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ブラ市内の私設擁護院内の聖フェリーペ礼拝堂

が、����年に同市を襲った地震でかなりの被害

を受けたことを記しておきたい。天井が崩れ、

一時は空が見えたという。上の写真でわかるよ

うに、地震から �年を経た現在、修復が少しず

つ進んでいる。

今回の訪問時に、幸運にもシスターの許可を

得て内部の確認と写真撮影を行うことができた。

それは筆者に、聖フェリーペ崇拝の歴史のひと

こまに立ち会っているかのように感じさせた。

時代とともに変容する聖フェリーペ崇拝の歴

史を今後とも考察していきたい。 □■

『外交と移民―冷戦下の米・キューバ関係』（名

古屋大学出版会、���
年）� 神奈川大学・上

英明

著者は、オハイオ州立大学に提出した博士論

文を基に、����年 月、次の英文著作を出版す

ることができた。本書は、この英文著作の成果

を日本語の著作としてまとめ直したものである。
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＜目次＞

序章

第 �章　革命と反革命―ワシントン、ハバナ、

　マイアミの三角関係

第 �章　暴力の遺産―米・キューバ関係とカ

　リブ海のテロリズム

第 �章　対話の機会―ジミー・カーターとフィ

　デル・カストロ

第 	章　危機の年―移民管理をめぐる米・キ

　ューバの外交闘争

第 �章　反転攻勢―レーガンの登場と反革命

　の「アメリカ」化

第 章　共存と対立―移民交渉とラジオ・マ

　ルティが意味するもの

第 �章　膠着の継続―冷戦終結と反革命勢力

　の政治的台頭

終章

「よい研究になるだろうね。でも、君の本を

見ることができないのは残念だ」。本稿の執筆

依頼をお受けした際、最初に頭に思い浮かんだ

のが、この言葉だった。米国国務省の元高官マ

イルズ・フレチェッテ氏から頂いた最後のメー

ルである。わざわざ得体の知れない若者とのイ

ンタビューに応じたものの、結局、本の出版に

は辿り着かないという意味だろうか。それとも

私が日本人であるから、おそらく本も日本語だ

ろうと思われたのか。

いずれも著者の勘違いであった。彼はその数

年後に帰らぬ人となる。おそらく本の出版まで

には時間がかかることを理解していたのだ。そ

して、それまでに自分が生きていることはない

と。

本書は半世紀にわたる米・キューバ関係の歴

史を描き直すことを目的としたものである。な

ぜ ���	年 ��月にいたるまで、両国の外交関係

が途絶えていたのか。なぜ中国やヴェトナムと

国交正常化を実現し、経済関係を深めてきた米
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国が、国交回復の条件として、このキューバに
だけは体制転換を要求してきたのか。どうして
冷戦期、そして冷戦後においても、キューバだ
けがこのような特別扱いを受けてきたのか。
こうした問いについて、従来においてはとくに

在米キューバ人社会の政治的影響力を指摘する
ことが常であった。1959年の革命以来、キュー
バの革命政権に反抗する勢力（いわゆる反革命
勢力）が米国フロリダ州に集まり、全米人口の
1%に満たないにもかかわらず、ロビー活動や選
挙政治を通じて国交正常化を阻止してきたとい
うことである。
そこで本書では通常の外交史とは異なるアプ

ローチをとった。すなわち、二つの国家中枢に
あたるワシントンとハバナに加え、反革命の拠
点となったマイアミを物語の中心に据えたので
ある。通常であれば二つの政府のやりとりで済
む外交の話をわざわざ移民社会をまじえた三角
関係として捉え直すことには、大変な労力を要
する。しかし本書においては、こうでもしなけ
れば米・キューバ関係の歩みを理解することは
到底できない、という主張を展開している。
こうした独自の枠組みをとるがゆえに、本書

は次の 2点において特に際立った特徴を有する
ものとなった。まず、通常のワシントンとハバ
ナの「外交」(Diplomacy)をグローバル冷戦と
いう国際関係史の文脈で捉えつつ、マイアミの
「移民」（Migration）を生み出すキューバ社会の
変容を中南米史において、そして移民を受け入
れる米国社会の変容を米国史において、それぞ
れ考察したという点である。言い換えれば、米・
キューバ関係の歩みを米国史、中南米史、そし
て国際関係史が重合する地点において追ったわ
けである。
そしてもう 1点が、このような研究視角を正

