
早く『鋤』を ・・・
トライデント・プラウシェア・2000　臨時ニュースレター

　5号（1999年6月）　　　　　　　　　　訳　真鍋毅

8月の取り組みに御参加を

本年8月10～24日、スコットランドのクールポート・ピートンウッ

ドで非武器化キャンプの準備が着々と進んでいます。既に約50

名のメンバーが参加を表明していますが、目標は200名。既に決

まったプログラムの大要は以下。

8月10日（火）：キャンプ開始

8月12日（木）：最初の共同行動

8月13日（金）：グラスゴーで街頭行助

8月14日（土）：フアスレインで共同行動

この計画は、2月に非会員が短期NVDA訓練に加わった後で私達

の「マイナー・アレスタブル」に参加し、政治家や教会指導者

に支持されたときの行動と同様になるでしょう。

8月22日（日）：クールポートで共同行動

（以下略）

「早く『鋤』を」第5号にようこそ！

トライデント・プラウシェア・2000とは、連邦王国のトライデ

ント核兵器システムを非暴力的で公然の、平和的で充分説得的

なやり方で非武器化するキャンペーンです。13ケ国の130人もの

人々が，このようにしてトライデント・システムを非武器化し

ようと誓い、私達の支持者のデータベースには多くの知名士や

議会メンバーを含む900人以上の名前が載っています。私達は、

国際的な人道主義的法を支持し、トライデント．システムの不

法性を明らかにするために行動します。このキャンペーンは、

法的制約をはねのけ、一貫して非武器化行助を成功させるにつ

れて急速に成長し、ヘラルド紙がキジ同盟の行動についての報

告で（下記の記事参照）「トライデント・プラウシェア・2000

はみずからを責任ある行動と主張した」と書くまでに、知られ

るようになっています。

　TP2000 ニュース

トライデントのコンピュータ，ゴイル湖に沈む

コーントン・ヴェイル刑務所よりエレン・モクスレイの獄中報

告

　8ケ月以上もの計画を経て、キジ同盟行助は遂に6月8日、輝

かしい天候のうちにゴイル湖で成し遂げられた。実際にはエレ

ン・モクスレイ、ウルラ・ローダー、アンシー・ゼルターは不

1

安であった。先立つ2度の下検分の間、沢山の警察のボートや車

が配置されており、私達の小さなバッテリーで動くアングル・

グラインダーは動かなかったし、頼りないゴムボートのエンジ

ンは当てにならなかった。それでも、無事に行動に移った。ウ

ルラは出発4時間前に現場から「絶好の天気よ」というメッセー

ジを電話で送ってきた。そして、ボートのアシジーとエレンは

借りたバンのところに着いた。私達は定時（午後7時）に動き出

し、エンジンに何度がはらはらさせられながらも、すぐに「メ

イタイム」、つまりトライデントからのソナー信号を検査する

浮がぶ大きな複合実験所に到着した。私達は、中国の国防省が

トライデントの動きを地磁気の変動を通じて追跡し得ること、

メイタイムの実験所はトライデントの作戦にとってこれまでに

なく大切であることを知っていた。

　私達は南京錠を開ける道具を持参していたが、幸いにもそれ

を使う必要はなかった。実験所の窓が一つ、鍵がかかっておら

ず、あっという間にアンシーが押し入った。エレンとウルラは、

「TP2000：核による死の追求／生命を絶滅せしめる追求を止め

よ」と書かれた大きな黒い横断幕を吊した。ヘレン・ステイー

ヴンの美しい横断幕には、トライデントを陽光の下に押し出す

虹の人々が描かれ、「犯罪を明るみに」と書かれていた。もう

一つのホルチィーズによって作られた横断幕には「建設的破

壊」、「TP2000はジェノサイド追求に反対する」と書かれてい

た。

　アンシーとウルラは、コンピュータ、プリンタ、モニタ、ファ

クシミリ機、電話、コンピュータディスク、紙、マニュアル等々

の荷を次々とエレンに手渡した。あらゆるものが水に投げ込ま

