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９０年代のキューバにおける
農業政策転換の基本理念

神奈川大学後藤政子

ソ連消滅後、キューバでは外国資本のほぼ全産業部門への導入、農産物や手工業

製品の自由市場再開、個人企業の大幅認可などいわゆる「経済自由化」が急激に進

行している。とくに農業部門については国営農場が分割解体され、その多くが協同
生産基礎単位（ＵBPC）と呼ばれる新しい形態の協同組合農場に転換された。これ

は１９５９年の第一次農地改革法と１９６３年の第二次農地改革法につぐ第三次農地改

革とも呼ばれている。しかしキューバ政府は、発展途上国にとって社会主義が依然

として有効であるとしてその維持を掲げている。それではこの９０年代の改革と社

会主義維持とはいかなる関係にあるのかという疑問がおきる｡そこで本稿ではこの

問題を農業面から検討することとし､第一次農地改革以来の農業政策をあとづけつ

つ、９０年代の政策転換の実態と、それを貫く理念を明らかにしたい。

なお、キューバでは９０年代にとられた経済政策に対し「自由化」という言葉を

使わず、「経済改革」と名づけている。それは一定の理念に基づくものであり、本
稿でも以下、「経済改革」という言葉を使用する。

第一次農地改革と集団化

第一次農地改革法は革命直後の１９５９年５月１７日に制定され、ほぼ６２年末まで

に全農地に適用され終了している。同法では接収地は農民への個人分与が原則とな

っており、２カパリェリーア（２６．８ヘクタール。１カパリェリーア＝１３．４ヘクタ

ール）までは無償で、それ以上５カパリェリーアまでは有償で小作人や農業労働者

や零細農などに分与されることが規定されていた｡接収地が個人に分与されたのは

当時のラテンアメリカにおける農地改革の一般的概念を反映したものであるとと

もに、キューバ国内における政治的力関係を考慮したものであった。
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く表１＞キューバの経済指標
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集団化に関しては改革法では、全国農業改革局（INRA）は「農民が結成する農
業協同組合を可能な限り助成する」こと、「農民や農業労働者によって形成された
協同組合の助成のためにあらゆる資金や資源を動員する」ことが規定されており
（４３条)、協同組合化への期待がみられる。また、その形態についても共同耕作を
行う協同組合（第４４条）と政府からの援助受け入れ機関としての協同組合の２つ

が想定されていたが（第４５条)、しかし、協同組合の結成はあくまでも農民の自
発意志によるというのが原則であった｡すなわち第一次農地改革法の基本理念は個
人分与だったのであり、小農については全国小農協会（ＡＮＡＰ＝１９６１年に結成)を
通じて政府の農業政策への協力を求めていく方針がとられた。．

だが農地改革が全面的に終了した６２年末には人民農場（g軍njadelpueblo）と
呼ばれる国営農場とサトウキビ協同組合が可耕地の４１％を占めた。これに対し３０
カパリェリーア以下の私有農は５９％であった（注').

このように集団農場の割合が高くなったのは革命前の土地所有構造の特殊性

のためである。すなわちキューバの大地主はほとんどが米国の砂糖会社であっ

た（注2)。しかもその多くはプランテーション形態をとっており、それを分割して
経営能力をもたない農業労働者や季節労働者に分与することは生産の維持にとっ

ても、また農民の生活向上にとってもマイナスであった。実際、フィデル・カスト
ロは第一次農地改革法の制定にあたってプランテーションの分割には強く反対し
たと言われる（注３)。

入民農場は初め.牧場で形成された｡広大な土地に数人の牧童が働いているだけ

の牧場を分割して小農民を形成することは不合理だからである｡また大地主が土地

－３－

’R丑f｣田Ｐ．Ｏ’、

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

国内生産成長率 1.5 -2.9 -9.5 -9.9 －１３．６ 0.6 2.5 7.6 ２．５

輸出増ｶﾛ率 -5.0 -3.6 -3.5 -5.9 -24.9 -1.0 -14 30.5

輸入増加率 3.4 -5.7 -37.3 -44.5 -6.4 -0.4 7.0 15.0
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改革に抵抗して家畜を屠殺したため畜産業を保邇､振興する必要に迫られたことも

これに拍車をかけた。

これに対しサトウキビ農場については､小作制度をとっていた農場などでは農民

の希望に応じて土地は個人に分与されたが、米国の砂糖会社が所有するサトウキ

ビ・プランテーションなどではサトウキビ協同組合（cooperativacafiem）が形

成された（注4)。これは共同耕作を行い、労働時間に応じて賃金と年末の利益配分

を得るというものである。しかし最高の決定機関は組合員総会にあり、農場の管理

運営はメンバーが選出する理事会（consejodedirecd6n）の権限とされていたが、

糖業はキューバにとって戦略産業であることから、理事会はIＮＲＡ（全国農業改革

局）の任命する管理者（administrador）の指導のもとにおかれた。協同組合農場

とはいえきわめて国営農場に近い形態だったといえる。

砂糖農場について国営農場ではなくあえて協同組合形態をとったのは政治的配

慮のためであった。すなわち当時、国内では農地改革法をめぐって対立が激しく

なっており、地主が国営化を盾に取り農民を革命政府から離反させることを恐れ

たのである。しかしこの矛盾は早晩、露呈することになった。生産が低迷したの

である（注5)。そのため６２年中に全国で行われた一連のサトウキビ協同組合の組

合員総会において多数決により国営農場への転換が決議され、同年１２月の全国

小農協会（ANAP）大会で正式に転換が決定された。協同組合農場はこのほか米

やトマトなどのプランテーションでも形成されていたが、これらはサトウキビ協

同組合よりも早く６１年６月に国営農場に転換している。

一方、私有部門は農地面積の５９％と過半数を占めていたが、この割合は改革法

から推定されるものよりも低かった。第一次農地改革法では土地所有最高限度は

３０カパリェリーアと非常に高く設定され、さらに生産性が高いなどの条件を満た

せば、たとえばサトウキビ農場については地主は１００カパリェリーアまで留保で

きた。しかし実際には多くの地主が亡命したために富農層の形成が制約された。こ

のほか小作人や借地人に対しても大地主のもとで耕作していたことが躯められれ

ば３０カパリェリーアまでの土地を鰯入する楢利が与えられていたが（第６７条)、

評価基準が厳しかったためにこの条項が適用されたケースは少なかった。

そのため私有農は、５カパリェリーア以下の農民が９４％、２カパリェリーア以

下の農民が７８％というように（注6)、ほとんどが小規模農家となった。さらに土地

なし農民を含めて土地分与が徹底的におこなわれたこともこの傾向に拍車をかけ
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た（注7)。

