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ナオール大学 の湊律学講鏑 アイモン ド ツュ トナ…繊、 アアリ

カA職族会議 と南アプ リカ共童党の 議離を支持 するパ yア ンッ

トを中成、配布 ζ′た罪で ■975年 ■■舞に馨番 ザ年平 を宣告

された。曇下 學文章はシニ ト十一氏 に よって法難
・ご行 なわれ́た

螢建 でみる::

私 豪、 アアリカ人嚢湊会議 ≧南アフ リカ典藍梵 0餞 鋳 を推幾 こ〆て 基た。なぜ

私が こ學重で行動 し、 いまでもそれをFし い と考 え
‐ていうかを法鷺 l・_争 げたい

と思 う。

ば llめ て黒Aと 轟合 った となか ら、凛 は自分 自身0生 活雲境 と彼 らとのあい

だにある差異に気づ t‐3た 。私は.た だ黒人で与るとい う理 轟だけで義人か幸八

ざとが必要 総満 たない生活 を しなすケj‐ 鍾考各ない とい う0鐘 五
=´

い轄:ず が ない

と最初か ら感 じた=尊難 と華敬をも十てすべて争八鍾壌 するよう育てられたオ

塞鋳背景○なかで、私 嚢A置 0亀が続 拳儀饉奉三変でなしヽ ことを学人.だ 。黒入

が金 の人ぴこ全員 と将 じよ)に 彙望 こ応配事 をもって VM葛 こと、健康 と無事、

食物 と奪居 t求 載)て 移るととを学 Kド だ。私 は、 とくに大学 で人整主義 ならびに

黒Aと 燕∴が ともに千奪義かつ食平に生活 でなる社会 縛ついて議裁するあも参

霞≧よ冒亀選ill貫鞭譲l重貫II蓬軍[il警言[ξ意二雪雪ilttl革
:

等な筆澤撃が何か懸念 さ∫■ていこt中 で錢

争に最った。ずパル
:ヽ
ヘギ トξこ驀サふす

人々参騨壌おこな卜多忌、あ暮■重平等こ

襲すべて0人 々に十分に必要なものを囃

私 離発展
ギ
に基弊 を変えても、ア■くル トヘイ トの主要な特徴は,1も 変化 しなか
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心った彼 ら吟権筆 を受け とるつ も りである こ壺 を明 ら静ヽは した。

南ずアリカ傘ずア挙持人民族会議 (ANC)、 共産主義者モ して解最運動に碁

ける権の鐸雛者たちに対する抑
=は

、私たちがひと,の不可分な南アフリカに

お撚で平等の叫 ぴ声を開かな軽ということを意味 じ‐
t~い た。私たちは、アパル ト

ヘイ トに灘する卒菫な裁判だけでなく、■の揮動がずパル トヘイ トを義に取 シか

受、ようとしているのか も事 にしな軽。 ANCと その範霊彗たちが質 を代表 して各

るのかを見菫すのは鐵難である。一難釣にいっく、私たちはその反対舞0者が役

らについて語るのを霧 くだけでみる。私はゝ人生の大部分Φ轟いだANCと 共産

党に続せる情報静ヽ も切 )は なされてきた。鷲たちの状況のなかで意素のある致治

的役割を見つ l・fよ うとして、私はANCと そ○再盟著たちに理する情報をさがし

た。彼らの霧刷物を読みその緩鋳 を聞繰たと驚、私は横 もの悪 鐵を言移ふらす人

たちが示愛 しているよ ,に疲 らが無差別な暴力を唱えているわけでも専制鋳体舗

の篠立を唱えているわけでもないことな知った。彼 らは簡単な目携、つま多少数

者だけでな く全員つ琴J益に なる新 t'い 社会をつ くりあげ ζうとす る曇詩 を もって

いることを無った。 嚢轟舎慧章翼鎌次 拳 よう纂ホい てお基寺 Ftt rフ リカは黒A
議Aを 聞わずそ こに金警 もの全員 の もので あ り、全 A翼 参意志 に もとづいていな

