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飢餓ランチと日・南ア友好議連の

発足 アフリカ外交の新時代

これまで新聞に出るアフリカの話題 というと、社会

外報面に限られていたが、最近は内政面でも目にする

機会が増えている。その最たる例が、外務省で始まり

民間にも大きな反響を呼んでいるスタベイションラン

チ (飢餓 ランチ )関 連の記事であろう。た しかに飽食

する日本人が形だけでも腹を減らし"飢 える "ア フリ

カを考えてみることは、悪いことではない。さらに外

務省では、九月末からの一か月をアフ リカ月間として

映画祭などさまざまな催 しをおこないアフ リカヘの一

般の関心を高める作戦を練 らている。

今までアフリカに関心の薄か った政府/外務省のこ

の豹変ぶ りの真意は どこにあるのか。波多野、中東ア

フリカ局長は「 国民レベルでみるとアフリカの重要性

についての認識は十分ではない。…。(中 略 )・ :ア フリ

カには世界の三分の一近くの国があるわけで、国連な

ど国際機関の票決にあたって重要な役割を果たしてい

る。それから希少金属を産出する国が圧倒的に多い。

また日本の輸出市場としても将来性に富んでおり、ア

フリカとの関係は長期的にみても重要なことだJ(日

経・84年 7月 19日 )と 述べている。 この言葉だけをと

ってみても商人的関心からのみアフリカを見ているこ

とは明白で、いただけない。 しかも本意はさらにほか

のところにある。

ソ連のアフリカヘの影響力が後退 しつつあるという

分析をうけて、その後釜を部分的にでも引き受けよう

というのである。「 米国が太平洋重視の意味から、ア

ジア外交に積極的に乗り出しているため、日本も比較

的縁の薄かったアフリカとの関係を強化、日米で相互

補完体制をとる。 (ア フリカ諸国を西側へより引きつ

けるのに)ア フリカ諸国の日本への期待も植民地主義

に手を汚 していないという点で大きい。J(外務省幹部

談、 日経・84年 6月 6日 、同 7月 19日 )

これがアフリカ飢餓キャンペーンの構造である。民

衆―我々がこの飢餓を考え、行動することは重要では

あるが、他人のみこしに乗るときには少 し考えてか ら

にする必要がある。

日本の対アフ リカ外交は、新たな時代を迎えつつあ

る。その新時代を画する三本柱が飢餓キ ャンペーン、

援助急増、そ して南アフリカ共和国 (以下、南ア )一

人種差別政権―との関係強化である。 ブラックアフ リ

カ諸国に対し「 飢餓を救い、援助をもっと増や してや

るから、お前らが非難する南アと日本が手をつなぐこ

とには口を出すな」というわけである。日本はアフリ

カでは植民地主義で手を汚 していない、と外務省あた

りは自慢げに言うが現実には今アフリカで最も悪どい

植民地主義者である南アの重要パー トナーなのである。

こうした動きの中心にいる政治家の一人が石原慎太

郎である:彼が呼び掛け人となって外国語のできる自

民党議員が集まり派閥横断的議員集団が84年 4月 結成

された。頭に二階堂副総裁を据えて活動を始めたこの

グループは「 外務省には手の届きにくい分野で、積極

的な行動をする。… (中 略 )…重要でありながら円滑

な外交関係が樹立されていない南ア、イスラエル、ア

メリカ野党 (民主党 )な どとの友交を促進する。J(石

原談、読売・84年 4月 29日 )と いう。その第一歩 とし

て日。南アフリカ友好議員連盟が作られた。 7月 現在、

三階堂を会長とし、現職大臣竹下登を含む45名 の自民

党議員が加盟している。 (資料⑥参照 )日 本反アパル

トヘイ ト委員会一アフリカ行動委員会は同議連メンバ

ーに対し抗議文と公開質問状を送った。 (資米準①C参

照 )それに対し議連を代表 して石原氏から回答が統一

見解として送られてきた。 (資料④相③参照 )そ れと

は別に長谷川唆氏から回答がきた。 (資料③参照 )

あえて、今ここでは彼等に対する反論は書かない。

なぜなら逐条的に反論するには具体的な事実関係をそ

れぞれ整理、提示 しなければならないが、それには少

し時間がかかるし、この問題についての反論は、我々

にとって反アパル トヘイ トとは何か、アフリカを考え
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るとは何かを問われる重大なものであり、あわてて形

