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9月 27日 、反アパル トヘイ ト関西連絡会 (反 アパ連)の主催による公開集会『

アパル トヘイ ト;ど うしたらいいの』が大阪市立労働会館で開かれました。

反アパ連は、関西のキリス ト教関係者と市民グループが中心になって昨年 3月 に

結成された「アラン 。ブーサック牧師歓迎実行委員会」が発展解消したもので、こ

れまでに2回の学習会と1回の公開集会を行なってきました。反アパ連は4名 の世

話人で運営されており、「こむらど」もそのなかに加わっています。

今回の集会は、5月 に開設されたANC(ア フリカ民族会議)日本事務所代表の

ジェリー・マツィーラ氏を招いて話を聞くことを目的に開かれました。最初に、反

アパ連を代表して木川田一郎主教 (日本聖公会)の挨拶があり、マツィーラ氏の紹

介の後、さっそく講演にうつりました。そして質疑応答、反アパ連からのアピール

などのあと、最後は約 90名の参加者全員でコシシケレリアフリカを合唱して終わ

りました。また、会場でANC日本事務所に対する支援カンパを呼びかけ、集まっ

た24945円 はマツィーラ氏に送金しました。御協力ありがとうございました。

会場の時間の都合で、参加者からの質問に対するマツィーラ氏の答を一部分割愛

しました。本誌で紹介するとともに、あわせて講演内容も掲載します。いずれも神

野明氏の通訳をもとに、編集部で文章化したものです。

ANCの結成と民衆の希望

皆さん、こんばんは。大阪の皆さんに私たちの

たたかいを語ることができて、とても嬉しく思い

ます。

私は今年の 5月以来、ANC(ア フリカ民族会

議)日本事務所の代表をし′ていますが、このAN

Cは 1912年 に結成され、76年の歴史を持っ

ています。ちょうど私の年令の 2倍です。

ANCは 、アフリカ人によってアフリカ大陸で

最初に結成された政治組織です。これには多くの

男女が集まって、アフリカ大陸が当時かかえてい

た様々な問題の政治的な解決を見出そうとした最

初の組織だったのです。南アフリカという国境を

越えて、アフリカ大陸が抱えていた問題の解決を

目指して結成されたのです。

私たちは南アフリカのアバル トヘイ トに反対 し、
｀
名誉 白人

″
の称号を拒否する/



ANCの 結成は、単に政治組織が結成されたと

いうことだけでなく、南アフリカの新しい民族の

誕生ということでもありました。そしてANCは

私たちの祖先が学んできた教訓、経験のなかから

うまれました。したがつてANCの 誕生は、歴史

の発展の論理的な帰結といえましょう。

ANCの 結成は、部族的な、宗教的な、あるい

は地域的な様々な違いを乗 り越えて、南アフリカ

の自由のためにたたかう新しい組織の結成を意味

していたのです。

南アフリカのアパル トヘイ ト政権は28年前に

ANCを 非合法化しましたが、南アフリカの民衆

は今もANCを 正統な民衆の代表とみなしていま

す。民衆の希望を表わすもの、あるいは民衆の指

導者とみなしています。

自由の憲章」は道標
ANCは、新しい民主的な南アフリカのために

たたかいます。そこでは人種主義が過去のものと

なり、人間の尊厳と平等がこの国の人々の生活に

いきわたり、私たちの歴史的な文書である「自由

の憲章」に規定されたような目標が、実際、現実

のものになっていくような、そして無数の人々の

何世紀にもわたる苦しみが終っていくような、そ

のような民主的な新しい南アフリカのためにたた

かっています。

今日、南アフリカにおけるあらゆる大衆組織、

例えばCOSATU(南 アフリカ労働組合会議 )