小農に対し革命指導部はさまざまな組織化の試みを行っている｡そのひとつが農
民協会（asociaci6ncampesina）の形成である。これは共同耕作を行い、労働時間
に応じた賃金の支払いと利益配分を受けるという協同組合形態であり、フイデル．

カストロのイニシアチブで進められた。しかし政府の援助が国営農場中心に与えら
れたために十分な資金や資材などを入手できなかったこと､経営能力が欠如してい
たことなどの理由で６７年頃から急激に減少している(注8)。

このほかに「信用サービス協同組合」（CCS）が形成されている。これは政府か
らの資金の借り入れや、農機具、種子、肥料などの援助受け入れのための組織であ

り、今日においても私有農の主要な組織形態のひとつとなっている。また、互助隊、

ＦＭＳ－ＡＮＡＰ隊といった収穫期や播種期の協力体制も推進された｡後者は農民の妻
や娘などから組織されたものであるが、農繁期の労働力の確保だけではなく、女性
の社会政治活動への参加をも目指した点に特徴があった。

私有農の数は時とともに減少傾向を辿った｡第一次改革法では小農の土地所有権
の尊重が調われており、子供への相続も可能であったが、実際には亡命や紛争によ
る農地の接収、農業人口の老齢化、教育の普及による農民の子弟の都市流出などに

よって私有農は年々減少し、逆に国営農場の比重は高まっていった。この傾向は
１９８０年代末まで続くことになる（注9)。

Ⅱ.第二次農地改革法：国営農場・小農体制の確立

１９６３年１０月３日には第二次農地改革法が公布されている。その要旨は５カパ

リェリーア以上の土地を接収するというものであり（注'0)、公布後ただちに全国一

斉に実施され、わずか２日間のうちに９０００箇所の農場が接収された。その結果、

大規模な国営農場と小規模な私有農の二本立ての体制が確立した｡国有部門の農地
面積は全体のほぼ６０％、私有部門は４０％となり、その割合は第一次農地改革終了
時点とくらべ逆転した｡ただし私有部門の平均面積は１カパリェリーアと依然とし
て低い（注'1）、

第二次改革法公布の目的は農業生産の確保にあった。これは第１に中農や富農

が小農民を巻き込んで生産サボタージュなどで抵抗したため､小農をその影響から
切り離す必要があったためである。第２に経済発展戦略の転換のためである。革命
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直後には農業生産の多角化と急進的総合的工業発展戦略がとられたが､資金不足か

ら行き詰まった。そのため１９６３年から工業発展の重点を糖業関連工業や消費財工

業などにしぼり、砂糖輸出を増加することによって外貨を獲得する戦略に転じた。

新しい発展戦略は１９７０年までに１０００万トンの砂糖生産を達成するといういわゆ

る「1000万トン計画」を基軸としており、農業生産を国家コントロールのもとに

おくことが不可欠となったのである（注'2）。

「1000万トン計画」は１９６５年から開始され、６８年からは「最終攻勢」と名づ

けられた全国的動員体制がとられた｡この間に農業部門では国営農場の統合が進み、

規模の拡大がいっそう進んだ。これは砂糖の増産が機械化、近代化を鍵として進め

られたためである。また私有農地も隣接地の自発的売却、国による潅概施設建設の

ための買い上げ、「１０００万トン計画」への協力のための一時的ないしは恒久的貸

与などによって減少した。これに加えて、山岳地の農民を中心に老齢化による後継

者不足などのために国へ農地を売却するものが増え、私有農地の割合は１９７０年に

は全体の２８％、７５年には１７．４％にまで落ちた（注'3） 。

Ⅲ、国営農場の改革と新たな協同組合形態の導入

しかし１９７０年の砂糖生産は８５０万トンにとどまった。「1000万トン計画」の失

敗により国民の労働意欲が喪失したばかりでなく、動員体制のもとでの経済運営体

制の混乱、生産性の低さなどが明らかになった。そのため１９７０年７月２６日、モ

ンカダ兵営襲撃記念日の集会でカストロ首相が「理想主義の誤り」を自己批判した

あと中央集権的計画経済体制の見直しが始まり、１９７５年の第１回共産党大会にお

いて新体制（以下「７５年体制｣）への移行が決定された。これは政治面では議会制

度の導入による三権分立体制の確立を、経済面では新経済システム＝ＳＤＰＥ（経済

運営計画システム）への転換を基盤としたものである。これにもとづき翌年には新

国会が発足し、新憲法が制定されている。

新経済システムは当時のソ連の経済計算制度を取り入れたものであり、企業に大

幅な自由裁量権が与えられた｡たとえば各省庁が各企業に割り当てる計画には生産

額とそのために必要な標準的労働者数、原材料額、生産コストなどが示されるだけ

で、生産目標をどのようにして実行するかは企業の判断に委ねられた。銀行からの

借り入れも可能であり、利潤は企業に留保され、自由に利用できた（庄川）｡
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後に述べる９０年代の改革との関係で注目されるのはこの改革の実施過程で「生

