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南アフリカは黄金大陸 ?
帥 日本旅行へ公開質問状を提出

3月 13日 付の新聞を見ていたら、「 ―黄金大陸―ア

フ リカIIB宋の旅 」という広告が目にとびこんできた。

紙 面の半分の大 きさである。内容を読むと、まさに日

本人が好みそ うな表現 になっている。すなわち、「 黄

金 の国、南アフリカとキ リマンジャロをバ ックにサ フ

ァリをお楽 しみ頂 くケニアを訪れる、アフリカ旅行な

らではの内容を満載 」というわけである。

さっそ く私 たちは、日本旅行が計画 しているこの旅

行 について話 しあった。そ端 呆 、さまざまな問題点

が議論 にな ったが、 とりわけ、南ア政府観光公社 の協

力で説明会を開催するなど、明 らかにアパル トヘイ ト

体 制を容認・助長する行為であるとして、公開質問状

の提出を決定 した。

日本旅行は、公開質問状に対 して期限が過 ぎて も回

答 しない不誠実な態度をとり続けているが、そのこと

は別に して、この旅行は事実上、実施 されない可能性

が強まっている。 3月 31日 の説明会は参加者が少 なく

て中止 された し、 5月 4日 から7月 20日 までの12回 の

出発 日のうち、すでに 6回 が中止 され、今後の 6回 も

5月 25日 の時点で問い合せ たところ、予約客がゼロだ

という。

今 回の旅行がすべて実施 されなか ったとすれば、 と

りあえずは結構なことであるが、これで問題が解決 し

たわけではない。日本旅行は、客が集まらないか ら中

止 しただけのことであ って、アパル トヘイ トに反対の

立場を表明 して自主的に中止 したわけではない。 とい

うことは、南ァ政府観光公社 と一 丸になって、莫大な

費用を使 った南ア旅行の大キ ャンペーンを展開 し、再

度、募集を行なう可能性 も多分に残 されている。また、

南アヘの観光旅行が商売 になりは じめると、他の旅行

業者 も次 々に参入 して くるだろう。そ して、日本 の中

で「 南アは黄金の国 Jと いうイメージが増幅されてい

くことになる。まさに、アパル トヘイ ト政権が日本 に

おいて狙 っていることそのものである。

私たちは、日本人が南アヘ行 くことに全面的に反対

しているわけではない。自由に行けるなら、私たち自

身 が行 ってみたいと考 えているくらいである。ただ、

南ア政府 が見せたいものを見させ られるだけの旅行 に

つ いては、その計画自体、 これを黙認することができ

なも`。

私たちの現在の力量では、このような旅行に参加 し

ないよう周囲の人たちに呼びかける程度である。読者

諸氏の参考に、日本旅行へ提出した公開質問状の全文

と同社の新聞広告を掲載しておく。 (霜 )

