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経済改革路線を確認したキューバ共産党第５回党大会 
                          新藤通弘 

 

 はじめに 

 去る１０月８日から１０日までの３日間、キューバ共産党第５回大会が、大会スローガ

ン、「団結、民主主義、人権の党、それをわれわれは擁護する」のもとに、ハバナ市で、

７８万党員から選出された代議員１、４８２名が出席して開催された。本稿は、キューバ

共産党について本格的に論じるものではないが、必要な範囲内で同党の置かれている状況、

同党の独自の性格にもふれながら、第５回大会の内容について紹介したい。 
 現在キューバは、９０年以来の経済困難を『平和時の非常時』と呼んで、経済改革に取

り組んでいる。この中で、キューバ社会は、①アメリカの経済封鎖強化策に対抗してどの

ような内外政策をすすめるか、②８０年代末までの従来の経済システムにおいて抑圧され

ていた生産力をいかに解放するか、つまりいかに引き続き経済改革をすすめるか、③生産

力の解放＝経済改革にともなう社会的歪みや経済的不平等にいかに対処するか、といった

三つのモメントを軸に動いているということができよう。 
 そうしたキューバの内外情勢を反映して、この大会の課題は、①政治面では、前回大会

（９１年１０月）以降に行われた選挙改革、憲法改正をどう評価するか、また海外から批

判されている政治体制の問題、とくに一党制への批判にどう反論するか、②経済面では、

９０年以来継続している『平和時の非常時』の中で行われている経済改革をどう評価する

か、キューバの社会・経済の発展段階をどう策定し、今後の経済建設の指針とするか、国

民から批判されている経済改革の弊害、不平等の拡大をどう克服するか、③外交面では、

東欧諸国の旧体制及びソ連の崩壊とそれに伴うアメリカの一極支配構造をどう評価するか、

世界で進行している経済のグローバリゼーションをどう解明するか、９６年３月に制定さ

れたヘルムズ＝バートン法にみられるアメリカの対キューバ経済封鎖の強化に対応するキ

ューバの外交政策の変化をどう体系づけるか、④党組織の問題点としては、前回党大会に

おいて国際情勢の変化から破棄され、１年以内に制定することが決議されていた綱領、規

約をあらたに制定する、⑤経済困難にともなう社会的道徳の後退の中で党建設をどう進め

るか、青年層に重点をおいて新執行部の構成をどうするかなどといった問題であった。 
 
 〔Ⅰ〕大会運営について 
 まず、大会運営について触れてみたい。大会は、キューバ共産党独自の方法で運営され

た。大会に先立ち、政治局によって提案された大会決議案「団結、民主主義、人権の党、

それをわれわれは擁護する」が、党の支部のみならず、党外組織の青年共産主義同盟、大

衆組織である労働組合、キューバ婦人同盟（ＦＭＣ）、小農組合（ＡＮＡＰ）、居住地域



の組織「革命防衛委員会」、などの２３万５０００以上にのぼる集会に６５０万人が参加

して議論された。討議には１４歳以上の労働者、兵士、学生、主婦、年金生活者、一般市

民が参加し、参加者うちの９０％は草案に全面的に賛成、１０％が修正意見を提案、反対

はわずか７６６人であったと報告されている。また議案には５万５０００件の意見が提出

され、それぞれが検討された。こうして徹底して大衆的討議が行われたことから、「実質

的な国民投票であった」という評価もされている(1) 。しかし党大会の決議案が、党外組

織で大衆的に議論されるのは、共産党の一般的な組織原則からして特異な例である。 
 また、大会では、前回に引き継いで、中央委員会による準備された書面の報告はなく、

フィデル・カストロ第一書記が、６時間４３分という長時間に渡ってメモを見ながら冒頭

発言を行った。これも党大会としてはまれなことである。さらにカストロ第一書記は、閉

会演説も３時間余り行った上に、議案討議においても積極的に発言した。特定の幹部の発

言が大会発言の大半を占めるというのも異例である。 
 採択された文書は、次の通りであった。 

(1) カストロ第一書記によって口頭で報告された中央報告(2) についての決議 
(2) 文書「団結、民主主義、人権の党、それをわれわれは擁護する」 
(3) 同文書についての決議 
(4) 経済決議 
(5) 同文書についての合意 
(6) キューバ共産党規約 
(7) カストロ第一書記による閉会演説 

  しかし、前大会で中央委員会に委託された新たな綱領の作成は行われなかった。前回大

会以後、６年経過しても新たな綱領が作成されないのは、この間、指導部が政治改革、経

済改革に取り組まなければならなかったとしても、党綱領を基本として党運営がなされる

近代政党の概念からすれば尋常ではないといわなければならない。 
 

(1) Juventud Rebelde, 12 de octubre de 1997. 
(2) 第一回党大会のカストロ第一書記の報告は「中央委員会報告」と記されているが、

