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ナミビア支配に固執する南ア

01ま じめ :こ

ナ ミビアで "国 内解決
ttを

はかろうとす る南アフ リ

カ (南 ア )の うごきは、 ジンバブエの独立をきっかけ

に して、 1980年 に急速 にはやまった。国連監視 下

で の選挙で SWAPO(南 西 アフ リカ人民機構 )が勝利

す ることを恐れた南ア政府 は、同政府の息がかかった

DTA(民 主 ター ンハ レ同盟 )の 立場を強めよ うとし

た。 その結果、ナ ミビアでは憲法の改正 が行なわれた

が、それはDTAに よる "国 内自治政府
駅

を準備す る

ための ものであった。

一方、 このよ うなナ ミビア国内での状況を踏 まえて、

南 アは、 1981年 1月 の ジュネーブ会議を決裂 させ

た。 この会議 は、国連安保理の決議 435号 に基づい

て、国連監視 下での選挙をナ ミビアで実施する前提 と

しての停戦交渉を成立 させ るために、国連が開催 した

ものだった。

ところで、ナ ミビアでの憲法改正 は、南アが 1964

年 か ら正式 に採用 しは じめた政策に基づいて行 なわれ

た ものだ。すなわち、 "ホ ームラン ド"政策 と呼ばれ

るもので、 1964年 のオデ ンダール報告書 が源流 に

な っている。 この政策 は、ナ ミビアの住民を部族 と人

種 によって区分 し、政治的・経済的支配を少数の白人

に握 らせようとす るものだ。 そ して、 DTAが 率いる

今 日の "国 内 自治政府
嗽

は、 この "ホ ーム ラン ドく`
政

策 か ら生 まれ たものである。

以 下の文章 は、南アがナ ミビア支配継続 のために導

入 した諸制度 について、 とくに 1977年 以降の動 き

を中心 にまとめた もので ある。 1977年 という年は、

西側諸国がナ ミビア問題解決に向けて本格的に動 きだ

し、 それに対 して南アも "ホ ーム ラン ドてて
政策の推進

を急 ぎは じめた年である。なお、ナ ミビアの動 きを見

て い くときに、 SWAPOを 中心 とするナ ミビア人民に

よ る解放闘争を欠落 させ ることはできないが、本文 は

南 アの欺騎的戦略のみに焦点 を当てた ものである。念

のため、書 きそえてお く。

口 "ホ ームラン ド"政策  1964～ 77年

"ホ ー ムラン ドtR政
策 と呼 ばれるものの基本 は、ナ

ミビアの黒人住民か ら土地 を取 りあげることだ。つま

り、 それはナ ミビアの富 と天然資源を少数の白人 に確

保す るだけでな く、安価な労働力を白人経済 に供給す

ることを可能にす る政策 として考えだされた。 この政

策 は、 1964年 のオデ ンダール報告書か ら出発 して

お り、同報告書は、 南アが設置 した南西アフ リカ調査

委員会の調査結果 として発表 された ものだった。

オデ ンダール報告書をもとに して、ナ ミビア全上の

43%は 、白人用に指定 された。 そこは、農業 に最適

な土地 と鉱物資源の豊富な土地であった。 そ して、ア

フ リカーナ (5万 5千 人 )、 ドイツ人 (2万 人 夕、英

語 またはポル トガル語を話す白人 (1万 5千 人 )(ま 、

すべて一つの "国 民 natェ Onマ
｀

とみなされた。

一方、白人 とカラー ドを除 く住民 は、 11の "住 民

グループ pOpulation grouPttに 分割 され、それぞ

れの "ホ ームラン ドhOme■ andく を指定 された。 つま

り、全土の 40%iで す ぎない ''ホ ームラン ド"に 、全

人 口の約 89%を 占める住民 が押 し込められたのだ。

そ こは、オデ ンダール報告書です ら、「 ''ホ ームラン

ド《
地域の少な くとも半分は、土地 の浸食 水不足・

人 口過密のために、経済的に成 り立 たないJこ とを認

めていたほど、不毛な土地であった。

1968年 の南西アフ リカ原住民 自治発展法は、 こ

れ らの "ホ ームランド駅に "政 府
くの機構を導入す る

ための ものだった。 これ らの "政府
くは、有名無実の

決定権 を もつ立法番議会 と行政審議会か ら構成 された。

それ らの権限は、各 "ホ ームラン ドく
内における約 50

項 目の内容 に制限 され、軍事 。警察 外交などの重要

事項 は除外 された。 また、立法審議会が制定する法律

は、すべて南ア大統領 の同意を必要 とした。

オデ ンダール報告書の勧告が実行 に移 されてい くに

つれて、ナ ミビア国内での反対闘争だけでな く、国際

的 な南 ア非難が高 まった。 1966年 10月 、国連総

会 で南アによるナ ミビア委任統治に終止符が打 たれ、

1969年 3月 には、国連安保理で も、南アがナ ミビ



ア支配を続 けているのは不法だと宣言 された。 また、

1971年 6月 21日 、国際司法裁判所 は、南アによ

るナ ミビア統治は不法であり、ただちに引きあげねば

な らない、 という決定的な判決を くだした。 このよ う

な国際的状況のなかで、南ァは新 たな対応策 を余儀な

くされた。 そ して考えだされたのが、制憲会議の開催

で ある。

Oタ ー ンハ レ会 議

1975年 9月 、南アは国際的非難をかわす手段 と

して、 ウイントフークのターンハ レで制憲会議を開催

した。 (地名をとって、一般に「 ター ンハ レ会議Jと

呼 ばれる )南 アの宣伝によると、 この会議の目的は

ナ ミビアの人 々に自国の将来を決定す る機会 を与 える、

とい うことだった。 しか し、 この会議が最初か ら南ア

の戦略にもとづ く欺騎的な ものであったことは、次の

よ うな事実か ら証明 され る。すなわち、オデ ンダール

報告書で示 された部族・人種の区分を受 け入れ、それ

