
フィデルの立論の展開 

6月1日からのフィデルの議論は、以下の通り。 
イスラエルのイラン攻撃の時期、オバマの評価、北朝鮮攻撃の時期、核戦争勃発の時期な

ど、発言のたびに揺れていることが伺われる。また、発言で言及する人物に枕詞をつけて

乱暴な批判をしている。一貫して論理の飛躍、具体的条件を捨象して、本質論を積み重ね、

結論を出す特徴が見られる。しかし、実際の事態は、具体的条件により本質論が影響を受

けながら展開し、単純ではない。たとえば、このような論理である。 
アメリカ、イスラエルは帝国主義⇒帝国主義は侵略的⇒イランを核攻撃する。イランはイ

スラム原理主義で譲歩しない⇒全面対決となる。天安艦事件は、アメリカの陰謀事件⇒こ

れを口実に北朝鮮を攻撃、北朝鮮は、侵略されればソウルを火の海とすると述べ反撃する

⇒核戦争。 
マスコミ、大手資本により支配されている⇒真実を伝えない⇒緊迫した核戦争の危機を報

道しない。 

 
6月1日 省察「帝国と戦争」 
天安艦事件(3月26日韓国海軍哨戒艦沈没)は、米国の仕組んだもの(具体的証拠提示せず)。
米国の北朝鮮核攻撃を必至とみる(具体的論拠提示せず)。 
イスラエルは、米国の決定を無視してイランへの核攻撃を行う（具体的論拠言及せず)。 
イスラエル特殊部隊、5月31日、公海上でガザ支援船を強襲、15名を殺害したことを非難。 

 
6月3日 省察「帝国とウソ」 
米国による北朝鮮とイランへの核攻撃は、差し迫った危険である。 
米国の仕組んだ天安事件は、日本の「国民統一政府である鳩山政権」を放逐することにも

役立った。 
しかし、代償もあり、中国の胡錦濤国家主席は、日本の明仁天皇、首相、重要人物と話し

あうために重要な指導者を派遣しなければならなかった。 

 
6月8日 省察「悲劇の瀬戸際で」 
天安事件は、米国の工作であることは明白。 
イスラエルが米国の意見も聞かず、イランに独自に核攻撃を行うことを疑うのは非現実的

(具体的証拠示さず)。イランの核施設を攻撃することは明白。 
イランは、イスラエルの脅迫には屈しない。したがって核戦争となる。 

 
6月10日 省察「待伏せの一撃」 
イスラエルのガザ支援船攻撃は、世界でのサッカーのワールドカップ熱を利用したもの。 
国連安保理のイラン追加制裁措置についてのオバマ演説は、昨年のカイロ演説と矛盾する。



イスラエルは、米国によって核武装され、中東の憲兵となっているが、米国の意見も聞か

ずに狂信的に行動するものである。 

 
6月16日 省察「避けがたい小衝突」 
北朝鮮は、天安を沈没させるような兵器はもっていない。(具体的証拠提示せず) 
米国は、口には出さないが、イランの民族主義政権を打倒したいのだ。 
米国は、サウジアラビアに、イスラエルの最新爆撃機がイラン攻撃用に空路を使用するこ

とを承認させた。これは、イスラエルが米国により供給された核兵器を使用することを可

能にするものである。 

 
6月24日 省察「私が間違っていてほしいものだ」 
天安艦は、北朝鮮でなく、米国の諜報機関による爆薬で沈没された(具体的証拠提示せず)。 
6月20日、空母ハリー・S・トルーマンを旗艦とする原潜、戦艦などが、スエズ運河を通

りイラン海域に向かった。同時にイスラエル軍艦も貨物検問のため、イラン海域に向かっ

ている。 
当初、朝鮮で小戦闘が始まり、それが第二次朝鮮戦争、核戦争となり、それが、イラン核

攻撃を誘発すると私は考えたが、現在は状況が変わり、逆で、イランへの核攻撃が最初で、

それがすぐさま朝鮮戦争を引き起こすと考えている。 

 
6月27日 省察「十分に前もって真実を知ること」 
現在は、26日前より、より落ち着いている。もし米国チームが勝てば、オバマは、ワール

ドカップの準決勝戦に出席すると述べた。戦争が起きていたら、出席できないからだ。 
6月26日、イラン軍司令官が、米国あるいはその同盟国が公海でイランの船舶を検問する

