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ここに掲載した文章は、南アフリカの政治的暴力に関する国際会議において発表された
声明文です．その会議に楠原彰氏と稲垣佳子氏が参加しました。声明文の和訳と会議の報
告は次号に掲載する予定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　一編集部ト
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南ア・ポイバトン虐殺事件に関するデクラーク大統嚇要請

1992年6月26日

南アフリカ共和国

大統領　F．W　デクラーク殿　　　　　　　　　　　　　日本反アパルトヘイト委鼻会

田　中　　啓　正

私たち日本に住むアパルトヘイトのない社会を望む市民は、ポイバトンにおいて行なわ

れた虐殺に対して強い憤りを覚えています。妊婦や生後5か月の幼児を含む39人の罪の

ない、武装していない、無防備な人々が虐殺され、その後の土曜巨＝こも世界の報道機関の

目の前でさらに3人の人々が軍によって殺害された今回の事件は、日本において、圧倒的

衝撃をもって受け我られています。今回の虐殺事件は、対話を通じた平和的な交渉により

民主的な南アフリカを建設しようとする大多数の匡民の意思に真っ向から挑戦するもので

す。この残酷で冷血な虐殺に対してのすべての責任は、このような暴力を拡大させ、エス

カレートさせることに力を貸している貴政府にあると考え、ここに強く抗議します。

私たちは、以下のことを強く要求します。

1．　すべての犠牲者、およびその遺族に対して、必要な救済措置を取ること。

2．　対話によるこれまでの交渉の過程をないがしろにする非常事態を宣言しないこと。

3．　政治暴力についての国際調査委員会の派遣を受け入れること。

4　　虐殺に関与した政府、警察、軍の資任者はすべて免職処分にすること。

5　　ANCをはじめとする諸団体との対話を復活するために最大の努力をはかること。

私たちは、民主的で差別のない南アフリカが建設されるために、世界中の反アパルトヘ

イト団体の人々とつながり、最大の関心を払って注目していく決意です。

以上
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ここに報告する内容は、去る6月13日に東京YWCAで開かれた『南アのため

に世界が祈る目一東京集会』の中で楠原彰氏が「南アフリカの子ども達は今」と

いう題で講演したものです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

毛南アフリカの子どもたちは今♀
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

十両J鎖　積．；

最近の南アの新聞に「戦いの中で死ぬ子どもたち」という特集の記事が載って

います。肉親や近所の人たちが次々に殺され、リンチされ、家を焼かれたり、身

体中火だるまになっているところを子どもたちが見ているというものなのです

が、これがちょうど1980年代の中頃と変わらないのです。

さて、デクラーク大統領が91年6月にアパルトヘイト根幹法を廃止しました。

（それを真に受けて日本政府はデクラークを招いたのですが）しかし、この2年

間に5000人もの人が殺されているのです。別の新聞によると、「欲求不満な青年

たちが顔の見えない敵と闘わざるを得ない」ということが書かれています。つま

り、今、南アの黒人の子どもたちが置かれている状況が、80年代の一番しんど

かった非常事態宣言が敷かれていた噴、タウンシップの刑務所が7才から18才の

子どもたち17万5千人位で溢れていた84～87年の4年間の時と状況が変わってい

ないのです。

どうしてこんな状況になるかというと、マンデラのANCとデクラークの改革

派を中心にして「コデッサ」という民主南アをつくる合同会議が開かれているの

ですが（今は途中頓挫していますが）、そういうことを止めさせようとする勢力

が黒人側にも白人側にもいるからです。そして、そのような民主化の動きを弾圧

しようとする側に軍と警察が関わり、武器を黒人の狂信的なグループに渡してい

る。それらの者が覆面をつけて車に乗って突然撃ってくるというようなことが起

るのです。若者たちは自警団をつくってはいるのですが、誰が買収されて敵に

なっているのか分からず、疑心暗鬼なっているのです。アパルトヘイトはこの会

議がうまくいけばなくなっていくのですが、それが混乱している限り、やはり黒

人に政権を渡せないという世論が強くなり、黒人は権力を持ったらいけないんだ

という声を煽るようなことを陰でやっているのです。そのような状況、つまり悲

惨な殺教の現場に子どもたちが沢山たたずんでいることが最近多く見られるとい

うことです。
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もうーっ言っておきたいのは、80年代の闘いは、子どもたちが中心だったわけ

