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はじめに 
 

世界の有機農業運動の発展と、人類の環境分野における意識の向上は、従来の方法によ

って取得された食料への消費者の不信の拡大とあいまって、有機食料消費を加速度的に増

大させている。 

工業化された農業の危機の原因とその影響を考えると、変革の必要性は明白となってい

る。こうした必要性から、現在と将来の発展を保障するような、持続可能な形で農業生産

の諸問題を解決するために、代替パラダイムが出現し発展している。有機農業は、こうし

た必要性へのひとつの回答となりうるであろう。 

キューバは、この過程と無関係ではない。キューバでは、90 年代初頭以降、幅広い地域

で、化学資材の使用が減少した。それは、キューバの主要な貿易市場が消滅したとき、経

済の収縮によって資材不足が起こされた結果であった。これによって国内の各地で、有機

農業が導入された。 

 本稿での目的は、キューバにおける有機農業運動の前進を分析することであり、それは、

予想される問題点を検出し、有機農業の取組を改善するための戦略を決定する基礎として

役立つであろう。 

 

有機農業に関する一般的な側面 
有機生産という主題を扱うと、常に以下の質問が提起される。すなわち、「前世紀初頭

の農業制度に戻るのか?  それは危機のための一時的な農業なのか?  大規模な農業にも

適応可能なのか、あるいは小規模農業に限定されるのか?  有機農業は生産的か？」。し

かし、そのトーンは、変わってきている。近年 も議論されている疑問の一つは、「有機

農業は、キューバ国民すべてを養うことができるのか？」というものである。 

有機農業に基づいて生産制度を発展させるという考えは、20 世紀初頭の農業への回帰で

はない。そのようなものではなく、有機農業を実践し、発展させるためには、エコロジー、

生物学、農学、畜産などの深い知識、更には 新の技術の使用が必要とされる。 

 諸要素を十分に検討することなく、有機農業は非生産的であり、狭い農地で家族の自家

消費にのみ可能だと考える人たちがいる。ヨーロッパの経験は、小規模な土地から始まり、

現在では大規模な土地にまで拡大している。有機農業は、推奨されている方法のすべて、
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あるいはそれぞれが実施されるならば、工業的農業や、化学農業や、従来の農業と同じよ

うに生産的でありうるのである２。他方、食料的観点からすれば、未だに有機農業がもつ潜

在的効果を発揮するほどには生産が達成されてはいない。 

 国際的な経験によれば、有機生産システムには、三つの発展段階ある。第一段階におい

ては、有機生産部門は、生産者の努力によって発展する。第二段階においては、市民社会

は、有機生産物が健康、自然環境、食料の味や鮮度と直接の関係をもっているという重要

性を一層意識するようになり、有機生産物が商品化されるように影響を及ぼす。第三段階

においては、有機農業への国の関与が特徴的となる。それは、有機農業が、消費者の利益

を代表するだけでなく、農業の多面的機能の重要性（景観、エコツーリズム、農村家族の

収入の改善等）も代表しているからである。 

 有機生産は、輸出による国の収入の増加を可能とし、持続性に貢献し、従来の農業を再

評価し、雇用の創造を促進し、生産者の所得の著しい改善を実現する。特に、それらの利

点は、以下の通りである３。 
1. 生産物のより高い価格を取得する(従来の生産物の 20-40％増)。 

2. 固有の資源の保存、改善（土壌や水）。 

3. 市場、自己、家族にとって健康的な食料を生産する。 

4. 健康的な環境で、化学農業物資によって引き起こされる中毒や病気の危険もなく

作業を行う。 

5. 十分な収入を得る雇用を維持するとともに、地域共同体のために新たな雇用を創

造する。 

6. 地域において、持続可能な生産と自然環境の保存を促進する。 

7. 生産者が組織されるならば、有機農業は、自主管理的方法で組織を強化すること

に貢献し、生産の資源と資材の取得、生産物の商業化を促進する。 

 
キューバにおける有機農業の現状 
90 年代初頭以降、化学的資材の利用が、広大な地域で減少したり、場合によっては廃止

されたりした。それは、特に、東欧における主要な貿易市場が消滅して、キューバで経済

の収縮が生じ、それにより資源が不足した結果であった。このことから、栽培においてエ

コロジー農業技術が導入され、キューバにおいて有機農業への大規模な転換が開始される

こととなった。 

 キューバにおいて、こうした技術が現れたもうひとつの重要な原因は、次のような要因

からもたらされたことである。すなわち、国民の食料需要を満足させるにあたっては、全

国の農牧畜システムが非効率であったこと、80 年代末には農業モデルが疲弊していたこと、

国外の情勢による困難、従来の農業が提起している自然環境の限界の前に、人と自然資源

の間でより良い関係を保障することができるようなシステムを追求する必要があったこと

であった。従来の農業が提起している限界は、次のものである。 
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キューバの現存農地 670 万ヘクタールは、次のような状況であった４。 