操か ぎり、いか 最る簗購 もそO権威 を正当に主張 で きない。」

大学時代の餃治絲経験 と議たちの華治藤懸史から結論づけ られることは、繰か

に王義なことであって も急進鋳裁判主義は違法であるとして無視 さゎるか権否あ

る榛痣抑露されるかであると軽 うことである。 まったく舎法的な活動でも、裁判

なし、あるいは権の制限をもって馨上された 歩逮捕され る可能護が十分にある。

彼 らの背景 を学んだとき、私は■HCと 共驚党○禁止が非民主約かつ不工なこと

で心患れとを疑わ最かった。これ ら拳組織 が非全法な翔奪響される以前に暴力を

菫いたとい う証拠は蕪 もなかった。暴力への彼 らの転換 が、挑癸もされず理由も

なしに暗びかけられたとは考えられない。彼 らの非暴力の歳月鎌、 どうような返

事をうけとったか ?平瀬主義者のアルバー ト襟ルメー す摯tそ の答を与えている。

F私の人生の 30年 が開 ざされだ ドアを姜気 二

く菫 えめばたた 摯続 けること築費やされて きた

ことを■が否定できるだろう。ま の長年 にわた

る様繊 最警動 の成果豪炉で あったの事 ?政府か

ら毎か代償 となるζうな寛容 ある椰盆姜摯が あ

っただろうか , 否 :  私 たちが毎の権澤:亀

もたなくなった今 日にいたる50年 は、私 たち

の権満 と進歩 を驚1限 する数え きれ ない法律 をみ

てきただけである。J

私は数年のあいだ抗議行動、

対する請緩行動の議織、プラ

り人種差別鍾

ドをかかげて
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の行達、そめ権さまざまのデモンス トレーシ雰ンに参驚 してきた。 しか し、これ

れらの抗議行動 !ま何儘効果 もあげなかつたoそれ どこうか、政費は私たちゆ権

利を否定 した。つ壌 り、議導者たちは裁判 敬しで活動を禁止されおか逮捕され

たのである.■ 969華 瞑、私は自分が習模でこftを循なつて椰るので豪奉る

携移か、 ≧れ ら歩警議謙撃か警達成 してしヽ準幸で基碁争辞こ萎羹 し鐘じ等た豪

支部大難は、 ある声境0瑳 かで学生の講願書はそのま壌紙 くずかごない くと述

べた。毎年つ くられる鷲 しい法律は、抗議をよシミ轟難に した。轟人は じだいに

本溝奎警だくまう翼な摯たが、それは霧 とんど表壺鋳にならなかつネ。

黙は、政府に対するプッピールを通 じてアパル トヘイ トを終わらせる可能性

が まった くないことを無 十た。私はANCの 数策 を続み、それを論議 し続けた。

私 は r‐ ルバー ト3ル な 一り、 プラム 9ソ 奪シヤ~、 ネルソン ,マ ンデラ、 フル

ター 資シスル、 ゴバン●ムベキ、アT^メ ッド'カ トジダそ してデニス・ ゴール

ド‐一ダ …Ⅲ――解放運動秦導者 たち―‐―のような人 たの議身と無欲について感 じ

ていた賞賛 の気持を奮す崚す強めた。私繊、 A「 C.と その同盟溝たちを援助す

ることでもっとも貢献できると感 じるよう曇なつた。被 :ら が追求 してセヽる選は

ちが国に彙轟を達成する睡一〇通であると感 じるようになった。 これは、暴尭

の行使を含む政策 を支持することであつた。私が告発されている法律 :ま 、母が

暴力を撃:き おこしたかの尋間 を裁判所に要求 しない。 ANCと その同露者たち

が武器をとることを余義なくされているため、裁報所はこれら|の罪 を爆下でき

ない碁であるも ANCの 暴力がアバル ト‐ヽイ ト体制 0暴力に対する返答である

とい うことは裁機の対象準ならない。ANCの 戦略は、聞争を:最 尊ヽ限に して民

主主義参健進 を巨ざすことである。暴力は、すべて申毒題に対する郵席の霧等

とみなされて移ない。たとえ十分に動機づけ られていてもァ
ロ

す未熱 な英雄鋳

書為は、書痛と敵意を悪化させることとして蒼定されている。   1 :