れた！実験所の傍にとても入れそうにない檻があって、多くの

テストに使われる潜水艦模型の機器が収納されていた。アンシー

が何とか割り込んで、ウィンチと潜水艦模型の3台の操作盤を破

壊した（電線を切り、回路板を叩いて）。ウルラは「国防省　

繋留無用、乗込無用」と書かれた標識を見付け、それを檻の傍

らに立てた！　私達はごたごたをきちんと片付け、テーブルに

私達の警察宛声明、ヴィデオ、トライデンティング・イット・

ハンドブック、ヒロシマ・ナガサキとその犠牲者の写真数葉一

を配置したが、これが私達の家事の仕上げというわけである。

実験所の中でやれることが尽きたので、私達3人は船体の最上部

に上がり、船の操作室に乗り込もうとした。それは硬化樹脂ガ

ラスで覆われていた。私達はガラスカッター、ハンマー、堅い

のみ、いくつかの刃がついたドリルでやってみて、何とか通り

抜けた。操作室の上で空中アンテナを切り、外部ウィンチの動

く部分を接着したり溶かしたり固めたりした。それから私達は

ピクニックと酒落込んだ。「イモリ」、これは可動式プラット



フォームだが、数百ヤードの長さがあって私達はそれを救命筏

で調べられればと考えた（私達のボートはもはや使いものにな

らず、岸に流れ着いて支持者達に拾って貰えたらと願って、放

していたから）。私達は奇跡的にも空いていた救命筏の一つを

下ろした。それは、きちんと表になっているのか、それとも櫂

が内側に付いているのかが分からなかった。そこで、水に落ち

ていた二つ目のものを解き放したが、そのカプセルは動かなかっ

た。この時までに3時間が過ぎ、内部のラヂオが私達に呼び掛け

出した。私達はイモリの中程で救命筏を何とか動かそうとして

いる最中に捕まるのは嫌だったから、非武器化作業が既に完遂

したことでよしとすることに一致した。この作業が為されたこ

とこそが素晴らしい時だった、というのは実験所はテスト中だっ

たからである。損害がどの部分に加えられたかを言うまでもな

く、私達は機能が働かなくなっていることを確認した。警察が

やってきたが、彼等は以前TP2000の人々と話した経験があった

から、友好的であった。エレンは、ここの部品を放り棄てなが

ら、自分が抑圧を構成するもの、即ち、トライデント、「自由」

市場、子供の搾取、抑えの利かない軍国主義、いたるところに

広がった社会的暴力、第三世界が負う債務、これらを一つひと

つ処分しているかのように感じていた。これは素晴らしく解放

的な経験であった。私達3人が今110日間の再勾留に置かれ、や

がて長期の公判に直面することになる--陪審とともにと願う--と

いう事実は、トライデント関連施設を現実に非武器化したこと

に支払われる小さな代価である。全ての仲間達に祝福を送り、

そのトライデント非武器化の経験が理解されることを期待する。

共同でやれば私達はこのシステムを変えることができる！

エレン・モクスレイ

アルベマール非安全複合体
　3月地域行動週間の一環として、ノースアンブリア・トライデ

ント・プラウシェア（友人も含む）は、ニューキャッスル・ア

ポン・タインの西7マイルにあるアルベマール安全核連搬手段複

合体を訪ね、そこをそれほど安全でないようにした。我々の振

舞いは、複合体のフェンスに沢山の穴を開け、いくつかのリー

フレットを残し、内側にスローガンを書いたというものである

が、ここには核弾頭護送隊が一日中動き回った挙句に夜通し留

まっているのである。スローガンは次の通り。「TP2000参上」

と「トライデント打倒」。門の標識も次のように変えられた。

「TP2000に入所の権限あリ」。かつて我々はシティ・セン夕

一で他の人々に参加を呼び掛けて1000部のリーフレットを配っ
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たが、この次も？　