産隊」（brigadadeproducci6n）制度が導入されていることである。これは企業内

の請負グループともいうべきもので、企業と契約を結び独自に生産活動を行う。労

働時間の設定も自由であり、必要があれば労働者も雇用できる。１９８０年から導入

され、８５年までに農業では１０００隊、工業では２００隊を超えた(注'5)。ちなみに９０

年代の国営農場の分割はこの生産隊を基盤に行われている。

しかし新経済システムはあくまでも国営部門の改革を中心としたものであった。

つまり中央集権的な計画経済体制が限界を露呈したのに対し､国営企業の自由裁量

権の拡大という形で市場原理を導入し、民間部門は経済発展に対する国家コントロ

ールの維持という観点から小規模企業に限られ､副次的存在にとどめられたのであ

る（注'6） Ｏ

農業部門においてもこの点は同じである。しかし私有部門に対しては、この時に

は農業生産協同組合（CPA）と呼ばれる新しい農業協同組合が形成されている。こ

れは今日まで私有部門のもっとも中心的な形態として推進されてきたものであり、

政府の農業政策理念をよく示すものとなっている。

６０年代には国営農場は農地面稲においても生産額においても圧倒的なシェアを

占めながら、生産性に関しては私有部門の方が高かった。しかし７０年代にはいる

と私有部門の生産額は大幅に落ち込んだ｡なかでも小農が大きなシェアを占めてい

たタバコ生産の下落は大きかった。これは従来の教育水準の向上による人口の都市

流出と農業人口の老齢化に加えて､政府の農産物の買い上げ価格が低く抑えられて

いたために生産意欲が損なわれたことが大きい。７５年当時、私有農地のうち４９％

しか耕作されていなかったことにもそれはあらわれている（注'7） Ｏ

これに対し政府は化学技術の導入による生産と生産性の向上を追求した｡経済発

展とともに－人当たりの農地面積が減少し､その一方で都市人ロの拡大にともない

食糧需要が増大している現状にあっては､既存の農地の確保と生産性の向上しかな

いという理由からである。この間に国営農場の規模拡大がいっそう進んでいるのは

そのためである。ところが私有農場は１戸あたりの農地面積が平均１２．６ヘクター

ルと極めて零細であった。そこで７５年の第１回共産党大会では私有部門について

は長期目標として（これは農民の自由意志を尊重すべき性質のものだと言う理由に

よる）小農の国営農場への統合が、当面の緊急課題として農業雄達協同組合（CPA）

の形成が決定された。
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ＣＰＡは、土地は協同組合の所有であり（注'8)、賃金や利潤は労働時間に応じて分

配されるという集団化の度合いが高い形態であるだけでなく、栽培作物は政府との

契約で決定され、生産物はすべて国の買い上げ機関（acopio）に引き渡すことが義

務づけられていた。自由市場へ出荷することはできなかったわけである（注'9)。そ

のかわりに国から農業機器や肥料、農薬、種子の供与など手厚い援助が与えらるこ

とになっていた。

政府が積極的に推進したこともあり、、Ａは結成直後から急増し、８３年まで

に私有農地のおよそ半分、４６％に達した(注20)。この増加は農民による新たなＣＥＡ

の形成とともに、ＣＣＳ（信用サービス組合）など既存の協同組合のＣＥＡへの転換

や国有地の提供によるＣＰＡの形成による。また規模の拡大も進められ、８３年には

平均農地面積は６３７ヘクタールと８０年の３倍となった（注21） Ｏ

このように新経済システムのもとでは、非農業部門と同様、農業部門において

も国営農場の改革を中心とし、国家コントロール色の強いＣＥＡとの二本立てで農

業生産を向上をする方向がとられた。７６年憲法においても、また農地改革法にお

いても、私有農の存在を尊重することが調われていたが、依然として大規模な国営

農場優先の政策に変わりはなく、小農に対してはＣＣＳへの統合が、さらにはＣＰＡ

への、最終的には国営農場への統合が期待されていた。

Ⅳ．「修正過程」

８０年代半ばから９０年の経済危機勃発までの時期は「修正過程」と名づけられて

いる。これは「７５年体制の誤りと否定的傾向の修正」と規定されたが、実際には

７５年体制ばかりではなく６０年代の中央集権体制の矛盾や欠陥をも同時に克復し

得る「社会主義の完成形態」を求めた時代であった。しかし「修正過程」の見方に

ついては混乱があるので(注22)、まずこの過程について簡単にまとめておきたい。

「修正過程」は８６年４月の反革命軍侵攻事件記念日の集会でカストロ国家評

議会議長が全国に不正が蔓延していることを明らかにしたことから始まったが､不

正の洗い出しを続ける中でさまざまな問題点が明らかになり、次第に政治経済体制

全般の検討につながった。８０年代には砂糖の減産、西側諸国との債務交渉の決裂、

ソ連の対キューバ援助政策の見直しなどで外貨が逼迫しており、議論は主としてい

かにして限られた資金で最大の生産と生産性の向上を実現するかをめぐって行わ
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れた。

