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国交断絶により、ウルテチョには帰国命令が出

るが、腸チフスに罹患して叶わず、終戦まで日

本で暮らした。それだけではない。ウルテチョ

は帰国後、農業などに携わる傍ら、文化活動に

も熱心に取り組み、ニカラグアの代表的な文芸

評論誌 La Revista Conservadoraを創刊した（誌

名は変遷する）。

全くの偶然だったのは、La Revistaのほぼ全

巻が手元にあったことだ。1980年代、マナグア

市内にある巨大なロベルト・ウエンベス市場で

は、ときおり旧家から放出された古書や雑誌が

販売された。たまたま La Revistaが通巻で置い

てあったので、ただ同然で入手できた。ウルテ

チョが日本について記述する記事を探したが、

生憎見つからなかったが、彼の肖像画を載せる

ことができた。戦時中ウルテチョはどこの病院

で治療を受け、どんな思いで日本にとどまった

のだろうか。ぜひ知りたいところだ。

戦前にニカラグアに移住した横田安次さんの

人生も数奇だ。1898 年福島県生まれ。ニカラ

グアに移住して現地で安定した家庭を築いてい

たが、大戦勃発により国外追放となる。1943年

11 月、第二次交換船でニューヨークを出港し

て帰国。外交資料館には横田の記録（第二次在

米帰国邦人リスト）が残っている。本籍地、職

業、所持金 30ドルの記載もある。興味深いの

は、彼がニカラグア人の妻ペトロニラを連れて

きたことだ。その時の二人の心情を察するに余

りある。横田は 1952年には早々とニカラグア

に戻り、自動車修理工場を経営、かなりの成功

を収める。ところが 1972年の大地震で不帰の

客となってしまった。

ニカラグア人の知人によると、ヨコタの名前

は現在でもモータースポーツの世界では知られ

た存在のようだ。フェースブックで検索すると、

ニカラグア人でヨコタ姓を名乗る人もかなりい

る。横田さんのファミリーヒストリーの一端を

紹介できたのは、何よりの収穫だった。

本書出版後のニカラグア情勢をアップデート

すると、2016年 11月の総選挙がある。予想通

りオルテガ大統領が 4期目の当選を果たし、在

任期間は 20年になる。国会議員選挙でも与党

FSLN（サンディニスタ民族解放戦線）が、総数

92 議席のうち憲法改正に必要な三分の二の議

席を大幅に上回る 71議席を獲得した。オルテ

ガ大統領夫人のムリージョさんが副大統領に就

任。おそらくラテンアメリカ政治史で初めて、

夫婦で現職の正副大統領が誕生した。ニカラグ

ア人の国民性が内包する「魔術的」ともいえる

人心掌握術が、異例ともいえる盤石な政権基盤

を支えているのではなかろうか。

最後に触れておきたいのは、参考文献につい

てである。本書では各章ごとに参考文献を掲載

した。巻末にはニカラグア関連の単行本の参考

文献案内の欄を設けた。この分野の邦語文献は

とても少ないが、見落としもあるかもしれない。

ところでこれを作成する過程で最も強力なツー

ルだったのは『ラテンアメリカ・カリブ研究』

の「ラテンアメリカ・カリブ関連新刊図書リス

ト」だった。おそらくラテンアメリカ関係の定

期刊行物のなかでは、最も浩瀚かつ網羅的な内

容だ。職人技のように詳細にサーチしている。

『ラテンアメリカ・カリブ研究』は来年記念

すべき第 25号を迎える。この場をお借りして

関係者のご尽力に謝意を表したい。 □■

『キューバ現代史―革命から対米関係改善まで』

（明石書店、2016年）-神奈川大学名誉教授・

後藤政子

目次

はじめに



自著紹介 67

第 1章　モンカダ兵営襲撃からシエラ・マエス

　トラへ

第 2章　革命勝利から社会主義宣言へ

第 3章　キューバ風共産主義

第 4章　「ソ連化の時代」

第 5章　「社会主義」を見直す

第 6章　ソ連解体の衝撃―「革命」の生き残り

　をかけて

第 7章　「覚悟の決断」へ―“経済発展無くし

　て「革命」なし”