のような大きな労働組合、女性や青年の組織、文

化的な組織などが、この「自由の憲章」を、ファ

シス トであるボタ政権を打倒して平和で公正な国

を作 り上げるためのガイ ドラインとして採択して

います。

しかし「自由の憲章」が実現される前に、多く

の人々が死んでいくだろうし、大きな苦しみが続

くでしょう。でも、そのような困難を乗り越えて

南アフリカに自由を達成するために、私たちはた

たかい続ける決意をしています。

大衆運動にたしヽする攻撃
人種主義政権の手先や秘密警察などによる攻撃

が、昨年来、大衆運動を根絶やしにするために強

まっています。民主的な労働組合、教会、地域組

織、学生組織などが事務所を構えている建物にた

いして、少なくとも 14も爆弾をしかけたり放火

をするといった攻撃が行なわれてきました。

先程、本川田主教も話されましたが、最近の南

アフリカ教会協議会本部の建物に対する爆破は、

実はそのなかに多くの非暴力的な組織の事務所が

あったのです。例えばUDF(統 一民主戦線 )、

建設労働者組合、強制移住反対委員会、プラック

サッシュのような市民の権利を守る運動などの事

務所です。

私たちは、このようなアパル トヘイ トの罪にた

いして非難を強めなければなりません。そして、

アパル トヘイ トを打任1す るために活動しているこ

れらの運動を支援するために具体的な行動やキャ木り1田 一郎主教が主催者を代表 して挨拶

アバル トヘ イトを廃絶するために、南アフ リカ商品ボイコッ ト運動 を広 げよう/



ンペーンを強めなければなりません。

この 9月 1日 からアパル トヘイ ト政権は、 19

79年に廃止されたはずの人種主義的な労働組合

政策を再び導入しました。その制度の下では、経

営者あるいは政府が非合法ス トであると見なした

場合、労働組合は会社から告訴されるということ

になりました。したがって過去 9年間の労働組合

が一定の自由を持ちえた時代は、この 9月 に終っ

たのです。

“改革"と強制立ちのき
アパル トヘイ トが改革されているという主張、

日本の政府やビジネスマンもこのように主張して

いますが、ボタ政権は、すでに分離されている居

住地域に対する支配を強めるために新たな5つの

法案を提出しています。いま準備中のそれらの法

案によると、人々がますます強制立ち退きをさせ

られるであろう、より厳 しい分離居住の関係を押

し付けていくだろうと思います。そして、強制立

ち退きをさせられた人々が裁判に訴えられないよ

うな制度がつくりあげられようとしています。

1960年 以来、350万 人以上もの人々が、

彼らの意志に反して強制立ち退きを受けてきまし

た。それらの人々は、莫大な経済的、精神的犠牲

を強いられてきたのです。住む家もなく、希望も

なく、仕事もなく、苦しんで絶望のなかに放置さ

れてきたのです。

このような強制立ち退きは、アパル トヘイ トの

主要な3つの柱の一つです。なぜなら、黒人社会

をバラバラにして分断支配するという戦略の重要

な一環だからです。

ボタ政権が宣伝してきた改革路線とは裏腹に、

いま述べてきたような強制立退の方法は、じつは

ボタ政権が廃止したといっている都市への黒人の

流入規制の赤裸々な寒態なのです。何百万もの人

びとが、今世紀初頭の状況に逆戻りさせられてい

るといえます。つまり私たちの歴史のなかで、も

つとも暗く苦痛に満ちた時代へとです。

簡単に言いますと、現在のボタ政権は歴史の歯

車を逆に回しているのです。それによって、より

いつそうの民衆の分断と政府との対立というもの

が強まっていくでしょう。差別的で抑圧的な政策

を強めることで、黒人があきらめるところまで追

いつめようとしています。これは実際、南アにお

ける時間の浪費の始まりであります。

ボタ政権に対する圧力としてボイコットゃ制裁

が国際的に呼びかけられていますし、南アの経済

界の人々もボタ政権に様々な圧力をかけようとし

ています。しかし現在の南アの状況は、悪い状況

がさらに悪くなろうとしています。

日本企業は沈黙、利益のみ
ここで、日本の企業の例を取 り上げてみましょ

う。南アにやって来て利益を上げている、そのと

きに、一緒に働いている同じ労働者がアパル トヘ

イ トによって攻撃を受けるわけです。黒人労働者

が強制立ち退きを受けたとき、利益を上げている

企業の人々は、そのようなアパル トヘイ ト国家の

行為にたいして沈黙を守 り続けます。このような

状況において、制裁ではなく影響力を行使すると

主張する企業家たちの影響力とは、いったい何で

どのような効果があるのでしょうか。

こういつた現実があるからこそ、私たちはその

ような企業の人々に南アから撤退するよう、そし

て商業的、金融的なつながりを断ち切るよう、く

り返し求めてきたのです。もしそうしなければ、

それらの企業はアパル トヘイ トに対する協力者、

共犯者として非難されねばならないでしょう。そ

して、歴史がそのことを証明していくことになる

と思います。

先日、私は経済同友会の代表と会見しました。

SATA(南 部アフリカ貿易懇談会)のシバヤマ

さんにも会いました。また、経団連の人にも会い

ました。

私たちは南アフ リカのアパル トベイ トに反対 し、
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そのとき私は言ったのですが、あなたがたは私

の国の子供達を殺しているのである、アパル トヘ

イ ト体制に輸送手段を提供して警察や軍隊を黒人

居住区に送 り込み、そして子供達を殺すような、

そのような手段を提供しているのです、と。あな

たがたは、なぜそのようなことをしているのです

か、と聞きました。

自動車、ビデオカメラ、…

みなさん、南アの自動車の52%が日本の自動

車会社によって提供されています。もしこの車が

なければ、アパルトヘイトは運営していけないで

しょう。トヨタ、ニッサン、三菱、ホンダといっ

た企業が南アヘの輸出を止めたときには、アパル

トヘイト政権はきわめて大きな困難に直面するで

しょう。だから私たちは、貿易を止めよとのキャ

ンペーンを行なっているのです。

過去 2年半の間に、3万人以上の人が拘禁され

ました。それらの人々が警察や刑務所に運ばれて

いく、そのたびごとに私たちは日本の車を見てき

ました。子供達は、学校で逮捕されて連れていか

れる場合もあります。その時も、私たちは日本車

を見てきました。

日本製のビデオカメラが、治安警察によって集

会などの様子を撮影するのに使われている、とい

うこともあります。参加者を有罪にする証拠とし

て使われるのです。

私たちの主食は トウモロコシです。あなたがた

の主食は米です。そして日本は、南アから私たち

の主食の トウモロコシを大量に輸入しています。

その結果、南アでは トウモロコシの値段が高くな

ってしまって、黒人はそれを買う余裕がなくなっ

ています。そのために南アにおける乳幼児死亡率

は、きわめて高いものになるのです。

若者に対する処刑を許すな
現在、 6月 30日 までの数字で、政治的な理由

で裁判にかけられている人たちが 510人 もいま

す。南アの人権組織の調査では、そのうち50人

が反逆罪に問われています。また、治安警察の拷

間を受けて出廷できない状態の人や、生涯にわた

る障害を受けた拘禁者も含まれています。

1979年 4月 、ソロモン・マシャング青年が

処刑されて以来、少なくとも 16人の人々が、ア

パル トヘイ ト政権による物理的な弾圧にたいして

物理的な抵抗を行なったというかどで絞首刑にさ

A NIC日 本事務所代表のジェリー。マツィーラ氏

アパル トベイ トを廃絶するために、南アフ リカ商品ポイコッ ト運動を広げよう/



れてきました。現時点において、少なくとも60

人の南アの青年たちが、死刑判決を受けて絞首台

を待っている状態です。そのなかには「シャープ

ビルの 6人」も含まれています。

私は今、その60人の名簿を持っています。 6

0人のなかには 18才の青年もいますが、平均年

齢で 22才という若さです。また、ANCの 武装

闘争組織であるウムコントヴ千シズウェ (民族の

槍)のメンバーが含まれていますが、彼らはジュ

ネーブ協定に基づく戦時捕虜の待遇を与えられる

べきです。中には政治組織の活動家もいますし、

騒乱が起きたときにたまたまその場に居合せたと

いうだけの人もいます。スワジランドヘ亡命して

いて、そこから誘拐されてきたという人も含まれ

ています。

アパル トヘイ ト政権に、これらの人々を処刑す

るという権利は全くありません。絶対に認められ

ない話です。

皆さんにお願したいのは、アパル トヘイ ド政権

がさらに殺数を積み重ねることのないよう、それ

を阻止する行動に加わっていただきたいというこ

とです。そして私は、日本の政府、全ての政党、

教会、労働組合などのあらゆる組織に対して、あ

なたがたの持っておられるあらゆる力を発揮して

このアパル トヘイ ト政権による死刑の執行を止め

させるような、そのような影響力をぜひ行使して

いただきたいと思います。

マンデラを無条件釈放せよ
刑務所の中で今年70才の誕生日を迎えたネル

ソン・マンデラ氏は、過去26年間、投獄され続

けてきました。マンデラ氏は、今年のノーベル平

和賞候補にノミネー トされています。彼は現在、

四半世紀以上にわたる投獄生活で感染して悪化し

た結核の治療を受けています。

ネルソン・マンデラ氏をただちに無条件で釈放

せよという運動は、南アの隅々で強められていま

す。このアフリカの息子の釈放を求めるあなたが

たのキャンペーンを、これまでの 2倍も3倍も強

めていただきたいと思います。そして、南アとナ

ミビアにおける全ての政治犯の釈放を求める私た

ち自身の、南ア民衆の要求に応えていただきたい

と思います。

子どもたちに自由を
現在、南アでは子供達に自由を、というキャン

ペーンが開始されています。子供達を監獄から解

放するうえで、あなたがたの支援を期待できると

確信しています。この88年の残りの期間に、世

界人権宣言40周年を記念する運動のなかで、南

アの拘禁者の釈放を求めるキャンペーンを強める

こともできるのではないでしょうか。

ANC日本事務所では、このキャンペーンのた

めの資料等を用意しています。これらを日本の隅

々まで配布するうえでぜひ皆さんの手助けを得た

い、そのことによってアパル トヘイトの現実、と

りわけ子供達が置かれている現実について「名誉

白人」である日本人が認識を改めるような活動に

利用していただきたいと思います。

私たちは、学校の先生、教会、労働組合のメン

バーなどの皆さんが、アパルトヘイトの獄中にあ

る子供達がいかに困難で辛い目にあっているかを

生徒や周囲の人に説明してあげてはしいと思いま

す。市民運動その他の皆さんが、このキャンペー

ンを支えて、人々を動員していただくようお願い

します。このキャンペーンを地域、草の根レベル

で広げ、一人一人の日本人がアパルトヘイトにつ

いて認識して行動を起こすような状況をつくって

ほしいと思います。

このような状況ができたなかで、ポイコット運

動や貿易の停止というようなことが実現されてい

くのだと思います。

南アに自由と平IElの実現を

私たちは南アフ リカのアバル トヘイ トに反対 し、
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私たちANC,そ して南アの何百万もの人々が

