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南アフリカの核兵器開発に反対する「

3月 21日 、全国各地から 19万 4千人 (主 催者発

表)の 人々が広島に集まって、「 1982年 。平 和の

ための ヒロシマ行動」が展開された。私も参加者 の一

人 として平和公園の会場 に座わっていたが、これまで

にない反核 。平和運動の高まりを感 じるとともに、そ

の参加者の多様 さに驚きをおぼえた。この集会が画期

的な大成功だったといわれる理由の一つは、まさに、

この集会参加者の多様 さと規模 にあったといえるだろ

う。

ところで私は、 6月 の国連軍縮特別総会に向けた取

り組みを強調するアヽ

'ピ

ニルなどを聞きなが ら、他方

で南アフ リカによる核兵器開発の問題を考えていた。

残念なが ら、この集会のなかで南アの核兵器問題が取

り上げられることはなかった。やむをえないことだと

は思いつつ、 しか しながら壇上でアッピール したい衝

動にか られていた。 と同時 に、これまで私たちがアパ

ル トヘイ ト反対運動の中で南 アの核兵器問題を取 り上

げて こなか ったことを反省 していた。南アの核兵器開

発 に反対す ることは、日本だけで なく世界各地で高ま

っている反核 。平和運動に合流す ることで もある。 ヒ

ロシマ行動に参加 して、私自身、そのことを確信でき

るとともに、早急 に運動を開始する必要性を痛感 した。

南アの核兵器問題 に関 しては、今年の2月 、東京の

アフ リカ行動委員会か ら「南アフ リカの核兵器開発 J

というパンフレッ トが発行された。これまでは他に同

様のものがなく、これによって初めて南アの核兵器開

発の実態が 日本に紹介 されたことになる。 このパ ンフ

レットの内容を簡単に報告 し、ぜひ皆 さんにも一読 し

ていただくようお願いすることで、具体的な行動の第

一歩をふみだしたいと思 う。

少 し長 くなるが、国連反アパル トヘイ ト特別委員会

議長 B.ア クポロデ・クラーク氏の序文を引用 してお くo

「 核技術な らびに核関連施設 ・設備を開発 し、核軍事

能力を獲得 しようとする南アフ リカ政権の気違 いじみ

た行為は、国際社会に対する憂慮すべき脅威であり、

緊迫 した挑戦 となっている。この南アフ リカの政権は、

人種主義に支えられ、人種主義を実践 している独特な

政権である。…・……この政権が、国際世論や国際道義

の規範をものともせず 、アフ リカ諸国 。人民ならびに

アパル トヘイ トに反対するすべての人々に脅威を与え

なが ら、その非人間的体制を永 らえさせるために、核

能力を獲得 し利用 しようとやっきになっていることは、

まぎれもない事実である。……… この地球か ら植民地

主義が除去されようとしているときに、またアフリカ

大陸が隷属 と虚辱の数世紀の後の全面的解放を待ち望

んでいるこのときに、プレ トリア政権 とその協力者た

ちは、その不可避 の成行きを遅 らせ紛糾 させるために、

核兵器を振り回す人種差別的モンスターの脅威をつ く

りだし′たのだ。………核の分野における一―直接的な

ものであれ間接的なもので あれ ――南ア政権 とのあら

ゆる協力関係に終止符が

'」

たれなければならない。南

アの核開発計画 とそれに対するr.国 t_犯罪的加担を明

確 に分析・解説するこのパ ンフレットを、私は推賞す

る。」

以上の序文からもわかるように、このパ ンフレット

を読むと、日本を含む西倶1諸国の支援をうけて南アが

独自の核兵器を開発 しようとしている状況が明 らかに

なって くる。そ して結論 Lして、「南アフリカは今や、

小型核兵器を持 っていることが考えられる」 と断言し

ている。「考えられる」とい う表現 にな っているのは、

十分な状況証拠があるにもかかわらず、南アが核兵器

の保有を正式に公表 していないからである。

このパンフレッ トは、 F南アの軍事及び核開発への

国際的加担行為に抗議する世界キャンペーン」という

団体が 1980年 2月 に発行 したものを 日本語訳 した

ものだが、アフ リカ行動委員会 によって独自の補章も

付けくわえられている。すなわち、南アの略史から今

日の政治状況、民衆 による抵抗闘争、そして日本と南

アの協力関係な どについて、わかりやす く書 かれてい

る。これによって南アの全体的な状況を理解すること

ができ、そのなかで南アが核兵器を持つことの意味が

より鮮明になってきている。また、とりわけ日本 と南

アの関係について、例えば原発 に必要なウランをめぐ

って切 って も切れない関係にな っていることが理解で



きる。アパル トヘイ ト体制に加担・依存 している日本

の姿を知るためにも,ぜひこのパンフレットの一読を

おすすめしたい.:  |  :11   1 :  :
日本では今年 になって反核運動 に大 きな変化が生 じ

たが、南アでも昨年 11月 、核をめ ぐる大きな変化が

あらたと伝えられている。このパシフレットには書か

れていないので、簡単に報告 しておく。

昨年 11月 18日 付タイムズ紙の報道 によると、南

アは今年末に運転開始を予定 tノているケープタウン郊

外のコーベルグ原子炉で使 う濃縮 ウランを フランスか