・地味の喪失（高度肥沃地は全体の 12%、中度肥沃地は 60％、残りは低度肥沃地）。 

・14％が、塩分やナトリウムの害を受けている。 

・46％以上が、浸食され、27％が酸性化されている。 

・30％が、水害を受けている。 

・54％が、水はけが悪い。 

・64％は、有機物含有量が不十分である。 

キューバにおける有機農業は、モノカルチャーと、農業機械や化学製品の集約的使用を

基礎としてきた従来の近代的農業技術が提起している問題と限界性が考慮されて、発展し

ているものである。 

キューバの農業は、現在、国内産の消費資材の利用という転換局面にある。例えば、化

学的農業資材をより少なく使用した生産、土壌の回復技術、生物学的制御にもとづいた総

合的な害虫駆除などである。というのは、それらは、依然として個別の形で得られた結果

であり、それらが、相乗効果の作用を利用する目的で、農業発展においてエコロジー農業

という概念のもとで、相互に関連させられていないからである。いずれにせよ、この局面

は、現在の問題を解決するためには極めて重要であり、農牧畜業システムにおいてより大

きな規模で有機農業の適用を進めつつある基礎を作り出しているのである。 

キューバには、全国的規模で有機生産システムを構築し、持続可能な農業システムを達

成するのに、他国にはない好ましい社会条件が存在している。それは以下のものである５。 

1．経済発展における国家の役割。 

2．国民の側の農産物の需要。 

3．豊富な、優秀な人材と農業活動と関連した研究機関網。 

4．地域住民共同体での労働経験。 

5．食料自給を支援する行政、社会構造。 

6．国民に利益のためになるキャンペーンを行う公的普及手段。 

7．新モデルの採用を可能とする実験の諸成果。 

8．近年の多くの人々の農村回帰。 

 たとえキューバにおいて有機農業を促進する好ましい条件が存在するとしても、以下の

ような発展を制約する一般的な要因もまた存在している。 

1. エコロジー農業技術を採用するという意識は、未だかなりの部分、生産を増大す

るための経済的関心の中で支えられている。 

2. 有機農業作業、それへの参加のメカニズムは、依然として基本的には発達しては

おらず、そのことから、自然環境を育成し維持することへの関心は、期待される

ほどは進展してはいない。 

3. エコロジー農業への需要が促進されるためには、現在の市場機能が機能するよう

にはわずかにしか支援されていないことが看取される。 
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4. エコロジー農業を促進するうえで、経済的インセンティブが存在しない。 

5. 農村の地域住民共同体において、エコロジー農業の理念や実践を制度化すること

は、わずかにしか行われていない。 

6. 土地の無償用益権期間が定められていない。 

有機生産を基礎とする農業プログラム、また都市農業については、米、薬草の栽培、更

に 近では有機の砂糖、コーヒー、カカオ、蜂蜜、柑橘類や果物の生産が一般的となって

いる。これらのプログラムは、基本的には食料を保障し、持続性を達成し、輸出可能な農

産物を増加することに焦点が当てられている。 

 キューバの有機生産は、基本的に東部地域で発展している。東部で導入された従来の農

業モデルは、伝統的にはより環境問題が少なかった。というのは、東部の農業は、持続可

能な技術の使用を基盤としており、工業化した農業は、少ししか発展していなかったから

である。 

 2000 年の全国小農協会（ＡＮＡＰ）年次総会は、キューバ農民の公式の政策として、エ

コロジー農業システムの確立を決定した。全国小農協会は、食料生産全体に大きく貢献し

ており、そこからこの決定は、重要なものとなっている。 

 キューバにおいて、有機農業の知識を一般的に普及し、有機技術を緊急に導入するため

に、技術情報の意見交換、トレーニング、調査活動を強く進める観点から、いろいろな努

力が払われてきた。この意味で、ハバナ県の協同組合のいくつかの計画の実施は、サンテ

ィアゴ・デ・クーバにあるカネイ山間部協同組合の活動とともに、学習と調査の全過程に

おいて小土地所有者を活発に参加させるものであった。それらにおいては、自然環境維持

の目的の他に、有機農業における農民の自己学習と知識の飛躍的増進が達成されたのであ

る。 

 
開発計画 
キューバの有機農産物の生産と商品化は、ようやく始まったばかりであり、諸条件を創

造し、潜在的生産能力を発展させる段階にある。以下、2004 年のいくつかの活動指数を示

す。 
表 1．有機農産物の生産と輸出（2004 年）  

生産物 面積( ha.) 生産(トン) 輸出(トン) 

