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町本についての印象と・
思つたこと・考えたこ句

ゴー ドン ●サ イ ラス・ ムァ ンギ

ナイ ロビか ら東京 に向か う飛 行機 の なか で、 私の心 を大 き く占めていたの は次の

問いで した。 「 日本 人は人種差別主義者 だ ろ うか。 もしそ うだ った と した ら、私は

そ こて三年 間 も ど うや って 生 きてい った らいいのだ ろ うか。」  この人種 差別 につ

い ての懸念 は、 ケニアにおいて非常 に よ く見 られ る もの です。 その懸念 が、 外国 に

ゆ 〈ケニア人全 て を悩 ます最大 の問題 である と言 うことは出来 ません が、 私 に とっ

ては、 それ は、 飛行機 がエ ンバ カシか ら遠 ざか り、 どん どん羽 田に近 ずいて ゆ くな

か で、 最 大の困惑 の種 で した。 グル ●エ スサ ラーム、 セイ ンェレス、 コ ロンボ、 香

港 とい った 中継地 で、 イン ド人やイギ リス人が飛行機 に乗 り込ん で きま した。 私は

これ らの「 英 (帝 国 と ?)連 邦 の構成 員達」の数 人 と、 心理的 に植民地 化 され た人

人に特徴 的 な、 「 プ ログ ラム化 された」 会話 をふ た ことみ ことか わ しま した。「 心

理的 に植民地化 され た」 とは どうい う意味 で しょうか ? クニアには 三つの主 要 な

人種 が あ ります。 まず 人口の約 98%を 占める ア フ リカ人が あ り、 残 りの 2%の ほ

とん どを構 成 す るア ジア人 (厳 密 に言 えば イン ド人 とパ キス タン人 がい ます。 しか

しなが ら、 これ らの数 字は、 植民地状況 につい て よ く知 らない人 (そ して 日本人 は

そ うでは ないか と思 うのですが )に は、 非 常 に誤解 され て しまい易い ものです。 数

字は、植 民地状 況 に おける社会階 層 につ いては、 比較 的 少 ししか語 りません。 ケニ

アには、 この国 の実 際上の主人で ある若干 数 の自人 (主 にイギリス諸 島出身の者達 )

がい ます。 しか しなが ら彼 らは、他 の人種 に比べ て極端 に少数 なのです。 この人種

関 係の「 三 7F_論」 は、 ナイロ ビにいれば、 どん なのん気 な人 にで もは っき りとわか

る ものです。人 々の世界観 は この ことに よって決定 され て しまい ます。 その意味 を

理解 して もらうために、読者 に 日本 の江戸 を思 い出 して いた だ きたい と思い ます。

道 端 での 出会い にお い て、 二人の互 い に見知 らぬ人間の心 に うかぶ 考え は、 多 くの

場合、 「 この男 は どの社会階 層に属す る人間 だ ろ う。」 とい う問い なの です。 現在
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では、事情は全 〈違 った ものになってお り、lそ の よ うな見方は もはやす ぐれた見方
であるとは言えない。」 と人は言 うか も知れません。 しか し私は、その残存物は結

婚 といったよぅな重要 な事柄のなかにいまだに生 き残 うてい ると考えます。「 部落
民」はいまだに差別 されているのです。

さて、英国航空の飛行機に戻りましょう

`飛
行機のなかで、イギリス人とインド

人については、私はどのように接すればょぃかを知っていました。しかし、日本人
に対しては一二そして乗客のほとんど全ては日本人だったのです一―私はとまどら
て しまいま した。 彼 2)は 英語 が話 せ ませ ん で した。 しか し、 い ずれ に しろそ れはそ

