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キューバ共産党とはどういう党か  
 1925年8月16日、第一次キューバ共産党創立。1944年人民社会党(PSP)と改称。  
 １９６１年７月２６日、 ７・２６運動、人民社会党３・１３革命幹部団が参加す

る社会主義革命統一党野創立が決定。  
 １９６１年末革命統一組織（ORI）が結成される。  
 １９６３年５月、革命統一組織（ORI）を決定的に社会主義革命統一党（PURS）
と呼ぶようになった。 

 １９６５年９月３０日、社会主義革命統一党(PURS)、党名の変更、中央委員、政

治局員、書記局員を決定。  
 １９６５年１０月１日、中央委員会結成、党名を共産党(PCC)に改称。  
 １９６５年１０月３日、新中央委員の公表。 
 １９７５年１２月１７－２２日、キューバ共産党第一回党大会開催。  

 
特殊な規定が見られる党規約  
党員数78万人、６万1000の党支部 

 第１章 キューバ共産党は、共産主義理念に忠実である。社会の 高の指導勢力と

して・・・  
 「基礎機関および基礎組織は、規約、規則、合意、決議、上級機関・組織の指導

や指示、また中央委員会第一書記、フィデル・カストロ同志の指導、提起に導か

れて活動を行う」。 →現在この規約の条項が現実にあわないものとなっている。 
 憲法第5条：「キューバ共産党は、キューバ国民の前衛組織であり、社会と

国家の 高指導勢力である」*（ソ連、中国、ベトナムも同じ規定）  
 「キューバ共産党政治局の提案に基づき、国家評議会は・・・を決定した」

という表現。 
 国会は、共産党政治局の見解に完全に同意して、マチャード・ベントゥー

ラを第一副議長に任命した｣  
 第2条 入党は自発的で、模範的労働者の選出会議と各個人の選定によって行われ

る。 
 第43条 党大会は、党の 高機関であり、すべての重要な問題を決定する。党大

会で、綱領、綱領的路線、規約を承認し、中央委員会を選出する。  
 第44条 党大会は、通常５年に１度開催し・・・  
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 第46条 党大会と党大会の間に、中央委員会は全国会議を招集することができる。

全国会議は、新たな中央委員の任命、罷免を行うことができる。  
 第48条 中央委員会は、少なくとも年１回開催される・・・  
 第50条 政治局は、中央委員会総会と中央委員会総会の間の期間の党指導の 高

機関であり・・・  
 第57条 革命軍および内務省における党活動は、キューバ共産党第一書記によっ

て指導される。  
 書記局の規定は、規約にない。  

 
キューバ共産党大会と五カ年計画  
50年の革命の中で、計画経済は15年間のみ。 

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  
5年間で達成されたものはない。 

 
革命指導部、危機を認識 
フィデル：  
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 2000年5月：革命は歴史的な時期を認識することである。変革されなければならない

ものはすべて変革することである。・・・革命とは団結であり、独立である。 
 2005年11月：「（悪習、資材の横流し、盗難など、このまま状態を放置すれば）米国

によらなくても、われわれ自身の責任で革命が倒壊する」 
ラウル： 

 2007年7月：現実を反映するように賃金の増額や価格の値下げをするにしても、生産

やサービスの増大や効率の向上をはからなければならない。生産を増大させ、輸入を

削減し、自給できていない食料生産を増大しなければならない。そのためには、構造

的変革が必要である。 

 
改革、もうこれ以上待てないぎりぎりのところで・・・  
ラウル議長  

 「32ページわたる文書には、われわれが行わなければならない経済での改善案、

必要な修正案が盛り込まれている。ついに列車は進行しはじめたので、大いに満

足している」10.12.05 
 これ以上、崖っぷちを歩き続ける時間はない。誤りを矯正して、危機の淵から脱

出するか、あるいは転落するかである。10.12．18 
エステバン・ラソ党政治局員  

 「革命は、キューバ社会主義モデルの必要かつ延期できない刷新のために巨大で

豊かな議論の流れを生みだしている。11.01.13  
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停滞する経済  国民の不安・不満： 

 これでは、生活できない！ 
年々下がる実質賃金、1989年の24%に下がる  

 