ぞれの "住 民 グループttの
代表者になろうとす る者だ

けが、会議への参加を認 め られたのだ。部族 ・人種 お

よび地域 に関係な く構成 されているSWAPOの よ うな

諸政党 は、故意に除外 された8

ター ンハ レ会議は、 1976年 3月 と同年 8月 の合

計 3回 にわたって開かれたが、 と くに論議 されるよう

な議題 はなかった。そ して、 1977年 1月 、南アが

作成 した憲法草案が ヨハネスブルグで発表 され、同年

3月 、 ター ンハ レ会議 は同草案を十分 に論議す ること

なく採択して開散した。この憲法草案の骨子は、①多

人種暫定政府の設置、② 1978年 末までの独立、の

2本 で、あくまでも南アによるナ ミビア支配を巧妙に

永続 させようとする内容になっていた。

ターンハレ会議が開始 された 4ケ 月後の 1976年
1月 、国連安保理は、ナ ミビアからの南ア軍の即時徹

退 ・白人行政機構の解体・仝政治犯の釈放などととも

に、独立に向けた国連監理下での選挙を求めた決議 (

385号 )を 満場一致で採択 した。いぅまでもなく、

この決議を南アが受け入れるはずはなかった。 このよ

うな状況のなかで、ナ ミビア問題の平和的解決が不可

能になることを恐れた西側諸国 (米 ・英・仏・西独・

加 )は 、交渉グループを結成 して調停工作にのりだ し

てきた。それ以後、交渉グループは南アとSwAP0
の二者と個別に接触 し、呵際的に承認される独立移行

計 画について画策を続けることになる。

1977年 9月 1日 、南アはナ ミビアに行政長官

Administrator Generalを 就任 させた。その任務

は、交渉 グループと南アとの合意によれ ば、国連監理

下での選挙を実施す るための条件をナ ミビアに準備す

る、 ということになっていた。 しか し、実際には南ア

の戦略を推進することが本来 の任務であった。そのこ

とは、す ぐに明 らかになってい く。

目 1978年 の国内選挙

1978年 3月 、交渉グループは、安保理決議 385

号 か らは後退 した内容、すなわち南 アの要求を受 け入

れ た五ケ国提案 (選 挙の国連監理が国連監視に後退 )

を作成 し、南アとSWAPOの 両者に受 け入れ させた。

ところが、南ア国内では五ケ国提案を受 け入れたフォ

ル スター首相が失脚 し、 タカ派の新首相ボータは 19
78年 9月 20日 、 この五ケ国提案を拒否 した。 そ し

て、ナ ミビアではター ンハ レ会議の決定 に したがって

12月 に国連 の監視をうけない独 自の選挙が行 なわれ

るだろう、 と発表 した。 なお、国連安保理 は、南アが

拒否 したにもかかわ らず、 9月 29日 、五ケ国提案を

決議 435号 として採択 した。

1978年 12月 4～ 8日 、ナ ミビアで は国際的承

認 を得ないままに国内選挙が強行 された。 この選挙 は

さまざまな脅迫、何百人 もの S■ APO支 持者逮捕など

不公正 きわまりない ものだった。結果は、 ター ンハ レ

会議 に参加 したグループによって結成 され、白人のダ

ーク・マ ッジに率い られた政党 DTA(民 主 ター ンハ

レ同盟 )が 82%の 得票率で第一党 にな り、選挙後 に

設 立 された制憲議会の 50議席中 41議席を獲得 した。

この選挙が国際的非難をうけたことはい ぅまで もな

く、 その結果 は国連 によって も否定 された。 しか しな

が ら、南アに対する具体的かつ決定的な圧力 は、何 も

加 え られなかった。 とくに西側交渉 グループ五ケ国は、

ナ ミビアに設立 された機構は国連監視 下での選挙をさ

またげるものではない、 とい う南アの言質を もとに、

あいかわ らず交渉を続けようとしていた。 このような

状 況 は、着々 と戦略を推進 している南アに時間を与 え

るだけの ことだった。

●行政長官による "改革
tt

ナ ミビアに行政長官が就任 した直後か ら、 それまで



直 接 に南アの支配 下にあった行政機関の大規模 な権限

移行が始 まった。その結果、 1980年 初めまでに、

外交 の重要事項 と国防を除 くすべての政府機関 は、行

政 長官の支配 下におかれ た。

1979年 5月 、前年の国内選挙後 に設立 されてい

た制憲会議が、国会 に切 りかえ られた。 この国会 は、

あ らゆる既存の法律 を廃上・修正する権眼を与え られ

たが、新 しい法律の制定 には行政長官の同意を必要 と

した。 また、治安、国防、外交、国会 自体 の地位・権

限・構成、ナ ミビアの国際的立場については、審議す

る ことができなかった。 そ して、行政長官は、布告 に

よ ってあ らゆる法律を制定す る権限を握 っていた。

1979年 6月 、行政長官 は、内閣に相当す る諮問

評議会 Advisory Councilを 新設 した。 当初、その

機能 は純粋 に諮問だけであったが、後 に "自 治政府
《

をつ くる基盤 になった。

立法 および行政の分野 に関する行政長官による "改

革
くは、 ター ンハ レ会議の決定を受 けついで "自 治政

府
ttを

デ ッチあげるための布石 だった。 この段 llEで 、

ほぼ準備は完了 したといえる。

口 "自 治政府
てマ

発足

1980年 7月 1日 、 南 アはナ ミビアに "自 治政府
く

を発足 させた。 ター ンハ レ会議で採択 された憲法草案

によ ると、 ナ ミビアの体制 は、中央 ・ "ホ ームラン ドR

'主 要都 市の 3機構か ら構成 されることになっていた。

したが って、 "自 治政府
く

発足 とは、 南アが各機構 を

整備 して権限を与えた、 とい うことである。 (こ の時

点 で、すべての機構 が発足 したわけではない。強引な

見切発車であった。 )

