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　昨年末に NHK-BS で「ギリシ

ャ　財政破綻への処方箋～監査

に立ち上がる市民たち～」が放

送された。ギリシャの支配階級

やそれと結託した国際金融資本、

ユーロ強国などによって押し付

けられた「不当な債務」の歴史、

IMF・欧州中央銀行・EU 委員会

のトロイカによって強制された

緊縮財政がもたらす貧困、そし

て市民や労働者の選択肢として

の「不当な債務の市民監査」を

真正面から紹介した秀作だ。国

をあげて不当な債務の監査を行

ったエクアドルの事例なども紹

介されている。英語版などはイ

ンターネットの公式サイト（http

://www.debtocracy.gr/）で見る

ことできる。

　今号の『でっとばい』は「不

当な債務の市民監査」に焦点を

あてた。「アラブの春」で注目

を集めたエジプトからは、ムバ

ラク時代の「不当な債務」を監

査しようとする動きを紹介する。

IMF に代表される国際金融も動

乱の時代にさらなる利益を追求

する動きを見せている。ミャン

マー債務の削減に乗り出した日

本政府や世銀の動きの参考にな

るだろう。また洪水と債務に苦

しむパキスタン、欧州危機のカ

ラクリなど、他ではほとんど紹

介されない国際金融の動きを紹

介している。

　NHK-BS ドキュメントの原題

は「Debtocracy」。デモクラシ

ー（Democracy）の発祥の地、

ギリシャを覆う債務（Debt）危

機の時代を言い表したタイトル

だ。ギリシャ、エジプト、パキ

スタンの「Debtocracy」とはま

た異なった表れ方をしてはいる

が、日本の人々も「Debtocracy」

の時代に生きている。現在の経

済サイクルや金融システムを救

済する名目で大量発行される国

債、その借金の返済のために社

会保障費を削減し、それでも足

りない場合には増税が必要だと

騒ぎ立てる政治家やメディアが、

不当な債務に苦しむギリシャの

人々を「怠け者」「キリギリス」、

「公務員天国」などとしたり顔で

揶揄し、資本のための新自由主

義改革を進めようとしている。

　その一方で、ギャンブルのツ

ケを公的資金によって救済され

「金を融通する」のではなく「金

を融通される」機関になり果て

肥大化する銀行や、不信と不安

を巧みに利用することで膨れに

膨れあがった金融市場のオモテ

とウラで荒稼ぎをする金融投資

ビジネスは「Debtocracy」なら

ぬ「Petencracy」（ペテン暮らし）

に明け暮れている。

　「Debtocracy」が押し付けよ

うとするすべての問題を、本誌

で紹介されている市民監査だけ

で解決することは不可能だ。不当

にもツケを押し付けられた人々

が「この危機は、奴らの危機で

あって私たちの危機ではない！」

と確信をもって立ち上がり、支

配的な政治経済システムを作り

かえる本当の「Democracy」に

向けた不断の努力の一歩として、

この市民監査を位置づけること

が重要だろう。

※ドキュメント「Debtocracy」の日

本語字幕バージョンは、いくつかの動

画サイトでも見られるようです。削除

される前にぜひご覧ください！

ht tp : / /v .youku .com/v_show/

id_XMzIxMTA2MDUy.html

稲垣　豊　ATTAC Japan（首都圏）

Debtocracy の時代に生きる～まえがきにかえて
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　公的債務の返済の是非を議論するのは大きなタブ

ーになっている。

　政府指導者も欧州中央銀行（ECB）も国際通貨基

金（IMF）も欧州委員会（EC）もマスメディアも、

一様に公的債務の返済は議論の余地なく避けること

のできない義務だとしている。

　国民には膝を屈して支払うしか選択肢はない。そ

れに関して唯一議論の余地があるのは、政府が返済

義務を果たすために生じる負担を、どこにどれだけ

負わせるかについてだけだ。借り入れ国の政府は民

主的に選挙で選ばれた政府なのだから、その借金は

正当なもので返済されなくてはならない、というわ

けだ。

　市民債務監査はこのタブーに風穴を開ける手段

だ。監査をすることで、市民が国家債務の「出入り」

に関与できる範囲が大幅に増すことになる。

　これには政府当局が借り入れに際して取った方針

の分析も含まれる。

問 う べ き 問 題 は な に か

このように債務が増え続けるような状況を国家に

もたらしたのは何か？

どのような政治選択や社会的な利害によってこの

債務ができたのか？

この債務で利益を得たのは誰か？

他の選択が可能／必要ではなかったか？

貸し手は誰か？　誰が債権者か？

貸し手は条件を課しているか？　もしそうなら、

どのような条件か？

貸し手はどれほどの利益を受けるか？

借り入れの際に、どのような決定、理由付けがな

されたか？

この決定はどのようにして下されたか？

どれほどの利子が支払われたか？　金利は？　ど

れほどの元本がこれまで返済されたか？

どのようにして私的債務が公的債務になったの

か？

それぞれの銀行救済の条件は？

それぞれの銀行救済にかかったコストは？

銀行救済に関する決定を誰が下したのか ?

銀行の株主と彼らが選んだ取締役（この混乱を作

債務監査を市民の手で：なぜ？そして、どうや

って？

ダミアン・ミレー、エリック・トゥーサン

（CADTM）

2012 年 1 月 4 日
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り出した当事者）は配当・報酬を受けるべきか？

債務返済に使われる費用が国家予算に占める割合は

どれほどか？

どうやって国家はこの債務返済資金を工面するの

か？

答 え を 見 つ け る の に

国家機密にアクセスする必要はない

　これらの質問、あるいはもっと多くのその他の質

問でも、それに答えるのに国家秘密を漏洩させたり

マル秘文書を中央銀行、財務省、IMF、ECB、EC あ

るいは Clearstream や Euroclear といった国際決

済機関（注１）から入手したり、これらの機関で働

くインサイダーからの内部情報に頼る必要はない。

　もちろん、政府機関や銀行に用心深く囲い込まれ

ている膨大な数の文書は公開されるべきだし、さら

に深く分析するのに大いに役に立つだろう。私たち

は完全な監査のために必要な文書へのアクセスを要

求すべきだ。

　しかし、すでに公開されている文書を利用して公

的債務を綿密に検証することは完璧に可能だ。

　重要な文書は、それを探し出す努力を惜しまなけ

ればすでに誰にでも入手可能な形になっている：新

聞記事、政府報告書、議会・委員会／中央銀行／あ

らゆる種類の公的金融機関／ＯＥＣＤ／国際決済銀

行（BIS）／ ECB ／民間銀行、すでに公的債務の分

析を行っている組織やグループ（http://cadtm.org, 

http://attac.org 等）、地方自治体のアーカイブ、信

用格付け機関などのオフィシャル HP に博士論文の

紀要。国会議員に質問状を出したり、地方議会の議

員にこの問題を提起ためにロビイングを行うことを

ためらう必要はなにもない。

監 査 を す る の に

専 門 家 で あ る 必 要 で は な い

　監査は専門家だけの仕事ではない。もちろん専門

家の協力は大歓迎だし、資するところ大だが、専門

家の参加がなくても市民だけで監査は始められる。

市民グループの調査と公的議論を起こすための活動

によって市民自身の専門性が深く広くなり、また、

それを通してさまざまな専門家の協力も得られるよ

うになるだろう。

　市民一人ひとりが公的債務分析の過程に参加し、

その過程をオープンなものにしていく。さまざまな

組織や政党によって「公的債務の市民監査のための

全国ネット」が 2011 年フランスで立ち上げられた

（http://audit-citoyen.org）。何万人もの市民がこの

立ち上げの呼びかけに署名した。

　このネットワークの中で、たくさんの地方の市民

監査委員会がフランス中で作られている。地方で起

こっていることの検証も公的債務プロセス検証の一

部である。いくつかの銀行、特にデクシアが地方自

治体に押し付けようとしてきた「ストラクチャード・

ファイナンス」（仕組み融資）の検証などがそれに当

たる。

　この問題に関しては、十以上の地方自治体を含む

ネットワーク「焦げ付いた債務に反対する公的部門

の会」によってかなりの仕事がすでになされている

（http://empruntstoxiques.fr）。

　私たちは地方の医療サービス、たとえば病院の財

政難を検証するところから始めることもできる。

　市民による債務監査の取り組みは、ベルギー、ギ

リシャ、アイルランド、イタリア、スペイン、ポ

ルトガルでも始まっている。民間債務のその他の側

面を検討の範囲に加えてもいい。不動産バブルで何

十万という家族が犠牲になっているアイルランドや

スペインといった国では、住宅ローンによる家計債

務の検証も大切だ。住宅ローンの犠牲者たちは自分

たちの苦境を証言することで、不当な債務のプロセ

スがどのように彼らに影響を与えているか私たちの

理解を助けることができる。

大 き な 成 果 が 見 込 め る 活 動 分 野

　公的債務監査は無限の可能性を秘めた活動であり、

単に数字の羅列をチェックするお決まりの会計監査

とは似ても似つかないものである。監査は、透明性、

そして国家と政治家に対する市民による民主的コン

トロールという、この二つの基本的な社会的ニーズ

を金融・財政にリンクさせる高度に政治的な役割を

担うものなのだ。
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　国際法、国内法、そして憲法で認められている基