　6週間後、キャタリックの国防省警察がジョアン・メレディス

に、彼女の「コンヴィニエンス」に彼女を逮捕したいと電話で

通告してきた。もちろんジョアンはブリュッセルで放水砲など

でやられていたので、戻ったときに応じるようにした。ジョア

ンは6月2日にきちんとアルンウイック警察署に出頭し、正式に

逮捕された。あれこれの権力を恐れない平和運動家に対処する

羽目になったときの国防省ののろまさ加減は、全く理解を超え

たものがあり、ジョアンはむしろ彼等を哀れんだぐらいであっ

た！ジョアンは、このことが自分の行動続行を止めるものでは

ないという理解に対して警告を受けた。

　ジョアンは同様のグループのメンバー、友人達、地域労働党

幹部らにしっかり支持されていた。このことは、地方新聞にお

けるジョアン及ぴジョイの尊敬される地位につけ加えられただ

けのことであったが、多分、それは当たり前すぎることである

から！　アラン

　TP2000 ニュース

地域の英雄達、見事に動きだす
　私は、緊張の余りに心騒いだので、奥部屋を前線に委ねるよ

うなことを容易に決めかねていた。他の地域の英雄達との会合

で、私の恐怖は和らげられ、我々の開始行動を待ち望みはじめ

た。　

　エリックの熱烈な隣人達と違って、私は本稽古に出損なった

が、計画は文句なしに単純だった。朝に切り替わる数分前、我々

のうちの数人は雑談の間にファスレインの北門に着いていた。

エリックとダヴィッドが基地への入口をケーブルで閉鎖したと

き、一人の婦人警官が訳が分からずにぽかんと見守っていた。

何秒かの間、私がケーブルに錠をかけるのに余り手が震えるの

で、ブライアンが助けなければならなかった。一瞬、顔を見合

わせたが、すぐに終った。…交通は渋滞し切っていた。うまく

いったことははっきりしていた。我々のほとんどにとって、こ

れが最初の閉じ込めであり、何人かにとってはその最初の非暴

力的直接行助、そして引き続く逮捕であった。

　しばらくして一人のお巡りが念入りのケーブルに一対の大き

なボルトカッターを当てたが--何の役にも立たなかった。彼は顔

を真っ赤にして離れ、10分ほど後にちょうど合いそうな鉄棒切

断機を持って戻った。結局それが削り取った。我々は順々に引

き抜かれ、引っ張られた。ブライアンは穏やかにどっしり座り

込んでいた。この象徴的意味は、このような逞しい創造的なグ

ループの一貫であることの誇らかで慎ましい感情を私に残した。



「手続き」は長時間を要したが、いったん独房に入ると、私は

くつろぐ以外に何もすることがないのだと悟った。魅惑的な会

話の間に仲間うちの沈黙が散りばめられていた。万歳！4時間後、

我々はジェーンのところでチップサンドと一杯の酒で祝った。

成果：

●北門への交通は半時間遅れた。

●運動家、国防省、公衆及ぴ基地労働者との間の有意義な交流。

●全体としてBOPすることで6人の告発：一人はBOPと逮捕の

抵抗で。

●私自身にとっては回復された連帯感覚と、対立についての全

く非暴力的な対応に関わる

ことの強化。（中略）　　エレノア

　予定表

　1999年8月10～24日　　　クールポートで非武器化キャンプ

　　　　 11月12～15日　同上（週末）

　2000年（案）　　　　　　　以下省略

TP2000ニュース：5月キャンプからの報告

ヤナギの皮剥ぎ　5月週末の元気になるお話

　北門で「ヤナギの皮剥き」を激励した後で（いつ終るのだろ

うか？）、予めの合図に基づいて、計画はフェンス沿いに広が

り、それぞれのグループ毎に白らの行動を実行することになっ

ていた。これは、鎖で繋がったフェンスを通ってファスレイン

に入り、燃料庫の溶接された網目のフェンスに至るという、中

部諸州グループのいくつかのメンバーによる第三の企ててあっ

た。ボルトカッターとD錠を携えて、我々は我々の目的、つまり

警官が来る前に鎖で繋がったフェンスを破って溶接網に自分自

身を固定するということを目指して動き出した。真っ昼間に大

衆行動で歩いて、駐車しているストラートクライド警察の数台

のトラックの傍を過ぎたというのに、一人の警察も後をつけて

来ないというのは不思議な感じであった。　

　外側のフェンスに小さな穴が開き、我々は素早く内側のフェ

ンスに渡って小さな穴を開けたが、ジョイにボルトカッターを

返して固定するまでには時間がかかった。これは全て緊迫感を

もって遂行されたが、それは警察がすぐにもやって来得る--或い

は我々がそう予期していたからであった。
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　一息ついたとき、我々は国防省警察がどこにも見えないこと

