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＜発表原稿＞ 

村上龍はご存知の通り、キューバに心酔していますが、彼によれば、キューバにはホー

ムレスもいないし、物乞いもいないし、通りは安全です。たしかに、ラテンアメリカ各地

で見られるような、一目でそれと分かる物乞いはいません。すぐに警察に捕まるからです。

キューバ在住のある日本人女性は、通りで話しかけられて、お金やプレゼントをねだられ

るのに疲れたので、当時の夫だった、外務省勤務の混血人男性になぜかを聞きました。彼

はいいました。「メキシコ人は、お金が欲しかったら相手を殺す。キューバ人は、欲しかっ

たら、相手に聞いてみる」。なるほど、と彼女と私は肩をすくめて笑ったものです。 

 

今から語るのは、その後の私が落ちついて住める家（カーサ）に出会うまでにストリー

ト（カイェ）を巡りあるいた時期の、私の記憶に基づく、通りに関するいくつかのクエン

ト（お話し）です。 

 

 プロローグ 

I. カリブ海の旅行者たち 

II. 通りの男（黒人） 

 プロローグの続き 

III. 通りの男（白人） 

IV. 通りの女 

V. あんたどこでなにしてたのよ？ 

VI. 人生の女、闘う女 

 プロローグのプロローグ 
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プロローグ 

 

 ハバナ大学の裏通りから、大きな病院の敷地内へと渡ろうとしたとき、それは起きた。

まだ夜８時前、新市街ベダードでは、女性が一人で歩いてもよい時間だ。 

 気づくと歩道の地面が目の前にあった。私は倒れていた。財布とパスポートの写しを入

れて斜めがけしていたポシェットを、二人の黒人男性が持ちさって逃げた。しばし、驚き

と痛みで声がでなかった。どこが痛かったのかは覚えていない。立ち上がって、二人を追

った。追ってもキューバ人なら、飛び道具はもっていないはずだ。ナイフで刺すこともな

いだろう。彼らはただ金が欲しいだけだ。口封じをするまでもない。万一、顔を見たとし

ても、通りの明かりはぼんやり暗すぎて、彼らの顔を識別することはできない。それに大

学の裏には、必ず誰か、警備員がいたはずだ。 

「ヘーーーールプ！！」 

私は、スペイン語でどう「助けて」というのかも思い出せなかった。 

だが、私の声に気づいた警備員が首からつるしたホイッスルを鳴らした。 

のっそりと、「らくだ」と呼ばれる巨大バスが通りがかり、客が身を乗り出してその様子を

みていた。「かわいそうに(pobrecita)」という声が聞こえた。 

私は坂を転げ落ちるように走った。彼らはもっと速かった。 

角を曲がると、そこに自転車にまたがって立つ男が二人がいた。 

一瞬、彼らは強盗を捕まえるために待ってくれているのかと思った。 

間違いだった。 

彼らは強盗を乗せるために待っていたのだ。 

丘のてっぺんにあるハバナ大学の前の急な坂道を、彼らは二人乗りになって去っていった。 

とられたのはクレジットカードと、25 ドル程度だった。 

2 年前に半年間の調査を終え、改めて長期滞在のために訪れて１ヶ月が経った 2002 年の１

月のことだった。 

 

I. カリブ海の旅行者たち1 

                                                  
1 この節の前半は、B.マリノフスキーの『西太平洋の遠洋航海者』の有名な序文のパスティーシ

ュです。お許しください。 



 

あなたが突然に、まぶしいばかりの青空と潮風のふく、キューバの首都ハバナの通りに置

き去りにされ、鞄ひとつでただ一人立っているとご想像願いたい。あなたを乗せてきた黄

色いドル払いのタクシー、パナタクシーはすでに去って影も見えない。まだ下宿も決まっ

ておらず、それも、情報誌やインターネットによる検索ができるわけではないので、人づ

てに聞いて知るしかない。だから育英会のわずかな資金から、3 日間、一泊 35 ドルもする

ホテルに滞在し、その間に、ほとんどスペイン語もしゃべれないのに、宿探しをしなけれ

ばならない。すぐに民族誌的調査をはじめたくても、社会主義国では外国人が、ただ滞在

するためにやらねばならないことがやまほどあり過ぎる。にもかかわらず、あなたがラテ

ンアメリカに住むのは経験のない初心者で、手引きとなるものもなく、助ける人もいない

とご想像願いたい。 

 外国人はたくさんいて、あなたのために時間を浪費してくれる。何しろ彼らは、仕事で

はなくバカンスにきているからだ。とはいえ、彼や彼女の情報は、あまりスペイン語ので

きない外国人だけどドルを持ってるからキューバ人にちやほやされたりカモにされたりす

るというレンズを通したものでしかなく、キューバに住むキューバ人のものではない。キ

ューバの首都ハバナで生まれて初めての野外調査にとりかかったときの私の状態は、まさ

にこのとおりであった。初めの何週間か、日本人女性のつてによって下宿を見つけ、彼女

の言う「友達」を訊ねまわった長い期間のことは、いまでも思い出したくない。キューバ

人とほんとうに接触し、材料を手に入れようと、あまり努力もしなかったが、やはり無駄

だったときのことの絶望感、情けなさを思い出す。それは落胆の時期であった。熱帯の退

屈と憂鬱のなかで、年寄りの外国人観光客が若いキューバ女性に溺れるように、私はビー

ルに耽溺した。 

 それから、あなたがかつての私のように、26 歳のうら若き乙女だとして、外国人の案内

者と一緒に、または一人で、ハバナの通りを歩いているとご想像願いたい。一緒にいるの

が女性だったら、必ず、キューバ人の男二人が話しかけてきて、あなたをディスコやバー

に誘うだろう。そうした娯楽施設は、大抵はドル払いで彼らに払う能力がないので、ナン

パされたと思ったら、実はカモになっただけだったとあとで気づくかもしれない。あるい

は、名刺大のカードに刷られた、下宿やレストランを紹介されるかもしれない。それらに

私たちが行くと、彼らはコミッションをもらえるのだ。もっとダイレクトに、「なにかプレ

ゼントしてくれる？」「なにかお昼をご馳走してくれる？」「結婚してくれない？」と聞か



れるかもしれない。なに、彼らとて、ダメもとでやっているのだ。それにこうして警察に

とめられる危険をおかして通りで堂々と外国人に話しかけられるのは、彼らの勇気のある

男らしさを示すものだ。彼らはただぶらぶらしてるのではなく、生活の様々な複雑な問題

を「解決」するために「働いて」いるのだから。 

 無作法なキューバ人なら、「チャンチンホンチン♪」と言って、あなたの「中国語」をか

らかう。両手を会わせて、お辞儀をぺこぺこして、「ハイ、ハイ」という（映画で覚えたら

しい）。「ミシマ！」という声とともに、「オチン！」という声があがる。別に後者は、男性

器について何かを伝えようとしているわけではない。かつてキューバでも大人気を博した

「おしん」を、彼らはこのようにしか発音できないのだ。また「チーナー」「チナマリンダ

ー」というねっとりした呼びかけの声がある。「中国人女」「可愛い中国人女」。「中国人か、

日本人か」という問いかけもよくある。 

 私はこうした通りのちょっかいをできるだけ無視したが、連れの日本人はしばしば、声

をかけられたら返すのが礼儀と思って、立ち止まって彼らに言葉を返す。それに、自分が

ラテンアメリカではけっこうモテると考えて、自分を安売りしないように気をつけつつ、

うまく誘いに乗ろうとする。だから私が民族誌学者としてキューバ人に接触するべき方法

を理解しないし、説明しても理解しようとしない。私は、以前、キューバに滞在していた

夫から聞いて、彼らが国から出るために外国人と結婚しようとしたり、お金をくすねたり、

二股かけているという話を聞いていたのである。だが、彼女たちは、ふううん、と聞いて、

その話をすっかり忘れた。１年後、友人の玲子からメールがきた。「さっちゃんが半年で気

づいたことに、私は一年かかった」。彼女は私が半年で去った後すぐ、青い眼の混血男性と

恋に落ち、彼と住みはじめた。玲子を知る人によれば、彼女はさいしょ、太くてうつくし

い脚をしていたのに、彼と住みはじめてからどんどんそれは細くなっていった。彼女は彼

のために家事全般をしていたが、その建物自体、よくない地区にあった。玲子と私がとも

に住んでいた下宿の大家のミレイダによれば、夜中に隣人がセックスする声が聞こえるよ

うな場所だったという。 

 あるとき玲子は通りでその男に会った。男はヨーロッパ人の女を連れていた。玲子が声

をかけ、男が返事をし、ヨーロッパ人の女が彼女は誰？と訊ねると、玲子のことを、「友達

だよ」と言った。そこで玲子はすべてがおかしかったのだと悟った。本当は、他の誰もが

知っていた。彼が母親が住むドイツに出国しようとしてビザの発給を拒否されたことがあ

るため、どうにかして別の方法でドイツにたどり着こうとしていたことを。その方法のひ



とつに、日本人の女と結婚して、金を貯めてパスポートを得てドイツに行くというプラン

も含まれていた。 

 玲子はキューバを捨て、のちにメキシコ人と二度結婚した。32 歳になってから二度目の

結婚をする前に、私は彼女にカンクンで会った。彼女は言った。「若くて子どものお父さん

になれる人を探してるの。だけどメキシコだといい男は大抵、20 代半ばで結婚していて」。

キューバでは、30 をすぎても結婚しない男が多いので、これは大きな違いである。かくし

て、彼女は、マリファナ中毒を克服したばかりの、頼りなさそうな 20 代の男と結婚し、子

を産んだ。どうして子どもが欲しかったのかと聞くと、「人並みの生活がしたかったから」

と答えた。しかし旦那は日本の工場労働に慣れず、ときどき、突然、辞めてしまう。かつ

ては世間体を気にしていた玲子の母も、「お前ならまだ、再婚してくれる人が見つかるから」

と、彼との結婚を我慢しなくていいという意見を匂わせているらしい。彼が家から追い出

され、通りに放りだされる日も遠くないかもしれない。ふと思う。まるでそれは、玲子と

私がキューバにきたばかりのころ、ある家で下宿をしはじめて一ヶ月たったときに、学生

だったため払う家賃が観光客に比べて安いので、あさってになったら出て行って、と、家

から通りに追い出されたのと似ていることだと。 

 

