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民∃三南アフリフウへの苦難カヾ続く
一1992年の南アフリカー

梶原彰

1992年の南アフリカの「政治年表」を作っていて、言いようもない複雑な気持
ちに襲われた。明るい見通しはない。

◆まず累々たる黒人の屍（しかばね）が見えてくる。「政治的暴力事件」と言われ
る虐殺で、92年1年間だけで3000人近くが犠牲になった。デクラークが登場し

ネルソン・マンデラと共にアパルトヘイトの撤廃と新生南アの創設に着手し始めてか
らの三年間で実に9000人の黒人が悲惨な死を遂げている。
昨年4月4日未明のカトレホン（ジョハ不スパーグ郊外の黒人居住区）のスクオツ

クーキャンプでは武装集団の襲撃により20人の黒人が、また6月17日のポイパト
ノ（ジョハネスハーグ南方の黒人居住区）では一晩で52人の住民が殺された。こう

した凄惨な事件の多くが、武装したスールー民族の政治結社インカタ自由党（IFP

）の支持者たちによるANCの支持者たちに対する襲撃といったケースで、きわめて

政治的色彩の掛、ものである0年蓑からも分かるように襲撃・虐殺劉牛は民主的南ア
フリカを目指す重要な会議や選挙の前後になると特に多くっている。改革を望まない
ものの仕業に違いない。
このような虐殺事件のいくつかがが軍隊と警察によって直接・間接に応援されてい

たことは91年後半に「ウィクリー・メール」紙が暴露し、デクラーク大統領もそれ

を認めざるをえなかったことは記憶に新しい。昨年暮れには今度は、政肝が一年前か
ら暴力事件についての司法調査を依頼していた「ゴールドストン委員会」（委員長
ゴールドストン最高裁判事）が「軍の最高幹部たちが政府のコンビェ一夕・システ
ムを利用して退役警官や売春婦・府英密売人なとを使って事件を起こし、ANCのメ
ンバーが犯罪に拘わっていたかのような証拠作りをしていた」といった内管の報告書

を発表した0デクラーク大統領は独白な調査をし、12月に16人の軍幹部を罷免し
ている0それでも日本の新聞は「黒人対黒人の部族対立」と書き掛ナるのだろうか。

昨年暮れにはまた、南ア南東部の白人地区のゴルフ場とレストランで銃の乱射事件
と爆弾テロ事件があいっで起こり、4人の白人が死に38人が負傷した。政治暴力が
いよいよ白人にも向けられたようである0白人社会にも恐怖が走り始めた。

◆新生南アへの展望もクリアーではない0新憲法制動こ向けて91年12月発足し
た全政党会議（民主的南アを目指す会議・CODESA）t）ぎくしゃくしたままであ

る0黒人の参政梅の実現の見通しさえたっていないDその原因の多くがデクラーク政

肝の校梢な策略にある。少数白人の既得権をどう死守するか、デクラークはそのこと
しか考えていないのではないかとさえ思われるo CODESAでANC等と交渉を続

けながら、一方で反ANCのホームランド・リグーたちやCO工）ESAを批判してい

る白人右巣の保守党などを結集して連邦国家構想を打ち出している。政府の連邦構想
は国内を9地域に分け、7地域で黒人が過半数を占めるがプレトリアを含む北部の1
地域だけは白人が35％で最多となるものだという。白人政府の洩儲となって甘い汁

を吸ってきたホームランド・リダーたちがそれに便乗している。
クワズールー・ホームランドのプテレジ首長などは「クワズールー・ホームランド

を白人のナタール州と合併し、連邦国家体制下の自治州になる」（92／12／1）といった
計画を公表し白人右巽を喜ばせている。

敢府の考える政治体制は2院制で下院代表は全人種による一人一票で選ぶが、上院
の代表は連邦を構成する各地域から選出される0そして各地軌こは強力な権限が与え

られる（地方分権）というもの。つまりこの上院が白人の権益保護の砦となるわけだ凸
またデクラークは94年3月か4月までは黒人も含めた多人種選挙はやらない、つま
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りそれまでは白人支配を続けると語っているが、ANCは93年中に暫定政府なんと
しても発足させたいとしている。ANCはまた制恵交渉過程も新憲法制定後もANC
が政府を独占する考えはなく、国民党との連立政権を受け入れる用意があると11月
に公式に政策文書で言明した。政府の策略に対してANCの戦術は労働者のストライ

キや大衆のデモといった「大衆行動」（マス・アクション）である。昨年8月の3～
4［］のゼネストには400万人の人々が参加したものであった。

◆91年10月に日本政府が対南ア経済制裁を解除して以来南アからのプラチナと
金の輸入が急増している。「日経新聞」にこんな記事が載った。「南アは貴金属生産
で世界的に圧倒的なシェアを握る。経済制裁の下では一度欧州に持っていき、スイス
製品なとにプラント替えして日本に再輸出するケースも多かったが、（経済制裁解除
とともに南ア、日本ともにコスト削減できる直接貿易に切り替わってきた〉（住友商

事）」（92ノ11／9）。私達が告発し続けてきたように、87年に日本か世界最大のア
パルトヘイトの貿易パートナーになり国際的非難を浴びて以来、日本企業は南アとの

貿易を第三国経由に切り替えることによって直接の取引高を減らし経済制裁逃れをや
ってきたのである。日本政府はそれを百も知りながら黙認してきた。今からでも遅く

はない。日本の各企業がアパルトヘイト体制と実際どのようにかかわってきたか、き

っちりと記録を残しておく必要がある。これからも日本企業や日本政府が新生南アの

国家建設にとうかかわっていくか監視し続けなければならない。それはJAACの重

要な存在理由の一つである。ANCは外国の投資家に対してiFFIEXATIVEACTION（格

差是正）政策を受け入れるよう要請している。

◆昨年もまた多くの南アの運動家や芸術家が訪日した。そう言えばデクラーク大統
領や、ポタ外相も釆目したことを忘れる訳にはいかない。私達は「名誉白人」を返上
するために首相官邸にまで押しかけた。私が出会った人達の中で、詩人でストーリー
・テーラーのグショナ（チナ）・ムショーペさん、作家のナディン・ゴーディマーさん

、そして農村活動家のノグゾラ（ゾラ）・マギグさんの三人の女性のことは一生忘れな
いだろう0「ママ、あたしはいっもお葬式のダンサー。ママ時代のママのように、あ

たしも結婚式のダンサーをやってみたいのl」といった内容のチナの自作の詩の朗読
に私は涙があふれ顔を上げられなかった。「長い年月、日本、アメリカ、イギリスが
アパルトヘイトを支えてきたのは本当に恥ずかしいことでした。まだアパルトヘイト

は終わった訳ではないのです。これからは新生南アフリカの未来のためにカを注いで

下さい。」とゴーディマさんは東京での集会で語った。
江の島の「かながわ女性センタ」－で開かれた国際会議で同席したゾラさんのエナ

ジーはすごかった。講演の最後を彼女はこう締めくくった。「私は女性たちに神から
授けられた潜在能力を目一杯活用するよう訴えたいと患います。神が私たちに授けて
くれた贈り物は生命（いのち）と潜在能力であり、私たちが神に与える贈り物は、私
たちがその可能性を実現することだと思うのです。」

ゾラさんが農村の女性の自立のための骨の折れる仕事に携わるようになった直接の

きっかっけは、地方牧師として農村開発の仕事を最初に始めたお父さんの虐殺と学生
時代の友人のスティーヴ・ピコの拷問死だったという。「あなたに黙々と困難なお仕
事を掛ナさせている、その力は何ですか」という日本の若い女性の質問に彼女は、「
未来にたいする希望かもしれません」と答えたものだ。ああ、希望よ！

※以下に92年の南アの「政治年表」を掲載するが、読者の利用の便宜を考え
て83年からの咤年表も付けておいた。利用した資料は、「毎日新聞」「朝日

新聞」「ジャパン・タイムス」、The恥eklyyall、NewNatlOn、Ⅳews恥ekな

どである。



（4）アンチ’アパルトヘイトニュースレター　　　　　　　　　1993年1月1日発行　第三諾動使物認可

南アフリカ　／　最近の動「司（1983・5～1992・12）

1976年6月ソウェト蜂起

1977年9月スティーヴ・ピコ虐殺

1978年9月P Wポタ首相就任

作成．楢原彰

1980年代から学生の学校ボイコット運動、労働者のストライキが激化

草の根組織／労組／学生組織／そ
がポタ政権を倒し、デクラーク

してAⅣCの闘い、それに国際的な経済朝露面
クを引きずり出した

し遅れてNF（民族
→三人種別全議会選挙ボイコット

ーラム）の結成

1984年8月～9月三人種（白人・カラード・インド系）別議会選挙／黒人蜂起激化へ
9月以降川EATEA（ズールー文化運動）の「自警団」によるUDF系組織への武力攻雲

が激しくなる
1985年7月～86年3月部分的非常事態宣言

12月南ア労働組合会議（COSATSU）の発足／黒人ストライキ、学校ポイコソト激化
1986年6月全土に非常事態宣言／国際的な反アパルトヘイト運動へ

9月◆EC．巳本あらたな経済制裁へ
10月アメリカに「反アパルトヘイト包括法」成立

1988年2月反アパルトヘイト17団体と最大労組（COSATSU）に政治活動禁止処分
1月◆甘木が1987年の世界第一位のアパルトヘイトの貿易パートナ】になるこ

とが判明し、国際社会の批判が集中。この頃から、日本では「通い夜明け」の
上映が始まり、反アパルトヘイト運動が広がる。政府は財界に（自粛）を指等

1989年1月　政治囚の獄中ハンスト始まる。
2月ポク脳卒中で倒れ、デクラーク国民党党首に。
6月頃から、抑Ⅷ（大衆民主運動＝VDF／ANCの別の顔）による全土に「不服従運動」