中央 の機構 は、立法機 関 としての国会 と行政機関 と

しての大臣評議会 Cっ uncil of Ministers か ら構

成 された。国会 については、前述 したとお りである。

一 方の大臣評議会は、 それまでの諮問評議会がそのま

ま衣替え したものだった。 12名 のメ ンバーは、 11

の "住民 グループく と白人 グループから 1名 ずつ代表

と して選ばれており、全員が DTAの 党員だ。 そ して、

ナ ミビアの新聞では首相 とも呼ばれている大臣評議会

の議長 は、ダーク・マ ッジである。形式的にい うと、

彼 は国会で この地位 に選出され、それか ら彼の "内 閣
てく

(大 臣評議会 )の メ ンバーを指名 した。 ところで、行

政長官は行政権力の最高責任者 として、大臣評議会に

対 す る全面的な支配権 を握 っている。また、国会で決

め られた法律や大臣評議会 の行政的決定を拒否するこ

とが出来、 その場合、再検討の勧告書をつけて各々の

機関に差 しもどす。 さ らだ、行政長官は南ア大統領か

ら直接 に与えられた権限をもってお り、事実 上、国家

元首 として行動できる。例 えば、 EKl家 非常時には独 自

に行動 し、いつで も立法や行政の活動 に干渉できるよ

うにな っている。

"自 治政府
｀

発足 と同時に、 "新 しい《
公務員体需」

も発足 した。 1万人 をこえる既存の南ア公務員 は、一

時的 に解雇 された後、大部分が以前 と同 じ トップのポ

ス トで再雇用 された。彼 らは、新 しい体制 になって も

地位 に変動がないことを保証 されていた。

南アは、中央 より重要視 している "ホ ームラン ド“

の機構 も同時 (7月 1日 )に 発足 させた。 それは、"代

表 者機関 Representative AuthOrities tt と呼ば

れ、立法議会 と行政委員会か ら構成 された。 南アは、

この "代表者機関
tRを

民主的な ものに見せかけるため

に、次のような手をうった。



すなわち、 1979年 12月 、各 "住 民グループく

ごとの選挙を実施す る、 と行政長官が発表 した。 そ し

て、 これ らの選挙 は翌年 11月 に一部の "住 民グルー

プ tく

で行 なわれたが、それは次のような ものであった。

まず、オバ ンボ、ブッシュマ ン (正 しくはサ ン族 )、

レホボス・バ スタ_の 3"住民 グループ｀
は、最初 か

ら除外 された。オバ ンボの場合、 その理 由はナ ミビア

北部における戦争だった。 ブッシュマ ンについては、

この民主主義の行使が "時期心早
ttだ

という主張が理

由 だった。 また、 レホボス・バスターでは、前年に選

挙 が行なわれていたことが理由だった。 ツヮナとカプ

リビァ ンでは、 DTAの 支部 として結成 された政党だ

けが立候補 し、 したがって投系は行 なわれなかった。

白人 グループの選挙 は競争にな り、 DTAは 国民党 (

南 アの与党 と同一 の政党 )に 負 けた。ダマラでは、"代

表 者機関
く

の設立に反対する立場で選挙 に参加 した政

党 が勝利 した。

"代表者機関“に与え られる権限は、中央の国会で

審議・採択された後、 1980年 4月 に布告 AG8号
と して発表 されていた。それによると、各 "住 民グル

ープて` ごとに設立 され る "代表者機関
(tは

、 それぞれ

に関係す る問題 について立法・行政活動を行なう。 た

だ し、条例の制定 には行政長官の同意を必要 とし、予

算 は国会に支配されていた。

"代表者機関
tく の発足 によって、例えば 11の 異 な

る保健機関の設立が必要になり、 きわめて非能率的な

ことになっている。グループが違 うという理 由で、病

院 の治療を受 けられなかった、 とぃった事態が生 じて

きている。

主要都市の機構 は、いまだに発足 していない。

●暴力の強化

ナ ミビアには、推定 10万 の南ア軍 が駐留 している。

また、 あらゆる抵抗を封 じるために、秘密警察のネッ

トワークが張 りめ ぐらされている。

南 アは、ナ ミビアで独 自の軍隊を編成 しようとして

きた。 この計画は 1974年 に始 まり、まず部族部隊

の編成が行なわれた。 1977年 、南西アフリカ (ナ

ミビア )担 当指揮官のゲルデ ンヒュイ将軍は、人種混

成 軍の編成 を開始 した。 そ して、 1980年 8月 、 ナ

ミビアの南ア国防軍 が南西アフ リカ領土軍 (SWATF)
に改称 され、 この計画は達成 された。行政長官の発言

によると、「 swATFは 、ナ ミビアが独立するまで南

ア本国の南ア国防軍の一部であり、ナ ミビアの国防に

関す る全面 幻支配は南ア当局が握 る」 ことになってい

る。事実、 SWATFの 最高責任者は行政長官であり、

例 えば隣国ァンゴラに対する攻撃を決定するのは彼だ。
SWATFの 指揮官は、作戦上の決定権をもつにすぎな

い 。

1980年 10月 、徴兵が 16～ 20才 の黒人男子

にまで拡大 された。 このことは、何千人 もの若者がア

ンコラヘ脱 出す る状況を生 みだ した。彼 らの大部分 は、

SWAPoの 軍事部門であるナ ミビア人民解放軍 に合流

している。

南アは、ナ ミビアに駐留する南ア警察軍 (SAP)
に加 えて、多数の墨人警察軍 を育成 してきた。 この黒

人警察軍 は、 sAPが 軍隊に準 じた活動を している間

に肩代わ りをつとめ、一般市民 に対す る暴行で悪名高

い。 1981年 4月 1日 、ナ ミビア独 自の警察軍 とし

て南西アフ リカ警察軍 (SwAP)が 組織 され、行政

長官の直接指揮 下におかれた。軍隊の場合 と同 じく、

SWAPの 中で も多数の輌ア白人が重要なポス トを占

めている。

uお わ りに

南アは、ナ ミビアで強引に既製事実をつ くりあげよ

うとしてきた。南アの影響 下にあるDTAが 率 いる "

自治政府
｀は、 まさに欺満の産物である。 この "自 治

政府“が内外で承認 されていないのは当然の ことだが、

次のような事実 も見逃す ことはできないだろう。

すなわち、 DTAは 、すでに米・英・仏・西独など

の西側諸国に事務所 を開設 し、ナ ミビアを代表する政

府 として振 るまっている。 また、大臣評議会のメンバ

ー は、 これらの西側諸国に出かけ、そこで正式な代表

に準 じる扱 いを受 けている。

1981年 1月 のジュネーブ会議が失敗 して以降、

西側諸国の態度 は、 ますます南アに迎合す る度合を強

めてきた。 このよ うな状況の中で、国連安保理の決議

435号 にもとづ く選挙が早急に求め られている。

※本 文 は、 IDAF発 行 の "NAMIBIA THE
CoNSTITuT10NAL FRAUD R｀ (1981年 7月 )を
要約 して加筆 した もので ある。
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7月 30日 、 ア ンゴラ人民共和国は、 またもや南ア