当化するために、ワシントン、ハバナ、マイア

ミにおいて膨大な一次史料を分析し、その成果
をまとめたという点である。幸い、これまで入
手できなかった新たな史料が相次いで関係各国
で見つかることになり、本書の内容は当初の予
定よりも重厚となった。その一方で、本務校に
おける教務・事務仕事の増加による研究時間の
圧迫、著者自身の怠惰、そして何より慣れない
英語での執筆とそれに伴う校正作業の長期化も
重なり、出版予定日は想定よりもだいぶ遅れて
しまったのである。
歴史研究において一次史料による分析は不可

欠である。どのような内容であれ、研究書という
のは、分析対象となるものを自ら読み解き、比較
考量した上で導かれた解釈によって導きだされ
た考察をまとめたものでなければならない。こ
の作業を怠れば、歴史のプロとして失格である。
当然、史料の分析には時間がかかる。しかも、

米・キューバ関係のように様々な思惑が常に交
錯し、真偽が怪しい情報が飛び交うとなると、
そもそも史料から読み取れた内容が客観的なも
のなのか、それとも史料作成者の勘違いによる
ものかも判別が難しい。ある文書で「○」と書
いてあっても、次の日付の文書で、「実は×だっ
た」と出てきて、昨日の「大発見」が数ある「落と
し穴」の一つに過ぎなかったということもある。
こうして複数の史料による裏付けが必要にな

るわけだが、そのためには相当な量の史料をそも
そも所有していなければならない。米・キュー
バ関係の場合、ワシントンの史料に基づく知見
をマイアミ、あるいはハバナで得た史料によっ
て、その真偽を確認するという作業を要するわ
けである。場合によってはこれでも上手くいか
ない。そこで本書では、さらにイギリス、メキ
シコ、日本、カナダ、そしてソ連の史料も可能
な限り集めて使っている。
しかし、それでも埋めきれない場合はどうす
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るのか。ここで用いたのが口述記録である。も
ちろん、この種の記録の扱いには注意が必要で
ある。そもそも話を聞く相手が適切なのかどう
か。いくら話してくれても、本当に当時の状況
を熟知する立場にあったのか。巷の話を自分が
さも体験したかのように話す人はいくらでもい
るが、これは全く頼りにならない。
また、本人が本当に当時のことを鮮明に覚え

ているのかどうかも分からない。人間の記憶と
いうのは基本的にはあてにならないが、何十年
も前となればなおさらである。それから覚えて
いたとしても、話したがらないということもあ
る。こればかりはどうしようもない。途中まで
は勢いよく話が進んでも、ある話題に移ると急
に口を閉ざすという具合である。
最も気をつけなければならないのは、当事者

への過剰な感情移入だろうか。これは人間同士
なのである程度は仕方がないことなのかもしれ
ないが、それでも度が過ぎれば大変なことにな
る。歴史家は冷厳たる分析に基づいて自身の解
釈を提示するべきであり、安易に特定の個人や
団体の代弁者になることがあってはならない。
しかし、それでも口述に価値を見いだすこと

は可能である。まず文字史料に残されている情
報がしばしば限られていることがわかる。本当
はもっと面白い話が潜んでいて、それを聞くと
文字史料の行間に隠された意味がより深く理解
できることもある。また、当事者たちがどのよ
うな記憶を（真偽を問わずに）保持しているの
かを確認することは、歴史認識を問う際には特
に大事である。
そして同じく重要なのが、他の史料ではどう

しても裏付けが取れなかった情報が、口述によっ
て取れるという場合である。当然、ここでは当
事者の発言をそのまま鵜呑みにするのではなく、
その利害・関心に照らして丁寧な考察がなされ

るべきだろう。その結果として信頼に足るとい
う判断が下されるのであれば、あとは研究者本
人の責任において、準用すればよい。
私にとって幸運だったのは、合衆国、キュー

