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健吉青首
外務大臣中山太郎殿

本年10月22巨卜つけ新聞各紙によると、日本政府は閣議で南アフリカに対する制裁の解
除を決定したと報じられています。
解除の項目は、銑鉄・鋼材の輸入禁止、投融資規制、航空機相互乗り入れ、南アフリカ産

金貨輸入自粛とされ、また、領事関係にとどまっている南アフリカとの外交関係樹立を急ぐ
とされています。
しかし、私たちアパルトヘイトに反対してきた市民団体「アフリカ行動委員会」（JAA

C－TOKYO）は以下の理由によって、この政府の決定は「あまりにも早急」との意を表
しなければなりません。

救納ま制裁を解除する理由として、①人種差別のない民主的な体制の樹立にむけてひきつ
ずき積極的な進展が見られる、②南アの改革過程は不可逆的なもので、今後、同国の経済を
回復することが、黒人多数を含む同国国民全体の福祉の向上、社会問題の解決∴現在の交渉
過程の前進を図っていく上で重要、③今後とも真に民主的かつ自由な体制が早期に実現され
るよういっそう働き掛けを強化する、としています。

しかし私たちは、また、多数の南アフリカの黒人たちは、この「改革過程」は日本政府が
評価するほど進展しているとは考えておりません。南アフリカ政府はこの6月、人種萱録法
集団地域法、土地法などのいわゆるアパルトヘイト根幹法を撤廃しましたが、黒人の教育複
会を制限するパンツー教育法など具体的な施策に関わる部分については、いまだ人種別かつ
差別的なままとなっています。また土地関連法の撤廃に関しても、黒人から奪った土地の返
還措置などを一切しないとしています。すなわち「法」は撤廃したものの、「法」によって
できた不平等は固定化されようとしているのです。土地問題を残すことは将来にわたって南
アフリカの民主化過程を遅らせることになりかねないのではないでしょうか。
そしてなによりも、南アフリカの果人たちにはいまだ選挙権さえなく、この「改革過程」

に参加さえできないのです。
第二に、対南アフリカ制裁は黒人側から呼び掛けられていたにも関わらず、日本政府の決

定は白人政権の「改革」のみを一方的に評価したものです。
南アフリカ黒人から最も支持を受けているANC（アフリカ民族会議）は、7月、対南ア

制裁の段階的解除の方向を提示しており、日本政府の決定と同日に発表された英連邦の制裁
解除の方向も、このANC提案を受入れ段階的なものになっています。

この意味からすると、日本政府の決定は突出の感を否めません。
第三に、制裁解除後の企業の対南アフリカへの活動を何ら規制していません。
日本政府が制裁解除の理由の中で述べているように、今後、経済拡大が陸られなければな

らない、と私たちも考えています。しかし、問題の本質は「バイの拡大」にあるのではなく
「バイの分配」にあるのではないでしょうか。

先にも述べたように、アパルトヘイト法はなくなりつつありますが、不平等は温存された
ままであり、南アフリカ国民の大多数を占める黒人大衆の多くは経済権益にアクセスできる
権利を持っていません。この状態の中での経済関係の拡大は、白人層を利することはあって
も、黒人層にはむしろ悪影響を及ぼしより一層の真因を招く恐れさえ招き兼ねないのではな
いでしょうか。

この意味で制裁解除後の日本企業の活動に関しては、窯人たちの生活条件の改善に資する
よう日本政府は指導すべきと私たちは考えます。かつて、欧米諸国の企業が次々と南アフリ
カから撤退し貿易量を縮小させていく中で、ひとり日本企業のみが経済関係の拡大、そのた
め欧米諸国から反発を買い、国連で名指し非難をされたことをいま一度想起すべきではない
でしょうか。

以上の理由により、私たちアフリカ行動委員会は対南アフリカ制裁措置解除の決定の再考
を要請します。
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「対南ア経済制裁解除」に抗議する

ltl「‾I「　できT「

10月22日、日本政府は閣議で南アフリカに対する経済制裁の解除を決定した。私達アフ

リカ行動委員会は、今の時期における制裁解除は時期尚早であると考える。そのうえ、解

除後における日本企業の対南ア進出において、何ら明解なる指針も公表していない。その

あたりの政府の見解はどうなのかを確かめに外務省に出向いた。応対したのは、アプリカ

ニ謀の小竹氏である。以下にその要約を記す。

まず、この時斯に解除した理由は、国際的なコンセンサス。特に欧米との足並みをそろ

えるという日本外交の従来のやり方である。その中で何度も述べていたことは、数度にわ

たる南ア黒人経済界代表との会見のなかで、彼らから早期解除を強く要請されたという点

を強調していた。南ア黒人経済界の人間は、『アパルトヘイトに対しては、政治的な面と

経済的な面があり、政治的な面では従来通り反対の立場をとっているが、経済面を考える

と早期解除して黒人の雇用を促進し、南ア経済を活性化することが重要である』と述べて

いた。よって彼らの要請も考慮した、というのである。なんと都合のよいこじつけ的解釈

なのであろう。彼ら黒人経済界の人々は、アパルトヘイトが法的にも人道的にも真に解決

された後にこそ実現されるべきことを述べた点を拡大解釈して、あたかも黒人側も経済制

裁解除を望んでいるという理論づげをするところは卑劣なすり替えである。なぜならば、

アパルトヘイト諸法は撤廃されたが、それにおける実質的な成果は何もなされてないのが

現状である。成果を見届けてから解除するのが本当の制裁であろう。

次に、解除するにあたって、日本政府は南ア白人政権に対してどのような要請をしたの

かという点に関して、「今後とも白人、黒人間の格差是正を要求していく」と答えた。そ

のための日本政府の具体的指針はもっているのか、また、それを要求したのかとただした

ところ「具体的要求をすると内政干渉になるので、それはしない」とのことであった。何

が内政干渉だ。あれだけ人権抑圧に加担し、国連で名指し非難された国の政府が言うべき

言葉であろうか。

最後に解除後の日本企業の進出に対して何らかの行動綱領を示すのかという点について

臥「それは必要と考えているが、現地法人化するのかどうか資本の面でいろいろあるの

で難しい」とか言っていた。結局、今の時点で何もないということ、そして今後も何もで

きないということを言っているだけだ。以上、実にあいまいな状況の中での制裁解除であ

るということだけは、わかった。

制裁解除数日後の日本産斉新聞に掲載され4面にわたる南ア広告（金・プラチナ・ダイ

ア・観光等）。既に南アとの経済関係は凄いスピードで進展している証拠である。そして

人権面に度々問題発言をしている外務大臣をすえる政府。私達は、今後とも厳しく監視し

行動していかなくてはならないと思う。
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Jアパルトヘイトの実態はまだほとんど変わっていない。教育を受けられなかっJ

Jた子どもたち、いまも十分受けられない子どもたちだってたくさんいる。　J

Jそんな子どもたちとつながっていくためにも、わたしたちに何ができるか、そJ

Jんな想いをこめて今年もまた降矢洋子さんの版画でカレンダーを作りました。J

J定価1000円　10枚以上まとめて買えば2割引き（800円）送料もサJ

ノービスします。送料は1～2枚で250円、3～4枚で360円、5～9枚でJ

J510円です。同封の振替用紙で、注文してください。どうぞヨロシク。　J

We l c　く＞m e E rJi c l n　く）集会

・蟄　　Nく＞m a t h e m tl　∈∋　　～ンゲレザ夫妻を迎えて～　②

ノマテンノヾ・ニ／ゲレザ　さん
AMANT）l Al私はいま　日本にもう一度乗ることができてとても幸せlこ感じています∴私は

1989年にも来日しています。その’8q年には、南アはまだまだ非常に困難な状況でした。現

在は、少なくとも反アパJレトヘイト団体の合法†ヒ、政治囚の釈放、また亡命者の帰国という状況が

生まれていると伝えることができます。すでにエリック　ングレザがみなさんに伝えたように．現

在の南アで起こっている暴力がどういうものであるのか分かっていただけたと思います壬それは1

910年から始まっています∴私は、アパルトヘイトを暴力であると言うことができます。これは

、彩、たち南アフリカの異人に対して仕掛けられた制度としての暴力なのです。この暴力のなかで私

たち南アフリカの女性は　夫の投獄＿亡命＿拘留＿そしてある時には殺されるという状況のなかで

家族を養っていかなければならか1状況が続いてきました三夫が投獄されている開子どもたちを育

て、子どもたちが南アフリカ（礪乗を担って生きられるために育ててきました。それと同時に解放

運動に参加してきました。

私たちは環在∴改革の過程について話し合っています。しかし　この改革の過程といわれている

なかでも私たちの生活は何も変わっていません。アパJレトヘイトを導入した国民党は、現在は法律

ではなくてインカタに対して支棒をすることで人々を殺しています；このような状況のなかで南ア
の女性たちは　新しい南アフリカに向かって準鮪を進めています∴女性たちほ，どのような社会に