その後第２回、第３回党大会では「中央報告」と名付けられている。この第３回

党大会までは報告は、準備された草稿に基づいて行われた。しかし第４回党大会

では、「開会演説」とされて、草稿なしで長時間にわたり演説が行われた。今回

の冒頭発言も、「中央報告」と名付けられている。 
 

 〔Ⅱ〕政治改革の課題 

 前回大会後、選挙制度が改革され、県議会議員、国会議員が直接選挙で選出されること

となった。末端行政区議員の選挙には２～８名の候補者が立候補するが、県議会議員、国

会議員は定員１名の信任投票制となっている。この点は今少し議論されてもよいところで



あるが、今回大会ではまったく議論されなかった。 

 
（１）一党制について 

 また、イベロアメリカ首脳会議等の国際会議でしばしば批判されている一党制について

は、採択された政治決議では次のように擁護されている。 
 「困難な状況を切り抜けるためには、革命の中の団結を基礎とした国民の団結が必要

であり、そのためには労働者に基盤をおいた一つの党（一党制）必要である。 
 ・・・キューバの新植民地時代には、当初自由党と保守党の２大政党制が存在したが、

後ほど多くの小党に分裂してしまった。複数政党制は、搾取されるもの、抑圧されるも

のを分断し、民主主義が存在するという幻想を植えつけるものであった。結局それは、

１９０６年のアメリカの第二次軍事駐留を招くだけであった。現在のキューバ革命は、

１８８６年の独立闘争以来の一貫した一つの革命の過程である。 
 ・・・１９５９年１月の反バチスタ独裁闘争の勝利後、キューバ国民は、自由、民主

主義、社会主義の祖国を擁護するためには、民族と革命の団結を確保する必要があるこ

とから、一党制を決定した」。 
 また、カストロ第一書記は、一党制についてこう述べている。 

 「一体どういう党を組織しようというのだろうか。ヤンキーの党か。ヤンキーの党な

ら、それは非合法の党であろう。というのは、われわれは、それを許可しないし、合法

化しないからである。もしキューバに２つの政党があるならば、ひとつは革命の党であ

り、もうひとつはヤンキーの党であろう。われわれは、わが国を分裂させないし、われ

われの団結を破壊させないであろう。したがって、複数政党制はありえないと断固とし

て言うのである。われわれには、ただ一つの党があるだけである。複数政党制を導入す

ることは、人工的なひび割れを、国民の分裂を導入することである」(1) 。 
 また、各議会選挙において、立候補者は、キューバ共産党からは立候補しない。あくま

で一市民として立候補するのである。したがってキューバ共産党が後ろ楯となって特定候

補を支援する選挙活動は行われない。フィデル・カストロは次のように述べている。 
  「われわれに２５の政党をもつようにいう人々に、ノーといおう。われわれに２つの

政党をもつようにいう人々に、ノーといおう。というのは、この党（キューバ共産党）

で十分であり、この党は団結、未来、わが国の独立を保障するからである。それゆえ、

党が立候補するのではなく、選ぶのでもないという概念が重要なのである。われわれの

ような社会的・政治的制度は、国民のコンセンサスによって、大多数の国民の支持によ

ってのみ維持できるのである」(2) 。 
  しかし、本来、政党は、キューバ社会の各経済的利益層、各思想的潮流、各利害を代表

する政治勢力であることから、現在のように所有形態が、国家所有（基幹産業）、協同組

合所有（農業協同組合）、私的所有（自営業、農民）、共同所有（合弁企業）など多様化

していることから、政治的利害は、これまでと違って複雑なものとならざるをえないはず



である。ヤンキーの党（親米政党）か革命政党かという２党のみにしぼれるものではない

であろう。しかし、政治決議においては、現在のキューバの政治制度は真に民主主義的で

あると述べている。 
  「現在の政治制度は、真に民主的で、広範な国民が参加する、社会主義的制度であり、

尊厳、平等、人権の真の行使を基本としている。」 
 しかしながら、もともと近・現代社会において人権の概念には、経済活動の自由、精神

活動の自由などの自由権と、生存権、教育を受ける権利、労働の権利などの社会権がある

(3) 。アメリカなどがキューバを非難しているのは、いわば結社、集会、出版などの自由

権に属する概念である。一方キューバは、アメリカの選挙制度における投票率の低さ、金

権選挙的性格（政治資金の問題）、人種差別、低い水準の社会保障制度、失業者の無保障

状態などの生存権の不徹底を指摘するとともに、キューバにおける充実した社会保障制度、

公共医療制度、教育制度などの社会権を誇示しており、人権問題における双方の議論はか

みあっていない。 

 
（２）独自の入党方法 

 また、カストロ第一書記は、党員の選出について、これもキューバ共産党独自の方法を

述べている。 
  「党員は大衆によって選ばれたのであり、決議によって党の中で選ばれたのではなく、

その信望、権威、仲間の推薦によって選ばれたのである。 
  わが党は、一般国民とは別のグループではなく、社会、市民、社会の美徳の代表であ

る」。 
 実際、キューバ共産党への入党の方法は、一般に近代政党においてみられる、党の綱領

と規約を認めるものは誰でも自発的に入党できるというものではない。キューバ共産党に

おいては、党の細胞によって推薦された入党候補者の審議が、非党員が過半数を占める職

場総会にかけられる。そして、もしそこで否決されれば、党員にはなれないという仕組み

となっている。ここには国民一般の中の前衛としての性格と政党としての性格が混在して

いるといえよう。 

 
 （３）憲法における党の規定 
 ところで、キューバ共和国憲法では、キューバ共産党を次のように規定している。 

 「第５条 キューバ共産党は、ホセ・マルティとマルクス＝レーニン主義の思想に基

づく、キューバ国民の前衛組織であり、社会と国家の最高指導勢力である。キューバ共

産党は、社会主義の建設と共産主義社会に向かった前進という高邁な目的を目指して共

同の努力を組織し、指導する」(4) 。 
 つまり、共産党は、キューバ社会の中で最高の指導勢力と規定しているのである。しか

し、こうした規定は民主主義社会にはなじまない規定ではないであろうか。ある党の権威



や尊敬は、その党の実践的活動において国民が自発的に抱くものであり、何人によっても、

いかなる法律によっても強制されるはずのものではないからである。 
 政治決議の付属決議において、この政治決議は、党の思想的、政治的綱領の根幹部分と

みなされると決定された。同時にまた、この決議文をキューバ青年共産同盟のほかに、大

衆組織、全国の教育機関においても指針となるように指導資料とすることが決定された。

こうした一政党の決議文書が、大衆組織や教育機関において指導資料として使用されるの

も、一般には受け入れられないことであろう。 
 政治決議文書は、「第５回党大会は、すべてのキューバ国民の集いである」と冒頭での

べている。また今回のカストロ第一書記の中央報告を掲載したキューバ共産党機関紙「グ

ランマ紙」は、「キューバ共産党第一書記、国家評議議会議長、閣僚評議会議長、フィデ

ル・カストロ・ルス最高司令官(Comandante en Jefe)の第５回党大会への中央報告」とタ

イトルを付けている。しかし、憲法上には最高司令官という規定はない。戦争状態を宣言

する権限は人民権力全国会議にあり（憲法第７５条ｉ項）、国家評議会議長は国防会議を

主宰することになっている（同第９３条ｈ項）。つまりアメリカ大統領のような最高司令

官という規定は憲法上にないのである。最高司令官とは、キューバ軍の階級の最高位を示

すものである。 