公 開

貴社におかれては、

り

~。

質 問 状

ますます ご隆盛のことと思いま

ところで、最近 の新聞紙上での広告等において、貴

社 が「 アフリカ喝宋の旅 」を企画 しておられることを

知 りま した。私たち日本反アパル トヘイ ト委員会は、

ここ十数年にわたって、国連や世界各国の反アパル ト

ヘイ ト団体などと協力 しながら、南アフリカ共和国 (

以下、南アと略称 )の アバル トヘイ ト政策に反対する

運動を続 けてきています。この立場から、貴社の今回

の企画に南アでの観光が含まれていることについて、

強 い関心 と疑念を持たざるをえません。

ご存知 のことと思いますが、南アは国連総会におい

て「 人類に対する犯罪 Jと 断罪 されたアパル トヘイ ト

政策を実施 している国であり、日本政府 も同政策 に反

対 の立場を表明 し、日本 と南アの文化交流禁止措置を

講 じるなどしてきているところです。

南ア政府観光公社の協力を得て説明会を開催 される

よ うですが、 このことは、南アがアパル トヘイ トの実

態を隠ぺいするために金やダイヤモンド、それに観光

地 としてのイメージを日本で大々的に宣伝 しようとし

ていることを考慮すると、結果的に貴社が南アに協力

す ることにもなりかねません。

社会的責任をもって旅行業務を遂行 しておられる貴



社 が、 よもやアパル トヘイ ト政策に協力 されるはずは

ないと思 いますが、念のため以下のことについて質問

させていただきます。

記

質問 1 南アのアパル トヘイ ト政策が、国際的に非難

されていることを御存知ですか。

質問 2 南アのアパル トヘイ ト政策 について、 どのよ

うに思われますか。

質問 3 南アでの観光を、 これまでに実施 されたこと

がありますか。

質問 4 今回の企画は、関西営業本部だけで実施され

るので しょうか。

質問 5 今回の企画に南アでの観光を含 めた理由は、

具体的に何で しょうか。

質問 6 今回の企画では、具体的にどのような南アの

協力を得ておられますか。

質問 7 今回の旅行 で利用 される南アのホテルは、白

人専用ですか。

質問 8 南アでは、 日本人が「 名誉白人 」としての待

遇を受けていますが、 このことについて、ど

のように思われますか。

質問 9 南アでの観光を、今後 も企画 される予定があ

りますか。

質問10 南アでの観光を中止 されるよう要請 した場合

今 回の企画を変更 していただけるで しょうか。

以 上

ご多忙 のことと思いますが、1984年 3月 30日 までに

文書で回答 していただ くようお願 いいたします。 なな

下記の連絡先まで郵送 していただければ幸甚です。ま

た、回答の内容については、公開させていただくつ も

りであることを申 し添えます。

1984年 3月 19日

い 日本旅行関西営業本部殿

日本反アパル トヘイ ト委員会

大阪市 北区同心 2-11-19

東邦同心町 ビル 301号
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『誰がためにクルーガーランド金貨は輝く』
今年も5月 3・ 5日 、「 中の島 まつ りJに参加 して、

こむ らどアフ リカ委員会のお店を出 しました。天気は

少 し風が強か ったり、曇 りがちで したがまずますの 2

日間で した。 こむ らどの高は、後方 の立木に横断幕「

llが ためにクルーガーランド金貨は輝 くJを張 り、独4

ア ンチ・ アパル トヘイ トカレンターを中心に歴代 のカ

レンダーとllNl連 のホスターをずらりとならべ、アパル

トヘイ トQ&Aを 提示 し、アンチ・ アバ llト ヘイ トT
シ ャツをつる し、 ごぎの上にはハギ レ、バ ッチ (新製

品 )、 こむらどニ コース、アパル トヘイ トに関するパ

ンフレット多数 をならべた露天のお店です。店員は若

い女性を中,ら とヽするこむらどのメンバー全員 と、 こむ

=,ど
ジュニアが 2人 です。

「 中の島まつ りJの人出は数十万人はいたことで し

ょう。大半の人 たちは、 こむ らどの店の前を何 も見な

か ったように通 りす ぎてゆきます。その中に時々足を

とめて、カレンターやポスターをながめたり、アパ レ

トヘイ トQ&Aを 読んだり、ハギ レを手にする人がもヽ

ます。その中のイ11人 かの人が、パ ンフレットを手に取

ったり、カレンダーやポスターを一 つ一つ見つめて、

アパル トヘイ トやナ ミビアについて質問を してきたり

しま した。 どこかのセクトの活動家 らしき人。学校 の

先生 のような人。商社マンのような人 (冷めたい視線

を感 じました )。 「 こんなことを していると親が,と 配ヽ

する」と忠告するどこかのお父さん。ハギ レに夢中に

4ミ リ、アンチ・ アパル トヘイ トのカレンターやポスタ

ーが日に人「,11い どこかのおばちゃん。バ ッチがほ し,

くてほ しくてだたをこねる子供。その子供をた しなめ

るお母 さえっ とい うようにさまざまな人 との出会いが

あります。そスノな人々Jl心 の局スミにアンチ・アパル

トヘイト1つ 芽を植賃_つ けられたら、 と思 っています。

用意 した 500枚 のクルーガーラン ド金貨不寅のビラ

は、 3日 プ)途中で rfく なって しまいま した。 (ビ ラ受

取 り率は70%く らtヽ )ハ キ レがよく売れま t_た 。少

1ではありますが、バンフレットもバ ッチもTシ ャツ

t」84カ レンターも売′tま した。` 2ヵ レンダーが売れた

時は感激 しまし′た。

Q&Aの 6番 目に「 日本人は南アフ リカで何 と呼ば

れているか Jと いう設間があります。 (中 国人・ イエ

ローモンキー 。名誉白人 。名誉黒人 )の 中か ら正解を

選択するのですが、解答者の中に「 イエローモンキーJ

を選択する人が何人かいました。こむ らどの正解は「

名誉白人 J/1‐ σDで すが、法律的には「 名誉白人 」であ

っても、現実的には「 イエローモンキー 」/1‐ のかも知

騨鞣 雛攀 轍権 贔 鑢
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クル ーガ ー ラ ン ド金 貨 (い か クル キ ン と略

