
2011年キューバ10大ニュース (２) 
 
以下に2011年のキューバ10大ニュース（筆者選択）を紹介しますが、掲載順番が重大性

の順番を示すものではありません。順不同です。 
 
6） 米玖関係膠着の中にも経済的・人的交流拡大 
今年も米玖関係には、米国側に若干の対キューバ制限措置で緩和はありましたが、大きな

変化はありませんでした。 

 
2011年の米玖関係は、1月12日のハバナでの定期移民協議から始まりました。双方は、麻

薬、テロ、郵便事情の改善を話しあい、米国は、09年12月より逮

捕・収監されている米国国際開発庁(USAID)の契約社員（諜報員）

アラン・グロスの釈放を要請。会談は、相互尊重の雰囲気で開催 
←グロス夫妻 （キューバ外務省）され、米国への非合法出国が著

しく減少したことを双方は評価し、クロゥリー国務省報道官は、

米代表団がグロスとの会見を許可されたことを評価すると述べて、まずまずのスタ

ートをきったように思われました。しかし、一方で米代表団は、キューバの反体制

派の指導者と1時間以上にわたり会見し、キューバ側は、これに強く抗議し、前年

と変わらぬものとなりました。              5人のキューバ人→ 
 
つづいて1月14日、オバマ政権は、対キューバ経済封鎖緩和策を発表しました。内

容は、議会の承認が不要なものでした。①文化的影響をキューバ国民に与えること

が目的として、学術、文化、宗教関係の人的交流を増やす。②すべての米国人が、

3か月に500ドル（年間2,000ドル、以前は親族に限り3か月に300ドル、年間1,200
ドルまで）までを、キューバ政府高官とキューバ共産指導部を除くすべてのキュー

バ人に送金することを許可する。③キューバへのチャーター機の米国国際空港の使

用を許可（これまでは、マイアミ、ニューヨーク、ロス・アンジェルスの3空港の

み）。 
 

これらは、ブッシュ前大統領が禁止した条項を廃止したもので、クリント

ン時代にもどったものにすぎませんが、フロリダ州選出で、保守派の共

和党ロス＝レティネン米下院外交委員会委員長（1952-ハバナ生まれ）

は、「緩和政策は、圧政者からキューバ国民を解放することには役立た

ない」と批判しました。キューバ側は、「米国国民の広範な意見を反映 
ロス＝レティネン議員 したものだが、経済封鎖そのものには触れず、またすべての米国市

民の渡航の自由を許可せず（これは議会の同意が必要）、不十分だ」と反論しました。 

 



3月には、ハバナ人民裁判所が、アラン・グロスに禁錮15年を判決し、その後、米国は、

グロスの無罪を主張し、釈放をキューバに要求、キューバは、98年から米国に収監されて

いる5人のキューバ人諜報員の即時釈放を求め、厳しい交渉が行わ

れています。オバマ政権は、二つの問題の性格は異なるものとして、

グロスの釈放を要求し、裁判は、司法に任せるという態度をとって

います。一方、キューバ側は、二つの問題を包括的に話しあい、交

換釈放して解決するよう主張しています。9月には、ビル・リチャ

ードソン前ニューメキシコ州知事が訪玖し、ブルーノ・ロドリゲス

外相と3時間会談し、グロスとの面会と釈放を要請しましたが、果 リチャードソン前知事 
たせずに失望して帰国しました。そうした中で、10月には、5人の一人、15年の刑期で服