解散達難のための仕事は、私 になぴしい要求をした。余践を対筒城 り、篠写、

タイプ、切手は りに費やすのは楽 しいことではなかつた。ままと/_・ どの場合、ひ

と りでこれらの仕事をやうた。必ずしも私が これ らの構事をす晏.必要はネかっ

た。 しか し、私 はこのことが自分たちの将来に貢献する最高の手:議 であると結

論 を下 していた。 これ らの仕事は秘密に行なわれるべきであり、私はそれなも

っ とも議 しい文人や家族 からも穏 さればならなかつた。  |   ぇ

私は、ANCと 共童党の政策が私たちに明るい泳来を約束 tノ ていることを難

わな椰。私は、解散運動が反白入霧争でもテ館リス トでもなくすべて◆人 々が

必要 としている安寧 と安全を獲得する轟のために働攘ていることを知つている。

私 は、 これが南アフリカ鮮示されている絵ではないことを知つている。そ こで

私 は、明 らかにこれらの民主的勢力の抑菫を騒的とした法律を守 ることができ

なかつた。彼 |ら の状蠅 と自曲な社会への選について知 らせることは、私の義務

であった。私は、全人民の澪]館 のた尋に正直に行動 したと書 じて柩る。私は、

~…
'1…………~~く み>一……………………



選標鉾二 11● ために法律を重る量替●者で も最後の若 でもない。オ、嬢、社会攀

た峰になる法律を破 らのほ悪いことだと考えてなる。 しか し、私鐘薄ずアゞ食

の多数者のためにならない法樺、わが人民拳あいだに議意をうえこみ総二か舎

平和な社会 2i‐ 轟要 とGれ る寛答 と臨力奎掛瞭する法律に対 して行動 してきた奉

で ネ患゛

このことのために、私は投戦 されるだろう。 しか し、私が行な・ってきた よう

な童轟と平等のた心人導豊尉 と黄霙を終わもせるための費勘嬢悪いことだとい

,こ とをせつしてつきすいれること鐵できない。名は、おが入蠅0こ響鋳大多摯

の利益 のために行動 1/て きた。黙は、横 ら●支持 を得だいると確信 している。

援
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警砂憔典へ磯総鋳驚嶽糧
3月 ■■鶏、大阪事業藝の織轟繊維