人種主義者か らの武力攻撃 を受 けた。 7つ の町が南ア

に占領 され、クネネ州南部の制空権が南ア空軍の手 に

握 られ、一般住民 が生命の危険 にさらされ、そ して経

済 が破壊 された。

これは、 1976年 に人種主義者たちがア ンゴラか

ら追 い出 されて以降、 たびたび繰 り返 されてきたパタ

ー ンとまった く同 じだ。 "SWAPO追 撃
て`

を回実に し

て、 あるいは南 アのカイライ組織である "UNITAく｀

に偽装 して、南 アは隣国ア ンゴラに自国部隊 と傭兵部

隊 を送 りこんで きた。 (こ れは、イスラエルの場合 と

同 じく、国際法 を無視 した暴挙である。 ) いつの場

合 も、南ア軍 は女性・子供 ・老人を含む村人全員を虐

殺 し、食料・家畜 を略奪 してきた。その目的は、一般

住民 を大混乱 と恐怖 におとしいれ るためだけでな く、

ア ンゴラが国家建設 に集中させようとしている力 を戦

争 に使わせ るためだった。

安定 した独立国ア ンゴラは、 い くつかの理由で南ア

に脅威 を与えてい る。 まず、ア ンゴラは潜在的にきわ

めて豊かな国だ。比較的に人 口が少 な く、鉱物資源が

豊富で農業に も適 している。 したがって、プ レ トリア

に とっては悪 いことだが、 アンゴラは経済発展のため

に南 アに依存す る必要がまった くない。すなわち、他

の南部アフ リカ諸国 とはちがって、ア ンゴラは南アを

気 にす ることな く、 自由に独 自の政策を立て ることが

で きる。 このようなア ンゴラの自由は、南アにとって

我慢 な らないことだ。なぜな ら、 それはSWAPOや
ANCに 対 するア ンゴラの支援を意味 している。 また

現在 は南 アに依存 してい る他の南部アフ リカ諸国 に対

す る、長期の支援を も意味 しているか らだ。

経済的締めつけが無理であれば、 その次に南アが選

ぶ手 段は、ア ンゴラを軍事的に破壊することだ。その

際、 アフ リカ大陸の南半分を支配 しつづけようとす る

南アの戦略全体 に とって、ナ ミビアは決定的な意味を

もっている。 ウラニウムその他の貴金属が得 られ るだ

けでな く、 南アがア ンゴラを攻撃するのはナ ミビアか

らだ。 さらに、ザ ンビアとボッヮナを攻撃す るのもナ

ミビアか らだ し、傭兵 を訓1練 したり侵略基地 をつ くっ

てい るの もナ ミビアにおいてだ。

国連安保理決議 435号 にもとづ くナ ミビア総選挙

を引 きのばそうとす る南アが、それを討議す る西側交

渉 グループ五ケ国 (米 ・英・仏・西独 。加 )の 会議直

前、 あえてア ンゴラ攻撃を開始 したことは驚 くに値 し

ない。選挙を実施 するためには、非武装 ゾー ンが絶対

に必要だ。 そ して、南 アは次のようにヌケヌケと主張

している。「南アは、 "SWAPO追 撃
くで国境を越 え

ることを "余儀な く
tζ

されてお り、 したがって、非武

装 ゾー ンの安全 はア ンゴラによって保障 されない。」

南アのア ンゴラ侵略 と結合 して、人種主義者のカイ

ライ組織 UNITAに 信用を与えようとする、新 たなキ

ャンペー ンが開始 されてい る。 UNITAは 、南アがア

ンゴ ラに侵入 してまで全面的に支援 したにもかかわ ら

ず、 アンゴラ独立 の時点で完全 に信用を失ない、敗退

した組織 だ。

南ア軍 と共同行動をとるようになるまで、 uNITA
がポル トガル植民地軍の情報機関 と一体であったこと

は、忘れてな らない事実だ。 ところが今 日、次の こと

を世界 に納得 させようとして、莫大 な費用を使 った宣

伝活動が行なわれている。つまり、南アの基地・南ア

の武器 。南アの物資・南アの正規部隊 と傭兵部隊 まで

も使用 して活動 しているUNITAが 、民衆に支持 され

たア ンゴ ラ政府を代表する勢力 だ、 という宣伝である。

実際、米国 は、現在のアンゴラ政府を承認 しない主要

な理 由の一つとして、 これを利用 している。そ して南

アは、米国が UNITAは 正統な民族運動である、 と西

側同盟諸国に納得 させて くれることを期待 している8

(ICSAの 機関誌 No.14、 1981年 8月 号 )



大いなるいなか町
｀
名古屋

“
わもの報告

名古屋地方の人々が生粋の「 名 古屋 っ子」であるた

めには、預金は東海銀行、買物 は松坂屋百貨店、外出

は トヨタの自動車、電車 は名鉄電車、野球 は中日球団、

もちろん名古屋弁を話 さなければな りません。そ して、

もう一つ忘れてはな らないのが、中 日新間です。中 日

新 間を読 まない「名古屋 っ子」 なんて考え られません。

それだけ中 日新聞は名古屋の人々に読 まれ、 した しま

れ、「名古屋 っ子」の心をとらえてい るんです。

「名古屋 っ子Jに とって、中日新間がいっているこ

とは、すべて真実なんです。最近、そんな中 日新聞に

南 アフ リカ共和国の記事を目ざとく見つけました。

o8回 シリーズ『 アフ リカ最南端 』

7月 6～ 15日 夕刊、カラー写真付の一面記事、

カメラと文 =坂倉 修

oコ ラム「紙 つぶて」 の『 南 アフリカ雑感 』

9月 1日 夕刊、二面、小川修次 =日 本特殊陶業社

長

o「 ニ ュース間答」の『 新局面のナ ミビア 』

9月 7日 朝刊、二面

そ こで、 これ ら3つ の記事を読んで感 じたこと思 っ

た ことを、以 下にまとめてみま した。

「 アフ リカ大陸の最南端、喜望峰 とダイヤモ ン ドで

知 られ る南アフ リカ共和国。最近 はウランと原爆実験、

そ してアパル トヘイ トと呼 ばれる黒人差別政策で世界

か ら注 目されている。地球の裏側のこの遠 い国へ、 日

本 か ら週一本だけ英国航空の直行便が出ている。金曜

日の夕方、成田空港を出て、途中 3回 給油 しなが ら約

21時 間夜間飛行を続 けると、朝の ヨハネ ンブルグ空

港 に着 く。 ジャンボ機が就航 したのを機会 に、 日本 に

はな じみの薄 い南ア共和国のカメラルポを試みた。」

(『 アフリカ最南端 』前文 )

