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1992年1月24日

白ノ＼朗至との【憂l交再開らこ関する抗議・要言育文

渡辺美智雄外務大臣殿
1991年6月17日、南アフリカ政府は人種登録法、集団地域法、土地法などのいわゆる

「アパルトヘイト根幹諸法」を撤廃しました。それを受け、日本政府は同月21乱入的交流
に関する規制を解除し、10月22日には一連の経済制裁を解除しました。さらに今年1月
13日には、在京南アフリカ領事館を「大使館」に格上することを決定しました。しかし、私
たちは以下の理由によりアパルトヘイトの犠牲者である黒人の実態はなんら変わっておらず、
南アフリカとの国交再開は時期尚早と判断しています。

・パンツー教育法、不法居住法など黒人のさまざまな権利を制限する30種以上の法体系は

いまだに存在し、黒人を含めた話し合いによる民主憲法制定も実現されず、そして黒人の参政

権もまだ認められていません。日本政府の言うように、「改革は不可逆的」と言える状況では
ありません。

・蜜内治安法など、軍■警察に強権発動を可能にする法律もまだ存在しています。
・日本で「部族」対立、黒人抗争として伝えられている暴力事件には、南ア政府が特定の

団体を支援し暴力をあおっているという深刻な事実が存在します。
・ANC（アフリカ民族会議）など南アフリカ国内の反アパルトヘイト組織は、特に新規の

投融資は白人政権を支えるだけと、時期尚早としています。新憲法制定、一人一票性によ

る民主政権樹立、などの時期に通った段階的経済制裁解除を要求しており、英連邦はこれ
に従った形で措置を取っていくことを昨年10月に決定しました。今回の日本政府の決定
は、大多数の黒人の声を無視したものといえます。

日本政府は常に欧米を中心とする「国際的コンセンサス」の名のもとに、独自の反アパルト
ヘイト政策の展開を避けてきました。また、欧米のように、たとえ南アフリカとの経済関係は

深いものであっても、企業進出ガイドラインを作って無差別的な利潤追求を規制してきたわけ
でもありません。外務省は、アパルトヘイト後の社会を見据えてどういった責献の仕方がある
かという指針もまったく示していません。

私たちは、南アフリカとの国交が再開されたことと、責任ある企業進出のチェック機動朔
示されないまま今回の措置を下したことに、二重に抗議するとともに、その決定の撤回を求め
ます。

札幌反アパルトヘイト委員会
松戸アフリカから学ぶ会
アフリカ行動委員会
ごめんだアパルトヘイト・神戸の会
こむらどアフリカ委旦会

南部アフリカ支援委員会
日本反アパルトヘイト委且会・熊本
日本キリスト教団社会委員会

アパルトヘイトを考える会・岩手

千葉アフリカから学ぶ会
アパルトヘイトを考える市民の会・名古屋
南アフリカに手紙を書く会
日本反アパルトヘイト女性套貝会
広島アフリカ講座実行委員会
長崎反アパルトヘイト委員会
日本判卦教協議会反アルトヘイト委展会

取り扱い団体：アフリカ行動委且会　東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　T軋03－3443－9775

代表・田中啓正
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私たちは
南アフリカ政府とこの【≡】交再開aこ対して

抗議します0

1991年6月17日、南アフリカ政府は人種登録法、集団地域法、土地法等のいわゆる「アパル
トヘイト根幹諸法」を撤廃しました。それを受け、日本政府は同月21臥人的交流に関する規制を
陵険し、10月22［＝こは一連の経済制裁を解除しました。さらに今年1月13日には、在京南アフ
リカ領事飴を「大使館」に格上げすることを決定しました．しかし、アパルトヘイトの犠牲者である
里人は、未だ民主的制度・社会の外に置かれています．実態は現在も何ら変わっていません。

従って、南アフリカとの巨ヨ交再開Cま日寺某月尚早です。

パンツー教育法、不法居住者法など黒人の様々な権利を制限する30種以上の法体系は
いまだに存在し仁黒人を含めた話し合いによる民主憲法設立も実現されず、そして星ム会
の参政権も認められていません。

国内治安法など、軍・警察に強権発動を
可能にする法律もまだ存在しています。

日本で「部族」対立、黒人抗争として伝え
られている暴力事件には、南アフリカ政府が
特定の団体を支援し暴力を煽っているという
深刻な事実が存在します。
洩在もなお、南アフリカでは警察　軍隊によ
る殺りくが行われています。

「改革む史二不可主ミ巨的」

とレヽえる濱犬祝で‘ま

あ　り　ま－t童‾ん○

制裁実施中も活発に南アフリカと経済活動を行ってき
た日本経済界と、それに後押しされた日本政府の今回の
判断は、あたかもアパルトヘイトが全廃された、もしく
は今後アパルトヘイトが全て廃止されるのを約束された
かのように聞こえてきます。

デクラーク政権がアパルトヘイト法を撤廃し始めたのは、
彼らが「黒人に対する考え方を変えた」からでしょうか？

国際社会からの孤立と、経済制裁による南ア経済の破綻が
一連の改革の推進力となったのは明白な事実です。

白人政権と、日本経済界は、
制裁実施中も、
「崖済制裁に反対する。」
「経済制裁は、アパルトヘイト

の平和的解決に役立たない。」
と言い続けてきました，

結局犠牲者の声を無視した行動が取られました。南アフリカとの匡交が再開されたことと、糞任あ
る企菓進出のチェック機構が明示されないまま今回の措置を下したことに、二重に抗議するととも
に、その決定の撤回を求めます。
一目も早く南アフリカと正常な関係を持つために。

対南フ，国交声∃：閑を考える集会
Ⅰ時　壬雪子芸冒J金）　　■噺：日豪謡左禁書鮎冨＿日豊03‾32D3‾0372）

地下鉄東西線早稲田風下重

●主催：77渦行動委員会／日本印加教団社会委員会／NCC反7ルト可卜委員会
●聞合せ先　アブ柑行動委員会　渋谷区恵比寿4－5－23－3D6　m03－3443－9775



