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《南アフリカ大統領来日緊急シンポジウムの言浪〉

1　9　9　2年6月　1巨‡総評会館

【司会】　今年になって南アフリカでは多くの人が暴力の犠牲になっています。その数

は、アパルトヘイト体制の弾圧が厳しかった80年代の5倍にものぼっていると伝えられて

います。一方、日本のマスメディアを中心に南アフリカの改革の様子や新憲法制定に関す

るニュースがさかんに報じられています。その改革を受けてアパルトヘイトは終ったとす

る人々も多いようです。しかし、先程のニュースなどは日本では報じられておらず、私た

ちに知らされていないことも多いようです。このシンポジウムでは、実際の南アフリカの

現状はどうなっているのか、又、今までの経緯をふまえてこれからの南アフリカと日本の

関係をどうしていくのか、こういったことを考えていきたいと思います。

☆ユニス・コマネ氏　北部ケープANC女性同盟委旦長

南アフリカ・キンバリーで総合病院看護婦長、看護大学講師、地域保健婦などとし
て働くかたわら、様々な地域活動のリーダーとして活動。キンバリー女性発展セン

ターの理事でもある。

☆柴山顧介氏　　　　南部アフリカ貿易懇話会会長

1985年に設立された南アフリカを含む南部アフリカと関わりのある大手企業29社で

構成される南部アフリカ貿易懇話会の会長。前大阪商船三井船舶副社長、現騒間。

☆糠沢和夫氏　　　　経団連常務理事

昨年の経団連南ア視察団および今年5月の政府派遣視察団の幹事。

☆伊高浩昭氏　　　　ジャーナリスト

1981～84年まで共同通信社特派員として南アフリカに滞在。規共同通信社外信部次

長。
☆楠原彰氏　　　　　国学院大学教授

1960年代より日本で反アパルトヘイト運動を展開してきた中心的存在。南アフリカ

問題研究所代表。

☆津山直子氏　　　　日本国際ボランティアセンター

1986～・87年、スウェーデン留学中に反アパルトヘイト運動に参加。88～91年、AN

C東京事務所勤務。現在、日本国際ボランティアセンターで南アフリカの開発援助

プロジェクトを担当。

【楠原】　ステージ司会をやらせていただく梅原です。本日のシンポジウムの意義はいく
つかあり束すが、まず形式から申し上げますと、今までアパルトヘイトに関するシンポジ

ウムや講演会は日本で何百となく開かれてきたわけです。しかし、今日のように経済界の

方、市民グループの方、南アフリカの方、ジャーナリストの方というように立場が異なり

アパルトヘイト認識の違う方が一堂に会して、南アフリカで何が起きているのか、日本と
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南アフリカの問題点は何であり、そしてこれからどういうような関係をもっていくべきな

のか、そういう問題を中心に開いたシンポジウムはありませんでした。今まで出るべくし

て出られなかった人たちがここで一堂に会することは嬉しいことであります。

進行スケジュールを簡単に申し上げます。まず、パネリストからお一人ずつそれぞれの

観点から問題を提起していただきます。

まずユニスさんからお話しいただきますが、ユニスさんは草の根の最も重要な運動をさ

れており、南アフリカの一人一人の民衆の思いを身体中で私たちに伝えてくれるだろうと

思います。

二番目はジャーナリストの伊高さん。伊高さんは、ご存知のように『南アフリカの内側

』というすぼらしい本をジャーナリストとしては非常に早い時期に書かれた方です。南ア

フリカ体験をふまえながら、ジャーナリストの立場から南アフリカという国の歴史的背景

とか南アフリカと日本の関係の問題について話されるのではないでしょうか。

三番目に、南部アフリカ貿易懇話会代表の柴山剛介さんからお話をうかがいます。この

方は、南部アフリカと日本の関係と申しますか、おそらくこれからの南アフリカと日本の

企業、経済界はどういうふうに関わっていくのか、これまでどういう原則で関わってきた

のか、ということについて報告されると思います。

四番目に、日本国際ボランティアセンター（J VC）の津山直子さん。津山さんは、日

本人の中ではもっともあしげく南アフリカを訪ねられている方の一人でして、若い津山さ

んが南アフリカをどのように見ているのか、それから今後日本と南アフリカの懸け橋をど

のようにやろうとしているのか、今まで日本と南アフリカを繋ぐ問題でお仕事をされてき

て見えてきた日本と南アの問題性を話していただけるのではないでしょうか。

そして一番最後になりましたが、棲沢さん。糠沢さんは経団連の常務理事の方で、この

中ではもっとも新しい南アフリカ体験者です。南アフリカの経済界、政界の方とお会いし

て、おそらく南アフリカの経済はどうなっていくのか、あるいはそこに日本の企業はどう

いう原則をもって関わっていこうとされているのか、そういう話をしていただけると思い

ます。

以上、五人の方のお話が終った後、会場の皆さんから五人の方へのご質問やご批判など

何でも忌博のないご意見を聞かせていただきたいと思います。そして、それを受けてパネ

ラーの方がお答えするという形で進めていきます。一番最後に、パネラーの方からお一人

ずつ最後に言いたかったこととしてお言葉をいただきたいと患います。

それでは、最初にユニス・コマネさんからスピーチをいただ

きたいと思います。

【ユニス・コマネ】皆さん今晩は。本日はお招きいただきましてどう

もありがとうございます。さて、南アフリカの現在の状況とい

うことでありますけれども、アパルトヘイトは全く変わっては

いません。すなわち、私たち黒人にはまだ投票権が与えられて

おりません。また議会も、いまだに人種別の議会が存続してお

ります。また、政府はさまざまな具体的な問題、例えば教育と

いったような問題につきまして一方的な形での決定を依然とし

て下し続けています。また私たちはいまだに人種差別的な立法

を持っております。教育の分野におきましても、人種別に取り
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敏う機関が適うという差別も残されております。また、年金等におきましても人種によっ

て受け取る額が違っています。私たち黒人は受け取る年金の領がもっとも低くなっていま

す。そしてまたアパルトヘイトの根幹をなす制度でありますバンツースタン制度がいまだ

に残っております。さらには土地もまだ私たちに返還されておりません。

そして、現在の00肥SA（南ア民主会議・コデッサ）の状況ですけれども、政府が意図的

にこの00DESAの進行を遅らせようとしています。すなわちこれは政府が私たち黒人とは権

力を共有したくないという意思表示でありましょう。暫定政敵こ関する投票においても、

政府は白人の投票によって多数の支持を得た時にそれでもなおかつ白人少数派が拒否権を
もつことができるということに固執したわけです。また、黒人のための教育に関する政府

