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南ア環境・水資源大臣コッツエ来日に異議あり
一一特集を組むにあたって一一

4月3日、私達の事務所に「本日、南アの閣僚が来日する」との知らせが飛びこんできた。私達は、

急ぎ、関係各方面への抗議行動を展開するとともに、おそまきながらコッツエ来日の意味について粛

査をはじめた。そのなかで、日本と南アは水産資源を通じて、永年にわたり深い関係にあることがわ

かってきた。

南アの環境・水資源省とは∴南ア近海の水産資源をはじめ∴鉱物資源以外の天願を琉括してい

る。コッツ工を日本に招待したのは、表向き「日本盤鮪漁業協同敗合連合会Jと「日本卜ロト一ル底魚

協会」になっているが、背後でアレンジをしていたのは、住友商事であることがわかった。
コツツ工は4月3Ef午後、来日。4月5日夜、南ア給領事館でのレセプションに出席。ここには、

日本の大手水産会社の人たちが参加したという。4月6臥住友商事を訪問。そして4月9日年配

離日した。

当初、彼の滞日中のスケジュールには農林水産省政務次官と会談する予定がはいっていた。しかし、

コッツ工によれば、「それは突然キャンセルになったJという．一九水産庁でも、9日までの滞日

中、閣僚クラスの人間が会う予定はない、ということだった。ところが∴艶日後の調査によれば、水

産庁の局長が会っているということだった。

南アの閣僚が来日したのは、公式には、1986年9月のポタ外相以丸この時、日本政府は国連、ア

フリカ成一機構（OAU）等から厳しく非難された，同月、日本はEC譜【乱アメリカと歩調をそろ

え、対南ア追加制戯措置を発表した．その中に、「南ア人への観光査証発給停止」が含まれていた。

今回の来日について、外務省・農林水産省ともはじめは、r私人としてのプライベートな訪問」と語

っていた。だとすれば、先の制裁項目に抵触する。この点を追求された外務省は、後に、「彼の入国

の資格は、一次外交査証である」と前言を訂正した。日本政府は、南アの大臣を「公人」として受け

入れたのである。

南アの界尭・水資波大臣の来日は、また、水産資源をめぐる日本⊥南ア関係を浮き彫りにする庵果

ともなった．対南ア経済制式が徐々に効果を現し始めているが、南アはそれに償え∴経済自立化を指

向してきた。日本が追加制裁を発表した1986年の11月6日、ケープタウンで行われた日本一南ア漁業

交渉の席上で、南ア政府は、南ア沿岸漁業の見直しに伴い、両国漁業協産を定期的に見直す形にした

いと提案している。今回来日したコツツェの要求の一つとして、「南ア水産資源の共同調査」が含ま

れていることを考えあわせるならば∴南ア比経済制裁に対処するため、水産蛮源開発に注目している

と考えられるだろう。今までに明らかにされた世界中の対南ア制裁項目の中に、水産資源を含むもの

はない。それは、この点で南アと緒び付いている国が少ないからである。つまり、この間執ま、特に、

日本においてこそ問題になるものなのだ。

コツツェ来日は、はからずもペールに隠された日本一南ア関係の一面を明らかにした。事前に来日

を察知していれば、阻止し得たかもしれない（この息後述の広島市の項を参風して欲しい）。今後

の対応を含め、コツツェ来日の意味について特集を組むことにした。

（コッツェ来日に異議あり！調査・取組）



日本漁業と南アフリカとのつながり
一一あなたの胃袋におさまった一匹のあじの開きの持つ重さ一一

4月3日、南アの環壁・水資波大臣コッツェが来日した。共同通倍のインタビューによると、彼の

来日の目的は∴南アの漁業資源の共同調査について、日本政府の同意を得ることである。すでに事務

レベルでは、共同調査の要求を日本側に伝えており、日本側が同意すれば今年の日本トロール漁船に

対する漁獲蟄J当料を増やす意向であることも、あわせて報じられている。南ア駄日本トロール漁船

に対し、1989年の漁獲割当量を昨年の半分（約1万トン）に減らすと通告してきている。

この記事は、日本漁業と南アの関係が現在も続いていることを示唆していると同時に、今後も水産

という分野で、相互鮫存が図られていく可能性がある、ということも物語っている。

そこで今回は、日本と南アの漁業関係を明らかにするとともに、調査を通じて浮かび上がってきた

2つの問題点を指摘してみたい。第一の問題は、日本が南アに入漁料という形で漁場の使用料を支払

っていること、第二に南アの漁業振興を目的として、日本から様々な捜助が行われる可能性があるこ

とである∴後者の問題について軋当局の返答があいまいであったり、統計が不備であったりしたた

めに、今後の可能性、ないし推測を述べるにとどめるが、賢一の入漁料の点については、明らかに問

題と思われるのでやや詳細に触れることにした。

1．紬と南アフ冊の麒舶一一入漁料の支払いを巡って一一

日本遠洋漁業が、南アを基地として操業しているという事実は、1987年11月28日、モーリシャス沖

で南ア航空機墜落事故により、明らかになった巨事故の犠牲となった日本水産の船員38人は、南ア沖

でトロール漁を行うため、漁船が停泊してたケープタウンへ向かう途中であった。この事故を取り放

った同年12月14日付の毎日新潮の記事では、現地で操業している大手水産各社が、年間の割当量に応

じて入漁料を南ア政府に支払っていること、捕獲された魚はケープ港で伸穣船に引渡され日本に直送

されるため、統計姐の絶入には当てはまらないこと、が指摘されている。

現象　日本は南ア沖でアジ、イカを中心としたトロール漁業と、ミナミマグロ、メバチマグロを中

心としたまぐろ・はえ純漁業を行っている。このうちトロールの操業隻数は、10隻前後とみられる凸

内訳は、日本水産が5隻、宝幸水産がj隻、大槻業が2隻（1987年）となっている。これは1977年

に締結されたr漁業に関する日本国政府と南アフリカ共和国政府との間の協定」に基づいたものであ

る。この協定は、1977年に南アが領海12海里、漁業水域28哺里を設定したことに対応したもので、

同年12月6日、プレトリアにおいて、小杉南ア総領事（当時）と、ヒューニス工業大臣（当時）によ

り、調印された。1979年の延轟紺交換以来、現在まで自動延長されている．　同協定に基づいて決

められている操業条件は、表1の通りである。表1の操業条件の内、入漁料については、毎年ケープ

タウンにおいて聞かれる日本・南ア漁業協議の席で決定されている。また割当量については、蘭東大

西洋漁業套見会の勧告に基づき、同席で調整が行われている（出席者軋　日本側は農水乱水産庁国

磨課、外務省、南ア側は環境省総局長、海洋研究所）。

最近の割当量、トロール入漁料、漁獲料は表2、表3、表4の通りである．



日本トロール底魚協会の話しによると、トロール漁における南アの入漁料支払い執ま、以下の通り

である。

1986年　　77万ランド　　（約5，390万円）

1987年　　67万ランド　　（約4，020万円）

1988年100万ランド　　　約5，000万円）

また水産庁によれば、1988年の日本の入漁料合計紙は約7，080万円、ということである。

日本の水産業界が1年間に世界各国に支払っている入漁料の合計額（19粥年に37億円、1987年に59億

円）から見ると、南アへの支払い能はそれほど大きいものではない。しかしながら、裔ア政和こ対す

る直接的な資金供与になっていることそれ自体軋問われなければならない問題であろう。

ところで、南アが漁業協定を締結している国は、1985年3月現在、日本、イスラエル、ポルトガル、

スペイン、の4か国しかない。だから、南アから見れば、日志は重要な存在になっているはずだb G

NPが最も大きい日本は、毎年安定した収入をもたらす点で貴重である。しかも、南アの政府予算が

日本のそれの2％程度にしか過ぎない小さなものであることを考慮にいれると、日本から見た金額以

上に南アにとっては大きな魅力であるに違いない。

では、日本側から見た南アでの換業の魅力は何であろうか。それは∴南ア沖漁業を含めた南方トロ
ール漁が他のトロール漁目ヒ方トロール、転換トロール等）に比較して、1トン当りの生産組が高い

