
２００６年、キューバ 10 大ニュース 

1. カストロ議長、長期療養でラウル副議長が権限を代行 
7 月 31 日夜、フィデル・カストロ議長の声明が発表された。その内容は 
① 党書記長（党規約第４７条で、第一書記、第二書記を決定）、軍

高司令官（革命軍の階級制度で、 高司令官、革命軍司令官と序列

が決められている）、国家評議会議長・閣僚評議会議長（憲法第９

４条、国家評議会議長に万一がある場合は、第一副議長が執務を行

うと規定）の三権を、ラウル・カストロに委譲。 
② 国内・国際的医療の推進を共産党政治局員のホセ・ラモン・バラゲー

ル（保健相）が、国内・国際的教育の推進を共産党政治局員のホセ・

マチャード・ベントゥーラ及びエステバン・ラソが、国内・国際的

エネルギー革命の推進を共産党政治局員のカルロス・ラヘ・ダビラ

が、それぞれ担当すること、 
③ 上記医療、教育、エネルギー革命に国の資金を優先し、カルロス・ラヘ、フランシスコ・

ソベロン中央銀行総裁、フェリーペ・ペレス・ロケ外相の 3 名で運営委員会を結成する、 
④ ８月１３日の８０歳の誕生日祝いは、12 月 2 日のグランマ号上陸記念 50 周年の日まで延

期。 
カストロ議長は、声明で依頼したことは、原則的な問題は次の２つであった。 

① アメリカとの関係で民族主権を守ってほしい。 
②思想の闘いを継続する（経済改革から生じた歪みを正す）。 

8 月 1 日の早朝には、ラウルが、既に昨年 1 月に決定されていた緊急事態対応策にしたがって

全国に厳戒態勢を指令した。その後、病状については、「フィデルの病気回復は長期に及ぶが、

フィデルの健康状態は国家機密であるとして」、折に触れて発表されている。マイアミの反カス

トロ勢力は、手術直後、キューバ国内の反体制勢力に反乱を呼びかけたが、これといった反体制

の動きは見られなかった。１２月にはスペインの専門医師の診断では、手術後の経過が期待した

ほど思わしくないものの、ガンではないとされている。 
 その後、政府指導部は、ラウル・カストロ副議長を先頭に、９月の非同盟諸国首脳会議、キュー

バ労働者センター（ＣＴＣ）第１９回大会、１１月の第１６回イベロ・アメリカ首脳会議への参

加（ウルグアイで開催）、国連でのキューバ経済封鎖非難決議の採択、１２月の第８回第６期人

民権力全国議会（国会）を集団指導で問題なく乗り切るとともに成果をあげている。 
 

2. キューバ、非同盟諸国運動の議長国に選出される 
９月 11 日から 16 日、キューバのハバナ市で第 14 回非同盟諸国首脳会議が開催された。今回は、

議長国のキューバのフィデル・カストロ議長が病気で休養中ということもあり、大規模の国際会

議がはたして問題なく運営されるか、カストロ議長は会議に出席するかなど、キューバ内外の大

きな関心を呼び、2000 名余のマスコミ関係者が取材する中で開催された。会議には過去 高の

118 カ国から、50 カ国の国家元首・政府首班、90カ国の外相が参加し、11日－14 日の高官・外

相会議を経て、15 日－16 日の首脳会議において、非同盟運動が直面する当面の課題について熱

心に討議が行われた。 
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 首脳会議は、ラウル・カストロ国家評議会第一副議長(暫定議長)の開会あいさつで始まった。