（デファイアンスヰヤンベーン）始まる
9月　デクラーク大統領に正式就任

10月　ウォルター・シスル等8人の政治犯釈放

デクラーク／マンデラ
政治暴力事件激化

法化、反アパルト
機関規制の解除、

鋸ま、¢ネルソン・マンデラ等の政治犯の釈放、唇ANC，PACの合
ヘイト33団体への規制解除、◎非常事態の一部緩和、④報道
などの措置を発表

3月　ナミビアの独立
5月と8月デクラーク政権とマンデラ（ANC）の権力委譲に関する予備交渉。

この頃よりANC川DF勢力へのくインカタ自由卦白人右派・軍／警察の一部〉連
合による襲撃激化／暴力事件がナタール州からヨハネス周辺に移る

10月非常事態宣言の全廃、施設隔離法が失効
10月27日～11月1日◆ネルソン・マンデラらANC代表団政府招待で来日。民衆の歓

迎を受ける。政朴財界からの援助はほとんど得られなかった。
1991年1月暴力抗争解決のためマンデラとプチレジ（インカタ議長）の会談で停戦合意

1月ANCは新憲法制定の方法を話し合うための全政党会議を脚唱
2月　シスカイ「政府」は南アとの再統合を決定
2月デクラーク大統領は人種差別法を近く全廃すると発表
2月ウィ二一・一・・マンデラに対する誘拐、暴行罪の初公判
3月政治亡命者の帰国開始／柑ルサカから190人

黒人抗争激化（死傷者多数）ソエトなどに夜間外出禁止令
4月ANCは政府に対し「黒人間の暴力事件解決に努力しない限り交掛こ応じられ

ない」等の7項目を要丸国防相の罷免要求も。予備交渉中断へ。17日にはマ
ンデラは「AⅣCは自衛部隊を組織する方針」と発表

4月◆日本の経団連南アへ経済視察団
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4月EC外相理事会・経済制裁解除（武器禁輸を除く）・プレトリアにEC代表部設置
5月　アンゴラの和平協定成立（アンゴラ政府と反政府組織UNITAとの問に）

92年秋に国連監視下で自由選挙へ
6月　土地法、集団地域法、人口登録法が廃止された。デクラーク大統領アパルト

ヘイト終結宣言（17日）。◆21［］日本政府は南アとの「人的交流」規制を解除
7月2日－7日ANC全国大会／議長マンデラ、副議長ウォルター・シスル、書記長シリ

ル・ラマフォサ（全国鉱山労組書記長）を遠出。経済制裁解除の三段階を発表
9日国際五輪委員会（IOC）、南ア五編復帰を決定。核拡散防止条約に調印（日）
9日A鴨（白人極右）と警官隊衝突、3人の右翼死亡。
10日米国対南ア経済制裁を解除。
南ア治安警察が「インカタ自由党」に資金援助発覚→法秩序相も認める
デクラークはマラン国防相とフロック法秩序相を更迭

9月8～9日　インカタがらみの武力衝突で57人死亡（ヨハネス周辺のトコザ）
9月14日暴力抗争阻止のため、佃C＝インカタ＝政府は和平協定（NatlOnall）eace

Accord）に調印。「監視委員会」を設置。「政治集会での武器携行の禁止」など。
P＾C，＾ZAPOも含めた40の組織が参加・調印。

10月3日　ナディン・ゴーディマのノーベル文学賞

4日　デクラーク大統領「差別の歴史に謝罪」（朝日とのインタヴュー）
10月22日◆日本政府は経済制裁解除（銑鉄・鋼材の輸入不承認、航空機相互乗入

れ停止の確認、投融資規制およびクルーガーランド金貨その他の南ア産金
貨輸入自粛要請の規制解除を決定）
英連邦は制裁の段階的解除を決定（21日）

10月末　5日間に45人が何者かによる通勤電車内、葬儀場での無差別殺教の犠牲
になった（政治的暴力事件）。9月14日の和平協定以来200人以上の犠牲者。

11月4～5日350万の黒人労働者がスト。直接の目的は新税制への反対だが、いっ
こうに進展しない民主化と改革への黒人の意思表示

11月8日◆の「ウィクリ一・メール」によれば丸紅商事が南アへの武器輸出干与
11日南アーイスラエル貿易・文化協定

11月16日白人進歩派の「民主党」は新憲法草案でANCに同調を決定。つまり「一人
一票の選挙で新設された制憲議会が草案の策定に当たるべき」というもの。

11月18日ISCO且のホステル労働者（多くがインカタ）80人が南ア軍隊のキャンプ
で訓練を受ける。

12月4日　貿易・産業・経済調整相に南サ第2の企業ジェンコ一社デレクタ一・キ
ーズ会長が任命された

12月　ウィクリ一・メール紙は警察が今年の一月にもインカタに資金援助をして
いた事を暴臥その金はインカタ派の集会へのハス動員費用などに使われ

た。
12月8日　ソエトでインカタ自由党の集会の後17人が殺害された／群衆の武器の

携帯は9月の「和平協定違反」
12月11日政治犯120人がタンザニアから帰国
12月16日PAC20日の全政党会議に不参加を表明。佗APOはすでに不参加を表明

浩志讐野蒜墓誌是書き語警去蓋登芸蓋乱雲禦nf。，a，e。。CratlCS
OUthAfrlCa）が、白人政府、ANC．インカタ、保守派軍人政党など19政党・組織

が参加。
12月20－21ジョハネスパーグで新憲法制定に向けた「全政党会議・民主的南アを

目指す会議」（CODESA）。（新憲法をどう、だれが作る〉（暫定政権の形態は）ぐ
独立”している四つのホームランドの将来は）

「マンデラは18カ月以内の暫定政府を掟案。その暫定政府が実施する普通選
挙で選ばれた議会が新憲法制定」「デクラーク鑓案は長期の暫定政府が新
患法を作成」。ボプタツワナのみ南アへの統合を拒否している。
新憲法の原則、黒人の政治参加問題などをつめる五つの作業部全役乱
92年3月までに全体会議再開を決定。
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PACと保守党はボイコット。プテレジは川EATRAのほかにスールー王グッド
ウエル・ズウェリズィこの参加代表権を要求。それを拒否されて欠席。

1992年1月13日◆日本・南ア両国間の外交関係樹立の書簡を交換（1941年依頼半世紀ぶ
り）アジアでは台湾についで二番目

1月6日11人の白人右業逮捕→爆弾テロ容疑／ネオナチタイプの「アフリカーナー
抵抗運動」のメンハ－。21日にも逮捕（10人、テールプランシェも）。

1月11日P・サイモン・ジョバーグ公演／PACボイコットANC、インカタなとOE

1月21日先週一週間で30人以上の死者→黒人間抗争で
1月24日デクラーク大統領は新憲法制定への移行措置として「黒人参加の暫定

政権設立と議会を黒人にも開放することを捷案。その是非を問うため参政
権のない黒人をも含む国民投票実施」を提案。黒人勢力の求める現行憲法の
停止・制窓議会の設置に反対した。く現行寮法手直しによる暫定政権の樹
立＝デクラーク提案〉

議会の外では州Cがデモ。「暫定政府の即時樹立、新憲法制定の準備」を求
めた。

1月7［EC閣僚理事会は南アからの金貨・鉄鉱石・鉄鋼製品の輸入禁止摺置を解
除。（86年以来の一連の制裁措置のすべてを撤廃。ただし国連決議に基づいて
85年以来続けている武器・石油の輸出禁止は継続。

2月3日シンカポール航空はシンガポールージョハネスバーグ間に定期空路（3月
29日から遇2便）

2月4日マンデラ／デクラークそろってユネスコ平和賞受賞。
2月マーク・データ社によるアンケート調査

次期指導者は誰かマンデラ42％、デクラーク27％、選択せず17％、残りは他の
黒人指導者。黒人の39別ま状況がよくなった。残りが同じか、前より悪くなっ
たと答えた。

2月13日デクラークは白人社会に向かって「自分がアパルトヘイトから民主主
義の変革の過程をコントロールし、白人少数者を混乱に陥れるようなこと

は決してしない」と語った。
2月19日酉トランスハール補欠選挙で「保守党」が与党「国民党」に2100票の差を

つけて勝利。
2月20日その直後デクラーク大統領はアパルトヘイトを終わらせるために国民

投票（黒人に参政権をやるかどうかをも含めた）を提案。敗北したら引退を表
明。もし右翼が勝利すれば南アは内乱状態になろうと大方の予想。
AⅣC／PAC／AZAPOは白人投票に反対。これぞ人種差別は。

2月28日南ア政府はすべての公共の場、政治集会での武器（伝統的武器を含む）
の携行を禁止。インカタは合意していないと反発。

2月29日南アとロシア外交関係樹立。
3月11日黒人抗争で5人死亡。この4日間で36人が殺されている。アレクサンドラ

では一週間もたたない間に12人も死亡。ANC支持者とインカタの衝突。
3月13日この相聞で少なくとも60人が死んだ（暴力事件で）。1984年以来のタウ

ンシップ抗争の死者は11、000人をこえた。「政治暴力事件の死者、三週間で20
0人を超す」（朝日）。ANCや「人権委旦会」は信任投票を前に社会不安を煽る目
的と発表。旧愚人居住区でのインカタとA支持者との衝突／列車への無差別
襲撃／葬儀の列への無差別襲撃などの形態。