します)を 御 存 じです か .ク ル キ ンは南 アの

イン タ ーナ シ ョナル ゴ ール ド社 か ら売 出 され

てい る金貨 です。 クル キ ンは い ま、 1個 あた

りの金額 の安 さ とア クセ サ リー と して も使 え

るデ ザ イ ンな どで 、 よ く売 れ てい ます 。 とこ

ろが実 は 、 クル キ ンは吸 血鬼 の勲 章 なの です 。

南 ア フ リカは未 来 黒 人 た ちの もの で した 。

そ こへ あ る 日、 白人 た ちが や って きて暴 力 で

黒 人 た ちの手 か ら土 地 を奪 って ゆ き ま した。

そ して現 在 アパル トヘ イ トとい う人 種 差 別 、

人種 隔離 の観 度 の も とで 、少 数 の 白人 が 多 数

の黒 人 を支 配 してい ます 。

この アパル トヘ イ ト体 制 を維 持 す るに 当 っ

て資 金 源 とな って い るの が クル キ ンです 。 ク

ル キ ンは南 アの 白人 と黒 人 の関係 の象 徴 です 。

その美 しい光 は南 ア の黒 人 の 血 を吸 った吸 血

見 の勲 章 なの です 。 ど うぞ クル キ ンを買 わ な

いで くだ さい。 あ なた が吸 血 鬼 の仲 間 で ない

な ら .

こ む ら ど ア フ リ カ 委 員 会

〒530大阪市北区同心2-H-19東邦同心町ビル 301号
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れ ません。南アフリカでは経済的実状か ら日本人を法

律的に「 名誉白人 Jと しています。南アフリカに在住

している日本人は、自分の肌が白いと思いこんでいま

すが、南アフ リカの白人は日本人のことを何 と思 って

いるので しょうか。「 名誉白人 」?それとも「 イエロ

ーモ ンキー 」? 日本にいる日本人は、自分の肌が白

いと思 っているので しょうか。やはり、日本人は日本

人の色を しています。この「 中の島まつり」で、日本

人 の中に「 イエローモ ンキー 」と思 っている人が何人

かいるということがわかりました。日本人にとって、

「 イエローモンキー Jと は、「 名誉白人 」とはいった

い何 なので しょうか。

「 中の島まつりJに参加することは、「 中の島まつ

り」にやってきたごくごく一般の人々に対 して、アン

チ・ アパル トヘイ トを訴える貴重な機会であり、おも

わぬ人の出会いがえられるものです。日ごろ、アパル

トヘイ トやいろんな社会問題 に関心を持 っている人た

ちだけを対象 とした活動以外の活動 として、 この「 中

の島まつり」に参加 してアンチ・ アパル トヘイ トを、

いわゆる一般市民 という不特定多数の人 々に訴えるこ

とは、 こむらどアフ リカ委員会のアンチ・ アパル トヘ

イ ト活動の中で、かなり重要 な意義ある活動になって

きます。来年 も可能 なかぎり参加することで しょう。

来年はぜひい っしょに参加 してみませんか。来店をお

まち しています。

(ち なみに 2日間 の売 り上げは 15,460円で した。)



クルーガーランド金貨とアパルト
ヘイト、そしてあなた (第2回 )

