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仁義なき戦い・欧州編

大倉純子（債務と貧困

を考えるジュビリー九

州）

（2011年 5月 17日時
点での記事です）

（5 月 17 日時点の記事です）

欧州債務危機の原因は、近日

中に発行予定の「でっとばい」

特別号に掲載される第三世

界債務帳消し運動（CADTM） 

のエリック・トゥーサンの分

析「北の債務」の通りである。

特別号もウェブサイト（http:

//jdebt.socialforum.jp/）に掲

載されるので読んでほしい。

要するに EU の強い国の銀行

（などの投資家／機関）が EU

の弱い国の銀行の債権（債

券）を持っていた。ところが

世界金融危機で弱い国の銀行

は借金が返せなくなった。こ

れは完全に私企業同士の関係

だったはずが、弱い国の政府

は自国の銀行の債務を肩代わ

りし、強い国の政府（と国際

機関）は自国の銀行の取立人

よろしく「新しく貸してやる

から、強い国の銀行への債務

をまず返せ」とプレッシャー

をかけた。

こうして民間債務が、弱い国

から強い国（国際機関）への

公的債務にすり替わった、と

いう子どものけんかに親が出

た、という話だ。しかも強い

国のバックには米国という祖

父母までいる。問題は、劣勢

の弱い国にはこのケンカに負

ければ養えなくなる子どもた

ちがたくさんいる。そのほと

んどはケンカの元の私的借金

にはなんの関係もなかった人

たちだ。そしてそのうちの多

くが飢えても病気になっても

家族全員で汗水垂らして借金

返済。

この強い国は主にドイツ・フ

ランス。国際機関が EU の欧

州委員会、 IMFそしてECB（欧

州中央銀行）、三つ合わせて

トロイカといわれる。弱い国

は俗にいう PIIGS,　ポルトガ

ル、アイスランド、アイルラ

ンド、ギリシャ、スペイン。

アイスランドがしょっぱな

に、08 年 10 月、IMF の 救

済 融 資 を 求 め た（20 億 ド

ル）。続くギリシャが IMF/EU

に 2010 年 6 月 1,560 億 ド

ル。 続 い て ア イ ル ラ ン ド

（2010 年 11 月、850 億ユー

ロ =1200 億ドル）。そしてつ

い先ごろ、5 月 16 日ポルト

ガルが 1,110 億ドルの救済融

資を “要請” した。

アイルランド

これまで途上国を襲って

きた対外債務問題が、Ｅ

Ｕ圏の豊かな国々を襲い

つつある。

アイスランド、ギリシャ

に引き続き債務危機を起

こしたアイルランドで、

何が起こっているのか？
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第一弾のアイスランドは、

多少事情が他の国とは異な

る。まず EU に未加盟（加

盟申請中）、通貨もユーロ

ではない。何より、アイス

ランド政府は海外債権者に

債務返済するかどうかを国

民投票にかけ、その結果、

返済しないことに決めた。

そのおかげでアイスランド

の公的債務は GDP の 85％

ですんでいる。政府は債

権者・国（主に英・蘭）と

の交渉（紛糾？）を続けな

がらも堅実に経済を回復さ

せ、5 月 16 日、格付会社

フィッチはついにアイスラ

ンドの信用度を「ネガティ

ブ」から「Stable（堅調）」

にアップした。

アイルランドは全面的銀行

救済の結果、いずれ公的債

務が GDP の 2 倍以上（後

掲ブルームバーグ）あるい

は 2500 億ユーロ・GNP の

160%（後掲モルガン・ケ

リー）になるなどと試算さ

れている。

「納税者ではなく債権者に

銀行損失のカタを負わせ

たアイスランドは正しかっ

た。一方アイルランドは全

部間違っている。おそらく

は最悪のモデル」とご存知

ステグリッツ氏に酷評され

ている ( ※１）。

アイルランドが IMF/EU に

「救済」融資を「要請」す

ることを決めた 昨年 11

月。私の周囲の人たちの反

応は「IMF が F ××××な

のは知ってるけど、今は何

よりこの腐敗しきっただら

しないアイルランド政府の

背筋をまっすぐにしてほし

い」というものだった。

（IMF は政府の背筋を伸ば

したりしない、市民の背骨

を粉砕するだけなんだけ

ど。）

それから半年、2 月の選挙

で政権交代したが、新政

権（ビジネスクラス・中産

階級を代表するフィナ・ゲ

ール党と労働党の連立政

権）も銀行全面救済、費用

は IMF/EU の救済融資を受

け、その返済は緊縮財政と

公的資産売却から、という

前政権の路線を継承してい

る。そして金利の引き下げ

と、財政赤字解消の期限を

延ばしてもらうことを目標

に IMF/EU と交渉を続けて

いるが、見通しは厳しい。

一方、市民の反応であるが、

年末から 3 月ごろまで全国

紙アイリッシュ・タイムズ

の HP のトップには「特集・

財政危機」のアイコンがあ

ったが、それもいつの間に

か消え、アクセス・トップ

記事は以前と同じ、スポー

ツそして英女王アイルラン

ド訪問・・。

この間、

・政府委員会が電力・TV 局

など売却可能な政府資産を

50 億ドルという見積もり

(4 月 21 日 )、

・前政権の財務大臣ブライ

アン・レニハンが、「昨年

11 月の救済融資は " 要請

“するよう、ECB（欧州中央

銀行）に強要されたのだ」

と爆弾発言（4 月 23 日）、

・メアリ・マッカリース大

統領が「救済融資と引き換
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えにアイルランドの法人税

を上げろというのはお門違

いだ」と異例の政治的発言

（4 月 29 日、後述）、

・IMF 専務理事ドミニク・

ストロス＝カーンが強姦容

疑で米国で逮捕され専務理

事を退任（現在進行中）、

などが起こっても、ほんの

一日アクセスランキング上

位を占めるだけで、すぐに

スポーツその他の事件に入

れ変わってしまう。

そんななか、5 月 7 日から

5 日間、アクセス上位に位

置した記事があった。題し

て

“Ireland's future depends 

on breaking free from 

bailout

（アイルランドの将来は救

済融資からおさらばするか

どうかにかかっている）"