の機関、あるいは開発援助に関する機関にま沌＼ても政府はアパルトヘイト廃止のために実

質的なことをしているわけではありません。経済的にも危機的な状況をむかえています。

しかも、この経済の悪化は南部アフリカ一帯を襲っている早魅によってさらに悪化させら

れています。

政府との交渉という点において、例えば多くの政治囚が釈放されていませんし、また亡

命帰還者についても、帰還そのものについては国連の手で行われていますが、帰国した亡

命者に対しては情報を得る為に依然として拷問が加えられているといった状況です。どれ

をとりましても、いまだに政府のコントロールのもとに置かれてます。

さて、暴力についての問題ですが、ANCはこの暴力という事態が交渉自体を妨げるも

のであるがゆえに、大変残念に思っています。思い出していただきたいのは、ANCこそ

が交渉を開始しようとした勢力であるということです。この暴力には二つのタイプがあり

ます。一つは、このアパルトヘイトという現実からくる一般の犯罪です。もう一つは、い

わゆる政治的暴力です。この政治的暴力とは、治安部隊によって行われ、また、治安部隊

によってサポートされる暴力のことです。ANCは、現在すべての武装闘争を停止してい

ます。そして、全国平和協定というものを策定してこれを実行に移し、すべてのANCメ

ンバーが守るように奨励しています。一方、デクラーク大統領の方は、こうした暴力につ

いて十分に承知しておきながらその暴力について何の手も打っていないのです。

この暴力は、何か重要なことが予定されている直前に起きるという状況になっていま

す○この暴力の犠牲になるのは主に女性や子供たちです。女性は、直接投されるという形

で暴力の犠牲になったり、あるいは夫が殺されて、ただでさえ苦しい状況の中で子供をか

かえて生きていかなければならなくなったりするのです。

女性は文化的な意味でも抑圧されています。すなわち教育は主に男のためのものという

文化のために、多くの女性たちは教育を受けることができないのです。そのために女性の

発展がさらに妨げられているという状況にあります。

こうした状況から、私たち南アフリカの女たちはデクラーク大統領が誠実ではないと考

えております。世界に対して南アの本当の現状を伝えていないし、多くの事柄を隠蔽して

いる・また現在は民主化の過程を意図的に遅らせようとしている、さらには暴力を容認し

ているなどの理由から私たちは彼を誠実だと看徹すことはできないのです。私たちANC

としましては、これまでと同様に今後も平和を追求していきたいと思います。ですから、

現在はまだ経済制裁を解除するようなときではありません。もちろん人的交流につきまし

ては制裁が解除されました。そこで、私は世界の人たちに、そして日本の人たちに直接南

アに来ていただき現在の状況を自らの日で判断していただきたい、と訴えたいのです。さ
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らに、また、日本の皆様方には経済的なご協力をお厭いしたいとも思います。教育、住

宅、あるいは技術、職業訓練等々といった分野において皆様方のど協力をお願いしたいの
、一一、です。

最後にぜひこれを覚えておいていただきたいのですけれども、私たち黒人は南アフリカ

の中で圧倒的多数を構成しています。即ち、私たち黒人こそが将来の南アフリカのベース

となる存在であります。ですから、これから南アフリカへの投資をお考えの経済界の方々

は、ぜひこのことを頭に入れておいていただきたいと患います。

【楠原】ありがとうございました。次にジャーナリストの伊高さん、お願い致します。

イチ

【伊高】結論から最初に申し上げます。私は南アフリカのアパ

ルトヘイト体制が「終わりの始まり」に入ったところであると

認識しております。終わるまで長い年月がかかるでしょう。今

年はコロンブスが米州に到着して500周年になりますから、南

アフリカのことを考えるのに非常にふさわしい年でしないかと

思います。コロンブスの米州到着から何年か遅れてポルトガル

のパスコ・タ・ガマが喜望峰をまわってインドに到着する航海

しました。それによって欧州人たちがどんどんアフリカをまわ

るようになり、その結果1652年にオランダ人が今のケープタウ

ンに着きまして、それがアパルトヘイトの遭い始まりになるわ

けです。それから340年経ちました。その340年の間にオラン

ダ人、フランス人、イギリス人が入ってきて白人同士戦い富を奪いあいながら白人優位の

社会を作ってきたのです。その間、ボーア戦争つまりイギリス系とアフリカーナー系が激

突した二つの戦争があったのですけど、それが終わった今世紀はじめから90年にわたって

法的に整備されたアパルトヘイト体制ができてきました。こういう長い歴史をもった体制

が、この数年間の政治的民主化の話し合いで消えるわけがありません。しかし、その話し

合いをしたということが非常に歴史的なことであると言わなければなりません。そこで、

「終わりの始まり」が始まったと言うわけです。

今後、どういう問題を解決しなければならないかというと、まず最初の問題は南アの歴

史数百年の中でアフリカ黒人が一人一票制の民主社会に入ったことが一度もなかったとい

うことです。したがって、この一人一票制を実現しなければなりません。ところが、一人
一票制を実現しただけでは絵に措いた餅で、さっき申し上げましたように長年にわたって

築かれてきたアパルトヘイト体制という構造が変わらなければなりません。構造改革をし

なければならないのです。何が構造改革かと言いますと、まず第一にあの体制を支えてき

た暴力をもった実力、つまり軍と警察です。この軍と警察を民主化しなければならない。

今、ANCのゲリラ勢力と白人の軍と警察を一体化しようとする話し合いが進められてい

ます。これは本当にやらなければいけないということです。第二に、農地改革、土地改革

をしなければいけません。今まで大部分の土地を白人が占有してきたわけです。その土地

には世界有数の地下資渡が入っているわけです。これを含めた地上と地下の土地改革をし

なければいけません。その土地改革には居住地域の問題があります。ゆったりした邸宅に

住む白人、マッチ箱のような住宅に住む黒人という構造がいつまでも涜いたら社会が不安

定になります。そういう意味で、農地改革、土地改革をしなければいけません。第三に、
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工業、産業の生産手段、工場とか資源の利用法といったものを民主化しなければならな