れで良かったのです。というのは、私と彼らのFH5に は全く何もなく、たとえ互いに
理解できるような言語があったとしそも、お互いに話すことなどあったかど'ぅ かゎ

1戦彙角,償 LE』』I縁層二It.i』 I貨象艦三:』廿11:i方 ][[鷺しをよ
｀

「 彼 らは私 1/Cつ いて ど う思 ってい るのだ ろ う? 彼 らは、 我 々 (ア フ リカ人 とア ジ

ア人 一 イン ド人 とパキス タン人 を指す 一 と ヨー ロッパ人 )の 持つの と同 じ人種

偏 見 を、 内に と り入れ、持 ってい るのだ ろ うか。」 私は不安、 好奇 心、 心配 でい っ

ぱい で した。

それ故、 後 に な って、 日本 では ア フ リカ人 を扱 うきま ったや り方 とい うものは な

い とい うことを知 った時、 私は本 当にほ っとしま した。 私が恐れ て いた ものは、 ケ

ニアにかいて人 々を半」断 するためにつか われ てい る ある種 の偏見に もとずい た基 準

です。 ア フ リカ人 で さえ、 互 い を偏見に もとづ いた カテ ゴ リーに よって とらえるの

です。 ルオ出 身の あるケニ ア人が、 沖 縄博 覧会 で働 いて いた一人 の友人か ら私 の こ

とを聞 きま した。 この ケニ ア人 の反応 は 予想通 りの もので した。 即 ち、 私 の名前は

「 ムア ンギ」 であるか ら私 は ケニヤ ッタの「 部族」 に属 してお り、 それ故私はルオ

の人 々の抑圧者 の一 人 である、 とい うの です。 キクユの社会 の うちにお いて さえ、

人 々は互い を出身の地域 に よって とらえ る とい うこ とを します。 私 は ケ レーニ ャが

地 方 の出 身です が、 私達 の地 方 の者 が、 ナ イ ロ ビゃ モシ′ヾサで、「 伝統 的 に」、 便

所掃 除夫 やその よ うな「 い や しい仕事」 を して いた とい うこ と故 に、 私は他 の地 方

出身の キ クコー人 よりも知 的 でない、 とい うこ とにな るのです。 この ような風 潮は 私

をい らだたせ ま した。 これ らの あ らゆる愚か しさか ら逃 れ るため であれ ば、 私 はい

か なる ものを も犠牲 に した で し ょ ぅ。 そ ぅい うわけ で、 私は (日 本 にい る間は、 誰

一人 と してあ らか じめ私に ついて十分 なデ ータを持 つ ものが いないのだか ら、 そん

な風 に こまか 〈定 義 され る ことは ない だ ろ う、)と い うことがわ か って喜 こん だの

てす。 もちろん、 これは私 が 日本 におい て、 あ らか じめ決 め られ たい かなる カテ ゴ

リーに もはい らない、 とい ぅことを意味す る ものでは あ りません。 それはただ単 1/C、

私は私が どの よ うに とらえ られ てい るか とい うことを知 らない し、 それ故 にそれ は

私 を悩 ませ る ことが ない、 とい う事 なの です。 ある 日本人 が私 の ことを馬鹿 だ と思

って t/2る か も知れ ません。 しか し私 はそ の ことを知 らないのだか ら、 それは私にい
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かなる心理的 な問題 ももた らさない の です。 一 方、 イン ド人 や ヨー ロッパ人 と会 う

