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6月 16日 、南ア最大の都市ヨハネスプルグ青近の黒人居住地ノエ トで行

なわれた「 アフリカーンス語」授業の義務イ色に反対する黒人高校生のデモに

対 して、自人政権は銃で回答 l′ た。

6月 36日 現在、死者は 1.ヤ 6名 、負傷者 ■■59名、逮捕者 ■298名
にのぼった。南ア当局の発表ですらこの数字だから、実際はもらと多いはず
である。

今回の虐殺は、周辺のアフリカ諸国に対 してデメン ト(緊張緩審 )を 語 り、
IIn内 に対 してはプチアパル トヘイ トの解消、人種,自 立 (パ ソフースタン計

画 )を 自賛 していたフォルスター政権が「力による黒人の抑圧」 とい う1日 来
の本質か ら一歩 も出て軽ないことを自昼のもとlrtさ らけだした ものである。

(も ちろん、デタン トに しろアパル トヘイ トの「緩和」、バンツースタン計
画にしろ、それ自体が歎轟であることは言 うまでもないが )

■96o年 3月 のシャー プビル虐殺を lr■ るかに上まわる今回の虐殺は、 し
かしながら、シャープビルとは本質的に違 う。一言でいうならば(シ ャー プ

ビルの場合が自人の銃に対 して逃げまどったのに比べ、今回は敢然 とたちむ
かつたことである。今回の事件はヽアフリカ人のデモに対する警官の発砲 を

契機に して始まった。一見 して暴動のように見えるアフリカ人の反撃はまた
たくまに広が り、次々と政府の出先機関が攻撃された。このことは、 シャー
プビル虐殺以来、結社の自由すら奪われて苛酷な人種差別の下にしいたげら
れてきたアフリカ人民が今 日め南部アフリカの解放闘争のうt‐4り に啓発され、
自らの力に依拠 tノ た変革 しか現状を変えることはできないという認識を行動
で示 れたといえないであろうか。また、今回の虐殺はフォ ルスター政権がい
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か にアフリカ人民のたたかいを恐 れて軽るかを皮肉に も証明 した。

私 たちは、 アォ ルスタ=政権 の暴挙 に対 して激 しいいきどう・りを感 じると同時

に、 アフ
|リ カ人民が虐殺 にも属せず更 に自己解放 のたたかいの前進 を勝 ちとらん

ことを確信 したい。同時 lrr私 たちは、 この反動的 でソフッショ的なフォ ルス′一政

権か ら「名誉 白人」Jの 称号 を与え られていることを 磁 :恥」する必要があると思

う。違♂、す るとい うことは、具体的には 日々の生活空間における「 日本 と南アの

結 びつき」を拒否 す ることだ。怒 りをアフ リカ八民への熱い連帯の心 に転化 しよ

う。

読者諸氏、そ して何かの機会 に本 ニュースを読まれた方、私 たち「 こむ らどア

フ リカ委員会」 とともに斗かお う 1

(た )

|あ る SWJ貯0(南 西
ファ シケ・ カハ ナ氏
イ ンタ ビュー した。

自由戦士AI)に語る
SWAPO蟻報 糧 当警 カ ハ き ヘ

本年一月、 タンザニアの首都ダルエスサラームに
アフリカ人民機構 )の 事務所で情報担当者のシャ
Shafashiko Kahanaに 一時間余 りにわたつて
以下 は、その要約 である。

質 F・l:ま ず、ナ ミビアの現在の解放闘争について話 して ください。

カハナ
=お

お、 もちろん我 々は攻撃を強化 している。とりわけ昨年 3～ ■2月 の

あいだにPLAN(ナ ミピア人民解放軍 )は 300人 の南ア兵を殺 し、 5o台 の

車輛を破壊 した。 ■975年 3月 以前、 PLANの戦闘部隊の活動地域は 3つ のプ

ーンだった。第 1は北東 ゾーンーー オカバンゴ、カプリピ地域、第 2は北部 ゾす

ンーーオバンポ、第 3は北西 ゾーンーー カオコヽフェ ル ド地域。そ して■■月の

末、わが自由戦士は 4番 目の戦線 を開いた。アンゴラ国境 より南方約 20 0Kmの
グルー トフォ ンテシ地域 である。いまや我 々がいかに深 く進んだかをみてとること

ができるし、 これ らはすべて我 々の活動の大はばな前進 を示 してぃる。

質問 :ナ ミビアには NNC(ナ ミビア国民協議会 )と い う組織 があると問いたが

割はPOと は関係 あるのか ?