再び外務省前での抗議行動

Lll「‾†「　電算TE

（アフリカ行動要具会代表）

「対南ア外交再開反対日」、「南ア大使館設置は認めないぞ＝」、「経済制裁を

続行せより」、「外務省は黒人の声を聴けIl」、「南アに真の自由をl！」。1月24

日、20人の力強いシュプレヒコールが響いた．昨年来、日本政府の「対南ア経済

制裁解除」、「日本・南ア正式国交樹立」など一連の措置に対して、何かしなくて

はいけないと考えた。否、考えている時ではない今、すぐ行動を起こさなくてはと

思い、外務省に会見を申し込もう、そして抗議行動をし、ビラをまこう、それでそ

の日の夜に緊急集会を開こうという線で動き始めた。外務省から1月21日の午後に

会うという連絡があり、その日までの一週間で要請文を作り、ビラを作り、集会の

案を作るという目の回る忙しさだったが、なんとか当日を迎えることができた。短

時間での準備だったので連絡するところは限られたが、それでもNCC反アパルト

ヘイト委鼻会、呂本キリスト教団社会委員会、反差別国際委員会、ANC東京事務

所のメンバー、又、だいもん印刷の社長等といった静々たる人達が集まり大いに盛

り上がった抗議行動だった。ついでに公安の方々も数人起こし下さり花を添えてく

れた。

さて、いわゆる「アパルトヘイト終結宣言」なるものが伝えられて以来、私達が

集会等を開くと「アパルトヘイトは終ったのではないんですか？」といった反応と

「これからは、反対をしていくのではなく、何か援助なども含めた応援をしていっ

た方が良いのではないでしょうか」という声が多い。次に多いのが「アパルトヘイ

ト終結後の南アの現状を知りたい」という声である。．これなどは昨今、南アから招

いた人や南アに行った日本人の「帰国報告会」なる催しが行なわれると人が集まる

ことから見てもわかる。つまり「アパルトヘイトは終ったんでしょ？」という人も

「何か援助していこうよ」という人も現状を知って「アパルトヘイトはまだ終って

ないんですね、否、これからますます難しい状況になっていくんでしょうね。そこ

で私達は何をしていけばいいんでしょうかね」という人も、実際、「私達は何をす

ればいいのか、そして何ができるのか」という問いにぶつかっているのではない

か。そういったところから考えると、今こそ具体的な行動を提示できなければなら
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ないと思う。