なら、ペルシャ湾、ホルムズ海峡で反撃を受けるであろうと述べた。つまり、船舶の検問

が行われるなら、イランから雨のようなミサイル攻撃を受けるであろう。 
1975年3月イスラエルが南ア向けに14発の核弾頭を売却契約したことが暴露された。アン

ゴラ派遣のキューバ軍はこれを知らずに戦闘していた。イスラエルはそういう国だ。 

 
7月4日 省察「不可能な祝福」 
2010年6月9日の国連安保理1929に従って、イスラエル軍艦は、米航空母艦に守られてイ

ラン船舶の検問を行うであろうか。 
イランがそれを否定するならどうなるか、われわれは検討してみなければならない。 
われわれは、核戦争の破滅的な結果に直面しなければならないが、その核戦争は極めて近

い時期に(木曜日か金曜日の8日か9日に)勃発するであろう。 
 
7月11日 省察「戦争の起源」 
米国、イラン両国とも譲歩しないだろう。双方とも望まないが、戦争が勃発するだろう。 



本質において、オバマは、核兵器のない人類を語りながら世界をだまそうとしている(昨
年のプラハ演説のこと)。一方では、核兵器に代わる甚大な破壊兵器を用いるからだ。 
米国は、イランの屈服が非常に近いと考えているが、EUも7月26日に署名を予定している

別な制裁措置を検討している。 
イランの外相は、国際制裁に関わらずウランの濃縮を継続すると述べている。 
救い難い障害(核戦争)を克服できる可能性は、一日一日と減っている。核戦争が勃発する

ことをほぼ正確に予測できることは明白である。 
自己批判しなければならないことは、6月27日木曜日の省察（フィデル記憶違い、実際は7
月4日の省察）、遅くとも木曜日か金曜日8日か9日に、遅くとも土曜日までには核戦争が勃

発すると述べたのは誤りであった。 
イスラエルの戦艦が米海軍とともに目的地に向かっており、検問の指令が出されているこ

とを知っていた。しかし、船籍国の同意が必要であるという条件に気がつかなかったので

ある。それは、外務省の担当官が、私に文書を渡したときに、睡魔のためかその部分を省

略していたためである。 
8月8日は、6月9日の安保理決議の実施状況を報告する60日の期限が切れる。しかし、現

実には何か残念なことが起きるであろう。 
決議の第36項に決議1737(2006)のイランの履行状況についてのIAEA事務総長の報告の

提出が90日以内に要求され、第37項でこの報告に基づいてイランへの行動を再検討すると

なっていることを見逃していた。 
私の目的は、生じていることを国際世論に警告することであった。 

 
7月18日 省察「ネルソン・マンデラ」 
人類は、近づきつつある核悲劇の破滅的な衝撃をまだ予防することができる。環境の悲劇

は最早、目の前にあるのだ。 

 
7月18日 省察「もう一つの悲劇」 
7月13日にキューバ世界経済調査所(CIEM)を訪問した際、現在、目にしているもう一つの

悲劇、環境破壊について述べた。この問題では、現存していることをみんなが協力して変

えていくことが必要だ。 
私が6月1日から省察で述べている人類最後の戦争となる戦争の差し迫った危険は、一日一

日、悪化している。99.9％の人が基本的な常識が勝利すると期待している。しかし不幸な

ことに私が見ている現実からは、そういう可能性はまったくない。世界の人びとがこうし

た現実に対処するよう準備することがはるかに現実的だ。 

 
8月3日 省察「米国大統領への要請」 
天安艦沈没事件後に核戦争の危険が生じた。これは韓国政府の主張である北朝鮮の旧式ソ

連製潜水艦の魚雷によるものではなく、米国の諜報部隊が天安艦の船体に爆薬を仕掛けた



ことによる。(具体的証拠提示せず)。 
8月1日、マイケル・ミューレン米軍統合参謀本部長は、イランが核武装する計画を持って

いるので、それを止めさせるイラン攻撃計画があることを認めた。 
8月2日、アフマディネジャド大統領は、9月にニューヨークでオバマと会い、直接、対等

平等の立場で話し合いたいと述べた。イラン政府は、米国とイスラエルがイランを封鎖し、

イランの商船が検査を受けるやいなや、検問した船舶にミサイルを発射すると通告した。 
したがって、オバマが安保理決議の実行を命令するならば、同地域のすべての米国軍艦が