 
の上、拡大する所得格差  
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そ

キューバ 所得のGINI係数 

拡大。LAまで行かず  

.454  

2: 0.37 
 

、今後耐えられない  

 1986: 0.24  
 2000: 0.38 
 2008:  0.45  格差

中国：  

 1982: 0.3  
 2002: 0
 2007: 0.47 

ベトナム  

 1995: 0.35 
 200
 2006: 0.378

 
こうした予算構造は

 
国民の声をしっかり聞こう  
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ウル・カストロ議長  

催。国家評議会委員、共産党政治局委員、政府閣僚など出席。  
から、導入する決定について、新しいことなので、国民の声を良

かける。  

9日  

ラ

2011年1月28-29日  
 拡大閣僚評議会開

 出席者に、これ

く聞く必要がある。  
「しっかりと足を地につけ、耳を地面につけて」、  
  国民の意見を聞こうと、呼び

 
キューバ共産党第6回大会開催 4月16日‐1

 1000人の代議員のうち997名が出席し、ホセ・マチャード・ベントゥーラ政治局

・カストロ党中央委員会第二書記が、

た。  

れに閣僚評議会執行委員会、中

衆組織幹部、UJC幹部が参加し、経済・社会政

員が、開会の辞を述べる。引き続き、ラウル

3時間近くにわたり中央報告を行った。  
 3月22日に党第一書記の辞任の意向を表明していたフィデル・カストロ第一書記は、

欠席、大会幹部団の席にはその席がなかっ

 ラウルの報告は、「中央報告」。  
 3月19日―20日に開催された、党政治局会議で、そ

央委員会書記局、CTC指導部、大

策路線案などについて、討議した。  

 
広範な国民の中で討議  
 昨年の12月1日から今年の2月28日までに、党組織、職場、学園、大衆組織、居住

議が開催され、非党員も含めて延891万3838人が参加し、3

その深さ、広がり、変革の速度に関して、国民

181項目が修正され、新たに３６項目が挿入され、合計

と20%  
する人びと30%  

 
ど

地域で16万3000回の会

百万件以上の発言があった。  
 ラウル報告： 討論の結果は、記録されたところによれば、政府と各級の党にと

って素晴らしい作業機関となり、

投票ともなった。  
 路線案の原案は、291項目あったが、そのうち16項目が他の項目に付加され、94

項目がそのまま維持され、

311項目となっている。原案の68％が修正された。 
 党の路線を一般の国民が討議する意味。 
 大会文書討議、各種調査によれば  

 まるで期待しない人びと 30%  
 実行するのか様子を見る人び

 改革を行わなければならず、期待

 無関心20%  

の問題が討議されたか  
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 も議論された項目は、  
」、  

策」  
  

住宅建設と水資源政策」、  
「交通政策」、  

  

％、  
、  

スの質  
  

 

 第6章「社会政策

 第2章「マクロ経済政

討論の50.0%  
 その次は、  

 第11章「

 第10章
 第1章「経済運営モデル」  

この5章に意見の75%が集中。  
 全項目の11%、33項目に、提案の67

 第162項、配給制度の廃止

 第61・62項、価格政策、  
 第262項、乗客輸送、  
 第133項、教育、  
 第54項、通貨の統一、  
 第143項、医療サービ

に多くの提案が寄せられた。 

配給制度、これ以上維持できない  
 配給制度は、歴史的に正当化される時期があったが、社会主義の分配の原則、「能

て受け取る」と本質において矛盾し、現在では解決

体に見られる深刻な歪みを一掃するために

なしで基本的な生産物とサービスをすべての市民に提供す

力に応じて働き、労働に応じ

されなければならないものである。 
 問題は、どのように、いつ、どういうように漸進的に行うかということである。

配給制度の廃止は、経済活動と社会全

は不可欠である。  
 その他の経済モデルの変革を実施して、労働の効率と生産性を向上させ、生産水

準を安定させ、補助金

ることを保障する  
 価格と通貨の統一、賃金、「逆ピラミッド」現象、も重要な問題である。  

 
ラウルの中央報告、過剰労働者、非国営部門の増大、国と企業の役割の区別  

 国営部門の過剰労働者の再配置についてもいえる。これは、急ぐことなく、しか

部門の労

ている。というのは、国は、全人民的所有の

し休むことなく、条件の整備に応じて進めていく。そのためには非国営

働の拡大、柔軟化が必要である。これまで昨年10月から現在までで20万人余を再

配置し、自営業者数を倍増した。  
 非国名部門の増加は、社会的所有の私的所有化を意味せず、キューバにおける社

会主義の建設のための推進役となっ
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基本的生産手段の効率の向上に専念し、非戦略的な活動から解放されるからであ