い。第四に教育。今まで人種別、また黒人の場合はいわゆる部族別といいましょうか、そ

れぞれ文部省が別々にありまして一つの国に十も文部省があるような変則的な事態が続い　一

てきたわけです。教育がないと技術も身につけられませんし、常識も身につけられません

し、社会参加が遅れてしまうわけです。差別の大きな鍵が教育の差別にあったわけですか

ら教育を変革しなければいけない。これはいわば教育革命です。

さらにナミビアが独立し、周辺の社会主義国も変化しゲリラ戦も終わったりして、南ア

がケンカしたり戦争してきた南部アフリカの周辺の国々と調和ある外交を進めてなければ

ならない。こういったことが少しずつ現実化していくなかで、何百年にもわたって培われ

てきた差別体制の構造が少しずつ変わってくるだろう。その中で一人一票制の民主主義が

出てくれば、両方が一路となって南アという社会はより良い社会となっていくだろう。大

変難しいことですけれども、そういうことに南アは挑戦しようとしているわけです。

次に日本と南アフリカとの関係を簡単に申し上げます。私は十年位前に南アに三年ほど

いたわけですけれども、名誉白人として、私は白人ではありませんが白人の地域に住むこ

とができたわけです。住んでみたエピソードを申し上げても仕方ないですけれども、一つ

だけ申し上げます。あるとき白人の人が訪ねて来てパスポートを見せろと言うので見せた

ら、日本人のパスポートで名誉白人だからここに住んでよろしい、と言うのです。近所の

人が、中国人が住んでいるぞと私を密告したのですね。もし私が中国人だったら、そこか

ら追い出されていたはずです。数年たって中国人も名誉白人になるわけですが、その時は

日本人だけが名誉白人だったのです。1961年4月に白人国会で当時の内務大臣が日本人を

名誉白人として扱いましょうと発言し、それからずっと名誉白人なのです。なぜそうなっ

たのかというと、当時南アは英連邦から離脱して独立国となったわけです。南ア連邦から

南アフリカ共和国になったのです。英連邦の国々からアパルトヘイトを非難されて世界の
マーケットが狭まってしまいました。その頃日本は安保が終って経済成長期に入り、現在

の経済大国と言われるような坂道を登り始めたのです。この日本を名誉白人にして経済関

係を滞りなく生かせるようにしたのです。考えてみれば、ここにいる南アの人たちに名誉

黄色人種という名を国会で議決して与えたら彼らは大変屈辱に思うでしょう。私として

は、大統領が来るこの機会に、日本政府として公式の場で日本人を名誉白人と定めた規定

の撤回を求めるべきだと強く思っています。

今後、さきほど申しました構造改革、世界のいろいろな条件をふまえた構造改革を進め
ていく中で日本の経済は大変大きな意味を持っています。これをできるだけ人道的なモラ

ルに則った形でやってほしいと患います。私たちの払っている税金がODAとして向こう

に行きますので、最大多数に役立つ援助にしなければならないと思うわけです。私の話は

これで終ります。

【楠原】日本人が名誉白人であるということは、1991年の人口豊鯨法廃止によって実質上

自然消滅したわけですが、これは我々の力によって返上したわけではないので、機会をつ

かまえて名誉白人が屈辱であることを訴えなければならないと思います。

次に南部アフリカ貿易懇話会の会長さんである柴山剛介さんにお話をお願い致します。

【柴山】日本と南アフリカを含む南部アフリカの経済問題に限定してお話ししたいと思い

ます。日本と南アの関係は、相互補完が基本的な形であり、おそらくここ当分はそれが続
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くのではないでしょうか。日本で不足している希少金屑などの

地下資源を輸入し、現地で不足している工業製品を輸出すると

いう形が過去にあったし、これから先も基本的にはそのバター

ンが続くのではないでしょうか。

しかし、世界に冠たる経済大国日本がただそれだけではすま

ない国際環境になっているので、それ以外に私ども経済界で考

えておりますのは、いわゆる社会還元です。この三年乗やって

おりますのは、一つは黒人中小企業に対する援助、訓練、ハイ

テクの移転で、いま一つは黒人大学生に対する教育支援です。

この二つの点にしぼりまして、この三年来、ドネーションを続m

けているわけであります。これは結局、釆たるべき南アフリカを担うのは、

る黒人の経済人であり、学生、知識階級だからです。この人たちが、いわば釆たるべき南

アフリカのインフラストラクチャーであり、この人たちの成長なくして南ア経済の発展は

望みえない、という考えのもとにやっております。幸い、経済制裁が緩和されたこともあ

って、この二つの面での協力・サポートを続けていきたいと思っております。

こういった形で続けることによって、日本・南アがそれぞれ経済成長いたしまして、そ

れがまわりまわって日本のみならず南アの人々の富を増築し、生活レベルが向上するとい

う形で双方の繁栄を期待しているわけです。しかし、そこには大きな前提がございます。
一つには何といっても治安が回復することです。資本というものは非常に神経質でありま

して、現地の治安状態が悪く暴力沙汰が依然として絶えないと対外投資する気にならない

のです。ということで、何よりも現地の治安の回復が最大の前提条件となります。

それと同時に、現地の経済政策が問題となります。ANCは国営化を、政府は民営化を

言っているわけですが、南ア政府といっても今現在国営化されているいろいろな部門がど

ういう形で民営化するのか具体的にはまだ示されていないのです。また、ANC側にして

も、どの程度の国営化をするのかという経済政策が示されていない、ということでござい

ます。日本の経済界としては、現地の皆さんがどのような経済政策をとるのか関心をもっ

て見守っているという現状です。

投資の環境作りという意味でのセキュリティーを申し上げましたが、これに関連して思
い出しますのがコデッサミーティングです。一回、二回と同を重ねていますが、紆余曲折

しながらも改革路鰍ま定まっていくであろうと期待しております。それに関連して切望し

たいのは、ANCが、あるいは政府がいずれにとりましても多数決原理を主張され、一方

において少数派の擁護いわゆる拒否権の問題、双方それぞれ一理あると思いますけれど

も、多数決原理といい拒否権といいこれを何もしないこと、これが一番大事だと思いま

す。多数派横暴になっても崗るし、逆に少数派が拒否権を濫用して何事も決まらないとい

うのも凶るわけです。その意味で両方にお願いしたいのは、権利の濫用についてはよくよ

く考えていただきたい、その先には双方の根本的な不信感を払拭して、相互信頼の考えを

持つことが何よりも大事ではないかと患います。

※紙面の都合で、続きは次号に掲載します。
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南アフ川を巡る軽済関係（1991年－1992年5月）