金 とアノリレト
ヘイ ト体制

今 日、南アのアパル トヘイ ト経済にとって、金鉱採

掘はきわめて重要な位置にある。 しかもこの状況は、

ここ百年間続いているのだ。1978年 に南アの鉱物生産

額は70億 ラン ドを越えたが、その60%を 金生産が占め

る。 また鉱業に従事する約70万人の労働者のうち、90

%以上が黒人労働者であり、60%以上がオ レンジ自由

州・ ウィ ットウォーターズランド金鉱採掘事業団に雇

用 されている。南ア国内総生産の約18%に 寄与 し、19

80年南ア全輸入額の半分以上を優に調達 している金生

産は、相変わらず経済成長全体を動かす主要な発動機

である。 さらにそれは、アパル トヘイ トの二重構造 と

労働者の動員および管理に関するその独自の体制を形

づ くる支配的原動力である。

以上のことは全て、金特有の性質によって国際的な

意味を持つことになる。つまり、金は歴史的に貨幣商

品であって、その稀少性その他の特性によって国の内

外で即座に購買力を起こさせる。それゆえ、国際金融

関係の中で主要な支払手段 として機能 してきた。記録

の残 っている最古の時代以来、世界中の金生産の総量

は 12万 トン弱である。 このうち75%以上がここ百年間

に生産されたが、これは主要には1886年 以降、南アで

大規模な金鉱床が発見 された結果である。ラン ド、エ

ヴァンタ
゛
―、 ウェス ト・ ウィッツ、 クラークス ドープ

およびオ レンジ自由州の金鉱地帯は 300マ イルの弓形

に広がり、世界で最 も金埋蔵の集中 している地域であ

る。ここは今 日、38の大鉱山会社に支配され、 7つの

南ア金融会社によって経営されている。 1886年 か ら

1979年 にかけて、 南アは世界の金生産高全体の約31

%に当たる 3万 6千 トンの金を生産 してきた。 さらに、

今世紀にはいって生産された金のうち、40%以上が南

アの鉱山か ら産出されている。世界の金生産における

南アの確固たる地位は揺 ぎないものである。この国は

年間、世界総生産高の51%に当たる 700ト ンの金を生

産 しているが、これは世界第二位の産出国で あるソ連

の72%増 にのぼる。

南アの鉱業は巨大である。 7つ の関連鉱山金融会社

は、金鉱業の 100%を支配 し、35億 ラン ドの資産 (そ

の半額は英 。米の株主の手中にある)を管理 し、40万

人以上の労働者を雇用 しているが、国際経済において、

資本の集中および中央集権の度合において、そして労

働者を統轄する点において、世界中でこれほど圧倒的

な力を誇れる産業はほとんどない。 このような意味で、

南アの鉱業は経済構造、 自国の社会的政治的制度や政

策の多く、さらには移民労働者の動員・組織・管理の

体制を形づ くる上で、決定的であった。

南ア経済は逆 ピラミッド型の形を成 している。即ち、

金鉱業が狭い植民地主義型の土台を構成 しており、そ

の上に第二次・第二次的な経済活動 と少数白人が権力

や特権を持つ支配体制である建造物が置かれている。

これこそ、南ア経済特有の不安定な性格を与え続けて

いる特殊な二重構造な _lだ。 というのも、高い利益を

上げて栄えてきた金鉱業が、その建造物 と外国の投資

家の両者を支持するに足る剰余金を生まなければ、こ

の逆 ピラミッドは倒れて、アパル トヘイ ト体制そのも

のが恒常的危機にさらされることになるからである。

南アの政治は 1886年 以来、 金問題によって、そ して

金問題を通 して黒人労働者動員という一層大きな問題

によって、そしてこれが必要 とする政治的経済的体制

の形態によって支配 されてきたG南 ア政治史における

中′らヽ的課題、特に南アの社会的政治的諸制度の発展、

そ して人種や社会階級間の経済的政治的権力の分配を

決定す るのは、金の発見 と採掘との、そして国外から

の資本投資と黒人労働者動員を要求された体制 との間

の相互作用である。

上述 したように、金は商品市場の中で比類なき地位

を占める特権商品である。金が過剰生産に陥るような

危険はない。金が国際通貨調節の手段である限り、金

価格 というのは、迅速で容易な貨幣への兌換性および



購売力 という属性を金に対 して与える中央銀行当局に

よって定められてきた。今 日でも金価格の変動は激 し

いが、実質的な金の購買力は、依然として即時的であ

ると同時に、急速に増大 しているのである。米国 ドル

による金価格は 1972～ 79年 の期間に、世界貿易の中

で他のすべての商品は倍増 しているにすぎないのに対

して、 4倍 以上に増加 している。 しか し、南アにとっ

ては金価格は主 として外世界によって決められる。 こ

の事実こそ長い間、南ア経済にとって中心的問題であ

ったのであり、 これは一層広い政治的意味を含んで、

南アの人種政策に対 してかなりの影響を及ぼ している。

国内金産出費 と外的に決定される金価格 との関係は、

金鉱業を維持できるか どうかを支配 し、それゆえに外

資の投入 と経済の全体的安定をも左右する。外因的に

定められる金価格 との関係で、あの逆 ピラミッドが持

ちこたえられるのは、生産費が最少限に押さえられて

いる限 りにおいてである。 1886年 以来、 この費用を

押さえるための努力は、安価な黒人労働者を無拘束に

供給できるということに、危 く依存 している。金生産

の発達の初期の段階においては、鉱山所有者は労働者

徴集を独占し、黒人労働者の需要におけるいかなる競

争 も避けた仕方で、賃率を定める権限を獲得 した。 こ

れはやがて制度化されて、法によって支えられた構造

を持つに至る。つまり、黒人労働者の移動の自由を押

さえる正式の統制を伴 う契約労働 と、「 リザーブ」と

規定された地域への余乗1黒人労働者の集中、さらには

採掘費を最少限に押 さえ、金生産か ら生まれる剰余金

は最大限に伸ばそうとする賃金調節機構を強いる制度

である。

このような労働取締の制度化が必要 とされる一層広

い社会的政治的枠組は、一部はイギ リス・ボーアによ

る植民地化に対するアフリカ人の抵抗をつぶすことに

よって、一部は 1899年 のアングロ 。ボーア戦争の勃

発 と、その結果 としてイギ リス人と白人入植者との間

の政治的経済的責任を分離 したことによって決定 され

た。 この二者が歩み寄って、 1910年 の連邦法 という

政治的解決に至ったのであった。 1922年 、 ラン ドの

自人鉱夫によるス トライキは、産業面に人種差別を確

立 し、黒人労働者に比べると、自人労働者を特権的地

位 (職種制限によって、熟練職と賃金増収を獲得 した)

