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ナミビアに群がる外国資本
国連ナミビア理事会第2常設委員会の報告書

この報告書は、ナ ミビアで活動 している外国経済資

本とその活動がもつ政治的な意味を考察する上で重要

な新事実を、国際社会に常に知 らせてゆくために作成

されたものである。南アにとって、ナ ミビアが戦略上

どのような価値をもつのか、南アと特定の西側諸国 と

の協力関係はどのようなものか、様 々な多国籍企業が、

どの程度ナ ミビアの天然資源を搾取 しているのか、そ

のような企業の所有権 と管理、それらの企業が、 どの

ようにしてナ ミビアヘの投下資本を増や し、南ア体制

のナ ミビア不法占拠の持続を助長 しているのか。 この

報告書は、特に以上のことを例証するものである。

鉱 物 資 源 の 搾 取

ナ ミビアの商業的搾取は、主に、次の 3つ の活動に

基づいている。採鉱、沿岸漁業、家畜飼育一一特にペ

ルシャ子羊 として知 られるカラクール羊の飼育一―で

ある。鉱物、特にダイヤモン ドと卑金属は、伝統的に

ナ ミビア経済の中心であり、国の発展の陰の推進力で

あった。

ナ ミビアの主要なダイヤモン ド産地は、オ レンジ河

― リュデ リッツ港間の大西洋岸にある。主要なウラニ

ウム鉱床は、スワコプムン トーウォルブィス湾地域に

あり、ツメブーグルー トフォンテーン地方には、銅、

亜鉛、マンガン、 リチウム、バナジウム、銀の重要な

鉱床がある。

ナ ミビアは、世界で も指折 りの宝石用ダイヤモン ド

産出国のひとつであり、世界有数の大規模なウラニウ

ムの露天掘 り鉱床 もある。事実上、最多種の金属や鉱

物を産出する。過去、広範囲に渡 って掘 られてきた卑

金属には、銅、鉛、錫、亜鉛、カ ドミウム、バナジウ

ム、 リチウム、タングステン、銀があるもまた、蛍石、

タンタル石、ベ リリウム、長石、石膏、ダイナマイ ト、

鉄、マ ンガンの小規模な鉱床 も、 ときどき発掘 された。

1970年代半ばには、ナミビアの鉱産物は、世界の採

鉱国の上位 20国 中 17位の座を占めるほどになって

いた。アフ リカ大陸では、精製鉛の最大産出国、カ ド

ミウムの第 2位産出国、亜鉛の第 3位産出国である。

しか し、近年加速 しているナ ミビア鉱物資源搾取の進

度をみると、ナ ミビアの埋蔵資源が急速に掘 り尽 くさ

れつつあるのではないかと危ぶまれる。

鉱業は、ナ ミビア経済の最大に して最 も生産的な分

野である。国内総生産の約 40%を 独占的に生産 し、

主要な外貨収入源 (60%)で あり、最大の政府歳入

源 (40～ 50%)で もある。しか し、雇用に関 しては、

鉱業分野はナ ミビアの発展に際」的と言えるほどの貢献

を していない。鉱業は、約 2万人の労働者、ナ ミビア

の賃金労働者の約 10%を雇用 しているが、このうち

約 1万 5000人はアフ リカ人だ。

全体的に、ナ ミビア人は自国の鉱物資源の大規模な

搾取から、ほとんど利益を受けていない。ナ ミビアで

の採鉱事業は、南アと、いくつかの西倶1諸国に本社の

ある外国経済資本に全面的に支配 されている。 こうい

った会社は、ナ ミビア以外で採鉱設備や専門技術のた

めの主な費用を支出し、その利益は外国の株主に分配

され、ナ ミビア国内には残 らない。ナ ミビアに残ると

思われるのは、アフリカ人労働者に支払われる賃金 と、

現地での設備維持費等の費用のみである。その結果、

ナ ミビアの国内総生産と国民総生産の間には、大きな

ギ ャップが生 じている。

最近の確実な情報では、ナ ミビアで操業 している多

国籍企業は 88社あり、 そのうち 35社は南ア、25社

はイギ リス、 15社 はアメ リカ、 8社は西 ドイツ、 3

社はフランス、 2社はカナダに本社を置いているとい

われている。 これらの企業は全て、プレトリア政府か、

その非合法なナ ミビア行政局か ら許可を受けて操業 し

ている。

鉱業は、ナ ミビア経済の中で、外国資本に最 も強 く

支配されている分野である。鉱業分野の所有権や管理

権の多くは、南ア・ ジェネラル・マイニング・ファイ

ナンス・ コーポレーション等の主要な南アの会社はも

ちろん、イギ リスの リオ・チン ト・ジンク・ コーポレ

ーション、アメリカのアメリカン・メタル・ クライマ



ックス・ インコーポレーティ ド (AMAX)、 ニュー

モン ト・マイニング・コーポレーション、カナダのフ

ァル コンブ リッジ・ニッケル・マインズなど、少数の

国際的採鉱会社の手中にある。

最近では、イングス トリアル・ディベロップメン ト

・コーポレーションやアイアン・アン ド・スチール・

コーポレーション (IscOR)な ど、南ア政府の出

資会社が、ナ ミビアでの採鉱事業にどんどん手を伸ば

してきた。 このような南アのナ ミビア鉱業への深い関

与は、ナ ミビアで操業 している会社の多 くもまた、南

アに大規模な資本を持 っているという事実 と相まって、

ナ ミビアと南アの鉱業分野の統合を押 しすすめている。

このような採鉱会社の多く――特に南アの会社――

は、お互いの株を所有 しあい、合同重役会議を開いて

いる。そして、いくつかのナ ミビア鉱山の共同所有 も

行なっている。

広大な租借地を提供 し、利益や配当金の本国送還に

関する制限を最小限に し、課税率を比較的低 くする政

策によって、新 しい鉱床の試掘が奨励 されてきた。非

合法のナ ミビア行政局は、ナ ミビアを資本投下に望ま

しい場所 として外国に宣伝 している。夕1えば、 1979
年には、南ア政府の出資会社であるファース ト・ナシ

ョナル・デ ィベロップメン ト・コーポレーション (E

NOK)カ ド、「 南西アフリカ (ナ ミビア)における事

業の機会Jと いう小冊子を、ナ ミビア外の企業家向け

に出版 した。

ナ ミビアでの採鉱活動を支配 しているのは、南アの

コンソリデイティド・ダイヤモン ド・マインズ、ツメ

ブ・コーポレーション、 リオ・チント・ジンクである。

これらの会社は、ナミビアの鉱物資源搾取を禁じたレ

ミビアの天然資源保護のための布告第 1号」を無視 し

て操業 している。

ダイヤモン ド 確実な情報によると、ナ ミビアは、

世界のダイヤモン ド生産の 5位か 6位にあり、 79年
の生産高は、 170万 カラットに上ると推定 されている。

ダイヤモン ド採掘からの利潤は、ナ ミビアの年間輸出

収入の 55～ 70%と 考えられており、非合法の南ア

行政局が国内で徴集 した年間の税金の 35～ 40%を

占めている。

ナ ミビアのダイヤモン ド生産は、コンソリデイティ

ド・ダイヤモン ド・マインズに独占されている。 コン

ソリデイティ ドは、アングロ・アメ リカン・コーポレ

ーションが約 30%の株を所有 している世界最大のダ

イヤモン ド会社、南アの ド・ベールズ・コンソリデイ

ティド・マインズの子会社である。 ド・ベールズは、

全利潤の約 20%をナ ミビアから得ていると述べてい

るが、 1980年 2月 13日 付のエコノミス ト紙による

と、コンソリデイテ ィド・ダイヤモン ド・マインズは、

ド・ベールズの全利潤に、その倍は寄与 していると言

われている。

ナ ミビアで採掘されたダイヤモン ドは、ロン ドンに

本社を置き、 ド・ベールズ・グループが生産 した宝石

全てのマーケティングを扱っているセン トラル・セ リ

ング・オーガナイゼーションヘ送 られる。 業界 で は

シ`ンジケー ト″ として知 られているセン トラル・セ

リング・オーガナイゼーションは、非常に複雑な企業

複合体であるが、 ド・ベールズかアングロ・アメリカ

ンかどちらかに支配 されていることはまちがいない。

経済的理由からい うと、セン トラル・セ リング・オー

ガナイゼーションが国際ダイヤモン ド市場を完全に支

配できるのは、オランジェムン トにあるコンソリデイ

テ ィド・ダイヤモン ドの鉱山からの供給があるからだ

と言っても過言ではない。

ナミビアでのダイヤモン ド採鉱を長 く続けられるよ

うに、 ド・ベールズは、近年試掘活動を促進 しており、

1980年には、このために 2280万 ドルを使ったと報

じられている。 さらに、 1979年 2月 5日 付のロンド

ンのファイナンシャル・ タイムズ紙によると、 ド・ベ

ールズは、ナミビアでの商業活動を多様化するのに 2

500万 ラン ドを充てると公表 している。

卑金属 ダイヤモン ドと共に、ナミビアの卑金属資

ナ ミ ビア
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源は、過去 30年 間、国の経済発展の基礎を築いてき