ときには、 私は彼 らがその心理 の うちにおい て最小 限の人種 差別 の思 想を持 ってい

る とい うことを知 ってい るのです。 そ の よ うに考 え るの は間違 ってい るのか も知れ

ません。 しか し、香 港 や東 南 ア ジア、 イン ド亜 大陸 とい った場所 へ の旅行は、 そ の

よ うな私 の予測 を確証 して くれたの です。 それは大 英帝 国の時代 か ら受 け継 がれ た

我 々の貴産 なのです。 日本 にかいての も うひ とつの ●T能 性 は、 私が全 く気 に もとめ

られ ない、 とい うことです。 つま り、 人 が私 を見 て、 瞬間的 にア フ リカ人がひ とり

い るな と思 い、 そ の人の心 には どん な印象 も残 さない、 とい うこ とです。 私は、 こ

れが 一般 的な傾 向 ではないか と思 い ます。 そ して私 は、 日本 人同士 にか い てで も、

一 人の人が何 らか の関係 を持 ってい るのは ご く限 られ た数 の人 々 とだけ で あり、 他

の人 々は群衆 のなかの さま ざまな顔 にす ぎないのだ、 と思 ってい ます。 十年程前、

一人 の アンゴ ラ人 が必要 な書類 を持 たず に 日本 に入 国 しま した。 彼 は、 その なかに

おい ては 自らが定 義 され得 ない よ うな社会 に生 きるあ らゆ る人間 にふ りかか る、 考

え得 る限 りの あ らゆ る心理 的拷間 を受 け ま した。 (定義 され る ことに よって、 人は

憎 まれ る ことも愛 される こと も出来 る し、軽 蔑 され る こ とも尊敬 され る こと も出来

るの です。)そ して、死ん で しま ったあ とで さえ、 そ の死体 を ど うすべ きか とい う

問題 が残 りま した。 彼 は 日本の土 の下 に埋葬 され るべ きなのか、 それ と も仏 教 の葬

式 の や り方に従 って 火葬 に され るべ きなのか、 とい うことが Fn3題 に なったの です。

私 が この アフ リカ人 につ いて語 ったのは、 この定 義 の欠 除 とい うものが、 偏 見 と

同様 に、 その「 犠 牲者」 に対 して、 いか に本心 をか くし、 うわべを装 うもので ある

か、 とい うことを示 したか ったか らです。

これ らの カテ ゴ リーのなかには、 私 のための カテ ゴ リーは あ りませ ん。 私は 一時

的 に「 留学生」 とい う特殊 な集 団 の うちに おさめ られ ては t/・ るのです が、私 を扱 う

ため の ち ゃん と確立 され た ゃ り方 とい うものは ないの です。「 留学生」 とい うカテ

ゴ リーは、 は っ き り とした カテ ゴ リーでは あ りません。 とい うのは、 我 々「 留学旬

の うちには、 ま だひ とつの カテ ゴ リーをつ くるに十分 な程の ア フ リカ人 がい ないか

らです。 東南 ア ジアの留学 生 の場 合 は、 少 し事情 が違 ってい ます。 従 って「 留学旬

とい うのは「 白人」 の学生 の ことなのです。 ア メ リカ「 黒人」 の場 合 につい ては、

日本 の人 々は比較 的長 いつ きあいで あ り、 ある程度 何 らかの考 えを持 つ ことが 出来

る よ うにな ってい るの で、 言 うまで もない ことです。

以 上、書 いて きた ことをせん じつめ る と次 の よ うな ことに な ります。 すな わ ち、

一生 に一度 だけ、 私 には他 の人 々を彼 ら自身の行動 に よって判断 し、私 を私 自身の

行動 に よって判断 さ せる機 会 を得 た .と い うことです。 この四年 間の経験 に よ って

私は、私 自身がそ うしよ うとす るの と同 じ く、他 人 をほかの人の言葉 に よってでは

な く、 あるが ままに見 よ うとす る人 々がい るのだ とい うことを知 りま した。 そ して、

私はそれ以上 の こ とは望 み ません。
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IMPRESS10NS, THOUGHTS AND REFLECT10NS ON 」APAN

On the fli8ht from Nairobi to TokyO, the moもt pressing question

to my mind was: 'lAre the Japanese racists; and if they are, how am I

ズoing to survive there for three years?:1. This concern with racism is

fairly prevalent in Kenya a■ though l cannot say that it is the most

■mportant concern that pesterS any Kenyan 30■ng abroad. But for me,

■t certainly was the number one puzzle as we moved farther and fヨ トh er

away frolll Embakas■  and approached Haneda. On the stop― overs in Dar― es

Sa■ aam, SeychelleS, C。 ■ombo and Hong Kong, Indians and 13ritons boarded

the planeo We exchanged a few words of iprottrammisedi conversation

characteristic of al■  psycho■ ogically colonised peop■ e, with some of

these :members of the British (Empire and ?)Commonwealth'。  what dO I
mean by 'psycholotically colonised people'?: In Kenya, there are three