（※２）

内容は大きく分けて二つ。

１、救済融資の目的はアイ

ルランドの経済や信用回復

ではない。

（筆者によれば、救済融資

を求めればどんなひどい目

にあうかを示して世界第九

位の経済のスペインに自力

更正させることが目的なの

で、アイルランドがボロボ

ロになれば大成功・・だそ

う。）

このまま行けばアイルラン

ドは「かならず」破産する。

アイルランドの伝家の宝刀

「安心なビジネス環境」と

いう評判を守るには国家破

産は絶対に避けねばならな

い。そのためには６大赤字

民間銀行から手を引き、引

き取った不良債権も約束手

形もそのままお返しする。

これでアイルランドの債務

は 1100 億ユーロに減る。

２、しかし EU・IMF はも

うアイルランドにお金を貸

してくれなくなる。ぐずぐ

ずしていても「絶対に」景

気は回復しない。そこで政

府がすべきことは支出をド

ラスティックにカットして

一年で財政赤字をなくすこ

とだ。こうやって投資対象

価値としてのアイルランド

を回復する。

（そして「ブリュッセルに

褒められるのが好きな今の

政府ではこんなことは絶対

起こらないのはわかってる

けどね」と続く。）

別に彼の主張はそう目新し

い訳ではない。「銀行の損

失は債権者が負うべき」「こ

のままではアイルランドの

破産は必至」という意見は

これまでも内外の経済評論

家から表明されていた。こ

の記事がここまで読まれた

理由は、筆者がダブリン大

教授モルガン・ケリーだっ

たからかも。

彼はまだ国中が好景気に浮

かれていた 2007 年、バブ

ル崩壊を箴言して時の首相

バーティー・アハーンの不

興を買った。その後も半年

に一回くらいの割合で、災

厄を予言してすぐ死ぬとい

う件（くだん）のごとく、

家人の死を前日に泣き叫ん

で知らせるアイルランドの

妖精（妖怪？）バンシーの

ごとく、アイルランド経済
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の未来を陰鬱かつ冷厳な口

調で描き（そして大体その

通りになる）、一部からは

予言者と呼ばれている。

暗い未来とは別に、彼の記

事には興味深い点が色々あ

る。ひとつはアイルランド

の救済融資を ECB がごり

押しする一方、IMF は優先

順位の低い債権者が損害を

部分負担する案を推してい

た。しかしこの意見は、米

国財務長官ガイトナーの拒

否権で粉砕されたというの

だ。

ここにストロス＝カーンの

逮捕が絡んでくる。

これは国際機関トップが

「実は野獣だったのよ、い

や～ね～」ですむ問題では

ない。かつての IMF 幹部は

ブルームバーグ紙で、スト

ロス＝カーンが欧州内の債

務国にこれまでとは違う柔

軟なアプローチを取ること

でいかに EU 内の結束を保

つのに貢献していたか過小

評価するべきではない、と

述べている。現在 IMF の

専務理事代行は米国 JP モ

ルガン・チェイス出身のジ

ョン・リプスキーだ。

双子のブレトンウッズ機

関、世界銀行と IMF はそ

れぞれのトップを米国と欧

州で分け合うことでバラン

スを保ってきたが、BRIC

など新興経済の台頭で次期

IMF 専務理事は欧州外から

の声も高まっている。一方

フランス、ドイツなどはな

んとか IMF を欧州につな

ぎとめてたいと画策してい

る。

救済融資の目的がアイルラ

ンドをボロボロにすること

が第一かどうかわからない

が、アイルランド市民の幸

福と安寧でないことはよく

わかる。ドイツ・フランス

は「EU の結束、ユーロの

安定維持」を大義名分に、

これ以上の債務契約の条

件緩和交渉を拒否する一方

で、救済融資と引き換えに

アイルランドに安い法人税

を引き上げるように迫って

いる。新自由主義経済のド

グマからいけば、安い法人

税で海外企業をひきつける

ことは必須項目のひとつだ

が、この場合は自国への経

済誘致というアジェンダの

方が優先されるのだ。

しかし、アイルランド現政

権にしても安い法人税の死

守だけが債権者との交渉目

標というのはなんとも情け

ない話だ。

アイルランドで見聞する一

般市民の意見は

・好き勝手やった挙句、巨

額の退職金を手に引退した

銀行家たちのツケを払わさ

れるのは腑に落ちない。緊

縮財政はすでに雇用、教育、

医療、住宅に大きな影響を

与え始めている

・しかし、債務はすでにア

イルランドという国に移っ

ている。もう遅いのではな

いか。これで債務を返さな

ければアイルランドという

国が不義理の汚名をかぶる

ことになる。

・アイルランドはこれま

で EU から特に農業で多額

の補助金をもらってきた。
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EU の言うことを聞かなか