役中のレネ・ゴンサーレスが、13年（85%）経過し釈放されましたが、キューバへの帰国

を許されないという中途半端な状態が続いています。グロスと4人の釈放をめぐって、膠

着した関係が続いているのです。 
 
オバマ政権は、機会あるごとに、「キューバ経済の市場開放が不十分であり、社会主義は

時代錯誤であり、キューバは60年代に後戻りしている」（9月、オバマ大統領）、「キューバ

国民は、これまで50年にわたって、自由を享受してこなかった。現在、世界のどこでも民

主化運動が見られる。キューバにも同じことが起きる時が来たのだ」（9月、オバマ大統領）、

「キューバの政策は50年間変わっていない、フィデル・カストロは、権力を放棄しなけれ

ばならない」（10月、クリントン国務長官）と、キューバの内政問題を一方的に裁断して

批判しています。 

 
一方、キューバ側は、「アラン・グロスの釈放は、ドアは開かれているが、双方の対応が

必要」（9月ブルーノ・ロドリゲス外相）、「キューバ政府は、米

国との関係正常化が前進することに関心がある。二国間の諸問

題、つまり、人道的問題、麻薬輸送・反テロ取り締まりでの協

力協定の締結、人身売買、自然災害、環境保護、メキシコ湾に

おける石油汚染の問題の解決に向かって対話を開始するよう提

案する」（9月、ロドリゲス外相）、「われわれが、変えるべきと 
ロドリゲス外相    ころをすべて変えて社会主義を改善している一方、米国は過去

にしがみついたままである。米国の側が、関係改善の意思がなくても、キューバは、関係

を正常化し、あらゆる分野で協力を発展させる提案を維持する」（12月ラウル議長）と、

旅重ねて関係改善を訴えています。 

 
10月には、第66回国連総会で、決議A/66/ L 4、「米国の対キューバ経済・通商・金融禁輸

措置を解除する必要性」が、賛成186カ国（国連加盟国193カ国の96.4％が賛成）、反対2
国（米国、イスラエル）、棄権3カ国（マーシャル諸島、ミクロネシア、パラオ）、欠席2



カ国（リビア、スウェーデン）という圧倒的大差で採択されました。20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ります。一

方では、キューバは、2001年から米国から食料を買い続

けており、今年も約5億ドル程度（食料輸入総額の3分の1
程度）を輸入したものと思われます。米国からのキューバ

訪問者は、里帰りキューバ人がほとんどですが、今年は40
万人程度と推測されています。米国からの送金も10億ドル

程度になるものと思われます。そしてそれは、自営業の開  国連総会のキューバ代表団 
業資金に、新たに認められた住宅、自動車の購買の資金にも使われるものと予測されてい

ます。経済面では、両国の関係は、より密接になりつつあるのです。 
 

オバマ政権は、下院を野党の共和党が多数を握っている中で、対キューバ政策は、フロリ

ダ州出身のディアス＝バラト議員やイレアナ＝レティネン議員などのタカ派の反対によ

り、現在以上の緩和政策が取れない状況です。一方では、2012年から始まるメキシコ湾で

のキューバの深海油田の掘削に、石油メジャーは興味を抱いています。米玖関係は、「民

主化が先か、干渉政策の撤廃が先か」という従来からの論理の中で、グロスと4人の問題

が絡んで、複雑な展開を見せています。 

 
 
