


キューバを襲ったハリケーン「ミッチェル」に関する国際連合
諸機関合同ミッションによる暫定報告書

２００１年１１月９日

キューバ共和国ハバナ市

「この報告書は、国際連合が暫定的かつ非公式のデー

タを用いて作成した。そのデータは、マスメディアや被災

地訪問時に県や地元の公共機関から得た情報から編

集された。 終的な、そして正確なデータは、しかるべき

時期にキューバ政府機関によって提供されるだろう。」
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1. はじめに

キューバで活動中の６つの国際連合機関（国連

開発計画、国連児童基金、世界食糧計画、国連

食糧農業機関、国連教育科学文化機関、および

世界保健機関・汎アメリカ保健機関）で構成され

る合同使節団がハリケーン「ミッチェル」に も被

害を受けた地域を訪問した。訪問の目的は、こ

の災害に対応するために並外れた努力をしてい

るキューバ政府に対する支援の可能性を検討す

ることである。

ハバナの国連グループは、キューバ政府は

国際援助を申請しないことを決定した、と知らさ

れた。国連は、この決定を尊重すると共に、国、

県そして市町村政府機関が国民の も緊急な

必要に応えるべく多大な努力をしていること、ま

た、極度の物質面での制約の下で復興と再建に

総力を尽くして取り組んでいることに大変感銘を

受けた。国連グループは、キューバ国民及び政

府はその多大な努力の人道的な意味を高く評価

する者からの支援に値する、と考えている。

それと同時に、国連グループは、自ら災害の評

価を行うことによって、キューバにおける我々の

プログラムを、被災者がハリケーンがもたらした

結果に対峙するのをより効果的に支援するべく

強化し、また修正することが可能になると考えて

いる。

この報告書は、ハリケーンのキューバ通過後

わずか２日後に、 も大きな被害を受けた地域

に対して行われた訪問の評価、並びに中期的な

影響の総合的評価からなる。この分析は、キュ

ーバ政府と協議しつつ国連グループがプログラ

ムの優先順位を決定していく際非常に有用であ

ろう。

続くページにおいて我々は、我々の訪問の視

点、地方政府に提供されたデータ、この嵐の凄

まじさを表す写真、そして、我々の観察に基づい

て作成した、必要な物資のリストを提供する。

国連グループは、海外投資経済協力省及び

国家市民防衛団に代表されるキューバ共和国

政府、そして訪問先の県市町村機関並びに市民

の皆様に深く感謝の意を表する。我々は、彼ら

の貴重な休息時間を奪い、また、彼らは、大災

害によって緊急を要する任務のさなかにあった

にも関わらず、素晴らしい礼をつくして貴重な時

間をさいて、我々に現況と各地域における展望

を説明してくれた。

2.この半世紀以上の間にキューバを襲

った も強力なハリケーン

ミッチェルは、サファー・シンプソンによる５段階

のハリケーンの分類方法で２番目に危険度が高

い段階４に分類される。キューバ上陸の少し前、

マイアミにある国立気象サービスは勧告２３を発

行し、この嵐が非常に危険であると警告した。

zczc miatcpat5 all

ttaa00 knhc ddhhmm

ニュース速報

ハリケーン「ミッチェル」勧告第２３号

国立気象サービス（フロリダ州マイアミ市）

２００１年１１月４日米国東部時間午前４時
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「非常に危険なミッチェルがキューバに向かって