その後の一般討論の中で各国の首脳は、米国の単独行動主義（ユニラテラリズム）を批判すると

ともに、多国間協調主義（マルティラテラリズム）を一様に強調し、公正、平等、平和な世界を

追求することが訴えられた。 

 会議は、ハバナ宣言、 終文書を満場一致で採択し、それ

らの文書の中で、国連憲章、国際法の遵守、大国の覇権主義

や単独行動主義の批判、多国間協調主義の擁護、非同盟運動

の機構の強化、南南協力と 77カ国グループとの連携の強化、

予防攻撃戦略の批判、非同盟諸国の連帯と団結の推進、低開

発、貧困、飢餓、社会発展からの排除問題の克服、期限を決めた核廃絶の推進、新たな非核地帯

の創設、国連の改革などが訴えられた。 

 閉会あいさつは、ラウル氏が議長国を代表して行い、非同盟運動が再活性化され、新たな段階

に踏み出したことを強調した。次回 09 年の開催国はエジプトが選ばれた。なお、フィデル・カ

ストロ議長は、手術後の回復も順調で、会期中に、アナン国連事務総長、ベネズエラのチャベス

大統領、ボリビアのモラーレス大統領、マレーシアのアブドラ首相などと病室で会見した。 

 

3. 国連総会、圧倒的多数で、１５年連続、米経済封鎖解除を決議 

１１月８日、第６１回国連総会において、決議「米国の対キューバ経済封鎖・通商・金融封鎖

を解除する必要性」が、賛成１８３カ国、反対４国、棄権１カ国、欠席４カ国という圧倒的大差

で採択された。９２年以来１５年連続で圧倒的な賛成で、不当な米国

の対キューバ経済封鎖解除の要求が承認されたことになる。新たに加

盟国となったモンテネグロも賛成し、賛成国が昨年より１カ国増えて、

国連加盟国１９２か国中９５％を越える１８３カ国となった。反対は

昨年同様、米国、イスラエル、マーシャル諸島、パラオの４カ国、棄

権はミクロネシアのみであった。 

決議案の採決に先立ち、オーストラリアが修正動議を提案した。それは、「この決議案は、キュー

バで民主主義、政治的自由が不足していることから来ている。キューバ政府は無条件に政治囚を

釈放すること、また、国際人権団体の意見を完全に尊重すること」という、原案とまったく関係

のない内容を決議に挿入する提案であった。キューバ代表は、直ちに動議無効の動議を提案し、

無効動議は、賛成１２６カ国、反対５１カ国、棄権５カ国で採択された。日本政府は、この無効

動議採決では反対に回り、決議案には賛成するという、政策の一貫性が欠ける態度を示した。人

権問題は、国連の人権理事会で論じるべきであるというのが多数の国際世論であった。 

キューバ政府によれば、６２年以来の経済封鎖によってキューバが被った損害は、８６０億ド

ルに達すると試算されている。 

 
4. キューバ経済、12.5%の高度成長の見込み 
０６年度のキューバの経済成長はＧＤＰ換算で 12.5%に達すると試算され、昨年度の 11.8％に

続き高い経済成長を遂げた。これは、革命後キューバで も高い数字であり、今年度のラテンア

メリカ全体の 5.3％成長を上回ると同時に、ラテンアメリカ経済委員会（ＣＥＰＡＬ）の発表に
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よると地域でも も高い数字である。 

マクロ経済を見ると、財政赤字はＧＤＰの 3.4%で昨年 4.2%より改善した。流通貨幣量は、６%

増加、インフレは 5.5％（05 年 4.2％）、失業率は、1.9%であった。成長を引っ張ったのは、電

力、運輸、住宅建設（30％）部門である。住宅建設には 2億 9200 万ドルが投資され 11 万戸が建

設され、厳しい住宅事情で一定の改善がみられた。なお、これまでの住宅建設の 高は、９６年

の５万７３１８戸である。 

外貨の厳格な中央管理が行われ、貿易の中央管理の改善が進んだ。さらに 104 億ドルに達した

好調な輸出（輸入は 103 億ドル）を反映して８１年にキューバが西側諸国との対外債務のリスケ

に入って以降、少額ではあるが初めて累積債務額が減少した。

貿易・サービス収支では、約 1 億 4000 万ドルの黒字であった

が、経常移転収支・資本移転を加算すれば、6 億 4100 万ドル

の黒字となり、04 年度から続いている国際収支の黒字基調を

維持した。 
各部門で省エネ政策が推進された。０６年度は、「キューバ

におけるエネルギー革命の年」 (Año de la Revolución 
Enegrética en Cuba)となづけられ、省エネ蛍光灯、省エネ冷蔵庫の供給、旧冷蔵庫のパッキン

