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はじめに 
 キューバ革命は、今年 50 周年を迎えた。キューバ解放のたたかいは、1953 年 7 月 26 日

にサンティアゴとバヤモの兵営をフィデルたち青年が襲撃してから、ちょうど5年、5カ月、

5 日後の 1959 年 1 月 1 日に勝利を収めた。 
50 年前の 1959 年 1 月 1 日、若きフィデル・カストロ（32 歳）は、サンティアゴ市のセ

スペデス広場で感動の中でも、革命の困難さを冷静に指摘した。 
「ついに、われわれはサンティアコに着いた。困難で、長い道のりであった。しかし、

われわれは着いたのだ。革命は今から始まる。革命は、容易な課題ではないだろう。革

命は、困難な危険に満ち溢れた事業となろう。 
・・・革命は、一日にして成らない。今から行うのだ。キューバ共和国は、初めて完全

に自由となったのである。 
・・・われわれは、すべての問題が簡単に解決されるだろうとは思っていない。道は、

障害物で一杯であろう。しかし、われわれは、未来を信頼している人間であり、未来を

信頼して常に大きな困難と立ち向かっていこう｣。 
その演説から 50 年経過して、革命勝利 50 周年を迎えた本年 1 月 1 日、ラウル議長は、

同じサンティアゴの広場で記念演説を行い、革命 50 年の成果を誇るとともに、今なお続く

革命建設の困難を率直に語った。 
「1959 年 1 月 1 日、キューバ国民は、初めて政治権力を掌握した。その時、60 年にわた

るアメリカ帝国主義の絶対的な支配を打ち破ったのである。 
・・・われわれは、二度と貧窮、恥辱、酷使、不正義をわが国に戻すことはない。二

度と母親の心を痛ませたり、また正直なキューバ国民の魂に恥ずかしさを感じさせたり

はしない。 
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・・・わが国民は、自らの腕で立ち上げて、生命の危険を冒して守った事業が不完全

であることを知っている。われわれ革命家は、批判勢力の中心である。われわれは、弱

点や誤りを公然と明らかにすることをためらったことはない。そうした例は、過去にも

近でも沢山ある。 
・・・『われわれは、すべての問題が、簡単に解決されるとは思わない。道は、障害物

で一杯であると知っている』というフィデルの言葉を思い出そう。これらの言葉は、真

の革命のための指針となるものである」。 
 この 50 年の革命の歴史に一貫して見られるのは、米国に対するキューバの民族自決権擁

護のためのたたかいの熾烈さと、植民地・半植民地の負の遺産からもたらされた経済建設

の困難さである。この二つの問題を軸としてキューバ現代史は展開されてきた。 
一方では、 近、ブラジルのルーラ大統領の政治顧問、マルコ・アウレリオ・ガルシア

が、簡潔に、キューバ革命の歴史的役割について、次のように述べている。 
「いくつもの世代のブラジル人は、キューバのモデルを参考にして政治活動に入った。

そのモデルとは、主権を守りぬくことと、社会改革の成果である」。 
 このキューバ革命の評価は、客観的な評価として、だれも否定できないものであろう。

2008 年の１年間は、革命勝利後 50 年を迎えんとするキューバで、これまでの革命路線の

根本的転換を図る構造改革が起きた重要な 1 年でもあった。 近の 18 カ月間に起きたこと

を問題別にまとめて整理して、キューバの近況を紹介するとともに、キューバ革命は、諸

困難を抱える中で今後どのような方向に向かおうとしているのか展望を述べてみたい。 
 
(1) 構造改革、静かに、ゆっくりと進む 
 07 年 7 月 26 日、ラウル・カストロ副議長（当時）が、キューバ社会の諸問題を解決す

るには構造的な改革が必要だと提起してから、同年、改革の内容が大衆的に討議されてい

たが、構造改革は、08 年になってようやく、静かに、しかし急ぐことなく着実に実行され

始めた。ラウルが、キューバ人の国民性を考慮して、1 月の国会議員選挙の日に述べたよう

に、「少しずつ、少しずつ」改革が進められ始めたのである。 
 表面では様々な改革が進められているように見えるが、改革の基準は、①過度の禁止や

規制条項を柔軟化ないしは廃止し、また過度の全般的な無料制度や補助金制度を廃止して、

社会生活・生産活動を活性化する、②国民の日常社会生活を大きく歪めている二重通貨制

度を一元化し、賃金の購買力を強化する、③そのために生産力を増大するための生産分野・

国家機構の諸制度を改革することである。 
まず、上記の①の問題として、08 年 3 月から、パソコン、ビデオ、ＤＶＤ、電気釜など

の家電の販売が外貨販売店で解禁され、一般市民の携帯電話の使用、外貨支払ホテルの宿

泊、新たな個人タクシー、輸送業者も許可された。外国への移住、帰国手続きの簡素化も

進められている。 
4 月から 6 月にかけて、上記の②の問題として、改革の基本問題を理解するため、キュー

バ共産党、キューバ共産主義青年同盟の支部・地区会議で、「二重通貨の問題」、「21 世

紀における社会主義の新たな歴史的条件」が討議された。 
②の問題としては、食料の増産など以下の政策が進められている。キューバの食料自給

率は、カロリー計算で 50％程度、穀物計算で 30％程度にしかすぎない。したがって、農業
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分野では、輸入の減少、食料増産を至上課題としている。そのため 3 月から政府は牛乳、

豚肉の外貨での買い付け、農業資材の外貨での販売、一般農産物の政府買付価格の改定を

行い、生産者の生産意欲を刺激しつつ、資材の供給を保障し、農民の生産意欲の向上に努

めるようになった。生産物の迅速な集荷と販売のため、運送の合理化も図られ、地産地消

の原則が適用されるようになった。また、指導行政組織を簡素化し、基礎行政区事務所が、

生産者の積極的な参加のもとで地域の農業政策を決定するようにされた。 
ラウル指導部は、個人農をはじめ、協同組合経営を重視する政策を取り、08 年 9 月から

は、政令第 259 号（未使用地の使用権付与）と第 282 号（同使用権付与に伴う規程）によ

り、未使用の国有地の使用権を農業・牧畜生産用に個人あるいは法人に認めた。使用権は、

個人には 10 年間、法人には 25 年間ずつ 2 回、50 年間延長可能とされた。使用面積は、

高で、個人は 13.42 ㌶で、使用税（別途制定）が課せられることとなった。国有地の未使

用地は、農地全体の 18.6%にのぼり、123 万 2800 ヘクタールである。09 年 3 月までに 5
万 6000 人の個人・法人が農地の使用権を受け取った。平均 10 ㌶程度であるから、順調に

栽培されるようになれば 500 万㌧以上の農産物の増産が期待されている（キューバの農業

生産は歴史的に合計で 1000 万㌧程度が 高である）。したがって、この措置は、戦略的に

極めて重要な措置といわれる所以である。 
国民生活を著しく歪めている二重通貨（交換通貨の CUC ペソと国内通貨の CUP ペソの

並行存在）を解決する方法は、国内ペソの CUP による賃金支払額を増額したり、CUP の

購買力を上げたりして、現在の 1 交換ペソ CUC=25 国内ペソ CUP を 1CUC=1CUP に近づ

けることにより解決する方法が考えられている。そのためには、国内の生産がそれを裏付

けなくては、自由外貨交換市場は反応しない。強制的に行っても、大幅なインフレとなる

だけである。 
08 年 2 月、「労働・社会保障省、決議 2008 年第 9 号」が制定され、労働の成果に基づく

新たな賃金の支払制度が設定された。生産部門の労働者の賃金の 高限度額を排除され、

管理部門、技術者、専門家は 30％を限度に増額できることとされた。5 月には年金と社会

扶助額が平均 20％増額された。新賃金制度は、ハリケーンの影響もあり実施が遅れていた

が、09 年度 6 月現在、実施されていない。国内ペソの購買力の強化は、当面 1CUC=15CUP
が目標とされたが、09 年 5 月末時点で 1CUC=25CUP は変わっていない。 
さらに一般的に国民は生活費に不足しており(賃金は生活費の 4 分の 1 しかカバーできな