会館で「 アプ リカ経籍質轟事情壽演金

(主催、大手■府 大覆市 ジ鷲 トロ大

波 本部 )Jが舞か彙た。 ヂ
=卜

中の講

ヨ´ヽネスプ l1/ダ 駐在員 らが報告者 とな

ってアア リカを田部Flに分けて行 なわ

れ た。第一部 は薄
｀
アア リカ、擦二部は

東 アフリカ三圏、第二部裁 1露 車、悽アフ

リカ、第纂部はナンfジ Ъ∵アでそれぞ

れ 騨人の駐魯員 が経済選出の籐 の注意

を個婦1に 説明 した。

内容 鎌、主に現在 ど参麟に投資すれ

ば どれだけ もうける ことがでなるか と

い うことに限 られていた。例 えば、

「 ォイジ楓 リアは百濃め灘機によ り外

資 がだぷついてお り、 また現在緯彎次

工 業イヒ計画の最中 なので十分 もうけ忌

こ とがで きるが東 ずアリカ三墨はあま

りもうか らない」 といった具・合で ある

第一部の南アプ リカに対する譲明の

中 で 「 アパル トヘイ トケま完全 に三 l′ い

Jと レヽ う華奮が されていたが、 この一

言 に講演会中本質が現おれていた。

つ ま 多、 こデ)講演は南
｀
アプ 千潟こ■

うとき
｀
アアリ■八の存在 と主場 を売

全 薫蕪擁 l.て青 なわれて■た=iこ
述 べた もうけ るためつ精神嚢、 テ‐フ

リカ人 の立場 を考慮することと鵡い

れ な■0で あろ う。

それにして も釜済状態についてO
分新錢子経でみ り、アバル トヘ イ ト

洩策 工 よる曇華 な■働力 種安護 i要

轟 とい 多準造を詳 しく示 [/て いた。

こ寺 彙うな講演会が、地方書治諄

まで も巻 きこんで堂 々と衡 なわれた

とい ,こ とは大 き最問題で ある,ア
パル トヘイ ト反対た籍彙す る私 たち

と を夕ては、 これを強 《非難す るとと

もに今後、南 プフリカに対する躍本

企 業の動;考 に注 霊ヒ′ていきたい と思

う。南 アプリカに襲係 した情報、 ラ

わ さ、そ學絶 き当委員会 までお無 も

申くだまい。 (よ し )
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食式 コミュニケに ‡れば、 ジ
'シ

バプウ轟 藍轟戦圭たちは東部麗境 等。キ奮●

義人地域 =― イプン ス ミ4蜂ム少数政権 凛 意れば今 までゲリテф攻撃か ら顎

全亀地域Ъ されて餞たところ…… を昨晩、攻撃 した。 このインやズラ総攻撃ほ

この地域では騨路てのことである。 この政撃 0結果、政権の運輸機は「次學轟

示がある遣で轟境拳ヤムメ撃までの旅客驀車は昼間だけ運転され轟」とし、 ξ

夜行織ゲ
'テ

奉存在ゆえ警轟窒オしたJこ とを表穫 した。コミニゴケによると、

この攻撃で奪人巻ゲリラがガプ撃yス 声ソ ドのタノクをふきとば魏 また声一

デシ
ー
ず入 う人が軍薄 舞一 リーこのやて

'ヽ

て地露にや られて死亡 ≧・たという。イ

yヤ ズラ村はすムタザに角 参等繊遺路・鉄蓮上纂難置 し、曲入政権舎軍がたえ

まなくソー=jレ ズベ リーと天部簿境〇鑓を篠来 している。 イyャ′ズラ鎮たどり
'

くには ジンパブウ=蓋 羹畿士たち濾自人占篇の農場地域を通過 しなくて鐘な

ら喩い。                           ・

その一方で薫、 ■4曇 、イギリスで角鵞G人 の構長が副線を終えた。英軍歌

屯地でばもまかれている募集の サーフンットや講闘庫告に応 じた者、饉に薦ア

プリカÅ、ボル トガル人、アメリ津人 _・ ,(事 yず ニアザ イ攣=ニ ュー式 警

との■等曇(土 )の前夜鐘、ソールズベサー南方■66キ 事の鉄遣〇分競薫

が攻撃された。そ して基潟 l摯 轟にはモザンピータ難境から■46キ 鯨参や裁

争鉄選が攻撃還れて幹 )、 そのとき羅量 くの姿上でバイクに乗つた 3人奉弯 ア

彙人黛行者が警官とまち静1わ れて麟殺 退れた。 こうした攻勢〇激イれで暉一デシ

プ羹入の 手ベラルの申韓鑢アアリ■人 と●輩繁な求蜂る議ともあるが、ニノ頴

基 基機会議が 3角 に失鮫 した現在、プア撃力人命童勢はチユアンガ (籐叢戦争 )