た。生産された卑金属は全て、南ア、 ヨーロッパ、ア

メリカのバイヤーに輸出される。

ツメブ・コーポレーションは、目下、国内の年間生

産高の約 80%を 占める、ナ ミビア最大の卑金属生産

会社である。 1970年代半ばまでは、ツメブだけで、

ナ ミビアの全鉱産物輸出収入の 4分の 1を産出 してい

たが、最近は、ウラニウム生産の急増で減少を見せて

いる。

ツメブで資本をコン トロール している二大株主は、

AMAXと ニューモ ン ト・マイニ ング・ コーポレーシ

ョンだ。 どちらもアメリカの会社で、 29.6%ず つ

の株をそれぞれ持ち、さらに両社の南アの子会社、オ

ーキープ・コパー・ヵンパニーが 9.5%を握 って い

る。

イギ リスのセレクション・ トラス トは、 14.2%の

株をツメブに持 っている。唯一の南ア独 自の株は、ユ

ニオン・コーポレーションが握 っており、 9.4%を
占める。

1980年 12月 、 ツメブと、 ヨハネスブルグ・コン

ソリデイテ ィド・インベス トメン ト・カンパニーの子

会社であるオツィハゼ・マイニング・カンパニーの両

社は、ナ ミビアのオツィハゼ銅山を、まもなく合同事

業 として再開発すると発表 した。 ツメブは、オツィハ

ゼ銅山の株の 70%を 得て操業を管理することになっ

たらしい。生産は、 1980年末までに適当な量から始

め、 1982年初めにはフル生産に達 っし、一ケ月につ

き鉱石 6万 5000ト ンを生産するよう計画 されている。

AMAXと ニューモン ト以外にも、他の多くのアメ

リカ商業資本が、様 々な子会社や合弁会社を通 じて、

ナ ミビアの卑金属開発に関与 していると報告 されてい

る。これ らの会社には、ベツレヘム・スチール・コー

ポレーション、ノー ド・ リツーシズ・コーボレーショ

ン、サパタ・ノーネス・インコーポレーテ ィドが含ま

れている。

その他の主要な生産会社は、イギ リスのコンソリデ

イティ ド・ゴール ド・フィールズの子会社である南ア

・ゴール ド・フィールズ (鉛 、バナジウム、亜鉛 )、

カナダのファルコンブリッジ・ニッケル・マ イ ン ズ

(銅 、銀)、 南ア政府の出資会社 ISOR(鉛 、錫、

亜鉛)で ある。

戦略上、ナ ミビアの卑金属は、自国内の資源が不足

だ
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し始めた南ア経済の自給 自足を高めようとするプ レト

リアの政策の中枢になっている。ナ ミビアで生産 され

た亜鉛、錫、鉛、バナジウム、タングステンのほとん

ど全部が、加工や消費のため、南アヘ送 られていると

報告されている。南アは、ここ lo年間で、 85%以
上 もあった外国への亜鉛の依存率を、ナ ミビアの亜鉛

鉱を利用 して下降 させた。ナ ミビアの亜鉛のほとんど

全部が、 IscoRに 買い取 られ、利用 されている。

同様にナ ミビアの鉛と錫は、種々の南アエ業にとって、

なくてはならないものになっている。

このような高い依存率を考慮すると、南アがナミビ

アの政治的支配か ら手を引きたがらない要因は、ナ ミ

ビアの卑金属獲得にあったように思える。

ウラニウム 主要ウラニウム産出国としてのナ ミビ

アの可能性は、南アにとって戦略上、重要な意味をも

つ と専門家は述べている。

世界最大の露天掘 リウラニウム鉱山であるロッシン

グ鉱山は、これまでに確認されたナミビアのウラニウ

ム埋蔵量のほとんどを占めている。操業 しているのは、

1970年に設立 された西側 と南アの会社の合弁企業、

ロッシング・ウラニウム・ リミティド。主な株主は、

46.5%を 持つイギ リスの リオ・チン ト・ジ ン ク と

13.2%を持つ南アのイングス トリアル・ディベロッ

プメント・コーポレーション (IDC)で あるが、そ

の外にも、カナダのリオ・アルゴム・リミティド (リ

オ・チント・ジンクの子会社)が 10%、 フランスの

コンパニー・フランセーズ・デ・ペ トロル所有の トタ

ル・コンパニー・ ミニユール・工・ニュークレールが

10%、 南ア・ジェネラル・マイニング・アンド・フ

ァイナンス・コーポレーション (GA/1F C)が 6.8%
の株を持っている。ロッシング・ウラニウムにはイギ

リスが深く関わっているが、会社の意思決定は、 ID
Cと GMFCに 牛耳られていると言われる。

ロッシング鉱山は、南ア、イギリス、フランス、日

本などの西側諸国の核開発計画には、きゎめて重要で

ある。ロッシングは、現在、イギリスのゥラニウムの

約 50%を供給、西側工業国の総消費量の lo%を産

出している。南アもリオ・チント・ジンクも、このよ

うな統計は出していないが、専門家の概算によると、

ロッシングの総理蔵量は22万 トン以内である。
ロッシングの現在の生産高は、 1年に 5200ト ン、

売 り上げからの全収益は、 2億 8000万 ドルに上る。

1980年には、ロッシングの資本は、7900万 ラン ド

から991o万 ラン ド|こ増加 した。

現行の税法では、ナ ミビアで操業 している採鉱会社

は、生産開始以前に資本化 された分の費用 (設備投資

など)については、納税義務を免除される。その結果、

ロッシング鉱山の開発に約 3億 ラン ドを投資 したロッ

シング・ウラニウムは、 1981年まで、全 く納税の義

務を負わなかった。

1980年 7月 、ニュ

「

ヨ~ク の国連本部で開かれた

ナミビア理事会のナ ミビアのウラニウムに関する公聴

会で、イギ リス、アメリカ、西 ドイツ、フランス、 日

本の会社が、ナミビアの天然資源保護に関する布告第

1号 に違反 して、ナ ミビアのウラニウムを盛んに搾取

しているという報告が行なわれた。イギ リス、フラン

ス、西 ドイツ、日本、オランダの原子力利用企業は、

ロッシング鉱山か ら採掘 されたナ ミビア産ウラニウム

の長期購入契約を締結 している6こ れらの購入契約は、

リオ・チン ト・ジンクが申し出たもので、国際法か ら

みて非合法かつ不正なものである。

1975年、ブリティッシュ・ニュークリア・フュー

エルズは、 リオ・チン ト・ ジンクと、 1976年 か ら

1982年までの 7500ト ンの ナ ミビア産ウラニウム

供給契約を交わした。 これ らのウラニウムは、イギ リ

スの多くの発電会社へ送 られたと報告されている。

西 ドイツのゥランゲゼルシャフ トmbHは 、 72年
まで リオ・チン ト・ジンクと共にロッシング鉱山の予

備調査を し、代 りにロッシングの年間生産の 10%の
オプション (一定の期間中、商品を契約時の価格で自

由に売買する権利)を得た。 このオプションが行使 さ

れたか どうかは疑問だが、西 ドイツの会社のいくつか

は、ウランゲゼルシャフ トからナ ミビア産ウラニウム

を購入 していると報告されている。

フランスの精錬会社、ソシエテ・プール・ラ・ コン

ヴェルシヨン・ ド・ リュラニアム・アン・メタル・エ

・アン・エグザフ リュオ リュールは、ロッシング・ウ

ラニウムと、量はわからないが、かなりのウラニウム

の供給を受ける契約を交わした。その総量は、フラン

スの全ウラニウム輸入のかなりの割合を占めると考え

られている。

1970年、日本の私企業である関西電力は、ロッシ

グ・ウラニウムと、 1976年 か ら 1985年 まで の
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8200ト ンのウラニウム取引契約を交 した。1974年 、