だけととのえて書 く必要 はないと考えるからである。

別の言葉で言えば、この問題にどう取り組む力ヾ ま我 々

の存在意義を問うものである。又、 これを正反対から

見れば、石原見解は、資本主義国としてあたりまえの

本音であり、 “人権 一公民権 "に も配慮を払 った順当

な論理であると言うだろう。

しかし大義名文とうらは らに、実際には彼等は利権

の甘い汁を求めて集まった疑いが極めて濃い。名簿を

よくながめて見ると、二国間の直通航空路の開設を も

くろむ運輸族、直接投資解禁をねらう大蔵族、石炭輸

入にからむ石炭族、などが名を連ねている。 この石原

見解の背後には、被差別人種として屈辱的名称を甘受

しつつ同 じ有色人種への抑圧に手をかす人種主義者一

日本人のすがたが見える。

あるアフ リカ人外交官が、「 日本がアフ リカヘの援

助を増やすというが、日本がアフ リカで稼 ぐ金 (貿易

黒字 )に比べたら、そんな額は微 々たるものだ。
《
援

助 "と は南か ら北へ流 れる金のことを言うのだ。 日本

はあまり大きな顔を しないでほしい。Jと 苦悩を込めつ

つ語って くれたことがある。 この言葉のまえには、石

原氏の大義名分 もスタベイションランチも影が薄いと

感 じるのは筆者だけだろうか。

反論を準備するのと平行 して、具体的行動 もはじめ

なければな らない。なぜなら、 8月 末 には議連メンバ

ーに民社党議員が加わった 4名 の代表団が南ア側の招

待に応じて訪間、外相 とも会談 している。この訪間で

何が話 し合われたかは今のところ不明であるが、議連

趣意書、活動方針にうたわれている各項 について討議

されたことは想像できる。

まず現実化 されるであろうものが航空路開設と直接

投資解禁であろう。 ともに両国経済界が長年望んでい

たものである。日本一南ア間には英国航空が唯一週 1

便の直通便を持ち、常にいっぱいで ドル箱路線 と言わ

れている。.南ア航空は香港 と台北へ週 1便を持つのみ

で成田乗り入れは長年の夢である。元来国際航空路は

相互主義であるから、南アが乗り入れれば日本航空 も

当然、ジ ョハネスブルグヘ乗り入れることになる。 (

少なくとも、その権利を確保する )直接投資解禁につ

いてもここ数年、 日本の銀行から南アヘの融資が話 し

合われた、あるいは成立 したとの報道が再三あったが

いずれ も未確認であった。最近で も、南アの大蔵大臣

が 日本の金融機関の代表 とヨーロッパで秘密裏に会見

した と伝えられている。

一説によると南ア首相ボタの来日さえも両国の非公

式 レベルで検討されているとも言われている。外交関

係改善が両国経済界にとって待ちに待 ちのぞんだもの

であったことを考えると、議連結成を契機に、堰をき

ったように
《
改善 "が進むであろうことは しごく当然

ともいえる。また レーガンの冷戦外交の枠組にはまっ

た中曽根、西側政治大国化外交は、それを進める絶好

の舞台である。逆に言 うなら、中曽根以外の者が首相

になるとこれだけの思い切 った路線転換はむずか しい

か ら、やるなら今だと考える者 もいるであろう。 とに

かく事態はこちらの予想を上回る速さで動いているこ

とは間違いない。

我々に出来 ること、あるいは、 しなければならない

事は何であろうか。様 々な事が考えられるが、まずこ

の問題は反アパル トヘイ ト運動体のみのものとせず差

別、人権、第三世界問題を考える多くの団体と共に分

かちあっていく性格のものとしてとらえるべきであろ

う。 さらに、国際的な広がりを もつ問題でもある。す

でに数力国の反アパル トヘイ ト運動体、国連機関、国

際教会組織などからも共同行動への、賛同がきている。

多くの団体 と手をつなぎ行動をとるとなると、当面の

目標を紋 ったほうが効果的ではないだろうか。

(ア フ リカ行動委員会 。漢 )

,0⇔⇔0申 ⇔器 ∞ ⇔⇔⇔修料)←米米米

「 日本・南アフリカ共和国友好議員連盟 Jな る

ものが結成された。 このことは、アパル トヘイ ト

反対運動を続けてきた私たちにとって、絶対に見

過ごすことのできない問題である。

さっそく東京のアフリカ行動委員会が行動を開

始 した。公開質問状は、その第一歩である。私た

ちは、アフ リカ行動委員会の提起する行動に積極

的に参加 していきたいと考えている。 とりあえず、

S氏 に今 日までの状況を書いていただき、あわせ

て関係資料の全文を掲載 した。 この問題に対する

読者諸氏の理解と、今後の協力を切望する。

(霜 )
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資 料 ①

冠  省

私どもアフリカ行動委員会 (Japan AntiTApartheid Corlmittee)は「 南アフリカ共和国」のア

パル トヘイ ト(人種隔離 )政策に深い憂慮を覚え、その廃絶を求めて1969年以来、国際連合反アパル トヘイ

ト特別委員会、同ナミビア理事会、並びに世界各国の反アパル トヘイト市民団体・機関等と連携 して活動を

行っている市民団体であります。

さて、このたび新聞報道 (6月 7日 付朝刊各紙 )に より、貴殿をはじめとする自由民主党衆・参両院議員

40名 で構成された「 日本・南アフリカ共和国友好議員連盟 Jが去る 6月 6日 を以って発足 した、と知りました。

つきましては、同議員連盟の結成理由・目的、具体的活動内容、およびアパル トヘイ ト政策に対するご見

解等を、同封別紙の公開質問状にてお伺いさせていただきたく存 じます。

私どもとしましては黒人をはじめとする有色人種の基本的人権を全く否定し、極めて厳 しい差別と抑圧政

策をとっている「 南アフリカ共和国 Jと の政治 。経済・外交関係を促進・強化することは、「 人類に対する

犯罪 Jで あるアパル トヘイト政策に加担することに他ならないと考える次第であります。

ご存知とは思いますが、国際連合におきましては、「 南アフリカ共和国」政府が実施 しているアパル トヘ

イ ト政策を、国際平和・安全に対する潜在的な脅威、並びに人道上極めて重大な国家的犯罪としてとらえ、

これを強く非難すると共に、加盟各国に対し「 南アフリカ共和国 」経済制裁の実施を強く求めております。

(1969年  国連総会決議 第2506号 )。

これを受けまして日本政府は「 南アフリカ共和国」に対する直接投資を禁止する措置 (昭 和55年 11月 28日

大蔵省告示第 118→歌改正同56年 5月 28日 第67号参照 )を取っていると共に、文化 。教育 。スポーツの交流

等も規制 しております。現在、日本と「 南アフリカ共和国Jと の正式な外交関係はもたれておりません。さ

らに武器輸出三原則 も「 南アフリカ共和国」に適用 しております。

こうした状況にもかかわらず、同議員連盟が「 南アフリカ共和国Jと 大使を交換する正式な外交関係の樹

立等を目的として活動 されるならば、それは国連決議や国際世論をも無視することになるばかりか、日本政

府の対「 南アフリカ共和国」政策に反することであると存 じます。

また、われわれ日本人は、その経済力ゆえに「 南アフリカ共和国 Jに おいて
く
名誉白人 (h Onourary

white)"と 呼ばれております。自人に準ずる待遇であるというこの呼称は、まさしく日本人を侮蔑 したも

のである、と私どもは考えます。

これらの点につきまして貴殿の忌弾なきご意見をお伺いしたい次第であります。御多忙の折、恐縮には存

じますが、 7月 16日 までに文書にて御回答下さるよう、御願い申し上げます。

なお、この公開質問状並びに御回答は、国連反アパル トヘイ ト特別委員会、アフリカ統一機構 (OAU)
本部、在日アフリカ諸国大使館および各国の反アパル トヘイト市民団体等にも英訳の上送附する所存であり