願っていることは、こうした苦しく辛いたたかい

の日々のあとに平和と希望がある、ということで

す。私たち全てが自由に歩ける日が必ず来るでし

ょう。人間による人間に対する差別が忘れ去られ

て、人間の平等こそが人々の間と世界の諸民族の

間に最高のものとしていきわたる日が来るでしょ

う。

私たちすべてが、この目標にむかって共に働く

ことができると思います。私たちは、いつの日か

南アに平和が訪れて、人々の幸福が永続する日が

実現すると信じています。それは、アパル トヘイ

トが廃絶された後のことです。私たちは、南アの

黒人も白人も共に平和に暮し、そして兄弟として

生活し、共通の未来にむかって進む日が来ると信

じています。

皆さん、ともにたたかおう

この目標を達成するうえで、皆さんがたは私た

ちを支援していただきたいと思うのです。なぜな

ら、南アにおいて平和を達成することは世界中の

平和の達成に大きく貢献するからです。私たちが

願っている平和な南アを達成するために、ぜひ共

に働きましょう。私たちのたたかいは、いつか必

ず勝利することを信じています。

アマンジャ (人びとに力を)!

質問多数でした

時間不足で御免

【優等FD5■ 】

マツィーラさんは経済同友会などの財界と会っ

て追及されたそうですが、彼らは何と答えたので

しょうか。

【質 問 2】

ナミビアの独立問題に関連して、アンゴラでの

停戦交渉が伝えられていますが、ボタ政権はナミ
´

ビアの支配をあきらめかけている、あるいは譲歩

しようとしているとでも言えるのでしょうか。

【質 問 3】

今年の初め頃、英国の新聞で「自由の憲章」を

新しいものに変える論議が行なわれていることを

知りました。変えることの趣旨は、アパルトヘイ

トに対する戦いの展望がより開けているという見

地からだそうですが、もしそうであるならば、ど

こまで論議が進んでいるのか、お聞きしたいと思

います。

【重要
=FE■

5 ZL】

50年代の終わりにANCからPAC(バ ン・

アフリカニスト会議)と いう組織が分かれました

が、そのときの経過を知りたいのと、現在、AN

Cと してはPACの政策にたいしてどのように考

えているのか聞かせてください。

【質 F‐55】

講演のなかで、政治犯として処刑されようとし

ている人たちの年令がとても若いということでし

たが、なぜ年令が若いのか、 18歳以下の子供ま

でが立ち上がるのはなぜなのか、もう少し上の年

の人はどうなっているのか知りたいと思います。

【重要馨犀珂 6】

子供達が弾圧されていることを知ってショック

アバル トヘイ トを廃絶するために、南アフ リカ商品ボイコッ ト運動 を広 げよう/



でしたが、その状況について、もう少 し詳しく教

えてください。

【質 問 7】

ANCは 南ア国内でどのような政治的行動計画

を持っておられるのか、詳しくお聞きしたいと思

います。

日本の財界の人たちからどんな反応があったか

ということですが、最初に、8つの点をきっちり

見ようということで提案しました。

第 1は、日本のビジネスマンが南アで与えられ

ている「名誉白人」という地位にたいして、なぜ

それを非難して拒絶しないのか。

第 2は、南アの警察と軍にたいして、日本車の

供給をただちに止めてほしい。

第 3は、南アの人種主義政権が労働組合に課し

てきている現在の法律にたいして、なぜ経営者と

して抗議の声を上げないのか。

第 4は、基本的なこととして、南アで活動して

いる日本の会社は、どうして黒人の待遇を平等に

することでアパル トヘイ トに拶ヒ戦するということ

をしないのか。南アの会社で黒人が自人の上役に

なることは許されていないが、そういうことを日

本の会社でやってみてはどうか。

第 5は、もし日本の企業が南アから撤退すると

すれば、そのときは黒人の労働組合と必ず相談し

てほしい。つまり、撤退後の労働者の待遇や基金

について話し合ってほしい。

第 6は、南アから撤退した後は、ジンバブエ、

ザンビア、ボッヮナ、モザンピークなどの前線諸

国で企業活動を展開してほしい。これらの国々は

南アと同じく鉱物資源に恵まれているし、同時に

そこへ進出することで南アによる前線諸国への侵

略に歯止めをかけるような、そのような役割を果

たしてほしい。

第 7は、南アから完全に撤退するためのタイム

テープルをもつべきである。

第 8は、ANCは アメリカ、イギリス、フラン

ス、そして南アの財界とも会談を続けてきた。し

たがつて、あなたがたも私たちとの会談を今後と

も続けてほしい。

これらは、日本の企業がプレトリア政権からは

なれていく、そのために何かのイ予動をとるための

出発点となる、ささやかな提言でした。

彼らの反応についてですが、経団連との会談が

全体の反応を表わしているように思います。私の

提案にたいして、彼らは 3週間後に回答を出すと

答えました。しかし私たちは、今すぐボイコット

や制裁をするように求めているのです。

日本の政府、財界、そしてあなたがたにもお知

らせしておきたいのですが、現在、国際社会にお

いては日本製品に対する歩調を合わせたポイコッ

トの動きが強まってきています。しかし、この日

本製品ボイコットについては、私たちANCに と

っても大きな問題と思える点があります。世界中

で日本製品ボイコットが広まっていくとすれば、

それは日本人全体に対する反日感情が広まること

にもなり、これは大きな問題であると感 じていま

す。

反日感情は、実はいろいろな理由で高まってき

ているのです。私たちは、あなたがた日本人が世

界において、日本人もまた私たちと同じように差

別されることを望んではいません。

私はさまざまなヨーロッパ人などと会ってきま

したが、確実に反日的な感情は高まってきている

ように思います。したがって私たちは、日本の財

界の人々と普通の民衆 とを切 りはなして、前者を

孤立させる方法を考えなければならないと思って

います。

アメリカでは、人々が立ち上がってアパル トヘ

イ ト反対の声を上げ、レーガンを孤立させていっ

たという経過があります。日本でも同様の状況が

生まれるなら、世界の人々は日本の民衆と政府や

財界を区別して認めるでしょう。もしも日本の人

私たちは南アフ リカのアバル トベイ トに反対 し、
｀
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々が黙っているならば、政府、財界、民衆は一体