い)、特に年金生活者の生活は厳しい。そこで、7 月政府は、定年制を延長する（女性 60 歳

以上、男性 65 歳以上)とともに、年金額の増額、退職者が年金を全額受けながら、仕事もで

きるようにすることなどを制定し、広く国民の討議に付され、12 月の国会で新しい「社会

保障法」が制定された。 
また、少なからずの教員が、より多くの収入を求めて教職につきたがらない現状から、

教員不足の問題が生じている。この問題に対処するため、政令第 260 号により、定年退職

者の教員が年金を受けながら、教職での賃金を全額受給できることとした。7000 名の退職

教師が再就職し、9000 名が定年後もこの制度で勤務することになった(全教員数 28 万人の

6%)。 
さらに、海外への医師の派遣（ほとんどはサービス輸出であり、無料支援ではない）か

ら、医師数が半減した結果、家庭医制度の再編成が行われている。全国の 1 万 4078 の家庭
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医診療所を①タイプⅠ（5916 診療所）、②タイプⅡ（4680 診療所）、③強化診療所（177 診

療所）の 3 種類に分類した（残りは閉鎖）。①は医師と看護師各 1 名で初期診察を行い、②

は看護師のみが簡単な手当て、注射、ワクチン接種などを行い、③は医師と看護師 1 名で、

過疎地で 24 時間診療、レントゲン、超音波装置、心電計器、歯科装置を備えている。しか

し、再編成の過程は、まだ僅かなもので、国民の中に多くの不満があり、改善されるべき

多くの問題があると公共保健省(MINSAP)も認めている。 
08 年 3 月からは、国民の改革論議を深めるために、グランマ紙で毎週金曜日 1 ページを

設けて投書により議論が行われるようになった。そこには、キューバ社会の歪んだ状況が

赤裸々に提起されている。そして単に議論を行う、いわばガス抜きでなく、関係省庁が責

任を持って処理するようになっている。 
省庁の運営・管理、企業の経営において、非効率、無規律、無原則、指導者の恣意的・

我流の指導、冗費、汚職、腐敗などの問題が少なからずみられるので、会計監査のみなら

ず、これらの指導に当たり、管轄する「共和国総監庁」を国家評議会の下に設置すること

が 09 年度の国会で討議されることとなった。 
 
(2) 政府・共産党新指導部の交代進む 

08 年 1 月 20 日、1,201 の県議会議員、614 国会議員選挙（それぞれ任期 5 年）が実施さ

れた。国民の政治への無関心が心配されていたが、投票率は 94％で前回比 3 ㌫減に留まり、

候補者全員が当選した。生活に対する国民の不満が増大しており、政府批判票がどれだけ

でるか関心がもたれていたが、独特の投票用紙制度１もあり、批判票は 20%程度であった。

選挙過程で青年達から、より国民に密着し、開かれた選挙活動が行われるよう要求する動

きも見られた。 
2 月には新国会で、国家評議会員 31 名を選出し、引退したフィデル・カストロに代わっ

て、ラウル・カストロを国家評議会・閣僚評議会議長に、ホセ・マチャド・ベントゥーラ

を同第一副議長に、さらに 5 人の副議長を選出した。新国防相にはフリオ・カサスが任命

された。国家評議会員の 49%が改選されたが、国家評議会の議長・副議長の平均年齢は 70
歳となり指導部の高齢化が指摘されている。保守派とみなされているマチャードが、党内

の組織建設を担当していたこともあり、これにより改革が進まなくなると見る向きもあっ

たが、その後は、本年 3 月の「政変」もあり、改革はほとんど進展していない。改革は、

国内の秩序を維持しながら進めなければならないとしても、どんなことがあっても、改革

が必要であることをすべての指導者は認識している。 
一方、国会での議論を充実させるため、国会に 12 の常設委員会が設置され、国会開会 2 ヶ

月前から議論が行われ、国会も従来の 2 日間から 5 日間に延長されている。12 月の国会の

各常設委員会では、問題が活発に議論され、国民が抱えている問題が浮き彫りにされた。

ラウル議長は、閉会演説で、企業・省庁会計の杜撰さ、政府・党指導部の指導における厳

格さ、徹底性の不足、過剰な無料制度の改革、過剰な補助金の削減などを具体的に指摘し

た。 
キューバ共産党は、1997 年の第 5 回党大会以降大会を開催していないが、4 月第 6 回中

央委員会総会を開催し、新に政治局員 24 名を選出し、さらに 7 名を政治局常任委員として

選出して、集団指導体制を固めた。そして 09 年の下半期に第 6 回党大会を開催することを
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決定した。 
フィデルは、08 年 2 月 18 日の国民へのメッセージで国家評議会・閣僚評議会議長及び

革命軍 高司令官を辞退したが、4 月のキューバ共産党第 6 回中央委員会総会では、中央委

員会第一書記(中央委員会総会で選出)の地位は問題にされず、現在も継続している。フィデ

ルは、日常的には、内外の情報の掌握と意見の政治局、政府への通達、省察の執筆、外国

要人との会談を行っている。08 年の一年間に 103 件の「省察」を執筆し、大著『コロンビ

アにおける平和』を出版している(脱稿は 9 月 16 日、出版は 11 月 14 日)。一年間に会談し

た重要人物は、1 月ルーラ・ブラジル大統領、5 月モラーレス・ボリビア大統領、6 月チャ

ベス・ベネズエラ大統領、バスケス・ウルグアイ大統領、9 月、呉官正・中国共産党政治局

常務委員、チャベス・ベネズエラ大統領(2 回)、10 月、キリル・ロシア正教大司教、ルーラ・

ブラジル大統領、11 月胡錦濤・中国国家主席、メドベージェフ・ロシア大統領と 1－2 時間

にわたり会談している。 
フィデルは、今年になっても、フェルナンデス・アルゼンチン大統領（1 月）、バチェレ・

チリ大統領（2 月）、セラヤ・ホンジュラス大統領（3 月）、フェルナンデス・ドミニカ共和

国大統領（3 月）、オルテガ大統領（4 月）、チャベス大統領（4 月）、モラーレス大統領（6
月）とも会談している。 

09 年 1 月、フィデルは、彼の「省察」で、「具体的な方針を長文で書き、それが党や政府

幹部の方針を縛ることのないように自制している」旨述べた。 
 ところが、09 年 3 月、キューバ政府は、8 名の閣僚の解任、閣僚評議会執行委員会書記

（事実上の内閣官房長官）のカルロス・ラヘ、閣僚評議会副議長オット・リベロの解任を

発表した。8 名の閣僚の解任の中には、①省の統合によるもの、すなわち貿易省と投資省、

食料工業省と漁業省を統合したことから、元の閣僚が一名解任されたもの、②在任が長期

にわたり、以前から更迭が考えられていたもの、③執務上の問題点があり、解任されたも

の（カルロス・ラヘ閣僚評議会執行委員会書記、フェリーペ・ペレス外相）が混ぜ合わさ

れている。さらに、革命の元勲世代の閣僚評議会副議長のペドレ・ミレ、同オスマニ・シ

エンフエゴスの解任は、３週間のちに発表されるという事態であった。政府が発表した資

料は限定的で８点しかなく、この人事交替は、内外でも様々な憶測を呼んでいる。 
2008 年 2 月ラウル議長体制となって、から 15 カ月の間に 33 名の閣僚評議会メンバーの