日本の国会にナ ミビア産ウラニウム問題が提出されて

からは、その契約が停止 されたと言われており、日本

政府によると、現在では停止中である。 ところが、あ

る専門家は、日本のナ ミビア産ウラニウムの購入契約

が停止 された事実などなかった、とウラニウムに関す

る公聴会で断言 している。

近年、南アや多くの西側諸国に本社を置 く採鉱会社

は、ナ ミビアで大規模なウラニウム試掘に着手 してお

り、すでに、ナ ミビア国内各地で豊かな鉱床が発見さ

れている。 これらの試掘地のうちの一カ所かニカ所で

生産が可能になるだけで、ウラニウムは、まもなくダ

イヤモン ドに代 ってナミビアの主要輸出品となり、10

年程のうちには、ナ ミビアは市場経済諸国中第四位の

ウラニウム産出国となるだろう、 と専門家は考えてい

る。

南アのアングロ・アメリカン・コーポ レーションと

ユニオン・コーポレーションは、フランスのソシエテ

・ナショナル・エルフ・アクィテーン (SNEA)、
コンパニー・フランセーズ・デ・ペ トロル、ペシニー

・ユジーン・ タールマンと共に、大規模な試掘を行っ

ているが、これまでのところ、有望な成果は上がって

いない。フランスの国営企業、アン トルプ リーズ 。ド

・ルシェルシェ・工・グクティブィテ・ペ トロリエー

ルが 70%の株を所有 しているsNEAも 、アングロ

・アメ リカンと トタルの両社 との合同事業合意の下、

100%所有の子会社、アクィテーンswAを 通 じて、

さらに試掘活動をすすめている。 sNEAは 、グマラ

ラン ドの トゥバスとアウジナスで試掘 していたが、 1

980年 には、そこで重要な発見を し、約 30～ 40ト

ンの原石が、詳 しい冶金学分析のためにヨーロッパヘ

発送 されたと報 じられている。

アングロ・アメ リカンに次 ぐ巨大採鉱会社、ジェネ

ラル・マイニング・アン ド・ファイナンス・コーポレ

ーションも、 SNEAと 同 じく豊かなウラニウム鉱床

を発見 した。 ロッシングの約 8 0 kal南 にあるランガー

・ハインリッヒの鉱床は、ロッシングのものより上質

のウラニウム酸化物を年間 2500～ 3000ト ン産出で

きる、と非公式に推定 されている。

ナ ミビアでウラニウムを試掘 している別の南ア企業

ゴール ド・フィールズは、 トレコプエで大規模な鉱床

を発見 したが、現在の価格では開発 しても利益を上げ

られない、あまりにも質の低いものであったと言われ

ている。ゴール ド・フィールズは、南ア政府と密接な

関係にある。

ファル コンブ リッジ・ニッケル・マインズ、ュニォ

ン・ カーバイ ド、ニューモン ト・マイニングを始めと

するアメリカやカナダの会社も、ウラニウム試掘に関

与 している。 さらに、最近、デラウェア・ニュークリ

ア・インコーポレーティド、サザン・ ウラニウム・ コ

ーポ レーション、 トリステイ ト・ニュークリア・イン

コーポレーティ ドを始めとする多くのアメリカのウラ

ニウム、核を扱 う会社が、外資系会社 としてナミビア

に設立された。

ウラニウム公聴会で、ロッシング鉱山に「 自衛組織」

があるという不隠な事実が浮かびあがった。それは、

ロッシング・ウラニウムを所有 している会社 (リ オ・

チン ト・ ジンク、 IDC、 リオ・アルゴム、 トタル、

GMFC)と 南ア政府 との間の合意文書に基づいて組

織 されたもので、国内不安や労働争議、あるいは鉱山

に対する「 テロリス トの攻撃」に対 して、常に備えて

おくことを目的 としている。そのような騒乱が起きれ

ば、ロッシングに常駐 している69人編成の軍隊に似た

組織が、詳細に規定 された通 りの軍事的対応を遂行す

ることになっている。 ウラニウム公聴会参加者による

と、南ア政府は、ナ ミビアの戦略上重要な企業すべて

について、同様の組織を確立 したか、あるいは確立 し

ようとしており、外国企業の最高級幹部が、そのため

の協定に直接関わっているらしいことを示す有力な証

拠があがって tヽ るとにヽう。

ナミビア産ウラニウム公聴会での証言で、西側諸国

の多国籍企業 と南ア人種主義体制 との間の(複雑な共

謀ネッ トワークが同時に暴露された。主要な西側諸国

は、声を合わせて口先だけの南アに対する非難、否定、

抗議を行なう一方で 、国際法に違反 してナ ミビアの天

然資源の略奪に加担 しているのである。

石油と天然ガス ナミビアでの石油、天然ガスの試

掘 も増大 している。1979年ナ ミビア沿岸で発見され

たガスは、今のところ最 も重要なものであり、モータ

ーの燃料 として使われるメタノールを作るのに利用で

きるか もしれない、と政府所有のサウス・アフリカン

・オイル・エクスプロレーション・ コーポレーション

は分析 している。同社は、南アとナ ミビアの沿岸で、



石油 も探そ うとしている。

カナダのファルコンブ リッジ・ニ ッケル・マインズ

の筆頭株主であり、オアマイツ銅山を経営 しているア

メリカのスーペ リア・オイル・カンパニーは、カナダ

とアメリカのブ リリュン ト・マインズが全面所有 して

いるエ トシャ・ペ トロリウム・カンパニーと、北ナ ミ

ビアでの石油探査のための契約を結んだと報 じられて

いる。

農 産 物 資 源 の搾 取

農業は、ナ ミビア経済において、重要な役割を担 っ

ている。労働力の半分を雇用 し、鉱山に次 ぐ外貨収入

を上げている。最も重要な農業活動は、食肉牛の飼育、

カラクール羊の皮の生産、それに酪農である。

白人地域の豊かな土地は、南アの個人や会社に所有

されており、所有者は不在地主か、ナ ミビア在住の南

アフ リカ人だ。事実上、家畜やカラクール羊の皮や木

材の取引は、南アの取引協会か代理店を通 じて行われ

ており、南アの関係者は、食肉加工工場の大株主であ

る。 また、技術上のノウハウや研究、ローン資金など

の農業分野への投資は、全て南アか らであり、国内で

生産されない食料品 も、ほとんど南アか ら輸入されて

いる。

77年 には、農産物輸出品の総額が、牛は 7000万

ラン ド、カラクール羊の皮は 7000万 ランド、その他

の皮革は 1000万 ラン ドで、合計約 1億 5000万ラン

ドと推定 された。

自人農場主は、何年 もアフリカ人労働者を組織的に

搾取 して、最大限の利益を得てきた。農業分野でアフ

リカ人に支払われる賃金は、ナ ミビア国内でも最も低

いクラスで、貧困ラインをはるかに下回っている。

カラクール羊 ナ ミビアのカラクール羊産業は、年

間約 300万 ～ 560万枚の皮を生産 し、国際市場で取

り引きされる皮のほぼ半分を供給する、世界最大のも

のである。 これらの皮の主な市場は、西 ドイツ、イタ

リア、日本である。 1979年 9月 号のサウス・アフリ

カ・ダイジェス ト誌は、カラクール羊か らの輸出収入

は、 1978年 には 5900万 ラン ドであったが、79年

には約 7500万 ラン ドに上るであろうと報 じた。

1980年 2月 には、サウス・アフ リカ・カラクール

・コーポレーション (sAKC)が ナ ミビアに私企業

を設立 しようとしており、その会社は、今度設立され

たSWAカ ラクール・コーポレーションが操業を引き

継 ぐのに充分な経験 と資金を身につけたら、そちらに

売 り渡されるだろうと報 じられた。ナ ミビア支社の存

立の可能性は、 SWAア グ リカルチュラル・ユニオ ン

が、カラクール羊産業は 1980年にはナミビアの貿易

収入の 45%を 占めるであろうと予測 した数字から確

実なものである、とsAKC会 長は語った。

食肉産業  1979年 にナ ミビアで市場に出た 42万

6000頭の食肉牛の約 54%は、南アの国内消費や再

輸出のために生きたまま南アヘ輸出され、 38%は 直

接輸出のために国内で加工され、残 り8%は 国内で消

費 された。

1980年 3月 には、南アの開発会社ENOKと フラ

ンスの国際企業が契約を結んだが、その契約は、イン

ター ミー トとして知 られるようになる、ヨーロッパ向

け輸出促進を目的とする、資本金 2600万ラン ドの食

肉マーケテ ィング・プロジェク トに関するものであっ

たと報 じられたcプ ロジェク トには、場所は未定であ

るが、ナミビアのどこかに食肉の加工・貯蔵工場を建

設することも含まれているらしい。報告によると、契

約前にフランスの国際企業は、将来、独立を達成 した

政府によって国有化 されないという保証をENOKに
要求 し、獲得 したといわれている。輸出は、1982年

3月 か ら開始される。

水 産 資 源 の搾 取

ナ ミビアの水産業は、南アの商業資本に、ほとんど

完全に支配 されている。 ウォルビスベイには、 9つ の

缶詰工場があり、 5～ 7千人を雇用 している。労働力

の大部分はナミビアの非白人に頼 っているが、漁船団

を指揮するのは、主に南ア白人である。

ナミビアの水産業の主要生産物は、魚の缶詰、フィ

ッシュミール、魚油の 3つである。1970年代初頭、

ナ ミビアは世界最大の ピルチャー ド (に しんの類)の

缶詰の産出国であった。1970年代大半を通 じて、水

産物輸出は、ナ ミビアの外貨収入の約 20%を 占めて

いた。 ここ20年間、 国内で消費 された水産物の缶詰

は、総生産のたった 10%で ある。

伝統的に、ナ ミビアの水産物の缶詰の主要輸入国は

イギ リスで、年間生産の 30%以 上を買い入れている。
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フィッシュミールは全て、南ア、 ヨーロッパ、アメリ