カストロは初め不正の横行に対し「自由化は人間の利己心を刺激した」としてキ

ューバ革命の独自性を強調したため、「修正過程」は６０年代の中央集権体制への

復帰と捉えられた。しかしカストロも次第に「現実主義にも理想主義にも極端に走

ってはならない」と主張するようになり、最終的にはとるべき新たな体制をじっく

り検討することで合意がなった。

７５年体制に欠点があったとすれば、５９年革命いらい独自の体制を追求してきた

キューバとしてはふたたび６０年代の体制へ復帰するのが自然である。しかし、実

際にはそのようにならなかったことは、８０年代半ばの時点において中央集権体制

復活の客観的条件はなかったことを示している。だが、それだけではなく８８年２

月には共産党政治局が新経済システム（SDPE）検討委員会（８６年７月に設置）の

提言を受けて独立採算制度への移行を決定している。すなわち、当時、共産党や政

府指導部内部においても議論の方向としては「自由化」の拡大に向かっていたこと

になる（注23)。しかしカストロら革命世代にとっては「自由化」の拡大には抵抗が

あり、結局、いかなる体制をとるべきか、結論がでないまま、ソ連消滅による経済

危機に突入した。

「修正過程」においては不正対策を始め、生産効率向上のためのさまざまな対策

がとられている。農業部門については８６年５月に農産物自由市場の閉鎖が決定さ

れている。これはしばしば６０年代体制への復帰の例として挙げられるが、しかし

実際には自由市場の存在そのものを否定したものではなく、農地面積でわずか７％

の一握りの私有農が価格高騰や闇を利用して大儲けをしていることや、自由市場へ

の出荷が許されていない国営農場やＣＥＡが不正に走り、国家計画に支障が出てい

ることなどを懸念してとられた措霞であった（注24)。しかも、自由市場を閉鎖すれ

ば国民の食糧確保に影響が出るとして反対の声も強かったことから、実際の閉鎖は

決定から４年も遅れ、９０年４月に行われている。

農産物自由市場については、経済危機下の９２年の国会でも再開の是非をめぐっ

て議論が行われている。この時にも供給能力が限られているときに開いても食綴問

題の解決にはならないとして否決されたが､９３年に土地所有構造の転換が行われ、

新協同組合農場の設置など農産物の供給増加体制が整ってから再開されているこ

とを見逃してはならない(注24)。

「修正過程」について重要なのは、７５年体制の欠点が指摘されながら、その基
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本的な枠組みが維持されたばかりでなく、体制に関する議論も「自由化」拡大の方

向で行われ、これがソ連消滅による危機のもとでの経済改革につながったことであ

る。

このほかこの時期には国営農場の規模が一層拡大している（注25)。すなわち生産

や生産性の向上という課題に対し、依然として機械化、近代化のための大規模農業

化という論理で対応していたことになる。こうしてソ連東欧諸国の変動による経済

危機に突入する直前の８９年末には、各部門の農地のシェアは国営農場が８２％、

CAPが８％、ＣＣＳが７．５％、自営農が2.5％となった。「社会化部門」と呼ばれる

国営農場とＣＥＡをあわせると９０％にも達する（注26） 。

Ｖ、社会字義圏の消滅：園営農場の分割・解体

表１から明らかなように、ソ連・東欧の変動による経済的影響は１９９０年から急

激に感じられるようになった。これに対し９１年１０月には第４回共産党大会が開

かれ、経済危機対策が決定されている。ここでは党大会の決定について詳しく述べ

る余裕はないので、農業に関わる問題に限って言及したい（注27）◎

貿易や援助のほとんどを依存していたソ連の消滅によってキューバは自力で外

貨収入源を確保することを余儀なくされただけではない｡同時に外国に依存した経

済発展戦略の全面的見直しを迫られた｡第４回共産党大会では多角的国際関係の樹

立や外資の導入だけではなく、食糧の国産化、有機栽培農業への転換、国内資源を

活用した産業発展（サトウキビの絞りかすを利用したエネルギーや薬品、飼料、バ

イオテクノロジー製品の開発)など自足的経済発展櫛造の構築が掲げられているの

はそのためである。社会主義圏の消滅によっていわば「ないない尽くし」のなかで

初めて等身大の発展戦略が追求されたことになる。

そのなかで９３年１０月、共産党政治局は次のような合意を発表した。これは（１）

国営農場の規模縮小、（２）新しい協同組合形態である「協同生産基礎単位」

(ＵBPC）の設慨．（３）タパユコーヒー生産者への土地供与(注28)、（４）食綴自

給化のための菜園地の貸与(注２，)からなるものであり、大規模農場の分割と小農の

新たな形成という点で､第一次農地改革以来の伝統的農業政策の抜本的転換であっ

た。では、なぜこのような転換が行われたのかということになるが、これは経済危

機対策であると同時に、その背後には長年蓄積された問題があった。
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まず第１に､経済危機の深刻化とともに物不足や資金不足がますます激しくなり、

大規模経営が成り立たなくなったことである。ガソリンがなくトラクターも動かせ

なければ牛馬や人力に頼るほかはない。また肥料も農薬も投与できないとすれば有

機栽培への転換が不可避であり、そうなれば大規模経営はなじまない。

第２に、大量の化学肥料の投与や連作による土壌の劣化である（注３０)。この問題

は長い間、指摘されていたものだが、経済危機とともに浮上した。

そして第３に、これが決定的な要因であったが、国営農場の生産性が低かったこ

とである（注31)。キューバでは革命以来、国営農場優先の政策がとられ、国の援助

もこの部門に集中してきたため、農業生産協同組合（CPA）や私有農には国の援助

が十分に行き渡らなかった｡それにも関わらずその生産性は国営農場を上回ってい

たのである。とくにＣＰＡは経済危機のさなかにも８０％が利益をあげていた（注32）Ｏ

前にも述べたようにＣＰＡは農業協同組合とはいえ、共同耕作を行い、収穫物を全

部、国の買い上げ機関に引き渡すことが義務づけられるなど、実態としては国営農

場に近かった。国営農場も７５年の制度転換以来、請負制（生産隊）の導入など改

革が進み、ＣＰＡとの差はあまりなくなっていた。だが決定的な違いがあった。そ

れは農民と土地との結びつきである。この点は私有農も同じであった。そこで革命

以来はじめて生産や生産性の向上にとって土地所有のもつ意味の大きさが認識さ

れたのである。それまでも私有農の土地所有権は尊重されてはいたが、革命指導部

としては自発的な、あるいは世代交代による国営農場や協同組合農場への転換への

期待があり、個人に対するあらたな土地分与が行われることはなかったため、この

合意は大きな政策の転換である。

この転換は憲法の規定にも反映されている。たとえば７６年憲法においては「キ

ューバ共和国においては、生産手段に対する全人民的所有と、人間の人間による搾

取の廃止に基礎を置く社会主義経済制度が支配する」（第１４条）と規定されてい

た。これに対し、９２年憲法ではこの規定はそのまま残されたものの、「国の発展や、

国の基本原則に影響しない場合には自然人または法人へ所有権を譲渡することが

できる」とされた（第１５条)。一方、小農の土地やその他の動産、不動産の所有

権については７６年憲法においても認められていたが、９２年憲法では「国民経済に

貢献する限り」という条件はついているものの、小農の個人的生産活動を「支援す

る」と言う表現があらたに含まれ、小農の役割がいっそう積極的に評価されている。

ＵＢＰＣの結成によってキューバ農業は国有農場、ＵBPC、CEA、ＣＣＳに組織され
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た私有農と独立農民の４部門体制がとられることになった。将来はＵＢＰＣは耕作