本的な民主的権利について言及する必要がある（も

っともこれらの権利は絶えず侵害されているが）。行

政に関連するすべての事柄、政権の目標や動機など

自分たちを統治するものを監視する市民の権利は、

民主主義の本質である。

　これらは、すべての人に影響を及ぼす公的な事柄

の要を握る権力・政権を、市民がコントロールする

という基本的権利から導き出される。いつもメディ

アでは透明性を言い立てる政府が市民監査には反対

するという実態は、現在の民主主義のお粗末な状況

を表している。公的事項に関する透明性はどんなと

きでも必要であったが、いまやそれが社会的にも政

治的にも必須になってきている。要するに、真の透

明性は支配者階級にとっては最悪の悪夢なのだ。

不 公 正 債 務 返 済

拒 否 の た め の 市 民 監 査

　債務返済の一時停止を求める強力な民衆運動を伴

った公的債務の市民監査を、不公正な部分の公的債

務の帳消し／返済拒否につなげ、これによって債務

残高を劇的に減少させるべきだ。貸し手によって決

められた債務救済を受け入れるなど論外である。特

にこのような救済に伴う厳しい代償を考えればなお

さらである。債務国による債務帳消しは、このよう

に非常な重要性を持った一方的主権遂行行為なのだ。

　なぜ、国家は不公正債務の帳消しにより国家債務

の残高を大幅に減らすべきなのか？　社会正義から

というのはもちろんだが、経済的理由からもこれは

十分納得が行くものである。

　危機から前向きな方法で脱するには、公的なある

いは世帯の需要に頼った景気浮上策だけでは不十分

だ。このような政策の上に、さらに富の再配分を強

化する税制改革を実施したとしても、それによる税

収は公的債務の返済にあてられるだけである。

　富裕層や大手民間企業（国内あるいは外資系）へ

の課税を強化しても、その金は国債の支払いという

形で彼らの元に戻っていくだろう。彼らは国債のほ

とんどを握っているので、債務帳消しの議論自体起

こってほしくないのだ。

　だから単純に国家債務の大部分を帳消しにするし

かない。どれほどの規模の債務が帳消しできるかは、

この債務のシステムの犠牲者たちが公然とあらわに

する怒りの度合いによる（そして市民監査はここで

中心的役割を果たす）。政治危機、経済危機が向かう

方向、それ以上に街頭や広場、職場で、現在の、そ

してこれからのプロテストを通じて打ち立てられて

いくパワーバランスにより決まっていくだろう。

　大幅な国家債務の削減は必要不可欠だが、EU の

国々が債務危機から脱する手段としてはまだ不十分

だ。他の補足的政策が必要となる。これには富の再

配分的税制改革、金融部門の集産化、他の主要な経

済部門の再国有化、収入削減を伴わず、雇用の増加

を伴う労働時間の短縮、その他多くの政策が含まれ

る（注２）。これらの政策は、世界を危険な隘路に向

かわせている様々な事柄について、今の状態から大

きく方向転換させる結果を導くだろう。

注

（１）Clearstream と Euroclear は代表的元本決済機関で、銀

行が保有する公債の記録を大量に保有している。決済機関は銀

行間で実際に支払う・支払われるべき正味の額を割り出し、こ

れらの支払いを実行する機関。決済とは銀行や金融機関が市場

で行った取引に相応する額の支払いと受け取りを行うメカニズ

ム。金融機関は効率化のためにいつも決済機関を利用する。

（２）「今とは違うヨーロッパになるための 8 つの重要な提案」

参照

http://www.cadtm.org/Eight-key-proposals-for-another

原文

http://www.cadtm.org/Citizen-debt-audits-how-and-why

翻訳　大倉純子　債務と貧困を考えるジュビリー九州
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　エジプト債務帳消し民衆キャンペーンは、チュニ

ジアのキャンペーンと共同で「エジプト－チュニジ

ア債務帳消し共闘委員会」を設立したことを、ここ

にご報告します。チュニジア債務帳消しキャンペー

ンは、独裁者ベン・アリーにより作られた債務の監

査と帳消しを目指しており、チュニジア革命後に結

成されました。この二つの民衆運動の共闘は、アラ

ブの春の具体的成果です。共闘委員会は債務の見直

し・監査の経験を分かち合い、協調して活動を行い、

世界にもその輪を広げるために活動していきます。

　この協力関係を通して、腐敗したホスニー・ムバ

ラク、ザイン・アル＝アービディーン・ベン・アリ

ーによって両国が外国政府ならびに国際金融機関に

蓄積させられたすべての不当・不公正な対外債務帳

消しを目指していきます。

設 立 宣 言

　エジプト債務帳消し民衆キャンペーンは、1 月 25

日革命の中から着想を得て生まれたもので、自分た

ちと将来の世代の生活に関するすべての重要なこと

がらを、エジプト民衆自らがみなで決めていく権利

を確立するためのキャンペーンである。

　これは、追放された独裁者ホスニー・ムバラク体

制と国外の共犯者たちにより過去何十年にも渡って

エジプト民衆の上に押し付けられてきたさまざまな

形態の搾取、服従、資源の収奪からの、エジプトの

経済的自立を目指す大衆運動である。

　ムバラク政権の経済政策は、私たちに莫大な国内・

対外債務を残した。前政権の借り入れはもっぱら、

債務のリスク・プレミアムと利子の返済に使われた。

より公正な経済の創造という目標に向けて問題を解

決していくためには、政府支出の財源を他に求める

別のメカニズム－たとえば富裕層への所得税－の検

討が必要とされていた。

　しかし、政治リーダーたちは構造的問題を解決す

る道を探る代わりに、国内外からさらに借り入れを

続けることで、すでに破綻した経済モデルを温存し

ようとした。その結果の債務によって、エジプト民

衆は貸し手の国・金融機関の囚人状態に置かれてき

たのだ。

　これら債務の利払いはエジプトの政府支出の最大

の項目のひとつである。つまり、巨額の資金が、す

べてのエジプト市民が尊厳ある生活水準を達成でき

るようにするためではなく、すでに金満状態にある

エジプト債務帳消し民衆キャンペーン

2011 年 11 月 8 日
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金融機関の方に流れるようになっているのだ。

　エジプト経済の基本政策は、あまりにも長い間、

一握りの専門家グループにより決定されてきた。今

こそ、市民が自国の経済政策の決定に参加するとい

う根本的な権利を取り戻すべきときだ。彼らこそが

真っ先にその経済政策の影響を受けるのだから。私

たちは今、前体制の犯した間違いのツケを自分たち

の懐から支払わされている。経済政策を決定する権

限をエリートから民衆へ委譲すること、これはエジ

プトの完全な民主化の欠くべからざる要素である。

　これらの理由から、公共の利益とこの国の社会正

義の将来を考える市民社会組織とエジプト市民は、

貸し手の国と金融機関に圧力を加えエジプト債務を

帳消しさせる大衆キャンペーンを国内・国際的に立

ち上げることを決定した。

債務帳消しキャンペーンは以下のことを要求する：

１）ムバラク支配下で締結されたすべての融資契約

の見直しが独立のエジプト人委員会によって行われ

なくてはならない。委員会は融資金の使途と、エジ

プトの民衆にどれほどの恩恵をもたらしたかを検証

する。不公正と判断されたすべての債務の返済請求

は貸し手の国／金融機関により取り下げられなくて

はならない。

２）原則として、当キャンペーンは債務スワップを

認めない。債務スワップは新たな債務負担を生み出

す。このスワップ後の債務負担の合法性や、どのよ

うな益をもたらすかは市民によって審査されない。

債務スワップが債務監査／帳消しの代わりに利用さ

れる場合として、当キャンペーンは以下の基準を適

用する：

・置き換えられる債務の正当性を審査するために新

しい債務契約の内容の検証が行われなくてはならな

い。

・債務スワップの条件が、健全性と透明性を担保し

たプロセスによって決定されなくてはならない。

３）当キャンペーンは、手軽な問題解決の手段とし

て借り入れに依存することを認めない。今後、融資

契約を交わす必要がある場合は、当キャンペーンは

以下のことを要求する：

・すべての契約と条件は、市民参加の元に、透明性

と責任の明確化が保障されたやり方で議論されなく

てはならない。

・議会は、法に明記されている例外を除き、融資と

債務に関するすべての契約とその他関連情報を全面

的に開示する情報公開法を実施すること。

　我々は広くエジプト民衆と市民社会組織にエジプ

ト債務帳消し民衆キャンペーンへの参加を呼びかけ

る。エジプト革命の成果を失わずにすむよう、ぜひ

このキャンペーンを支援してほしい。このキャンペ

ーンによって、経済的な植民地としての圧力や、債

務により公的資金が流出する仕組みを排除すること

ができる。そして、民衆の意思に基づいた経済を作

り上げることが可能になるのだ。

ツイッターアカウント : @DropEgyptsDebt

Facebook　ページ

Drop Egypt’s Debt

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

groups/232399976792797/

Egyptian External Debt Audit and Cancellation

h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

event.php?eid=274119772601919

キャンペーンへの参加ならびに問い合わせ先

Samer Attallah: 0101162412

samermatallah@gmail.com

Amr Ismail: 0127793243

amradly@eipr.org

Salma Hussein: 0123118939

salmaahussein@gmail.com

原文：The Popular Campaign to Drop Egypt’s Debts

　　　http://www.cadtm.org/The-Popular-Campaign-to-

Drop-Egypt 

翻訳：大倉純子　債務と貧困を考えるジュビリー九州
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　エジプト革命の大勝利をより