カヘ輸出される。全体では、ナ ミビアの水産物輸出の

最大の外国の顧客は、イギ リス、フランス、オランダ

で、その後、アメリカ、日本、オース トラリアと続 く。

その他の重要な取 り引き先は、ベルギー、フランス、

パナマ、プェル トリコ、スリランカ、タイである。

ナ ミビアの魚油の主要なバイヤーは、常に、イギ リ

スのユニレバー社の子会社である南アのレバー・ブラ

ザースである。ユニレバー社は、一印ま世界の魚油 の

80%以上を支配 していたこともある。

近年、ナ ミビアの水産業は、商業的に衰えてさた。

年間生産量 も、1968年をピークとして下降を続けて

いる。南ア政府が、ナミビア経済の大黒柱のひとつで

ある水産業の管理を怠り、漁船操業者が国の最 も貴重

な資源を略奪するがままにしておいたせいだという確

信が、ナ ミビア国内でも、また国際的にも強まってい

る。

数々の要因が重なったことが、ナ ミビアの水産業の

衰退に影響を及ぼ したのであろう。特に、政府当局の

怠慢 と腐敗、 ピルチヤー ドのライラ・サイクルを科学

的に理解 していなかったこと、漁場を維持するための

生物学的対応を怠 っていたこと、それに無規制の外国

船団による、ひどい乱獲などが大きな要因になってい

ることはまちがいない。

1980年のシーズン中の操業は、突然に漁獲の種類

が変わったこと、 ピルチャー ドが涸渇 してからは漁場

の主要な魚種になっていたアンチ ョビーが減 ってきた

ことか ら、 7月 末で停止された。

労働 力 の搾 取

ナミビアの農業、鉱業、行政サービス、工業は、北

部の リザーブから、契約で雇用されるアフリカ人の労

働力に頼 っている。おそらく、オバ ンボ Gヒナミビア

最大の人種グループ)人成人全体の四分の一が、常時、

南部で契約労働に従事 している。 コンソリデイティ ド

・ダイヤモン ド・マインズ、ロッシング・ウラニウム、

ツメブ・コーポレーションに雇用されているアフリカ

人の、少なくとも85%は北部出身者である。

ナ ミビア産ウラニウム公聴会での証言によると、多

国籍企業がナ ミビアに群 らがって くるのは、世界中の

どこよりも低賃金でナミビア人労働者を雇用できるか

らだ。

経済の諸分野におけるアフ リカ人雇用者の統計は、

資料によって食い違いがあり、不確実である。一般に、

鉱業に従事 している労働者は、比較的少数だ。1980

年に、ある調査機関が鉱業の労働市場に占めるシェア

は 6～ 7%にすぎないと推定 したが、別の情報による

と、1978年 には、ナ ミビア国内の契約労働者全体の

約 30%を雇用 しており、行政・建設業 '工業 (32%)

に次いで 2位で、農業 (25の を上回っていたとも言

われる。 コンソリデイティド・ダイヤモン ド・マイン

ズに雇われている6000人のアフ リカ人の約 90%は

オバ ンボ出身で、残 り10%は 、ほとんどがカバ ンゴ

出身である。同21Lに雇われている自人の大半は南ア出

身で、残 りはヨ〒ロッパか、ナ ミビア現地出身の自人

である。

高度の熟練技術職や専門分野で働 いているアフ リカ

人は、きわめて少数だ。 コンソリデイティド・ダイヤ

モ ン ド・マインズに雇われているアフ リカ人の推定で

約三分の一は、半熟練労働者――冶金担当者、地質担

当者、事務員、店員、読み書き担当者、重機オペレー

ター、採鉱監視者、モーターメカニクス担当者、配管

ェ、塗装工、れんが積み職人、大工など―一である。

南アは、熟練職や管理職に、ナ ミビア黒人を副1練 し

て雇用するよりも、イギ リス、アメリカ、オース トラ

リア、それに最近ではジンバブエか らも、自人を受け

入れるようにしている。自人にとっては、ナ ミビアで

の仕事・給料・サービスは、世界でも最高級なのだ。

自人事業家に金を貸すのも、ENOKの 機能のひと

つである。 ローンは、「誠意」を証明できるだけの資

本を持ち、保証人 と担保を用意できる借用者にしか許

可 されないので、結果 としてアフリカ人を商業分野か

らしめ出し続けることになっている。低賃金と抑圧的



なアパル トヘイ ト体制のため、このような条件に合 う

ようなアフ リカ人は、いたとしても、ごくわずかであ

る。

賃金 ナ ミビアに関する正確な賃金の統計は、南ア

当局が賃金や生活費のデータを公表 しないので、なか

なか得 られないが、一般的には、限 られた大企業や政

府で働 くアフ リカ人の賃金は上り続けてはいるが、そ

れでも、自人に支払われる給料よりは、ずっと低額に

とどまっていると考えられている。確実な情報による

と、1978～ 9年 のアフ リカ人の最高賃金は、半熟練

白人労働者が年間 7500ラ ンドの給料プラス特別給料

で採鉱会社に募集されているのに対 して、 lヵ 月約 1

00ラ ン ドであった。 白人の中級専門職公務員の場合、

年間 1万 200～ 1万 7100ラ ン ドと特別給料を提示

されていた。 (1南 ア・ラン ド=約 lUSド ル )