major races. There are the Africans, who form about 98 % of the pOpulation

and peoples of Asian oriЯ in―  strict■ y speakine, Indians and Pakistanis

who constitute mont of the remain■ ng 2 γ. HOwever, these figures can

easi■y mislead a person unfatni■ iar with the colonial setting(as, I fear,

Japanese are)。  Numbers te■ l us relatively little about the social strati―

fication in a colonial situationo There is a number of white people in

Kenya(mainly from the British lsles)who are the real masters in the

country, although they are an extreme rlinority in comparison th the

other races. This ithree― dilrlensionalism: in race relations becomes ObVious

to any casual observer in Nairobi. Peopleis wor■ d viewsaro determined

by this considerationo To FiVe some idea of What this tleans l reFer the

reader to Edo 」apan, On meeting in a side― street the thing that was bound

to come to the minds of two strangeFS Was:lWhere does he fit in the

social hierarchy?':. peop■ e may pretend that things have drastically chan● ed

and that this consideration is no ■onqer paramount. But l be■ ieve remnants

still survive in important matters such as marriaqes. The 'burakumin' ar e

sti■ l discriminated against. But let me go back to the British Airways

planeo With the British and the llndiansl on the plane, I knew how to relate;

but with the Japanese―  and almost all the passengers were 」apanese― I

was perplexed. They did not speak English―  and anyway ■t was as well´s去ユoe

since there was nOthing between me and them, and so l donit know what we

wou■ d have said to each other even if there was a languaqe mutual■ y compre―

hensible. I tried to sleep and forget them but the thoughts of what l was

heading fOr keうt narging at me. ''What are they thinking about me? Have they

internalised the sa:ne racial prejudices that we(Africans, Asians― meaninロ

Indians and Pakistanis,― and Europear.s)have ?'' Anxietyo Curiosityo Worries!

I was therefore greatrly relieved later on when l learned that there

were no rules in dealintt with an African in 」aoano what l feared was a kind

of predeter■ ■iled criterう _a that judges people in Kenya. Even Africans perceive
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each other on a predetermined categoryo A Kenyan of Luo origin was tOld about

me by a friend who was working in the Okinawa ex「 o. He, the Kenyan reacted

predictably: my name was 'Mttangit and therefore l belong to Kenyatta's 'tribe'

and therefore l am an oppressor of the Luo peopleo Even within K■ kuyu society
peop■ e perce■ ve each other according tO the district of origin, I come from

Kirinyaga di,trict and therefore l am ■ess brainy than Klkuyu8 frOln other

districts because our district has'traditiona■ly supplied Nairobi and MombaSa

with toi■ et cleaners and performers of such other'loWly job」 。 This tendency

irritates me and l v70uld give anything to get away from a■ l oF that si■ ■iness。

This is why l was gratified to learn that while in 」apan l would be loss strict

ly defined because no one had enough data on me in advance. This of course

does not rrlean that l do not Fit into any predetermined category in 」apan。  lt

OuSt means that l an either unfamiliar with that perception of myself and
so that does not bother me. A 」apanese might be taking lne for a fool but s■ nce

l an not aware, it is unlikely to give me any psychologica■  concern. On the

other hand, on lneeting an lndian or a European l know they have a minimun of

しhe ideo■Ogy of racism in their psκ hology―  I might be wronq in thinkin3 so

but my trip in such places like Hong Kong, south East Asia and the lndian

gub― continent cOnfirmed my foreknowledge. It i8 0ur heritage from the day6 0f

the British Empire. Another possibility in 」apan is that l am not perceived

at a■ l. That is, a person w■ ■l see tlle and fl■tting■y nOtice that l am an

African, without leaving any lastinR impression on the observer's mind. 1

think this is the predominant tendency. And l be■ iev e, even among the 」apanese

there is 」ust a limited number of peop■ e with whom one has some connectioni the

rest being 」uSt faces in a crowdo About ten years agO, an Ang。 lan without the

necessary documents entered 」apan and underwent al■  Of the conceivable psycho‐

■o■■cal torment that befa■ ■s anyone who live3 ■n a goc■ ety where he is not
defineo( When One is defined, one is either hated or ■ov ed, despised or admired

Even after dying there was a problem as to what to do with his bodyo Was he to

be buried under 」apanese so■ l or was he to be cremated under Buddhiat rituals?