確かなものにする魔法玉が現実に

存 在 す る こ と を“Postmodern 

Imperialism: Geopolitics & the 

Great Games” の 著 者、Eric 

Walberg は知った。

　エジプト債務帳消し民衆キャン

ペーンの発足集会が、Al-Ahram 

政治戦略研究所の編集長 Ahmed 

Al-Naggar、独立労働組合委員長

の Kamal Abbas、反汚職キャン

ペーンの伝説的闘士 Khaled Ali、

チュニジアでの債務帳消しキャン

ペーンのリーダー Fathi Chamkhi

博士など多彩なスピーカーを迎え、

10 月 31 日、ジャーナリスト連盟

において開催された。

　司会の経済ジャーナリストWael 

Gamal が、1 月 25 日以降、彼と、

革命を中心的に引っ張ってきた仲

間たちでどのようにフェイスブッ

クで「エジプト債務帳消しキャン

ペーン」を始めたか説明した。6

月にＩＭＦから申し出のあった数

十億ドルに上る融資は、Gamal に

とっては雄牛の前で赤い布を振る

ようなものだった。それ以降、キ

ャンペーナーたちはさらに必死に

活動し、ちょうど選挙フィーバー

も高まりつつある今週、正式な発

足の日を迎えた。

　「エジプトの債務を返済し続け

れば一年に 30 億ドル近い出費に

なる。これは IMF が削減せよとし

つこく文句をたれる食料への補助

金の全額、あるいはわが国の医療

予算をはるかに超える額だ。」と

Gamal は 怒 り を 込 め て 述 べ た。

「我々は 350 億ドルの債務を外国

の銀行に対して抱えているが、こ

のほとんどはホスニー・ムバラク

政権下でできた債務で、まったく

民衆の役には立っていない。」

　Ali は、このキャンペーンは債

務を丸ごとどんぶり勘定で帳消し

させようというものではなく、債

務契約や債務の使途をひとつひと

つ検証し、その融資がエジプト国

民の了解の下に行われたのか、そ

の融資が人々のために使われたの

か、また、どの程度まで汚職で浪

費されたのかを明確にしようとい

うものだ、と説明した。さらに彼は、

海外の金融機関は、ムバラクがい

かさま選挙で居座っている独裁者

で、民意を反映していないことを

十分承知しながら浴びるほどの現

金を貸し与えたのだから、その結

果もエジプトの民衆に押し付ける

のではなく、自分たちが甘んじて

引き受けるべきだ、と述べた。

　国際的に認められた条件を満た

せば「不公正債務」の返済拒否の

正当性を主張できる。この理論は、

2003 年に米政府によってイラク

債務を帳消しするために（ひっそ

りとだが）、また 2009 年エクアド

ル政府によって活用された。

　「エクアドルではわれわれの革命

のような蜂起があり、その後の選

挙で選ばれた大統領が監査委員会

を設置し、130 億ドルの債務の３

分の２を帳消しすることに成功し

た」という Gamal の説明を聞いて、

もし真に革命的な政府がエジプト

に誕生した暁には、どれだけのこ

とが医療分野や雇用の面で可能に

なるだろう、と会議参加者は思い

を巡らせた。

　Al-Naggar は融資が経済にどの

ように影響してきたかについて話

した。1990 年以降の IMF 管理下

の民営化政策で、融資された金の

何億ドルもが海外企業とムバラク

の取り巻きのポケットを通じて海

外に流れ、経済はガタガタになっ

た。一方、融資の内、投資にまわ

された分もカイロ空港拡張工事の

ような威厳をつくろうためのハコ

モノ・インフラプロジェクトに使

われ、しかも汚職まみれで、結局、

エジプトのエリートを利するだけ

に終わった。この期間の融資はす

べて帳消しの対象になると見てい

いだろう、と彼は述べた。

　政府のお偉方は誰もこの会議に

「御臨席」いただけなかった－あ

るいは敢えて誰も来なかった。そ

れどころか、エジプトの財務大臣

Hazem Al-Biblawi はシュルーク

紙で、このような運動は、この国

は「外見はいいが、中は地獄」と世

界に告げているようなものでエジ

プトを中傷するものだ、と述べて

いる。

エジプト債務帳消し民衆キャンペーンが発足

チュニジア、エクアドルの経験を広く共有

原題：エジプトから IMF へ　「やつらの債務を打ち倒せ」

2011 年 11 月 8日　Eric Walberg
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　 G a m a l も A l - N a g g a r も 、

Biblawi がこのキャンペーンの主旨

をゆがめて伝えていると批判した。

この運動は、エジプトがギリシャの

ように破産していると言い立てるた

めのものではなく、融資の負担を真

の責任者たち（貸し手側）に背負わ

せ、それによって革命の成功を助け

ようとするものだ。

　「エジプトの信用を失わせようと

しているのは反革命勢力で、融資契

約を交わしそれを悪用した旧体制の

メンバーだ。彼らは今度は革命の評

判を落とそうと必死になっている。

革命の成功を願うなら、国際社会は

進んで不公正な債務を帳消しするべ

きだ」と Al-Naggar は主張する。

　会議では、目標への明確なビジョ

ンと熱気が伝わってきた。事実、こ

のキャンペーンは、革命が真の成功

を収めるかどうかのカギを握ってい

ると言っても過言ではない。しかし、

この目標を達成するには、選挙で選

ばれた政府の政治的意思が必要にな

る。債権者にへつらう Al-Bablawi

　－　今週も IMF のミッションを

歓待していた　－　の振る舞いは、

革命を防衛する側の代表者ではな

く、まるでムバラク時代の政府代表

のようだ。彼は IMF ミッションと

「エジプトへの援助申し出の可能性」

に歓迎の意を表した。

　Al-Naggar は IMF の目的はエジ

プトの民衆を支援することではな

く、政府を国際的な支配システムに

繋ぎ止めることだ、と指摘した。格

付け機関はその一部で、革命後エジ

プト債務の格付けを引き下げた。な

ぜか？エジプト政府がより民主的で

なくなったからか？それともエジプ

トにもっと貸し付けて、西側企業の

利益のためにせっせと働かせること

が難しくなりそうだからか？今後も

西側の政治アジェンダの方向にエジ

プト政府をつなぎとめて置くのが難

しいだろうと判断したからか？

　「沈黙は金なり」。Biblawi へのア

ドバイスとして Al-Naggar はこう

言った。「大してまともなことも言

えないなら、何も言うな。」

　Chamkhi はチュニジアからの温

かい連帯の心を運んできたが、彼の

言葉は、西側の債務政策が 19 世紀

植民地主義の直接の結果であること

を参加者に冷徹に指し示した。彼は、

どのようにフランスがチュニジアを

植民地にし、最も肥沃な農地を盗ん

だか、その挙句、1956 年、いまだ

脆弱ないわば半独立状態の政府が、

フランスに盗まれた土地を買い戻す

ためにフランスから融資を受けなけ

ればいけなかったかを説明した。こ

うしてチュニジアは、今度は新植民

地主義の衣の下で、再びクビキの下

におかれているのである。対外債務

はベンアリ盗人政権の下で爆発的に

増えた。エジプトのムバラク政権時

と同じである。Chamkhi は「債務

はわれわれの発展のためではなく、

われわれを貧しくするためにある。

独裁制は債務で作られる」といみじ

くも表現した。

　チュニジアの初の民主的選挙で、

債務契約をエジプトに有利な内容に

変更させるキャンペーンを支持する

共和会議党が 30 議席を占めた。

　 こ の 会 議 の 主 催 者 の 一 人、

Salmaa Hussein に よ る と、 今 の

ところエジプトでは、大統領の座

を狙う Hamdeen Sabhi と Abdul 

Monem Abul Fotouh（訳注：10

月末現在）の両候補以外に、タガン

ム党（国民統一進歩党）、ナセリス

ト党（アラブ民主ナセル主義者党）」

そしてカラマ党（尊厳党）が債務帳

消しキャンペーンへの支持を表明し

ている。

　1990 年代にさかのぼる国際キャ

ンペーン、ジュビリー２０００債務

救済運動に関して、ロンドンから、

多くの第三世界諸国（いまやエジプ

トとチュニジアもここに入る）のた

めに心ある英国人たちがどのような

活動をしたかの報告があった。

　アラブの春の成功により、いま、

何が真実かを理解している活動家た

ちが、断固とした決意を抱いて政治

の中枢で動いている。彼らは何百と

いう生命を代償に打ち倒した腐敗体

制が残した債務の返済拒否を、それ

ぞれの政府に求めて活動していくだ

ろう。独立労組のリーダー Abbas

は、エジプト革命のスローガンに付

け加えて炎のような激しさでこう叫

んだ。「体制を打ち倒せ、やつらの

債務を打ち倒せ！」。

Eric Walberg は Al-Ahram Weekly http://weekly.ahram.org.eg/ の記者。連絡先など http://ericwalberg.com/ 

彼の著書“ Postmodern Imperialism: Geopolitics and the Great Games”は http://claritypress.com/Walberg.html

で入手可能。

原文：Egypt to IMF: ‘Topple their debts’　http://www.cadtm.org/Egypt-to-IMF-Topple-their-debts

翻訳：大倉純子　債務と貧困を考えるジュビリー九州
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　エジプトの状況に関する新聞報道は大幅に減少

したようだが〔訳注‘11 年５月現在〕、ポスト・

ムバラクに関する議論は経済ニュースではまだま

だ大きく扱われ続けている。この数週間、エジプ

ト暫定政権の経済の方向性をめぐって世界銀行、

国際通貨基金（ＩＭＦ）、欧州再建開発銀行（ＥＢ

ＲＤ）内で集中した議論が行われていた。

　5 月 19 日の中東・北アフリカに関するオバマ米

大統領のスピーチも、そのほとんどはエジプト経

済の将来であった。事実、彼のスピーチで唯一具

体的政策として掲げられたのが米国とエジプトの

経済関係に関してであった。

　フランスで 5 月 26、27 日に開催されたＧ８会

合もこの流れに沿い、エジプトとチュニジアへの

200 億ドルに上る支援が発表された。湾岸アラブ

諸国からの援助も含めると、諸外国政府と主要国

際金融機関（ＩＦＩ）から、融資、投資、援助と

いう形でエジプト一ヶ国に 150 億ドルが流れるこ

とになりそうである。

　この財政支援パッケージ発表の記者会見では「民

主化と自由」が、もったいぶった重々しさで取り

上げられていた。これは何人ものアナリストが指

摘するように、西側諸国がチュニジアとエジプト

の追い出された独裁者たちをずっと支援してきた

ことを都合よくごまかすものだ。しかしこの稿で

は、この財政支援パッケージは西側諸国の欺瞞の

現れとして見る以上の批判的検証が必要であるこ

とを述べたいと思う。

　ここ最近の主要大国による多額の援助と投資の

申し出は、引き続く大衆行動に怯えるエジプト支

配層を統合し強化しようという意識的な試みであ

る。つまり、それらは革命を（ムバラク追放後に

米政府が繰り返し使っているカシコイ表現を借り

て言えば）「秩序ある移行」の枠内に押しとどめよ

うという努力の一部なのだ。

エジプトの「秩序ある移行」？“構
造調整一直線”
Jadaliyya　2011 年 5月 29日
Adam Hanieh
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　このエジプトへの財政介入の中心目的は、ムバラ