コーヒー 5284 189 189 

カカオ 1526 200 200 

蜂蜜 17 827 巣箱 960.5 70 

柑橘類 879 1 401.7(ジュース) 1 401.7(ジュース) 

砂糖 2 395  3000 500 

出典： 農業省、養蜂実験ステーション、グアンタナモ有機コーヒー企業から提供された資

料をもとに著者が作成。 
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コーヒーは、国内で有機農業に向けられた面積の中で も割合が高く、この分野で も

将来性がある作物である。 
もし、2004 年にキューバの有機農産物のすべてが認定され、輸出されたならば、有機農

産物輸出総額は、1000 万ドル近くになったであろう。輸出開始初期の数年間は、低品質、

証明書の不在、生産物と認定物の不一致、生産物の数量の少なさ、低い交渉能力、生産物

を輸出する先の市場の研究と調査の不足などの開始段階固有の問題、交渉能力及び作物の

配置を扱う市場の研究や探求の低さといった諸問題によって、輸出の水準は、潜在的能力

以下にとどまった。 
 

中山間部での多作物栽培 
1）有機コーヒー及び有機カカオ 
中山間部での多作物栽培計画には、一連の有機生産物が含まれている。即ち、コーヒー、

カカオ、柑橘類、蜂蜜、果物等である。それは、中山間部の土地が、化学物資の使用が少

なく、肥沃で有機物の含有量が多いという有利な性質を持っていることを考慮した結果で

ある。エコロジー・コーヒーの栽培は、コーヒーの栽培に理想的な条件が存在するグアン

タナモ県とサンティアゴ・デ・クーバ県の山間部で行われている。コーヒーの木を守る日

陰があり、果物、豆類、木材の多作物栽培技術が適用されている。これらの作物がもたら

す有機資材、コーヒーの残滓、腐葉土や合成腐葉土は、持続可能な資源に由来する資材と、

また総合的な開発の方法と結びつけられて、自然環境全体を構成する栽培方法となってい

る。 

 多湿を応用した栽培、天日による十分な乾燥、適切な選別によって、また農民の農業教

育及び確立された内部管理システムが保障されて、高品質の生産物を取得することが可能

となっている。 

 これらのキューバのコーヒーは、ドイツ企業 BCS OKO GARANTIE 社によって、ヨー

ロッパとアジア向けに認定され、エコロジーな性質と、EEC2092/91 のガイドラインを達

成していることが証明されている。 

 国際市場において、有機コーヒーと有機カカオの需要が存在している。そうした意味で、

キューバにおいてこれらの栽培地域への転換計画が始められた。コーヒー栽培では、5000

ヘクタール以上が、グアンタナモ県（バラコア）とサンティアゴ・デ・クーバ県の東部の

山地で選ばれた。グアンタナモ県において、1500 ヘクタール以上がカカオ栽培に選定され、

年間 200 トンの生産水準が保障されている。現在、全国コーヒー・カカオ局は、技術者の

トレーニングとこれらの有機農産物の発展のための準備作業を行っている。特に、技術・

生産面で労働者のトレーニングは継続的に行われており、認定作業の内部管理が保障され、

毎年、認定作業が取り残されないようにされている。この証明書の発行は、これらの生産

物を輸出するためには不可欠の条件である。同時にこの新技術の経験の交流のための研究
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会やイベントが開催されている。 

 表 2 に見られるように、2004 年には、生産されたすべての有機コーヒー、有機カカオが

輸出された。しかし、こうした好ましい状況とは別に、品質、供給量の不安定さ、認定基

準の達成などの問題が、系統的に注意を払われなければならない問題となっている。 

 

表 2．有機コーヒーと有機カカオの生産と商業化（2004 年） 

指標 コーヒー カカオ 

認定された面積(ha) 5 284 1 526 

生産者数 2 016 427 

協同組合生産基礎組織（UBPC） 15 15 

農業生産協同組合（CPA） 33 33 

信用サービス協同組合（CCS） 64 64 

自営農民 1 904 315 

生産(t) 189 200  

輸出(t) 189 200 

出典：Empresa de Cultivos de Café y Cacao Orgánico de Guantánamo. Dpto. de 
producción. Provincia de Guantánamo. 
 