ことだと思われる。他のトロール漁ではこれが7，1DO円～7，500円であるのに対し、南方トロールは

16．000円と倍以上である。このことから、効率の良い漁場を残しておきたいという意向が日本の漁業

関係者にあるものと考えられる。

以上述べてきたように、日本が南ア領海で行っているトH－ル漁は、南アにとっては安定した入漁

料をもたらす重要な資金源である。と同時に、日本にとっても効率の良い操巣が行える豊重な海域の

確保という意味でメリットが大きい。双方の利害はこうして一致し、これまで日本による南ア沖での

操業が続けられてきたわけである。

＜参考＞南ア沖における漁業の様子

寵方トロール漁娘

南方トロール漁業の主な漁執土

図1の通りである．このうち、苗

ア南岸については1961年頃から定

着した漁場である。

南ア沖においてはマアジ漁が中心

であり、漁獲料は1986年に14，980ト

ンと∴南方トロール漁業全体のマア

ミ欄l獲丑の50％を占め、またH本の

アジ俄給料の6％に当たる。

遠洋まぐろはえ縫漁業

大西洋南東域からケープタウン沖

で提案されるまぐろ漁は、インド洋

く図－1〉　南方トロール漁場移動模式周



西部域”東部城から、漆州の南沖にまで至り、更にニュージーランド周辺域にまで連続した漁穏と

なる。

アジW“おもに閏干アジ等、加工用の庶料にあてられる。

ヘイクーータラの一種　／パンガ一一アジの一種

イカ一一南ア沖でとれるのはほとんどがヤリイカである。

ミナミマグロ一一ケープ真南で5－8月ごろ、西寄りで3－6月にとれる。大トロとして刺身に使わ

れる（値が高く、高教晶）。

ビンナガマグロ一一ケープ南岸、西寄りで周年、ナミビアの少し沖合いで6－9月にとれる。缶詰用

にボイルされ＜シーチキン＞としてアメリカへ編出され、日本でも消袈される。

メバチマグロ一一ナミビアのりかレビスベイ沿岸で6－8月ごろとれる。マグロ種の中で最も生盗塁

が多く、ほとんど刺身で消費され、すし種によく使われる。

2．賓煉輔力とその背景

今回のコツツエ来日の目的は、いったん削減を通告した漁獲割当量を増量することと引き換えに、

共同資源調査への日本の協力をとりつける、ということであった。では，糞源諷査とは一体何なので

あろうか。南アが日本に要請してきた資源蘭萱のもつ意味と背景を∴南アー日本双方の漁業の現状と

照らし合わせて明らかにするとともに、今後おこりうる問題を探ってみたい。

日本と南アの共同資源調査は、少なくとも1982年に既に行われている。同年4月から翌年3月まで、

海洋水産蛮源開発センターが主催し、水産庁、日本トロール底魚協会、大洋漁素の協力のもとに行わ

れた南ア海域での調査の一部として∴南ア南端の漁場で資源量について調べたものである－晰兼

は∴海洋水産資源開発センターによる「遠洋底引き網新漁協企業化照査報告書」（南ア沖合地域〉に

まとめられている。なお、この調査は、ナミビア沖にも及んでいたことが明らかになった．コツツェ

の要諦内容の詳細は不明だが、交渉相手は水産庁と日本底魚トロール協会であるとされていることか

ら、民間としては、当協会が今回も調査に協力する可相生が高いと思われる。

ところで、南ア国内の水産物への需要が近年高まっていること、ランド安によって載出放争力が増

していること等から∴南ア政府は漁獲割当量をこのところ削減しているのが現状である。自国領域内

の漁業資源への熱意は高まっていると推甜される。このため、来日時の共同通信の記事も、「調査結

果が良好なら割当量を増やす」となっており、資源の保全状態を確認したい、という彼のコメントは

本音から出たものであろう。

しかし∴南アが日本に期待しているのは資源調査への協力だけにとどまるものではなく、漁業の近

代化を進めるために幅広く日本の協力を得たい、という気持ちもまた強いように思われるのだ∴南ア

は、このところ1胤拾数の増加、冷凍施設の拡充等を通じて自国漁業の中長期的な掘興、発展を図って

いることは明らかだ。こうした中で新造船が大量に発注されたのが、協定締結国の1つであるスペイ

ンだったことからもうかがわれるように、日本を含む協定締結国の重要性が高まっている．日本が世

界でも一流の海洋技術を持っていることを考えると、いよいよ南ア漁業にとって日本がなくてはなら

ない存在になりつつあるものと思われる。資源諏査の協力要請の背後にこうした事情があることは明

記しておくべきであろう。



一九日本は、といえば、200海里設定以来遠洋漁業が窮地に立たされており、良質の漁場確保が

愚妹先課題の一つとなっている。そして、海外の漁業協力はそのための手段、という色合いを濃くし

ているのが実状である。巨体が行っている漁業協力には、政府がベースのものと民間ベースのものと

があるが、このうち前者には「人当りGNPの限度軌こよる規制があって、当面南アは対象とはなら

ない8一方、後者は国と水産会社等の民間団体の出資で設立された海外漁業協力財団を通じて行われ

るものが代表的な協力形態の一つであり、その対象国は先進国にまで広がっている。そして、当財団

はその事業の十疫として南アから要人を矯旨したことが、既にある。主な事業内容をみると、この他

に協力事業への融資、研修生の受け入れ∴漁業接種専門家の派遣、調査協九開発研究調査、コンサ

ルティング業務等が含まれている。当財団の目的が漁場の確保にある事や、民間を中心に出資されて

いること・既に南アとのつながりがあること、などから見て今後南アに対する漁業協力の受け皿的役

割を果して行く可能性が大きいように思われる，

以上見てきたように、南アには日本から様々な協力を樽たい背景があり、日本側にもまた、漁場確

保へのニーズ∴漁業協力という名の手段、そしてその後の受け皿ないし媒体という協力関係強化への

条件が揃っている0成行き次第では資源調査への協力にとどまらず、幅広い協力関係に発展する関係

があることを指摘しておきたい。

（久保田童子）

（表1）操業条件

許認可漁業種類 �漁獲割当量 �入　漁　料 

漁獲量ベース �船の許可料・隻／年 

トロ一一ル �鮪に毎年更新 �魚各種1トン当た り毎年更新 � 

まぐろはえ縄 �漁獲制唄なし �なし � 



（表2）トロール割当量　＜単位：トン＞

（表3）　入漁料（漁獲量ベース）　　＜単位：ランド／トン＞

1986年 �1987年 

メルルーサ �1，582 �1，116 

キシマダイ アジ規 �1，236 14，920 �1，331 12，632 233 1，312 

コウイカ、ヤリイカ �203 

その他 �2，907 

合　計 �20，848 �16，624 



外務省との会見
4月6日（水）　蠣アフリカ行動委員会　　　牛嶋　田申　宮野　松島

■外務省　中東アプリ九両　堀江、小竹氏

以下は、JAACからの質問と，外務省側の解答の要約です。

【コッツェ氏来日の経緯及びそれについての外務省の見取こついて】

日本到着は4月3日で∴離日は9日の予定である。南アフリカの人が査証を申請する場合、特に何
日前とは決まっていない。一番早くて2～3日で出るが、今回は3月束に下りた。（査証の種類は外