ク体制が進めていた新自由主義政策をさらに加速さ

せることである。この国際金融機関によるパッケー

ジは表向きは「雇用創出」「インフラ整備」その他ご

立派な目標を謳っているが、実際には民営化、規制

緩和、海外投資への門戸開放という古典的な新自由

主義政策を前提としている。民主化を喧伝している

にも関わらず、エジプトの国家機関は、市場により

大きな権限を与える装置として、この新自由主義の

方向性の範囲で衣替えを行っているに過ぎないのだ。

エジプトは、いろいろな意味で、いわゆる「ポスト

－ワシントン・コンセンサス」の完璧な実験台の役

目を担わされている。そこでは自由の香りを加味し

た「貧者の味方」という美辞麗句が　－　もっぱら

民主化の議論において　－　ムバラク時代の新自由

主義の軌跡をより推し進めるために利用されている。

　もしこの目論見通りにことが進めば、おそらくそ

の結果は、－　特に、政治的大衆動員の高まりとエ

ジプト民衆の満たされない期待に直面して　－　表

面的には一定程度、自由民主主義の体裁をとるが、

現実には軍部とビジネスエリートが結託して支配す

る高度に権威主義的な新自由主義国家のままであり

続けることになるだろう。

「 構 造 的 経 済 改 革 の 加 速 化 」

　エジプトに約束されている援助パッケージに関し

てもっとも重要なポイントは、これがこの地域でこ

れまで行われていた経済戦略ロジックを打ち破るも

のでは全くないということだ。

　ＩＭＦは、5 月 26、27 日の〔仏・ドーヴィルでの〕

Ｇ８サミットのレポートで、このロジックを簡潔明

瞭に打ち出している。

　「高失業率を解決するには経済成長のペースを大幅

に上げる必要がある・・・このような高い成長率を

実現するには、追加投資と生産性向上の両方が必要

である。公共投資のある程度の増加、たとえば低開

発農村地域のインフラやサービス改善も必要である

が、主要な役割は民間セクターが担うべきであり、

海外直接投資の奨励もそれに含まれる。よって政府

の政策は民間セクター繁栄を可能にするような環境

支援であるべきである。」

　この声明の中心的主張は、ＩＭＦや世銀がエジプ

トや中東の経済に関する報告書でこの数十年繰り返

してきたものと基本的に同じだ。

　「エジプトの問題の根幹は民間セクターの脆弱性で

あり、政府機関の『独占利益』だ。解決策はエジプ

ト市場を広く世界に開放することであり、経済の基

幹分野への投資制限を廃止し、オーナーシップを自

由化し、食料その他必需品に対する貧者への補助金

を終わらせ、市場競争を奨励すること。市場の足か

せをはずし自由に振舞わせることによって、民間セ

クターは、企業精神をうまく利用して経済成長の原

動力となり、職の創出と繁栄が導き出される。」

　もちろんこれらは新自由主義の基本的な前提事

項の単なる焼き直しなのだが、以前からの方針が今

後も継続されることを広く知らしめることが絶対

に必要だった。約束されたエジプトへの援助は、意

図的に、それまでの新自由主義政策の方向性に沿っ

て特定の成果を挙げることを目標に置いている。そ

こでの具体的政策は、２００９年に発表された世銀

の主要報告書「特権から競争へ－中東・北アフリカ

の民間主導の成長の扉を開く（From Privilege to 

Competition: Unlocking Private-Led Growth in 

the Middle East and North Africa）」に明確に文

章化されている。

　この報告書には中東のすべての政府がたどるべき

ステップが指示されている。

「（１）小売や不動産といった、海外投資家に障壁が

ある保護セクターを開放する・・・（２）関税や非関
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税障壁の削減、（３）厳しい予算制限を設けたり、完

全な競争下に置くことで、国営企業への保護を撤廃

する、（４）輸出の障害となる偏向を正す」。

　海外投資を引き付けるために、政府は「高額の最

低資本要求や海外企業のオーナーシップへの制限」

を撤廃すべきであり、国有銀行がある国では「開放

的で透明な民営化が推進され」なくてはならない、

とされている。

　援助の流入とともに、この手の政策が今後エジプ

トで行われるようになるだろう。というよりむしろ、

このような政策実施が財政支援を受けるための前提

条件なのだ。このようなコンディショナリティのメ

カニズムについては以下でさらに詳しく見ていく。

現段階では援助と新自由主義的改革には切っても切

れない関係がある、ということだけ頭に置いておい

てほしい。

　世界中の巨大金融機関を一つにまとめた政策・ロ

ビーイング組織、国際金融協会（IIF）は、５月初め

に「現在の治安維持や政治制度改革といった難問と

同程度に重要であると言えるのが、体制変更後の政

府が・・・構造的経済改革の進化と加速化を最優先

重要事項とすることが絶対的に重要である・・・改

革において、またその結果生まれる政府により、信

頼に足る中期改革と制度的枠組みの安定化を明確に

述べられなくてはならず・・・法的・制度的環境整

備に焦点を当てて・・・企業育成、投資奨励と市場

主導の成長を導くことが必要である」と記している。

国際金融協会は、この構造調整の加速化が、エジプ

トが受ける援助の「背景」であるとまで認めている

のだ。

「 自 由 競 争 を 阻 害 す る 法 規 制 」

と 制 度 改 革

　これら標準的新自由主義の処方箋に加え、主要国

際金融機関（ＩＦＩ）からの財政支援にリンクして

いるもうひとつの政策ロジックは制度改革に関して

である。

　これは、1990 年代以降の国際金融機関の開発戦

略の大幅な変更を反映している。そこでは制度的ガ

バナンスを市場の機能と結びつけることに重きが置

かれている。世銀や他の開発援助金融機関は、たと

えば「法の支配」「グッド・ガナバンス」「立法と執

行部の分離」といった概念を強調する。これにはお

そらく、国営企業の独占利益を減らし、経済関連事

項の透明性の増加を確保するといった目的があるの

だろう。（注１）

　この制度改革を強調する目的には、国際金融機関

が直面する悪評対策という側面があるだろう。「ガバ

ナンス」や「民主主義」をことさら称揚するのは、

構造調整政策をおおっぴらに推進し、南の多くの国々

で大惨事を引き起こした悲惨な 80 ～ 90 年代を経て

尚、なんとかまだ新自由主義政策により大きな正当

性を持たせるためなのだ。

　この方針の転換は、決して新自由主義の論理の転

換を表しているわけではない。むしろ、制度や機関

を民間セクターのニーズに合うように仕立て直し、

国家が市場に介入する能力を奪うことで、実際には

新自由主義論理を強化する役割を果たしている。中

東の絶対主義体制であった国では、これら制度改革

の呼びかけは安易に「民主化」のレッテルを貼られ

る（そして実際、これらの改革はもっぱら民主化の

文脈の中で進められていくのだ）。

　だが実際には、これらは究極的には「反民主主義」

的だ。民主主義を「政治」の局面に限定し、自由と

いう概念を「市場」にまで拡大する。これは市場に

つきものの権力関係をぼやかし、国家が自国経済に

おける資源を利用し、所有権を主張し、分配する決

定権を奪う。こうして経済の民主的コントロールは、

「グッドガ・バナンス」を侵害するものとして排除さ

れる。
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　エジプトの場合、制度改革に関する議論では、新

自由主義的構造改革は官僚システムにとって必要な

だけでなく、このような改革によってこそ、蜂起が

起きるきっかけとなった諸要求を実際に満たすこと

ができるという結論になっている。このように新自

由主義イデオロギーは、エジプトの蜂起を市場寄り

の議論に取り込むことを通して、みずからのイメー

ジを再度ご立派なものへと塗り替えようとしている。

この根源的なメッセージは、米国と欧州の広報担当

者によってここ数週間繰り返し強く発信されている。

「エジプトで起こっているのは、この数十年間の新自

由主義に対する反乱ではない。市場を通して利益を

上げようとする個人の障壁となってきた、でしゃば

りの国家に反対する運動なのだ」と。

　このとんでもないすり替えを示すもっともあから

さまな例は、4 月半ばの中東に関する世銀会合のオ

ープニングでの世銀総裁ロバート・ゼーリックの発

言だろう。チュニジアの若い行商人で、市場で焼身

自殺をしてチュニジア蜂起のきっかけを作ったモハ

マド・ブアジジに言及し、ゼーリックは「私がこれ

までも強調し、そしてこのスピーチでも強調したい

のは、単に金銭の問題ではありません。政策の問題

なのです。・・・覚えておいてください。ブアジジ氏

は煩雑で細かすぎる規制に抗議して自らに火をつけ

たのです。ひとつの出発点はこのような人々への規

制による抑圧をやめることです。そして彼らに小さ

なビジネスを始めるチャンスを与えることです。」

　この蜂起の意味づけのすり替えでは、ムバラクと

ベン・アリ体制をひっくり返した大規模反乱は、資

本主義が正常に機能していたからではなく、資本主

義がなかったから、ということにされている。イデ

オロギー的な意味では、このような蜂起の位置づけ

は、エジプトの闘争に一貫して流れる民衆の願いと

真っ向から対立する。

　今日エジプトの街頭で聞かれる政治要求　－　民

衆から盗まれた富の奪還、貧者に対する国家からの

支援、民営化された企業の再国有化、そして海外投

資への規制　－　これらは無視されるか、あるいは

「反革命的」として片付けられかねない。

　エジプトの反乱は政治的要求と経済的要求が不可

分により合わさったものだ。まさにそれ故に、闘争

を「市場寄り」に焼きなおす努力は文字通り、現在

も行われている大衆動員を損ない弱体化させること

を目論んでいるのだ。

構 造 調 整 の メ カ ニ ズ ム

　国際金融機関からの財政支援パッケージの前提と

なる基本ロジックを理解するために、構造調整のメ

カニズムがどのようなものであるかを振り返ってみ

よう。エジプトに今日提供されている財政支援のす

べてが二つの要素から成り立っている　－　融資の

拡大（すなわち、エジプトの対外債務の増加）とい

わゆる PPPs（官民パートナーシップ）への投資の約

束である。

　これらの要素はどちらもエジプトの構造改革実施

のひも付きになっている。戦略上、この構造調整の

第一の焦点は、エジプトのインフラの民営化と海外

投資家への経済の開放、PPP ｓを通しての貿易（こ

れらは後で議論する）ということになるだろう。米

政府、世銀、IMF 以外のこのプロセスでの主要関係

機関は欧州復興開発銀行（EBRD）である。

債 務

　現在エジプトの対外債務は約 350 億ドルで、過去

十年、この国は毎年約 30 億ドルを債務返済に費やし

てきた。2000 年から 2009 年の期間に、エジプト

は総額 246 億ドルを返済したにも関わらず、債務残

高は 15% 増加した。同期間のエジプトの長期債務の

正味取引額（返済した金額から受け取った新規融資

を引いた金額）は 34 億ドルに達する。つまり、多く
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の人が信じ込まされてるのとは逆に、より多くの金