カィヽナ :関係はある。 まず、 NNCの 背景 を説明 した方がいい と思 う。 NNCは NC
(国民会議 )の 分離 グルー プだ。 NCは 、 ■97■ 年初 めにバル タイムとアッシャ

ー博士がナ ミビアを訪問 して南 アとの会談 を試み、 ナ ミビア独立の観点か ら南 ア

政府 との「 対話」 をつ くりあげ ようとした とさに結成 された。その とき、ナ ミピ

ア人民は全政治 グルー プを結集 して独立要求の立場 :を 統‐ した方がいい と考 えた。

く亀
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ケ■と三=よ キたなった。亀 た、
`NCに

は30SS(南 ア舞蒸会安警察 )…■SI透 し|ご

|・ ■_■ こで、出歩的 グル下ダは NCな説通 したI「 11ナ ミざア轟員協議会 )

を森 菫 し た ヽ ■ NCは STAPO、 SttA N Tそ の 他 lrp独 立 ク ル ー プ か らま つ て い る 。

お:=約 には、
'tビ

●C)バ ンィースタy化 た翼対し、独立うえめに斗う七ヤヽるグ
‐

1レ _・ F→ た等の演蟷である・
eWANtと いうるは芳1の 小さな政為鉾グループで、

我々と弦ただ協力関係にあるだけで合再お動はとつて17・ ない。我 :々i講 プに対す

ふ共i塾 プラ)ノ のようなものをつくりあげるためにょいN「 Cの 枠蔵の義かで行動

を調壁ヒ′ようとしてi/・ る。我々を一緒に集めているのは、ただ共翼バ
:′
イツー・景タ

チ化に反対し、ジミビアの理立を要求じているという事実だけである。他の点で

は色夕な面でひじように異なつているたら、密接な合同行動はできない。たとえ

ば、SWAPOは騨 戦争を行なっている。しかし、他のグループは行なつていな

ぃ。3WAPOが武装鐵争を展錦しているのは、それを通してのみチミビアが解雄

されうると信じているからである。NNCは政治団体ではなく(た だの演壇であ

rO()

質蘭 :昨年 (■ ●:Fう )1カ 薄、 STAF藝代表観が訪 自したが、その曇的 と結手

を聞 きたい。

方ハナ§聾本政府とさギÅ讐0と C)関係は、■つたくよくない。その関係は、まつ

たく存在 しないといつてもあいと思 ,.我 々が代表を送ちたのは、日本から援助

を得ふことを甍的にしてでは畿かつたoしかし、我 々は日本の支配階級 と人員を

配男1し ている。解放渾動に敵対する政府の政策を支持 している人 ,々 ばか りではない

こと、我 々の解放轟争を支持 し、でき4だ けの援助をしてくれて,あ饉歩的部分

′i:い ることを無つてレ:る。技ら婆我々彎友人であり、我 彙警遷本髯警いてくれた

人Ftち だ。、

■闘 :雲在、 墨本は画 ド■ rと 並スノず南ア入種主義政権●原子 力計画に協力 して

い る。武 寺め尋ヽ 還tグ ルー プは、 と妻わけ■ ミビプか ら●クラy購入に反対 して

い る:藤 本 参ウラ シ購入は、 ナミビア人員 の利益を侵 していると思 うが。

青Pヽ ナ暑もちろん :購入だけでなくウテ〆資源●採掘そのものもナ
=ざ

ア人民の_

利益に員しすいる。我々は、南アと協力し・て輝ッ・/ン ダ拡山でウランを採糠 して

,、 るもの機だれでもナミピず人員最大の議 とみなす。というのは、商アがそれt

平傘ボ」局に籍 うこと戴ないと我々は確信してわるからである。いずれにしろ、 基

たたに対する客は簡単だ。それは、ナミビア人員の溜益に対 lメ てまつた く識対す

る行為で ある。
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プナ■、1/拳 ■i_■.に 反対 1.・■1・ ふ轟本の労餞者は、テ {∵ 1'畢 |:摯青

とI:=■ ぶ諄:il簿,者 Fヽ ■露粂持を無 Iえ が・・ てい4.雑 l独 青彙■■1メ 11ょ うに苺
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■か,tヽっての通 シ、ナ ヾギずではずフリ鵞入す燿奮鑑青静妻 とふな5■ て́い