務省の公式尭削こよる＝改姓空室延。）
今臥大臣クラスが来日するということだが、これについては省内で話し合った結果了承し、問塩

ないとの結論に逢した。（この静合いの一番最初に、外務省内部での反対意見やその他詳しい詳細な

過程については触れられないとことわられた．）大臣だから来日は不可という原則はなく、あくまで
もケース・バイ・ケースで判断する。

【86年のポタ外相来日に対する世論、88年の国連の日本名指し推軋その他日本のアノ勺レトヘ
イト加担に対する非難をどう受け止めているかについて】
対南ア貿易については、企業に働きかけ、減らす努力をしている凸事実円ペースでは（円高のため）

減少しており、このことが無視されていると思う。対日非難は配慮はするが、直接は関係ない。

【日本外務省の経済制裁に対する意見と、反アノ勺レトヘイトの方策について】

反アノウレトヘイトの姿勢で一致していてもその先の経済欄に対する考え方が違うので、対南ア貿

易を止める立軌二はない。南アフリカ教会協議会、（1月来日）など南ア黒人リーダーとも話し合った
が、結局は意見が途うということである。南ア黒人の7割が西仙こ経済制裁を望んでいるという公式

数字については、外務省内で検討していないからわからない。南アにとり本当に経済制裁が有効なの
かどうかは、状況分析していないので確信が持てない。データの一つとして受け止める。

経済制裁に関しては、国際的コンセンサス（欧米との歩調）が取れていないから出来ない。米英が
全面制親なら追従する。その意味では、日本に現在独自の政策というものはない。措置を取る場合、
ECと同品目にし、足並みを揃える。国連安保唾等で決定すれば実行する。外務智としては、アノ労レ

トヘイト反対とロで書うなり、現在とれるかぎりの措置を取って行く。

■　●　●　t t　■　事r‘■　■　●　t　●　●　●　●　●　●　■　●　●　■　■　●　●　●　■　1　●　◆　●　◆　t　●　●　●　●　●　●　●　●　●　■

86年2月にフィリピンにアキノ疎総力顎出三した時、欧米諸国が次々とこの政権を承認すると日本
も同じ声を上げた．また、88年9月にクーデターによって成立したビルマのソウ・マウン政権につ
いても東南アジア、ソ連がこれを認め、米国が公式蝮艶を開始すると、今年2月には承投を決定して
いる。このビルマ軍事政権の承認理由lt rソウ・マウン政権が英行的支酋己を隠　し、「日本が横

並びしても国際的に問題はない」状況になったからである。アキノの前のマルコス、ソウ・マウンの

前のネ・ウィンの各政権にとって主要なあるいは最大の援助者として独裁政治の鹿敗を嬢許し続けた

のは日本である。日本が不動のアパルトヘイト体制の底流を支えている状態の対南ア関係も、これら

と何も変わりないものである。
コッツェ来別ま「どこカ憫題なのか」と逆に私達に問いかけた彼らだが、鵬年のデ・クラーク氏訪

日の酸には査証尭給を停止するなどの措置をとったが、その時は何が問題だったのか‥・？
r南ア黒人がどう訴えようと∴現在の関係を維持するのか」という問いに対しても、わからないな

どのあいまいな弁明を繰り返すが、「改善する」との意志表示がなかったので、結果的にはrYB」

という答えなのだと受け止めている。　　　　　　　　　　　　　　　　（松島　多恵子）
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日本トロール底魚協会との会見
4月6日（水）　　＊アフリカ行助奏且会　　　牛嶋　田中　宮野

■日本トロール底魚協会　　専細事　三村氏

課長　　　青田氏

今回のコッツェ来日に関する招請団体として、日本マグロ・カツオ協同組合連合会と

共に名が上げられていた日本トロール底魚協会に、私達は抗議に赴いた。当協会は世界

中で操業されている日本のトロール漁を管轄している団体であり、約30杜の漁業会社が

出資して運営されているといわれている。以下が当協会の主張である。

南アの沖は30年ほど前から日本が開発してきた海域であり、南アの領域は日本のもの
である。従って当協会は、この海域で魚を取るという権益を守らねばならないと考えて

いる。海洋法60条によって、200カイリ以内は南アの管轄内とされてしまったが、自国で

内需されている以上に資源があった場合は、他国の介入を認めるとされている。そこで

現在は南ア政府に対し、荷受料として1トンにつき幾らといった形で、日本からは年間

約1億円程度、各社が直接支払いを行っている。ところが、今年に入って南ア政府が、日
本の漁獲最を3万トンから1万2－3千トン内に減らすと通達してきた。その申し入れ

を受け入れると、8隻の船（1隻約50人）を減らさねばならなくなる。つまりは約400人の

人間の首を切らねばならなくなってしまう。そこで当協会としては、漁獲量の現状維持、

もしくは増豊を南ア政府に対して主張したいと考えていた。

先日うまい具合に南アの環境水資源大臣の方から、こちらにやって来て会いたいと申
し入れがあったので、当協会としては1銭もかからずに機会が持てる願ってもないチャ
ンスなので会うことにした。会見に際して環境水資源大臣に対し上記の内容の申し入れ

をし、又先方からは漁業資源の調査の依頼を受けた。

従って今回の会見については、当協会としては政治レベルというよりも、もっと低い

次元の問題と考えている。我々の仕事は船員の生活を守ってやることにある。南ア政府
のアパルトヘイト政策にはもちろん反対であり、そんなことに賛成する人間はいないと

思う。しかし今回のように立場上招請団体となっているとしても、決してアパルトヘイ

トに加担しているとは思っていない。

以上が日本トロール底魚協会の方の主張である。そこで私達は、「実際に南アでは子

供達まで拷問されたり、殺されたりしてるんです。その事実をどう思いますか？」とい
う問いかけをしてみた。すると「たとえその事が事実であっても隣の子よりまず自分の

子、身内の子の方が大事でしょう。自分の子をまず助けたいと思うのが人情というもので
はないですか？」とおっしゃる。それに答えて牛岨氏いわく、「僕にも子供は二人いま

す。でも隣の子が死にそうになっていて、自分の子が死ぬほどの状態ではないのなら、

ちょっとがまんしなさい、つて言いますよ。食べ物だってがまんさせて、隣の子に分け
てあげようねって言いますよ。」牛馳氏の言葉に終始首を傾げながら、先方は私達と向

き合い、ともかく当協会は漁場の権益を守り、船に乗る人々の官用問題を考える協会で

あって、その仕事を遂行しているだけであるという主張を操り返すのみであった。

会見を終えて心なしか重く感じられる足をひきずりながら（大根足だからではない）

誰もが自分や自分の家族だけ救われればそれでいい。そう考えることが当然と思い込ん
でしまっているとしたら、この日木のいったいどこが平和なのだろう。本当の平和とは、
一人一人の心の中に存在するものであり、心の中に平和を宿す事なく平和な生活なんて

あり得ないはずなのに‥・と、ぼんやり考えた0　　　　　　倍野佳世刊
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（括弧内は筆者のコメント）

最後のハンスト拘禁者であったゼリーレ　　どによって構成され、国家の非常時に大権
ズワネ（23）が4月20日午前11時、二九日　　をもって国家運営にあたる）と内閣という

ぶりに食事を再朋した事によって、九退間

にわたって続いてきた大規模な獄中ハンス

トがようやく終息した。弁護士によると、

ズワネは銃火器および爆発物の不法所持と
殺人を企てた罪によって正式に告発された。
ハンストの目的が、釈放かあるいは正式の

告発であったから目的が遠せられたことに

なる。

人権擁護委員会によると、彼が最後の獄
中ハンスト者であるという。（しかし二姻

後の同紙に、まだ一人残っていたが釈放さ
れた、との妃事が出ている〉　今回のハンス

トは2月14日に始まったが、約九百人の非常

事態宣言違反で拘禁されていた被疑者が自
由の身になった。

法秩序省（警察庁）の発表によると、非常
事級宣言違反聞達で拘禁され（逮捕状を執
行されていない、あるいは起訴されていな
いまま拘留されている）のは残り約百人で

あるという。この事実からこれまではっき

りしていなかった国権の拘禁者の総数が約
千人であることが明らかとなった。

ハンストが長期にわたった者は、病院に

収容されたが、病室では手錠や足かせをか
けられたままにされていた。大量の点者が
手錠足かせ姿にされて病院中に溢れている
ことに対し、医師連が十分な医療行為が出
来ないと反発し、警察があわてて重症者の
足かせをはすさざるをえなくなるという事

