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南アフリカ進出日本企業への公開質問に関する報告

日本では南アフリカ（以下南アと鞄）に対する、企業の直様投資は禁じられており、現

地への資本投下の形態での企業進出は形式上は見られない。しかしながら、現地国営．民

間企業と密接な園係を持ちながらの受易や技術供与はさかんに行なわれている。その結果

は毎年30、40億ドルにも上る貿易観に見られるとおりであり、南アにとって日本は、

アメリカやイギリス、西ドイツなどと並んで、最も重要な商売相手となっている。

しかし日本においては、人種差別の実態に対する一般的園心が低いせいもあり、南ア進

出企業に対する非難の声は、依然として、小さなものにとどまっている。そのため、進出

企業の実態すら十分には明らかにされていないというのか現状である．その一方には、「

われわれが撤退してもその後に日本企業が入ってくる」という殴米企業の戸がある．



質問の経緯

現在南アフリカに進出している日本企業は80社程度と言われるが、そのうち資料によ

って名前の上がった64社（及び「日本貿易振興会」、これについては16ページを参照

）に対し、アフリカ行動委員会は下に掲げる公開質問を行なった，企業名は次の資料によ

って得た。①r南アフリカに支店または駐在員事務所等を有する本邦企叢」として外務省

の提出したリスト（1984）②南ア日本人会連結用名簿（19845）③F■86海外進出企業

総覧』（東洋経済社発行）④新蘭報道

質問状の送付日は企業により前後するが、87年3月12日、3月1（〕日、4月2日付

のいずれかで、各企業社長宛に送られた。

公l芋目琵雷「岩ヨ司犬

御中

1番社は、現在、南アフリカにおいて支店、あるいは駐在員事務所等を有しておられるでしょ

うか。

2・もし有しておられるならば、その活動内容に関して、以下の項目についてお教え下さい。

①業務形整（支店、駐在員事務所、子会社、等）②業務内容（取扱品日、主要取引先、年間

売上等）③進出年月日　④a日本人　および現地　b白人　C非白人の各従業員数　⑳日本人

b白人　C非白人の各平均賃金　⑥労働迎合の有無

3．南アフリカにおける貴社の満動方針をお教え下さい．

4　南アフリカより撤退、もしくは取引を中止するご意志はおありでしょうか．もしおありなら

ば、その具体的内容をお教え下さい．

5　国連および日本政府を含む各国政府の、南アフリカに対する達済制式の動向についての、貴

社のご見解をお聞かせ下さい。

以上

質問の主な目的は、①進出企業の実態の全体像をつかむこと　②撤退の意志の有無を明

らかにすること　であった。次項以下に述べるように、実態の解明とより有効な批判をつ

くりだすためには、更にねぼり強く努力を酎する必要があるが、このレポートがそのため

の手がかりとなれば幸いである。

河なお・今回の質問では、支店．駐在員事務所等の所有による進出と貿易の

みによる進出とを十分には区別できなかった。そのため、「駐在舅事務所等

を所有していない」と答えた企茶の中には、完全に撤退した企業と、取引は

続けている企業が含まれている。この点は必ずしも明確にされなかったこと

を申し添えておく。
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質問状を送付した企業のリスト

く商社〉　三井物産　伊藤忠商事　日商岩井　三菱商事　住友商事　丸紅　兼松江南

ニチメン　トーメン　蝶理　金商又一　松下電器貿易　豊田通商　山善

明和産叢　垣内商事　ハッピーワールド　東京商社　三成物産

く自動車メーカー〉　トヨタ自動車　日産自動車　いすず自動車　マツダ　三菱自動車

工業　ダイハツ工業　日野自動車工業　日産ディーゼル

く電気機器メーカー〉　日立製作所　東芝　ソニー　富士電樵　三洋電機　ンヤープ

古野電気

〈捜械，部品類メーカー〉　日本精工　NTN東洋ベアリング　光洋精工　前川製作所

森精機製作所　ワシノ堰械　ファナック　日立建機　瀧沢鉄工　池貝鉄工

椿本チェイン　蛇の目ミシン　日本特殊陶業　豊田工樵　日立精機

大隈鉄工所　小松製作所　住友電気工業　田辺化工機

〈他メーカー〉　山階国衆パルプ　味の素　ブリヂストン　日本鋼管　小西六写真工業

富士写真フイルム

くその他〉　日本水産　大洋漁業　大飯商船三井　日本郵船　阪神電気鉄道

日本貿易振興会

回答結果と分析

まずはじめに強調しなければならないのは、企業側のとった法度についてである。この

程の質問に対して一般に企業が好意的な態度を示さないのは予想されたことであったが、

その対応はそれを上回るものであった。期日までに回答を寄せた企業はわずか8社であり

、その後、電話等による直接の交渉の結果、最終的には45社から一応の回答を得ること

ができたのであるが、しばしば返答の引延し、回避といった応対に出会った。

中でも次に掲げる19社は、「回答拒否」の意向を示した。無論、回答すべきか否かは

、各企業の任意に委ねられる。しかし質問は人権同語に関する重要な内容を含んでおり、

企業はそれに対して自らの立場を明らかにする責任を有する。回答の拒否はこうした社会

的費任を自ら放棄するものであり、特に批判されなければならない。なお、19社の内に

は①電話により担当者から回答する意思のない旨を確認したもの12社、②期日を定め、

「回答のない場合は拒否とみなすJ旨の文啓通告をしたにもかかわらず、回答を得られな

かったもの6社　が含まれる。

く商社〉　三井物産　ニチメン　餞牒巨‘松下電器貿易　◇金商又一　◇三成物産

◇明和産業

〈自動室〉　日野自動重工業　日産ディーゼル　◇いすず自動車

〈電気機器〉　シャープ　◇富士電機

〈その他〉　ブリヂストン　日本鋼管　日本水産　阪神電鉄　日立椅礁　◇大洋漁業

小松製作所　　　　　　　　　　　　　　　　　（◇印は上記②に対応）

日本から南アへの主要輸出品目は、①自動車　②電気絶域　③その他機械、金属澤、

南アからの輸入は、石炭，金等、鉱物資源と食料などである。南アへの進出の著しい企業

は、自動車メーカー、電積機器メーカー、および、両国の貿易の構造的媒体ともいえる総

合商社である。各企業の回答であるが、かなり詳細を回等を得たものから、「企業秘密」

を理由にほとんどの回答を避けているものまで、さまざまであった。ただ、いずれにせよ
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今回は、質問自体が支店，事務所の所有にしぼったものであったため、毘易構造全体の解