 では、こうした党と国家との混同、党組織と大衆組織との混同、党員と一般市民との混

同はどこからでてくるのであろうか。一般にはキューバ共産党大会は、あくまで「キュー

バ共産党員の集い」であるはずである。また党大会への中央報告は、本来キューバ共産党

の内部報告であるから、肩書は「党第一書記」だけで十分であるはずである。しかし、そ

こには国家と政府機関の肩書が述べられている。さらにまた、なによりも重要なことは、

フィデル・カストロの軍事最高司令官としての肩書が最初に述べられていることである。

つまり、キューバ社会にとって現在キューバは、依然として革命の過程にあり、アメリカ

との戦争状態にあるのである。 
 
 （４）経済封鎖は米玖関の全面戦争 
 こうした点を反映して、政治決議は、キューバにとって現在の主要な敵は、キューバに

対する経済封鎖を強化しているアメリカ帝国主義であり、経済封鎖は、経済戦争の様相を

帯びたものとなっていると指摘している。 
 「経済封鎖とは、アメリカとキューバの貿易を禁止することではない。経済封鎖は、経

済戦争であり、政治戦争である。破壊行為、攪乱行為を推進する、多くの分野における

全面戦争である」（カストロ第一書記、中央報告）。 
 キューバ共産党は、アメリカとの関係を実際の軍事的交戦状態にはないものの、全面戦

争と捉えている。したがって、そのためには戦時動員体制が必要であり、その中で一党制

が擁護されるとともに、その一党制からくる弊害を避けるために党外にまで議論の枠を拡

大しているのである。キューバは、依然として戦時動員体制の要素を色濃く引き継いでい



る社会といえよう。 
 政治決議文書「団結、民主主義、人権の党、それをわれわれは擁護する」は、「第５回

党大会は、すべてのキューバ国民の集いである」と述べるとともに、「キューバ人にとっ

ては、祖国の独立、真の民主主義、社会主義が、分かちがたく結びついている」と指摘し

ている。また、社会主義の堅持についても、「キューバにおいては、革命が敗北すること

は決してなく、資本主義の復活はありえない。祖国は、引き続き存続し、社会主義国で有

りつづける」と強調している。 

 
(1) Gianni Miná, Fidel: Presente y futuro de una ideología en crisis analizada por 

un líder histórico, Edivisión, México, 1991, p.20. 
(2) Conclusiones de Fidel Castro, en la Asamblea Provincial del Partido de Ciudad 

de La Habana, Granma, 26 de noviembre de 1996. 
(3) 杉原泰雄『人権の歴史』（岩波書店、１９９３年） 

(4) La Constitución de la República de Cuba, Editora Política, La Habana, 1992, 
p.5. 

 

 〔Ⅲ〕経済改革をめぐる問題について 

 大会の焦点は、経済問題であった。経済決議は、「現在の経済改革のそれぞれの改革を

いつどのように開始するかは、慎重な分析と高度の政治的判断が必要であり、条件が十分

成熟し、国民のコンセンサスができあがった時のみ改革が実施されたこと、その状況判断

にはカストロ議長が大きく貢献した」ことを指摘している。 
 
  （１）低迷する経済回復 
 経済決議の提案は、経済担当の政治局員カルロス・ラヘ（閣僚会議執行書記）が行った。

ラヘ政治局員は、「アメリカのキューバへの経済戦争によってもたらされた現在の状況か

ら、計画の目標年度及び目標数字を設定することが多くの場合困難である」ことを指摘し

ている。また「ヘルムズ＝バートン法により、砂糖収穫用の２億㌦以上の資金供与を受け

ることができず、砂糖収穫のために資材の３分の２が準備できなかったことから、９７年

度の砂糖収穫が減収（９６年度の砂糖収穫量は４４５万５０００トンであったが、９７年

度は４２５万２０００トンと発表された(1) ) した」と説明。さらに「９６年１１月のハリ

ケーン『リリー』の被害は８億㌦にのぼり、大きな影響を及ぼしたこと、９７年の経済成

長率は２．１％以上となる予定だが(2) 、目標の４～５％には及ばない見通しである」と

報告した。 
 今後の経済建設の目標として、経済決議は、目標達成年度を設置することなく、次のよ

うな指標を提起している。 
  経済成長率：年率４-６% 



  観光業：年間２００万人以上の観光客と年間観光収入２６億㌦ 
  砂糖生産：年産７００万トン 
  ニッケル：年産１０万トン 
  タバコ栽培：輸出用に年間２億本 
  漁業：年間３億㌦以上の輸出 
  養殖漁業：年間１０万トン以上 
  電話通信：６-７年以内に全国的には１００戸につき電話機９台、ハバナ市では２０ 

  台 
  住宅建設：年間５万戸 
  バイオテクノロジー、医薬品工業、医療機器工業は現在よりも一層生産を拡大。 

柑橘類、コーヒー、ラム酒、蜂蜜などの伝統的輸出産品は、現在よりも一層輸出を伸

ばす。 
 
 （２）国営企業の非効率の克服 
 ラヘ報告は、現在のキューバ経済の問題は、「企業内部の管理の不十分さ、会計の非効

率、原価計算を無視して目標を達成しようとする習癖、関連部門、関連地域、関連企業と

相談せずに決定を下す傾向、国家の必要性に応えることが生産企業の最大の課題であるこ

とを忘れていること、贈与や招待によって譲歩してしまう一部幹部の行動、イニシアチブ

の不足、怠慢や過度の用心深さによって時機を失せずに決定をくださなかったりするこ

と」など企業内部の問題にあると率直に指摘するとともに、経済効率に関連して、「社会

主義は、正義であるばかりでなく、効率であり、品質でなければならない。効率的ないも

のは、社会主義ではなく、品質が悪いものは生産してはならない」と指摘した。 
  企業に関しては、カストロ第一書記も、閉会演説で、「多くの企業の作業を容易にする

ために、輸出入の事業が分権化されたが、会計、管理、監査は、単に効率を求めるためだ

けでなく、悪習、資源の無駄遣い、腐敗、横領などを避けるためにも、三つの必要不可欠

の事柄となった」と、現在の問題点を指摘した。 

 
  （３）砂糖生産停滞の原因 
 経済問題の討議において、最も議論されたのは、砂糖生産に関してであった。特に砂糖

きび生産の協同組合生産基礎組織（ＵＢＰＣ）＝農業協同組合（元の国営農場が１０組合

程度に解体され、農業労働者は永代耕作権を認められて組合員となった）に関してであっ

た。糖業ＵＢＰＣでは、大分労働時間は改善されたが、依然として組合員の労働時間は８

時間には遠く及ばないことが批判された。またＵＢＰＣの問題は、規律の低さにあること、

これまでと同じ幹部だが、組織的変化に対応していないこと、経済的に管理が不十分であ

ること、ＵＢＰＣを結成するだけではモラルを向上させることはできなかったこと、生産

手段の所有が変わったが、砂糖工業省の他の点が変わっていないこと、ＵＢＰＣの労働者



の主人公としての立場は未だ強固になっていないこと、未成熟の砂糖きび株を使用するこ

とによる収穫率の低さなどが厳しく指摘された。 
  懸案の砂糖生産に関しては、カストロ第一書記は、「この砂糖収穫期（９７～９８年）

においては、いくつかの製糖工場では、砂糖きびの粉砕を行わないことになろう。という

のはそれらの製糖工場は稼働させるよう努力する価値がないからである。砂糖きびの生産

を向上させなければならない。」と、低い生産効率の製糖工場の操業停止を提案した。 
 砂糖生産不振の責任からか、ネルソン・トーレス政治局員は再選されず（中央委員には