3帯吾翻人を問う白人
投票の結果は、改革賛成が687％をしめた。ヨハネス、ケープタウン、ダー′くン
などの都市では賛成派が8割前後を占めた。最終投票率は857％。地滑り的勝利
暴力的混乱状態と国際的孤立を恐れた白人社会→CODESA（民主的南アを目指

す会議＝民主南ア会議）への期待
17日夜から1柑朝にかけてヨハネス中心に暴力事件多発、13人が死亡。

二月中旬デクラーク政権はANCなどとの問で「新憲法樹立のための黒人閣僚
を含む暫定内閣の発足」で合意をしており、早ければ今年の夏にも「参政権を
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もたない黒人閣僚」を含む内閣の誕生となる。「黒人との権力分割」（デクラー
ク）か「一人一票投票による多数決」（マンデラ）か

3月23日　◆ポタ外相訪日
3月28日　アパルトヘイトに抗議の徴兵拒否青年に無罪判決。ピーター・オウフデ

ルハイデサさん（30）は「黒人への一人一票制が確立されないかぎり入隊しな
い」と拒否して、昨年5月起訴されていた。

3月28日　タンザニア政府・対南ア経済制裁解除を決定。
3月30日南アを訪問していた国際法律家委員会（ICJ）は報告書擾出し、トランス

バールとナタール両州では暴力事件激化のため公正な選挙を行うことが不可

能」と発表。
3月31日「民主南ア会議」の作業部会は第二回全体会議を5月15－16日にヨハネス

で開催を決定。そこでは「暫定政府樹立、政権議会の形態や遠出時期」などで合
意する見通し。政権機関に関しては、政府は「一人一票制による下院、地域代表
の上院の二院制による暫定議会の設置」を提案。

4月3日マンデラは国連に対してタウンシップの暴力をくい止めるために「国連
平和維持軍」を求めると義明。蔭・秩序大臣は反対。黒人間の権力抗争だと。

4月4日未明カトレホン（ヨハネス郊外の旧黒人居住区）の不法居住区内で武装
集団が襲撃し20人が殺害。またその夜ソエトでも7人が殺された。

4月5日英「サンデータイムズ」はマンデラとウィニーが別居すると発表。
4月6日インカタは選挙めあてにジンバブエからズールーを国内に移住させよ

うとしている、と「ニューネーション」が発表。
4月15日　ウィ二一・マンデラはANCの社会福祉部長のポストを辞任（88年の黒人

少年リンチ殺人事件に関連する疑惑で昨年、禁固6年の刑を受け、その後控訴
し釈放されていた。）。

4月22日民主党所属の白人議員5人がANCに加入した。
4月23日デクラーク大統領は移行措置として、黒人を含む全国民投票で「最高執

行委員会」を選出、大統領にかわる最高機関となることを提案。委員会は3－5人
で構成される。25日マンデラは拒否。

4月23日ANCは政治暴力事件に抗議して一週間の列革利用ボイコットを決鼠今
年に入って列車内や駅構内の暴力事件は急増し150人が犠牲になっている。

4月23日5人の警官に殺人罪判決（死刑）。88年12月3日、ビーターマリップルグ郊
外のトルストフィード村の葬儀でインカタに頼まれて11人の愚人を殺した罪
。大量殺人にかかわっての治安警察に対する最初の有罪判決。

4月28［］ANCは経済政策指針を発表。外資導入のためのダイナミックなプライベ
ート・セクターへの期待。所得の再分配。住宅・医療・教育等における不平等の

改善。柔軟な国有化外国投資家はAfflrmtlVeaCtlOn政策の受け入れなと。
4月29E】ナクール州最高裁判事J▼Ⅱデコットは「南ア警察が計画殺人犯罪に加

担している」と述へた。この二年間だけでも5000人が殺されている。
5月11日CODESAの作業部会で第一期の暫定政府の組織や権限問題で合魚，第二

期に関しては政府と州Cの間で対立。
5月14日南ア白人政府とANCは双方の軍事部門の統合に基本合意「すべての治安

部隊は暫定政権機構の支配下におかれるべき」
5月15－1柑第二回全政党会議（民主南ア会議CODESA）の全体会議
5月15日第二回CODESA全体会議は、制意議会の形態と新憲法の制定方式につい
て対立政府は白人権益擁護の目的の強い二院制主張し二院にも新憲法採択
の権限をあたえることを主張、ANCは一院批それに、新憲法制定なと重要問題
には政府は制憲議会の75％（後に70％）以上の賛成が必要とし、個Cは三分の二以
上を主張。この後は分野別の五作業部会活動を停止し、特別委員会を設置し、
そこで合意に達したら第三回の全体会議を招集予定。

5月23～24日ジョハネスバーグ周辺の政治暴力事件で14人の死者がでた。

6月1日デクラーク大統領はロシア訪臥一億ランドの貿易信用を供与。金とダ
イアモンドのカルテルは否定。両国の外交関係は2月28日から。

6月3日lデクラーク大統領訪日。
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6月10日　アムネスティ・インターナショナル本部は南アの暴力事件に治安警察が関与
していると発表。84年以来の政治暴力事件の死者の数は12000人に透した（89年デク

ラークが権力をとった以来8000人）。またANCの活動家への警察の拷問も暴露。
6月16日　ソウェト蜂起16周年。皿Cが大衆行動。ソウェト周辺の抗争で23人死亡。

6月17日政府は8年前（84年）に強制的に接収した土地の半分を黒人のモゴパ農業コミ
ュニティーに返還することを決定。政府は1950年～84年の間に350万の黒人を強制移

住させてきた。当局の返還措置はこれが初めて。

I☆政治的暴力事件激化一治安部隊の関与－ANCはCODESAへの参加中It］

6月17日　ジョハネスハーグの南の旧黒人居住区ホイバトンで武装襲撃グループが住民

を襲い41人（警察発表。宗教者や市民運動のリーダーは52人と発表）を殺害した。ANC
は「インカタ自由党」支持者によるもので、「警察車両が襲撃グループを運んだ」と治
安当局の関与を非私人梅擁護団体は過去の2年間の49のタウンシップで起こった
虐殺事件で1250人が死んだと公表。

6月20日デクラーク大統領は現地を視察したが、住民に卓を囲まれ追い返される。
6月2柑マンデラ議長は、虐殺に抗議して憲法制定に向けて参加していた「民主的な南

アを目指す会議」（CODESA）への参加を中止すると発表。匡王連に虐殺調査団派遣を要
求。佃Cは交渉復帰条件として①政治暴力についての国際調査委貞会の派遣◎国際監
視機構の設置③国連安保矧こよる南ア政治暴力問題の緊急会議開催㊤「秘密部隊」
の解散、などを要求している。

6月26日鉱山の治安要員のムンゴメズル氏はポイバトンの虐殺に警察がかかわってい
たと政府調査団に報告。

7月10日警察当局は今年に入ってから旧黒人居住区で4490件の政治暴力事件が発生し

、死者は1181人に達したと発表。昨年は一年間で2240人の死者。
7月15日国連安保理は2日間の日程で南ア問題について協議。マンデラ議長がポイバト

ン事件の事実調査のための特使派過を要諦。安保理事会は16日に暴力の拡大を阻止
し、交渉の再開に向けて事務総長特別代表の派過、経済制裁継続要請決議（まだ続け
ている国に対して）を決定。
15日デクラーク大統領は黒人居住区から、今年の初めフォラパーク・スクオツター

キャンプで住民を軸ったとされる外人部隊からなる悪名高い32、31部隊、それにナ
ミビアで取り締まりに当たった「クフォツト」警察隊の3部隊の解体を発表。また、

政治暴力の続く地域での危険な武器使用の禁止、ホステル警備の強化などAⅣCの要
求に一部答える措置を発表。（安保理事会開催前夜に）

7月21日ヴァンス国連特使が南アに到着（ヴァンスは安保理事会に暴力の解決策を進

言し、交渉再開の条件を作るのが目的と記者会見で語った。）7月31日まで滞在。
7月22日ケープタウンの旧黒人居住区カイリチャで勤務中の5人の警官が打ち殺され

た。今年に入って勤務中の警官の殺害者117人。
7月26日南アの病理学者ジョナサン・グルックマン博士は「拘禁中に死亡した200人の

90別ま警察の義行によって殺されたものと断言できる」と発表。（彼は77年のスティ
ーヴ・ヒコの拷問死を鑑定した人）

8月1日◆日本外務省は小原中近東アフリカ局長を南アに派乱
8月2日7人の国連監視団がANC、COSATSU、南ア共産党の「大衆行動」を監視するために

到着。（マンデラは治安警察監視を目的に派遣要請。しかし政府ま大衆行動監視を目
的に受け入れに同意した）。

8月3～4日COSATSU（組合員120万人）国内全域でゼネストに突入在宅スト。民主化促進

を掲げて。主要都市の交通の大半が停止状乱商店は閉店が多かった。皿Cのラマフ
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オサ書記長は5日「全国で約600万の労働者に内400万人が参加。2億5千万ランド＝約1
20億円の損害を南ア経済に与えた。」と発表。

8月5日大衆行動3日目、プレトリアの政府庁舎前でで七万人の集会。暴力の終結と暫
定政権の樹立をマンデラは訴えた。

8月7E国連のカリ事務総長は、ヴァンス特使の進言を受け入れ、安保理に対して南ア
での抗争終決と和平協定の実施を計るため30人の国連監視団を派遣するよう提案。
必要あれば英連邦、OAU．ECのからの要員も可。南ア政府は同意と発表。