地の５２％、私有部門（ＣＰＡとCCS、及び独立農民）を２０－２５％にまで高めるとい

う計画も打ち出されている（注33）Ｏ

経済危機の深刻化とともに経済改革は急激な展開をとげ、非農業部門では「個人

営業」の認可が大幅に緩和され、とくにサービス業を中心に民間部門が拡大した。

国営企業の改革も進み、外資も積極的に導入されている。しかし経済の中心は「改

革国営企業｣と政府のコントロールのもとに導入される外資部門によって占められ、

私有部門はあくまでも小規模にとどめられ､認可制によって国家コントロールのも

とに霞かれている.これは農業部門においても同じである。国営農場の分割･ＵＢＰＣ

への転換といっても、国有農場は完全に廃止されるのではなく、革命軍省傘下の

ＥＪＴ（青年労働部隊）農場など戦略的に重要な国営農場は維持され、実験農場をは

じめさまざまな機能を備えたあらたな国営農場の形成も行われる（注34)。私有農も

革命以来はじめてあらたな土地分与が行われ､一定の制限のもとではあるが土地の

ＣＡＰや小農への売却も可能となるなど（９２年憲法第１９条)、私有農拡大の道も切

り開かれた。だが私有部門に対してはＣＰＡやＵＢＰＣなど高レベルな協同組合への

統合や、さらには国営農場への転換が期待されていることに変わりはない（憲法第

２０条)。

しかも、農業の中心的所有形態となるべきＵＢＰＣは農業協同組合とはいえ、き

わめて国家コントロール色が強い。

ＵＢＰＣの結成にあたっては農業生産協同組合（CPA)がモデルになったといわれ

る。ＣＰＡもＵＢＰＣも政府との契約で農業生産を行い、収穣物は政府の買い上げ機

関に売却する。ただし９４年に農産物の自由市場が再開されてからは自由市場への

出荷も可能になった。しかしＣＰＡは結成当初は参加メンバーが土地を持ち寄り、

組合に貸与する形を取ったが、後に組合が買い上げ、共同所有となった。これに対

しＵＢＰＣは土地は国からの永代借地（無償）になっている。組合側が契約やＵＢＰＣ

規約に違反した場合（例えば土地利用が不十分であるなど)、さらに社会的経済的

理由があれば、政府はこれを解散することができる（ＵＢＰＣに関する政令第１４２

号第３項)。すなわち、ＵＢＰＣの鍵は土地の永代借地制にあり、それを通じてを農

業生産にたいする国家コントロールを確保することを目的としたものなのであ

る（注35） ｡

９３年の中央委員会合意の発表のあとＵＢＰＣの結成は急速に進み、その数はわず
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か３カ月間で７７０カ所にものぼった。１日平均２０カ所から２５カ所がつくられた

ことになる。ＵＢＰＣ形成はまずサトウキビ農場から着手された。これは９３－９４年

度のサトウキビ収種期が迫っていたためであり、１９９５年までに１４２６カ所が結成

され計画が終了した（注36)。９７年１０月に開催された第５回共産党大会経済決議で

はＵＢＰＣの総数は約４０００カ所に達したとされている。可耕地面積ではＵＢＰＣが

４３％、これに対し国営農場が３３％、ＣＥＡが１０％、ＣＣＳと独立農民がそれぞれ１１％

と２％であった（注37）。

なお土地の個人分与については１９９７年までにタバコ農場は41.602ヘクタール、

20.891戸、コーヒー農場は54.806ヘクタール、１２．７１９戸、自給農業については

10.883ヘクタール、43.533戸に分配された（注38)。自給農地の平均面積は0.2ヘ

クタール程度とごく小規模である。また、近年では希望者は減っているという(注39)。

(出典）Ｇｒａｎｍａ紙等より著者作成

９７年１０月の第５回共産党大会では、前回の党大会以来にとられた政治経済改革

について､国民間の所得格差の拡大など一定の矛盾はあるものの基本的には是とさ

れ、今後も９２年憲法の枠内で改革を進めていくことが決定された。農業政策につ

いてもＵＢＰＣを中心的所有形態として農業発展を追求していくことになるが、問

題はＵＢＰＣに果たしてその可能性があるかどうかにある。
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この点については９７年９月にＵＢＰＣ全国大会が開かれ、経営状態の評価が行わ

れている｡それによれば１９９６年末には１６５６カ所のＵＢＰＣのうち７０％が赤字であ

った(注do)。８０％が黒字という好調なＣＥＡとは対照的である。とくに赤字が目立つ

のは砂糖きびと畜産業である。

赤字の原因については上記の報告やグランマ紙の報道などをまとめると次のよ

うになる。

（１）経済危機のために農業機器、肥料、農薬などが不足している。

（２）国営企業から移行した際に農業機器などを有償で引き渡しを受けており、そ

の負債が蓄積されている。また肥料や農薬、機械の貸与価格がコストに比し

て高い。

（３）砂糖を中心に政府への売り渡し価格が低い（注41） Ｏ

（４）自主的運営といいながら政府からの制約が大きい。

（６）管理能力の不足やメンバーの労働規律の乱れ。

（７）労働力の不足（注42） ◎

このように、ＵＢＰＣの赤字原因は経済危機によるところが大きい。資金も資源も

まったく不足している状態で国営農場から移行しているため､生産の確保が難しい

まま、負債が返済できずに蓄積されているのである。ＵＢＰＣはＣＥＡをモデルにし

て形成されたものであり、ＣＰＡの多くが黒字経営であることを考えれば、経済が

回復し、生産が順調に推移すれば経営改善に向かう可能性はある。

問題は､黒字経営の組合は蔬菜や柑橘類など多角的経営を行っているところに多

いのに対し、赤字組合の多くはサトウキビ栽培組合だという点にある(注43)。これは

ＵＢＰＣに限られる問題ではなく、ＣＰＡもサトウキビ農場に関しては３０％が赤字で

ある（注44） Ｏ

サトウキビ栽培組合の赤字の原因は､まず第１に毎年のように襲うハリケーンや

収穫期の長雨、逆に播種期の干ばつなどの自然災害の影響がある。干ばつに関して

は潅概網が整いつつあり、徐々に解決に向かっているが、ハリケーンについては何

とも手の打ちようがない。

第２は砂糖の国際価格の低迷である。そのため政府への引き渡し価格が生産コス

トを下回り、その結果、ＵＢＰＣメンバーの労働意欲が低下し、それがさらに砂糖生

産を阻害するという悪循環を引き起こしている。これに対し政府は１９９８年６月、
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サトウキビの買い上げ価格を１００アローパあたり６．３０ペソから24.90ペソへ引き