に高めることによって、この制度に最終的封印を押 し

た。引き続いて、主 としていわゆる「 プア 。ホワイ トJ

の経済状態を向上 させるために計画され、税率その他

の保護策略を通 じて補強された産業発展政策が行なわ

れた。 この産業の大部分は金鉱業の余剰金によって、

即ち黒人労働者の犠牲の上に、資金を供給されるよう

になったのだ。これがアパル トヘイ ト体制をつくりあ

げた。 このような主要点において、アパル トヘイ ト体

制の構造はこの70年間、ほとんど変化せずに存続 して

きたのである。

コ牡partheid Gold, an Anti Apartheid

Ⅳlovement publication  より

't I Gold and the Apartheid Systenf'

の訳。



アパル トヘイトと女の問題
ここのところ読書会 に参カロして、 アパル トヘイ ト問

題への理解 を整理 している。そこで しみ じみ感 じるの

はアパル トヘイトは女の問題 という事である。

アパル トヘイ ト下では、男達は人間家畜である。そ

れ も用の無い時はバ ンツースタンに放 っておき、必要

な時、必要 なだけ、引きずり出 して使われる、奴隷よ

りも安上が りの労働力である。 さて、女達は男達 の蔭、

付属物である、働 くのも住むのも、男や両親や保護者

とそれに当局の許可を必要 とする存在である、給料だ

って低賃金の男よりも更 に安い。これで どうや って女

は生 きていくのか。女達は結婚する、子供を産む、バ

ンシースタンιD痩せた土地を引 っ掻 いて、自分 と子供

達を養 おうと努力する。で も難 しい。アパル トヘイ ト

下で男達は我身一つ養いかねる給料 なのに、それで も

家族への送金をする。そこでは、女は人質、男を縛 る

鎖である。家族への想 いが深 ければ深い程鎖は太 くな

って男を縛 って しまう。

アパル トヘイ ト体制は幾重にも法律 と経済の網を張

ってアフリカ人を大規模なたこべやに打処 めようとし

ている、女や子供はアパル トヘイ ト下での最大の被害

者、生 き延びる事 さえ難 しい存在であると同時に男達

に被 さる網で もある。

これは遠いアフ リカの1詞題ではない、姿や形 こそ違

うが、私達の廻 りにも存在 しているのである。

現在 日本では男女雇用平等法案 と母子家庭手当が改

悪 されようとしている。母千家庭へσ)手 当は大の離婚

時 の収入が多ければ送金の有無に関わらず駄日、未婚

の母では駄目、一体女の生活をなんと考えているのだ

ろ う。男女雇用平等法案 とは両性力い平等 に働 く権利を

持 ち平等に報酬を得るようにする為に法律で裏付けを

する ものではなか ったのか。

昭和58年 9月 、国税庁発行の『 民FHD給与の実態』に

よると、女の給料は 200万以下64.2%、  200万以上 3

00万以下25.19、  300万以上106%平均勤続年数 81

年 。一方、男の給料 は 200万 以下 126%、  200万以上

300万以 下264%、 300万以上61%、 平均勤続年数 11

5年、 これを無視 しての F平等 』とは恐れいる。

一体、 この給料で何割 の女が一人で生活 していける

のだろう、どうや って子供を養 っていけるのだろう。

テ レビで母親が訴 えていた、せめて、子供を高校 まで

進学 させたい、中卒 じゃどうや って生 きていくのか、

高校卒業まで手当を出 して下さい。 (中卒である私と

しては、この発言の裏にある価値観ら物言 いには、た

いへん不決でならない。けれども中卒 では『 世間並み』

の職業、給料が難 しいというのも現実である。)

独 りで生きていくのが難 しい女 はどうするのか。世

間並みの生活が したければ結婚するのが一番。生きて

い くとい う基本的な事をイしへ、に依 って実現 した女達は

どうするのか、男に期待する、男をたて、縛 り、自分

の望をかなえるための道具に して しまう、従属的地位

にある女の夢は男達 によってかなえられるのだから。

勿論 これは極論である。私達が結婚するのはお金 の

為 だけではない し、自己実現することのできる女達 も

多 くいる。で も平凡な多くの女達 にとって金は必要条

件 であるし、自分 の選んだ道が社会的要求 とあ うなら

ば、与えられた条件 のなかで最 も有利な方法を選ぶも

のだ、それは当然な事なのだ。女達の情況、男の半分

の給おk職場 に於 る従属的地位、 この結果 の被害を受

けるのは女達だけではない、男達に被 さってい くのだ。

今回の男女雇用平等法案にはどこを捜 しても本気で

性差別をなくそ うという試みは見えてこない、あるの

は安い労働力 としての女の地位 と使易 さの固定化。そ

こへ加わる母子家庭手当の改悪は女を家庭制度の
‐

I‐ か

へ押込めようとする、あるいは少 しずつ広まってきた

女達 の男離ね′や自己実現願望の波を押 し戻そ うとする

勢力の一つ としか思えない。男達 よ、その絶対的な生

活水準がどうであれ、両性の一方が従属的地位にある

な ら、男達 も又主体的な地位ではありえない、貴方は

奴隷頭になって しまう。貴方達 に足かせがつ くのだ。
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『 ビクトリア・ホール』

私のカメラでは、とても全体を撮 らえることができ

ない巨大な滝。私の日本語の言彙では、とても表現す

ることができない自然の姿。それが「 ビクトリア・ ホ

ール :.