8月26日　ジョバーグ周辺で武装ギャング通勤列車を襲い少なくとも17人の黒人を殺書

9月3日ANC全国執行会議（執行委員86名）で改めて交渉を拒否。改称こ14項目要求。
9月7日南アの「ホームランド」シスカイの中心都市ヒショー近郊でデモ行進中の6万

人のANC支持者たちにシスカイ軍隊が発砲。死者28名、負傷者197人の犠牲者が出た。
シスカイは白人政権が設立した「独立国家」（1981年）の一つ。90年3月軍事クーデタ

ーでオウパ・コザ准将が政権奪取。またシスカイ政府は77年に「独立」を与えられた

ボプタツワナ政府（ルーカス・マンゴッペ大統領）、クワズールー政府（カッチャ・プ
テレジ首相）とともに反ANC。デクラーク大統領はこうした悦偏ホームランド・リー

ダーを集た連邦構想を推進しようとしていた。この日デクラーク政府主催の会議に
はは、国民党、保守党、インカタ自由党、ホームランドの果人政府、インド人覚など13
組織が参加。政府の連邦構想は国内を9地域にわけ、7地域で黒人が過半数を占める
がプトリアを含む北部の一地域だけは白人が約35％で最多となる。（朝日9／8）（同じ

ホームランドのトランスカイとベンダはANC支持。新生南アへの統合を望む。）
州Cのこの日のデモはこの会議を牽制するためのものであった。

9月引∃価Cのクワクワ（10のホームランド中最小）の活動家たちはT【＿モペリ首相の

退陣を求めて集会。
9月10［ANCはデクラーク大統領の暴力事件に関する首脳会議提案を条件付きで了承。

その条件とはホステルへの規制強化、500名の政治犯の釈放、インカタ自由党の危

険な武器の携帯の禁止など。またデクラークはシスカイ事件の司法調査を独立し
た委員会に要請。

9月18日デクラーク大統領は10月の臨時国会で閣僚に黒人が就任できるよう憲法を改
正すると約束。

9月2柑デクラークとマンデラの首脳会談始まる。割烹交渉再開で合意。政府はAⅣCの

要求をほぼ受け入れる。ナタール州ゲンゲシュ村で住民10人が武装グループに殺
害された。

9月2柑プテレジ・インカタ自由党議長はこれに抗議し「民主南ア会議」（CODESA）から

脱会を表明。クワズールー政府も脱会するとしている。
9月2柑150人の政治犯が釈放された。その中には右翼の殺人者パーレン・ヘントリッ

ク・ストリーダムも。11月までに約400人の政治犯が釈放される見込み。

9月29日インカタ自由党のプテレジ議長、ボプタツワナのマンゴッペ大統領、シスカイ
のオウパ・コザ准将の三人の反ANC領袖の会談。白人右翼の保守党に接近。保守党
のトルーこヒト議長は歓迎の意思表示。

10月9日デクラーク大統領は初めてアパルトヘイト与謝乳しかし「それは故意に行
った悪ではなかった」と発言。

10月12日デクラーク大統領は臨時議会の施政方針演説で、南アの将来図として地域政

府に強い権限を与える連邦制（地方分権の連邦制）、国会は二院制と発表。中央集権
国家を目指す州Cと対立。

10月18日ナタール州の村でANC支持者たちがインカタ自由党の支持者に襲撃され8人

が死亡、18人が怪乳またジョバーグ近郊の黒人居住区でも皿C支持者8人が殺され
た。今年に入って2700人以上が死んでいる。
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10月30日　アパルトヘイト関連免責法が成立。大統領評議会はアパルトヘイト政策に対

する反対、擁護を問わず、政治的動機から90年10月8日以前に罪を犯した者を免責
する法案を承認した。これで黒人活動家らを殺著した治安要員や政府官僚の免賓
も可能になった。世論猛反発。

11月2日ⅧCは「制憲交渉過程、さらに新憲法制定後もANCが独占する政府を排し、白人

現政権党・国民党との連立政府を受け入れなければならない」とする政策文書を公
表。国民党との連立政府もありうるとした。この両者が新政府の主役を担うへき。

11月4日セポケンの州Cの家族が襲われ6人が撃たれて死亡。
11月16日　ゴールドストーン委員会（委員長ゴールドストーン最高裁判事）は「南ア治安

部隊が退役警官を雇い、売春婦や麻薬密売業者を使って最大黒人組織ANCメンバー
が犯罪に関与しているかのような証拠づくりをしていた」とする報告者を発表。

11月18日ANCの政策決定組織「全国作業委員会」は2日公表された「白人政権との連立」
という政策文書を公式承認した。

11月19日　デクラーク大統領はバデンノート国軍司令官を解任しステイン新司令官を

任命。ゴールドストーン報告で公表された問題の調査を求めた。
11月25日　ソウェトの鉄道で通勤客に銃が乱射され少なくとも36人が負傷。

11月26日　デクラーク大統領は94年の3月か4月に白人支配を終わらせる「多人種選挙」

を実現させたいと述へた。ANCは、暫定政府を決定するための選挙を9～12ケ月以内
に実施したいと語り、デクラークの提案を絶対に受け入れられないと語った。

11月27日アムネスティ・インタナショナルはアフリカの四っつの図にあったANCのキ

ャンプで拷問と殺人があったことを公表・非難。
11月28日キング・ウィリアムズ・タウン南のゴルフクラブが武装グルプに襲撃され、4

人の白人が死に20人が負傷した。動機は不明。アザ二ア人民解放軍（APLA）と名乗る
電話があったが警察は疑問視。白人社会に恐怖が走った。過去3年間に9000人黒人
が政治暴力事件で死亡。

11月29日　マンデラ議長はマメロディで「ANCの軍事部門（民族の槍）のゲリラがアジア

と西側の国々で正規軍になるための訓練を受けている」と述へた。

12月1日　ズールーのプテレジ首長は「クワズールー・ホームランドを白人のナタール

州と合併し、南アの連邦国家体制下の自治州となる」という計画を公表した。
12月　2日南ア政府と甜Cは民主化促進のための二者協議（新憲法制定交渉）を正式に再

開。
12月3日クイ】ンズタウンのレストランで爆弾事件。少なくとも18人の白人が負傷。

12月19日デクラーク大統領は、アパルトヘイトの廃止を遅らせるために、人々を死に

追いやる政治的陰謀に拘わっていた16人の軍上級幹部を罷免した。そして7人を
調査が完了するまで休職処分にした。



ホステルに宿る諸問題（上）

ド筈三人こ　こ▲仁子

南ア滞在中の昨年7月22日（水）であった。写真家のV．マトムと、ドキュメンタリ

ーフォトグラファーになりたいと勢込んで日本からやって来た、元自衛官のM君と三人

で・ヨハネスブルグ北西にある黒人居住区、アレクサンドラへ行った。実は三人で、その

中にある女性ホステルに入って写真を揺らして貰おうと計画したのである。

一女酎スチルに男性が入るには特別許可が要る－ 盛塾鬼ヒ・・
女性ホステルは男性禁制なので、女である私は訪問の出入り自由だが、Ⅴ．マトムも

M君もれっきとした男性なので、その筋のパーミッションが要る。前日南ア人のV．マト

ムが、電話で係官とアポイントメントを取ったと言うので、ホステル訪問の前に役所へ立

ち寄って、係官に事情を説明した上で許可証を貰って、その足でホステルへ行こうと段取

りした8早朝に起きてヨハネスブルグの中で落合い、黒人達の乗る乗合自動車のクムビで

アレクサンドラに向けて出発。アレクサンドラの中で下車して、政府系の役所へ行った。

話がちょっと外れるが、前年の12月に南アを去り、翌年7月に再訪するわずか半年の間

に、日本車のクムビがものすごくふえていた。どれもこれも新しくビカピカで、くすんだ

冬景色の中にそのエナメル質の車体を輝かせながら、ひとり吾が世の春を唄って走りま

わっている。アフリカ黒人にとって、南アの中で企業のオーナーになるとか、資本家にな

るとか言うのは、殆どできない相談だが、唯一このクムビ産業だけは白人の手が出せない

業界のようである。車一台のオーナーになって、早朝から深夜迄荒稼ぎする男達は、分割

彿いのノルマを果たす為に必死である。日本車がクムビ業界に急にのして来たのは、今迄

絶対やらなかった月賦制度を、黒人相手にも取入れるよう踏み切ったからだと聞いた。一

方数台のクムどのオーナーになった男は、運転手を雇い入れて、自分が運転する以外の車

を走らせるわけだが、こうした雇われ運転手達は一日も早く自分の車を持ちたいと願って

いる。だから定員オーバーが増々ひどくなり、乗客として乗っている私にさえ盛んにへソ

くっているのが見える。ズボンの内側のポケットなどへおきつに変えてはガンガン押し込

んでいる。釣り銭などに関するゴタゴタが頻発するようになって、たった半年の間のこん

な変化に、私は驚かないでは居られなかった。
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さて役所に着いた私達の方に話は戻るが、鉄筋コンクリートビル3階迄階段を登り廊下