7） 生産形態の多様化進む 
経済改革（キューバでは、「経済モデルの刷新」と呼ばれている）が進められる中で、生

産形態の多様化が進んでいます。従来は、国営企業、農業における三種類の協同組合（信

用サービス協同組合=CCS、協同組合=CPA、協同組合基礎組織=UBPC）、合弁企業、自

営農、自営業でした。 

 
しかし、昨年から、3席以下の理髪店、美容院、10-20人乗

りの中型バス、タクシー業で、施設、労働用具が労働者に

貸し出され、労働者は一定の賃料を払い営業するという、

請負制が導入されるようになりました。収入は、月収が2,000ペソ近くになるように設定

されています。12月は、新たに個人サービス、技術サー

ビス、家庭サービス業（大工、写真家、宝石・ベッド・

家財用具・電気製品修理業、研ぎ師、時計修理、靴直し

の地方公務員など24業種を請負制度にすることが決定

されました。やがては、小規模製造業にも請負制度が導

入される予定です。 

 
また、9月には自営業の許可業種が、178業種から181業種に拡大され、全業種で労働者を



雇用することが可能となりました。自営業者数は、11月末現在、357,663人となり、昨年

から15万人程度増えました。自営業のうち、10%が労働者を雇用していると報告されてお

り、小規模ながら、私企業が出現しています。自営業

に登録した人びとは、飲食業（20%）、CD販売業、家

事用品製造・販売(4%)。その他、労働者契約業(15%)、
タクシー・トラック業(6%)、貸住宅業、メッセンジャ

―業などです。新たに自営業者になったものの内訳は、

66%が無職だった人々、18%が公務員、残りが退職者です。しかし、この66%の無職だっ

た人々の多くは、グレイゾーンで同じ仕事をしていた人々で、それが合法的に表に出てき

たわけです。効率が悪いととかく批判されているUBPCも、企業体にするか、協同組合

(CPA)にするか、現在検討が行われています。 

 
自営業者の中には、なんらかの協同組合を組織するものもいると考えられています。一方、

自営業の労働者は、それぞれ該当職種の労働組合に加入する動きが始まっています。本年

は、商業・飲食業に10万人、運輸労働組合に6万人など、80％の私企業の労働者が組合に

加入しました。しかし、私企業の被雇用者をどのように労働組合に組織するか、自営業者

の業界団体をどう組織するかも検討されなければならない問題です。 
 

2008年から実施されている未使用地の国有地の耕作権の貸与も前進し、今年度は約30万
ヘクタール、6,000人程度増えて、合計131万ヘクター

ルが14万6,000人に耕作権が貸与されました。貸与さ

れたもののうち、25%は失業者で、13%は定年退職者

です。そうした結果、面積では、2007年と比較して、

国営農場は、55%から39%に減少し、非国営農場は、

45%から61%に増加しました。国営と非国営の比重が

逆転したわけです。14万6,000人はほとんどがこれまで農業に携わっていなかった人々で

すが、これらの新たな自営農により、農業従事者数も国営と非国営がほぼ拮抗する形とな

っています。これらの自営農は、協同組合に組織される予定です。貸与された土地の80%
は、すでに耕作されるようになったと報告されていますが、収穫の早い葉野菜は別として、

キューバが必要としている米、トウモロコシ、根菜類の栽培は時間のかかる問題です。 

 
12月には、政府は、自営業者への新たな融資制度を設けました。こうして、現在、キュー

バには、国営企業、農業における三種類の協同組合（信用サービス協同組合、協同組合、

協同組合基礎組織）、合弁企業、私企業、請負業、自営農、自営業が存在しており、生産

形態が多様化しているのです。 

 
こうした結果、現在キューバでは、国有化率は、大きな変化を示しています。 



 
キューバ経済部門の国有化率 ％ 

部門 1961年 1963年 1968年 1975年 2011年 

農業 37 70 70 79 34 

工業 85 95 100 100 △ 

建設 80 98 100 100 100 

運輸 92 95 100 100 △ 

小売業 52 75 100 100 △ 

卸売業 100 100 100 100 100 

貿易 100 100 100 100 100 

銀行 100 100 100 100 100 

教育 100 100 100 100 100 

出所: 各種資料から筆者作成。 

△：2008年の工業、運輸、小売業の数字は存在しない。現在、石油生産部門、ニッケル生産

ではすべて合弁、ホテルも半数以上が合弁、小売業も合弁企業が少なくない。 

 
 