明のためには、まだ不十分なものであったと言わねばならない。では、業種別に、回答を

寄せた企業、およびその傾向について分析してみたい。

（封印は始退した、もしくは梅迫すると答えた企業）

く商社〉　伊藤忠商事　日商岩井　三菱商事　住友商事　兼徹江南　丸紅　トーメン

豊田通商　垣内商事　東京商社　　山善　　ハッピーワールド

伊藤忠商事からトーメンまでの7社がいわゆる総合商社である。これらの企業が両国の

貴易にはたす役割は大きく、注目されたが、上記7社のうち、十分な回答を寄せたものは

ひとつもなかった。「企業秘密」を理由に回答を避ける傾向は、総合商社において最も著

しいものであった。今後、これらの企業の詳剥な調査が必要である。

〈自動重メーカー〉　トヨタ自動車　マツダ　日産自動車　三菱自工　ダイハツ工英

自動車は対南ア輸出品日中第一位を占める。その輸出の方法は、南アに現地法人の組立

工均を設立し、そこへKDセット（組立用部品セット）を輸出して現地て組み立てるとい

うのが王である．日本側の企業はこの現地会社とは貿易以外は無関係だと主張するが、形

式上資本関係が存在しないだけで、実質的には両者は密接につながっている．自動車メー

カーの場合駐在員（事務所）は、たんに連絡用に置かれていることが多いため、今回の質

問では実質的な回答を引き出すことは難しかった。現地会社との関係や企業別の貿易展な

と、今後解明していく必要がある。

〈電気機器メーカー〉　日立製作所　東芝　ソニー　三洋電機　古野電気

上記2業種に較ぺ、全体としてはやや言草しい回答が得られた。しかし現地監在昂は連絡

業務にのみ従事とする回答が主であり、商品の浣九などについては今後の解明を待たねば

ならない．コンピューター等、ハイテク製品が軍．警察に流れている可能生も大きく、こ

れらの企業の存在は重要である。

〈機械，部品類メーカー〉　日本精工　　NTN東洋ベアリング　奴大隈鉄工所

光洋精工　森構樵製作所　ワンノ根城　フアナ・yク　日立建機　渡沢鉄工

蛇のEミシン　※池貝鉄工　日本特殊陶業　住友電エ　※田辺化工撮

※椿本チェイン　※前川製作所　　豊田工橙

現在のところ、これらの企業が行なっているのは部品の補給や既納機のサービスが主で

あり、大きな動きはない。現在南アの市場は緒小傾向にあるとはいえ、過去にそうであっ

たように、大型の商談がまとまれば、こうした企業の進出が増える可能性はある。

く他メーカー〉　山陽国策パルプ　味の素　Ⅸ小西六写真工芸　富士写真フイルム

小西六の撤退は新聞でも報じられたが、現在のような南アの市場状況が続く限り、これ

らの企業の目立った進出はないだろう。ただし鉄鍋メーカー（質問の対義は日本鋼管のみ

だが、他社も関係しているだろう）については、石炭輸入を中心に注目する必要がある。

（石炭は甫アからの輸入品日中第一位である。）

〈その他〉　大阪商船三井　日本郵船　日本貿易振興会

漁叢2社（日本水産、大洋漁業）は、いずれも回答を拒否している。海運会社は他に南

ア資本の会社もある．取扱品冒、星が解明されれば、貿易全体の動きの把握に役立つだろ

う。日本見易振興会は、調査業務のみ行なうとしているが、政府出資の特殊法人であり日

本の貿易拡大を目的とする同会が南アに存在すること自体、政府の表向きの立場とも矛盾

するはずである。こうした疑問に同会は全く答えていないが、政府の二枚舌と見事に符合

するものといえよう。
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各社　回答篇

①名称　　②所在地　　③社長（代表）名　（質問当時）

④在南ア　オフィス　　⑤板目1ng addresss

（④、⑳は’85～’86の資料に依っており、移転の可能性も

あり。また事務所等はなく、単なる連絡先の場合もある。）

※各企業の回答は編集者が原文のままワープロに打ち直した。回答車、「事務所等はな

い（閉鎖した）」とだけ省かれているものがいくつかあるが、取引は続けている場合もあ

り、これは必ずしも撤退を意味するものではない。

〈商社〉

伊藤忠商事　〒541大阪市来区北久太郎町4－68　　米倉　功

CITDH　＄　CO．LTL〉　P O Box　978Johanesbllrg　2000

1　支店有り

2　公表できません

3　日本政府の方針に順ずる

4．民間企業としてコメント出来る立場にありません。

5．1同上

日商岩井　〒541大阪市東区今橋3－3D　　速水　健

NISS”0　川A】CORPORAT】ON P O ox　∈滝09Johanesbl】rg2000

当孔は現在、南アフリカに支店を有しております。資質間の他の事項につきましては

企業秘密に尿するため、残念ながらお答えいたしかねます。

三菱商事　〒100　東京都千代田区丸の内2－6う　　　講橋　晋六

MlTSUBIStll CORPORATION P O Bo）【8458JohaEleSbl】rg　2000

1　当社は南アに支店を持っております。

2　有価証券報告書記載事項以外は公表しておりませんので、お答えしかねます．

5　日本政府の対南ア散策の枠内でやっております。

4．日本政府の方卓十に従って行動します。

5　日本の一民間企業である当社としましては、日本政府の方針を遵守いたします。

住友商事　〒541大阪市東区北浜5－15住友ビル　　伊藤　正

SUMITOトIO CORPORAT】ON P O、Box　7397JohaJleSb11rg ZOOO

南アフリカのヨハネスブルグ市に、弊社の支店がございます，同国への進出時期は、

1962年6月です。

南アフリカに対する経済制裁につきましては、弊社は日本政府のガイドラインを遵守
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することを基本方針と致しております。

その他の御質問事項は企姦秘密に属する事項てあります．この種の事項につきましては

、指に南アフリカ関係に限らず、公表は差控えさせて戴いておりますので、悪しからず御

容赦の程お願い申し上げます。

兼松江商　〒川4　東京都中央区京橋2－14－1　　鈴木　英夫

KANEHATSU－GOSHDITD P O Box　3108Johanesburg2000

1　駐在員事務所あり。

2　営養推進上、この種の質問には、世界のどなたにもお答えしていません。

3．日本政府の基本方針に従い、また企業利益のみを追求することなく、国利国益を

尊重する姿勢を堅持していくつもりであります血

4　当面、考えていません。

5　国連、および日本政府の経済制裁は、現状どおり遵守されるべきであると考えま

す。

丸紅　〒541　大阪市東区本町うう　　　春名　和雄

MAfiUtきENI CORPORAT】OIJ P O Box1890Johanesbu「g　2000

1　当社は現在、南アフリカに支店を有しています。

2．当社活動内容、活動方針等に関しては、企業の秘密事項に屁するものであります

ので、回答は差し控えさせて頂きます．

但し、当社はすべての取引において、内外の法律を遵守し、日本政府のガイドラ

インに沿って活動することを旨としており、このことは対南アフリカ取引におい

てもいささかもかわりないものであることを申し述べます。

尚、現状当社はブルネイ原油を取扱っていないことを申し添えます。※

奴この部分は丸紅が制裁規定に反し南アに対して原油を掃出する仲介をしたとの

S】PPlng Research Bureauの指摘に関して行動委眉会が質問したのに答えたものである。

会員2名が国際事業部の担当者に直接会ってもいるが、この指摘に対して否定はしなかっ

た．

トーメン　〒541　大阪市東区瓦町2－64　　北村　恒夫

TOYO　訓掴　KA】SliA．LTD P OIlox5125JdⅧneSburg2000

1　及び2　駐在員事務所がありますが、情報連絡が主たる職務であり商行為はして

おりません。

う　及び4　日本政府の方針に準じております。

5　民間企茶ですので、この程意見は差し控えさせて頂きます。

豊田通商　〒450　名古屋市中村区名駅十㍗23　　江崎　誠三

mYOt）A TSIJSl柑　試AISl札LTD P O　80〉【172Randbllrg
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南アフリカのアパルトヘイト開削ま、甚だ残念なことであり、この間題が早期解決さ