おいてもすべての．人がその日の夕食を食べかる社会をつくることが必要です。そういった食料生産

というプロジ丁クトに加えて、私たちは子ともたちの未来をつくっていくために託児所をつくって
います。その他、裁縫のプロジュクトのような自立のためのプロジ1クトをやっています。

私からのみなさんへのメ・ソセージは＿「童だ何も変わっていない∴私たちは現在も困難な状況に

置かかている∴だから．経済制裁を続けてほしい」ということです∴経済制裁の継続が∴呪在のデ

クラーク政権の完全な崩壊を導くことができるからです∴彼は暫定政権を認めなければいけません

。そして＿そこから公平な選挙を行なっていくのです。ありがとうごさいましたユ
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友人の死警察がこの若者を殺した時、ソウェトの学生の怒りが爆発した
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最初、見たことのある顔が乗ってい

る、と思った。あの子だ！ンゲレザ

夫妻のすぐ近所に住んでいる彼だ。

二年前ソウェトに行った時、出稼ぎ

労働者のホステルやスーパーマーケ

ット、アフリカ一大きい黒人の病院

など、どこへ行くにも一緒に来てく

れた青年だ。当時、ハンガーストラ

イキの末一年弱の拘禁から釈放を勝

ち取ったばかりで夜六時から翌朝六

時までの外出禁止の禁足令を受け、
一日二回警察に出頭しなければなら

なかったあのプヤ二だ。「撃ち殺さ

れた」という新聞の見出しがすぐ目

に入ったが、「もっとも優秀な活動

家の賞」でももらって表彰されたの

かしら、何か事件に巻き込まれて証

言しているのかしら‥・、と、胸騒

ぎがして本文を読み始めるまであれ

これ思った。が、死んだのは彼らし

い。ンゲレザさんの自宅に電話を入

れるが間違い電話をしてしまう。ノ
ーマさんの職場にかける。本当か、

と聞くと、「本当だ。」日本から帰

ってきた日に殺されたという。

色々な事が頭に浮かんでくる。ソウ

ェトの病院に行った時、ここの病院

の夕食は何時なのか聞いてほしいと

いったら「恥ずかしい」と嫌がって

いた事、180以上ある長身にいつ

も毛糸の帽子をかぶり、大股で闊歩

している姿‥‥。刑務所で生まれ育

ったという彼は、結局、アバルトへ

イトの弾丸によってその生薩を閉じなければならなくなった。彼の短い一生って、一体何

だったんだろう。彼の死はどうして起こったのか。アパルトヘイトが全然終わっちゃいな

いからじゃないのか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松島多恵子）



警察は彼が撃ってきたので撃ち返したと言い、彼の死を目撃した多くの近隣の人々は、彼は丸

腰で無抵抗だったという。この事件に関する警察のあらゆる見方に反論している。彼の死に対

する怒りが3日間に渡ってソウェトで火を吹き、家や車が焼かれる暴動が起きた。

ソウェト警察の広報担当者は、日曜日（12日）の午前八時頃、わきに新聞を抱えたマバクサの

姿をパトロール警官が見ているという。警察に止められたところ彼は逃げ出し、発砲した。警官は

彼を後ろから撃ち、約一キロ追いかけた後彼は殺された。ソ連製の拳銃と5発分の弾薬が見つかっ
たという。マバクづの近隣のほとんどが家にいるときに起こったと言う点でこの事件はまれなケー

スだ。ウィークリーメイルは多くの証言を集めた。

◆まず、家へ向かう通で、水色の警察車は執拗に彼を迫っていた。白人三人と黒人一人の重装備
した警官が彼を撃っていた．マバクサは武器を持っていなかったし、歯向かってもいなかった。

◆マバクサは左に曲がり、細い川の向こうの野原につづく家の庭を通って逃げようとしていた。

警官三人が車から降りて彼をつけ、車は彼を殺そうと通りを上って行った。

◆彼が川を下ってメイン道路に出ると、追って来る警官の方を見て、降参の合図を示すため両手
を挙げた。なおも警官は撃ち続けた。

◆マバクサは背中を撃たれ、数歩よろめいて川の端に倒れた。黒人警官が近寄って、倒れている

彼を至近距離から撃った。

◆その後すぐ見ても、彼の回りには武器は見つからなかった。警察は後になって、彼の所持品で

あると言う銃を提示した。65歳の彼の父は、狙撃の現場へ呼ばれていくと、息子ははまだ息をし
ていた、という。警察はマバクサを病院へ運ぶことを拒否し、救急車を待てと言った。一時間はど

たって救急車が来た時にはもう、政は息絶えていた。

警察は父親の言葉や種々の証言を否定している。さらに不思議な軍は、彼の親しい友人一一バポ
・マニヤカレの死との関わりだ。彼は民家のトイレで頭をぶち抜かれて死んでいた。そばにはピス

トルがあった。友人の話では、自殺の動機は全くないと言う。マバクづの住む地区、ディブタルー

フ支部にあるANC青年同盟の話では、彼は個人的に、友人マニヤカレの死と警察の関係を探る活

動をしていたと言う凸更に、SACP（南ア共産党）によると、死の前の金曜日、SACP事務所

に来た故は、そこで見知らぬ人々につけられていると告げている。マバクサの父はまた、二週間前

夜中の二時頓、家の外にミニバスが止まり、中で電燈をつけたり消したりしているのを見た。　デ

イブクルーフ地区で基盤を固めた青年同盟を破壊し、和平プロセスを砕こうと躍起になっている極

右分子には、これ以上の榎的はない．若手の活動家の中では数少ない大学卒のプヤ二・マバクサ

（24）は、青年同盟支部設立の中心的役割を担った。ANC、ソウェト市民協会のメン′ぐ】であ

り、COSATU（南ア労組会議）に加盟する労組のフルタイムスタッフだった。SACPヂィプ

クルーフ支部の運営委員、ソウェトメディア資料センターのアシスタントも勤めた。二人の活動家

の死は、組織的に計画されたものだと若者たちはみている。マバクサを個人的に知る人は、彼が武

器を持っていたか、あるいはそれを使えたかについて疑いを持つ人が多い。ウィッツ大学大学院の

研究生で、彼を良く知るモニカ・マルクスは、彼の武器所有にきっぱりと異議を唱えている。「ナ
ンセンスな話で、規律正しいり，ダーの彼がそのような事をするはずがない．」

翌月曜日、マバクサの家に集まっている学生を追いはらおうと、警察が家に発砲してきた。マバ

クサの母親はもう何センチかのところで撃たれるところだった。学生と警察の対崎が深刻化し、

50人が速挿され、けが人を多数出している。　　　　　　　　　（ウィークリーメル1町18－24号）



吟】ァンチ・アパルトヘイト・二二1－－スレター　　　　　　　　1991年12月1日発行　第三謹郵便物認可

、′　′‡南プアフ　リカのニュース　′＝’t＿

ナンバリレートのない警難？‖「新車だからプレ＿トがない」

最近起こったトコザ地区での群衆に対する発砲事件では、プレートのない車から排が

なされたとも言われている（（》）。二日間の間に、ウィークリーメイル紙はそういった車

6台がヨハネスブルグの啓察署や最高裁判所に駐車しているのを見つけた。この件に関し

ての警察の答は「その車は新品で、ナンバープレートは陸軍から注文している。」

南ア警察の広報担当長ユージーン・オッバーマンは、次の棟に述べている。「すべての

業務用警察車はプレートナンバーをつけなくてはいけない。ナンバーのない車が使われて
いるときは、証明する印をつけたプレートをフロントガラスと後部ガラスにつけなくては

いけない。15日、白いマツダ車が、ヨハネスブルグ最高裁の「公務旦用」駐車場にとめ

てあった（②）。②同様、明らかに登録証明やナンバーがついていない青いフォード車。

武装した私服警官が車から降りて裁判所の建物に入って行った（（診）。同じく赤いトヨタ

【農村開発法案】すでに政府の土地白書で枠組みが作られたものだが、いくつかの問題
が指摘されている。土地再分配にあう現在のニーズを見合った、農村の経済活催化、農業

を再構築する政策をまったく含んでいないことだ。そのかわりに、農村開発計画に関わる
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のは政府が設立しようとしている国内農村開発公社（NRDC）である。そして政策を作

