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として収録している。

期待するところ
ボルヘス、ガルシア＝マルケス、あるいは近

年評価の高いボラーニョなど、1940年代以降現
代に至るイスパノアメリカ文学については、翻
訳紹介も増えているし、日本での関心も高い方
だろう。またラテンアメリカ諸国にかかわる 20

世紀の歴史的・社会的状況を扱った文章もかな
り幅広く日本語で読める。しかし 19世紀とな
ると、いずれの分野においてもまだまだ日本語
で読める参考書すら少ないのが実情だ。
本書は何よりも、19世紀イスパノアメリカの

文学・思想・歴史・社会に関心を持った学生や若
い研究者がまず日本語で、注や参考文献も含め
てこのテーマに関わる研究の現状を広く把握で
きる中級入門書となることを目指している。本
書を手がかりに、19世紀イスパノアメリカ研究
の裾野が広がってくれることを期待している。
□■

『メキシコにおける聖フェリーペ・デ・ヘスス崇
拝の変遷史―神の沈黙をこえて』（明石書店、
2019年）-滋賀大学他非常勤講師・川田玲子

本書は、筆者が 35年間に亘り調査し続けた
メキシコにおける聖フェリーペ・デ・ヘスス崇
拝の変遷の歴史をまとめたもので、平成 30年
度日本学術振興会研究費助成事業「研究成果公
開促進費」（学術図書課題番号 18HP5114）の交
付により刊行された。
本書が扱うフェリーペ・デ・ヘスス（以下フェ

リーペという）はメキシコ生まれのスペイン人
で、1597年に長崎・西阪の丘で磔に処せられた
26聖人のひとりである。
この長崎殉教事件が最初の出来事となる「日

本キリシタン殉教事件」は近年、メディアの注

目を受けた事象でもある。まず 2017年に高山
右近（17世紀にキリシタンであるがゆえに国外
に追放され、フィリピンのマニラで死亡）が列福
された。さらにはマーティン・スコセッシ監督
が遠藤周作著『沈黙』を映画化した。また 2018

年には長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産が世界文化遺産に登録された。偶然ではある
が、2019年の本書の出版はこれらに続く出来事
となった。
本書の章立ては次のとおりである。

序章
第一部　副王領時代の聖フェリーペ・デ・ヘス
　　　　ス崇拝
　第一章　フェリーペ・デ・ヘススの生涯
　第二章　殉教事件と反響
　第三章　聖フェリーペ・デ・ヘスス崇拝の始
　　　　　まり
　第四章　クリオージョのシンボル



自著紹介 67

　第五章　聖フェリーペ・デ・ヘスス崇拝の定
　　　　　着過程
第二部　独立国家における聖フェリーペ・デ・
　　　　ヘススの変容
　第一章　メキシコ独立前夜の聖フェリーペ・
　　　　　デ・ヘスス崇拝
　第二章　メキシコ聖人への道
　第三章　聖フェリーペ・デ・ヘスス崇拝の大
　　　　　衆化と普遍化
おわりに
史料集
附録（現地調査の結果報告）

フェリーペの生前について分かっていること
は少ない。誕生年や幼少時代などはほぼ不明で
ある。明白な史実として指摘できることは、若
くしてフィリピンへ渡り、一時帰国の途につい
た際に乗り合わせた船が遭難し、日本に漂着、
その結果、殉教事件に巻き込まれ、磔刑に処せ
られたことである。
彼は長崎で殉教したが、日本ではほぼ無名で

ある。一方生国メキシコでは、死後 30年を経
た 1627年の列福をきっかけに、この人物を対象
とした崇拝が始まっている。そしてメキシコ・
カトリックの大本山ともいうべきメキシコ市大
聖堂内の礼拝堂の一つが捧げられ、聖フェリー
ペ礼拝堂となった。この大聖堂では、正面に向
かって左右両側壁に礼拝堂が配置されているが、
合計 14堂しかない。その一つが与えられたの
だ。さらに、そのフェリーペの名を冠する礼拝
堂設置の最終決定はスペイン国王の命令（1638

年、フェリーペ四世）によるものとなった。
この頃からフェリーペの磔刑のイメージはキ

リストのそれと重ねられ、またフェリーペの人
生そのものが聖書の要素と絡められ説明される
ようになった。こうして、その聖性は徐々に高

められ、副王領時代には、メキシコで最も崇敬さ
れるグアダルーペの聖母とともにクリオージョ
のシンボルとして掲げられた。
日本では無名の人物が、かたやメキシコでは

歴史的にその名を馳せる、フェリーペが持つこ
の両極端とも言える「二面性」こそが、筆者が
関心を持った理由である。
この関心ゆえに始めた研究の成果が本書であ

る。17 世紀前半に始まった聖フェリーペ崇拝
は、ぞれぞれの時代に課せられた社会的役割を
果たしながら、現在にいたるまで続いてきた。
本書では史資料に基づき分析をすることを念頭
に崇拝の変容が考察されている。したがって史
資料は記述のみではなく、版画、像、絵画、劇
画など多岐に亘っている。
本書は、筆者の知る限り、聖フェリーペ崇拝