ら確保 したという。このニュースが正確 だとすると、

それは南アにとって起死回生の出来事である。

南アは、実験研究段階から実用化時代に向かう最初

のものとして、 コーベルグに 2基 の商業発電用原子炉

を建設 してきた。出力は 1基 当り92.2万 剛 (電気出

力)で、 1号炉が '82年、 2号炉が '83年 に運転開始

予定で建設は進められてきたが、実は燃料 となる濃縮

ウランを確保する目途がついていなかった。なぜなら、

1南 アに核拡散 防止条約を批准 させる目的で、'77年に

当時のカータニ政権が米国から南アヘの濃縮 ウラン供

給を差 し止めていたからである。カーター政権は、米

国以外からの供給 にも圧力を加えていたといわれる。

これに対 して、南アはバ リンダバに独自のウラン濃

アン_l‐う人民共相国

ナミビア

「

縮プラントを建設し、その拡大に全力をあげてきた。

('8o年岱中頃までには、年間50ト ンを生産するよ

うになると予演」されている6)しかし、コーベルグ原子

炉の需用を満だすまでには至ってtヽ ない。したがって、

南アは何 としても緊急に外国か ら濃縮ウランを確保す

る必要に迫 られていたのである。

運転開始予定ギ リギ リにな,っ て、急転直下、南アが

フランスから濃縮 ウランを手に入れた背景は何であろ

うか。昨年 5月 、南アのボータ外相がワシン トンを訪

問 しているが、その時 に、米国からの供給再開か、そ

れがダメなら他の国からの供給に対する了解を求めた

といわれている。そこで レーガ ン政権は、おそ らく後

者について認めた ものと思われる。フランスが供給を

引き受けたことについては、 コーベルグ原子炉をフラ

ンスの共同企業体が建設 してきたことと関係 している

かもしれない。

いずれにしても今回の出来事は、ひじょうに重要な

意味をもっている。まもな く運転 されるコーベルグ原

子炉 は、南アに新 しいエネルギー源を与 えるだけでな

く、核兵器開発を大 きく前進させることになるだろう。

日本での反核・平和運動 において も、南アの動きを見

おとしてはならないと思う。 (霜 )
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り
81多発するゲ リラ満蒟

国連の反アパル トヘイ トセンタこなどが集めた南ア

国内での武装闘争 の記録 によると、ここ数年、その件

数は劇的に増加 してきた。それだけではなく、攻撃の

時期 と場所を慎重 に選び、他の抵抗闘争 と十分に結合

したうえで展開 されていることが明 らかになっている(

下の地図は、 1981年 の 1年 間に武装闘争が行な

われた場所を示 している。これ らの攻撃 は、ANC

(ア フ リカ人民族会議 )の武装組織 ウムコン ト・ウェ

。シズウェ (民族の槍 )の勢力拡大を証明するものだ,

例えば、昨年 5月 の共和国誕生記念 日 (白人だけにと

っての祝 日)には、国内 5ケ所で同時に武装闘争が展

開された。ゲ リラたちが警察や軍隊の非常警戒線をく

ぐり抜 けて逃げたことは、さらに重要なポイ ントであ

り、長年の活動で各地に支援のネッ トワークがつくら

れていることを意味 している。

攻撃 の目標は、交通機関、エネルギ ー施設、行政機

関、警察、軍隊などで、人命を奪 うことよりもアパル

トヘイ ト体制 の中枢機構 に最大限のダメージを与える

ことに限定 されている。例えば、 1981年 8月 のプ

レトリア近郊にあるボア トレッカーホー ト軍事基地に

対する大胆なロケット砲攻撃は、 これまで予想 もされ

ないようなことだった。この時には、ゲ リラを逮捕す

るために大規模かつ極秘の捜査が行なわⅢ、報道管制

も実施 された。

武装闘争の高まりによって、体制側の損害は魯激に

増加 してきている。ANCゲ リラによる 4月 21日 の

ラモン ドビル発電所の破壊は、 250万 ラン ド (約 7

億 3千万円)の損害を与えたが、 これは 1980年 6

月にsA SOL(石 炭液化燃料施設 )が爆破されて以降、

最大のもので ある。

①ヶ一プタウン

12月 9日  協力・開発事務所が爆破された。

②ポー トエリザベス

 ́5月 20日  ケープ タウンとヨハネスブルグを結ぶ

鉄道が破壊された。  8月 8日  町の中心で爆破
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が行なわれた。           _      ◎ジェペス リー フ

‐   ‐
~      11月

■日 スワジラン ドとの国境 にあ―る南ア国防軍

③イース トロン ドン                  の兵舎が破壊 された。

1月 16日  ムダントサネにつながる鉄道が破壊 され

た。  5月 25日  フォ ー トジャクソンの警察署が  ⑩ ヨハネスブルグ、プレ トリア地区

攻撃 された。  5月 27日  ムダン トサネで警官の   5月 25日  ソウェ トにつながる鉄道が破壊された。

自宅が攻撃 された。  8月 5日  町の中心で爆破   7月 21日  発電所の変圧器が破壊 された。  8月
が行なわれた。  8月 19日  ムダン トサネとルス   12日  ボア トレッカーホー ト軍事基地が 4台 の 122