で同じように考えているとみなされるでしょう。

私は最近、日本の大きな労働組合が対南ア制裁

を強める声を上げていく決意を表明したことを聞

いて、たいへん嬉しく思っています。なぜなら、

日本の人々が立ち上がることによつて、私たちが

懸念している問題、対日ボイコットにともなう問

題は解決されるからです。

第 2の質問にお答えします。私はアパル トヘイ

トが制度化された4～ 5年後に南アで生まれ、そ

こで育ちました。私の経験からみてもはっきりし

ていますが、南アがナミビアから撤退するとして

も、それはそうしたいからするわけではありませ

ん。

アンゴラからの撤退を南アに決定させた最大の

理由は、南アの巨大な軍隊が、アンゴラでアンゴ

ラとキューバ軍によって初めて大敗北を喫したか

らです。それによつて、多くの南ア軍兵士が死に

ます。そして南アの自人市民たちの間では、アン

ゴラヘの派兵にたいして反対の声が高まってきま

す。したがって、南ア軍はアンゴラにおける停戦

交渉のテープルにつかざるをえない状況に追い込

まれたのです。

南アの自人の両親にとっては、息子たちがアン

ゴラのサビンピという黒人の側にたって戦ってい

る、その白人が黒人のために戦争するということ

が決して理解できないのです。

さらには、南アの経済自体が大きな困難に直面

しています。つまり、対南ア経済制裁が効果を上

げはじめているということでもあります。

また、南ア国内における黒人民衆の蜂起も84

年以来、年ごとに強まってきています。このこと

も、南アの白人をかなり′と理 的に消耗させてきた

といえます。

ところでここには、一つの政治的な策略が関係

していることも見のがしてはなりません。つまり

レーガン政権が南部アフリカに対してとってきた

政策が効を奏したからナミビアとアンゴラに平和

がくるのだと国際世論を操作することで、レーガ

ンの次にブッシュを大統領にするための宣伝に利

用しようというワナがあることにも、ぜひ気付い

ておいてください。

南ア政府が様々な理由で追いつめられてきた結

アパル トヘイ トを廃絶するために、南アフ リカ商品ポイコッ ト運動を広げよう/



果、ついに国連の提案による停戦とナミビア独立

計画について基本的に受け入れざるをえない状況

になってきたわけですが、しかし、これまで南ア

に対 して加えられてきた全ての圧力は決して緩め

られることなく維持、強化されねばなりません。

3番目は、「自由の憲章」の改正についてです

が、「自由の憲章」は改正されているわけではあ

りません。ANCの なかでずっと検討してきてい

ることは、「自由の憲章」に定められていること

を、どのようにして実施し、実現していくかとい

うメカニズムについて検討してきているというこ

とです。

4番目は、PACの 分裂と現在の評価について

です。

1959年 にPACが ANCか ら分かれていっ

た大きな理由は、「自由の憲章」をめぐってでし

た。この「自由の憲章」は、55年に採択された

ものです。

56年に、 156人 のANCの リーダーたちが

反逆罪の罪に問われました。これは国家による「

自由の憲章Jに対する裁判であつたといえます。

この裁判は、59年 まで続いた南アでもっとも長

い裁判になりました。 ・

この時期、多くの人が投獄されていましたが、

そうでなかった人々の間の論議で、南アは南アの

全ての人々に属するという点について疑間をもつ

人々が出てきて、そのような人がANCを 離れて

PACを糸吉成しました。

現在のANCの PACに 対する態度ですが、率

直にいって、ANCか らみてPACに ついてコメ

ントすることは何もありません。それはほとんど

存在しないものであつて、ごく少数の人々の集ま

りにすぎません。PACの 人々には、いつでも戻

ってきたら歓迎 します、といっておきたいと思い

ます。実際、現在でもPACか らANCに 合流し

てくる人々がいます。今日、PACは実際には4

つのグループに分かれています。

次の二つの質問は、非常に重要なことです。子

供達がたたかいの最前線に立っているのはなぜか

ということですが、その状況をぜひ理解していた

だきたいと思います。

私自身、ひじょうに活発に政治活動を始めたの

は 15才のときですが、政治にかかわらざるをえ

なかったのは 11才のときでした。父親は24才

で政治活動を始めましたが、私は 15才でした。

例えば、76年のソニ ト蜂起以後に生まれた子

供達、その子供達が 8才や 9才だったとしましょ

う。そして、毎朝のようにドアーがノックされた

り、自分の兄弟姉妹、親が警察に連れていかれる

のを見たとします。また、街の子供達が警察や軍

隊に石を投げている状況を日常的に見たとしたな

ら、子供達は短時間で何が起きているかを学ぶわ

けです。

街には3才や 4才の子供達がいて、そういう子

供達でさえ警察の車が来るとはやしたてるわけで

す。子供達は家のなかへ逃げ込むのですが、その

時は中にいる子供が ドアを開けてくれるのです。

こういうことが続くと、 5才や 6才の子供でさえ

も、 15才 くらいの子供と同じくらいの認識をも

つようになります。

84、 85年の出来事について言うと、 13～
4才の子供が警察に殺されたりしました。このこ

とを両親が自分たちの子供に話します。場合によ

っては、警察の車が路上の子供をひき殺すような

ことをする、そういうことによって子供の意識は

はっきりと目覚めるのです。

86年に実際に起きた事件ですが、自人警官が

逮捕されました。それは3才の子供を頭の後ろか

ら撃ったからです1白人警官は、3才の子供が自

分に石を投げたからだと答えました。

このように子供達がたいへん早い時期から政治

私たちは南アフ リカのアパル トヘイ トに反対 し、
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10
意識化を遂げるということは、南アの黒入社会全

体の政治意識が実に高まっていることの反映にす

ぎません。ANCの スローガン、歌といったもの

を、本当にノ
1ヽさな子供までが叫んだり歌ったりし

ています。したがって、南アでの抵抗のレベルは

とても高い水準に達しているといえます。

最後の質問についてですが、私たちの政治的行

動計画は、すでに述べた「自由の憲章」に基づい

たものです。この「自由の憲章」は全文が日本語

に翻訳されていますので、ぜひ一度お読みいただ

きたいと思います。

お知 らせ

◆ナ Iミ ビ ア ウ ラ じ/密 輸 告 発 を 開 始

10月 8～ 10日 に広島市で開かれた第 11回 」AAC全国合宿

で、日本の電力会社によるナミビア・ウランの密輸を告発するキ

ャンペーンを」AACと して全国的に開始することが決まりました。その第 1弾 としてビラ

を作成しましたので同封します。ナミビア・ウラン密輸問題については、ビラの裏面または

本誌86号を御覧ください。当面、 1枚でも多くのビラを配布したいと考えていますので、

協力していただける方は御連絡ください。無料で必要枚数のビラをお送りします。

◆ア パ ル ト ー ンイ ト 問 題 の パ ネ ル 貸 出 中

アパル トヘイトの実態と日本の加担を写真と簡潔な文章で紹介したパネルセット『 アパル ト

ヘイトと日本一―あなたはどうする一―』を貸出中です。全部で22枚、サイズは75× 50cm

です。展示会や集会などでぜひ御利用ください。詳しくは「こむらど」まで。

◆ 
「

ア パ ル ト ー ンf 卜 と二 ~ じ,ポ ン 」 改 言藪 発 行

アフリカ行動委員会からパンフレット「アパルトヘイトとニッポン」改訂版が発行されまし

た。86年に初版が発行されてから好評で増刷を重ねてきましたが、このたび最新の統計資

料や情報を盛り込んで改定されたものです。写真やグラフが豊富でわかりやすく、入門書と

しても最適です。「こむらど」でも取り扱っていますので、ぜひ御一読ください。64ペー

ジ、 1冊 300円 (送料別)、 10冊以上は送料当方負担。

◆
『

ワ ール ド ・ア ノヾ― 卜 』 日 ヨ匡¬奮 も 「ヽ― ド シ ョ ー

映画『 ワール ド・アパー ト』が日本でも公開されます。『遠い夜明け』と比べて会社の宣伝

に力が入っていないようですが、内容的には必見の映画です (本誌13ページ参照)。 会社か

ら宣伝料を貰ったわけではありませんが、公開予定を紹介しておきます。御覧になっての感

想などを、ぜひ「こむらど」まで御寄せ下さい。

5日 ) 〔東京〕シネスイ
〔名古屋〕名古屋ゴール
〔大阪〕梅田コマシルバ
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タンザニアを身近に