ます。

1984年 6月 26日

敬  自

アフ リカ行動委員会  代表  牛 嶋 保 夫

連絡先  〒 150 東京都渋谷区東 1-27-10東 ビル 203

南アフリカ問題研究所内
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資 料 ② 資 料 ③

公 開 質 問 状

長 谷 川   唆  殿

1.貴殿をはじめとする衆 。参両院議員40名 で構成された「 日本・南アフリカ共和国友好議員連盟Jが去る

6月 6日 に発足したという新聞報道は事実でしょうか。

〈回 答〉 その通りです。

2.報道が事実であれば、「 日本・南アフリカ共和国友好議員連盟J(以下「 議員連盟 Jと 略させていただ

きます。)の結成理由、その活動目的をお知らせ下さい。

〈回 答〉 全方位外交ですよ。あれだけの国を否定する訳にはいきません。

3.「 議員連盟Jの構成メンバー全員のご氏名をお教え下さい。

〈回 答〉 全員書くのは難しい。責任者は、三階堂進、石原慎太郎等と思って下さい。

4.「 議員連盟Jは、今後どのような活動を具体的に展開されるのでしょうか。

く回 答〉 いま総領事官でしょう。大使交換 (先方は来ていますネ )ま で持っていくべきです。パ リ講

和会議で人種平等を主張した日本がカラードピープルの代表として、アパル トヘイトをやめさせる努

力を尽すことです。日本人があそこで自人並の待遇を受けているからとて自慢になりません。

5 アパル トヘイト政策に対する貴殿のご見解、並びに「 議員連盟」の基本姿勢をお教え下さい。

〈回 答〉 4.の 回答と重複

6.国連決議および国際世論、そしてアフリカ統一機構 (OAU)加盟各国の「 南アフリカ共和国Jに対す

る非難にもかかわらず、あえて「 南アフリカ共和国 Jと の協力関係の強化をはかろうとするのは、何故で

しょっか。

〈回 答〉 非難する国連が全部いいとは決っていません。国益の衝突がさうさせていることもあります。

わたくしたちは南アを孤立させないためにも、アパル トヘイ トを早くやめさせるために努めて行くこ

とが、役所が制限されているのをやぶって行く為にもよいことと思っています。

7.報道では「 議員連盟 Jの幹事長 とされております石原慎太郎議員が「 日本・南ア両国の国益のために努

力 しなければならないJと ありましたが、この「 両国の国益 Jと は具体的にいかなることを意味 している

のでしょうか。

〈回 答〉 経済的には18億 ドル前後の両国の交流があり、特に日本に必要な稀少金属は南ア産です。

8.報道では、自民党諸議員による「 議員連盟 Jが「 議員交流、航空機相互乗り入れ、大使交換」の活動方

針とありますが、アパル トヘイ ト政策に対する国連の活動を重視する日本政府の外交方針と矛盾するので

はないでしょうか。ご見解をお聞かせ下さい。

〈回 答〉 大使が来ているのです。議員交流QK、 航空機乗り入れQKです。

9.日 本人が「 南アフリカ共和国 Jにおいて "名誉白人 (hOnourary white)"と して処遇されているこ

とについて、貴殿はどのようにお考えでしょうか。

〈回 答〉 あまり名誉ぢゃありませんネ。

10.人種差別撤廃条約 (1969年 発効 )を 日本が未だ批准 していないことについて、貴殿はどのようにお考え

でしょうか。

〈回 答 〉 人種平等を世界で遼早く説いた日本です。カラードピープルのために頑張ること、批准させ

る努力をしますよ。
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資 料 ④

資 料 ⑥

資 料 ⑤

昭和59年 7月 14日

アフ リカ行動委員会

代表 牛 嶋 保 夫 殿

日本 。南 アフ リカ友好議員連盟

幹事長 石 原 慎太郎 ⑪

6月 26日 付 公開質問状への回答について

標題の件につき、貴会 より日本 。南アフ リカ友

好議員連盟会員宛に公開質問状をいただきま した

が、本会 にて協議の結果、本会の統一見解として

別紙の回答をいた します。

回答書

1.回答書 (補足 )

1.日 本・南アフリカ共和国友好議員連盟趣意書

1.今後の活動方針

1.日 本 。南アフリカ共和国友好議員連盟入会者

(7月 14日 現在 )

以 上

今 後 の 活 動 方 針

。南アフリカ共和国の南ア・ 日本議員連盟 との交

流

0両国相互の航空機 の乗り入れ

。大使館の交換

。South Africa Foundation

(President L Pavitt,Mo C。 )と の連携

情報交換

O文化交流、情報交換

。その他

日本 。南 ア フ リカ共 和 国 友 好 議 員 連 盟 入 会 者

(84年 7月 14日 現在 )

衆議院

相 沢 英 之

上 草 義 輝

柿 澤 弘 治
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資 料 ⑦ (原文はタテ書き )

回 答 書  (補足 )