うち約半数の 16 名が更迭されるという交代人事は、これまで見られなかったことである。

そのためか、この大幅な内閣改造のあと、フィデルは、これまでになく頻繁に省察を書く

ようになり、実質的に内政・外交をリードしているのはフィデルである印象を与えている。 
 
(3) 三つのハリケーンにより甚大な被害を受ける 

08 年は、70 日の間に三つの大型ハリケーンがキューバを襲い、未曾有の被害をもたらし

た。8 月 30 日「グスタフ」がキューバ西部に上陸し、9 月 7 日には一層大型の風ハリケー

ン「アイク」が東部に上陸し、東部から西部へ縦断した。さらに 11 月 8 日やや小型のハリ

ケーン「パロマ」が東部に上陸した。これらのハリケーンによる被害総額は、GDP の 20％
に相当する 97 億 2200 万㌦に達し、08 年度の GDP を 2％引き下げることとなった。 
被害額は、グスタフで 20 億 7200 万㌦、アイクで 72 億 7500 万㌦、パロマで 3 億 7500

万㌦であった。被害額の 52.5％は、35 基礎行政区の家屋及び学校、病院などの社会的施設
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の被害であった。個人家財の被害額は、49 億 6690 万㌦に上った。また被害額の 37%、35
億 9870 万㌦は農林業における被害であった。 
しかし、政府と国民が一体となった協力による民間防災システムによって、緊急避難対

策が取られ、延べ 480 万人の住民が予防的に各地の避難センターに保護され、死者はアイ

クにおける 7 人に留まった。 
各国の救援も早く、ベネズエラなどのラテンアメリカ・カリブ海諸国、ロシア、スペイ

ン、ＥＵなどのヨーロッパ諸国、中国、ベトナム、日本などのアジア諸国、アンゴラ、南

アなどのアフリカ諸国など、80 カ国から 800 件、数 10 億㌦に上る救援寄付が寄せられた。 
キューバ国民の復興への取り組みも迅速で、総力を挙げて行われている。政府は、日常

食料の供給を被災者に保障し、6600 万㌦の食料を緊急輸入し、住宅関係資材など緊急輸入

総額は 9300 万㌦に達した。道路、鉄道、電気、通信などのインフラはほぼ（12 月末で 70%）

復旧した。08 年末までに半壊家屋の 23%が修復され、全壊家屋は 4%が新築されている。

被害を受けた学校施設の 52.8%が修復され、平常どおり授業が行われている。農業では政

府の呼びかけにより、15 万 5000 ㌶で収穫時期の早い作物が栽培されている。しかし、甚

大な被害ゆえ、全面的に復旧するのは 3 年以上かかるものと予測されている。 
 
(4) 困難な中で経済成長に暗雲が 
 キューバは、07 年サービス輸出（84 億㌦、医師などの海外勤務）が好調で 5 億 2700 万

㌦の国際収支の黒字を記録した。しかし 08 年になりニッケル価格の急落（07 年度比 41%）、

輸入食料価格の高騰（前年度比約 8 億 4000 万㌦増加、60％増）、石油価格の高騰、また輸

出の伸びに比較して輸入の大幅な増加（40％余）により、08 年度、財の輸出は 38 億 8000
万㌦、輸入は 145 億㌦を記録した。赤字の 106 億㌦は、大部分はサービス輸出でカバーさ

れたが、再び国際収支は赤字基調となった。もともと外貨準備金の額は、1 億㌦余であり、

資金繰りが苦しくなったのである。その結果、08 年 6 月からキューバは、日本、スペイン、

イギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパ諸国に 150 億㌦に上る累積債務の再繰延べを

要請した。ラウル議長は、12 月の国会で、「個人も国も、生産物やサービスの販売額を上回っ

て不要に消費する考えを変えなければならない」と問題点を厳しく批判した。 
 このような外貨事情が悪化していた、まさにその時に、キューバは、上記のようなハリ

ケーンの甚大な被害を受けたのであった。その結果、当初のGDP成長計画 8%を下回る 4.3%
を記録した（表１参照）。しかし、困難な中でも 1999 年以降 10 年間中成長を維持したこと

になる。 
なお、世界的な金融・経済危機の中でラテンアメリカ全体では、4.6％の成長で、7 年間

プラス成長を継続している。政府の経済への関与の度合いが強いキューバでは、経済危機

の中でも解雇やホームレス、飢餓・貧困が急増するという現象は現れていない。 
 成長を支えたのは、労働生産性の向上（2.5%）、投資の増加（6.6%）、農業（1.6%）、工

業（1.2%）、建設（3.3%）、運輸（7.4%）、通信（9%）、サービス（8%）であった（表１参

照）。財とサービスの輸出は 7.2%増、観光は年間観光客が 235 万人を超え、9.3%増加した。

伝統的に重要な産業である製糖産業は、07/08 年の砂糖収穫は、141 万 5000 ㌧で、目標の

150 万㌧に達しなかったが、独立以来 低の生産量であった前年度の 115 万㌧から反転に

向かった。しかし、この数年 70－80 万㌧の輸出契約を履行したあと 20－30 万㌧の砂糖を
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国内消費用（70 万㌧）に輸入しなければならないという、かつては考えられなかった構図

は変わっていない。 
 都市交通は、中国・ロシアからのバスの輸入で若干改善し始め（２年前と比較しハバナ

市の運行便数は倍増）、老朽化した医療施設・学校施設の改善も進められている。この三部

門に近年投資が集中されているからである。 
 しかし、住宅事情は、革命勝利以後も、恒常的な懸案の問題で、60 から 100 万戸不足し

ているといわれていた。政府は、2006 年以降毎年 10 万戸を建設する計画を立てたが、資

材不足、輸送手段不足、技術者不足、非効率などから、実際には半分の 5 万戸程度しか建

設されてこなかった。しかもその半数以上は、個人の努力によるものであった。こうした

状況の中で、08 年の三つのハリケーンで 7 万戸の住宅が全壊、50 万戸が部分損壊の被害を

受けた。住宅不足は一層深刻な問題となり、少なくとも 70 万戸以上が不足していることに

なる。さらに長年の経年劣化で、都市部の 15%、農村部の 38%の住宅が「悪い状態」で本

格的な修理が必要と報告されている。しかも、家屋の再建、修復は、主として個人の努力

と資材に頼らざるをえない現実がある。12 月、ラウル議長は、個人住宅の建設を合法化す

ることを認めたが、建築認可に時間がかかること、さらには官僚主義的な許可方法、資材

の合法的な販売を保障すること２など、解決すべき問題は少なくない。 
 政府財政は、食料価格の高騰、ハリケーン復旧費の緊急支出により 42 億ペソの赤字（GDP
の 6.7%）となり、財政上の許容範囲といわれる GDP の 3%を大きく上回った。09 年度は、

38 億 8420 万ペソ（GDP の 5.6％）の財政赤字が予定されており、近年改善されてきた財

政赤字の縮小が、再び増加傾向にあることが懸念されている。そこには、各機関が「まず

は経費を使い、不足分の補填を政府に要請する」という一般の固定観念を変える必要があ

ると国会でも指摘されている。 
 さらに、冗漫な経費、資材・燃料・電気の浪費、労働年齢者の不学習・不就業傾向（18
万 9000 人、労働人口の 3.8%、失業率 1.6％の計算に含まれず）、低生産性、労働の組織化・