8） 経済改革、労働力の再配置、不要な規制の解除進む 
昨年4月、経済改革の最重要点の一つとして、キューバ共産主義青年同盟(UJC)第9回大会

でラウル議長が発表した労働力の再配置(国家公務員405万3,000人のうち25%にあたる

100万人)は、同年9月から取り組まれました。過剰雇用は、革命初期に失業対策から取ら

れたものでしたが、革命の50年において、本格的な解決策が取られることはありませんで

した。しかし、この問題は、労働意欲を低め、生産・労働効率を歪め、企業への過剰な赤

字を生みだし、国の財政赤字の要因の一つなるという深刻な問題でした。 
 
政府は、国家・地方公務員のうち、第一段階として2011年3月末までに50万人を、第二段

階として2011年末までに残りの50万人を再配置する予定でした。第一段階の50万人の配

転先は、25万人を自営業に、20万人を協同組合、合弁企業、私企業、請負契約、5万人を

農業、建設、警察、工場、教育などの人手が足りない別の国営部門にというものでした。 

 
しかし、配転先がなかなか整備されず、3月には拡大閣僚評議会で、ラウル議長は、「労働

力の再配置は、絶対的な期日スケジュールで行うのではなく、受け皿を準備する条件次第

による。第一段階の50万人の3月末までの配転を延期する」と発表しました。党大会の中

央報告では、「急ぐことなく、しかし休むことなく、条件の整備に応じて進めていく」と

困難があることを認めました。さらに、6月の拡大閣僚評議会でラウル議長は、再配置の

遅れを認め、労働力の再配置のために、新たな配転先を急ぐように指示しました。目標の



スケジュールは延期されましたが、本年度約17万人（目標の17%、公務員全体の4%）程

度が再配転されたようです。 

 
経済改革の一つとして、不要な規制の解除も進んでいます。昨年から検討され、第6回党

大会でも確認された自動車（9月）、住宅（11月）の売買の自由

が承認されました。自動車は、市民の間でも売買されていまし

たが、所有権を伴わないものでいろいろ問題がありました。住

宅は、「交換」はありましたが、その際、住宅の価値の差額を違

法に支払う形で行われていました。それぞれ、自由化されるこ

とで、闇市場の違法性と制約をなくすものです。と同時に、困     15万ドルの売家 
難な住宅問題に、自由市場を組み込み、市場の機能で調整を図ることも考えられています。

すでに11月末までに301戸が売買され、1,315戸が贈与され、345戸が交換され、活発な市

場となっています。自動車は、11月30日までに6,009台が売買され、2,097台が贈与されマ 
ています。住宅、自動車の売買もインターネットでも見られ、

住宅は数千ドルから100万ドルまでの売家が見られます。 
←1万5,000ドルで売りに出されているソ連製ラダ 

 

ラウル議長は、「革命の別な時期に設定された禁止や規制を減ら

す必要がある」と考えており、入出国問題でも8月の国会で、出国、移住政策を柔軟化す

ると述べ、12月の国会でも検討中であり、出国、移住政策を漸進的に柔軟化すると述べて

います。出国・帰国許可制を改め、海外在住期限は11カ月を2年にして、更新可能とする、

永久出国の範疇を廃止し、出国による資産の没収を廃止すると見られています。 
 
 
9） 農業、構造調整始まる 
キューバは、農業国でありながら、毎日の食卓に上る食料の70%が輸入食料であり、カロ

リー計算の食料自給率も革命勝利後50年余り経過した現在でも、革命前の数字とほとんど

変わらない40％台です。革命後、ソ連圏への砂糖の供給国として砂糖キビ生産に特化して

いた農業は、1991年のソ連圏崩壊後、構造転換が

図られず、輸入資材の減少もあり、農業生産は低

迷しました。国民の食料危機を回避したのは、一

部の人々がいう有機農業ではなく、輸入食料でし

た（下記グラフ参照）。そこで、一般農産物の増

産のため、2002年から砂糖キビ栽培用の農地170
万ヘクタールが半減されましたが、その他の農産物の生産が伸びず、相変わらず、食料は

大きく輸入に依存する状態が続いています。 

 



そのため、2008年から国有地の未利用地の耕作権を希望者に貸与する政策が取られていま

すが、整地作業や、農業知識の取得、農業機械・農業資材・資金の不足、販売ルートの未

整備などから、生産が期待通りには伸びてはいません。しかし、昨年9月、政府は、土地

の使用権を受けた農民が、自分の販売店で消費者に自由販売をすることを認めたり、10
月には、自営農が、一部の農業資材を国営販売店でペソで自由に購買できるようにしまし

た（補助金なし）。さらに本年3月 キューバ政府、農民にマイクロ・ファイナンスの供給

を始めました。 
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4月の党大会では、農業に関して、下記のことが決定されました。 

 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、農産物の自由市場

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を促進する。 

 農業資材販売制度を再検討し、生産者が直接購買できるようにする。 

 農産物国営買付機関(ACOPIO)制度を修正し、生産―流通の損失を削減する。生

産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給を図る。 

 都市農業を推進する。 

 
このうち、特にACOPIOの改革が重要な意味をもっており、これらが、実施されると、キ

ューバの農業構造がかなり変わることになります。これまでは、農業生産者は、ACOPIO
に生産物の80%を販売することを義務付けられており、その買付価格も実際はACOPIOが



一方的に低い価格で決めていましたが、国から購入する資材の額に応じて生産物を

ACOPIOに販売し、残りを自由市場で販売することが認められるようになりました。 

 
9月には、1964年に設立された砂糖工業省(MINAZ)が廃止され、砂糖農工業企業グループ

(Azcuba)が設立されました。そして、これまで受け入れなかった砂糖産業部門への外国資

本の投資も受け入れることになりました。8月には、農業生産者への資材販売価格の値下

げ、いろいろな機器類の販売の自由化が決定されました。また協同組合のCPA, CCS, 
UBPCが、決済はキューバ・ペソ(CUP)ですが、農産物を直接観光機関に自由価格で販売

