
す。地下礼拝堂の大きな大理石の墓石の
下に眠っています。

ダリ劇場美術館へ足を踏み
入れることは、この天才
アーティストの潜在意識の
扉の鍵穴を覗くようなもの
です。

絶対見逃せない10 のミュージアム 
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スペインで見逃せないミュージアム

ダリ劇場美術館
フィゲラス

ダリ劇場美術館
フィゲラス
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何も考えず、子供になった気分で、ダ
リが仕掛けたいろんな遊びやシンボル
やメッセージをみつけましょう。
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館内は、驚きの連続です。夜になると照
明が入る巨大なジオデシック・ドーム、
一見、崩れて見えるけれどもレンズを通
して見ると整って見えるアブラハム・リ
ンカーンの肖像、様々なポーズで作られ
たいくつもの巨大な金色のマネキンな
どなど…そして、生涯を通じた伴侶であ
り、彼のミューズでもあったガラを彷彿
させるものが至る所にあります。

ダリの作品以外にも、「名作の間」(Sala 
de las Obras Maestras)には、彼が所有した
プライベートコレクションの一部が展示
されており、メソニエ、エル・グレコ、
マルセル・デュシャンやブグローなど、
ダリの好きだった画家たちの作品を観る
ことができます。別館には計り知れない
価値をもつ宝物が展示されています。美
しい石たちが天才の手によって魅惑的
なデザインに生まれ変わったジェリーの
数々です。

 b  マエ・ウエストの間、サルバドール・ダリ
ダリ劇場美術館
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見逃せない名作 

マエ・ウエストの間、サルバドール・ダリ
ダリの手にかかると、芸術は遊びになりま
した。ここにその例があります。アメリカ
人女優、マエ・ウエストの顔を家具付き
の部屋にしてしまいました。セーヌ川を
描いた2つの絵が目、暖炉が鼻、そしてソ
ファーが口になります。家具のある部屋へ
行ってそれぞれのパーツを近くで見たり、
階段を上がって上の階へ行き、特殊なルー
ペを使ってハリウッドスターの顔を３Dで
見たりできます。

 L  詳細情報は以下をご覧ください：  
www.salvador-dali.org/es/museos/

絶対見逃せない10 のミュージアム 

http://www.salvador-dali.org/es/museos/
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スペインで見逃せないミュージアム

メリダ国立 
古代ローマ博物館
ラファエル・モネオのデザインによるこ
のミュージアムは、前衛建築と古代ロー
マという遠い過去とが出会って生まれま
した。ここでは、ローマ帝国属州ヒスパ
ニアの植民都市のひとつ「エメリタ・ア
ウグスタ」に暮らした人々の日常の様々
な場面を観ることができます。現在のメ
リダにある植民都市跡はユネスコの世界
遺産に指定されています。

初代ローマ皇帝、アウグストゥスにち
なんで当時こう呼ばれていたメリダの
街には、様々な通りや主要なモニュメン
トなどに、ルシタニアの首都にまでなっ
た過去の栄華をしのばせるものが今でも
残っています。ローマ劇場と円形劇場の
すぐそば、ギャラリーを介してそれら
と繫がっている国立古代ローマ美術館 
(MNAM) は、塀のオレンジ色とむき出し
のレンガでつくられた壁とのコントラス
トが印象的です。

ゆったりと大きな建物の中、天窓から射
す光を浴びて高く伸びたアーチが並ぶ空
間をのんびりと歩いてみませんか。この
空間は、ローマ神話に登場する神々を表
す彫刻群、ローマ皇帝の胸像や肖像画、
そしてこの街の遺跡から発見されたあら
ゆる種類の考古学的出土品などに完璧な
背景を提供しています。壮大な「御者の
モザイク」(Mosaico de los Aurigas)をはじ
めとするモザイクもいくつか展示されて
います。これはメリダで発掘された最も
大きなモザイクのひとつで、２輪馬車を
御する者の図が横並びで２つ描かれてい
ることからこの名が付いています。