2）有機砂糖の生産 
有機砂糖生産に関する経験も進展している。 も進んだものは、ラス・ビジャス中央大

学に属する小さな製糖工場において行われている。現在のところ有機砂糖生産は、ビジャ・

クララのカルロス・バリーニョ砂糖農工業複合体（ＣＡＩ）で行われており、2002 年に初

めて商業規模で 4,651 トン生産された。その後の収穫期では生産は、3000 トンの水準で生

産さているが、それは 4 年連続の旱魃やハリケーンの影響、更には砂糖産業が生産や栽培

地域の再転換段階に入っていることの結果である。次の収穫期には、6000 トン以上の砂糖

と 2000 トンの糖蜜生産が見込まれている６。 

 
表 3．有機砂糖の生産と商業化 
収穫期年度 面積(ha) 生産(トン) 輸出(トン) 

00-01 2 095 4 200 1 764 

01-02 2 095 4 651 900 

02-03 2 095 

300 転換中 

4 637 800 

03-04 2395 3000 500 

04-05 2395 3000 500 

出典： MINAZ. 
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 この初期段階の計画によれば、以後数年間で少なくともこの種の砂糖生産を行う製糖工

場が、各県に 1工場存在する状況を作り出す計画である。 

 これらの生産システムにおいては、大豆やその他の豆類のサトウキビの間での混作や輪

作、バイオ手段による害虫管理、合成腐植土、サトウキビの残滓葉、緑肥などのバイオ肥

料を含む有機栽培の方法が行われている。 

 
3）柑橘類 

1997 年、有機果樹と有機ジュースの生産を始める計画が開始され、商業生産地区の選別

と転換が行われた。現在、ハバナ県、シエンフエゴス県、シエゴ・デ・アビラ県、グラン

マ県、グアンタナモ県、青年の島の柑橘類企業に、転換農地がある。そこでは、外国企業

との計画が、柑橘類・果樹研究所の技術指導によって進められている。 
2001 年のハリケーン「ミチェル」は、2001－2002 年の有機果樹収穫に甚大な被害を与え、

2002－2003 年の生産にもまた影響を残し、その後のハバナ、マタンサス、シエンフエゴス、

シエゴ・デ・アビラ諸県の柑橘類企業の収穫にも影響を及ぼした。 

有機果樹の生産は、キューバの 東端のバラコアで多作物栽培システムにおいて開始さ

れた。ココナツ、コーヒー、カカオの栽培農地の中で栽培されたグレープ・フルーツの生

産が利用された。これらの多作物栽培には、社会主義市場の消滅によって作られた状況の

ために、化学物資が利用されていなかったのである。また、ずっと以前から化学物資が利

用されていたいくつかの農地においても、有機果樹が栽培されている。 

 2000 年、ハバナ、シエゴ・デ・アビラ、シエンフエゴス諸県の約 350 ヘクタールの 3 つ

の農地で、商業用農地への転換が始まった。有機柑橘類の生産は、以下のような様々な問

題に直面している。 
1．製糖工場などで利用できる有機物は、国民のための野菜生産に強く使用が約束されてい

る。柑橘類の皮やその他の可能と考えられる資源は、畜産用飼料の重要な要素となっ

ている。必要な量の有機肥料の生産のためには、必要な資源が獲得されるように、多

額の投資が必要となっている。 

2．窒素を供給し、雑草を制御するためには、柑橘類の間で混作する豆類の適切な種が不足

している。 

3．手作業が著しく増加し、国内通貨での生産コストが上昇している。 

4．選ばれた栽培農地は、灌漑施設のために大規模な投資を必要としているが、その投資は、

他の部門での投資と競合している。 

 このような重大な制約にもかかわらず、結果は有望と見られている。キューバは、新鮮

果物を商業化するためのインフラを備えていない。そのため、これまでオレンジやグレー

プ・フルーツは、単なるジュースとして輸出されてきた。有機オレンジ・ジュースは、非

常に好評を得ている。有機グレープ・フルーツ・ジュースもまた、当初は非常に困難であ
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ったが、それを克服し市場を獲得した。販売価格は魅力的であり、需要は生産量よりも多

い。1ヘクタール当たり生産量が 20 トンの良好な状態にある 69 ヘクタールの農地を編入す

る決定がなされた。これまで、これよりも生産性の低い農地で栽培されたのであった。 

 

表 4．有機柑橘類の生産と商品化 

指標 02-03 年収穫期 04-05 年収穫期 

認定された面積 ha 879 879 

生産者数 4 UBPC* 

400 自営農 

4 UBPC 

400 自営農 

生産(トン) 

オレンジ 

ジュースのみ 

グレープ・フルーツ 

ジュースのみ 

果物全体 

ジュース全体 

 

 

2767 

1378.4 

1416 

590.7 

4183 

1969.1 

 

2200 

1000.4 

1 000 

400.7 

3200.4 

1401.7 

輸出(トン) 1969.1 1401.7 

   出典：Instituto de Investigación de la Fruticultura. MINAG. Cálculos del autor. 
*UBPC: 協同組合生産基礎組織 

 