る。 
 経済における国家機関の役割と企業の役割との正確な分離は、この数十年重視さ

れず、混同したり、思いつきで対処されてきたが、中期的に制度的な改善と強化

」への転換  

を進めなければならない。そのためには、中央政府から地方行政にいたるまで、

また中央省庁やその他の国家機関においても、社会主義国営企業の自主経営を増

大しなければならない。 
 

ラウルの中央報告、「計画も市場も

 過度の中央集権化された現在の経済モデルは、秩序をもって、労働者の参加を得

らない。そこでは、社会主義的管理の

ない。  

た集金と支払の面で規律を再確立しなければならない。   

て、分権化された制度に移行しなければな

特徴として計画が主役であるが、市場の現れている諸傾向を無視してはならない。

そのことにより、計画は柔軟性をもち、常に刷新されうるのである。 
 企業責任者は、静かに「待つ」ということに安住し、決定を採用する行動を慎む。

こうした精神は、生産力の発展を阻害するもので、除去しなければなら

 第1章の経済運営のモデルにおいては、思いつきや焦りで政策を決めてはならない。

分権化し、考え方を変えるには、それぞれの部門の各級の段階で権限と役割を明

白に規定しておかなければならない。また、会計、財政、指導の管理措置を規定

しなければならない。  
 分権化を進めるにあたっては、路線の第10項にある契約の役割を国家機関の幹部

及び企業幹部が認識し、ま

 
ラウルの中央報告、5年で経済モデルを刷新 
中央委員会の年2回以上の開催  

に絡み合っている。従い、一日、一年で解

して、全面的に導入するには少なくとも5年は必要で

下

会に提案

 経済モデルの刷新は、大変複雑で相互

決できる問題ではなく、調和

ある。そのためには、文書が出され、幹部が無責任にそれを机の引き出しにしま

いこんで実行しないということがないように、それを点検する必要がある。 
 そこで、政治局は、大会に、「刷新の導入・発展のための政府常設委員会」を創設

することを提案する。これは、国家評議会・閣僚評議会議長に直属する。この

に法制サブグループが設立され、該当機関が、しかるべく組織的に実行している

か、法制面で修正が必要か点検し、多くの政令、決議を調整する。  
 今後中央委員会は、少なくとも年2回以上開催し(現在は規約では年1回以上）、経

済モデルの刷新の導入状況と経済計画の達成の分析を報告するように大

したい。人民権力全国会議も、それにならってほしい。党、国会、政府の 高機

関が、いずれもこの過程の実施状況を系統的かつ綿密に検討し、否定的な点は適

切に時機を失せず修正するようにしなければならない。 
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ラウルの中央報告、12年1月の党前会議の開催、党は法的権限をもたず、決定権は政府に

あり。行政的役割からの分離  
 来年2月末（ママ）に、全国党会議を開催することを提案する。そこでは、党活動

の方法、あり方の修正について結論を出す。党は、何年もの間、党に属さない課

ら、国民を説得できるのである。 

るが、決定するのは行政

5年かけて若手幹部の登用、幹部の任期は2期5年  

題に関わってきた。キューバにおいて革命と社会主義を失敗させるとしたなら、

それは、50年以上にもわたって犯してきた誤りを克服できないことであろう。  
 党は指導するが、決定権限は政府の幹部がもたなければならないと述べている。

レーニンも約100年前に同じことを述べている。党は指導するが、党の決定は法的

権限はなく、法的権限をもっているのは政府の決定である。これが、党と国家の

役割・方式の重要な相違点である。   
 党の権力は、基本的に精神的な権威にある。国民が党に信頼を置けば影響力があ

るのであり、党の行動と政策の正しさか

 党から、永遠に政治的性格をもたないすべての活動をはぎ取る、つまり行政的役

割を解放し、党に属する問題に専念するようにする。  
 党と国家、政府との関係では、指導部の会議では、主催するのは行政の幹部であ

り、彼が決定権をもっている。党組織の意見は貴重であ

の責任者である。われわれは、行政の幹部の威信を維持し、発展させるようにし

なければならない。 
 
ラウルの中央報告、幹部政策の弱点、

 党の幹部政策にも弱点がある。未経験で未成熟の幹部の急速の登用には厳格さが

う、経験豊

しいという結論に達した。このことは、現在の

欠けていたし、政府や国の指導部の地位の条件に党員あるいは青年共産同盟員で

なければならないという誤った暗黙の条件があった。こうした点で、党の各級の

指導部は、自己批判を行い、こうした傾向を繰り返さないための必要な措置を講

じなければならない。また、女性、黒人、混血、青年の登用において、半世紀に

わたり、系統的に不十分さがあったことは恥ずかしいことである。 
 若手幹部の登用については、必ずしも常に正しかったとはいえないことがわかっ

た。そのため、党、国家、政府において新たな複雑な指導の課題を担

かで成熟した十分訓練された後継者達がいないという結果になっている。この問

題は、漸進的に、5年かけて急がず、思いつきに陥らず、しかし大会が終わればす

ぐ取り組まなければならない。 
 この点に関しては、基本的な政治的・国家的地位の任期を、5年を継続し、二期ま

でという制限をもうけるのが望ま

状況では可能であり、かつ必要である。状況は、革命後の20年とは違っているの

である。こうした幹部の更新政策によって、キューバの社会主義の継続が危機に

陥ることは決してない。  
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ラウルの中央報告、反体制派の問題  