グの交換、省エネテレビの供給、電気コンロの供給など進んだ。国民に供給された家電製品は合

計 1200 万台に及んだ。旧発電機の 90％が廃棄され、新発電機の設置で発電能力は２７００MW
に達した。その結果、新たな小規模発電所の分散設置、配電網の改善で、０６年度下半期は、電

力不足による停電はなくなった。このキューバの省エネ政策に習って、省エネ蛍光灯の導入など、

ベネズエラ、カリブ海諸国でも同じような政策が進められている。また、この省エネシステムの

技術供与から、ロイヤルティ収入が得られている。 
07 年は、ＧＤＰの 22.6％相当額の教育・医療関係予算が計上され（日本は 5.3％）、国民全体

の利益を重視した予算が編成されている。 
 一方で、国内食料生産の６５％を供給する農民、協同組合への国の支払いが遅れたり、未払い

になっていることなどもあり、農業分野の生産の停滞が、１２月の国会でも厳しく指摘された。

この問題は、時期国会で集中して討議されることになった。また、同国会で農業、建設、運輸な

どの国営公団でのガソリンの不正使用、非効率も問題とされた。国会では、引き続き住宅建設、

さらに交通困難の改善にむかうことが決定された。 
 

5. ブッシュ政権のキューバ敵視政策一層強化される 
7 月、米政府の自由キューバ支援委員会は、ブッシュ大統領に対キューバ政策についての報告

書を提出、付属文書は、公表できないものを含んでいると

述べた。キューバ側は、それはキューバ直接侵攻計画しか

ないと警戒している。8月にはネグロポンテ米国家情報局長、

パトリック・マーハーを対キューバ・ベネズエラ特別委員

会の責任者に指名し、キューバ敵視政策を系統的に追求す

る姿勢を見せた。また、9 月には、ブッシュ政権は、対キュー

バ政策強化のために５つの諜報作業部門を創設。そのうち

の３つは国務省の管轄化にあり、テレビ・ラジオ放送など反キューバメディアを担当し、反キュー
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バ外交活動を行う、また商務省管轄部門は、人道支援を担当し、第五部門は、国家安全保障委員

会に属し、移民問題を扱うとした。同日、グティエレス商務長官は、自由で公正な国民投票を実

施して、キューバ国民にどのような政権を選ぶかまかせようと呼びかけた。さらに、同月ネグロ

ポンデ国家情報局長、対キューバ・ベネズエラ政策遂行監視委員会をＣＩＡに設置すると発表し

た。家族送金、米国からの里帰りキューバ人の数も減少した。また、１１月、米政府の圧力によ

り、スイスの２銀行がキューバ向けの為替業務を停止した。 
しかし、一方で米国政府の対キューバ政策に膨大な経費が投じられたが、その成果が上がって

おらず、予算の無駄遣いが指摘されている。11月に発表された米国議会の一般会計事務所（GAO）

の調査によれば、９６年から（ 初に米国開発庁（ＵＳＡＩＤ）への対キューバ活動への資金供

与は、クリントン政権で１９９５年）０５年の間に米国政府は、国務省と米国開発庁（ＵＳＡＩ

Ｄ）を通じて、対キューバ撹乱活動のためにキューバ国内の反体制派に１億９６０万ドル使用し

た。12 月には反キューバ放送の TV マルティ、ラジオ・マルティのために１０年間で２億５０

００万ドルが無駄に使用されたと米国のマスコミで批判されている。１２月には、共和党、民主

党の超党派の１０名の国会議員団がキューバを訪問、経済封鎖の解除を訴えた。 

 
6. キューバの医療･教育サービス輸出世界に拡大 
 キューバの医療・教育サービスの提供が、世界に拡

大し、世界で注目を浴びている。もちろん基本的には

サービス輸出として対価が支払われている。今年度は、

医療･教育サービスの輸出で 40 億㌦強と推定される

（輸出総額の 40%）。 現在、キューバは 68 カ国に 2
万 6000 人の医師を派遣している。さらに世界で 9000
人の教育・スポーツ・文化インストラクターが活躍し