です。その時は、労働組合や主婦や地域社会のグループもみんな学生を応援して

いました。学生は先頭に立って闘って、そして殺される。そうすると労働組合が

助けに行くというように、学生たちは英雄だったわけです。

それが、デクラークの登場、マンデラの釈放によって「言葉」による新しい段

階に入った中で、若者たちは「ロストジェネレーション一目操を失った若者た

ち」になっていくのです。かつて、この社会が子どもたちに期待していたのです

が、その子どもたちに対して、「もういいんだ、教室に帰れ」と言うようにな

り、子どもたちはそのような中で目標を失っていく、それが「ロストジェネレー

ション」になっていくのです。

しかし、学校においては、パンツー教育が何も変わっておらず、統合教育を推

し進めようにも、白人の父母は批判し、白人の学校はガラガラ、黒人の学校は一

杯というような現状です。そんな中で、黒人中t高生に「見えない散」が次々

襲ってくる。それに対して彼らは自警団をつくる。若者たちは武器をよこせと要

求する、ANCは渡せないと答える、こういう状況の中で子どもたちは目的を

失って孤立して苛立っていくのです。当然、学校自体も、学生運動も荒廃してい

きます。学校は物理的な荒廃と、精神的な荒廃に陥っていきます。学生たちは勉

強する機会がありません。特に、マトリックスという高校卒業資格試験があっ

て、それがとれないと大学に入れないのですが、みんな落ちてしまうのです。黒

人の合格率は30％位、白人は100％近いですから、ここでも黒人はハンディ

キャップがあるわけです。ANC、NECC（全国教育基金委員会）は、そのよ

うな目的を失った子どもたちに対して「学校に帰れ運動」をしているのですが、

学校が機能していないのです。最近、YMCAやYWCAなんかのボランティア

が塾を闘いたりして、なんとかして黒人の子どもたちに白人並の学力をつけるこ

とに必死になっている状況もあります。また、白人との統合教育に向けていろい

ろなことをやろうとしているのですが、白人の学校にはなかなか入れない、入る

のは一部の黒人エリートの子どもだけなのです。

もう一つ別の問題ももち上がってきています。まだ黒人の子どもが売買されて

いるのです。南ア周辺のモザンビーク、アンゴラなどの国は、南アよりまだまだ

貧しいのです。干ばつなどの自然現象や、反政府ゲリラが政権を襲うなど不安定

な中で、そこの子どもたちが南アの農場に　200ランド（約1万円）というとても

安い値段で売られてきます。買う南アの白人農場主が確実にいます。こういうよ

うなことが、現在の南アの黒人の子どもたちの置かれている状況です。

次に、もう少し違った観点から子どもたちのことを考えたいと思います。

今の日本の子どもたちと彼ら第三世界の子どもたちとの間で決定的に違うの

は、第三世界の子どもには「子ども時代」が保障されていないということなので
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す。「子ども時代」とは、子どもから大人になっていく時に非常に重要な時期

で、子どもとしてある期間、保護・教育を受けないと大人になってから自分の中

に眠っている力を発揮できない（当たり前のことですが）という大切な時間が彼

らにはありません。飢えとか戦争の中での児童労働、家族の解体、そういう南ア

のタウンシップの子どもたちは、「子ども」という時間を奪われているのです。

法律でも子どもの年齢が黒人と白人では2才も違うのです。匡】家からの補助など

は白人の子どもは18才まで受けられるのに、黒人の子どもは16才で終ってしまう

などということもあります。

もう一つ言っておきたいのですが、黒人の子どもたちは状況がつくったという

ことです。1976年ソウェト蜂起の時代から子どもたちは反パルトヘイト連動のパ

イオニアであって、子どもが殺され労働組合が立ち上がる、子どもが死んで大人

が悲しんで、女性の組織が後に続く、その繰り返しだったのです。ANCにして

も、この頃の何万人という子どもたちが国境を越えて逃げてANCに入ったから

こそ廷ったのです。しかし、マンデラが釈放され家に帰った時、子どもたちは泣

きながら夜半まで待っていたのですが、その時マンデラは「何をやっているん

だ。もう眠る時間だろう。君たちは勉強しなければならないんだ。今、君たちが

学ばなければこれからの南アは無いんだぞ。」と言ったといいます。これは、マ

ンデラを誰が釈放させたのかという謙虚さに欠けていたからだと私は思うので

す0つまり、マンデラが釈放されるまで何万人という子どもたちが殺されていっ

たことをどう受け止めたのだろう。子どもたちはそのことで「マンデラが獄中か

ら出てきた時に、彼は我々のことを考えなかった」と言っているのです。南アの

歴史をつくってきた彼らが80年代のUDFの運動を支えてきました。80年代は

「子どもたちと国家の戦い」なんて言われていますが、彼らのスローガン「自由

が先だ、教育は後でいい」というようなものを掲げ、みんなはそんな彼らを応援

しました。

もう一つは、スティーブ・ピコたちの「黒人意識運動」が彼らに影響を与えた

ということです。つまり、「黒人」という人種に誇りをもっていく、主体になっ

ていく・主人公になっていく回路を見つけたのです。そのようなものが黒人の子

どもたちの運動を推進していったのであります。しかし、そのような彼らが今、

学校にも戻れず、社会にも受け皿がなく、運動からも離れている。目的を失った

ロストジェネレーションとなっている現状があります。
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《南ア71用大網来日緊急シンポジウムの誼》続

1　9　9　2年6月　1　E］総評会館

6月号で、ユニス・コマネ氏、伊高浩昭氏、柴山剛介氏の発言を潟載しました。今月号

は、引き続いて津山直子氏、糠沢和夫氏、楠原彰氏の発言、およびフロアとの質疑応答の
一部を掲載します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一編集部一

パネラーの紹介

☆ユニス・コマネ氏　北部ケープANC女性同盟委員長

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。

☆柴山剛介氏　　　　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。前大阪商船三井船穂副社長、現顧問。

☆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。現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（ノ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。

【津山】　日本国際ボランティアセンター（JVC）の津山です。

南アフリカの政治的状況を迫っていくうえで、1990年2月に大きな

変化があったと思います。それは、30年間非合法化されていたAN

CあるいはPACなどの組織が合法化され、そして、27年間投獄さ

れていたネルソン・マンデラ氏も釈放されたからです。それによっ

て南アフリカ国内での政治的活動に対する規制が大きく援和されま

した。また、海外の民間援助団体が南ア国内で活動することも可能

になってきたわけです。

JVCとしても南アで支援活動をしていきたいということで、昨

年と今年（2～3月）に調査団を派達しました。そして、アパルト
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ヘイトのもっとも底辺におかれてきた人々、それは具体的にはホームランドに住む人々、