れることを望んでおります。

弊社は、同地域に若干の連結要員をおいておりますが、日本政府の指導の枠内で行動

しており、今後も日本政府の方針に従い、対処していく所存でございます。

垣内商事　〒105　東京都中央区日本橋本町1－9　　　島　正雄

T KAKIUCHI　等CO．LTD P Oliox　5969Johanesburg2000

1　駐在員事務所（ヨハネスブルグ）

2　臣在員事務所　1962年設立

繊維製品の対日輸入　現地人1名雇用　労働組合は無

う　日本政府の方針に従う．

4　特にありません。

5　日本政府の方針に従う．

東京商社　〒104　東京都中央区銀座2－6－4　プレイガイドビル　　西重　昭藍

2　①業務形態：駐在員事務所

②業務内容：日本国籍鮪延縄鉛に対するアテンド。

（例）水、燃油、病院の手配等

③進出年月日　1972年6月より

匂）従英昌　全員日本人

∋　上記の通り弊社の話動はあくまで日本人船員に対するサービスが目的で現地法人

である冷蔵庫、船舶代理店等との交渉はあるがあくまでも目的に従事するもので

あり、今後の方針も現状維持を考えている。

4．南アフリカ沖は本鶉の世界的な有数の漁場であり、今後ともケープタウンでの補

給、食料積込みに大きな変動はないと考えられる。従って当社も日本船展に対す

る厚生事秦の一環として進めていかざるを得ない．

5　アバルトへトに対しては憤りを感じている。今後とも国連及び各国政府の経済制

裁を続け改善していくべきと思う。

山善　〒550　大阪市酉区立売堀2づ－16　　山本　猛夫

当社南アフリカ事務所は61年3月20日に閉鎖しております。

ハッピーワールド　〒150　東某都渋谷区神南1－19－10丸恵ビル　　古田　元男

1　無し。

3．特に無し．

4　今のところ取引はない。

5．静観したい．
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く自動車メーカー〉

トヨタ自動車　〒471　愛知県豊田市トヨタ町1　　豊田　章一廓

TOYOTA MOTOR CORPORATH川　P U Box　購l Bergvll∋1

1（質問1．2．3，に関して）

支店、駐在員事務所はありません．

但し、若干の連絡員をおいております。

2　（質問4．5、に関して）

アパルトヘイト問題が早急に解決の方向に進むことを望んでいます．

当社は、我国政府の対応に沿うよう対処してゆく所存です．

マツダ　〒730－91広島県至芸郡府中町新地3－1　　山本　鮭－

TDYOl柑GYO CO．LTD P O Bo〉′　411PretoHa OOOl

l　当社は甫アフリカには支店、駐在員事務所等心有しておりません。

2　　－

3　当社は日本国政府の南アフリカに対する政策、方針、指導に従って同国との商取

引を行なうことを原則としております。

4．現在の処、取引を中止する計画はありません。

う・南アフリカのアパルトヘイト政策は非常に遺憾であり、一刻も早くこうした政策

は級廃され南アフリカに平等かつ平和な社会が到来するよう望んでおります。

日産自動車　〒lD4　東京都中央区銀座6－17－ユ　　久米　豊

NiSSAN MOTOR CO，LTD P O Bo〉【785373Stan批0∩　2146

質問1について、

弊社は駐在員事務所を有しております．

質問2について、

1961年に駐在員事務所を開設しました∴

主な目的は現地製造配給会社（1的現地貸本）との業務連絡とコーディネーショ

ン等であります。

駐在員教は開設以来乎均して5人程度であります．

（その他現地人　白人1名、黒人1名）

質問3及び4について、

当社はCKD部品を輸出しているだけであり、特別の方針はございません。

質問5について、

アパルトヘイト同産の解決を心から望みますが、当社としては日本政府の方針に

従って行動していく所存であります．

三菱自動車工業　〒10g　東京都港区芝5－38－g　　膚　農夫

嵐ITSUIHSltI　円OTOR CORPOItAT】0Il P O BD〉【4ll Pretorla OOO1
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支店、駐在員事務所について

現在、弊社は南アフリカに支店、もしくは駐在員事務所等いずれも有しておりま

せん。更に駐在員の派遣も行なっておりません。

活動方卓十

現在は単純な売買とし、且つ取引相手も反アパルトヘイト金茶となっております

取引について

上記ヨ項に基づき取引を行なっており、南アをとりまく経済的，政治的環境悪化

に伴い、結果として抱小傾向にあります．

経済制裁の動向

基本的に日本政府の対南ア政策を遵守しており、この方針により行動しておりま

す。

ダイハツ工業　〒563　　大阪府池田市ダイハツ町1－1　　江口　友鉱

1　ありません。

3　補給部晶の供給のみで、C KD．C BUの市内は当面ありません。

4　上記の通り商内なし。

5∴経済制裁の効果については疑問ありと思いますが、他に方法なく、現状では経済

制裁止むを得ないと思います。

〈電気捜器メーカー〉

日立製作所　〒101　東京都千代田区神田躾河台4－6　　　三田　勝茂

＝TTACHI LTD P O Box　3ユ603　BraaDforLteln　2017

1　弊社は南アフリカに監在員事務所を有しております。

2　（1）業務形藩：駐在員事務所

（2）茶務内容　リエゾン活動

（3）進出年月　昭和38年11月

（4）従業員・　7名　　a．日本人　2名　b　現地白人　3名

C　現地非白人　2名

（5）平均賃金　企業秘密に属するためお答え出来ません。

（6）労働組合　なし

3　日本政府の各種規制措置を忠実に遵守しつつ取引を行なってゆく方針であります

4　現在の所考えておりません．

5．特にありません。

東芝　〒105　東京都港区芝浦1－1－1　　波理　杉一郎

TOStilBA CORPORATlON P O Bo）【6（〉07Johanesburg2000
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1　駐在員事務所　1ヶ所