I mentioned this African in order to show how this lack of(leriniti。 1l can be

as psychologica■ ly dissembling fOr the ivictim' as a preconceived bias. Between

these categories  fa■ ■s my cateRory: there is not quite an established way of

dealing with me although l am temporarily put in a specia■  `roup of 'foreign
studentsl. But this is not a deFinite category since there are not enough of

uS frOm Africa tO warrant a category. For South East As■ an students, it is abit
different; and so it is with twhite' students―not to rlention iblack: American3

for whom a longer fanlil■ arity has enabled the people of 」apan tO think sOmethin〔
about。

What does a■ l this boi■  dolln to? That for once in lny life, l have been

afforded the opportunity of 」udging others by their Own actions and ■etting
them 」udge me by my Own actiOns. My experience in these four years have to■ d
lne that there are peop]e here who are as keen to view others as they are and not
as they are said tO be l■ ke, as much as l myself an. And ェ don't ask fOr more.
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「 泣 言 へ の 訣 別 」 そ の 1

斉  藤 久

■) 4月 25日 、四国・ 松 山地裁 において「 伊方原発訴訟」 の判決が下された。

原告 0住民の提訴か ら実に 4年 8ケ 月の歳月をついや したに もかかわらず、判決は

政府の主張を全面的 に受けいれ るとい う内容であった。 事故つづきで「 稼動率」 カミ

4o%と い う欠陥物 であるのに もかかわ らず、プル トニ ウム、死の灰の製造、放射

線の地域への放 出等、解決不可能な問題 をは らtP原 発を「安全」「 安全」 と簡単 1/6

処理 して しま った行為は絶対認めがたい。

「伊方原発訴訟」 の判決 を前後 して、新聞・ マスコミにおいて数多 〈の「 特知

が組み こまれていた。その内容 lFrっ ぃて、一っ一つたち入ることはできないが、あ

る新聞のコラムが非常に 目についたので、 少々長 〈なるが、 ラ1用す る。

一『 か って、 ニュー ヨーク市で発電″i建 設の反対騒 ぎが起 きた とき、 市長は市民

にこう呼 びかけた。「 考えてみると、 発電所建設の原因者はほかで もない、 われわ

れ 自身ではないか」。冷暖房完備の家に住み、 ふんだんに湯水を使い、 明るい蛍光

灯の下 で新聞を読み、 テ レ ビをつけ っ放 しに している日常 と発電所建設 とが、その