スラムに住む人々ですが、そういった人々への支援、協力を始めています。すでに日本の

国内では、そのほかにも南アフリカの子供たちに本を送ったり、政治凶の人たちの自立を

助ける支援をしたりするさまざまなグループが出てきています。私は主に日本の市民グル
ープの一人として発言させていただきます。

次に、日本国内での南アの捉え方というか、1991年6月にデクラーク大統領が人種登録

法あるいは集団地域法などアパルトヘイトの根幹となってきた法律を溌止し、アパルトヘ

イトは終結したと宣言したときのことを考えみたいと思います。そのときに、日本のマス

メディアは、大きく「アパルトヘイト全廃」ということを報道しました。新聞でも、マン

デラ氏の訪目して以来、南アのことが大きく載ったのです。そこで、私たちの中に、もう

アパルトヘイトは終ったんだという認識が広がっていったと思います。しかし、今、ユニ

スさんから話をうかがったように、その状況は変わっていないということが分かりまし

た。また、私たちは南アに行くとホームランドとか黒人居住区、あるいはスラムに行くの

ですが、そこで見る状況は法的にも実質的にも格差が残っていると思います。

さきほどから何度かホームランドという言葉が出てきたのですが、このホームランドと

は何か簡単にお話ししたいと思います。それは、アパルトヘイトの一番基本的な形として

南ア政府が考えていたものだからです。現在、10のホームランドがありますが、これがで

きたのは昨年の6月に廃止された土地法と関連してきます。13％の不毛な土地に黒人を強

制移住させるというのが土地法で、その13％の土地をいわゆる民族グループ別に分割して

統治しているのがホームランド政府なのです。南ア国内では、皆さん御存知のように、金

ダイヤモンド、プラチナ、先端技術に必要な様々な鉱山資源が出ますけれど、そういった

鉱山で働く労働者をホームランドに、都市では人種別に住まわせるわけです。

そういうホームランドの状況ですが、そこに住む人々の教育、年金、あるいは医療、保

険、福祉、そういったものが現在でももっとも底辺におかれています。

スラムというのがありますが、現在でも南ア人口の兄がホームレス人口となっていま

す。そういった状況も目の当たりにしてきました。

これから日本と南アの関係を考える場合に、名誉白人といわれて1980年代に各国が経済

制裁を行っていた間にも南アとの強調を続け、1987年に貿易第一位になった日本のことを

考えなければなりません。南アの人々にとって、日本人はアパルトヘイトを支えてきた価

だと思います。

私たちがスラムやホームランドに行くと話したり踊ったりして交流するわけですが、こ

の中で私たちはお互いを理解し、国を変えていくことができるのだと思います。これか

ら、私たちは日本市民として南アフリカの人々と草の根の交流あるいは支援関係によっ

て、新しい日本と南アとの関係を作っていきたいと思います。

【糠沢】去年の4月に南アに行って、また今年は南部アフリカの周辺の国々、つまりボ

ツワナ、ザンビア、ジンバブエもまわってきました。
一昨年、アメリカのブラック・ビジネス・フォーカスという黒人のビジネスマンの代表

たちが来て、一回南アに行って善たらいいですよ、南アの黒人の人とビジネスをやるよう

にしてくれないか、と言われました。その後、南アの黒人でビジネスをやっている人が二

人来て、白人とやるのはよくないが黒人とやるならよい、アパルトヘイトが続いていても
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黒人とやって雇用を増やしてくれるなら良いことだと言っていました。そこで、とにかく