感 じた 池田陽一

今年の夏は、タンザニアヘのツアーに参加する

ことができ、たいへん有意義だった。

私にとってそれは、初めての外国旅行であった

し、生れてこのかたの、最大級のできごとであっ

た。

出発前に持っていたタンザニアについての知識

は、浅く、微々たるものであつたが、とにかく行

って、タンザニアを、とりわけ人々がどのように

生きているかを、なるべくよくみてみたいと思っ

ていた。

ツアーの期間中、現地の人々と比較的身近に接

することができたのは、班別

`予

動をした 7日間で

あった。私の属した班は、日本人のツアーのメン

バーが男女各 2人、モハメッドさんという男性の

ガイ ド役のタンザニア人の計 5人 という構成で、

内陸部にあるタボラという地方都市ヘイ予き、 5日

ほど滞在するというものである。

班別行動の出発地である首都ダルエスサラーム

からタボラまでの距離は、京阪神から東北地方南

部までの距離と同じ程度なのだが、鉄道を利用す

ると、24時間くらいかかるのである。

私たちは、往路をその鉄道で行って、復路は飛

行機で帰るということになっていた。出発前に私

たちの列車の席は、 2等 (コ ンパー トメント)で

あると聞いていたし、実際に駅で切符を手にした

ときも「 2 nd CLASS」 という表示がなされてい

た。しかし、混雑しているダルエスサラーム駅に

停車している、混雑 した列車のなかの私たちの席

は、 3等 (椅子席)で しかなかった。これは多分

なにかの間違いなのであろうが、タンザニアでは

日常的なことのようであり、モハメッドさんも特

に気にする風でもなかった。

寝台で横になることもできる列車で、景色を眺

めながら、ポレポレ (ス ワヒリ語でゆっくりとい

う意味)と 行程を楽しむことができるという私の

期待が裏切られ、残念に思った。

私は、身の回りにいる人のほとんどが肌の黒い

人々であるという状態を経験 したことがなかった

ため、着いて間もなくダルエスサラーム市内を散

歩したときと、この 3等車内に入ってしばらくの

間は、強い違和感を感 じた。

また、そのときまでの数日間は、総勢 16人の

日本人たちと主な行動については、いつも一緒だ

ったのが、小人数になったし、出会って間もない

モハメッドさんも少 し離れた席に座っていること

などが、遠方にむかって出発する列車のなかで、

若干の心細さを感じさせた。

しかし、 3等車内で黒い人々と袖を摺 りあわせ

ているうちに、違和感はだんだんなくなっていっ

た。彼らを見わたし、彼らと会話し、ムワミーニ

という3カ 月の赤子を膝に抱いたりしているうち

に、日本で鉄道旅行をするとき以上に、周囲の人

々に親近感をもち、自分がそこにいることについ

て、何の不思議も不安も消え失せていた。

26時間半の後、タボラにつき、列車を降 りて

思った。「 3等車に乗れてよかった」と。 2等だ

と、多くのタンザニア人たちと接することは、構

造上不可能だったろう。

タボラでの宿泊は、 5泊 ともグス トハウス (旅

館)であったが、モハメッドさんの実家や、親族

の家で食事をさせてもらったり、モハメッドさん

とその親族の人 2～ 3人が、タボラ観光に同行し

てくれたりしているうちに、それらの人たちとも

親しくなることができた。

モハメッドさんは、ダルエスサラーム大学を卒

アパル トベイ トを廃絶す るために、南アフ リカ商品ポイコッ ト運動 を広 げよう /
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業後、高校の教師をしていたそうで、額の秀でた

という表現が、そのまま当てはまる容貌の、いか

にも秀才らしい人で、彼の言動のテンポは、恐ろ

しく早いものである。タンザニア人は概してのん

びりしていると聞いていたし、それまでに会った

他の人々や、国中の雰囲気はポレポレであると感

じていた私にとっては、意外であった。もっとも

彼にしてみれば、4人の日本人を預かって無事に

過ごさせるという仕事を請負っていたわけで、い

ろいろと気遣いがあったのだろうが、私たちにも

速やかに、規則正しく行動することを求めた。い

つも共に行動してくれた2～ 3人の人たちは、モ

ハメッドさんと比べるとゆったりとした感じの人

たちで、これまた親切に気を配ってくれていた。

帰国して、普段の生活に戻ってからひと月がた

った今、つくづく良かったと思うのは、タンザニ

アを身近に感じることができた、ということであ

る。海のかなたの黒い人々も我々と同じ人間で、

同じように、感情をもち、個性をもち、人格を持

つているということを確認することができたこと

は、私にとっては、大変な幸運である。人々の暮

考影詈署 仁よ―一Aか ?

Jambo! お元気ですか。

ダルエスサラームは今、快適な季節のただ中に

あります。昼でないと水のシャワーは浴びられず

明け方は毛布をかぶるほどの寒さ (?)です。実

しは、日本のように近代的ではないが、日本人よ

りも彼らの方が表情が明るく、他人にたいして親

切であると感じられるし、物質的な豊かさのない

点にしたって、私のような、日本のなかの第二世

界人にとっては、実に親近感を感じさせてくれる

のである。

タンザニアを身近に感じさせることのもう一つ

には、「米がうまい」というのもある。日本の米

と全く同じではないが、かなり似ていると思う。

タンザニア国内でとった食事のうち、一番うま

いと思ったのは、高級レス トランの食事などでは

なく、ある案内人の人のお母さんが炊いてくれた

という、大鍋いっぱいのピラフだった。牛肉とじ

ゃがいもの塊のほかには、たくさんの種類のスパ

イスが実に良い味を成していた。

豊富に採れる多種多様の果物など、タンザニア

は、飢餓とは無縁だと思われるし、われわれ日本

人旅行者は皆、ほとんど何を食べてもうまいと感

じるのである。食べ物を通じることによっても、

タンザニアは身近に感じられた。

今から、あるタンザニア人の友人からきた手紙

の返事を書こうと思う。

は今年の大雨季は異様に長く、例年なら乾く6月

に入っても、明けそうで明けず、結局月末まで続

きました。

我が家の トウモロコシは遅れていたのですが、

おかげで、時折水撒きはしたものの、それほど苦

労せずに実をいつぱいにつけ、収穫を楽しみにさ

せました。ところが、あと2～ 3日 といっている

ダ ル エ ス サ ラ ― ム 通 信

《 第 ■ 6回 》 根 本 禾IJ通

C_________‐ ‐‐‐‐‐‐"‐ ――‐‐́ ―ひ
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と夜のうちに、大きな実から盗られていくのです