バ、そして移民社会マイアミで、多くの当事者
たちからの協力を頂けたことである。これにつ
いては政治的な立場を超えて、歴史研究の重要
性を認めてくれた方々一人一人に、感謝の意を
表するばかりである。
とはいえ、話をする側はどういう心持ちなの

だろう。友人の紹介で応じてくれた人もいれば、
純粋に私の研究に興味を示してくれる人もいた。
自身の思い込みを相手に押し付けようとする人
もいれば、それまで政府の公式見解をくり返す
だけだったのに、史料との食い違いを指摘され
て苦笑いを浮かべる人もいた。もちろん、本当
の心境は本人にしか分からない。
これに関して最も印象に残った相手の一人が、

フレチェッテ氏であった。米・キューバ関係に
ついて彼が話をしたのは私が最初で最後のよう
である。その彼が、当時の機密事情を自ら包み
隠さずに話すのだから驚いた。インタビューを
終えた後に頂いたアドバイスもある。「話した
い相手がいれば、とにかく連絡してみるといい。
それまで嫌がっていても急に話したいと思う日
が来るかもしれない」。
歴史研究者にとって、口述記録は諸刃の剣で

ある。裏付けが取れないことは当然書けないし、
感情移入すれば自身の分析にも影響が出る。そ
もそも実際に会うまでにも準備に膨大な時間が
とられてしまうし、準備しても相手に会えない
ことも多い。それでも歴史が現在と過去の対話
である限り、実際に本人と話す機会を求めるこ
とには、その労力に見合う価値があると今は考
えている。
あらためて本書の刊行に至るまで、お世話に
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なった方々への感謝の気持ちを伝えたい。本書
の出来が満足のいくものであるかどうかは読者
のご判断に委ねる他ないが、少なくとも後進の
方々がより上のレベルの研究を行うための踏み
台にはなるのではないか。せめて私が拾い上げ
た歴史の声を新たな物語の創造へと役立ててく
れたら幸いである。 □■

『島の「重さ」をめぐって―キューバの文学を読
む』（松籟社、2018年）-東京外国語大学・久
野量一

序章　キューバ、「肯定の詩学」と「否定の詩
　学」
第一部　ピニェーラとアレナス
　第一章　断片の世界―ビルヒリオ・ピニェー
　　ラを読む
　第二章　ブエノスアイレスのビルヒリオ・ピ
　　ニェーラ
　第三章　革命とゴキブリー作家レイナルド・
　　アレナス前夜
第二部　革命と知識人たち
　第四章　騒々しい過去と向き合うこと―ラフ
　　ァエル・ロハス『安眠できぬ死者たち―
　　キューバ知識人の革命、離反、亡命―』を
　　めぐって
　第五章　『低開発の記憶』にみるエドムンド
　　・デスノエスの苦悩
　第六章　亡命地としてのアルゼンチンーアン
　　トニオ・ホセ・ポンテとカリブ文学研究を
　　めぐって
第三部　冷戦後のキューバ
　第七章　「革命文学」のゆくえ
　第八章　ポストソ連時代のキューバ文学を読
　　む―キューバはソ連をどう描いたか？
　第九章　反マッコンド文学―二十一世紀キュ

　　ーバにおける第三世界文学とダビー・トス
　　カーナ『天啓を受けた勇者たち』

本書は、これまで 20年近くに渡って書いてき
たキューバ文学に関係する既発表論文を一冊に
まとめたものです。論文を雑誌に発表すれば、
PDFで公開される時代。上記の論文も、すべて
ではないですが、ネットで探せば苦もなく同じ
タイトルの論文を見つけだすことができます。
でも、本にするにあたっては大きく書きかえた
り、二つに割ったりしたものもあります。ネッ
ト上にあるものを否定する気はないのですが、
こちらのほうを決定版にしたいと思っています。
全体は先に掲げたとおり、序章を独立して立

て、その後に各三章からなる三部で構成されて
います。書いた順番でいうと、第一部に入って
いる論文が一番古く、第三部が最近のものです。
こうしてみると、自分の関心がまずはキュー

バ文学の「外」にあって（第一部）、その後「内」
へ向かい（第二部）、それを経て、第三部ではま