反革命の囚人の 近の釈放過程について述べると、彼らは、祖国が困難で、苦し

て祖国に対して陰謀を企てたのであった。政府の

 
「党と革命の経済・社会政策路線についての決議」 マリーノ・ムリージョ報告  

んでいるときに、外国に奉仕し

自主的な判断で、刑期満了前に彼らを釈放した。革命が強化されていると判断し

て、しかし、相互尊重、誠実、透明という枠内で、カトリック教会の指導部と交

渉して釈放した。 

 草案のタイトルは、「経済・社会政策路線案」であったが、決議では、これに「党

の向上、市民の倫理的・政

意識の涵養をめざすもの  

義の分配原則が支配する。 

負農、借地農、自営業者などの多様な形態を推進

だれも社会主義社会において庇護されないものはいない。 

「中

と革命の」という文言が付けくわえられている。  
 経済決議  

 社会主義の継続、国の経済発展、国民の生活水準

治的価値

 経済制度では、基本的生産手段の全人民的社会主義所有が優先し、「能力に応

じて働き、労働に応じて受け取る」社会主

 社会主義において、革命の諸成果を維持するため、計画が優先する一方、市

場の諸傾向も考慮する。 
 社会主義国営企業が国民経済の主要な形態であるが、外国資本との合弁企業、

協同組合、小農、国有地請

する。 
 社会主義は、権利と機会の平等を意味するが、平等原理主義を意味しない。

しかし、

 
央報告についての決議」、ミゲル・ディアス＝カネル・ベルムーデス報告  
 「中央報告についての決議」は、ミゲル・ディアス＝カネル・ベルムーデス代議

逆境的要因だけでなく、われわれの非組織性、官僚主義、丸抱え主義、前

 

底した意見の

員(党政治局員、高等教育相) 
 ラウル同志の中央報告は、現在の重大な時期について客観的に評価したものであ

る。 
 現実主義的、簡潔、正確にキューバ国民が直面する危機、困難を評価している。

国外の

もっての対策と要求の欠如など、弱点も明確に指摘している。 
 政策路線案の討議の過程が、深く、広範で、民主的な過程 をへたものであり、

この路線が発展モデルの刷新の基盤であることを明示している。

 ラウル同志は、各幹部、党員の行動の規範を示している。どの問題でも情報は正

確で、正直でなければならず、問題の解決のためには、批判と、徹

交換が適宜に必要であることを再確認している。 
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分権化、参加型民主主義、リカルド・アラルコン  

 決議「人民権力議会、選挙制度、政治行政区分の改善について」は、リカルド・

によって提案された。  

ことが必要である。 

加型民主主義を支

アラルコン代議員（党政治局員、国会議長）

 経済・社会政策路線を導入するためには、地方議会である県議会、基礎行政区議

会の権限の検討が必要となっている。 
 地方議会、行政委員会と国の中央の行政機関や国営企業との権限の分担を明確に

し、基礎行政区に大きな自治権を認める

 そのためには、新たに政治行政区分の調整が必要であり、大都市の県都、とくに

ハバナ市の機関を検討する必要がある。また、そのことから参

えるような選挙制度への変更も要求される。 

 
フィデルも中央委員選出に投票  

 8日正午頃、フィデルも、ラウルの補佐役から中央委員候補リストと投票用紙を

。投票用紙は、写真から伺われるのは、全員新任の場

ている。この省察は、もはや組織的に公式に中央委員でなくなること、

  

自宅で受け取り、投票した

合は、一括○印のところに印を書くか、個別に賛否を書くようになっているよう

である。 
 フィデルは、投票後の午後4時過ぎ、省察「私が中央委員会にいないことについ

て」を書い

つまり中央委員会第一書記でなくなることから、珍しく心情を吐露したものとな

っている。 

 
大会閉幕、新人事、フィデル発言せず

 第6回党大会は、19日 終日に中央委員115名を選出し、第1回中央委員会総会を開

書記、政治局員15名を選出。  

が選出されたこ

上昇にもかかわ

8億ドル上回った。昨年12月の

催し、中央委員会第一書記、第二

 閉会式には、フィデル・カストロ前第一書記がジャージー服姿で出席し、満場の

拍手を受けた。フリオ・カマチョ中央委員が、第一書記にラウル

とを報告、続いて、ラウル第一書記が、マチャード中央委員が第二書記に選出さ

れたことを報告し、15名の政治局員を一人ずつ紹介した。そして、マチャード第

二書記が、2012年1月28日に全国会議を開催するとことを宣言。閉会演説は、ラ

ウル第一書記が行い、フィデル前第一書記は発言しなかった。  
 ラウル閉会演説で、経済の新たな困難の指摘  
 米国の経済封鎖、国際的な借款の制限、石油、原料、食料価格の

らず前進しよう。2011年の数カ月で、輸入が予定を

計画を大会後すぐさま調整しなければならない。現在、資材の節約が、主要な外

貨収入源である。  
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ラウル閉会演説、2012年1月28日全国会議を開催  
大会は、来年1月28日に全国会議を開催することを合意した。この会議は、実質上

動を現実的かつ批判的に評価し、

 
新指導部の選出、幹部政策  

第6回大会の続開大会である。全国会議では、党活

また、憲法第5条が述べている社会と国家の 高の指導勢力の役割を行使するため

に要求される変革を明らかにしなければならない。また、大会は、全国会議に、

党活動の方法、有り方、幹部の構成、幹部政策、中央委員会の拡大と更新を依頼

した。 

幹部政策については、大会で合意したこと、特に行政と国家の地位の更新と若返り

中央委員会は、115名で、うち女性が48名、41.7%を占

告で批判されたような弱点によって、国の主要な地位で、成

 

 