沈没させられることになる。 
現在の最悪の可能性は、核戦争であり、それはすでに実際上避けられないものとなってい

る。それを避けるようにしよう。 
 
8月7日 フィデルの国会での「メッセージ」(演説) 
8週間前の当初、差し迫った核戦争の危険は、解決不可能だと考えた。 
幸いに、まもなく希望があると分かった。さらにその機会が失われるなら、最悪の結果と

なり、人類は救われない。しかし、そうならず、逆に、つい最近まで夢にも思わなかった

解決の条件が現在作られつつある。 
米国大統領が一人で決定を下さなければならないだろう。彼の補佐官たちはこのことを理

解し始めた。些細な前進だが、ヘラルド(米国に収監中の5人のキューバ人諜報員の一人)
の拷問が停止されたことである。これは、12年間も起きなかったことだ。次は、妻のアド

リアーナの面会が認められか、あるいは即時の釈放があるだろう。 
イランが米国とイスラエルの要請に一歩も譲歩せず、米国とイスラエルは戦争手段を動員

しているので、2010年6月9日の安保理の合意期限が終了する (9月7日)やいなやイランを

攻撃するはずである。 
その指令は、オバマ大統領が行うことになるが、膨大な核兵器により米国も含め世界で数

億人の死者を出すことになる。同時に、近東、極東、ユーラシアでも核戦争が勃発するで

あろう。 
オバマ大統領は、アフリカ人と白人の、イスラム教徒とキリスト教徒の子孫である。その

指令を出さないであろう。もし、彼がこのことについて良識的に考えるならば、である。

イスラエルを除き、世界の大国、同盟国、敵対国も、そうしないように呼びかけるであろ

う。 

 
メッセージを読み上げた後、国会議員の質問に答えて。そのうちのいくつかを記す。 
（問）：オバマは、攻撃指令を出すことができるか？ 
（答フィデル）：(少し考えて)いやできない。もしわれわれが彼を説得するならば。 
（問）：あなたは、オバマが二つの文化の遺伝子をもっているとのべたが、文化的対話に

