
－機器・試薬 30(1)，2007－   

－137－   

～PURA VIDA TOURISM～19～～～～～～～～～～～～～～～  
 

カリブに浮かぶ古き良き島 

ヘミングウェイが愛した常夏の楽園紀行 
 

Dr. Andrews Cross 

                          

 

 2006 年 7 月 31 日(現地時間)，キューバ国営

のテレビやラジオはフィデル・カストロ国家評

議会議長が腸内出血により緊急手術を受け，入

院中であるとの議長声明を一斉に報じました。

声明ではカストロ議長の容態は安定しているが，

数週間の安静が必要であること，これまでカス

トロ議長が掌握していた権限を一時的に実弟の

ラウル・カストロ国家評議会第一副議長や他の

複数の国家幹部に委譲したことも併せて発表し

ていました。その後もキューバ国内では一般国

民生活が平穏に続けられ混乱などはなく，また

キューバ政府は国民に対して以前にも増して平

静を保つよう機会あるごとに指導しており，国

民もこれに従っているとのこと。 

 しかしながらカストロ議長の病状によっては

不測の事態が発生する可能性も排除されないた

め，急遽 2006 年 10 月にキューバを訪問するこ

とにしました。1 人旅なので渡航にあたり，新

聞やテレビなどを通じて 新情報を入手し治安

情勢の把握に努めるようにと忠告され，在キュ

ーバ日本国大使館の連絡先および緊急連絡先と

して領事と副領事の携帯電話の電話番号も教え

られました。また国民全体がカストロ議長の容

態を心配していることを考慮し，キューバ人と

の間で無用のトラブルを起こさないよう言動に

はくれぐれも注意するようにと言われました。 

 メキシコ湾の入口にあるキューバは，大西洋

とカリブ海に囲まれ，大小 1,600 の島々や岩礁

からなる島国です。キューバ本島は東西に 

1,250 km と細長い島で，面積は 11 万  km2で日本

の 1/3 の大きさです。 

 

 

キューバの地図 
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   キューバの顔，カストロ議長とヘミングウェイ      植民地時代の雰囲気漂うハバナの旧市街 

 