恩もあった。

今回の、大規模釈放が決定された裏には
国家安全保障評議会（主要閣億と軍首脳な

国家権力の二本柱の間のに軋轢があったと
いう。ウイヅツウオータースラント大学の

マーク・スウィリング教捜によると、ハン

ストが全国に拡大した時、法秩序相は、拘
禁者を釈放すべきかどうか判断に苦しんで
いた。これに対し絶対的権力を持つ国家安

全保障評議会は、釈放すべきではないとの

決定を示した。この決定がでたのは、ちょ
うどポタ大統領が心旛発作で執襟を敵れた
いた時期であったが、その翌日㈲講が開か
れ、釈放を決定した。ポタ大鏡頒就任以来
十一年間で、国家安全保障評議会の決定が
＃されたのはこれが始めてである。今回の
大規模ハンストは、ポタ大紋韻の心臓発作
・退陣表明以来の政界再編の動きにも、影

響を及ぼした。
今回のハンストは、ほぼ全員の釈放をか

ち取るとともに、逮捕状無しの無期限拘禁
という異常な制度を、国際的にも、白日の

ものとしたという意味できわめて大きな成

果を納めたとの評師が定着している。
一方、人権擁護嚢委員会のまとめによる

と、釈放された拘禁者のうち七百人ほどは、

自宅禁足令などの適用を受け、かなり行動
を規制されているという。具体的には、毎
日、警察にその所在を報告し、あるいは夜
間は自宅に十二時間以上はいなければなら
ないなどの措置である。むろん公開の場へ
の出席なども規制される。これによって元

拘禁者は就職することも出来ず新たな問題
を生む結果ともなっている。

ナタ一一・ルでの対王乙をこ解決（ブ）夢良し

ナタnル州では、これまでもインカタと
UD F（統一民主戦線）COS ATS U

（南ア労組会講）などの民主勢力との間で
血で血を洗う闘いが続いてきた。つい先週
だけでも、三十人が殺されている。こうし

た悲惨な事態を打開しようとインカタと民
主勢力のあいだで話し合いが始まった。す
でにいくつかの点で合意もできたが、両者
間の清は深く早急な解決はむずかしいと見
られている。　　　　　　　　［SS］