2　①駐在員事務所　②情報の収集等リエゾン機能のみ　③1967年2月

④日本人　2名　現地白人　2名　現地黒人　2名

⑤平均賃金は当方では把握していませんが、現地人4名の内、黒人女性1名の給

与が一番高いそうです。いずれも、黒人、白人の間での差別は全くせず、能力

次第です。

6）組合なし。

3．日本政府の基本方針に沿ってやっている．

4　特になし。

5　特になし。

ソニー　〒Hl　東京都品川区北品川6－7－35　　大賀　典雄

SONY CORPORATION P O Bo）（10525Johanesbl】rg　2000

貸間1に対する回答

1984年6月まで、サービスの駐在事務所を有していましたが、廃止しました

ので、現在、駐在事務所は有りません。

質問2は該当しません。

質問∋に対する回答

代理店に対して、弊社の製品とKIT用部品を供給しています。

質問4に対する回答

特にありません。

質問与に対する回答

日本政府の指示に従います。

三洋電毯　〒570　大願府守口市京阪本通2－18　　井植　敏

SANYO ELECTRIC TRAI）TNG CO．LTD P O Box785028Standtoz12146

1　連絡員1名を駐在。

2．現地の家電製造販売会社（資本関係はなし）に駐在し、日本との連絡業務に従事

．賃金その他詳調は不明です。

3　従来はキット出荷が主力であったが、現在完成品のみの取弓lで、金銭的には大幅

減少。

4，連絡業務及びアフターサービス等を考慮し、顎在の1名は駐在継続。

5　各国の取組方に、相当の開きがある。

古野電気　〒662　兵庫東西富市芦原町9－52　　古野　清孝

P O【ox　4750Cape TolJn8001

1　弊社は南アフリカには支店／駐在員事務所等は有しておりません。

但し、特別に日本人技術者の手によるメンテナンスサービスを強く希望する同国近海

で操業する日本国鳥マグロ船に装備された弊社製航海／漁労電子准器に対するメンテ

ナンスサービスの為のサービス技術員1名を漁期に合せ定期的に一定期間（3月より
－10－



9月頃まで）ケープタウンに出張させています。

2．なし

3．南アフリカへは同国の航海／漁労電子線器に対する需要を満たすぺく同国に在る

総代理店を通して弊社製品を供給しており今後も続ける方針です。

4　蛋白資源の確保に大きく貢献する漁藁用に使用される電子機器は食料生産にも直

接寄与する産業機械であることから、供給を中止する意思はありません。

5．特になし

〈機械，部品狩メーカー〉

日本精工　〒lDO　東京都千代田区丸の内2づ－2　郵船ビル　　荒田　俊雄

NIPPON SEIKOl川　P O Box169】salldo

l　現在弊社は南アフリカに支店、駐在員事務所とも有りません，

NTN東洋ベアリング　〒550　　大阪市西区京町堀1－3－17　　吉沢　洗

当社は198（〉年2月に駐在員を弓lき揚げ、駐在員事務所を閉鎖致しました。

光洋精工　〒542　大顕市両区鰻谷西之町2　　森田　俊夫

当社は1985年3月に駐在員を引き提げ、事務所も閉鎖いたしましたので、貴賓同

には該当いたしません。

森緒撫製作所　〒639－11奈良県大和郡郡山市北郡山町106　　　蒜　幸男

MOIH SEIXI CO，LTD P O Bo〉r611≡汀Marshallt01－m　2107

①現在は弊社の駐在員等が南アフリカには一人もおりませんので、3．4，5番の御

質問について特にお答えすることは何もございません。

ワシノ抵械　〒485　愛知県小牧市下小針中島2－158　　　園　憲次郎

1　支店、駐在員事務所ともなし。

3．特になし．

4　既納根の部品供給程度で新親の取引はなし。

5　特になし．

プアナンク　〒401－05　山梨県南都留郡忍野村忍革字舌馬場358D　　碓棄　清右衛門

FANUC LTD P O Bo〉（2191sando1600

1　有しております。

2　①駐在員2名

②日本の工作微積メーカーから南アフリカへ輸出されたNC工作機械のNC部分
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の保守，サービス

③1975年10月

④日本人

∋　日本の工作観械メーカーが南アフリカへ販売するNC工作機械に対する保守．サ
ービスを行なっております。

日立建機　〒100　東京都千代田区大手町2－6－2　日本ビル　　西元　文平

nITAClH CONSTRACT】即日岨CH川ERY CO．LT【）P O Box　75518　GardeJIVleV2（】47

1　サービスアドバイザーを派遣しています。

2　既納操のサービスアドバイスが業務です。従って売上げ等はありません。

進出年月　昭和51年5月

従業員数　日本人1名　現地白人1名　計2名

平均賃金　公表できません。

労触組合　ありません。

∋　日本政府の方針に従って、政府の瀾制措置などを豊実に遵守しつつ業務を行ない

ます。

4．既納後があるため、南アからの撤退は現段階では考えておりません。

5　当社見解は特にございません。

瀧沢鉄工所　〒701－01岡山県岡山市　　983　　　滝沢　忠義

1　弊社製品のアフターサービスのため技術者を派遣しています。

2　①業務形態　販売店に技術者を派遣しています。

②業務内容　工作機械の輸出販売

⑳1975年5月　④日本人　1名　⑤2000ラ、ンド　⑥無

∃　今後　半年間は現状維持を考えております．

その後は未定ですが、硯体制下での拡張は考えていません。

4　現在、技術者の撤退時期を摸索中です．

5．妥当であると判断します。

池貝鉄工　〒105　東京都港区新橋1－8－16日本生命新橋ビル　　大山　梅雄

1　なし

日本特殊陶業　〒鵬7　名古屋市瑞穂区高辻町14－18　　　鈴木　幸一

NGK SPARK PLUG CO．LTD P O Boxl1198Johanesburg　2000

1　有り

2　（D駐在員事務所

②品目　自動車用スパークプラグ

取引先：無し（駐在員事務所につき商取引は実施していない）

年間売上　無し（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③昭和52年3月1日
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④日本人　1名　　白人（女子）　1名　　計2名

⑤日本人　5000ランド　　白人　1200ランド

喀）労働組合無し

3　日本車ユーザーの技術サービス及び市場調査の実施

4　上記目的の為、事務所の撤収は今の所考えておりません。

5．他国の政治，社会間控について、一民間企叢として、コメントは致しかねます。

住友電気工業　〒541　大阪市東区北浜5－15　　川上　警部

SUMITOMD ELECTRICINDUSTRIES LTD P O ti0〉【418　tiergvle12012

1　現在、駐在員1名を波遷しております。

現地従茶員はおりません．

2　1970年頃より駐在員沢運を行なっております。

∋　弊社の活動については、日本政府のガイドラインを遵守して行なう方針でありま

す。

4　その他の事項につきましては、対外公表しておりませんので、悪しからず御了承

下さい。

田辺化工機　〒941　新潟県糸魚川市大野978　　　8］辺　正践

1　昭和61年3月撤退しました。

豊田工樵　〒448　愛知県刈谷市朝日町1－1　　加藤　東洋

1　現在ありません。86年9月30日付にて、事務所を閉鎖しました。

樟本チェイン　〒538　大阪市鶴見区穫見4－17－88　　　占部　友一

TSUBA　川OTO CHAIN CO P O Bo〉こ25727I）enver　2027

弊社にても以前から奇説に基づく閉経を考慮致しておりましたが、本年3月31日付

を以って、弊社駐在員事務所は閉鎖致します。

現時点に於いては既に諸活動は中止しております。

前川製作所　〒135　東京都江東区牡丹2－13－1　前川　正雄

岨EK　舶　HFG CO．LTD P OIミ0：く　39604　Bramley

l　弊社は南アフリカには支店及び駐在員事務所とも設けてはおりません。

2　該当なし。

3∴弊社は過去1～2名の社長を業務渡航させ、版元活動に従事させており、樟入販

売の実務は耗南アフリカ千本の企業を介して行なって参りました∴

尚、1～2名の社員の業務渡航マーケット調査の目的は、駐在買事務所設置の

可否の判断のためでありましたが、マーケットが極めて小さく進出のメリット投

資効果を期待する事は不可能との結論に達し、去る62年3月末日をもって南ア
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フリカの輸入会社との取引関係を解消するとともに現在渡航中の社員1名に対し