II. 通りの男（黒人） 

 

 別の日本人女性、夏美は背が高く、いつも自分より背が高い黒人男性と恋に落ちること

にしていた。彼女が常宿にしている下宿の主である 50 代のオルランドは、ため息をついて

言った。「夏美はいい子なんだが、問題はおバカさんてことだ」。オルランドの友人なのか、

パートナーなのか、男性のレイも同居している。二人とも妻が外国に移民したきり別居し

ていた。オルランドが日中、観光客相手に絵の販売をしている間、レイは家事全般を担当

している。ふつうの家ではビニールに入った粉状のコーヒーを、配給や、配給の横流しで

手に入れ、エスプレッソマシーンで抽出したあと砂糖をたっぷり入れる。この「コーヒー」

には、チチャロという豆が混ぜてある。だがレイは、隣の州からやってくる農婦から本物

のコーヒー豆を仕入れていた。いまや、ハバナでは誰もそれなしでは生きていけない、ブ

ラックマーケットである。そうして手に入れた豆を古いコーヒーミルで挽き、砂糖を少な

めに混ぜたその味は格別だった。のちにキューバで初めて英語でオーウェルの『1984 年』

を読んだ私は、これこそ victory coffee ではない、本当のコーヒーだと思ったものだ。私は



直に、このコーヒ−を飲みながら、通りで拾われたあと、ふくふくと太った猫たちを撫でた

りしつつ、夏美や玲子、その他の外国人たちとキューバ人とのゴシップやキューバの歴史

をレイから聞くようになった。 

 オルランドもレイも、彼らの年齢以上の白人が大抵そうであるように、きっぱりとした

人種に関する意見を持っている。レイは言う。「いいかい、黒人と黒人がいる（手を左右に

振って）。もちろん、まともな黒人だってたくさんいる。こないだうちに来てた医者がそう

だ。だけど大方はどうしょうもない。大体、夏美が拾ってくるのは通りの黒人だ。まとも

な黒人は、昼間、通りにいるわけじゃない。働いているんだ。だけど夏美が拾うのは、働

いてないから、外国人を引っ掛けて、一日中セックスしてられる」。 

 ひどい言い分だが、通りの黒人自身、そうやって自分を売り込みにくる。「チナ、どうだ、

黒人を試してみないか」「黒人は熱いぜ(fogoso)」。民族誌的調査の一環として、私は夏美と

玲子に、とりあえず聞いてみた。「ここの黒人は自分のセックスはいいっていうけど、ほん

とうにそうなの？」玲子は眉間に皺を寄せて言った。「んー、長すぎるから半分しか入んな

いし、痛いときもある」。夏美は、恥ずかしそうに笑っていう。「ええ？私、セックスとか、

本当はあまり好きじゃないし、 後の彼としかしてないから分かんない」2。へえ、なんで、

と聞くと、彼女は、当然のように、「だって結婚してもいいと思ったから」という。初体験

が既婚のコスタリカ人だった割には古風な考え方である。夏美がキューバ人の男が好きな

のは、日本人の男と違って気が利くからだ。「例えば、水たまりがあるじゃない。そしたら

手を取って、気をつけて、って言ってくれる」。そう、キューバの通りは穴だらけだ。残念

ながら、私たちの住む東京の通りは、手を取るきっかけとなる穴すらないぐらい滑らかだ。 

 夏美はキューバが好きなので、キューバの悪口をいう彼としばしば喧嘩をした。こんな

糞みたいなところ出て行きたい、という彼に、彼女は結婚してキューバに残りたいと言っ

た。オルランドとレイはいう。「そんなことを言ったら、彼が彼女と結婚するわけないじゃ

ないか」。夏美は彼と付き合い出してから、レイが所有するアパートに彼と住みはじめた。

ただではない。ドル払いである。どうして彼の家に住まなかったの？と私は聞いてみる。

キューバでは付き合い出したら、相手が親と住んでいようが祖父母と住んでいようが、そ

                                                  
2 好きではないが、したのは、スペイン語の家庭教師をしてもらっていた小学生教師（女性）に、

キューバ人男性と付き合うなら、「彼のプータにならなければだめ」と言われたからだという。

IV で触れるように、プータとは売春婦のことを指すが、性的に積極的なことを指す。基本的に

は否定的だが、革命が女性の「解放」を目指したため、このように、露悪的だが肯定的に使われ

ることもあり、両義的なところがある。 



こに転がり込むのが普通だ。もちろん、夏美はそれを知らなかったせいもあるが、彼女は、

せっかく彼がタダで住んでもいいと言った家を「汚いから」と拒否したのだ。「だってベッ

ドに赤と黒のシーツがかかってて、汚れてるし、水だっていつも出るわけじゃないし。や

っぱりそれは譲れないじゃない？」それはそうかもしれない。だが、通りの黒人が、他の

家族が住んでいない家をタダでオファーできること自体、非常に稀なことなのだ。レイは

言った。「○○（黒人男性の名前）を知ってるだろう？彼の家に何人住んでいると思う？14

人だ。彼は、時に通りで寝ることもある。だから家族は、彼に外国人と結婚して出て行っ

てもらいたいと思っている」。夏美はそんな窮乏があることを知らない。私が、外国人なの

にどうやってキューバに住むの、それに住むところはどうするの、と聞くと、さあ、ガイ

ドをやったりして、と曖昧に答える。住むところだって水の出ないようなところばかりじ

ゃない？と聞くと、「えー、だって、キューバ人だってミラマールとかのいい家に住んでい

る人がいるじゃない」という。ミラマールは、かつて、ブルジョアが住んでいた豪邸が建

ち並び、いまやそれらの多くは各国の大使館や博物館となっている。長らく、外国人は国

営ホテルにしか滞在できなかったが、1996 年以降は、ドルで多額の税金を払ってライセン

スをとれば、自宅の一部を改造して外国人向けの下宿にすることができるようになった。

ただでさえよい立地条件に住むミラマールの住民は、こうして大いに裕福な生活をするこ

とができるのだ。そこに住んでいる人を追い出すには、それに匹敵するだけの家を持って

いたり、違法だが、大金で取引をするより他にない。 

 それに、夏美は、付き合いはじめには何かを驕ってくれるキューバ人男性であっても、

結局、 後には彼女が金を出さないといけないことにも不平をもらしていた。彼女は、キ

ューバ人向けに、キューバペソ払いの安い配給品や安いレストランがあって、月給 20 ドル

程度でもなんとかやっていけるのではないかと思っていた。だが、もはや生活に必要なも

のの多くも、ペソの給料しか受けとれないキューバ人でさえ、米ドルで買わなければなら

なくなっていた。デートで訪れるようなディスコやレストランならなおさらである。 

 結局、夏美の「彼氏」は、40 歳近いフランス人女性と結婚した。33 歳の夏美に言わせれ

ば、「私の方が若いし、かわいい」。でも彼だって、いつまでも通りにいるわけにはいかな

いのだ。 

 

プロローグの続き 

 



 結局、強盗たちをとりのがしたあと、盗難届けを得るために、現場に警察を呼んでもら

うことになった。 

 しかし、クレジットカードが盗まれたので、すぐ使用をストップしてもらわないといけ

ないといって下宿に戻った。大家のミレイダとその夫エルナンドが、「我々の友人」に頼も

うといって、自宅から直接、外国に電話をかけられるよう、交換手に頼んだ。実はこれは

違法な取引だが、交換手が小遣いのドル稼ぎにやってくれたのだ。ただ、見つかるとすぐ

クビになる危険なものなので、このサービスが利用できたのは結局、一回だけだった。す

ぐに夫にカード会社に電話をしてもらい、事なきを得た。警察に、私自身がどういう身分

でどこに住んでいるか聞かれるだろうことは分かっていたので、研究所の名前と、自宅住

所をコンピュータで打ち込み、プリントアウトした。それを持って、改めて事件現場に戻

った。私が警官に説明すると、彼は手帳にそれを書き留める。その手帳は、新しいものが

支給されなかったのか、数年前のものだった。しかも、字があまりきれいではない。警官

が増えるたび、同じことを聞かれたが、私は根気よく説明した。一緒にいてくれた 19 歳の

ミレイダの姪が、しっかりして太めで強いかんじだったのもよかった。私が説明を繰り返

すと、先にいた警官も説明に加わり、だんだん、情景描写も生き生きしていった。「バスが

通りがかって、人がたくさんいて、『捕まえろー』とかいったんだけど、犯人は逃走してし

まったんだ」と、２番目ぐらいにきた警官が、あたかもその場を見たかのように語った。 

 警察署に行くと、私は怪我した箇所を写真に撮られた。 

 まず聞かれたのは、「犯人はどういう様子だったか？」である。だが、若い黒人だ、とし

か返事しようがなかった。すると、彼らは、それでは分からない、という不満ではなく、

なるほど、というように納得してうなづき、他に彼らについて何かを知ろうとはしなかっ

た。 

 夜も１時を過ぎたころ、「調査官」と名乗る太めの警官がやってきた。このとき初めて登

場した黒人の警官だった。そしてまた、同じことを聞かれたので、「いったい、何度同じこ

とを話せばいいの？！」とさすがに切れた。ただし、すでにいる警察官がわたしの味方を

してくれるだろうと思ったからだ。調査官は、落ち着いた様子で、「私は調査官なので」と

答えると、予想通り、それまでいた警官たちは、慌てて、私の代わりにいろいろ説明して

くれた。警官の一人が、その事件が起きたのは「ロンダ通り」だ、というと、調査官は、「そ

れはどこだ？」と聞いた。私は、内心、ものすごくびっくりした。それは、ハバナの中心

にあるハバナ大学の目の前の通りで、警官どころか一般市民だって知っているのが当然と



思われるような通り名だったからだ。そしてこのときまで、警官に対する数々の悪口を聞

いて、都市伝説めいていると思っていたが、それは本当なのかもしれないと思いはじめた。

悪口のほとんどは、すなわち、警官の多くが、ハバナの西部とは反対側の東部のオリエン

テと総称される地域出身だという考えからくる。東部出身者をさす「オリエンタル」とい

う言葉は、それだけで、黒人であり、地方出身者であり、文化のない人たちだというイメ

ージを持たれている。ハバナ出身の人間たちは、白人であれ、黒人であれ、オリエンタル

に対してよい印象を持っていない。そして、いうのだ。やつらはハバナにきて、警官にな

るか、泥棒になるかだ。しかも警官になっても、ハバナのことを何もしらないんだ、と。 

 