に、第一歩を踏み出した。

める。前回は13.3%であった。黒人と混血は、36名で10％増加し、31.3%となった。

党は、この数カ月、中央委員会の性別と人種の適切な比率を達成するように努力し

てきたのであった。 
 中央委員会から、59名、約半数が退任した。多くは革命に積極的な役割を果たした

人びとである。中央報

熟した経験豊かな後継者たちが、現在十分いない状況である。したがって、次回の

全国会議では、こうした決定的な措置と同じような措置を採用しなければならない。

   
中央役員人事 
キューバ共産党第1回中央委員会総会で選出された中央役員は次の通り。 

書記：ラウル・カストロ・ルス、79歳 

表した時の順番

、序列が付けられていることがわかる。13―15は新任。7名は現役軍人。 

議長 
チャード・ベンテゥーラ、80歳、国家評議会・閣僚評議会第一副議

オ・カーサス・レゲイロ、75歳、革命軍軍団将軍、国防相、国家評議会副議長 

0歳、高等教育相 

中央委員会第一

中央委員会第二書記：ホセ・ラモン・マチャード・ベンテゥーラ、80歳 

 
政治局員：以下、１から11番まで序列となっている。序列は、ラウルが発

で

平均年齢は、67歳。 
1. ラウル・カストロ・ルス、79歳、革命軍司令官、国家評議会・閣僚評議会

2. ホセ・ラモン・マ

長 
3. ラミーロ・バルデス・メネンデス、78歳、革命司令官、国家評議会・閣僚評議会副議

長 
4. アベラルド・コロメ・イバーラ、71歳、革命軍軍団将軍、内務相、国家評議会副議長 
5. フリ

6. エステバン・ラソ、67歳、国家評議会副議長 
7. リカルド・アラルコン・デ・ケサーダ、73歳、国会議長 
8. ミゲル・ディアス＝カネル・ベルムーデス、5
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9. レオポルド・シントゥラ・フリーアス、70歳、革命軍軍団将軍、国防相第一次官 
相次官 

記長、国家

リージョ・ホルヘ、51歳、閣僚評議会副議長、閣僚評議会副議長 

定。 
. ラウル・カストロ・ルス、79歳、中央委第一書記 

 

) 
、中央委員会国際部部長 

、中央委員 

央委員記念写真。フィデルは、後列の中央。車いすは、アルマンド・ハート、メルバ・

 
 

10. ラモン・エスピノサ・マルティン、72歳、革命軍軍団将軍、国防

11. アルバロ・ロペス・ミエラ、68歳、革命軍軍団将軍、総参謀長、国家評議会委員 
12. サルバドル・バルデス・メーサ、66歳、キューバ労働者センター(CTC)書

評議会委員 
13. メルセデス・ロペス・アセア(女性)、46歳、党ハバナ市委員会委員長 
14. マリーノ・ム

15. アデル・イスキエルド・ロドリゲス、65歳、経済・計画相 

 
書記局: 第6回大会で改選せず、2012年1月の全国会議で改選予

1
2. ホセ・ラモン・マチャード・ベンテゥーラ、80歳、中央委第二書記

3. エステバン・ラソ、67歳、国家評議会副議長 
4. アベラルド・アルバレス・ヒル、中央委員会人事部部長(60歳代半ば？

5. ホセ・ラモン・バラゲール・カブレーラ、78歳
6. ビクトル・ガウテ・ロペス、中央委員 
7. オルガ・リディア・タピア・イグレシアス(女性)、中央委員 
8. ミサエル・エナモラード・ダヘル、57歳

 
中央委員：115名。前大会は150名選出。 
中

ヘルナンデス中央委員。 
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ラウル閉会演説  
政治局には、十分な人数(新藤注：15名の内、7名)の革命軍の司令官がいる。それ

が革命の魂であったという伝統から当然である。政治局は、15名で構

 
ラウル

は、反乱軍

成されている。前回は24名で実際には多すぎた。新しく3名、メルセデス・ロペス・

アセア、ハバナ県委員会委員長、マリーノ・ムリージョ、閣僚評議会副議長、導

入と発展のための政府常設委員会委員長、アデル・イスキエルド・ロドリゲス、

経済・計画相である。 

の考え方  
 06.12:この革命の中で、弁解はもうあきあきとした。 

：構造的変革が必要である。 
を振り向けることが不可欠

となる。  

。  

題にせよ、他の問題に

するサービスの維持に寄与する。

ら受け取るもの以上を無制限に消費するという贅沢はありえない。  

その後、事態は変わらないのだ。 

 2007年7月
 08.07：社会主義において経済計画で収入に応じて資源

だ。しばしば社会主義において2足す2は3
 07.12:勝利主義で良い結果だけを報道してはならないし、政府幹部も現実を正直に

批判と自己批判に基づいて報告をしなければならない

 08.04:大きな意見の違いからこそ、よりよい決定が出てくるものである  
 08.07:われわれは、満場一致を期待しない。それは、この問

せよ、しばしば作りごとになるからである。  
 08.07:不当な無料制度、過度の補助金を廃止する。適切な税制度、納付金制度。そ

れにより、すべてのものが、無料、補助金を提供

社会保障サービス、価格補助、国防、治安、社会保障のために納税することが重

要。 
 08.12 誰も、個人でも、国でも、その生産物の販売から、あるいは提供するサー

ビスか

 09.07:祖国か死か、帝国主義打倒と叫ぶ問題ではないのだ。経済封鎖に痛めつけら

れているが、そこに土地があるのだ。  
 どうして、これまで、革命の 高指導者の命令や指示を達成できなかったのであ

ろうか。演説に拍手し、革命万歳と叫び、

 
この改革をどう呼ぶか？  
1. 「改革」reforma económica  

 actualización del modelo económico cubano  
教授、キューバ経済学者協会副会長：  

曲がり

的変革で

 