ても、帰国を指示しました．

4　業務渡航中の1名は62年4月中に帰国の予定

5　南アフリカに対する経済制裁の動向は、今後同国がアパルトヘイトの国際世論に

背を向けた政幸を堅持する限り、至極当然であり、且つ止むを得ない措置と、解

釈しております。

蛇の目ミンン工業　〒104　　東京都中央区京橋3－1－1　　′ト宮山　宇一

JANOME SEWING HACH川　CO．LTD P OIio】く　23553Joubert Park　2044

弊社は現在南アフリカには支店も、又、駐在員事務所をも有して居りません。

大隈鉄工所　〒480－01愛知県丹羽郵大口町下小口5－25－1　大隈　武雄

OKUMA則AClHNERY WORI（S LTD P O Box169Isando1600

1　駐在買事務所所有

2　取扱品目　工作機械　　年間売上　1億7千万円

3　下記第4項

4　駐在員事務所を本年中撤退予定

5　　－

く他メーカー〉

山陽国策パルプ　〒100　東京都千代田区丸の内卜4－5　　　那痩　忠己

SANYD KOKUS射川　PULP CO，LTt）P O BDXl135RIChards Bay　3900

当社は南アに支店、あるいは監在員事務所を有しておりません。

味の素　〒104　東京都中央区京樽卜5－8　　歌田　勝弘

AJ川OMOTO　川TERAMEIHCA P O Bo〉（31509　BraanfontelEl

l　監在員事務所あり

2　駐在員　2名

南アフリカの市場規模が小さいため、現在撤退を含む対応を検討中。

′ト西六写真工業　〒160　東京都新宿区西新宿1－26－2新肩野村ビル　　井手　意生

質問1について

当社は南アフリカ図において、支店、監在員事務所、現地子会社等を有しておりま

せん。

質問3，4について

現地の販売代理店を通じ製品の輸出を行なってきましたが、最近の世界情勢を長期

的見地から判断し、経済的効果も考慮した結果、同国への輸出は行なわない方針を
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決めました．

質問5について

企妾として政治開削こ対するコメントはいたしかねますが・当社の同国に対する方

針は、日本政府をはじめとする各国政府の動向を勘案し・決定したものです9

富士写真フイルム　〒106東京都港区酉麻布2－26－30　　大西　実

1　有しておりません。

3．従来より現地の版売業者を通じて、若干の販売を行なっております。

4　当社の南アフリカ向取引は、従来も少額であり今後逐次削、に向かうことになる

と思います。

5　当然のことながら、当社も人種差別反対については全く同感であります。

くその他〉

大阪商船三井船舶　〒105　東京都港区虎の門Z十1　相浦　妃一郎

MTTSUI OST（LINES LTD P O80XlO299Johanesburg2001

弊社は、ヨハネスブルグに在勤員1名を置き、海上輸送に係る連絡調整にあたらせて

いる。又、現地従業員は雇っていない。

日本郵船　〒100　東京都千代田区丸の内2－3－2　　富岡　公夫

84年12月をもって駐在員事務所は閉隠しております・

南アフリカ、都市の黒人へのアンケート

経済制裁を支持するか

－15－　　　英紙「サンデータイムズ」19お年8月泊査



日本貿易振興会　〒105　東京都港区虎の門2－2－5　理事長　赤澤阜一

JAP蛸EXTERNAL TRM）E OIiGANISATIOH P O Box281lJohanesbtユrg2000

公開質問ヨ犬

日本貿易振興会　御中

1貴会ヨハ不スブルグ事務所の業誘内容に関して、以下の項目についてお教え下さい。

①規挟（駐在員数　年間予算）　②近年の主な活動内容（調査内容等、具体的に）　③最近一年

間の、企業に対する斡旋業務の件数、及びその主要企業名

2　両アフリカにおける貴会の桔動方針をお教え下さい。

3　普会ヨハネスブルク事務所を閉鎖するご意志はおありでしょうか。

4．漣及び日本政府を含む各国政府の、南アフリカに対する経済制裁の動向についての、貴会

のご見解をお問かせ下さい。

以上

本会ヨハネスブルグ事務所の業務内容

駐在員1名のみの事務所で、経済面の調査．資料収集のみを行っている。

企業に対する斡旋某務等は、全く行っていない。

南アフリカにおける本会の活動方針

1のとおり、調査，資料収集だけを行うこととしている。

本会ヨハネスブルグ事務所を閉鎖する意志

ない。

国連及び日本政府を含む各国政府の南アフリカに対する経済制裁の動向についての本会の見解

当然、日本政府の方針に賛成である。

聖賢～JAAC全国合宛の赤紙色～ 
JAA亡（血paれA・＼式ぺAp扉甑葎＝㍍佃－tt夏日湧好打乱ト〈イ峰夢色 に雛叫も各地の斬咽体の象各を合執こ参力。しき世人ガ9JAA亡のメバーか 

じ蓬裳慧撃藍慧藍★ ときごてて日278（郡外、～25拍）尉Il合咄・申∠止みは 
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《骨折月島‰1》

日本一南ア貿易1977一弘　（通商白書）

（億ドル）

22　22　　　　　　　　　　　　　　南アからの輸入
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◆南アの軍隊あるいは秘密組織による、国外の非合法旋放組織ANC（アフリカ民族会