そのためにまずやらなければならないことは、資料の整理、作成であろう。南ア

白人政権が宣言した内容や日本政府が打ち出した方針をつぶさに検討し、そこにあ

る問題性を指摘すること。「経済制裁解除」後における日本進出企業のチェック。

援助の面に関しても南アの黒人達と直接に繋がれるものを築く。南アから帰国した

人々が持ち帰った写真等のスライド化。世界各国の反アパルトヘイト運動団体の動

向と連帯。そして日本の反アパルトヘイトグループとの連絡、行動。ざっと思いつ

いただけでも多くのことができるし、また、やらなければならないであろう。中に

は、じっくりと時間をかけてやらねばならないことがあり私達だけでは困難なこと

もある。その時こそ各団体、グループに呼びかけ、行動を共にしていくことが大切

だろう。

その点に関しては、今回の抗議行動などがひとつの方向をみせてくれたように思

える。緊急の行動ではあったが、目的性がはっきりとしているものには人々が応え

てくれる。つまりみんな「行動」したいんだなというものが伝わってきた。別段変

わったことではないのだが「シュプレヒコール」をしたり、ビラをまいたり、歌を

うたう、そのような一見、地味な行動ではあるが、意志を表明する大切さという点

で重要な意味があると思う。

話しは変わるが、今年の反アパルトヘイトカレンダー販売の件で、アパルトヘイ

トは一応決着がついたのではないかという世間の風潮の中で、例年並に売れるのだ

ろうかという不安があった。　しかし、新聞等に紹介されるや、全国各地から購入

希望が寄せられ完売したのである。その上、例年のまとめ買いと遠い、「一枚お願

いしたいのですが」というように、個人が関心を示してくれているのがわかった。

つまり、アパルトヘイトは終ったという風潮があると思っていた私達の悲観的な見

方が見事に打ち消されたのである。・これはうれしい誤算だった。

このようなことからも、地道に、そして目的が明確で一人でも関われる運動を提

示していければまだまだ大きな力となるということがわかった。

今後も、ニュースレター誌上で様々なことを報告し、呼びかけていきたい。そし

て、その他のあらゆる媒体を通してもそのようなことをしていくことが大切であろ

う0これをお読みの方々も、是非何か良い知恵がありましたら、どんどんご意見を

お寄せ頂ければ幸いです。

最後に、今回の直接行動に参加してくれた方々にお礼を申しあげるとともに、直

接参加はできなかったが、いろいろな面で援助をしてくれた皆様にも感謝したいと

思います。
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キリスト者と反アパルトヘイト運動

君島　洋三長持
（日本キリスト教団）

1992年1月11日、南アYWCAの総幹事ジョイス・スロキー氏を迎えて、集会が開かれ

た。アパルトヘイトはなくなったと思っているかのような日本にあって、日本政府が経済

制裁解除をしたとは「私たちにとって悲しい出来事であった」とスロキー氏は語り、私た

ちに強い警告を発した。

1991年2月のアパルトヘイト「撤廃宣言」は、多くの抵抗運動や若者の命をかけたたた

かいの結果であり、決してデクラーク大統領の善意や変心によるものではない。アパルト

ヘイト根幹法は廃止されたが、黒人の置かれた状況に変化はなく、同じ生活を強いられて

いる。人種差別の社会構造は不変である。

アパルトヘイトが完全に撤廃されたと判断するための条件は、①女性差別などを含めて

いかなる差別もなくし、人権を保障すること、②収奪した土地を返還するなど、社会的・

経済的不均衡をなくすこと、③黒人が参政権を得ること、④教育の機会均等を実現するこ

とである。各国の経済制裁解除によって、黒人たちはつらい時期を迎えることになるだろ

う、とスロキー氏は結んだ。

その集会の中で、ANCの津山直子さんがヨ本と南アが大使の交換をするとの話が進ん

でいると発言した。これから私たちの運動をどうつくっていくのかなど、解放後の南アに

目が移り、現実の南アの状況より先を見た隙に、日本政府は動きまくったのだ。南アに対

する日本政府の対応は「悲しい出来事だ」と語りかけるスロキー氏の言葉を前にして、無

力を感じた。私たちの運動は何であったのか。この事態で何を発言し行動を取ってきたの

か。黒人民衆との連帯と言ってたきた私たちは、彼らから連帯の手を引っこめたことにな

らないのか。

今の状況においてこそ、黒人民衆に連帯していかなければならないのではないか。今ま

での運動の質が問われているのだ。

ここで「私たち」と言っているのは、主に「キリスト者」を指している。日本キリスト

教団ま南ア・モラピア教会と関係があり、日本キリスト教協議会（NCC）は南ア教会協

議会（SACC）とかかわりをもってきた。「私たち」はそれなりの連帯の連動をしてき

た。これからどうアパルトヘイトとたたかい、日本の南アのキリスト者民衆の連帯をつく

っていくかである。

1990年11月、南アの教会の代表者たちは今の状況にあって教会の立場を明確にする「宣

言」を発表した。その一部をここに記す。

（1）われわれはわれわれの国に民主的で平和と正義が現われるという希望を神に感謝する

（2）われわれは罪を告白する。国の多くの人が残忍な苦しみを与えるアパルトヘイト政府
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に荷担し、これを支持し、認め、抵抗してこなかったことを告白する。今、神のゆるしの

下で、悪の政策であるアパルトヘイトの目的、行為、結果を非難する。

（3）われわれはアパルトヘイトの悪を黙認し、社会にかかわることなく個人の救いのみを

宣ぺ伝えることによって、福音を抽象化し、中立の立場をとり、その結果現実にアパルト

ヘイトの共犯者となった。われわれの姉妹や兄弟が迫害を受けているのに沈黙していた。

われわれは悪に抵抗する勇気ある人々を支持してこなかった。

（4）今、政治的指導者が、国の新しい正義なる秩序を求めて協議の場を設定するように訴

える。

（5）われわれは民主的で正義のあふれる、人種差別と性差別のない南アを求めてたたかう

（6）われわれは教会と国家の分離と、宗教を信じ実践し伝える自由と結社の自由を求める

SACCはフランク・チカネは「人種差別のない、民主的な新しい憲法が制定され実施

される時、われわれは南アに対する経済的・政治的・社会的圧力のすべてをやめるように

伝える。今は一層の圧力となるキャンペーンを続けてほしい」と訴えている。

南アの黒人たちは解放のたたかいの唯中にいるのである。そしてキリスト者たちはアパ

ルトヘイトに組してきたことを告白し、かすかに見えてきた解放を自らのものとするため

に、一体となって戦い、世界に向かって制裁の継続を訴えているのである。

南アYWCAのスロキー氏集会が終って、今出来ることをやろうではないか、と話しあ

った。ともかく、体を動かして南アの果人たちへの連帯をつくる何かをしよう。それが外

務省前での抗議となっていったのである。

1月24巨】の夜、対南ア国交再開を問う集会を教団会議室で行った。20名が集まった。

かつて草の根運動をして、反アパルトヘイトのたたかいをしてきたが、同じくらいの規模

であり、参加者は外務省での抗議をふり返りつつ、自らの日常生活の中で、日本と南アと

の関係をチェックして行くことを確認した。

市民としての意見広告、抗議行動の継続、チラシ作りなど、さまざまな意見が出され

た。イベントとしての反アパルトヘイト運動でなく、日常生活の延長というか、日常生活

のあり方を変えていくような運動が真の連帯を生み出していくものと思う。

南アの教会は教会の中にあるアパルトヘイトともたたかっている。人種や性に基づく差

別を教会からなくすこと、牧師給の人種による格差をやめること、皮膚の色や社会的地位

によって牧師を招脾することをなくすことなどである。

彼らのたたかいは私たちのたたかいでもある。「何の問題もなく、正しい」［］本人が悪

のアパルトヘイトを取り除いてやるというのではない。同じアパルトヘイトを内にもち、

それとのたたかいなのである。生活の中で自分のアパルトヘイトとたたかい、そして南ア

のアパルトヘイトで苦しむ黒人と問題を共有することと言ってよいかも知れない。「アパ

ルトヘイトは終っていない」と叫ぶ南アの黒人と連帯する通は、南ア政府に協力してしま

う日本社会の構造を生活の中で打ち破っていくことである。′トさな、生活感覚のある運動

を末長くやっていきたい。
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外務省に行って
P弓聞　幸枝

牛嶋さんが、「抗議・要請文」を読み上げている間、私は切れ切れにこんな事を思

っていた。

－なぜ、渡辺美智雄外務大臣が目の前にいないのか。私たちに対応したのは、人を

鳴ったような役人であった。とても“国際感覚”を身につけた人物ではなかった。直

訴しようとした田中正造の心持ちが少しわかるような気がした30分でもあった。

「抗議・要請文」に対する返答は、まるで1月16日の毎日新聞、1月17日の読

売新聞の社説そのもの。「経済制裁解除も、南ア大使館格上げも、デクラーク訪日

も、すべてアパルトヘイトの一目も早い全廃に向けたものであり、特にそのためには

今何よりも経済的安定こそ不可欠なのである」と。いったい日本政府・外務省は今ま

で何をして来たというのか。「黒人抗争の原因には、経済的な不安定さが大いに原因

しているので、経済的な支援こそ大切」と言うならば、なぜ多くの黒人たちが「実効

的経済制裁の実施」を叫んだ暗、その声に応えなかったのか。

昨年夏、ジュネーブの国連人権小委員会で日本の人権状況に対する国際的批判に何

も答えていない政府答弁を聴き、私たちの国は「主権在民」の国ではないのだと改め

て知らされ、涙があとからあとから流れて止まらなかったが。この場でもまた自分連

の国を誇れない、何とも言えない寂しさに再びおそわれた時間であった。この30分

が私にはまるで30年も後戻りしたように思えたのである。

そして、映画『速い夜明け』を引き合いに出して、「いかにドナルド・ウッズが黒

人と白人の間で】苦労－　していたかご存知でしょう」と私達を責めるように言ったの

には、あいた口がふさがらなかった。まちがいなくこの役人の人は“名誉白人－なの

だ。私達の税金を使い10回以上南アに視寮に行ってこられた由。南アの何を、どこ

を見てこられたのか！　根本的にこの人たちはまちがっている。

‘q■■■■■　叩■■　r‾　▼、　　　‾‾▲

艶麗商覇聯≡Fヨ讐：賢≡禁断ヨ欝
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我々乙こ求められてレ→ること。