のいすで待たされる。各部屋を出入りする役人達は、ここでは全部黒人だ。やっと室内に

呼び込まれて取材許可を求めると、私達三人の顔を、物珍しげに眺め回していた担当官に

ょって許可はすぐ降りたが、「畜類は作っておくから、後でとりに来い」と言う。仕方が

無いのでアレクサンドラの中を歩いて、歩いて、ヴィククーの学校へ辿り着き、ホールの

片隅にあるカウンターで紅茶とバタ付パンを御馳走になって一息ついた。一時間後に再び

役所へ出発。寒風の吹きすさぶ中に、乾いた砂塵と破れたビニール袋が飛んでいる。役所

の三階に再度行ってみると、係官はどこかに行って居ない。書類は出来てない。書類と

言っても、係官のサインがあればいいシロモノなのに。

「仕方が無い」「くやしいなァ」と三人三様にブックサ言いながら外へ出て、私達はそ

の侭帰る気にもなれず女性ホステルのある方へ歩いて行った。そのホステルは、四角な巨

大な建物で、おまけに何棟ものビルから成り立っている。メインゲイトの所で、ゆでた

ピーナツを売っている女の子から二袋買って、未練がましく立ち尽しながら建物の外づら

を眺め、私達はポリポリとピーナツをたべていた。

－女子蜘寄宿舎じゃあるまいし－塵恵三聖ス漂わ叫

その日はとうとう入れなかった。家族なのかボーイフレンドなのか同じように建物に目

をやりながら、なす術もなく立っている男達か居る。V．マトムは、以前に矢張り取材で

来た事があるので、「あそこの窓の所が共同キッチンなんだよ。」と説明しながら、そこ

から顔を出した女に手を振ったりしている。それを、他の男達がだまってジロジロ見てい

る。入りたいのに入れない彼らは、私達と同じ心情なのだが、次回パーミッションを手に

入れてきっと来ようと思っている私達とは、ちょっと事情が違う。何とか入る手がかりは

無いものかと思ってジリジリと立ち続ける彼らに、許可なんか簡単に降りない。唯一の方

法は、足もとをチョロチョロと出入りする子供達だ。正直そうで、機敏なノヽシッコイ子を

つかまえて、ルームナンバー、会いたい人の名前を書いた紙片、そしていくらかのチップ

を渡して連絡して買うのだ。子供がうまく部屋と人とを探し当てて、メッセージを伝えて

くれれば、本人が入口の所へ現われる。99％電話設備の無いホステルでは、そうするしか

無い。Ⅴ　マトムに言わせると、紙片とチップを受け取った子供がそのまま消えてしまう

事もあって、事はうまく遥ばないそうだ。

後日中に入れるようになった時、何人もの女連から不満やグチを聞かされたが、その中

の最たるものがこれだった。此の「家族でさえ、16才以上の男性は簡単に入れない」と言

う制度は、たくさんの女達を泣かせていた。足をけがして、二週間もベッド生活を強いら

れているおばあさんが、比較的近くに住む息子に頼めるものなら、買物とかいろいろやっ
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て貰いたい事があるのに、と言い、「病気の時は特に家族に会いたい∃。」と言うのだっ

た。「病気なら未だしも、死の床に横たわっても、家族に来て貰ってさよならを言う事も

できやしない。」と言う人も居た。ここで生まれた子供達も、女の子は別だが男子だと、

ティーンエイジャーになると出て行かなくてはならない。白人社会よりも、アフリカの黒

人社会は家族のきずなが強く、深い。男女のかかわりも蜜であるのを、他のアフリカ諸国

で見て来た私は、家族の人間関係をこわすこの制度が、どんなにかアフリカ人達の心を傷

つけているか、強く感じるのだった。

ーINFLUX CONTROL ACT－ 偲・妙i末ス声レで・夜制拉た

1叩、ん．

七、才1両．初耳じ○かど〃

男と女を分けて別々に住まわせる此のホステル制度は、南アのアパルトヘイト構造を支

える法律の一つ「人口流入管理条例」InfllⅨControIActに依るものである。アパルトヘ

イトはもう終ったと言われながら、ホステルは相も変らずしっかりと存在し、人間だけで

はなく、数々の問題を宿らせているのだった。白人達が作った町の周辺に、ソエトやアレ

クサンドラや、アトリッジヴィルなどの黒人居住区が作られていて、黒人はその中か、或

は地方のホームランドにしか住めない事になっていたのは衆知の事実だが、それに加えて

ホステルと言うものがある。ホステルと言えば私達はユースホステルのような小さな宿泊

所を想像しがちだが、南アの「ホステル」はそんなものでは無い。アレクサンドラの女性

ホステルに入る事ができて、中を歩き始めた時私は、実際その規模の大きく複雑なのには

驚いてしまった。敷地のプランは複雑なのに、構造は同じ事のくりかえしで、どこも同じ

ツクリ。おまけに廊下は狭くまっ暗なので、歩いているうちに自分が全体の中のどの辺に

居るのか判らなくなってしまう。三回日に行った日は日曜日で、中庭で教会に行こうとす

る顔見知りの女性とすれ違い、「午後私の部屋に来てね」と言われたのに、前回入れて

貰った彼女の部屋へどうしても辿り着けなかった。

今、南アには公立私立合わせて四十万のホステルベッドがあるそうだ。そして実際には

百万人以上の労働者（workers）がそれを使っていると言われている。彼等は殆ど全て地方

出身者達である。

この続きは次号に。男性ホステルと暴力などの問題を中心に書いてみたいと思っている
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※ANC駐日事務所より依頼がありましたので、1993年活動計画を掲載致します。ご質問

等はANC駐日事務所（新電話番号03－5210－3257）にお願いします。　　－編集部－

ANC駐日事務所1993年活動計画

1　　はじめに

1－1南アフリカの現状は、全体的に政治的合意の達成へ向かっています。ANCとプ
レトリア政府、ANCと他の愛国的団体、また政府と他の機関の間での最近の会合や対話

は、すべて一つの結論に達しています。それは、できるだけ早期に暫定政府を組織し、全

人種平等の国民投票（一人一票）を準備し、民主主義的な南アフリカ憲法を採択する必要
がある、ということです。

1‾2　50人の国連平和監視団（国連安全保障理事会決議第765号－1992年7月16日）、

OAU、EC、英連邦、世界教会協議会、労働組合、反アパルトヘイト団体などの国際平

和監視団の入国は、バイオレンス抑制に萱献し、交渉への信用を高め、南アフリカの全国

民に対し、アパルトヘイト撤廃と、民主的で人種差別および性差別のない社会の創出への

努力に世界が助力を惜しまないことを表明しました。

1‾3　これらの進歩は、世界中の何百万人もの普通の人々と組織が、寒い冬や台風や地

震に対して武装し、アパルトヘイト撤廃を求めて運動を展開するという多大な買献なしに
は考えられなかったでしょう。各国政府や政党も助力を与えてくれました。日本でも、労

働組合・市民団体、宗教団体、政治団体、文化団体、学生組織、その他多くの人々の少な
からぬ貢献がありました。これらすべての、この間題を心に留め、意見を聞かせてくれた

人々に、敬意を表します。
アパルトヘイト反対！　自由！

114　私達はこの長く困難な道を共に歩んできました。私達の子供たちと後の世代のた

めに、最後まで共に行けることを嬉しく思います。残りの道のりはあとわずかですが、交

渉はこれからが正念場で、困難な国民投票キャンペーンも待っています。ですから私達
は、続けて共に闘い、1993年の終わりには、反アパルトヘイト運動が間違った支配体制に

勝利し、乗たるべき国民投票がアパルトヘイトの罪に判決を下すことを期待します。

ト5　以下のプログラムは、南アフリカ国内の諸活動と世界的な行動の一環として行な

われますb対等な関係での活動がモットーですが、いつ、どこの、どのような形で参加し
ていただくか臥個人・団体を問わず全く自由です。ご意見や団体のご都合など、お知ら
せ頂ければ幸いです。

2　1993年1月のANC81周年と事務所開きについて

2rl　毎年・ANCの在外事務所と国内の支部は、1912年1月8日の創立を言己念して行事

を行ないます。アフリカ、アジア、スカンジナビア諸国の大使館、日本の労働組合、政治

団臥市民団体の支援、また学生や運動家、主婦のボランティアのお陰で、私達は過去4
年間にわたり、この習慣を守ることができました0この記念行事に、ぜひ皆様のご支援を
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頂きたいと思います。新しい南アフリカが誕生する前の、これが最後の私達の創立記念と
なるかもしれません。

2－2　81周年の行事は、新しい事務所の事務所開きを兼ねることになります。ANC東

京事務所は、大変お世話になりました総評会館から、新たな拠点となります日本教育会館
へ移転致しました。

3　2月19′〉21日、ジョハネスバーグにて国際会議開催

3－1　ANC主催の国際会議が、南アフリカのジョハネスバーグにおいて、1993年2月19

日から21日まで開催されます。1987年にもANCは、「民主的な未来のための、アパルト
ヘイトに反対する世界の人民会議」と題する、これに似た会議を行なっています。

3－2　30年におよぷ抑圧と禁制と投獄の後、南アフリカにおいて初めて開かれるこの会議

は、アパルトヘイトの犠牲者、運動家、人権活動家、政府代表、社会・文化団体、政治団

体、反アパルトヘイト団体、宗教・市民運動、その他世界中の良識ある人々を集めて行な
われます。

3－3　この会議は南アフリカの人々にとって、最も厳しい時期に彼らを支えてくれた人々

に感謝を述べ、民主的で公正な社会建設のために闘うことを誓う機会となるでしょう。ま

た、この会議は、人類は再びアパルトヘイトのような不幸を許してはならないというメッ
セージを全世界に伝えるでしょう。

3－4　この会議はまた、南アフリカの民主化とANCへの支援を強め、変化しつつある南

アフリカの状況を検討しつつ、それにあわせて活動方針を見直す場となるでしょう。

詳しいことは追ってお伝えします。

4　1993年一全人種国民投票のための資金作り

4－11992年12月1日、ネルソン・マンデラはこのように言いました。－「私達は、長く

苦しい道程を経て、ようやく究極的なゴールに達しようとしています。現在進行している

政治的過程は、暫定政府と憲法制定会議のための国民投票においてクライマックスを迎え
るでしょう。私達は、これが今後9～12カ月間の間に実現するよう努力しています。・・・・