再選）、さらに大会後、砂糖工業相も解任されてしまった。 
  また、農産物・工業製品の自由市場における価格が、異常に高く、一般国民にも批判さ

れた。この問題は、困難な状況の中で国民が毎日直面している問題だけに真剣に討議され

た。自由市場の食料品価格の値下げ、配給品の供給量の増加、国民の間の不平等格差の緩

和は、根本的には生産の回復によってのみ可能であるとラヘ政治局員は説明した。同時に、

経済決議は、キューバ経済の現実において「社会的平等と、社会的貢献と能力の差異を無

視し、生産の増大と効率の向上を抑制する力となるような平等主義を混同してはならな

い」と戒めている。 
 
  （４）経済改革路線を再確認 
 カストロ第一書記は、中央報告において、「社会主義陣営の崩壊、ソ連の解体によって

もたらされた未曾有の経済困難に立ち向かうために、すべて新たにやり直さなければなら

なかった。しかし、その中で降伏することなく、屈することなく経済改革をすすめてき

た」と称賛した。また、「未曾有の問題を抱えた小国が、もはや同盟国なしで経済的、政

治的、軍事的に人類史上最強の大国と対決しなければならなかった。そのため必要なこと

はすべて行わねばならなかった」とキューバを取り巻く困難な状況を強調した。 
  経済決議においても、カストロ第一書記の中央報告においても、前回大会より行われて

きた経済改革、①観光業の推進、②外国投資の奨励、③外貨所持の合法化、④個人営業の

認可の拡大、⑤国営農場の協同組合農場（ＵＢＰＣ）への改編、⑥国家機構の簡素化と国

営企業の余剰人員の削減、⑦財政改革（過剰通貨の吸収、政府の財政赤字の解消）、⑧企

業改革、⑨税制改革、⑩銀行制度の改革、⑪農畜産物自由市場の設立、⑫工業製品・手工

業製品自由市場の創設、⑬実質的な賃金改革、⑭貿易構造の変化などの政策を継続するこ

とが再確認された。 

 
  （５）計画と市場 
 また経済決議は、経済システムとしては、経済政策決定の分権化をすすめつつも、「中

央の計画が基本的役割をもっていることを指摘し、市場機能に固有の歪みを矯正するのは

社会主義国家の役割であると」強調している。そして「国家の役割は、各種の国家的政策、

法律、目標の設定、経済活動の規制措置を通じて経済活動の調整役を果たすことである」



と定めている。 
  市場機能に関して、カストロ第一書記は、閉会演説において原則的な立場を再確認して

いる。 
 「われわれは、われわれの経済発的社会的展を市場という盲目的法則にまかせるわけに

はいかない。市場の盲目的法則は、ここでは支配することはない、しかしそれはなんら

かの形で、一定の形で市場を適用することができないことを意味するものではない」。 
  つまり市場の積極的要素を限定して使用するということである。 

 
 （６）中国の経済改革との比較 
 また、よく指摘される中国やベトナムの経済改革との比較について、カストロ第一書記

は、閉会演説において、中国の状況にかなり詳細に触れている。 
「中国は、われわれと同じ起源、つまりマルクス、エンゲルス、レーニン、さらにその

後、毛沢東、陶小平によって補強された革命的理念に基づく共産党をもっている。１２

億５０００万人の国であり、党の役割、社会主義を擁護し、それらのために闘い、それ

らを決して放棄しないことを宣言した。われわれは、１１００万人でそのような巨大な

市場ではなく、しかしアメリカの近くにある小国である。中国にはその将来を考えてで

きるだけ投資したいと考えている。 
 中国では行うべきことを議論しており、われわれは彼らの理念、観点を尊重する。中

国は、他国であり、彼らは自分にあったやり方で行っているのである。われわれにはわ

れわれのやり方がある。 
  ・・・中国人は、社会主義市場経済について語っている。彼らはこの用語を使用して

いる。われわれは彼らが行っていることを見ている。しかし彼らは計画、党をもってお

り、資本主義のどういう機能がどういう役にたつのかを探究している。中国は１２億５

０００万人の人口を抱えており、大変大きく、指導するのは大変難しい。そこには数十

万の工業、数千万の小農地、その他の経済活動がある。かれらが言うには、中国の性格

をもった社会主義に適応させなければならない。しかし、常に国家のヘゲモニーの役割、

国家の特定の役割、国家の基本的な役割を強調している。 
 ・・・中国人は、今回の大会で、株について、株の分配、販売について、株式による

協同組合、あるいは現在試験しているその他の集団所有の形態について討議している。

彼らの条件は、非常に特別なものであり、かれらの知恵は軽視すべきではない」。 
 
 （７）経済政策と国家の役割 
 大会前に中小企業の私企業が認められるのではないかという観測が一部流れていた。し

かし、カストロ第一書記は、キューバにおける国営企業の民営化をはっきりと否定したう

えで、国家の役割を強調した。 
「われわれは、工場を労働者に与える必要はない。というのは、労働者は、すでに革命



的社会階級として工場の持ち主であるからである。 
 ・・・またわれわれは、わが国において、後ほど大きな力をもち、社会主義の打倒を

はかりはじめることとなる富裕層を、民営化によって生み出したくない。 
 ・・・もちろん、わが党の幹部や指導者の頭の中には、われわれの産業の民営化の考

えがないことをはっきり述べたい。 
 ・・・国家の役割、国家は何をなすべきかを考えてみよう。もちろん国家が行うには

難しいものもある。しかし、もし国家が商店をもつとしたら、アメリカの企業で数千の

商店をもつ企業はないであろうか。コカコーラやハンバーグ店は数千のチェーン店をも

っている。われわれが数千の店をもつとしたならば、それらは国民の店であり、彼らは

私的な店である。それが唯一の違いである。 
 ・・・ある企業が人の生命を助けるための物資を生産したり、戦略上また社会的に大