第 8章　 21世紀のキューバ

定説も崩れる

「何度も何度も間違いであることが証明され

ているにもかかわらず、いつまでも続くキュー

バに関する “常識”」―キューバのある社会学者

の述懐である。「社会主義国キューバ＝独裁」と

いった風の固定観念は言うまでもないが、世界

的に著名な研究者の著作も例外ではなく、典拠

とする場合には注意や検証が必要だということ

であろう。

ところが、それだけではなかった。“誰もが

当然のものと認める基本的定説”も同様であっ

た。そうであるとすれば、キューバ革命や革命

後の過程について根本から見直さなければなら

ない。そうした反省のうえにたって、「こういう

ことではなかろうか」と示したのが拙著『キュー

バ現代史―革命から対米関係改善まで』である。

最初に疑問が出てきたのは革命の始まりとい

われる 1953年のモンカダ兵営襲撃事件である。

兵営を襲撃して革命を起こそうというのであれ

ば、政治経済の中心地であるハバナのキューバ

第 1の兵営、コルンビア兵営を標的としなけれ

ばならない。なぜ、第 2のモンカダ兵営だった

のか。これは革命戦略の問題であるだけではな

く、カストロが「革命」というものをどのよう

に考えていたのか、という問題でもあった。

「武装闘争主義者カストロ」、「10月危機でミ

サイル設置を受け入れ、世界を核戦争の瀬戸際

に立たせたキューバ」、「平等主義体制が失敗し

たあとカストロは “ソ連化”した」、「イデオロ

ギー派のフィデル、プラグマティストのラウル」

等々、革命過程を振り返るうちに次々と定説の

再検討を迫られた。

「僕は理想主義者などではない」―ゲバラ

キューバ革命については、ゲバラの目を通し

て、すなわちゲバラの著作によって理解されて

きたところがある。日本だけではなく世界的な

傾向だが、キューバに関する本といえば「ゲバラ

もの」が圧倒的多数を占める。そのためテレビ

番組で「カストロとゲバラの手で成功したキュー

バ革命」といったナレーションに出逢い、絶句

したりする。

ゲバラといえば、まず目にするのはコルダが

たまたま撮影したという例の写真である。それ

はティーシャツやコーヒーカップなどとなって

世界に広がり、キューバ革命を知らない若者だ

けではなく、保守派の政治家のなかにもゲバラ・

ファンがいる。イメージが人物像をつくり出す

ということであろう。

インターネット上にはこの写真とともに「理

想主義者ゲバラ」の言葉が駆け巡っている―

「救いがたい理想主義者だといわれるならば、何

千回でも答えよう。その通りだ、と」。革命直

後にキューバの青年を前に行った演説の一節で

ある。ところが、これは初歩的な誤訳であった。

このときゲバラは、まったく逆に、「理想主義者

などではない」と否定していたのである。「一

歩一歩努力していけば道は切り開かれる」と言

うことであった。

このほか、「革命のためにはまず何よりもゲ
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リラのフォコの形成を！」という「フォコ理論」

もゲバラのものとされているが、ゲバラの実際

の言説とは「ずれ」があった。死を賭してボリ

ビアのゲリラに赴いたのも「フォコ理論」を実

践するためではなかった。

「キューバ革命はゲリラ戦によって勝利した」

という “根本的な” 定説も同様である。決して

誤りではないが、シエラ・マエストラのゲリラ

は Llano（平地部）の支援がなければ発展でき

なかったし、カストロは革命の実現のためには

あらゆる反バティスタ勢力との連携が不可欠で

あるとして、最初から最後までそのために力を

注いでいた。これは革命後の過程を理解する際

にも重要なカギとなるものだが、ゲバラが記し

たシエラ・マエストラの闘いの記録からはなか

なか見えてこない。

「カストロの革命」か？

「社会主義国キューバ」の最大の転換期は革

命の原点が再確認された 1980年代である。ソ

連解体により深刻な経済危機に見舞われた 1990

年代ではない。1980 年代がどのような時代で

あったかについては拙著を参照して頂きたいが、

宗教の再評価や性的少数者の復権など、社会は大

きく変化している。「キューバ革命とは何であっ

たのか」を改めて考えさせられる時代である。

ここから、キューバ革命を「カストロの革命」

として描くことができるのかどうか、という問

題が出てくる。

古くはキューバ革命に関する教科書とされ

る Theodore Draperや Irving Louis Horowitzの

著作から、最近では Caudillo論に立つ Jorge I.