1月11日のYMCA主催の集会で、日本政府が近く南アとの正式外交開始を発表すると

いうことを聞いたとき、昨年10月に来日したンゲレザ夫妻の顔が浮かんだ。

彼ら二人の帰国を待っていたのは、身近な仲間たちの死であった。ノマテンバ・ンゲレザ

さんは、葉山の海を見ながら「こうした静かな時間を過ごすのは、新婚旅行以来で、もしま

た日本に来ることがあったら、必ずこの海を見に来る。」と言っていたのである。ンゲレザ

夫妻の・ひとときの平穏と、おそらくは南ア到着直後に知らされた仲間の死について受けた

ショックは、どれ程だったろうか。彼らの無念さを思うと、今回の政府・外務省の措置に怒

りがこみ上げて来て、とにかくやれることをしようと考えたのである。

彼ら二人がかかえている現実こそ、南ア・アパルトヘイトの現実なのだと思う。アパルト

ヘイトは終わっちゃいない。

ンゲレザ夫妻や草の根こ生きる人々を、日本政府、企業そしてマスコミ関係者は決して見

ようとしないし、見る員を持たない0今回の外務省の役人の、いつになく自信たっぷりな態

度の裏には、新聞・テレビなどのマスコミの報道内容ビ・世論【を我が方に引き入れたとい

う患いがあったからだろう。この外務省との話しの後に早稲田の日本キリスト教協議会で行

なった記者会見の席上で、ある記者が「この正式外交の措置とデクラーク来日の件は、外務

省の担当から、各マスコミ機関の上層部に早くから打診があったようです。」との話が出さ

れた事実凸読売、毎日新聞が日を置かず「社説」に正式外交を歓迎する内容を掲載した経緯

からも、かなりの裾回しがあったことは確かだろう。そして、正式外交開始は「黒人の支持

のためにも正式外交はどうしても必要」というのではなく、直接投資をはじめとする日本企

業の南ア進出解禁が真のねらいであるだろう。しかも日本企業の南アにおける行動や、利潤

還元の基準なども、いまだ示されていない。こうした動きを我々は草の根の人々とともにチ

ェックしていく必要があるだろうと思う。（各企業への公開質問状を送り、その返答を南ア

の新聞紙上に載せ、日本企業のチェックを呼びかけていく方法もある。）

1月20日、アパルトヘイト体制を維持しようとする一派に選挙で敗れたデクラーク大統

領は、「改革詣線」を問う”国民投票”を白人だけで行なうと発表した。ANCは、これに

対し、「少数白人による支配体制を温存するための試み」と非難している。大きな揺れがま

たあるかもしれない。「改革は不可逆的」であるという状況などではとてもないことは確か

いずれにしても、アパルトヘイト体制と戦い、それを突き崩していった人々が、今何を考

え、どのような暮らしの中にあるかが問題であると思う。そのために南アにじっくりと腰を

据え、革の額の人々と暮らしを共にするようなメンバーと、それを支える運動をどう作り出

していくかが我々に求められている。

（牛嶋　保夫）
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『アパルトヘイトの中で、夜は…』Ⅰ

ドキ▲ヽこ　；、壬仁」‾－

；‾二＿」

公的な仕事の期間中、夜は遣対ホテルの外へ出ないでくれと、

日本総領事館の人に言われた。ホテルはヨハネスブルク市内の目

抜きの場所にあったが、それでも夜になると何が起きるかわから

ないと言う事だった。その言い方はとても漠然としていて、具体

性に欠ける。夜の南アに就いて、白人居住者、黒人居住者、外国

人、大使館員、商社量、一人一人がそれぞれに、“恐怖の対補”