 “ カリブの真珠 ” と称される美しき島国キュー

バ。文豪アーネスト・ヘミングウェイがこよな

く愛したこの国には美しい海に加え，スペイン

植民地時代の面影を残すコロニアル調の街並み，

行き交うクラシックなアメリカ車，サトウキビ

畑ののどかな風景など，どこか懐かしい雰囲気

があふれています。またアメリカ統治時代の大

富豪達が創り上げたカリブの天国だったことも

あり，その当時の贅を尽くした建物も多く残っ

ています。この度は首都ハバナ，植民地時代の

雰囲気漂う古都トリニダー，美しい自然景観が

広がるビニャーレス渓谷など，キューバが誇る

数々の世界遺産を訪れました。また葉巻の街ピ

ナール・デル・リオの観光や世界的に有名なキ

ャバレーショー ｢トロピカーナ｣ の見学で，キ

ューバの文化にもふれました。 

 日本からキューバへの直行便はありません。

カナダのトロントまたはメキシコシティ，カン

クン経由が一般的ですが，ヨーロッパ経由(パ

リ/マドリッド/ロンドン)のフライトもあります。

この度は晩秋のトロントで 1 泊してから常夏の

ハバナ国際空港(ホセ・マルティ国際空港)へと。

空港でスルーガイドの Jorge Luis Cruz Silva(通

称ルイス)さんに出迎えられました。ルイスさ

んはカストロ議長が訪日した際に通訳を務めた

こともあり，この度の一人旅にとっては心強い 

味方です。滞在期間中の足としてタクシーをチ

ャーターしました。ドライバーのラサロさんは

スペイン語しか話せませんが，陽気で気のよさ

そうなキューバ人です。 

 外国人用の通貨はキューバ兌換ペソで，両替

にはアメリカドルに限り10%の手数料が別途加

算されます。さらにアメリカ系銀行発行のカー

ドは使用できません。両替はカナダドルかユー

ロがお勧めです。まずは空港でカナダドルをキ

ューバ兌換ペソに両替してから旧市街にあるホ

テルへと。一息ついて夕方から  “ ヘミングウェ

イ派  ” の観光を。ハバナ湾に面し世界遺産に指

定されている旧市街を散策しました。旧市街は

今でもスペイン植民地時代の面影を色濃く残し

ています。ここにはヘミングウェイが常宿とし，

名作『誰がために鐘は鳴る』を執筆した由緒あ

るホテル｢アンボス・ムンドス｣があります。窓

がなく設備は多少簡素ですが，オレンジ色のコ

ロニアルな外観と，クラシカルな内装が当時の

趣をそのまま残しています。夕食はヘミングウ

ェイが通った店として有名な ｢フロリディータ｣

でシーフードを食べ，食後に  ｢ラ・ボデギー

ダ・デル・メディオ｣ で彼が愛したモヒートを

飲みました。ラム酒をベースとしたカクテルの

モヒートとダイキリはヘミングウェイが愛した

カクテルとして有名です。 
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ラ・ボデギーダ・デル・メディオでモヒートを飲む 

 

 

ヘミングウェイが愛したカクテル，モヒート 

 

《〔モヒートの作り方〕ロンググラスにミント

の葉を入れ，葉を軽く押し潰します。紙パック

3 つ分のコーヒーシュガーを入れ，適量のラム

酒を注いでよく混ぜ合わせてからレモン水で割

り，氷を浮かべてストローをさします》 

 

カリブ海を見つめるモロ要塞 

 

 キューバの主要産業のひとつに数えられるの

がサトウキビです。またサトウキビから作られ

るラム酒もこの国の特産品で，国民もこのラム

酒をこよなく愛しています。ラムの国キューバ

で も有名なブランドは『ハバナクラブ』です。 

 翌日，午前中は 16～17 世紀に造られた要塞

巡りや革命博物館などのキューバ革命の名所巡

りと，“ 歴史探究派 ” のハバナ市内観光を。キュ

ーバ革命の英雄といえば誰もがフィデル・カス

トロとチェ・ゲバラの 2 人をあげるでしょう。

1950 年代，米国の傀儡政権であったバティスタ

独裁政権の下では貧困層が拡大し，その一方で

ひと握りの資本家が利益を独占。その国状を憂

慮し，立ち上がったのがこの 2 人の英雄でした。

当初  80 名程から始まった革命が，その後約  3 

年間で社会主義革命を成し遂げることができた

のは，国民の大多数が彼らを支持したからに他

なりません。革命博物館や革命広場などを巡り，

実際に革命で使われた戦車や兵営などを見学し，

キューバの革命の歴史に触れました。 
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支倉常長の像 

 モロ要塞に行く途中，湾岸通りにある武士の

銅像に一瞬目がとまります。銅像は支倉常長

(はせくら つねなが)の像で，彼はキューバを

訪問した 初の日本人であると見なされていま

す。キューバと日本の直接交流の歴史は，1614 

年 7 月 23 日に溯ります。その日ハバナに『慶

長遣欧使節』の途中で立ち寄ったのは，風変わ

りなまばゆい衣装を身にまとった人目を引く一

行で，彼らを率いていたのは支倉常長という仙

台藩主伊達政宗に仕える藩士でした。彼はその

時，伊達政宗の命を受けてスペイン王への親書

とローマ法王への親書を運んでいたため，約 

150 人の武士・船員・使用人を同行していたの

です。指令とは，日本と  “ 新大陸  ” との間の通

商関係を樹立すること，カトリックの宣教師が

日本にやってくるように促すこと，メキシコの

銀と仙台の金とを交換取引することでした。 

 旧国会議事堂のカピトリオ 
 

 クラシックなアメリカ車  
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 蒸気機関車でロス・インヘニオス盆地を走る 