り、実行し、評価し、資金繰りをするのが南ア開発信託（SADT）で、実際開発を担う
のは南ア開発信託公社（SADTC）という、中央集権化された組織だ。

また地域への定住・開拓に関しても、いわゆる「先住部族」ごとに、「部族」がまだ所

有していない土地で行われるというものである。農業開拓目的でまとまって土地を購入し
たい「部族」は、大臣の許可を申請しなければいけない。様々な訴査をし、どう許可を出

すかどうかの基準も設定されていない。多くの人にとり、土地は地域ごとなどで購入する
しか手だてがないが、それを阻む厳しいコントロールが誅せられる。

白人の所有する農村地域、地域活性に不可欠なインフラストラクチャーや公共施設サー
ビス、農業以外の産業振興も触れられていない。

【土地分配に関する諮問委員会（ACLA）】4月にこの委員会の設立が発表されて以

来、どうなるのか何の情報もまだ入っていない。元来その人の持っていた土地所有権を主

張し、それを審理するための裁判を設置しろといういくつかの組織からの圧力に対し、政

府が一方的に作ると宣言したものだが、これは現状の危機になんら答えるものではない。

まず、この委員会が成功するかどうかは、たった一人の人一一大統領の「善意」に委ね

られているのである。ACLA自体には決定機構もなく、大統領に進言することができる

だけだ0しかも大統領はそれに従う義務はない。大統領の決めた権限内でしか議論を進め

ることはできない。そればかりでなく、大統領がr全南アを代表する人物」を任命し委員

会が構成されるのである。・この人物にももちろん何らかの条件を満たしていけなければな
らないという規定はない。

ACLAが議論する範囲というのは、①現在政府が所有している土地②まだ開発も分配

もなされていない土地③農業開発目的に使おうとする農村の土地分配、となっている。他

の法案や法律において、政府は小規模・地域農業の振興を「育成可能な農業政策」として
は排除している。とうことは、

性も大いにあるこ更に、

ACLAは土地の前所

有権を認めず、「人々
がこれまでの政策によ

って不利益な状態に追

いやられたという事実

を考慮する」というあ
いまいな表現を使って

おり、これは政府の解

釈でどうにでもなる。

例えば「人々は農業で
利益を得るような状態
である」などと。政府

が委員会の提言にいつ

までに従って行動しな

ければならないか、要

点会はいっまで存在す
るかなども大統領の気

ユニティへの土地分配を許さない可能

姦蒜嘉㌫㌃「土地のためになら我々は死ねるJ （u肺肝DATE8月号）



世界の反アノヾル　トヘイ　ト運動（A A M）もま

国連反アパルトヘイト特別委員会「NGOとの協議」に参加して
一一11月4～5日　　　スイス・ジュネーブ一一

欧米中心の議論1。月下旬、国連の緊
急の要請で、世界の反アパルトヘイト運動

とNGO（非政府組織）が、今後の運動の

展開を話し合う会議が持たれました。

この時は日本政府が経済制裁解除を閣議

決定した直後。その状況のもとにこの会議

に出席しなければなりませんでしたが、他

の反アパルトヘイト運動がどのような方向

性を持っているのか知ることは重要なこと

でした。

本誌でもたびたびマスコミの南ア報道の

あり方を批判してきましたが、その点につ

いては、きっと日本が最もひどいだろうと

書写弼萱軍羞羞冨李曹笑覧竪琴薫蓋蔓
られた、「黒人抗争」「部族対立」あるい

は「アパルトヘイトはもう終わった」報道

によって足をひっぼられているグループが

ほとんどで、それが世論を誤った方向に導

いている状況は日本と同じです。インカタ

と白人政権の癒着事件もすぐに忘れさられ

南アへの観光誘致合戦が氾濫し、経済制裁

解除が声高に語られ、こういった状況にほ

とんど負けてしまっている、という報告が

いくつもなされました。

しかし、やはり欧米は日本に比べたらま

だいくつかの厳しい対南ア制裁を諌してい

るわけで、それらをこれからのキャンペー

ンでどう維持し、暫定政権樹立、新憲法制

松島　多恵子

冠までどう持ちこたえるかが議論の中心と

なりました。アジアからの出席はもちろん

日本だけで、ニュージーランドやオースト

ラリアの顔もなぜか見えませんでした。や

はり、反アパルトヘイト運動は欧米のもの

なのだという事を実感してしまいます。

ですが、多くの組織はそれほど大所帯で

はありません。せいぜい一人か二人の専従

スタッフで運営しており、貿金繰りにそう

苦労がないわけではないのです。世界との

連帯なしに自分の国の連動を盛り上げるの

は不可能なことを、よく理解している印象

が強かったです。

完全なANC寄り　国連の会議ですから

ANCの代表だけでなく、PACももちろ

ん参加します。先頃、これらの南アの解放

組織をはじめとして、いくつもの反アパル

トヘイト団体が一緒になり「愛塗戦綽」を

発足してともに統一・連帯していこうとい

う動きがありました。ですから公の場では

「愛国戦線」「南アのあらゆる反アパルト

ヘイト運動」を支援するという言い方がさ

れますが、実際には欧米のほとんどはAN

Cを具体的にどう支援するかというプロジ

ェクトに余念がなく、実際配布された報告

書の中でもそういうことが明らかになって

いました。
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役割を負ってNGOに情報を送る。③全AA

Mをカバーする、情報ネットワークの設立

＝特に南アからの情報について、出来るだけ

広く資料を回せる体制にする。僅）東ヨー一口ッ

パとの交流：最適特に南アとの関係が深まっ

ているハンガリーや、チェコスロバキア、ポ

ーランドの情報も得るようにする。⑤軍事・

核に関する制裁　南アの核保有状況に関して

更に調査を進めていく一一ノルウェーの「世

界キャンペーン」に、随時関連情報を送る。

⑥投資綱領：国内で労組と活発な話し合いを

続けてきたアメリカのAAMが中心となり、

ANCやCOSATU（南ア労組会議）との

連絡を保ち、外国企業の南アへの投資こ関す

る情報交換を進める・　　・など。

私が南アを訪れた時「外国のANC一

辺倒援助が国内の運動を分裂させる」と

嘆いていた人がいました。PACが黒人

「至上主義的」と思われているため欧米

に受け入れられにくいのかどうかは分か

りませんが、実情はもっぱらの親ANC

です。南アの、拘禁者や死刑囚、治安組

織による暴力状況を調査している団体・

mAN RIG肝rS CO肌ISSIOⅣ（人権委員会）

は最近、アパルトヘイトの犠牲者がどん

な政治組織に属していようと、特にその

救援活動において、考え方の違いを越え

てより無党派的な活動をしていきたいと

明言しています。アパルトヘイト廃絶に

向け、いまこうした動きをすることが最

も重要に思われます。

昼休みなどを利用して、非公式なミー

ティングがEC（ヨーロッパ共同体）諸

国をカバーする団体が中心となって行わ

れました。そこでもANCの代表が出席

し、主にイギリスのAAMを軸にして、

ANCの僚報などをどう広めていくかな

どが協議されました。そしてそのほとん

どがこの二日間の会議の結果として合意

されたものの中に含まれました。

主な決定事項①暫定政権樹立とデク

ラーク大統領退陣を求めるキャンペーン

＝12月6－7日、国際統一行動日と定

め、国情に応じたキャンペーンをはる。

②ANC、インカタ、白人政権などによ

って先に結ばれた和平協定の「監視」．

ノルウェーにある「南アの核開発・保有

に反対する世界キャンペーン」が、和平

協定の事務局とコンタクトをとってその

各国AAMの酷より　①アフリカファン

上（米）＝南アと米国内メディアの、「アパ

ルトヘイトはもう終わった」というプロパガ

ンダに挑戦していくことが今大切だ。5月に

は、ハンガーストライキの政治囚を支援する

意見広告をワシントンポストに出した。労働

関係デスクを設けてから、COSATUやそ



の傘下にある労組から情報一米韓系企業の

ストライキや、労組メンバーに対する暴力

の監視などに関するもの－を得て、米国の

主要労組に配布している。包括的反アパル

トヘイト法がプッシュ大統領によって解か

れたが、まだ連邦政府レベルでの制裁は効

力を持っている。その中の一つ「川下（国際

通貨基金）の対南ア融資促進の禁止」が乗

年前半にも解かれようとしている。州ある

いは市政レベルの諸法律は1990年二月

以前に通ったが、六月のマンデラ訪米の際

に法律を強化した都市がいくつかあった。