上げる措置をとった(庄幅)。しかし国際価格が低迷している今日、買い上げ価格の引
き上げは国家財政の問題とも関ってくる。

第３に、非サトウキビ栽培組合の場合には生産量の増加は直接、自由市場向け出
荷の増加、すなわち収益の拡大につながるのに対し、サトウキビ栽培組合について
はその全量が政府へ引き渡されるために、自由市場の農産物価格が依然として高水
準を保っている現状にあってはサトウキビよりも自由市場向け作物栽培に力を注
いだ方がよいという矛盾がある。これに対し政府は、前述のサトウキビ引き取り価
格の引き上げのほか、資金その他の援助を通じて生産性を高め、他の協同組合農場
との所得格差をなくす方向で解決をはかっているが､実際には多くの場合において

「笛吹けど踊らず」という状況にあり、なかなか成果はあがっていない。ＵＢＰＣ全
国大会報告で指摘された労働力不足や経営能力不足の問題も根本的にはこの点に

関わる。第５回共産党大会の議論でも全体としてはＵＢＰＣを是としながらも、他
方では生産性という点で必ずしも国営農場形態が劣るものではないという声も強
かった。実際、軍部傘下の農場は生産性の高さという点からも高く評価されている。

サトウキビは依然としてキューバにとっては最大の輸出農産物であり、砂糖生産の

長期低迷がつづけば､この部門における協同組合形態の是非が議論の租上にのぼる
ことになろう。

一方、農産物自由市場が再開された今、農民の所得は自由市場向けの出荷鼠に応
じて大きく変わる。この格差はすでに私有農．Ｃ恥、ＵBPC、国営農場の三形態間
の格差ばかりでなく、それぞれの部門内部の赤字経営と黒字経営の差ともなってい

る（注46)。規制が緩和されればされるほど所得が増えるとすれば、国家統制の解消
を求める声は高まる。その場合にはフリーハンドをもつ私有農をどのように規制し

ていくか、逆に国営農場や協同組合農場への規制をどうするかなど、農業政策全体
の再考を迫られることになる。

◆むすび◆

以上、見てきたように、ソ連消滅によってキューパは経済発展戦略の抜本的転換

を迫られた。農業においても国営農場の分割や協同組合農場への移行、小農の育成、
自足型農業発展政策への転換などが進んでいる。しかし、それでもなお、農業生産
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に対する国家コントロールの確保という観点から市場原理の導入は限られ､国営農

場の改革と協同組合農場の形成が中心となっている。しかも協同組合農場も国家の

強いコントロールのもとにおかれており、私有農も革命以来はじめてその役割が積

極的に評価されたとはいえ、依然として小規模経営に限られ、副次的役割にとどめ
られている。

これは、しかし、キューバが依然として社会主義路線を維持しているという「イ

デオロギー的理由」のためではなく、自立的発展と国民生活の向上という観点から

とられた政策である｡革命直後には第一次農地改革法では個人分与を原則としなが

らも急激な「社会主義農業化」が進んだ。これは革命前の土地所有樹造の特殊性の

ためであると同時に､その背後には農業発展の維持と農民生活の向上という革命の

基本理念があった。それに米国の経済封鎖、ソ連への接近という政治的状況が加わ

り、この傾向は一層加速化された。しかし、社会主義圏が消滅し、カストロ蟻長の

言葉によれば「革命以来の最大の危機」と言われる経済危機に見舞われるに及んで、

キューバは５９年革命の基本理念、すなわち自立的発展と国民生活の向上という原

則のもとに抜本的体制転換を迫られたが、その場合、市場経済化が農業や農村の破

壊をもたらしている他のラテンアメリカ諸国の轍は踏みたくないというのがキュ

ーバの原則であり、その結果、選択されたのが農業部門においても、非農業部門に

おいても、国営企業の改革を中心とした発展戦略であった。

注意しなければならないのは、これまでに分析してきたように、７５年体制は「修

正過程」においてその矛盾が指摘されながら、その後も維持されてきたことである。

すなわち、そこにはもはや６０年代の中央集権体制は機能し得ないという認識があ

る。言い換えれば、９０年代の経済改革は単なる危機対策や生き残り策ではなく、

革命以来の体制転換の過程を辿るならば当然の結果であり､不可逆的な流れである。

このような体制が有効に機能し得るか否かは､第５回共産党大会でカストロ議長

が開会演説で述べたように、経済回復に大きくかかっている。しかしキューバの場

合、もう一つ注目すべき点がある。筆者は９５年３月にハバナ州南部のキピカン地

区にあるリリアーナ・デイミトロフ蔬菜研究所を訪れた。ここは周囲の国営農場、

革命軍省傘下のＥＪＴ農場、ＵBPC、CPA、CCS、小農というふうにあらゆる農民の

農産物の集荷センターであり、加工工場であり、実験農場であり、技術指導センタ

ーであった。実験農場ではピーマン、トマト、ニンニク、キャベツなどの有機栽培

のための品種改良、土壇の改良、ミクロジェットと呼ばれる潅概網などの実験が行
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われており、この成果はセンターを通じて各形態の農場や農民に伝えられる。つま

