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『ニカラグアを知るための 55章』（明石書店、

2016年）-中部大学・田中高
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井上幸孝 [第 2章]、加々美康彦 [第 25章]、小

林かおり [第 34章、コラム１]、小林志郎 [第

23～24章]、サグラリオ・チャモロ・アンヘナ

ル [第 37章、第 43～45章]、佐々木祐 [第 3

章、第 7章、第 9章、第 11章、第 26章]、重冨

恵子 [第 51～52章]、高木史江 [第 53～54章]、

冨田晃 [第 47章]、中川智彦 [第 46章]、夏目

泰子 [第 8章、第 55章]、長谷川悦夫 [第 2章]、
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章、第 38～41章]。なお田中は [第 4～6章、第

10章、第 13～22章、第 42章、第 48～50章]。

明石書店が出版するエリア・スタディーズは、

読者の皆さんにも馴染みのある刊行物だと思う。

既刊本をざっと見ただけでも、ラテンアメリカ

関連には、多くの友人、知人がかかわっている。

このことも念頭にして、筆者とこのシリーズと

のお付き合いも含めて、本書を紹介する。

2002年か 3年だったと思う。大学院（筑波大

学）の後輩にあたる竹内恒理さんから電話があ

り、「今度明石書店の新企画で地域研究シリーズ

が刊行されることになり、中米のニカラグア、ホ

ンジュラス、エルサルバドルについて、編集して

くれないだろうか」という依頼があった。古き

良き時代で、大学の授業や各種業務は今ほど多

くはなく、二つ返事で引き受けた。これもうろ

覚えだが、確か田島久歳さんと二人でＪＲ御茶

ノ水駅近くの喫茶店で、当時本シリーズを担当

されていた大江道雅さんと打ち合わせした。田

島さんは『パラグアイを知るための 50章』を編

集された。大江さんはその頃は担当編集者だっ

たが、現在は明石書店の社長に就かれている。

その時の話では、ニカラグア、ホンジュラス、

エルサルバドルを独立して刊行する予定という

ことだった。しかし当時の筆者には、とても 3

か国を別々に編集・執筆するだけの力はなかっ

た。3 か国を何とかまとめて、『エルサルバド

ル、ホンジュラス、ニカラグアを知るための 45

章』（以下 45章と略）として、2004年に出版

した。書店サイドで実際に編集に携わって頂い

たのは、法月重美子さんだ。法月さんには以下
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述べるように、『エルサルバドル』でもお世話に