がエジプトから西側に流れているのだ。この数字は

エジプトと世界経済の金融関係の衝撃的な現実を見

事に示している。西側からの融資は、エジプトの貧

者から富を吸い上げ、北米と欧州の富裕な銀行に再

分配する役目を果たしているのだ。

　もちろん、金を借り入れて「債務のわな」に落

ち込むというこの決定を、エジプトの貧しい民衆が

下したわけではない。この債務の圧倒的多数（約

85%）は公的債務か政府保証債務、つまり、ムバラ

ク政府が国際金融機関のお墨付きの上に溜め込んだ

債務なのだ。

　エジプトの支配エリート　－　ムバラクを中心と

する親しい仲間たち　－　はこの融資からたっぷり

おこぼれを頂戴した（数十億ドルと見られる）。この

事実から、エジプト債務の多くが、開発経済学者の

言うところの「odious debt」（汚い債務、独裁者債務

　－　民衆の必要を無視して独裁体制により溜め込

まれた債務）だということが推察される。ムバラク

だけがこのプロセスに責任があるわけではない。世

銀、IMF、多くのその他の貸し手たちが（ムバラク

政権下のエジプトの経済方針を賞賛し）借り入れを

そそのかした。まさに、それがうまい儲け話であっ

たからに他ならない。

　エジプトの対外債務について議論するには、この

ような背景を知ることが不可欠である。5 月 19 日の

スピーチで、米大統領バラク・オバマはエジプトの

10 億ドルに上る債務を救済すると発表した。オバマ

はこれを米国の「民主的体制に生まれ変わろうとし

ている国々の経済発展を後押しする私たちの努力を

通して・・・体制の積極的な変化を」支援するもの

だと表現した。

　このような資金面での支援に加えて、オバマはま

た、エジプトが「その財政的ニーズを賄えるよう」、

同国の「安定化と近代化」を支援するよう世銀、Ｉ

ＭＦや他の国々に要請していくことも約束した。

　このスピーチの尊大さは脇に置くとして、オバマ

の申し出は正確に理解されなくてはならない。メデ

ィアで広く伝えられているのとは異なり、これはエ

ジプトの債務返済免除ではない。これは実際には債

務スワップ、つまり米国政府の承認する方法で予算

が使われるなら、同額のエジプト債務返済を、10 億

ドルを上限として削減するという約束なのだ。

　この債務スワップは現在の金融システムに内在す

る力関係を追認するものだ。米国は、エジプトが債

務国であることを、上で述べたようなタイプの経済

政策を採用させる手段として利用することができる。

オバマはこの点非常に率直に語っている。「目標と

なるのは、保護主義が開放政策に道を譲り、商業の

担い手が少数者から多数者に移り、経済が若者の職

を作り出すようなモデルでなくてはならない。それ

ゆえ米国による民主主義への支援は、財政的な安定、

改革の推進、互いのそして世界における競争的市場

への統合を基本に据えることになる。」

　同様の政治的言質が、世銀と IMF からエジプトへ

の融資の約束の際にもはっきりと打ち出されている。

5 月 12 日、IMF の対外関係部署理事のキャロライン・

アトキンソンは、IMF がエジプト政府への 30 億か

ら 40 億ドルに上る融資の要請を検討中であり、「エ

ジプト当局と調整についての討議を始めるために、

まもなくカイロを訪問する」と発表した。

　この融資にはコンディショナリティが付くことを

匂わせながら、アトキンソンは「基金からの支援の

規模と範囲は、交渉の進展次第で決定される」と述

べている。エジプト財務大臣、サミール・ラドワン

のアドバイザーはこの発言を裏付け、「融資金の使途

は現在交渉中である」と語った。

　5 月 24 日、世銀と IMF が今後二年間にわたりエ

ジプトに 45 億ドルを支給するという発表に続いて、
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コンディショナリティも発表された。「改革は資金同

様に重要である」として、世銀総裁ロバート・ゼー

リックは最初の 10 億ドルは「ガバナンスと開放政策

への改革にもっぱらリンクして支給され、残りの 10

億ドルはその進展を見て、翌年支給される」と述べ

た（注２）。残りの 25 億ドルは開発プロジェクト投

資と民間セクター融資に使われる。（後掲）

　これらの融資が拒絶され、既存の債務の支払いを

拒否しない限り、エジプトはほとんど逃げるチャン

スのない袋小路に自ら入り込んだことに後で気づく

ことになる。対外債務は「援助」といった中立のも

のではなく、北の国際金融機関と南の国々の間で打

ち立てられた搾取的な社会関係なのである。

　この関係に絡めとられた国々は、以前に蓄積した

長期債務を返済するために新しい融資の継続的流入

に依存するようになる。これはエジプトからさらに

富をかすめとるための手段であり、－　まさに、資

金流入に依存し続けるからこそ　－　エジプトをさ

らなる構造調整政策の鎖に縛り付ける役割を果たし

ているのだ。

　エジプトの民衆は、自らが作り出したわけでもな

い債務ゆえに罰せられている。そしてそもそも最初

に民衆をそのような境遇に置いた金融機関によって、

さらに多くの債務を抱えさせられるというのが、そ

の処罰の内容なのだ。

海 外 投 資 と

官 民 パ ー ト ナ ー シ ッ プ（ P P P s ）

　同じく 5 月 19 日のスピーチで、オバマは海外民

間 投 資 公 社（the Overseas Private Investment 

Corporation　-　OPIC) と呼ばれる米機関を通して

10 億ドルの投資を約束している。OPIC の使命は、

米国ビジネスのいわゆる新興市場への投資支援であ

る。OPIC は融資保証（特に大規模プロジェクトの

場合）をつけたり、米企業が深く関わっているが政

治的リスクを伴うプロジェクトに直接融資を行う。

　おそらく OPIC の活動を最も象徴的に表すのが、

2001 年、ＮＡＴＯ軍によって侵略された直後のア

フガニスタンでの OPIC の最初の投資　－　カブー

ルの新ハイヤット・ホテル建設、このホテルは以降、

同国を訪れる「ビジネスパーソンの拠点」として使

われることになる　-　活動だろう。OPIC はまた、

2003 年の米国主導のイラク侵攻で連合国暫定当局

（CPA）が進めた経済政策の基盤となる自由市場イデ

オロギー推進の主要パートナーのひとつでもあった。

（注３）

　米政府は、OPIC と米国外交政策の目的とのリンク

をおおっぴらに認めている。これは OPIC のスロー

ガンに如実に現れている－“世界の新興市場での米

国投資を支援し、開発と自由市場の成長を応援する”

　OPIC の投資は海外資本に対する障壁の削減と国

有企業の民営化の加速化にかかっているので、OPIC

の活動も上記で述べた新自由主義政策の拡張に基礎

をおき、それ強化するものになる。エジプトでは、

米国政府資金を官民パートナーシップ（PPPs）の確

立にもっぱら利用するという形で行われるだろう。

　PPP は、元々国が運営していた施設やサービス運

営を民間企業への委託に出すことを奨励する政策で

ある。民間企業は政府との契約によってサービスを

提供する。典型的なものには病院や学校などの経営、

高速道路や発電所といったインフラ建設がある。そ

して企業は政府から、あるいはサービスの受益者か

ら支払いを受ける（例えば高速料金）。

　このように PPP ｓとは民営化の一形態であるが、

民営化の熱心な支持者の一人、エマニュエル・サヴ

ァスの言葉を借りれば「“民営化”にイデオロギーか

ら反対する勢力の怒りを買うのを避けることができ

る便利なフレーズ」なのである。（注４）

　OPIC のエジプトへの介入はもっぱらこの PPPs の
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推進に関連している。例えば、オバマのスピーチの