ったらこれからどういうこ

とになるのか。

などなど。仁義なき戦いの

中で、多分アイルランド人

は優しい ( 諦めが早い？ )

のである。

身勝手な債務不履行という

汚名を被らずに債務返済を

拒否する方法が債務監査

だ。

5 月 4 日「アイルランド債

務と開発連合」「アクショ

ン・フォア・アイルラン

ド（AFRI アフリ）「ユナイ

テッド（独立労働組合の連

合）」が合同でアイルラン

ド債務の市民監査を立ち上

げた。これがどう人々にア

ピールし影響力を持つよう

になるか、その進展を見守

りたい。

7 月 8 日現在更新情報

ストロス＝カーンの後任に

は現フランス財務大臣クリ

スティーヌ・ラガルドがほ

ぼ当選の見込み。ストロス

＝カーンはレイプ未遂被害

者の証言に信頼性がないと

いうことで不起訴になりそ

うだが、今度は国内で別の

同様の事件で訴追されそう

である。仏大統領候補決定

時期に起こったこの逮捕騒

動、陰謀説もささやかれて

いる。ラガルドは米国勤務

が長く、この選定は米政府

も歓迎している。

ギリシャは大もめの末に緊

縮財政法案を議会で可決。

民衆は力強い抵抗運動を見

せたが弾圧もひどかった。

トロイカによる追加融資が

決定したがいまだにデフォ

ルトの可能性は大きく、も

はや実質デフォルトを容認

する策さえ債権者側から提

案され始めている。アイル

ランドはいくつかの銀行が

優先順位の低い社債保持者

に対し最高額面 90％割引

でのデットエクィティース

ワップ（債務を株式と交換）

の措置を提案。

参照：wikipedeia －「2010 年欧州ソブリン危機」の項 　http://bit.ly/jjuSfI

※１　2011 年 2 月 1 日ブルームバーグ・マーケットマガジン

Iceland Shows Ireland Did ‘Wrong Things’ Saving Banks, Yalman Onaran

http://www.bloomberg.com/news/2011-02-01/iceland-proves-ireland-did-wrong-things-saving-banks-instea

d-of-taxpayer.html

※２　http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2011/0507/1224296372123.html
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国際正義キャンペーンの主張

IMF は世界中で失敗を繰り返している

プレスリリース

Debt and Development Coalition Ireland（債務と開発連合アイルランド）

2010 年 11 月 18 日

ネッサ・ニ・ハセジャ

翻訳　大倉純子（貧困と債務を考えるジュビリー九州）

アイルランド経済は今、IMF 介入の可能性

に直面しているが、アイルランドの国際正

義 運 動 Debt and Development Coalition 

Ireland (DDCI) は今日、IMF の過去の業績を

見れば、IMF の目的は正義の声を黙らせる

ことであり、その政策が世界中で人々を貧

窮化させてきたことがわかる、と警告した。

DDCI コーディネーター、ネッサ・ニ・ハセ

ジャは「貧困国であれアイルランドであれ、

IMF は危機的状況における “愛のムチ” とし

て必要だという意見は議論を間違った方向

に導く。政府は人々の日々の生活に大きな

影響を与える決定をする際には、その国民

に真っ先に、そして最大限の説明責任を果

たすべきだ。1957 年の IMF 加盟以来、アイ

ルランドは IMF が世界中で多くの国々を貧

窮化させるのを傍観してきた。アイルラン

ドとユーロ圏の他の国が同じ目にあう可能

性に直面にしている今こそ、この非民主的

な金融機関の不当で破壊的な影響力にとど

めをさすときである。」と述べた。

リディ・ナクピル（ジュビリーサウス・ア

ジア太平洋債務と開発運動コーディネータ

／フィリピン）は「IMF は 10 年以上に渡り

フィリピンで厳しい緊縮政策を進めさせた。

これにより私たちが基本的な公共サービス

にアクセする権利は長きに渡って深く侵害

された。私はアイルランドの人々が、IMF

の権力に積極的に異議を申し立て、正義に

基づく政策のために声を上げ提言する自ら

の権利のために闘い、それを守っていくよ

う強く求める。IMF は自らの教義に凝り固

まっており、他の人々の意見に耳を傾ける

気持ちは全くない。」と述べた。

ニ・ハセジャ氏は続けて「自分たちはより
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柔軟な組織になったという最近の IMF 自ら