り、これまでみてきたようなキューバ独特の土地所有体制は全国に配置されたこの

ような農業センターによって支えられているのであり、そうした体制のもとでキュ

ーバは「持続可能な」農業発展を目指しているのである。同じような試みはネオリ

ベラリズム政策の浸透によって破壊が進んでいる他のラテンアメリカ諸国の農村

でも地方自治体やＮＧＯなどの手で、ごくささやかな形ではあるが始まっている。

キューバにおいては国家の主導のもとで行われているわけであり、果たしてそれが

真に「持続可能な農業発展」につながるか否か、今後の発展をみていかなければな

らない。

【注記】

（１）JuanVald6sPaz，PmcesosAgrariosenCUba，1959-1995,Editorialde

CienciasSociales，１９９７，ｐ９３－９４．

（２）米国の砂糖会社は可耕地の70-85％を所有していた（G6rardPierre-Charles，

G6nesisdelaRevoluci6nCubana,SigloveintiunoeditorCs,1978)。

（３）第一次農地改革法の立案者はチェ・ゲパラ、ビルマ・エスビン、セグンド・

セパーリョ、アルフレード・ゲパラ、オスカル・ピノ・サントス、アントニ

オ・ヌニエス・ヒメネスなど７月２６日運動の左派であった。

（４）第１次農地改革法が全面的に実施された６０年８月には４５０のサトウキビ協

同組合が形成され、国営農場への転換が決まった６２年末には６２０カ所にま

で達した（JVald6s，ｏｐ,Cit.,ｐ､87)。

（５）この全国小農協会大会の閉会演説でカストロ首相は「協同組合はプロレタリ

アートからは発生しない」と述べている（OrlandoVald6s,ＬａＳｏｃｉａｕｚａｄ６ｎ

ｄｅｌａＴｉｅｎＰａｅｎＣｕｂａ,EditonaldeCienciaBSocialeB,1990,ｐ､75)。このほ

か、協同組合は旧プランテーションを基盤に形成されたため農地が分散して

いたことも協同組合意識の形成を遅らせた。

（６）５－１０カパリェリーアの農家は２．８％、10-30カパリェリーアまでの農家は

３．８％であった。５カパリェリーア以上の農民は土地面積では全体の２０％で

ある（Ｊ、Vald6s，ｏｐｃｉｔ.,Ｐ、８５)。
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（７）メキシコやボリビアの農地改革では小作人への土地所有権付与が原則であっ

たが、キューバでは農業労働者や２カパリェリーアに満たない零細農も含め

土地分与の対象者となった。第一次農地改革法が当時のメキシコの農地改革

法と比べ急進的だったのはこの点にある。

（８）Ｊ､Valdez,oPcit.，ｐ､86.

（９）農業人口は１９５６年に５６％であったものが、１９９０年には２５％にまで減少し

ている（ArmandoNovaGonzdilez，“ＬａＡ摩iculturaSuBtentable：Una

Alternativa，EconomiaPolitica，Nov.-Dic．。ｅ１９９６，Centrode

lnveBtigad6ndelaEconomiaMundiaLLaHabana)。

(10）ただし兄弟により耕作されている場合は－人当たり５カパリェリーアを越え

ない範囲で、また、生産性が高い、ないしは国に協力的であるなど特別なケ

ースについては制限面積以上の土地所有が認められた。後者については青年

の島の日本人移民に適用されている。１９８９年９月に筆者が青年の島の原田茂

作氏を訪ねた際、氏はチェ・ゲパラが秘かにやってきて小作人や周囲の農民

に原田氏の小作人の扱いや生産状況を聞き、「素晴らしい」ということになり

接収を免れたと語っていた。

(11）OVald6B，ｏｐ・Cit.,ｐ,131．

(12）経済発展戦略の転換については拙著「新現代のラテンアメリカ｣、時事通信

社、１９９３年参照。

(13）Ｊ､Vald6B，opcit.，ｐ､138,ｐ,140．

(14）７５年体制については拙著「新現代のラテンアメリカ」及び「カストロ革命

を語る小同文舘、１９９６年参照。

(１５）And亜wZimba1iBt,PattemBofCubanDevelopment:theFirBtTwenty壱ｈｖＢ

Ｙｅａ顕，inWorldDevelopment，ｖｏＬ１５，ｎｏ、１，１９８７．

(16）１０００万トン計画体制の開始とともに６８年からは個人企業も禁止された。し

かし７５年体制のもとで解禁となり、労働者の雇用も数人であれば可能となっ

た。だが１９８５年の個人営業従事者は労働人口の１．２％、私企業で働く雇用者

は0.4％にすぎなかった。「修正」下の１９８７年にはこの割合はそれぞれ0.9％、

0.3％にまで減少している（RichardGilleBpieed.，CUbaafterThirtyYears，

RectihcationandtheRevolution,ＦｍｎｃＣａｓｓ,1990,ｐ､107)。

(１７）Ｊ・Vald6s，opcit.，ｐ､1４０．
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（１８）当初は組合による借地という形をとり借地料が支払われていたが、後に組合

が買い上げて共有となった。ＣＰＡへの加入は土地所有が条件とならないため

農業技術者などの専門家もメンバーとなれる。また収種期などには独自に臨

時労働力も雇用できる。ＣＥＡ規約については０.Vald6B，ｏｐｃｉｔ.,p､101-Ｕ５
及びＬ、Ｎ・BecerrilyM､Rabenet,Revoluci6nA摩ariayCoopemtivismoen
Cuba,EditonaldeCienciassociales,1989,ｐ,102参照。１９８３年からは社

会保障制度も適用され、協同組合メンパーも年金や失業保険などが受けられ
るようになった。

（19）８０年から９０年まで農産物の自由市場が開かれているが、出荷が許されたの
は独立農民とＣＣＳの小農民だけであった。ＣＰＡの出荷が可能になるには９０
年代の経済改革を待たなければならない。

（20）Ｊ、Vald6s，ｏｐ・Cit.，ｐ､145．ＣＰＡの数の変化についてはＬＮ・becerrily
M・Rabenet，ｏｐｃｉｔ.，ｐ､９０．

（２１）Ｊ・Vald6Bopcit.,ｐ､146。

（22）米国のキューバ研究者カルメロ・メサ・ラーゴは「修正」を中央集権体制の
強化としている（CarmeloMesa-Lago，BrwSHistonaEcon6micaenCUba