山を結ぶ鉄道が破壊 された。  9月 3日  ムダン   ミリ砲で攻撃 された。  H月 12日  ロスリン社の

トサネで爆破が行なわれた。  12月 22日  ダンカ   発電所の変圧器 2台が破壊された。  12月 1日

ンビレッジにあるイース トケープ行政庁の事務所が   ジャーミス トンで石油貯蔵所が破壊された。

爆破された。                    12月 9日  ソウェ トで協力 ・開発事務所が爆破され

た。また、オーラン ドとソウェ トの簡易裁判所も爆

④バターウォース                   破 された。  12月 12日  ウォンダーブームの警察

8月 7日  トランスカイの警官 2名 が銃撃された。   署が攻撃 された。  12月 14日  キャピタルパーク

変電所が爆破 された。  12月 15日  プレトリア変

⑤ダーバン                      電所で 5回の爆発が起きた。

2月 7日  町の中′心、で爆破が行なわれた。  4月
21日  ラモン トビル発電所が爆破された。  5月   ① コットンデイル

25日  ウムラジにつながる鉄道が破壊された。     5月 6日  鉄道が破壊された。  5月 7日  カー

5月 27日  町の中心にある南ア国防軍の徴兵事務所   プムイデン、 ツザネーン、ファラボルワを結ぶ鉄道

が爆破された。  6月 11日  エンパ ンゲニにつな   が破壊された。  5月 14日  警官 0名 が手 りゅう

がる鉄道が破壊された。  6月 26日  メモ リアル   弾で殺 された。

スクエアーで爆破が行 なわれた。   7月 26日  自

動車会社2社が爆破された。 (50万 ランドの被害) ⑫ミデルバーグ

10月 10日  協力・開発省が爆破された。 (1千万 ラ   7月 21日  アーノット発電所の変圧器 3台が破壊さ

ン ドの被害)  H月 3日  内務省が爆破された。   れた。

③ピーターマツッツバ~グ             ⑬エルメロ

9月 12日  線路が破壊 された。             7月 21日  カムデン発電所の変圧器 2台が破壊され

た。

⑦エンパンゲニ地区

4月 14日  ベリヘイドとリチャード湾を結ぶ鉄道が  ⑭ウィットバンク

破壊 された。  6月 28日  フェ リックス トンとポ   10月 23日  発電所の変圧器が破壊された。

― 卜・ダーバ ンフォー ドを結ぶ鉄道が破壊された。 ・

10月 ■日 エンパ ンゲニにあるクワズール政府の事  ⑮エヴ ァンダー、セキ ュンダ

務所が爆破された。                  10月 21日  エヴァンダー変電所の変圧器 5台が破壊

された。  10月 22ロ  セキュンダのSASOL(石
③ヴレデ                       炭液化燃料施設)で 3回 の爆発が起きた。

5月 25日  送電線が切断されて停電 した。

⑩ マボパネ

9月 2日  警察署が攻撃された。



「レーガン政権と南ア」
丁
上

一一'81.9.26「アフリカから考えるセ

レーガンの政策は前のカータ,政権にくらべて国内

・対外共に非常に保守的です。たとえば、国内におい

て福祉のカ ット及び全面的切 り下げ、企業に対する減

税、軍事予算の大幅な増大、等 々。また、対外政策 に

おいては、すべてにおいて対ソを念頭に置き、南 アフ

リカとも関連 して、核兵器の内容的なエスカレーショ

が進行 しています。中性子爆弾の製造、MXミ サイル

(大陸間弾道弾)の本実、海軍の トライデ ン トⅡ (原

潜搭載戦略核 ミサイル)、 etCo

レーガン政権 にな って対ソ戦略が 1.5戦略 (ヨ ーロ

ッパで大きな戦争が起こったり、小 さな戦争がカ リブ

海かアジアで起 こることにそなえる戦略 )か ら、 2戦

略 (ヨ ーロツパ と中東で同時に大きな、核を含 めた地

域戦争にそなえる戦略)に変わり、ソ導に対 して核の

脅迫を打 ち出してきま した。

ところが、レーガンの対外政策の中′らは対ソそのも

のにはなく、ソ連 に支援 された民族解放勢力が政権を

取 ることを、なにがなんで も防 ぐことにあります。カ

ーター政権の時に許 して しまったアフガニスタン、イ

ラン、ニカラグアを、今後は絶対 に許 さないというこ

とです 。

米国の相手はソ連ですけれ ども、ソ連を実際 にこの

地球上か らな くす ことが目的ではな く、む しろ米国の

勢力下にある第三世界の国々で、今までの米国の権益

をソ連から守ることが大前提としてあ ります。

今まで カーター政権の時代には人権外交を標望 して

いましたので、人権が極度に抑圧 されている政権に対

しては、軍事援助を しないことになっていました。グ

アテマラ・ニカラグア ・エルサルバ ドルにおいて極度

の人権抑圧がおこっており、議会からの圧力 もあって、

一応軍事援助を 4・ 5年 ス トップしてきま した。 ところ

が、レーガ ン政権になってからは、軍事援助を再開 し、

軍事顧間団を送 りこんだリヒノて、それ らの親米軍事独

裁政権を断固守ろうとしています。

っぎに、中東 (パ レスチナ・アフガニスタン・パキ

スタン・イ ラン、 etCヽ )で の最大の眼 目(ま 、パ レス

チナというものを レーガン流 にどう処理するか という

ミナー」での北沢洋子氏の講演から一―

ことです。キ ャンプデービッドで、 エジプ トとイスラ

エルを和解させて、イヾ レスチナのPLOを 封 じ込めて

しまい、ヨルダンの西岸 とガサ (パ レスチナ人が 120

万人いる所)に、イスラエルの息のかかった自治政府

をつ くることが、カーター政権の方 針だったのです。

レーガン政権
'こ

なってか らも、基本的にはこの方針

は変わりませんが、もっともっとパ レスチナ人の自治

よりかひどい、む しろヨルダン王国の西岸だけに管理

された、パ レスチナの自治 というものを、パ レスチナ