ちなみにフィデル・カストロも東部の出身である。 

 

III. 通りの男（白人） 

 

Casado casa quiere「結婚した者たちは、家が欲しいものだ」という言葉があったほど、結

婚したら家を持ちたくなるのは当たり前のこととされていた。だが今は、ハバナで二人の

ために空いた家を見つけるのは難しい。ハバナは 1959 年の革命時、近代的なインフラが整

った都会だった。しかし、革命政府はその資源を、今度は地方に分配すべきだと考え、「内

地」(interior)と呼ばれる地方に病院や学校を建てるために使った。当時全国人口は 600 万

人程度だったが、90 年代には 2 倍近い 1100 万人になっていた。新たな移民もなく増加し

たのは、カストロが誇る米国よりも低いという乳児死亡率と、平均寿命の高さのおかげで

ある。全人口の 20%程度にあたる、210 万人が首都ハバナに集まっていた。住居不足のた

め、三世代以上が同居するのが珍しいことではなくなった。天井の高い建物であれば、高

さの半分に新たに床を作って、中二階をつくることもあった。 

 郊外に土地が余っているのだから、そこに家を建てればいいじゃないか、とも思うが、

経済危機で、建築物資を見つけるのも至難の技である。新たに建てるにしても、何世帯か

が集まって集合住宅をつくる「ミクロブリガーダ」が優先された。だが、ひとりだけ、自

分で家を建てたという男性に会ったことがある。あるとき、外国からキューバに戻ってき

た時、荷物が遅れてしまったため、郊外にある飛行場までタクシーに乗らねばならなかっ

た。一番安い会社のパナタクシーで往復 22 ドルだから、その金額だけは払う、と航空会社

にいわれ、そのタクシーを拾った。 



「ああ、チナ。僕はチナと付き合うことが多いんだ」と、おしゃべりな運転手の白人男性

はいう。「いまの僕の妻もオリエンテのチナなんだ」。キューバでは、チナという言葉で、

純粋な中国人だけでなく、アジア人も指す。それどころか、キューバ人でも、眼が切れ長

だと白人や、混血、黒人であってもチナだと言われるので、彼女は、眼が切れ長だという

ことぐらいしか分からない。 

 彼は目下、前妻と抗争中だった。彼が自力で建てた家を、彼女が自分のものにすると言

って聞かないのだそうだ。彼はいう。 

「僕は通りの男だった(el hombre de la calle)。そりゃたくさんの女がいた。だけど、彼女に

会って、恋をした。それで結婚した。20歳だった。彼女が3歳年上だった。 

 でも、女の中には、子供が生まれると、夫への愛を忘れるのがいる。家に帰ってきても5分

でもかまって（atención）もらえなかったら、男は通り／外（calle）にそれを求めに行くも

のだ。もちろん、それまでにもたくさん他に女はいた。隠れて付き合って、妻ともうまくや

っていた。でも、今の妻に会って恋に落ちた。彼女はすごく、気が強いんだ。 

 

だけど前の妻は家を渡してくれない。俺が建てたのに。今の妻との7ヶ月の子供にだって、権

利があるはずなのに。弁護士を立てて解決しようとしたがそれはいやだと言う。半分に分け

よう、というのに、全部欲しがる。俺に新しい女がいるなら、俺が新しい家を探せ、という

んだ」。 

 

彼の人生について一通り聞いた後、わたしはかねてから疑問に思っていたことを聞いてみた。 

「 通りの男（“Hombre de la calle”）なら、教えて欲しいんだけど、まだ、ピロポに対して

どう対応したらいいのかわからないんだけど」。ピロポとは、例の、「チーナー」とか「君

は空からやってきたのか」といった、男性が女性に通りがかりに言うお世辞言葉である。

彼は困ったように聞く。 

「うーん、それは、言われて嬉しいの？いやなの？」 

「まあいいのもあれば、むかつくのもある」 

「日本ではどういうの？」というので、答えた。 

「言わないから分からない。通りで知らない異性に何か言うのは不良だけ」。 

 意外に思った運転手が聞く。 

「ふ～ん。じゃあどうやって恋人と知り合うの？」 



私はとりあえず、こんな返事をする。 

「もともと知り合いだった人達が、徐々にお互いを好きになって、6 ヶ月くらいたったら、

『好きだった』と言ったりするんじゃないかしら。」 

 運転手は大笑いした。 

「はっはっは。ここではそうじゃない。そういうことにかけては、うーんと。（rápido?）そ

う、早い。それに、ここじゃ、箒にまで恋するんだぜ（se enamora hasta a las escobas）」 

「箒？相手がどんな醜くても、っていうこと？」 

「そう」。 

まあ、それはいい。今の私に必要なのは、通りをしなやかに生き抜くための実践的な知で

ある。というわけで、もっと焦点を絞って聞いてみる。 

「キューバ人女性はいやなピロポにはなんて言うの？」 

「ふあっ、（そりゃあもう、すごいよ、というときの定型的な手の振り方）。『この売女の息

子、母ちゃんとやってな、オカマやろう（ “hijo de puta” “coño a su madre” “maricón”）』」 

なるほど、と私は心にそれらの言葉を刻み込み、無事に空港にやってきた荷物とともに下

宿に戻った。 

 

 しかし、大家のミレイダに、タクシーの運転手が自分を「通りの男」だと言っていたと

いうと、怪訝そうな顔をした。そして、いつものように、「彼は白人？黒人？」と聞いた。

白人だと答えると、納得のいかない顔をした。そしてピロポにこう返事すると教えてもら

った、というと、「まともな女性(mujer decente)は、何も言わないのよ。何も分からないか

のように、無視するの(ignor como no entiende)」ということだった。 

 実際、試しに教わった汚い言葉で返してみると、外国人のチナがそんなことを言い返す

のが面白いらしく、相手をさらに喜ばせるだけだったので止めた。 

 

IV. 通りの女 

 

 60 を過ぎたミレイダは、革命前には衛生班に属するゲリラだった。ゲリラは男女交えて

仕事をしたが、規律のため恋愛は御法度だったという。そうでなくとも、カマグエイ州と

いう人種差別の強い州において白人の家族の姉妹の一人であった彼女は、父親への遠慮か

ら、非常に厳しく自分の行動を律した。しかし、時代は変わり、自分の一人娘には大いに



自由にさせた。そういう年輩の白人女性は多かった。生理や性に関する知を教えるだけで

なく、仕事をして夫から自立する必要を説いた。相変わらず父親が娘に嫉妬ぶかく振る舞

うのに対し、公然と抗議しないとしても、娘が恋人と会うのに味方した。以前なら傷物に

なったと非難されただろうが、娘が恋人や夫と別れても、意に介さなかった。革命政府も

できるだけ、女性が臆することなく外で働けるように、こうした古い慣習をなくすように

と呼びかけていた。こうして革命という父と、実の母という心強い後ろ盾を得た娘たちの

なかには、通りで男に投げられる言葉をただ受動的に受けとめるのに飽き足らない者も出

てきた。ヤネットはその一人である。 

 ヤネットは白人のなかでも混血に近いとされる、トリゲーニャである。白人の顔立ちで

肌も白いが、眼と髪の毛が黒いのだ。自分のなかの黒人性を消すことに確固とした意志を

持っていたため、付き合う相手の大方は白人に限ってきた。私が会ったころには、3 歳年下

で、赤毛でそばかすのやせっぽちの男との間に赤ん坊が産まれていた。 

 現在でも、混血の女性は、性的なパートナーとして望ましいものだとされる。昔は、「白

人女は結婚するために、混血女は寝るために、黒人女は働かせるために」という言葉があ

った、と人類学者の Martinez-Alier は記録している。革命前、結婚とは、すべからく処女

婚を意味していた。処女でなければ正式に結婚することはできないとされた。逆に未婚の

男性に処女を奪われたら、家族の名誉を守るために今度はその男が娘と結婚することが望

まれた。処女を保つためには、結婚するまで家にいるか、電話の交換手など、特別 decente

な仕事に就いていなければならないものだとされた。そうでなければ、性的な本能の強い、

キューバ人男が、彼女たちを放っておくはずがないと考えられていたからだ（Mulhare）。

弱い立場にある女性が外で働くことーーちなみにこの「外で」に当たる言葉は、キューバ

では、デスクワークであろうと、「通り(calle)で働く」と言われるーーは、すなわち、男に

その機会を濫用されることだと考えられた。つまり、いまでいう、セクハラに会う可能性

が高いと考えられていたのである。だから、まともな女性たちは、結婚する前も、そのあ

とも、「家で働く」ものだとされていた。「女性の仕事は結婚」だった。文字通り、家で働

くとしても、それが他人の家、つまり、下女として働くのだったり、逆に、文字通り、通

りで働くのだとしても、それは、彼女たちの処女性が疑われることを意味していたと考え

てさしつかえない。家事だけに専念させるほど、親や夫に経済的余裕がない混血や黒人の

女性たちは、通りで働いていた。革命後、物価の引き下げと収入の増大によって、この有

色人女性たちが、初めて家の仕事に専念できると喜んで、革命政府の希望とは裏腹に、外



の仕事を辞めてしまったのには、そういう背景がある（Safa）。彼女たちにとって、通りの

仕事を辞めることは、辛い金稼ぎと女性としての不名誉な立場からの「解放」だったのだ。 

 反対に、白人女性の場合、金持ちであれ、貧乏人であれ、その白人としての名誉を保つ

ために、彼女たち自身の欲望は厳しく制限された。だから、彼女たちの解放は、家から通

りへ出て働くことだった。通りは、革命後、フィデルのものになっていた。だから、革命

派の女性たち(Union Feminino Revolucionario＝UFR)に対して、ブルジョア女性たちが、

「ほら、そこを売春婦たちが行くよ！」というと、彼女たちは、「自由キューバ万歳！フィ

デル万歳！」と言い返したのだった（Séjourné 1980: 188-189）。 

 