上林陽治

若干のコメント）　日本政府の対南アフリカ政策が目に見える形で転換したのは、1992

年10月。その直前に、日本は国連安全保障理事会の非常任理事国に立候補しており、対

南アフリカ政策の転換に「慎重」になっていたからである。

経済界は日本政府の決定を待つまでもなく、活発に動いていた。1991年4月にEC

が、7月にアメリカ連邦政府が経済制裁を解除、出遅れを恐れた動きと思われるが、実質

上、甘木の経済制裁はなしくずし的に効力を失っていたのである。

しかし、日本一南アフリカ経済関係は予想に反して、それ程進展していない。

その理由は第一に、南アフリカの政治状況がはっきりしないからである。将来の南アフリ

カの経済政策が明確化せず、また、治安の患化も日本企業の進出意欲をそぐものになって

いる。

第二に、南アフリカの関税政策である。現在、南アフリカ政府は完成車に120タ6の関

税を掛けており、そのため、今まで日本の自動車業界はノックダウン（部品を輸出し、現

地で組み立てる）方式を取ってきた。しかし、ガット・ウルグアイラウンドが進展し、無

関税化が実現すれば、この方式の見直しを迫られることになる。

今のところ、目立って進展しているのは、人的交流（観光）であろう。大手旅行会杜数

社は南アフリカ・パック旅行を開始している。

注1）強調文字は日本関連の事項を示す

注2）日経4紙、朝日、毎甘、読売、

フィナンシャルタイムズ紙を参考にした。

1990年秋　　三井物産、社員を増派

12月　　　ANC顧問会議の関金演説で、タンポ議長（当時）、経済制裁解除を示唆

EC外相会議、新規投資禁止を解除

1991年

2月1日　デクラーク、アパルトヘイト根幹法廉止を示唆する国会演説

2月12日　新生児の人種登録を廃止

2月16日　英連邦外相委員会、制裁継続を決定

4月15E】EC、武器禁輸を除き、対南ア制裁全面解除

4月20日　経団連、南アに使節団派遣

4月未明　日本の南アフリカへの観光ビザ、不要に

5月8日　経団連、制裁解除を日本政府に申し入れ
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5月13】l木政府、財界に対し、対南ア貿易が一位にならないよう非公式に安善

5月下旬　製鉄大手3社、南アにミッション派遣

5月未明　住友商翠、役員（部長クラス）を派遣

6月6日　OAU、「対南ア制裁再考の時期」との文言を宣言に盛る

6月9日　28年ぶりにアフリカ上空を南ア航空機が飛ぶ

6月17日　人種登録法廃止を可決

6月18日　日本政府、南ア大鹿領訪日を打診

トヨタ、対南ア輸出自粛解除を検討　　＊90年の日本の対南ア自動車輸出台数は

1万4608台。うち、トヨタは7300台。

87年の完成車全輸出台数は6万45m台。

ノックダウン方式の現地組み立て車を

含めると日本車の販売台数は33万台で

50％以上の市境占有率。うち、トヨタ

は8万6000台分の組立て部品を輸出し

ている。

クルーガーランド金貨、6年ぶりに国際流通市場に復帰

6月19t］電源開発公社、南ア産炭輸入立を5割り増しにすると発表

＊1990年度は、26万4千トンを輸入。

また、1990年度の日本の南ア産炭輸入

史は全体で499万トンで第6位。

6月21日　日本政府、人的交流規制を解除

6月261］　アフリカ行動委員会、経団連と会議を持つ

6月未明　日商岩井、役員派遣

7月2日　ANC全国大会

7日　ANC、制裁解除3段階を打ち出す。

＊政治犯釈放・亡命者帰国一人的交流

暫定政権の樹立一外国の投資解禁

民主憲法の採択一石油・武器禁輸解除

H本の金融機関ミッション（平沢元大蔵事務次官団長）、南ア入り

7月8日　山岸連合会長、海部首相（当時）に制裁維持を要諦

7月9日　南ア、オリンピック復帰

7月10甘　アメリカ、軍事物資の禁輸、国際金融機関の融資中止を除き、制裁解除

7月11t］スイス政府、資本輸出制限撤廃発表、また、融資金額上限（3億7ラン）も撤廃

アメリカ運輸省、空路再開を発表

7月13日　日本交適公社、南アパック旅行を開始

7月1柑　イスラエル、南ア制裁撤廃

7月19Ⅰ】鈴木政務次官、南ア訪問、ベッセルズ副外相と会談

7月25日　南アり、ンガリー、外交樹立

7月未明　マツダ南ア杜（サムコール祉）に資本参加検討
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＊サムコール社のマツダ・ブランド車生