人の地域 に設定することで解決 しようと考えています。

それで、イスラエルは勢 いづき、イラクの原子炉を爆

撃 したり、レバ ノンのベイルー トを爆撃 して何百人 も

の人間を殺 しまヒノたoそ のような意味においてカータ

ー政権からレーガ ン政権に変わったということは、第

三世界の独裁政権を非常 に勇気づけたようです 。

そ して、米国 にとっての最重点地域 というのが、南

部アフ リカなんです。 レーガン政権が誕生する 1年前

の 4月 にジンバ ブェの黒人ムガベ政権が成立 しましノたo

レーガン政権にしてみれば、 このようなことは今後絶

対 に許 して |ま ならないことなんです。ニクソン政権の

時代か ら、南アフリカのアパル トヘイ トをどうするか

ということで、米国の政策決定者の間では、非常に重

要な問題で した。

アパル トヘイ トというのは非常に時代遅れの制度で、

400万 の自人が 1900万 の黒人から何 もかも奪い、

バ ンツスタンというとても生活できない所においやり、

飢え死 に同様の状態にして、自人の 20分 1と いう安

い賃金で働かせるということを、今後永遠に続かせる

ことは、この現代世界ではありません。そこで米国は

自国の権益を損 うことな く、アパル トヘイ トを世界の

非難か ら解決 してゆかなくてはなりません 。それが、

米国のかねてか らの懸案です。

以前、南アフ リカとブラックアフ リカ諸国との間に

は、ポノじトガル植民地のモザンビークやァンゴラ、自

人支配の薔―デシア とぃぅ緩衝地帯があり、それらの

国々によって守 られていました。もう一つ南アフ リカ

という国は、世界戦略上からも非常に重要な位置を し



めています。つ まり、イン ド洋からヨーロッパや米国

に石油や鉱物資源を輸送するうえで非常に重要な地域

にあたるわけです。最近 、米 ソ間でイン ド洋をめぐる

争奪戦は非常に激 しくな ってきました。イン ド洋の出

E]は 東にマラッカ海峡、北のスエズ運河、そ して もう

一つが南アフリカの喜望峰なんです。スエズとマラッ

カは米国の支配下にありますので、南アフ リカを含め

て三つ押えれば、ソ連がイ ンド洋に入って くることを

封 じこめることができます。イン ド洋の制海権を米国

がにぎるとい う意味において、非常に軍事的に重要な

地域になるわけです。それか ら、南 アフ リカは世界戦

略上重要な鉱物資源 (ウ ラン、金、ダイヤモ ン ド、

etc)を沢山もっています。

米国にとって非常にジレンマなのは、南アフ リカの

自人政権にテコ入れすると、レーガン政権なり米国行

政府の立場は、ブラックアフ リカ諸国を敵に回すこと

になります。 ブラックア フリカの国々はおよそ 50ケ

国もあり、国連などで非常にやりにくくなるわけです。

カーター政権はその意味において、アン ドリュー・ヤ

ングという黒人を国連大使 に送 りこみ、第二世界特に

ブラックアフリカのごきげんをとろうとしました。米

国はプラックアフ リカ諸国にいい顔を しなければなら

ないし、南 アフリカの白人政権をバ ックアップ しなけ

ればならない立場にあります。その意味において、カ

ーター政権は南アフ リカよりもブラックアフ リカに気

をつかってきたのに対 して、 レーガン政権は国連大使

に女性のジーン・ カークパ トリックを任命 してきまし

た。彼女は「独裁の二重構造 Jと いう論文を書いた、

ものす ごいタカ派の人で、それが レーガンに認められ

て国連大使に任命 されたのです。「独裁 の二重構造 J

というのは、適当に抑圧的で、適当に荒廃 していて、

適当に有能な親米政権が、 ソ連に支援された共産主義

の解放勢力 におびやかされた場合に、米国はちゅうちょ

なくあらゆる援助を して、その国を守るべきであると

書いてある論文です。それが カークパ トリック及び レ

ーガン政権の外交における哲学 というか、考え方の基

礎になっているわけです。適当に抑圧 された政権の中

には、南アフ リカはもちろんのこと、かつてのパーレ

ビイラン国王政権、韓国、フィリッピン、ザイール、

エルサルバ ドルなども入 ります。社会主義の抑圧的な

政権よりも、む しろ南アフ リカの白人政権の方が抑圧

的でないと平気で書いています。そのような立場に立

っているカークパ トリックが国連大使に任命 され、国

連の舞台でものすごい勢いで頑張っていますoですか

ら、今まで南北問題で歩みよっていた所でもも全面否

定 し、いちさい南側の要求は受け入れず、討論するこ

とさえも認めないという立場に立 っているわけです。

(つ づ く)

註  『 中性予爆弾 』

いままでの原・水爆は核爆発によって発生する高温

度で物を焼 きつ くし、人を焼き殺 します。 ところが、

中性子爆弾は高い温度を出す変わりに、多量の放射能

を出し、建物や施設を破壊 しないで、人間を含む生物

だけを殺す というすさまじいものです。その製造目的

は、高度に発達 した都市を攻撃するための武器 として

ヨー ロッパ と極東に配備 しないと意味をなしません。

註  『 核戦略の変化 』

ミサイルの性能は 5'6年前14七べてより精巧になり、

的中範囲が 5 0Kmか ら50π くらいまで正確になりま

した。以前は、相手国の核兵器基地をまともに攻撃で

きないため、いきなり大都市に打ち込むことになり、

相手倶1か らも大量の報復を受けることがあるというこ

とで、大量報復主義、恐怖の均衛、相互破壊保障 とい

われてきま した。最近は ミサイルの性能が高くなり、

Mxや トライデン トⅡを配備することによって、核攻

撃を先にしかけた方が、相手の核能力を一挙に破壊す

ることができるということにおいて、核戦争 という危

機の可能性が非常に高まってきています。つまり、核

戦争を勝利するには先に攻撃をしかけなければならな

いということです。

5/15公開学習会
「南アフリカの核兵器開発」

講師「笹生博夫氏」(ア フリカ行動委)