2. 「刷新（あるいは更新）」

ウーゴ・ポンス、ハバナ大学経済学

「キューバ経済は、ボンサイのようなもので、手作りでいろいろは変化の中で

くねって育てられた。現在の過程は、独自の歴史、性質をもった経済の戦略

ある。従って、過去と断絶する改革でなく、継続する『刷新』である」。 
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キューバ政治・経済の改革 ① 

 
第6回党大会討議文書：経済・社会政策路線案の重要点 

 経済モデルの更新においては、計画が市場よりも優先される。 
する。 

、代わりに企業は貸倒積立金を引き当てる。 
にとどめる。 

する。 

税収の範囲内で行う。 
替補助金を再検討する。 

定権を増大する。  

カオなどの輸出を促進する。 
 

資を促進する。 
続きを簡素化する。 

A)を 優先する。 
海諸国との経済統合に積極的に参加する。 

 

成果を維持する。しかし、

。 

 協同組合は、生産の一部を自由販売できるように

 協同組合、組合連合を結成できる。 
 企業の倒産を認める。 
 企業への破産時の国の補助金を廃止し

 国営企業は、必要 小限

 通貨の発行を規制する。 
 銀行間の効果的市場を設ける。 
 非国営部門への融資を促進

 二重通貨の漸進的廃止。 
 税制の再検討。 
 累進課税の適用。 
 社会的支出は国の

 輸出補助金、輸入代

 価格体系を総合的に再検討する。 
 国の価格決定は必要 小限にし、企業の価格決

 対外債務の支払いは厳格に行う。 
 外貨使用権を企業に与え、分権化を図る。 
 交渉者と契約決定者を分離する。 
 ニッケル、砂糖、石油、食料、コーヒー、カ

 医療サービス輸出の新市場の開拓。

 輸入の委託販売を促進する。 
 輸入代替工業を促進する。 
 外国資本のキューバ国内への投

 外国資本の投資規制、承認手

 国際経済提携協力を促進する。 
 経済特区を開設する。 
 米州諸国民ボリーバル同盟(ALB
 ラテンアメリカ・カリブ

 国内投資は十分検討し、建設期間を短期間にする。

 投資建設において報奨金、遅延罰金制度を検討する。 
 政府の投資には入札制度を設ける。 
 医療、教育、文化、スポーツ、レクレーションの革命の

それらの過剰な経費を減額、削減する
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 中等教育者養成を増大し、高等教育者養成を減員する。 
 成人教育は各自の費用で、勤務時間外とする。  

削減する（年金生活者が増大）。非国営部門

要消費財生産関連企業の労働者の賃金増加を優先

剰保護主義を廃止する。 
削減し、真に

での食料は維持する。 
ビスは維持するが、補助金は廃止する。 

 
市場

を促進する。 
接購買できるようにする。 

を修正し、生産―流通の損失を削減する。生産

給を図る。 

資材供給の要求に応えるべく短期間で生産を再組織する。

。 
マパーク、クルージング、医療ツアー、ゴルフなど、

 医療分野の不要な経費を削減する。 
 全国の医療サービス施設の配置の再検討。 
 国の予算において社会保障費の比率を

の労働者にも負担を求める。 
 労働に応じた賃金体系とし、賃金の購買力を回復する。 
 輸出、輸入代替、食料生産、重

する。 
 国営部門の過剰労働者を削減し、民間部門の労働者を増大する。 
 雇用の過

 賃金の購買力を回復し、不要な無料制度、過剰な個人への補助金を

必要な個人への保障とする。 
 配給制度を漸進的に廃止する。 
 医療、教育現場の社会サービス

 官庁、国営企業の職場の昼食サー

 障害者、家族支援がない人に対し生活保護を保障する。

 農業の非国営部門を優先し、国の関与を減らし、栽培の自由、農産物の自由

販売を促進する。 
 地方政府に農業政策の権限を移譲する。 
 農業協同組合の自立

 農業資材販売制度を再検討し、生産者が直

 農産物国営買付機関(ACOPIO)制度

者と消費者のルートを簡素化する。 
 土地の使用権を付与された農民の農産物は、大部分自由販売とする。 
 地産地消を進め、各地域行政区での自

 都市農業を推進する。 
 工業を発展させ、工業製品の輸出を図る。 
 協同組合、自営業などの

小規模生産の機械の生産も発展させる。 
 医薬品、バイオテクノロジー製品の輸出を強化する。 
 石油・天然ガスの開発を拡大する。 
 原油精製能力を拡大する。 
 外貨の直接受領である観光を推進する