の主張に関わらず、いまだに IMF は破壊的

な政策を押し付け続けている。たとえば、

IMF の現在の世界の融資対象国の内、75% の

貧困国が IMF の融資条件によって 2010 年に

社会支出を大幅に削減している。それらの

国では健康と教育という基本的必要を満た

すため、それらの分野への多額の支出を必

要としているにも関わらず。」と語った。

DDCI は最近の IMF の危機後の融資の実態か

ら、IMF が相変わらず「一種類の政策をど

こでも処方する万能薬」的アプローチを変

えていないことを強調した。

たとえば人々が甚大な洪水被害に苦しむパ

キスタンでは、IMF は政府にエネルギー補

助金をやめさせ、燃料・電気料金の値上げ、

逆累進的な消費税・販売税の強化を要請

した。ジャマイカでは、教師や他の公務員

が交渉で勝ち取ったサラリー遅配分を受け

取っていない。ルーマニアでは 2010 年の救

済融資の結果、公務員給与の 25%、年金の

15% が削減された。

9 月にはブカレストで公務員レイオフに反対

する 1 万 2 千人デモが起こっている（１）。

（１）最近の IMF 危機融資に関する分析

ジュビリー USA「IMF の仮面を剥ぐ：ポスト金融危機時代に不可避な改革」2010 年 10 月

'Unmasking the IMF, The Post-Financial Crisis Imperative for Reform',

http://www.jubileeusa.org/fileadmin/user_upload/Resources/Policy_Archive/Oct_5_IMF_Report.pdf

DDCI は富裕国・貧困国間の公正な金融関係のために活動する、開発組織・コミュニティグループ、労働

組合の全国ネットワーク組織である。DDCI はヨーロッパ債務と開発ネットワークのメンバーである。　

www.debtireland.org

原文

http://www.debtireland.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28:global-justice-campaigners-say-imf-has-

failed-all-around-the-world&catid=6:latestnews&Itemid=2
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何十億ユーロにも上る EU/

IMF の “救済” パッケージ

受け入れ議案がアイルラン

ド議会を通過して 24 時間

も経たないうちに、アイル

ランドの信用格付けは急落

した。格付機関ムーディー

ズがアイルランドの経済低

迷は当分続くだろうという

懸念を表明したのだ。残酷

な緊縮政策と予算カットが

アイルランドの経済と社会

を、おそらくは今の世代の

間中、蹂躙し続け、一方新

しい IMF と EU の融資がこ

の国の債務残高を一層膨ら

ませることを考えると、こ

の急落は不思議でもなんで

もない。

アイルランドが IMF と EU

の救済パッケージの恩恵を

受けるまさにその金融市場

から厳しいお灸を据えられ

続けている事態を見ると、

飽くなき利益追求の強欲の

前にはアイルランドの人々

の生活などどうでもいいと

看做されていることがよく

わかる。しかし一方、これ

は債権者のご機嫌を取ろう

としても無駄だということ

も示している。事態を改善

したいのなら、アイルラン

ドは痛みを丸ごと社会に転

嫁するのではなく、債権者

に立ち向かい、この危機に

責任ある者がその結果を引

き受けろとはっきり言うべ

きなのだ。

何十もの途上国がアイルラ

ンド、ギリシャその他の国

が今直面している事態を

経験してきた。IMF 自身の

基準から見てもアイルラン

ドの救済パッケージは過酷

だ。最低時給は 1 ユーロ切

り下げられ、大幅カットの

第二ラウンドでは年金、年

金非課税制度、社会保障、

公共サービスなどが大打撃

を受ける。

ザンビアは 1980 － 90 年

代に IMFの圧力で同様の大

幅カットを実施した。IMF

はこの支出カットを賞賛し

たが、この南部アフリカの

国の債務は経済縮小で二倍

に膨らんだ。アイルランド

経済もまた “貿易と競争に

対する残りの制約を取り除

くための大胆な措置 “が取

られ、構造改革されるだろ

う。すなわち民営化と規制

緩和である。民間部門での

失敗が公共分野での今の大

災害を引き起こしたことを

考えると、ここでまた民間

部門を持ち上げるなんてま

るで笑い話だ。民間部門が

企業の債務、公共の痛み

アイルランドが知っておくべきこと

2010 年 12 月 23 日

ニック・デアデン

翻訳　大倉純子（貧困と債務を考えるジュビリー九州）
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なんら規制を受けず、目先