規律の水準の低さ、無責任な企業管理、腐敗、横流しの多さ（流通商品の 1%）、高い輸入

品依存（輸入代替意識の欠如）、賃金の購買力の不足（生活を支えるのに十分でない）、外

貨収入に見合った輸入なども問題として指摘されている。 
 外国投資は、近年、石油開発、石油化学、観光、ニッケルなどの基幹産業に重点が置か

れた結果、中小規模の投資が減り、08 年度は 314 件の投資となっている。その内 229 件が

合弁企業で、63 件がホテルの経営協力、14 件が生産協力、8 件が工業・サービス経営協力

である。そうした中で、8 月カナダの企業、シェリット・インターナショナル社と共に合弁

企業で石油開発に携わっているペベルカン社への利益の支払が 1 億 8500 万㌦滞り、繰延べ

されるという事態も起こっている。また、シェリット社にも 4 億㌦近い未払い金があるこ

とが知られており、同社の新たなニッケル精製工場の建設への障害となりつつある。今後

は、中規模投資が、農業面、製造業面で期待されているが、投資側の利益も厳密に保障す

ることが課題となっている。 
 こうした中で、ハリケーン被害と国際的経済危機の影響により、経済の緊縮政策が再び

進められている。09年の経済成長率は6%を目標とすると昨年の国会で定められたが、5月、

ニッケルの国際価格の一層の下落、観光収入の減少などから、成長率を 2.4-2.5％に下方修

正した３。また、6 月になると政府予算も 6％削減し、一層の緊縮財政をとることになった４。 
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(5) ロシアとの関係復活 

08 年 7 月以降、かつての友好国、ソ連の後継国であるロシアとの関係が、一気に強化さ

れた。理由は、双方の思惑と利益が一致したからである。ロシアは、7 月新しい「ロシア連

邦対外政策の概念」を発表し、米国のミサイル防衛システムのヨーロッパへの配備に反発

して、ラテンアメリカ諸国との連携を強め、米国の「裏庭」から米国に揺さぶりをかける

戦略に出た５。キューバは、外貨準備が底をついており、ロシアの経済協力を必要としてい

た。 
7 月末、セーチン副首相を代表とする高級代表団がキューバを訪問。代表団の中にはロシ

ア連邦国家安全保障会議書記、ニコライ・パトルーシェフが同行しているのが注目された。

滞在中、旧ルルデ通信諜報基地（旧ソ連基地、基地使用料は年間 2 億㌦、ほぼ米国全土を

カバーして通信を傍受できる）の使用再開、軍事協力についても話しあわれた模様である６。 
キューバは、8 月 10 日、グルジア領オセチアへのロシアの侵攻を即座に支持。9 月初め、

ロシア政府は、ハリケーン「アイク」の被害緊急支援として大型輸送機 4 機を派遣し、数

億㌦の援助を行った。10 月初め、セーチン副首相が、再び「ハリケーンの見舞い」として、

100 トンの支援物資をもってキューバを訪問した。 
10 月半ば、ハバナにロシア教会が完成し、ラウル議長が出席した。完成式のためにキュー

バを訪問したキリル大司教とフィデルが会見した。11 月はじめロシアの「ノーボスチ通信」

がハバナに事務所を開設した。 
11 月 8 日、ペレス外相が、ロシアを訪問し、メドベージェフ大統領と会談し、両国の元

首の相互訪問について合意した。ロシアは、06 年に締結され、実行されていなかったキュー

バへのクレッジット 3 億 3500 万㌦の 08 年度中の実行を確認した。さらにロシア製品購入

代金の 10％を前金払いとして、残り 90%クレジット支払いとすることも合意した。ロシア

は、ホテル建設、造船、鉄道、通信で投資をおこなうことを表明。ラフロフ・ロシア外相

は、共同記者会見で、ロシア・キューバの軍事協力を推進することを隠さなかった。両国

の共同声明が発表されたが、そこでは旧ソ連とのキューバの累積債務約 210 億㌦（近年ロ

シアはパリ・クラブでの返済交渉を主張していた）の処理は述べられず、事実上の棚上げ

を合意したのであった（キューバの対外債務は、表 2 参照）。 
一方、セーチン副首相も 11 月 8 日キューバに 08 年度三度目の訪問を行い、両国は自動

車、クレジット、ニッケル工業、石油産業、小麦の供給などで 10 件の契約を締結した。セー

チン副首相（プーチン首相の元秘書、国防関係出身）が 100 日の間に 3 度もキューバを訪

問したことが、軍事協力との関係で注目された。 
 11 月 27 日、メドベージェフ大統領がキューバを訪問した。セーチン副首相も同行した。

4 か月で 4 度目のキューバ訪問であった。同大統領は、ラウル、フィデルとも会談、自動車、

石油、通信、医薬品、バイオ、観光になどについて話し合った。引き続き 12 月初め、プー

チン首相は、キューバ、ベネズエラに常設軍事基地を設置する必要はないが、港などその

軍事インフラを使用したいと、ロシアの思惑をあからさまに語った。12 月 19 日、ロシア艦

船 3 隻がキューバを訪問し、4 日間滞在した。両国の経済・軍事関係が劇的に深まった一年

であった。 
09 年 1 月末、ラウル議長が訪ロした。ロシアは、新に 3 億 5000 万㌦のクレジットを与
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えた。その中で、貨物輸送機 Tu-204SE が 1 機、旅客機 Tu-204 が 3 機、Il-96 が 3 機、旧

ソ連製兵器部品 2000 万㌦が購入されることになっている。また 3700 万㌦相当の小麦 12
万5000㌧が無償供与される。首脳会談の共同覚書では、両国の関係を戦略的同盟と定めて、

貿易、経済、安全保障、軍事技術面での協力が確認された。 
 
(6) 多面的外交関係発展する 
 キューバは、現在 188 カ国と外交関係をもち、125（07 より 3 カ国増）の大使館を国外

に設置しており、ハバナには 110（07 年より 8 カ国増）の大使館がある。また、118 カ国

加盟の非同盟運動の議長国（07－09 年）でもある。ラテンアメリカ・カリブ海諸国 32 カ

国とは、すべての国と良好な外交関係を結んでいる。 
こうしたキューバの外交関係が、08 年度は一層発展した。その理由は、①ラテンアメリ

カ諸国、ＥＵその他の諸国とも米国の身勝手は単独行動主義（一方的外交）を支持できな

くなり、自主的な外交政策を取るようになったこと、②キューバ自身も、2 月には国際人権

条約を批准したり、3 月のコロンビア政府軍の FARC(コロンビア革命軍)のエクアドル基地

への越境攻撃事件にさいして慎重な政策をとったりする外交政策の成熟が目を引いた。こ

の事件に際してキューバ政府は、ラテンアメリカ諸国政府とコロンビア政府の間に線を引

き、コロンビア政府を孤立させラテンアメリカ諸国の非難にさらすのではなく、ラテンア

メリカと米国の間に線を引き、事件の裏で糸を引いている米国政府に非難を集中するとい

う高度の政治的な判断を示し、コロンビア政府への批判を慎んだ。 
 また、118 カ国が加盟する非同盟諸国の議長国として非同盟運動各種閣僚会議、ニュー

ヨークでのビューロー会議を定期的に開催し、時宜を失せず重大テーマ・事件について非

同盟諸国の意見を集約して声明を発表するなど、非同盟運動の活性化に貢献した。 
08 年は、30 数名の国家元首、500 の高級代表団（内、政府代表団は 176）がキューバを