に気が付いた。ストラートクライドは今や車椅子行動の対処に

忙殺され切っていて、我々のフェンスの側には男女や犬の姿も

声もなかった。挫折感はこの上もなく大きかった。というのは、

フェンスにD錠で固定されたものの、その鍵は全く手の届かな

いバッグの中、ボルトカッターはなく、警察は見えない！密着

していながら遠くにいるようで、基地の真っ只中にいるのに、

それ以上動きが取れないでいるのだから。しかし、挫折は恐慌

に変わった。というのは、我々がこのままでいるしかないとす

れば、恐ろしい蚊どもがその夕食--フェンスに縛り付けられた二

人の人間から提供されるご馳走を求めてやってきたとき、どう

なるか？

　だから、ついに国防省警察（と犬）がやってきたのを見たと

きは、まるで助けを得たようであったが、そこで彼等のお定ま

りに従って事が運び、ファスレインの独房入りとなった。しか

し、優美な技術と手仕事の跡は、我々が深夜過ぎに釈放される

前に整理された。このお話の教訓は、行動が常に綿密に計画さ

れるべきだといっても、それは機会が生じているときにその先

に行けないという具合にあなたの選択を限定するものでは決し

てないということである。　　　シルヴィアとアリソン

結ばれた行動
　プラウシェア2000行動から学ばれるべき有効な教えの一つは、

経験を学ぶことがいつもあるということである。アイオナのア

ダムナン仲間グループは前に他のグループと結びついていて、

実際に我々はロック・オン「固定化」を試みたのだが、今回学

んだものはそれだけではなかった。今回我々は、計画の段階か

ら釈放の段階に至るまで、他の仲間グループとともに動くこと

の有り難さと便利さを享受した。実際、この協同が今後も続く

ことを願う。我々が、後にケイリー・クレイダースと名乗るこ

とになったものと最初に接触したのは、2月行動に遡るが、この

時、モラークとロスはその2台の車椅子を見事に使いこなしたの

だった。ケイリー・クレイダースがその訓練をこなしてから、

アダムナンの何人かが彼等と会い、5月のときは我々の逮捕者も

減ることであろうと言いつつ、力を合わせることを決めたのだっ

た。文字通り！　

　5月15日の日曜日、ケイリー達が北門で格好の地点に着いたと

き、二つのグループは道をゆっくり歩きながら燃料庫近くのフェ

ンスの部分を切ろうと決めていた。我々は、2台の車椅子をくぐ

り抜けさせたかったのだが、その後で我々の残りの者とともに

車椅子ごと固定するか，できれば残りの者がずっと基地に入っ

て行くかするつもりだった。嬉しいことに我々は、シルヴィア



とアリソンが既にうまい具合に穴を開けていて、複合体に侵入

していたのを知った。我々の仕事は穴を大きくしさえすればよ

かった。ジーンとウォーレンがそれをやってのけ、二人は内側

に潜り込み、我々は車椅子をもっと近くに寄せようとした。こ

の時に警察が到着し、我々は急いで互いに何が何でも固定し合

うことを決めた。

　時間の関係で、我々が目論んだ完全なラインアップは諦めざ

るを得なかったが、ウォーレンは内側に残り、自分の脚をフェ

ンスとコンクリート柱の間に突っ込んだままワイヤの傍らに寝

ていた。（彼は、それ程不快ではないよと言った。）彼は一方

の腕を管を通じて一台の車椅子の下でグレースに固定するよう

細工した。車椅子はしばらくの間、それぞれを固定し、私（メ

ア--コレット）はフェンスとモラークの車椅子とに固着した。残

念ながら私はグレースの背に届かなかったし、ジーンはウォー

レンにくっつくことができなかったが、それでも、それはかな

り効果的だった！ジーンが素早く外に出て自分のボルトカッター

をうまく隠すことを承知したので、我々を支援するチーム、ア

ランとマークは、こっそりとうまい具合に現場から離れること

ができた。一時間以上にもなるおしやべりと笑いの後でそして

警察の極端な丁重さを特記しておかなければならない、私を、

そしてちょっと見たところではモラークをもフェンスに固定し

ていたD錠が警察によって切断され、続いてすぐに私の袖口が

引き離され、私は椅子から外されて、やや乱暴に警察の車に入

れられた。モラークは鎖を外すことに決め、車の中のジーンと

私に合流した。結局、他の三人は引き裂かれた。ウォーレンは

国防省の拘置所に入れられ、一方、グレースとロスは車の中の

我々と一緒になった。ここでも私は、警察がモラークとロスの

安全を確保するのに配慮した限りでは彼等を誉めるが、それに

もかかわらず彼等の考慮はほんの少しの水平思考しか示さなかっ

た！それでも彼等は我々及ぴほとんどの関係者達からの助言と

示唆を受けとめた。

　すぐに次々とフェンスにやってきて、30人の警察官が一カ所

に配置され、ついにクライドバンクにまで追いやられて着いた

のが5時30分、それでも我々は、再び無力の力を示したことに爽

快な感じを覚えていたと思う！　我々はごく少数できわめて大

きなことを成し遂げた。

　そこで結びとしよう：我々は、あらゆる方法で，互いに、ワ

イヤに、そしてお互いにとっての及び我々の行動の焦点一トラ

イデントを追放するという我々の共通の目的にとっての考え方

と関心に結び付けられた。私は、結ばれた行動を心から勧める！
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　　メア-コレツト（アイオナのアダムナン仲間グループ）