時までニュー ヨーク市民の頭 の中では、 結びつかなか った。 料金 を払いさえすれば

どこかで電気がつ くられ、送 られて くると思 っていた。それが地元 で発電所を建設

しなければならな くなって、 初めて身近 な問題 となった。 ……・(中 略 )… …1億の

国民が、いまの生活 を保 ってい 〈か ぎり、原発問題 を避けることは できない。 もし

原子力発電所が東京都 や大阪市の ど真ん中に建 つ ことを想定すれば、 だれ もが知恵

をふ りしぼって安全性 などの問題 を解決 しようとす るだろ う。節約や他のエネルギ

ー開発に もっと真険になるだろ う。その気持 ちが原発問題 の解決の基本 である 』。

ニューヨークの例を もち出 して原発の原 因者 としての市民 の自覚 をうなが し、現

在 の生活 (=資 本主義的性活 )を 保 ちたけ りゃ、 もう少 し考 え よ、 と説 〈。

コラムの主張は、現在のエネルギーの大 口消費者 である企業の実態 に一言 もふれ

ていないに して も、 い くつかの点 で示唆に富む意見を展開 している。それは、 第一

に「発電所建設の原因者は、都 市住民 である」 とい う内容に述べ られている。「都

市 ―農村」 とい う収奪関係の存在 であり、第二に、現在の「 生活」 を形づ くる文明

・ 文化の維持には「原発が不可避の問題」 とい う社会論 を正 当化 していることであ

る。

20兆 円に ものぼ る電源開発は、 今 日の ドロ沼的不況 の脱 出のけん引 き車 として

位置付け られ、 司法は「 安全」 とい う「合法的免罪符」 を与え、 マス コミは、「現

在の生活の承認」 とい うキ ャンペーンをは りめ ぐらす。 冗談 であってほ しい恐るべ

き現実。
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2) 原 発問題 に関連することだが、私は、 2年前反原発を闘 う人 々と共同で、 関

西電力の「 南ア・ ナ ミビア、 ウラン購入」 反対運動 を闘 った。黒人を奴隷の ようrC

こきつかい、不当に占領 しているナ ミビアか ら採掘 =盗 掘 した ウランの購入に反対

す るとい う闘いであった。 運動 自体は、残念 なが ら、現在解体状況である。 私は最

近、偶然 に、阻上 しよ うとしていた ウランが昨年 3月 より関電に供給 されている事

実を示す文章を 目に した。 堂々、恐れていた ことが現実 として進行 しているのであ

る。そ して、時を同 じ〈して、「 本田技研が、 南アヘ本格的に進出する」 とい うニ

ュースが報 じられた (先 日、 最新版の WEIS南 ア・ レポー トを閲覧する機械があ

った。そ こには、 ォイル ●ショック以後の、 日本の南アか らの工業素原料輸入が、

鉄鉱石の ■52,4%増 を最低 に、無煙炭 8倍増 とい う、 統計が記載 され ていた )。

国連 で、 南アとの一切 の交易の禁止が決議 され、国会で、「 南アとの貿易は しない」

と言 って も、具体的事実は、 それ とは逆のことを証明す る。

「 日本は、 貿易立国 であることか らみて、 日本経済の規模拡大 に従 って貿易は増

大す る。 日本 と南アとの貿易は相互補完的関係にある限 り、今後 とも両国間の貿易

が拡大する。従 って、 プラック・ アフリカ諸国 との貿易拡大 スピー ドを うわまわる

のは当然 であ り、国益 につながることである。 日本政府 の対南ア政策が、貿 易侍1限

の方向にあるとすれば、 日本外交 の是正、変更 を求める必要がある。」 (JETR
O、 南ア 0ロ ーデシア問題 に関す る諸見解 )こ こに企業の立場が見事に言い表わさ