法律を解除したのはオレゴン州一州であっ

た。十月初め、「ANCと南アへの新規投

資」というセミナーが聞かれたが、ほとん

どが密室で行われた。この時点でのANC

の立場は「暫定政権ができるまで制裁は維

持されるべき」「新規投資はポスト・アパ

ルトヘイトに」であったが、これらはゆが

められて報道され、　「ANCは制裁を時

期解除」「ANC、投資を歓迎」といった

見出しで飾られた。制裁はもちろんそう遠

くない将来解除されるだろうが、その時に

重要なのは、これまで制裁を訴えてきた産

官学を、次の段階の闘い一一アパルトヘイ

トの過産にどう打ち勝つか－一にまで動旦

できるかということだ。

②I SAK・アフリカグループ（スウェー

デン）：暴力の陰にいる治安組織の役割

を暴くことが重要な活動の一つである。も

と南アの情報部員であった二コ㌧バッサン

のスウェーデン訪問を実現した。インカタ

のブックレットを作ったり、暴力に関する

資料を広く配布している。今年は、七つの

議会政党のうち五政党が南ア領事鰻前での

示威行動に参加した。南アの民主運動の要

求を支持する共同声明を、南ア政府あてに

送った。南アとのあらゆる貿易は87年以

来、新規投資は79年以来法律によって禁

止されている。今年9月の選挙で、社会民

主政権が保守的な非社会主義的政党にとっ

て替わられたが、いまのところすぐに経済

制裁解除の動きに出るとは思われない。

③EELAK（フィンランド）‥現在、

政府からの資金と、会員費で活動費を賄っ

ているが来年（92年）も政府の援助がえ

らえるという保証はない。今年七月、政府

は投資と融資に関する項目を残して経済制

裁を解除した。この決定は、議会の開かれ

ていない夏休みになされた。法律の持つ抜

け道がこれを可能にしたのであるが、もち

ろんANCや反アパルトヘイト運動との協

議もなかった。しかし労組はまだ南ア商品

の輸出入ボイコットを継続することを決め

た。だが一方で、フィンランドの厳しい不

況が労組に圧力を強いているのも確かであ

る。今後の活動は、我が国のNGOと個々

人の間に、南アとの関係を生み出すことで

ある。将来の、フィンランドを含む国際社

会の対南ア貿易及び投資に関する行動綱領

の採用も急ぐべきである。



ズウ　ェラケ・シスル－氏
（ニュー1ネーション紙編集長）　　　　　　古土言吾・芸，

1991．11．07　総評会館にて

まず、アパルトヘイト運動に関わる皆さんの絶え間ない支掛こお礼を申し上げたい

と思います。皆さんは反アパルトヘイトというだけではなくて、現在の状況を乗り越

えて新しい状況をつくっていくことに貢献して下さいました。私たちは現在もアパル

トヘイトと戦っていますが、まもなく私たちが戦っているこのアパルトヘイトという

ものに勝つことができると思います。しかし、そこで支援が、あるいは私たちの関係

が絶えるのではなくて、新しい南アフリカをつくっていくためにさらに関係を続けて

いきたいと思っております。日本は今後南アフリカの進展において、非常に重要な役

割を果たすだけではなくて、アフリカ全体においても重要な役割を果たすと思いま

す。

南アの今の現状ですけれども、まだ様々な抑圧がある状況です。私たちは今、大き

な可能性を得ることができましたが、まだ将来に対して様々な不安定要素をもってい

ます。しかし・私はある意味では楽観的に考えています。必ず人種差別のない民主的

な南アフリカが訪れると信じています。その時点に達するまでにこれからもまだ暴力

抗争が続くでしょうが必ずその時点に達することができると思います。

この数ヵ月間の間、非常に重要な過程がいくつかありました。

まず簡単にその重要であったことについて話をし、その後、一つ一つについて詳しく

話をしたいと患います。

第－が9月の和平協定の調印です。

この和平協定は，ANC、政府、インカタという大きな3つの政党が調印しました。

しかしこの和平協定調停の後、暴力事件が増えているという現状があります。　そし

て第二が、ダーバンで10月25日から27日の間で行わた愛国戦線の会議です。こ

の愛国戦線の会議には全ての解放戟棟の組織、抑圧されてきた人々が参加しました。

この会議の成功によって、私たちは、様々な組織ということではなくて、一つの統
‾したものとして現在の政権に向かい合うことができるようになりました。愛国戦線

の会議の成功が、これからの全政党会議を聞く道となっています。全政党会議はこの

11月の最後の週に行われることになっています。

全政党会議は南アの状況を変える上で非常に重要な、意味のあるものになると思い

ます。この会議は南アフリカ政府を含めて南アフリカの全ての政党・組織が参加しま

す。　その他この全政党会議においては次の事柄について討議されます。
】つはこの過渡期において、新しい憲法をつくるための暫定政権を樹立することにつ

いての話合いです。この憲法をつくるための政権議会というのを選挙で選ぶのか、あ

るいは選挙ではない形で代表を決めるのか、この全政党会議がそのまま政権議会をつ
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くるような形になっていくのか、帯し合われます。

そしてもう一つが現在の過渡期の中で最も大きな問題となっています、暴力問題につ

いての解決を図るということです。

今話した中のいくつかの点をもう少し詳しく話したいと思います。

まず全国和平協定についてですが、和平協定の調印は、南アで初めて現在の政府が

現在の南アを自分たちだけで変えていくことはできないということを認めたという意

味で非常に重要なことですが、政府も調印したということは、政府が硯在の暴力抗争

というのをひとりの手の中に置いておくことはできないということを意味していま

す。　解決に当たって他の組織が参加することが必要だということを認めたのです。

これは、政府白身がこの暴力問題に関わっていたということを明らかにした、あるい

は認めたということです。これは今後の南アフリカは、各々の組織同士の意志の確認

があって初めて進めていけるということを意味しています。11月4日、5日と南

ア全国でゼネラルストライキが行われましたが、これはさらにこのことを証明するも

のです。このゼネストは、南アで今までの中で最大規模のストライキです。全ての人

種が参加しました。この全国レベルでの行動が、今後南アフリカにおける課題を解決

する際に、多くの人々の協議と確認によって進められるということを示しました。こ

れは和平協定によって決められたことをさらに強めるものであります。

しかしこの和平調停の中のまだ窺い点というものがあります。和平協定は、まだそ

れをすぐに導入することができない、それをすぐに効力のあるものにすることができ

ないということです。様々な暴力問題を起こしてきた組織に対して、充分な制裁がで

きないということです。ですから言葉を変えれば非常に紳士的な協定ではありますけ

れども、力がないということになります。この協定を破るものがあっても、その破っ

た組織、破ったことに対して、何ら強い権限がない、強い力がないということです。

また、この和平協定の中の問題は、政府の治安部門に対しては多くの権限がないので

す。この治安省というのは、南ア政府の下、南ア軍あるいは南ア警察の方針を決めて

いるところであり、デクラーク大統領の下にあるわけです。そしてこの治安省こそ

が、暴力問題の根本なのです。　こういう点が和平協定の課題として残されている点

です。私は個人的には、この和平協定が更に実行的なものになるために様々な民主勢

力の政治的、人道的役割が必要になって来ると思っています。

その後に開かれた愛国戦線の会議ですが、これは今までにない形で私たちが統一で

きた会議、その成果です。全ての解放団休が集まり、私たちが目標とすること、その

合意点、そして解放団体としての共通のポジションを確認したのです。この共通のポ

ジションというのは、今後の過渡期における暫定的な政府に対する共通の認識、共通

の考え方ということですが、それに合意ができました。この中で暫定政権をつくると

いうことが確認されているのですけれど、これは硯在の政権が今の権力を起りながら

更に過渡期に創ナる変革の中心になるということはできないということです。

そしてもう一つの重要な点が憲法制定議会というものです。

新しい憲法は南アフリカの大多数の人々の意志を反映するものでなけれがなりませ
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ん。　ここでの決議は全政党会議にもっていかれます。