黒人 と自人に支払われる賃金に非常な開きのあるロ

ッシング鉱山で働 くナ ミビア人は、労働条件、生活水

準において も、ひどい差別待遇を受けている。 ロッシ

ング・ウラニウムは、賃金に関 して非人種主義的方針

を導入 したと主張 し、同 じ仕事を している労働者には、

白人、黒人を問わず、同 じだけの賃金を支払 うと約束

したにもかかわらず、自人は全員が月給で支払われる

のに、アフ リカ人労働者は全員が時間給である。1978

～ 79年 には、 2163人 の時間給労働者と、 835人の

月給労働者がいた。時間給労働者には 1ケ 月 146～

559ラ ン ドの範囲で支払われ、 84%以 上が 1ケ 月

146～ 230ラ ン ドの給料、最高級給料で雇われたの

は、たった 23人 だけであった。 月給労働者の三分の

二は、月 440～ 930ラ ン ドを支払われ、280ラ ン ド

しか支払われなかったのは 16人 、また 43人 が最 高

級給料で雇われた。

ス トライキ  1980年 4月 15日 付の ウィントフー

ク・ア ドバ タイザー紙によると、ナ ミビアでは、1915

年から72年 の間に、 22件 の大きな労働 ス トライキ

があり、その 50%は鉱山で、 41%は水産業で発 生

した。 1950年 か ら70年の間におきた 43件 の黒人

労働者の集団行動のうち、 22件 は鉱山で、 5件は鉄

道で、残 りは主に漁村で起きている。

近年では、 78年末 と79年初頭に、 鉱山労働者の

約 15%に相当する約 2500人のナ ミビア黒人労働者

が、労働条件改善 と賃上げを要求 してス トライキを し

た。 79年 4月 には、オランジ1ム ン トのコンソリデ

イティ ド・グイヤモン ドの鉱山で、約 5200人の黒人

労働者が 2日 間のス トライキを した。

苦情の内容 としては、放射線の有害な影響か ら保護

され′ていない、労働者の健康と福利がほとんど優先 さ

れていない、 リクレーション施設の不備などがあると

言われている。 ロッシング鉱山の黒人労働者は、自人

はわずかな家賃でスフコプムン トによい住宅が借 りら

れるのに、自分たちは不衛生な環境で、一人部屋に8

～ 10人 も詰めこまれる、 と苦情を訴えている。黒人

採鉱夫 も、低賃金 と、肺をひどく痛める可能性のある

ラジウムを含んだ微塵にさらされているなど、健康上、

非常に危険であることを挙げている。

ロッシングの経営者倶1は 賃上げを提案 したが、その

賃上げとは、ス ト参加者の言によると、最低給与の白

人労働者が月 100～ 200ラ ン ドの賃上げを受けるの

に、黒人労働者は月 8ラ ン ドの賃上げ しかないといっ

たお粗末な内容であった。

別の 3つ の鉱山で も、労働争議が発生 した。ベツレ

ヘム・スチール・コーポレーションとアメ リカのノー

ド・ リソ,シ ズ・コーポレーションが操業するオマー

ルの近 くのクランツベルク・タングステン原鉱山では、

270人 中 208人の黒人採鉱夫が突然に解雇 され、 I

SCOR所 有のウイス錫鉱山では、500人 ほどのダマ

ラ人とオバ ンボ人労働者が 3日 間のス トライキに参加

し、ツメブ銅山でも争議があった。

非常な賃金不平等、 とて t容認できないような労働

条件、それに、採鉱会社が世界的な物価高に乗 じて莫

大な利益を上げているのに、黒人従業員の賃金 と労働

条件が相応に改善されないという事実に直面 して、将

来の希望をナショナル・ユニオン・オブ・ナ ミビアン

・ワーカーズに託すアフ リカ人労働者がどんどん増え

てきている。ナショナル・ユニオンは、1978年 に設

立 された全国的組織で、目的を共にするswAPOと
密接な関係にある。

ナ ミ ビア で 活 動 す る

外 国経済 資本 に対 す る行動

南アと貿易している多国籍企業 |こ抗議する国際キャ

ンペーンの一環として、 1980年 3月 14日 ～ 16日 、

オランダのアムステルダムで「南アに対する石油禁輸
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についての国際セ ミナー」が、また 1980年 9月 11

日～ 13日 、パ リで「 ナ ミビア人民闘争 との連帯につ

いての国際会議Jが開かれた。そして、セ ミナーと会

議の最終宣言では、南アに対 して石油禁輸を合む包括

的な経済制裁を実行するよう安全保障理事会に要請す

ることが、特に強調された。

また、 1980年 6月 30日 ～ 7月 3日 、ジュネーブ

で開かれた「南アに対する制裁のための国際非政府組

織行動会議」は、南アに対する強制的制裁を要求 し、

緊急課題 として実行力のある石油禁輸が実施 されるこ

とを求める決議を した。

同様に、 1981年 2月 9日 ～ 18日 、ニューデ リー

で開かれた非同盟諸国外相会議でも、1981年 1月 に

ジュネーブで開かれた対南ア経済制裁の準備会議が失

敗に終わったことを考慮 し、南アがナ ミビアの不法占

拠か ら手を号|か ざるを得なくなるような全面的経済制

裁を緊急に実行するよう、安保理に要求することが決

議された。 1981年 2月 23日 ～ 3月 1日 、アジスア

ベバで開かれた第 36回 アフリカ統一機構首脳会議で

も、その要求が くり返えされた。

アパル トヘイ ト反対特別委員会が、西欧の議院法学

者たちと協力 して開催 した「 対南ア石油禁輸に関する

西欧議院法学者会議Jが、 1981年 1月 30～ 31日 、

ブリュッセルで開かれた。その宣言の中で法律学者た

ちは、南アがアパル トヘイ トに終止符を受ち、国連の

ナ ミビア独立計画に従わざるを得なくなるような圧力

を西欧諸国が南アに加えられずにいることに対する警

告を表明した。また、対南ア石油禁輸の影響を うける

可能性のあるアフ リカ諸国に適切な援助をするよう、

各自の政府に要求するということで合意 した。

1979年 11月 2～ 4日 、ロン ドンで開かれた「 南

アにおける多国籍企業の役割についての国際セミナー」

では、南アからの解放を目ざす大衆運動を始める上で、

アンチ・アパル トヘイ ト・グループ、労働組合、教団、

法律家組織、青年・学生グループの活動が、決定的に

重要であることが注目された。人種主義体制に手を貸

している主要な多国籍企業や財団への反対運動を、協

力 して行 うべきだということで意見は一致 した。その

対象 として挙げられた リオ・チン ト・ジンク、 トタル、

メタルゲゼルシャフ トAGな ど、多くの会社が直接に

ナ ミビアの資源搾取に関与 している。

金融分野で特に成果をあげてきたのは、「 南アヘの

バンクローン反対運動 (COBLSA)」 だ。1979

年 7月 末、アメリカ、カナダ、イギ リスの 12支 部か



ら代表が集まり、組織行動について話 しあい、共同戦

略を立てた。その結果、南アに融資 している銀行か ら

1億 2700万 ドル以上の預金が引き出され、南アには、

今後、どんな融資 もしないと誓約する銀行 もあらわれ

た。

各国での抗議行動や要求の形態が多様になってきて

いるなかで、近年、集団的な投資撤回要求運動が急速

に発展 している。その戦略は、南アヘの投資を撤回す

ることに株主が賛同するよう、教会、大学、地域グル

ープが働きかけること、南アと取り引きしている地方

銀行やその他の会社のボイコッ トなどである。投資撤

回要求運動は、大学生を組織するのに、特に効果的な

課題であったと多くの人々が認めている。運動家は、

大学当局による南アヘの投資の問題を挙げることで、

アパル トヘイ トヘの経済的加担について学生たちに教

えると同時に、大学もそのような加担に手を染めてい

ることを暴露す ることができたか らである。

南アとナミビアヘの継続 した資本投下を正当化する

人 々は、こういった投資がアフリカ人に職を提供 して

おり、引きあげて しまうと集団失業が生 じるであろう

という根拠 に頼 っているが、実際には、資本集約的な

技術が輸入 されるにつれて、アフリカ人の失業は増加

しているのである。資本を引き上げて しまったところ

で、黒人の状況がこれ以上悪 くなるはずがないのは明ら

らかだ。

実際のところ、直接に強い影響を うけるのは白人で

あろう。 というのは、自人 しか参加できない労働市場

に、外国投資が好影響を与える時、その利益を手にす

るのは、まず白人だからだ。結局、増大 している資本

投下に賛成論を唱えるのは、白人の特権を手放 したく

ないか らなのだ。

南アとナ ミビアで操業 している外国企業は、自社の

方針を完全にコン トロールすることができな くなって

いる。これらの企業は、南ア政府の関係企業 と提携 し

なければならないか らだ。外国の投資家は全て、操業

を始める前に政府経営企業か、その子会社に株の一部

を売 らなけオ■ばならないことになっている。 さらには、

アフリカ人労働力を調整する目的のために、利益配分、

資源の使用などに関 して多 くの制限に従 うことに合意

しなければならない。これ らの制限に、特に外国企業

が、違反すると、契約違反 と同等の厳 しい扱いを受け

る。

外国の多国籍企業は、どう見ても、ナ ミビア人民の

福利に貢献 しているとは言えない。それ どころか、南

アの不法占拠持続に重要な役割を果たしている。 とり

わけ、納税によってナ ミビアにおける南ア支配体制を

直接に援助 している。さらには、膨大な資本を注入 し

たり、重要な外貨収入源を開発 したりして、南ア経済

を強化 しているのだ。多国籍企業のこのような活動は、

南アの不法統治を正当化するものであり、現状の強化

と永続化に貢献 しているのである。

本文は、国連ナ ミビア理事会第 2常設委員会の報告

書、Activities Of Foreign Economic

lnterests Operating in Namibiaの
全訳である。 この報告書は、南アのナミビア不当支配

を援助 している外国資本に対 してナ ミビア理事会が適

切な措置をとるよう勧告する目的で、 1981年 12月

3日 に作成 された。

本文の翻訳は、「 こむ らど」の英文読書会で読み終

えた後、参加者の Iさ んが文章化 した。
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指紋押捺の日、私は死んでいる