 観光の施設を多様化し、テー

楽しめるようにする。 
 持続的発展が可能な観光を追求する。 
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 運輸の回復、近代化、再編成が必要。鉄道輸送を重視する。 

を通じて

工業に補助金を支給しない。 
る。 

う。 
格の要望に対処できるようにする。 

では、様々な品質の商品を販売し、国内通貨

パク、衣料、履物、家電製品、建築資材、家具、家庭用雑貨の販売を優

 

も国内商業網での買付方法、在庫の回転率を適切に管理し、資源の

主要変更点 

 港湾施設の改修、発展に投資を行う。 
 住宅の修繕、維持を優先的に行う。そのための資材の販売を非国営商店

行う。 
 新築住宅の建設には、民間の活力で行う。 
 建設資材

 住宅の交換、売買、賃貸の手続きを簡素化す

 水道料金の見直しを行う。 
 社会的所有の様々な経営形態を推進する。 
 卸売、小売制度の再編成を行

 小売業は、さまざまな国民の多様な品質、価

 通貨が統一されるまでは、外貨小売

小売では商品の品質を向上させる。 
 民間の新たな生産・サービス形態の要望に応えるために、卸売流通体系を再検討

する。 
 飲食業に民間部門を推進する。 
 動物タン

先する。 
 配給生活必需品の小売価格を再検討し、補助金を廃止して国内ペソでの自由販売

を増やす。

 商業活動の諸規制の撤廃を検討する。 
 卸売、小売と

不利用期間と損失を 小限にする。 

 
第6回党大会討議文書：経済・社会政策路線案 

 
経済・社会政策路線案 32 新項目 採択文書「党と革命の経済

ページ、291項目 番号 
・社会政策路線」38頁、

313項目 （追）追加、（修）修正 
序 
I 経済活動モデル 

全般的路線 

 

0 

も勘案する。

 企業関連 
協同組合 

 予算制度 
 地方政策 

 

1 
 
2 
 
 
1
 
15 

（追）計画は、市場を考慮する。計画は市場にも

影響を及ぼすとともに、市場の性格

（追）社会主義企業を基本とするも、外国投資、

協同組合、小農、請負農、請負業、自営業などの

多様な形態を認める。 
（追）請負業者に補助金なしの卸売価格で資材を

供給する。 
（追）企業改革を、新しい経済モデル政策の中で
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行う。 
IIマクロ経済政策 
 全般的路線  

9 

1 

 

する。 

 

検討する。 

ビスへの不要な補助金を漸進的に

 

入

 通貨政策 
 為替政策 
 財政政策 
 価格政策 

 

51 

52 
 
58 
 
59 
 
62 
 
65 
 
66 
6
 
70 
7

（追）クレジット供与の速度を速め、回収を確実

にする。

（追）財とサービスの購買用のクレジットを増額

し、多様化

（追）農業生産を奨励するため、別な柔軟な特別

な税制を制定する。

（追）非国営部門の発展を推進するために財政的

刺激を適用することを

（追）輸出産業、輸入代替産業への関税を改革し、

輸出貢献金を供与する。 
（追）納税義務、資金・資材の適切な使用の監督

を強化する。 
（追）経済刷新に応じた価格改訂を行う。 
（追）財とサー

排除する。小売価格は、原価を反映させる。

（追）全国一律の水準の品質・価格とする。 
（追）非国営部門の価格の安定を図る措置を導

する。 
VI 社会政策 
  全般的路線 

ツ 

び賃金 

 
 

67 

するとともに、医療従事者の労働条件を

。 

  教育 
  医療 
  スポー

  文化 
  社会保障 
  雇用及

143

 
1
 
174 
 
 

（修）医療サービスを住民の要求を満足させる水

準に改善

改善する。 
（追）労働できるものすべてが労働するように雇

用を提供する

（修）配給制は、秩序ある漸進的な方法で廃止す

る。 

VII 農工業政策 90 農産物の集荷価格において国の規定的役割

を維持する。 

進的に削減する。 

   路線 
 

1
 
193 
 
198 
 
210 

（追）

（追）米、黒豆、トウモロコシ、大豆の生産を推

進し、輸入を漸

（追）若年層を農業に参加させる。特に請負農を

推進する。 
（追）砂糖キビ栽培を、国際価格を考慮しながら

推進する。 
VIII 工業及びエネルギー政 249 （追）電気調理器の修繕さービスを向上させる。
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策 

全般的路線 
路線 

策 

250 用の灯油の自由販売を検討す

  工業政策 
  
  主要部門の

  エネルギー政

（追）家庭用調理

る。 

IX 観光政策 
  路線 

265 （追）キューバ在住のキューバ人の観光客として

の外国への旅行を許可する政策を検討する。 
X 運輸政策 

路線 
283 
 
286 

（追）都市、地方、都市間交通を優先的に改善す

る。 
（追）自動車の売買の自由を認める。 
 

XI 建設・住宅・水資源 
  路線 

 