よね。隣人かと思われるのですが、度重なると、

私の同居人で、種まきからほとんど一人でやって

きたアレックスは「オレの汗を !」 と怒って、ま

だノ
1ヽさい実をいっばいもいできて、炭火で焼いて

家族皆で食べました。アフリカの トウモロコシは

健康な歯を要する国さですが、もぎたてはさすが

に柔らかでした。

ダルエスサラームも推定で 180万人の人口を

かかえる大都会に成長してくると、そしてそれは

地方の農村で食えないから出てくるわけですから

地縁・血縁を越えた “仁義なき戦い"が展開され

ようとしています。強盗がしだいに凶暴化して殺
´

人にまでエスカレT卜 するような状況の中では、

地縁・血縁を持たない、よそ者 (外国人)には不

利に働くことがままあります。でもそれは、貧困

一一食えない、というところからきているのは、

はつきりしているのです。

6月 16日 に新年度予算案の発表があり、注目

の最低賃金が、政府・非現業公社系で月 1370

シリングから20%ア ップの 1644シ リング、

新設の住居手当が 10%で 164シ リング、さら

にダルエス地区では通勤手当がついて330シ リ

ング、合計2138シ リングになりました。以前

のそれと比べると大幅のアップですが、年 30%

を越えるインフレや、引き続く平価切 り下げ (現

在 lUSド ル=97シ リング)を考えると当然で

しょう。

当然といいましたが、それはこの程度のアップ

で十分ということを意味しません。現実にバス代

は今一乗 り8シ リングですから、交通費は月25

日出勤として、400シ リング。郊外から乗 り換

えて通う人は、その倍になります。また、泥でつ

くった電気のない家で一部屋250～ 400シ リ

ングしますから、住宅手当も足りない。予算案発

表の直後、ダルエス大学の調査で、マンゼセ地区

(最低所得者居住区)の夫婦二人 (子供なし)の

1ケ 月の食費のみで3600シ リング。オイスタ

ーベイ地区 (外国人居住区)で 8400シ リング

とありました。

どだい足りるわけがないのです。公定では 1キ

ロ35シ リングの砂糖が、 150シ リング出して

も手に入らず、朝のチャイをぬくタンザニア人が

圧倒的に多くなりました。私は幸いに砂糖を入れ

ないので、チャイを飲み続けていますが、同居人

たちは飲んだり飲まなかったり……。ともあれ、

正規の収入で暮していけないのは明らかです。か

つて、便宜を計ってもらったときに渡すチップを

チャイといっていましたが、今ではチャクラ (食

事)と かミチュージ (スープ)と か、その額も数

百シリングから数千～数万シリングにはね上がり

公然たるワイロに変わ りつつあります。もちろん

そういった途をもっているのは少数の役人ですか

ら、大衆は別の途を探すことになるのですが・・・。

こうした生活の貧困化の原因を85年来の経済

自由化政策、とくに IMFと の妥協に求め、 IM
Fを “シャイロック"よばわりして、厳格なウジ

ャマー=社会主義政策への復帰を声高に言う一群

の人々もいます。果たして、そうなのか、いささ

か旧間に属しますが、 2つの事件をみてみましょ

う。

5月 13日 、ラマザーン月中の金曜日の午後の

ことです。ザンジバルで、金曜の午後のネL拝のあ

と、自然発生的にデモが起こり、 2万人規模にま

で膨れ上がり、警官隊と衝突、 2人が射殺され、

数人が負傷、30数名が逮捕されるという事件が

ありました。社会主義国家タンザニアでは官製デ

モ以外、すべては違法デモなのです。

事の起こりは 5月 7日 、 ドドマで開かれた党主

催の「女と開発」のセミナーです。そこでまず判

事のハミシ・ムスミが、「議会法と慣習法とイス

ラム法の併存が、女性の権利とりわけ結婚と財産

について不利益をもたらしている」という報告を

したのです。その報告について、いくつかの議論

アパル トヘイ トを廃絶す るために、南アフ リカ商品ポイコッ ト運動 を広 けよ う/
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ったというのは、うがちすぎでしょうか。つまり

ソフィアの大ラシッド・カワワは、現在、党 (C

CM)の 書記長で、長年ニエレレの右腕として、

特に70年代のウジャマー政策全盛時に軍・警察

力を行使して民衆を強制移転させたときの首相、

責人者で、昨秋の党大会で強く引退が願われてい

た人物。もちろん、ムスリム。だから民衆の不安

も当然なので、このデモの直後、ムウィニ大統領

はザンジバルヘ飛んで有力三モスクのイマームと

会見したし、カワワ自身も党は信仰の自由を保証

するとし、ソフィアの意見はあくまでも個人の意

見で民主社会はだれでも自由に意見を発表できる

と、収拾に大わらわでした。また 1週間後に、ム

ウィニがアディス・アババのOAUサ ミットヘ出

席する際、今まで国民のまえに姿を見せていたシ

ッティという若い夫人ではなく、私の記憶では初

めて、ハディージャという第一夫人をともなった

のが、私にはひどく印象的でした。

これだけみれば、宗教的な事件と片付けられる

ようですが、同日 (5月 13日 )ド ドマで開かれ

ていた党の全国執行委員会で、ザンジバルの前首

相 (Chief Minister)で あるセイフ・シャリフ

・ハマ ドとそのシンパであるザンジバル政府の大

臣、次官、議員ら計 7人が、党から除名処分を受

けたことで、状況をややこしく、興奮したものに

したのです。

タンザニアというのは連合共和国というその名

の示すとおり、旧イギリス信託統治領で 1961

年独立したタンガニーカと、旧イギリス保護領で

1963年 独立したザンジバルとが、 1964年

のザンジバル革命後、合邦してできた国家です。

したがってザンジバルは、今なお独自の大統領、

首相、内閣、議会をもち、ダルエスからザンジバ

ルに着くと、パスポー ト、イエロー・カー ド等の

人国審査があり、タンザニア人もパスポー トの携

行が義務付けられています。つまり、別の国なの

があったあと、UWT(タ ンザニア婦人同盟)議

長であるソフィア・カワワが、「4人まで妻をめ

とることを許しているイスラム法は多くの女性を

苦しめており、再検討されるべきである。」と述

べたのです。

このソフィア・カワワの発言にたいしてデモが

起こったのです。参加したのは 10～ 20代の若

者が圧倒的だつたそうです。彼らの主張は、5月

15日 に出たイスラム作家同盟の声明にも表われ

ているように、「植民地政府の時代からキリスト

者によって、イスラムは差別され、迫害されてき

た。イスラム法が理解されていない。」というも

ので、ふんだんにコーランの引用があり、きわめ

て宗教的なもの、もっとも「ソフィア・カワワは

(公称)3人の妻を持っている夫と長年連れ添っ

てきて、何を言うか。別れてからものをいえ。」

という主張も交つていましたが……。

それがソフィア・カワワの発言だから大事とな

「
駐タンザニアJAAC代表」根本利通氏からの情報に御期待を|

「こむらど」のメンバーで4年前からタンザニア在住の根本利通氏に駐タンザニア

JAAC代 表をお願いすることが、今年のJAAC全 国合宿で本人の了解も得て確認

されました。本誌に「ダルエスサラーム通信」を連載中ですが、今後は反アパル トヘ

イト運動に関係した様々な情報も伝えてもらうことになりました。御期待ください。
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です。だから、わずか人口70万ほどのザンジバ