訪問した。胡錦濤、メドベージェフ、ルーラ、チャベス、モラーレス、トリホス（パナマ）

などの元首が訪問した。特にキューバのサンティアゴ・デ・クーバで開催された第三回

キューバ・カリコム首脳会議には、14 カ国の元首が出席した。09 年 5 月には。コスタリカ

との間に国交を回復し、6 月にはエルサルバドルとも国交を回復した。 
 10 月 14 日、スペインとは良好な関係が完全に復活した。スペイン政府は、ハリケーン被

害対策として 2450 万ユーロを 2 年間に渡り寄付、15 億ユーロの再リスケに同意した。ま

た、クレジットとして 5000 万～1 億ユーロを供与すると発表した。さらにスペインは、Ｅ

Ｕ（ヨーロッパ連合）とキューバの関係改善もはかり、10 月 23 日ＥＵは、無条件でキュー

バとの関係正常化に合意し、互恵、相互尊重、内部問題不干渉、主権の尊重などの基礎に

関係を回復との共同声明を発表した。 
EU は、03 年のキューバ政府の反体制派 75 名の逮捕、収監に抗議して、EU 政府首脳の

キューバ訪問の原則停止、キューバ国内での政府文化行事への大使館関係者の不出席、

キューバ国内での EU 大使館行事への反体制派の招待などを行ってきた。しかし、キュー

バ側の政策の変更があったわけではなく、いわば EU の一方的ななし崩し的政策の放棄で

あった。EU は、ハリケーン被害への人道支援として即時に 200 万ユーロを、また来年度か

ら被害地域の復興のために 2500－3000 万ユーロの大型支援を行うと発表した。 
 11 月 18 日には中国の胡錦濤国家主席が、キューバを訪問、700 万㌦の期限切れ（08 年 3
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月末）の 5 年間支払い延長、過去の 1995 年までの累積債務未払い分の 2018 年までの延長、

病院の改修、再建用に 7000 万㌦のクレジットを供与すること、循環エネルギー、ニッケル

開発、海底油田開発など 37 件の計画の開発に総額 15 億ドルのプロジェクトを共同で推進

することに合意した。中国は、11 月に発表した「ラテンアメリカ・カリブ海政策」に沿っ

て、キューバのニッケルと石油資源に関心を示し、実利的な接近をはかっているともいえ

る。11 月には前に述べたように、メドベージェフ・ロシア大統領が訪問した。 
 メキシコとは、フォックス前政権時代に冷却していたが、カルデロン政権下で移民協定、

累積債務問題をめぐって交渉が積み上げられ、10 月不法入国キューバ人のキューバへの送

還を定めた移民協定が締結された。近年、米国への移住（米玖協定でハバナの利益代表部

で 2 万人以上の希望者に正式に永住ビザが与えられる）のために、米国に不法に移住する

ルートとしてまずメキシコに移住する傾向があった。その数は年間 1 万人を超え、メキシ

コ政府も頭を痛めていた。また国際裁判所にメキシコから提訴されていた 4 億㌦に上る未

払い累積債務も支払繰延が合意された。その上、メキシコ国立貿易銀行は、キューバに 2000
万ドルのクレジットを供与することを決定した。 
 さらに、こうしたキューバ外交の躍進を支えているものの一つに、医師、教師、スポー

ツ・文化インストラクターの海外派遣政策がある。現在キューバの海外協力派遣者は、

48,256 人で 97 カ国（そのうち 4 万 5000 人がラテンアメリカ・カリブ海の 31 カ国）、15
分野で派遣されている。そのうち、36,770 人が医療関係で 70 カ国に派遣されている。これ

らの大部分は、有料のサービス輸出として行われているが、派遣費用は国際的な水準から

すれば安い価格であるし、 貧国への派遣、あるいは緊急人道支援の場合、無料で行われ

ている。 
 09 年度も早々に、パナマのトリホス大統領、エクアドルのコレア大統領、アルゼンチン

のフェルナンデス大統領(1 月)、チリのバチェレ大統領（2 月）、グアテマラのコロン大統領、

ベネズエラのチャベス大統領(2 月)、ホンジュラスのセラヤ大統領、ドミニカ共和国のフェ

ルナンデス大統領(3 月)、ニカラグアのオルテガ大統領、ベネズエラのチャベス大統領(4 月)、
ボリビアのフェルナンデス大統領（6 月）が、相次いでキューバを訪問した。引き続き、ス

ペインのサパテーロ首相、メキシコのカルデロン大統領、キューバ訪問が予定されている。 
 
(7) 経済封鎖解除決議、17 年連続で圧倒的勝利 
 10 月 29 日、第 63 回国連総会において、「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 185 カ国、反対 3 カ国（アメリカ、イスラエル、パラオ）、棄

権 2 カ国（マーシャル諸島、ミクロネシア）という圧倒的大差で採択された。07 年度欠席

のアルバニアが賛成に回り、賛成国は前年と比較して 1 カ国増え、国連加盟国 192 カ国の

96.4％が賛成した。前年反対のマーシャル諸島は棄権に回り、反対が 1 カ国減少した。欠

席国は、エルサルバドル、イラクの 2 カ国であった。これで、米国の不当ないわゆる「対

キューバ経済封鎖」政策は、17 年連続して国際社会の圧倒的な意見で解除が要求されたこ

とになる。 
 キューバ政府は、米国の経済封鎖による被害は、08 年度は前年より 40 億㌦増えて、930
億㌦（時価評価額 2246 億㌦）に達したと国連に報告した。 
この決議の採択について、デスコト国連総会議長が述べているように、国際社会は、「ほ
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ぼ満場一致」で米国の対キューバ経済封鎖が、国連憲章、国際法、民族自決権、内部問題

不干渉、国内政策の域外適用、自由貿易に反するものとして、厳しく批判した。解除賛成

演説で、非同盟諸国代表、グループ 77+中国代表、カリブ共同体代表、南米南部共同体代表、

欧州連合など国際機関の代表が、時代遅れの不当な米国政府の政策を一様に批判した。 
その後も、この経済封鎖解除の要求は、10 月 31 日の第 18 回イベロアメリカ首脳会議（ス