を持っているのが感じられた。夢分日本捻領事館が一番怖れてい

た事は、私の身に何かが起きて、その事の為に責任をとらされた

り、厄介な事後処理に走り廻らされる事だろう。ホテルの金の把

手がついたドアを入ると、大きな立札がバッチリと立っていて、

「物とりに覇われないよう注意」とある。用心して下さいと呼び
貫治すi人

かけてくれるのは有難い事だが、それを立てた側の心情に「そういう者が比の国には居るんです

よ。我々もほんと迷惑してる。」と言うニュアンスがあって頂けない。

夜のヨハネスブルクは何か暗い。デ・ビアス社の大建築が、ダイヤモンドのカットを模して、日

中はその角張ったガラス張りの表面を・めい裏書い輝かせているが、太陽が沈んでしまうと光を失

う。街灯のせいか・店の照明方法のせいか、人気が無いせいか判らないが、大きなビルとビルに挟

まれた闇がとても深い。

ヨノヽネスブルクの中心街から、黒人達の住むソエトへ行く間には、広大な乾いた野原が広がって

いる。日が落ちると、夜の帳がどっと落ち、バス道路さえ街灯が殆ど無くて暗い。黄金を掘った後

のポタ山が、墳墓のように盛り上がっている。とびとびに、赤と青の三角や、四角や、九などの交

通標識が立っている0きっと事故夢発地帯とか、何かあって、その後に立てられていると思う。立

っている地点が中途半端でイレギュラーだ。車のライトを浴びて、それらが真暗闇の中にいきなり

ギラッと浮き出すからノ＼ッとする。最初にソエトを訪れた日は、エリック・ンゲレザさんにホテル

迄迎えに来て貰った。彼はそんな道を、すごい勢いで童をぶっ飛ばす。もう今迄に何度も何度も通

っている道だから、旨をつぶっていても運転できるのかも知れないが、私

はヒヤヒヤだ。日頃の彼のゆったりした話しぶりからは、とても想像でき

ない暴走族ぶりだ．警察の車が、緒構ウロウロしている。ソエトの人間

が、夜に男だけで乗っていると、例え一人であろうと二人であろうと、必

ずと言っていい程呼び止められて、何かと面倒な事になると、エリック氏

は言う。その夜、私をホテルに送り返す時は、奥さんのノマテンバさんに

乗って貰って二人で送って来た。奥さんは疲れてグーグー眠っていたが、

それでもソエトへ帰る時、二人だと心強いのだ。

ソエトの中には、一晩中、赤喋がかったオレンジ色の電灯がついた、背

丈の高いポールが、あっちこっちに立っている。ソエトの住民が夜道を歩



1992年2月1日発行　第三種郵便物認可　皿

き易いように立っているのではない。街灯だとしたら必要以

上に高い。これは一種のサーチライトで、高い所から浦なく

夜のソエトを興して、人々が逃げ慣れできないようにしてい

るものなのだ。つまり、ライトの位置を高くすればする程、

建物に依る地上の影は無くなるから、思いっきり高く、オリ

ンピックの旗竿より高くしてある。その先端はリングのよう

になっていて、周囲に明りが放射線状に広がるように工夫さ

れている。時々どこか故障したらしい電球が、昼間もつけっ

放しになっていて、背景の青空に溶け込む事もなくチカチカ

と鋭い光を放っている。余程強い光線なんだろう。そんな強

力な光線でも、夜、地上で読書するには不十分だから、ポー
ルがどんなに高いか判る。だからソエトは、夜になると全体

が赤茶っぽい光に包まれ、どんよりとした濁り水の中に居る

ような感じになる。

こんなふうにして、ソエトの中にも或る地域は電力供給が

霊…誌完芸E≡警警芸諾誓三富芸票芸悪習芸讐要りJcO扁訂完、和蒜
送電されているのが見える。ソエト内に発電所があるとは言

え、供給の優先は勿論そちらで、残余電力がソエトの方に回

されているとか。そしてソエトの中でも、外のポールの電灯が優先なのだろう。家々に電灯の明り

が窓越しに見えたとしても、それはそんなに明るくない。一重一灯が基本で、電線の行ってない部

屋もある。一般家庭の電気製品の普及ぶりを見ると、電灯、冷蔵庫、電気レンジ、TVの順であ

る。仕事を持っていて、毎日ヨハネスブルク迄通勤している母親達には電気洗濯器があったらどん

なにか便利だろうにと思うがそれは見た事が無い。水道の蛇口が共同だからだろうかつ室内の電灯

が余り明るくないのに比べ、表も裏も出入口に明るい軒灯が輝いている事がある。これは防犯の為

だろうかつそれから犬を飼っている家も結構多くて、ペット用と言うより中型大型の、番犬タイプ

である。ついでに書くが、ノマテンパさんの働いているS．P．C．A動物病院を訪ねた時、次から次へ

とひっきりなしに、犬の患者が連れて釆られるのにはたまげた。日本だったら、犬と猫が半々だ

が、猫は殆ど居なかった。大人は忙がしいからだろう。少年達が病気や怪我の犬を抱えたり、建築

現場でネコと呼ばれている一輪車などに乗せたり、工夫して連れてくるのだった。犬達は割合にお

となしく、飼主の黒人達に面倒を見て貰いながらも、何か

深く絶望しているようだった。雑種犬が夢く、白人達が連

れている犬のような威丈高な感じが無い。日頃、台所口の

あたりに鎖でつながれて、べったりと土の上に謀て、肉な

とよりとうもろこし粉で作った黒人連の主食の余りがあて　　　　匝弘

がわれている事が夢い。犬迄此の世の絶望を知っているの

かと、私が近すくと、突然はね起きて、空中を撞くように

しながら歯をむいて吠える。ぴんと張った綱の先の首輪

を、首に喰い込ませながら、いきり立っている犬は、ソエ

トの夜の半透明な闇を、まるで濁り水をかきまわすよう　　やLJ

に、胸苦しくさせるのである。
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二度目の南アフリカ
〈一一・・ホームレスキャンプの中で～