E PM6:30´γ9:00

■国 労 会 館

(環状線天満下車 2分 )



本号 より「 こむ らど・短信」というコーナ

ーをつ くります。グループが結成されて 10

余年、出会いもあり別れもあ りました。その

ような中でメンバーの一人一人 の思いを綴 り、

新たな出会いを求めるものとして、卒直な意

見を掲載 したいと考えています。

③本号巻頭での述べ られている 3月 21日 広島反核・

平和集会はかつてない規模で開催 され,た。「 反核運動

をフ ァッション化 している」という非難もあったが、

政・財界主導のもと既制 労働組合を巻き込んだ軍拡論

が罷通 る状況下での市民的反応 と して無視 できない問

題 と思 う。一方、 3月 28日 三里塚において二期工事

反対の集会が開催 された。マスコミにも報道 された反

対同盟の一部 幹部 と公団当局の密談問題があり、とり

もなおさず三里塚 の闘いの節 目になると思 ったこと、

ラルザ ック (仏)、 フランクフル ト (西独)の住民代

表団が三里塚に連帯 して来日出席 したことが主な理由

で「久 Lノ ぶり」に参カロしました。久 しく参加 しなかっ

たのは、毎度 のワンパターンの集会で いささか閉□気

味 というのが最大の理由で、今回はヤジも飛ばず、よ

うやく三里塚 にも、 新左翼流政治への反省がでてき

たのか と思 ったりも しました。ところが一部「支援 J

の集会引回 しが露呈、それが来 日 し′た代表団を巻 き込

んでのことだけに、醜悪醜態は末期症状を感 じさせる

ものがありま した。代表団の来日が国際連帯の具体的

な結実化 にあるだけに企画 された方 々の怒りは想像を

絶するものがあったと思 う。

uラ ルザ ックの運動にも第三世界人民 との連帯が掲げ

られているそうです。 (統 一スローガ ンとして)軍が

買上げた土地の占拠、条件派農民 の農地の買い上げ共

有化 を押 し進めた。 『 われわれは闘いの武器、集団

農場をつくり出 し、若い農民が住みつき、使われてい

ない土地を開墾 して来た、共同の羊小屋をつくり電話

が とまれば直 、内線電話を自らの手で敷設 してきた。

……・子供たちの教育 に公衆学校をつ くり、児童 ・生徒

30人 が二つの学級にわかれて勉強 している。自主教

育の運動 もすすめてきた 』 (｀ 三里塚 とラルザ ックは

連帯する 、より)代表団の発言にもあったのですが、

あらゆる面に及ぶ自律の闘いはt巨大化 した近代資本

主義社会への抵抗であると同時 に過去現在の「 共和国

の第二世界支配の反省」があるそうです。

理論的には理解 しえて も実際の行動になると遅々と

して実践化 しえない自己を合めて考え直さなければな

りません。ただ、ラルザ ックの代表団が闘いの三つの

教訓としノて述べた「 1.農民 自身の連合、 2.農 民が主導

的に闘 う、3.非暴力闘争」は、集会参加者に聞きこま

れなく、全体の雰囲気 としては単なる言葉 として受け

とめられたようで した。

目話 しはもどりますが、広島、三里塚の集会にも第二

世界の人 々との連帯はでていなかったことは、核ある

いは巨大開発が ダイ レク トに第二世界に打撃を与える

問題だけに (発 想の問題 としてではなく、具体的運動

行動 として)「 しっか りせなアカン」話 し合 っていま

す。そういう意味で、 5月 23日 東京での反核集会に

は、「 ナミビア・ウラン
`D盗

掘、関電の購入反対″

南アの核開発反対〃 などを横断幕 に書いてこむらど

として参加 しようということが、確認 されています。

各地の仲間たちにも呼 びかけますが、読者の方で、ヒ

マと金 と少 しの好奇′と、(″ )が ある方は連絡 し,て 下 さ

い。のんびり行 きましノよう0

0生活の簡素化 と地域農民 との交流の一つの行動 とし

てワンパ ック農業に関わっています。 (関 わるといっ

ても目下、野菜の共同購入の水準ですが)安全な食品

を求める運動が 日来の消費者優位の流通関係に F安 全

なもの」をオブラートしたにすぎず、それが逆に現在

の農業をゆがめる役割をもって演 じ、問題を複雑混迷

化 しているみたいです。昨今の「 自然食品ブーム」を

見れば一目瞭然 と思います。食物を商品 としてではな

く、体の基本 としてのたべもの観、生産―消費 を共同

で支えるこの方法は、社会の在 り方を合め問題提起 し

ているのではないだろうか。 ここしばらく大量のミズ

ナ、 ミブナに料理方法の工夫に頭を痛めています。

22年 ほど表札に｀こむ らど 、と書いていたら「不信

な者が住んでいるJと 警察にわ ざわざ通報 して くれた

方がいたそうです。そこで協議の末、反原発 d)シ ール

を貼 りました。 (今頃〃)その文句「やっていますか

健康法、原発一つですべてムダ」早朝 ジョギ ングや っ

(た )