なったが、痛ましいことに重い病気に罹られて

逝去されてしまった。

今から読み返すと、『45章』は随分薄い体裁

で、3か国を曲がりなりにもこの分量で紹介で

きたものだと思う。執筆者は小生を含めて僅か

7名。それでもこの分野の貴重な書籍だったこ

とは間違いなく、テレビ局などから現地情勢な

どの問い合わせが舞い込んで来たものだ。

スタート時点から 3か国を独立させる意向が

あったこともあり、2010 年に『エルサルバド

ルを知るための 55章』を出版した。大学院の

恩師でエルサルバドル大使を歴任された細野昭

雄先生に共編者をお願いした。エルサルバドル

について日本で最もよくご存じの学者でもあら

れ、これ以上の適任者はおられないと思う。細

野先生の的確かつスピーディーなご判断のお蔭

で、予想以上の速さで完成した。1年経つかど

うかの時期に、早々と増刷りの話が出た。その

後 2014年には『ホンジュラスを知るための 60

章』（桜井三枝子、中原篤史編）が出版された。

こうして『45章』はエルサルバドルとホンジュ

ラスが独立して、ニカラグア一か国だけが取り

残されてしまった。

ちょうどこの頃、筆者はニカラグアとも特段

に縁の深いキューバに関心があり、法月さんの

後任の兼子千亜紀さんにお願いして、フィデル・

カストロの伝記（『フィデル・カストロ自伝：勝

利のための戦略』明石書店 2012年、『キューバ

革命勝利への道：フィデル・カストロ自伝』同

2014年）を共訳していた。その作業が終わった

のが 2014年 10月末で、ようやくニカラグア版

の編集にとりかかることができた、というわけ

である。

さて本書であるが、ニカラグアについての一

般読者向けの網羅的な内容であり、邦語文献で

は追随を許さないレベルのものになったと自負

している。それというのも、今回執筆していた

だいた 14名の寄稿者全員が、それぞれのテー

マの第一人者と言ってよい人々だからである。

少し長くなるが執筆順に紹介すると、井上さん

と長谷川さんは精力的にメソアメリカ研究に取

り組まれ、『メソアメリカを知るための 58章』

（井上幸孝編　明石書店 2014年）を出されてい

る。加々美さんとは勤務先が同じで、研究室も

隣同士だ。国際法の専門家で、ニカラグアとコ

ロンビアの海洋境界画定について寄稿していた

だいた。このテーマについての一般向けの論稿

としては、たぶん嚆矢となるだろう。小林かお

りさんは UNDP（国連開発計画）の職員として

ニカラグアで数年間勤務し、北部ポストコンフ

リクトエリアでの女性たちの和解や組織化のプ

ロジェクト現場を担当した。彼女は南アフリカ、

ボリビア、米国で留学あるいは勤務経験があり、

文字通りの国際派だ。小林志郎さんには、本書

の「目玉」の一つとなる、ニカラグア運河につい

て書いて頂いた。世界中が注目するこのメガプ

ロジェクトに関して、長年パナマ運河委員会の

日本政府代表を務められた小林さんほど適任な

書き手はいないだろう。難解な技術的課題を、

平易な言葉で説明して下さった。

ニカラグア在住のサグラリオさんは、新進気

鋭の画家で、前作の『45章』にも寄稿している。

ニカラグアの最新グルメ事情と美術界の動きを

伝えてくれた。佐々木さんとは、筆者の大学院

の先輩である、淵上隆さんにご紹介願った。淵

上さんが在ニカラグア日本大使館の次席をされ

ていたころ、革命芸術の研究調査で、佐々木さ

んとコンタクトがあったようだ。なお淵上さん

には、本書への寄稿を依頼したが、在ドミニカ

共和国大使の要職につかれていたこともあって

か、丁重に固辞された。
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重冨さんには、彼女が JICA（国際協力機構）の

仕事でマナグアに勤務されていたころ、現地で

お目にかかっていて、このような機会があれば

是非依頼するつもりだった。ニカラグアは「世

界気候リスク第 4位」で、ハリケーン、地震、

火山など、日本とよく似た環境に置かれた国だ。

経済協力の潜在的な需要は相当あるのだろう。

高木さんは、ハリケーン・ミッチ被害の JICA

緊急援助隊医療チームの医師として派遣された

のをきっかけに、8年間医療関係のプロジェク

トに従事された。おそらく日本人医師としては

最長期間ではなかろうか。地方の医療現場の様

子がよくわかる原稿を頂戴した。

冨田さんはとてもユニークなお仕事をされて

いて、今回初めて彼が、ニカラグアの革命音楽

家として世界的にも著名なメヒア＝ゴドイ兄弟

と、演奏活動を通じてコンタクトのあったこと

を知った。日本ではなかなか紹介されないエピ

ソードだろう。中川さんには、「名古屋ニカラ

グアに医療品を送る会」を通じた、素朴画カレ

ンダーの販売や各種交流イベントの紹介をして

頂いた。この素朴画カレンダーの出来栄えは素

晴らしくて、卓上型と壁掛け型の二種類があり、

日本では根強い人気がある。

夏目さんには、青年海外協力隊員として赴任

した小学校でのマス計算教育などの現場の様子

を伝えて頂いた。さらに滞在中にたくさんの火

山に登山し、その時の体験談なども紹介されて

いて、観光案内の貴重な情報も提供している。

松久さんは 1979年の革命政権成立以来、ニカ

ラグアのフェニミズム運動を長期間研究され、

本書では現地調査と最新のデータを駆使した貴

重な論稿を寄せて頂いた。例えばオルテガ政権

の人工中絶に対する、カトリック教会への融和

的なアプローチなど、興味深い動きを分析して

いる。

森田さんは在ニカラグア日本大使館の現職の

専門調査員で、治安と医療事情について、現場

の様子を伝えて頂いた。ニカラグアはコスタリ

カを除く周辺の国々と比較すると、若者の組織

的な犯罪グループの跳梁跋扈も軽微で、治安は

良好である。人口 10万人中の殺人件数は 9人

で、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル

はそれぞれ 34人、79人、43人（いずれも 2013

年）。軍と警察が良く機能していることなどを

指摘する。

渡邊さんとは随分長いお付き合いになる。『45

章』ではご夫婦で執筆して頂いた。ラテンアメ

リカを代表するニカラグアの詩人、ルベン・ダリ

オ研究の第一人者でもあり、ダリオの詩の翻訳

も出版されている（『青…』文芸社　 2005年）。

渡邊さんは外交官（現バルセロナ総領事）で、同

様の職歴を辿ったダリオとも重なる。葉巻の愛

好家としても著名な方で、ニカラグアのシガー

も紹介して頂いた。

このように執筆メンバーをご覧になればお分

かりになると思うが、本書は実に多岐にわたる

分野の方々に寄稿していただいた。これだけ充

実した内容のニカラグア関連の図書はほかには

ないと自負している。

最後に、筆者の担当した章について、この場

をお借りしてお伝えしておきたいことがある。

合計 18章を担当したが、その中でも特に印象に

残ったのは第 13章「日本とニカラグア交流史

異聞―ユニークな足跡を残した二人」だ。もと

もと掲載する予定はなかったのが、ある事情で

執筆予定者のキャンセルが出て、急遽準備した。

第二次世界大戦を境にした、ニカラグア人と

日本人家族の数奇な人生の軌跡を書いた。開戦

直前の 1940年、アナスタシオ・ソモサ・ガルシ

ア大統領は、ホアキン・サバラ・ウルテチョを

在京総領事に任命する。日本とニカラグア間の
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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
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