公開質問状に対する回答は、別紙の 日本・南アフ

リカ共和国友好議員連盟趣意書、入会者表、今後の

活動方針に概ね記載されておりますが、以下若千補

足いた します。

貴会の主張されるとおり、南アフ リカ共和国は人

種差別政策を とっておりますが、私達友好議員連盟

のメンバーも誰一人としてこの政策を支持 している

訳ではありません。

しかし、従来のように、たんに人種差別政策を非

難するだけで、南アフ リカ共和国を益々国際的に孤

立させるだけでは、事態は決 して改善 しないと思い

ます。

む しろ、南アフリカ共和国と友好関係を深めるこ

とにより、 日本の世界史上で も稀な近代化、日本の

持てる技術力、経済力を南アフ リカ共和国民に知 ら

せ ることで、有色人種の能力を認識 させ、国際社会

への門戸を開放させることが大切です。

イソ ップ物語の「 北風 と太陽 」の話ではありませ

んが、 日本が世界中の有色人種、民族、国家の中で

一番、旅人にマン トを脱がせる太陽たりうると信 じ

ます。

両国の国益については、いかなる国であれ、政治、

経済、文化、人材等の交流があれば、そこに必ず国

益が存在すると思いますが、 日本 。南アフリカ共和

国両国にとって、お互いにその重要性は益 々高まる

と考えます。

例えば、趣意書にも記載 されておりますが、高度

な産業製品を輸 出することでなりたっている日本経

済にとって、南アフリカ共和国から産出される稀少

金属の安定確保は不可決であり、南アフ リカ共和国

にとぅても、鉱山資源開発や運搬輸送手段のほとん

どを 日本製品に負 っている現状であり、日本人 とい

う有色民族の知恵によって、他のアフ リカ諸国とは

比較にならない程豊かな国民生活が支えられている

のです。

以上のように、純粋に経済面での国益だけを考え

ても、両国の友好関係は、お互いの経済発展 の必須

条件だと思います。

日本政府の外交方針との差違については、政府・

外務省内にも様 々な意見がありますが、私達は正式

な国交関係が結ばれていないからこそ、む しろ積極

的な議員外交をおこなうことによぅて、両国のパイ

プをつなぎ育てていくべきだと考えております。

Honourary white(名 誉白人 )の呼称は、あ

る日本人たちが勝手 に名付けた言葉であり、私達 も

全 く評価 しておりません し、屈辱的かつ、奇妙な呼

称だと思います。

人種差号1撤廃条約に関しま しては、日本政府・外

務省も趣旨を充分に理解 しており、日本の国内法 と

の調整、検討を行なっておりますが、私達議員連盟

も、 こうした条件 さえ整えば、早期に批准すべきだ

と考えております。

アメリカ合衆国においても、黒人がその地位を獲

得するのに、永い時間を必要 としましたし、現在で

もこの問題を完全に払拭できた訳ではありません。

同様に、南アフ リカ共和国においても、黒人の労

働組合権を認め、アジア人、カラー ドの国民議会へ

の参加を認めるなど、ようや く改革への第一歩を踏

み出 したところです。

改革には、永い時間と数々の困難の克服が必要で

しょうが、私達は、日本 と南アフ リカ共和国の議員

の交流等を通 じて、こうした改革の実現を実質的に

促 していき、より深い両国の友好関係を目指 して努

力 していきたいと思います。

以  上

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう.′



資 料 ③

日本 ・ 南 ア フ リカ 共 和 国 友 好 議 員 連 盟  趣 意 書

日本から眺めて、丁度地球の裏側 にある南アフリカ共和国にどうか、改めての関心をお持ち頂きたいと

存 じます。

国際スポーツ大会でのボイコント運動に象徴 されるように、南アフリカ共和国は、その人種差別政策に

より、「 世界の孤児 Jの印象を与え続けてきました。

た しかに、人口の12パーセントにしか達 しない白人が、国土銹 7パ ーセン トを支配 している現実は、不自

然なことですが、ボータ政権 も最近、黒人の労働組合権を認め、さらにアジア人、カラー ドの国民議会へ

の参加を認める新憲法草案の国民投票 (可決 )を行なうなど、歴史的変革に着手 し始めま した。また国民

生活のうえでも、大多数の黒人 は、アフ リカの他のいかなる諸国でも見 られない高い経済水準を享受 して

おり、社会、経済両面 にわたる向上努力が続けられております。

高度な産業製品を輸 出することで成 り立 っている日本経済にとって、南アフリカ共和国が埋蔵 し産出す

る稀少金属は、中近東諸国の石油 と同様に致命的な意味を持 っています。一夕1を あげると兵器 と精密機械

に不可欠の、クロームは全世界の埋蔵量の98パ ーセン トまで南 アフ リカ共和国とジンバブエ (南ア積み出

し)に負 うているのをは じめ、バナジウム鉱50パ ーセン ト、マンガン鉱40パ ーセン ト、金65パ ーセン ト、

ウラン20パーセン ト、チタン15パーセン トで、近年戦略金属 とまで言われている稀少金属の安定確保を考

える時、南アフ リカ共和国は、 日本並びに西欧先進国の命脈を握 っていると言 って も過言ではありません。

そ してまた今 日、南アフリカ共和国は日本にとって、年間輸 出額18億 ドル、輸入額16億 ドルをかぞえる

質量 ともに欠か して考えることの出来ぬ重要な交易国で もあります。

このような自由世界にとってきわめて重要な意味を もつ南アフ リカ共和国に対 して、アメ リカをはじめ

とする西欧諸国は、人種問題に関する批判 とはまた別に、あくまで正式な国交関係を結び連携を保 って来

ておりますが、ひとり日本のみは未 だに外交の正常化すら試みておりません。

こうした現状を踏まえ、私達は 日本と南アフ リカ共和国 との国交正常化をめざし、両国のより以上の親

善と関係強化をはかるために、ここに日本 。南アフ リカ共和国友好議員連盟の設立を提案いた します。

各位のご理解とご参加を賜わりますようお願い申し上げます。

昭和59年 4月 27日

〔発起人 ]

二階堂   進

愛 知 和 男

柿 沢 弘 治

〔連絡先 ]

衆議院 石原慎太郎事務所  衆議院第一議員会館 717号室 雪内線 5717
参議院 石井 一 二事務所  参議院会館 212号室    雪内線 5212

尚、ここに、 日本 。南アフリカ共和国友好議員連盟規約、申込書を同封 します。

申込書に捺印の上、石原慎太郎事務所、石井一二事務所までお送り下さいますようお願い申し上げます。

長谷り|1   峻   石

椎 名 素 夫   保

平 沼 赳 夫  森

原 慎太郎   志 賀   節

利 耕 輔   与「nf野   馨

田   一   石 井 一 二

(順不同 )

(原文タテ書き )
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車道からそれ、気の向くまま、風の吹くまま歩 く。

人間の道にそって、人間の音がする方へ向って歩 く。

人家が見え、子供たちの声、生活の臭い、生活の音が

する。子供たちが遊び、女たちは編み物や洗濯を しな

がら丼戸端会議。

少年に出会い、少年は家族や村や学校を案内す る。

学校の先生は、私が 日本人であることを知ると、す ぐ

に「 広島 JI長崎 Jを 口にした。学校の子供たちは、

実に楽 しそうであった。

少年に案内され、もと来た車道までもどった。

(大島隆平 )
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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 3回 )