1945年の日本 国 敗戦 から数年にわたる植民地支

配の事後処理に重大な過失があり、今 日の (在 日)朝

鮮人 (韓 国籍・朝鮮籍)を めぐる諸問題は全てこのあ

たりより発 しているといってよい。

戦後、「 あなたは朝鮮人であるか ら外国人である」

という押 しつけにより、日本政府による在 日朝鮮人の

日本国籍剥奪が行なわれた。国籍の強制付与から剥奪

までの経過を知る必要があり、 しか し国籍に関する話

題は今日の (在 日)朝鮮人の多くの者に最 も苦手な領

域で もある。国籍に関する誤解 と逃げ腰は、 もはや信

仰に近いといってよい。

まず、 1905年 11月 、日露戦争に勝利を収めた日

本は「 日韓保護条約」を押 しつけ韓国の財政・外交権

を握 り、1910年に韓国を併合 し、朝鮮 と称 して本格

的植民地政策をは じめる。

朝鮮人の国籍は日本国籍 とはなったが、同 じ日本国

籍であって も、「朝鮮戸籍令」をデッチ上げられ、「内

地戸籍者Jと「外地戸籍者」とに区別され、国籍 と戸

籍 という独特のペテン常1度がスター トする。

旧国籍法は台湾 (明治 32年 )と 樺太 (大正 13年 )

に施行されるが、朝鮮には施行 されず、朝鮮人の日本

国籍は 日国籍法にもとづ くものでな く、同法に準 じて

慣習 と条理によって決まることとされていたらしく、

朝鮮人は日本国籍保有者であったが、固有の日本人と

は区別されて、あくまでも特別な地位に置かれていた

のである。国籍 と戸籍による 2重地位を編み出した日

本側の支配には全 く狡智 と思わざるを得ない。

日本国籍を有 していたことには変 りないので、機能

として参政権、とりわけ国政参加については、第 1回

衆議院普通選挙施行 (1928年 2月 )以降は延べにして

11名 の朝鮮人が立候補 し、 同一人物が 2回当選 して

いる。1932年の第 18回 総選挙の様子を、この頃の

新聞は次のように紹介 している。「東京府で調査 した

所によると、府内朝鮮人有権者数は 4,350人に達 し

………。 これ らの有権者中に朝鮮字投票をする者が相

当ある見込みなので、東京府で急におん文字書を作 り、

各開票管理者に送付 した。各開票管理者の方でも少々

面食った形で早速おん文の勉強にとりかかっている。」

(東京朝 日、1932年 2月 3日 付)日 本国籍者であり

帝国臣民であるので国籍の機能はあった。

しか し、兵役に関 しては 1927年 (昭 和 2年)の兵

役法には戸籍法をタテとして台湾・朝鮮人は除外され

ていたが、中国侵略拡大に際 し、兵役法を一部改正さ

せることにより帝国臣民・ 日本国籍者であれば義務イヒ

された。朝鮮に対 しては内地延長主義政策がとられた

が、一方では帝国憲法 も戸籍法 も及ばない異法地域 と

して位置づけて、朝鮮戸籍令なる独自の法によって親

族関係の支配があった。

1945年の日本国敗戦により事情が変化 しは じめ、

いよいよ
｀
戸籍

″
力S正体を出して くる。1945年か ら

52年 まで国籍による差別はなかったといってよい。

あったのは戸籍による差別であった。i衆参議院選挙法

・地方 自治法・公職選挙法・遺族年金法・被爆者援護

法その他諸々において日本国籍をもつ者が有資格にな

っているが、それをもつ朝鮮戸籍令者に対 して、「 内

地戸籍令Jの適用を受けない者は全て資格なしとした

のである。国籍で差別するわけにいかなかったので、

国際法上の問題を、日本独得の家制度・親族支配によ

る方法で有名無実 とな し、マンマとペテンにはめるこ

とに成功 したのである。

そ して 1947年 5月 2日 、天皇最後の勅令 (?!)で

ある「外国人登録令Jにより、日本国籍者を「外国人

化」することにも成功 して しまい、 50年 の外国人登

録法、 55年 の指紋告1度につながっていく。これらは、

日本側の「少数民族問題を将来残 したくないJと いう

国家百年の大計のレールの上に敷かれている。

1952年以降は大手を振って国籍による差別を しは

じめたのであるが、国際法上慣例化 しているといって

よい国籍選択の自由を与えず、戸籍 という極めて国内

固有のレベルで処理 したのである。そ して、この戸籍

という珍奇な制度が広 く世界中に存在すると思われて

いるところに、日本人 。 (在 日)朝鮮人の大きな ミス

があるのである。戸籍のある国においては、帰化制度

しか存在せず、国民 と非国民に分別され、市民 もいな

観明金
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ければ住民の概念 も育たぬのである。戸籍思想は、人

種 と民族 と国民 ・国籍を 1組のものとさせているので

ある。

「外国人登録証」を持つ資格は無いと主張 して「住

民登録」を要求 しは じめたのは 8年前であったが、毎

年、所持品をカバ ンごと盗難にあうようになった。決

まって 6月 の中旬に盗 られるのだが、最初の 5年間は

2週間後に元の場所に荷物はソックリ返却されてきた。

そ して 2日 ほどして、訳の判 らぬ脅迫電話が必 らずあ

った。この 2年間は盗 られた物は何 も返 らぬようにな

り、本年は荷物ではな く私 自身が手錠をかけられて持

っていかれた。

京都市長に公開質問状で私は市民か住民かと聞くと、

市民であり住民であると言われたので、では市長の権

限で外国人登録ではなく住民基本台帳にのせて住民登

録を しろといえば、法的なことは別であると逃げられ

た。

国民である資格に国籍条項はあっても判るが、住民

としての資格に国籍がいるのは、どうも変である。こ

れが戸籍制度の大きな特徴である。国民国家日本 とし

ては、この国内植民地制度である外国人登録は、どう

しても必要なのであろう。

7月 5日 未明、 30名前後の警察官によって連行さ

れは私は、いとも簡単に拘置所に連れてゆかれ、尻の

穴まで調べ られた。無言の警官は勿論だが、それ以前

の区役所の担当課長が私に対 して吐いた言葉の方が、

よほどすごい。「指紋のことで文句があるんで したら

法務大臣に文句いって下さい。」この感覚は、かつて戦

争で多くの敵兵士等を死傷 させた者が軍事裁判等で、

「上官の令命で殺ったのです」と言い放 ったのを連想

させる。課長が、「人権・教育問題 とは分離 して考え

ている」と私に再三言ったことも強いショックである。

私に対する多くの脅迫状の内容は、自分の国へ帰れ、

犯罪者に日本は乱されてたまるか、法を守れ、 という

ものばかりであった。右翼の人達の脅威に、この夏は

いくども部屋を留守にした。

指紋押捺は人権侵害であるが、外国人登録証はそれ

以上である。指紋をとられるたび思い出すのは、14才

の時の最初の押捺行為である。 とさつ場に引かれてい

く牛馬の気に似ていると思 う。指紋の日、私は死んで

いる。 (1983年 10月 、記 )

日本のパス法を許すな

南アフリカでは、 16才 以上のアフ リカ人全員が、

男女を問わず、常にパス (身分証明書)を携帯するよ

う義務づけられている。 これは、南アを支配 している

自人が、自人だけの議会で法律を可決 してアフ リカ人

に押 しつけた制度で、ちなみに、自人には同様の義務

がない。

パスは 90ペ ージほどの手帳で、それには身分証明

書、指紋、写真、雇用記録、納税証明、その地域の居

住許可、また就職のための旅行許可書などが含まれて

いる。そ して、警官に問われた場合、このパスを提示

できない (自 宅に忘れてきた等の理由で)者、あるい

はパスの記載内容 と現状が異なる (許可を受けずに他

の場所を旅行 している時等)者は、即座に逮捕 される。

パス法で逮捕 されたアフリ
・
力人は、数日後に特別な

「 バ ンツー法廷」に引き出され、罰金刑か禁固刑の処

分、あるいは自人農場での強制労働に送り出される。

逮捕 されたアフ リカ人は、それ以後の職を完全に失な

い、 バ` ンツースタン′に強制送還される場合が多い。

結局、パス法とは、自人が不必要だと考えたアフ リカ

人を自入社会から随時自由に追い出すためのアフ リカ

人取締法なのである。

パス法違反の理由で、毎 日、平均 1,000人 以上 も

のアフリカ人が逮捕 されているという。

本誌の長年の読者である京都市在住の金明観氏が、

外国人登録法違反を理由に、逮捕・拘留・起訴された。

金氏の逮捕を知って読みなお したというのが実情であ

るが、それまで一般的な知識 として知っていた程度の

外登法の不当性が、それに関する文献や資料を読みな

おすにつれて、南アのパス法 とダブリながら鮮明にな

ってきた。外登法は、まさに在 日朝鮮人取締法である。

ここで外登法 とパス法の比較を したり、類似点や相

違点を強調 したりするつ もりはない。前段でパス法の

概略を書いたのは、 日本でほとんど知 られていないパ

ス法が、基本的には外登法 と共通するものであること

を理解 していただくためである。

きわめて多忙なだけでなく、身辺に様 々な危険を感

じながら闘い続けておられる金氏に、無理を承知で原

稿依頼 した。 10月 31日 に第 1回 公判が開かれ、これ

か ら長い裁判開争が続 く。指紋押捺の日に死ななくて

よい日が実現するよう、 ともに闘い続けたい。 (霜 )
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IFRIKAアフ リカ、2度めの旅