南アに行ってみましょう、様子が分からないから行ってみましょう、ということだったの

です。

マンデラさんが来たときに、マンデラさんはその頃、だんだん政策の転換を行っていた

わけです。一番初め、南アのANCは国有化を中心的な政策として考えていました。その

当時は、南アのANCはSACP（南ア共産党）の影響が一番強かったと思います。そこ

で、国有化が非常に強い政策として打ち出されていたわけですが、マンデラさんが来た頃

から、少し外国の資本を入れなければとてもタメだ、ということになったようです。南ア

の経済は経済制裁の間に遅れてしまったから、外国の資本と技術を入れなければタメだ、

という考え方になってきたのだと思います。

今度会ったANCの代表たちの中には、マンデラさんをANCに引き入れたシスルーさ

ん、そして経済部長をしている息子さんもいました。「民族の槍」の人たち、それから

PAC、AZAPO、ホームランドの代表の人たちにもそれぞれ別個に会いました。「民

族の槍」というのば武闘派で少し怖いような人たちだと思っていましたが、ぜんぜん前と

は様子が違っていて、あまり闘争的ではないようでした。要するに、今のANCの主力

は、共産党の影響がだんだん少なくなってきた段階にあると思います。

ソ連と東欧からお金と武器が入ってきて、特に東独、キューバから武器が入っていたの

でしょうが、ソ連の壊滅と同時にANCに対するお金が少なくなってきたといろいろな人

が言っていました。よく分かりませんが、いずれにしても政策発表を見ると、共産党から

社会党、社会党から民社のところまできたかなあという感じを持っております。

今、南アは周辺の国とはだんだん仲良くなってきています。周辺の国々、ボツワナ、ザ

ンビア、ジンバブエでは、特にジンバブエが社会主義から著しく資本主義の論理にまわっ

てきて、今や外国資本を入れなくてはいけないと考え、国有企業をどんどん民有化してい

ます。ANCを中心とした黒人政権が来年はできるでしょうが、外囲資本から技術と資本

を受け入れて、それで雇用を拡大しなければどうにも仕様がない、というのが今の現実認

識ではないかと思います。

今、南アの黒人失業率は9割ぐらいだと思います。ただ、その9割といっても統計から

インフォーマルセクターやロテーションなどが抜けているので、本当にはよく分かりませ

ん。今の南ア政府もANCも、同じようにインフォーマルセクターを増やしたいという気

持ちをもっているようです。いっぺんに近代工業にもっていくことを望んでいるのではな

いですね。南ア政府の方も、ハイテクというものを望んでいるのではないのです。今まで

遅れていた現にある工業のうち空白になっているところを日本やEC、アメリカが入れて

工業を近代化したいのだと、そういうことを言っております。

いずれにせよ、来年は黒人の白人も入った政権が生れるでしょうし、来年には必ず選挙

が行われるでしょうから、その後の政策に注目しています。

今年は35人ばかりビジネスマンが行ったのだけど、今はまだ治安の問題がよくないと言

われています。日本人は非常に治安の問題を気にしますね。私も気にならないわけではな

いけれど、あまり人が言うほどには悪くないと患います。夜は出歩くな、昼も出歩くな、

そんなことはできないのだけど…。ケープタウンも昼間歩いてはいけないというから昼間

歩いてみたら、どうってことはないですね。治安が悪いということをみんなが言うものだ
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から、それじゃ投資できませんね、という気持ちに今みんななっていると思います。それ

ももっともなので、はやくCO】）ESA3をうまくやって、とにかく新しい体制の方にどんどん

移行していかなければ仕様がない。その間に、ANCの方も政権の中枢となる状況を目の

前にして政権担当者としての力量を早く身につけてもらいたい。マツィーラさんも外交官

になる勉強をしていると思いますが、これから本当に監日大使になるかもしれませんが、

力量をつけてほしいと患います。

今のところ、南アでは弁護士の5％しか黒人はいませんし、会計士は8％しか黒人がい

ないのです。大学を出た人をどんどん増やしてほしい。日本の企業がそういう人に職を与

えて、それらを中核とした黒人の中産階級をもっと増やしていかないと、南アは安定しな

いだろうと思います。

【梼原】　5人の方がお話をされました。立場がみんな違いますから、お聞きになってい

ろいろな疑問をお持ちになったと思います。発言の中にも経済制裁をめぐる評価とか、ア

パルトヘイトが終っていないのかどうかという認識の違いがたくさん出てきたわけです。

場内にマイクをお渡しして、ぜひこういう話をしたい、こういうことを聞きたいというお

話をいただきたいと思いますが、その前にコーディネーターである私にもぜひしゃべる機

会を与えていただきたいと思います。

1960年代初頭、日本が経済成長に入りかけている項に日本が名誉白人になって、ちょう

ど30年経ちました。名誉白人の3時の間に、日本と南アフリカで何があったのか、私は日

本と南アフリカの関係を少なくともこの二つの目でみてきた一人であります。

三つぐらい問題があると思います。一つは、シャープビルの大虐殺が60年3月におこ

り、独立し始めたアフリカ諸国が外交を断絶したり経済制裁を始め、そして英連邦から離

脱した南アの白人政権に対する国際的な批判がおこりました。そんなときに、日本は高度

経済成長に向かうという時期だったものですから1961年に外交を再開しました。そして、

そのことによって南アフリカのフルヴールト政権のヤン・デクラーク内務大臣が白人の議

会で日本人は白人ではないけれど名誉白人の待遇を与えたいと言い、そこから、我々が何

も意識しないにもかかわらず、望まないにもかかわらず名誉白人という待遇が与えられる

ことになりました。黒人やインド人、カラードから奪われた様々な権利を日本人が徹底的

に享受するという立場に置かれて、それから30年が経ったのです。「火事場泥棒」という

表現がその当時の新聞に書かれました。日本人のやったことは火事場泥棒である。そのこ

とを私は今でも覚えております。

そして、それから30年後の去年6月にデクラーク大統領がアパルトヘイト根幹法の廃止

を宣言してアパルトヘイトは終ったと言いました。その根幹法の一つが人口登領法だった

わけです。人口萱領法によれば日本人は名誉白人ではないわけで、人口登録法の例外とし

て扱われたにすぎません。私は、昔からそれに対して屈辱的な感情をいだいておりまし

た。そして、それを何としても日本人の力で返上したいと思いました。でも、ご存知のよ

うに我々の力、つまり政府も企業も我々民衆も白人に向かって名誉白人を撤回してほしい

と言う力はありませんでした。ですから、デクラークさんが来る際に、それははっきりと

言うべきだと思っています。

もう一つは、日本が30年間、アパルトヘイトの最大のパートナーの一つだったというこ

とです。60年代未から70年代にかけて、日本の企業、特に自動車メーカーと家電メー
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カー、それに商社が大挙して南アフリカに進出していき、70年はじめに6億4千万ドル