この文章か らわか ることは、週一便の英国航空直行

便 がジャンボ機になったということです。 このことは、

南ア・ 日本間の人間交流が多 くなったことを意味 し、

経済的パイプがより太 くなったことになります。 それ

を機会 に、中 日新間の筆者が、 たぶん南ア観光局 によ

って招待 されたので しょう。冒頭の文中か らは、 けっ

して筆者の南アに対する不安、期待、憤 り、 どん欲 さ

な どの躍動が伝わってきません。彼 は、仕事 として南

アヘ取材 に出かけていったのであり、人間であるより

も、新聞社 とい う一企業の社員であるよ うです。彼の

南 ア・イメージは、喜望峰であり、ダイヤモ ンドやウ

ランのようです。マスコミ界 に生 きる人間 として、原

爆実験 のことは知 っていたので しょう。 しか し、 アパ

ル トヘイ トについては、何 も知 らないよ うです。 アパ

ル トヘイ トを、「人種差別政策」 としています。「人

種隔離政策Jと 「人種差別政策Jと を、同 じにみな し

てい るので しょうか。それ とも、南ア政府 を意識 して

いるか らなので しょうか。いずれに しても、重大な問

題点 があります。アパル トヘイ トを知 らないか ら、無

意識のうちに差別政策 がイメージされ るので しょう。

ところが、 5回 目か ら「人種隔離政策」に変更 された

のです。筆者の視点がいかなるものであるのか、 この

点 に注目すれば一 目瞭然です。途中か ら変更するとは、

筆 者の無知を さらけだ しているようなものです。 きっ

と、第二者か ら指摘 されたんで しょう。

飛行機を降 りた時点 か ら、 白人の社会、白人の視点

に立 たされているのです。名誉白人 だなんて大 きな顔

を して、黒人労働者が造 った飛行場や道路を歩 きまわ

らないではしい。筆者のいう「 な じみの薄 い南ア共和

国」 で、 カメ ラを通 して見たものは何であったのか。

8枚 の写真に写 し出されたものは、バ ンツー族のおど

りが 2枚 、プ レミア鉱山でダイヤモン ドを掘 っている

黒人労働者が 2枚、ケープポイン ト近 くのアザラシ、

喜望峰、 クルガー公園のライオ ン、「 ここがアフリカ

とはどうして も信 じられない」 と筆者が思 った高層 ビ

ルが林立するヨハ ネスブルグの町、が各 1枚 ずつです。

彼 は、南アで何を見てきたので しょうか。黒人の生

活 は見えなかったんですか。インド人やカラードが目

に入 って こなかったんですか。白人社会を支 えている

黒人社会 に気がつかなかったんですか。私 は知 りたい。

南 ア共和国の経済状勢よりも、南アのおかれている国

際政治状況 よりも、 もっと生々 しい現実 を知 りたい。

日本人 とい う一人の人間がとらえた、自人 の生 きざま

黒人 の生 きざまを知 りたいのです。 しか し、私が知 り

たい ことは、新聞記事 として価値がないんで しょう。



中 日新間の坂倉 さん、 もっとアパル トヘイ トについ

て、真剣 に勉強 して考 えて ください。「名古屋 っ子」

の愛読新聞 として、「名古屋 っ子」 に読まれやすい記

事 を書 くことに気をつか うのではな く、一人の人間 と

して、一人 のルポライターとして記事を書 いてもらい

たい。大 いな るいなか人「名古屋 っ子」のためにも、

がんばって もらいたい。

『 南アフ リカ雑感 』は、企業の社長 とい う立場の 日

本人 が、初 めて南アを訪問 した時の感想文です。南ア

の地理的 。怪済的・社会的説明だけで終 って しまうの

か ナ下、 と思 って読み終えると、最後 の一言がどうも

気 になって しまいました。

「 アパル トヘイ トが少数 白人の生 きてい くための手

段 とはいえ、黒人 も白人 も仲 よ く共存できる道 はない

のか と、あ らためて人種問題 の難 しさを知 らされた思

いであった。大西洋 とイン ド洋が合流する喜望峰に立

って、 その景観のすば らしさに圧倒 されなが ら、私 は

日本で 自由場達 (か ったつ )に 生活できる幸せを しみ

じみ感 じたものである。」

この一言は、南 アを訪れる日本人 だれ もが思 うこと

ではないで しょうか。 もし、私が南アヘ行 って喜望峰

に立 てば、 きっと同 じことを思 うで しょう。 自由に生

活 で きる幸せを しみ じみ感 じる日本の社会 に対 して、

多 くの 日本人 は満足感 をいだいています。スーパ ーヘ

買物 に行 って、牛 肉が高いと思 ったり、東南アジア製

の 下着が安 いと思うことはあって も、高 い牛肉や安 い

下着 のメカニズムまで考えることはありません。

日本人が南アヘ行 って感 じることは、アパル トヘイ

トや黒人労働者のことではありません。「 日本人の幸

せ」 だけを感 じて帰って くるようです。で も、 日本人

は本 当に幸 せなんで しょうか。 いちど、 日本人は日本

人 であることか らぬけだすことが必要ではないで しょ

うか。 そ して、 日常生活の一つひとつの物 ごとに対 し

て、考えなおす必要があります。

「 名古屋っ子Jは 、 この『 南アフ リカ雑感 』を読み

何 を思 ったことで しょうか。今の私 には、 それを想像

す ることがで きません。  (名 古屋在住、 0)