タンザニアのグルエスサラームは 7年ぶりであった。

学生の時、 75年から76年 にかけて、東・南 アフリカ

6カ 国を 10カ 月ほど旅 したが、その内の 6カ 月はこ

の町に滞在 したので思い出深い。パキスタン航空が飛

ばないので、セイシェル経由で英国航空、タンザニア

航空 と乗 り継いでのダルエス入 り。 日本からリクエス

トしても予約がとれず、「飛ばないこともある。」など

と脅されていたタンザニア航空 も予定通 り飛び、日曜

の夕刻に到着。空港か ら町まで 5～ 600シ リングとい

うタクシー代 も、同行 (唯一人)の 日本人の女子大生

の両親の車に使乗 して難なく、YMCAに もぐりこめ

た。相部屋のスウェーデン人もアフ リカをよく知る旅

行者で、ほっと一安′とヽ、眠りについた。

一晩中、蚊に悩まされ、また興奮 していたせいか、

翌朝は早 くからめさめ、グルエスの町をほっつき歩い

た。郵便局、新聞売 り、行きつけだった食堂、カフェ、

アイスクリーム屋、映画館、本屋、港、バスター ミナ

ルも、昔 と変わらず、眼に入るもの全てが懐 しいとい

った感 じで、浮き浮きと歩き廻った。

実は今回の旅の前に、事情に詳 しい日本人やタンザ

ニア人留学生に「 あなたの知っている 7年前 とは状況

が違 う。バスに乗るのは大変だ し、砂糖 も卵 も牛予しも

石鹸も歯磨粉 もない。人 々は苛 々していて、クーデタ

未遂 もあったりするくらいで治安 も悪い。 タンザニア

に行 くのは一種のア ドベンチャー (冒 険)だ。」と脅さ

れていたので、石鹸をおみやげとしてたくさんカバ ン

につめ、セイシェル空港ではタンザニア航空のパーサ

ーやスチュワーデスが、免税品店で石鹸を買いこむ姿

を横 目でにらみなが ら、 ｀
ああ、これか ら何 もない国

へ入 るんだク
という感慨をもって、おっかなびっくり

のタンザニア入 りだったのだ。

ところが、バスはその騒音が うるさくて夜眠れない

ほど走 っている。 (こ れは 2週間ほど前にデ ィーゼル

の配給が再開 されたからだそうだが。)も のはないこと

はないし、人々は相変わらず陽気で町には活気がある。

根 本 利 通

大学のキャンパスでも授業がスムーズに行なわれ、学

生はよく勉強 している。 ｀
なんだ。それほどひどくな

いな。
″

というのが第一印象だった。

しか し、 2～ 3日 たって くるといろいろ見えて くる。

まずインフレだが、YMCAは 一泊朝食付きで 7年前

ね 35シル (1シルは現在約 20円 )だ ったのが、今は

125シル。簡単な昼食 も 6シ ルから35シ ル。ビール

は 5シ ル 15セ ン トが 23シル 50セ ン トといった具合、

ちょっとまともに夕食を とろおとすると、およそ200

シル ぐらいは覚悟 しないといけないし、それも注文 し

て もないものが多いし、固い肉が出てきて閉□したり

する。 ビールも遅い時間になると一流ホテルのカフェ

で もなくなることがある。 コカ・コーラはメニューか

ら姿を消 して しまった。

バスιまよく走 っているが、オンボロバスばかり。(但

し、同 じ時期の日本人旅行者の言によれば、新車が増

えていたというので断言はできない。)そ の内半数はダ

ラダラという私営バスで、公営が 1シ ル 50セ ン トな

のに対 し、 5シルもとる。それで も人 々は文句を言わ

ず、満員バスがつっ走る。政府は黙認せざるをえない

のだろうか。

本屋には本の数が極端に少なくなり、紙の質 も悪 く

なっている。大半は国内の出版社によるスワヒリ語の

小説の類で、欧米の出版社のものはまれである。アフ

リカ史の本などは、 7年前にもあったものが埃をかぶ

って残 っている程度で、大学の教授ですら欲 しい本が

簡単に手に入 らないという。

それでもグルエスは首都だか ら、まだいい方だとい

うのは地方に出るとよくわかる。ガソリン不足から、

地方へ行 くバス、船、飛行機、列車の数が少なく、何

時間も行列 して切符が手に入 らないことはザラ。なん

とかザ ンジバルヘ行こうと船、飛行機を探ったが、 1

週間以上先でないと切符がとれず、今回のような短期

旅行では無理 とあきらめて、バガモヨヘ行 くことにし

た。バガモヨはグルエスの北西 70キ ロ余の漁村で、
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19Cに は奴隷積出港 として栄え、 リブィングス トン

の上陸地 として名高い。 日帰 りをするつ もりで、朝早

く満員バスで立ちっばな しで 3時間ゆられ、港 と博物

館を廻って、さあ帰 ろうかとなったらバスが来ない。

村人は 1時 半 と2時半にバスがあるといっていたのに、

待てど暮 らせど来ない。一緒に待 っていたタンザニア

人が聞きに行 くと、ガソリン不足で今 日は走 らないと

のこと。その後、そのタンザニア人 と村の出口で 4時

間待 って、 トラックをつかまえ、 30シル払 って (バ

ス

`ま

11シ ル 50セ ン ト)やっとの思いで帰 ってきた。

こうしたことは外貨の決定的不足から、輸入 もまま

ならないことか らくるのだが、 日本のような先進資本

主義国です ら不況の波に被われている時に、国際資本

主義の連環の中で石油のない第三世界の国がどうなる

のかをよく示 している。 もちろん外的要因以外にも、

農業、軽工業の不振や、官僚機構の腐敗等による流通

過程の混乱等の内的要因もあるのだが、闇 ドルが公定

の 5倍以上 というのはもはや経済的に破産状態だろう。

そ うした中で、人々はとにか く我慢を強いられている。

しか し今を我慢すれば、将来はなんとか光明が見える

という、 ｀
お しん的

″
我慢ならともか く、タンザニア

経済はよくなる要因が (私 には)見つか らず、暗浩と

した気持ちにならざるをえないc

22年前独立 したタンザニアは、アルーシャ宣言、

ウジャマー村の実験など、アフ リカ社会主義の旗手 と

して、国づ くりに励んできた。 21Cの 世界史を切り

拓 くものとして、私 も大いに期待 していたことを否定

しない。そ して今、国が、民衆に生活の基本的なこと

す ら保障せず、ある人 々にはhOpelessと 言わせる

時、国 (natiOn)と いうのはいったぃ何だろうかと

思 う。 日本に帰ってきて、心の空虚 さは別として、そ

の物質的な豊かさを見る時、アフ リカとの落差を感 じ

ざるをえない。 日本 という国は、いったい何なのだろ

うか。

7年前の旅は、初めて海外に出るという興奮と、ア

フ リカに対する思い入れで、アフ リカ人 と接すること

に熱′心、だった。そ して言葉なぞろくすっぼできなかっ

たのに、言葉は問題ではないという固い信念で、暖か

い触れ合いをもって帰ることができた。そ して 2度 目

の旅を終えた今は、非常に醒めた思いをもっている。

アフ リカ人 とはなかなか友達にはなれないのではない

か、 という思い。

友達がなかなかできないというのは、私個人の性格

にも大いに起因 しているのだが、その他にも物質的関

係をどう処理 していいのかがわからないのだ。 7年前

の半年間よりも、はるかに多くの物質的要求を今回の

2週間の旅で受けた。 7年間で私も変わったが、アフ

リカ人 も変わったのか、と思 う。Tシ ャツ、Gパ ン、

一̈一一一尤

グルエスサラーム市内の小学校(筆者撮影 )
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革靴、カバ ン、カメラ、時計、ありとあらゆるものが