ペイン、ポルトガルを含む 22 カ国参加）でも、12 月の第 3 回カリコム首脳会議（14 カ国）

でも、第 1 回ラテンアメリカ・カリブ統合・開発会議サミット（33 カ国）でも 終宣言や

特別決議で即時無条件の解除が要求された。個別にもベネズエラのチャベス大統領、ロシ

アのメドベージェフ大統領、中国の胡錦濤主席、ブラジルのルーラ大統領、ボリビアのモ

ラーレス大統領、ニカラグアのオルテガ大統領、エクアドルのコレア大統領などが、直接、

米国に即時の封鎖解除を要求している。 
 12 月のマイアミでの世論調査によれば、時代遅れのこの経済封鎖に対しては、1 年前と

比較して解除賛成派が急増して、マイアミの 55%のキューバ系アメリカ人が解除に賛成し

ている。また 65%がキューバとの国交回復に賛成している。 
09 年 4 月オバマ政権は、対キューバ経済封鎖措置を一部緩和した。①キューバ系米国人

の渡航を自由化し、傍系親族まで許可する（現行：直系親族を 3 年に 1 度 2 週間以内）、②

キューバ人親族への送金制限を撤廃する（現行：直系親族に年間 1200 ドル、各回 300 ドル、

年 4 回）。ただし、政府高官、共産党員への送金は禁止、③米国企業が、衛星 TV、携帯電

話のサービスを提供することを認める、というものである。この緩和措置後、オバマ政権

は、今度はキューバ側が政治犯の釈放などのなんらかの行動をとるべきだと主張している。

しかし、経済封鎖を実施、さらに 2004 年以降強化したのは米国側であり、それを緩和した

からといってキューバ側に譲歩を求めるは受け入れられないとキューバ側は主張している。 
 
(8) ラテンアメリカ統合に積極的に参加 
ラテンアメリカ・カリブ海地域で、米国からの自立の動き、域内の経済統合の動きが急

激に進む中で、キューバの統合への積極的な姿勢が目立っている。 
12 月 10 日、キューバで第 3 回カリブ共同体（カリコム）・キューバ首脳会議が開催され、

14 カ国の元首が出席して、米国のキューバ経済封鎖解除要求、新たな国際金融秩序の構築

が決議された。12 月 16 日にはブラジルでリオ・グループ（22 カ国、地域紛争の平和的解

決を追求）首脳会議が開催され、ラウル議長が出席し、キューバの加盟が正式に承認され

た。 
翌 17 日、ラテンアメリカ、カリブ海地域 33 カ国すべてが参加して、第 1 回「ラテンア

メリカ・カリブ海統合と開発」首脳会議が開催され、ラウル議長が出席した。かつて米国

の「裏庭」と呼ばれた地域で、地域のすべての国が参加して、米国・カナダ抜きの、また

旧宗主国のスペイン・ボルトガル抜きで、会議を行うのは歴史的なことであった。会議で

は、2010 年にラテンアメリカ・カリブ海連合(Unión de América Latina y el Caribe)を創

設をめざすことが決定された。また、米州機構（OAS）へのキューバの復帰か、米国抜き

での別な機構の創設が提起された。共通通貨の創設の問題、地域独自の防衛機構の設置の

問題も討議された。さらに米国の経済封鎖解除の要求が各国の元首から表明され、モラー

レス大統領は、もしオバマ政権が経済封鎖を解除しないならば、各国は米国駐在大使を引
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き揚げようと呼びかけた。 
08 年 1 月にはキューバ、ボリビア、ドミニカ国、ニカラグア、ベネズエラの 5 カ国（エ

クアドルはオブザーバー参加）が参加する対等・平等・相互補完的協力を柱とするボリー

バル的対案統合計画（ALBA）首脳会議が開催され、ALBA 銀行が、授権資本 20 億ドル、

払込資本 10 億ドルで設立された。本部は、カラカス。さらに 11 月には第 3 回 ALBA 首脳

会議が開催され、国際金融危機に対処するためＡＬＢＡ銀行の活用、外貨準備基金の創設

（ベネズエラ 5 億㌦供与）、新たな共通通貨スクレ Sucre (地域補完統一通貨 Sistema Único 
de Compensación Regional)の創設、ＷＴＯの根本的改革が提起された。09 年 1 月には、

第 4 回 ALBA 首脳会議が開催され、加盟国の共通の経済・金融制度の追求、共通通貨スク

レ(Sucre)の創設の加速など話し合われた。09 年 5 月にはサンビンセント及びグラナディー

ン諸島とエクアドル、6 月にはアンティグア・バーブーダの 3 カ国が新たに加盟を表明し、

ALBA 加盟国は 9 カ国となっている。 
09 年 6 月 3 日、第 39 回米州機構総会で、1962 年 1 月 31 日に OAS 外相会議で採択さ

れた、キューバ排除決議が、35 カ国中、34 カ国の賛成で（キューバは出席せず）無効で

あることが満場一致で決議された。この決議は、米国の反共政策にもとづくキューバ敵

視政策の誤りを米国自身も認めた歴史的な成果である。しかし、問題がいくつかある。

米国は、キューバの OAS 復帰にはキューバが人権と民主主義の条件を満たさなければ、

反対であるという立場である。一方、ファルコニ、エクアドル外相は、「この決議は、キュー

バの復帰に対していかなる条件も付けていない」と反論している。これは、大多数のラ

テンアメリカ諸国の見解でもある。 
ところが、肝心の当事国であるキューバは、「OAS は、まったく米国の道具となってい

るので、OAS への復帰に関心はない。OAS の存在意義はない」と、繰り返し述べている。

しかし、米州大陸の中で、真の平和、非核地帯を作るには米国抜きでは成り立たないこ

とも明らかである。現在、ラテンアメリカ・カリブ海地域にはトラテロルコ条約という

核兵器の禁止を定めた条約があり、33 カ国すべてが批准している。折から、オバマ大統

領は、核兵器の廃止に向かっての努力を表明している。こうした米州非核地帯の創設の

議論もOASで行われれば、核兵器廃絶に向かっての重要な貢献となるであろう。それは、

革命勝利後、原水禁世界大会に積極的に参加してきたキューバの立場に沿うものでもあ

る。 
 
(9) 石油外交の展開 

08 年 10 月初頭、キューバがハリケーンの被害に苦しんでいる中で、フィデルは、省察「瞑

想すべき課題」で、詳細なデータは示さないで「キューバは比較的早い時期に石油輸出国

になる」と簡単に述べ、キューバの石油開発について国際的な注目を集めた。しかし、キュー

バの海底油田が有望であることは、08 年 1 月米国地質学研究所が、「キューバの西側の海底

油田には、46 億バレル（キューバの石油消費の 63 年分）、9.8 兆立方フィートの天然ガス

が埋蔵されている」と発表して、専門家の間では知られていたことである。 
 それまで、キューバ政府では、常にヤディーラ・ガルシア基幹産業相のみが、海外のマ

スコミとのインタビューで、「キューバがメキシコ湾での海底石油掘削を 2009 年から開始

し、2010 年以降輸出国になる」と述べていたが、国内で報道されることはなかった。 
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キューバは、海底油田では、それまでキューバ石油公社(CUPET)とインドの Oil and 
Natural Gas Corp.、 スペイン・アルゼンチンの REPSOL-YPF、 ノルウエーの Norsk 
Hydro と試験掘削を行っていた。その他、マレーシアの Petronas, カナダの Sherritt, ベ
ネズエラの PDVSA、ベトナムの Petro Vientnam と合弁企業（07 年から試掘）を設立して