|℃ 1年 3月 、コート・ジボアールでアフリカ旅

1行
の第一歩をふみだして以来、オー ト・ボルタ→

sニ ジェール→ナイジェリア→ニジェール→ ベニン

|―
,ナ イジェリア、と旅行は続いてきました。今回

1冤ゝ]骨雪τ魚::当響T,:ビ
ザ取

iに

苦労 し

兒～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

“0カメルーン

カメルーンの入国 ビザを取得するのに苦労 した。こ

れは私に限らず、日本人はなかなか入国できない。ニ

ジェールやオー ト・ボルタのフランス大使館で取得で

きると思 っていたのだが、現在は代行 していない。往

復の航空券を もっていれば空港でビザを取得できるら

しいが、陸路か らの入国は困難をきわめ る。欧米の旅

行者は、申請の翌日には 20日 程度のビザを取得でき

るのだが、日本人の場合、本国照会をや られ、このた

め 1ケ 月ほどかかる。

東アフ リカから来た日本人の話 によると、中央アフ

リカの首都バ ンギには、カメルーンのビザが とれない

5～ 6人 の日本人がたむろ しているという。 ビザがと

れて も、 2～ 3日 の トランジットビザだけで、日本人

はカメルーンを単に通過するだけになって しまう。カ

メルーンに入国 してから、ここに 9ケ月ほど滞在 して

いるという日本人の話を聞いたが、この人はガボンの

フランス大使館 とカメルーンを何度も往復 しているら

しい。

カメルーンの旅行者ビザは、フランス政府との協定

で、 どの国の人間 も1ケ 月間 しか認められない。そ し

て、延長はない。ただ、欧米人の場合には業務用 ビザ

があり、 カメルーンで会 った ドイツ人など、旅行者な

のに 3ケ 月の業務用ビザを取得 していた。このあたり

が、アフリカを旅行する場合、日本人と白人との違い

として出てくる。自人のヤロウめ、と腹を立てるが、

どうにもならない。

私の場合、結局、 1ケ月たっても連絡がつかず、 ワ

イロを出 して ビザを取った。 1ケ 月間の ビザで延長も

ヽ 拒否されたが、ちょっと日付を書 きなお して、すでに

2ケ月ほどカメルーンに滞在 している。

カメルーンは観光国で、各種のガイ ドやバ ンフレッ

トがあり、各地のツー リス ト事務所でタダで大量にも

らえる。そのうえ、各地にホテルがあり、観光地には

政府の宿泊施設 も必ずある。ナショナルパークも各地

にあり、カメルーン西部は各種のスポーツ施設まで完

備 した白人の保養地になっている。要するに、金持の

自人が短期のノゞカンスでサファリなどを楽 しむのはい

いが、貧乏旅行者の長期滞在はゴメンだ、 ということ

らしい。ただし、各地にある教会の宿泊施設は安 く泊

まれるので、私などにはありがたい。

時間をさかのぼって、 カメルーン入国から書いてみ

る。 ('81年)5月 11日 、 ナイジェリアの首都 ラゴ

スを出発 してオニシャに行き、翌 日、国境 に向った。

このオニシャか ら国境までのバス運賃は、他に くらべ

て非常に高い。理由は、乗ってからす ぐにわかった。

国境までの途中で警官がバスを止め、ワイロを要求 し

ているのを何度 も見た。つまり、 このワイロの分が運

賃に上のせされているのだ。

ナイジェリア側の国境の村に着いたのは、夜 だった。

そこか ら出入国事務所まで、ひどいスコールの中を走

った。 200メ ー トルほどだったが 、ちょうどその時、

す ぐ近 くに雷が落ちて、死ぬのではないかと思 った。

国境 は川になっていて、橋を渡 っていく。その夜は、

カメルーンの出入国事務所で寝た。

5月 13日 、 目をさまして周囲を見ると、そこは山

の中の本 々に囲まれた場所だった。マムフェに向って

出発する。朝 もやが立 ちこめた山道をバスで通ってい

ると、何やら信濃の山々を思い出 した。周囲 の景色は

ひじょうにいい。マムフェから、さらにバメンダに向

かう。

カメルーンでは、各地にバス路線が発達 していて、

トランスポー ト・シンジケー トが結成 されてい る。そ

して、このシンジケー トによって料金 も決められてい

る。ただ、カメルーン西部の山道では、料金以上を要

求 されることが しば しばあった。舗装された幹線道路



では、ほぼ料金どおりで来れる

`荷

物代を取られるこ

ともあるが、交渉しだいで払わずにのれる。荷物代を

払うと、何か過失があらた時に補償する、とチケ ,ト

1こ な電菫:、そ広るが・[¨・:::・:     ‐

バナンダの町は、山に囲まれている。交通の要所に

なっていて :銀行 もある。

5月 14日 、バ フサムに行き、ここのマルシェ (市