議）の中堅幹部に対するテロ行為が続発している。3月28日ボツワナの首都ハポロネの

民家を急襲し、ANCの活動家と“みられる万4人を殺したのに続き、29t］にもホーム

ランドのベンダやジンバブエ国境周辺をつぎつぎと攻撃した。

同じ29日、パリのANC代表部のダルシー・セプテンバー女史が、日中、銃撃され死

んだ。「ルモンド」紙によれば、南ア政府の情報機関工作員が関与している疑いが濃厚だ

という。4月7日にもモザンビークの首都マプトで、ANCの活動家アルピー・サノクス

氏（白人）が自動車壌葦で重症を負っている。

日本でもこれから十分警戒しなければならないだろう。

◆こうした状況の中で、日本でもようやく反アパルトヘイトの声が高まってきた。南ア

フリカの大衆紙に反アパルトヘイトの意見広告を載せる運動も始まった。昨年暮れには真

人紙「NEW NATION」と「SUNDAY STER」紋に、今年の4月10日に

は「SLNDAY STER」舐にと、それぞれ日本国内のたくさんの個人や組織が拠金

し合って全面意見広告を拓哉した。2匝】めの意見広告には、133人の野党の国会議員も

署名し、政治犯への死刑執行の停止、「名誉白人」の称号の拒否、日本企業の里人従箕島

からの家賃天引き制の廃止などを訴えた。

これを呼びかけたのは、私達「日本反アパルトヘイト委員会」である。

南アフリカの民衆は、日本人すべてが「名誉白人」の称号を喜んで受け入れている訳で

はないことを知ったようである。南ア国内の真人や白人たちから様々な反応が寄せられた

が、南ア在住の日本人からの反応は直接は何ひとつなかった。在ヨハネスブルグの共同特

派員は、「実情を知らない傍観者の発憩」と現地では受け取られている。と伝えてきた。

しかし南ア最大の黒人労組の全国鉱山労組（NUM）などは「南ア人民への力強い連帯」

と高く評価している。

2月から映画「遠い夜明け」の一般上映もはじまり、反アパルトヘイトのために何かを

したいという人達がドンドン増え、東京の「アフリカ行動委員会」の事務所にかけつける

人達が増え続けている。「南ア商品ボイコット運動」や「南アフリカ政府に手紙を送る運

動」「政治犯の釈放を求める運動」等がその若いエネルギーによって始められている。4

月12日に南ア捻領事舘で「コシ　シケレリ　アフリカ」の大合唱を響かせたのも、そう

した若者たちだ。

労働組合やキリスト教団体、それに被差別部落解放組織等でも反アパルトヘイトの取り

組みが開始された。今年の6月26日の「南アフリカ・自由の日」（フリーダム・デイ）

のデモは例年になくもりあがるだろう。また、8月27～29日に東京で開催される国際

会議（反アパルトヘイト・アジア・オセアニア地域ワークショップ〉（日本反アパルトヘ

イト委員会主催、国連反アパルトヘイト特別委員会協賛）も大きなインパクトを日本の反
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アパルトヘイト運動に与えるだろう。

数年前の「飢餓救援キャンペーン」のように、一時的なものに終わらせてはならない。

南アフリカの民衆の闘いと連動した持続こそが重要である。そのためには、まずは一人一

人がほんとうにしたいことを始めることが肝心だ。ごちゃごちゃと言い合っている暇があ

ったら、自分で新しい行動を起こし、多くの人に呼びかけよう。誰も動きそうもなかった

、ぷつぷつ言う前に自分でやりだすことが肝心。A LUTA CONTINUA！

◆南アフリカの子供達に対する弾圧とそれへの闘いを撮った、素晴らしく迫力のあるド

キェメンクリ一・ビデオ・フイルム3本が有る。これらをじゃんじゃんコピーして、全国

各地で上映しあって話し合うことからも、新しい運動が始まるだろう。問い合わせは、私

達の事務所へI

※1．「アパルトヘイトの子ども達」（40分、日本語版；1987年米CBS制作

・TBS88．2．14　放映）（VHS，β）

2．「教室の戦士たち・・・7バルトヘイトの中の青春‥・」（45分、日本語版

；1987年英制作：NHK特集88．5．6．放映）（VHS，β）

3．「Any Chlld l S My Chlld」（との子もみんな、わが子・

南アフリカの子供たち）（30分、英語版；1988年イギリス・lDF制作）

※そしてもうじき、rアパルトヘイト下の子どもたちj（仮）という、南アフリカの子

どもたちの発言・証言集が「日本反アパルトヘイト委員会」（7プリカ行動委員会が

担当）編訳で、現代企画室から刊行される予定だ。

（1988．5．8．文責：南原　彰）



日曜日の銀座てヲ、　南ア商品ボイ　コ　ッ　トを

よこドカーをすると、ラを撒きま　した
－前日のテルテル坊主もむなしく、25人が雨のなかで1時簡単　】

この4月にアフリカ行動委員会のなかに生まれた「南ア商品ボイコット小委員会」で

は、5月詑日用）昼、銀座で南ア商品ボイコットを呼びかけるビラを、およそ90分に

わたって配布しました。

まず数寄屋橋公蘭に集合し、そのあと、阪急百貨店周辺、マリオンのまえ、それに松

阪崖横のみゆき通りの3カ所に別れ、それぞれ通行人にビラを手渡しました。当日は、

ときおり激しく障る爾にもかかわらず、お人が参加。共同通信、朝日新聞、毎日新聞が

取材に訪れ、朝日新聞と毎日新聞の㍊日付朝刊には、それぞれ30行弱ですが、小さな記

事が載りました。

ボイコット小委員会としては、初めての街鯛でのビラ配りのため、いろいろと不手際

もありましたが、ひとまず参加してくださった皆さんの感想をまとめてみました。

「蘭張って」と励ましコ捌咄ゝjゝ
●始めと終わりの合図がうまくいかなかった。伝達係のようなものをつくったほうがよ

かったかも。銀座という場所は良かった。受け取ってくれない人が多かったけど、受け

取ってくれた人は読んでくれた。ただ、若い人はあまり読んでくれなかったようだ。

●若いアベックは間題意扱がない。小奇麗な格好の人もダメ。中には「私はダイヤモン

ドが好きだから、ダイヤが南ア産ならば、（アパルトヘイト）には反対しない」という

意見の人もいたりした。

●街頭でのビラ配りには難しいものがある。もっと目立つようにやったほうがいい。

●雨の中でビラ配りをして良かったのは、、まわりの人が同情してくれたこと。「頑張

って！」と励まされた。ビラを秩んでくれたのは、うれしい。

●傘のかわりにビラを使う人がいた。間怨念級のない人にこそ、ビラを渡すのか大切だ

と患う。

●あのビラ（表面に「キケン！この商品はアパルトヘイトに汚染されている」のコピー

とアップルタイザーやネダノヾ－グ・ワインなどの写鼻、裏面に「Q＆A」）は、ボトル

の広告みたいだった。「コレを貫うんですね」と言う人もいた。逢うんだって！

●たいへんだけど、楽しかった。面白かった。

●銀座には外国人か多い。英韓版のビラをつくったらどうか。
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●こちらが真剣にやると、受け取ってくれる。相手の反応も逸ってくる。中年の人はよ

く受け取ってくれたようだ。でも若いアベックは全然ダメ。

次もま豪族捨ちのノ＼に甘辛こドカーもナ勇二もヽ

●雨だったため、手がふさがっていて、なかなかビラを取ってもらえなかった。

●ビラを受け取ってくれそうな人は、雰閣気でわかる。そういう人に渡した。

●なかなか受け取ってもらえなかった。家族連れの人が来る所がいいと思う。アベック

はダメ。少しでもこういう問題に削、のある人は、やはり家慶を持っている人だと思う。

●天気に恵まれず、残念。銀座は（こういったことには）冷淡な街だ。とくにアベック

がひどい。平和に慣れすぎているのかも。

●若い人がたいへん冷たい。

今の教育はどうなっている

のか。年配の人の方がてい

ねいに受け取ってくれた。

英語版のビラもあれば、な

お良かった。

●10何年かぶりでこういう

ことをやると、はずかしい。

雨で条件は悪かった。いつ

もながら思うことは「金と

カが欲しい！」。

●上出来ですよ。

●今日は両で手のふさがっ　▲在日外国人も6人参加。国際色豊かな顔ぶれでした。

ている人か多かった。壌所柄、保守的。こちらが芦をかける前から脅えている。もっと

感覚的な人の多い所がいい。外賃人が興味深そうに見ていた。英語版のビラもほしい。

これカ、ら本格的もこどしどしやる気です
一一というわけで、若い人、とりわけアベックの反応はいまひとつだが、年配の人の

反応は比較的艮かった。外国人向けに英語のビラも作ったらどうか。家族を持っている

人にもっと訴えかけよう。縫断幕や掛．、のTシャツなど、もっと目立つようにしたらど

うか。－これらの意見に集約できそうです。

小委員会としては、今後も何らかのかたちで一般への偽善かけは必要と考えています。

また、具体的なボイコットの運動も早急に実行に移し、マスコミにも効果的に情報を渡

して、広がりのある運動を作っていきたいと思っています。　　　　（宮崎伸一）
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《4．3》集会のこと