 

 

マナカ・イスナガの奴隷監視塔 

 

 午後からは再び  “ ヘミングウェイ派  ” の観光

で，ハバナの郊外にあるコヒーマル村を訪れま

した。昼食はこの村でヘミングウェイの行きつ

けだったレストラン ｢ラ・テラサ｣ にてヘミン

グウェイ好みの漁師スープとパエジャを。レス

トラン内部には当時の貴重な写真が多く展示さ

れています。彼の名作『老人と海』は，コヒー

マル村を舞台にした小説です。コヒーマル村を

観光した後は，かつて砂糖と奴隷貿易で繁栄し

た古都トリニダーへと。 

 翌朝はトリニダーのホテルで朝食を済ませて 

 

古都トリニダーの街並み 

 

から鉄道駅に行き，蒸気機関車ツアーに参加。

蒸気機関車は世界遺産のロス・インヘニオス盆

地をゆっくりと走り，マナカ・イスナガへと。

マナカ・イスナガではサトウキビ畑はもとより，

奴隷監視塔をはじめ当時の建物を見学しました。 

 その後，車でトリニダーへ戻り，昼食は ｢エ

ル・ヒグエイ｣ にてトリニダー名物のチキンパ

スタを。食後はトリニダー観光。ロマンティコ

博物館，カテドラルをはじめとしたコロニアル

建築に囲まれたサンティシマ広場を巡りました。 

18 世紀の街並みがそのまま残されたトリニダー 
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 映画｢ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ｣の舞台を追体験 

 

 緑の自然美を誇る，世界遺産のビニャーレス渓谷 

 

は，石畳の道，パステルカラーに塗られた家並

みとそこで暮らす人々，いたるところに絵にな

る風景が存在しています。観光後は，キューバ

音楽とダンスのバーで知られる ｢ラ・カンチャ

ンチャラ｣ でトリニダー名物のカンチャンチャ

ラ(ラム酒をレモン水で割りハチミツを加えた

カクテル)を飲みながらキューバ音楽と陽気な

トリニダー美女とのダンスを楽しみました。 

 トリニダーからハバナに戻り，夜は映画『ブ

エナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』に代表され

るソンで一世を風靡したスーパースター，ベニ

モレの ｢アミーゴス・デル・ベニ(タベルナ・ベ

ニ・モレ)｣ にて夕食とキューバ音楽を楽しみま

した。 

 ラテン音楽発祥の地のひとつに数えられるキ

ューバ。ソンやサルサ，マンボなどがキューバ

発祥の音楽として有名です。いつも街のいたる

ところで音楽が響き渡り，街中を歩いているだ

けで，いかにこの国の国民が音楽を愛している

かがよく分かります。またダンスもこの国を語

るには外せない文化です。 

 キューバ音楽で楽しんだ翌日は，キューバ西

部の観光をしました。まずは世界 高級の葉巻

の生産地として有名なピナール・デル・リオ。

葉巻はキューバの主要産業のひとつです。キュ

ーバ産の葉巻は世界的に有名で，チェ・ゲバラ

も愛用していました。葉巻は 1 本 1 本手作りで

あり，その様子が見学できる工場は，とても興

味深い観光地のひとつです。その後は，モゴテ

(ビニャーレス)展望台から美しい自然景観を誇

るビニャーレス渓谷の眺望，インディオの洞窟

探索，山肌に描かれた巨大な絵画などを見て， 
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 山肌に描かれた巨大な絵画 

 

 

世界的に有名なキャバレーショー 
「トロピカーナ」の美女 

 

昼食にキューバ名物コングリス(黒豆入りご飯)