の利益にくらんで猛烈に借

り入れたために、アイルラ

ンドの民間債務は 2008 年

までに国家歳入の 600% に

達したのだ。

企業の無謀さが引き起こし

た痛みは社会に回される。

一番の被害を受けるのは

普通の人々、特に最貧困層

だ。エコノミストたちは債

権者と債務交渉をしないの

は大きな失敗だと今までに

なくはっきりと指摘してい

る。マーティン・ウォルフ

はフィナンシャル・タイム

ズで「アイルランドは銀行

債務の大幅リストラによっ

て自衛すべきだった。銀行

が抱える債務をそのまま公

的債務にすることは許され

ない。代わりに債権者がそ

の負担を引き受けるべきな

のだ」と述べている。

このアイルランドの救済

パッケージで利益を受ける

のは、主にヨーロッパの銀

行と他の金融債権者だ。こ

れら民間投資家から損失

を切り離すことこそがこの

救済パッケージの眼目なの

だ。英国のアイルランドへ

の二国間融資－ 70 億ポン

ド弱に上る－も実は基本的

に英国の銀行救済政策への

付け足しなのである。RBS

（ロイヤル・バンク・オブ・

スコットランド）はアイ

ルランド政府に 40 億ポン

ド、アイルランドの民間セ

クター、特に住宅ローンに

380 億ポンドを貸し付けて

いた。

その代価として、アイルラ

ンドとギリシャは今後何年

も債務奴隷として苦しむか

どうかの瀬戸際に立ってい

る。唯一の代替案は、債権

国と再交渉し債務を削減さ

せることだ。今週発表され

たアクション・フロム・ア

イルランド（Afri) のペー

パーで、アンディ・ストー

レイはアイルランドが債

務不履行したらどうなるか

を描いて見せ、「マーケッ

トはこれ以上アイルランド

を痛めつけることはできな

い」「たとえ短期的に打撃

があっても緊縮政策から立

ち直るよりはもっと早く回

復するだろう」と主張して

いる。ストーレイは、一般

の人々が一体どうやって危

機が起こったのか正確に理

解する最初のステップとし

て、エクアドルその他の国

で行われた債務監査が不可

欠であると述べている。

銀行は過去 30 年いつも勝

ち逃げできたわけではな

い。2001 年、アルゼンチ

ンはまさに今、多くのエコ

ノミストがアイルランドと

ギリシャに対して勧めてい

る道を選んだ。2001 年ク

リスマス・イブ、アルゼン

チンは、IMF が強要した通

貨の過大評価により生じた

債務の不履行を宣言した。

通貨切り下げと、キャピタ

ル・コントロールを導入し

て資金の海外流出を防いだ

ことで、経済はまもなく急

激に上向いた。最貧困層を

助けるための福祉支出は増

額された。一方、輸出税

と金融取引税が IMF の承

認抜きに実施され、政府の

歳入を増やした。2005 年、

アルゼンチンは債権者と

交渉し元の債務額のわずか

35% の返済合意にこぎつ

けた。
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ノーベル賞経済学者のポー

ル・クルーグマンは「真面

目な人々というものは、“銀

行家の罪を大衆を罰するこ

とで購うのは犯罪以上のも

のだ、それは間違っている”

ということを、一体どれ

ほどひどい目にあえばわか

るのか」と述べている。今

こそ繰り返される債務危機

から学ぶべきときだ。政府

は金融セクターの行いのツ

ケを国民に強制的に支払わ

せるのをやめなくてはなら

ない。緊縮政策で社会を犠

牲にして民間投資家を救済

する必要はない。人々は自

らの権利、福祉、民主主義

を、国際金融という神を喜

ばすために差し出す必要は

ない。政府にも国民にもそ

の力があるのだ。債務監査

と部分的債務不履行、累進

課税とキャピタル・コント

ロールが、世界を適切に管

理し正常化することを手助

けするだろう。

多くの人々はギリシャは

その巨額債務を不履行にす

るしかないだろうと今も信

じている。グローバル金融

の絶対的命令の次の標的は

スペインだろうという噂が

出回っている。やがてヨー

ロッパ全体がその足元に膝

まづくことになるだろう。

今すぐにもグローバル・

ファイナンスに対して立ち

向かっていかなくてはなら

ない。

ニ ッ ク・ デ ア ダ ン（Nick 

Dearden）は英国 Jubilee Debt 

Campaign の理事

原文

http://www.cadtm.org/Private-

debt-public-pain-lessons
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援助と戦争

５月２日（アメリカ時間で１日深夜）、アメ

リカのオバマ大統領は緊急演説を行い、パ

キスタンに潜伏していた国際テロ組織アル・

カイダの指導者オサマ・ビン・ラディンを

殺害したと発表した。今年の夏よりアフガ

ニスタンからの撤退を開始するオバマ政権

にとっては、対テロ戦争における目標を達

成したという戦勝ムードの内に、アメリカ

国民の同意を得た上、さらにこれから実施

される米国防予算の大規模な削減への道筋

を付けたと言える。

米議会調査局の報告書によると、アメリカ

がこの対テロ戦争において１０年間に使っ

た費用は１兆２８３０億ドルとなってい

る。その中にはパキスタンへの支援も含ま

れ、その額は１８０億～１９０億ドルであ

る。米ＦＯＸニュースの報道では実際の額

は２０７億ドルに上ると述べ、その内の

１４２億ドルがパキスタンの軍事支出に対

する支援であったと述べている。開発援助

や災害・難民援助、食料・保健への援助は

残りの６５億ドルに過ぎなかった。

２００１年９月１１日にニューヨークで同

時多発テロ事件が発生した後、パキスタン

はその年の１２月にはパリ・クラブにおい

て対外債務の約３分の１に当たる１２５億

ドルの債務返済繰り延べ（リスケ）を受け

ている。その際、日本政府は１９９８年の

パキスタン債務危機：戦争と債務、国家の統治権

高丸正人（債務と貧困を考えるジュビリー九州）

パキスタン
昨年、インダス川を襲った大規模な洪水により、

２０００万人が被災したパキスタン。

対外債務に苦しむこの国は「テロとの戦争」に向き合いな

がら、国家の行く末を模索している。
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パキスタン核実験以降実施していた経済制