場 )を のぞいてからフォームバ ンに向かう。フォーム

バ ンも山に囲まれた緑 の多い町で、スルタン (回教徒

の王)の官殿 と博物館がある。す ぐれた木彫品ゃ ビー

ズエ芸品があるというので行 ってみたのだが、非常に

観光ズレした町だった。いかにアフ リカの伝統工芸が

観光化 しているか について書いた本があるが、ここを

見ていると、まさにその通 りだと思 って しまう。私は

何も買 わなかったが、自人の旅行者はパ ッと金 を出 し

て買 ってい く。

ここのスルタンの官殿は、現在、修理中である。こ

の官殿の中に博物館があり、ビーズエ芸品やマスク、

太鼓、武器などが飾 られている。また、代々のスルタ

ンの写真 もあり、 ドイツ軍時代の軍服を着たスルタン

の姿 もある。白人による植民地支配の中で、これらの

スルタンはどのような役割を果たしたのであろうか。

くわしいことは知らないが、スルタンの写真を見てい

ると、彼らが自人と結びついて権力を維持してきたよ

うに思える。

カメルこンは、第す次大戦まで ドイツ領植民地だっ

た。その後、イギ リス領 とフ■ンス領に分割 され 、第

二次大戦後 は国連の信託統治にな った。 1960年 、

|ロ フランス領が独立 し、翌年には旧英領 の南部が合併

して今 日の連合共和国が生 まれている。

ここに住んでいるバムーン族は、独自の文字をもっ

ていることで知 られている。博物館の案内人も誇 らし

げに見せて くれたのだが、現在 どれだけ使われている

のだろうか。

5月 16日 、フォームバンは観光ズレしていておも

しろくないので、付近の村へ行ってみることに し′た。

ところが、山間部のためだろうか、バスの便数が少な

く、おまけに料金 も高い。ボロボロの車 客をギュウ

ギュウつめこんで山道を走るものだから、故障が多い。

ついに動かな くなり、その夜は村に泊まることになっ

た。他のアフ リカ人乗客たちは適当に散 らば っていき、

私ひとりが残 された。まあ何 とかなるだろうと思 って

ぃたが、村の若い夫婦の家にゃPがいになリー、1食事を

ごち:そ うされた。夜になると、村本早洒場i‐集まり、

ご―/1/をまみながら́ン女をする:,男

'ル

ーンあビ■

ルは安t｀。この地方のダィスは |ヽあ まり足を動かさず

腰をふらて踊る。地方によって踊り方が異なるのは、

おもしろいことだ。

この山間部一帯は、風景がいいだけでなく、気候 も

セーターが必要なほど涼 しくて快適だ。土地 は肥 えて

いて、山々に段 々畑が作られ、家の周囲 にも畑がある。

アフリカ人の家は、すべて レンガ造になっているが、

このレンガの焼き方が悪いためか、 ボロボロくずれそ

うだ。屋恨は トタンが多いが、わずかにカヤぶきもあ

る。この地方では、主に茶や トウモ Lコ シを裁培 して

いるようだ。

5月 20日 、 ドゥアラに着いた。この日は、ちょう

どカメルーン統一記念日で、すべての事務所が閉まっ

ていた。 1日 英領 と1日 仏領が合併 した記念 日で、街のメ

インス トリー トではパ レー ドが行 なわれ、たくさんの

人 々がそれを見物 している。みやげ物屋が並メンでいる

が、象牙、木彫品、皮製品など、いずれも非常に高く、

また白人好みの観光品 といったところだ。

ドゥアラは、空 と海の玄関口であり、また生産の拠

点にもな っている。ここには、カメルーン産の ビール

ゃ コーラ、ファンタなどを作 っている工場がある。

5月 21日 、 エデアを通 って、翌 日、カメルーン南

部の港町クリビに着いた。クリビは、南部で生産 され

る木材の集積地になっている。 トラックで ドゥアラに

直行することもあるが、ク リビから船で ドゥアラまで

運び、そこか ら輸出するケースが多いようだ。港 ilは

製材所 もあり、巨木を角材 に加工 していた。

クリビの海岸に行 ってみたが、何やら砂浜が黒 っぽ

ぃ。 うちよせ る波まで黒 くみえる。いったい何かと思

って沖を見 ると、ヤグラが立っている。そこで思い出

したのだが、ここには海底油田があったのだ。先ほど

食べた魚はここで とれたのか と思 うと、何やら気持が

悪 くなってきた。そこで、クリビか ら早々に立ち去る

ことにした。

5月 23日 、 クリビからエボラワに向かった。夜は

エボラフのガソ リンスタン ドで寝たが、ここのオヤジ

に金を要求され′、 ライターを渡 してケリをつけた。

5月 24日 、首都ヤウンデに着いて教会に泊まる。

カメルーンでは各地にホテルがあるが、とて も高い。
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政府経営のものでも 3,500 CFAフ ランほど、まれに安