すぐ後のプレスリリースで、OPIC は、米政府が約

束した 10 億ドルは「エジプト経済の、相互に同意が

取れたセクターを支援するために、官民パートナー

シップを推し進めるエジプト政府所有企業を特定す

るために」使われるだろう、と記している。

　PPPs の焦点化は、しかし、もうひとつの国際金融

機関である欧州復興開発銀行（EBRD）の投資公約

において、さらにはっきりと謳われている。EBRD

は、東欧諸国が資本主義経済へと転換させることを

目的にソ連崩壊時に設立された。EBRD 総裁トーマ

ス・ミローがエジプトについて銀行内の議論の前に

「EBRD は 1991 年、民主主義と市場経済推進のため

に作られた。エジプトにおける歴史的な発展は当銀

行の趣旨と深く一致するものである。」と述べている。

　EBRD はエジプトでの新自由主義的プロジェクト

を率先して牽引する機関のひとつになろうとしてい

る。5 月 21 日、EBRD の出資者は中東への 35 億ド

ルの融資を承認した。エジプトは 2012 年前半に最

初の融資を受け取る国となる。EBRD が中東の国に

融資するのは設立以来初めてのことだ。欧州連合外

交政策チーフのキャサリン・アシュトンは、EBRD

は毎年エジプトに 10 億ユーロ融資可能だと述べて

いるが、もしそうなれば EBRD はエジプト経済に非

常な重きをおくということになる。ちなみに、1990

年から 2008 年の間のエジプトのすべてのＰＰＰプ

ロジェクトの投資総額は 166 億ドルである。

　EBRD によるエジプト投資の目的に関していくら

かでも幻想抱いている人は、2010 年 EBRD 改革レ

ポートを注意深く読んでみてほしい。この報告書は、

東欧ならびに旧ソ連諸国の進展状況について細かい

指標を用いて詳しく評価している。

　これらの指標によって、（１）GDP で民間セクタ

ーが占める割合　（２）大規模民営化　（３）小規模

民営化　（４）ガバナンスと企業改革　（５）価格自

由化　（６）貿易と外為システム　（７）競争政策　

（８）銀行業務改革と金利自由化　（９）証券市場と

ノン・バンキング金融機関　（１０）全般的なインフ

ラ改善、の程度がわかる（注５）。そしてこれらの指

標で高ポイントを上げた国だけが EBRD の融資を受

けられる。EBRD の活動をモニターする研究機関で

あるバンク・ウォッチによると、2008 年にはある

国が水と道路セクターで PPP を実施しなかったため

に EBRD の審査で最高得点を達成することができな

かった。

　EBRD のこのような介入は、おそらくは PPPs の

拡大という形でのエジプトでの民営化の大幅な加速

化の前兆となるだろう。

　事実、エジプトが資金援助を約束された 5 月 20、

21 日の EBRD 年次総会で、エジプト政府の交渉担

当は「現在の暫定政権は、来るべき選挙の後にも、

開放市場政策をさらにより加速させた形で推進し続

ける」と発言している。声明には「官民パートナー

シップは、開発プロジェクト、特にインフラやサー

ビスセクター（交通、医療など）の分野でのデザイ

ンと実施の効果的手順として大きな可能性を秘めて

いる。それゆえわれわれは PPPs イニシアティブを

奨励していく」と記されている。

　のみならず、この声明は市場寄りのイデオロギー

的言説を礼賛しながら、エジプト政府は「以前の過

度な政府への中央集権という欠点を克服する。付け

加えて我々は、現存のイニシアティブを足がかりに、

より広いレベルでの分権化、特に地方レベルでの計

画立案と財政面での管理を達成する」努力を通して、

海外直接投資への規制を緩めることを約束している。

結 論

　上で述べられているプロジェクトや投資に現れて

いる問題点は、エジプトで国際金融機関が支援する

新自由主義的プロジェクトに限った話ではない（注
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６）。より根源的なレベルで、これらの財政支援は、

エジプトの革命プロセスに西側政府が意識的に介入

していることを裏付けているのだ。

　ごく短期的には、大規模インフラプロジェクトや

他の経済スキームがいくらかの雇用や、住居や、教

育訓練などを生み出し、蔓延する“危機感”の中で、

見せ掛けだけの安定の回復を生み出すかもしれない。

　しかし、この投資はエジプト経済の徹底的な開放

を前提としたものだ。これらはより一層の民営化（疑

いなく PPPs という形での）、規制緩和（おそらく最

初はより多くのセクターの海外投資への開放と関連

して）、貿易障壁の撤廃（米国・欧州の市場へのアク

セス）、非正規セクターの拡大（自由な競争を阻害す

る法規制の撤廃という錦の御旗の元に）といった政

策を伴う。さらに、これらは必然的に、エジプトの

債務漬けを急激に悪化させる　－これはこの国をこ

れからもさらにがっちりと構造調整のパッケージに

縛りつけていくだろう。

　もし、何の抵抗も行われなければ、このような流

れによってエジプト革命の達成は台無しにされる恐

れがある。これまで数十年間のエジプトの新自由主

義の経験から、これらの政策がより貧困や不安定な

状況を激化させ、圧倒的多数の人々の生活水準の悪

化をもたらすだろうことは用意に見て取れる。

　同時に、流入する資金はエジプト財界の一握りの

少数者と軍部エリートの強化と統合に利用されるだ

ろう。なぜなら彼らはこの社会で、経済のさらなる

新自由主義化から利益を得る唯一の階層なのだから。

たとえば、PPPs の拡大はこの国の大企業グループが、

巨大インフラプロジェクトや他のサービス事業の民

営化でオーナーシップを握るチャンスを格段に増や

すだろう。海外の投資家とともに、これらのグルー

プは労働市場の流動化、土地取引や小売事業の自由

化、米国や欧州の市場への輸出アクセスの可能性か

ら利益を得る。

　これらの政策は中東地域全体にも影響を及ぼす。

もうひとつの受益者は湾岸協力会議（GCC）の参加

国（サウジアラビア、クウェート、UAE、バーレー

ン、カタール、オマーン）で、彼らは国際金融機関

と相互に補い合いながら大変目立った活動をしてい

る。サウジアラビアはエジプトに 40 億ドルの支援を

公約した－米国や EBRD からの支援を越える額であ

る。

　クウェート投資庁は 4 月に、10 億ドルの政府系フ

ァンドを設立中であり、そこからエジプトの企業に

投資すると発表した。2010 年にエジプトの電力セ

クターでの PPP 契約を勝ち取り、すでにエジプトに

70 億ドルを融資していると見られるクウェートのカ

ラフィグループは、エジプト投資のために 8 千万ド

ルの融資を受けていると発表した。在エジプトの同

国の大使によるとカタールもまた 100 億ドルの投資

を考えていると伝えられている。

　西側諸国からの投資同様、これら GCC からの資金

流入　－　その多くは PPPs を通して　－　は、エ

ジプト経済がさらに自由化するかどうか次第である。

　実際、エジプト暫定政権のエサーム・シャラフ首

相と財務大臣サミール・ラドワン財務大臣〔2011

年 5 月現在：訳注〕は、特に上下水道、道路、教育、

医療、エネルギー分野での PPP プロジェクトを売り

込む目的で、この数ヶ月しばしば GCC 諸国を訪問し

ている。

　これらの努力の方向性を象徴する出来事は、ドバ

イとエジプト証券取引所がそれぞれの取引される株

の相互のリスト化を認めるという発表である。これ

は民営化された企業や投資手段が双方の取引所で売

買されることを認めることによって、GCC の資本が

エジプトに流入するのを増やそうという試みである。

　要は、この数週間に発表された財政面での取り組

みは、エジプト軍部とビジネスエリート、支配層の
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閨閥と GCC の巨大コングロマリットなどと西側諸国

とのつながりを一層強化しようという試みの表れな

のだ。

　エジプトの革命プロセスは、アラブ世界のこれら

の層に対する反撃だった。

　蜂起を「民主的改革」の問題に矮小化させてはな

らないない。ムバラク政権下でのエジプトの政治体

制は、この国の資本主義的性質を直接反映していた

のだから、蜂起にはこれらエリート層への挑戦の意

味が暗黙のうちに含まれていた。

　エジプトの街頭で今も続く大衆動員は、これらの

熱望が今も冷めていないことを確かに示している。

西側の財政支援は、これら継続中の闘いへの介入　

－　「経済への危機感」を利用してエジプト社会をエ

ジプトの大衆の利益に反する方向に改造し、いまだ

目標への道半ばの革命の方向性を逸らすための目論

み　－　だと理解するべきなのである。

注

（１）これらの概念への批判の詳細

The New Development Economics: After the Washington 

Consensus, Jomo. K.S and Ben Fine 編 集 , Zed Books. 

2006.

（２）コンディショナリティに関するこの明確なコメントを聞

くと、エジプト財務大臣サミール・ラドワンの「エジプトには

エジプトの計画がある・・・私はどのようなコンディショナリ

ティも受け入れない－どのようなものでも一切」という主張は

なんだったのかと思う。

（３）このプロセスは根本的に　－　おそらくはエジプトでも

繰り返されるだろうが　－　は、米国銀行など融資資金援助

がイラクの中小企業に流れることで、イラクのビジネスがます

ます米国の金融資本に依存していくよう仕向けることに焦点を

絞っている。

（４）Privatization in the City, Emanuel Savas, CQ Press, 

Washington DC, 2005 p.16.

（５）たとえばベラルーシは「多くの商品の価格と交易の制限

を撤廃し、輸出の最低価格リストの掲載品目を減らした」ご褒

美として、価格自由化に関する指標の点数を３から３＋に上げ

てもらった。同様に、モンテネグロは電力と港湾の民営化によっ

て同様の得点アップを獲得した。

（ ６） た と え ば、 も う ひ と つ の 重 要 な ス キ ー ム は“ ア ラ

ブ・インフラ融資制度（The Arab Financing Facility for 

Infrastructure：AFFI）”だ。これは 2011 初め、中東地域で

の投資促進のために世界銀行、国際金融公社、イスラム開発銀

行が共同で立ち上げたものだ。ＡＦＦＩは 10 億ドルの資金を

集めて、インフラ建設、特に PPPs への支援を目指している。

AFFI はこの地域の統合的プロジェクトに焦点を当てており、

従って当然にも、地域内の貿易と関税を撤廃する方向に利用さ

れる。この AFFI がエジプトにどのように関わってくるからは

まだわからないが、世銀はエジプトでの中心的活動主体として

AFFI について言及している。

原 文　http://www.jadaliyya.com/pages/index/1711/

egypts-%E2%80%98orderly-transition%E2%80%99-

international-aid-and-

翻訳：大倉純子　債務と貧困を考えるジュビリー九州
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　ラホール：「債務はパキスタン