広島市のヨハネスブルグ市長招待撤回の顛末

広島アフリカ講座実行委員会　杉本　則夫

3月14日の朝刊第1面に『第2回世界平和連帯都市市長会議が広島・長崎で8月開

催』と大きな見出しがあった。朝は忙しいので興味をひかれるような記事しか読まない。

この記事は見出しだけ読んだ。ところが、この日2本も嗜場に電話がかかり、この会議に

なんと南アフリカのヨハネスブルグ市長が参加する！と教えてもらい、アフリカ講座とし

て取り組むようにと激励された。

新聞記事を読むと次のような問題があった。

①各都市への参加要請は広島・長崎市長名で出したこと。

②この会議に国連事務総長の出席も要請していること。

③アフリカはヨハネスブルグ市以外に3市が参加し、その中にはANCの本部があるルサ

カ市も入っていること。

④「たとえ人種差別の当事者であっても、排除せずそのことを話しあうことに意味があ

る」との広島市の幹部の発言があった。

広島市はアパルトヘイトのこと、反アパルトヘイトの国際的な動きがよくわかっていな

いと思えた。そして、何よりも会議の名称を「平和連帯」とうたっているが、r戦争は人

権の軽掛こ原因があり、人権尊重こそ平和の原点だ」ということを踏まえていないことが

明かであった。1986年に平和サミットがありツツ主教の話を感銘深く聞いたことを思い出

した。あの会場には市長もいたではないか。ツツ圭教は「平和には正義と公平が必要だ

が、南アフリカは憲法によってアパルトヘイトを認めるという不正義を示している。アパ

ルトヘイトの解決とは何か。私たちが兄弟・姉妹であることを認めることだ」と述べたの

l二…．

3月17日にアフリカ講座実行委員会の会合を開き、抗議のための質問状（7項目）を

つくった。ヨハネスブルグ市を招待することは疑問だらけで、抗議文よりは質問状の形に

自然となった。

翌臥時間の都合がついた後藤さんと私の二人で事務担当の平和文化センターに行っ

た。前日に新聞社5社に連絡していたのだが、記者は私たちよりも早く着いており、マス

コミが取材に来たというので担当者はカンカンだった。それでも、結局かれは質問状を受

けとり、私たちの質問に答え、抗議に耳を傾けた。「なぜ、ヨハネスブルグ市をよんだの

か」という最大の疑問に対する答えは「南アは核兵器を潜在的に保有する国だとみなされ

ているので、核兵器廃絶のための会議に参加するのは意義がある」というものだった。

「確かに核廃絶は人類の應いだが、ヨハネスブルグ市をよぷことは間違っている。世界は

アパルトヘイト廃絶のために努力しており、アフリカは勿論ヨーロッパやアメリカ諸都市

も反発するだろう。広島市がこれまで積み上げてきた平和行政が台なしになる。すぐ．ヨ

ノヽネスプルグ市招待はやめた方がよい」と述べた。約35分の話しあいだった。

娼宅後JAAC各団体、ケニア、リベリア、ザンビア大使館、国連広報センター、反差

別国際運動、部落解放同盟広島県連合会等へ資料を送り支援を頼んだ。20日に質問状を

－12－



この会議の副会長である長崎市長にも郵送した。ついでに書いておくと、ルサカ市長も副

会長である。いかにこの会議が広島市だけのベースで行われているかを示している。

23日には知りあいの社会党市議が市議会の予算特別委員会で市長に質問したが、市長

は外務省、国連広報センターに職員を派遥していると言うだけで、人権やアパルトヘイト

の一言もなかった。議会傍聴の後、後藤さんが「市の姿勢は韓国人被爆者慰霊碑を平和公

園内に建てさせなかったのと同根のものだ」と言ったが、全く同感であった。

この日、プラカッシュ・ディア氏と会って話しをすることができた。かれの来広につい

ては東京の笹生民、部落解放同盟県連から教えてもらった。本当にタイミングよく会えた

ものだ。私たちはかれに今取り組んでいることを話し、厚かましくも、かれに市への働き

かけを頼むと了承してくれた。故国での活動に刃等があり杜しないかと尋ねると、キッパ

リとそんなことはないと断言した。南アでの活動が底深い決意でなされていることに思い

至った。ティア氏の発言は市幹部を充分揺さぶった。

そして、部落解放同盟県連や世界人権宣言の実現を求める広島県実行委員会等諸団体の

抗議活動も掻いた。地元紙も社説で撤回をせまった。

こうして、市は28日ヨハネスブルグ市の招待取りやめを発表した。29日に私たちの

質問状に対する回答が届いたが、逐条回答ではなく「世界の世論や国連総会の決議を総合

的に判断した結果、ヨノヽネスプルグ市招待は適切ではないとの結論に逢した」というもの

だった。

毎日新聞に「世界平和連帯都市市長会議が国連にNGO加盟を昨年11月申請してお

り、国連側の意向を無視できなかった」とあるのを読んで、全く嫌な気持になった。市当

局者は、謙虚にいまの世界の現実から学んでほしい。サッツ・クーパー氏、ムクワナジ氏

がヒロシマで学んだように、アパルトヘイトから学んで、深い平和の哲学をもち行動すべ

きである。

行動委＿スケ三クユ－ル

5月13日（土）、・14日（日）総会　　　　　　大海荘（民宿）打468－75－1241

素泊り4000円、2食つき5500円（学轟疇右り）

JR逗子駅よワバス

19日（金）7時　女性ぐる－ぶ　　　　　　　　　　　　行動委事務室

20日（土）6時　南アに手紙を善く会了英語版ニュースの作成j

文京鰭人センター（地下鉄丸の内線太郷三丁目下車3分）

27日（土）6時半　ANC東京事務所一周年祝賀会（23ページ参照）

6月　3日（土）6時半　学習会F経済制裁バート2」l　　　　　　　総評会館

JR・地下鉄お茶の水下車



専用柔のイi巨段（The Price of Di訂lity）

南ア高級誌トリビュート’88年11月号より

金・石炭・ダイヤモンドに代表される鉱石の輸出は、南アの外貨収入の70％をしめて

いる。こういった輸出への依存が、この回を貿易関係の崩壊や鉱石価格のゆらぎに対して

ひ弱なものにしている。最近の回転市場における金の低迷は、それだけでも南アの不安定

な債務状況を脅かし、また．国内経済回復が同時に要求される中では．その対外債務遂行

能力には疑いを抱かずにはいられない。

強気な発言とは裏腹に、政府も企業経営者も、国際的なレベルでの制裁がおこなわれれ

ば、経済への打撃はかなり大きなものになると思っている。この制裁を切りぬけるために

はかなりの経済力が要：鼓される。輸出価格は下がり、おまけに輸出はプレミアムつきとな

り、投資資金の減少は当然経済の拡黍をはばむことになる。つまり、制裁はあらゆる面に

おいて深亥なな　響を与えることになる。

アパルトヘイト体制を維持するためにには、他のいわゆる独裁政権がそうであるように．

巨大な資力を必要とする。その点に関しては60～70年代にかけての経済成長のおかげ

で、プレトリア政府としては社会的・政治的に踵々の政策運営をこころみることができた。

が、この2・3年の景気低迷により政府は財政に支障をきたし、事実上“破産状態－であ

る。国家の総収入は危うくも支出を下回り、その結果インフレへと拍車をかけている。

こうした状愚におかれている政府にとって、これ以上憩い時期は選べぬというくらい、

㈲義は的確な時期にやってきたのである。政府はこのことをよく触している．英国教会

大主教デズモンド・ツツや制裁賛成派に立ちうってゆくために．あんなにも攻撃的戦噸運

動をおしすすめているのは、黒人居の経済的充実への関心というより、制裁後の経済崩壊

が現状の財政能力を脅かすであろうという深刻な恐怖感によるものといえるだろう。

この制裁が国際的に広い篭用で、また、他の手段とともにおこなわれれば、アパルトヘ

イト体制の弱点をつき、アパルトヘイトを打破する大きな機会となることに間違いはない。

この体制の崩壊は経済の支えを侵食することによって、ゆっくりではあるが確実に訪れる

であろう。

アメリカ合衆国で思案中の反アパルトヘイト制裁法案は、南アの生命を支える貿易とい

う動脈に大打撃をあたえるためには、最も推進的役割をになっている。現在のかたちのデ

ュラムス法案はアパルトヘイト体制弱体化を目的としたものであるが、同時に黒人大多数

への逆効果的影響についても注意深く検討されたものである。デュラムス法案によって黒

人におよぽされる磨影響を強召した最近の非♯がましい声は（政府や制裁に反対する白人

企業によってたくみに洪出された）、これまで合衆国の法案支持雲が南アの愚人への悪影

守をやわらげるために続けてきた大変な努力を故意に甜し、曲解したものである。政府

や大事業家連中にとっては、地方の窯人は今や合衆国の制裁を推進する圧力団体に対抗す

るための便利な人質となっているのである。

制裁の影響による黒人の失業に対しての思いがけない白人の関心に臥どれほどの誠意

があるのかと疑わざるをえないだろう。いままで南アの黒人には職業の自由な選択が決し

て許されず．白人の移住民と他の土地の黒人がまず優先されていたのだ。それが突如とし
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て窯人への博愛感情がわきでたのはどんな理由であろう。制裁を悪することで問題となっ

ている企業内の多くの東端の験等を奪い、黒人が受けているアパルトヘイトという網の目

から落ちてくるバンくずほどの息恵をも減らすことになるのは否定できない。が、ここで

問題なの（も　こんなバンくずごときをいったい誰が食べたがるものだろうか？

経済界からの黒人の排除と失業率の高さとは、好景気の時からの南ア経済の顕著な特徴

であった。これはつまり、政府の経済致熊の失敗を意味するといえる（政治的安定の失敗

も含む）。南アの国民の一人あたりの生産車は、西半球の中でも、また．ヨーロッパの貧

しい国々と比較しても最低レベルに屁するのである。この制裁が、いままで政府の無能力

さを弁解し、アパルトヘイトというひびわれを上塗りするのに利用されてきたことは、明

らかに不正といわざるをえない。

弱者救済のための予算の増額や選ばれた黒人たちの低中クラス管理験への水平ま的登用

などをのぞいては、経済の活性化の影響によって政府やその支持者が自由主義化したとい

う証拠はほとんどない。それどころか、週義においての好景気は、政府にへつらう黒人の

数をふやし、黒人の代表者との意味ある対義をひきのばすことに利用されてきた．実際、

過去の経済発展は、アパルトヘイトを強化するための政策として∴警察力、軍隊の費用を

増領させるだけであったといっていい。南アの現在のこの少数党政府ほど、非暴力改革へ

の機会をことごとくムダにしてきたものはほとんどないだろう∴社会変革のための非暴力

手段としての国際的経済制裁は、この国の大部分をしめる黒人を完全に無視しようとする

政権の能力抑制を目的としたものである。

制裁が劫をなしはじめたとき、現在の白人の頑強不屈な立場はやわらぎ理にかなった意

味ある対話にとってかわられるはずである。そして、黒人にとっての自由への適は、制裁

によってもたらされる一時的な失業をもふくみ、数々の犠牲を要することだろう。が、考

えてみれば、自由と人間の尊厳を獲得するためにはいかなるものをも払い過ぎることは

ない。もはやそのために．多過ぎる人々が二度とこの世界に戻ってはこないのだから。

（訳：ブライアン・アムスタッツ）

車中車車中車中車中車中車中車車中車中

1　9　89　年度南アフ　リ　カ国家予算

平和を唱えなカゞら
‾戦争の準一臓を進める政府

軍事費（前年床上い　21％アップ

警察費（前年度比）26．6％アップ

A〃CN隋S81はF川G’軋3、19より
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疫碧空聖霊霊慧貞気配卜女性ぐる－ぷ棚らせミ
1988年の夏はアジア・オセアニア・ワークショップで明け暮れましたが、今年もま

た“苦しく楽しい〝夏がやってこようとしています。r南アから女性を呼ぼう」という声

が上がってから数ヶ月、四月末にはとうとう実行委員会ができました。いくつかの団体で構

成され、他の団体にも実行委員会に入ってもらうよう呼び掛けていますが、一応アフリカ

行動委員会の女性ぐる－ぷが事務局を担当します。もちろんキャンペーンは行動委員会全

体で取り組みます。8月9日の南ア・女性の日に東京で行う予定のコンサートを中心とし
たイベントについては、行動垂の女性ぐる－ぷが中心になって企画や準備を進めます。そ