北東に進んでいます。東部時間午前４時、フロリ

ダ群島全域、すなわちオーシャンリーフから西へ

ドライトルトゥーガまで、フロリダ湾も含めて、ハリ

ケーン注意報はハリケーン警報へと変わりまし

た。ハリケーン警報がキューバ西部、すなわちピ

ナールデルリオ県から東へ向かってシエゴデア

ビラ県まで、青年の島も含めて出ています。熱帯

暴風雨警報がフロリダ東海岸ではジュピター入

江から南に向かってオーシャンリーフにかけて、

フロリダ西海岸沿岸ではボニータ海岸の南まで

出ています。ハリケーン注意報が北部及び中央

バハマに出ています。大バハマ、アバコス、ベリ

ー島、ビミニ、アンドロス、ニュープロビンス、エレ

ウテラ、キャットアイランド、サンサルバドル、ラム

キーおよびロングアイランドがこれに含まれます。

熱帯暴風雨警報がケイマン諸島に出ています。

東部時間午前４時、ハリケーンミッチェルの中心

部は北緯２０度４分、西経８３度１分近く、あるい

はキューバのハバナから南へ２９０キロメートル、

青年の島から１３０キロメートルに位置していまし

た。ミッチェルは時速およそ１１キロメートルの速

さで北上しており、これから２４時間のうちに北西

ないしは北北西に向かう模様です。この進路で

は、この危険なハリケーンの中心部は今日午前

中に青年の島に非常に近いところを通過し、そ

れから午後遅くあるいは今晩キューバを通過す

るでしょう。 大瞬間風速は時速２１５キロメート

ルでそれより速い突風を伴っています。上陸前

には強度に何らかの変化がある可能性がありま

す。ハリケーンは中心から７５キロメートル外側

まで、また熱帯暴風雨は２６０キロメートル外側

の地域まで到達します。中心部の 小気圧は９

４４ミリバールと推測されています。雨の帯がキ

ューバの一部、ケイマン諸島及びジャマイカに影

響を与えています。ミッチェルがキューバを通過

する際には、通過地点付近で２５センチから５０

センチメートル程の降水量が見込まれています。

雨の帯はまたフロリダ海峡とフロリダ群島にかけ

ても広がってきています。ハリケーンの目が上陸

するキューバ南岸付近及びその東側では６メー

トル近くの津波の可能性があります。繰り返しま

す。東部時間午前４時のハリケーンの位置は北

緯２０度４分、西経８３度１分で、時速およそ１１

キロメートルで北東に進んでいます。 大瞬間

風速は時速２１５キロメートル、中心部の 小気

圧は９４４ミリバールです。あなたの地域につい

ての詳しい情報は、地域の気象事務所が発行す

るものを注意して見ていてください。中間勧告は、

東部時間午前７時に国立ハリケーンセンターに

よって発行されます。またそれに引き続き、東部

時間午前１０時には次の完全な勧告が発行され

ます。 予報官スチュアート」

この事務所によって予測されたとおり、ミッチェル

はキューバに大打撃を与えた。以下の地図は、

ハリケーンの経路を示している。
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勧告によると、ミッチェルは時速２１５キロメートルの風を幅１４５キロメートルに渡って運び、時速２５０キロメートルにも

達する突風を伴っていた。他方、熱帯暴風雨は中心から半径２６０キロメートルに渡って吹き荒れた。まさに殺人的な

ハリケーンである。

3. 国の対応

ハリケーンがキューバに接近してきたので、

市民防衛団及び地方政府の指示に従って、７１

万２千人の人々が危険な地域から避難した。こ

の大規模な避難活動の際、事件はひとつも記録

されていない。２７万人が政府によって提供され

た避難所に宿泊し、適当な食料と医療の提供を

受けた。キューバ全土で５人が死亡した。そのう

ち４人は倒壊した建物の下敷きとなり、１人は水

死である。１２人が倒壊した建物によって負傷し

た。ハリケーンの強烈さ、津波による海岸沿いの

村の破壊、そして低地における広範囲に渡る洪

水を考慮すれば、市民防衛団と政府によって実

施された避難活動は、多量の命を救う上で極め

て重要であった。

国連グループは、ハリケーン通過前、 中そ

して後におけるキューバ政府の高次元の準備、

組識、そして調整能力に感嘆の意を表した。彼ら

は大量の死者が出ることを防いだのみならず、

ハリケーンの結果と被害に迅速に対応し、それ

に続く経済、社会、環境そして精神面での困難を

防ぐ上で非常に重要な役割を果たしたのである。

国連グループは、被災地訪問の間、全てのレ

ベルの政府機関による迅速な行動を目の当たり

にした。政府の活動は、ハリケーンによって住居

に被害を受けた家族への建築資材の提供、政

府機関によって運営されている避難所における
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サービス、瓦礫などのごみや倒木の迅速な撤去、

少年少女達の情緒面での回復の為のケア、食

料供給、子供たちに対する牛乳の供給、そして

電気、水、通信といった主要サービスの復興など

に及んだ。中でも、病気を防ぐために、水の塩素

消毒には特に注意が払われた。

ハリケーン前後における被災地での政府機

関の迅速かつ能率的な行動は、キューバ政府が

単に死や破壊を食い止める準備をし、予測し、

軽減するのみならず、回復と復興を容易にする

上でも非常な能力を持っていることを証明してい

る。この事実はまた、援助や支援が提供される

際には、キューバ政府がそれを有効に利用する

能力を有していることを示している。

4. 被害状況

即時的影響

 ハリケーンは、キューバ全土の４５パーセント、そ

して全国民の５３パーセントに影響を及ぼした。

被災地域は８県と１つの特別市に及んでいる。

国連グループは、 も大きな被害を受けたマタン

サス、シエンフエゴス、そしてビジャクララの３県

を訪問した。そこでは国内でミッチェルによって

引き起こされた広範かつ衝撃的な破壊の様子を

観察することができた。

 ビアブランカ道路を通ってハバナからマタンサス

へ行く途中では、倒れた木々や電信柱などのハ

リケーン通過の跡が認められた。

 

 
4.1 マタンサス県への訪問

 電力の供給が途絶えたことによって水不足が深

刻化したマタンサス市では、飲料水を分配するタ

ンク車の周りに群がる人々が認められた。分配

されたすべての水は政府機関によって塩素消毒

が施されていた。また、市民は、他の場所から得

た水に加えるためのエステルも受けとっていた。

県政府の役人は、県議会本部において国連グ

ループを受け入れた。彼らは、この県がキューバ

全土の中で も大きな影響を受けたところである

こと、またほぼ６万７００人が安全な場所へと避

難したことを説明した。暴風雨は、１１月４日にサ

パタ湿地に入り、県内を南西から北東に貫き、１

１月５日には県境の少し右側、ビジャクララとの

県境にあるコラリージョ地区辺りを去っていった。
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サパタ湿地の観光施設は甚大な被害を受けた。２ヶ月