 前置きが長くなったが、ヤネットの話である。ヤネットの母親の世代は、それがくるま

で生理がなにかも知らず、初潮がきたとき、泣いたものだった。しかし、ヤネットは４年

生の時には「強姦」とはどういうことかを知っていた。そのヤネットは、7 年生のとき、「お

父さん、彼氏(novio)がいるの」と言って、その子を家に招待したが、お父さんは、なんだ

と？と言って、その子が来ても家に上げてくれなかったという。 

「マチスモよ。お兄ちゃんには彼女が何人いようと構わないのに」。 

というわけで、ヤネットは、その後、兄に負けないほど多くの恋愛遍歴をするが、それら

の男性とは外でーー彼女の言葉では、通り(calle)で会った。気に入らない言葉をかけてくる

男性には、即座に言い返した。彼女がいうのは、 近の男たちのピロポは、ほとんどが美

しくないものばかりである。 

 あるとき、黒人の男が彼女を見て、「うひょー、見ろよ、あの脚、しゃぶって（chupar）

やりたいぜ」と言ったので、彼女はすかさず、睨みつけて言った。「あら、あんた、吸血鬼

なの？吸い付く（chupar）だなんて。どおりで夜、暗いところじゃ見えないわけね」。男の

肌が黒いのを皮肉った言葉である。男はそれで、黙ってしまった、と、彼女は可笑しそう

に私に言った。 

 そんな彼女も、決して、「通りの女」と言われたいわけではない。彼女はあるとき、二度

目の結婚をしていた3が、すでに４年が経ち、夫との仲はよくなかった。そのとき、父の仕

事を手伝うために 2 週間、地方に一緒に出張に行っていいかと聞くと、夫は「家のことは

誰がやるんだ」などと文句を言った。しかし 終的には合意した。 

 ヤネットが戻ると、近所中の人間が、夫が浮気したと告げ口した（実は彼女も出張中、

                                                  
3 一度目はハネムーンのため、正式な書類手続きをした。二度目はただ同居した。 



彼の地で浮気したのだが）。そして夫は彼女に、「僕らの関係を考え直さないといけない」

と伝えた。彼女は、荷物を半分まとめて実家に戻った。その次の日、夫に電話すると、若

い女が電話に出たので間違えたと思って切った。ところが、改めて電話すると、また同じ

声がする。夫の名前をいうと、「いいえ、いません」という。今度は「ヤネットはいますか」

と、しらばっくれて自分について訊ねると「いいえ、いません。何か伝言を残しますか」

という。昨日までいた家に、女がいて、当然のように電話を受けとり、自分への伝言をす

るかどうか聞いている。頭にきたヤネットは夫の家に戻った。音楽が聞こえたので人がい

るのは分かっていたが、しばらく、ドアを叩いても人はでなかった。やっと、家のなかか

ら「誰がきても開けちゃいけないって言われたの」という声がしたので、「頼むから家の中

で待たせてくれない？ここはものすごく陽が強いの」と言うと、ようやく扉が開いた。そ

こにはまだ 16 歳の、痩せた色白の白人の少女ミーシャがいた。当時、夫は 28 歳だった。

彼女を見てヤネットは腹立たしく思ったが、それはミーシャ個人に対してではない。ミー

シャは身体にぴったりと張り付く、リクラ(Lycra)という素材の服を着ていた。かつて夫は、

リクラは嫌いだ、とヤネットに言ったことがある。ヤネットは、それを外に着ていったわ

けではなく、家事をするのに家で着ただけなのに、という。「なのに彼女は黒いリクラのつ

なぎを着てた。全身リクラだったのよ」。 

 外でぴったりとした、しかも蛍光色のリクラを着た女性が歩いているのを見かけるのは

珍しいことではない。リクラでなくとも表面積の小さい布、いや、タンクトップやチュー

ブトップを着ている女性も珍しくないし、物資不足と金不足も相まって、ブラジャーをし

ていない女性も多い。それでもリクラは、実用的だが品がなく、劣情を刺激する服装だと

見なされている。いくら女性の行動が自由になったとはいえ、自由すぎる女性の行動が、

その男性の名誉に関わることだという不文律は、相変わらず根強くあるのだ。 

 というわけで、ヤネットは、夫が帰ってくるまで、１時間、家で待っていた。その間、

大分落ち着いた。夫は帰ってきてヤネットを見ると青ざめた。ヤネットは、ミーシャを巻

き込みたくなかったので、外の公園に行って話しましょう、と伝えた。 

 公園にいくと、ヤネットは再び怒りがこみ上げてきたので、山ほどいろんな事を言った。 

「この嘘つき。私と喧嘩した次の日には他の女を連れ込むってのはどういうこと？４年間、

私はあなたの妻（mujer）だったのであって、通り（calle）で知り合った売春婦（puta)じ

ゃないのよ」。 

 この言葉は、訳すとこうなるが、妻は mujer なので、女性を意味する一般的な名詞であ



るし、売春婦として訳した puta は、職業的なものではなく、単に軽い女というときにも使

われる。 

そして、とどめの一撃を言った。「しかも、あんた、リクラが嫌いだったって言ってたくせ

に」。彼はそれを聞いて怒った。そして立ち上がって去っていってしまった。通りがかりの

男がヤネットにいった。「おいおい、男をあんな風に扱っちゃいけないよ」。ヤネットは言

いかえした。「いいえ。ああいう風に扱うものよ」。その男はただの通りすがりだったのに

ね、と。 

 

V. あんたどこでなにしてたのよ？ 

 

 こんな風に、通りすがりの人間が、誰かに対して干渉すること、現地の言葉で言うと、

「meterse」することは珍しくない。男が女にお世辞言葉やセクハラ言葉をいうのは、ピロ

ポをいうことだともされるが、それも、meterse することだと表現される。「ちょっかいを

出す」「首を突っ込む」と訳すのがいいだろうか。 

 例えば、通りを歩いていて、黒人男性が女性に甘い言葉をかけていると、ヤネットの兄

ダビッドはにやにや笑って言った。 

“¿Viste como se meten los negros?”（黒人がちょっかい出す様子を見たかい？） 

そのダビッドがなかなか帰ってこなくて、家に戻ると、すぐさま、妹のヤネットはいう。 

“Y dónde estabas metido?”（あんたはどこにいたのー入ってた／巻き込まれてた？） 

 つまり、meterse とは、異性に対する干渉だけでなく、何かに関わっていること、どこか

で何かに巻き込まれていたことを指す。 

 

 キューバ人は、自分たちでも、プライバシーを尊重せず、人に干渉することが大好きだ

と皮肉まじりに言う。だから、こう釘をさす言葉があるのだ。 

 “Entre marido y mujer nadie se debe meter”（男と女のことには、誰も干渉すべきでない）。

例えば、私が落ち着いて一緒に住むことになった大卒の友人たちは、知り合いが浮気して

いるのを見たとしても、絶対に相手に告げ口することはないという。一人がいうには、な

んだか妬んでそうしているように思われそうだからだという。だが、大抵の人は、もちろ

ん、みんな噂するし、干渉するのである。ヤネットの夫の浮気を近所中の人間が告げ口し

たように。 



「キューバ人は、生まれつき、妬み深いんだ」と、レイは言う。だから浮気の告げ口が妬

みだと思われようと、彼らの干渉は止められない。 

 そうやって、親しい人も、そうでない人も、近所の人も、ただの通りがかりも、互いに

首を突っ込む。キューバ国外のキューバ人は、現在、政府が人々の生活に干渉しすぎるこ

とを批判する。しかし、政府が干渉しなくても、家族や近所の人、そして通りすがりまで

が干渉してくれることだろう。 

 

 マイアミにたどり着いて、やっと静かに一人になれた、と思ったのもつかの間、車で移

動するので通りすがりがいないどころか、職場の人すらもなんのちょっかいも出してくれ

ないことに、呆然とするキューバ人は、珍しくない。ダビッドは、アメリカから戻ってき

た友人がこういうのを聞いたと語った。 

「あっちでは、人が高い車を買おうが、女を４人、連れ込もうが、近所の人は何にも言い

やしないんだ」。 

それがありがたい、というよりは、なんの張り合いもない、という調子でである。 

 

VI. 人生の女、闘う女 

 

通りの女というのは、今も昔も、春をひさぐものだと考えられている。 

かつて、通りに立つ女たちは、「人生の女」(mujer de la vida)と言われていた。彼女た

ちの居場所は、売春宿のある、ある地区や、船着き場のそばに限されていた。 

そう、説明したあと、大家のエルナンドは、顔をくしゃくしゃにして、皮肉っぽく笑って

言った。 

「でもいまや、淫売（putas）はあちこちにいる。大いなる解放だ！」 

 