の他各地で人の顔が見えるような交流会を持ちたいと考えています．以下が主なスケジュ
ール（非公式）です。

期間：1989年8月上旬

予定：札幌→8月5日、東京→8月9日（コンサートを中心としたイベント）

東京大集会→8月10日、大阪→　　、広島→

雪子子霊芝三豊器諾う′ク二三二ノブ三
これまで南アフリカからは、アパルトヘイトと囲っているいろんな人が日本に来ました凸

でも女性の数はけっして多くありません．

なぜ、いま「女性」を呼びたいのかというと、それは彼女たちがきっと男性とはちょっ

と違った視点から、剛、のなかで暮らす人々の姿を伝えてくれるのではないかと思うから

です。
わたしたちが新聞などの報道から知る情報は、どうしても政治・経済といった、軌、の

表面的な事実に限られがちです。そういう報道では見えない、人々の顔とか日常の暮らし
の部分を生き生きと伝えてくれるのは女たちではないかと思いますp

南アフリカの女たちは、三つの戦線で囲わなければならないと言われています凸人種差

臥性差臥そして南北差別の三つの戦線です。彼女たちの話を聞くことによって・いま
まで見聞きしてきた男たちの話も、もう一度違った角度から見直してみることができるで

しょう。それによって、わたしたち自身の社会の男と女の関係も、また違った風景のなか

に置いてみることができるかもしれません．

一方、いま南アフリカでは十代の子どもたちが臥、の先頭に立っていると伝えられてい

ます。先ず、その子どもたちの状況を詳しく知りたいと患いますD

また．闘う子どもたちを支援するためにわたしたちに何ができるか、具体的にどういう

支援が可能で実際に役に立つのか、率直な意見も聞いてみたいものです凸

一過性のイベントに終わらせずに、これをきっかけにして各地のさまざまなのレープが、
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多様なかたちの支援や自らの問題の掘下げに発展させることができる、そんな持続性を持
った交流を作りだしたい、わたしたちはそう磨っています。

1956年8月9日、南アフリカ全土からやってきた2万人の女たちがプレトリアの政

庁（Union8uildlngS）の前に集まった。このとき政府は．意名高いパス法を新たに黒人

の女たちに適用して、パスの携帯を大多数の国民に強制しようとしていた。このことに抗

議して集まった女たちのなかには、ヘレン・ジョセフ、リリアン・ンゴィ，ラヘーナ・カ
ーン、アルベルティーナ・シスルーなどがいたが、多くは無名の女たちだった。

地方からプレトリアまで出るために、男たちは「汽車賃さえないのにどうやって行くん

だ」と笑ったらしい。しかし、彼女たちはパイやクッキーを焼いてそれを売って金を作り、

赤ん坊を抱いてやって来たのだという。
ときの首相ストリジョン臆し解答を約束しておきながら、彼女たちに待ちぼうけを食わ

せた。彼女たちは嘆願書を提出し、何時間も何時間も待っていた。「ストリジョン、あん

たは女たちを殴ったれそいつは若を殴ったってことだからね」と女たちは言ったという。
それから三十数年経った現在、南アフリカの女たち放し　日常の暮らしをしっかり手放さ

ずに軌、の先東に立っている。その事実が、どのようにわたしたちを撃つだろうか。

ーJ＞Qlqt′■00∩レ■ヽ■●■ヽ■飢■－

なにしろ出入りの難しい国から人を呼ぶのですから、慎重にやらなくてはなりません。
いま現在、候補者l加、ても確定した人は一人もいない状態です。ただし、来て欲しいとい

う気持ちだけLLあふれるほどみんな持っています．お金が足りるかなあと心配する人、

南アとの連絡がうまくいかないと顔をかかえる人、そんな心配をよそに、この人が来たら
全国どこでもゼッタイ付いてまわると意気込む人、わたしはTシャツを作る！バッジを

作る！　とはりきる人、さまざまです。

とにかく、「南アから女任を呼ぼう」というキャンペーンに賛同してくださる方、協力、

カンパ、名案珍菓、どしどしお寄せください。

（文責：くぼたのぞみ）
事＊寒帯事著書♯まま♯＊＊♯＊羊＊塞＊＊事軍事捲塞ま＊＊事孝幸馨＊♯東金無才軍事

米8日9日　南ア・女性の日コンサート

事　場所：　早稲田奉仕園セミナーハウス　小ホール

半　時間：　pm6；00－9：00

＊　出演：豊田勇造　＋　南アの女たち日！その他99？

幾　入場科：1500円くらい

軍歌があったり、詩の朗読があったり、それにダンスなんかも飛び出すかもしれない。；ホ

叢とにかく、行って見よう。きっと、すっごく楽しくて、励まされてしまうよ．　　　軍

事♯事事薯凄象乗車＊軍書軍事蕃幕寒露ま等事＊＊塞＊＊事筆悪事獣＊寒露無象＊零撃＊



ひばりの電昂ぶ’ィっりト日払

～り七に写り写す秦しい亀らし～

3月22日のナミビア・ウランの密輸と原発に反対する電気ボイコットに参加して　吹

きすさぶ風と空腱に耐えながら電気契約の解約をしました。電気を止めるのは4月の10

乱それから　はや30臥私はろうそくの黄色い灯りの下でこれを寿いでいます。

4月10［］（月）朝．起きてすぐにブレーカーを降ろす．部屋のお掃除に精出している

と∴東京電力池袋支店のお客様センター副長の串田某氏と作業服婆のお兄さんがやって来

た。r電気をボイコットなされるワケですね。一応メーターを記録しまして、ブレーカー

を降ろさせて頂きます」て何やら作業。「今度お使いなる時は・・・」と説明が鋭く。「どう

して電気止めるか解ってるんでしょうね」とひばり。「ハイ、それはもう、よ～く承知し

ております」と申出氏。「原発とかナミビアウランとかね，そんな電気使いたくないんで

す。こちらは東電しか選べないんだし、瞭発電気とフツーの電気と分けてくれると助かる

んですけどネ」と慢しくしかしイヤミなひばり．「ィ、イヤそれはあ，ちょっと不可能で

して」「それで、あの今軌は　いんですがまた電気をおつけになられて、今後はそのつけ

たり　消したりという短期の契約解除はあの、出来ませんので、よろしくお顔いします」

と中田氏。「工？何でですか？」「契約の規定上、1年契約が原則ですし．そうなってま

すので」「そんなの変ですね。それに契約した暗そんな規定知りませんよ。あるなら見せ

て下さい∴納得できません」一一という具合に東電は電気ボイコット封じにかかってきた

わけですね。このお話合いのおかげで友達を成田に迎えに行くのかすっかり遅れてしまい、

私は京成電車の中で走るハメになってしまった（気持ちだけね）．初日はすぐ山掛け、夜

遊びしてビガピガでアフリカンナイトしてたので全然、変わりなし。

4月11日　そ－言えば契約規定を見せろと言ったんだった。留守の間に「契約規定を

お持ちしましたが…」と名刺にメモ。ご苦労サン．

4月12月　東電の串田氏来訪。うしろにまだぺ－ぺ風のネクタイ職員。後学のために

連れてきたのかな．契約規定とやらの冊子を見せて頂く．くれるのかなと思ったら、違う。

見せるだけ。で∴蛍光ベンでアンダーラインしてある所を見ると　「契約は1年単位を基

本とする」「短期の場合は臨時契約とする」「電気の契約はお客様から申し込みがあって、

東電がそれを受託した時に成立する」と書いてある．私はこんなもので丸め込まれないの

よ、串田さん。「契約を解消しちゃいけないなんて書いてないし、1年単位が原則なだけ

でしょ。別に3日間契約すると言うんじゃないし，つまり何度も切ると　契約を受託しな

いという志味ですか」「ええ、まあその様になります・・・」「電力事業って公益事業でしょ

？そんなこと出来るんですか？」ふーん、この辺は後でちょっと調べてみょっと．「とこ

ろで森下さんはいつ電気つけられますか？あの－もう3E目ですが・・・。他のボイコットな

きった方は皆さん1日でまたおつけになってるんですが・・・」ついイジワルしたり逆らった

りしたくなるのか私の良い所。ニッコリ笑って「ウーン　別に不便ないし．楽しいからし

ばらくやります。いつになるか分かんないですね、ハハ」。「あ、そ、そうですか、じゃ

あおつけになる時は電話かハガキで…ブレーカー上げればすぐ使えますんで．よろしくお

巌いします・・・」
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4月17日　今日はタイ料理パーティ。ろうそくの灯りでタイのカレー（すごくウマイ）