前、湿地のワニ養殖場があるボカデグアマはこのよう

に光り輝いていた。

１１月７日火曜日、マタンサス県内の７３パー

セントは電気が無い状態であった。それゆえ、そ

の供給に電力を必要とする水道水も途絶えたま

まであった。続く訪問では、何千本もの電柱が倒

れ、電線が木々などにからまっている様子が確

認された。電信電話通信も中断した。ハリケーン

によってマタサンサスとシエンフエゴスのテレビ

塔及び数々のラジオ放送や無線通信塔も破壊さ

れた。農地や都市部では浸水が続いていた。か

なりの家屋が屋根を中心として被害を受け、そ

の１５パーセントが全壊し、１万８千人が家を失っ

た。また、およそ２万９千人の少年少女が何らか

の被害に苦しんだと推測されている。県内の学

校の半分にあたる約３００校が屋根や窓などに

被害を受け、２０校が崩壊した。医療施設や幼稚

園も深刻な被害を受けた。にもかかわらず、授業

は８日には再開される模様であり、崩壊した学校

ミッチェル通過３日後の１１月７日に撮影されたこの写

真は、ボカデグアマの破壊の様子を示している。

の生徒達が他の施設で授業を続けられるよう

に代替措置が採られていた。

県の農業に関しては、バナナやユカ（キャツサ

バ）などの芋類が全滅した。時速２１５キロメート

ルの風は、マタンサス県南部に広がる巨大な果

樹園の、熟す前のオレンジやグレープフルーツ

などの柑橘類をもぎ取った。これらの果実の一

部は、もし労働力を確保でき、すぐに工場が電力

の供給を受け、また屋根の補修を終えられれば

加工できるかも知れない。しかし、たとえこれら

全ての条件が満たされ、落ちた果実を拾い集め

て運び、加工したとしても、柑橘類産業における

経済的損失はすでに数百万ドルに上っている。

キューバ経済の背骨とも言える砂糖産業につ

いては特に言及する価値がある。マタンサスの

サトウキビ畑はミッチェルの激しさに苦しめられ

た。作物が全て風になぎ倒されたことによって、

機械による収穫はより難しくなるだろう。サトウキ

ビの加工工場も屋根を中心として深刻な打撃を

受けた。この状況はまたシエンフエゴスやビジャ

クララ、そしてキューバ西部及び中央部の他県

にもあてはまる。
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家畜飼育業もまた甚大な被害を受け、卵や鶏

の生産に影響を与えた。多くの飼育場が屋根を

失ったが他の県でも同様の被害が見られる。

国連グループは、マタンサス県南部のハグエ

イグランデの町とハリケーンの入り口となったサ

パタ湿地を訪れた。この二つの地域は国内でミッ

チェルに も被害を受けた場所であり、訪問者

はそこで、暴風雨の通過によって引き起こされた

大災害を広範囲にわたって見ることができる。サ

パタ湿地では、約５００ミリメートルの豪雨に見舞

われたマタンサス県の北部から排水管を通って

流れ込んできた水のために、危険な洪水が引き

起こされていた。

被害の大きさを確認することによって、市民防

衛団や地方政府機関によって実施された予防活

動の有効性をより明確に認識することが可能に

なる。危険な状況に置かれた全ての人々と何万

頭という動物が安全な場所に移された。マタンサ

スではキューバ全土における死者５人のうち４人

が建物の到壊によって亡くなった。

県の食糧安全保障が脅かされている。暴風

雨が収穫を目前に控えた作物を台無しにし、生

育中の作物を破壊したことを考慮すれば、今後６

ヶ月は食料が不足するだろう。政府の役人は、こ

の事実に対する懸念を表明した際、復興の仕事

には、生育期間の短い作物を植えることや、これ

からの涼しい時期を利用して有機栽培農場や都

市近郊農場での野菜栽培を強化することが含ま

れる、と述べていた。

マタンサス県は、キューバにおける観光の中

心地である。バラデロではホテルその他の施設

への被害は少なかった。しかしながら、サパタ湿

地、ボカデグアマ、そしてヒロン浜やラルガ浜な

どの観光施設は甚大な被害を受けた。

4.2 シエンフエゴス県への訪問

１１月７日の夕方、国連グループはマタンサス

県を後にし、隣りのシエンフエゴス県のアグアダ

デパサヘロス（アグアダ）の町に到着した。シエン

フエゴス県もまた、ハリケーンによって も大き

な被害を受けた場所である。国連グループは、

アグアダの他アブレウスやロダスの町も訪れた

が、隣りのマタンサス県で見られた破壊状況が

繰り返されている。アグアダで、国連グループは

避難所を訪問した。そこでは政府が食料、医療

を保障するほか、家屋を失った家族のための娯

楽も提供している様が観察された。

夜になってから、国連グループは、県政府本

部において県の運営委員会長と党書記長に迎

えられた。シエンフエゴスの街では、ちょうど電気

の供給が始まったところだったが、多くの家庭は、

まだ電気、通信、水道及び電力を必要とするそ

の他のサービスを受けていなかった。シエンフエ

ゴスでもまた多くの家屋や建物、工業、農業施設

そして学校や健康サービスなどの施設がハリケ

ーンによって深刻な被害を受け、また完全に破

壊された。６万人以上が安全な場所への避難を

余儀なくされ、５００人以上が、破壊された住宅

が再建されるまで、これからほぼ１年もの間、避

難所で暮さなければならない。これら全ての人々

とその他危機にさらされていると考えられる人々

が特別な食事と健康のサービスを受けている。

他の訪問地同様、特別なサービスが少年少女、

妊婦、授乳中の母親、障害者その他脆弱なグル

ープに属する人々に提供されている。シエンフエ

ゴスでは、他の地域同様、少年少女とその家族
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が精神面で立ち直るのに貢献する為に学校活