だった貿易額がわずか6年後の1976年には20億2千万ドルにはねあがっているというわけ

です。60年代から7時代にかけて、日本は一気にアパルトヘイトの仲間入りをしたと思い

ます。そしてご存知のように1986年、日本は貿易総額棍億ドルの世界最大のアパルトヘイ

トの貿易パートナーとなりました。翌年の国連捻会は日本を名指しで批判しました。それ

に対して、翌年の統計で日本は第4位、5位に落ちています。これは、金、プラチナ、タ

イヤなどを、金などとれないはずの西ドイツ、イギリス、スイスなど第三国経由で輸入す

ることによって統計を操作しているからです。

そして、もう一つ忘れていけないのは、ECやアメリカの国会議員たちが反アパルトヘ

イト議員連盟を作った同じ項に、日本では自民党の代議士50名が集まって日本南アフリカ

友好議旦連盟を作ったということです。私は幹事の石原慎太郎さんにもお会いしました

が、この歴史的事実も忘れてはいけないと思います。

1970年に初めて日本へやってきたANCのM．クネーネはこう言って日本を去っていき

ました。「日本が私たちを殺しつつある。日本の繁栄は私たちの血によってあがなわれて

いる。」これを、私はこの耳ではっきりと聞きました。

もう一つ、庶民の問題として言わせてください。日本はアパルトヘイトに関わる企業だ

けが問題だったのかという問題です。
一つは、トウモロコシの問題を言いたい。トウモロコシは、日本は別に南アフリカから

買う必要はなかったのです。でも、白人政権が白人の農場主によって支援されていること

から、日本は南アから農産物を畏わざるをえない状況に追い込まれていました。そして、

日本は南アフリカの黒人の常食であるトウモロコシを3億3千万ドルくらい買い続けてき

ました。これは大変な量で、南アフリカの生産量の約3割です。黒人の子供たちが飢えて

いるにもかかわらず、これだけのトウモロコシを南アフリカの白人農場主から買ってきた

のです。それはまさしく「日本が私たちを殺しつつある」のです。

もう一つは金とプラチナの問題です。1980年代に日本は金とプラチナを大量に買い始め

ました。なぜこんなに増えたかと言いますと、それは我々の子供、主婦、サラリーマンを

含む市民が財テクに走り、その財テクの一環として南アフリカの金をペンダントとして下

げたり、イヤリングに入れたりしてクルーガーランド金貨を3m万枚も買ったからです。

これはやはり、この30年間に何が起こったのか、南アフリカと日本の関係は何だったの

か、問われているのではないでしょうか。自分の箪笥の中にクルーガーランド金貨はない

だろうか、と考えてみたいと思います。

30年間私はいろいろな企業の方と出会いました。そして、つくづく思ったのは、人権と

利権という問題をつきつめて考えている企業の人とは誰ともお会いできませんでした。ど

こへ行っても、「他の企業はどうしていますか」と言うのです。一社でもいいから、私の

企業はアパルトヘイト問題に関してこういう原則をもっているんだ、こういう哲学を作り

たいんだ、こういう綱領をもっていますよ、という企業は、日本では私の知る限り一社も

ありませんでした。そして、経団連すらも共同で行動綱領は作りませんでした。これは事

実であります。ご存知のようにアメリカでは80年代に教会や労働組合や市民の圧力によっ

て撤退した企業が200社も出てきました。日本でも撤退する企業が出てきましたが。いず

れにしても、一人の人間として企業の方にお聞きしたいのは、これから人権の問題を考え
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ていかないと・私たちは消費者としてもその商品を安心できなくなると思います。今後、