おだやかなザンベジ川の流オ1,が、突然大地のキ裂の

中 ^ヽ吸い込
=れ

るように落 下するその様は、 まさにす

ま した仏の姿か突然猛 り狂 った仁三 li変 身するがごと

し,。 tt tヽ 込 まれそうな滝の底。滝の底 ともヽうよりも、

地獄の底か ら響 くfビ クトリア・ ホール Jの音。垂直

に 100m落 下するいく筋 もの水の芸術、‐見 とれて何時

間 もの時か去った。

巨大 な自然を前に して、ケシ粒 よりもっと月ヽ さな私

という人間を見 た。「 ビク トリア・ ホール 』にリヒ戦″

石を投げたら、放物線を描いて地獄の底へ消えていっ

た。音 もしなかった。

滝の 100mほ ど上流では、手製のつり竿で子供たち

がつりを していた。「 ビクトリア・ ホール 』と共に生

きる人々がいた。おもわず頬がゆるんだ。基:鯰手賣



南アフリカの『1984年』
『 1984年 』は抑圧的 な『 偉大な兄弟 』に支配 されて

いる世界 (そ こでは思想や行動の自由がなくなって久

しい )を予知 したジョージ 。オウエルの本の年である。

その 1984年 の始まりに南アのアパル トヘイ トの問題

を無視 しては通れない。南アの新聞各誌への投書は投

書 の主が何を考 えているかをよく伝えているのである。

『 1984年 』は南アにのみや ってきたのではないが、そ

の精神は もう長い間存在 し続けてきたのであるし、『

偉大な兄弟 』は生 きて支配を続けているという訳 であ

る。

裁判無 しの留置、何百万人 もの人 々を自分達が建設

した家か ら引離 して空 っぽの′参めないわゆるホームラ

ン ドヘの強制移動、そ して契約労働 システムなどは、

投書家達によって列挙 されているもので、創作ではな

い し、アパル トヘイ トのもとでの生活の記録なのだ。

しか したぶん『 偉大な兄弟 』も全能ではありえない。

ごく最近の反逆罪裁判で、南ア海軍の高機密軍事施設

シモンスタウンのゲルハル ト元海軍中佐 とその妻はア

パル トヘイ ト当局に衝撃を与 えた。そして同時に軍備

強化の絶好の口実を与 える事 となった。スパイの存在

は、当局は今 も他の者を捜 し続けている17Dだ が、白い

南アのパ ラノイア、孤立感を煽 りたて、敵に対するよ

りも最厳 しく、反逆罪をハ ンマーのように振かざして

いる。反逆罪で告訴 された最後の人々は若い二人の白

人 である。一人は軍人で兵舎で逮捕された。反逆罪で

の告発はもし有罪 となると長期に渡 る刑期を意味する。

しか もいわゆる国家安 全の利害によって、裁判は非公

開で行 われ、アパル トヘイ ト当局の裁判過程に疑間を

持 たせ るかもしれない国際的オブザーバーゃジャーナ

リス トから遠ざけられているのだ。

最終的 なアンゴラ攻撃の実行の為にとる最新 の手段

が黒人動員作戦である。南アのアンゴラ攻撃が戦いの

全てではないが南アの新聞社 は、死者 の増大、作戦計

画の失敗 といった情報を、事態が悪化 している時には

カスター将軍最後の戦いというような伝説的物語で、

正義がないときには正義は我にありなどと、英雄的戦

いのイメージを描 くことで塗布 している。白い南アの

軍事国家化はほとんど完全である、 しか し最近の反逆

罪被告がみせたように白人全てが、いわゆるアパル ト

ヘイ トの優秀な戦争機械 SADF(南 ア軍 )の兵士 に

なりたが っている訳ではない。みたところ兵士の数は

増 えているし、国会の新 しい『 二つのタイヤシステム』

導入の主 目的の一っとしてインド人 とカラー ド共に南

ア戦争機械への徴兵がなされていて、ち ょうどバンツ

ースタン軍の兵士のように当局の前線弾丸補充要員と

な っている。アンゴラで黒人 SADF兵 士が何人死ん

だか誰が知 っているのだろう、南アの戦争での死傷者

の数字はほとんどないし、 これからもないだろう。

一方 カラー ドとイン ド人共同体は大統領評議会を敬

遠 しているように見える。カラー ド労働党、自由党 (

カラー ド)、 全国自民党それに『 連帯 』(共 にインド

人 の政党 )な ど新 しい議員選出の準備を しているグル

ープを除いては、二つの共同体はUDF(統 一民主戦

線 )に活路を見出 している。UDFは いわゆる『 憲法

上の改革 』を拒否 しているのである。カラー ドとイン

ド人の指導者は共に人々の意志を実行 しているという

政府 の言い分に挑戦 しているのだ。国民投票がその要

求 であるが、鳴 り響 くNOは アパル トヘイ ト体制が最