平和の樫の実
5月キャンプの間の土曜円にヘレンズバラの街頭に出ようと準備

したときは、我々は、道に沿って数マイルのトライデント複合

体と雇用の上でも家族関係の上でもしっかり結びついている町

からどんな反応が返ってくるかと訝しんでいたものだ。陽は輝

き，ヘレンズバラ核武装反対運動は目抜き通りを進み、我々が

リーフレットを配っている間、ビル・クリントン（別名マルティ

ン）は竹馬に乗って行進、小さなサソバのバンドが町を踊りく

ねった。

反応は大いに我々を励ます、好意的なものだった。そして小さ

な樫の実から…スコットランド放送の一人の調査員が一日休暇

をとって海岸に来ていたが、我々の資料を拾い上げ関心を示し

た。その結果、レスリー・リドック・プログラムの上でトライ

デントについて30分、視聴者電話参加番組に答えてバローとデ

ヴィッドがレイチェルと話したものだった。そう、まだ大きな

オークとはいかないまでも、確かに若木にはなった。

　TP2000：2000核武装反対行進

ブライアンの生命
　　　ブリュッセルからエヂンバラへ
　遠くの喝采が前列から返ってきた。「クソ！クソ！」、私の

乾いた唇から独り言が洩れた。そのうちにはいくらかでも分か

り合える-おお！-と知りながらも。あの、テレビでよく見られ

る巨大で不気味な独裁者の星章、放水砲の騒音、庇と盾と警棒

を持った鎮圧警察の隊列、全てが紛れもなくあった。我々は

NATO司令部に着いた。ここが長い行進の終点であった。ひぶ

くれができ、出血し、疲れ果てて私は地面にへたり込んだ。す

ぐさま放水砲の噴射をたっぷり見舞われて道路の向う側に吹っ

飛ばされた。バイパス付き心臓を持つ61才の何という新しい経

験……次に私は、鎮圧警察がワイヤに取り行こうとするデモ参

加者の腕や袖口を縛るのを見た。これが犯罪？ここに居るだけ

というのに。核戦争計画というそれ自身不法なNATOに向かい

合っているだけなのに。平和的に、公然かつ非暴力的になのに。

母なる地球のための平和行進は5月16日、ハーグ国際司法裁判

所を後にした。20以上の異なる国籍からの500人もの人々、つ

まり我々は、法の支配から残忍な力の領域へ旅していた、つま

りNATOが核兵器に関する国際法に従うことを要求し、バルカ



ンにおける一切の暴力の停止を求めてプリュッセルベ行進して

いた。カリフォルニアからモスコウヘ、カメルーンからグラス

ゴーヘ、人々はその生命への愛に繋がれてやって来たのである。

これは彼等の一つの信仰、つまり人種や国籍、教会や教義を超

えた現実的で実践的な愛である。人間家族を核による自殺から

救い得る唯一の愛への付託である。単に敬度な言葉でなくて勇

気と行動を要求する現実の生きた信仰である。　

　最初、ブリュッセル市長は、我々がこの市を通ってそこに一

泊したり、市の域内でNATOに反対を示すものを展示したり身

にまとったりすることはできないと告げた（民主す義が怪しく

ないか？）。彼は後に緩和したが-マスコミの存在のせいで，と

私は疑っている。即席シャワーの後で私は逮捕され、ライダウ

ン［寝そべり］歓迎のかどで拘置されていた友人達と一緒になっ

たが、多くの歌声に元気付けられた。次の日、NATO司令部に