 プータという言葉は、文字通り、売春婦を意味する prostituta の省略形であり、金品と

ひきかえに性的なサービスを提供する女性に対して使われる。しかしこのとき、彼がこの

言葉で指したのは、職業的売春婦ではない。90 年代からキューバ中で見られるようになり、

それを目的にヨーロッパやカナダ、メキシコから男性が大挙して押し寄せるようになった、

ヒネテーラと呼ばれる女性たちのことである。 

 ヒネテーラという女性名詞のもととなったヒネテアール（jinetear）という言葉はもとは



jinete という、「乗馬の騎手」を意味する名詞から派生した動詞である。80 年代に俗語を調

査研究した Paz によれば、当時、この語は、違法だった商取引やドルの取引を指す言葉だ

った。しかし、90 年代、ソ連が崩壊したのち、経済危機を打開するために観光化が進み、

キューバ人のドル所持が合法化された頃には、外国人に媚びを売って彼らから利益を引き

出すという意味になっていた。しかし、この語は男女で意味が少し異なる。男性のヒネテ

ーロとは、主に、通りで観光客に声をかけて、彼らをレストランや売春婦に紹介したり、

ブラックマーケットの葉巻やラムを売ったりする商売人を指す。そして、なかには夏美や

玲子とつきあった通りの男のように、外国人女性をひっかけて利益を得ようとする者も指

す。しかし、女性のヒネテーラとは、外国人男性をひっかけて利益を得ることに特化して

いる。つまり、自分以外に商うものがないのだ。 

 注意しなければならないのは、ヒネテーラは、自称ではなく、他称だということである。

本人としては春をひさいでいるという意識はほとんどないかもしれない。大体、相手がキ

ューバ人男性でも、デートをするなら、男が支出を受け持つのが普通だ。外国人研究者に

は、ひどく短期間で、先の見えない交際であるうえに、金品の授受があるものをヒネテア

ールだと見なす者もいる（Nadine Fernandez）。だが、ヤネットが出張中にした地方の男

性の浮気と同じように、短期間の結婚を目的としない交際も、交際を前提としない性関係

も珍しくない。彼女たちは、それを、金やプレゼントのためではなく、ただ、楽しむため

にやっているのだ。キューバの若者の間では、女性が恋愛感情なしで性的関係を持つのは

「有り」だという考えである。もし、ヤネットが、たまたまアバンチュールのために出会

って関わった相手からプレゼントをもらったとして、それがヒネテアールだと言われたら、

激怒することだろう。一方、ヤネットによれば、ミーシャはヒネテアールをしたことがあ

るという。恋をしたわけではないが、好みの外国人を選んで寝てみたというわけだ。 

 しかし、彼女たちの冒険を、国の成功責任者は、ヒネテーラたちの行動の背景にある経

済的困窮を軽んじるために使ったことがある。 

「我が国の女性たちは、経済問題のためにやっているのではない。どういうわけか、それ

が好きだからやっているのだ。それに、彼女たちが仮に売春していたとしても、彼女たち

は、世界で も高い教育を受けた、 も洗練された女性たちである」。 

 数年後、フランスの雑誌に、ハバナのヒネテーラの様子を書かれたときも、カストロは

猛然と、彼女たちが自分を「売っている」わけではないと反論した。そもそも、かの国の

新聞には、デート欄に、「私は何歳で外見はこう。これこれこういう男性を募集中」という



記事が載っている。これこそ、自分を売り買いするものではないか。これに対して、我が

国ではそうしたことは一切行われていない、と。 

 これは、ある程度は詭弁である。国内にはそうした市場がないかもしれないがインター

ネット上では、素敵な出会いを求めるキューバ人女性の写真入り広告がある。数年前には、

メキシコ人のお見合いツアーを宣伝するページもあった。あるいは性的な関係を持たずと

も、とにかく出国のために外国人に、数千ドルを払うから結婚するよう取引する者は、男

女を問わずいる。キューバでは、労働年齢にある男女に対する出国の規制は厳しく、また、

出国先でも、きちんとした身元引き受け人がいなければ、ビザを発給してくれない。人々

は、愛と金によって、ただの白い小さな紙切れでありながら 400 ドルもする「白いカード」

（carta blanca）を手に入れようとする。それは、奴隷が金によって自由を得た「自由のカ

ード」とのアナロジーで語られる。 

 ヒネテーラは、独身女性とは限らない。夫がいることもあれば、子どもだけがいること

もある。そしてそうして得た金を、彼らの食事のために使う。彼女たちは、自分たちのし

ていることを指して、「私はプータじゃない。闘っているの」(No soy puta. Estoy luchando)

と言っていたという。闘う女は、通りで、あるいは外で（どちらも calle）で、外国人男性

に声をかける。飲み物をねだる。誘惑する。結婚する。そして、見違えた姿で帰国する。

退官した混血の女性教授、フェリシダーは、近所の通りで下品に大声で話していた黒人女

性たちの変わりようを語る。ヨーロッパから戻ってきた際に、家の人間が大音量で音楽を

かけているのに対して、「（頭痛がする、という動作で）ああ、うるさいわ、ちょっと音を

下げて下さらない？なんて言っているのよ」と、言って、さも可笑しそうに笑った。 

 キューバ人男たちは、彼女たちが外国人に身を委ねることを、彼女たちを寝取られたな

どと思いはしない。だって、外国人の男は大して「いい葉っぱ」(buena hoja)ではない、つ

まり、性的には大したことがないとみくびっているからだ。大体、若いキューバ人女(titi)

を買いにくるのは、ヨーロッパやカナダの文明化されすぎたフニャチン野郎だ。女たちは

彼らと結婚する。そして富を手に入れて、一時帰国の 中に現地の若い男たちと性的なう

っぷんを晴らしにくる。 

 ヒネテーラを、人々は、若干の妬みと皮肉と羨望を交えた表情で語る。彼女たちは、運

命を甘んじて受け入れる弱者ではない。自分の力で運命の道(camino)を切り開く、英雄的な

女たちだ。フェリシダーだって、ヒネテーラたちを完全に見下しているわけではない。彼

女はいう。経済危機が始まったばかりでひどかったころ、私は１時間、たった２ドルか 3



ドルのために、歩いて大使館員のところまで出向き、スペイン語の授業をしたと。私が生

きのびるためにそうしないといけなかったように、彼女たちがしなければならなかったこ

とを、私はとがめることはできない。 

 フェリシダーは、革命前、カストロが対抗してたバティスタ側についた家族だった。混

血のエリート層だった彼女たちにしてみれば、混血のバティスタの側につくことは、けっ

して間違ったことではなかっただろう。当時、赤貧状態で出稼ぎにきた文盲で文化のない

スペイン人とも、音楽と踊りの才能もなく、通りにいた粗野な黒人たちとも、彼女たちは

違っていた。革命前夜、彼らは裕福な混血の社交クラブに所属し、ほとんど白人に近い肌

色の母親は、長年の夢だった、小さな本屋の経営を始め、商売が軌道に乗ったところだっ

た。海沿いにビーチハウスを持ち、自分たちの車でそこにいって、海辺のバカンスを楽し

んだ。だが、その本屋も、自宅も、車も、ビーチハウスも、すべて取り上げられた。だか

ら、母親は、決してフィデルを許さなかった。父親も、マイアミに亡命するため、あらゆ

る書類を揃えた。しかし、彼は、出発直前になって、どうしても忘れられないある情景を

思い出して、キューバに踏みとどまることにした。彼の父は中国人移民だった。中国人の

姓では差別されるので、スペイン人の姓を買い取った。中国人移民は、農業や商売で成功

し、それなりにキューバ社会にとけ込んでいた。しかし、父は、しばしば、一人で涙を流

していた。家の外のベランダで、揺り椅子に揺られながら、遠い故郷に思いを馳せて、静

かに泣いていたんだ、と。そんな思いを、お前たちにさせたくないんだ、と彼は言って、

しばらくは経済的に大変だろうけど、と、キューバに残った。もともと混血エリート向け

のカソリックの学校に通っていた兄弟姉妹は、教育熱心なカストロ政府の政策にすぐに順

応し、教師となった。 

 彼女は一度、スポーツ選手と結婚した。両方とも忙しかったため、新婚にも関わらず、

ほとんど家で会わないこともあった。だけど、と彼女はいう。私が仕事を続けたのは、お

金のためだけじゃない。専業主婦になって男性が自分を買った、と思わないためよ。結局、

夫の浮気が原因で私は離婚した。仕方なくて、と彼は弁明したけど、私だってする機会は

あったけど、尊重したからしなかった、と言ってきっぱり別れた。でも専業主婦の友達は、

夫が外で子どもを作って、愛人といる場を見ても、愛人と４日過ごしたあとでも彼が家に

戻るのを許した。 

 外で、つまり通りで仕事を続けるのは、家と、ある男一人の従属からの解放である。そ

れがたとえ、どこかの見知らぬ男に身体を売ることであっても、ある男一人が彼女を丸ご



とずっと、買い続けることができないかぎり、彼女は闘っているのである。それは、リス

ペクタブルな結婚という名の下に家に閉じ込められた女性より、よほどリスペクトされる

のだ。 

 

プロローグのプロローグ 

 

 私が強盗にあったのは、家（カーサ）の帰りだった。 

 カーサとは、ヨルバ系の宗教とカソリックが複合した宗教だとされるサンテリーアの司

祭が住む家であり、かつ神社である。私がカーサの帰りにそんな目にあったのだと聞くと、

パドリーノ（代父）は心配して、その後しばらくは外国人のイハード（代子）がレンタカ

ーで私を家まで送るように頼むか、10 ペソのタクシー乗り場まで、キューバ人の誰かを同

伴するようにさせた。パドリーノの義理の弟は私に聞いた。「そこは君がよく通る道か？」

私はそうだと答えた。オルランドとレイの下宿の前から私の下宿に戻る道だった。彼は言

った。「だからだよ。同じ道を毎日とおらない方がいい。僕も道を変えるようにしている」。 

 

一方、オルランドとレイに事の顛末を話すとこう言った。 

「サンテーロの家から帰るところだった？だからだよ。サンテーロの多くは、政府のため

に働いている。だから監視されているんだ」。 

しかし、とオルランドがいう。「あそこは大学の裏だから、いつも警官がいるはずだ。なの

にいなかったというのは変だ」。レイが話をつなぐ。「きっと彼女を怖がらせるために政府

がやったことさ。反政府活動家に対してよくやる手口だ。いろいろなことに首を突っ込ん

で知り始めると、知り過ぎてはいけないので、怯えるようにするんだ」。オルランドがうな

づく。後日、警官は、私が所属する研究所にまで行って、私が本当にそこにいるのかを問

いただしたと言う。そして、ソ連で教育を受けた指導教官の人類学者はこう言った。「犯罪

者の 99％は黒人だ」。 

 通りの暴力的な犯罪が黒人によるものだという見方は、広く、当たり前のように人の口

にのぼる。強盗にあって電話して一息ついたのち、大家のミレイダはいった。「やつらが黒

人で、あなたが外国人だからよ。非行に走るキューバ人は、外国人の鞄のなかに、世界が

入ってると思い込む。外国人だからって、百万長者なんだと」。 

 いつもは反発したミレイダの人種主義的な言葉を、私は、力なく、聞いていた。私は、



自分を襲った男を、数分前に見ていた。ロンダ通りの左側の歩道を歩いていて、右側の歩

道に渡ろうとしたとき、彼はその、右側の歩道にいた。そのまま渡ると、彼が私の後ろに

なると思って、一瞬、躊躇した。しかし、躊躇することは、彼を黒人だから疑うかのよう

だと思って、そのまま渡ってしまった。あのとき、彼は一人だった。多分、後ろを見れば、

もう一人がいたはずだ。それぐらい警戒しても、罰は当たらないはずだった。 

 しかしそのとき私は少し落ち着きを失っていた。オルランドたちの家の前を通る前、10

歳ぐらいの子どもたちが私に近づいてきた。 

「チナ、チナ、セックスしようぜ」 

「チナ、僕、でっかいブツを持ってるぜ」 

まだ背の高さだって私の肩まであるかないかの黒人の子どもたちだ。 

大人たちのくだらないおしゃべりのせいだろう。オルランドの下宿の前では、夏美だけで

なく、北欧からきた女性たちが、しばしば若い黒人男性といちゃついている姿が見られた。

私もそのうちの一人だと思われたのかもしれない。 

「馬鹿なこと言ってんじゃないよ、ちびのくせに」といって、でこぴんをした。子どもは

「いて！」とおでこを押さえ、それほどしつこくまとわりつくこともなかった。 

 普段から黒人嫌いのミレイダがこの話を聞いたら、また「あいつらをアフリカに帰して

しまえ」と言っただろう。 

 だが、このとき、ミレイダは、自分も盗みに遭ったことがある、ともらした。誰に？ど

ういう風に？と聞くと、しばらくして、恥ずかしそうに言った。「白人の女性によ。とても

まとも（decente）な感じの顔だったのに、20 ドルまるごと、だまし取られちゃったの」と

言って、とほほ、という顔をした。あるとき、ドルショップに向う途中、通りでこの女に

「鶏肉を買いにいくんでしょ？」声をかけられた。そのとおりだったのでびっくりして足

を止めた。「代わりにもっと安く（やみ市場で）買ってきてあげるから」と言われて金を渡

したところ、１時間待っても帰ってこなかったというのだ。そして、「何かあったら電話し

て」と言われて渡された番号にかけてみると、そんな人間はいない、ということだった。

ミレイダが金を渡してもいいと思ったのは、その女が途中でやってきた男性に、両替した

という大金を返す姿を見たからだ。その男性はグルだったのだろう。 

 