４つのフロアから成り、テーマ別の30
の展示室があるこの美術館で過ごす時間
は、忘れ難い体験となることでしょう。

 a 国立古代ローマ美術館
メリダ

ローマの道を通り抜けたら、階段を下り
てクリプタへ行くか、あるいは奥に進ん
で、壁に円形競技場で行われるスペクタ
クルが描かれている、ローマ時代の部屋を
忠実に再現した空間へ入ってみましょう。
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見逃せない名作 

イノシシ猟のモザイク
古代ローマのモザイクは、裕福な家や公
共スペースの床張りに使われていまし
た。この非常に大きなモザイクは、「ビ
ジャ・デ・ラス・ティエンダス」と呼ば
れた裕福な家の館の跡から見つかったも
ので、「エメリタ・アウグスタ」社会の
富裕層が趣味とした狩猟の様子を描いて
います。近づいてモザイクを構成してい
る小さな嵌石を見てください、いかに膨
大な数の嵌石が必要か分かります。

 L  詳細情報および入場券に関し
ては以下をご覧ください： 
turismoextremadura.com/viajar/
turismo/es/explora/Museo-Nacional-
de-Arte-Romano-MNAR/ 

 b  イノシシ猟のモザイク
国立古代ローマ美術館、メリダ

 a 古代ローマのドムス、国立古代ローマ美術館
メリダ
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絶対見逃せない10 のミュージアム 

http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
http://turismoextremadura.com/viajar/turismo/es/explora/Museo-Nacional-de-Arte-Romano-MNAR/
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スペインで見逃せないミュージアム

 a ポンピドゥーセンター
マラガ

ポンピドゥーセンター、マラガ
コスタ・デル・ソルと言えば、理想的な
気候、広い砂浜、整ったマリーナなどで
世界的に知られています。しかし、魅力
あふれるコスタ・デル・ソルの首都マラ
ガには、パリにあるポンピドゥー国立芸
術文化センターのフランス以外初の分館
として造られたポンピドゥーセンターを
はじめとする興味深いミュージアムがた
くさんあります。

パセオ・エスパーニャ遊歩道の緑の庭園
と地中海の青い海、そしてムエジェ・ウ

ノ(Muelle Uno)と呼ばれるショッピング
エリアとに囲まれた場所に、カラフルな
ガラスで覆われたキューブを冠したこの
ミュージアムがあります。

階段を下りて、地下にある巨大なギャラ
リーに向かいましょう。館内ではあらゆ
る芸術が混在する様を見ることができま
す。ここでは作品たちが主役です。自由
気ままに観て回るもよし、このセンター
の専門家チームと一緒に参加型の鑑賞を
楽しむこともできます。
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そして、建築デザインは脇役に徹していま
す。明るい空間に展示されている20世紀 
から21世紀の作品を観て回ると、マル
ク・シャガール、ルネ・マグリット、フ
リーダ・カーロやフランシス・ベーコン
など、主役の名に相応しいアーティスト
らの作品に出合うことができます。そし
てもちろん、マラガ生まれの画家、パブ
ロ・ピカソの作品も、「花飾りの帽子」
(El sombrero de flores)などをこのポンピ
ドゥーセンターで観ることができます。

常設展を構成する70を超える作品はパ
リのポンピドゥーセンターが所蔵するコ
レクションで、既成概念を破壊する現代
アートのトレンドを反映するその他の作
品たちと共存しています。常設展の内容
は２年半ごとに更新され、特別展も年間
２～３件開催されています。従って、訪
れるたびに異なる作品展示で新たな感動
と芸術体験を提供してくれます。

 a ポンピドゥーセンター
マラガ

 a  「庭の老女」(LA VIEJA DEL JARDÍN)、フランク・ステラ
ポンピドゥーセンター、マラガ 
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見逃せない名作

「庭の老女」(La vieja del jardín)

フランク・ステラ

アメリカ人の画家・彫刻家、フランク・
ステラは、80年代半ばに制作されたこの
抽象画の中に、円錐、柱、曲線やその他
の建築的要素を彫刻的な手法で表してい
ます。小さな穴がたくさんあるアルミパ
ネルと11の要素の上にアクリル絵具、
ラッカーエナメル、蛍光塗料などを重ね
て作った表面の大きな起伏は見る者を圧
倒せずにはおきません。私たちの生きる
世界に影響を与え、近現代芸術アーティ
スト達のインスピレーションをかきたて
た20世紀～21世紀の重要な歴史的出来事
に焦点を当てた、「現代のユートピア」
(Utopías modernas)と題された展示に含まれ
る作品です。