この間題は大きく取り上げられていくことになると思います。

＊質疑応等：
【参会者A】ユニスさんに二点お伺いします。一つは、これからは人的交流ができるの

だから南アに来て現実を見てください、経済交流についてはまだ待ってください、という

ことをおっしゃいました0私は、この間題を前々から考えておりました。どういう状態で

南アに行ったらよろしい・ということでしょうか。例えば、観光旅行であったら、人的交

流にみえて実際には経済交流といえるでしょう。それでは視察旅行だったらどうなのか。

白人経済を助けるという形で人的交流が行われてしまうのではないか。ユニス・コマネさ

んはその辺をどのようにお考えになっているのでしょうか。

二点日払今日の話には出てこなかったのですが、「部族」（trlbe）という言葉を使われ

ることについてどうお考えでしょうか。もし、その言葉を使われたくなければ、かわりに

どういう言葉を使ったらいいでしょうか。

【ェス・コマネ】まず人的交流についてですが、これまで南アにおとされるお金というもの

は、大企業・主に金持ちのポケットを豊かにするために使われていたわけです。いわば力

を持っている者同士がお金のやりとりをしているということではなかったのでしょうか。

これは、まったく草の根の人々の役には立たないことだったのです。もちろん、おっしゃ

るように、観光等をしますとなんらかのお金を便わざるをえない、それは避けることはで

きません。しかしながら、その背景にある動機はまったく違うと思います。企業の活動と

遠いまして、視察旅行等そういう動機をもって入ってこられてお金を使う場合、それは

まったく今までと遣うと思うのです。

現在、南ア政府が主張している民営化という問題をとってみましても、確かにこれは人

々の力をつけさせる為の手段になっていくかもしれませんが、現在、いったい誰がその企

業を買うのでしょうか0現在、そのような企業を買えるのは、やはりお金持ちに限られる

わけで、けっして草の根の普通の黒人の人たちではありません。だからこそ、ANC臥

どうかもう少し民主化のプロセスがすすんで暫定政権ができるまで何か月か待ってほしい

と主張しているのです。すなわちANCの主張としては、平和的な民主化のプロセスを

行っていきたいということでした0で、「民族の槍」は・いわば最後の手段であったわけ

です。私たちに残された最後の平和的手段が経済制裁であるといえるでしょう。

二番目のトライブという言葉についてのご質問ですが、これ軋やはりその言動が使わ

れる文脈によるのではないでしょうか。例えば、誰かが私をブラック、つまり黒人と言っ

たとしても、それは単に事実を指しているだけだとすれば決して問題にはなりませんし、

私自身・黒人と呼ばれてむしろ誇りうる部分がございます。ですから、ある言葉が差別的

になるかどうかは、その言葉が使われる文脈によるのです。

【参会者B】経団連の方に質問します。3年前の3月3［］の日経産業新聞で柴山さんが

インタビューを受けています0この中で、南部アフリカ貿易懇話会による募金活動の目標

は4億円であり・それを2年間で達成すると自信をもって発言されているわけですが、資

料をみると3億14万円を3年もかけて達成されたようです。僕は、この金額があまりにも

少なすぎるのではないか・と思います。なぜならば、1989年にアメリカの企業が南アの黒
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人たちに送ったのは10億円で、それも1977年以来ずっとやってきているのです。アメリカ