ついてもう少し詳しく話してほしい。 
（答）：時間がないが、中国もこの方向で動いている。ソ連人（ママ）もこの方向で動い



ている。この二つの大国のうち、ソ連（ママ）は、異常な気候変動に苦しんでいるところ

である。オバマの有利な点は、ニクソンでないこと。ニクソンは厚顔無知だった。レーガ

ンも無知だった。ルーズベルトは、彼なら広島と長崎に原爆を落とさなかったであろう。

落としたのは無知で無責任なトルーマンだった。落とす必要はなかった。日本は敗北して

おり、天皇はすでに終戦を決定していたからだ。 
（問）：あなたは、イスラエルがイランに攻撃しないように説得されうると思うか。 
（答）：思わない。 
 
8月8日 ベネズエラの記者とのインタビュー 
オバマは、厚顔無知なニクソンとは違うし、レーガンのような恐るべき無知でもないし、

ブッシュ氏のような頭の狂った馬鹿でもないし、ブッシュ氏の父のような、いかんともし

がたい二重人格者でもない。オバマは、殺人者ではなく、他人の不幸を望んでいる人物で

もなく、政治家で、教育があり、教養もあり、優れた演説家であり、多くの共感を得てい

る。あなた方に聞くが、あなた方は、良識あるオバマが、数億人の死者をだすことを決定

しつつあると思うか。 

イスラエルは、米国から供給された核兵器をもっている。しかし、イスラエルは米国が指

令を出すのを待っている。彼らは、米国から説得されていると思っている。イスラエルは、

今、オバマが核戦争の引き金を引くように期待している。しかし、オバマは引き金を引か

ない。というのは世界に世論、すべての大国が戦争をしてはならないという意見があるか

らである。だから、イスラエル人たちは、あえて勝手にミサイルを発射することはしない

であろう。 

 
8月10日 省察「イスラエルは最初の攻撃者とはならないだろう」 
安保理決議1929により、イスラエルは、最初の攻撃を行う国を米国とすることができた。

ネタニヤフは、最初の攻撃国となって、核保有諸国と対決することを好まないからだ。彼

はバカではない。 
オバマには無実の数億人を殺害する核戦争を命じるより他の政策はなくなっているが、彼

は殺人者ではない。 
最悪なのは、だれかが忌まわしい誤りを冒し、事態が展開することである。 

 
8月12日 省察、「7つの海の巨人」 
サリーナス元大統領を異常に評価。カルデロン政権を不正選挙で勝利したと述べ、メキシ

コ外務省から抗議を受ける。 
「サリーナスは、私には親切で有能で、『三文大統領の』セディージョから『嫉妬』で追

放されたとき、すぐさま私は、サリーナスのキューバ在住を受け入れ住宅の購入も許可し、

その後も2007年の手術まで頻繁に会った。彼は、一度も私をだましたことがなかった」ま

た、「米玖の移民問題の交渉では、仲介役として米国に指名されたが、米国寄りでなくま



ったくの仲介役として行動した」と評価。  
また、「アウマーダ事件のオブラドールの個人秘書の汚職のビデオ撮影にはサリーナスも

からんでおり、彼の指令でアウマーダは、キューバに逃亡した」と、フィデルはキューバ

内務省の資料で明らかにする（これもこれまでキューバは、明らかにしなかった）。 
 
10.08.15 省察「免責と戦争」 
「気付いた馬鹿げたことの中に、バン・キムーン国連事務総長が上部からの(米国の)指令

に従って、アルバロ・ウリベを事件調査委員会の副委員長に任命するというでたらめを犯

したことがある」と指摘。 

「ウリベは、戦争犯罪人として告発されており、2000人に至るものもあるといわれている

暗殺された死体の共同埋葬地で一杯の国で、米軍に奉仕するコロンビア軍事基地のほかに

7つの米軍基地を認めた人物が、テロやジェノサイドと全く関係がないと完全に免責され

ているのである。 

対イラン戦争は、すでに帝国の上層部で決定されており、世界の世論の絶大な努力のみが、

極めて近い時期に戦争が勃発するのを阻止することができるであろう。 

 
10.08.17 省察『世界政府�』 
エスチューリンの著書『ビルダーバーグ・クラブの真の歴史』を「歴史の再検討のために

素晴らしい叙述」と称賛。 
 
10.08.18 省察『世界政府Ⅱ』 
（エスチューリンが述べているように）米国の子供や若者の知能がこのように歪んだもの

となっていると考えるのは、恐ろしいことである。 

現在、世界が核のホロコーストに導かれることを避けるために、また米国の子供や若者の

肉体や精神をできるだけ回復し、人類がこうしたかくも恐ろしい運命から解放されるよう

に、たたかわなければならない。 

 
10.08.19 省察『私は誇張しすぎているだろうか』 
米国でどこまで教育が歪んで堕落しているか、その国が、8000発以上の核兵器をもち、世

界で最も強力な兵器を持っている国であることを見るとき、寒気がするであろう。 

 
10.08.22 フィデル、テレビ座談会で。 
いずれにせよ、イスラエルにとって、極めて近いイランが核兵器をもつことはどんな時期

にしても、3年かかるとしても、恐ろしいことである。イスラエルにとっては、許しがた

いことである。それが、もし米国がイランを攻撃しなければ、イスラエルが攻撃する理由

である。 
オバマは、引き続き引き金に指をかけており、決定を下すのに長い時間をかけないであろ



う。そうするのを避けるようにしよう。現在できるすべてのことを、しなければならない。 
北朝鮮は、彼らが天安艦を沈没させたのではないと、中国に真実を述べた。しかし、北朝