ホテル (1,000 CFA程 度 )が あっても満員で泊まれな

いことが多い。その点、教会の宿泊施設は安い。

ヤウンデは行政都市で、官庁や各国の大使館が集中

している。 ここは、北や南、中央アフ リカに向か う交

通の要所でもあるため、ベニンの首都ポル ト・ノボの

ような名目的首都ではない。坂道が多 くて歩 くのには

シン ドイが、町 の中心は、現在、道路や ビルを改造中

で、都市機能の整備が行 なわれている。北の山すそに

ある丘の一帯が下町といった場所で、小 さな店やアフ

リカ人の家が並んでいる。

ドゥアラでもヤウンデでも博物館 に行 こうとしたが、

だれに聞いても場所を知 らない。まあ、たいした博物

館ではないのだろうが・…・・:・・。ナイジェ リアの首都 ラ

ゴスの博物館に行 った時にも、建物はりっぱだったが

中に入 ってアゼンとした。陳列 されているのは写真が

ほとんどで、本物は少 ししかない。 ヨーロッパ各国の

博物館にある実物を写真に撮 って飾 ってある。このこ

とは、まさに植民地支配の後遺症を物語 っている。

カメルーンでは、食事をするのが大変だ。これまで

蕗店で ライスやフーフー (も ち)な どを食べていたの

だが、カメル ーンでは建物の中のレス トランで食事す

る以外に方法がない。アフ リカ式 レス トランでも、ニ

ジェールなどに比べて高く、おいしいものにあたらな

かった。

5月 28日 、ヤウンデからヌガウンデ レまで汽車で

行 く。 1日 1便 で、夜 9時 に出て 12時間以上かか る。

乗 ってみて、 1日 1便 の意味がわか った。非常にすい

ている:2等車でこんなにすいているのも、めず らし

いのではないだろうか。

5月 29日 :ヌ ガウンデ レの駅に着いた。ここから

南西 に逆 もどりする方向のチバチに向か う。地図では

未舗装 になっているが、スガウンデレーチバチ間は新

しく舗装 された良い道 になっている。チバチから西へ

向か うと、バンヨを通 って カメルーン西部のフォーム ・

バ ンにつながり、東へはメイガンガを通 って隣国の中

央アフリカヘぬけている。これらのルー トが新 しく舗

装 されていることをみると、人と物資の流通が増えて

きたのだろう。

チバチは小 さな町で、ここまで くるとムスリムが多

くなる。 ムスリムの学校 もあり、子供たちが木の枝に

コーランを書いて勉強 している。近 くに湖があり、女

や子供たちが洗濯を していた。小舟や網があるところ

をみると、ここで魚をとっているのだろう。

太陽がかたむきはじめると、二人の男が町の中心に

やってきて、タムタム (太鼓)をたたき始めた。する

と、若い娘たちが集まってきて、小銭を渡 して音楽を

要求 している。タムタムの リズムにあわせて足を動か

し、シリをふって若い娘たちが踊る。かわるがわる小

銭を出 し、日が暮れるまで何十人 もが踊 り続ける。二

人の男に集まる金は、その日に彼女たちが稼いだもの

だろうか。日が暮れかかる中で踊る娘 たちは、何やら

エロチ ックできれいだった。

5月 30日 、 再びヌガウンデ レにもどった。ここの

教会の宿は、 1日 1,Ooo CFAフ ランでD級ホテルなみ

の安さだ。おまけに三食付で、湯まで使える。これは

本当に信 じられないようなことだ。

ヌガウンデ レのモスクは非常に大きな建物で、夜は

塔 に光がついて、その夜景は見ものである。北部のナ

ショナルパ ークでのサファリは、 ここから出発する。

またヌガウンデ レは、北への物資の中継地で もある。

ここまで鉄道で運ばれた物資は、 ターミナルで トラッ

クに積みかえられ、ガルアやマルアヘと向か う。この

トラックを ヒッチ しようとしたが、できなか った。他

の車もまったく通 らないため、やむなくバスで北へ行

くことにした。

西や南の地方 には酒場が多く、昼間か らビールを飲

んで酔 っばらっている大人をたくさん見かけたも カメ

ルーン政府の政策で ビールを安 くし、飲え′だくれさせ

ているのかと疑 いた くなるほどだ。 しか し、北 に向か

うにつれて、この光景は少なくなる。やはり、ムス リ

ムが多いためであろうか。バーも少な く、夜は酒場が

閉まって しまう。同 じ国の中でも、地方 によって違い

があっておもしろい。 (81.7.6記)(つ づ く)
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南アフリカの核兵器開発

核兵器という白人人種差別政権の槍 と、武装闘争を

闘 う
《
人民の槍 "(南ア民族解放ゲ リラ組織の名称 )

のどちらが先に相手を刺すのか。我々の運動と世界各

国の運動をつむいだ網を張って、自人政権追い落 とし

の闘いの一端へ立てれば幸いである。その第一歩は、

日本 の南ア核開発への加担を止めさせることt南ア発

行のクルーガー ラン ド金貨の追い出しであろうか。81

年、 1年間に日本国内で売 られたクルーガーラン ド金

貨は、 200億 円を越えた。企業でもなく、政府でもな

く、極 く普通の、少 し金を持った日本の男 と女が、直

接 自分達 と同じ有色人種 (中国人、混血、黒人、イン

ド人 )を差別する為に、 200億 円を自人人種差別主義

者に献上 したのである。 クルーガー ラン ド金貨を買っ

た人 々は、自分がそれを買った動機と、そのお金 の行

き先と、おそらくその金でまかなわれた銃弾によつて

血を流す南アフ リカ人民が、同 じ有色人種 “名誉白人"

の日本人を考える気持ちを、想像 していただきたい。

クルーガー ラン ドを買 つていない私達に しても罪は軽

くない。私達はまだ、 トヨタ・ニッサンの車が南アで

走るのを止めていない し、南アからの輸入を止めてい

ない。 日々の生活の各所に、南アからの輸入品が使わ

れている。砂糖、コーンフラワー、羊毛、石炭、銅、

鉄鋼 そしてウラニウム。 (あ とがき より )

こむらどの資料あります

こむらど関係の資料は東京・ 模索社、名古屋・ウニ

タ、大阪 曽根崎書店、そ して "二膳め し屋 もりもり"

にあります。特に
《
もりもり"の方々には、 カレンダ

ー、パ ンフ等の販売 に協力 して もらうています。 6名
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