 ＊＊＊＊ 

 



 観光地には、１ブロックごとに、安全のため警官が立っている。だが彼らが守るのは、

観光客であって、キューバ人ではない。止められたら、身分証と職業を聞かれるだろう。

公務員ならいいが、そうでなければ、どういうわけか、署までくるようにと言われるかも

しれない。止められるのは貧しい身なりか、不相応におしゃれな黒人がほとんどだし、止

める方も黒人がほとんどだ。  

 通りをぶらつく人間は、文化がない。まとも（decente）な人間は、昼は働いている。革

命のために。オフィスに、農場に、工場にいる。もし通りにいるなら、それは物事を解決

するために、グレーな手段を見つけるためだ。通りにはいろんな人がいる。そしていろん

なものを商っている。いろんなちょっかいを出してくる。愛が生まれてなにか別のものと

交換できるかもしれない。愛と見せかけて信用させることによって何かべつのものを手に

入れることをできるかもしれない。 

 文化のないやつらも問題だ。だが、文化のありすぎる知識人も問題だ。大通りに張り出

された、革命のスローガンに異議を唱えるというつまらない野心を持ったりするからだ。

革命キューバのストリートはフィデルのものだ。それが嫌なら、出て行け。家から、通り

へ。通りがだめなら、海へ。「出て行け。出て行け（Que se vayan, Que se vayan）」  

 

エピローグ 

 

 2004 年２月、夜７時、長期調査の 後の日々。私は再び、新市街の中心地を歩いていた。

しばらくやめていたのに、やはり便利なので斜めがけのポシェットに財布とデジカメを入

れていた。 

 

 そして、また二人組にポシェットをひったくられそうになった。しかし、今回は、ポシ

ェットは私の身を離れなかった。それでも私は倒れた。倒れた状態から、二人は、ポシェ

ットをむしりとろうとした。私は、今度は何が起きたか瞬時に分かった。そして二人が、

まだ 15,6 歳の黒人少年なのが見えた。そして、今上げるべきなのは、「助けて」などという

言葉ではないことも分かっていた。出すべきは、ただの大声である。 

 「あああああああああーーーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！！」 

まったく、何の意味もない、大きな声。喉をつぶさないように、開いて、腹から出した。

地面を引きずられながら、私は彼らを見据えるように目を見開いて、大声を出しつづけた。



そうこうするうちに、彼らも周りの目が気になるに違いない。果たして、誰かがきて、彼

らは諦めて走っていった。まだ、強盗するのに慣れていないに違いない。通りすがりの老

婦人と男性が私を抱えるようにして起き上がらせた。「大丈夫？女性に対して、なんてひど

いことをするんだ」「ポシェットはだめよ。うちの娘もいまはイタリアにいて、危ないから

持たないようにしていると言うわ」。「警察に行く？」と聞かれて、私が「いいえ」と答え

ると、彼らはうなづいた。そして私は一人で家に戻った。外国人用の下宿経営の許可をと

っていないヤネットの家に住んでいたので、警察の世話になることは、彼女を危険にさら

すことを意味していたのだ。 

 初めて強盗に遭ったあとしばらくは、通りを歩くのが怖かった。しかし、このときは、

平気だった。そこには敵もいるが、味方もいる。たぶん、襲った人たちも、別の出会い方

をすれば、そう悪い奴らじゃないはずだ。 

 右手の中指の第一関節が曲がって少し腫れた。日本に戻ってひと月したころ、病院に行

くと骨折しているということだった。手術しても真っすぐにはならないというので、その

まま放っておくことにした。 

 

だから私は、右手を見るたびに、ハバナの通りを思い出す。 

 

 

 

 

 

＜質疑応答＞ 

近森： 

報告のなかにライフヒストリーめいたものが入っているが、それらの話の焦点がよくわ

からない。いろんな話が混ざっている中で、男女関係の話が多いということはわかる。断

片的な出来事の描写を重ねて、キューバの社会的な背景をすえながら、何かを映し出そう

というのはわかるのだが。 

一箇所だけ出てきた、「通りを生きる実践的な知」というのがポイントなのかと思ったの

ですが。 

 



田沼： 

 あれはほとんどしゃれで入れただけですよ。 

 

近森： 

通りで出会う人々の話を、そもそもどういう意図で書きとめ始めたのか？ 

 

田沼： 

別に意図はなくて、起きたことをすべて書き留めるということが、人類学のフィールド

ワークの基本にあるわけです。 初のうちは、そんなことしかできることがなくって。私

はもともと移民に興味があったのに、書き留めることがこんなことばかりでうんざりして

いたのですが、途中からこれも研究のテーマに含めようと思い、積極的に話を聞き、記録

するようになった。 

ただ、カイェの話って、あまりおもしろくない、という気がする。あまりにもわかりや

すすぎるところがある。生き延びるためには何でもやらなければいけないという、どこに

でもある話なのではないのかという気がしてしまう。 

でも今回、関根先生とお話したとき、「でも、イデオロギーに覆われたストリートだから

こそ起こることなのでは」といわれて、そうかもしれないと思い、他の地域にはない社会

背景を紹介しようと思って、今日のような形にしてみた。 

 

近森： 

感じたことは、田沼さん自身、つまり調査者の属性が、すごく関わっていますよね。20

代の日本人の女性と、キューバの人びととのエンカウンターということですよね。 

 

田沼： 

自分が出すぎているとは思ったのだが、それはなんでかというと、どうしても通りを歩

いていると、自分に見た目にあった経験しかできないということがある。私がもし男だっ

たら、女の人が寄ってくるでしょうし。たとえば、アメリカではアフリカ系アメリカ人と

呼ばれていた友人が、キューバだと「ムラータ」と呼ばれ、そのことをいやがっていた。「自

分の黒人性を否定するような言葉だから」と言って。そのうちでも慣れてきて気に入った

と言っていたが。あるいは、1 人の黒人のカナダ人の学生はいつも授業に遅刻するので、な



ぜと聞くと、それはいつも通りを歩くたびに警官に止められてしまうためだと（笑）。 

カイェの人たちを調査しようとすると、どうしてもそうした自分の見た目で縛られると

ころがあり、こういう調査はしたくないかなと思った。 

 

関根： 

今日の話の位置づけというものは？まずキューバについて全体を知らないのに、このよ

うな具体的な話を示されて、どうとらえてよいのかわからなかったのだが。 

 

内藤： 

私はこの研究会で以前、カイェよりひとつ下の「路地」の話をした。カイェよりも、日

常がより出てくるような空間で、そこに男たちが出てたむろし、酒を飲みながら、しゃべ

って何にもしない、そこへ女たちが呼びに来るというような。歴史的に、女の社交場には

なっていかなかったところ。 

田沼さんは、そこはストーリーにならないと判断したということだったが、私の場合は、

そここそストーリーになるというふうに思った。というのもこのストリートの研究会では、

微細な日常であるとか、断片的だけれどたしかに何かが起こっているとか、そこに何かが

表出していると受け止めようという姿勢がある。新しい何かがそこであったとしたら、そ

れはグローバルな流れの中で何かをそこの人たちが拾ったり、あるいは自分たちにとって

必要なものとして現出させているのだと考える。グローバルなんだけど、ローカルとつな

がっている。そういうカイェのあり方、あるいは人の立ち方というのに私は興味を抱いた。

こうした意味で、カイェにこそ日常の反映とストーリーがあるのだなと。つまり、田沼さ

んとは逆の立場で私は発表したのだなと思った。 

ただ、今日話された内容そのものは、私がチリで経験することとまったく同じだった。

たとえば私が歩いていると、10m ごとにピロポを受けることになる。だけども、ここがキ

ューバ、あるいは社会主義との違いなのかと思ったのは、チリでは一見知的だなと見える

おじさんもピロポするし、スラムの男たちもピロポをするということで、だけれどもピロ

ポの内容に差があるということ。だからチリでは、ピロポをするやつがわるいとか下品と

かは言わない。この場合にチリの知識人たちは、「あの人たちには文化がない」という言い

方ではなくて、「あの人たちには教養がない」という言い方をする。つまり「文化は共通で

ある」と。「カルチャーは一緒である、でも教育がない」という言い方は、近代以降になっ



てのことで、ちょうど「貧困」が出始めてから言われ始めたことである。 

 

関根： 

キューバの社会状況において、今回のような話はどう位置づけられるのか。話を聞いて

いると、男はすぐ浮気するし、女もどんどん新しい相手を求めるしで、もういったいどう

いう社会なのかっていう印象を受けてしまった。 

 

内藤： 

男女関係が基本的にすごくはっきりしているところで、そうした状況だけれど女も外に

出れるようにしていこう、もっと開いていこう、という動きがある。その一つの現れ方と

して、ヒネテーラというのがいる。「道を開く」ということを田沼さんもおっしゃっていた

が、つまり女性も外に出る、生きていく、現代化する、ということ。ものすごいマチズモ

の世界だから、女性を解放するとまではいわないけれど。 

 そうした事情があって、そこに革命やグローバリゼーションについての話もぜんぶ絡め

た内容の報告であったと思った。 

 