4月3日日曜日、千駄ヶ谷区民会館において、行動秦貞会としては、今年最初の集会を

開いた。「アパルトヘイトの最大のパートナ▼甘木」と題した集会には、150名近くに

ものぼる人達が参加してくれて、大いに盛り上がった。そこで、当日参加できなかった人

達への報告の意味もあり、この紙面上で集会の進行状況を反省点、問題点等を含めて述べ

てみたいと思う。

舞台裏を明かしてしまうけれども、集会当日を迎えるまでいろいろな雑務に追われ、充

分な準備も出来ないままに来てしまったというのか実感だった。映画「遠い夜明け」が上

映されたり、連日のように新田紙上で「南アフリカの貿易相手国として世界第一位になっ

てしまった日本」への非難記事等が載ったり、当行動委員会にも過去に例を見ない程のマ

スコミ各社からの取材攻勢といったところがあったとしても、当日どの位の人々が参加し

てくれるものやら一抹の不安もあった。某代表氏は「100人も来てくれれば大成功だよ」

といつもの調子で言っていたけれど。それが冒頭で述べたように150人もの人達が参加

してくれたのだから気合が入った。

さて、内容だが、当日は4人のバネラ¶の人達の話を中心に進められた。以下簡単に紹

介してみたい。まず最初は「日本・アフロアメリカン友好協会」のケネス・ストローター

さんというアメリカ黒人の方が外国の人間の日から見た甘木ということで話され、この国

にもアパルトヘイト的なものが少なからずあるというような内容に、私達は多くの事を考

えさせられた。次に南アの白人と結婚された日本人女性としてマスコミにも度々取り上げ
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られている千枝・キムラ・スティーブンさんが御本人の体験を基にアパルトヘイト下にあ

る南アでの人種差別の実態、南アの現状、そして私達日本人が何を成すべきかなど、多方

面に渡る話をしてくれました。迫真の体凝談に会場の人達も固唾をのんで聞いていた。3

番目にはアフリカ行動委員会の笹生博夫が南アと日本の関係を貿易等の問題を含めた状況

分析を報告した。そして最後に行動委員会代表の牛鴫保夫が、過去当委員会が活動してき

た事を踏まえて日本政府と南ア政府のつながり、日本の中での問題点、子供達の話などを

語った。その後、質疑応答、休憩、当委員会からの報告、各小委員会（ボイコット運動、

南ア黒人との手紙交流、南ア新聞への意見広告等）の呼びかけ、他団体からの呼びかけと

盛り沢山の内容で一応なんとか時間内で終了した（させた？）。その後、二次会、三次会

と流れていったのは言うまでもないが。以上大雑把ではあるが当日の経過である。

さて次に後日当委員会の定例ミーティングの中で出された反省点、問題点をいくつか挙

げたい。まず第一に限られた時間内にしては内容的に欲張り過ぎたのではないかというこ

と。「アパルトヘイトの最大のパートナー日本」と題したにもかかわらずこの点での討議

が不完全燃焼ではなかったか。パネラー各人の話はとても良いものだけにもう少し内容的

に突っ込みがあっても良かったのではないか。第二にもっと多くの人に話をしてもらいた

かったが当委員会の人間が時間をとり過ぎたきらいがあったり、時間配分のまずさ（これ

は司会の責任が大きい。なんといっても当日の司会の私なぞ、それまで結格式の司会しか

したことがなく「どうも有り難うございました。皆様拍手をお願いします」などとやりそ

うな雰囲気でしたから）があったりと、反省点、問題点は多くあった。がしかし、全体と

しては次の活動につなげる問題提起などもあり（これは現在各小委員会で確実に拡かって

いる）良しとしなければという点もある。

まぁ、百点満点の集会などなかなかできないが、私達独自の手づくりの会が徐々にでは

あるができていければなぁと恩っとります。以上簡単ではありますが報告とします。

（文責田中啓正）

★南ア二良品輸入実糸義一■r

日本貿易月表　　　　　　1985年　　　　　　　　　1987年

1987版より　　　　　数量　　　金額（百万円）　数呈　　　　金額（百万円）

155万kg �398 �230万混 �366 

ワイン �12万賊 �12 �42万最 �55 

6563トン �1313 �15044㌧ �1727 

80－1㌧ �200 �1918㌧ �242 



☆南アに手紙を送る会（手紙」、委員会）

4月3日の集会で初めて手紙委員会の呼び掛けをして、30人のボランティアがあつま

りました。既に入手してあった4人の拘禁者の名簿を手掛かりに始めようとしたところ、

LORRAINEさんから電話があって、なんと200人を越える拘禁者家族の名簿がロンドンか

ら届いたことが分かりました。

これからの予定ですが、LORRA川Eさんと知恵を出しあって、名簿のうち50人くらいに

出す同文の手紙（FORMはm）の内容を決めて発送します。次に、30人の日本人ボラン

ティアの皆さんに状況説明の手紙を発送します凸そして、南アから返事が届きしだい、ボ

ランティアの皆さんと会議を開きたいと思います。

（スケジュール）FOR＝止TItRの発送　　　6月10日までに

南アからの手紙　　　　　6月30日頃でしょう

手紙の会議　　　　　　　7月16自噴

☆FINTERNATIONAL ANTI－APARTHEZD MEETING』

5月21［］（土）に上記の第一回集会を、神宮前区民会館で行ないました凸　30人くら

いが出席して、とっても脹やかで議論の活発な集会になりました。特に話題になった以下

の四点について報告します。

（日南アの状況のⅠ肝OIt－仏TlON

特に外国人が気にすることは、どうやって南アの情報を手に入れるかということです。

これにたいして、南ア問題研究所にある資料を利用しやすくする方法が検討されること

になりました。

（2）手紙運動

グループとして、報道機関・企業・新聞にたいする手紙を多く出し、Ⅰ町■L∝欄鳳削Im

の意見を明快にすることも今後の課題とします。

（3）もっと多くの人との交流を

今回は英語系の国の人々と日本人が多かったのですが、これからはもっといろいろな国

の人（特にアジア・アフリカ）に来てもらうことが大切との声がありました。

（4）日本人が持つアフリカのイメージについて
一般的にはメディアや教科書によって日本人に伝えられたアフリカのイメージが現実と

異なることが多いようです。lⅣT’LCO帖ⅣNI¶として、どのような方法でアフリカそし

て南アの黒人文化を正しく示すことができるか検討する予定です。

次回のMEETINGは6月18E］（土）の予定です。ALL WELCOME！



南ア＝7リカの拘禁者の豪族‡こ
手兵氏を書き　ま　した

英文の手紙を書くのは初めてでしたが・ブライアンさんに教えてもらったり仲

間に助けられて．次のような手紙が書けました。手紙小委且会臥英語が苦手な

人でも楽しく参加できます。

一ヽ－■－【ヽ－■一、一・一一へ一■■一一・一一一一一一一一・一、一・一一一一、・一一一一一・一一一一一ノー←一一一■一、一・一一・一一・・、・一・一ノ、一・一一・一一一、・一、■一、一一、一■一一、一・一、一一、