鮮に責任があるというと、北朝鮮は、彼らを破壊させないと反論する。北朝鮮は、ソウル

を火の海にすることができるのである。北朝鮮は、イランで戦争が勃発したならば、北朝

鮮への最初の一撃を許さない。なぜなら、北朝鮮は、即座に彼らを攻撃してくることを知

っているからである。それは、まったく疑いのないことである。 

 
10.08.22 省察『引き続き議論する用意がある』 
なぜ、戦争か平和が、オバマにかかっているのか。ただ一つ重要な事実は、米国において

憲法は、同国では戦争の指令を出すことができる唯一の人間が存在していることを規定し

ていることである。そのことは、かつてなく重要である。というのは、世界核戦争は一分

で開始され、おそらく一日しか継続しないからである。 
この2010年という最後の段階で、もし国連安保理の指示を遵守するならば、おそらくそれ

を韓国人のバン・キムーンという人物（訳注：国連総長）が確実に呼びかけるだろうが、

オバマが人類の消滅に責任があるであろうという私の考えを誰も想像しなかったし、オバ

マももっと想像しなかったであろう。 
 
10.08.23 省察『核の冬』 
国連の安保理の期限（2010年9月9日）が終わると、その後核戦争は不可避となる。最初

にイランの船が検査されると、どんなことでも起こりうる。 

 
10.08.23 核の危険についてのキューバ人科学者との意見交換 
これは、世界で最初の核戦争となるように思われる。人類史は、このような戦争を経験し

たことがない。人間は、棍棒を持って以来、戦争をすることになった。そうしたすべての

理由づけは、間違っている。したがって、私は、危険を説得しようとしているのである。

つい最近までだれが戦争の危険を知っていたであろうか。だれがそれについて話したであ

ろうか。だれが、世界のすべての通信手段を支配しているのであろうか。 
ここに、すべては、一人の人間（オバマ大統領）にかかっているのだ。それは、強大であ

るからというのではない。それは、彼が、引き金をひく権限をもっている唯一の人間であ

るからである。もし、彼が引き金を引かなければ、すべての世界の人びとが、彼に感謝す

るし、大富豪まで、イスラエルまで感謝するであろう。 
 
10.08.24 省察『近著の重要な章』 
フィデル、「エスチューリンの本の内容は、劇的で、重要部分を検討するに値する」と評

価して、詳細に紹介した。ビルダーバーグ・クラブは、世界制覇をめざし、実際に国際政

治を動かしている「影の世界政府」であり、国連総会、国連安保理、G-8、G-20、WTO、

EU、ASEAN、UNASURなどよりも、実際に現実政治を動かしている「世界政府」であ



る。エスチューリンの『近著の重要な章』での主張、「1995年のオクラホマ・シティー連

邦政府ビル爆破事件、2001年の9・11世界貿易センタービル爆破事件、2002年のバリ島爆

破事件、2007年のスペインのバラハス空港爆破事件などは、この『影の政府』が関与した

小型核爆弾による爆破事件である」を、フィデルは、批判はまったくせずに紹介。 
 
10.08.25 省察『ある専門家の見解』 
もし、イスラエル人の考え方について、誰が一番知っているかと問われれば、私は躊躇な

くジェフエリー・ゴールドバーグと答えるであろう。精力的なジャーナリストで、イスラ

エルの指導者や知識人の考え方について質問するために何十回と取材している。 

 
10.08.28 省察『憂慮する238の理由』。 
9月7日以降、国連安保理は、イランが各計画を停止したかどうかを検討するであろう。も

し、決議1929の文言に合致するならば、米国あるいはイスラエルは、公海でイランの商品

を検査しようとするであろうし、武力を行使しなければならないであろう。これが、現在

われわれが、明らかに不確実な点である。 
ジェフリー・ゴールドバーグの重要な論文、『アトランティック』誌の「後戻りできない

地点」を注意深く読んだなら、この史上まれな矛盾が意味すること、双方の国の間で、核

の時代において、ほとんど解決できないことがわかる。 

 
10.08.30 ラ・ホルナダ紙とのインタビュー 
このところ、私は、表舞台に出ないわけにはいかない。世界は、最も興味深く、存在が危

険な段階にあり、私は、勃発しようとしていることに対し、行わなければならない義務が

ある。 

その義務は、全面的な反核戦争運動の結成のようなものである。そうした巨大な脅迫が実

行されるのを避けるために、国際的な説得力を作ることである。 

私は、最初、北朝鮮への核攻撃が行われると考えた。しかし、すぐさま修正した。という

のは、中国が安保理において拒否権でそれを止めさせたからである。しかし、イランに対

してはだれも止めない。中国も、ロシアも拒否権を使わなかった。 

われわれは、バラク・オバマ米国大統領に核戦争を避けるよう説得するために世界を動員

