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◆はじめに

1979年のニカラグア革命はソ連、東欧の変動を先取りした「新しい社会主義革

命」であったといわれる。しかし、1990年２月の選挙でＦＳＬＮ（サンディニス

タ民族解放戦線）は野党連合に対し「予想外」の敗北を喫し、ニカラグアの実験

は10年で挫折した。

ＦＳＬＮが掲げる３原則のひとつ、「政治的複数主義」は選挙を通じた政権転

換の可能性を含むものであり、オルテガ政楢からビオレタ・デ・チャモロ政権へ

の平和的政権委誕が実現したことは、「新しい社会主義革命」が機能しているこ

とを示すものであって、むしろ、そこにニカラグア革命の現代における有効性を

見出すことができる。しかし、選挙での敗北について考える場合、それだけでは

すまされないものがある。

敗北の原因については、一般に「胃の鮒の問題」であったといわれる。アメリ

カの経済的封じ込め政策と１０年におよぶ内戦によって経済情勢は極度に悪化し、

国民生活もきわめて厳しい状況に追い込まれていた。疲弊しきった国民は一息つ

くために、対米関係が改善して経済が回復することを期待し、野党迎合に投票し

たというのである。実際、経済情勢の悪化は、アメリカの経済封鎖の強化と内戦

激化とに完全に符号しており、アメリカの政策がいかに大きな効果をあげたかが

わかる。これに対して、政府は1985年から経済安定政策の導入を余儀なくされた

が、それはＦＳＬＮの支持基盤である低所御屑の生活を直撃した。
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結局、ニカラグアにおいてもアメリカの存在がいかに大きいかが示されたわけ

であり、選挙での敗北によってふたたび、「しょせんラテンアメリカでは変革は

不可能なのだ」という宿命論が息を吹き返す可能性は大きい。ＦＳＬＮの「新し

い社会主義」のねらいのひとつがアメリカの干渉の回避にあったことを考えると、

いっそうその懸念は強まる。

だが、結論を下す前に、もう一度、ニカラグアの革命過程を再検討する必要が

あるように思われる。というのは、ＦＳＬＮにおいてはこの「新しい社会主義」

概念は最初から具体的に確定されていたのではないとみられるからである。つま

り、ＦＳＬＮのなかには、「混合経済体制」、「政治的複数主義」、「非同盟外

交」という革命の３原則を「戦略」目標ではなく、ＦＳＬＮの権力が確立するま

での「戦術」ととらえていた部分があった。また、たとえば「混合経済体制」と

いっても、国有企業が大きな役割を果たすなかで中央集権的計画経済体制をとる

ものから、民間部門が主導権を握り市場原理が支配するものまで、かなりその幅

は広い。だが、ＦＳＬＮは政権掌握時に、その具体的内容を明らかにしていなか

った。むしろ、「新しい社会主義」の内容はＦＳＬＮの成立から選挙の敗北に至

る２０数年の革命過程を通じて、徐々に「戦略」として確定していった槻がある。

言い換えれば、ニカラグア固有の客観的な条件によって規定されたといってよい。

したがって、「新しい社会主義」の内容が最初から確定していれば事態はまた違

った展開を辿ったかもしれない。

本稿では、この「新しい社会主義」の確定過程をあとづけることにするが、紙

数が限られているために、大筋をたどる形になることをお許しいただきたい。

１「チリの経験」から

ニカラグア革命については、レーガン政権のようにソ連、キューバによる革命

の輸出とみなす考え方は別として、「社会主義革命」と規定することについては

議論が多い。

サンディニスタ政構内部においても、たとえば、ダニエル・オルテガ大統領は、

1988年の革命９周年記念日の演説において、「ニカラグアは革命成功当時から社

会主義であった」と言っている。これに対し農地改革局長官であり、ＦＳＬＮの

理論的指導者でもあったハイメ・ウィーロックは「社会主義モデルは先進資本主

義国にのみ存在する矛盾に対する－つの処方菱であり、ニカラグアでは生産手段
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の全面的国有化は破壊をもたらす」と語り、ニカラグアにおける社会主義体制の

