
貧しくさせられた国々の債務	

と 
 

その帳消しキャンペーン	

マッカーティン・ポール	



貧困、飢饉	

  



ウガンダ	

•  子供達の５人に１人は５歳にならない内に死んで
いた。 

•  日本でならば予防できる病気なのに。 

•  ウガンダの健康予算は国の債務返済の為の返済 
　 予算の1／10にしかすぎない。 



ガーナ	

 
・子供達の半分以上が栄養失調になっていた。 
・農場の半分以上がカカオ豆の為に利用されて
いた。 
・債務を返済するため。 



国連開発プログラム 

貧しい国の債務返済の予算は健康、 
 

福祉、水道に回せば 2000年までに 
 

2100万人の子供達の命が救われる 
 

だろうと言われていた。  
　　　　　　　　　　  （1997年） 



債務？	
  



  

ベトナム戦争 
 

ドルを印刷　→　ドルが下がった 
 

石油の価値も下がった 
 

＄3.65 から＄17.00 まで上げた 
 

＝第一次オイルショック 
 

銀行に預けた 
 

銀行は貸さなければならない 
 

貧しい国々は発展開発の為に借りた 



  

利子 = 5％ 
 

輸出品の値段は下がった 
 

利子は21％上がった 
 

返済額も上がった 
 

石油：＄17.00 → ＄34.00 
 

返済するためまた借金 



世界銀行 
と 

　国際通貨基金（IMF） 

厳しい条件をつけて貸した 



構造調整プログラム 

Structural Adjustment Programs　　(SAPs) 



  

なるべく支出を押さなければならない 
　　助成金をなくす 
　　賃金を下げる 
　　公務員を解雇する 
 

物をなるべく輸入しないで輸出する 
 

民営化 
 

海外の投資に規制緩和する 
 

国の通貨を切り下げる	



  

モロッコ：小麦粉、砂糖の値段は40％も
上がった 
 

ジャマイカ：水、電気、電話を100％上
げた 
 

ボリビア：教育予算は40％も下げた 
 

ザイール：46,000人の教師を首にした 
 

（貧困問題を解決するため、教育が必要
とよく言われるのに） 



  米国にいるシエラレオネ出身の医者
の	 
	 

数はシエラレオネにいる数より多い	 

	 

IMF暴動	 



債務返済　＝　優先	

•  フィリピン    34％＋ 
•  マダガスカル    61％ 
•  ホンジュラス    61％ 
•  コートジボアール   63％ 
•  ニカラグア    66％ 
•  サントメ・プリンシペ  90％ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1997年）	



支出を抑えて	

•  公務員を解雇して　　　 
•  失業　　　　　　　　　　 　 
•  貧困　　　　　　　　　　 　 
•  売春・子供売春 
•  HIV・エイズ 
•  死亡 
•  親戚への負担	



  

助成金をなくして 
値上げ 

 

食料値上げ　　　 燃料値上げ　　　薬値上げ 
　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓   　　　　↓ 

栄養失調　　　　　伐採　　　  　病気 
　　　　　↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓　　　　　　　　　　　　　　（HIV、エボラ、 

野生動物を食う　砂漠化　　　　　　鳥インフルエンザ） 
	



  

通貨を切り下げ 
↓ 

輸出品が安くなる 
↓ 

輸出品が増える 
↓ 

日本の輸入品が増える 
↓ 

ゴミ問題	



  

民営化 
 

　　　　　　　解雇　　　値上げ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ↓　　　　　　　　　　 ↓ 

　　　　　　　失業　　　暴動 
　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 

　　　　　　　貧困 
　　　　　　　　　　　　　　　　↓ 

   HIV　　	



スーザン・ジョージ 
1982年 ～ 1990年 

•  貧しい国々 → 豊かな国々：
＄4,800億 

•  豊かな国々からの投資と援助
を合わせてより多い 

•  その上  利益 
　           貯金 



ジュビリー2000 
貧しくさせられた国々の債務帳消しキャンペーン	



  

ジュビリー 
 

ユダヤ教の聖書 （レビ記 25章） 
 

50年に一回 
 

　　　　★　土地を返す 
　　　　★　債務帳消し 
　　　　★　奴隷解放	











60+ヶ国	

署名運動  165ヶ国 
　　　　　　　24,000,000 

  ペルー　＞　日本	



賛同人・団体	

•  ツツ大司教 

•  ダライラマ 

•  ボノ 

•  パバロッティ 

•  世界医師会 

•  米国市長会議	





意義	

•  返すべき 

•  腐敗	



腐敗	

• 世界銀行はザイール（モブツ政権）に10億 
　ドル貸した 
• 腐敗が多かった為、返済出来ないと思って 
　行員を監視する為送った 
• 返済不可能と世界銀行に報告した 
• 債務はすでに50億ドルだった 
• ザイールに貸し続けた 
• モブツが1998年に倒された時借金は130億 
　ドル 



汚い債務	

　　　　　フィリピン： 

•  バターン原子力発電所 
•  ＄22億 
•  地震が多い 
•  使っていない 
•  毎日＄20万を返済	



“Don’t Owe; Won’t pay!”	