私達の選挙キャンペーンの鍵となるのは、資金作りです。……」

4－2　ANC東京事務所は、このはじめての全人種国民投票の重要性を、日本の人々に伝

えたいと思っています。本当に、この夢、この願いのために、多くの犠牲が払われたので
した一選挙を行なうという、ただその夢のためにl　重森をし、投票所へ行き、名前を書

いて投票箱に紙片を入れるということは、日本の多くの人々にはABCのように簡単なこ
とですが、南アフリカの何百万の窯人達にとっては難しいばかりではなく、感情的にも複

雑な問題なのです。

413　私達は日本の内外の団体や関係者に、救援をお願いします。特に、有樺者教育キャ

ンペーンへの支援をお顔いしたいと思います。民主主義が生まれ栄えるために、すべての

人が投票によって代表者を遠出することの重要性を理解することが必要です。
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4－4　個人や団体で、独白に資金集めの活動をはじめていただくことも大歓迎です。私達

も全面的に協力いたします。

4－5　ANC東京事務所では、この重要な問題について、特別に定期的な情報を流してい

きたいと思います。ANCニュースレター“Ph mbili【も、1993年中は、このキャンペー

ンに関する情報をカバーしていきます。また、FUDESA（Fl皿dfor emocratisatlOn

OfSoutbAfrica）と名付けて特別な基金を設け、パンフレットを配布いたします。

4－6　その他、ご意見や参考になるようなご経験などがありましたら是非お聞かせくださ

い。私達の歴史上決定的なこの時にあたり、重ねてご支援をお願いします。

4‾7　コンサート、イベント寄付、アピール、販売など、日本の法律に違反しないかぎ

り、どのような形の資金集めも歓迎します。

5　1993年の重要スケジュール

1月8日　　　ANC81周年記念

2月19～21日　国際会議（ジョノ＼ネスハーグ）

3月21日　　シャープビル虐殺、ナミビア独立記念日、国際反人種差別の日

5月25日　　　OAU設立記念日、ANC東京事務所開設

6月1日　　　子供の日

6月16日　　　ソウェト蜂起、南ア青年の日

6月26日　　　南アフリカ独立記念日

8月9日　　　国連南ア・ナミビア女性支援の日

6　ANC東京事務所は、NGO、支援団体、プロモーター、また政府や経済界とも、

南アフリカ関連の活動について協力します。これらの活動は、すべて記録に留めたいと思
います。

7　ANC東京事務所は、以下のことに関し、全面的に協力します。

1）NGOによる、南アの開発のための活動

2）南アにおける日本のイメージ・アップ

3）日本と南アの交流団体の設立
a．文化・教育における交流

b．NGOの発展のための支援

C　市民間交流

d．ロビー活動

8　あわりに

1993年に向けてのこの活動計画は最終的なものではありません。この1年を通じて、よ

り具体化され、状況に応じて変更されていくでしょう。よりよい活動とするための助言、
ご意見、あるいはご批判など頂ければ幸いです。私達は大きな楽観をもって1993年を迎え

ます0私達の人生にとって、新しい日が昇ろうとしているのです。私たち皆－いま生きて

いる人々と過去の人々すべてにとって、新しい日となるでしょう。南アフリカで、民主主

義が勝利を納めるでしょう。
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耶E艦緬墨浩志詣』
ガレジのUDI計画がナタ」レの暴力を激化させるか。クワズールー・ナタール

の自治を問う住民投票が、荒れているこの地方の緊張をさらに高める。
取材　フイリッバ・ガーソン

インカタ指導者マンゴスッ・プチレジは、クワズールー・ナタール地域の分離独立を問

う住民投票を要求すると表明したが、このことが暴力事件が多発している同地方をますま

す政治的に熱くしている。

政府・ANC間の協議が本格的に開始された途端、不満いっぱいのこのクワズールーの

首相はクワズールー・ナタール地域の実質的自治を定めた44ページに及ぶ憲法草案を示し

た。この行動はプチレジが（南アからの）分離を急いでいる、という推察を有力なものに

した。

これに対して、ANCナタール中央支部長のノヽリー・クワラは、「われわれはこれを受

け入れるわけにはいかない。国内の乱蝶をさらに大きくするような陰謀を非難し反対する

よう、人々に呼びかけていくつもりだ。住民投票の実施を決めるのはプテレジではなく南

ア政府である。投票の実施ということになれば混乱をきたすだろう。」と批判した。また

彼は、住民投票が行われたならばそれが引き金となって暴動に発展するおそれはあるだろ

うか、との問いに対して「もちろんそれはあり得るだろう。だがわれわれはあらゆる手段

を講じてこれを拒否する。」と述べた。

ナタール地区の3つのANC支部は今日プチレジの提案について検討した。ANCはプ

チレジの発表を「単なる野心、あるいは混乱か自暴自棄のあらわれ」と評しているが、彼

の行動はANCにとって頭痛のタネとなりそうである。昨日ANCは、インカタの提案は

「この不安定な地域の緊張をさらに高めるものだ」と哲告した。「公的・私的な抑圧が蔓

延している今のクワズールーでは自由で公平な住民投票は不可能である。」ANCはま

た、国民党とインカタは他覚間協議に不可欠であると言っている。先週、より戦闘的な地

方の、全国執行委昌にたいして権力共有をやっと認めさせたANCであるが、今度は、国

レベルの政治状況とは遠いところで、日常的にインカタとの戦いに巻き込まれている人々

の動きを妨害するようになる危険な津波と対略せねばならなくなった。プチレジ首相の暴

挙にたいしてANC支部は、どんな形であれ住民投票が行われた場合それを粉砕する、と

脅すだけでなく、ウルンディへの進撃をも再び話題にしはじめた。インタカが少しずつ住

民投票に向けて準備を進めていたのに比べ、ANCは身分証明書を請求するよう人々に働

きかけるなどの、対有権者教育にあまり熱心でなかったのではないか、という見方もあ

る。プチレジが白人とくにビジネス界の白人に独立案を受け入れるよう説得することを計

算して動いていることは明らかである。既にナタールの有力な実業家らがこの案の支持を

表明している。南ア商工会議所が最近、連邦制に対する選択権が国にあるとして支持を発

表したところ、この地域の一部の実業家からは激しい怒りが沸き起こった。インド人実業
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界でもプチレジ提案をうろたえながらも歓迎した。プチレジ自身は、憲法にかかわる凝集

が望みどおり実現することを疑っていない。

政府内ではANC派とインカタ派がだんだんはっきりと色分けされてきた。ヘルヌス・

クリール、コピー・クッツェ一、ピック・ボタ、テルティウス・テルポートなど閣僚の何

人かは政府とANCが連合政権づくりに向けて急ピッチで協定を結ぶことにますます消極

的になっている、と伝えられている。また政府内にはインカタが少なくとも現段階では連

合の対象から外されていることに不満な者もいる。政府内の明らかな混乱のなかでデク

ラーク大統領はプチレジに対して厳しい態度をとっていたが、一方ナタール出身の議員ら

は、「中央レベルでの交渉の経過」を無視するものではないにしても、住民投票という方

法によって連邦制をはっきり実現させようとする彼の態度を称賛し、憲法上の提案を応援

する声を上げていた。

プチレジは、ナタール州行政府［NPA］とクワズールー政府間の間置について調整し

実質的な決定を下す統合行政庁［JEA］が彼の憲法承認のための住民投票に対して何の

異義もはさまず認めるだろう、とはのめかした。しかしながら、これは内心連邦制を支持

しているが住民投票が中央政府のゴーサインがあれば行われなければならないことをよく

知っているNPAの代表者の間に凶惑を引き起こしているようだ。JEA副議長のチノ・
フオルカーは次のようにコメントする。「JEAはこの文書の内容について支持を表明す

ることはできるが、州に（法的）権限がないならば実施することはできない。実際的な観

点から言えば、JEAが最終的な決定を下すことはできないだろう。われわれにはそのよ

うな権限はない。」フオルカーはプチレジから「単独でもやれ」という脅しなどない、と

懸命に否定する。彼はまた「首相はまずこの間題を交渉のテーブルにのせ、そして彼の提

案への人々の支持を得るために住民投票を行うよう申し出て、これを有力なものにするつ

もりだろう。」と言っている。

デクラーク大統領は、プテレジの言動が暴動を激化させプレトリアと真っ向から対立す

ることになる、と彼に警告しているが、それはますます脅迫めいたものとなってきてお

り、一時ANCの大衆キャンペーンに対してなされたのと同じくらいのものである。大統

領はプチレジへの必要な物資の供給はいつでもやめることができるのだ、ともほのめかし

ている。

ANC・政府間の和解協定を傷つけつつ、インカタのリーダーは、来週予定されている

政府、ボプタツワナ大統領のルーカス・マンゴぺ、シスカイ代表のオウパ・コゾとの会見

の前に会おうというデクラークの要請を拒否し続けている。一方でコゾはプチレジに同調

している。シスカイ主催の連邦に関する首脳会議でコゾは、トランスカイを除くカイ川、

ガムトウ←川、サンデー川を境界とする「カイ州」の建設を提案している。コゾはまた、

住民投票によって承認されたならこの州は、離脱権、独自の軍事力、税制をもつべきであ

る、と述べている。

〔合州国保守派の専門家が憲法草案に協力〕
合州国の保守的な憲法専門家がクワズールー・ナタール地域の患法草案起草に関わっ

た。アルバート・ブロースタイン教授とマリオ・オリアニ・アンプロッシーニ博士の2人
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が、プチレジがこの地域の人々の住民投票にかけることを望んでいる憲法重美を起葺し