産台数はM年度2万1000台

・南ア集子会社シュエッブス、上半期記録的な売り上げ

・ヨーロッパ市場で南ア債券売り上げ伸びる

8月1日　鉱山会社、南ア鉱山労働者組合（NUM）と6．5％賃上げで妥結

8月7日　日本政府、ローマでアフリカ大使会議、対南ア偶裁解除について慎重論

8月8日　上・中旬　近畿日本ツーリスト、南アパブク旅行を開始

アルゼンチン・南ア、国交回復

8月12日　シェル、ブリティッシュ・ペトロリウム、南ア・プラント拡張を発表　4億50

00万ランドを共同出資

8月14日　日本のOESインターナショナル社、南アから高級皮革製品を開発輸入すると発

表

8月㍑臼　インパラ・プラチナ社、2鉱山を閉鎖　安全性の問題で

8月即日　91年上半期、南アの一人当たり国民所得は乙5気減少と南ア中央銀行が発表

8月別口　国迎反アパルトヘイト特別委員会、南アのマルク建て公募債のヨ三幹部ドイツ銀行

を「制裁破り」と非＃

9月　　　イギリス大手証券会社、南ア・ファンド上垣

南ア通産省、台湾むけ自動車輸出を計画

9月5［1　マルク債発行

10月　　　付加価値秩反対闘争活発化

川月8日　日本フェロアロイ協会、南アが日本国内でフェロシリコムマンガンをダンピング

しているとして提訴

ANC匡際局長タポ・ムベキ、国際金融緩和を非難

10月10日　J TII子会社ディスカバーワ【ルド社、パック・ツアーを販売

10月18日　新H鋏など大手鉄鋼6社、鉄鉱石輸入新契約を結ぶ

10月19［】都市銀行各行、金融取り引き再開の具体的検討を開始、前後して南アの主要銀行

総裁、大蔵大臣が来月

10月21日・英連邦、対南アフリカ段階的制裁解除方針を示す

10月22日　日本政府、対南アフリカ制裁を解除

10月祁巴　日本輪山人銀行、対南アプリか岨資年内再開を発表

u月1日　アフリカ行動蚕且会、外務省と会見

11月3t］　日本政府、南アフリカ政府むけ貿易保険を引き受け

南アフリカで大規模スト

日月8甘　壇連の対南アフリカ武器禁輸制裁に日本企業含む38社違反と地元紙が報道

u月9日　南アフリカへの武等輸出に丸紅関与か

u月は巳　南アフリカ・プラチナ鉱山でスト

日月14El　南アフリカ日産、ノヮク・ダウン方式で「マキシマ」500台／月生産開始

＊南アフリカ日産はスカイライン、サニ

ーの小型2車種を、月3500台生産



「ンチ■アノヾルトヘイト■こユ‾スレター　　　　　　　　　　1992年6月1日発行　案三種郵便物認可　蝕

11月2柑　ルーマニア・南アフリカ国交樹立

12月30日　ボツワナ・南アフリカ国交樹立

1992年

1月1柑　日本政府、対南アフリカ外交関係（大使レベル）を再開

2月2柑　南アフリカ・ロノア外交関係樹立

3月6日　初代南アフリカ大便に太H正利元プレトリア総領事を任命

3月1柑　南ア白人投票。デクラークの民主化路線に「イエス」。

3月下旬　南ア自動車工業会スペンサー・スターリング会長（サムコール社社長）来日。

H本の自動車会社、特にマツダに対し、直接投資に踏み切るよう要乱

3月23日　ポタ南アフリカ外務大臣来日

4月7日　EC、対南アフリカ石油禁輸制裁措置を解除

ジブチ、対南アフリカ交流を再開

4月24甘　ザンビア観光省、南アフリカ事務所開設

4月2柑　南ア適産相キース来日。31］l悶滞在。滞在中、マツタ首脳と会乱

また、日本経済新聞とのインタビューで「日本の制裁解除に全面的に満足してい

る」と述べた。

4月未明　南アフリカ日本商工会議所設屈される。6大商社、トヨタ、日産などの自動車

メーカー、電気メーカーなど35杜が参加した。同商工会議所の目的は、日本南ア

閲の経済交流の促進するため、口本製品・企業の見本市や南ア市場の調査研究な

どをするといわれている。

4月25日－

5月1柑　日本生産性本部「アフリカ地域産蓬経済調査団」を派遣。同調査団は、南ア・

ケニア・エジプトを訪問。南アなどへの住宅都市開発情報逓信基盤の整備など

での協力を摸索するのを目的。高橋進住宅金融公匪総裁を団長として建設・不

動産・電機などの染界関係者ら35人が参加。

5月9日一　級団遵「南都アフリカ経済ミッション」、南ア・ザンビア・ジンバブェ・ポッ

5月2柑　ワナの4か国を訪問。団長は藤森正路経団連アフリカ委員長（住友金属機械）

政府派迫の形で各国を訪問、メンバーは商社・非鉄・製鉄・電機・金融などの

取締役に、外務・通産省などの関係者を含む27人。

5月未明　　H本輸出入銀行、南アに経済調査団を派遣。



南ア・人々の暮らし

『アパルトヘイトの中で、教育は…』Ⅱ

l500円で通信簿を買うこと
二人が居なくなった後、家の中はにわかにシーンとなった。マトビの家と狭い裏庭をへ

だてて、二軒の家が身を寄りそうように建っているが、そこの′トさな子供達の声が元気に

聞こえてくる。

そろそろ昼飯の支度を始めようかと、ソース・パンに棚の上の飲み水用バケツから、水

をアルミコップですくって入れていると、食卓のわきの電話が鳴り出した。家族が誰も居

ないので、仕方なしに受話器を取る。相手は、何と仕事先の保育園から掛けているマトビ

の母親だった。私が出たので、ちょっと面食らった気配の後、夫のタンを呼んで欲しいと

言う。「学校から帰って来たマトビと一緒に出て行ったから、今居ない。」と答えると、

突然「ダンはマトビに、お金を渡しただろうか？」と聞く。後でわかったことなのだが、

マトビは学校を出てから、直接母親の仕事先にお金を貰いに行ったらしい。然し母親は、

その時纏まったお金を持って居なかったから、息子は止むを得ず手ぶらで帰宅したのだっ

た。私はタンがお金を漬してないと判って居たが、咄嗟に「お金を渡しているところを見

てないけど。」と答えてしまった。暫く沈黙があって、それから気を二取り直した声が「判

った。」と答えた後、「ヨーコはお昼をたべたかい？　冷蔵庫の中のもの、何でも使って

いいからね。」と言って、電話は切れた。きっと母親のア

レッタは、保育園から家に向かって出て行った息子の、其

後が心配で昼汰みに家へ電話して来たに違いない。五塾位

の食堂は、真申に大きな木の食卓が置いてあって、一家の

生活の中心である。一方の壁に背丈の高くないガラス戸の

はまった書棚があり、電話はこの上に置かれている。この

電話があるお蔭で、このプライベイトな食堂が、唯の食堂

では無く、オフィスにも、応接間にも、集会室にも変るの

だ。電話のまわりには、メモを書きつけた紙や、封筒や、

印刷物などがゴチヤゴチヤと置いてある。この電話で、英

語、ショナ語、ズールー語、ソト語など、何種類もの言葉
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が通い合う。時には日本語も。この狭い空間は、南アフリカの草の根運動の、宇宙ステー