 この開始後の数年における有機柑橘類生産と商業化は、気候（ハリケーン）と有機技術

の適用における間違った考え方によって、多大な被害を受けた。実際には、資材の供給量

が少ないことと、高度の中央集権化と生産量優先主義、一定の自治をもった自主管理形態

という、一般的農牧畜業部門の運営において 2 つのモデルが存在するという経済環境のも

とで、これらの栽培技術のより良い発展は制約を受けているのである。 

  

4）有機蜂蜜 
有機蜂蜜は、その品質から有望な分野であり、国際市場において高く評価されている。

その意味から、栽培が導入された東部地方の認定されたコーヒー・カカオ栽培地域で生産

され、商業化され始めている。このことから、認定のコストは低くなっている。短期間で、

キューバは、年間 2000 トン生産する条件を備えるであろう。 

 

表 5．有機蜂蜜の生産と商業化（2004 年） 

巣箱の数(個) 生産 (トン) 県 基礎行政区 生産者数 

      2004 年     2004 年 
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サンティアゴ・デ・

クーバ 

グワマ 47 

 
47 

 

 

グアンタナモ 

グアンタナモ 

マイシ 

南部会社 

イミアス 

17 

12 

16 

14 

59 

 

 

 

グランマ 

ブエイ・アリーバ 

バルトロメ・マソ 

ピロン 

メディア・ルナ 

ギサ 

マンサニージョ 

リオ・カウト 

35 

48 

36 

16 

33 

5 

移動設置* 

173 

全国  279 

3 181 

 
3 181 
830 

1000 

620 

1 255 

3 705 
2 455 

2 435 

1 935 

785 

2 441 

350 

540 

10 941 
17 827 

145 

 
145 
47 

45 

26 

64 

182 
131.9 

134.7 

112.4 

49.8 

147.1 

31.0 

27.0 

633.5 
960.5 

出 典 ： Informe de producción orgánica. Departamento de producción. Estación 
Experimental Apícola. El Cano. MINAG. 

* 生産者は、ミツバチを引きつけるマングローブが植樹されたカウト川沿岸で、養蜂箱を移

動して設置している。 

 

 この有機蜂蜜生産の 初の段階において、生産の潜在的能力が高いと診断することがで

きる。その可能性から、新たな生産に関する関心の基盤が作られ、生産者からの買付価格

決定の基礎が設定され、生産のトレーニング、情報、管理という戦略の設計が開始されて

いる。 

 

5）有機果樹栽培 
キューバの約 3万 2千ヘクタールの多くの果樹園では、ここ 10 年間、化学農業資材を使

用せずに栽培が行われてきた。これらの地域では、潜在的な生産能力の回復の可能性をも

った果樹園の選別計画が開始され、それらの有機栽培への転換計画が進められた。実験的

に 1 ヘクタールの区画で、パイナップル、マンゴー、パパイヤの栽培で、有機技術が適用

されている。 

観光の発展とキューバへの観光客の訪問を増大させる手段として、観光客の大部分がエ

コロジー産品の消費文化が存在する国々から来ているので、持続可能な条件で果樹栽培を

発展させる可能性があり、またトロピカル・フルーツの直接の消費のためのエコロジー農
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場の創設は、極めて魅力的な計画となっている。 

キューバには、ＦＡＯやいくつかのＮＧＯの支援で、こうした目的を持った様々な計画

が存在している。他方では、有機ココナツの輸出のために有機生産物市場への参入が行わ

れており、そのために 300 ヘクタールが転換された。 

有機パイナップルと有機マンゴー開発の地域が検討され、また、柑橘類工業プラント（5

工場）の固形残滓物とサトウキビの葉とバイオ肥料を混ぜて作った合成腐植土の利用も検

討されている。 

 

6）その他の計画(食料と医薬品生産に基本的に焦点を当てて) 
稲作の一般国民への普及と薬草生産が、傑出している。都市農業の例では、新鮮野菜と

スパイス計画だけで、有機農業を基礎とした生産量の 80％を占め、それは特に筆者の以前

の研究調査の対象であった。 

一般国民の間への稲作（米はキューバの主食である）の普及は、90 年代に始まった経済

的収縮の結果として、自然発生的に起きた。要するに、狭い土地で米を生産し、自家消費

を保障するとともに、余剰を販売しようというものであり、その販売は、重要な所得源と

なっている。これらの一般国民による米の生産が、市場に米が供給されるための基本的な

要因であった。2004 年には、こうした方法で国内総生産の約 60％である 20 万トン以上が

生産された。 

この運動の興隆によって、農業省指導部は、この持続可能な生産という代替案を組織す

るとともに、技術的支援を行うことを決定した。 

 