しなければならない。彼だけが、ボタンを押すかどうかできるのである。 

100発の核爆弾だけでも世界全体を暗闇にする核の冬を作ることができる。 

こうした残酷なことは数日の問題として、より正確にいえば来る9月9日に起こりうる。そ

の日が、イラン船舶の検問を開始するために、国連の安保理が与えた90日期限が終了する

日だからである。 

イランは、譲歩しないことは確実だ。アメリカが譲歩するだろうか。どちらも譲歩しない

としたら、どうなるだろうか。このことが、来る9日に起こりうることなのだ。 

爆発後の1分間で、人類の半分以上が死亡し、灰と炎の中で諸大陸の噴煙が太陽の光をさ



えぎり、暗黒の闇が世界を支配し始めるであろう。 

 

9月3日 ハバナ大学での演説 
「この核戦争を回避するための時間は、極めて限られている。今年の6月世界では地球の

人類の命が脅威にさらされている危険について、何も警告されていなかったので、私はそ

の時から、その危険性を広く伝える努力をしてきた。・・・ 
巨大な資本主義企業が握っている大手通信社、大手マスコミは、沈黙しており、世界は、

（核戦争が緊迫していることを）、知らされていない。・・・ 
痛ましい真実をいうのも気持ち良いものではないが、これは、世界の政治、政府に携わ

っているすべてのものにとって恥ずかしいことである。つまり、こうした事実（緊迫した

核戦争の可能性）が、故意に隠されていることである。そこで、キューバ（フィデルが、

という意味）が、人類に現在起きつつある危険を警告するという困難な課題を担うことに

なったのである」。 
「（6月7日に）決議1929が承認され、イランの商品の検問が許可され、90日という期限が

定められ、各国はその日までに決議を順守したかどうか、（IAEAと安保理）に報告しなけ

ればならない。 
今や、この状況の中で何が行われるか、世界の世論を彼らはどう評価するか、新たな期限

を設定するのかどうか、見守らなければならない。・・・ 
したがって、世界のマスコミは、奇妙な沈黙を守ったり、あるいは突然ニュースを報道し

たりするので、気をつけておかねばならない。 
現在、事態は展開しつつあるので、だれも起きることを正確な言葉でいうことはできない

が、9月7日、9日、15日、20日に何が起きるであろうか。われわれは、対策の計画を立て

ておかなければならない」。 
「もはやわれわれは、紳士的な時代に生きているのではなく、恐るべき核が2回も使用さ

れた時代であり」、核が安易に使用される時代にあるという。そしてイランを米国やイス

ラエルが攻撃すると、「イスラエルが通常兵器で反撃すると、激しい戦争となり、攻撃側

の統制がなくなり世界核戦争となるのは必至だ」と述べた。 
（ロシアをソ連と言い間違える） 
 
10.09.07 ゴーデルバーグ記者、雑誌『ジ・アトランティック』にフィデルとの会見の記

事を掲載し、内容が明らかとなった。 
一つは、ユダヤ人のゴールドバーグに対して、「ユダヤ人ほど迫害を受けた民族はなく、

アフマディネチャド大統領が、ユダヤ人虐殺のホロコーストを否定しているのは誤りであ

る。イラン政府は、反ユダヤ主義を止めて、イスラエル国の存在を認めてイスラエルの恐

怖を取り除き平和の大義に奉仕するほうが良い」と述べた。 
ゴールドバーグが、「あなたは、それをアフマディネジャドに話すのか」とフィデルに

聞いたところ、「今、これをいっているので、君がそれを彼に伝えてくれてもいい」とフ



ィデルは答えたという。正論であるが、キューバの友好国であるイラン政府、アフマディ

ネジャド大統領を批判したことにもなる。こうした微妙な問題についての見解は、通常で

は、正式な外交ルートに乗せて意見が交換されるものである。 
二つ目は、かつて、1962年のミサイル危機の際、フィデルが、米国への核先制攻撃をフ

ルシチョフに提案したが、ゴールドバーグは、フィデルに、「その考えは今でも正しいか」

と質問した。ゴールドバークが行った質問は、先制核攻撃論を、フィデルは現在も維持し

ているのかということであった。 
 フィデルは、こう答えた。 

「その後いろいろなことを見て、いろいろなことが分かってみると、まったくその考え

は間違っていた」 
三つ目は、ゴールドバーグが、フィデルに「あなたは、今もキューバ・モデルを、輸出

する価値があるかと思うか」と質問したことに対し、「キューバ・モデルは、キューバに

とってさえも機能していない」と答えた。その後、フィデルは、「発言の真意は、資本主

義モデルは、キューバでは機能しない」という意味だと訂正するも、ゴールドバーグは、

同行のスエグ教授と再確認したが、記事の報道は誤っていないと反論。 
こうしたあいまいな不用意な回答は、反共報道に利用されることとなった。 
タカ派のマイアミ大学のキューバ専門家のスチリキ教授は、「このようなことをいうな