Domínguezに至るまで、キューバ革命は「カス

トロの革命」として描かれている。そこには「カ

ストロがすべてを決める」、「カストロ独裁」とい

う前提が暗黙裡に存在する。これに対し、カス

トロと親交が深かったノーベル賞作家 Gabriel

García Márquez も、米国の激しい干渉に耐え

「革命」を維持できたのは、国民との一体化、豊

かな知識、驚くべき情報収集力や将来を見通す

力など、カストロの卓越した能力によるとして

いる。

キューバ革命の基本理念は「キューバ独立の

父」ホセ・マルティの思想と生き様（「キューバ

精神」）にあり、革命後もこの基本理念が維持

されてきたことは誰もが指摘することである。

革命以来の過程を見つめていくと、革命が成功

し、また、革命後、米国の経済封鎖やソ連解体

による経済危機など極めて厳しい状況が続くな

かで体制が維持できたのは、カストロの能力や

カリスマ性もさることながら、国民のなかにこ

のキューバ精神が深く浸透していたためである

ことが見えてくる。

「革命の基本理念が維持された」と言うこと

は、単に国民に基本的な生活が保障されたとい

うことだけではなく、マルティの理念に沿って社

会づくりがなされてきたことを意味する。1980

年代の転換も「カストロが決定した」のではな

く、百家争鳴のもとで、国民と政治指導部との

コラボレーションにより方向が定まったもので

あり、それはまた、教育の発展や国民の政治参

加制度など、革命後に実施された政策の成果で

もあった。

キューバ革命は何よりも「マルティの革命」

である。キューバ革命について理解するために

はマルティの思想について十分に知る必要があ

る。これは多くの人々が認めることであるが、

その一方では、マルティの著作を手にしたこと

のあるキューバ問題専門家はどれほどいるのだ

ろう、という思いもある。

いずれにせよ、キューバ革命を「カストロの

革命」として描くことはできるであろう。しか
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し、そのためには他の多くの「カストロの革命

論」とは異なる視点が必要である。

未完のキューバ革命

キューバ革命は、キューバにとっても、また

フィデル・カストロにとっても、未完の革命で

ある。

初めは「人間社会の理想」を求めて平等主義

体制を追求したが、経済発展という点でも、ま

た人間の多様性という点でも限界を露呈し、長

い模索の時代を経て、今日では市場原理を取り

入れた「公正な社会」を追求している。しかし、

貧困問題の顕在化や人種差別の復活など「革命

の成果」の綻びは拡大しつつあり、新しい体制の

行方は不確定である。今後も革命の基本理念に

ふさわしい体制を求めて模索が続くことになる。

今、世界ではグローバル経済化の限界が多く

の人々の目に明らかになり、「公正な社会」とは

どのようなものであり、いかにしたら実現でき

るかが課題に上がっている。キューバにおいて

平等主義はなぜ実現できなかったのか。いかな

る過程を経て「公正な社会」を選択するに至っ

たのか。新しい体制のもとで何が起きているの

か。それはなぜか。革命以来の半世紀の過程を

推量や固定観念を排してみつめていくならば、

世界が直面している課題について重要な示唆を

得ることができる。本書がその一助になれば幸

いである。 □■

『マラス―暴力に支配される少年たち』（集英

社、2016年）-工藤律子／著、篠田有史／写真

「マラス」という単語でネット検索をかけると

現れる、スキンヘッドや顔面までタトゥーに覆

われた、恐ろしげなギャングの若者たち。ネッ

トに流れるそんなイメージと、私が実際に会い、

話をしたギャング青年たちは、ある意味、まっ

たく違っていたー

ラテンアメリカの研究者ならば、恐らく誰も

が、マラスという言葉とそれが指す集団の存在

は知っているだろう。が、日本の一般メディア

はその問題をほとんど報道しないうえ、各国の

メディアが映し出す彼らの姿も、マラスのメン

バーや彼らがいる地域がとんでもなく「特殊」

であるかのようなイメージばかりを作り出して

いる。そうやって、問題の本質や彼らが私たち

の世界の一員であるという事実を、かき消して

いる。

ホンジュラスにはなぜ３万人を超えるギャン

グがいるのか、ラテンアメリカはなぜ世界一貧

富の格差の激しい場所になっているのか。周囲

にそう問いかければ、「そんなこと、私たちには

直接の関係がない」という反応が返ってきそう

な社会を前に、私はこの本を通して伝えたい。

ラテンアメリカの子ども・若者たちの現実と、日

本をはじめとする他の国々の同世代の現実は、