内日∃　直子

1991年11年24日、飛行機は2時間遅れてヨハネスブルグ・ヤンスマッツ空港に到着。2

度目の南アフリカ。始めて南アへ来た時の事が鮮やかに蘇ってくる。あそこで荷物をもら

って、まっすぐ歩いて、自動のドアが開いたら到着ロビーだ。始めて訪れた時は、様々な

思いが頭の中をぐるぐる回り、とうとう南アに着いてしまったという興奮でドキドキした

ものだったが、今回はちょっぴり安心しながら、でも心は踊りあがって南アに到着した。

南アは様々な問題をもっている。その大きな問題はアパルトヘイトである。その南アに来

ることに、私は心が踊りあがってしまうのである。こんなに喜んでいいのだろうか？私

の頭の中は南アの問題に対して考えたい、知りたいと思っていても、心の中ではそんなこ

と忘れてしまっているのだろうか、とちょっと考えたりしてしまう。私の中の何が南アと

つながっているのだろうか？

今回の滞在中2日ほど、肺中にあるドラミニキャンプというホームレスキャンプ

に泊まった。ドラミニという地域の横にこのホームレスキャンプは広がっている。他のキ

ャンプと同様、水・電気、トイレの設備は各家庭にないが、ここが他のキャンプと少し違

うのは、トイレ・シャワー、水道の設備がある建物が、キャンプの中に2つほど建てられ

ていることである0シャワーは水しか出ないし、トイレの戸は壊れてたりするが、多くの

人々がここで水を汲み、洗濯をしたりして集まっている。お世話になっている家の女の子

ローレインに連れられて・又近所のおばさん達に連れられてキャンプの中をあちこち歩

く0たくさんの人達に出会ってあいさつをし、（サポーナ＝元気ですか？イエボー、ン

ヂャ一二＝ええ、元気です。あなたは？ンコーナ＝元気です。）立ち止ってちょっと話

しをしたり、家に入り込んで話しをしたりする。彼らと話しをした中でとてもとても心に

残っていることがある。多くのアフリカ人達は日本に対して憧れをもっている。高度な生

産技術、美しい電気製品や車。彼らのイメージは金持ちで豊かな生活を送っている日本で

ある。極端な例かもしれないが、日本人は大きな家に住み、便利な電気製品に匪まれ、高

収入を得・高学歴で差別のない生活を送っていると思っている人達によく出会う。そして

みんな口をそろえて、日本語を習って日本に行きたいという。私が訪れる何ヶ月か前に、

日本のある団体がここを訪れていたらしい。その人達に教えてもらった日本語を必死に

なって覚えている男の子に出会った。そんな人達に私はついこう言ってしまっていた。日

本はそんなにいい国じゃない。学歴社会の国でこどもの生活は、学歴にコントロールされ

ているし、在日韓国、朝鮮人、アイヌ、沖縄、部落などの差別問題もかかえているし、仕

事が得られずに道や駅で寝なければならない人達もいる。外国人に対しては閉鎖的だよ。

その点、この国はアパルトヘイトという問題をかかえているので、そのことは解決しなけ

ればならないが、人々は、とてもオープンで魅力的なので私は南アやこのドラミニが好き

だ。こんな返事をするとたいていの人達は日本にそんな問題があるのかと驚いてしまう。

けれど学歴社会の中で、こども達の心が病んでいっている現状を伝えることは難しい。あ

まりにも彼らの学校生活の問題とは違うからだ。でもそんな私の返事にこんなことを言っ
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た男の子がいる。自分が日本に行きたいと思うのは、ドラミニキャンプの人々が自分達の

生活の状態が喜べたものでないのに、日本人の私がここが好きだ、といっているのと同じ

だ。ボクは日本に行って日本人と結婚したい。結婚のことは別として、確かに一理ある

なあ、と何も返事できなかった。だけど私は思ってしまう。彼らが日本で生活したら、南

アの彼らの生活とは速うけれど、きっと精神的何にしんどいだろうなぁ。この精神的にし

んどいは、私も南アで過ごした2ケ月の中に時々感じ、どうしてしんどさを感じるのだろ

う、と考えたりした。この「しんどさ」とは？　彼らとの物に対する考え方が全く違うと

きがある。例えば、どこそこで何時に会おう、と約束をする。その日にそこへ行って、

ちゃんと来る時や乗る人ももちろんいるが、何時間も待たなければ会えない時もあるし、

何時間も待っても釆ない時もある。そして遅れたり来なかった事に対して、あまり悪いと

は感じていない様なのである。遅れたり来なかったりする理由は、交通手段が整っていな

いのでそこから起こってくることももちろんある。でも、それだけではない何かを感じ

る。時間に対する感覚が、きっと私達日本人と違うのである。（会社などで働いている人

々は、そのやり方がずいぶん西洋化されているので、そうでない人々ももちろんいる。）

日本的感覚でいうと、なんてルーズなんだろう日と始めはちょっとイライラしたりした。

でもそのうち、まっ、来ればいいか一一。と思う様になって、待つ時間を楽しみながら待つ

ようになった。でも日本に戻って来るとやっぱりそんな気持ちはなくなってしまうけれど
‥＝南アにいるとどうしてそんな気持ちになってしまえるのだろう？それぞれの国にはよ

くても悪くてもそれぞれの国の文化がある。文化の中には彼らの生活、考え方が理論で説

明できなくてもつまっている。日本との違いを考える時「文化」という言葉でかたづけて

しまうことはとても危険だと思うけれど、この文化を頭じゃなくて心で感じることができ

たらなあと思った。もちろん私も私の生まれ育った文化を持っている。だから相手のそれ

を知りたいなあーと思いつつ、又私のそれを相手にちょっと伝えてみようする。そんなこ

とを彼らとの生活の中でやってみた。

反アパルトヘイトの問題を考えたり、様々なプロジェクトを支援したりする時、遠い日

本からコンタクトを取り始める。始めは団体の表面しかみえないけれど、つき合いが深く

なり、相手の顔がみえてくるときっとそんな問題を感じる時が来る。そんな時、それをど

う受けとめるかによって、その二者の関係がより深くつながっていけるか、関係を続ける

のが難しくなるかと分かれていってしまう。今回の旅は、南アの人々の生活を知りたい、

つまりホームレスキャンプの問題や教育現場で何が必要とされているのかとか、ホームラ

ンドの問題を知りたいとか、そういうことが頭の中での目的だった。その日的を実現しよ

うとする時、一人ではなかなか黒人達の生活の中に入っていけない難しさ（例えば、黒人

居住区を一観光客がプラッと歩くのはやはり危険をともなう時があり、私一人ではなかな

か外出させてもらえなかったり。）、約束を実現するまでの過程、そんなことを私は今回

彼らと生活しながら考えることができた。つまり南アに来るまで目的は頭の中だけだった

のが、その目的の本当の問題が生活の中でしか知っていくことができないものだと感じた

時、私が南アでこどもの施設を見学にいったり、プロジェクトのミーティングに参加した

りしていたそれまでの私の南アの見方になんとなく考えさせられてしまったのである。お

互いがみえるって難しいなあ。でも彼らのことを思い出す時、心か踊る。彼らとの生活が

蘇ってくる。これから私はどう南アの人々とかかわっていくんだろう。
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南　ア　フ　リ　カ　専一l膏
◆文イヒボイ　コ　ットの緩手口＝国際アーティストの南アへの殺到？