れている。

3) 私は「原発の危 険性」「南アと日本 との貿易」 を、 ここで、 これ以上述べる

つ もりはない。 ただ、 言えることは、 もはや、政府・ 資本の「 不手際」 を批判す る

だけでは、む しろ、 自らの体 内に どうしようもない焦躁感 しか生 まれないとい うこ

とだ。 高度成長期、 つまり、 資本の内外か らの大規模な収奮を基礎 とし、走 る時代

は終 った。政府・ 資本 は、 自らのlIE命 のためには、「 違法行為」 をすることも恐れ

ていない。すべて、解釈次第 で「合法」 だ。差別され、収奮され ることになれた人

人。「 何かを信 じ、期 待 しようとする」私 (私達 )。 「 既制事実」のつ きつけは、

精神的・ 物質的 ンイプだ。求め られていることは、 かかる現実を「見直す」徹低 し

た「発想の転換」 と、「現実」 を断固「 粉砕Jす る、私 (私達 )の「 生活」・ 「生

き方」 である。

「 雇用か賃金か」 には、工場の 自主管理」 を、原発が不 可避な社会」 には、「 原

発を不用 とす る社会」 を、「農村の破壊」 には「新たな農村 コミューン」 を、「 分

業」 に対 しては、「 自立更生」 を、対峙する。それが抽象的だとか、 ユー トピア主

義 だ とか、 はては「過激派」 の レ ッテルをは られて も、私は驚かない。 資本の恩恵

に どっぶ りつか り、「 口先」 ばか りわか った ようなふ りをす る、「進歩的な人 々」

の泣言には、 もはや用 はない。 自らの運命 と未来は、 自らの「 力」 に よって しか、

切 り拓かれない ことを、幾多の「 事実」は教えて 〈れた。「 伊方」「 ナ ミビア・ ウ
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ラン」、数多 くの「既制事実」 の繰 り出 してふみに じられた、人間 としての尊厳、

友情、 自然の破壊を、 私は忘れない。

そ して、今後 も同様 のことは続 〈か もしれない。 しか し、私は耐え、増悪の念 を

燃や し、闘 うだろ う。私は、 この文章を書 き、 三里塚へ 行 (。 「 何故、 そ こまで し

て」 と思 う人がいるか もしれ ない。 その人は、 ノエ トで、黒人の少年・ 少女達が、

石・ 棒 をもち、弾丸が飛びか う中で も敢然 と前進す るのを、理解できないだろ う。

エゴを超えて、「階級的に自殺」することが、私 (私達)に とっての、人間たらし

めた る、 同志 た らしめ たる ことでは ないか と思 う。

ア フ リ カ・ ダ イ ジ ェ ス ト

4. ■  ローデシア “黒人国家
｀ムゾレヮUANC議 長、「 白人との協力必要」

と語る。 日本の対 ローデシア政策非難。 (ノ ールズベリ 3■ 日)

4。 2  ラゴスで米大統領、黒人多数支配、 人権尊重の原則等対アフリカ対策演

説。 (ノ ールズ ベ リ■日 )

4.5 米大統領、 ローデ ツアの全 当事者会議 を提案 (ラ ゴス 2日 )

ローデ シアの急進 グ リラ、 南 ア国境 の輸 入幹線 の ベ イ トブ リッジ駅 を砲

撃。 (ヨ ハ ネス ブル グ ■日)

4.4 米 ナイ ジヱ リア共同声 明、 南 アな どの人種差別 を非難、 ローデ シア 0ナ

ミビア問題 では食 い違 う。

ラゴスで反米 デモ。 (ラ ゴス 2日 )

4.7 ローデ ツア、 治 安関係 の閣 僚 ポス ト黒人 三派 で分け合 う。 (ノ ールズ ベ

リ6日 )

4.■ 4 バ ンス長官、 ローデ シア問題 で ア フ リカヘ出発。 (ワ シン トン ■2日 )

ローデ シア司法 省、 愛国戦 線外 の政 治 囚釈放へ。 (ロ ン ドン ■2日 )

4.■ 7  ローデ シア愛 国戦線が強硬要求  「 独立後は軍掌握、議会 の過半数 ポス

ト」 (ダ ル エスサ ラー ム ■6日 )

「 内部解 決」 の立役者 ム ゾレヮ統一評 議会 (UANC)議 長は、「 実 の あ る独 迦

を達成 す るには、 自人 との協 力が不可決 だ」 と、 自人 との結託 を示唆 してい る人物

で、 愛 国戦線 (中 層 )か らは「 黒 人解放 の大義 を敵 に売 り渡す もの」 と非難 され て

い る。 その ムゾレ ワ氏 さえか らも、 日本 の対 ローデ ンア政 策 を「 制裁 破 り、 自人政

権 支持 だ った。 又、 黒人勢 力敵視 を変え、 低 賃金労働 を求 め るや り方 を変 えなけれ

ば対 日友好 関係は あ り得 ない。」 と非難 され て t/hる あ り様 だ。

ア フ リカ諸国 か らの非 難が相つ いでい る 日本 の内への差別、 外へ の侵 略の体質 を

は っき りと見すえ たい。 (中野 )
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