
オスバルド・マルティネス世界経済研究所所長（CIEM）、国会経済政策委員会委員長との

インタビュー 
 
昨年 11 月、6 回キューバ共産党大会（11 年 4 月 16 日―19 日開催予定）での討議用に「経

済・社会政策路線案」が発表された。路線案は、A4 判 32 ページにわたり、291 項目が記

載され、キューバ社会の経済・社会全般に及ぶ改革案を提起している。 
 
改革案は、キューバ独自の方法で、党支部以外でも、非党員が参加する職場、革命防衛員

会(CDR)においても討議に付された。討議のために、2 月 7 日までに、全国で延 12 万 7,113
の会議がもたれ、700 万人以上が出席し、234 万 6000 の発言が行われ、61 万 9,387 件の

提案があった。改革案に 1000 件以上の提案が行われ、291 項目の 65%以上が修正され、

大会に提案される予定である。 
 

そこで、筆者は、3 月上旬ハバナで、旧友のオスバル

ド・マルティネスさん、世界経済研究所所長（CIEM）、

国会経済政策委員会委員長とインタビューを行った。

以下にその大要を紹介したい。 
 
今、危険を冒しながら改革を進めている。改革と呼ん

でいいだろう。しかも大きな改革だ。キューバ経済は、

行き詰っており、袋小路に入り込んでいる。ここから

脱出しなければ、われわれは生きて行けない。革命の

存続が問われているのだ。だから、ともかく改革を行

い、前に進むことが必要だ。未知の分野を歩まなければならないという危険な課題である。 
 
経済困難は、生産効率が悪いこと、労働意欲が低いことからきている。この問題を解決し

なければならない。二重通貨制度が問題をより悪化させている。そのためには、賃金が生

活をカバーできるように、賃金の購買力を回復しなければならない。さらに企業間の公式

交換レートが 1 ドル＝1 ペソとなっていることが、原価計算、経済計算を不可能としてい

る。 
 
市場を導入し、経済を開放して、生産力を解放し、生産を上げることは、さほど考えなく

てもできることだ。問題は、市場をどう管理するかということである。市場を導入するが、

それは社会主義に向かって進むためであり、資本主義に帰ることではない。 
 
中国の発展を見て、中国を見習い、中国のように改革を行うべきだという人々がキューバ

人研究者の中にもいる。確かに、中国は、貧困人口を大幅に減らしている。しかし、一方

で資本主義企業が大きな力を持ってきている。政府指導部、共産党指導部は、社会主義を

めざす方針を出している。しかし、資本主義的企業が大きな力をもち、社会全体に広がり、

経済的土台の主流となれば、それに相応する上部構造、政治組織を要求するようになり、



共産党が指導的地位を失うこともありうるだろう。中国の将来がどうなるか、だれにも分

からない。同じことはベトナムにもいえる。 
 
この改革を急いで行うことが必要だ。それは、革命の元勲の指導者の生物学的限界がある

からだ。5 年もたてば、元勲たちは存在していないだろう。だから、5 年以内に解決する

ことはできないにしても、改革の道筋をつけておくことが必要である。 
 
改革の第一の問題は、農業だ。年間 15 億から 20 億ドルも食料を輸入しなければならない

ということは、あってはならないことだ。中央指令型経済を、分権化を進め、不要な諸規

制を廃止し、農民が意欲を持って働くようにしなければならない。農民の自主決定権、基

礎行政区、県の政策決定権を拡大しなければならない。 
 
マルクスがドイツ・イデオロギーでいったように、何よりもまず、食うこと、着ること、

住むことである。この改革で、農業の次に重要なことは、住宅問題である。 
 
ソ連やいわゆる現存社会主義の崩壊は、商品関係を正しく理解しなかったことだけでなく、

特権階級の存在、官僚主義、汚職などの一連の問題によるものである。そうした間違いを

われわれも犯してはならない。 
 
ベネズエラとの経済協力関係で、キューバ経済は持ちこたえているが、ベネズエラの 2012
年の大統領選挙の結果いかんにかかわらず、キューバ経済を維持できるように、経済の土