導入に否定的見解を示していた（注ｌ）。

では政樋内部に見解の相違があったのではないかということになるが、これに

ついてはＦＳＬＮ全国指導部メンバーのバジャルド・アルセがうまく表現してい

る。すなわち、革命後、ニカラグア革命の新しさに注目し、ニカラグアを訪れる

西側諸国のジャーナリストは盛んに「サンディニスタは社会主義者か」と質問す

る。これに対し、彼は「たしかにわれわれは社会主義者である。しかし、皆さん

の考える社会主義とは異なる。われわれは今、現在、ニカラグアにとって何が最

もよいのかを考え、政策を実行している。それを社会主義と名付けているにすぎ

ない」と答えているのである（注２）。つまり、「混合経済体制」、「政治的複

数主義」を柱とするニカラグアの革命は生産手段の国有化、プロレタリアート独

裁を基本とする「従来の」社会主義とは異なるが、社会の多数を占める貧しい人

々の復横を目指すという点で広い意味での社会主義革命であるというのである。

ニカラグア革命が本当に広い意味での社会主義の範鴎に入るのかどうか難しい

問題であるが、ここではとりあえず「社会主義革命」という言葉を使っておくこ

とにしたい。

ところで、先のウィーロックはニカラグア革命にはラテンアメリカの革命の経

験、とりわけ「チリの経験」が大きな影響を与えたと語っている（注３）。彼が

「生産手段の国有化はニカラグアにおいては破壊をもたらす」と述べるのは、ア

ジェンデ政樋を追放した1973年クーデターの重みを念頭においたものである。つ

まりチリにおいて社会主義はクーデター直後の拷問等による死者数万人、政治的

経済的亡命者100万人、そして16年半におよぶ軍政と、民主主義と自由の抑圧と

いう大きな犠牲をもたらしたというのである。

チリ人民迎合政府は選挙を通じて政治権力を獲得し、議会制度を通じて社会主

義社会を実現しようとした世界初の政府である。ところが、「平和路線」に否定

的であったチリ社会党はいうまでもなく、チリ共産党も含め、社会主義への移行

期の政府である「人民政府」のあとにくる社会主義体制のあり方については明ら

かにしていなかった。むしろ、暗黙のうちに生産手段の国有化とプロレタリア独

裁が想定されていたのである（注４）。

人民迎合政府は３年におよぶアメリカの経済締めつけ政策と軍部工作の結果、

「熟した柿の実が落ちるように」崩域した。これはラテンアメリカにおけるアメ

リカの存在がいかに大きいかを示す駆件であったが、しかし、ピノチェトのグー
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デターは決して保守派のみが歓迎したのではなかった。人民連合と選挙協力協定

を結んでいたキリスト教民主党（左派を除き）もこれを支持していた。つまり、

生産手段の国有化を埜盤とした「社会主義」に対しては国民の多数が反対し、そ

の阻止のためにはクーデターに訴えることも辞さなかったのである。

２広範な統一戦線への転化

ＦＳＬＮは1963年に成立している。1956年、リゴベルト・ロペスのアナスタシ

オ・ソモサ・ガルシア暗殺によって反ソモサ剛争の口火がきられた後、1958年に

ラモン・ランダレスが、1959年にはキューバに亡命していたカルロス・ファンセ

カがホンジャラス国境に近いポカイでゲリラ戦線を切り開くなど，1958,1959年

の２年間に19のゲリラが活動を開始している1960年にはいると，こうしたゲリ

ラをひとつの統一戦線に繕染しようという計画がもちあがり、1962年になってＦ

ＬＮ（民族解放戦線）が形成された。その後、1963年にＦＬＮはＦＳＬＮ（サン

ディニスタ民族解放戦線）と改名するが、これはサンディーノの名を冠すること

によって、単なる反独裁ではなく、社会改革をもめざす統一戦線に転化したこと

を示すものであった。この転換を指導したのがフオンセカであり、これによって

保守派のゲリラは戦線から脱落する（注５）。

しかし、このころにはＦＳＬＮはまだ、ほんの一握りのメンバーからなる小武

装グループにすぎず、反ソモサ闘争においてはいわゆる反ソモサ・ブルジョアジ

ーなどＦＳＬＮ以外の勢力の運動が先行していた。ＦＳＬＮのヘゲモニーが砿立

するのは革命成功直前の1978年10月から11月にかけて、いわゆる反ソモサ・プル

ジごアジー派の反政府拡大戦線ＦＡＯが交渉による解決に動き出したために国民

の信頼を失い、闘争の第一線から排除されてからのことである。これはブルジョ

アジーの話し合い路線が国民のコンセンサスと掛け離れていたことを示すもので

あると同時に、ＦＳＬＮがこのときまでに、多械なイ房オロギーをもつ多械な階

層の運動のなかに浸透し、反ソモサ迦動のヘゲモニーを握れるほどに成長してい

たことをあらわす。それにともないＦＳＬＮ自身の階級構成、イデオロギーも変

化していた。

ＦＳＬＮの第１の転換は1966年のパンカンサンの戦いのあとに訪れている。こ

れはＦＳＬＮにとっては初の本格的な武装行動であり、ＦＳＬＮはソモサ醜と数

日間の戦闘を持ちこたえるまでに成長していることを示したが、一方では抗戦に
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よって多大な損害を被った。そのため、パンカンサン以後、内部では戦略、戦術