いる。キューバの海底油田掘削計画の動きをみて、米国政府は苛立ちを隠さず、石油利権

とつながるチェイニー副大統領は、「フロリダから 60マイルのところの海底油田で中国が、

キューバと協力して石油を掘っている」と批判した。しかし、この時点で中国のシノペッ

ク社はハバナ東部の陸上油田を掘削しているだけであった。 
 一方で、将来の大量の石油産出にあわせて、石油精製能力の急速な拡大が注目されてい

た。7 月、キューバは、3－4 年計画でサンティアゴとシエンフエゴスの製油所を拡張する

と発表した。シエンフエゴスは、これまで日産 6 万 5000 バレルだったが、現在は 15 万バ

レルに拡張する計画である。サンティアゴ製油所は、現在日産 5 万バレルを新に 15 万バレ

ル拡張して、合計日産 35 万バレルとなる。 
米国の大統領選挙も間近に迫った 10月 16日、キューバ石油公社は、「メキシコ湾のキュー

バの排他的経済水域の埋蔵量は、かなり控えめにみて 200 億バレル以上で、生産量で世界

の上位２０位に入る。キューバは現在日産６万バレルであるが、2－3 年以内で石油輸出国

となる」と内外のマスコミに発表した。 
ピナル・デル・リオの北西部の有望な海底油田は数千メートルの深さにある。世界屈指

の深海石油掘削技術をもつブラジルのペトロブラス社とは 07年度から合弁企業設立の交渉

が行われおり、10 月ルーラ大統領のキューバ訪問にあわせて契約が結ばれた。ブラジルは

当初約 800 万ドルを投資し、契約は 32 年間有効、探査に 7 年、営業掘削に 25 年が予定さ

れている。ルーラ大統領は、この協定に必要なすべての技術をキューバに提供する用意が

あると強調した。なお、ペトロブラス社の開発地域は、中央部のマタンサス県の北岸の海

底油田である。 
キューバの石油には、ロシア、中国も大きな関心をもっている。ロシアは 10 月、中国は

11 月キューバと海底油田掘削の契約を結んでいる。キューバは、米国にも経済封鎖政策を

揺さぶる良い機会として、米国の石油資本にも投資を呼びかけている。石油不足から電力

不足に苦しんできたキューバが、石油輸出国として、経済構造が変わろうとしている。 
 
(10) 対米関係、緊張から対話へ 
大統領選挙を控えた 08 年 1 月、ブッシュ大統領は、一般教書演説で、「われわれは、キュー

バ、ジンバブエから、ベラルーシ、ビルマまでの国々の自由を支持する」と述べ、キュー

バ敵視政策が変わらないことを強調した。続いて 2 月、米国務省報道官代理、ジョン・ケ

イシーは、フィデルが退き、ラウルが国家評議会議長に就任するのを見て、「一般的な分析

では、ラウルは、単なるカストロ独裁体制の継続であり、軽いフィデル、軽い独裁者であ

る」と決め付け、米国側のキューバ政策は不動であることを述べた。さらに 3 月、ブッシュ

大統領は、経済封鎖の緩和を拒否し、独裁者が代わっただけであり、キューバの民主化を

後押しすると強調した。 
米国大統領候補、オバマは、「カストロの引退は、キューバ史の暗黒時代の終わりを作る

ものであろう。フィデル・カストロの退任は、必要な第一歩であるが、自由をキューバに
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もたらすことにおいては、悲しいが不十分である。キューバの未来は、キューバ国民によっ

てであって、反民主的なフィデル後継体制によってではない」と述べて、対キューバ政策

が、ブッシュ、マケイン候補と五十歩百歩であることを示した。 
キューバにある米国の利益代表部によるキューバ国内かく乱政策も強化された。08 年 4

月米政府は、08 年だけでもキューバの反政府グループに 4570 万ドル支払う計画を持って

おり、それは、ブッシュ政権のキューバ撹乱計画の 1 億 1600 万ドルの一部であることが明

らかとなった。出先の外交機関がこうした相手国の撹乱活動を行うことは国際法上許され

ないことである。 
5 月になると、ブッシュ大統領は、ハバナのアメリカの利益代表部を訪問した 3 名の反体

制キューバ人と TV 電話で 45 分間話し、「キューバに変化はなく、キューバ人が自由にな

るまでアメリカ政府の政策に変化はない、現在のキューバの変化は、化粧に過ぎない」と、

反政府活動を激励した。引き続き同大統領は、新設した「キューバ国民との連帯の日」を

記念して演説を行った。 
さらに米国政府は、イギリスの銀行、ロイズＴＢＳ銀行、バークレー銀行、スコットラ

ンド・ＨＳＢＣロイヤル銀行に対して、キューバと貿易取引を行っていると警告した。ま

た、米国政府により、キューバとの取引を行っている企業に圧力がかけられたり、罰金が

課せられたりした。キューバの外貨事情が悪化している現在、キューバを締め上げ、カス

トロ体制を崩壊させる好機と米国は考えたのである。 
9 月になると、米国政府は、ハリケーン被害の人道支援を行うが、被害状況調査のため調

査員の派遣をキューバが受け入れるよう主張した。するとキューバ政府は、2001 年にハリ

ケーン・ミッチェルのあと被害救援をめぐって、米国政府に食料品輸出許可を実現させた

ように、経済封鎖政策に新たな風穴を開けるため、「米国政府の人道支援に感謝するも、被

害調査員の派遣は受け入れられない、新たに木材、建設資材など、復旧必要資材の輸出、

後払い輸出を許可するよう」に要求した。米玖関係は、自然災害をめぐっても丁々発止の

外交交渉が行われるのである。 
とはいいながら、キューバは、2001 年より米国から食料を大量に輸入している。輸入農

産物は、主として、トウモロコシ、黒豆、小麦、鶏肉である。08 年度キューバは、6 月ま

でに 3億 5500万㌦輸入し、輸入額は年末までに 6億㌦を超えたものと推計される。これは、

キューバの全輸入額の 4.1%、全食料輸入額の 4 分の 1 にあたる。米国は、キューバにとっ

てベネズエラ、中国、カナダ、スペインについで、第 5 位の輸入相手国となっている。経

済封鎖といいながら、実質的には両国の貿易は切っても切れない関係となっているのであ

る。 
キューバ政府は、米国の大統領選挙に関しては、当初発言がどちらにも有利な状況にな

らないように慎重な態度をとっていた。しかし、マケインが明らかな対キューバ強硬政策

を発表し、オバマとの政策の違いが明らかになるにつれて、オバマの一定の穏健さを評価

するようになった。10 月ラウルは、「オバマと話し合う用意がある。ただし対等・平等・相

互尊重を基礎に、無条件で、中立地帯（たとえばグアンタナモ基地）がよいであろう。た

だし、その際、グアンタナモの基地の返還も話し合いの対象になる」という原則的な立場

を示した。 
さらにラウルは 12 月 19 日米国で収監中の 5 名のキューバ人（正確には 2 名は米国籍）
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愛国者とキューバ国内で収監中の反体制派（210 名といわれる）の交換を申し出た。この問

題は、法的には複雑で困難な問題を含んでおり、米国側もキューバの反体制派も申し出を

拒否している。 
オバマ新大統領は、就任式直前、家族送金とキューバ系米国人の里帰り旅行の制限を緩和

するとはいいながら、経済封鎖は維持し、対話の条件としてキューバ側が政治囚を釈放す

ることを提起した。一方、キューバは、常に、対話に際しては、無条件、対等・平等・相

互尊重、内部問題不干渉の原則を主張している。したがって、米国側が、この原則に触れ

る問題を提起すると、交渉は進展しない。2 月フィデルは、省察「オバマの政策と倫理の間

の矛盾」で、 
① ほとんど例外なく米大統領が指示してきた外国人政敵の暗殺 
② アイゼンハワー以来、キューバに行われてきた暗殺計画、キューバ侵攻、テロ・キャ

ンペーン、国内反体制への武器の供給 
③ キューバに対して数十年行われてきた人と家畜に対する細菌作戦 
④ キューバ人だけに居住特権を与えるキューバ人地位調整法 
⑤ 対キューバ経済封鎖 
など、１３項目にわたり、原則的な問題をオバマ大統領がどう考えるか質問し、回答を

求めた７。いずれの項目も、現代世界においては、解決されるべき当然の課題であるが、ア

メリカ帝国の中で、オバマ大統領がどのように解決できるか、疑問とされるところである。 
米玖間の関係は、表面で大きく報道されている、丁々発止とやりあっていることだけを