することが許可されました。こうして、キューバの農業制度も、市場要素が次々と導入さ

れており、少しずつながら変わってきています。 
 
 
10) ラテンアメリカ・カリブ海地域統合に積極的に参加 
ラテンアメリカ・カリブ海地域では、地域内の協力、地域の統合が強化された一年でした。 
キューバには、左派政権の首脳が相次いで訪問しました。2月には、フェルナンド・ルー

ゴ、パラグアイ大統領がガンの治療のために、5月には、ルーラ

前ブラジル大統領が、マリエル港拡張計画でブラジルが6億ドル

投資することについて話し合うために、6月には、チャベス、ベ

ネズエラ大統領がガンの治療を受けるために、7月には大統領選

挙に当選したオジャンタ・ウマーラ、次期ペルー大統領が、ま

たコレア、エクアドル大統領が、フィデル、ラウル、チャベス

と会談のために、9月には、エボ・モラーレス、ボリビア大統領

が、フィデル、ラウルと会談するために、10月にはウルグアイの与党統一戦線の拡大戦線

代表団が、また、保守・親米政権ですが、アンヘリーノ・ガルソン、コロンビア副大統領

がキューバを訪問し、貿易の拡大で合意し、両国の関係改善が進みました。 
 
一方で、2009年キューバは、OAS（米州機構）のキューバ追放決議が解除された後も復

帰しない意向を表明していましたが、5月インスルサOAS事務総長は、キューバのOASへ
の復帰を再度呼びかけました。しかし、ラウル議長は、キューバは2度とOASに復帰する

つもりはなく、米国抜きのラテンアメリカの統合を目指すと回答しました。そして、12
月に開催された中南米カリブ海諸国共同体(CELAC）首脳会議には積極的に参加しました。

CELACは、米州大陸35カ国のうち、米国とカナダを除き、33カ国が参加し、設立された

ものです。キューバは、2013年の議長国に選ばれました。ラウル議長は、「CELACは、

西半球にとって独立以来2世紀の間の最大の出来事」と高く評価しています。 
 
また、引き続き12月ラウル議長は、トリニダード・トバゴで開催された第4回カリブ共同

体・キューバ(CARICOM-Cuba)首脳会議に出席しました。この会議は、2002年から開催



されているカリブ共同体15カ国とキューバとの合同会議です。加盟国全体で、総面積が56 
万㎢、総人口は3,600万人で、比率は国により異なり

ますが、同じような人種構成、産業構造を抱えていま

す。この会議も、国連憲章の尊重、民族自決権の尊重、

各国の主権の平等、紛争の平和的解決、内部問題不干

渉を原則としています。そして相互に南南協力を図り、

持続可能な発展を目指すものです。 
カリブ共同体・キューバ首脳会議 

 
キューバは、ベネズエラ、ボリビア、エクアドル、ニカラグア、ドミニカ国、セント・ビ

ンセント及びグラナディーン、アンティグア・バーブーダと8カ国で構成する米州諸国民

ボリーバル同盟(ALBA)にも積極的に関わっています。貿易は、平等、互恵、相互補完的

を原則としています。貿易面だけでなく、社会的な面でも協力が進んでいます。 
 
ALBAの中に、地域補完統一通貨制度(SUCRE)があります。これは、

ALBA内の共通貿易決済通貨で、現在加盟しているのは、キューバ、

ベネズエラ、ボリビア、エクアドルの4カ国で、ニカラグは議会の批

准の待ちです。昨年からSUCREの使用が始まりましたが、キューバ、

ベネズエラ間の決済を始め、2年間で250件の契約で使用され、総額

で1億9,800万ドルの取引が行われています。 

 
ALBAは、これまで経済的・政治的な関係が強かった機関ですが、今

年も第4回ALBA競技大会や、第二回ALBA文芸コンクールも開催し、社会的な関係も強め

ています。また「ALBA文化ハバナの家」も設立され、文化面での交流も行われています。 

 
一方で、個別の国としては、キューバは、貿易の大半を占める、ベネズエラ、中国、イラ

ン、ロシアと密接な関係を維持しています。 

 
 
（2012年1月7日 新藤通弘） 