をめぐり激しい論争が展開された。そのなかでフォンセカが強調したのは、革命

の勝利のためには、地政学的条件からいっても決してアメリカを敵に回してはな

らないことと、広範な勢力を結集する必要があること、であった。こうして、

1967年にはＦＳＬＮの初の綱領として反独裁民主主義綱領が採択された（注６）。

パンカンサンの後、ＦＳＬＮは音無しの構えをみせていたが、1974年、ソモサ

派高官の邸宅で行われていたパーティーに乱入して人質と交換に政治犯の釈放に

成功し、その健在ぶりと力の成長を誇示した。パンカンサンの戦いで大きな打撃

を被ったＦＳＬＮがここまで力を回復できた背景には、この間に農民、都市労働

者の組織への浸透に力を注ぎ、支持基盤の形成に成功したことと、キリスト教基

礎共同体を中心とする農民が大量にＦＳＬＮに合流し、勢力が拡大したことがあ

った。

そのなかでも、ＦＳＬＮの勢力拡大とイデオロギー的転換に大きな役割を果た

したのは後者である。

当時、ニカラグアではすでに、キリスト教基礎共同体運動は全国連絡組織がで

きるほどにまで発展していた。しかし、そのために逆に反体制運動の巣としてソ

モサ軍の激しい集中攻撃をあびる結果となり、合法的な活動が困難となって、農

民やスラムの住民たちは迫害をのがれるために、ＦＳＬＮゲリラへ合流したり寸

あるいは地下にもぐり後方支援組織を形成した。彼らは熱い信仰心と生活要求を

基礎として迦動に参加したものであり、こうしたカトリック教徒の多数の参加に

よってＦＳＬＮは急激な組織的拡大を遂げるとともに、階級櫛成も、また、イデ

オロギー的にも変動したのである（注７）。

パーティー乱入駆件そのものは政治犯の釈放をかちとるなど成功裏に終わった

が、この後ＦＳＬＮは再びソモサ軍の攻撃の前に行動の展開を阻まれ、反ソモサ

運動は、いわゆる反ソモサ・ブルジョアジーなど都市の住民や、非ＦＳＬＮ系農

民を中心に展開された。ヘゲモニーが握れないことへの焦りも加わり内部では再

び激しい路線論争が展開され、３派の対立も取りざたされ始めた（注８）。

1978年１月にはプレンサ紙社主チャモロが暗殺され、これを契機に市民迦動は

さらに拡大をみせた。翌２月にはマサヤのモニンボ共同体のインディオが蜂起し、

バリケードを築いて鍬などで武装してソモサ軍と対峠した。ＦＳＬＮは蜂起の報

に接するやだたちに支援にかけつけ、－週間にわたってバリケードの中からソモ

サ軍の戦車や戦闘機と抗戦した。反ソモサ迎鋤はＦＳＬＮとは別個のところで独
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自の展開をとげていたのである。以後、蜂起が全国に広がるなか、８月、ＦＳＬ