7）薬草 
1992 年、キューバで組織的栽培として薬草生産が開始された。もっとも、薬草を利用す

るという一般的な伝統は、それまでに存在していた。この決定は、特定の病気の予防や治

療のために、また危機の時期の結果としての医薬品不足を補うために、緑薬草の使用を再

開するという傾向がブームとなったことへの反応であった。 

この計画は、国防省（MINFAR）で始まったが、現在は公共衛生省（MINSAP）と農業

省（MINAG）と共同の生産として組織されている。農業省が栽培し、野菜の養分を抽出し

て、公共衛生省が加工、製造し、その薬局と病院網を通じて供給している。 

現在、有機生産システムの下で、13 以上の県営農場と 136 以上の基礎行政区営農場が存

在し、700 ヘクタールで薬草栽培を行っている。現在の薬草、調味料そして染料の生産は、

年間 1000 トン以上であり、今後数年間、増産される見通しである７。 

この有機生産の開始と強化において、多大な努力が払われたことが看取されるとしても、

一連の弱点を述べることが重要である。それらは、近年のこうした生産の特徴となってお

り、その調整は、一層発展に寄与するであろう。 
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有機生産の発展における弱点 
 

ここ数年、有機生産概念の変化、有機生産の発展のための諸条件の調整と創出の中で、

次のような諸問題が注目される。それらは、もしもあらかじめ対処されなければ、キュー

バの有機システム発展のためのイニシアティブを何であれ阻止してしまうであろう。 

・有機生産は、実践の中で形成されつつある活動分野であり、その発展の基礎的条件は作

られていない。そのことが、組織化、運営、管理において一連の制約となっている。 

・活動を指導する全国的機関の不在。限定的な活動であまり明確ではないが、農業省の中

に全国有機生産調整委員会が承認され、設立されつつある段階にある。それは、全国小

農協会、キューバ動物生産協会（ＡＣＰＡ）、キューバ農林業技術者協会（ＡＣＴＡＦ）

などを含むものとなる。 

・発展プロセスに対する法的な枠組みがない。 

・キューバには、有機システム発展のための全国的戦略が存在していない。全国的戦略に

よってこそ、生産者の努力が引き出され、適切な政策が検討され、キューバにとっての

エコロジー農業、社会的、文化的な利点が考慮され、真の持続可能な発展が達成される

ものである。 

・各段階における決定において、変革の内容や範囲について明確な概念が欠如しているこ

と。 

・生産物の供給量が十分でない。 

・生産者を特定するための十分な顧客リストが存在しない。 

・各生産単位において、生産過程の適切な内部管理が存在しない（認定基準の管理）。 

・生産者への奨励（政府による有機生産物のための特別買付価格）と生産者のトレーニン

グ戦略の欠如。 

・ 有機生産と有機生産物の加工を指導する政府によって、エコロジー農業と社会経済的条

件およびキューバの科学技術の発展を考慮して承認された厳密かつ一貫した基準の欠

如。 

・ 有機農業の支柱である、有機食料、有機農業技術について一般に知識が低く、また認定

過程の知識が低い。このことは、転換と移行にとって障害となっている８。 

・自主管理や参加の仕組みが、依然として基本的には発展していない。そのため、生産し、

手段を維持する関心は混乱しており、期待されるほど発展していない。 

 

終的な考察 
キューバのおける有機農業の発展初期の数年間は、生産の可能性の離陸の時期と見なす

ことができる。そこでは、発展の基盤が作られ、現在は、その後の段階的発展を可能とす

るために必要な授業料を払っているところである。 

有機農業の適用は、単に技術モデルの変革というだけでなく、農業概念の変革でもある。
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特に、このプロセスは、発展していく内容に沿って、社会的意識の変革も含んでいる。 