とアサード(豚肉のステーキ)を食べました。 

 観光後はハバナに戻り，夜は世界的に有名な

キャバレー ｢トロピカーナ｣ でキューバ国立舞

踏団の選りすぐりのダンサー達による豪華絢爛

なスペクタル・ショーをキューバーリブレ(ラ

ム酒をコーラで割ったカクテル；スペイン語で

“ キューバの自由  ” という意味)を飲みながら鑑

賞しました。スケールの大きなショーは決して

観客を飽きさせることがありません。 

 魅惑のハバナと古都トリニダーを主にした 4 

泊 5 日のキューバ滞在は，アッという間に過ぎ

てしまいました。帰路もトロントで 1 泊し，日

付変更線を越えて日本へ。 

 

 後に治安情勢について一言。｢旅行者が被

害にあうような事件はほとんどありません｡｣ と

いうガイドのルイスさんの言葉を，昼夜ともに 

1 人歩きで街を散策して実感しました。またシ

ョーの帰りには車窓から現地の若い女性が深夜

にもかかわらず平然と歩いているのを見かけま

した。帰国後，この原稿を執筆中に “ 末期がん ” 

など重病説の根強いカストロ国家評議会議長が 

80 歳になったことを祝う記念式典が，首都ハバ

ナの革命広場で行われました。式典では議長が

姿を現すか注目されましたが， 後まで姿を見

せなかったため，回復が思わしくなく公務復帰

は難しいのではないかとの懸念が再燃したとの

報道。しかしながら訪問中にルイスさんが ｢カ

ストロ議長が掌握していた権限を委譲してから

約 3 カ月経過しても国家は安定しており，万一

の時でも国民は現在の生活にとくに不満はない

ので，不測の事態が発生することはないでしょ

う｡｣ と言い切りました。僅かな滞在期間での見

聞ながら私もルイスさんの意見に同感です。 

 世界遺産に指定されているハバナの旧市街や

古都トリニダーをはじめ，キューバにはコロニ

アル調の美しい街が点在しています。また大き

な街では博物館に展示されていてもおかしくな

いようなクラシックカーが頻繁に走っていて，

コロニアル調の街並みと相まって，まるで 50 年 



  －機器・試薬 30(1)，2007－ 

  －144－ 

代から時間が止まってしまったかのように思え

ます。しかし，“ カリブの真珠 ” も時代とともに

少しずつ昔の面影を失ってきています。今だか

らこそ，古き良き面影が残るキューバへ行って

みませんか。 

 

＜付録＞ キューバの医療状況 

 ガイドから聞いたキューバの医療状況につい

て簡単に紹介します。キューバ国内には，約

440 の診療所と約 280 の病院があります。観光

の途中で診療所と病院を見学しましたが，日本

とさほど遜色ありませんでした。 

 キューバではホームドクター制度が確立して

おり，まずは各町村にある診療所で診てもらい，

必要に応じて病院を紹介受診となります。社会

主義のため当然医療費負担はありません。医師

は全て公務員ですが，給与は全員が一律ではな

く，有能な医師は国家負担で留学したり高額な

給与で働くといった資本主義の良い点も取り入

れており，医師のモチベーションを高めていま

す。 

 会社員などの健康診断は年 3 回実施されます。

当然無料で，しかも病気が発見されれば無料で

治療が受けられます。またキューバにはホーム

レスがいません。ホームレスは，ホームレス専

用の施設に無料で収容され，病人は病院や施設

で世話されます。 

 観光客の治療を行っているインターナショナ

ルクリニック(外国人用診療所)は，ハバナ，ピ

ナール・デル・リオ，バラデロ，シエンフエゴ

ス，トリニダー，カーヨ・ココ，サンタ・ルシ

ア，グアルダラバカ，サンティアゴ・デ・クー

バにあります。またインターナショナルファー

マシーも各州の州都にあります。ちなみに海外

旅行傷害保険に未加入の旅行者は，キューバ到

着後，ASISTUR 保険会社の保険に加入すること

ができるそうです。 

 

 

 

 

 