対象になる。物質的要求は貧 しき人々ばかりではない。

セイシェルではホテル代が高いので、偶然知 り合 った

タンザニア人の家に 6泊 させて もらったが、その間の

彼との話題はほとんど物質的なものだった。セイシェ

ルで 3カ 月の臨時雇いの裁判官である彼の関心は、何

とか してセイシェルにいる期間を延長すること、そ し

てその期間に、いま彼がタンザニアで建築中の家に使

う資材を何 とか安 く手に入れて、500%と いうべ らぼ

うな関税を何 とかごまか して運ぶことにあった。私に

対する質問 も、 日本における工業製品1の値段や運賃ば

か りで、 とりわけ執着を示 したのは ビデオ・セッ トを

私を通 して安 く送 らせることであった。 (因 みに、タ

ンザニア木土はテレビ放送はない。)そ して私から物質

的利益が何も得られないとわかると、私が旅立つ直前

に中級ホテル並みの宿泊費を請求 したのだった。

もっと明るい素晴しいアフリカを語るべきだったか

もしれない。そういうアフリカはまちがいなく存在し

ている。 しかし、今は、アフリカとは、国とは、21C
の世界史とは,,・ …さまざまな質問が私を混沌に陥しい

れている。考える旅ができた、とそれだけしか今はい

えなぃ。そして、むやみに希望をもったり絶望したり

せず、現実をしっかり見つめて考えてゆきたいと思っ

ている。 (1983・ 8・ 24記 )

(付記 )

7年前の初めての旅は、本誌%61に「 ジンバブェ

を旅 して」を書いている大島隆平氏と共に出かけたこ

とを記 しておきたい。

□□□
回

′84年 アンチ・アパル トヘイ ト・カレンダーが完成

しま した。本識あ 61で 協力者を求めている記事を書

いたところ、さっそく国立市在住の降矢洋子氏から協

力の申し出をいただきました。降矢氏は、アフ リカを

テーマに製作活動を続けておられ、
′82年用 の版画を

作成 していただいた方です。 この′82年用は、国内だ

けでなく海外でも高い評価を うけましたが、それを し

のぐような作品をつ くりたいという降矢氏の申し出に、

私たちは無条件で依頼を決定 しました。

寒は、降矢氏からは 2点の作品が送 られてきました。

「歴史を語 る トニキング・ ドラムの男」 という題名の

作品と、今回印刷 した「南部アフリカ解放のために死

んだ戦士へのオマージェ」の 2点です。私たちは、本

当に困って しまいました。費用の都合などで、どちら

か 1点に決めなければなりません。結局、後者を印刷

することに決めましたが、前者を皆 さんに見ていただ

けないことを非常に残念に思 っています。 ここであら

ためて、降矢氏の協力に対 してお礼を申し上げます。

私たちが自信を もって発行 した
′84年用カレンダー

1枚を、ニュース463と一緒 に同封いた します。品

物を先に送 りつけて代金を請求するのは、まるで押 し

売 りのようで恐縮ですが、1枚 1000円 のカンパ をいた

だけると幸甚です。 また、友人・知人などに見せてい

ただき、 1枚でも多くのカレンダーが売られるよう、

そしてアパル ト今イトに対する関心が高まるよう、ご

協力をお願いいた します。申込みの連絡は下記まで。

〒 578東大阪市若江南町 1丁 目6-3下 垣桂二

圃臥龍社の研究公演「 ロブン島」をみて。

時が目の前を、風のように通 り過ぎていった。この

劇の中で、彼 らは何を表現 しようとし、たのであろうか。

「 ロブン島」 とは、いったい何であるのか。「 ロブン

島」 とは、南アフ リカの政治犯が収容されている監材

拷間に対する恐怖、人生に対する虚脱感、自由への夢、

家族への思い、飢え寒さに対する緊張感、そんな重苦

しさを感 じたかった。そこはヾやっばり衣食住が保障

された日本の大阪であった。また、出獄する人間と、

一生監獄で生き続けなければならない人間 との葛藤、

二人の間にできて しまぅた壁を、血がにじむまでなぐ

りつけてほしからた。

この「 ロブン島」をみにきた人たちは、911の 中で何

をみて何を感 じたのであろうか。笑 ったところ、ズボ

ンをぬいだところ、 うんこを したところだけが、頭に

残る。南アフ リカでアパル トヘイ トの中に生きる人々

のことを、止ることも歩 るくことも許 されず、ただ走

り続ける日本の社会のことを、とにか く甘 くなりがち

な自分の生活のことを、考えたのであろうか。

臥龍社の人たちが、A・ フアガー ドの「 ロブン島」

を選択 し、それを上演 したことに対 しては、高 く評価

したい。これからも頑張って、活動を続けてほしい。

こむ らどアフリカ委員会は、日本 という舞台の上で、

「 アパル トヘイ ト」というテーマを、 どのように上演

できるのであろうか。それが楽 しみだ。 (大 )
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ZIMBABWE MUTARE(1日名UMTA日)の子供たち



・ 降矢洋子氏の自信作を使用

■2色刷 64Cm× 105Cm

■申込先/東大阪市若江南町

したオリジナル・カレンダー

■1枚 1000円 (送料含 )

1-6-3下 垣桂二

丁

り

‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖編 集 後 記 ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖

最近の「 こむ らど」の活動状態からみると驚異的な

ペースで、先月に続いてニュースを発行することにな

りました。実は当初の予定では、先月分と今月分の記

事を合わせて 1回分にするつ もりで した。 ところが、

前号で紹介 したように、おそらく日本では初めてのこ

とと思われる出来事、南アの黒人作家による作品「 ロ

ブン島」が大阪で上演 されることを知 り、その案内用

チラシを同封するために、あわてて編集・発行 しまし

た。読者諸氏の中に、このチラシを見て出かけられた

方が一人でもあったとすれば、私たちの目的は達成さ

れたことになります。

前号ニュースにこだわるようですが、切手の消印が

和歌山県の竜神郵便局になっていたことに気付かれた

読者がおられたで しょうか。実は、竜神温泉で「 こむ

らど」の合宿を行ない、その場で筒封に宛名を書いて

発送 したのです。「 こむらどJ独 自の合宿は久 しぶり

のことで、 7名 が参加 しました。観光パ ンフレッ ト風

にいうと秘境の温泉で ある竜神温泉で合宿をするなん

て、どこかの労働組合の首脳会議 と同じではないか、

と言われそうです。でも、私たちは身銭を切って集ま

り、ニュース発送作業を行ない、アフ リカについて、

そ して私たちの運動について語り合いました。いつも

のことなが ら、話に結論など出るはずがありません。

現状 と今後に多くの課題を残 しながら、 しか し悲観す

ることな く運動を続けていくことで全員の気持が一致

したように思います。

今回のニュースは、いつ もよリページ増になってい

ます。半分は翻訳記事ですが、これは英文読書会で使

用 したテキス トを文章化 したものです。せっか く全員

で読み終えたのだから何 とか文章化 しておこうという

ことになり、参加者の Iさ んが頑張って掲載にこぎつ

けました。読書会では、引き続いて「 ナ ミビアにおけ

る南アの軍事的支配」を読み終え、現在は、「 アパル

トヘイ トの下における南アの女性の立場」を読み続け

ています。月 2回、土曜 日の夜 6時半から事務所で行

なっていますので、いちど気軽にのぞいてみて下さい。

英語力など問題ではなく、もちろん参加費無料です。

本誌Z61で 、当委員会メンバーの大島隆平氏が書

いた「 ジンバブェを旅 して」を掲載 しましたが、彼が

旅行中に撮 った写真 400枚 ほどの中から、 毎回数枚

ずつを選んで、今月から掲載 していきたいと考えてい

ます。言葉では十分に表現できないジンバブェの姿を

伝えることができるのではないか と思います。大島氏

も苦心 して写真を選んで くれていますので、どうぞ御

期待 ください。

′84年用カレンダーを完成 させ、ニュースの編集 も

終えて、いまホッとした気分になっています。 しか し

一方では、田中角栄をめぐる日本の政治の激動、国際

的には米国による軍事的グレナダ侵略など、とても私

たちが安心 して一息つけるような状況ではありません。

私たちは反アパル トヘイ ト運動を続けることによって、

途方 もなく強大な敵の一角に風穴をあけたいと考えて

います。引き続き、ご支援 ください。 (霜 )

アンチ・アバルトヘイト ニュース
〒530大阪市北区局心2-11-19東邦同|じ町ビリt′ 301詈■発行 こむらどアフリカ委員会
TEL (06)352-2933

,500円■Ш帽勘辰替 大阪4-35095■ 購読料(6琶版D 4
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