ションのようなものであった。その宇宙ステーションに、今は煙草の煙がいっぱいたちこ

めている。煙と一緒に、子供に充分な教育をほどこしてやれない親の歎善も漂っている。
“親子出て行く　煙は残る　残る煙が　癖のたね－と、私は古い日本の涜行歌をもじっ

て、誰も居ない家の中で声を上げながら、窓をバッとあけた。
一方、思案に余った父親は、息子を連れて塊の嫁ぎ先へ行った。そこで娘からお金を借

り、マトビに持たせて学校へやった。ホッとした父親は、再び地域の活動の為に出掛けて

行き、夜迄帰らなかった。

南アフリカの此処でも、血縁どうしのアフリカ的助け合いは、充分生きている。どうす

るつもりだろうと、ハラハラしながら見守っていると、ギューギュ一袋′ト路に追いつめら

れて、逃げ場を失ったかに見えたアフリカ人が、ふっと姿を消すことがある。よく見る

と・その袋小路にいつの間にか穴があいて、アフリカ人はその奥のかすかな道に消えたの

だ。そして、その道は血縁のさしのべる手へとつながっていく。そんな経験をこれ迄何度

か見て来た私は、矢張りアメリカ黒人の環境とは基本的に違う此の点が、ソエトの中にも

ちゃんとあるのを知った。タンの長女の嫁ぎ先へも、私は行ったことがある。同じオルラ

ンド地区の中にあるその家は、特に大きい家でもなく、夫や、夫の両親、三人の子供と住

む彼女には狭すぎる位だ。ゆとりのある生活では勿論無いが、10ランド位は何とか用立て

て、父親を助けたのだろう。そして勿論、その逆もあるだろうと思う。午後には、マトビ

は学校から10ランドとひきかえに通信簿を貰って帰って来て、私が用意した昼食を食べる

と、何事も無かったように友達と澄んで居た。夕方には遠くのいとこも二人、泊まりがけ

で遊びに来ると言う。あしたから、クリスマス休暇が始まる。

l第三世界に駐在する日本大使馳もっと正しい馳情雛、たくさん日如送るべし
アパルトヘイトは終った、終ったと、日本政府はラッパを吹く。出先の在南ア日本大使

館の日本大便臥手放しでデ・クラークを称讃し、私に「アパルトヘイトが無くなった現

在、おまえの展覧会なぞナンセンスだ。」と言い切りたいたいところを、言い切れないで

不快指数を上げて居た。そんな彼、及び通産省から出向している領事などが、アパルトヘ

イトについて具体的にどんな事を知っているかと言えば皆無に等しい。日本大使館臥日

本政府の代理として、出先の国に日本の意向を正しく伝えることが重要だが、同時に、出

先の国の実歴と情報を、正しく本国に伝えることも、更に重要だと思う。日本人どうしで

作ったニッポンクラブの付合や、その中だけの情報交換、白人政府からのみの偏った情報

に頼ることで、どうして正しい実態把握と、将来の展望が得られるだろうか。南アの75％

を占める・白人以外の住民との接触が、公的にも私的にも殆ど無くて、どうやって国の大

勢が判るのだろうか。
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例えば此処に、南アの国の教育予算の表がある。

黒人 �白人 �カラード �アジア人 

276R �3080R �1358R �2226R 

約13800円 �154000円 �67900円 �111300円 

年間教育予算　一人あたり　　　統計年　1987／88年

一人あたりと言う計算は、黒人の子供達の正確な員数もつかめてない現在、かなりいい

かげんではあるが、それでも白人の子供一人あたりが、黒人のそれの11倍強と言う数字

は、すごいギャップだ。黒人の子供が、白人の子供より10倍も優秀で、ちょこっとお金を

かければ、ちゃんと勉強すると考えていいのかな？こんな嫌味も言いたくなる。実際に現

在のソエトだけを見ても、政府が発表している人口数よりも、はるかに上回る数の人々が

住んで居ると考えられているから、このギャップはもっと大きく開いているのだろう。

こう言った実情について、紙の上の数字としてでは無く、具体的にどんなふうに教育が

なされて居り、黒人がそれについてどう思って居るか、日本大使は知って屠るだろうか？

アパルトヘイトは終ったと言われている今、この数字はどんな変化を見せて居るか、或は

見せつつあるか知って居るだろうか？アパルトヘイトが終ったことに依り、この格差が縮

むきざしはあるのだろうか。

この表から考えてみるに、白人の子供達の為の学校は、公立だけに限らず、寧ろ私立学

校で学ぶ子供達が夢いのではないかとも想像できる。一方、黒人の場合には私立の′ト学校

がどの位あるか、スポンサーはどこなのか、その辺の事情を知りたいと思って居る。

l学ばせない教育方針
黒人に対する劣悪な教育事情は、放任に依って生まれたのでは無い。放任で手つかずな

ら、寧ろ内側から「学ぼうとする意志」の発生と共に、教育する場所にしろ、方針にし

ろ、徐々に整備されていく希望がある。けれども、故意に学ばせられない指導が上から

あった場合、子供達の未来はホープレスである。

例えばタンザニアに建てられた亡命南ア人の子供達の為の学校“ソマフコけで学んで居

た一人の学生の言葉がある。「祖国の学校に居た時、『黒人には高度な理科と数学の学問

は不要だ』と言われて、黒人専用の私の中学校には理数系の教科が無かったが、此処では

大好きな理科系の勉強ができてよかった。ソマフコに来たばかりの時、第一時間目の授業
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の際、涙が出た。」と言う話は、そう言うことを意味する。彼の説明に依ると、白人政府