動を再開することが 大の優先課題である。

県政府は、県民３９万６千人の食糧事情に関

して強い懸念を表明した。というのは、ミッチェル

はシエンフエゴス県都に食料を供給している二

つの農業会社を破壊したからである。このような

状況を受けて、国連グループは、アブレウス市に

ある企業オルキタ社を訪問するよう薦められた。

この訪問は２００１年１１月８日に行われた。

国連グループは、この会社及びその周辺を広範

囲に渡って見学し、作物や農業、工業及び教育

施設、住居、公共サービス施設、灌漑設備、送

電線や電信柱などに甚大な被害を認めた。オル

キタ社は、年間３００万キンタル（１３万７千トン）

以上の芋類、野菜、果物を生産し、シエンフエゴ

ス県都シエンフエゴス市民１５万人への食料供

給の４５パーセントを担うとともに、ハバナ市にも

食料を供給している。

国連グループは、クバンというメーカーの３９

の灌漑設備のうち２２個所が被害を受けたことを

知った。この灌漑設備は、じゃがいもの種まき、

耕作、そして収穫の成功に不可決である。１１月

１５日以降ほぼ千ヘクタールの土地でじゃがいも

の種まきが始まるが、他の生育期間が短い作物

の種まきにも早急に着手する必要があろう。この

ように、作物が破壊され、収穫の可能性が断た

れたことにより、１１月 終週から来年の１月か２

月までは食糧事情に非常な困難が生じるであろ

う。

シエンフエゴス県の 終訪問地はロダス市で

あった。そこでは農業、工業設備、社会・サービ

ス施設、住居、様々な作物そして砂糖産業に深

刻な被害が及んでいた。

4.3 ビジャクララ県への訪問

１１月８日午後、国連グループは、シエンフエ

ゴス県から、ビジャクララ県都サンタクララ市に到

着した。県庁では、県知事およびその重要な協

力者のグループが、ハリケーンによって農業、工

業、サービス、住居その他の設備、通信、電気、

そしてその他の県民へのサービスなどの分野に

引き起こされた深刻な被害について、ひとつひと

つ語った。ビジャクララ県は１３市に８３万６千の

人口を擁し、県都サンタクララ市は人口２４万の

都市である。そのうち１２万９千人が危険にさらさ

れて避難した。ビジャクララ県では砂糖産業が重

要であるが、その他にも、鉄及び機械、化学、家

庭用品などの大きな産業の中心地があり、これ

らは国の中でも重要な位置を占めている。また、

ビジャクララでは農業も発展しており、コーヒーや

タバコ、牛乳、牛肉などの主要な生産地である。

さとうきびや柑橘類、バナナ、芋類への被害は深

刻である。

しかしながら、集落に対する嵐の打撃を も

よく表しているのは、北部沿岸、ケマドデグイネ

ス市のカラアタス浜の漁村、そしてハリケーンが

通過したコラリジョ地区とイサベラデサグア地区
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の間に位置するラパンチタ村であろう。これらの

沿岸の集落には、高さ１０メートルもの波が押し

寄せて大量の海水が流れ込み、４００以上の家

が破壊され、それと共に家具や電気製品、寝具、

洋服、靴などが失われた。この地区の住民はほ

とんどが漁民であるが、彼らは政府によって避

難所へ移されていたので、大量の死者が出ずに

済んだのである。国連グループは、住民や村の

役人と共にこれら２つの集落に馳せ参じ、嵐によ

って引き起こされた被害のみならず、被災者の、

自らの生活を立て直そうという意志を確認した。

要約すると、キューバ全人口の５３パーセント、

およそ５９０万人がミッチェルの被害を受けた。そ

の被害は、私的なあるいは公共の作物や住居、

その他の財産の部分的ないしは全ての破壊、お

よび電気や水、通信手段の不足などに及んでい

る。国内で も深刻な被害を受けたキューバ中

央部のいくつかの地域では、基本的なサービス

が完全に普段の状態に戻るのは１１月末頃にな

るだろう。それと同時に、被災地における農産物

の供給は、これから３ヶ月の間、すなわち、今種

をまいている生育期間の短い作物が地元の市

場に出回るようになるまでは、非常に減少するで

あろう。

5. 影響

短期的影響

今後半年の間は、ハリケーンによる被害が

も大きかった県で芋類や野菜などの基幹作物の

供給の減少が予測される。入手できた暫定的な

情報に照らしてみると、特にバナナとユカ、じゃ

がいもの不足が激しくなるであろう。

中長期的影響

１９９０年代前半にソビエト連邦を中心とした共産

圏ブロック経済が崩壊し、国内総生産が３８パー

セント、そして輸入が７０パーセント減少したとい

う経済状況を考慮すれば、キューバ共和国にと

ってこの自然災害の結果は非常に重要な意味を

持つ。１９９４年以来キューバは、多岐にわたる

経済改革を実施して主要な生産部門を強化し、

その結果、経済復興を実現しグローバル経済に

参入してきたとはいうものの、現在は非常に困難

な状況にある。

この経済状況がキューバ国民の生活水準に

強くそして不可避な影響を及ぼしたにも関わらず、

キューバ政府が も脆弱なセクターを守るととも

に健康や教育、そして社会保障といった主要な

サービスを維持あるいは増加させてきた能力は

特筆に価する。また、現在の困難な国際情勢の

中、成長を回復させた能力にも注目できる。この

ことは、近年の相対的な生活水準の回復にも好

影響を与えてきた。

ハリケーン「ミッチェル」の通過は、キューバに

とって特に困難な時期と重なった。というのは、９

月１１日のアメリカ合衆国でのテロ事件の後に国

際経済情勢が悪化したことによって、キューバ経
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済復興の過程にも悪影響が出ていたからである。