見ては理解できない。発表はされないが、実務者段階で重大な対決問題を避けつつ、双方

に関係ある移住問題、麻薬取締問題などの話し合いが行われている。09 年 4 月から双方で

これまで 3 度にわたり、包括的テーマで、実務者協議が行われている。 
 
おわりに 
革命勝利後 50 年が経過し、キューバが、北方の史上 強の帝国主義国、米国の 10 人の

歴代政権の干渉行為、圧力に対抗しながら、民族主権、自主的立場を維持してきたことは、

ラテンアメリカの 近の革新的流れを作るひとつの要因であったといってよいであろう。

キューバが、米国と対決しつつ自決権を擁護してたたかうのは、キューバ国民の国民意識

が強靭であることからきている。それは、キューバが 18世紀後半に独立運動を展開した際、

キューバ国民としての意識をもち、国民国家として独立したからである。他のラテンアメ

リカ諸国が 19 世紀前半に独立を達成したとき、旧植民地の行政区分を引き継いだ形で、社

会変革もない国民国家意識も希薄な独立であったこととは大きく異なっている。 
卓越したキューバ史家のレ・リベレンドは、キューバにおける国民意識の形成について

次のように指摘している。 
「ホセ・アントニオ・サコ（1797-1879）が公然と併合主義に反対したときに、『もしキュー

バが米国に統合されるならば、キューバ人はその国民性を、国民としての独自の性格を

失うであろう。なぜならば、米国は別な言語を話し、異なった習慣、風習、利害を持っ

ているからである』と述べた。・・・国のすべての住民が、一連の要素によって、自らを

同一と思う特定の性格をもっており、同時にその他の人民や国民との相違が存在すると

き、人民は国民を形成すると一般にいわれている。これらの要素は、キューバにおいて
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は 18 世紀末（1760-1799）及びそれ以前から、しかし 19 世紀の中葉（1850-1860）にか

けて、強力ではなかったけれども、緩慢に発達した。しかしながら、多くのキューバ生

まれのものは、米国人やスペイン人であるよりもキューバ人でありたいと思った」８。 

こうしたキューバ国民の強い国民意識を、歴代の米国大統領は、十分理解していないと

いえよう。 

革命政府が、国内建設においては、社会主義の理念を掲げながら、国民の中に基本的な

平等性を追求し、医療、教育、文化、スポーツなどにおける重要な社会変革の成果をあげ

てきたことは、誰しも否定できない。と同時に、「歴史（革命）は、過去から受け渡された

目の前の諸条件の中で作られるのであり、自らの理念に従って望むように進められるもの

ではない９」。キューバ革命は、北方の巨人と恒常的に対決するという歴史的条件の中で、

社会主義への道を歩まざるをえなかった。そのため、北方の巨人から国の独立を、また革

命を守ることを 優先とし、あらゆる資材と人力を効率的に動員するために「総動員体制」

が敷かれた１０。この総動員体制は、社会主義の諸要素とも似ているものもある。キューバ

では、それらが、社会主義の理念と交じりあって、過度の平等性が刻印され、市場の要素

が抑制され、経済体制は歪んでしまい、さらに政治体制においても、選挙制度、政党制度、

集会・結社・出版の自由などが独特のものとなった。それが、キューバ社会の特徴となっ

ているといってよいだろう。 
そして革命が 50 年経過した今、キューバ社会は、ラウル議長がいうように根本的な「構

造改革」を必要としている。それは、資本主義から社会主義・共産主義（この二つの段階

の区別はない１１）への長い過渡期にあるキューバ社会が、総動員体制が維持される中で、

新しい社会への発展の桎梏となる資本主義的要素を次第に廃止しながら、より幸福な国民

生活を実現するために社会主義的要素を増やしていくという社会主義建設の理念を、再び

吟味して、過渡期に相応しい諸制度を再構築する過程ともいえるだろう。 
（なお、各数字の出典など、煩雑になるのを避けて、原則的に省略した。ご了承願いた

い） 
（2009 年 6 月 16 日記） 

 
（表１） 国内総生産 2001-2008 年、単位：百万ペソ、1977 年基準継続価格比 

経済部門 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. 農業、狩猟、林業、漁業 1,924.1 1,875.7 1,920.6 1,924.6 1700.5 1,597.7 1,971.1 1,913.6

2. 鉱業・砕石 412.3 463.6 471.8 449.8 450.4 459.0 278.3 286.3

3. 製造業 4,780.6 4,787.8 4,692.9 4,809.3 4864.7 4,956.9 5,8490 5,903.9

4. 電気・ガス・水道 577.9 591.9 610.5 595.2 585.4 605.5 653.2 658.9

5. 建設 1,658.1 1,618.7 1,689.6 1,858.4 2209.1 3,042.0 2,780.0 2,870.6

6. 商業・レストラン・ホテ

ル 7,633.3 7,788.7 8,175.1 8,232.8 8627.3 10,581.5 10,620.6 10,349.5

7. 運輸・倉庫・通信 2,715.6 2,716.6 2,791.0 2,925.9 3166.2 3,458.6 3,786.6 4,074.7

 16



 17

8. 金融・不動産・賃借料 2,076.1 2,101.2 2,104.6 2,207.7 2229.2 2,332.3 2,477.0 2,592.7

9. 科学技術、公共・地域・

社会・個人サービス 9,333.6 9,730.1 10,395.8 11,567.9 14806.5 16,373.3 14,724.6 15,960.3

10. 輸入税 335.3 338.6 377.5 452.2 528.6 657.0 651.7 938.4

  ＧＤＰ合計 31,446.9 32,012.9 33,229.4 35,023.8 39,167.9 44,063.8 43,883.3 45,774.0

ＧＤＰ成長率 3.0% 2.0% 3.8% 5.4% 11.8% 12.5% 7.5% 4.3%

出所： 
2001-2006; Anuario Estadístico de Cuba 2005,2006,2007, Oficina Nacional de 
Estadísticas, La Habana. 
2007-2008; Panorama Económico y Social, Cuba 2007, 2008, Oficina Nacional de 
Estadísticas, La Habana. 
(筆者注、上記の全国統計庁の「キューバ統計」と「社会経済概観」には数字の違いがある

が、「キューバ統計」は、07 年度以降はまだ未入手ゆえ、07 年以降は、「社会経済概観」の

数字を用いた。2008 年は概算値である。) 
 
 
（表２）２００７年度キューバ対外債務 単位百万㌦ （旧ソ連・東欧圏の債務を除く） 
 合計 公的債務 民間銀行 貿易 
①現行債務 8,908.2 4,539.6 1,862.1 2,506.5
②累積債務 7,984.4 5,077.1 2,976.3 --
③債務合計 16,892.6 9,546,7 4,838.4 2,506.5
④パリ・クラブ発表債務合計 29,692.0 -- -- -- 
④－②差額* 21,707.6 -- -- -- 
*これは、旧ソ連・東欧圏の債務２２０億ドルと一致する。 
出典：各種資料から筆者作成。 
 
                                                  
１ 投票用紙には、一括して全候補者を支持する欄が一番上にもうけてある一方、一括して

全候補者を否決する欄はなく、否決の場合は、個別に否決することとなる。 
２ 現実には、個人住宅の建設の場合、多くの資材が闇市場で調達されている。 
３ Reuters, May 18, 2009. 
４ EFE, Junio 12, 2009. 
５ La Jornada, Agosto 4, 2008. 
６ Prauda, August 5, 2008. 
７ Granma, Febrero 4, 2009. 
８ Julio Le Riverend, Breve Historia de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 
1995, p.55. 
９ マルクス『ルイ・ボナパルトのブリューメル 18 日』伊藤新一・北条元一訳（岩波文庫、

1976 年）17 ページ。 
１０ フィデルは、1975 年の第 1 回キューバ共産党大会で、1968 年の「革命的攻勢」により、

残っていた 5 万 5000 余の中小零細企業をほとんど国有化したことを振り返って、それは社

会主義の理念からではなく、米国の経済封鎖に対抗して、人的・物的資源を効率よく利用
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するためのものであったと述べている（Fidel Castro Ruz, Informe del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, Departamento de Orientación Revolucionaria del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, La Habana, 1976, p.76.）。  
１１ 詳細は、不破哲三「第 25 章『記帳と統制』構想の問題点はどこにあったか」『レーニン

と「資本論」』⑥84-86 ぺージ参照、同『マルクス未来社会論』（新日本出版社、2004 年）

106 ページ。 