は「我々は黒人師弟に、将来の会社経営者や技術指導層、高級官僚などを望んでは居な

い。それらは白人がやる。黒人には、基礎的な足し算や引き算などの、現場の仕事に必要

な程度に、算数や理科の知識があれば充分である。」と言ったそうである。私はソマフコ

に来て居た学生から、タンザニアのモロゴロ市で問いただけなので、これを裏付ける文書

を見た訳では無い。でも、その話を聞いて妙に感心したのだった。明治維新から第二次世

界大戦に至る迄の、日本の男政府が、「女に高度な学問は必要無い。夫によく仕え、よい

男児を生み育てる婦人に成ればよい。」と言って、男性のニーズに応える為だけの女子教

育即ち、良妻賢母教育を施し続けたのと、発想がとても似ているから。

今、日本では女の人達が、生き生きと元気だと言われている。それは大戦後日本の、民

主的な女性教育と無縁では無いと、私は思っている。女達がうまいものを充分に喰って、

体力がついた事だけが原因でないのは確かである。そして社会に出て働いて居る女の人達

が、絶えず周塩から「女の身でナゼ働くの？」と問いかけられ、働く事の意味を考えさせ

られながら働いて来た事と、関係があるのでは無いだろうか？つまり労働の意識化であ

l黒人意識運動と教育
日本国際ボランティアセンター（略してJVC）の柴田久史さんと最近話して居た時、

いくつかの思い当たる事があった。彼は今年

の二月から三月にかけて、今度ヨハネスブル

クにJVCの南ア支部を誕生させる為に派遣

された高梨さんと、元ANC東京事務所員だ

った津山さんと三人で、アパルトヘイト基本

法の廃止された後の南アフリカ共和国を廻っ

て来た。ホームランド、スラム、女性と言う

三点に調査の基盤を絞って。牧は、その三つ

に関する限り何も変って居ない事を強調する
一方で、反アパルトヘイト運動の中で培われ

た黒人達の「意識改革」について、強烈な印

象を得た事を語った。S．ヴィコらに依る黒

人意識運動が、今こそまさに黒人達の間に着

実に根付いて居る事、コミュニティの、その

意識変革が地域のすぐれたリーダーを育てて

いる事実を熱心に話し、私はとても納得がい
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った。南アに行って居た時、私が子供達への教育に関心があるのを知ったノーマ・ンゲレ

ザさんが、彼女が作ろうとしている保育園（pre－SchDOl）に就いて話した事は、次の三つ

の基本姿勢から成り立って居る。

1）黒人居住区の女の人達が働きたがって居るのに、小さな子供が居る為動きがとれない

で居るのを助ける。

2）今迄も学令前の子供を見てくれる保育園が、数だけは割合あったが、現実には費用が

構えない女達が多くて利用しにくい。その点を考えて、利用し易くする。

（ちなみに、JVCから得た資料に依ると、女性労働者の仕事の40％以上がメイドであ

る。政府統計でも、その数は86万人も居る。そして給与平均は1ケ月100ランド、即ち

5000円である。）

3）そこでは、アパルトヘイトに反対していく教育を行なう。

最後の項を言う時、ノーマさんはきびしい目をして私を見つめた。おそらく子供を焦点

に当てながら、その視野には親への教育も入って居るに違いない。此の計画はかなり具体

化されて居る。その建物に就いての設計図はもうでき上って屠り、私は見せて貰った。そ

して、器ができ上れば、その中の設備を日本政府が援助すると言う。この点に関しては、

日本大使館で唯一黒人サイドでものを考えられる内藤剖領事官の努力が反映して居ると、

lプライドが、眞の教育を支える
タンザニアで、日本商社駐在員の家に招かれたことがあった。その年は雨が雨季にさえ

殆ど降らなくて、極端な水不足が人々を悩ませて居た。昼間のひっそりとした邸宅の中

で、奥さんと話して居ると、「ヒタヒタヒタ」・＝・「ヒタヒタヒタ」とふしぎな音が、何

度も何度も聞こえてくる。とうとうがまんができなくなった私は、その昔の正体を奥さん

に聞いた。それは、部屋の扉の外の階段を登り降りする、タンザニア人のはだしの足音

だった。雇って居るコックの弟だと言う。突然奥さんは思い出したように、今迄の話題を

がらりと変えて言い出した。「わたし、やっぱり日本人は民族として優秀だと思うわ。」

私は面喰らって、何やら訳が判らなかったが、又、あのヒタヒタが近付いて乗るので、ド

アをあげて階段のあたりを見た。水をいっぱい入れたバケツを頭に乗せて、14，5才位の少

年が、顔に汗やら水やら流しながら登って来るのが見えた。下の井戸で水を汲み上げてバ

ケツにとり、三階の建物の屋上にあるタンク迄運び上げて居る。奥さんの話では、朝、

昼、晩と、3回タンクに水を充たして貰わないと、日常生活に差支えるのだそうだ。その

生活用水には、二階にある水洗トイレと風呂の水も含まれる。タンクを1回充たすには、

バケツ50杯の水が最低必要だとか。だから彼は1日3回計150回往復しなくてはならな

い。
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席に戻った私に奥さんは、再び日本人がアフリカ黒人より優秀だと言う話題を再開し