既にハリケーンが通過する前に、キューバ政府

は２００１年の成長予測を修正する意向を表明し

ていたのである。

6. 輸出部門への影響

も大きな被害を受けた４つの輸出部門は、砂

糖と、柑橘類、たばこ、コーヒーである。観光施

設への被害は 小限でわずかな範囲であった。

砂糖

キューバの砂糖生産の約３５パーセントは、

ハリケーンの被害を受けた中央部と西部で行わ

れている。製糖施設にもさとうきび農業にも被害

が出た。前者では、屋根と工場の鉄鋼の骨組み

への被害、後者では茎が倒れ、また引き裂かれ

た場合も見受けられた。これらの被害は、工場

の修理の為の投資を、また、被災地の作物の状

況では機械を入れることは困難なので、収穫に

手作業を利用することを意味する。この状況の

主要な結果は、労働生産性の低下である。更に

は、被災地のかなりの農業労働者が住居やその

他の日用品に被害を受け、その結果、彼らは個

人の生活の回復にも尽力しなければならない。

このこともまた、労働生産性を悪化させるだろう。

その上、このような困難な状況で刈り取りをする

ということで、おそらく、生産単位毎の労賃をあげ

る為の新しい基準を設置する必要が提起される

であろう。いくつか行われた暫定的な試算による

と、次の収穫時の砂糖生産は、元々計画されて

いた量と比較して１０パーセントの減少になると

いう。それに加えて、修繕費と先述した労働生産

性の低下による１トンあたりの生産コストの上昇

分を加えなければならないだろう。

柑橘類

キューバの柑橘類生産企業のほとんどは、

も大きな被害を受けたマタンサス県にある。その

中には、輸出用の果実加工や濃縮果汁生産の

工場も含まれており、これらの工場は外国投資

に頼っている。柑橘類への影響は深刻である。と

いうのは、およそ４５万トン、すなわち作付け分の

ほとんど全てが落ちてしまったからである。落下

した果樹の熟れ具合からすると、加工によって回

復できる分はわずか１０から１５パーセント程度と

推測される。加工工場の建物への影響はたいし

たことはなかった。

コーヒー

木から落ちたコーヒーは３０万ラタ（乾燥重量

で約５７４トン）と推計される。そのうちほんの数

パーセント程度は利用できるだろうが、 終的な

商品の質の実質的低下を伴うので、それを輸出
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するのは難しいだろう。

たばこ

たばこはキューバの伝統的な主要輸出産品

の１つである。キューバには主要なたばこの産

地が２ヶ所あるが、そのうちのひとつが島の中央

部にある。ハリケーンが通過した時、たばこは苗

木の状態であり、その苗木は風雨によってなぎ

倒された。この喪失と、また苗木を植え、その後

それを植え替える必要があるにも関わらず、た

ばこの収穫には大きな困難は見られないようで

ある。

7. 国内向け農業部門への影響

農産品への被害とその結果としての短中期

的な食料不足は重大な問題である。特にシエン

フエゴス県では、アブレウス市に、県都シエンフ

エゴス市をはじめとして県の食糧のかなりの部

分を保障する農業企業が存在するのだが、この

市が直接ハリケーンの被害を受け、ほぼ全てが

喪失したと見なされている。同様の状況がマタン

サスとビジャクララの農業部門でもかなり見られ、

また、これらの県ほどではないにせよ、首都ハバ

ナ市の主要な食糧供給源であるハバナ県でも見

られる。

個々の作物の被害は、以下の通り推定される。

バナナ

この作物は、キューバ人の基幹食物の一部を

形成している。この植物は脆く、また、ハリケーン

の風がすさまじかった為、被害は甚大であった。

１万７千８６０ヘクタール、全国の総作付面積の４

５パーセントが被害を受け、しかもその土地は

も生産性が高かった。作付けの再開と通常の生

産水準への回復には、たとえ除草剤や肥料その

他必要な手段を講じて適切な手入れが行われた

としても、９ヶ月から１年程かかるであろう。この

ことは、除草剤や肥料を輸入する為に追加の投

資が必要になることを意味している。

パパイヤ

これは、キューバの食文化の一部であり、国

内で広く消費されている主要な熱帯果実のひと

つである。国の中央部だけでも８千５００トンが失

われたと推計されている。

その他の作物

中央部では、ユカやマランガなどの芋類、各

種野菜類、そして米の被害も著しかった。
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大多数の作物に影響を与える重要な問題は、