 L  詳細情報および入場券に関しては 
以下をご覧ください：  
www.malagaturismo.com/es/recursos-
turisticos/detalle/centre-pompidou-
malaga/910 

絶対見逃せない10 のミュージアム 

写
真
：

 ©
 D

O
M

AI
N

E 
PU

BL
IC

 R
YT

H
M

E,
 JO

IE
 D

E 
VI

VR
E,

 1
93

0

http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
http://www.malagaturismo.com/es/recursos-turisticos/detalle/centre-pompidou-malaga/910%20
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スペインで見逃せないミュージアム 

セビージャ 
美術館
セビージャ歴史地区の趣のある小さな広
場に、かつてラ・メルセ・カルサダ修道
院だったこの壮麗な建物が立っていま
す。現在はスペインのバロック絵画の至
宝とされる多数の作品を展示する美術館
となっています。

噴水や美しい柱がある静寂なパティオ、
回廊や柵で囲まれた奥まった空間、そし
て堂々たる階段、これら全体が、スペイ
ン宗教芸術の傑作とされる絵画や彫刻を

鑑賞するのに理想的な空間を創り出して
います。

見事なタイルで覆われた外壁や壁、美し
く装飾されたボールドや天井など、典型
的な修道院建築で造られたこの建物には
現在、16世紀～17世紀にかけての「黄金
世紀」と呼ばれた時代を代表する３人の
画家の作品を中心とする絵画が所蔵され
ています。その画家とは、スルバラン、バ
ルデス・レアル、そしてムリーリョです。

セビージャ美術館
セビージャ
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中世から20世紀まで、時代順に作品を配
置した展示室には、大きなサイズの絵画
はもちろんのこと、その他に、陶器、金
銀細工、武器、家具などの装飾芸術作品
も展示されています。

第５展示室の広い空間で、ムリーリョの
バロック絵画が創り出す美しく力強い世
界に浸ってみませんか。「ラ・コロサ
ル」(La Colosal)と呼ばれる「無原罪のお
宿り」(Inmaculada Concepción)では、体
の動きや衣服の描写の巧みさが目を引き
ます。また、常設展コレクションにはエ
ル・グレコによって描かれた彼の息子の
肖像画、ベラスケス作の「使徒の頭部」
(Cabeza de Apóstol)やゴヤ作の小さな肖像
画など、多くの貴重な作品も含まれてい
ます。

そして、EU圏の市民の入場は無料となっ
ています。スペイン宗教絵画の傑作を間
近で鑑賞するまたとないチャンスです。

 a  「無原罪のお宿り」(INMACULADA CONCEPCIÓN)、ムリーリョ
セビーリャ美術館、セビージャ

 a セビージャ美術館
セビージャ
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「無原罪のお宿り」 ( I n m a c u l a d a 
Concepción)、ムリーリョ

このミュージアムの主役は間違いなくム
リーリョですが、彼はセビリアの芸術史
を代表する画家と言えます。カプチン派修
道院の有名な祭壇の一部だったこの傑作、
天上世界と世俗世界を並列させた構図の中
で、作者は光と色を巧みに操っています。

絶対見逃せない10 のミュージアム 

写
真
：

 is
og

oo
d/

12
3r

f.c
om



28

スペインで見逃せないミュージアム

驚きに満ちた 
その他の 
ミュージアム
抽象芸術、科学、おもちゃ、ミニチュア、
そして海底博物館まで、様々なミュージア
ムがあります。スペインには非常に多様
な分野のミュージアムがたくさんあるの
で、どこに旅しても、ミュージアムを訪
ねればスペインの文化や歴史を知ること
ができます。