プラチナと日本人

プラチナは、有史以来の生産量が推定2,000ト ンとい

う稀少金属だ。1988年 、世界中でプラチナは74ト ン供

給 され、そのうち62ト ンは南アフリカで産出された。

実に全世界の84%も供給 している。プラチナの全世界

で採掘可能な埋蔵量は13,000ト ンと推計 され、その う

ち10,9000ト ン、83%が南アフ リカに集中する。 2位は

ソ連の1,900ト ン、 3位はカナダの100トンにすぎない。

金は埋蔵量90,000ト ンのうち、50%が南アフリカにあ

り、 2位 ソ連が24%で ある。南アフ リカはほかにも、

ダイヤモンド、クロム、マンガン、パ ラジウム、イ リ

ジウムなど、重要鉱物 の埋蔵量も世界の トップクラス

である。不思議にソ連と 1位、 2位 を分け合 っている

ケースが多い。

西側諸国は、 とくにプラチラ、パ ラジウム、イ リジ

ウム、金、ウランといった稀少金属 の供給 の大半を南

アフリカに依存 している。 だから、南アフ リカは欧米

にとって戦略的に重要な国だ。

プラチナ原鉱石からプラチナを取 り出すには、長い

工程が必要だ。 まず、原鉱石を砕石 し、浮遊選鉱、比

重選鉱 と呼ばれる三度の選鉱で不純物をふるい落 した

後、鉱区内の施設で溶解、精錬する。 プラチナ原鉱石

は、多量の非鉄金属を含んでおり、 この過程で銅やニ

ッケルが取り出される。ルステンブルグ鉱山は、プラ

チナを年間 30ト ン生産 しているが、その副産物 として

銅 11,000ト ン、ニ ッケル 19,000ト ンが 生産 される。非

鉄金属を除去 した鉱石は、 ヨハネスブルグ郊外 の工場

に送 られ、再精錬 される。 ここでは、パ ラジウム、ロ

ジウムなどプラチナ族 といわれる稀少金属が分離 され、

最後に残 ったのがプ ラチナである。

生産 されたプラチナの需要は、日本の宝飾と、アメ

リカの車が左右する。昨年プラチナは、世界中で74ト

ンが供給 され、67ト ンが消費 されたが、最大の消費国

は日本で29ト ン、次がアメリカで23ト ン、日米で全体

の78%を 消費 した。そのうち、アメリカ15.9ト ンを車

の排ガス用触媒に利用 したのに対 し、 日本は175ト ン

を宝飾用に使 った。世界で宝飾用 に消費 されたプラチ

ナは23ト ンだったから、4分 の 3を 日本が占めている。

欧米では、宝飾 というとすべて金。プラチナは酸やア

ルカ リに強く、耐熱性があり、薄 く伸ば しやすいとい

う特徴を持つため、欧米では専ら工業用金属と考えら

れている。 日本では、きらびやかな金より、渋 く落ち

着いたプラチナの光の方が、 日本人の美意識に合 うよ

うだ。ちなみに、いぶ し銀 とはプラチナの別称。

―南アフリカの輸出は、金が全輸出額の40%を 占める

のをはじめ、プラチナ、ダイヤモン ドなど鉱物製品が

60%近 くに及ぶ。そのため、景気は鉱物製品の相場で

決まるともいえる。1979年から80年 にかけて金が 1オ

ンス=850,ス プラチナカ` 1オ ンス=1,000ドルの高値

をつけ、 日本や欧米の不況にもかかわらず、80年 8.7

%と いう経済成長を実現 した。その後、アメリカの ド

ルが強 くなるにつれt投資資金が金やプラチナから、

ドルに移 った。現在、金やプラチナはいずれも 1オ ン

ス=350,レ 以下で低迷 し、南アフ リカは不況期に入っ

た。昨年の経済はマイナス成長 だったとみられている。

単品経済 といっても過言でないような経済構造だ。

金は原鉱石 1ト ンか ら6～ 7g採取され、プラチナ

は原鉱石 1ト ンか ら 3～ 4g採取される。結婚指輪の

重さは、通常 3～ 4gで ある。 ほとんどの日本人の大

人が手につけている金やプ ラチナの指輪には、アパル

トヘイ ト体制の中で働 く黒人労働者 の 1ト ン分の労働

の重みがあることを、理解 している日本人がどれだけ

いるだろうか。 もし、いま自分の手に金やプラチナの

指輪をつけていたら、その重さを感 じて下さい。 3～

4gか ら1ト ンの重 さを。飽食の国日本から、アパル

トヘイ トの国南アフ リカを。

もし、南アフ リカに金やプラチナやダイヤモン ドが

なか ったならば、アパル トヘイ トの国南アフリカは存

在 しなかったかもしれない。人間にとって、金やプ ラ

チナやダイヤモン ドとはいったい何なのだろう。(平 )
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飢ぇるアフリカ´

.、
どぅ行動するのか?

どぅ考え

「 飢えるアフリカJが毎日のようにテレビ、新聞、

雑誌などで報道されています。「 飢餓大陸アフリカJ

「 飢えの構図アフリカを考えるJ、 「 飢餓のアフリカ

自立ヘロ覚め J、 「 飢餓に生きた援助を」、「 飢えの

大陸もっと理解を J、 「 飢えの実態つぶさに(タ ンザ

ニアの トットちゃん大使 )J、 「 アフリカヘ愛を J、

「 飢えるアフリカ援助に賛同
《
米一粒運動を全国に"」

「 飢える人々のために」、「 アフリカ難民、支援への

旅 J、 「 アフリカ難民への援助 J、 「 飢えるアフリカ

ヘの連帯 J、 「 必要なアフリカの自助努力」などなど。

ほとんどの報道は「 飢えるアフリカ」の現状 リポー

トで、「 こんなにもアフリカの人たちは大変なんです。

苦しんでいます。J、「 数十万人ものアフリカ人が餓死

しましたJ、 「 何万人ものアフリカの子供たちが飢え

ています Jと いうようなもので、「 どうして飢えてい

るのか J、 「 どうしてこんな状況になってしまったの

か J、 「 飢えるアフリカJの構造をえぐりだした報道

はほとんどありません。「 飢えるアフリカJの要因は

「 千ばつJだけではけっしてありません。

日本のマスコミは、「 飢えるアフリカJを取り上げ

ることにより、多くの視聴者 。購読者を引きつけるよ

うです。つまり、日本の社会に「 飢えるアフリカJを

受け入れようとする状況があるからです。この状況は

何を意味 しているのでしょうか。

以前日本人は、「 動物」、「 大自然」、「 ジャング

ルJ、「 黒人 J、 「 シュバイツァーJ、 「 熱帯Jな ど

でアフリカを連想しましたが、最近では「 飢えJ、 「

飢餓大陸 J、 「 千ばつ J、 「 難民 Jで即アフリカを連

想するようになりました。これはひとえにマスコミの

努力によるものと思われます。喜ぶべきか、悲じむべ

きか、この現実を私たちは考えなくてはならない。マ

スコミさんありがとう。いつかは対決しなければなら

ない敵のベールをはいでくれたことを。動きはじめた

敵は巨大で力強い。負けてなるものか。

いま、日本の社会がアフリカに欲しているものは、

アフリカの大地に眠る莫大な資源であり、無限の消費

市場であり、学者たちの研究対象であり、夢はぐくむ

大 自然であり、さまざまな動物たちです。そ して、ま

さにいま、日本人は「 飢えるアフリカJに募金を集め

援助をしはじめました。国際人になるために、心やさ

しき日本人の姿を世界の人々に示すために、人間であ

るならば当然のおこないをしはじめました。

「 飢えの構造」をえぐれ、「 日本の経済・社会構造 」

をえぐれ、「 自分の生活構造 Jを えぐれ、「 アフリカ

の過去と未来」を考えろ、「 アフリカで生きている人

人のこと」を考えろ。そうすれば、「 飢えるアフリカJ

と「 日本の社会Jと「 自分の生活」とのかかわりがし

だいにわかってくるはずです。「 飢えるアフリカ」に

対 して、私たちはどうすればよいのか、ますます難 し

くなってきた。考えよう。討論 しよう。こうしている

間にも、アフ リカでは多 くの人々が餓死 しているので

す。飢えに苦 しむアフ リカ人、どうすることもできず

にただ援助の手をまつだけのアフリカ人、その苦 しみ

がわかるのか。ならば、アフ リカを見つめる私たち自

身も苦 しめ、考えよ、行動せ よ、戦え。 (飢えに苦 し

むアフ リカの人々は緊急援助を必要 としています。 )

底無し沼のような「 飢えるアフリカJに終止符はあ

るのか。あるとすれば、アフリカ人自身の力によるも

のか、欧米資本主義諸国によるものか、アフリカの未

来は大きく左右されてしまう。前者に期待 したい。私

たちは、前者に対して援助をおしんではならない。

「 飢えるアフリカJに対して、南アフリカ共和国及

び欧米資本主義諸国 。日本は、第 3次植民地支配を企

図 しています。特に南アフリカ共和国は、この機に乗

じて、南部アフリカにおける主導権を確立 し、アパル

トヘイ ト体制を不動のものにしようともくろんでいま

す。そして、現実に着々とアフリカ全土、特に南部ア

フリカにおいて、主導権を確立 しつつあります。

「 飢えるアフリカJを克服 しない限り、富める国南

アフリカ共和国の自人政権打倒、アパル トヘイ トから

の黒人解放はありえない。 (隆 )