灌漑設備への被害である。シエンフエゴス県で

極めて重要なオルキタ社の例からも分かるとお

り、そこでは数々の機械や灌漑設備のネットワー

クが被害を受け、そのことによって生産の回復が

困難になると考えられる。同様の状況が、 も大

きな被害を受けた県のほとんどの農業地域にお

いて繰り返されている。それによって、修理の部

品あるいは新たな設備の輸入が必要となる。

都市農業

近年キューバは、水耕菜園や有機栽培菜園、

小規模菜園を中心とした都市農業の発展を促進

してきた。菜園全体の被害については数量化さ

れていないが、様々な県の暫定報告書によると、

青年の島を含む、シエゴデアビラ県からハバナ

県までの地域でほぼ全滅したと伝えられている。

このことは国民の食糧供給に更なる打撃を意味

するにもかかわらず、その回復はそれほど複雑

ではない。野菜の生育期間は短いということを念

頭に置くべきである。

林業

この部門については、今まさに被害総額の計

算が行われているが、 も大きな被害を受けた

地域は、マタンサス県のサパタ湿地とシエンフエ

ゴス及びサンクティスピリトゥス両県にまたがるエ

スカンブライ山脈である。被害を受けた森林の面

積は約６万ヘクタールで、木材に換算すると５千

立方メートル程度だろう。この被害は、キューバ

では木材が不足している上に、今回のハリケー

ンによって様々な生産及び社会施設において木

材需要が非常に高まることを考慮すると深刻で

あると言えよう。またその結果、木材輸入の必要

性がますます高まるであろう。更なる木々の喪失

を減少させる為には、水はけをよくするなど必要

な措置をとることが急務であり、その為の投資が

必要とされる。

家畜飼育業

も大きな被害を受けた県にあるかなりの数

の養鶏場では、深刻な被害が報告された。

卵を産む雌鳥を中心に、３５万６千羽の家禽

と２万３千羽の鵞鳥が消失した。これは、国内に

存在する家禽全体のおよそ３パーセントに相当

する。この状況は、 も大きな打撃を受けた県に

深刻な影響を及ぼすであろう。特に、卵の生産

に与える影響は大きい。というのは、卵は、キュ

ーバ国民の基幹食物のひとつで、重要な蛋白源

の一部だからである。他の家畜については、早
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急に避難と保護がなされたので、直接的に深刻

な被害は無かった。しかし、牧草地における被害

は報告されている。

8. 工業部門への影響

 工業への被害は、農業へのそれに比べれば小さ

い。 も深刻なのは、既に述べたように製糖工

場である。更に、家庭用品、家電製品の生産ライ

ンを持つ工場インプッド、機械工場、ボイラー工

場、化学電気工場などが部分的に被害を受けた

ことも強調されるべきである。これらの工場はす

べてビジャクララ県にある。

9. 社会基盤への影響

この部門への被害は深刻である。なぜなら、

回復が急務である経済にただちに影響するのみ

ならず、ハリケーンによって も大きな打撃を受

けた地域の人々の生活の質に影響を与えるとい

う意味において、社会的な影響もまた大きいから

である。

住宅

被害を受けた地域は、主に農漁村部と都市部

の小集落である。これらの場所では、住宅の基

礎の部分がたいてい普通か悪い状態になってお

り、屋根は、脆く、強風に弱い石綿セメントが多

用されている。

その結果、多くの住居の屋根が、他の部分以

上にハリケーンによって失われた。マタンサス県

の場合には、現時点で何千という家屋への被害

が報告され、１２万人、県の全人口の１８．５パー

セントが影響を受けた。そのうち１万７千人、県

の全人口の２．６パーセントの人々の家屋が全

壊した。この中には、かなりの数の少年少女、そ

して、老人が含まれていることを考慮するべきで

ある。まだ正確な数は明かではないが、シエンフ

エゴス、ビジャクララ、そして青年の島の状況も

似たようなものである。シエンフエゴス県では、地

元政府は、県内の２０パーセントの家屋が被害を

受け、６パーセントが破壊されたと推計している。

ビジャクララ県では、カラアタ浜とラパンチタの二

つの漁村で、何百という住居が破壊され、あるい

は、激しい海水の流入によって破損した。似たよ

うな状況は、マタンサス県のサパタ湿地の小集

落でも見受けられる。ハバナ市では、何千という

住居が被害を受けたと報告された。

家屋が全壊した家族の大部分は、住居が再

建されるまで、あるいは、新しい建物ができるま

で、平均して１年以上、国によって供給された避

難所にとどまることになるだろう。様々な地方政

府によって作成された主要な戦略は、被災者が
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住宅再建に直接参加することを促すというもので