変重要な物資を生産する場合には、国は補助金を出さなければならない。 
 ・・・アメリカとの経済戦争という客観的な理由によって、国家が補助金を出すほう

が都合がよいのである。行ってはならないことは、資源を無駄遣いしてはならないこと

である」。 
 さらにカストロ第一書記は、現在世界で広く進められている規制緩和、国家の役割を縮

小させる傾向について批判を展開している。 
「今日、すべてのマスコミ、雑誌、主要な新聞を通じて、国家に関するすべてのこと、

すべての国家資産、国有企業、すべての国家の介入、国民経済の保護に関するすべての

手段、労働者の成果、多くの国々で行われている医療サービス、年金受領の権利、失業

に対する保護に反対するとてつもない思想闘争が繰り広げられている。つまりこれらす

べての成果は、世界の労働者によって１０月革命の後に達成されたのであった。この時、

資本主義諸国は、社会革命の純粋な理念の前で恐れをいだき、労働者やもっとも恵まれ

ない層の要求に譲歩を余儀なくされたのであったが、今や社会主義陣営とソ連が消滅し

た時、そうした恩恵を削減し、経済における国家の参加を削減し、国家の役割をストや

労働者の抗議の抑圧者に限定しようと全力をあげているのである」。 

 
 （８）グローバリゼーションとキューバ 
 世界経済について、カストロ第一書記は、現在の課題である多国籍企業によるグローバ

リゼーションの本質を的確に指摘した 
「・・・グローバリゼーションや新自由主義によって達成された模範として紹介された、

アジアの国々、その発達は、消費主義社会のモデルとしてであったが、（最近のアジア

経済の危機をみても）それらの国々に未来はない。 
・・・新自由主義と資本主義のグローバリズムの概念は、一国から他国への、一地域か

ら他の地域への膨大な資本の移転にたいする障壁や規制の停止、多国籍企業の手の中で、

また最も富裕で発達した大国の利益のために世界市場が最大限に発展することを意味す



る。進歩した科学技術と現代的な通信手段によって株式市場で行われる活動は、現実の

貿易活動よりも際限なく大きく、その唯一の目的は、なにも生産することなく富を生み

出すことである」。 
 経済決議は、現在のキューバ経済の深刻な問題として、ペソの価値の下落（１㌦＝２０

－２３ペソ）により、一般労働者の１ヵ月分の賃金（平均２１４ペソ）は、わずかに１０

㌦程度にしかならず、国民の労働意欲を著しく失わせる大きな要因となっていることを指

摘し、各種の生産を増大して、一国も早くペソの価値を回復することを提起している。ま

たペソの価値の回復によりドルの国内における流通（２重経済状態）を廃止する必要性を

強調している。 
 
 （９）高齢化社会の到来に対処するために 
 また、経済決議は、「これまでのキューバ革命の成果である教育、医療、社会保障、ス

ポーツ、文化のようなサービスへのアクセスの機会の平等性を引き続き維持することは、

社会主義国家の責任である」ことを明確にしている。そしてその上で、「キューバにおい

ても西暦２０１０年には６０歳以上の高齢者が人口の２０％を越えることになり、企業か

らの納付金のみでは社会保障予算をまかないきれなくなるので、社会保障についても労働

者の一部負担、年金貯蓄、生命保険、貯蓄と保険を組み合わせた保険なども考えられなけ

ればならない」としている。また食料品と基本的な工業製品の配給は、今後とも廉価で供

給することが継続されるが、国家の援助は、財とサービスへの全般的な補助金によるので

はなく、必要な個人あるいは家族に与えられることになると指摘している。こうしたこと

はいずれも、これまでのキューバ社会にはなかったことであり、ここにきてキューバの社

会保障政策が大きな転換期を迎えているといえよう。 
 経済問題は、第５回大会において中心的な討議の課題であったが、しかし、結局、キュ

ーバ社会がどういう発展段階にあるのか、社会主義と過渡期との関係はどうか、市場、計

画、価値法則などの基礎概念をどのように規定するかなどの根本的な理論的問題は、この

大会でも議論されることはなかった。これは、キューバ人特有の、プラグマティックな性

格から来ているものとも理解されるが、アメリカの対キューバ干渉政策が強化される中で、

そうした論争を行う条件がないことも強調されている。 
 かつて、１０年前には『誤りと否定的傾向の矯正の過程』において、キューバ社会の発

展段階をどう規定するかということについて、積極的に議論が闘わされたことがあった

(3) 。これは、８０年代のキューバ社会にあらわれた様々な否定的な現象が出てくる原因

の分析の過程で、はたしてキューバ社会が社会主義に到達しているのか、あるいは社会主

義に向かう過渡期にあるのかという論争であった。少なくない研究者が参加して、キュー

バ共産党中央委員会発行の『クーバ・ソシアリスタ』誌で公開の論争が行われた。現在の

経済改革には、国民生活に直接深刻な影響を与える多くの問題点が含まれている。そうし

た中で、研究者の側からの唯一の積極的な提言は、フリオ・カランサ、ルイス・グティエ



レス、ペドロ・モンレアル３氏による共著「キューバ、経済再建論争のための提言』 で あ

る。経済改革の推進と同時に研究領域においても冷静な議論の展開が期待される。 

 
(1) Trabajadores, 15 de diciembre de 1997. 
(2) 実際には２．５％を記録した(Intervención de Osvaldo Martínez en la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, Granma, 16 de diciembre de 1997)。 
(3) その内容については、Cuba Socialista, No.35-No.38を参照。 