、ビーフンサラダ（美味）．トムヤムスープ（もちろんウマイ）など作る。今度8月9日

のS・Aウーメンズデーにライヴしてもらう男迄とタイの村に通っている順子．DAYS

でこき使われている佳代という顔ぶれ。「タイでもランプ使うてるから全然平気。ろうそ

くは光がやさしゅうてええよねえ、女の人はきれいやし」と男造。「部屋そ－じしてなく

ても目立たないしわ」とプロの掃除人の順子。「いや見えないけど、割ときれいよ、今日

は」とひばり。でウマクで辛い料理を食って、酒を飲む。議が弾み．ボトルがあく噴、太

いろうそくが消えた，「24時間ストアに買いに行きますか？」「別にいんじゃない」「

マイベンライね」「ろうそく消えでもあまり変わんないね」と話は続く。

4月20日

電気を消したら　ものが良く見える

ろうそくの灯りの下で肌を寄せ合いながら　静かで激しいトレイシーの歌を聴こう

責色く　小さく　あたたかく　ゆれる光の向こう側に

暗闇の美しきを知る夜　ゆっくりと月が空を横切って行く

No Nuke s，　0Ile Lov e，　Go o d MuSi o

脱党の電気なんか使いたくない　ナミビアのウランなんか使いたくない　血

冷蔵庫の氷は溶け　チーズは膏カビを育て始める

洗濯機はただの箱　シャツを絞った撃の皮がめくれて

自分の肌の弱きを知る

だけと　　アパルトヘイトの電気なんか使いたくない

地球を殺し　人を殺し花を殺し　魚を殺し

それでも欲しいのは何

4月21日　スイッチを入れるのは簡単なのにスイッチを切るのになぜ男気が必要なの

だろう。みんな、一杯持ちすぎて、抱え過ぎて軌、でいる。房から荷物を降ろしてみたら、

世界が果てしなく広がっていくのに。世界の3分の2の人々が電気をほとんど使わず暮ら

している。こんなものなくたって、いや、ない方が豊かに暮らせる、というモノに取り囲

まれて壁を酷み上げ、何も見えず、何も聴こえず、何も感じず、誰も愛せなくなっていく

日本の蒸らし．他人の犠牲の上に成り罷っている「豊かな生活」なんかウソっばちだ。こ

んな暮らしから抜けられないなんてうそだ。

＊　　　　＊　　　　＊

東京の真申で電気を止める（使わないワケじゃない）というのは、とても賓沢な遊びだ

と思う．フリーランスでろくに働かない私だから可能な事だとも思う。日本という所はモ

ノを次から次へと消費しなければとても蒸らしにくい仕組みになっている。けれど働けば

働くほと心も身体も貧しくなり、お金すら右から左だと気付いた私は、過当に軌、て適当
に自分の事をして、過当にしか金を使わないことにしてみた，とっても快適で心はのんび

り、行動嚢のお仕事もたくさん出来る。自分の家に電気がないから幽る、という事はまだ

ない。人臥火かあれば大体事足りるもんだと思う。いろいろ感じる夢が出来て、なかな

か楽しいので、ついつい掛ナてしまっている。いつまで続くかなあ。ろ－そく括って遊び

においで。　　　　　－1g＿　　　　（ひばり）



学習金言己金蔓

J這忘霊鰻監㍊法．．
第－－－回 上林　陽治

1、ナミビア問題と‡ま何カー
ナミビアとはどんな国かと言いますと、面積は日大の2．2倍、人口は160万人でそ

のうち白人は8万5千

人と言われています。

きちんとした調査をし

たわけではなくて概算

です。ただし、その中

には亡命中の人は入っ

ていません。アンゴラ
・ボツワナ・ザンビア

に亡命中の人は8万人

といわれています。面

槙の53％は砂漠、4

5％は牧羊地で耕作可

能な土地は2％しかあ

りません。全人口の9

5％を占める黒人のう

ちの半数はオバンボ人

です。オバンボ人はナ

ミビアの北部に多く住

み、国壕を挟んでアン

ゴラの南部にも多数が

住んでいます。

ナミビア問題は大きく三つに分けられます。まず第一は植民地問題です。ドイツ領だっ

たナミビア（当時は南西アフリカといった）は、弟一次世界大戦の時南アがイギリスと一

緒に征服に行き、委任統治領としました。実はこの間題に日太は大きくかかわっているの

です。すなわち、日太は南アのナミビア統治を認めるかわりに、太平洋のドイツ領の島々

を日本が統治することを南アに認めさせたのです。　第二はアパルトヘイトの間顔です。

1948年、南アで国民党が政権を握ると、アパルトヘイトが導入されました。10ヶ所

のバンツースタンがもうけられ、黒人を自活ができない不毛の地に押し込め、そこから移
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民労働というかたちで白人地域の鉱山等に働きに行かせる、その際バス法が適用されるな

ど、南アと全く同じ方法がとられました。最後は多国語企業の支配の閏顔です。ナミビア

経済は鉱物資源で成り立っています。ダイヤモンド・ウラン・銅等々。しかし、ダイヤモ

ンドはデ・ビアス、ウランはRTZの子会召二ロッシング鉱山が支毒ルています。

これらに対する抵抗はどう行われてきたか。組織的な独立闘争を行ってきたのは196

0年に設立されたSWAPOです。SWAPOの前身はOPO（OBA購O PEOPLE●s oFtGANI

ZATION）すなわちオバンボ人の組織として1958年につくられたもので、その後全ナミビア

人の組織とするため改称されました。

1966年に国際司法裁判所が南アのナミビア支配を認める判決を出したとき、国際社

会の圧力では独立は無理だとして武力闘争に入りました。ANCの武闘部門はUKですが、

SWApOの或l再組織はPLAN＝ナミビア人民解放軍です。人数は8千人で武幕は10

年遅れのソ連製。それに対する南ア軍は5万人で最新の武器で武装されています。

1971年、国際司法裁判所は南アのナミビア統治は違法であるとし、1966年の半専

決はくつがえされました。

2、七トミビアの独二立：

ナミビアを独立させるまでのてだては二つありました。一つは国連決議435号で、も

う一つは1980年に登場したリンケージ論です。結論からいいますと、今回ナミビアを

独立させるに至った過程はリンケージ論が中心で、あとから435号をくっつけた形にな

っています。

国連安保理決議435号とは何かというと、ナミビアを独立させる手虎きを定めたもの

で、それは

（1）国連暫定支援グループ（UNTAG）を設置する

（2）SWAPOと南ア軍を引き放す。一具体的には国境をはさんでアンゴラとナミビア

側に各50Kmの非軍事地域を設け、SWApOはアンゴラ憎にとどまる

（3）政治犯の釈放、アパルトヘイト法などすべての抑圧法を無効とする、亡命者の舟為

をおこなう

（4）選挙監視メンバーがナミビアに入る

（5）選挙をおこなう

という順序になっています。

1978年にこの決議が出されてから11年間実施できませんでした。その背景にはアメ

リカにレーガン政権が登場したことがあげられます。それまでのカーター政権と違って南

アに対して『建設的介入』を唱えて経済制裁をおこなわず、社会主義化を阻止する方が大

切と考えるようになりました。そこで持ち出されたのかリンケージ論です。これは南アが

ナミビアから手をひかないのはアンゴラにキューバ軍が居るからだというものです。アン

ゴラは南ア軍が攻めてくるからキューバ軍を入れたのですが、それを逆手にとってそう言

いたしました。そして、アメリカが反政府ゲリラに武器を与え、南アも数度にわたりアン

ゴラに侵攻した結果、アンゴラ政府は自国を支えきれなくなって、昨年末に南ア・キュー

バとブラザビル議定書に調印しました。このような国際政治の動きの中でナミビアは突然

独立させられることになりました。（つづく）
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経済制裁ってなんだろう？　　／′