スペイン 
 

• 1503年～1660年の間、植民地から金を
18万5000キロ、銀を1600万キロを
奪った 

• 何百万人の先住民を殺した 

• この記録はスペインに残っている	



日本：　10兆円？	



債務ブーメラン	

•  環境破壊 
•  麻薬 
•  失業者 
•  移民 
•  戦争 
•  ゴミ問題 
•  銀行を助ける事　（税金で）	



環境破壊	

•  ブラジル：環境保護局の予算を切った 

•  メキシコ：環境関係局を4つ削除した 

•  メキシコ：輸出のための野菜に地下水 

•  ペルー：アンチョビー殆ど絶滅 

•  ボリビア：絶滅寸前動物を輸出	



債務の種類	

•  民間　（銀行） 

•  二国間　（援助 [ODA] など） 

•  多国間　（世銀、IMF,アジア開発銀行など）	



帳消し	

•  「帳消しできない」 

•  前例ある 

•  日本の会社の借金	



一休さん	

　　 徳政    

賊元来不打家貧 

孤独財非万国珎 

信道禍元福所復 

青銅十万失霊神	



　	
重債務最貧国イニシアティブ　（HIPC） 

 
貧困削減戦略ペーパー　（PRSP）	



  

  



現状	

•  すべて帳消しされた 

•  沢山帳消しされた 

•  一部帳消しされた	



現状 （2）	



  

米国下院「責任のある融資と拡大債務帳消し
のためのジュビリー法」案を提出。法案の趣
旨説明では、「米国政府は低所得国に対して
責任のある融資をすることと、米国政府と国
際金融機関に対する債務の帳消しを拡大する
ため」であると述べた。対象国は67カ国にの
ぼる。	 
	 

米州開発銀行は、ガイアナの債務の３億
5,500万ドルを帳消しにした。	 
	 

中国が南米のガイアナに1,530万ドルの債務
を帳消しにした。	 
	 

サントメ・プリンシペ民主共和国は債務のや
く80％が帳消しされた。	 
	 

コンゴは、25億ドルの債務の80％の帳消しを
受けた。	 



はげたか基金	

ロマニアはザンビアに＄40,000,000を貸したがザンビア
が貧しいため、返済してもらう事を諦めた。	 
	 

米国のドネガルという禿鷹基金がその債務をロマニアか
ら＄3,000,000で買った。	 
	 

ザンビアがドネガル基金に元に借りた金額を全部返済し
なければならなくなった。	 
	 

ドネガル基金はイギリスの裁判所でザンビアを訴えた。	 
	 

判決は、ザンビアはドネガル基金に＄15,000,000を払わ
なければならない。	 
	 

この金額はザンビアが2006年に債務帳消しによって浮い
た金額と同じで、帳消しのため浮いた金はなくなるとい
うことになる。	



帳消しの結果	

ザンビアではヘルスケアは無料だ	 
	 

ガーナでは農家のため道路が造られて
いる	 
	 

タンザニアでは干ばつの被害者400万人
が食べられるようになった	 
	 

ナイジェリアは教師を15万人雇う事に
して	 

さらに350万人の子供が学校に行ける	 



条件	

•  ザンビア：15歳~49歳の21％ ＝ HIV・ 
　 エイズ 
　 健康管理人を雇うことは許されなかった 

•  ケニア：2005年~2006年の債務返済予算
＝ 水＋保健＋農業＋道路＋運輸予算	



エコノミックヒットマンの告白	

 ジョン・パーキンズ 
 東洋経済 

•  貧しい国々を支配するつもりで金を貸した 
•  賄賂、クーデター、暗殺 



債務ー自然保護スワップ	

ペルーの債務の37％削減	



ジュビリー九州 
 

北沢洋子さん	
  



ODA 

•  日本　＝　＃12 

•  借金　＝　48％ 

•  貧しい国々　＝　46％ 

•  中国とミャンマー	



ODA (2) 

•  日本の銀行の口座 

•  日本が決めたものの中から 

•  日本の企業のための道路、電気、など 

•  発注は日本の業者 

•  お金は日本から出て行かないのに 
　　　　　　　借りた国は返さなければならない	



日本	

•  地域振興券　7,000億円 

•  長拓銀行　4.5兆円 

•  住専　6,850億円	



Microsoft社	

	 

	 

Bill	 Gates,	 Paul	 Allen	 &	 Steve	 
Ballmer	 

	 

＝　43	 ヶ	 国	 



貧困ギャップ	

	 

1850	 

1950	 

1960	 

2000	 

	 	 	 

	 	 2	 :	 1	 

10	 :	 1	 

15	 :	 1	 

30	 :	 1	 ??	 

国連：1990年と比べて80ヶ国はもっと貧しい	





終	
  



分かち合い	

★　どうしてこのワークショップに出たいと思い
ましたか。�
 
★　分からないことがありましたか。 
 
★　債務問題についてどうしようと思いますか。 
 
★　自分の貯金の行方を知っていますか。 