ている。 
また、これまで１万人の外国人がキューバで卒業。そのうち２万６８００人がキューバで留学

奨学金を受け取っている。白内障などの視覚障害者を手術する「奇跡計画」で約３０万人のベネ

ズエラ人が手術を受けた。その他、７万９８２８人のラテンアメリカの人々、２万３７５２人の

カリブ海諸国の人々が、キューバで手術を受け、視力を回復している。これらの手術は、いずれ

の国でも手術費は、個人負担でなく、キューバ側、あるいは各国の政府負担となっている。キュー

バは、ベネズエラとともにラテンアメリカの６００万人の視覚障害者を１６年までに手術する計

画を進めている。 
教育では、22 カ国に「キューバ式識字推進方式（私もできる）」が普及された。この方式は、

ユネスコ 2006 賞を受賞した。 
 

7. キューバ、ラテンアメリカ諸国との関係発展 
０６年度、ラテンアメリカでは１１の大統領選挙が行われ、新たな革新政府が誕生したり、革

新政府が選挙で信任を受けた年であった。１１月にはニカラグアでサンディニスタ民族解放戦線

のオルテガ候補が勝利、１１月にはエクアドルで「祖国同盟」のコレア候補が勝利した。いずれ

も新自由主義反対、対米自立を明確に掲げた候補であった。また、対米自立と民主化を掲げて 1
月、チリでバチェレ中道候補が、２月、ハイチで希望党のプレベル候補が、大統領に当選した。
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１０月にはブラジルのルーラ大統領が、１２月にはベネズエラのチャベス大統領が再選された。 
現在、ラテンアメリカ・カリブ海地域の政治地図は、このようになっている。左翼政権５か国：

キューバ、ベネズエラ、ウルグアイ、ボリビア、ニカラグア、中道左派政権４カ国：ブラジル、

アルゼンチン、ガイアナ、エクアドル、中道政権４カ国：チリ、パラグアイ、パナマ、ハイチ。 
ほとんどが小国である、カリブ共同体諸国１４カ国は、国際会議などにおいても近年米国から自