譲の手段

簡素化する。 
  建設 
  住宅 
  水資源

297 （修）住宅の売買を許可し、その他の移

を

 
労働力の再配置：歴史的な課題  
 「確かに、企業の雇用者定員名簿は膨らまされている。これは否定的な傾向である。こ

題ではない。しかし、恐らくは、そうした混同と間違

営部門に再配置する。  
配置す

 

れは、古くからの問題で、新しい問

った概念によって、より膨らまされたのである」。  
 （フィデル・カストロ、1986年12月2日第三回党大会続開大会閉会演説）。 
国家・地方公務員180万人余が過剰雇用、これを非公

第一段階として、2011年3月末までに50万人の国家・地方公務員を非公営部門に再

る。その後、2011年末までに50万人を、2015年までに80万人を再配置。  

 

0

100

200

300

400

500
自営業者数の推移1997-2011

自営業者数
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議論の内容と今後の問題点  

 これまで長い間放置されてきた歪んだ経済制度を大きく変更するものとなってい

る。 
 しかし、理念的には、過渡期の社会主義の建設を維持することを目的としている。

しかし、過渡期社会についての議論が不十分である。 
 計画を優先するが、市場を否定せず、管理した市場を活用する。 
 しかし、市場の管理方法については議論がされていない。 
 改革を進めるも、所有面では社会的所有を譲らない。 
 社会化された生産手段に対し、その所有者の政策決定、所有者としての生産への

関わり方が議論されていない。 
企業、自営農などを推進し、従来の国営企業を必要 小限

経営の分離を図り、生産者の生産意欲を奨励する。 

助金、画一的

丈に合せた制度とする。 

結成をどうするか議論されていない。 

民に対する経営資金の援助を、困難

計算がなされる必要がある。 

 自営業、協同組合、私

にしつつ多様な所有形態を目指している。 
 所有と

 輸出振興については、企業と労働者への優遇税制、奨励金など今一つ強い刺激策

が必要ではないか。 
 国の過剰な保護主義を改め、企業への補助金、個人への物質への補

な無料制度及び配給制度、生活保護を廃止する。 
 医療、教育、社会保障も国の財政収入に見合った、身の

 2015年までに180万人及ぶ労働者が再配置されるが、業務団体（自営業協会など）

を新たに結成するか、労働組合の

 180万人に及ぶ再配転者への失業保険期間、職業訓練などが不十分。 
 新たな自営業、生産・サービス協同組合、農

な国家財政の中でどう行うか明確ではない。 
 政府が、これらの新しい業務への資材の供給網を2011年度3月末までに整備できる

か、問題である。 
 自営業への経営指導、会計指導、税の自己申告指導が十分でない。 
 為替公定レート1ドル＝1ペソを改訂し、真のコスト

 経済改革の指導部の議論の内容をもう少し公開できないか。 
 食料自給に程遠い農業問題  

 
農業の改革  

 未利用地の耕作権の付与 2008年政令259、283  
 11.01.25 可耕地の40%が未利用。118万ヘクタールの耕作権が128,435人に付与。

与予定。 
 2010年農業生産、2.8%減産。そのうち、12品目は、米、豚肉、鶏卵、野菜、根菜

79%はこれまで土地をもっていなかった。30%は生産準備に入っていない。他に

62万ヘクタールが付
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1989-2010 
 農業生産と食料輸入推移1989-2010 

類、柑橘類、鶏肉などの基礎食品。 
 食料自給率：40%(カロリー)、37%（たんぱく質） 
 農産物生産の停滞、2002年＝1年間15-25億ドルの輸入。 
 GDP、農業生産、輸入額推移

 
医療サービスの困難  

 0.01.16 MINSAP、先週、ハバナ精神病院マソーラで26名が寒さで死亡した、

原因は調査中と発表。  
 11.01.22 マソーラ精神病院事件、判決、関係者、院長、副院長を幼児、身障者介

が海外勤務） 
長、副院長を幼児、身障者介

判決 
カトリック教会提案。 

職、広がる  

護放棄、横領罪で6-14年、その他を横領罪で10-12年の懲役と判決。 
 75 000 名の医師の3分の1（25,000名
 11.01.22 マソーラ精神病院事件、判決、関係者、院

護放棄、横領罪で6-14年、その他を横領罪で10-12年の懲役と

 11年4月1日、医療での民営化、キューバ・

 
汚

 10.09.19 ヤディーラ・ガルシア基幹産業相を解任。 

ンドロ・ロカ・イグレシアス食料工業相を汚職の罪で

・パス建設相。職務上の誤り

 10.11.22 キューバ商工会議所会頭、ペドロ・アルバレス汚職で解任 
 11.03.24 キューバ、アレハ

懲役15年を求刑。マックス・マランビオを、汚職、公文書偽造の罪で、欠席のま

ま懲役20年を求刑。 
 11.01.07 閣僚更迭 フィデル・フィゲロア・デ・ラ

で。 
終わり   
 