Ｎは国会議事堂幽雛を敢行し、９月には全国蛛起を呼びかける。これは、迎鋤の

ヘゲモニーを握るためには、広範な反ソモサjunlIとの共Ｉｊｉ１が欠かせないという認

識に基づいたものであった。

ＦＳＬＮ３派の対立は主として農村に基盤をおいたキューバ型のゲリラ路線を

とるか、戦闘的な祁市の労働者、学生に依拠した蜂起路線をとるかという革命戦

略を巡るものであったが（注９）、現実には非サンディニスタ系の運動が先行し

ており、また、ソモサ難のなりふりかまわぬ攻撃を前に、ゲリラだけではその攻

撃をもちこたえることができず、市民や農民の蝉起に支えられてはじめてゲリラ

活動は可能であるという状況が存在した。その結果、農村と都市の結合、労ＩＭＩ者

・農民の述勤と多繊な迎勅との結合が不可欠となり、二者択一のかたちでくりひ

ろげられていた論争は自然解消されていった。こうして1078年12月、３派の統一

が実現し、翌年１月には広範な階層の結集を目指すテルセリスタ派の反独裁民主

主義革命綱領が統一綱領として採択された。

３「よいブルジョアジー」と「悪いブフレジョアジ－」

1979年５月、ＦＳＬＮの総攻勢の呼びかけにこたえて全国民の一斉蛛起が始ま

り、ついに、７月ｌ９ｐ、ソモサが亡命し、革命は成功した。ソモサ政府の崩壊と

ともに、1979年６月に作成された臨時革命政府綱領に従い、いわゆる反ソモサブ

ルジョアジーを含む新政府が発足する．しかしこの時点においては、ＦＳＬＮ指

導部の内部には依然としてこの臨時政府を社会主繼への移行期の政府とみ,fDf勢
力があり、いつまでを移行期と規定する力､で激しい内部論争が繰り広げられたほ

どであった（注10）。つまり、どの時点でブルジョアジーとの同盟関係を解消し、

ＦＳＬＮの樵力を確立するか、ということである。

臨時革命政府を「移行期」とみなす場合、ブルジョアジーとの同盟は、単に生

産の確保という観点からのみとらえられることになる。これは政策的には、生産

に協力してくれる「よいブルジョアジー」を支援し、「悪いブルジョアジー」は

接収をもって臨むというかたちになる。

ニカラグアはもともと農業国であり、経済全体に占める工業のシェアは小さく、

また、革命後、近代的経済部門を独占していたソモサー族の資産が国有化された

こともあって､政府と大企業、中企業のあいだでは特に大きな問題は超こらなか
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った゜企業数ではきわめて多かった零細企業も、政府の援助方針が確立していた

ために、摩擦は少なかった。後者では政権末期になると生産の後退がみられるが、

これは主として経済状況の極度の悪化のために、原材料の入手が困難になったた

めである。

問題は砂繍、綿花、畜産など農業ブルジョアジーの場合である。ここでは民間

部門助成の方針にもかかわらず、1989年に接収されたサンアントニオ製糖工場の

例にみられるように、生産サボタージュや、亡命などの資本逃避という理由で多

くの農場や工場が国有化されている。

しかし、こうしたブルジョアジーの力も、ソモサ資産の国有化と多くの地主が

亡命したことによってかなり制約され、アメリカのＦＳＬＮ政権転慨政策がなけ

れば政権の掌握は不可能という状態にあった。したがって、ブルジョアジーを政

府側に引きつけるためには、和平努力による内戦終結の実現とともに、ブルジョ

アジーのアメリカからの切り離しが不可欠となるが、アメリカがＦＳＬＮ政府転

覆政策をやめないかぎり、また、「よいブルジョアジー」支援という政策があく

までも生産確保のためであり、将来の展望が不明確な以上、民間部門が協力する

はずはなかった。

ＦＳＬＮが長期的な展望としてブルジョアジーとの協調的発展政策を打ち出す

のは、経済が破滅的状態に陥り、革命の階級的埜盤である下層大衆の生活が大幅

に脅かされてからのことである。こうした危機的状況に直面して、政府ははじめ

て政策全体の見直しを迫られたのである。すなわち、「混合経済体制」は文字ど

おり、国有部ｌ１Ｉｊ、民間部門、零細企業からなる協同組合部門の「鼎立」として把

握されるようになった。

同じことは政治面についてもいえる。

1980年にはいわゆる反ソモサ・ブルジョア派のピオレータ・デ・チャモロとア

ルフォンソ・ロベーロが再建政府を辞任している。これはアメリカのコントラ支

援開始に歩調を合わせたものであると同時に、ＦＳＬＮ側が国家評識会における

サンディニスタ派の代表を増やし、ヘゲモニーを強化しようとしたことも関係し

ている。ＦＳＬＮのこの動きは同じ年の５月から国家評議会が立法樵をもつこと

を見越しての対応であった（注11）。

一方、反ソモサ派ブルジョアジーが要求していた自由選挙の即時実施について

も、サンディニスタの姿勢は不明確であった。自由選挙の実施は民族再建政府綱

領に規定されたものであったが、ＦＳＬＮは時期尚早として1985年への延期を主
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張していた。選挙をＦＳＬＮの権力確立のためのステップとみなしていたのであ