 
 〔Ⅳ〕国際問題について 
 国際問題については、今回は決議は行われなかった。第４回大会までは、国際問題に関

する特別決議が採択されていた。また、今回は外国代表の招待も挨拶もなかった。党内で

国内問題に集中して討議しようというわけであったのかもしれない。 
 
 （１）アメリカ帝国主義の経済封鎖との戦い 
 カストロ第一書記は、中央報告においては、アメリカ帝国主義のキューバへの経済封鎖

政策を強く非難し、封鎖は、経済的・政治的戦争であり、アメリカとの全面戦争であると

述べた。そして９６年１０月２１日に生じたアメリカの民間機Ｓ２ＲＴ65が、バラデロの

南２５～３０キロの国際飛行回廊を飛行しながら生物兵器（スリプス・パルミ・カルニ）

を投下するのをキューバの旅客機が目撃した事件を報告した。そして、この投下疑惑の背

後に、アメリカ政府がアメリカ国内の反カストロ政権極右分子の破壊活動を黙認している

政策があることを指摘した。このウイルスは、キューバではこれまで見られなかったもの

で、ジャガイモを始めとするすべの農作物、観葉植物に被害を与えるウイルスである。ま

た同第一書記は、１９６２年以来の一連のアメリカの生物兵器による謀略を具体的に列記

して、アメリカ帝国主義を強く非難した。そうしたアメリカの一極支配に対決するための

方法としてカストロ第一書記は、「中央報告」において次のように述べている。 
「一極世界に参加する能力がある国及び地域があることは、世界にとって都合がよいこ

とであり、強いロシア、強い中国は世界にとって都合がよいことである。そのことにつ

いては、まったく疑いを私はもっていない。というのは、逆の場合にヤンキー帝国の権

力、政治・経済勢力の独占は、ものすごいものであり、耐えがたいものであるからであ

る」。 
 こうした見地は、いわばパワー・ポリティクスの考え方である。また、非同盟運動の推

進、民族解放運動の擁護、新旧植民地主義反対、人種差別反対、シオニズム反対などの問

題についての言及は、カストロ報告でも政治決議でもまったく見られないのが、今回の大

会のひとつの特徴となっている。しかし、この立場は、キューバ共産党がこれまで維持し

てきた帝国主義の原則とはかなり異なるものである。第一回党大会で採択された綱領は次

のようにのべている。 



「（キューバ共産党は）、侵略と戦争の手先、人類の最悪の敵である帝国主義に反対す

る闘いに参加し、すべての形態の新旧植民地主義や、その他の抑圧・弾圧を廃棄するた

めに貢献する。 
 社会進歩のために闘う諸勢力の団結をはかり、反帝国主義闘争の統一に努力する。 
 反帝国主義的政策の基礎の上で、非同盟運動内部の統一と団結のために闘いながら、

非同盟運動に全面的に参加する」(1) 
 この政策は、これほど明確ではないが、第３回大会（８６年）で採択された「キューバ

共産党綱領」でも、新たに核廃絶の課題を付け加えて再確認されている(2) 。また、第４

回大会（９１年）の「対外政策についての決議」においても同様のことが述べられている。 
「反帝、反新旧植民地主義、平和、独立、発展の擁護を掲げる非同盟諸国運動を推し進

め、第三世界の諸国の団結のために闘う。 
 ・・・すべての革命・革新・民主主義勢力、平和・独立・民族主権を擁護して闘って

いる全世界の組織・人々、男女間の平等を要求して闘っている人々、環境維持を擁護し

ている人々、より正当でよりまっとうな世界の実現を希望している人々との連帯をすす

める。 
 ・・・党の対外政策の基本は、革命、反帝国主義、連帯、国際主義であり、社会主義

の建設の道を選んだ中国、ベトナム、朝鮮民主主義人民共和国との団結を強める」(3)  

 
 （２）キューバ外交政策の転換 
 では、この間に何が起きたのであろうか。キューバ政府のシンクタンクである米州研究

所のルイス・スワレス所長（当時）は、新たなキューバの対外政策が、アメリカの経済封

鎖の強化に対抗して打ち出されたものであることを指摘している。 
 「１９９２年、キューバの外交政策は、目的、優先順位、方法、キューバ外交政策の設

定及び導入に参加する機関の人物を再検討した。 
 アメリカの経済封鎖の打破あるいは大幅な修正、アメリカ政界におけるより侵略的な

勢力の孤立化を図ることが、キューバの外交政策の最優先課題となった。 
 ・・・世界の様々な思想的潮流をもつ政党及び政治運動との関係、特に複数の多様な

左翼との関係の発展は、ＮＧＯとの関係を、またキューバとの共感と連帯を示す様々な

信条をもついろいろなグループとの関係を発展させた。これは、キューバ社会の大衆組

織と各国の対応する組織との関係を通じてなされた。 
   ・・・キューバとの連帯のいろいろな行動の探究及び実践は、キューバ革命の現在

の外交面での最大の活発な活動の一つとなっている。相互連帯の発展が、常にキューバ

の国際活動の一部をなしてきたことは疑いもないことである。しかし、現在国際連帯は、

新たな性格を帯びており、（物質的支援は）アメリカの経済封鎖及び急激な輸入の減少

の結果としてキューバが苦しんでいる具体的な経済・社会問題の解決に貢献さえしてい

る。物質的支援の多寡を越えて（それも重要であるが）、連帯は、キューバの民族主権



の擁護のために広範な精神的・政治的な広がりを生み出している。 
  ・・・キューバ外交政策において、国際連帯には、二つの道があると考えられる。キ

ューバ外交の理論と実践において、あきらかな反帝国主義行動及び各種の改革を求めて

闘っている世界の人民との国際連帯行動が残っている。しかし、国際主義的、反帝国主

義的連帯は、今日ではキューバ革命の外交政策の策定と実践の中ではこれまでと同じ優

先順位をもっていないし、もつことはできない。 
  これは、世界の情勢が変化したこと、また現在の限られた物質的な力から、その連

帯・反帝活動をすすめる特別な形態をとらざるをえなくなっているからである」(4) 。 
 この論理は、端的に言えば、アメリカの経済封鎖を打破するためには、キューバとの連

帯を表明するものならば、それらがその国で果たしている役割は問わずにだれでも受け入

れるというものである。それは、わが国との関係でいえば、近年顕著となっているキュー

バ政府と特定宗教組織との異常な接近ぶりにも見られる。 
 
 （３）アメリカの経済封鎖に対する国際世論 
 確かに、アメリカの対経済封鎖に関しては、毎年の国連総会における経済封鎖解除決議

において、解除に賛成する国が増加している。 

 
     決議：米国の対キューバ経済・通商・金融封鎖解除の必要性 
     の国連総会における投票状況 
 決議番号  47/19(92) 48/16(93) 49/9(94) 50/10(95) 51/17(96) 52/11(97) 
            加盟国  加盟国  加盟国  加盟国  加盟国  加盟国 
 賛成     ５９   ８８  １０１  １１７  １３８  １４３ 
 反対      ３    ４    ２    ３    ３    ３ 
 棄権     ７１   ５７   ４８   ３８   ２５   １７ 
 欠席     ４６   ３５   ３３   ２７   １９   ２２ 
 加盟国   １７９  １８４  １８４  １８５  １８５  １８５ 