ない゛といつのは、全労働漱 と,わけ鉱 ::車 労識筆こヤヽ■0:ふ「労織贅鶏無豊1の

もとにぎるからでなる。れの制度は半撃織制葉でも |、 アアリカ入青霧:青 舎澤ξ盤

を何ひとて
'と

t=て考慮 i′ てい■い。彼 らは、けつ tt‐
~遇

鷲嶋予湾簿療手当をうけ

でいな手、。 むフたがって、71■ ぼウラ l● 競彙労働者が註彗経に対 して身貴守轟対策

を与えられてアヽ為わけがない。■た、隼下灘■竜畿 な鋪 l盤 労働者舎場総
.も 同様に

何の予防措置 もない。わが人民ヽわが言働者織死んで篠っている。ある者鐘、ま

だ若いうちに。彼 らは、 舜～ 3年働いたちこで内体的r疑誕 してしま多ぅなぜな

も、必要な予防対策、医療手当が無視されているからであ―る。こういうことは、

わが国の独立にようで終わる。

質問 ]都市脅緋竜 0権講iや R～ 5年 1誼 の大 さ彙メ トチギキに■`|ヽ て。

カィヽナl立 トライキ、デモ、労経継戚縮彙どはな イヽヽ。
「

フリカ入労絲筆鍛、労働

組合 なつ くることができない。それは犯罪 となるし■た、費轟だけでなⅢ■常の

組織 も許 されていないこ lィ ネがつて、 すアリカ入ほ自己の輝益を表響 tiり 抗議

すふ窓尋をもたない。率 トライキにfし てヽ韓、全ナ tピ ブむ t万 辱千●労費者が

参麟 tノ た。 このス トは摯■■FO翼 主三♪て鍵摯 f ft i。 1)二 ‐
=I蒻

曇●長いらいだ、

哉 ‐ ■地下績勘でそ費準備 をすすめた,il・ でヽ` ス トラ
=キ

が始豊ったとミには

南ア政権 を驚かせた。彼 らは、最後の瞬潤まで知 らなか静たのだ。 も 、ヽ.知 つてい

ら、 ヤツらは■ちがいなく簿圧 1_′ ただら争。そ してその結果、揮が達 きているか

を世界が熱る前に多 《●労働者が殺 されただろう。 こ.た がつ・fナ ミど
｀
ア入むす る

ことは何でも―守―自分たちの意見を表明すると■ヽ、労働塔 と l′ でみ騨欝む守ら

うとするとか、労働彙洋覆抗議す るとかなどは 1脅下活事|で やらざらを■_■ い。ま

もないと違書にぶつかる。

贅蘭 8ではごWAF◇ Φ合法鋳彗動なないつか ?

ヵハナ:丁 プリカ入政議騨体に対する聾 1■ の政策載、事ぎてユニー′なく、のであ

る。 というの導く南デの法律はいか なゃプラリカ人政治譴体ゆ存在 許ヽ こァ・ていな

い。だか ら、たとえ戦Iの組織でも合法的に登録するみヽちはなヤヽ.ewA貯 0に つ

繰ても同 じことで、 SWふ 予奉はごん 量薫蛛ても全湊鋒凛登録 したこと嵐ない。 ―D

讐り、南ゾ学法書体系O静絆には響つていな,Ъ なである.だ から、 おT二千く)を含

めて政治霧像.は:ただ南ア致準○慈悲事よつて存在 lノ ている。た とえば、ある日

swAPOが大衆集会を経識 t`よ うお考えたとすふ。 その とき―、薦サ政権は集会を

認 めるかもいれない し拒否するかもを′れなヤヽ.ま さに時による。そ う、 SWぬ P0

、一 ― べ 鼻

―



が合法的かどうかに答えるのはとてもむずか しい:し かし、政治的であること‐

政治的に南アに反対 しているためにロベィ島にνO人以上、全ナ ミビずでは 基●

入以上が投獄 されてお り、 また多 〈の者が国外に逃げている。そして、国外の■

くの者は武装闘争に従事 している。

質問 :日 本のナミビアに対する関わ りは クラン以外にもあると思 う。最後に、帝

国主義・資本主義 日本のFIl民 のひとりとして私たちに4・
jが できるか、 どうい う支

援の方法が可能かについて教え.て ほ しい。

'カ
ハナ :1日 本は、ナミビアと直接、経済取引をしていない。だが、 この帝国主義

資本主義の巨大 な経済構造のなかで、 日本はまちがいなくナミごア人労働者の搾

取にかかわっている。い くつかの日本企業は、南アの大企業のなかに市場 をもっ

ている。そのような南アの企業は、ナミビアを搾取 している子会社をもっている

のである。このように、 日本との関係は深いといえる。日本政府は、 きわめて積

極的に南アとの協力をすすめている。我 の々解放闘争に共感をもつ進歩的陣営の

人々は、おそらくナミビア搾取にかかわる日本政府 と南アとの関係を調査 して世

界に暴露することができると思う。と同時に、ナミビア搾取、の加担に対 して政

府に向けての何らかの抗議行動を組織できると思 う。次に、わが戦士たち が使 争
ことのできる衣類 とか医療器具などを寄附することで援助できる。進歩的陣営の

人 々がナミビア人民の独立戦争を援助できる道はたくさんあると思 う。日本 と南
アとの関係は、観光も含めてますます増加 しつつある。「名誉白人権」を与えな

がらも日本人と平等ではないと思っている人 々との関係を増大させるより、それ

と斗 うよう呼びかける必要があると思う。私の意見では、日本人民はこの有害、

邪悪な体制 と斗うのにも'つ と勇気をもっていいのではないか。     ,

どうもあ り

'ご
ぢいました。 (も )