裁を解除し、債務返済繰り延べの容認と新

たな経済援助を行うことを約束した。

この時、当時の日本政府はパキスタンへの

こうした支援に消極的であったが、パキス

タン政府は対テロ戦争の最前線 (front-line)

に位置する同国への支援がアフガンを含む

この地域全体の安定につながる、と説得し

たとされる。

パキスタンは、もともとは大英帝国インド

領の一部であり、植民地解放後にイスラム

教のパキスタンとヒンドゥー教のインドに

分離した。その後、インドに対抗するため

に核開発を行ったパキスタンは世界から「な

らず者国家」の烙印を押され経済状況も悪

化した。９１１テロの後、対テロ戦争にお

いて重要な位置を占めることなったパキス

タンは、その地理的な位置付けを自ら利用

し、国際社会に対しパキスタンへの支援を

呼び込んだのである。

この外交戦術は功を奏し、債務返済の繰り

延べ（リスケ）の合意後からリーマン・ショッ

クまでの期間において、パキスタンの対外

債務は対ＧＤＰ比において顕著な減少を続

けていった。しかし、一方でアメリカの支

援内容からも分かるように、国際社会の支

援とは明確に「戦争」への支援であった。

リーマンショック後のパキスタン

２００７年に世界金融危機が起こると、パ

キスタンは輸出が鈍るようになり、また原

油・食料価格の高騰で貿易収支が悪化する

ようになった。それに併せ対外債務も増加

の一途をたどり、債務不履行（デフォルト）

の危機が迫りつつある。

ＩＭＦはパキスタンと緊急融資についての

交渉を始めたが、ＩＭＦが提示する大規模

な増税策や補助金カットと言った融資条件

はパキスタン国内で非常に強い反発を受け、

交渉は難航。結局、与党のＰＰＰはこれら

の条件を履行するための法案を国会で通す

ことができず、苦境に立たされている。オ

サマ殺害の後、パキスタン国内の対米感情

が悪化し、治安上の懸念でＩＭＦとの交渉

は一時ストップし、５月中旬にドバイで交

渉が再開された。交渉ではＩＭＦが改めて

パキスタンの財政赤字の削減を求めたが、

パキスタン側は明確な見通しを示すことが

できなかった。一方、同国政府は来年度予

算で、米軍撤退後の治安維持のために軍事

費を１０％以上も増加させることを表明し

ている。

教育危機

現在、パキスタンの国家予算の６０％は債

務返済と軍事費に割り当てられている。債
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務危機と戦争のしわ寄せは子ども達に向け

られている。

政府が発表したレポートによると、パキ

スタンの教育予算は２００５年にはＧＤＰ

の２．５％あったのに、現在では１．５％

しかない状態にある。また、学校に通う子

どものうち半数は文章が読めないという。

２５００万人の子どもが小学校に行けず、

３００万人は一生涯に渡り教育を受ける機

会を得られないだろう、としている。さら

には、国民の３分の１が２年以下しか学校

に通っていない状態にあることも分かった。

このままでは、国連のミレニアム開発目標

を達成できる見込みはない、とレポートは

報告している。

洪水被災者への支援遅れる

昨年の７月にパキスタンのインダス川流域

で発生した大規模な洪水に対し、国際機関

や世界各国が緊急支援を表明した。しかし、

イギリス議会報告によると、国連が提示し

た１０億ドルの支援のうち、実際に支援と

して使われた額がその３分の２に留まって

いると言う。

同様に、イギリスにおいても、表明した支

援額に対し、実際に支援として現地に届い

ている額が、その３分の１に留まっている

ことも明らかになっており、支援の遅れの

実態が次第に明らかになっている。

支援が遅れている理由の一つは、実際に支

援をする多国籍機関やＮＧＯの数が非常に

膨大で、資金の振り分けの調整に時間がか

かっているためであると言われている。

一方、パキスタン政府による被災者への補

償も少しずつ始まっているが、その補償額

が最終的に一体いくらになるかに注目が集

まっている。それによって被災者が自分の

家を建て直せるかどうかが決まるからだ。

しかし、この補償も資金の提供者となる世

銀との交渉次第となっており、被災者の運

命は世銀に握られた格好になっている。

国家の統治権を尊重すること

アメリカ軍によるオサマ・ビン・ラディン

殺害事件がパキスタン政府に一切通告なし

で実行された時、パキスタン元大統領のム

シャラフ氏は、これをパキスタンへの主権

侵害だと怒りをあらわにした。その後、パ

キスタン各紙でもパキスタンの統治権につ

いて様々な議論が交わされた。

これまで述べてきたように、パキスタンと

いう対外債務に苦しむ最貧国一歩手前の国

家は、あらゆる点においてアメリカや国際

機関と言った存在に干渉を受けざるを得な
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http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12691844

BBC News - Britain criticises UN Pakistan flood response
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い現実に晒されている。パキスタン人が自