Dea r Pa∵uli ne

l heard from Lorraine that your fa一

mily Tnemt｝er had dlfficlllty wlth the

p01i ce。

I am a Japanese housewifeo I think

apartlleld lS nOt gOOd。

Japanese women dld not have suffra－

ge untll　1945d So l understand yotIr

a n ge r一，

Thelr Strategy is divide and governo

Let’s J Oi n hands。

I pray for release of your imprlSOp

ned family member。I wish you to ne－

Ver glVe up yOur bravery and bope。

Si ncerel y yours。

即日【NAKO TAKAYANAG1
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jトもう＿旦し辛つqtZ二二リカに遥会うカ吐

ALT関根TIVE TOUR’88

J amb oI（こんにちわ）

南アフリカとの貿易高が第一位になり、合川国から圧力がかかったせいか、はたまた
r遠い夜明け」が公開されたせいか＼日本のマスコミが珍しくアパルトヘイトのことをと

りあげていると聞きます。それはそれで喜ばしいことでしょう。しかし、一昔前の“野性

の王匡ドから3～4年前の飢餓キャンペーン、そしてr愛と哀しみの果て」に見られた植

民地主義へのノスタルジアから昨今まで、マスコミが動くからといって、その度ことにア

フリカとの距離が近づいたり、遠ざかったりするのは因りものです。

アフリカが人類発祥の地だというのはおくとしても、太古から無文字社会の人々は、独

自の文化を生み育んできました。そして奴隷貿易、植民地支配の試練をくぐりぬけ、豊か

な農村の人々は明るくおおらかに現在を生き、明日へと歴史をつないでいきます。

でも、その雪かきにも間違いなく影が差し込んできているのです。彼らの文化の基盤で

ある生活を脅かしているものは何なのでしょうか。トヨタ・ニッサンをはじめあふれる日

本製品、飽食の日本人の生活は彼らとどう関わりあっているのでしょうか。そして南アは。

まずはアフリカの大地を自ら踏みしめ、自然の中で当たり前の人々と出会ってほしい

のです。ところがどっこい明るさを失わずにしぶとく生きる人々の、明日への夢としんど

さを感じることができたなら、日本での生清が変わるかもしれません。今年は例年のキリ

マンジャロ山麓の村、ウサンハラ高原の村以外に、ビクトリア湖畔の町ムソマ、キャラバ

ン買易の中継地として栄えた町タポラなど＼より内陸に入り込んだ目的地が待っています。

もうひとつのアフリカに出会う旅，88・‥タンザニアの大地、歴史と農村の旅へ

Ka rl bunll（お元気で）

根元利通（在ダルエスサラーム）

クブルエスサラーム、ザンジノヾル島、

そ　し′て農ネ寸の人々
DARESSALAAM＆zANZIBAR

タンザニアの大地19日間
8月11日（土）発　大l坂発　　￥418，　0　0　0　－

東京発　　￥3　8　8，　0　0　0　－

お問い合わせ・お申し込みは

㈱■マイチ・ケット　蜜0　6－－3　0　4－7　8　0　0

〒532大阪市荘川区酉中島3－20－8新和ビル4F僅輸大臣登録旅行業代理店業刀98号）

企画協九　こむらどアフリカ孝子勤委員会
アノヾルト√＼イ　トを考える市民の金　一　名古屋
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6月12日（日）『非核・軍縮・平和を！』東京亡ニューヨーク

同時行動（総評主催）の国際交流の広場に参加11時　代々未公開

6月25日（土）『南アフリカ自由の日』フェスティバル

ビデオ放映・講輯・寸劇等　　　　　5時半　千駄ヶ谷区民会館

6月26日（日）『南アフリカ自由の日』行動デー　　　　1時　新宿歩行者天国

街に出て反アパルトヘイトの行動をします

8月26日（金）～28日（日）

アンチアパルトヘイト　アジア　ワークショ1ツブ　　早稲田奉仕園

＊＊＊＊＊＊＊降矢洋子版画展開催筆書＊＊＊＊＊

アフリカ行動委員会のカレンダーや太の表紙でおなじみの降矢さんの版

画展が．下記のように開かれます。よく「尻菌をみたいが・‥」とか

「どんな方が描かれるのか？」等の問い合わせをうけます。その方たちに

は丁度よい機会と思いますのでご案内いたします。

記

期　間1988年8月30日（火）～9月4日（日）

会　場　町田市国際版重美鏑館　市民展示室

時　間　午前10時～午後4時半

タイトル　「アフリカの人々」



6・25－26　南ア・フ巨ダムデイ謝甜勤しよう！

南アフリカ白人政権は、今年に入ってUDFのような合法的な反政府運軌にさえ非合法

状態Ⅰこ追い込み、ムキ出しの暴力によって、崩壊するアパルトヘイト体制にしがみついて

います。今現在も、多くの無実の若い男女が投獄され、拷問を受け、絞首台に送ら鳩ナ

ています．しかし、若者を等執こ南アフリカ民衆臥この非常事態宣言下の残忍な牡に

多くの血を流しながらもひるますに闘争を進めています。彼らの合言葉は「我々政勝利す
る。問題は、－いつか？－だ。」です。

今年もまた、南ア・フリーダム・デイがやってきます。私達の日本が南アの最大の貿易
パートナーとなり、白人政権の「最も頻りになる友人」となり、南ア民衆の苦闘に最も敵

対する国際勢力であることが判明してしまった今、この日をどう迎えるかが随ことって
かつてない重要性をもつことになってきたのです。マスコミの十通性の騒ぎなどとは根本

的に違った、自民党政府・南ア進出大企業の言い逃れやその場しのぎの対応を許さない市

民や労働者の一人一人が行軌こ参加する草の根の反アパルトヘイト運動が、今ほど必要な

時はないのです。他ならぬ私たち日本人のためにも。

25日の夜は、屋内で写真展・ビデオ・歌・寸劇などを通してアパルトヘイトをより知

っていく場とし、26日午後にはそこで得た思いをあの手この手で新宿歩行者天国を行く

人々に訴えていく予定です。

私たち行動黍の力はわずかです。が、どんな人でもすぐ実行に移れる運動があります。

当日はこの辺りも具体的に提案していくつもりです．

また、白人政権への日本政府・大企業の加担に示されるごとく、反アパルトヘイトは私

たちが日本をどう変えていくかの問題であるとの視点から、国内で差別悍・抑圧と闘ってい

る人たちの声を聞き、交流を深め、私達の運動をよりしっかりしたものにしていく場にな

ることを希望しています。

南アに関心を寄せ、何かしたいと思っている皆さん！各々の戦線で闘っている†梱達！
6／25・26は反アパルトヘイトを行動する日にしてください。あなたの参加を心から

お待ちしています。　　　　　　　　　（フリーダムデイ連枝行動実行委員会）

く編集室だより〉 