の現在に至るまでの全容を網羅する初めての研
究書であり、同時に日本においてはこの人物を
題材とした初の歴史書と言えよう。

表紙
聖フェリーペの代表的図像としては、メキシ

コ市大聖堂の聖フェリーペ像（磔姿）が挙げら
れる。これはメキシコ・バロック様式の最高傑
作の一つと言われる作品である。
しかしながら、本書表紙には敢えてミチョアカ

ン州プルアラン市近郊タベラ村の教会堂に納め
られていた聖フェ
リーペ像を添えた
（表紙参照）。確か
にこちらの像は、
芸術的価値という
意味では前者（左
図参照）の足元に
も及ばないかもし
れないが、殉教物
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語で語られる詳細が忠実に表現されており、小
さな田舎町の教会堂でこの像を目にしたときの
衝撃は忘れ難い。
またタベラ村は、麻薬闘争が原因でかなりの

危険地帯といわれるミチョアカン州のなかで
も、とりわけ危険度が高いティエラ・カリエン
テ（Tierra Caliente）地区に位置している。その
ため、像の存在を耳にしてから実際に訪問する
までに一年半程かかっている。表紙を飾る写真
は、筆者にとってまさしく貴重な一枚である。

35年間の研究をふりかえって
第一部のメキシコ副王領時代に関しては、ま

ず古文書が一次史料となる。本書の場合は主に
説教録がそれであった。各時代の著名な説教者
の手によるものである。そこにはカトリックの
教理のほかに説教者の思いが散りばめられてい
た。これらの説教録は当時の社会を語る言葉の
宝庫とも言えよう。スペイン語で書かれてはい
たが、現代スペイン語ではなかった。それは筆
者にとっては古典スペイン語解読法を学ぶまた
とない機会にもなった。
また、19世紀のフェリーペ崇拝を研究する際

には当時の新聞記事が重要な一次史料であった。
メキシコで新聞社の創設が本格的にはじまった
のは独立運動期（1810～1821 年）である。そ
の後も創設が繰り返され、1800年以降 1900年
頃までの全国紙及び地方紙を含めた総発刊数は
膨大なものである。
関連記事を探すためにこの時期の新聞をチェ

ックし始めたものの、なかなかはかどらず苦戦
した。それが軌道に乗ったのは、21 世紀に入
りメキシコ国立図書館（メキシコ国立自治大学
内）が 19世紀の新聞のデジタル化に着手した
おかげである。調査は順調に進んだが、ヒット
件数が予想外に多く、すべてに目を通すにはず

いぶんと時間がかかった。しかしそれにより、
この時代の教会と政権との間に生じた摩擦の中
で翻弄された聖フェリーペ崇拝の状況が明らか
になった。まさに快挙であり、筆者も IT時代
の恩恵を大いに受けたことを実感した。

20世紀の崇拝状況に関しては、副王領時代の
崇拝の継承のほか、新たに崇拝が広がる様子が
見られた。調査を開始したところ、記述資料は
容易に発見できそうになかった。そこで、既に
多少の情報を得ていたミチョアカン地方に限定
し、フィールド・ワークを実施することにした。
先にも述べたように治安の問題があり、予定通
りには進まなかった。結果として一定の成果を
得るまでにかなりの年月を費やすことになった
が、各地を地道に訪ね歩くことは、それぞれの
地域における人々の聖フェリーペ崇拝への想い
を肌で感じ取ることでもあった。それは筆者に
とって新しい研究方法の修得を意味した。

追記
2019年 3月、出版後２週間を経ずして渡墨

した。これまでにお世話になったメキシコの研
究者をはじめ、そのほかの関係者と再会し、本
の完成を伝えることが主な目的であった。
本書に関するメキシコでの反響は想像以上に

大きかった。たとえば、日本語版であるにも関
わらずカトリックのデジタル新聞に出版の記事
が掲載された。またメキシコ市大司教との面談
も実現し、筆者が直接大司教に本書を献上する
という幸運にも恵まれた。
さらには、表敬訪問したすべての方々から本

書のスペイン語版を出版するよう、激励された。
筆者にとってこの上ないエールとなり、早急に
スペイン語版の出版に向けて準備することを決
意した次第である。
最後に、筆者がかつて幾度も足を運んだプエ



自著紹介 ��

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