こ轟かりてい基。今年になって書^― デツプ壺安軍製強 30人死亡、一打舎ダ平

チ驚は織定 露oO人 の授害 (彗 一デシア軍 0発表 )だ という。

ア↓/壼 ラでの書い経験から南アが軍事的に介入する可能性はき爆導で低いこ

み らま.、 最近 も難民藝救助だけに限定すると南ア当局嚢芦弱 してい る。南ア●

今入のない猥 シゾyゞ テ型のキューバ兵の投入とい う事警濾島シえない、とい

うのがアフ峨力関係講圏の募本約立場である。

_Asl■ ■ LiO t O

肋蕃亀所麦菫の籍熱 らせ ヽ

わγ8 東大阪棄者江 薄町 i丁 重6-3 下垣気付新住講

―――べ 撃≫…
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読者 か ら■
=:,

いう もミ ミを送っていただいて

あ 鰺が とうございます。lⅢよアア リ脅

の ことをよく無 らないのですが、最近

)よ 帝:鶴 などで も報通 され ることが多 く

関心 をもってい衰す。貴委員会はアパ

ル トヘイ トに反対す る運難 を し́ている

と参 ことですが、私は
'パ

ル トヘイ ト

0こ とが よ《わか らなt⌒ し、人種差荊

翼反対するの豪い Aヽと
l′ て、 それは道

轟 鋳 なものでやって撼るのです詩t=

それから、 も多少 し
｀
アツリカ場饉0こ

と も書 やヽであったらtr,ぃ と思む・まず。

た とえば了ア リ漁人の澪言生銭 のこと

など
`颯 _。 今積 もがんばってアプ リ

カの ことを知 らせて くだ さい。 ・

4大坂 I

まず、発行が選れた ことをお詫ぴい

た します。今攘は、商
｀
アプ リや少数 轟

八政権 ○ とっている人種釜駆緩舞●ボ

ー ズが響かに■やか し0も ので与るか

を蒙 要す る事実を編介 しま した。轟鎌

鋳 若非難をかわすため⑭表理的 な改善

参 争与で、その基本政策で 心ふFミ yッ

ー ニメy話轟が毎→そ う強カニ縫違 奪

れで暴査サさ このよ多鍛擁漉 0な かで

全八巽参塞釜警意向する人鞠鐘、 たと

えをま津:暴 Aで あっても容駿 なく逮捕

権禁 奪fし ているのです。議 たち豪、 シ

ュ トナー氏の主張か ら読み とれ心蒜ア

ア リカ0現実 に深 (注 感しな|)ればな

らなけヽと愚 藝重す。      
‐

今年 も唆もな く6溝 26藩 0南 アフ

リカフ』―ダムデーー〔自轟め露 )が や

■てきます゛ こ:1載 、「
パル まヽイ

トか らの完全毎故 をめ ざして電 峰 ら

れた薄念 違です。乳たちは、公鉾封

議 会 と ミユコ ミでの警集 を計画 して

いすす。議 ずアリカの実情 を三 しく

理解す ることと同時に、 日本 と南ア

フ リカの関係を考 えてみたい と思い

ます。

現在、 商部 ソフ リカではジンバブ

クニ (奮 …デシア )が焦点になって

い ます。解放闘争 の攻勢嬢毒人 ご姜

全地域婆tで およんで榛ますが、致

治 指導輩 たち拳実樺争いの問題 は完

全 な解決 還れて杯ないようです。 ダ

リテたちを強寿に援瞬 して軽るタン

ザ ニプのニエンレ大統領はばかげた

鍵党派問の争 い よりも等放軍のま長

を重視 した発言 を してか り、ある峰

濾耗落 0党派斗争 (部ま対立 もか ら

んだ )を よそ纂訴勢力が絶褻 して く

るか もしれない。 キューバ軍 が
'ア

リカか ら総兵することなど色 々な要

藤♯秦ヽ らんで、義装婆まだまだ変毒

しモ 争です。注 琶したい と思います。

購 読 料 の か 願 い    `

私 た ち は 、 ミニコ ミをすべて燿

八゛静
「

バで発行 して きま した。 し

か 彗なが ら、奪嚢料金の値上、 タイ

プ0購入、奉黒ξ代 などで経済曇 ピソ

■に豊薔 していますな棄ん と鰺ベ ニ

コ ミ讐継鏡 したい とい 手ことで、 崚

ことに勝手 なが ら議者 の皆 させに年

費 ■500湾 ●購読料 をか覇いす るこ

とになシ拿 L′ た。私たちの運動の選

号を御理解いただき、 ようしくか嚢

いいた し唆す。
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