  
しかし、筆者にはそれはキューバの対外政策の正さというよりも、アメリカの対キュー

バ経済封鎖の内容が、アメリカが中心になって進めているＷＴＯ（世界貿易機構）の自由

貿易の原則にも反する上に、第３国にアメリカの国内政策を強要するという時代錯誤的な

内容にあるように思われる。 
 他党との関係については、中国共産党、ベトナム共産党、朝鮮労働党(5) 、ラオス人民

革命党の４党が特別扱いで、グランマ紙に大会メッセージが全文紹介された。その他の諸

党はメッセージの内容を２～３行紹介するのみで、米州の諸党及び労働組合、大衆団体が

重視されている。米州では、ファラブンド・マルティ民族解放戦線を筆頭に、チリ共産党、

アルゼンチン共産党、ペルー共産党、ボリビア共産党などが紹介された。しかしそこには



サンディニスタ民族解放戦線の名前は見られない。しかし、大会後のゲバラ戦没３０周年

記念式典に際しては同戦線のダニエル・オルテガ書記長のキューバ到着が報道されている

(6) 。 
  米州以外では、ポルトガル共産党、日本共産党、イタリア共産主義再建党、フランス共

産党などからのメッセージが短く紹介されている。 

 
(1) Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba, Departamento de 

Orientación Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
La Habana, 1976, pp.103-104. 

(2) Programa del Partido de Cuba, Editora Política, La Habana, 1986, pp.150-156. 
(3) Granma, 16 de octubre de 1991. 
(4) Luis Suárez Salazar, Cuba's Foreign Policy in the `Special Period', in Archibald 

R.M. Ritter and John M. Kirk ed., “Cuba in the International System: 
Normalization and Integration", St. Martin's Press, New York, 1995, pp.89-94. 

(1) 筆者が接触しているキューバ人のほとんどは、学者・研究者、外交官、一般市民も

含め一様に北朝鮮の専制的政治体制、個人崇拝の現状に批判的な見解を表明して

いる。しかし、党間のレベルになると未だ友党関係にあることが示されているの

は理解しがたいことである。 
(2) Granma, 15 de octubre de 1997.なお、同戦線は、日本共産党の第２１回大会（９

７年９月開催）にもメッセージを送っていない。 

 
 〔Ⅴ〕党建設について 
 （１）党員数は増加 
 党建設については、これまでの限定した党員選別の方法を若干改めた結果、２３２，０

００人が『非常時』（９０年９月以降）に入党した。現在党員は７８万人であり、前回大

会よりも１８万人党員が増加した。現在の党員のほぼ３分の１は前回大会後に入党したも

のである。さらに５０万人以上の青年共産同盟員がいる。 
  もともとある政党への入党は、入党希望者がその党の綱領と規約を承認し、党の側でも

組織の防衛上から入党希望者が諜報活動のために入党するのではないと判断すれば、入党

が許可されるものである。しかし、キューバ共産党は、入党に際して、職場の大衆集会を

開き、その中で党員候補が討議され、集会で承認されなければ入党は認められない（キュ

ーバ共産党規約第３条及び第７条）(1) という極めて独自の入党方法をとってきた。この

方法が最近若干緩和された結果、新入党者が増加しているのである。いずれにしても、キ

ューバ社会においては、一般に共産党員の特権はほとんど見られない。『非常時』におい

て、きびしい経済状況の中で、党員が社会的な不正や違法行為と完全に無縁に生活するた

めにはかなり高い倫理・道徳感が必要とされる。９６年の第５回中央委員会総会では、党



の支部会議で党員が身近な生活問題を余り話さなくなっていることが問題とされた(2) 。
そうした状況の中で党員数が増加しているのは評価されるところであろう。 
 新入党者の半数は青年であるが、しかしその数は減少しつつある。青年層の中で活動を

強化する必要があると強調されている。１９９６年現在の同党の党員構成はほぼ下記の通

りであったが、現在も基本的には変わっていないものと思われる。 
  党員数：  ７１９，９６７人 （成人人口の８．５・） 
  党員構成：      ４０．７％ 生産・サービス業労働者 
             ２１．６％ 知識人、専門職、学生 
              ２．２％ 農民 
             ２７．７％ 女性 
              ０．７％（５０００人）自営業 
             １３．８％（９９，３１５人）年金生活者 
  支部組織数： ５３，９８４組織－職場支部 
          ６，５９９組織－居住支部 

出所：Jorge Gómez Barata, “Partidos políticos: cuadrando el círculo", Contrapunto, 
Año 7, No.6, edición 66, 1996, p.23. 

 
 （２）新指導部の選出 
 新しい指導部については、フィデル・カストロ第一書記、ラウル・カストロ第二書記が

再選された。ラウル・カストロ第二書記の選出に当たって、フィデル・カストロ第一書記

は、選考の理由を次のように述べている。 
 「わが党、わが革命、私にとって、ラウルのような同志がいることは実際に幸運であっ

た。その長所については述べる必要はない。彼の経験、能力、革命への貢献については

述べる必要はない。彼の疲れを知らない活動、軍隊と党における系統的・組織的作業は、

良く知られているところである。 
 ・・・防衛についていう同志には、『私よりもラウルにもっと気をつけろ、なぜなら

ラウルは、私よりももっと若く、もっとエネルギーがあるからだ』といってい

る。・・・私は、ラウルよりも数歳年上であり、彼はもっと多くの年月を活躍できると

思う」。 
 一般の報道では、この言及から、フィデル・カストロが、今回初めて弟のラウル・カス

トロを後継者に指名したと報道された。しかし、これは皮相な見方である。ラウル・カス

トロは、１９７５年の第１回党大会以来、常に党中央委員会第二書記であった。党の中央

委第二書記は、中央委員会総会によって第一書記とともに選出され、中央委員会の活動に

関して第一書記を補佐する任務を担っているのであり、党内の序列は第２番目である。つ

まり、ラウル・カストロは、すでに２０年以上も前から後継者と目されているのである。 
 政治局員は２名減員され、２４名が選出された。その内１８名が再選され、６名が新た