台を固める必要がある。 
 
国債を発行し、自営業へのマイクロファイナンスの資金源にするというのは、ホセ・ルイ

スと私が提案しているところである。一定の富裕層が存在しており、彼らの資金が預金さ

れたままで利用されていない。 
 
高い累進税率も必要だが、それだけでは、反社会的な動きは管理できない。国民の監視が

必要だ。 
 
汚職は、貧しくても起きるが、経済が発展しても起きるものだ。現在のキューバ国内の汚

職を経済の貧しさからだけで説明し、経済を発展させれば、汚職を一掃できるというもの

ではない。 
 
IMF にキューバも加盟すべきとキューバ人研究者の中で言っている者もいるが、IMF は、

資金供与に必ず条件をつけてくることを忘れてはならない。その条件とは、米国に都合の

良い条件である。 
 
前人未踏の改革を、90 マイル先にいる大国の目先行わなければならない。米国は、キュー

バが独立国であることを許さないのだ。これは、中国やベトナムと違った条件である。 



 
以上であるが、参考までに、これまでキューバ共産党は次のように大会を開催してきた。 
 
党大会の開催状況と、中央委員会報告提出、5 カ年計画作成状況は、下記の通りです。 
なお、キューバ共産党規約では、党大会は、「通常では 5 年に 1 度開催される」と規定さ

れている。 
 
キューバ共産党大会と五カ年計画  
５カ年計画は、革命の５０年で３度(第 1 回、2 回、3 回党大会)しか作成されていない。 
また、中央委員会報告も、書面では 3 回しか提出されていない。 
 

開催年月 党大会 中央委員会報告 五カ年計画 

１９７５年１２月 第１回党大会 書面で報告 第一次５カ年計画 

1976-1980 222 項目 

１９８０年１２月 第２回党大会 書面で報告 第二次５カ年計画 

1981-1985 556 項目 

１９８６年 

２月、１２月 

第３回党大会 書面で報告 第三次５カ年計画 

1986-1990 343 項目 

１９９１年１０月 第４回党大会 中央委書面報告なし。 

フィデルの開会演説 

５カ年計画なし。 

経済発展決議 18 項目 A5 11ペ

ージ。数値目標なし。 

１９９７年１０月 第５回党大会 大会決議案「団結、民主

主義、人権の党」、大衆

討議に付される。 

中央委書面報告なし。 

フィデル、口頭で冒頭中

央委報告 

経済決議 A4,34 ページ。若干の

数値目標あり。 

２０１１年４月 第６回党大会 １０年１１月「経済・社

会政策路線案」、大衆討

議に付される。 

１０年５月2010−2015経済計画

が策定されるも、公表されず。

 
  



 
1997 年第 5 回党大会で設定された経済目標値とその結果  
 
前回の党大会において、経済建設面で具体的な数値が設定された目標項目とその結果は次

の通りである。 
 

目標項目 目標値 実績 結果 

経済成長率 年率４-６% 1998-2002: 3.6% 
2003-2007: 8.2% 

× 
o 

観光業 年間２００万人以上の観光客

と年間観光収入２６億㌦ 
2002: 1,686,000 人 
   16 億 3300 万ドル 
2009: 2,430,000 人 
   19 億 2600 万ドル 

× 
× 
o 
× 

砂糖生産 年産７００万トン 
 

2002: 3,610,000 トン 
2010: 1,100,000 トン 

× 
× 

ニッケル生産 年産１０万トン 2002: 75,100 トン 
2009: 65,000 トン 

× 
× 

タバコ栽培 輸出用に葉巻年間２億本 2002: 1 億 3300 本 
2008: 2 億 1448 本 

× 
o 

漁業 年間３億㌦以上の輸出 2002: 9,778 万ドル 
2009: 4,657 万ドル 

× 
× 

養殖漁業 年間１０万トン以上 2007: 養殖 22,247 トン 
2009: 漁業、養殖含め 62,600 ト

ン IPS2009 

× 
× 

電話通信 ６-７年以内に全国的には１

００戸につき電話機９台、ハ

バナ市では２０台 

2002: 5.92 台 
2004: 7.5 
2008: 12.6 台 

× 
 
o 

住宅建設 年間５万戸 2002: 27,460 戸 
2008: 44,475 戸 
2010: 32,000 戸 

× 
 

× 
1998―2002 年、5 年間達成率：0% 
現在（2010 年）までとすると、達成率：40% 
 
 