と日本のこのような違いがどこから出てくるかと言えば、南アに進出しているアメリカ企

業を規制する企業倫理綱領が存在していて、日本にはそれがないからだと思います。今、

南アに進出している日本の企業には、アメリカが作ったような倫理綱領が必要ではないか

と思います。もしそうでなければ、無秩序な経済進出は黒人と白人の経済格差を拡大する

だけに終るのではないかと思います。

【柴山】　最初の質問にお答えします。金額が少ないということは事実ですが、ご了解い

ただきたいのはこのような形で民間企業がやった最初のケースだということです。個々の

会社が行うのはこれまでにもありましたが、日本企業が全体として募金を行う最初の試み

だったのです。それだけに、4億円のうち8割しか集まらなかったのは残念でありますけ

れども、こういうことをよくやっている経団連の話を聞きますと、達成率8割というのは

比較的良いのだそうです。もちろん、私どもはこれで十分であるとは毛頭思ってはおりま

せんので、第二第三の募金をやっていきたいということで、そういう環境が整っているか

どうか見極めている最中です。条件さえ整えば、第二第三の募金活動を開始したいと思っ

ております。

第二の企業基準の問題。これは、必ずしも南アフリカに限らない問題で、東南アジアと

か中南米諸国等、開発途上国に対する企業進出には必ずこの間題がつきまとっているわけ

です。たまたま南アフリカにはアパルトヘイトという大変な制度があるために非常に目

立っているけれども、これは南アだけの問題ではなく、日本企業が今後世界的な規模で進

出し、あるいは成長していく過程において必ず直面する問題であると思います。

基本的にはお考えがよく分かります。日本企業がいかにもエコノミックアニマルといわ

れてますが、そうではなしに、例えば今度の募金につきましてもまったく南アで経済活動

をしていない企業からも気持ちよく募金に応じていただきました。日本企業は順調に成熟

していると、私は若干楽観的な気持ちをもっております。

【糠沢】今、彼は遠慮して言わなかったけれど、募金し始めたとき、経団連の方は南ア

との取引き塁を減らしてくださいと企業にお願いしていたのです。南アとの取引きをどん

どん少なくしてくださいと言って、その一方で南アのために寄付金を出してくださいと言

うのはとても難しいのですね。そういうなかでは集めにくいのですよ、それはやってごら

んになれば分かることです。

もう一つアメリカと違うのは、アメリカは300社以上が投資しています。イギリスやド

イツも投資しています。しかし、日本は政府が禁止していましたから投資はできなかった

のです。
一番大事なのは、これからどうするかということですが、やはりANCや黒人の政府が

できて、アメリカと同じようにアブ「マティプ・アクションを法制化してくるだろうと思います。アメ

リカではア77－7封7・アクブヨンが決まっていて、黒人が指導しているビジネスからある程度買わ

ないとタメだよ、ということになっています。倫理綱領は、アパルトヘイト自体の倫理綱

領ですから、アパルトヘイトがなくなってしまえば内容がほとんどなくなってしまうわけ

で、あとはア77一行イブ・アクションにとって代えられるだろうという気がします。

［このあとも質疑応答が続きましたが、誌面の都合で略させていただきます。編集部】



アンチ’アパルトヘイ　トニュー∵スレク」　　　　　　　　　　1992年7月1日発行　第三種郵便物認可　個

中学校用教科書比較一覧
会合木　智美

来年度用“検定教科書‾が全国一斉に公開された。各教科書は、南アフリカとアパルト
ヘイトをどのように放っているのだろうか。

出版社 �タイトル名 �「名誉白人」 �ヰ一夕数 

日本書籍 �（地）『人種差別のきびしい南アフリカと日本』 �有り �2／トブ 

31丁 半ベーダ 

東京書竃 �（地）テーマ学習が－ジ『日本と南アフリカ共和国』 �有り �2ページ 

大阪書籍 �（地）『差別への戦いと自立への道』 �無し �1ベづ 1行 

中教出版 � � � 

学校図書 �（地）『アフリカの国々と独立』 �無し �8行 

教育出版 � �無し �2ノトブ 

清水書院 �（地）『注目されるアフリカ』［きれいア川レトヘイト】 �無し巨潜行 

帝国書院 �（地）国際理解のための資料『南アフリカ共和国 �無し �2ベーブ 

（地）は地理的分野、（歴）は歴史的分野、（公）は公民的分野の教科書をあらわす

【「アパルトヘイトの廃止」に関する記述の比較】

日本書籍・・・法的には廃止されたが、「アフリカ人に選挙権はない」。

東京書籍・・・「アパルトヘイト体制を支えてきたすべての法律を廃止した」。

大阪書籍…法的には靡止されたが、「参政権はみとめられておらず」。

学校図書・・・「アパルトヘイトの法律や制度があいっいで廃止され」。

教育出版・・・すべての法律を廃止したが、「しかし、じっさいの生活のうえでの差別はかん

たんにはなくならず…」。

清水書院・・・「アパルトヘイトに関する法律は全廃された」。

帝国書院・・・「アパルトヘイト諸法は廃止されました。しかし、廃止後、アフリカ人がどの

ような形で政治に参加するかは決まっていません」。
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rSAFE s e c tl OnJとして活動を始めてから、すでに1年半もたっています。

その間、私達は実に様々な人々から、

「SAFE s e c ti on　って一体どんなことをしているの？」

と聞かれました。その度に私達はとても関ってしまいます。なぜかって？　私達は、自分

達が何かを‘知る■為に活動しているからです。何かとは、もちろん南アのアパルトヘイ

トであり、日本であり、世界であり、そしてまた自分であるわけです。でもまぁ、そんな

ことを言っても理由はどうあれ、とにかく私達は何かやってきたのです。

そのSAFEの1年6ケ月の歩みを、ここに書いてみました。

－sAFE SECTlON’