GQABI
1981年 7月 31日 の夕刻、 ジンバブェ

の首都 ソールズベ リで、 ANC(ア フリカ人

民族会議 )指導者の一人、 ジョー・ グヵビ (

52才 )が暗殺 された。彼の死体 は、 自宅の

El」 の車 内で発見 され、頭 と胸 を至近距離か ら

撃 たれていた。

ジンバブエ情報大臣は、「 この残忍な行為

は、南ア人種主義者の悪 ラツなる手先による

仕業 にちがいない。Jと 発表 した。彼 は、今

年 2月 にも殺 されかけたことがある。

解放闘争の息子であり、その中で育 まれた

ジ ョー・ グカビは、不屈の闘争 によって口べ

ン島 に 10年間投獄 されたこともある。最近

は、 ジンバブエ駐在の ANC主 席代表者とし

て、国外での闘争 を続 けていた。 合掌。



O⑩ ⑪
口静岡アフリカに学ぶ会の機関誌「 アフリカから」

第 5号が、 7月 に発行 された。 3月 9日 付静岡新聞

に掲載 された「 日本人は『 名誉白人 』Jと いう題の

河崎一郎署名記事をめ ぐって、静岡アフリカに学ぶ

会が公開質問と抗議行動を展開 したことが中心に編

集 されている。

連絡先は、静岡市北安東 4-28-28山 口気付。

日本誌前号で紹介 した京大南部アフ リカ問題研究会

が、機関誌の発行を開始 した。「新たな "共同的な

るもの“を再建する活動の一つの道具 となってほし

い」 という目的で 6月 に創刊され、その後、月 1回

のペースで 3号 まで発行 されている。連載記事か ら

最近のニュースまで内容 も豊富で、読みごたえがあ

る。同研究会では、読者の拡大を目ざしている。

連絡先は、京都市左京区吉田・京都大学内、の同

研究会。定期購読料は、 1年間 (12回 )3000円。

□ 8月 29日 、アムネスティー関西グループの合宿

において、「アパル トヘイ トの国、南アフリカ」と

「 南アフリカ解放への道Jが 上映 された。また9月

8日 には、枚方市職員労働組合の組合員有志によっ

て、同様の上映が行なわれた。

饉 7月 24日 、部落解放研究所主催の国際人権規約

連続学習会で、こむらどアフリカ委員会の S氏がア

パル トヘイ トについて講演 した。部落解放同盟は、

南アの解放闘争に強い連帯の意志を示 しており、来

年に予定 されている大会に南アか らの代表 も招 きた

い意 向のようだ。

回 10月 10～ 11日 、静岡で「第 4回反アパル ト

ヘイ ト全国集会Jが開かれる。 これまで、東京・静

岡・大阪のグループが中心になって開かれてきたが、

今年 は京都のグループの参加 も確定 しており、日本

における反アパル トヘイ ト運動は少 しずつ広がりを

みせている。集会では、各グループの活動報告 とと

もに、共通 して各地で取 り組む運動課題が討議 され

る予定。全国集会の様子は、本誌次号で報告する。

囲 11月 14日 、京都で、 シンポジウム「第二世界

の民衆と文化運動Jが開かれる。当日は、ヶニァの

作家グギ・ヮ・ ジォンゴ氏と、ボ リビアの映画監督

ホルヘ・サンヒネス氏が講演する予定。また、 この

シンポジウムに関連 して、 レセプション(11月 11日 )