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう.′



アフリカと私

ちょうど3年 前。アフリカのケニア、アンボセリ公

園というところにいて、漠然とアフリカを一生、やっ

てゆくのだと思ったのは。

いかに。何を。わからなかった。

確か、アルビン・ トフラーが
ぼ
第 3の波 "で一番遠

くのものと一番間近なものを結ぶ云々といったことを

書いていた気がする。

なぜ、アフリカをやってゆくと思いついたのか。理

由などない。ただ、私はどうも先々のこと、一番間近

な現実のことしか観えないらしい。

私が生まれたのは1956年。国際連合ができた年、日

本は経済成長の幕明け時といえるだろうか。生まれて

よりこの3年前の時まで、 く
もの "《 お金 "に よる幸

福、福祉 というものをごくあたり前に感じてきた。ご

くあたり前にが、いかに自由奔放にわがままに生きて

きたことか。本当にこのままでよいのか。

3年前、そんな私自身の歩みをふと断ってみた。そ

れが、アフリカに足を踏んだ時と一致する。そしてこ

の 3年間、本当にできるのか。考えた。理屈ぬきで生

きてきた私は理屈を本で読み、自分というものの素材

性を考えた。これで立つのだ。生まれてはじめて、私

自身への信頼ができた。それは
《
曼増多 "と いう一人

のキリス ト信者としての生き方のはじまりだった。

だが実直に信者としての私自身を反省すれば、全く

優等性でない。田川建三の「 逆説的反抗者としてのイ

エス Jに 出会った。共感する。カトリック信者である。

カ トリックというのは「 普遍」という意味らしい。こ

の普遍というものにどうも幼少より興味をもっていた

ようだ。この「 普遍」というものを、日本の歴史でい

えば、「 万葉の時代」というのであろうか。この時代

に感ずる。大陸の国々より日本へやってきて、いろい

ろな国籍をもつ人々とともに国づくりをおこなってい

た 7世紀末頃の時代。仏教経典でいう「 和合Jと いう

もの。南アフリカのアパル トヘイトの問題も私自身国

とか文化のちがい、はだの色とか、そういうこととこ

だわりなく普遍的に歩んできた日本そのものの歩みを

見る時、今の日本というのは単純に、間ぬけだ、不自

然だと思っている。

ガーナから留学生 としてきているチャールズさんに

会う。チャールズさんから、アーネス トさんその家族、

ジョナスさん、エチオピアからのソロモンさん、その

他、アフリカから来ている人々の出会いがはじまる。

誰よりも人が好きである。で、出会った人の研究、そ

れもぎょうぎょうしいものでなく生活レベルでの実験

研究とその人のまわりの環境、コミュニケーションの

デザインを気持ちよくつくってみるという試みがとり

あえず、私の仕事のうちのふくし交流というものだと

思っている。で、彼らに出会ってあえてアフリカ人を

傲慢に一言で語る(個別性をぬきにして )な ら、 く
祭

り"人であると思っている。

「 アフリカは遠いかJと いう本、と同時にその著者

である楠原彰さんに出会 う。この本の中の写真「 ガー

ナの祭 」にこれだと感ずる。政治は "祭 "ご とのはじ

まり、古代原始社会の祭に心があり、政治にも心があ

ったといっ。

人間は知情意があるからすばらしい。あるから逆に

えらいこっちゃと思う。前者の部分を′らヽ理学、とりわ

けユング心理学 (な ぜなら、私にとってふ くし′は曼陀

羅が原点だから )、 後者の部分をロボ ットエ学を通 じ

てこれより研究 してゆく。研究 している。

研究 したものを、コミュニティで 日常生活で歩 く話

す ことにおいて、必要に応 じて具体的にデザインして

適用 してゆ く。その試みがアフリカに出会 ってから少

しづつは じまった。北区上中里での北区ボランティア

団体 としてのふ くし工房曼職多のささやかなる歩み。

お金、もの、全てないものづ くしではじまったその

歩みを支えたのは高橋義雄 さんは じめ、多くの人 々の

お蔭、私 自身、出会 った人の総体。この 3年間、 とに

かく、無であった。死であった。だから今無類の生だ。

生意気。

大島隆平さんに出会う。「 自分をかえるにはどうし

たらよいで しょう?∫ 恋愛 したら?」 私の困ったこと

は、社会恋愛二人間恋愛と思っていて結婚もその一部

に考えているということ、一妻多夫制だとの私勝手の

主張もどうやら私にはちょっと無理がありそうだ。 と

今。両親曰く、「 白人ならいいが黒人との結婚は断固と

して許さない。」さあ、困った。どうもこれに近く対抗

せざるをえなくなりそうだ。アフリカと日本との交流

基金をつくるのが夢。その夢と現実への怒り。それは

私の生活、日本とアフリカとのおつきあい。今もこれ

からも余り常識とは仲良くなれそうにない。

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう/



Jambo/お元気ですか悌1信 )

― ダルエスサラーム大学留学記―

」ambo/ お元気ですか。

6月 9日 に日本を発 って、ナイロビ(ケ ニア )に 4

泊 して、 6月 14日 にダルエスサラームに入 りました。

ダルエスサラームは去年の夏以来ですが、ナイロビは

8年ぶりですので懐 しいと共に、いろいろな感慨に浸

りました。

4日 しかいないので、ナイロビの どこがどうとはい

えませんが、町の中心からナイロビ・ ヒルに到る地域

は、余り変わったようには見えませんで した。勿論、

新 しい建物は増え、道行 く人は身ぎれいになったよう

な気が しますが、眼をむ くような変化ではありません。

ナイロビ在住の長いH氏によれば、郊外にアパー ト群

が増えているのが大きな変化だそ うです。

それよりも私が感心 したのは、スーパーや小売店に

ある品数の豊富さです。昨年ダルエスサラームに行 っ

て、
《
何 もない "こ とを実感 している私としては、そ

して、そこで 1年半暮 らすために、石鹸、歯磨粉やノ

ー ト、ボルペ ンといった生活用品・文具をスーツケー

スにいっぱいつめている私としては、まるで別世界の

ような気が したもので した。 (ち なみに、ナイロビ空

港の税関で、たくさんの生活用品を見て、
《
何でこん

なにたくさん "と きくので、 “タンザニアヘ行 くんだ "