た。「あんな年になるのに三桁以上の数の足し算、引き算、何度教えてもできないのよ。

もうあきれてしまって、私は教えるのをあきらめてしまった。掛け算、割り算も出来れば

教えたかったのに。日本人の子供だったら簡単でしょう7日と、私に同意を求める。私

は・奥さんが一時間前に私に話した事を、彼女の目の前に突きつけたかった。タンザニア

に駐在員として来る前に、夫の仕事場所はアメリカだったから、彼女はニューヨークに

7年も居たと言った。アメリカの生活がどんなに快適だったかを話した後で、彼女は英語

を全然覚えなかったと告げた。だから、此処で家事をメイドに言いつける時、日本語で言

う事にしているが「よくしたものね0あちらも慣れるに従って、何となく判るとみえ、此

の頃はあちらが日本語で聞くワ。」との事。自分が在米7年で、英語が殆どできないの

を、彼女は恥しいとは思って居ないのに、水汲少年が、ちょっと数えた算数の呑み込みが

悪いと、バカ呼ばわりする。それも、その少年個人の資質だけにとどまらず、民族全体、

人種全体が劣性であるかのように言って、学校へ通うこともできない貧しい少年を、はし

た金で使って居るのであった。私は、話に聞く中国や朝鮮での、植民地時代の日本人生活

が・丁度こんな感じであったろうとうんざりした。この少年に、黒人としてのプライドが

返って来るのは、いっの日であろうか。

私は南アでの黒人教育が・日本人にとって想像もつかない程の、惨憺たる状況である事

から書き始めた。けれども私は決して絶望して居ない。寧ろ他のアフリカ諸国よりも、あ

る点では希望があると見ている0子供達への教育は・今更私が言う迄も無く、その国の将

来である0でも、教育の充実とは単に施設がふえて、道具が揃えばいいと言うものではな

く、何故？と言う問いかけの下に、いつも人間への意識が開拓されていかなければ、実る

ものではない。南アの黒人達のプライドが空まわりする事が無いよう祈って居る。一日も

早く、南アフリカ共和国の黒人達が、自分らの「教育」について、そして「すまい」につ

いて、堂々と国の機関の中で発言できる日が来るのを、私は待って居る。

☆隆矢洋子は・7月16日から1ケ月南アを再訪します0読者の方でご希望とか、持って

行って貰いたいものとかありましたら、出発以前に下記の住所へ。（かさばるものは

駄目よ）『　〒186　国立市中2－18－38



“死刑囚にハガキを’’キャンペーン

再開のお知らせ　　「南アフリカに手紙を出す会」
lココ下寸　幸子

ごぷさたしています。去年の9月に私がニューヨークに行って以来、“死刑囚にハガキ

を”のキャンペーンはお休みの形になってしまいました。と言うのも、私と復任の人との

打ち合わせが悪かったためです。申し訳ありませんでした。

今回から、また“死刑囚にハガキを”のキャンペーンを再開することになりました。

皆さんの中には、もう南アフリカのアパルトヘイトは解消された、終った、と思ってい

る方もいるかもしれません。また、解消に向っているのだからと安心している方もいると

思いますが、先日、私は『南アフリカ大統領来日緊急シンポジウム』に参加し、南アフリ

カの情況がそれ程の進展もなく、黒人の人たちの情況は前よりかえって悪くなっているこ

と、殺される人たちの数も前より増えていることを知りました。（このことを日本のマス

コミはちゃんと取り上げていません。）

そして、パネラーの一人、南アフリカから見えていたユニス・コマネさんに直にお話し

を伺い、「政治犯、特に死刑囚の人たちに減刑あるいは釈放などの動きはあるのか」とい

うことを尋ねましたところ、「そういう動きは、残念ながらまったくない」という返事が

適ってきました。

アパルトヘイト解消への動きが止まっているならば、それも白人側に有利な形での解消

を白人政府が求めているならば、黒人側の戦力を増すことになる｝黒人政治犯釈放”を、

南ア政府が素直にするわけはないのだと考え至りました。

それで、私はコマネさんに「それでは、ささやかな支援ですが、これからも－死刑囚に

ハガキを”キャンペーンを続けていきます。」と、お約束しました。

改めて、皆様方に私たちのキャンペーンにご協力をお願いする次第です。よろしくお願

い致します。

今回からは、「南アフリカに手紙を出す会」メンバーの一人、ドイツ人のウルリッヒ・

デーンさんが死刑囚の紹介記事を書きます。よろしく・日。
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“死刑囚にハガキを”キャンペーン

今月は　Leonhard SHEm劇A

SteverlMnyamazell DY舶I

Mzlmenl DANSTER

の三人に葉書、手紙をお顔いします。

☆　LeonhardSI正EIIA鮎は、WalvisBayの出身で、肉屋を爆発させ5人を殺し、また地域

の郵便局やシビックセンターに爆弾を置いた、という容疑で198時4月に逮捕され、死

刑の判決を受けました。

☆　Steven址wamaZellDYA鮎ⅣⅠはUlte止a酢の出身で、地域警察所属に思われている人

の殺人容疑で1989年4月に逮捕され、死刑の判決を受けました。

☆　MzlmenlDANSTERはCradockYouthCongressメンバーで、1989年10年にCrad。Ckの農

家夫妻殺人容疑で逮捕された3人の1人です。

葉書や手紙の宛先 Pretorl a Central Prl SOn

Private Bag X405　Pretoria OOOI

REP．of South Af ri ca

南アフリカまでの郵送料

手紙10gまで120円、20g夏で220円。

葉書　70円

航空書簡（切手付きの封筒で、中は便箋状になっています）

80円

英語が分からない方は、日本語で書いたものを下記の住所宛送って下さい。その際、必

ず切手を貼って下さい。こちらで簡単な英訳をつけて送ります。

肝　埼玉県川越市的場2391－31ブライアン・アムスタッツ



南アフリカ明日を担う草の削女性たち
南アフリカから来日中のユニス・コマネさん、国連厳鼻として名古屋に滞在中のチチ・

ムバタさんの二人の女性から、南アの現状と問題点、早魅の状況、草の根で頑張る女性た

ち、日本の私たちに望むことなどいろいろな話を聞きたいと思いますd

ユニスさんは6月末、チチさんも7月末で帰国されますので、東京で話を聞く最後の機

会になると思います。

ゲスト：ユニス・コマネ　北部ケープANC女性同盟委鼻長

チチ・ムバタ　　国連地域開発センター研究員

日時：6月27日（土）　13：00－15：30

場所：聖バルナタ教会（地下鉄東西線神楽坂駅下車）803‾3268‾8067

参加費：500円

主催：日本国際ボランティアセンター（JVC）　別3－3834‾2388

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。【仔　803－3443－9775

●『ニュースレター』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 

集都あてにお腹いします。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 

ます。特に新規申し込みや継続購読料送金はできるだけ編集部あてにお願い致します 

編集部の住所は『埼玉県越谷市上聞久里1051－2三井せ礪ん台ハイツ716です。 

・00DESA（南ア民主会議）の話し合いが膠着状態です。ユニスさんは、シンポジウム 

で「政府が意図的に00DESAの進行を遅らせようとしている」と発言していますが、一 

件落着気分の日本政府や財界の先走りを私たちは批判したいと思います〇・シンポジ 

ウムで財界の人達の発言に興味を覚えました。利潤最優先の彼等にとって状況分析こ 

そ命の綱。制裁解除の声を聞いてもすぐに飛びつかない“冷静さ”には妙に感心させ 

られました。「人権」という言葉も「労働力」とか「生産性」に読みかえているであ 

ろう彼等が、これから南アで何をするつもりなのでしょうね。・次号では楠原彰氏の 

講演記録を掲載する予定です。ど期待ください。・本誌のバックナンバーを販売して 

います。1990年以前の号は在庫なしも多いので、必ず編集執こハガキでお問い合わせ 

の上ご送金をお患いいたします。すべて一部三百円（〒込み）です。（ToIn） 

発行　アフリカ行動委員会JAP膿AmI亜戯ⅧIDC仇仙ITItE，Tokyo803‾3443‾9775 

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　南アフリカ問題研究所内 

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 
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