＊ポLル・サイモンの「Bornatthe rlghttime（いい時に生まれた）」ツアーは、南

ア史上で最大の利益一一600万ランド（約）一一をあげるものになる。外国人ミュージ

シャンには魅力的だ。だが、サイモンのチケット販売を担当するズィックは、「南アへの

ツアーは通常の3－4倍はかかり、48％の税金は大打撃。チケットも他地域の約半額。

米国アーティストは本国でまた課税される」「サイモンにとってもこのツアーはベイしな

い心だがスティングやピーター・ガブリエルのようなアーティストはこの地域で演奏した

いだろう。彼らは、アフリカを演じたいからだ」と言う。

アザニア青年機構（AZAYO）は今回の

サイモンのツアーに反対を表明した。ツアー

発表の一月前、昨年10月に「単にビジネス

目的の海外アーティストを呼ぼうとしている

プロモーターと意見が合わない。」との意を

伝えている。が、招脾もとのSAMA（南ア

ミュージシャン連盟）はこれを無視した。A

ZAYOはサイモンへの公開状の中で「南ア

ではまだ十分といえる変化が起こっておらず、

このような社会で正常な文化・スポーツ交流

はありえない」といっている。

SAMAにとっては、異なった意見にも聞

く耳を持つべきだったという教訓が残された。

＊米黒人映画監督スノヾ
イ　ク　ー　リ　－が、最新作、マルコム

Xの生涯を描いたrAnyMeansNecessary」の撮影で南ア入りする。様々なシーンを学童

に出てもらってソウェトで撮る。マルコムⅩ役は、「遠い夜明け」でステープ・ピコを演

じたデンゼル・ワシントンが演じる。ポール・サイモン・コンサートのボイコットを率い

たアザニア人民梓橋（AZAPO）

は、リーの南ア入りについてはr議

lはまだ聞いていないが何らかの形で

L貢献するのなら特に反対はしない」

∴　∴
－クショップを行う予定。

サー監督の映圃「Do The RightThlng（

正し虹と折れ）」をもじって80年代後半の南ア

を風刺して略アメリ加）漫画
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一一続くウィークリーメイル紙の真相暴罵

証言く王）軍はいかに黒人居住区での暴力を扇動したか

SADF（南ア国防軍）は、首都プレトリアの「成人教育コンサルタント」（Adl11t

EducatlOn ConSultants）傘下に一連の全国的な協力会社ネットワークを作った。コンラ

ディ博士はその一つ、エジュガイドccを経営していたが、実然解雇された。これらの会

社は教育会社か宗教組様を装っているが、（SADFの）軍事機密機構の一翼を担って、現在

は名前など変えるなどしてまだ活動しているという。

その主な目的は、80年代の非常事態宣言下、UDF（統一民主戦線）の組繊力低下を

狙って様々な自警団組織に軍事訓練などを与えた。

言正言（：喜）インカタの内幸

インカタ中央委員会の重要人物だったムボンゲ

二・クマロが組織を脱退した。インカタは、同

胞の黒人に暴力をしかける道具になってしまっ

たと思ったからだ。被の主張は次の五点にまと

められる　1）トランスバール州のインカタ指

導者は、90年に火を吹いたリーフにおける暴

力事件直前、軍事機密機構から訓練を受けた。

2）90年8月、武装集団がANC支持者によ

る葬儀を襲い、棺を開けて死体に何発も発砲し

た。これはクワズ【ルーの警察官によって指揮

された。3）インカタのトップは、ANCに対

抗し組織強化するため軍事機密機構の秘密訓練

を受けたが、これに反すると解雇されるとされ

た。4）SADFとインカタは数え切れないほ

ど民主主義運動弾圧を共謀してきた。インカタ

の指導者も知ってのことだ。宣伝パンフはSADFによって印刷され、インカタメンバー

が配布した。5）インカタリーダー、マンゴスッ・プテレジは、南ア警察及びSADFの

長期に浸る巨額の支援をもちろん周知している。

「プチレジのカリスマ性と政治約校狩さに加え、南ア雷寮と軍事機密機構のサポートが

なければ、インカタはとっくにしぼんでいただろう。」

1986年、200人のインカタメンバーがイスラエルとナミビアのキャブリビでSA

DFによる軍事訓練を受けた。デクラーク大統領の、“あれは治安とⅤI P保護のための

訓凍”という発言を鼻で笑いながら「彼らは明らかに暗殺テクニックとゲリラ戦について

の教育を受けた。」と言い切った。「訓練についての情報を漏らしたら殺されるとの脅し

も受けていた。」

89年には、プレトリアの「成人教育コンサルタント」とターバンのクリードコンサル

タントという謎めいた組織との接触を持つようになった。そこで彼は、インカタ指導者の
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ためのリーダーシップ教育を組まされた。クリードコンサルタントの白人管理職は「気合