立した政策を取っている。そうした結果、現在、ラテ

ンアメリカ３３カ国のうち合計２７カ国、３分の２が

米国から自立した政策をとっている。また３１カ国が

米国の経済封鎖解除に賛成投票した（エルサルバドル

とニカラグアは欠席）。これらの国々とキューバは友

好関係を深めており、ラテンアメリカでむしろ米国の

孤立が問題となっている。 
非同盟諸国首脳会議を別にして、０６年度、２７カ国の国家元首、２１名の外相、３６名の閣

僚が、キューバを訪問した。 

 
8. 再度、砂糖生産重視に転換 
 ２月と５月に第１回砂糖生産再活性化会議がカストロ議長の直接指揮のもとで、全関係者を集

めて開催された。０２年に砂糖価格がポンド当たり６セントとなり４セント以下の製糖工場の生

産は操業を停止し、１７０万ヘクタ－ルの栽培面積を８２万ヘクタ－ルに半減、年産４００万ト

ンの体制として操業工場も 156
から 85 工場に減らした。現在で

は 46 工場となっている。本年は、

砂糖生産も１３０万トンを割り、

輸出はわずか５０万トン程度、２

０世紀を含めて 低の生産で

あった。ところが、砂糖価格は、

05 年には 11 セント、現在は 18 セントとなり、この価格は維持される見通しである。そこで政

府は、認識を改め、粗糖の輸出のみならず、粗糖が安くなればエタノ－ルに加工して販売する戦

略を新に策定し、砂糖の旺盛な需要に応えて、増産をめざすことが決定された。カストロ議長の

指示で、作業手袋、作業靴、肥料、除草剤、コンバインなどを緊急に次の１１月の収穫期まで用

意することが重要指令として決定された。 
砂糖の価格をポンド当たり１５セント（キロあたり３６セント）とすれば 300 万トン輸出す

れば、10 億ドル程度の輸出額となる（現在、国際収入は、財の輸出 30 億ドル、サービス輸出が

70 億ドル、海外からの送金などの個人取得外貨 10 億ドル、合計 110 億ドル程度）。さらにニッ

ケルも４年後は中国、カナダのシェリット社との新工場投資契約で生産能力が現在の 3 倍、年

産 21 万トン体制となるうえ、現在の高価格トン当たり 2 万 5000 ドル以上が続くものと予想さ

れている。そうなれば、ニッケルだけでも 40 億ドル以上の輸出となる。バイオテクノロジー製

品の輸出も今年は４億ドルを超えた。いずれ財の輸出合計が 70 億ドル近くになる。好調な輸出

が予測されている。 
この好調な国際収入から、これまでと同じように消費財のみならず、生産財を輸入に頼らず、
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どのように第一部門の生産部門に投資をまわし、生産財を生産し、投資が投資を呼ぶというよう

に、経済のあらたな再生産構造を作り上げるかが問題となっている。 
 
 
9. ５人の愛国者の釈放への抗議強まる 
９８年９月１２日にスパイ容疑で逮捕された５名のキューバ人愛国者アントニオ・ゲレーロ、

フェルナンド・ゴンサレス、ヘラルド・エルナンデス、ラモン・ラバニーニョ、レネ・ゴンサレ

スについて、０５年８月のアタランタの第１１回巡回弾劾裁判所で、３名の裁判官の満場一致で、

マイアミ裁判所の判決を破棄し、正常な雰囲気の中で開かれるよう法廷を別の場所にうつすよう

にという画期的な判決があった。そこで本年２月から口頭尋問が行われて、８月１０日判決に付

され、第１３回巡回弾劾裁判所で１２名の判事のうち１０名が賛成して、第１

１回判決を破棄し、差し戻し審理が決定された。無実のスパイ容疑で逮捕され

た５名の拘留は長期に及び、米国内でもようやくワシントンポストなども問題

として取り上げるようになった。世界でも５名の釈放の要求が広がっている。 
 一方で、７６年のキューバ民間航空機爆破事件（７３名全員死亡）の主犯で、

２０００年のパナマにおけるカストロ議長暗殺未遂事件の主犯でもある、国際

的テロリスト、元 CIA 要員のポサーダ・カリーレスとオルランド・ボッシュを、

ブッシュ政権は、ベネズエラ政府の身柄引渡し要求を無視して、国内に庇護している。ブッシュ

政権のテロ政策が二重基準であることが国際的に強く批判されている。 
 
 
10. 汚職･腐敗とのたたかい進められる 
キューバ革命を守るために、カストロ議長が重視する「思想のたたかい」の具体的な行動であ

る、汚職・腐敗とのたたかいが進められた。６月、キューバ共産党の政治局員のフアン・カルロ

ス・ロビンソン、度重なる職権乱用のかどで、政治局員、中央委員を解任、党から除名され、１

５年間の自由権剥奪の刑を受けた。 

９月ラウル・カストロ第一副議長は、キューバ労働者センター（ＣＴＣ）第１９回大会の閉会

演説で、腐敗、不正、非規律などを厳しく批判し、それを各職場で是正する必要性を強調した。

引き続き、キューバ青年共産主義同盟機関紙「フベントゥ・

レベルデ」紙、ハバナ市内の汚職状態を、カフェテリア、タ

クシー運転手、靴修理職人など具体例をあげて厳しく批判。

２万２６９２の国営企業を調査したところ、１万１６９２企

業で不正な価格で販売されていた。 
中央銀行総裁ソベロンは、昨年 12 月の国会で、腐敗や、労

働規律の弛緩の背後には、賃金が労働の対価として正確に支

払われていないことがあると問題の本質を指摘した。また、同総裁は、海外送金を受ける高額所

得者とそれを受けない低額所得者に同じ社会福祉サービスを提供するのは不公平と述べ、賃金体

系の是正が必要と述べている。 
（新藤 通弘作成） 
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