に任命された。解任されたのは、高齢と健康上の理由からカルロス・ラファエル・ロドリ

ゲス、若手のために勇退したオスマニ・シエンフエゴス、砂糖生産の低迷の責任を取った

ネルソン・トーレスなど８名であったが、いずれも中央委員にとどまった。新任のうち４

名は地方の県の第一書記の若手のミサエル・エナモラード・ダヘル（４３歳）、フアン・

カルロス・ロビンソン（４１歳）、ペドロ・サエス・モンテホ（４３歳）、ホルヘ・ルイ

ス・シエーラ（３６歳）であり、ほかは基幹産業で業績をあげたマルコス・ポルタル基幹

工業相、東部軍司令官のラモン・エスピノサ・マルティンで、一応の若返りが達成された。

また、機敏に事態に対処するためとして削減された新しい中央委員１５０名（前回は２２

５名）が選出された。 
 
  （３）カストロ第一書記への個人的称賛 
 討議において、カストロ第一書記への個人的称賛の発言も見られた。それは、ハバナ史

研究家として著名なエウセビオ・レアル代議員の発言である。 
 「この革命の事業は価値をもっており、マルティとフィデル主義の思想を結合させて活

動する愛国的確信と行動が、重要である。なぜならその事業は偉大であり、無駄にはな

っておらず、自由ための最初の招集の後に１００年以上もたって更新された愛国心の支

柱であるからである」。 
 政治決議は、「フィデル・カストロは、党の創立者であり、指針である」と記述してい

る。 
  もっとも、これまで、キューバ共産党の規約には、これまでフィデル・カストロについ

ての特異な規定が見られた。 
「ヤラにおいて開始され、スペインの植民地主義とアメリカ帝国主義の新植民地主義に

反対する幾世代もの闘士によって断固継続されたキューバ人民の最も英雄的な革命的伝

統を、党は集約するものであり、民族独立闘争のためにホセ・マルティが創立したキュ

ーバ革命党、及びフリオ・アントニオ・メーリャ、カルロス・バリーニョの生命に象徴

される第一次共産党を、党は忠実に継続するものである。党は、フィデル・カストロの

党であり、彼は、政治権力の受託者であり、革命の純潔性、強化、継続と前進のための

現在と未来の保障である」(3) 。 
 大会は、前回廃止された規約を改正したが、その内容は、やがて公表されるであろうが、

現在のところ未発表となっている。新規約でこの規定がどうなったか注目されるところで

ある。なお、前回大会で中央委員会に委託された新綱領は、依然として制定されないまま

という不正常な状態が続いている。 

 
(1) Estatutos del Partido Comunista de Cuba, Editora Política, La Habana, 1986, 

p.1. 
(2) Informe del Buró Político sobre la situación política y social del país y la 



correspondiente labor del Partido, presentado por Raúl Castro, Granma, 27 de 
marzo de 1996. 

(3) Estatutos del Partido Comunista de Cuba, op.cit., p.V. 
 
 〔Ⅵ〕残された課題 
 革命指導部の一定の社会主義思想のもとで推し進められてきた社会革命の成果は、民族

の独立の維持、医療、教育、社会保障、文化、スポーツ、社会悪の一層といった分野では、

他の中南米諸国と比較すれば歴然としている。それは、キューバ共産党の社会主義思想を

抜きにしては不可能であったであろう。それこそ、現在キューバ共産党が、大半の国民か

ら支持を受けている所以であろう。 
 憲法の規程からも、キューバの権力構造からも、唯一の政党であるキューバ共産党の影

響力は、キューバの国政上大きな力をもっている。キューバ共産党大会で決定された方向

と内容は、ここ数年間のキューバ国家の政策となって実行されていく。 
 そうした重大性からすれば、政治決議が、その討議の形態の是非はともかく、５ヵ月も

かけて討議されたことは、評価されてよいであろう。逆に経済決議は、県党総会までは提

出されず、また中央委員会報告も全体で十分討議されたものではなかった。経済改革の速

度は政治的判断で決定されるとしても、その範囲と深さを決定するためには、またその否

定的影響をできるだけ少なくし、克服するためには、キューバ社会の現時点での位置を正

しく見据えること、キューバ社会の発展段階をより正確に設定すること、古くて新しい問

題でもあり、かつ論争的な課題であるが計画と市場の概念を再検討することなどがどうし

ても必要と思われる。 
 今回の大会では国際問題に関しては、ほとんど言及されなかった。グローバリゼーショ

ンが進行する中でキューバ経済が、国際経済の影響を大きく受けざるをえないだけに、ま

たアメリカ帝国主義の一極支配構造の中で、どのように世界の反帝勢力、革新勢力、民主

主義勢力、民族解放運動、非同盟運動と連帯しつつ、それと対抗するかは、実は、キュー

バにとって極めて重大な内容をもっているではないだろうか。キューバ革命の原則、即ち

民族独立の達成と、政治的・経済的民主主義の徹底的な追求、真の社会正義の追求を堅持

しながら、アメリカの経済封鎖と対峙し、それを廃棄させ、アメリカ政府と対等・平等の

関係を樹立するためには、上記の分析は不可欠のはずである。 
 キューバは、９０～９３年経済が４０％も後退したが、回復の速度は緩慢で依然として

２６％も後退したままである。『非常時』の経済困難も８年目に入り、週１０数時間に及

ぶ計画停電、往時の３分の１以下のサービスに落ちた交通困難、生活必需品の配給量の減

少に苦しむ国民の生活は厳しいものがある。特に年金生活者、国営企業幹部、医師、教師

など経済改革の中で副収入が望めない層にとって、生活は一層厳しくなっている。一方で

は経済開放の恩恵を受けて、高収入を享受する層（自営業者、飲食業者など）、海外送金

を受ける層がニューリッチ層を形成しつつある。 



 政治決議その他でも繰り返し強調されているように、キューバは、革命の諸成果を維持

しながら、経済改革を一層推進して経済の後退を回復し、成長へと転換させなければなら

ない。経済改革の一層の推進と革命の諸成果の維持をどう調整するか、問題は簡単ではな

い。 
 一方、１００万人を越える外国人観光客の入国は、国民の間にさまざまな社会的影響を

及ぼしつつある。ローマ法王パウロ２世のキューバ訪問を機会とする宗教活動の一層の容

認も国民の間に一定の変化をもたらすことになるであろう。真の国民の要望に応えたキュ

ーバ共産党の一層緻密な内外政策が、これまでになく期待されているといえよう。 

 
〔付記〕最初は、キューバ共産党の第５回大会の内容を簡単に紹介するつもりであっ

たが、いつの間にかだいぶ踏み込んでキューバ共産党を論じる内容となったかも知れ

ない。いろいろな見解もあるかと思われる。大方の叱声を待つ次第である。 
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