関根： 

今回は詳しくは説明しなかった、博士論文で扱ったという「したたかな人びと」の一つ

がこのヒネテーラなのか。 

 

田沼： 

「したたかな人びと」の代表的な例です。 

 

関根： 

では「解決する人々」というのはどういう人たち？ 

 

田沼： 

「解決する」にはあらゆる手段がある。大学教授が、ドルをもらって個人教授をすると

か、誰かに頼んで何かを交換するとか、ほんとはいけないけれどアルバイトで何か別のこ

とをする。それにはいろんなものが含まれる。そのうちの、解決の仕方の手段のいちばん



露骨なやり方というのがヒネテーラになる。 

 

関根： 

「不器用な人々」というのは、たとえば？ 

 

田沼： 

革命の教育においては、「お金のために」とか「自分のために」働くというのはよくない

ことだとされる。このため人びとは、「物質的な見返りを望まずに働きましょう」という教

えを内面化することになる。 

80 年代のキューバにおいては、かなりの物が無料であっただけでなく、仕事に就いてい

る人ならば給料が余るくらいに物価が安かった。若者だと、お小遣いをもらうこともしな

いし、アルバイトすることも一切ないような。彼らは子供のころから、小学校、中学校と

ずっと労働奉仕をする。「働くこと」とは、すなわち「社会のためになること」であった。

「お金をとること」があまり美しくないという考え方を内面化してきた。 

それが突然、経済危機になった。政府が「じゃあもうこれからは、自分たちで金儲けし

てください」というようになる。キューバ人がドルを持つことは、人びとが平等でなくな

るからといってずっと禁止されていたのに、キューバ人もドルを手にしていいことになる。

そうなったときに「不器用な人びと」というのは、ドルを上手に稼ぐことが「恥ずかしく

てできない」という。何かわるいことのように思えてしまう。そんな人に「あなたの夢は

なに？」と聞くと、「給料をもらって働くこと」だと答えたりする。あるいは、手段を尽く

して外国に出て行くとか。 

今のキューバでは、「商売」をしなければならない。しかし「商売をする」ことは、彼ら

がこれまでの人生で内面化してきた「働く」ということとは違う。それは単に、「ある物を

別の場所に移すこと」でしかなく、「働く」ことではないのだ。それに「商売」をやろうに

も、「自分たちは苦手だから、すぐだまされちゃうし」なんてことを言う。 

そういう人たちのことを、あまり使われている言葉ではないが他にいいようがないので、

「不器用な人びと」とまとめました。 

 

 

小馬： 



「粗野」な「田舎者」たちがたむろする、「文化がない」ストリートという話だった。そ

の一方では、新しい現象として「女たちがストリートへ出て行く」という話も出た。それ

ではストリートとは、どういう空間なのか。「文化がない」というときの「文化」とはそも

そもなにを差しているのでしょう。 

家から出て行くストリートへと出て行く女たちを語るときにも、また田舎者について語

るときも「文化」がいわれる。この「文化」とはなんなのか。 

 

田沼： 

「文化がない」という言い方と並んで、「文明化されていない」という言い方もよく使わ

れる。つまり「田舎者」、白人が多いのだけど、彼らは「字が読めないのだ」とか、行動に

ついても「子供をちゃんとトイレに連れていっておしっこさせない」とか。 

ストリートでぶらぶらしている人びとには、どちらかというと黒人の人びとが多い。彼ら

はたしかに都会には住んでいるかもしれないけれど、話し方は洗練されていないし、かと

いってストリート特有のスラングとか、音楽とかを持っているわけでもない。鈴木先生が

書かれているようなものを求めても、それはない。独特の「文化」、人類学者がいうような

「文化」はあるとはいいがたいような状況である。 

 

小馬： 

一方でそうした「文化」という言い方があり、また一方ではあまりにも融通が利かない

人のことを「文化がない」と呼ぶのですか？ 

 

田沼： 

そうではなくて、あまりにも融通が利かない人のことは「革命的」と呼びます。「文化的」

というと、その人が革命的であれ、革命に懐疑的な人であれ、「よい人である」というイメ

ージになります。すいません、わかりづらい書き方になっていました。 

 

小馬： 

そういう人たちが「不器用な人たち」であり、現実にうまく適応できない人たちという

ことですね。人びとが生きていく場所としてストリートがあり、そこで彼らが「解決する」

ということを肯定的にとらえようという話だったのですか。 



 

田沼： 

「解決している」本人たちは自身の行為を肯定的にとらえているのでしょうが、私が肯

定的にとらえているという話ではありません。 

 

小馬： 

そのへんが、近森さんもおっしゃったように、私にはよくわからないところだった。ど

ういう視点で、事例をどう整理し、何を出そうとしているのか。ポリフォニーを用いて、

重層的な記述の中に何かをつかんでください、という意図はわかります。でも文化人類学

っていうのは、やはり何らかの道筋を探っていく作業であるべきだと思う。複雑なところ

へ入っていくことは重要ですが、なおかつそのうえで、見えないもの同士をどうつないで

話をする可能性があるのかを追い求める。それを報告することが物を書くことだと思うの

だが、今回の報告ではそれが 後まで見えなかった。 

 

野村： 

「文化」という言葉の使い方ですが、イタリア語でもあるまったく同じ言い方で、「しつ

けがわるい」という意味合いで使われます。スペイン語で「クルト」、イタリア語だったら、

語源は同じで「コルト」。この「コルト」とは、「教養がある」ということになります。「ク

ルトゥーラ」だと、人類学でいう「文化」というより、むしろ「しつけがよくできてる / で

きてない」というときに使う。報告のタイトルにも入っているこの「文化がない」という

言い方は、けっこう古い言い方だと思う。 

同じくこれも言葉についての話だが、報告の中で「人生の女」「闘う女」という言い方が

あったけれど、これもイタリア語にもある。ただしイタリア語では、これは文字通り「ス

トリート・ボーイ」というような意味で使う。ようするに、町で盗みやら売春やらとにか

く何かをして生活費を稼ぎ、町で生きるという意味で使う。まさに「ストリート・ボーイ」

「ストリート生活者」のことを指す。家のあるなしではなく、生活をストリートで成り立

たせる人のことを一般に指す。こういう言い方は、ある一定の年齢になった人たちにはし

なくなる。 

このような言葉の問題を考えるのもおもしろいと思った。今日の「あの人たちには文化

がない」という話全体において、どう関わっているのかはよくわからないのだが。 



 

田沼： 

「一定の年齢になるまで」というのは、キューバではない。キューバの場合、若者が 30

歳前半まで子供扱いされていて、その意味で青年期が長いといえる。 

「人生の女」という言い方はスペイン語では一般的な言い方で、キューバに限られてい

るわけではなく、イタリア語にもあるのでしょう。イタリア語の「しつけがわるい」とい

う言い方も、キューバでもまったく同じ使い方をします。「クルト」という言葉で「教養が

ある/ない」という言い方もします。 

たしかにキューバの場合、「文化」という言葉は、「ハイ・カルチャー」を知っているか

知らないかのような意味で使われる。文化人類学という学問は、90 年代後半になってキュ

ーバに輸入されるのだが、それまでは学者であっても「文化」といったら「ハイ･カルチャ

ー」のイメージで用いていた。 

 ちなみにキューバの人類学は、「犯罪者の 99％は黒人だ」というような言い方をする、イ

タリアの犯罪人類学の影響が強いところ。フェルナンド・オルティスという、柳田國男の

ような民俗学をやっていて国民的に知られている人物がいる。彼は 初はイタリアの犯罪

人類学を学び、キューバにおける黒人の犯罪について知るために骨の計測なんかを行った

りしていた。途中からは、これもまたヨーロッパの流行を取り入れて「黒人性はいいこと」

だと言ってみたり、あるいはラテンアメリカの混血性を称揚する言説を取り入れて「キュ

ーバの未来はみな混血になるのだからすごくいいことだ」と言い出したり。ある意味で非

常に場当たり的に変っている。 

ともかく、「文化」という言葉、それに「人種」という言葉も、われわれからすれば非常

に古い意味で使われている。 

 

野村： 

「ストリート」にあたるこの「カイェ」という言葉には、ずいぶん含蓄があるのだと思

う。もう一つ出てきた「カミーノ」など、他にもいろいろ言い方があるみたいですが。 

この「カイェ」はどこにも行かない道でしょう？ ティッシュみたいな、繊維のような道

で、それが町をつくっている。まっすぐ伸びているのではなく、むしろ入り組んでいるよ

うな。 

「大通り」を指すのだったらまた別の言葉があって、そこでは今日話していただいたよ



うなことなんて起こらないでしょう。そんな「大通り」みたいな簡単な言葉と違って、「カ

イェ」という語には、相当いろんなニュアンスが込められていると思う。 

 

田沼： 

 フランスの事例を読んで違うなと思ったのは、カイェはまっすぐなんです。どこかに行

くわけではないけれど、道そのものは碁盤の目にはなっている。パリの革命の舞台となっ

たところのようにぐにゃぐにゃ曲がっているわけではない。ただしどこかへ行くわけでは

ない。そこだけで完結してしまうような場所。 

それに対してカミーノは、どこかに向かっている。「ア・カミーノ」と言ったら「何かに

向かっている」という意味になるし、「アブリール・カミーノ」と言ったら「道を開く」つ

まり「自分の未来を切り拓く」という意味になる。 

 

関根： 

野村先生がおっしゃった、道のいろんな階層、つまり「大通り」から始まって「路地」

に至るまでの階層についてお聞きしたい。それぞれの使い勝手みたいなものとか。ピロポ

が起きる場所とは、どういうストリートなのか。 

もう一つですが、私がなぜ今回、西垣さんと田沼さんに報告をしていただいたかという

と、社会主義というものが絡んだときにストリートがどういうことになるのかという、私

の勝手な興味があった。 

西垣さんのときに話題になったが、いまや新自由主義が 1 人勝ちしていると思うけど、

ではその歴史において社会主義というのがかんでしまった場所では、どういう空間があり、

それと人とがどうかかわっているのか。そう意味では、デモ隊の事例がおもしろかった。

ある意味非常に規制が強い中で、人がどうやってしたたかにやっているのか。単に経済的

な問題を切り抜けるというだけでなく、それも含んだ生活をいったいどうしているのかな、

と。たとえば前回は山田香織さんがドイツのミュンヘンの例を報告してくれたが、そこで

はきわめてコントロールの利いたストリートのイメージが浮かんだ。 

 ストリートというのはどう考えても管理下におかれていることが前提となる。では管理

のしかたにどのような違いがあるのか、また人びとによるそこからの抜け出し方の違いに

興味があった。そういう点での期待があったので、社会主義というものをもっと絡ませた

補足を今日の話についてしていただきたいのですが。 



 