と映画会 (11月 11/‐13日)も 計画されている。実行委

員会では、 シンポジゥム等への参加とともに、開催

費用のカンパを呼びかけている。

連絡先は、京都市下京区四条鳥丸西入ル・住友生

命 ビル 8F・ 京都イングリッシュセンター内の「第

三世界の民衆と文化運動」実行委員会。電話番号、

075-221-2251。

回 こむらどアフリカ委員会では、来年用の反アパル

トヘイ ト・カレンダー作成を計画 している。 これま

で の "作品
ttが

好評であったことに気をよくして、

またまた作成を決定 したもの。来年用は、 日本人の

手 によるアフリカをテーマにしたデザィンを使用す

ることになり、目下、原図作成者と交渉中。

0「告知板Jの 欄には、当委員会からのお知 らせ、

私たちの運動に関連 した出来事などを掲載 していき

たいと考えています。集会等の計画があれば、ぜひ

ご連絡 ください。また、本誌に対するご意見、批判

とともに、投稿 もお寄せください。



3月 24日 、 アビジャンを発つ。 モー リ氏の家 は、

居心地 はいいのだが、少々よすぎて、 これか ら貧乏旅

行 を しようとするな ら体 がなまって しまいそうだ。 な

ので、早々に出立 した。彼の家は、使用人 をひとり使

って、かな りしlt)生 活 を している。

コー ト・ ジボァールの首都 アビジャンか らオー ト・

ボルタ の首都 ワガ ドうグまで鉄道が通 っている。 アフ

リカの鉄道網 は、植民地時代 の路線 そのままのところ

がほとんどだ。新たな路線 をつ くるとなると、 ご存知

のタ ンザ ン鉄道 のよ うに、非常に困難であるし、大量

の資金を必要 とする。 その資金がどこか ら出 るのかが

また問題 となる。また、国境 をこえた鉄道の建設 とな

ると、国家間の戦争 の多 いアフ リカの こと、アフ リカ

全土の鉄道網 など夢 であろう。

まず最初 は鉄道 にの りたかったので、アビジャンの

駅か ら午後の列 車にのった。 オー ト・ボルタヘの直通

便 は、 日に 3便 ある。私 がのった 2等 はアフリカ人 ば

か りで、 1等 に 2～ 3人 の白人 がいた。男の親子づれ

と一緒 になる。彼 はア ビジャンで働 いていて、 これか

らワガ ドウグに帰 るところだという。家を建てるのだ

といって、設計図を見せて くれた。魚を乾燥 させた も

のを大量 に もっていて、 ワガ ドゥグの市場で売 るのだ

とい う。他 の客 も、ナツメヤ シの干 したものや ら何 や

らを抱えこんでいる。

2等 は非常に混んで いて、 その中をズボ ンや櫛、 ア

クセサ リーを売 り歩 く売 り子 が通 るものだか ら、すさ

ま じい様相をみせる。無賃で乗 って くる売 り子 もいる

が、客が売 り子に早変 わりす ることもある。出発す る

までが大変で、車掌 が無賃乗車の者を何や らぶったた

いて追 い出 している。 ワガ ドウグに着 くまでにい くつ

かの駅で停車するのだが、だいぶ混んでいるため、途

中からの る者を ドアを開めて入れ させないように した

り、強引にのって くる客 との間でケ ンカがおきた りす

る。

トイ レに行 くのが大変だ。 トイ レに行 ったスキに荷

物をと られることもあるし、 トイ レの場所 に行 く途中

で通路 にあふれてい る客 をふんづけてケ ンカが起 きる。

その うえ、 この トイ レ、出発 して 2～ 3時 間 もす ると

使用に耐えな くなる。なぜな ら、使 ったあと壁 にウン

コをぬ りつけるは、便器 はつまるは、床 は何や らグシ

ャグシャしているはで、 とうてい使用できない。

途中、 2度 ほど ドロボゥさゎぎがあった。停 まる駅

では、夜中で も売 り子が集 まって くる。国境では、全

員が降 ろされて荷物検査をされる。国境か らワガ ドシ

グまでの間は、マ ンゴーやバナナが安 く手に入 る。 そ

のため、 アビジャンに行 く者 は、 ここで大量に くだも

のを買いこむ。 それで、列車の中はバナナのかお りが

ただよいは じめる。

2日 目にワガ ドゥグの駅 に着 く。以後 3日 間 この駅

で寝 るが、なかなか居心地がいい。駅のわきには食べ

ものの露店がな らんでいるし、夜 は子供 が水を売 りに

くる。朝 はや く出 る列車をまつ人々が、何十人 も寝 と

まりしている。

コー ト・ジボアールで、オー ト・ボルタとニジェー

ルのビザをとっておいた。 それで、 ヮガ ドぅグでは、

一 日中ぼんや り町のなかを見 ていた。歩 きまわる女tに

なれず、寝 ころんだ り、ボケーと していた。 この町は

乞食や身体 のわるい人が多い。彼 らがす りよって くる

のだが、お金をあげるのは時躇す る。東京か ら乞食が

いな くなったのは、いつの ことか。私が子供の頃には

見かけた。東京オ リンピックの時、 日本の恥だか らと

皆 ひっ くくって精神病院にたたきこんだ、 とい う話を

聞いたことがある。 この町の乞食、たたきこむには少

少 イキのいいのが多い。

ぼんや りと町をながめていた時、私のそばで 2人 の

女の子 が休んでいた。 ひとりの子供 はナ ッツを売 り歩

いている子供で、 日影でひと休み していた。 もう一人

の子供 は、あとか ら私のそばにす りよってきて、あっ

l■ らかんと「 お金をちょうだいJと 、手 をさしだ して

きた。 この子供、売 り歩 くものを何 も持 っていない。

ナ ッツ売 りの女の子は、その子の うしろで顔を しかめ

て、タン タン と、 さかんに手 をふっている。 ひ じょう

に対象的な二人の表情 は、印象的だった。 この子供 た

ちが大人 になった時、 この子供 たちの表情に表われて



い るアフ リカは、 どのようになっているだろうか。

オー ト・ボルタには、現在、川田順造 さんがいると

聞 いてヮガ ドゥグでさが したが見つか らず、オー ト・

ボルタは川田さんにまかせてニジェールに行 くことに

した。

ワガ ドウグのバ ス停を朝 9時半頃に出発。小型 トラ

ックバ スというゃつで、客 をギュゥギ ュウにつめこむ。

私 な ど、床におかれたタイヤの上にすわっていた。そ

の うえ、 このバスは窓ガラスがほとんどないため、舗

装 されていないところではホコ リが中までまい こんで

きて、 それとのたたかいが始まる。 ヮガ ドゥグか らニ

ジェ ールのニアメーまで主要幹線道路なのだが、舗装

されていない部分が多 い。 あとで知 ったのだが、 sNTN

というニジェ=ル の国営バス会社のバスが同 じ路線を

は しっていた。窓 ガラスのある非常にいいバスで、値

段 を聞いた ら私の方 より安 い。私の方 は、ケツのいた

いの とホコ リとで、 もうごめんだ、アー、早 く降 りた

い、 と考 えどうしだ った。

国境に着いたのは夜 で、夜 は国境が閉 じているため

そこで寝 ることになった。寝袋を荷物 と一緒に車の屋

根 にあげていたため、少々困った。 しか し、そこはょ

くしたもので、ゴザを貸す人間がちゃん といる。 アフ

リカ人 などは、自分のゴザを持 って旅行 している。 こ

のゴザ、 いろいろと色彩のゆたかなゴザで、各地 それ

ぞれ特徴があっておもしろい。

3月 29日 、ニアメーに着 く。市内か ら20キ ロの

ところにキャンプ場があり、安 く野宿 させて もらえる。