有機農業の発展の現段階は、現在みられる有機農業の諸問題を解決する上で重要なもの

であり、より大きな規模で、こうした技術システムを強化するための基礎を作っていると

ころである。それは、従来の農業の構造的危機への回答であり、同時に国が伝統的に輸出

してきた従来の農産物の下落に対する解決とも考えられる。 

有機農業生産は、90 年代初頭に農業分野で変革の過程が生じたように、劇的な変革を通

じて、全国の従前の生産システムを急激に変えて達成されるのではない。それは、一般に

は漸進的な転換のプロセスを通じて、達成されるということを強調することが重要である。

キューバには、各地域、文化、生産目的、技術的・経済的可能性の固有の条件を考慮して、

より少ない消費資材による生産を引き続き改善するための条件がある。また、キューバに

は、コーヒー、新鮮あるいは加工柑橘類、砂糖及び蜂蜜のようないくつかの生産において

特別に、より急速な転換をはかるための条件がある。にもかかわらず、戦略的かつ実践的

問題として、従来の農牧畜システムが維持されつつ、有機システムが順次導入されていく

であろう。 

外貨準備が低い現在の経済的状況は、もし従来の農業モデルを引き続き発展させるなら

ばコストが高くつくことを考えると、有機生産と商業化を進めるために有利な条件となっ

ている。 

もし、有機栽培において、証明書の取得がこの種の農業のために確立された基準に従っ

ていないならば、生産物は、認定されず、販売もできないことを考慮しなければならない。

そのために、短期・中期のためにはこの問題に関して、次のような政策を発展させる必要

がある。すなわち、これらの生産を統括する法的な基準と規程を制定すること、キューバ

人の認定者を育成すること、国の内外で優先作物と可能性を決定するため市場の検討を行

ない、作物ごとの分析を行うことである。 

有機作物認定制度を創設する必要性は、これらの生産物の消費に向かって、国民の意識

を発展させることに重点が置かれなければならない。そのためには、健康及び自然環境の

維持に分かちがたく結びつけて、また多国間の協力に依存しながら消費が増大されなけれ

ばならない。 

未来の課題は、整合的かつ一貫した方法で農業、牧畜、林業およびその他の付随のシス

テムをより幅広く結びつけた農畜産業システムの発展であろう。そのシステムは、有機的、

持続的方法に基づいて、相乗的効果をもつ仕組みを実現し、農牧畜業の上級の段階の課題

として、エコロジー農業システムを強化するものでなければならない。 

 調査・開発計画を継続して、日々、より一層、有機農業の可能性を立証し、有機農業の

推進のためにより効果的な方法論を適用すること、普及を強化すること、能力養成を改善

し、支援すること、外国からの協力の道を追求することが必要であろう。 

 特に、戦略として、以下のことが考えられる。 

• 全国的、地域的組織を設立する。その主要な役割は、有機システムの戦略と管理の計
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画を作成することである９。 

• 基準、技術、情報、トレーニングなどについて総合的な戦略を策定し、それによって

生産者の努力を引き出す。その戦略の中では、キューバのエコロジー農業、社会、文

化の優位性を考慮する。 

• 高い権威をもった国際的な認定企業との関係を確立し、そのキューバ事務所を開設し、

キューバ人職員が働くようにする。キューバ人認定官を育成するためにトレーニン

グ・コースを開催する。 

• キューバの認定システムに支援され、国際的に承認されたキューバ認定機関１０の創設。

それは、外国機関よりもキューバとキューバの状況、生産システムをより知っており、

認定料は生産者にとってより有利だという利点がある。可能な解決の道は、キューバ

有機検査官協会の創設とトレーニング・コースの実施である。 

• 国立認定機関は、有機の基準と規程、またその適用のための認定書及び管理について

独立した確実なシステムを確立しなければならない。キューバの有機基準が、輸出先

国の有機基準と同等のものとして承認されれば、不必要な付加的な認定コストが避け

られる。また、農業生産の基準と農工業の加工製品に対する基準が同質であるように

制定されなければならない。 

• 有機食料生産法を制定し、有機生産の法的枠組みを決定すること。 

• 収穫後の適切な処理（例えば冷蔵貯蔵）、適切なインフラと物流施設（港や空港を含む）

を整備し、新鮮な作物が仕向国に良好な状態で到着することができるようにする。国

際的な経験からすれば、輸送の設備が不足していれば、有機作物輸出が制限される。 

• 生産の段階から品質認定を受けた望ましい形を保証することができるように、確固と

したインフラを作る。すなわち、効率的な加工と商品化、そのすべての残滓のリサイ

クルによって、市場競争力を高め、より多くの利益を取得することができるようにす

る。 

• 外貨収入を 大限に増大させるとともに、エコロジー農業を維持、改善しつつ、多く

の健康的な作物を人々が一層消費することができるようにする。この視点から、科学

技術資源を 大限利用して、有機生産の商業化プロセスを組織するための強力な運動

を起こす。 

• 熱帯性作物（コーヒー、カカオ、果物、冬季野菜、多くの人手を必要とする作物、即

ちマンゴー、バナナ、アボカド、柑橘類、パパイヤ、ココナツ、異国風トロピカル・

フルーツ）を基本とした輸出戦略を開発する。作物ごとの優先順位と可能性を決定し

なければならないと同時に、作物ごとにそれを分析し、また生産者にとって特別かつ

競争的買付価格を設定しなければならない。満足すべき輸出を達成するためには、予

定された市場のなんらかの輸入業者、小売業者あるいは卸売り業者との良好かつ安定

した関係が重要である。輸入業者は、市場の 新の現状の情報を提供してくれるもの

である。 
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• 有機農産物の供給量を増大し、有機農業と有機資材に関する技術的知識システムを発