分の国の統治権を疑うのも無理のない話で

ある。

パキスタンが、国家予算の大部分を占める

対外債務支払いや戦争という問題を解消で

きれば、自らの統治権により国家を再建す

る道筋は開かれるものと考えられる。現在

のパキスタンはＰＰＰという民主的な政党

により統治される国家であり、国際社会は

パキスタンの民主化を後押ししてきた。国

際社会は、パキスタンの対外債務免除や反

政府組織との和平推進の橋渡しをすること

で、パキスタン国民の統治権による国家再

建を目指すべきではないだろうか。少なく

ともそれは「自助努力による国家の発展」

を途上国支援の柱にすえている日本政府の

方針とも合致するはずである。
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「パキスタンのインフォー

マルセクターは、過去１０

年間で約２０％の成長を遂

げた。資本家階級による貧

しい労働者、とりわけ女性

の家内労働者の搾取を伴い

ながら。

インフォーマルセクターの

労働者は、見えない存在で、

攻撃を受けやすく、ブロー

カー、請負業者、下請け業

者の思うがままである。何

百万の労働者がインフォー

マル経済に従事していて、

彼らの賃金は恥ずべき低さ

である。

政府はこれらの労働者に社

会的保護を提供しなければ

ならない。」５月１日の国

際労働者日を記念して、リ

ーガル・チョウクの商店街

で世界女性行進調整委員会

によって組織されたメーデ

ーのデモにおいて、演説者

たちはこうした観点を表明

した。

異なった地域からやってき

た多くの女性活動家や労働

者、そして市民社会の代表

者がデモに参加した。デモ

参加者は、インフォーマル

経済の排除された労働者、

とりわけ女性家内労働者、

家事労働者、女性農業労

働者への連帯を記したバナ

ーやプラカードを掲げてい

た。

彼らは、ＩＭＦ、世界銀

行、国際金融機関に押し付

けられた政府の反労働者政

策や過激で強まりつつある

宗教原理主義に反対するス

ローガンを叫んでいた。主

なスローガンの中には、「家

庭内暴力をやめろ」「女性

労働者の経済的搾取をやめ

ろ」「女性に対する差別的

法律を撤廃せよ」「帝国主

義を打倒せよ」「国際金融

機関と新自由主義を打倒せ

よ」があった。

デモ参加者は通りすぎる労

働者の行進への連帯を表明

しながら商店街を行進し

た。デモの最後に、世界女

性行進全国要請委員のブシ

ュラ・カリクがデモ参加者

に演説した。女性労働者の

問題に焦点を当てて、彼女

は「民間投資家たちがこれ

らの労働者の犠牲の上に利

益を倍増させることのみに

関心を示している一方で、

とりわけインフォーマル・

セクターにおける女性労働

者の権利がパキスタンで無

女性たちのメーデー：ラホール

ブシュラ・カリク（パキスタン・世界の女性行進）
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視されてきており、労働の

権利や他の社会的安全保障

へのアクセスがないままに

放置されてきた。

パキスタンは、数多くの女

性労働者が貧困と家計を支

えるためにインフォーマル

な家内労働に従事している

発展途上国の一つである。」

と述べた。２０００万人を

超えるパキスタンの女性が

家内労働に従事している。

彼女は、女性たちに自らの

権利を求める組織された闘

いのために団結することを

強く訴えた。

インフォーマル・セクター

の労働者の苦境に言及しな

がら、彼女は「彼女らの経

済への貢献度は６０％以上

であるにもかかわらず、イ

ンフォーマル部門の女性労

働者は社会の中で最も基本

的人権を保障されていない

し、自らを労働者であると

主張する権利も持っていな

い。

彼女らの１日の収入は、１

日に１２時間から１６時間

働いているという事実にも

かかわらず、１０ルピーか

ら５０ルピー（１ドル以下）

にすぎない。彼女らは、自

らの労働について何らの社

会的・法的認知も受けてい

ない。孤立して働いている

ために、法律上労働者とし

ての権利を有していない。

この膨大な労働力は、請負

業者や下請け業者、ブロー

カーの思うがままになって

いる。」と述べた。

最高裁判所の弁護士で社会

運動家のラビヤ・バジュワ

は、政府の反労働者政策を

批判した。彼女は「女性の

団結がこの問題を解決する

鍵である。毎年のメーデー

で女性労働者が自分たちは

労働者であること、自分た

ちを勘定に入れること、権

利を与えることを政策決定

者に伝えるために、国中で

街頭に出よう。女性労働者

は、消え去ったり、徐々に

小さくなったりする傾向に

はない。要求が実現するま

で闘い続けるだろう」と呼

びかけた。

女性権利活動家のルクサ

ナ・ナズは、「女性労働者

はベナジール所得支援プロ

グラム（１）のもとで分配

されるものを欲してはいな

い。彼女らは労働法のもと

で労働者として認められる

ことを望んでいるのだ。彼

女らを認めよ。」と述べ、

政府に対して、労働法の施

行、最低賃金規定を満たす

賃金、そして物価の引き下

げを確約するように要求し

た。彼女はまた、パキスタ

ンの労働者社会が直面する

困難な挑戦についても言及

した。

翻訳

寺本勉（アタック関西グループ）

（１）　08 ／ 09 年度に予算 4 億 2,500 万ドルが割り当てられたベナジール収入支援プログラムは、貧困対策とし

て月収 6,000 ルピー（1 ルピー＝約 1.3 円）以下の 1 家族対して毎月 1,000 ルピーを支給した。

http://www.jetro.go.jp/world/asia/pk/biznews/4a67ebb8493e0
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ダカール世界社会フォーラムでの債務問題の議論