これまでの活動iこつしヽて

1990．12　　　　　南アフリカの女の子達より、たくさんの手紙をもらう。

1991，　1．19　　　rSAFE S e C ti o nJ結成。

－弟1回　ミーティングー

2　　　　　　船越さんの話を聞こう大作戦。

（ホームレスキャンプって何？　経済制裁って何のコト？　など）

3　　　　　　ZULU語の手紙来る。9通ほど。

わからなくて頭を抱える。

4　　　　　　rワールドアパート」ビデオ会＆ディスカッション

5　　　　　　r教室の戦士たち」　ビデオ会＆ディスカッション

某その時の感想より

南アのアパルトヘイトの事実を知らない白人の女の子と、ソウェ

トに住んでいる黒人の女の子がそれぞれ南アの事を語るビデオで

した。白人の女の子がいかにアパルトヘイトを知らないかという

事がよくわかり、何も知らずに差別はもうないと思っている白人

の女の子はかわいそうだと恩いました。　　　　（中3・田沢）

6　　　　　バングラディシュよりモハンきん、南アより、ティモシーマド

バさん（愛称　ティム）来たるⅠ大討論会。

煮その時の感想より

南アの教師をしていたティムに会いました。子供の頃からアパル

トヘイトについて考えてきた事や、実際に吾桑が教室に入ってき

た事件など、通訳の必要な会話がもどかしいくらいたくさん話し

てくれました。彼は、私達よりたくさんの矛盾した行為や不当な



’ニー‾ズレト　　　　　　　1紳士半丁JIE■行■三三＝エコ■些

扱いに直面し、いろいろな選択を削1られてきたけれど、それを

上まわるパワーを持っていると感じました○　（高1・吉田）

マツイーラ兄弟、喜田J r君を交えて討論会。

ンゲレザ夫妻　来日講演会。

媒その時の感想より

「rLove and Peace」のある世界が必ずやってく

ると信じていますよ。その別は必ず来ます。これが、長い間続い

てきたアパルトヘイトから私達が学んだことです。」

というンゲレザさんの話が頭にこびりついています。彼等の言葉

1つ1つに・とても考えさせられました。　　（高1・大西）

11　　　　南アにクリスマスカードを送る。

12　　　　　夜を徹して話そうの会　Pa r tl

※その時の感想より

SAFE　8e C ti on始まって以来の合宿。

これは、もっと自分のことやお互いのことを知り合う、という目

的で行われました。特に南アフリカのことにこだわる、というの

ではなく、もっともっとたくさんのことを話しました。

気が付いたら空が白んでいた‥・。　　　（高1・大西）

r島～The lslandJというお芝居を見る。

（於・大塚　J ELS）

迩その時の感想より

こんなに感動させられる芝居は見たことがなかった。偽りではな

く本当の心の自由を求めた彼らの生き方は、本当に素晴らしいと

思う。一皮話してみたいと思ったq　　　　　（高1・大西）

夜を徹して講そうの会　Pa r t2

rANY CHILD IS MY CHILDJ

r心は白い闇の中」　　　　　　　　を観た。

アイドルグループの追っかけ、鼻や舌に穴をあける子、整形

手術をする高校生、占いにのめりこむ人々e t c．生きてい

るのに、生きる希望を失って死んでいるみたいな少女遠の記

録だった。

1992．
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この頃私の恩う　こ　と

この頃私の思うこと。PKO法案。ニュースでPKO法案のことが流れる。「だからぁ

要するにい自衛隊じゃなければ良い訳でしょう？」は一か違うよ。自衛隊であろうとなか

ろうと武器を手にした日本人がのこのこと海の外に出かけていくのに変わりはない。

この頃私の思うこと。ゴルフ場。関係者はこう言う。「農薬をおさえます。人体に影響

はありません」農薬を使って人体に無害のはずはない。それに農薬を使おうと使うまいと

山を削り自然を破墳するのに変わりはない。この美しい自然を人間の娯楽の為に壊してし

まうなんて。

この頃私の思うこと。食品添加物。農薬。親に問う。「お母さん、20円の普通の玉ね

ぎと300円の無農薬の玉ねぎ、並んでたらどっち買う？」「20円の．j「…．j友達

と買い物に行く。「おなかすいたね．」「パンでも買ってこうか．」でも結局何も買えない。

原材料の表示を見てしまうからだ。

この頃弘の思うこと。生き物達。今地球上では1日に100種頸近い動物と50種類近

い植物が消えていっている。いつから人間はこんなにいはるようになったんだろう。虫や

他の動物達を殺しても罪にならないからといって、人間が他の動物達よりえらいというこ

とでは、決してないのだ。

子供のくせに何を言っているのだ、とあなたは笑うだろうか？でも　●私の考えは正しい

と私は確信している。人は常に‘人間とは何か’ということを考えるべきだ。そしてもっ

と日射こ生きるべきではないか？■人間とは何か●　についてもっと客観的に考えたら（1

人1人がね。もちろん。）自分の過したたくさんの誤もに気付くに違いない。そして人間

だってありやくもや牛や馬や猫や鳥やなんかと同じ1つの生物だ、つてことがわかるんじ

ゃないか、といつも私は思っている。そうしたらアパルトヘイトなんて絶対になくなるの

にね。

（大西　佐奈枝）

最近考えてヽヽる零

この頃の私って、毎ヨ充実しているけれど、いざ、

「今考えていること」

ということで文章を書けと言われても、今は削ナません。この紙で何奴目だろうか。いろ

いろな事に関心を持ったつもりだった。前のように授業で何かと問題提起されていた頃は、

すでに社会の動きをつかみ、怒りを感じたり、ため息をついたり、世の中の動きを次々に

知っていくことができました。でも、選択授業も、先生もかわると自分から新聞も読まな

い、本も読まない、ニュースもあまり見ない私は、社会の動きに対して抱いていた関心が、

いっの間にか受け身でしかなくなっていた。こんな事に気づいたのは、この文章を書くこ

とになってだいぶたってからでした。こんなにも払って、つまんない人間だったんだ。自

分がいけ射、んだけど、すごいショックだ。私には、自分から知ろうとする力が足りない

ようだ。もっと新聞を読んだり、ニュースを見たり、自分から知ろうとしないといけない○
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乱心をよせなきゃいけない。こんな事にやっと気づいた。私って、たいした人間じゃない

ね。結局、他のことは充分楽しくて、充実した毎日だと思ってたけど、一番かんじんなと

ころで私は抜けていたようです。これを書くにも、今の私のかんじんな部分をやっとこふ

りしぼって書いたってかんじなわけです。この先、これを教訓に、自分を見つめ直すこと

が必要なようだ。そういう意味でこのSAFE S E CTI ONで今までよりもっと払強

していきたいと患う。やっぱり、菓しいだけの人生はつまらないから・・・。もっともっ

といろんな事を考えるべきなんだ。考えていきたい。考えれば考えるほど、味のこい人間

になるだろうから。

（池田　悦子）

南アで数学の教師をしているティムさんが、南アで乗鞍に起こっている琴を話してくれ

たり、いろいろな質問に答えてくれたことがありました。

その中で私が一番印象に残っているのは、綬業中、いきなり警官がやってきて続を撃ち、

生徒を何人か連れていってしまった事があったそうです。ティムさんは、ほんの何十秒か

の出来事だったが、その間何まも戦おうと思った。けれど、やはりじっと増えたそうです。

遅れていかれた子の親や、子供達に、なんで助けなかったの？なんで戦わなかったの？と

いわれたけれど、もし私が戦ったら生徒達も戦ったろう．そうしたら犠牲者がもっと増え

るし、私も捕まってしまう。そうしたら教師が一人しかいない私の教科を子供達は勉強で

きなくなってしまう。これ以上犠牲になる子供がでないようがんばったつもりだ。何かを

得るために戦うのなら死はこわくない。しかし、何もしていないのに命を失う事はないと

答えた。でもやはりとてもつらかった。と話していました。

今まで私は、本を読んだりして、こういう事があると知ったつもりで、いろいろ自分で

感じる事があったけれど・実際に体験した本人の話を聞くと、感じた事、おもった事、考

えた事が本の時とは全く違いました。もっともっと強力で、様子が員に浮かんできて、現

実みがでてきて、身近な凱こ感じてきました○そうしたら、何ていうか、すごく悲しい気

持ちと盗りが、胸の中でどろ沼のように、ぐちゃぐちゃ、ぐにゃぐにゃほじくりまわされ

ているような何ともいえない気持ちになりました。

生で自分の耳で聞く、日で見る、はだでふれる、身をのりだして入りこんで、そうして

体験して感じるって、知るってとても大切な芋だなぁ、と息いました。本当に全然逢うか

ら、きっと・その塔にいくと、今私が感じている革と、またもっと違ってくるのだろうな

あと息いました。

（田沢　麻利子）
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『生と死のはぎまで』フランク・チカネ著君島洋』随
わたしの反アノヾルトヘイ　ト陸司争

日本基督教団出版局刊1800円

拘禁、拷問、牧師停職

政府と教団による弾圧を受けながらも

宣教と抵抗運動に献身した黒人牧師の証言

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。　四　五03－3443－9775

●『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 

集部あてにお願いします。恵比寿の事務所経由だとかなり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1051－2三井せ甜ん台ハイツ716です。 

・CODESA（南ア民主会議）の中断、ポイバトン事件など南アの今後を左右するニュー 
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