ある。そのためには、地域の連帯と国による建

築資材の供給が必要となるだろうが、そうなると

必要な資材を輸入する為の追加の投資が必要

になる。また、避難所で生活する家族を維持する

費用や、住居が完成するまで職場を離れる労働

者の給料を支払うための費用も考慮に入れねば

ならない。

住居への被害には、マットレス、冷蔵庫その

他の家電製品など、生活必需品への被害も付け

加えるべきである。これら全て、特にマットレスの

供給については、すぐに取り組む必要がある。

健康

被災地では、様々な程度の病院や保健所へ

の被害が報告されている。マタンサス県では、４

ヶ所の被害が報告されたが、コロン病院の被害

が も大きかった。ハバナ市で重要なアメイヘイ

ラス兄弟病院では、下の階に海水が浸水し、重

要かつ高価な機材が被害を受けた。中でも今回

被害を受けた２台のＣＡＴと１台のＭＲＩは、国民

にとって大変重要なサービスを提供していたもの

である。同様に診療所や地域病院、薬局、産院、

老人ホームなどの被害も報告されている。大部

分の場合、特に農漁村部では、屋根が被害を受

けている。主要な薬品倉庫は無事だったが、こ

のような状況では予防措置をとる必要があるの

で、大量の薬品が必要とされる。薬品は、キュー

バ政府によって高い優先順位が付けられたもの

のひとつである。

教育

学校施設へ影響は重大である。公式に１５００

校が被害を受け、５０校が完全に破壊されたと報

告された。

これらの施設の被害のほとんどは、地方の中

学高校の木造の扉や窓、そして小学校の屋根で

ある。校内に備え付けられているテレビ、ビデオ、

パソコンなどの機材は保護された。また、電力の

供給を太陽光パネルに頼っている地域では、こ

れらのパネルも無事であった。授業は、被災地

でほんの数日中断されたにとどまり、じきに全国

で再開されるだろう。

学校を修理するためには、木材や軽い屋根、

家具、文房具などが必要になる。また、全寮制

の学校ではマットレスも必要である。大学への被

害は、それほど重大ではなかったが、高等教育

省の管轄下にあるマタンサスとシエンフエゴスの

植物園では被害が報告されている。

保育園

被災地の他の教育施設同様、０歳から５歳ま

での子供たちを預かる保育園も相当数が被害を

受けた。保育園は、母親が生産労働に携わる上

で極めて重要な機関である。 も大きな被害が

あったのは、屋根、木造部分、家具、マットレス、

それに教材と遊具である。より確実な推計が入

手できたマタンサス県を例にとると、県内６１の

保育園のうち３０園が被害を受けた。シエンフエ

ゴスとビジャクララ、青年の島でも似たような状
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況であろう。