ルが、人口2300万 余のタンザニア本土 (旧 タ

ンガニーカ)に対して、国会議員数で4分の 1を

占めたり、大臣数や大学入学者数その他でも特別

待遇を受けているのが現実です。

このタンガニーカとザンジバルの合邦は、OA

Uの倉1立メンバーの一人であり、その理想とされ

たバン・アフリカニズムの具体的な実践の証とし

て、ニエレレの声価を高めているものの一つなの

です。この合邦が25年間も維持されたことは驚

異で、かつ今や現実のものとなりつつありますが

その一方で常に不満がくすぶっていたことも事実

です。

ザンジバル人からすれば、優遇されているとは

いいつつ、吸収合併されて “国を失った"こ とは

間違いないわけで、中央政府の枢要はキリス ト教

インテリに押えられており、とりわけウガンダ (

アミン)と の戦争でクロープ (丁字)輸出による

外貨蓄積を本土に吸い上げられてしまった、本土

と分離すれば、アラブ諸国とりわけオマーンから

オイル・ダラーが流入し、ザンジバルはもっと豊

かになるはずだ、という “分離派 "。 本上側から

すれば、ザンジバルはほっとけばすぐアラブ人と

アフリカ人が殺しあいを始めて収拾がつかなくな

るから、面倒をみてやつているのに、文句言うな

ら、出ていけという立場。ただこれは、政府の高

級官僚であるキリス ト教インテリたちの意見であ

つて、民衆の本音は別のところにある、という風

に私は感じていますが。…・・。

ともあれ、少数派であるザンジバル人たちの団

結の核であるイスラムが、非常に微妙な “分離"

の問題にからめとられて、「反革命、外国の手先

である亡命者たちによる煽動」という風にすぐレ

ッテルを貼られがちの要素が多分にあるのです。

そしてザンジバル大統領イ ドリス・アプ ドル・ワ

キルと、前首相セイフとの対立。それは、ザンジ

バルの富の源泉であるクロープの生産の8割以上

を産みだしながら、ザンジバル島にくらべて開発

が遅れ、今まで 4代の大統領も全てザンジバル島

にとられてきたペンバ島人の思い。それは 3年前

大統領候補指名を党の全国執行委員会で、ワキル

と争ってわずか 7票差で敗れたセイフに託されて

いるのです。今回除名された7人は、すべてベン

バ島人です。さらにその背景には、独立と革命を

めぐったASPと ZNP,ZPPP連 合との角逐

が尾を引いていることも間違いないでしょう。

ただ、事の本質はもっともっと別のところにあ

るように思えるのです。まだ43才 と若く、ザン

ジバル人のみならず、本土側からも衆望、期待を

担っていたかに見えるセイフは、経済自由化と綱

紀粛正の旗手だったのです。独立と革命を達成し

た古い世代の指導者たちが、民衆の生活を保証で

きなかったことに倦んだ若い世代の星だったので

す。その彼が、昨秋の党大会で党の中執を外れ、

今年初めには首相を解任され、そしてついに党か

ら除名、反逆者扱いになるという流れの陰には何

があつたのでしょうか。

わからないことを推演1で書いていてもしょうが

ありません。ただ、いかにタンザニアのインフレ

が激しいかを示すエピソー ドを一つ。

昨夏、硬貨の切替があって、 5、 10、 50セ

ント貨は事実上姿を消 したのですが、問題は新 1

シリング貨。従前のニエレレに代って、ムウィニ

の肖像をのせたノ」ヽ型の新貨が出回つたのですが、

約 3ケ 月で姿を消してしまいました:噂では、新

1シ リング貨は通貨として使うより隣国へ流し、

そこで鋳つぶしてイヤ リングその他の細工物に使

ったほうが 5倍の価値があるそうで、タンザニア

の中央銀行はそのため新 1シ リング貨の鋳造を停

止したとか。噂の真偽はともかく、町に新 1シ リ

ング貨をみないのは事実です。旧 1シ リング貨は

まだ流通していますが、絶対数不足で、バス代の

8シ リングを払うのに、 10シ リング貨につりが

なく、乗客と車掌がいつももめていて、結局バス

アパル トヘイトを廃絶するために、南アフリカ商品ポイコット運動を広げよう/
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運賃は 10シ リングだと思ったほうが精神衛生上

よろしい、といった事態になつています。いつま

で、こんなことが続くやら……。

私は75～ 76年、アフリカを初めて旅したと

きの、タンザニアののびやかさが忘れられないの

で、今のタンザニアがどんどん貧しくなっている

ように思えてしかたないのです。私より古くから

タンザニアを知っている人 (日 本人)に言わせれ

ば、75年はすでに後退が始まっていたといいま

すから、 “古き良き時代"と いうのが存在したの

でしょう。貧しさというのは計る人の尺度によっ

て、つまり、物質的なもの、精神的なものにどの

程度の比重を置くかて異なるでしょう。私はタン

ザニアは貧しくなりつつある、と思うのです。

しかし、先日、70年代初頭からタンザニアを

知っている日本人女性 と話していて、日本人殺害

事件 (こ れも5月 13日 )と その背景を議論して

いたのですが、彼女は “古き良き時代"の存在を

認めたうえで、「でも昔が良かったのは誰にとつ

てかしら。そりゃ、外国人にはお金を出せば輸入

品がいくらでも買えたから、音のほうが暮らしや

すかったわよ。でも、いなかの子供達が、最近は

ちゃんと服を着て、裸足じゃなく、学校へ行くよ

うになったもの、豊かになってきているのよ。豊

かになれば人情がおちるのは仕方ないわ。」とい

うのです。果たしてタンザニアは豊かになってい

るのか。「豊かさ」とは「開発」とは……。私は

4年 もタンザニアに居て、農村を搾取している大

都市ダルエスに住み続け、農村の生活はチラチラ

と垣間見るだけだったのを恥じるのみです。

では、また。  (1988年 7月 16日 記 )

目 次

畑Cのジェリー・マツィーラ氏を
関西に迎えて「アパル トヘイ ト ;

どうしたらいいの」

お知らせ

ビデオ上映会をやったよ !

〔岩崎永子〕

映画『 ワール ド・アパー ト』紹介

タンザニアを身近に感じた
〔池田陽一〕

ダルエスサラーム通信 (第 16回 )

=妻は一人か?= 〔根本利通〕

1
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11

13

14

15

■今回は第一回『反アパル トヘイト・アジ

ア・オセアニア地域ワークシヨップ』の結

果を伝える予定でしたが、マツィーラ氏の

講演内容を全部掲載して長くなったため次

回にまわします。

■原稿、カット、情報、その他なんでも本

誌に送ってください。今回の岩崎さんのよ

うに版下まで作ってもらえると大助かりで

す。謝礼無し、誌面のつとり大歓迎。

■本誌を知りあいの方などに紹介してくだ

さい。見本誌を送ります。一人でも多くの

人に読んでもらえるよう、そして「こむら

ど」の収入が増えるよう、たのんます。

反 フオパ ソレ ト ー イ  ト

■発行 こむらどアフリカ委員会

■郵便振替 大阪4-35095

こ む ら ど ニ ュ ー ス

0578東大阪市若江南町 1丁目6-3

■購読料 1800円 (6号分前納、

下垣気付

送料込み )

私たちは南アフ リカのアパル トベイ トに反対 し、
｀
名誉 白人

″
の称号 を拒否する /
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こむらどアフリカ委 員会 ・ 東 大 阪市 若 江 南町 163下 垣 気 付