ギニア・ビサら、劉ダン鮮 ,、 アュゞ ラ

森こ継霊こ戦士製
融韓鎮

撃騨鑢鋒

i覇糧骰甍羅
tVフリカ術師醸ふ 鶴 嘔

'畿
b)
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C月 27謳午後 ■時 事り、大阪市内
の「 なにわ会彙 Jで学 /i」 会を開 いた。

これは連続学習会の第 ■回 目で、内容

は「 人電差別」 について。

自己紹介 に続いて、当委員会の メン

バー よ り南アフリカのア′`ル トヘ イ ト

の歴史的緩略 が語 られ論議 にはいった。

と くにアパル トベ イ トの定義 が問題 1/C

なったが、学 F・3的 な定義 は ともか くと

して 日本 で反対運動をする際 の基本的

認識 を確立す る必要性 が確認 された。

学習会 は今後、定例 にして継続 する

予定 である。多数の参加 を期待する。

|

「森 と精霊 と戦士たち……ギニ 7・ ビ

サ ウ、 モザンど
=ク

、 アンゴラ解放 闘

争 写真記録 Jを 当委員会で も取扱 って

います。送料 とも■8oo円 (定価 え千 1

塁主:r璽霊澤菫喜管苧琴旱今二重L“ |

琴
大阪市若江南町 ■ 6 ,下 垣気付

|

るのは、 まさにアバル 今ヽ イ トのおかげ

私 た ちは、 このような 日本 と南アとの

関西電力のナ ミピアか らのウラン購入反

を不法 に植民地支配 し、多国籍企業 と共

そ した、それを買寿うとしているのが関

るだけでな く、南ア支配 に対 して解放闘

行 為である。自分たちが必要だと思 うも

方 は、 きび しく非難されねばならない。

趙
暑中か月̀舞  申 し上げ崚す。

「 ソニ トでは じまり、 またた くまに

南ア各地 の都市や大学に波及 した最近

の黒人たちの開いを、私 は「 暴動」 と

呼ぶ ことができない。 む しろ、抑圧 さ

れた黒人の意識が噴 きだ した「 峰起 J

ととらえるべ きであろう。」 と楠 原彰

氏は書いてい る。 (ν 月 9日 付、朝 日

ジャー ナル )

ま った 〈同感 で ある。 少 しで も南 ア

の状況 を知 るものにとって、今回の出

来事 を単 なる「 暴動」 とみることはで

きない。黒人 が「 峰起」 した背景 につ

いては楠原 氏が詳 し〈説明 してい るの

で、 ここでは少 し別め問題 を考えてみ

たいよ
・

日本が南ア との貿易 を拡大 している

ヽとは、南アの少数 自人政権 を助ける

と同時 に圧倒的多数 の非 白人を苦 しめ

る結果 に なってい ることを何度 も書 t/・

てきた。利益のために手段 を選 ばぬ日

本企業 は、南 アの白人政権 に とって勧

迎すべきパー トナーである。逆に、 日

本企業 が南 アで不当な利益を上げ られ

である。

経済関係 の一環 をつち破 るもの として、

対運動 を展開 してきた。南アはナ ミビア
‐謀 し́て ウランを採据 しようと している。

西電 力である。 これは国連の決定に反す

争 を行 なっているナ ミビア人民への散対

のは どこか らでも買 うと t/・ ,関電 の考 貧_

また、 関電が ウランを買 う目的は、い う

ず

一
ょ
日
ヽ

一
報

一

ま で もなく原子力発電 である。原発の危険性 は私 たちが述べ るまでもないことで

あ り、私 たち
・
も原発 に反対す る。 ナ ミビアの ウランで危険 な原子力発電 が行 なわ

れ、 それ を消費 させ られ る´
と:い った事態を絶対 に許 してはならない。

そのためには、関電 のナ ミビア ウラン購入 を中止 させ る ことが第 ■の課題 であ

る。私 たちは、 このことを各方面 に強力にア ッピール していきたい と思 う。
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