も聞きたくない回答である。か くして速やかな国会議

員選挙が予定 されるのだが、その候補者達 ときたら自

分達 の共同体の代表 としてではなく、アパル トヘイ ト

当局の投るボールを喜んで打つような選 りす ぐりの連

中なのである。欺 まん的な憲法い じりが続いている一

方 でUDFは その力の基盤 を強めてきてはいるものの、

絶 え間 ない攻撃にさらされている。UD「 事務局員は

逮捕、嫌がらせ、強迫を受けているし、当局はUDF

を弱体化する為に,構成員をば らば らに してuDFを 浸

食 しようとしている。

さらに又ホームランドでも愧儡指導者は人 々を酷 く

扱 っている し、脅迫や抑圧は日常の事である。チーフ

ガ ッチャ・ブテ レジはクワズールーの奨学生全員に、

彼の リーダーシ ップを批判 しないと誓約 させた、もし

奨学生が批判 したならクワズールー当局は奨学金を打

切ると暗黙 のうちに強迫 したのだ。さらに南 のバ ンツ

ースタン、シスカイではバスボイ コントカS続けられイ

ース トロン ドン市への通勤の為 に何千人 もが何時間 も

歩 き続 けている。セベの警察力による無数 の野蛮 /A‐ 威

圧 でダンサネの黒人労働者はセベ所有のバス会社を使
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わされている、そして現在 の悪名高 いSISヽ ⅨCSHE
STADIUMで の数 しれない投獄 と拷間はシスカイ人をシ

スカイの有力組織 Sん生W(The South African
AHied WOrkers uniOn)か ら離れさせた。

とにもか くにも南アの 1984年 は上述 のようなスタ

ー トをきった。いっでも爆発 しそ うなポ ットの上で南

ア当局は厳 しい取締を続 けているのだが、当局にでき

るのはポ ットの炎を弱めることぐらいしか道がない。

このことはUDFの 結成 と、ANCの 活動力を維持 し

うつ当局を叩 くという戦線の新 しい方針 によって煽 ら

南アフリカ現代黒人演all

ホームランドにある遊興地サン・ シティ。画面 に映

し出 されたのは、 ラス・ ベガスのきらびやかに腐 った

ヌー ド・ ショー。ぃゃぃや、 これはラス・ ベガス じゃ

ない。ホームランドーー 南ア政府 はこれを独立国だと

言 い張 るが、つまりは白人がつ くったアフリカ人の強

制収容所だ。「 投げ棄て場 」という非難 もある。アフ

リカ人が投げ棄てられ、おしこめられるホームラン ド

に、白人用 リゾー トがある。そこでは、南アで許され

ないことが許 されている。たとえば白人 と黒人が寝て

もかまわない。無論 これを解放だ、自由だ、 というわ

けにはいかない。そこで解放 されているのは、奴隷を

性的にも所有する、 という御主人様のきたならしい本

音 だ。サン・ シティ/こ れが太陽の街 とは/
我々は、知れば驚き果れる。南アのアパル トヘイ ト

に怒 りを感 じる。 しか し、サ ン・ シテ ィ/ ニューョ

れている。シスカイの領事事務所はダーバンで二月の

始に爆弾で破壊 されたし、爆発は様々に政府の施設で

続いている。当局が好むと好むまいと1984年 はアパ

ル トヘイト廃止へより近づ く年になるだろう。

1984年 3月 AFRICA(N0151)よ り、

BrOttven KaplanttOperation Askari,treason

trials and bus boycotts''(p.28～29)の要

約。なお、要約者は、必ず しも筆者の結論 と同 じでは

ないことをおことわりしてお く。

―クの自由、パ リの自由、東京の自由 ―一 南アが今の

南アである限 り、我 々の自由はすべてサン・ シテ ィ。

リゾー トの自由ではないか。サン・ シティがラス。ベ

ガスに似せてつ くられているのではなく、ラス・ ベガ

スがサン・ シテ ィに似せてつ くられているのだ。さて、

では、TOyotaも S umitomoも Mituiも南アに送 り

出 している日本の、 うそ明るい太陽の街で我々が呼吸

する自由とは rs‐ んだろう。

厳寒の 1月 、太陽 の香 りがするものが食べたくて、

乾 した洋梨 と無花果を煮て、肉桂 と丁字で香 りづけ し

たコンポー トをつ くった。肉桂 と丁字はブラジル産 、

乾燥無花果はイスラエル産、そ して千洋梨は南ア産 だ

った。太陽の香 り、 とは、サン・ シティの香 り、 とい

うことだ ったわけだ。 (H.H_)