の重圧になり続けており、貧困

と不正義の終わりなき連鎖から

抜け出す道を塞いでいます。パ

キスタンはＩＭＦとのスタンド

バイ取極（ＳＢＡ）契約を終了

していますが、未だ難局を乗り

越えてはいません。債務の状況は

ますます深刻なものになっていま

す。パキスタンの通貨が対米ドル

で下落したために、公的債務の額

はわずか２０１１年７月１日から

現在までの間に１２００億ルピ

ー（１３．８億米ドル）も増大し

ました。パキスタンの公的債務は

１１兆ルピー（１２６０億米ドル）

に上り、それは４兆５千億ルピー

（５１８億米ドル）の対外債務と

６兆５千億ルピー（７４８億米ド

ル）の国内債務によって構成され

ています。憲法により保護される

包括的な政府および第三者の債務

監査委員会は、パキスタンの対外

債務のうち不当な契約を判別し、

その状況に対処するための方法と

手段を提示するために時間を必要

をしています。」

　 ２ ０ １ １ 年 １ ０ 月 １ ４ 日

金 曜、 債 務 と Ｉ Ｆ Ｉ ｓ に 対 す

る グ ロ ー バ ル ア ク シ ョ ン ウ ィ

ー ク に 応 え、Campaign for 

Abolition of Third World Debt 

(CADTM)-Pakistan、Women 

in Struggle for Empowerment 

(WISE)、Wor ld  March o f  

Women (WMW) Pakistan が ラ

ホール記者クラブの前で合同でデ

モを行い、上記のような演説を行

った。参加者は、国際金融機関（Ｉ

ＦＩｓ）の金融政策に反対するス

ローガンを記したバナーやプラカ

ードを掲げた。また、シュプレヒ

コールの声も響かせた。

演説において、ＣＡＤＴＭパキ

ス タ ン の 中 心 人 物 で あ る Syed 

Abdul Khaliq 氏 は、 対 外 債 務

の 多 く は Ayub、Yehya、Zia、

Musharraf 将軍の腐敗した独裁

体制によって契約されたものであ

り、独裁者たちはその融資を一般

の国民にはほとんど利益とならな

いようなプロジェクトに使用し、

実際のところ、腐敗を増長し不

適切な権力の下支えとなった、と

述べた。最初の債務を返済できな

くなると、パキスタンはさらなる

融資と、国の発展を犠牲にするよ

うな経済の再構成を強制された。

Khaliq 氏は、政府に対して債務の

返済を凍結し、その資金をデング

熱患者の治療と洪水被災者の復興

に割り当てることを要求した。

　また、パキスタンは海外の債

権者への返済に毎年３０億米ドル

が使われていると述べた。しかし

ながら、２０１０／１１会計年度

の返済目標はさらにそれを上回る

５４．６億米ドルに上り、その比

率は２０１４年にはさらに増大す

ることなる。その年には、繰り延

べされた債務の返済が再開され、

７５０億米ドルの対外債務の重圧

を抱え込むことになる。その一方

で、パキスタンの国際的信用度は、

アメリカが主導する対テロ戦争へ

の度重なる関与が主な原因となっ

て急速に下がりつつある。ＩＭＦ

の最新の研究では、現在２８の最

貧国が債務危機の高いリスクを抱

えている状態である。「累積債務不

履行確率（ＣＰＤ）レポート」では、

パキスタンは５番目にランクされ

ている。

　Khaliq 氏は、パキスタンの対外

債務はＧＤＰの約三分の一に相当

CADTM パキスタン、債務監査

委員会に不当な債務の割り出し

を求める

債務の支払停止を：資金を洪水

被害者とデング熱患者へ

債務・ＩＦＩｓに対する国際ア

クションウィーク
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すると見積もっている。パキス

タンは国民一人当たり所得が低

く、重債務状態であるにも関わ

らず、いわゆる重債務貧困国（Ｈ

ＩＰＣ）イニシアティヴが適用

されない。それは、輸出と海外

投資のレベルが比較的高く、公

式には中所得国に分類されてい

るためである。パキスタンの債

務維持能力はかなり脆弱な状態

であり、財政責任および債務上

限法で定められた債務対ＧＤＰ

比の上限６０％をすでに超えて

いる。こうして債務問題はパキ

スタンの経済安定をおびやかす

唯一の原因となっている。

　Women in Struggle for 

Empowerment (WISE) 事 務 局

長 Bushra Khaliq は、 パ キ ス

タンにとって実行可能な他の選

択肢として、自然災害により国

際収支の大幅な調整のニーズが

生まれ、債務免除により利用可

能となった資金がそのニーズに

応えるのに極めて重要であると

考えられる貧困国に対し、国際

通貨基金（ＩＭＦ）（パキスタ

ンの最大の債権者）が債務帳消

しを認めるよう、震災復興イニ

シ ア テ ィ ヴ (Post-Catastrophe 

Initiative) が勧告する方法があ

る と 述 べ た。 ２ ０ １ ０ 年 お よ

び今年のシンドー州での未曾有

の洪水は、２８００万人の国民

に被害を与え、パキスタン経済

に最大で４００億米ドルの長期

的コストをかけることになると

見られている。今年（２０１１

年）、パキスタンは国内、対外債

務の支払いに９０８８億ルピー

（１０４億米ドル）を当てること

になっており、その額は今年の

国家歳入目標の５０％、歳出の

３２．６％に相当することにな

る。

　World March of Women 

(WMW) Pakistan 代 表 の Sara 

Sohail 氏は、国際人権委員会（the 

International Human Rights 

Commission）が宣言した緊急

状 態（State of Necessity） の

原則では、人々が最低限必要と

するニーズ（保健、教育、食料、

飲料水、住居等）を満たすこと

が不可能な状況に置かれている

債務国は、債務および構造調整

プログラムを拒否する権利を有

すると示されている、と述べた。

国連国際法委員会も同様の立

場を取っている。パキスタンの

２０１１年の緊縮予算では、電

力および食料への補助金の大幅

カットの一方で、軍事支出の大

幅な増大、また国際通貨基金が

要求する、いわゆる「改革」が

セットにされている。年間あた

り対外債務の返済に使われる額

は、政府の年間保健支出の三倍

に相当すると見られている。パ

キスタンでは、５歳以下の子ど

もの３８％が低体重であり、子

どもの死亡率は南アジアで最も

高く、人口の５４％しか文字の

読み書きができない。

　CADTM パキスタンのメンバ

ー Rabbiya Bajwa 氏は、融資が

抑圧的な体制に与えられた場所、

また、そのお金が一般の人々の

利益にならず、むしろ腐敗を強

め不適切な権力の下支えになっ

てきた場所には不当な債務が存

在する、と述べた。債務免除は

常に借り手の側にとって焦点と

なってきた。「モラル・ハザード」

の概念は、不当な債務の支払い

拒否が貸し手の側に規律を守ら

せ、抑圧的な独裁者への貸し付

けを将来的に防止するために必

要なものであるという文脈にお

いて用いられている。

10 月 17 日、CADTM パキスタ

ン

原 文：http://www.cadtm.org/

CADTM-Pakistan-calls-for-Debt

翻訳：高丸正人　債務と貧困を考える

ジュビリー九州
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　イスラマバード　－　２０１０年の洪水被害者の大