た。ブロースタイン氏は自ら、エリツィンのロシア、フィジー、ルーマニアなど27か国の

憲法について助言したと言うが、19帥年代前半からプチレジの法律面での助言者となって

いる。彼は他の組織に南ア市民でないことを露見され、今年初めにはコデッサ会議のイン

カタ代表から外されている。ブロースタイン氏は、同じく合州国の憲法専門家であり、モ

ザンビークの反政府組織レナモに雇用されているブルース・ファイン氏（ファイン氏自身

によると報酬は月4万ドル）と同じ法律事務所に所属している。

ウルンデイでオリア二・アンプロッシーニ氏が語ったところによれば、国際人権弁護士

会として働く彼とブロトースタイン氏は、数カ月前から憲法草案作りに取り組み始めたとい

う。彼は、この草案の公表がANCと政府間の交渉決裂に機を合わせたものではない、と

主張する。「たまたま時期が重なっただけである。草案作成には何か月もかかっているの

だ。」彼はこの草案について「全国の政治指導者、社会の指導的立場にある人々、実業家

とじっくり協議し世界中のすぐれた知性の協力によってできた大変高度なもの」と評価す

る。

オリア二・アンプロッシーニ氏は、この草案がクワズールー議会において満場一致で採

決されたと言う。議員が事前に草案を見ることを保証されたのに、議会での承認の前に公

けにはされなかったことの理由として彼は、「ここはアフリカである。ここでは大抵のこ

とは公けにされずに事が進む。大切なことは蛋法草案の過程ではなく、それがどう施行さ

れるかである。」彼はさらに現在の交渉の過程について「われわれの目から見れば。本質

的な問題から外れている。」と語った。　　　　　　　　　　　　　　（弘中教子訳）

13uthelezi’sUDI

Plancoddhn
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應謁法認慧禁霊

蒜沈思忠！淀
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■十代の自蔵、増加頗向

家庭的にずっと不幸だった16歳のある少

女は、両親と激しくけんかした後、首をつっ

て自殺した。十七歳の少年は、ガールフレン

ドが彼のもとを去ったのが理由で近づいてく

る車に飛び込んだ。「こうすることで僕の病

気のことでもうお父さんが苦しまなくなると

恩いました」という遺言を残して死んだのは

15歳の少年だ。

多くの場合親たちは子供の自殺行為に直面

するのを避ける。倦めな思いをしたり、罪意

識を感じたくないからだ．したがって、事故

として処理されてしまうケースも多い。

この悲劇の背景にあるのは何か。r子供た

ちは多くの責任をしょい込み過ぎており、

親・親戚などからの批判やプレッシャーに苦

しんでいる」とは精神科コンサルタントのシ

ダンディ博士だ。燕縛がますます普i引こなっ

ている現在、子供たちにもっともストレスを

与えているのは孤独だ。貧しい家庭生活に立

ち向かおうとして若者はしばしば「愛」を求

める。しかしその恋愛がうまくいかなかった

とき、未来まで失ったと思ってしまうのだ。

この国の雇用・住宅事情の悪さ、生活費の

高さなども子供達に社会的ストレスを与える

要因となっている。（MOTO誌92年7月）

■お父さんがどうかしちゃった

僕は17歳の少年です。9人豪族で、母は

ムレワの父の実家にいます。父が最後にそこ

に行ったのは86年のことです。侯は姉弟と

毎週そこに行っています。父は二番目の妻を

もち僕も－拓に暮らしていますが、困ったこ

とは、父は彼女のいうことなら何でも賛成す

るのです。父の給料のほとんどはこの二番目

の妻の親戚につかわれます。僕や淋ま週末に

卵を宛らされ、しかも彼女は試験の狸用を盛

～～現地の新聞・雑誌より～～

んだりするので僕は8科目中6科目の試験し

か食をナられません。誰か殺してしまう蹄に、

どうしたらいいか教えてください。

（PARADE誌928相談コーナーより）

Teenagesuicides

Onmerise

■少女晶春

経済事情の悪さ、生活苦から売春に走る十

代がプラワヨで急増している。多くはまだ学

校に通う年齢で、売春はホテルのオーナーが

組織しているという。
rこうでもしないとやっていけないの」離

婚した母親は、お金のためなら娘が体を売る

のも厭わないという。実際、彼女が豪にいい

食べ物を持ち込むのを母親は嬉しがる、と。

別の少女は、自分が豪族で唯一の稼ぎ手だ

という。だカ㌔　今やっていることを後悔して

いる。「でも生活は苦しいし。男はただ弘の

若い身体に興味があるだけでしょ。ステディ

な恋人って出来ないものかしら。J



1993年1月1日発行　案三顧郵便物認可　凱

少女たちの大部分は18歳未満で、夜酒場

で客引きをする。料金は交渉次第で、男の方

はより若い少女を好むので、しばしば彼女た

ちは「捜しがちな」年上の「売春婦」に嫌が

らせを受けるという（ChronlCle紙　92112り

■　ミリミール盗人′で屠り二許される

ゴクウェ（Gokwe）の11歳の少女は、2

3歳のいとこに親戚からミリミール（アフリ

カ人の主食のトウモロコシの粉）をもらって

くるよういわれたが、もらうことが出来な

かった。泉に撮る途中、近所の倉庫をあけて

そこにあったサザ（ミリミールで作った主

食）を食べ、ミリミールを盗みもち帰った

が、少女が同じ村の仲間から盗んだことを

知って暴行をくわえた。翌日も椿で殴り、気

分がよくないという少女を畑に働きに行かせ

た。身体中の痛みで働くことが出来なかった

という少女をいとこはさらに倒れるまで殴り

続けた結果、少女は家についてすぐ息をひき

とった。　　　　（ChronICle紙921228〉

■鰹的暴行

「より多くの人が子供に対する性的暴行に

ついて知るべきです。」

「私の場合、この悩みは六歳の時に始まり

ましたから早いほうと言えましょう。弘の家

族は一夫多妻で、母親の違う兄がたくさんい

ました。その中で一人、しょっちゅう私を部

屋に連れていって私と自分の服を脱がせ、長

いこと私をベッドの上で抱きしめ、ぬらす兄

がいました。私は、なぜ彼がトイレに行か

ず、弘の上でおしっこをするのかわかりませ

んでした。静かに服を着替えて自分をきれい

にしたものです。」

「この兄は身体が大きくて、両親に言った

ら殴ると脅されていたので誰にも言えません

でした。この状態は数年続き、ついに耐えら

れなくなった時、やはり母親の違う姉に相談

しましたbすると彼女も同じ問題を抱えてい

たのです。そして、こういうことを続けてい

ると赤ん坊ができると言われました。」

r九歳だった私は混乱し、祖母のところに

行きました。勇気を振り絞って打ち明ける

と、祖母は静かに両親を呼び、弘は彼らを見

た途端に今までの悩みを吐き出し始めまし

た。その結果、兄は豪を出され、兄は他の妹

に対しても同じことをしていたことが明らか

になりました。結貯した今でも精神的に受け

たダメージを引きずっています。」

彼女の両親は彼女を梼神的に支えるよりも

兄を罰することばかり考えていた。適切な処

置をとられなかった結果、彼女は一宿自分が
一‘汚れている■’と思うようになった。一日

中、まるで“汚ぎ’と‘‘罪“を洗い落とすか

のように、羊を洗わないといられない。夫と

の性交渉の時も幼時期の体験のために不感性

になり、そのあとシャワーを浴びなければな

らない。子供たち（男の子と女の子）がそれ

ぞれのへやを行き来するのを見るのが耐えら

れない。

社会は、代弁者を必要としている性的黍行

の被害者に知らん顔は出来ない。人々が考え

るより、子供への性的暴行はもっと頻繁に起

こっているのだ。（DallyGaze憤e紙92122）

（松島多慮子）
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最近のニュース 

毎年二百万人もの被告人が法廷に現われるが、そ

のうち8r＝苑は弁護士を雇うことが山来ない。多く

の被告人は非藷字音で、複雑な法律に関して無知

だ。詐欺罪に問われていた47歳のある男性は、罪

を否定したが有罪となった。初犯で生活態度も其面

目だったが、4年の実刑を受けた。

検察官はあまりの刑の重きに背き、公選弁護士に

この男性のケースを依赦した。公選弁蕃士事務所

（The Orr】C川i PubllCdCkndcr）は保釈金、上告

等々についてのアドバイスをし　法律援助協会

（Lcga】A】d恥即d）に弁護士指名を依頼した結果、

上告は成功した。弁辞士がいるかいないかで大きく

状況が変わってくる山例である。

この公選弁護士プロジェクトは、法律援助協会が

試験的に行なっているものだが　92年に脚始して

以来齢こ10人の公選弁護士が2000もの申し立

てにかかわってきた。被告人が無実を訴えている場

合　成功率は70％を超える。

年金受給者教育

農村地域の年金受給者は、外界からの情報から

完全に遮断されていることが多く、自分たちの権利

が濫用、侵害されていることに気っきにくい。一月

293ランド（約13，nm円）の年金が八人あるい

はそれ以上の大家族の唯一の収入だったりする。

受給者は支払日の2～3日前に列に並び始める

が　役人は通常遅れてくることが多く、全員に支給

する前に帰ってしまったりする。

また、理由も告げられず年金女給がとめられた

り、身分証明書の更新に行って自分の誕生日が一方

的に変えられ、年金受給の資格があるにもかかわら

ず何年も待つようになったりするケースが多い。文

字通り　人々は空腹と餓えの闇をさ迷ってしまう。

ナター／レ州周辺を基盤に年金状況を監視している

コミェニチイ法律センター（Clmmurllly LaW

C¢ntre）は　人々がこういった被害に合わないよ

う・様々な教育プロジェクトを行なっている。自分

に支払われるべき年金の額はいくらか、トラブル時

の交渉方法、訴訟支援、　など。

（以上ウイークリーメイル紙921211号）

東アジア人の南アフリカ“進出”