いを入れないとインカタは歴史上に名を残すことができないぞ」と言うのを好んでいた。

証言③　“第三の勢力”・暗殺部隊員の二人が語る
“ブラック・キャッツ（黒猫）”と呼ばれる親インカタギャング団の若者二人は、いか

にプロの殺し屋が黒人居住区での暴力を沸き起こしたか、ウィークリーメイルのインタビ

ューに別々に答えた。が、内容には一貫性があり、コンラディ博士やクマロの証言を素づ

けるものだった。

ブラック・キャッツは90年初めにつくられた。二人は、この組織の活動を批判したり

インカタとの親密な関係を明らかにしたことで他のブラック・キャッツのメンバーから脅

迫を受けており、生命の危険があるので身を隠している。

86年ナミビアなどで軍事訓練を受けた200人の中から、あるいは様々な少年少女が

ブラック・キャッツに入った。北ナタールのムクゼの秘密基地で衣食住を与えられ、AK

47Sやショ：ツトガンの撃ち方を教わった。口を押さえて捕まえ、人をいかにして車に引

きずり込むか、どうやって人を捜し出すか、またけがした仲間を敵（ANC）のところへ

残さず助ける方法、などを白人守宮から訓礫された。一日最低、七時間は射撃場で過ごし

た。

インカタはまず熟練したグループがギャング団に殺しの方法を教え、そしてまたこのグ

ループが別の部隊に伝授するという三段階の方式をとっている。逮捕の心配がまったくな

いこのブラック・キャッツは、なおも黒人居住区を襲い続けている。

1／3～2／1号のウィークリーメイル紙より抜粋

◆ウィづ牛メ仙紙への投書＝貴紙がANC

の代弁者のようになっているのは明

らかです。真実を伝えたいのは分か

りますが、インカタの関連記事は偏

りすぎています。ムクゼの訓練基地

のどこがいけないんですか。ANC

も武装集団を持ち基地を持っている

のなら当然インカタもです。そっち

にもっと時間とエネルギーを費やし

たらどうですか？

◆編集者のコメント；必要あらばインカタ

と同様ANCもたたきます。秘密基

地問題は公共の関心の的であり、我

々の税金で行われているとなれば特

にそういえます。



1年12月国連総会資料より

日本はどんな投票行動をとっている？　　　　　　　　Y一賛成　N一反対　A一棄権

決議内容（抜粋）と採択結果

■国連反アパルトヘイト委員会（CAA）プログ

ラムについて　今後の南ア情勢の監視／CAA

の48万ドルの予算をアパルトヘイトの犠牲者の

教育・人権・平和維持活動へ／各国政府、NG

O、マスコミ等にCAAとの協力活動を訴える

／ANC・PACがCAAその他の会議に効率

的に参加できるようニューヨーク事務所維持を

支える…

●●●●lll■l●l●●●ll

■軍事その他の南アとの協調行為について：対南

ア武器禁輸はアパルトヘイト廃絶に貢献する成

果を上げてきた／核不拡散条約への南アのアク

セスに注目する／対南ア武器売買国による、禁

輸破りは遺憾／右執産出国による石油‥武器の

煎り引きを非常に憂慮するとともに、直ちに国

連決議に従い禁輸破り停止を求める／軍・治安

組織による使用を目的とされる武器、核兵器、

コンピュータ、通信設備、軍事情報は、自由公

正な選挙が行われるまで供給しないよう各邑に

厳しい法制化の採択を訴える／安保理に武器禁

輸の監視を急がせる／民主主義への移行が決定

されるまで、政府、IMF（国際通貨基金）・

世銀を含む金融機関に残る金融制裁を維持し、

新規融資を行わないようよう呼びかける…

●ll●●●l●●ll●●●●●

■南アーイスラエルの関係について．両国間の、

●●l●lll●

欝●llll●ll
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各国の投票 

蚕室葺妻妾萎蔓宣誓要害喜葦…窒蓋許三 ��N A �筐 
l 

……………．　　1 

■塾直Z五迫墓並立2吐ヱ：南アがもう逆戻りは 認識する／拘束力ある法の欠如により、禁輸の 抜け道を利用して南アは石油（製品）を購入で きる状態にある／南アへの石油禁輸政策を採る よう各国に要請する／直接・閤壊的にも石油（ ティを科す・・・ �童妄＊……… l l l 1 1 1 1 】 】 �●l Y N A �◆◆l■◆◆◆◆ 

■国連南ア信託基金について＝南アにはまだ多く の差別的・弾圧的法律が残っていることを憂慮 董蔓妄言…≡至芸薫書写歪≡…重要妻要 るため、讐慧慧慧雲る…l �了… l l �◆◆ 1 】 】 i �◆◆◆◆◆◆◆l 唇二致 l l 

■国連南部アフリカ教育訓練プログラムについて �◆●l● �◆◆l l l �　◆◆■◆●◆◆◆ 全会－致 

憲警芸読；芸警三二㌔芸≡去警芸誓書 � 
て行う…　　　　　　　　※‾　アブ　カ諸国技法とん ��ど賛成に投票 
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けムネスティ・インターナショナル日本支部シンポジウム》

「南アフリカの現状と新憲法」
～南アフリカは本当にアパルトヘイトから抜け出せるか～

南アフリカでは、昨年2月のアフリカ民族会議（ANC）の合法化、

同会議現議長ネルソン・マンデラ氏の釈放以来、アパルトヘイト関連法

が相次いで廃止されるなど、その人種隔離政策が大きく揺らぎはじめて

います。

民主的な政権を確立し、アパルトヘイト体制が逆戻りしないようにす

るためには、人種の追いを越えた南ア国民全体の人権を保障する憲法の

制定が不可欠となります。

今回のシンポジウムでは、現行憲法を検証するとともに、新憲法制定
へのプロセスを概観し、南ア新憲法のありかたを井戸端トーク形式で探

ってみたいと思います。

☆日時1992年3月7日は）
5　30pm（ノ8：30pm

☆会場早稲田奉仕図会館小ホール

☆司会　倉林由男氏（文化放送編成局報道部

アナウンサー）

☆パネリスト

中原精一氏（明治大学短期大学教授）

ジェリー・マイ十ラ氏（ANC駐日代表）

スコ沖・畔マン氏（二ュうーク、刑7才虹ア各州

弁護士）

☆参加費　1000円

☆主催　7ムネステイインターナショ州日本支部

南部アフリカ調整グループ

☆後援　アフリカ行動委屋会

ANC東京事務所

自由人権協会反77Ⅷトへ小小委員会

日本国際桁ンティアセント（JVC）

◇JR高田馬場新より都バス早大正門

行き西早稲田下車3分

◇地下鉄東西線早稲田下車5分
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反アパルトヘイトカレンダー‘92

完売の報告

例年、降矢洋子さんの素敵な版画でおなじみの反アパルトヘイトカレンダーは、今年も

全国の団体、個人の方々の協力もありまして完売できました。ありがとうございました。

私達の動きが退く、一時はどうなることかと思いましたが、多くの方に支えられて完売で

きました。日本全国から「一枚送って欲しい」「二枚お願いしたい」という購入希望が殺

到し私達スタッフも嬉しい悲鳴をあげる日々でした。今回の特色は、個人の方々の応援が

非常に多かったことだと思います。これは重要な意味があると思います。アパルトヘイト

は終ったと思われる世間の風潮の中、まだまだ沢山の人がアパルトヘイトは終っていない

という認識に立って関わってくれているということに、私達も改めて勇気を与えられまし

た。応対の不備も多々あったと思われますがここでお詫びするとともに、皆様にお礼を申

しあげます。

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。　『　告03－3443－9775

・田中啓正氏の文章にもあるように、今、なによりも必要とされているのは異体的な 

行動のプログラムです。「政治」の荒々しい波の中で、草の根の人々の生活が翻弄さ 

なのかム読者の皆さん、知恵を出し合いましょう。そして、ねぼり強く反アパルトへ 

イトの声を持続させていきましょう！・本誌のバックナンバーを販売しています。 

90年以前発行のものは在庫なしの号も多いので、必ず編集部に八ガキでお問い合わ 

せの上ご送金をお尻い致します。すべて一部三百円（〒込み）です。（Tom） 
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編集　反アパルトヘイト・ニュースレター編集部　郵便振替　東京0－549592 

〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2　三井せんげん台ハイツ716 

発　行　日1992年2月1日　定価3百円・年間購読料3千円 