る。そのため、選挙実施のための政党法についても、1981年１月、1982年２月に

それぞれ第1次および第２次草案が発表されているが、政党の機能は単に行政へ

の参画にかぎられ、野党による政権掌膿は除外されていた。完全な自由逃挙を認

めた政党法案が作成されるのは1983年３月になってからのことであり、その背後

にはホンジャラス、コスタリカ両国境地帯からのコントラの同時進撃という危機

的状況が存在したのであり、政権の存亡を目前にしての政策転換であった。こう

して、選挙の早期実施も決定され、1984年１１月には初の大統領、制懲議会選挙が

実施された。この選挙ではＦＳＬＮが勝利し、オルテガ政権が発足するが、しか

し、得票率60％という数字はＦＳＬＮの予想を下回り、いっそうの政策の見直し

をせまられたのである。

しかし、決定的であったのはやはり、身内、すなわち、自らが依拠する「貧し

い人々」の反乱であった。そのなかでも特に大きな役割を果たしたのは牒民と少

数民族ミスキートの反乱である。

４農地改革政策の転換

1981年７月に制定された農地改革法をみてもわかるように（注１２）、ＦＳＬＮ

は大土地の接収についてはきわめて穏健であった。しかし、接収地においては国

有農場の形成が優先されたように、長期的展望としてはやはり集団化を想定して

いた。したがって、農地改革法の「穏健さ」も生産確保のためという色合いが藏

かつた。

ところが、集団化は農民の強い抵抗に直面した。政府は集団化を望まない艘民

に対しては土地を分配しない方針をとったために、これを嫌う農民が反政府ゲリ

ラ、コントラに加わったり、都市へ流出して商業に従事したり、もっとも戦闘的

部分は土地占拠ＩＭｌ１争を展開するなどした。

他方、人口の密度の高い農業地帯マサヤでは、政府が地主を優遇するために土

地分配が遅々として進まないことに抗議して、土地占拠闘争が展開された。１９８１

年にはマナグア・デモも組織され、当地の峨大の地主、ポラーニョス家の土地接

収を求め座り込みが行われた。しかし、これに対して政府はわずかの土地を、し

かも集団的に分配するに止まった。農民の不満は1984年選挙の精果にも表れ、マ

サヤ県におけるＦＳＬＮの得票率は他県と比べて低く、支持基盤であるはずの農
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民層の支持が必ずしも得られていないことが判明した。土地占拠闘争はマサヤに

限らず、レオン、グラナダ、その他の農業地帯にもひろがり、政府はついに政策

の転換を余儀なくされたのである（注13）。

生産確保のための「よい地主」への土地所有の保証と農民の土地要求という二

つの矛盾した目的を満たすために政府がとったのは、地主へ代替地を提供すると

いう方式であった。これは1985年６月、マサヤで実施された。初め抵抗していた

最大の地主ポラーニョス家も最終的にこれを受け入れたことから、成功製に終わ

り、マサヤ方式として全国的に適用された。

この政策転換は1986年１月の農地改革法の修正として結実した。修正法では農

地所有限度は撤廃され、耕作されずに放遡されたり所有者が亡命したりした土地

に限り接収することとされた。また、土地なし腱民を含む農民への土地分与と資

金援助が重要11｢項として規定された。その結果、1985年を境として、接収地は個

人への分配が主流となり、既存の集団農場の解体も進んだ（注14）。

５ミスキートの反乱

ミスキート族は大西洋岸セラヤ県に住む少数民族であり、地理的に太平洋側と

隔絶していたこともあって、大西洋諸国、近年では特にアメリカとの経済闘係が

深く、そのため伝統的に反マナグアの傾向が強かった。ミスキート族の指那者の

ひとり、ファゴスが親ソモサ派として知られるように、親米という点からソモサ

との結びつきも大きかった。したがって、革命後、ミスキート問題がアメリカの

ニカラグア政府に利用される余地は-'一分に存在し、実際、それは内戦という特殊

状況のもとで悲llU1的な展開をとげることになった。

ＦＳＬＮ自身も認めているように、サンディニスタ政権は少数民族問題への無

知からその特殊性を認識することができず、ミスキートを「貧しい人々」、「貧

しい地域」という観点からのみとらえ、問題は経済発展によって解決できるとい

う立場をとった。すなわち、中央政府の「貧しい人々」のための政策をほぼその

まま適用したのである。ところが、歴史的に中央政府から無視され、そのために

独自の政治．経済・文化圏を形成していた少数民族の目には、文盲対策や道路網

の建設を初めとする革命政府の統合政策の遂行そのものが、マナグアの「侵略」

と映ったのであった。そればかりでなく共有地の接収、鉱業、森林業、漁業など

寳源産業の国有化なども、森や川を自由に歩き回り、自然とともに生きてきたミ
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スキート族の生活基盤を脅かした（注１５）。ミスキート族はホンジャラス国境を