ヨハネスブルグ市議会は、香油からの「ハイク

ラス」な1，000家族を受け入れるため、ヨハネスブ

ルグ郊外の土地を4億ランド（約180億円）かけて

買収する予定だ。一件当たり20万ランド（約900万

円）から25万ランド（約日25万円）で売られる。

これら香港ビジネスマン家族の多くが、香港での

人口過密的な生活と、1997年に迫った「共産主

義」中国との併合を好んでいない。

同じくビジネスマンの家族約900が、プレトリ

ア郊外の街にやはり「中国人衝」を建てる計画もあ

る。彼らは、南アフリカの銀行に鎚低30万ランド

（約1，250万円）を預金することを凝滞づけられて

いる。

日本、衛国からの受け入れ可能性も、現在詞表中

という。

地元のANC　あるいはコミュニティ団体は、こ

れら中国人に対して優遇措置がとられれば、政治的

な意図があるであろう、大多数の黒人が土地なしで

あるという現実を前に、政府や地方自治体が一方的

に移民のための土地買い占めをするべきでない、と

考えている。　　　　　　　（スター紙毀821）
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の労働者は参加し刊、ない。管理側に枝挿された一

部のリーダーや、昇進をしたがっているものを除

いては。このQCは、労働者をしつけたり管理した

りするだけで、組合のダメージ化をはかっているの

である。

このグル【プのなかで労物音側から提案されたア

イデアのいかなるものも、労働者に報われてかえっ

てきたことはない。管理職は、「コスト節減競争」

と掠して労働者に知恵を出させるが、実際は彼らの

提案を盗み、まるで自分が考え出したかのように扱

うのである。

企業内研修は管理職にばかり与えられ、研修を終

えた学生が我々の上司になったりする。しかも彼ら

は．我々のやってることを全敗理解してないのであ

る。農人の智明は1射こも満たないであろう。

多くの現場の労働者はNUMSA（南ア全国金属労

働者組合）のメンバーだが、いったん上司に労組メ

ンバーであることを知られたら．昇進は不可能であ

る。いかに優秀な労働者であってもだ。

管理職はただマニュアルにしたがっているだけで

ある。また管理職の数が多すぎるのも問題である。

トヨタでは下からグループリーダー、監督（日本で

いう係長か）、積載（同・深姦代理）、給職蚕（同

課姦）、部長．総称良局風　郡長、そして理や

会．というように。それぞれが異なった指導を与え

るし、また彼らは決して労働者に換拶さえしない。

グループリーダーは特に、労働者と管魂の板ば
さみである。彼らは、労働者に最も近い管理者とし

て、労働者の敵になるよう鼎待されているからだ。

このように、我々の全社は様々な危馳こひんしてい

る。　（南アLA80UR臥丹Jm92id月号）

25万人の白人が脱出希望？
南アの粛鯛体によると、25万人以上の白人が

経済不況、犯罪、孜借不安などを理由に移住を考え

ているという。「たとえこの数字の人々すべてが本

当に行動にでないとしても、割合がこんなに高かっ

たことはない」と、人間科学調査評議会のスシュ／レ

マ▼氏は言う．

政府の統計では、昨年1月から9月までに移住し

た技術豪・噂門家等の蜘ま、91年の同時期に

比べ9％商いという。

（ジンバブエ・デイリーガゼッタ租11幻

白人21人、兵役拒否
21人の南ア白人は一月、兵役榔集にノーと

いうと明らかにした。非政府組織の「徴兵制反対

キャンペーン」によると、毎年約3万人が召集さ

れ、12カ月の軍事教護ともう12カ月の補習コー

スに従瑠する。また、今年召集された白人のうち80

隼までが（召飯に応じるかどうかの）返事に行かな

かったという。

軍スポークスマンは「返事を怠り、また良心劇兵

役拒否に関してより兼直な形での免除を求めない場

合、起訴されるだろう」と言っている。

（ジンバブエ・デイリーガゼッタ紙92．1215）

CIA、南アの核開発計画を明らかに

米中央情報局（CIA）は、南アが79年9月22

日に初の核実験を、イスラエルの科学者との協力の

元にケープ沖で行なった、というレポートを出し

た。

ビック・ポタ外相は両耳して、南アが核兵器を所

持Lm1るかの確認を拒否あるいは否定し紛ナてい

る。核開発に大きな役割を果たし¶＼る原子力公社

（AEq　もコメントを控えている。

レポートは、「海上における接テストは船二、三

隻あるいは航空機とその乗務氏をも巻き込んだであ

ろう」と言っている。

また、89年7月にケープタウン北東30nキロ

から打ち上げられたミサイルは、イスラエルがアラ

ブ全域と前ソ連の南執こまで及ぶ範囲を攻撃するこ

とを可鰍こし、南アは月ケットでアンゴラ、ジンバ

ブェ、タンザニアを椿的にできるものだという。

（ジンバブエ・デイリーガゼッタ祇mり）

顔アトヨタ労働者の声
南アトヨタは日本的経営の技術を南アに導入しよ

うとしてきたが　成功してないと言われている。

8n年代前半、日本から帰ってきた南アトヨタの

幹部は、我々の仕事をどう組織化するかについて新

しいアイデアを持ち帰った。しかし彼らは最初か

ら、我々と話し合いなどせず、ただ単に「これは日

本で大変うまくいっている新しい労働方法だ」とこ

うだけだった。

その後労働者は、グループごとにチームを作らさ

れた。それは、労働者の声を聞くためのものではな

くより労働者を管理するものだった。これはQC

（OualiけCirck，品質サークル）と呼ばれている。

この方法は今日までも機能しているが、実際は多く
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を観察している」と同社幹訓は諾っている。アーム

スコールは過去五年で、年平均5億ランド（約2叩

億円）に相当する武器を売っており、展示会はその

2～3倍の収益をあげるとて∃われている。

「叙述の南アに対する武器禁輸制裁はまだ続いてお

り　しかも国内で暴力事件が相次ぐ今このような展

示会が開かれていることに注Rすへきだろう。国連

制裁がもう有名無実化しているのなら、なぜ南アの

主要な西側鶉易相手国はこの催し物に参加しなかっ

たのだろうか。（ウイークリーメイル紙921127）

ウイニー、ANC幹部にゲキとばす

ベテラン反アパルトヘイト柄動家、ヘレン・

ジョゼフの葬儀で、ウイ二一・マンデラは「現在

の交渉は、抑圧者と被抑圧者のエリート閥で行なわ

れており、南アに民主主義をもたらさないだろう」

「一握りの人々による手っ取り早い方法で、位大

な到達口控がゆがめられている」と詐り、ANC

を批判した。

これに対しネルソンーマンデラは、∧NCの政策

が譲歩し過ぎているとは思わない　正しい方向性に

ある、とコメントした。

「リーダーとは指導の費質を持った人のことで

す。残念なことにこの資質は、その人が何度拘禁さ

れたとか、何年投獄されていたとか　何年亡命して

いたか、などということと一切関係もありません」

と、彼女はアパルトヘイト下で被害に合い　長年牢

屋にいたという理由でハイポジションについている

リーダーもいる、とANCを批判した。

（ジンバブエ・サンデータイムズ紙92110）

伽　アンチ‘アパルトヘイトニュ‾スレク」

南アトヨタ、約400億円の損失

数カ月に及ぶストライキの結果南アトヨタは販売

部門で8低さ，5（伯方ランド（約400億円）、経常利

益も1000万ランド（約31億円）の損失を出した。

会長のウェゼルズ氏は、「ストライキ中に19，m

台の生産を失ったが、マーケット状況からして

12脚台にとどまりそうだ」と言っているが、トヨ

タは92年のユニット数を前年の犯、0m）から75岬

に落とすことを余儀なくされてV、る。また、シェア

も7月までには132％に落ちた（4月には30％

故だった）。

総売上都失8億5，5m万ランド【生産日数にすると

57日に相当一のうち、6億1，5m万ランドは前半

6カ月に集中した。

一方ストライキで失われた労働者の賃金は、

47仰万ランド（約21億円）にのぼる。

（スター紙m）

南アの武器供給、敵にも味方にも
8年間掛、たイラン・イラク戦争の両国、軍事独

裁政権をしいていたチリのピノチェト、カンボジア

のクメールルージュ、モザンビークのレナモ

（M　反政府ゲリラ）、アンゴラのユニタ

（mA・同じく反政府ゲリラ）一一　一プレト

リアはこれらの国に武器援助していた、イス

ラエルもと情報論官等は証∃している。

南アの武器貿易は、英米情報機関の周知の

うちに行なわれているという。

また南ア兵器産業アームスコール社は11

月兼、武器展示会を開いた。「市場拡張のた

め、アフリカ、南米、中東、極東など紛争

巾あるいは潜在的に紛争の可能性のある地域