愛国戦線の会議に出た組織が南ア政府と話合いを持ちまして、全政党会議の日程、

その中で話し合われることについて協議をします。全政党会議は、11月最後の週に

2日間の日程で予定されています。さらに来年の始めには二度目の全政党会議が開か

れる予定です。11月に予定されています一回目の全政党会議ではこういった全て

の内容について具体的な協議を進めていくことにはならないと思いますが、第一回目

の全政党会議で、今後協議すべき重要な点について確認をするということが達成でき

ると思います。ですから大きな進展があったと言えますけれども、まだそれが決して

充分ではない、小さなものであるということも言えます。

それは、現在の政府が関わっている暴力事件の問題があるからです。

私は決して全ての暴力事件というものが政府によってなされているとは言ってはいま

せん0南アには様々な形態の暴力というものがはびこっています。それは現在の南ア

の社会を反映しています。どのような国の中でも過渡期というのは非常に緊張状態が

続きます凸権力を失うものだけではなく、権力をこれから手にしていく組織の中でも

そういった問題というものが出て来ると患います。

二つ目に、国内の高い失業率など、アパルトヘイトによってもたらされた問題とい

うものも背後にあります。特に子供たちに対するアパルトヘイトの抑圧、また単身赴

任で働きに来る出稼ぎ労働者たちの置かれている状況、そういったものが背景にある

暴力です。そして3つ目の暴力の形態というものが最も成熟された、考えられたもの

なのですけれども、これが政府によって作られているものです。

私たちの新臥ニュー・ネーションはずっとこの暴力事件に対して政府が関係して

いたということを迫ってきました。南アフリカ国内でそのことを書いてきたわけで

す。

私たちの新聞によってインタヴコ」一一されたひとりの男性、ンデメネという人のこと

を話したいと思います。彼はモザンビークから来ていました。そして南ア政府軍に参

加することを強制されたわけです。南ア政府軍によって集中的な訓練を受け、制服、

武器を与えられました。その後ナミビアに送られまして、ナミビアの中で錯乱をもた

らすということを仕事とさせられたわけです。彼自身が子供、女性を殺したと証言し

ていますD何故私がこの人の名前を言ったかというと、この人はすぐ国運に立ってこ

のことを証言することが決まっていますから私はあえてこの人の名前を皆さんにお伝

えしました。彼の話は続きます。

彼と彼のユニットはその次にナタールに送られてANCの活動家を暗殺するという

ことを命じられましたDある暗殺は成功しましたし、成功しないものもありました。

彼は列車襲撃をするための人、襲撃するための訓練が行われていたということも証言

しています。トランスバールのパラポロラというところにある南ア政府軍の軍事訓練

基地で訓練を受けています。ソウェトで列車の襲撃を行い、またこの基地に戻ってき

ていますQ彼らは何を行なったかということをさきほどの私たちに証言をした人に話

しているわけです0決して昔のことではないほんの2カ月前のことです。彼はそのと
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善も南ア政府軍によって雇用されていました。政府軍もそれを認めています。私たち

は彼を擁護し、モザンビークに戻れるようにしました。彼はそのことをモザンビーク

政府に話をして、モザンビーク政府が国連の事務総長に証言を送りました。そして私

が今日話した彼の証言というものを国連の場で証言すると言うことになっています。

わたしはこのことを皆さんにお伝えして現在の南アフリカの問題がどこにあるの

か、問題になっていることについてわかっていただきたいと患いました。この事実を

皆さんに話すことによって、現在の問題というのを理解していただきたいと思いま

す。　これが私たちが現在も直面している暴力事件の実体なのです。

そこで問題になるのはデクラーク白身がこの渦中にいるのかということです凸

ヂクラーク個人がこういったことについて直接責任を持っているかどうかということ

はわかりませんが、彼は南アフリカ政府の現在の大統領ですので、こうしたことに対

しての責任というものは明らかにあるわけです。彼自身がこの治安省の一番上にいる

わけですから。彼自身がこの暴力を終わらせる力をもっているのです。

こうしたことが他の暴力問題についてもいえるわけです。

例えば都市の黒人居住区にあるホステル、単身赴任着用の宿舎が地域の黒人居住区を

襲撃する拠点となっていること、そしてそのホステルの中には沢山の武器があるわけ

ですけれども、徴収されることがありませんでした。こうした事実から私たちは、ホ

ステルの住人と警察の間で何らかの協定があると考えるわけです。

その中でのメディアの役割ですけれども、次のような点について強調したいと思い

ます。

今皆さんにお話したのは、ニューネーションに掲載された言己事です。　私たちはこ

うした事件の証明を新聞の中で、ロンドンにある、インディペンデント紙と協力して

行なってきました。しかし私たちがこうしたことを明らかにしているにも関わらず、

こうした事実を載せる新聞というのは国内、国外を問わず非常に少ないわけです。こ

れは偶然のことではなくて、政治的な理由によるものであると思います。皆さんすべ

てここにいらっしゃる方は、インカタゲート事件についてすでにご存じのことと思い

ますが、このインカタゲート事件というのも私たちと同じように発行されています

ウィークリー・メールによって暴覆されたのです。ウィークリーメールもイギリスの

ガーディアン紙と協力してこのことを追求したのです。しかし今やインカタゲート事

件について追求していくことはほとんどされていないわけです。何故ならば、ほとん

どの主流の新聞というのが、デクラークによって使われているからです。彼らは私た

ちのような小さな新聞ではなくて、非常に大きな資金力を持っています。そして非常

に経験豊かなジャーナリストを集めています。ですからこういった恵まれた条件にあ

るにも関わらず問題を取り上げないということは、理由があるわけです。こうした新

聞は、デクラークの戦略の一部になっています。従って、オルタナティブ‾・メディア

の役割というのは、私たちが続けてきたことを今後も継続していくということです。

この暴力事件ですけれども、こういった状況があるにも関わらず、日本政府が経済
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制裁を解除しました。デクラークには褒めてもらえる決断だと思います。これは非常

に大きな障害に今後なっていくでしょう。これら先進諸国の政府が現在の南ア政府と
一緒になってしまうということは、私たちが新しい民主的な政権を持つ前にこのよう

にうに現在の政権と組んでしまうということは、その政権自体も信用できないもので

あると言えます。　私たちは決して経済制裁を永遠に続けなければならないとは言っ

てはいません。経済制裁は現在の南ア政府、現在の政府が民主的になるために、有効

な道具として使わなければならないと言ってきたのです。私たちはもう少し待って欲

しいと日本政府に言ってきたわけです。私たちが全政党会議を持つことが出来たら、

その中で非常に重要なことが決議されます。即ち「この全政党会議に集まったものた

ちは、南アフリカの現在の状況は後戻りできない状態になった、従って国際社会に対

して経済制裁を解除することを要請します。」と言うことになるでしょう。以上の

ことは今月に予定されている全政党会議あるいは1月に予定されている全政党会議で

決められる可能性が大きくあるわけです。これがネルソンマンデラが英連邦会議の中

で述べたことです。英連邦会議の中で彼またはANCは、人的な交流については解除

できると言いました。マンデラ氏がどれほどクリケットがうまいかわかりませんけれ

ども、私はマンデラ氏が不眠不休でクリケットの南アフリカのチームが世界の場に戻

れるということに奔走していることを知っています。彼が今後南アがどのようになっ

ているかに関して彼自身で関わっていることを示しています。

アメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国あるいは日本によって制裁が解除されてきていま

す。こうした決定が南アの民主化を遅らせると言いたいと思います。

又・日本政府が12月にデクラークを招待することを考えています。それも非常に

大きな誤りだと言えます。

私は南アフリカが次の段階に入った

と思っています。これは新しいコンセ

ンサスを必要とする政府になったとい

うことです。南アフリカの中で一つの

政党だけが力を持ち続けるということ

は緊張をよりもたらすということにな

ると思います。

私が今日説明したことを踏まえて私

たちはまだ運動を続けて行かなければ

ならないと思います。この経済制裁の

解除ということは、私たちがやらなけ

ればならないことが終わったのではな

くて、新しい課題というものを定義で

きる時になったということであると思

います。そしてこの暫定的な時期にお

いてどの様に関わって行くかというこ

とを私たちは今話し合えると思います。「恕」

＝軍事一一叫，一一・一・・一・▲▼－、
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＿ズウェラケ・三・／こくルーー氏への手稲毛