静 岡アフリカに学 .ゞ 会 ・静 岡市 北 安 東 42828山 口気 付

南部 アフリカ問題 研 究 会 ・ 京都 市 左 京 区吉 田 京 大 構 内 京 都 大 学 新 聞社 気 イ寸
アパ ル トヘイトを考 える市 民 の会  名 古 屋  名 古屋 市 昭 和 区 山里 町 67ぼ こあぼこ気 付
広 島 アフリカ講 座 実行 委 員会  広 島市 安佐 北 区倉 掛 2420杉 本 気 付

日本 反 アパ ル トヘイト女 性 委 員会 ・ 大 阪府 守 口市 寺 方 元 町 324河 合 文化 2F奥 佐 竹 気 付
松 戸 アフリカか ら学 _ゞ 会 ・ 柏市 加 賀 12816 石 堂 気 付

反 アパ ル トヘイト委 員 会 熊本  熊 本 市 竜 田 町 弓削 138715コーポ 中村 第 2ビル301砂野 気 付

札 幌 反 アバ ル トヘイト委 員 会  札 幌 市 西 区手 稲 宮 の 沢485159大 野気 付
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東京 :034439775[南 アフリカ問題研究所 (東京 )上林気付 ]

関西 :0757114498[南部アフリカ問題研究会 (京都 )峯気付 ]



アパル トヘ イ ト (人種隔離)政策 に よって世界中の人々

か ら厳 しい非難 を受 けている南アフ リカは、隣国のナ ミビ

アを占領 し、アパル トヘイ ト体制 を移植 し、大量の草隊 を

駐留 させていることで も知 られています。 ところが、 この

ナ ミビアで産出 されたウランをこっそ りと密輸 して世界一

た くさん消費 しているのが、実は 日本の電力会社 なのです。

■ナミビフ・ウランの輸入は国際法違反■
ナ ミビアか らのウラン輸入は、国際法 によって厳 しく禁

止 されてい ます。国際連合ナ ミビア理事会 は、 1974年 、ナ

ミビアの天然資源 を保護す るための「布告第 1号」 を制定

しました。 この「布告第 1号」 は、ナ ミビアの天然資源の

開発、採掘輸 出、加工、商取引、消費な どを一切禁止す るとと

もに、国外 に持 ち出 された ものについては国際連合 にll「 収

す る権 限を与 え、 さらに、布告違反の行為 を行なった者 に

ついては損害賠償の責任が問われ る、 と定めています。「布

告第 1号」はただちに国連総会で承認 されてお り、 日本政

府 も賛成の立場 をとっています。

■日本の原発は黒人の血を吸つて動いている■
ところが 日本の電力会社 は、 1970年 に8200ト ンのウラン

輸入契約 を結んだ関西電力 を皮切 りに、次 々 とナ ミビアか

らのウラン輸入 を開始 しました。アメ リカ合州国議会では、

東京電力、関西電力のウラン輸入量の約50%、 中部電力の

輸入量の約70%がナ ミビア産の もの と報告 されています。

関西電力の買付 け量 は世界一です。電力会社が鉱 ||1会をLに

支払 うウランの代金は、私 たちが知 らないうちに、課税 を

通 じて南ア・ナ ミビアの人種主義政府の国庫 にお さま り、

軍隊や警察 をは じめ、アパル トヘ イ ト政策 を維持す るため

の予算 として使われ ることにな ります。私 たちの試算 によ

れば、 日本のナ ミビアか らのウラン輸入量 に南アフ リカか

らの輸入量 を加えた数値 は、 1988年 で、あわせて 日本のウ

ラン輸入総量の43%を 占めています。 日本の原子力発電所

の燃料 ウランの実に半分近 くが、アパル トヘ イ トの支配下

で、黒人の犠牲 によって掘 り出 されたことになるのです。

■ウラ ンの密 輌ル ー ト■

日本の電力会社 は、 ウラン調達 先の リス トを明 らかにす

ることを拒否 していますが、 ロン ドンに本社 を置 く多国籍

企業 リオ・チ ン ト・ジンク(RTZ)社 を通 して、ナ ミビアの

ウランを調達 していると考え られ ます。 RTZ社 のウラン

の大部分 は、ナ ミビアか らイエ ローケーキ (酸化 ウラン)の

かたちで持 ち出された後、大西洋 を北上 してイギ リスで 6
フ ッ化 ウランに車云換 され、 さらにアメ リカで濃縮 ウランに

加工 された後、大半洋を渡って 日本に運ばれていることは

間違いあ りません。 ところが、このウランは途中で意図的

に他 L「
j産のウランと混ぜ られているため、 日本政府 も電力

会社 も「ナ ミビア産 とは限らない」 と強弁 してきました。

この理屈には無理があ ります。 というの も、いずれにせ よ

混ぜ られたウランのすべてにナ ミビア産の ものが含 まれて

いることにな り、 これが「布告第 1号」破 りになることは

明 らかだからです。

ナミビア産ウランの日本への供給ルート

■原発もアパルトヘイトもいらない■

日本の電力会社が輸入 しているウランは、ナ ミブ砂漠 に

ある世界最大の露天 IFEリ ウラン鉱 山「ロッシング鉱 山」で

掘 り出 された ものです。 そこで働 く黒人の労働条件 は劣悪

で、 日々た くさんの人々が被曝 を強制 されています。生態

系の破壊 も深刻な ものだ と幸長告 されています。ナ ミビア人

を代表す る組織 として国際的 に承認 されている SWAPO
(南 西アフ リカ人民機構 )、 ナ ミビアの鉱 山労働者の声 を

代表す るNUM(ナ ミビア鉱山労働者組合 )、 そ して国際

連合 は、 「布告第 1号」が厳格 に適用 され るよう世界中の

人々に繰 り返 し呼びかけて きました。そ して1987年、 この

呼びかけに応 えたイギ リス運輸一般労働組合 は、 リバプー

ルヘのナ ミビア・ ウランの荷場 げをポイコッ トしました。

さら0こ 1988年 3月 、 ナ ミビア独立 に連帯す る lll民 糸1織
`ま

ロ

ン ドンの駐英 日本大使館 にピケ ッ トをは り、 1↑下首相 あて

の質問状 を突 きつけました。次 はいよい よ、 ウランの最終

消費先である日本で声 を 卜ιずるべ きときです。

原発のない、人種差別のない、誰 もが対等 に人間 らしく

生 きられ る社会 を築 き上 げるために、型、たち自身の手で、

い ます ぐ電力会社のウラン密輸 をやめ させ ま しょう !ナ ミ

ビアの 1日 も早い独立 を支援 し、 それぞれの場所で、電力

会ネ11に 対 して抗議 の声 を上 ιずてい きま しょう !
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UNITED NATIONS

NAMIBIA CAZEllL No.1

DECREE No.1
FOR THE PROTECT10N OF THE NATURAL RESOURCES OF NAMIBIA

Conscious of ls resPonsibilky to protcct thC natural resources of the people of

Narnibia and of ensu● ng that thesc natural resources are not cxploitcd to thc dctiment of

Nalnibia,its people or environmcntal asscts,:hc United Nalons Council for Nalnibia

enacts the fo1lowing dccrce:

南フフリカ