福島康真

2011 年 2 月にセネガルのダカールで行われ

た世界社会フォーラムの中で、世界各地の

債務問題に取り組む人々は、様々なワーク

ショップやパネルディスカッションを行っ

た。ジュビリーサウスや CADTM、各国の

ATTAC などのネットワークは期間中、それ

ぞれワークショップを開き、これまで主に

議論されてきた南の債務だけでなく、ヨー

ロッパなどで始まった北の債務問題も含め、

現状の報告、経験の交流のほかに、債務監

査などの取り組みについて議論が行われた。

最終日には、強風吹き荒れる屋外テントの

中で債務総会が開かれ、債務の鎖を断ち切

るための共通の闘いについて議論した。以

下に、債務総会で行われた議論をまとめて

みた。

まず、世界各地で起きている政治的事件や

災害などの特別な事例について議論が行わ

れた。パキスタン、ハイチ、セネガル、コー

トジボアール、南スーダン、エクアドル、チュ

ニジア、ギリシャから報告が行われ、債務

と闘う運動、組織、諸個人の間でのネット

ワークを強化し、債務国と債権国の運動が

互いに支援し合い、緊急に債務問題に取り

組むことが重要であることが合意された。

例えばパキスタンの債務について、その多

くを作り出している日本の運動とパキスタ

ンの運動が直接、結びつくような運動を作っ

ていこうとすることが重要になってくる。

北の国で起きている債務問題について、報

告と議論が行われた。これまで南の国で起

きていたのと同じことが現在、ギリシャや

アイルランドで起きており、南の人々が被っ

てきた社会的環境的人的犠牲と同じものが、

いま北の国の人々にも襲いかかっている。

南と北の事例の相違について分析し、南の

闘いの経験から学ぶことを通して、北での

闘いを行っていく必要があるということが

議論された。そしてその運動は、「債務は教

育、健康、軍事化、栄養、貿易などの日常

世界社会フォーラム

ダボスで毎年開催される世界経済フォーラムに対抗し、南の国々の声による問題

解決を目指す世界社会フォーラム。南の国の債務も一つのテーマとなっている。
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の生活と密接につながったものであり、と

りわけ女性や社会の最も弱い部分に影響を

与える」とことを軸にして行う必要がある

ことも強調された。

債務監査の設置を求めるための議論も、活

発に行われた。エクアドル、アルゼンチン、

ブラジルなどで議会が債務研究委員会を設

置したり、フィリピンでは市民監査をが行

われた事例が報告され、それに基づいてジ

ンバブウェやギリシャでの債務監査を求め

るための運動の現状と取り組みに関して意

見交換が行われた。また、チュニジア、マリ、

コンゴ民主共和国、ボリビア、パラグアイ、

パキスタン、ネパールなどでも、債務監査

を求める活動が行われていることが報告さ

れた。

環境や気象変動と債務に関する議論も行わ

れた。現在の不正な債務は、化石燃料の開

発などへの貸付によって作られたもので、

それが温室効果ガス放出を増加させ、気候

変動の原因となってきた。この不正な貸付

は、バイオ燃料などの「誤った解決策」の

ためにも行われている。総会では「気候変

動を受け入れ、それと闘うための資金の提

供は、公的で透明性を持ち、参加型でなけ

ればならない。それは資本のためのもので

はなく、人々のニーズのためのものであり、

これによって債務を作り出すべきではなく、

従って世界銀行がこれに参入することを認

めてはならない」ことに合意した。そして、

「世銀は気象から手を引け（World Bank out 

of Climate）」キャンペーン（※１）を支援

すしていくことに合意した。また、2011 年

11 月の南アフリカのダーバンでの COP17 期

間中、および 2012 年のリオ +20 や COP18

期間中に開催される「環境債務と気候平等

のための民衆裁判」への参加を呼びかける

ことも決めた。

ほかにも、政府がまだ債務返済を中止して

いない国での債務問題の取り組みに関する

議論も行った。とりわけパキスタンの事例

は、どのように主権的で民主的で責任ある

財政枠組みを作るための国際的なイニシア

チブの必要性が、ワークショップなどで議

論された。

最後に、「資本主義のシステムの危機と、債

務の反対し正義を求める闘い」に挑戦する

ことを決議し、「不正な債務に関する南と北

のキャンペーン」を継続することを確認し

た。そして、2011 年 10 月 8 日から 15 日を

「債務と国際金融機関に反対するグローバル・

アクション・ウィーク」として世界中にア

クションを呼びかけるとともに、社会運動

総会が呼びかけた 10 月 12 日の「資本主義

に反対するアクション・デー」にも参加を

呼びかけていくことになった。

※１　http://www.worldbankoutofclimate.ort/
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