1991年11月8日

ズウェラケ・シスルー楼

昨夜の集会でお会いできたこと、大変、うれしく息いました。

広島はいかがでしょうか。

昨夜の夕食のテーブルで、ANC東京オフィスの津山直子さんに「急いで」と促

されて、わたくしが土畠教授をめぐるなんとも困った状況について説明したこと、

おぼえていらっしゃるでしょうか。あまり急だったのと、どんな人のことでも批判

するのはやはりあまり快いものではありませんので、なんだか、ことば足らずにな

ったのではないかと心配です。しかし、ここには日本と南アフリカの人びとがたが

いに理解しあっていくうえで、見過ごすことのできない重要な問題が含まれていま

すので、ここでもう一度、きちんと説明したいと思って筆をとりました。

日本では、ここ一世紀以上にわたって、ヨーロッパを中心に書物などが多く翻訳

され紹介されてきました。第二次世界大戦後は、アメリカ合州国からのものが圧倒

的に増えました。同様に、「世界文学」も西欧中心に編集されてきたきらいがあり

ます。これはまた、この国の学問分野の主流をなしてきたともいえます。先日もあ

る大手出版社から出された「世界文学シリーズ」のなかで、ナデイン・ゴーデイマ

の短篇が、なんと、田巻あるイギリスの一冊のなかに含まれていました。（信じら

れないことに、チヌア・アチュベもそのなかに入れられているのです！）このシリ
ーズに参与しているアフリカ文学者が、ほかならぬ土屋氏です。

土星氏の書いたもの、あるいは行動が、この日本でいかに問題の多い、有害なも

のであるか（なぜなら彼は日本では、メディアを通じて大きな影響力を持っている

人物だからです）、その例をたくさんあげることもできますが、ここでは二例をあ

げて問題点を指摘するだけにとどめたいと思います。両者とも、長年にわたって反

アパルトヘイト運動にかかわってきた人びと、あるいは現在反アパルトヘイトの運

動にかかわっている人びとのおおいなる憤怒をかったものです。まずひとつ℃

1）土畠氏は「アフリカ抱擁」（サイマル出版会）という書物を昨年出版してい

ますが、彼はその著書のなかで次のように書いています。「南アフリカ白人政府

は率先して、集団地域法を廃止し、同時に黒人に参政権を認め、一人一票制を導

入する、その見返りとしてホームランドの独立承認を世界各国から取り付ける、

そうすれば晴れて国際社会に復帰できることにもなるのだ」（pM）（下線筆者）

2）また彼は、日本の大手新開「朝旧新聞」（今年10月4日付）紙上で、ノーベ

ル賞を受賞したナデイン・ゴーデイマについて、この作家と「交友あるものとし

て」と記したうえで、「ゴーデイマは反アパルトヘイトの役目は終わったという

請足感を噛みしめている…・そんな気がしてならない」と書いています。同氏は
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かつて、1984年11月20日付朝日新聞に、「異人自らの運命を自らの手で解決でき

るまでに成熟」したのだから、白人リベラルとしての「N・ゴーデイマらの使命

は、もはや終わったのだ」と書いて、われわれを驚かせました。この記事は、同

氏がソエト訪問から帰国したばかりのときに書かれたもののようですが、その当

時、長年日本の反アパルトヘイト運動にかかわってきた桶腰彰氏のような人は、

南アのヤン・スマッツ空港まで行きながら、何度も白人政府から入国を拒否され

ていた時期だったのです。

日本という国のマスメディアは、土屋氏のような人物を、反アパルトヘイトのオ

ピニオンリーダーであるように掲げながら、実は、真の問題点から読者の関心をそ

らせてしまう、そんな役割を担わせてしまうのです。くれぐれもご注意くださいま

すよう。これは、メディアが経済界からの政治的圧力をやりすごす常套手段で、こ

れからも抵抗していかなければなりませんが、なんとも骨の折れる仕事です。

本当は、こんな話ではなく、もつと前向きのことをお話したかったのです。アパ

ルトヘイトと闘う南アフリカの文化についてわたくしたちが編集した雑誌や、翻訳

などを別便でお送りします。1989年の8月、東京で開かれた「南アフリカ女性の日」

キャンペーンのために準備した冊子も入っています。そのとき3人の女性が来日し、

作家のミリアム・トラーデイさんもそのなかに入っていました。
…・中略・・

12月初旬に南アで開かれる作家会議のプログラムのコピー、どうもありがとうご

ざいました。作家会議の報告や記事など、期待しています。

よいご旅行を。VlVa e印NatlOn，VlVal

くぼたのぞみ

＊　　　　　　　　　＊　　　　　　　　＊

これはシスルー氏と会った翌日、広島の全日空ホテル宛に、ファクスで送った手

歌のおおまかな日本語訳です。なんらかの支障により、ファクスがシスルー氏本人

に届かないことも考えて、ニューネーション宛にもコピーを送りました。

日本国内の報道をめぐって、シスルー氏も集会での発言のなかで「部族抗争／ブ

ラック・オン・ブラック」という用語の不当さを「ホワイト・オン・ホワイト」と

使ってみるといい、と訴えていたのが印象的でした。

長年、アフリカ文学にたずさわってきた人物の影響力の斡さを考えると、「世界

を見る」ときの、この国の文化的風土に決定的に欠落している「視点」のようなも

の、想偉力の欠如、アカデミズムと大手マスコミ出版内部の知的怠惰を痛感するの

は、わたくしだけでしょうか。闇



（弧　アンチ　アパルトヘイト　ニュースレター 1991年12月1［］発行　第三種郵便物認可

SAFE S e c ti o n

吉田　ゆカゝ子

大西　佐奈枝

久々の登場です。皆さん、おぼえていますか？　SAFE ectiollつて何者？と言っている

そこの星方のために、もう一度説明しましょう。今年の一月に発足したSAFE Sectionとは

中学生＆高校生が】南アを知ろう！南アの人と友達になろう！【といってつくった会で

す。（SAFEとはSollthAfrlCaFriendshlp Exchangeの略です。）

今回は新しく高校二年の二人の女の子も加えて、まず「21巨＝こ泊まり込みでSAFE

の活動する計画」をたてました。中高生中心でやっているこの会では、学校が終ってから

集まる形になり、なかなか時間がとれません。だから一度じっくりと集中してやれる時間

をとりたいと思い企画しました。場所は逗子。夕方から集まり次の日まで「夜を徹して話

そう」ということに決まりました。ふだん忙しくてなかなか来ることのできない人にも声

をかけるので、たくさんの人に会えそうです。きっと楽しい会になるでしょう。

次に、だいぶ前からSAFEに手紙を出してくれている南アの黒人の中高生にクリスマ

スカードを出しました。来た手紙には返事を出したのですが、むこうはなかなか文通でき

る状態じゃないらしく、また、こっちも英語の手紙を書くのに時間がかかったりと。スム

ーズに文通しにくいのでカードなら…・・・、という意味もあったのです。

私は絵を書きました。いろいろな人種の子供がサンタクロースと手をつないでいて赤い

ノ＼－トの雪がふっている絵事。ぱっと見て受け取った子が少しでも幸せな気分になるとい

いな・・＝・・。そう思って書いてました。日本からのカードが届いたらびっくりするかな？…

それより彼等は楽しいクリスマスをむかえられるだろうか？サンタは黒人の子供にもプ

レゼントを届けてくれているのか？少し心配になった。帰りにクリスマスカラーで飾ら

れたショーウインドーの横を通りすぎる時、そんな事を考えた。

さて、次回は、例の「夜を徹して話そう会」が終ったらその報告をしますので、乞御期

待！

＊手作りクリスマスカードの絵を、裏表紙に掲載しました。ぜひ御覧ください。

（編集部）



アンチ　アパルトヘイト　ニュースレター 1991年12月1日発行　第三踵郵便物認可　胤

中学1年生カゴきし、た－間－答

アリ・ルムクワナさんに教えていただきました

☆ALLY LIJ椚ANA（アリ・ルムクワナ）氏　略歴

1957年6月22臥　ソウェト生まれ。10

人兄弟の6番目。

1976年ソウェトの中学校を卒業。1984

年ロベン島刑務所で高卒資格を取得。南

アフリカ大学の通信教育を受講したが、

後に刑務所当局によってその権利を奪わ

れる。1976年6月16日のソウェト蜂起に

参加。そのため国外亡命を強いられ、そ

の年よりANCに加盟、活動を始める。

るが、1979年逮捕。ロベン島での懲役18年の判決を受ける。1990年のANC合法化後

政治犯釈放に関するANCと南ア政府との合意の結果1990年12月に釈放される。1991

年1月よりANC本部国際局に勤務。1991年1月、駐日副代表として日本に赴任。

Ql　南アフリカの学校制度、特にパンツー教育について教えてください。

Al　南アには、一つの国に14もの文部省があります。まず、ホームランドごとに文部

省があり、それプラス、いわゆる中央政府の文部省が白人、カラード、インド人、黒人ご

とに一つ一つあって合計14になるのです。南アでは1948年にアパルトヘイトの憲法がで

きたわけですが、1953年にパンツー教育法が制定されました。バンツー教育法は、黒人の

教育を決めたものです。これは、黒人が白人より劣等で、白人より安い賃金で働くための

教育でした。白人の子供が学ぶものより低いレベルの教育を黒人が受けることになりまし

た。それによって白人の人たちは工業等の分野で黒人を安い労働力として使っていくこと

になったのです。

Q2　黒人の子供たちの教育費はどのくらいかかりますか。

A2　南アでは、黒人の教育費は無料でもないし義務教育でもありません。ですから、た

くさんの子供たちが小学校の途中で止めなければなりません。その子供たちのお父さんお

母さんは教育費を払うことができないからです。一方、白人の子供たちは無料の義務教育

を受けています。

Q3　アパルトヘイトが法的には廃止されましたが、黒人の子供たちは今でも義務教育に

なっていないのですか。

A3　アパルトヘイトはまだなくなっていません。黒人にはまだ投票権がありませんし、
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国会は白人議会だけですべてを決めています。先ほどお話したパンツー教育法もまだなく