んて、狂っているのか、ボケているかだ」と酷評。 
『ニューヨーク・タイムズ』には、フィデルが、「わが国は完全に破産し、共産主義を放

棄せざるをえない」と述べる風刺漫画アニメまで掲載。 

 
10.09.10 ハバナ大学で、自著の出版記念で演説。フィデル9月7日の論旨を変える。 
① 社会主義経済が機能していないという意味でなく、まったく反対で、資本主義体制は

米国でも、世界でも役にたたず、重大な問題が一層悪化している。したがって、資本

主義的なシステムが、キューバのような社会主義国にとってどうして役立つであろう

かという意味である。 
② もし米国が、ソ連の核兵器が装備されているキューバに侵攻するなら、こうした状況

においては、1941年6月22日にドイツ軍とヨーロッパ諸国軍がソ連を攻撃したように、

ソ連を攻撃する先制攻撃を許すべきではない。したがって、その場合に敵が先制攻撃

をするのを阻止するように進言したという意味を読者は、以上の回答から読み取らな

ければならない。「いろいろなことが分かってみると」という回答者の厳しい皮肉、「ア

ルコール中毒のロシアの大統領が、自国の重要な軍事機密を米国に手渡した裏切り行

為を述べたものである」という歴史的事実も行間に読み取るべきである。 
また、フィデルは、次のような不用意な発言を行った。 

「7月9日の国連安保理決議1929に基づく報告書は、わずか『ヤンキーの手先』、日本人

の天野之弥国際原子力機関（IAEA）事務局長の異例の報告があるだけである」と、天野

事務局長を罵倒 



フランスのジプシー（ロマ）の追放のニュースは問題である。彼らは、フランスの極右

の残虐性の犠牲者であり、すでにその数は7000人にのぼっている。彼らは、（ナチのホロ

コーストと同じく）もう一つの人種差別ホロコーストの犠牲者である。フランスの国民が

強力に抗議しているのは当然である。人種差別ホロコースト発言について、フランス外務

省、ただちに抗議。 

 
10.09.12 省察「西側の限りない偽善」 
偽善的な行為を行っているサルコジ大統領のフランスは、300発の核発射指令ケースを持

っていることに気がついた。サルコジが、気が狂いつつあるので、イランに向けて核を発

射することにはならないか。 
 
10.09.25 省察「けっして忘れることはできないこと」 
「米国とイスラエルがイラン攻撃をすれば、即座に世界が破滅する核戦争となる。メディ

アは、核戦争の勃発が緊迫していることを報道しないし、大衆は読み書きができないので、

そのことを知らない。したがい、意識を作り上げること(フィデルが述べる論点を認識さ

せること)が必要。日本で、ピースボートの人びとがそうした意識を作り上げてほしい。」 
トルーマンは、まったく軍事基地がなかった市民都市広島に原爆を落とした。 

 
10.09.28 フィデル、旧大統領宮殿でCDR記念演説を1時間半行う。帽子に星をつける。 
「数日前に米国の大統領職にある小紳士が何をいったか？突然、人は驚いてしまう。とい

うのは、少しは上品さがあると考えることができるかもしれないからである。しかし、み

なさんは、その上品さが存在しないことを残念ながら発見することになり、びっくりする

だろう。そうすれば、少しは頭がよいことを期待するしかない。・・・ 
米国民を犠牲にしたくないのだと想像される。というのは、脅迫しているのは、米国だけ

であり、戦争を開始できるのは、米国だけであり、戦争に至らしめるのは米国だけだから

だ」。(筆者注：現在、米玖関係の改善が、水面下で図られている。そうした折に、米大統

領に「小紳士」とか、「頭が良いことを期待する」とか、外交的に不適切な表現である)。 

 