展させる。有機農業は、一般的に汚染や害虫を避けるために、労働力と念入りな作業

を必要とする度合いが高い。経験によれば、有機農業への転換の際に必要と考えられ

ている多額の移行期の経費に関しては、認定や管理の経費ほどはかからない。むしろ、

害虫に対して作物を防御するための知識や能力が不十分なことから、当初の収穫期に

生じた損失の方がはるかに大きいということができる。有機農業は、実験と誤りを通

して進歩し、調整を続けることを通して適切な技術が得られるといわれている。更に

移行期の間、収穫率は、著しく減少し、害虫や病害の深刻な影響が出るという危険が

大きい。 

• 各地域の有機生産者と販売業者の間で連絡を密にし、交流を促進する。そのため、全

国組織と地域組織の間の関係を強化する行動を開始する。 

• 生産者、加工業者、販売業者、研究者、有機農業支援機関を結びつける諸組織を創設

する。有機農業の多角的目的の中で、これらの技術の利用、その利用のための能力の

向上についての規程をつくることを進める。 

• 各地域は、野菜栽培の発展に適した条件を作り出すために、地方の条件に合った適切

な技術を発展させなければならない。そのためには、この技術は、異なった条件にお

いては利用するのが難しい環境タイプの技術であることを認識しなければならない。 

• 国際的経験によれば制度的支援は、有機農業への再転換のための主要な原動力である。

主として収穫率が著しく減少する転換期には、有機生産者への直接の補助金を増大す

ること。転換期においては、基準によって高い価格で販売することはできないのであ

る。また、諸認定機関を通じて検定及び認定経費を減少して、金融支援を行わねばな

らない。他方、生産者が、市場と認定過程において価格と販売量の決定的要因として

直面しているいろいろな困難がひとつひとつ解決されていくであろう。 

国は、有機生産物の生産、加工、販売の諸規程の作成に助言し、管理しなければならな

い。そのためには、国は、これらの生産物を国内市場で発展させる場合には、有機農業の

開発から生まれた食料についての情報を普及することと、その食料を指定することを通じ

て、消費者を保護しなければならない。 

国の支援を行うことによって、有機生産者は、加工、容器詰め、ラベリングの方法を発

展させ、供給における多様性と一般性を確保するとともに、もし可能なら、仲介業者を避

けて直接の流通方法を実施し、収益の幅が大きくなるようにする。 

• 以上述べた戦略は、主要な課題、つまり「キューバ製品を識別し保証するシールが貼

られた信頼のおけるキューバの有機生産物を開発すること」という課題が設定され、

その課題の中で追求されなければ、無駄なものとなるだろう。この挑戦は、時間と金

がかかるものである。このような生産物は、適切な属性と構成をもっていなければな

らず、また生産と品質は安定していなければならない。この初期の段階において試験

的工場の開発は、現在の状況の特殊性を考慮したより適切な稼動と行動の条件が存在
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している小規模の形で開発が進められる方がよいであろう。 
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５ Funes Fernando, “El movimiento cubano de la agricultura orgánica”. En Transformando 
el campo cubano. Avances de la agricultura sostenible, ACTAF, 2001. 
６ Revista Agricultura Orgánica, Año 8, No. 2, 2002.Opinión de especialistas del Ministerio 
del Azúcar (MINAZ). 
７ Ministerio de la Agricultura (MINAG). 
８国際有機農業運動連盟（ＩＦＯＡＭ）は、移行を通常の栽培システムから有機栽培システ

ムへの変革の過程と定義している。しばしば、転換として考えられている。この期間は、

有機栽培の開始から栽培と牧畜の認定までの間を含む。 
９小生産者は、有機生産物の生産、認定、商業化を実行できない。大規模生産者のみが、個

別に実行できる。生産の要求、認定コスト、市場の特殊性は、全国及び地域の生産者のよ

り大きい規模の組織化と統合を必要としている。 
１０ このような国立認定機関として、次のようなものがある。アルゼンチンのARGENCERT、
ブラジルの生物動力学研究所、メキシコのコリーマ大学ＣＵＣＥＰＲＯとセルティメック

ス、コロンビアの Biomuisca と Biotrópico、ニカラグアの CENIPAE、ボリビアの Biopacha
と Biocert、ペルーの InkaCert、グアテマラの Mayacert、コスタリカの Ecológica がある。

これらは、各国の認定機関の創設の過程においてモデルとして役立つものである。しかし、

独立して認定作業を行う段階にまでは達していない。というのは、有機生産物の国際市場

への参入は、国際機関の証明書と厳密に関係しているからである。1993 年に国際ラテンア

メリカ認定者訓練講習会において大多数の参加国によって署名されたいわゆる「コリーマ

宣言」は、「ラテンアメリカ・カリブ海諸国の専門家が有機生産の認定官を選択する過程を

拡大しようという計画を支持することを表明する」と指摘している。そして、「ここで開始

された行動は、すべての農民が参加できる知識の民主化のための広い、実りの多い、長期

的な協力の開始である」と付け加えている。 
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