なっていません。だから、まだ黒人の子供たちは授業料や教科書のお金を払わなければな

らないのです。

Q4　ロベン島のことについて話をきかせてください。

A4　ロベン島というのはケープタウンから12～15km離れた海の上にあります。最初はイ

ギリスの支配下で1806年から監獄となったわけです。そして、それ以来南ア政府は監獄と

して使ってきました。アパルトヘイトに反対する人々が入れられたのです。ここにはたく

さんの政治属がいました。例えばネルソン・マンデラ氏とかウォルター・シスルー氏とい

ったリーダーたちもここに投獄されていました。

とても寒いところです。人が住むには困難なところです。そして、刑務所の中では十分

な暖房とかあたたかい服、満足な食事が与えられないので、そういうところでは余計に寒

さが身にこたえました。私にとっても嫌な場所でした。

Q5　アパルトヘイトをなくすために世界がしたことで、一番よかったことは何ですか。

A5　南アに対する制裁、例えば経済制裁とか武器の禁輸、石油の禁輸など、たくさんの

制裁が行なわれたし、また、世界各地で反アパルトヘイトのためのキャンペーンが行なわ

れています。そういうことが、私たちの運動の大きな助けとなっています。

Q6　窯人同士の争いがあると聞いていますが、その原因について教えてください。

A6　アパルトヘイトが原因だと言えます。なぜなら、アパルトヘイトとは分断して統治

するシステムだからです。肌の色で分断するだけではなく、黒人の中でも民族グループ別

に分断したわけです。ですから、窯人たちは民族グループごとに分かれて暮さなければな

らず、意図的に分断されてお互いに争うことがアパルトヘイト制度の中で政府の政策とし

て行なわれてきました。

Q7　自由をめざしてたたかっている南アの人たちは、日本人をどのようにみていますか

A7　たくさんの日本の人たちが反アパルトヘイト運動を支援してくれていることを私た

ちは知っています。そして、皆さんがしてくれたことを私たちはとてもうれしく思い、そ

れに対して敬意を表しています。

しかし、日本政府が経済制裁をすでに解除してしまったことは非常に残念です。私たち

が制裁を解除してもいいという時まで、日本政府はそれを続けると思っていました。経済

制裁の解除は、アパルトヘイトの中で抑圧されてきた人々が行ってきた運動を助けるもの

ではなく、アパルトヘイトをすすめてきた白人政府を助けるものになってしまいます。

Q8　法的にはアパルトヘイトが廃止されたそうですが、実際には何が変わり、何が変わ

っていませんか。

A8　私たちの生活はほとんど変わっていません。黒人たちが住む享しい地域、スラムが

残っていますし、白人たちの住む緑の多い地域との遣いは少しも変わっていません。さき

ほど話したように、教育についても変わっていません。
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では、何が変わったかというと、いくつかのアパルトヘイトの法律が書面の上では廃止

されただけです。実際の生活は変わっていません。

しかし、施設隔離法がなくなったので、これまで白人しか入れなかったレストランに私

たち黒人も入って一緒に食事ができるという状況はできました。集団居住法がなくなって

黒人も好きな地域に住めることになりましたが、実際に白人居住区に住める黒人はとても

少ないのです。なぜなら、黒人はお金がないからです。そのほかのことはほとんど何も変

わっていません。

Q9　法的なアパルトヘイト廃止後もいろいろな事件が起きているのに、それを取り上げ

ない日本のマスコミをどう思いますか。

A9　たしかに日本のマスコミはそういう南アの情報を伝えませんでした。しかし、いく

つかの番組では、南アにチームを直接送って取材をしてきました。中には非常に良い番組

もあると思います。そして、それは私たちの運動を助けてくれています。

Q川　今後、私たち日本人にのぞんでいることは何ですか。

AlO　これからは私たちがもっといろいろな交流をつくっていけるようにしたいと思いま

す。お互いの教育のこととか、あるいは文化のこと、貿易のことなどをお互いに話し合っ

て緊密な関係、そして情報交換ができていければと思っています。

Qll　白人政権の軍事力はどのくらいですか。

All　この軍事力というのがアパルトヘイトを支えてきた最も重要なものです。この大き

な軍事力がなければ、これほどまで長くアパルトヘイトは続かなかったと思います。又、

白人社会の中でもたくさんの人が武器を携帯しています。その意味でも軍事力の強い社会

だと思います。そして、その軍事力が子供やお母さん、あるいはあなたたちのような生徒

にも向けられてアパルトヘイトの中で大きな力となっていたのです。

Q12　アパルトヘイト以外の、世界の人種差別についてどう思いますか。

A12　南アの場合には、人種差別が憲法で決められ制度化されたという意味で特殊なので

すが、世界のいろいろなところで人種差別はあると思います。そして、私たちは世界中の

人種差別をなくしていかなければならないと思います。なぜなら、人種差別は人権を無視

して人間関係を壊してしまうものだからです。

Q13　男女差別についてどう思いますか。

A13　南アフリカでもまだ女性が差別されていることは事実です。そのことをみつめて、

そういった差別をなくすことが重要だと思っています。ANCがめざしているのは、人種

差別のない、そして性差別のない社会です。

上∵－∴－∴－1
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読者の皆さんへの手紙
畑山　廣：文

薫芸巨頭
ヨ

今が一番いい季節だといいます。

はありません。このニュースレターの読者の読者の皆さんならご存知の事と思います。

正確に言うとrアバルトへイ法の根幹をなす四大法律」が議会で廃案可決された、とい

うことです。そして、一部の法律は新法律ができるまで有効である、ということです。

ANCの幹部は、アパルトヘイト法はまだ130もの法律が残っていると指摘していま

す。治安維持法やホームランド法、年金法、パンツー教育法などです。

日常生活の上では何も変化はありませんが、法律上は大きな進歩というところでしょう

か。この時はヨノヽネスプルクにいましたが、アパルトヘイト法がなくなるので「黒人たち

は喜んで街中を踊りまわる」のではと思っていましたが、何も起こらず、とても冷静に受

けとめていました。「廃案になって当然の事が、今、おくれてやってきた」だけのこと、

という感じでした。それより、「当然、与えられてしかるべき参政権まいつ与えられるの

か」「そのための交渉はいつ始まるのか」「黒人・白人の暫定政府はどのようなものにな

るのか、そのビジョンを示せ」という怒りのようなものが、強く感じられました。

「南アフリカに派遣宣教師として行かないか」という話は、二年くらい前からありまし

た。西ドイツの教会がサポートしてくれるということでした。なかなか候補者が出てこず

90年の夏に私に白羽の矢が立ったようになりました。南ア行きが確定したのは、90年12月

になってからです。ドイツはベルリンの壁が崩壊して東西ドイツが統十された後に、「畑

山牧師の決断に祝福を贈る」ということで、南ア行き一年間の予定が確定しました。

反アパ運動をしているメンバーは今まで入国できませんでしたが、90年2月のデクラー

ク大統領の宣言以来入国できるようになりました。たった－年間南アに行くのに、ちょっ

と大袈裟だなと思いましたが、それどころではなく、「生命の保障ができないから日本へ

帰れ」と言われたくらい南アは荒れています。私も「生命の危険」に見事にさらされてし

まいました。日本を出発する前に、松島さんから「日本の観光客はねらわれますから、ス

リとひったくりには気をつけるように」との忠告を受けていました。自身も観光で南アに

行くのではないのだからと言いきかせていたのですが、ヨハネスブルクに着いた一週間日

に、ホテルの中に置いてあった鍵のかかったクロークから財布のお金を盗まれてしまいま
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した。この時は「しまった」と思いましたが、「自分の不注意」と思い泣き寝入りを決め