『よみがえれノ アノ″ ―ヾ卜』を見て



回本誌に対するアン をお願 いしたところ、多数

の方か ら回答をいただきま した。クルーガーランド金

貨については、ほとんどの方が御存知 で、持 っている

人は一人 もいない、 とい う結果で した。また本誌の内

容 については、多様な関心があることがわかりま した。

ア ンケー ト結果を参考にして、本誌の内容を充実 させ

ていきたいと考 えています。ありが とうございま した。

回当委員会のオリジナル・バ

ッジを作成 しました (写真 )。

直径 2 5cJ、 オレンジ色の ッヾ

クにグリーン文字、黄色のバ

ラクにグリーン文字の2種類

です。AMANDLAと いう

言葉は、南アフリカのズールー語で く
力"を意味 して

います。黒人たちの集会で全員が拳を突きあげている

光景や、不当に逮捕 された黒人が護送車の鉄格子の窓

か ら拳を突きだ している写真などをよく見かけますが、

そのとき彼や彼女 たちは、AMANDLA/と 力強 く

叫 んでいるのです。アパル トヘイ トに反対する意志表

示 の一つとして、一人でも多 くの読者諸氏がこのバ ッ

ジを胸につけていただくよう期待 していますcポ チボ

チ売れていますが、在庫多数です。 1個 200円 (送料

別 )、 ご希望の方は当委員会まで。

回本誌前号の 9ペ ージのタイ トル「 第16回 JAAC全
国合宿の報告 Jは、「 第 6回 ―一 」の誤 りで した。訂

正 して、おわび します。

回東京のアフリカ行動委員会か ら、南部アフ リカ年報

1984年版が発行 されました。「 われわれの問題 として

の南アフ リカーー
駅
名誉白人"な んて ごめんだ /」 と

い うタイ トルで、内容 は、 I南 部アフ リカー1980年十t

Ⅲ南ア・ ナ ミビアと日本一
駅
名誉白人 "の裏側、Ⅲア

フ リカで考 える。アフリカを考 える、Ⅳ活動の記録、

Vア フ リカ関係新刊案内 と「 行動委ニ ュース」bllo l～

23総 目次、か ら構成 されています。資料 として、人種

差別撤廃宣言および条約の全文 も掲載されてお り、全

部で 152ペ ージ、アパル トヘイ ト問題 に関心 をもつ人

に とって必読 のものです。当委員会で も扱 っています

ので、ご希望の方は連絡を。 1冊千円 (送料別 )。

国 当委員会の活動 など、「 さまざまな闘いの中に存在

す る創造性、生活の中に息づいている人間的な生き方

をめ ぐる価値 」を報道 してきた社会 タイムス紙が、財

政難か ら購読者の拡大を呼びかけています。毎日曜日

発行で、 1部百円、 6カ月 3千円 (送料込 )。 申込は

大阪市北区神山町 9-3神山 ビル 社会 タイムス社。

口「 ネルソン・ マンデ ラ」という曲が、英国のヒット

チ ャー トで健闘 しています。ニュー・ ミュージカル・

エクスプ レス誌、メロデ ィ。メイカー誌共に、 トップ

10入 りのこの曲、演奏 しているのは、ザ・ スペシャル

AKA。 1978年 のスカ 。ブームの旗手だ ったスペシャ

ル ズの残党が結成 したグループです。プロデュースは、

来 日間近 なエルヴィス・ コステロ、バ ック・ コーラス

も、ザ・ ジャムの「 ビー ト・サ レンダー 」等 にも参加

していたアフロデ ィジァックと豪華。 tFree Nel
son Mandelal' のコーラスで始まる元気 なスカ・

ナンバーで、裏ジャケ ットには、マンデラについての

解説 と、英国アンチ・ アパル トヘイ ト・ ムーヴメント

のア ドレスが書かれてお り、詞の方 も直接的な内容。

夏に向けて、スカ・ビー トでフ リー 。マンデラ・ キャ

ンペーンに参加されてはいかがで しょう。

Nelson Mandela//The special

AKA Side BIBreak Down

The Door Chrysalis―-2 tone

CHS TT12 26

英盤12"シ ングル 1300～ 1800

円riE度。輸入盤店 になければ、

当委員へ連絡 され ると入手で き

ます。 お早めに /

ロ

ケ・ト

アンチ 。アパルトヘイト ニユース
・ 発 行  こ む ら ど ア フ リ カ 委 員 会  〒530大阪市J枢同む 2-11-1頸 邦同ib町ビル3m号

丁EL (06)352-29331        500円
・ 郵便振替 大阪4-35095■ 購読料(6号分)1,

Юぐ
『