田沼： 

社会主義を絡んだストリートということで言えば、もっともわかりやすいのは、革命後

に通りの名前を変えたこと。それ以前はスペイン語圏のカソリックにちなんだ名前だった

のを、死んだ革命の英雄の名前に変えたり、革命にちなんで「10 月 10 日通り」にしたりと

か。 

あと、「通りを浄化する」という言葉をカストロが何回も使っている。これは社会主義で

なくてもあると思いますが。 

たとえば 60 年代において、キューバは「反体制の国」というイメージだった。でもキュ

ーバの国内では、国内で自分たちにたてつくのはいけない、というのが強くあった。たと

えば道を歩いてる者の服装がおかしかったら止めるとか、髪が長ければ切らせるとか。ほ

とんど日本の学校みたいだなと思ったんですが。ロックが好きな人たち、ビートルズを聴

いていている人なんかを牢屋に放り込んでしまう。体にぴったりした服装をしていると「同

性愛者だ」といわれる。彼らは「資本主義のわるいデカダンスの影響を受けた」とみなさ

れ、「収容させて、働いていれば、君も男になるだろう」などといわれた。 

つまり通りを、ただぶらぶらしている人たち、まったく革命に役立たない人たちが歩く

場所にはしたくないという意図があった。 

 通りだけではなく、建ち並ぶ家についても、何軒かをまとめて革命防衛委員会というの

を作らせた。どこかおかしな人がいたら通報するとか、学校に行かない子がいたら呼びか

けて学校に行かせるとかいったことを行った。 

 

関根： 

 どちらかというと私が知りたいのは、革命前のことです。今日の報告の出だしが、「革命

前のジェンダー」とあったが、では｢革命後のジェンダー｣は今日どのように説明されたの

だろうか。 

 社会主義化というものが、人を家の外に出そうとしたわけでしょ？ところがそこには「文

化がない」し、あるいはそこをねぐらにしている人たちにも「文化がない」。ここでもう、

「外」とか「通り」の意味が二重化している。歴史的な変化、通りの多重な意味を明らか

にして、もう少しシステマティックに議論をしてほしかった気がする。 

 



野村： 

キューバでも、何らかの形でセクシャルな抑圧があるんだろうと思う。カトリック圏で

は、明らかに抑圧があると思う。たとえば「同性愛がだめだ」とか。 

ベースに抑圧というのを考えない場合、たとえばオランダなんかでは、セクシャルなも

のは表通りには完全に入っている。町の目抜き通りに巨大なビルのセックスショップがあ

ったりして、それがけっこう流行ってたりする。同じくプロテスタント圏のスイスなんか

では、下着屋、それも高級でセクシーな下着屋が、ルイ・ヴィトンの隣みたいな場所、目

抜き通りの一番いいところにあったりする。イタリアにもそういう店はあるけど、一応奥

に引っ込んでいて、そういう店は裏通りにつくることになっている。法律にはなっている

わけではないんだろうけど、人の考え方としてちょっと人目を避けて買うものという感覚

がある。カトリック圏の人々は、自由にいろいろやってるみたいだけど、なんか根本です

ごい抑圧があるんだろうなという感覚が僕にはある。今日の話を聞いていても、やはり抑

圧というのを考えたらいいかと思った。 

性の問題について北欧の話を聞いても、単刀直入すぎてぜんぜんおもしろくなかったり

する。一方、南ヨーロッパのカトリックの世界では相当大きな問題があり、ラテンアメリ

カでもそうなのではないかという気がしている。僕ら日本人にはなかなか理解できないよ

うな抑圧の部分。そういう視点が議論のベースに必要なのではないか。 

 

田沼： 

たしかにそうで、キューバでも北欧みたいに単刀直入すぎることはない。 

たとえばキューバの人々は、「彼らはすごく文明化されていて、配偶者交換とかも平気で

するし、やきもちも焼かない。それに対して僕らはやきもちを焼くから、文明化されきっ

ていないんだ」という言い方をよくする。「ソ連の人たちはあまりにも自由すぎて、やきも

ちを焼かないんだ」というふうに。 

その一方で、「妬む」「妬まれる」というのは彼らにとってすごく大事なこと。それが非常

にいやだという人もいるけれど、「自由になりたい」とどれだけ言っていても、逆に「妬ま

れなければ生きている甲斐がない」というところがある。 

博論で書いた「不器用な人たち」というのは、頭では自分は解放されたいと思う。カッ

プルという考え方は、古くて、キリスト教的なもの。だからそこから解放されたい、好き

な人ができれば移ったり、浮気したりしたいと思う。けれども、「わたしにはどうしてもで



きないし、相手にうそをつくこともできない」。だから結局貞節をまもってしまう。そのこ

とを「ああ、私は遅れているんだ」と言う。 

こういう言い方をするのは、やはり女の人に多い。男は逆に、隠す。自分が相手に対し

て誠実であるということを堂々という人は、あまりいない。革命当時の共産党員は、自分

は不正をしていない、精錬潔白であるということと並んで、一夫一婦制をきちんと守って

いるということをとうとうと語った。今の若い人だと、そういう男は逆につまんないと思

われてしまう。女性の方でも「浮気されて頭に来た」というけど、「でも、浮気しないよう

な男は、キューバ人はきらいだから」と。やはりもてる男がいいし、そういう男とつきあ

っていて、ねたまれることがすごく楽しい。 

つまり、抑圧されているというならば、キューバの場合だと性欲を抑圧されているので

はなくて、逆に異性に対する情熱がないことの方がむしろ非難されて、不自然だとされて

しまう。つまり、｢異性に対する欲求がないこと｣を正面きって言うことが抑圧されている。

男性ならば男性性を疑われてしまうし、女性でも「彼女はちょっとおかしい」「もしかした

らレズビアンなんじゃないか」といううわさを立てられてしまったりする。 

 

野村： 

 嫉妬というのは大きなテーマで、イタリアのことわざに「恋と嫉妬は同時に生まれる」

というのがある。浮気を人類学的に取り上げるというのも、いくらでも面白いことがいえ

るだろう。今日の話をそうした視点からもう 1 回読み直してみるといいかもしれない。 

 イタリアでは、男は浮気を絶対に、死ぬまで告白してはいけないと言われている。奥さ

んや恋人に対して。騙しとおさないといけない、そうしないと男じゃない。それは作法だ

なんて言われている。 

 

鈴木： 

キューバ国内で黒人というのは、何かネガティブな表象を与えられているのでしょうか。

国民全体がそういう見解を持っているというか、ほとんど常識みたいなものになっている

のですか？ 

 

田沼： 

 基本的にネガティブで、黒人でも自分のことをネガティブに語るというところがありま



す。キューバには「黒人性を大事にしよう」というような団体がない。なぜならそういう

問題は、社会主義革命によってすべて解決されたのだというのが結論として既にあるから。  

実際には、映画俳優のほとんど白人であったり、黒人が活躍するのはもっぱら音楽とス

ポーツ、というようなステレオタイプがある。 

 

鈴木： 

「したたかな人たち」には黒人が多いのですか？ 

 

田沼： 

多い。ただし、白人側のすごくステレオタイプ的な言い方だと、「彼らは頭がないから、

短期的なことしか考えられない。僕らはちゃんと長期的に考えてしっかり切り抜けている

けれど」ということになる。「白人はだましたりできるが、黒人はひったくりみたいな短絡

的な犯罪しかできないんだ」という言い方がされる。 

 

関根： 

 今日のドラマ仕立ての話は、大声の「ヘルプ！」でスタートして、「アーッ！」という叫

びで終わった。このことで何を言おうとしていたのか、ということをあえてお聞きしたい。

この成長の差異というものを、社会科学的にということですが、田沼さん自身はどう受け

止めているのですか？ 

 

田沼： 

 初に強盗にあってしばらくは、道を行く人みな、特に黒人が「わるそう」に見えるよ

うになった。 後には、通りにはきっと誰か味方もいるだろうという感じがあった。強盗

という行動に出たその人にしても、たまたま盗みを働いたのかもしれないけれど、違った

出会い方ももちろんありえたのだろうと。 

 

関根： 

 聞きたいのは、なぜ二度目の強盗のときに、「ヘルプ」ではなく「アーッ」と叫んだのか

ということなんです。そこが非常におもしろいと思った。 

 「ストリート・ワイズ」について言ってるイライジャ・アンダーソンが、「code of violence」



と「code of decency」という 2 つのロジックについて説明している。私が思ったのは、つ

まり今日の話は、「code of decency」からの話であったのだろうと。そういう視点が強い。

だから「文化がない」。たとえば黒人の若者の「したたかさ」を、「したたか」のレベルに

もいろいろあるけれど、イライジャ・アンダーソンはもっと内側に入り込んで、ひとつの

生き方、ストリートの生き延び方として描いた。「code of violence」が支配している空間で

は、白人であってもそれに応じた挙動をしなければいけない。それがごく当たり前のこと。 

つまり今日の話は、あなたがまさにある種のコードを直感的に学んでいたということだ

ったのかな、と私は思った。同じ現象をストリートの内側から見れば、ずいぶん違って見

えてくるのではないかと話を聞きながら思いました。 

 

小馬： 

ディスクリプティブなところと、プレ-デスクリプティブなところがすごく混じった報告

で、聞く側もどう整理していいのかなかなかわからなかった。 

「アーッ」というのは、割り切れない、分節されない声を出している。そのことの意味

を聞く側にわからせるには、記述を厚くしていき、記述とそうでない部分をはっきり出し

ていくべきだと思う。ポリホニックなことはいいけれど、誰がそう言っているのかを示し、

それを丹念に解きほぐしながら書いた方がいいのではと思いました。 

 

 

（文責：大阪大学大学院 / 学振特別研究員 DC 森田良成） 

 