ボイコット小委員会より

3月25日、わがアフリカ行動委員会は、南アフリカ共和国に対する経済制裁同産につ
いての学習会を開いた。日頃私たちは、南アフリカから日本が多くの貴金属類などを輸入

しているのは、アパルトヘイト政策で黒人労働者の人件費が安いからだという認識をもっ

ている。だから南アフリカの製品を私たちが買うということは、決して黒人労働者のため
にはならず白人支配体制を支えることになるだけだし、私たち自身の道義的責任を問われ
ることになるのだという立場から南ア商品ボイコット運動を繰り広げてきた。この運動を
もっと広範なものにするためにいまこそ経済制裁についての認識を深めなければならない。

と思う。なにしろ日本は南アの貿易パートナー世界第2位なのだから。
この学習会で私たちは様々なことを確認できたように思う。ひとこと経済制裁といって

も白人側にも黒人側にも賛成派と反対派があるということ、決して一筋縄でいくような問

題ではないことがわかった。白人リベラルがいうような、白人と黒人が経済協力をして、
お互いの権利を認めるようにすれば、南アの経済活性化も望めるし、いいではないかとい

う考えかたには、白人が黒人を解放してやるんだという傲慢な態度が見受けられるし、そ
れは異人内部での貧富の差を拡大し新たな悲劇を生み出すことになるのではないかという
のが私個人の考えかただ。また経済制裁で一番困るのは黒人労働者だという考えかたにし
ても、そもそも先進諸国がアパルトヘイトを利用して儲けるという楕図がなければこんな

問題は起こり得なかったのだから、あまりにも勝手な言いぐさだとしか思えない。
資本主義というものは、ひたすら利潤のみを追及するものなのである。そこにはいささ

かの人間的な情けというものは存在し得ない。企業の役に立つもの・人間だけが至上のも
のとされる。資本家が最も望むもの、それは戦争だというのは本当だろう。なぜなら戦争

は儲かるからだ。もちろんいつまでも戦争を続けてもらっては困る、革命など起こらない

ように、適当なところで終わってもらった方がいい、安定した搾取を続けることができる。

日本をはじめとする先進諸国の資本家たちが南アフリカにたいして考えているのもそうい
ったところだろう。要するにここいらへんでアパルトヘイトをやめてくれよ、俺たちは非

難されない形で搾取を続けたいのだということだ。

私は資本家のそういった勝手な考えかたにたいして、怒りすらおぼえる。人が人を搾取

する。そういう関係が存在するところには必ず差別があるのだ。日本の中でも、例えばア
イヌ民族は差別されていないか？　在日朝鮮人・中国人はどうだ？彼等に参政権はあるか？
？　農民は明日の生活を本当に保証されていると言えるのか？　山谷はどうだ？

こんなことを考えると、社会体制そのものを変革しなければならないから、大変遠大な

問題のように思えるけれども、ここで一番大事なことは私たちが声を上げなければ世の中
はなんにも変わらないのだということだ。いま私たちは反アパルトヘイトの思想を立法化

したアメリカの市民運動に学ぼうと思っている。全国的な署名運動も考えている。とにか

く何かをはじめなければならない。これはひとり南アフリカにたいするだけではなく、ア
ジアの同胞たちからも搾取を続ける日本の資本主義の同語なのだから。
六月三日（土曜日）には、「経済制裁についてPART2」を企画しています。

日本でも反アパルトヘイト法を制定させよう！　　　　　　　　（加納敏弘）
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ア＝7　リカ民族会議（A N C）　東京事務所
開設一周年記念祝賀会のご案内

昨年5月25日の開設以来、日大だけでなく東アジア全域に運動を広げてきた

ANC泉点曳・務所が、一周年記念祝賀会を開きます。

当日はANCルサカ大部から指導者が来日して話しをされるはか、フルートや

ハーブ演奏もありますし、食べものは在日アフリカ大使館はじめインド、北欧、

ラテン・アメリカ諸国大使館からお国自慢の料理が用意されるそうです。

ANC東京事務所では祝賀会がF国際交流の穏』となると同時に．アパルトヘ

イト体制下で苦しんでいる多くの黒人に対する理解を深める挽会となるように願

っています。　ぜひ、JAAC関係者も大勢参加してください。

記

司会：オスマン・サンコンさん

日時：5月27日（土）開場18：00　開会18：30

場所：大学生協全館3階会議室（JR中野駅南口より5分）

中野区中央5－41－18　電話382－3131

会費：4000円

L信古筏も仇

了プリ刀フ
Fぁ、ヒlこけ（
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「コシ．シケレリ・アフリカ」の楽譜、ありがとうございました。以前から歌ってみた

いと思っていましたので、感撒しました。この歌を初めてきいたの臥「遠い夜明け」を

みたときでした。大地をゆきぶってわき上るような彼らの声が今でも忘れられません。あ

まりうれしかったので、楽譜をコピーして、友達数人に送りました。（勝手にコピーして

しまいましたが、まずかったでしょうか？）適を歩きながらでも、洗濯ものをほしなが

らでも、歌ってもらいたい、そして、南アフリカの人々のことを考えてもらいたいと思い

ましたので。　　　　　　　　1989、4、15　立川市　宮崎　睦

シャープビル6の死刑がとり下げられたとの事、大変うれしく思いベンをとりました。ふ

だんあまり行動的な活動の方には参加していないわたしですが（スミマセン）手紙を書く

事ぐらいなら家にいてもできる！と患い、大統領あてに手紙を出しました。思いのたけを

こめて。それが効果があったのかどうかはわかりませんが、とにかく一命をとり止めたと

いう事でほっとしましたし、もし力になれたんだとしたらこんなうれしい事はありません。

ところで、ニュースレターを編集している方にもねがいがあります。もう少し検字を減

らしてもらえないでしょうか？何せ問題が問題ですから、あまりにもたくさんの漢字が

目にとび込んでくると読む前からとても難しくかまえていなければならなくて・日。こ

んな事思うのはわたしだけなんでしょうか？難しい字を減らしてほしいというのではあ

りませんよ。ふだんわたしたちが手書きで文を書くときぐらいの漢字の量でいいのではな

いかと思うんです。
1989、4、18　　所沢市　阪口　奈能美

おたよりから

＊「この指とまれとおずおずと指をさし出します」という言葉で始まった「アジ

ア買売春を考える男たちの会」。日大の男性がアジアではセックス・アニマルと

呼ばれていることは例の－名誉白人”と同様不名誉なことだろう。しかし、彼ら

に対する日大男社会からの見あたりは強かろう、でも頑乗ってほしい▼（たむ）
＊ニュースレターの編集に参加してちょうど
一年たちました。あまり役に立っていないよ

うにも思うのですが、私自身にとってはとて

も良い勉強になっています。二年日も続けた

いと思いますのでよろしくお願いします。

（Tom）＊おたよりをたくさんお寄せくだ

さって、ありがとうございました。少ししか

載せられなくて残念です。おまけに一方的に

削ってしまって、申し訳けございません。宮

崎さん、みなさんで合唱してください。阪口

さん、なるべく気をつけます。（高柳）

発行　アフリカ行動委員会　JAP洲AI汀Ⅰ〟礁ⅧD00膿IT正巳　恥0℡03一朗3－9775
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