 ` スペイン抽象芸術美術館
クエンカ
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MUSAC (カスティーリャ・イ・レオン現
代美術館) で最初に興味を引くのは、建物
を覆うカラフルなガラスでしょう。ヨー
ロッパにおける建築界の最高栄誉である
ミース・ファン・デル・ローエ賞を2007年
に獲得したこの建物は、レオンの大聖堂
のステンドグラスへのオマージュを表現
しています。館内では現代アートの最新
作品を観ることができる他、この地方の
画家と芸術の国際的トレンドとのつなが
りを見ることができます。

 L  www.musac.es

クエンカを象徴する建物である宙吊りの
家(Casas Colgadas)の中で抽象美術に遭遇
するなんで、誰が考えるでしょう？ 木製
バルコニーから真下にウエカール川の渓
谷を望むことができる、15世紀に創られ
たこの建物は現在、スペイン抽象芸術美術
館となっています。1950年代から60年代
のスペイン美術の絵画や彫刻から成るコ
レクションは、自然や歴史が創り出すク
エンカの景色と非常に対照的です。

 L  www.march.es/arte/cuenca

https://www.musac.es
http://www.march.es/arte/cuenca
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驚きに満ちたその他のミュージアム 

マドリードの文化に触れられる場所は、
パセオ・デル・アルテだけではありませ
ん。街を歩けば、あらゆる嗜好に合う、
大小さまざまなミュージアムがありま
す。ひとつの例として挙げられるのが、
ソローリャ美術館です。バレンシア出身
の画家が住んだ家に造られたこのミュー
ジアムは、一度訪ねたら、あまりの美し
さに再度訪れたくなることでしょう。ソ
ローリャ自身がデザインした庭園は、街

の喧騒から隔離された、まさにオアシス
と呼べる空間となっています。画家が遺
した絵画やデッサンの著名な作品が展示
されている他、ソローリャが生前に蒐集
した彫刻、陶器、ジュエリーなどのコレ
クション、および画家と家族の写真など
も観ることができます。

 L  www.esmadrid.com/en/ 
 tourist-information/sorolla-museum  

 b ソローリャ美術館
マドリード
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http://www.esmadrid.com/en/tourist-information/sorolla-museum
http://www.esmadrid.com/en/tourist-information/sorolla-museum
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スペインで見逃せないミュージアム 

驚くような体験を求めるあなたには、バ
レンシア芸術科学都市の前衛建築群、バ
ルセロナ海洋博物館のガレー船原寸レプ
リカ、サン・セバスチャン水族館のクジ
ラの骨格などがお薦めです。あらゆる時
代、あらゆる文明の香水を5000種類以上
集めたバルセロナの香水博物館、あるい
は アストルガのチョコレート博物館 (レオ
ン) はスペインで最も興味深い場所の例と
言えるでしょう。

 _ 水族館
 サン・セバスティアン

 a サン・セバスティアン水族館

 L  www.cac.es 
www.aquariumss.com 
www.astorga.co/es 

 L  詳細情報は以下をご覧ください：   
www.españaescultura.es 
www.spain.info

http://www.cac.es
http://www.aquariumss.com
http://www.astorga.co/es
http://www.españaescultura.es
http://www.spain.info
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驚きに満ちたその他のミュージアム

大西洋博物館
ランサロテ
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しかし、スペインで最もユニークなミュージ
アムと言えば、それはやはりカナリア諸島に
あるランサロテの大西洋博物館でしょう。海
底に造られたアートギャラリーは、イワシや
タコが泳ぎ、海綿動物たちがそよぐ中をあな
た自身もダイビングで潜り、アメリカ人アー
ティスト、ジェイソン・デカイレス・テイ
ラーが創作した12の作品群を観て回ります。
ランサロテ島に住む人々をモデルとして創ら
れた人物像は、大西洋を海洋汚染から守るた
めのメッセージなのです。すべての作品は、
海洋生態系に適合し、やがて人工岩礁になるよ
うに化学的に中性の素材で作られています。

 L  詳細情報は以下をご覧ください： 
www.cactlanzarote.com/es/cact/ 
museo-atlantico

http://www.cactlanzarote.com/es/cact/museo-atlantico
http://www.cactlanzarote.com/es/cact/museo-atlantico
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スペインで見逃せないミュージアム

@spain @spain Spain.info /spain