込んでしまいました。それ以来、大切なものはショルダーバックの中に入れていっも持ち

歩くことにしました。これが、後で大失態を演じてしまうことになりました。

忘れもしません、6月20日午後4時30分、ヒルブローの通りをアパートに向かって歩い

ていたときです。突然、黒人の若者四人に襲われました。黒人の一人はナイフを持ってい

て、私の右の脇腹に突き立てました。その瞬間、「こわい」というより「ビックリ」しま

した。いったい何が起きようとするのか分かりませんでした。二人が後ろから両腕をつか

み、前の二人はショルダーバックを奪おうとしました。やっと事の恐ろしさがわかり、シ

ョルダーバックにしがみつきました。「助けてくれ！ドロボーだっ！」という声も出ませ

んでした。そして、当時の全財産を奪われたのです。この精神的なショックの後遺症は約
一か月くらい続き、一人で買物にも行けないくらいでした。

「何と恐ろしいところでしょう。」本音を書くと、「とんでもない国にやって来たな」

というのが実感です。この事件が、私にとっていっぺんに観光気分を吹き飛ばしてくれ、

アパルトヘイトの日常生活の影響という問題に直面化させてくれたのです。この地域は

ホームレスの人たちが多いところです。毛布一枚で公園や道路に寝て生活をしています。

SACCのスタッフは、「本当に心痛むが、そこまで手がまわらない」と言います。

今は、元気に生活しています。現地人のような顔をして歩いています。

『ニュ＿－スL／：タ－』　8月号を読んで
高林さんの指摘通りですね。『アフリカの抱擁』『アフリカの心』などを読んでも土屋

明大教授の態度は曖昧です。私の立場はちょっと微妙なところです。実は、9月3日に土

屋教授夫妻が旅行を兼ねてヨハネスブルクにやってきました。国分寺新生教会会員Aさん

のご両親だということは二年位前にわかり、こんな近くにアフリカ文学の権威者の娘さん

がいたとは、と驚いたものです。今回も、家内が土屋夫人にいろいろと用を頼み、ヨハネ

スブルクのホテルで会うことになりました。そして、ヒルブローも案内しました。この過

は日本でも報道されたように、トコザというところで、インカタとANCが衝突し、60人

近い死者が出た週でした。二人ともヒルブローを歩くのがこわかったようです。「よくこ

んなところに住んでいられますね。」と言われました。しかし、ヨハネスブルクに住んで

いる私は、ここがこわかったら生活できないわけです。

日本を出発する前はソウェトの教会で働きたいと思っていました。しかし、抗争や白人

右翼のテロ行為などがあり、「生命の保障はできないから日本に帰れ」と言われたのを何

とか頼み込んでヨノ＼ネスブルクの混住地域に住んでいます。ヨハネスブルクがこわくては

反アパになりません。ソウェトも何回も行きましたが、ソウェトの黒人の方が人間的に豊

かだと思います。ヒルブローの黒人はかなりシリアスな面を持っていますから。それに、

何といっても貧しいことが一番問題です。観光で見てまわることも可能ですが、共にその

場で生きて生活してみないとアパルトヘイトが黒人の生活にどれだけ重くのしかかってい

るか知ることはできないと思います。黒人側に立つなら、もっと明確に立場を示してくれ

ないと因ります。これからの南アは、「おもしろくなりそう」というより、「どれだけ悲

惨に耐えていけるか」ということだろうと思います。黒人の生活はますますきびしくなっ

ていくと思います。
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畑山広文師を支える会からのお願い

この度、畑山広支師は日本のキリスト者として南アフリカへ初めて日本基督協議会

から派適されることになりました。畑山広支師は南アフリカのキリスト者と生活を共
にし、南アフリカ教会協議会のもとで、今も闘っている反アパルトヘイト運動に連帯

し、将来の日本のキリスト者に対しての橋醍しの使命を迫っての行動することになり

ました。

この派遣にはドイツのキリスト教会からの支援もよせられています。しかしドイツ

の支援だけでは到底彼の働きと生活を支えきれません。現地の様子いかんによっては

7月頃に豪族（妻と中学2年生・小学5年生）を呼んで苦労を共にすることも考えら

ます。このような畑山広文師および家族をを支えるために、畑山広文師を支える会を

柏繊いたしました。

どうか南アフリカで働く彼を孤立させることなく、日本からの支えによってよい仕

事ができるようにしてあげたいものです。

この際、是非とも皆さまの無い祈りとこ支援をいただければ幸いです。

莞金目標額　300万円

安金　期間　1991年12月31日

募金　方法　1口　2，500円（2口以上を目標）

振替口座　後浜5－71583　畑山広文師を支える会【周封用紙をご利用下さい】

銀行口座　協和埼玉銀行磯子支店　普通預金629－0670730　畑山広文師を支える会

1991年5月31日

畑山広文師を支える会　会　長　日本基督敦協議会議長　　　　　　　竹内謙太郎

発起人　　事務担当　日本バプテスト同盟社会垂員長　　　　海老坪　眞

会計担当　日本バプテスト同盟磯子の丘敷会員　　高田　英明

黄同人

日本バプテスト海外伝道協会長
日本バプテスト同盟理事長
富坂キリスト教センター主事
日本基督教団宣教誹幹事
南アフリカ問題研究所代表
アフリカ行動要員会代表
日本バプテスト同盟総主事
早稲田奉仕歯捻主事
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スクわターキャンプ学校建設費金援助プロジェクトに寄付下さった

すべての方々へ

＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊

昨年春以来、スクオッターキャンプ（不法居住者キャンプ）・学校建設を進め
る南アの草の根組織に資金援助をする活動を続けてきましたが、当初の目練であ

った300万円の寄付がようやく達成されました（そのうち100万円は今年12

月に送金予定）。皆さんの力があっまった成果によって、このホームレスの人々

の抱える間掛こ取り組むOMHLE（OPERATlON HASAⅨ仙NE FORⅧE HO批LESS）

との交流も深まり、更に活動をもっと充実しようという方向になってきました。

ありがとうございます。

ホームレスはアパルトヘイト政策そのものによって生み出された全土的問題で

す。ですからOMHLEは、現在ヨハネスブルグを中心に活動していますが、出

来るだけ早い時期に全国ネットワークを組織することを目指しています。昨年ま
では、警察による韓制移住が深刻だったいくつかのホームレスキャンプへの関わ

りが磯かったのですが、いまは、紙の上だけとはいえいくつか法律が廃止され、

変化が起こりつつあります。OMHLEのよいスポンサーだった教会組織が閉鎖

されるなど、一時は状況も暗礁に乗り上げていました。これからますます、土地

問題に関して人々が団結しなければならない時期になります。特定のキャンプの

特定のプロジェクトへ支援をするという状況が変わりつつあるのです。現在、O
MIiLEからの報告を待っているところですので、今後私たちがこの組織とどう

関わるかを、また改めてお伝えするとともに、一緒に考えていきたいと思います

寄付をいただいてからこういったご連絡をしなかった方々へは、この場を借り

ておわび申し上げます。

アフリカ行動委員会の中でもいわゆるこういった「資金援助活動」は、これか

らどうあるべきかを議論しています。このプロジェクトに何らかの形で関わって

頂けた方からは、ぜひ意見などを聞かせ
てもらえたらと思います。ニュースレタ
ーの読者でない方には、これまでの資料

をいくつか同封致しました。OMH LE

は本当に支援するのにふさわしい団体か、
運営はどうやっているのか、疑問点など
もぜひお寄せ下さい。私たちも援助金の

使途、細かい活動内容をできるだけ寄付
して頂いた方にお伝えするつもりです。

アフリカ行動委員会

nP【RJ汀的NMASAKHAl幡

FORm【HOMELESS
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アフリカへのクリスマスカード（p2　0参照）

毎週火曜日の夕方、定例のミーティングをひらいています。恵比寿駅から歩いて数分

です。お気軽にどうぞ。『7　303－3443－9775

●『ニ1－－スレター』に対するご意見、投稿、購読料についてのお問い合わせ等は編 

集部あてにお願いします。恵比寿の事務所経由だといくらか時間のかかる場合があり 

親しくしていた松島さんが涙ながらに翻訳したものです。こういう事件を完全に黙殺 

ちたいと思います。読者の皆さん、名実ともにアパルトヘイトが死滅するまで、ねば 

り強く反アパルトヘイトの声を持続させていきましょう。そして、本誌へのご支援も 

引き続きお願いいたします。・カレンダー、たくさん買ってください日（Tom） 
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