多数が未だ第１期補償区分を受け取れない中、世界銀行

の援助プログラムが格下げに動いたことにより、パキス

タン政府は今後二ヶ月間のうちに必要となる５３万１千

世帯の補償を強いられつつある。ワシントンに本部を

置く融資機関である世界銀行の最近のレポートによる

と、２０１１年１１月までに政府は６万ルピー（約５万

円）の第１期補償のうち対象世帯の４分の１に満たな

い２５万世帯にしか支払っていないこと明らかにしてい

る。

　世界銀行はシンド州およびバロチスタン州の大幅な補

償の遅れを知りながら被災住民補償プログラム（ＣＤＣ

Ｐ）を「適度に満足のいく状態」に格下げした。両州と

もにパキスタン人民党による連立政権に統治されている

が、第１期支払い区分となる２万ルピー（１万７千円）

の支払いの前提条件となる家屋損壊調査を完了させるこ

とができなかった。

　１１月に第二次合同監督評価派遣団がパキスタンを訪

問し、プログラム実施レポートを提出した。派遣団はＵ

ＳＡＩＤ、イギリス国際開発省、イタリア、世界銀行の

各代表により構成される。次の派遣団のパキスタン訪問

は３月の第１週に予定されている。世銀の格下げにより

パキスタン政府の選択肢は失われ、国民の大多数が補償

を受けられない状態でもがくことになり、総選挙を控え

た政府にとって不利に働くものと見られる。世銀高官が

匿名で述べたことによると、「適度に満足のいく状態」

という評価は政府に上乗せの補償支払いを強いたもので

あり、世銀の次の派遣によりその決定は覆される見込み

があるという。

被 災 住 民 補 償 プ ロ グ ラ ム

　パキスタンでの史上記録的な大洪水を受けて、政府は

当初、各被災世帯に１０万ルピー（８万５千円）を支払

うと発表していた。プログラムの総額は１６００億ルピ

ー（１３６０億円）に上ると試算されている。

　だが、政府は必要となる財政的割り当てを確保できず、

後に１世帯６万ルピー（５万１千円）に減額した。その内、

２万ルピー（１万７千円）が１６０万世帯に支払われた

が、残りの４万ルピー（３万４千円）は家屋を失った世

帯にのみ支払われることになっている。

　世銀はＣＤＣＰの融資２５００万ドル（２０億円）を

承認している。内閣及び国家データベース登録局（ＮＡ

ＤＲＡ）がプログラムの実施機関となっている。

　「全体としては、ＮＡＤＲＡの統治外にあるシンド州

およびバロチスタン州での支払い繰り延べを除き、プ

ログラムは計画通りである。」とタリク・マリク副局議

長は述べている。また、シンド州では補償の支払いが始

まっている一方で、バロチスタン州では家屋損壊調査の

完了の遅れにより支払いが始まっていないと述べてい

る。マリクによれば、支払い対象である１１０万世帯

に対し、これまでのところ５３万１２９６世帯しか補

償金の第１期を受け取っていないと言う。パンジャブ

州では２４万８千世帯が６０億ルピー（５１億円）を

受給し、カイバル・パクトゥンクワ州では２０万３千

世帯が３１億ルピー（２６億円）を受給したのに対し、

シンド州ではわずか７万３千世帯が８３００万ルピー

（７０００万円）の補償を受けたのみである。

調 査 結 果 の 不 一 致

　国際金融機関の当局者が匿名で語ったところによる

と、家屋損壊調査の結果は世銀とアジア開発銀行が合

同で実施した損壊およびニーズアセスメント報告書にお

ける損壊家屋の概算と異なっていると言う。当局者によ

ると、パンジャブ州では６１万５千の損壊・全壊家屋が

報告されているのに、調査では３１万世帯のみの存在を

認めている。同様に、シンド州では３８万の全壊家屋が

報告されているのに、第三者機関の実施した調査では

２１万８千世帯の被害を認めているのみである。「派遣

団の記すところによると、登録センターを組織するため

のハードウェア面やその他実務面での能力にボトルネッ

クがあり、そのことが前進の妨げとなっている。」と、

世銀レポートは述べている。

原文　The Express Tribune ２０１２年２月７日

http://tribune.com.pk/story/332798/2010-floods-govt-

plans-to-step-up-as-wb-downgrades-aid-programme/

翻訳：高丸正人　債務と貧困を考えるジュビリー九州

パキスタン洪水補償　～　世銀の援助プログラム格下げの影響　～

２０１２年２月７日
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ルモンド・ディプロマティー

ク紙の編集総長で現在スペイ

ン在住のイグナシオ・ラモネ

氏が 2012 年 10 月 19 日に

バルセロナ郊外のサンタ・コ

ロマ市が企画した講演で、ギ

リシャ、スペインが経済危

機から脱出する唯一の方法

は「借金を支払わないこと

だ」と明快に述べています。

Ramon Book Project の ブ

ログ（http://ramonbook.wo

rdpress.com/）から転載させ

ていただきました。スペイン

＆バルセロナにおけるオルタ

グローバリゼーションの動き

を伝えるブログです。ぜひ一

度訪問してください。（稲）

　国の借金が問題となった場合

に、格付け会社が気にするのは

その国の経済成長力だけだ。も

ちろん、私たちは格付け会社と

その独裁に異議を唱えており、

格付け会社の廃止、もしくはヨ

ーロッパにおける活動の禁止を

行うことが必要だと考えている。

これら格付け会社こそが、アメ

リカの住宅ローン危機の到来に

気がつかず、サブプライムロー

ンを扱っていた銀行にトリプル

A をつけて、現在の経済危機を

誘発したのだから。加えて、彼

らには競争相手がいない。

　こうした格付け会社が評価す

るのは国の成長力だ。国が成長

すると富が生み出され、国は回

収した税金で借金を支払うこと

ができるから。そして、格付け

会社の仕事は、借金をしたいと

言っている国の信用度を知りた

がっている投資家に、どの国に

お金を貸したらいいのかを助言

すること。信用度とは経済成長

に応じるもので、最高ランクが

トリプル A となる。

　一方で、IMF や欧州銀行は国々

に何と言っているのか？　予算

を削れ、公務員を削減しろ、社

会サービス費を削れ…これが構

造調整として知られているもの

だ。彼らが行っているのは、経

済活動を麻痺させ、窒息させる

ことで、これでは国は成長しな

いのは明らかだ。全く反対のこ

とをやっているのだから。ヨー

ロッパの成長は大部分が消費に

依存しており、人々が消費しな

ければ経済の成長はない。

　スペインのように 400 万人

以上の失業者がいる国において、

何千万ユーロという削減を行え

ば、経済が成長するわけがない。

結果として、経済成長のない財

政緊縮プランによって、格付け

会社はトリプル A をダブル A と

国の格付けを下げることになる。

　私たちは矛盾を前にしている。

緊縮プランを行えば行うほどに、

経済成長は低下し、格付けは下

がり、それによって国はさらに

借金を背負うことになる。なぜ

なら、さらに高い利息で借金を

返済しなければならなくなるか

らだ。その結果として、国はわ

ずかな利益を利息の支払いに充

てなければならない。病にかか

った国に対して下された診断に

よって、国の病気は治るだろう

が、死ぬことになる。病気が治

ったときには、国は死んでいる

だろう。

　つまり、緊縮プランは機能し

ない。私たちはそれが機能しな

いことを、ギリシャ、ポルトガ

ル、スペイン、アイルランドで

目の当たりにしている。緊縮プ

ランを適用すればするほど、経

済状況はますます深刻になる。

ブラジル大統領ルラが言うよう

に、出口は基本的な経済の処方

箋を用いることにあるのではな

い。なぜなら、この方法はラテ

ンアメリカで機能しなかったで

はないか。借金の問題を解決す

るためにラテンアメリカの国々

は何をしたのか？　アルゼンチ

ン、エクアドルなどの国々が行

ったのは、ただ借金を支払わな

いこと。そう、彼らは借金を支

払わなかった。

　スペインの借金はいくらと

いうが、この借金は誰にしてい

るのか？　誰がお金を貸したの

か？　その答えはスペインの銀

行だ。ヨーロッパは法律を変え

たため、現在では公的銀行は存

在しない。以前は、各国には通

常通貨を発行する中央銀行、公

的銀行があった。しかし、現在

では各国は公的銀行も持たず、

欧州経済危機とギリシャ (2011/11/07) 
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通貨の発行ができない。つまり、

国は通貨を発行することができ

ず、お金を貸してくれる公的銀

行もないというわけだ。もし公

的銀行があれば、国家に利息ゼ

ロパーセントでお金を貸してい

ただろう。

　それに対して、現在のヨーロ

ッパの国々は私企業の銀行にお

金を借りることを義務づけられ

ている。全ての国々において、

基本的に国が借金している相手

は自国の大銀行だ。フランスが

借金しているのはフランスの銀

行で、ギリシャが借金している

のはギリシャの銀行。ここで何

が起こっているかというと、こ

うしたギリシャの銀行はフラン

スやドイツの銀行に属している。

ギリシャには大銀行がないため

だ。ポルトガルの場合も同じで、

スペインの銀行がポルトガルの

債務の大部分を有している。な

ぜならポルトガルの銀行は部分

的にスペインの銀行に属してい

るからだ。

　 さ て、 現 在（ 緊 縮 プ ラ ン に

よって）スペインの人々が犠牲

を強いられているのは何のため

か？　借金をスペインの銀行に

支払うためだ。ちょっと待って

欲しい。彼らこそがこの金融危

機の責任者ではないか。彼らこ

そが私たちをこの危機に引きず

りこんだのだ。「借金は支払わな

ければならない。完済しなけれ

ばならない」と言うときに、誰

に返さなければならないとは言

わないことに気がついているだ

ろうか。借金の 80 パーセントは

スペインの銀行が所有している。

　私は煽動しているわけではな

く、事実がどうであるかという

ことを延べているに過ぎない。

中央銀行がないのだ。そして、

欧州中央銀行は国家にお金を貸

すことを禁止されている。現在

のところいくらか可能になった

ものの、まだ十分ではない。

　私の言うことをよく聞いて欲

しい。今の時点で、ギリシャが

借金を返さないだろうことはわ

かっている。ギリシャは借金を

完済しないだろう。返せないの

だから。救済が可能だった最初

の時点で、ギリシャを支援しな

かったのがその原因だ。ギリシ

ャの GDP はユーロ圏全体のたっ

た 2,5 パーセントを占めるに過

ぎない。欧州全体ではなく、ユ

ーロ通貨圏の 2,5 パーセント。

たったの 2,5 パーセントだ。

　約一年半前にギリシャの借金

の問題が浮上したときに、救済

していれば問題はなかった。し

かし、ドイツはギリシャを懲ら

しめたがった。倫理の問題だ。

ギリシャが自分たちの経済力以

上の暮らしをしたのだという考

えを認めなかった。普通のレベ

ルの暮らしをしたことで、ギリ

シャ人を罰することを望んだ。

　しかしながら、ギリシャに関

して二つの点に注目して欲しい。

まず一つ目。ギリシャにはたく

さんの資本家がいる。特に海運

業者。ご存知の通り、オナシス

のようにヨーロッパの大きな海

運業者はギリシャのものだ。ギ

リシャの危機が始まるとすぐに、

主にスイスに向けて彼らの資本

の流出が進んだが、その総額は

ギリシャの借金の三倍になる。

つまりギリシャには借金を支払

うためのお金があったのに、資

本家達が持ち去ってしまったと

いうこと。

　そして第二の点。ギリシャの

予算の中で、最も多い予算が割

かれているのは何か？　その答

えは国防費。トルコとの問題は

あるものの、欧州には紛争はな

いのに、これは馬鹿げた話では

ないか。彼らは、公的サービス、

公務員の給料など全てを削減し、

価格や税金は引き上げた。しか

し防衛費には指一本触れていな

い。

　ここで考えてみよう。ギリシ

ャは誰から武器を購入している

のか。それはドイツとフランス

からで、まさしくこの二つの国

こそが、ギリシャの借金を懸念

しているのに支援を行わず、自

分たちの国の武器産業を潤すた

めに国防費の削減を邪魔してい

る。というわけで、状況は非常

に複雑になっている。

　経済的な解決策をとっている

限り出口はない。政治的な解決

策をとらなければならない。繰

り返しになるが、債務放棄を決

めたアルゼンチンはどうなった

か？　アルゼンチンはこの 10 年

間 9 パーセントの成長を続けて

いる。アルゼンチンはこの 10 年

ので、スペインが 30 年間で成し

遂げたのと同じ成長を成し遂げ

た。提案を全て飲むべきではな

い。

2010.10 .20 .Conferenc ia  de  

Ignacio Ramonet en Santa Coloma 

de Gramenet より抜粋

掲載元

http://ramonbook.wordpress.com/

2011/11/07/el-crisi-europeo-y-