と言 ったら、それで通 りま した )。 タンザニアの店頭

にない、石鹸や電球 もうず高く積まれています し、い

ろいろ探せば大体のものはあります。 ビールも 8シ ル

90(芋 50円 )一― タンザニアは25シ ル (芋 470円 )一

で飲めるし、一流ホテルの夕食フルコースが55シ ル (

÷920円 )で 楽 しめる。まあ、なかなかなものです。

こうした理屈に合うところとち ょっと郊外へ出れば、

ライオンゃ象 が見れるアンバ ランス (?)が 日本人を

魅きつけるので しょうか。出発前、ある雑誌編集者に

聞いた
《
ナイロビを原宿に "と いうスローガンや、旅

行代理店曰く、 こ
商売相手 となる中産階級 (新興アパ

ー ト群に入る層 )が育 っている "と いうことです。事

実、日本から同行 した客にナイロビが 4度めという女

性がいました し、彼女はナイロビ以外は殆 ど知 らない

そうです。つまり、心地 よく、
《
アフ リカに来た "と

根 本 利 通

いう感慨 (それは人によって違 うで しょうが )を味わ

うには、ナイロビはきわめて都合のいい場所といえる

ので しょう。

それにひきかえ、わがダルエスサ ラームはとふり返

ると天地の差を感 じます。大学の寮に入 っているので

すが、水が出ないことがよくあり、シーツも支給 され

ないので、ポリバケツとシーツを手に入れようとして

も町中では手に入 らず、タンザニア人の友人の トラッ

クに乗せてもらって、下町の小売店をいろいろあた っ

て、結局バケツは450シル (芋 8400円 )シ ーツは 280シ

ル (キ 5200円 )で手に入れました。電球 も 1つ しか支

給されず、暗いので もっと手に入れようとして も、闇

でないと手に入 らないそうです。町中のスーパーの棚

の寒 々したところは、 8年前の比ではありません。

それにしても水が出たり出なか ったりだと、洗濯、

シャワー、そ して トイレも水洗ですか ら、全て水が出

たときにファーとや らなくてはいけなくて、生活の基

本的なところに追われている感 じです。農村は見てい

ないので、あくまで もナイロビとダルエスとの比較で

すが、 もともとは同じ英領アフリカから出発 して、 8
年前既に差はでていたとはいえ、なお共通性を強 く感

じたこの 2つ の都市が、今はか くもかけ隔たっている

ように見えるのは、やはり“開発 "と いう名のなせる

業で しょうか。

しか し、Kさ んという女子学生ゃタンザニア人の友

人の援助で何 とかや っています。何よりもダルエスは

わが青春 の町だという思いこみがあるか ら、余り文句

をいう気になりません。そ して、もう乾季だといって

いるのに、涼 しくて、とてもしのぎやすい時季です′)

で、がんばっていこうと思っています。では、また。

84年 7月 7日 (サ バサバの 日 )言己

注-1米 ドル =235円 で計算

タンザニア 。シリングは、 1ド ル =12.6シ リング

で計算 したが、 6月 15日 に、 1ドル =17シ リンク

に切り下げられた。なお、実勢 (闇 )レ ー トは、

1ドル =70シ リングということである。

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう′
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Jambo/お元気ですか (第 2信 )

」ambo/ お元気ですか。

日本は夏の盛 りと思います。当地は依然 として涼 し

い (と いっても26～28℃ にはなりますが )季節が続 い

ています。

7月 2日 に授業が始まって 1ケ 月たちました。大学

の寮に住みだ してから 1ケ 月半たちます。一応生活に

は
照
慣れた "と ころで しょうか。水の出るのを待 って

洗濯 したり、 シ ャワーを浴びたり、カフェテ リア (食

堂 )や店、バー等の様子 もわかってきま した。

カフェテ リアでの食事は朝はパ ン 4切 とチ ャイとオ

レンジ。昼食はライスと肉汁 とバナナ 3本 と牛乳。タ

食はライスと肉汁 とチ ャイ。 これが基本です。 6月 着

いたばかりの時は、休み中で学生が少なか ったせいか

朝はゆで卵 とバ ターもしくはジャムがでましたが、 7
月にはとんと見ません。また最近はチ ャイに ミルクが

入 っていません。冷蔵庫の故障のせ い。昼 、夕も肉が

なくてコーンピーフやマハ ラゲ という豆にな ったり、

ライスの代りにじゃが芋の時もあります。 またたまに

肉汁以外にキ ャベ ツやムチチ ャという青菜がつくこと

もあります。

米 と肉汁というのはなかなかうまいのですが、なに

せ全 く変化がないので 1ケ月も続 くとあきるし、疲れ

ている時は食歓 がでません。 また肉はとても固いので

歯が痛みますが、食べないと体が持たない、 といいき

かせて食べています。それにしても米飯はどんぶ り 2

杯分で しょうか、山盛 りで、私以外でもたくさん残す

人がいます。食糧不足で、米は日本の援助米がた くさ

ん入 っている状況で、大学教授の家です ら、ふだんは

ウガ リで米は客や祝いの時にしか食べないこの国の現

状からして、やはりぜいたくな気が します。

またカフ ェテ リアは全般にティーカ ップ、ナイフ、

フ ォーク、皿等が不足で、手 に入れるのに時間がかか

ります。特にテ ィーカ ップは絶対数不足で、多くの学

生が自前のものを持参 します。私 もしばらくして 自分

のティーカ ップを持参するようにしましたが、それで

もチ ャイが無事 に飲めるとは限りません。 1つはなく

なることがよくあること、 2つめはあっても 1つ の蛇

口に20人以上の人が群 らがることがザ ラで、その場合

力づくで蛇日の奪い合い、カチカチ とプラスチ ックの

ティーカ ップがぶつかり合 い、遠慮などしていたらい

つまでたっても飲めません。ll■番 とか譲り合いという

のは皆無で、どこがウジャマーだという気になります。

謙譲が美徳 とされるのは東アジア文化圏だけなので し

ょうか。 もっとも確かに激 しい奪い合いを展開 します

が、ムキになってとかケンカ腰ではな く、一部それを

楽 しんでいるような風 もあって、子供の時から鍛えら

れているんだなあ、という気が します。

とまれ、カフェテ リアは乱雑で、水不足も手伝 って

非衛生な感 じもします。 もちろん、タンザニア人 もこ

れでよしとしているわけではな くて、いろいろ注文、

議論はあって気に しているようです。その一つの例に、

「 MzeepunchJ という壁新聞 (こ れはKさ んによ

ればスキ ャングラスな内容が多いそうです )に有吉佐

和子のTv(正 月放送された )の ことがとり上げられ

ました。放送 日や、その内容もデタラメで、汚ないカ

フェテ リアや日本の女子学生 (Kさ んのこと )が水を

バケツで運んでいるところが放映 されたとしています。

(そ ういう放送はな く、かつ撮影の事実すらない。 )
つまり、外国人には気をつけろ、彼 らはタンザニアの

後進性 (問題点 )を クローズア ップす るぞ、という警

告なのです。ナイジェリア、ガンビア、ルワンダとい

ったアフリカ圏以外の外国人学生は今年はアメリカ人

4人、日本人 2人、朝鮮人10人ですが、一挙手一投足

が見張 られている感があります。

7月 25日 に大学で、AM.バ ブーの講演があ りまし

た。バ ブーとぃうのはザ ンジバル生まれのアラブ人で

ありなが ら、64年 1月 の革命では、革命側の立役者の

一人 とな った、いわば、急進派の代表で、74年 にニエ

レレ大統領 と対立 して、国務大臣を辞 して、アメリカ

ヘ去り、雑誌「 想 RIQへ Jの論説を したり、マサチ

ューセ ッツの大学で教えたりしていたわけです。その

彼が10年 ぶりに帰国 したというわけで、大学のンクル

マ・ホールはそれこそ立錐の余地のないほど超満員で

屋外 にも人があふれるほどで した。

講演の主題は、「 社会主義建設における民間の役割 J

というもので、資本主義の一部導入を唱ったもので し

た。いわく、「 資本主義はダイナ ミックな力を持 って

おり、それを無視するのは非現実的な感情論。資本主

義的実践をタンザニア経済に注入することは、国の遅

れた農業 と幼稚な工業化を調整することになろう。民

衆を豊かに/社会主義は豊かさであり、貧 しさではな

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―― クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう./
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`い。社会的に指示された事業への民間投資及び、成長