ニアメーでいいのは、 タクシーが均―料金 (loOcFA、

1ド ル=250CFA)で 安 く、便利なこと。市内バスは

略線 も本数 も少な く、安いが不便。

ここで、ナイジェ リアの ビザを とる。 カメルー ンの

ビザ を とりたいのだが、 フランス大使館が代行 してい

ないので、ナイジェ リアで とるしかない。最近、 フラ

ンス大使館はアフ リカ各 国の ビザの代行を しな くなっ

た らしい。最初の目的地がニ ジェ ールとカメルーンでt

カ メルーンに長期滞在するつ もりであった。だが、ヵ

メルー ンの ビザをとるのに苦労 してい る。

ニアメーには、マル シェ (市場 )が 2つ ある。グ ラ

ン・マルシェ とプチ・マル シェで、中は迷路のように

な っている。おもしろかったのは、 ここのマル シェで

くだ ものを売 っているのは男、野菜を売 っているのは

女、 と分かれていた こと。 ヮガ ドゥグでは女 ばか りで、

土地 によって違 いがあるようだ。

肉は鳥肉と牛肉が多 く、町中では豚 も見かけるが、

肉 と してはムス リムが多いので少ない。 くだ ものは、

オー ト・ボルタが一番安かった。ニァメーで も、マ ン

ゴーはわりと安 く、 100oFAで 6～ 7個 を買 って食べ

た。 スーパーマーケ ッ トもあるが、高 く、 白人が多 く

使 っているようだ。

値段には定価がな く、旅行者だ とふっかけて くるの

で、必ず交渉が必要だ。半分までは、必ず 下がる。 こ

れをめんどうくさがっていた ら、アフ リカで物を買え

ない。 ひやか しなが ら歩 きまわるのは、なかなかおも

しろい。今 までまわった国では、 これで もか これで も

か というほど品物が豊富で、衣服や布 は色 とりどりの

ものが並んでいた。

4月 3日 朝、マル シェの とな りにあるバス停 か ら出

る。 ニアメーとジンダー間は、ほぼ道路が舗表 されて

い る。ただ、町 ごとに停車 して警察 に申告 しなければ

な らないので、それに時間を くう。夜、途中のバ ス停

で寝 る。多 くの人がバスか らおりて、星空 の 下で紅茶

を ごちそうにな りなが ら、いろいろ話をす るのは楽 し

い。 (1981.5.6記 ) (つ づ く )

事務所開設・連絡先変更のお知らせ

こむ らどアフリカ委員会では、 10月 より事務所を開設することになりました。今のところ部屋を

確保 した段階ですが、将来 は資料をそろえ、小人数の学習会などにも利用したいと考えています。

当面は不定期で開設 し、今後、曜日と時間を決めて週 1回 はメンバーが常駐する態勢をつくる予定

です。なお、事務所開設にともない、当委員会の連絡先を事務所の住所に変更いたします。

新住所  千530 大阪市北区同心 2-11-19 東邦同心町ビル lo2号室

交通便 国鉄環状線「天満J駅 下車、線路 にそって天王寺方向へ 300m。 線路の右側す ぐ。



こ む ら ど 主 観
0私 の「 アフ リカは遠 いか J

楠原彰著『 アフ リカは遠 いか 』 (す ず さわ書店 )の

感想文を書 こうと思 ったのですが、その前に「 アフリ

カは遠 いか」をテーマに、 自分な りに思 ったことをま

とめてみま した。

や っば り、 アフ リカは遠いのかな。一番身近 に感 じ

るのは米、英、仏、西独などの西欧諸国、それか ら中

国、朝鮮、東南アジア諸国、そ して中東、アフリカ、

中南米諸国の順番 にな ります。

意外なのが朝鮮、距離的には一番近 いはずなのに、

それほど身近 に感 じません。 テ レビ、新聞のニュース

程度な ら知 っています。 けれど、地名をそれほど知 ら

ない、人名を読 めない、歴史 も日本史 の付属程度にし

か知 らない、生活 も文化 もあまり知 らない。在 日朝鮮

人 の存在や状況 は知 っている、金芝河氏 も知 っている、

光州の事件 も知 っているけれど、朝鮮 よりもアメ リカ

や西 ヨーロッパ諸国の方が、 よ り多 くのことを知 って

いて身近 に感 じる。

これは、いったいなぜか。政治的関係 ・経済的関係

人 間交流の量より、文 4ヒ 的つなが り、文化のながれに

重要なポイ ン トがあるように思 えて きます。つまり、

日本の白い仮面をかぶ った文化に原点があるようです。

「 アフ リカは遠いか・近 いかJの 問題 は、 アフ リカ

に対 してどれだけの関わ りを自らが もとうとするのか

否 か、の問題であると思 います。つまり、いま現在、

ア フ リカ と関わ りがあるかどうかの問題ではな く、今

か ら自分 がどれだけアフ リカに関わ ってい くかどうか

とい うことではないで しょうか。 このことは、アフ リ

カ問題 にかぎ らず、すべての国際問題、国内問題 に共

通 しています。

このよ うに、外的要因 もさることなが ら、内的要因

に も見のがす ことがで きないものがあるようです。 自

分 の生 き方 として、人間の社会 に対 して積極的に目を

向 け、 この社会の一員 として関わって生 きてい くのか、

それ とも社会の流れ、歴史の流れに自分の生 き方をゆ

だねるのか、その人間の生 き方 によってアフ リカは遠

くに も近 くに もな るのではないで しょうか。

現在の私にとって、 アフ リカは遠 いけれど、 自分の

生 き方 によって、い くらで も身近に関わることができ

るよ うになる、 ということです。 また、そうしなけれ

ばな らないと思 っています。

読者のみな さん、楠原彰著『 アフ リカは還 いか 』を

読 まれた方は、 どうぞ感想や意見をおよせ ください。

また、読んでおられない方で も、 この本のタイ トル『

アフ リカは遠いか 』をテーマに、 自分な りに考えたこ

と、思 ったことをハガキにで も書 いて送 って 下さい。

最近、 NEKの 労働組合である日放労の組合員から

次のような話を聞いて、 ビック リすると同時に背彗が

寒 くなった。ほとんど知 られていない事実だとこうの

で、簡単に紹介 しておく。

本年 2月 4日 夜、「ニュース・セ ンター 9■」とい

う番組で、『 ロッキー ド事件 5周 年、田中鳥栄の光 と

影』が放送された。ところが、その内容は、ま送致時

間前に上部の命令で部分的にカ ッ トされたものだった。

それだけではな く、第一線 の記者か ら管理装 まで、 こ

のカ ットに反対 した者全員が、夏 の人事移動で見せ し

め的 に転勤 させ られた。 これ ら一連の出来事の裏 には、

NHKを 意 のままに しようとす る政府 自民党 の王力が

あるという。

このような話を聞 くと、 NHKの ア フ リカ報道を間

題 にす る以前 に、 NHKの 本質 その ものを問題 にせね

ば、 と思 えて くる。放送内容に対 して、「良か ったJ

とい う電話 は多いが、右翼を除いて抗議の電話 はほと

ん どない、 という。 このことは、全国の人々が無批判

に NHKテ レビをみている、 ということの証明であろ

うか。

ちなみに、右翼のみなさんは、電話だけでな く宣伝

カーを放送局に乗 りつ けてガナ リ立てるそ うだ。彼 ら

の "批判力
てて

と行動力 だけは、私 たちも見習 いたいも

のである。  (し )

_■ ・―・ス
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