SocialiBta，Politicas，ResultadosyPerspectivaB，A1ianzaAm6rica，
1994.及びCuba,sEoonomicCounter-Refbrm，RectiEcation：Causea

PoliciesandEHects，ｉｎＲ・Ginje8pieed.，CubaafterThirtyYears，
RectificationandtheRevolution,ＦｍｎｋＣａｓｓ,１９９０)。これに対し、ブイツ
ツジェラルドは「修正」を７５年体制の継続のなかでとらえている（FrankT

Fitzgerald，ＴｈｅＣｕｂａｎＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎｉｎＣｎｓｉＢ，FmmManagingSocialismto

ManagingＳｕ｣wival,MonthlyReviewPICBs，1994)。「修正過程」について

は前掲書「現代のラテンアメリカ」及び「カストロ革命を語る｣、及び『1990

年代のキューバにおける経済改革の基本理念』神奈川大学人文学会「人文研
究」No.133を参照。

(23）しかし、この決定は１年後になってはじめて公報で告知されている。これは
政府指導部内部に「自由化」の拡大に対する霞錆があったことを示している。

独立採算制への移行が政府や共産党内部でコンセンサスになるのは９０年代
の経済危機のもとである。

(24)このときの自由市場閉鎖をめぐる議論についてはGrnnma・ell5deoctub唾，
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１９９１．

(25）国営農場の平均面積は1.740ヘクタールに達した(J・Vald6s,op・Cit.,pl49)。

(26）Ｊ・Vald6s，ｏｐｄｔ.,Ｐ､147,Ｃｕａｄｒｏ２２．

(27）経済危機対策及び９３年以降の改革の展開については前掲書「カストロ革命

を語る｣及び前掲論文｢1990年代におけるキューバ経済危機の基本理念｣参照。

(28）タバコとコーヒーの旧栽培地を耕作経験をもつ者に貸与するというもの。

(29）遊休地などを最大面積２カパリェリーアまでを菜園用に貸与するもの。労働

力の農業への定着を目指したものである。

(30）土地の劣化は全耕作地の６５％で見られた。これに対し生産的、非常に生産

的、ほぼ生産的とされた土地は26.7％であった（EconomiaPolitica,novdic，

９６)。

(31）小農の生産性と国有農場の生産性についてはEconomiaPolitica，nov-dic．，

９６．

(32）Gmmalnternationalel27denoviemb塵，1996．

(33）Envio,Ｍａｙｏｄｅｌ９９５．

(34）GranmalnternationaLnovember27,１９９６によれば４１９の国営農場のうち

３２０が解体過程にあるが、それによって１５９３のＵＢＰＯ７５のＥＪＴ農場、１４

の内務省管轄下の農場を形成する予定である。

(35）ＵＢＰＣは農産物の自由市場への供給能力の拡大を目指したものでもあった。

しかしここにも国家の制限の大きさが見られる。例えば自由市場への出荷量

は生産額の割合で決定される。ある農場が里芋の６割を国に売り渡す契約で

あるとすると、生産額が２０キロであれば国へは１２キロ、自由市場へ８キロ

となる。もし４０キロに増産となっても、国へは２４キロ売り渡さなければな

らないため、自由市場向けの額が大幅に増加するわけではない（1995年３月

３０日に筆者がダリオ・マチヤード社会政治世論研究所所長と行ったインタビ

ューによる)。なお、Granmalnternational，Ｊｕｌｙ13,1997によれば９６年

の自由市場への出荷量のうち70.7％が小農、1.9％がCEA、1.7％がＵＢＰＣ、

25.7％が国家機関からのものであった。政府が市場価格の引き下げのため出

荷していることに注意したい。

(36）Ｊ､Vald6B，ｏｐｄｔ.，ｐ､166．

(37）Gmnmalnternational,ｎｏv27,97.生産額では牛乳が４９％、根菜類が３２％、
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柑橘類が３６％、米が４８％、果実が１６％、コーヒーが２２％、タバコが７％とな

っている（eldiarioGranma,ｅｌ２４ｄｅｎｏｖｉｅｍｂｒも，１９９７)。

(38）eldiarioGranma,ｅｌ３０ｄｅｅｎｅｍ，1998．

(39）１９９３年３月１２日に筆者がカリアソ世界研究所所長と行ったインタビューに

よる。

(40）ｅｌｄｉａｎｏＧｒａｎｍａ,e19deseptiembre,９７．

(41）例えばサトウキビ１トンの刈取りに１７ペソかかるが、政府の買い上げ価格

における刈取り費用の見穂もりは１６ペソに抑えられている（ｅｌｄｉｎＴｉｏ

Ｇｍｎｍａ,ｅｌｌ３ｄｅｊｕｌｉｏ,1997)。

(42）農業人口の減少と同じ根を持つ問題である。採算のとれるＵＢＰＣでは１カパ

リェリーアあたり６人から７人。しかし平均は３人程度にすぎない。

(43）９７年９月のＵＢＰＣ大会報告による。１９９５年９月には５０％であった。なお

サトウキビ生産の９０％はＵＢＰＣとＣＥＡである。

(44）Gmnmalnternational,july,13,1997．

(45）Granmadiario,el24dejunio，1998．このほか政府は債務返済に対する融

資やモラトリアム、サトウキビ収穫期の労働力確保対策なども打ち出してい

る。

(46）ＵＢＰＣメンバーの所得は国営農場時代が平均１７５ペソであったのに対し、

１９９６年には黒字組合では平均２３０ペソ、赤字組合でも１８１ペソと改善して

いる（EldiarioGranma,ｅｌｌ９ｄｅｓｅｐｔｉｅｍｂｒｅ,1997).中にはグイラの「ボ

リビアの英雄ＵBPC」（メンバー１２５人）のように１人当たり2.150ペソとい

う組合もある(eldiarioGranma,el27denoviembrB,96)。一方、１９９８年３

月１３日に筆者が経営が好調といわれるハバナ州アルキサル地区のヤワハイ

ＣＥＡと行ったインタビューによれば、同組合の平均月収は1.200ペソであっ

た。

－２１－