を維持するための資本をつ くり出すための個人の主導

性を奨励すべきだ。 IMFな どからの贈与・借款は第

二世界の国々の屈伏をもたらす。中国の民間参加の一

部求めたやり方 に見習お う。 国際空港などの壮大なプ

ロジェク トよりも、農業増産のためにルフィジ川のダ

ムを/Jと いった調子で した。

かつての急進派の代表が、資本主義の活用を訴えよ

うというほど、タンザニアの経済は破綻 しているとい

うことでしょうか。それにしても、いわば政敵が亡命

先から戻って、最高学府で超満員‐の学生・教師相手に

講演するということ自体、いわゆる社会主義国‐とは大

いに異なることでしょう。 (バブーは著書も出してい

る。)も っともバブーは聴衆を笑わせながらも、「 安定

した政府こそ、成功 した未来を築く基礎である」と現

以器 ⇔⇔eC絆絆粋米米米米米*球メ辞場OC         C鯰 給料米米米米球球抹づ⇔OCCiC⇔絆

アフ リカ人民族会議 )が提唱 したF南アフリカ・女性

の年 』です。アパル トヘイ ト体制下で生きつづける女

性たちの状況に焦点を当て、国連諸機関や各国の反ア

パル トヘイ ト団体などによる国際会議や支援行動、印

刷物 の発行などが精力的に行なわれています。

当委員会では、ANCの ア ンピ~ル に応えるささや

かな行動 として、「 女性 とアパル トヘイ トJと 題 した

パ ンフレットを発行することになりました。女性 メン

バーが中心にな って編集から製本までが行なわオ1て お

り、11月 発行の予定です。 1部 150円 、せひ一読を。

回 日本反アパル トヘイ ト委員会 (JAAC)の 全国合

宿が11月 23～ 25日 、蓼科高原のペンションで開催され

ます。 」AACは 、東京のアフリカ行動委員会、静岡

の静岡アフ リカに学ぶ会、京都の南部アフリカ問題研

究会、そ して当委員会の四者で構成されており、全国

合宿は各グループの情報交換や共同キ ャンペー ンの決

定、あるいは参加者ひとリー人のアフリカに対する意

識を深める場 として開催されてきま した〕

今年で 7回 目をむかえた全国合宿では、 日本 。南ア

友好議員連盟の結成に代表 される、ますます強まる日

本のアパル トヘイ ト体制への加担が論議の中心になる

ものと思われます。また、日本のマスコミでキ ャィペ

ーンが行なわれているアフリカの飢餓問題にも話題が

およぶことで しょう。

全国合宿は公開で、アパル トヘイ ト反対の意志があ

政府をもち上げるのを忘れなかったように見えました

が 。

バブーはその後 2回ほど大学で、それぞれの学部、

学科の招きで講演しました。私の英語、スワヒリ語力

では世界が狭い一一つまり学生の反応をつかまえられ

ないのですが、ある2人の学生の会話が記憶に残って

います。 1人が「 バブーのいうことには殆んど基本線

で共鳴できる」というと、もう1人が「 ちいつは外国

人じゃないか。Jといいます。先の 1人 が「 それじゃあ

サリム(現 タンザニア首相 )は どうなんだ。Jと問い返

すと、「 もちろんtiあ いつも外国本.さ 。Jと後の 1人 は

切ちてチそました:.(サ リ:ム もチシ

''ッ

出́身です)

私の間き違いであってくれればいぃのですが,一 ・.

(84年 8月 5日  記 )

回当委員会では活動の一つ として英文資料の読書会を

続けてきていますが、いま読みすすめているテキス ト

APARTHEID一 ― THE FACTSを 翻訳出

版する計画が同時に進行 しています。 この本は、最新

の統計資料、写真や グラフなどをふんだんに使用 して、

アパル トヘイ トとは何かを全体的かつ、わかりやす く

説明 した内容になっており、翻訳出版が実現すれば私

たちの有効な武器の一つになるものと思われます。

すでに IDAF(国 際人権擁護・援助基金 )か らの

出版許可と全面的な協力を取りつけ、残 るのは原稿作

成 と印刷代を捻出する問題だけになっています。読書

会は年内に終了する目途がついていますが、それから

本が完成するまでには多大の労力 と時間を要すること

で しょう。何 しろ私たちにとっては初めてのことであ

り、さっばり見当がつきません。そこで、読者諸氏の

なかで経験者がおられましたら、ぜひ助言と協力をお

願いしたいと思います。

印刷代 については、国連反アパル トヘイ ト委員会に

援助を申請中ですが、それが得 られない場合のことも

考えておかねばなりません。

いずれにしても、翻訳 出版を実現させたいと考えて

いますので、今後ともご支援 ください。

回今年は、南アの解放闘争を続けてきているANC(

南アフリカの黒人抹殺計画の財源―一 クルーガーランド金貨を日本から追放 しよう.′
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れば参加自由です。いちど参加してみようと思われる

方は、当委員会までご連絡下さい。詳細をお知らせい

たします。 (雪  06-722-7266 夜のみ )

回今回は文字が多くて読みづらい誌面になってしまい

ました。今後、内容だけでなく読みやすさも工夫 して

いきたいと思います。

私たちの仲間である根本利通氏からの通信の掲載を

開始 します。本誌の発行回数が少ないため、今回のよ

うに何通かを一度に掲載することになると思いますが

御了解 ください。また、本誌への投稿を歓迎 します。

批判なども合めて 自由にお寄せ ください。 (霜 )

芽ばえ社 *新刊案内

I 独立四年目のジンバブエ

●白と黒の間  ●農業における差別と再入植

〒173東 京都板橋区板橋3342 ●03(910)3605

再入植地

佐藤 誠著

四六判 定価 1600円 〒200

10月 1日発売.           
自立に向けて歩早魃と植民地:li義の r負 の道産」

む南部アフリカの新興独立国シンバブエとモザンピーク。現地の最

新資料をおり.こ んで、脇lpl組合運動と農村改革の実情を描き、飢餞
の中で食縄を輸出する第二世界と

｀
名誉白人

″
たるわれわれを考え

る。アフリカの協同組合運動に本格的に取 り組んだ

●土地 と農民,そ のたたかいの歴史  ●薪, トラク名=
金  ●多国籍企業と「再入植」  ●国営農場
家族――独立後の変動  ●協同組合:党,そ して政

'
●ジンバブェ社会主義とは

H 飢餓とたたかうモザンピーク
●飢 えるモザンピーク  ●新農業政策の行方―一共同村
●農業の社会主義改造―一 国営農場で

アンチ・アバルトヘイト ニュース
11-19東邦同ib町ビル301号■発 行  こ む ら ど ア フ リ カ 委 員 会  〒530大阪南北区同心2-

TEL (06)352-2933
,500円・ 郵便振替 大阪4-35095■ 購読料(6号分)1

お

と
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