ハリケーンが住居や教育施設、保育園、そし

て数々の避難した家族へ与えた影響を考慮する

と、特に も大きな被害を受けた地域で、ハリケ

ーンが幼年人口に与えた被害の大きさが分かる

だろう。

これらの地域の少年少女たちの一部は、すぐ

にかつ長期にわたって家庭を離れなければなら

なくなり、生活環境を変えることを余儀なくされた。

この意味において、中央及び地方の政府機関は、

その影響を軽減すべく多大な努力を払ってきた。

にもかかわらず、現在の物不足を考慮すると、

国際的な支援が非常に重要であろう。

その他の社会機関

老人ホームの被害なども報告されている。他

の場合と同様に、屋根や木造部分、家具に被害

が出ている。

10. 食糧事情への影響

先に説明したとおり、農業への被害は、 も

被害の大きかった地域を中心に、国民への食糧

供給に強い緊張を提起している。たとえ国が１１

月以降の涼しい時期に生育期間の短い農産品

を植えるという戦略を実施したとしても、これらの

製品の大部分は、２００２年の３月から４月まで

は収穫できないだろう。また、その為には、種や

肥料、除草剤を入手し、ハリケーンによって甚大

な被害を受けた灌漑設備を修理する必要がある。

この修理を手早くできるかどうかに次の収穫の

成否のかなりの部分がかかっている。また、先に

述べたことは、今年の１１月から来年の４月まで

の５ヶ月間ぐらいは農産物が不足するだろうこと

を示唆している。この不足は、被害を受けた５県

のみならず、全国の市場に影響を与えるだろう。

というのは、これら５県の農産品は全国の市場

に貢献しているからである。それと同時に、農産

品の不足は、特に被害を受けた県において、非

国営市場における価格の上昇を意味するだろう。

これらの側面を考慮すると、キューバは２００

１年１１月から２００２年４月まで、不安定な食糧

事情に直面するであろう。

11. 物理的インフラへの影響

物理的インフラにおける被害で も深刻なの

は、通信部門と電力の供給である。高速道路、

橋、その他の道路などは大きな被害を受けずに

済んだ。
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電気

ハリケーンが通過する以前、風速が毎時７０

キロメートルに達した時に、変圧器と発電機への

被害を避ける為に、サービスの供給が停止され

た。にもかかわらず、電力網は深刻な被害を受

けた。中でも、国のエネルギーシステムを接続す

る１２５の高圧線塔と何千という電柱が破壊され、

それらのうちのかなりの部分は取り替えなけれ

ばならないだろう。また、取り替え作業には高度

な専門性を持った労働力が要求され、全てを修

理するには何ヶ月もかかるだろう。そして、おそら

く様々な部品の輸入が必要となるだろう。これら

の被害にもかかわらず、政府の対応は迅速で、

様々な代替的な、また、一時的な手段を講じて、

国土の大部分に電力供給サービスを復旧させる

ことに成功した。しかし、ハリケーン通過中とその

後数日の供給の中断によって、稼動を止めなけ

ればならなかった様々な産業を中心として被害

が生じた。

通信

この部門へのハリケーンの影響は甚大である。

というのは、いくつもの塔と何千という電信柱が

倒壊して、電話通信とテレビやラジオの送信が

中断されたからである。この部門の回復は、漸

進的かつ輸入資源を必要とするだろう。 も重

要な行動の一つは、マタンサス県にある高さ７０

メートルの通信塔の再建である。この塔は、国の

短波システムの重要な拠点で、主にテレビやラ

ジオの信号の反復、そして電話通信に役立って

いる。問題は、技術的に複雑で費用のかかる作

業である。

12. 国内生産への影響

いくつかの県において数々の生産およびサービ

ス活動をある程度の期間減少あるいは停止させ

る要因は、電気の供給不足から建物への直接

的被害まで様々である。現時点でこの部門にお

ける損失を数量化するのは困難であるが、その

損失額は相対的に重大であり、今年の経済活動

の成果に影響を与えるであろう。特に輸出生産

部門における影響は深刻である。

13.雇用、所得、およびマクロ経済均衡

への影響

生産活動の減少あるいは停止は、特にそれ

が建物への深刻な被害である場合、雇用にも影

響を及ぼすであろう。そして、その影響は、特に

被害が大きかった地域で、より深刻なものになる

であろう。にもかかわらず、それによって全国的

に失業が増加することはないであろう。というの

は、被害を受けた諸機関は、何らかの方法で職

員を使用すると思われるからである。

しかしながら、１人当たりの実質所得への影

響に関するより詳細な分析の為には、他の要因
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も考えるべきである。キューバの企業のほとんど

は、現在行われている企業改革の特徴として、

給与を労働の 終的結果に連動させるようにな

ってきた。特に農業部門を中心として、生産量に

影響が出る企業の場合には、政府は少なくとも

一定期間は労働者の平均給与を維持することに

決定した。その労働者には自分の家を再建しな

ければならない者も含まれている。

14. 文化遺産への影響

ハリケーンが通過した地域が主に地方の農漁村

部であったため、文化遺産への大きな被害は見

られなかった。更に、博物館や図書館、文化セン

ターなどでは、収集品を守るために必要なあらゆ

る手段が講じられた。被害が深刻だった所として

は、シエンフエゴスのテリー劇場とマタンサスの

サウ劇場が挙げられる。この両者は、貴重な歴

史及び文化遺産であり、建物の構造自体への被

害はなかったものの、建物の木造部分や家具へ

の被害が報告されている。ハバナ市の歴史地区

では、相当数の住居が破壊され、１７００人に被

害が及んだ。また、５００人の生徒が学ぶ学校も

破壊された。

15. 環境への影響

ハリケーンが環境と生態系の均衡に与えた影

響を計測するのは短期的には困難である。しか

し、勿論監視を続けていくべきである。国連開発

計画は、サバナ・カマグエイ群島の環境保護プロ

ジェクト及び保護区プログラムにおいて、中長期

的な生態系への影響を評価するつもりである。

特に生態系の面できわめて重要なサパタ湿地で

は、様々な動植物が被害を受けたと報告されて

いる。

16. 暫定的ニーズ分析

Ａ．緊急のニーズ

キューバ政府は、主に避難者の為の食糧供

給と医薬品及び医薬品生産に必要な原材料の

確保を 優先している。

しかしながら、国連グループは、この緊急時に

キューバを支援しようという多くの国々や団体、

人々が上記以外の物資を調達する可能性があ

ることを知ったので、その仕事を容易にするべく

以下の物資リストを掲げる。

 食料品と食糧安全保障

 避難所で生活する人々の為の食料。彼らは家を

完全に失った人々であり、親類や隣人の家に身

を寄せられる可能性も無いために出身地に戻る

ことができない人々である。また、食料供給が不

安定なために、食料が不足して危険な状態にさ

らされる可能性のある、脆弱な被災者達の為の

食料も必要である。

 種

 灌漑の為の道具

 肥料

 除草剤

 有機栽培菜園と都市農業を作るための原材料

 設備を整える為の原材料

 健康・社会インフラ（病院、診療所、クリニッ

ク、薬局、産院、老人ホーム、保育園）
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 屋根（亜鉛がより望ましい）

 建築資材

 窓用の木材とガラス

 医薬品用の冷蔵庫

 実験機材

 救急車

 医療機材一般

 医薬品製造の原材料

 少年少女と妊婦の為の医薬品とビタミン剤

 

 教育部門

 屋根（亜鉛がより望ましい）

 建築資材

 窓用の木材とガラス

 パソコン（ハリケーンで失われた分を取り替える

為）

 棚とイス、机

 文房具その他の学校用品（子供たちが失ったも

のを補充するため）

 電気

 小型発電機

 灯油ランプ

 懐中電灯

 

 通信

 モバイル無線通信機

 

 住居

 屋根（亜鉛がより望ましい）

 建築資材、特に木材

 窓用の木材とガラス

 家庭用品（特に冷蔵庫と小型ガス調理器）

 ベッド

 マットレス

 毛布

 衣服（失った分を補うため）

Ｂ．中期的ニーズ

できるだけ早い時期に、食料や食料生産、食

糧安全保障、林業部門、住居、生産部門、社会

インフラ、エネルギー、通信などの分野における

中長期的問題に立ち向かうために必要な行動の

リストを作成する努力がなされるであろう。前述

のリストに掲げられたニーズは、中期的な再建と

復興を始める為に必要なものである。
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E-mail: havana@unicef.org
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Tel: (53-7) 204-1505
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Mr. Fernando Robayo
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Tel: (53-7) 208-6411, 12, 13
Fax: (53-7) 208-6409
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 faocuba@ceniai.inf.cu

国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）
Mr. Francisco J. Lacayo Parajón
Regional Director and Representative
Tel: (53-7) 32-7741, 32-2840, 32-7638

32-1787 33-3438
Fax: (53-7) 33-3144
E-mail: habana@unesco.org

汎アメリカ保健機関（ＰＡＨＯ）

世界保健機関（ＷＨＯ）
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