流れるココ川を越えて自由にホンジャラス領に行き来しており、ここに基地をお

く反革命ゲリラとの合流が進むのは必至であった。

こうした対立感悩に拍車をかけたのがタスバ・ブリへの強制移住問題である。

これは、1981年末、コントラに加わるファゴスが赤いクリスマス作戦と称してホ

ンジャラス国境地帯の少数民族居住地へ激しい攻撃を行ったのに対して、攻撃か

ら住民を保護し、また、ミスキート族とコントラとを切り離すために、政府が住

民の移住を実行したものであった。ところが、この政策はミスキートを生活の場

であり、宗教的シンボルであったココ川から切り離すことを意味したため、移住

地から逃亡するミスキートも多く、また、コントラに参加したミスキートによる

タスバプリ製撃事件が起きるなどした。結局、タスバプリ問題は大西洋岸の少数

民族を決定的にコントラIIllに追いやる役曹Ｉを果たしたのである。

これに対してＦＳＬＮ政府の内部では早くも1981年に少数民族の特殊性を指摘

し、大西洋岸政策の見直しを求める声があがり、同年８月には原則宣言が発表さ

れた。これは、中央政府の一般原則の枠内で少数民族の特殊利益を誕めたもので

あったが（注１６）、このときにはミスキート族は大西洋側セラヤ県のほぼ全域に

わたる完全自治を求めており、受け入れられる状況ではなかった。しかし、ミス

キート族内部の内紛もからみ、1984年末から自治へむけての本格的な話し合いが

始まり、1987年の自治法の制定によってようやく紛争は終止符を打たれたのであ

る（注１７）。

ＦＳＬＮが10年間の革命過程から学んだのは、ニカラグアは貧しい農業国であ

り、現代の発展途上国の農業社会に固有の階級柵造をもっているということであ

った。言い換えれば、従来から社会主義革命の階級的基盤とされてきた「労働者

と農民の同盟」という概念は当てはまらないことを認識させられたのである。実

際、この国では本来の意味での工業労働者はきわめて少ない。労働者の圧倒的部

分は農業労働者であり、しかも土地をもたない日履い労働者がその半数を占める。

彼らは労働者というよりも、農民であって、土地への愛着もきわめて強い。

さらに、ニカラグアの場合、労働人口の多くを占めるのは零細な手工業者、商

人などである。この層は「労働者と農民の同盟」という理論では無視された部分

である。しかも、商人といっても露店商などであって、実態としては低所得層に

含まれるが、それにもかわらず、ニカラグアのような貧しい国では中間厨的な立
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場にあり、実際、意識も中間層的である。

つまり、ＦＳＬＮは国民の圧倒的多数を占める底辺層のための社会主義の実現

を目指したが、こうした人々は貧しいという点では共通でも、「労働者と農民の

同盟」という概念ではくくれないきわめて多櫛な姿をとり、多様な願望をもつ人

々だったのである。オルテガ大統領は革命９周年の演説でニカラグアは農民、労

働者、手工業者の国であると規定しているが、それはこうした認識の上にたつも

のであった。

他方、ブルジョアジーに関しても、工業発展が遅れ、零細工業がそのほとんど

を占めるなかで、わずかな近代工業を独占していたソモサー族の資産が国有化さ

れたために、ひとつの階級を構成するだけの力をもたなかった。

これは農業においても同じであり、サンディニスタは、ニカラグア農業の最大

の問題は土地所有形態ではなく、発展の遅れにあると考え、「よい地主」、農民、

国有セクターの３部門による協調的発展を打ち出した。ニカラグアの国土は広く、

農民への土地分与のための十分な土地があり、生産性の高い「よい地主」の土地

を接収する必要はない、というわけである。

このようにＦＳＬＮは政権掌握後、ニカラグア固有の現実に直面しつつ「新し

い社会主義」の必要性を認識させられてきたが、この経験は、同じく多椴な社会

であるその他のラテンアメリカ諸国の変革を考えるうえでも大きな意義を持つも

のと思う。
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