ピクニックと酒落込もうとした人々は電車を降りたところで即、

逮捕されたが、たまたま降りた別の不運な市民も同様の目に合っ

た。彼等は、察するに誤った停留所で電車を降りるという犯罪

で、12時間拘置された。カフカ風の言い回しがふっと頭をよぎっ

た……良い知らせは、私がまた家に帰り、元気を取り戻し、前

にも増してイギリスの犯罪的で不法な大量破壊兵器トライデン

トを止めさせ、核による絶滅から永久に解放された世界の建設

を助けようと決心することである。これは悪い知らせでもある-

悪いというのは、そうでないことを望む者、私がおそらく永久

に追放の身であるか，ブリュッセル警察の独房で愚劣な死を遂

げることをよしとする者にとってである。私が言っているのは、

核の擁護者、そして時に私に憎悪に満ちた毒舌を浴びせる-通常

は匿名で-哀れな魂の持ち主達である。（私が気に入っているの

は-別に冗談ではない-ブライアン・クェイル、ソヴィエトの代理

人と呼ばれることである…しかも、ソ連が崩壊して10年という

のに、である）

　こうしてブリュッセルと別れた。楽しくも無秩序な遠征は終

る。しかし今、私には別の旅が待っていて、それは恐ろしく重

要な旅、その意義は私のちっぽけな運命を遥かに超えている。6

月30日、私はエヂンバラ上級裁判所に赴くだろう。そこで3人の

裁判官が、トライデント核基地に対して非暴力的な直接行動を

取ったために、ヘレンズバラ地方裁判所で私に下された有罪判

決に対する私の上訴を審くだろう。これら名誉ある人達は、裁

判所がその判断を下す際に国際法の原則を考慮するのを拒んだ

点で誤ったのか否かを決めなければならない。この重大な機会

に、絶対的な客観性、一貫性、原理への忠実性が偶然性、欺瞞
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的な誰弁や政治的偏見に勝つことを望み、祈ろう。

　成り行きがどうあれ、闘争は続くだろう。だとしても、一国

の核の実力者達に立ち向かい、市民的抵抗の古代から不変の原

理を明白かつ無条件に再確認する勇気と一貫性を初めて見るこ

とになるのがスコットランドの裁判所であるとすれば、それは

新スコットランドと世界にとって、何と輝かしい日になること

か！　あらゆる人間の法のもっとも基礎的なものをもっとも単

純な形で言えば、汝は平和においても戦においても無この人を

殺してはならぬということである。汝、無この人を殺すなかれ。

　　　　ブライアン・クェイル

“人々はその剣を打ちて鋤と為し、その槍を鎌と為さん．国は

国に対して剣をかざすことなく，人々は戦に備えることなから

ん”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イザヤ書2：4

　TP2000ニュース

法律事項
　クールポートでの5月キャンプで、16人がほとんど平和攪乱

及び悪意の加害ということで逮捕された。「母なる地球のため」

は幸いにも、ブリュッセルのNATO司令部で逮捕されたトライ

デント・プラウシェア会員を我々の逮捕者データベースに付け

加えることとなった。先週ゴイル湖でのキジ同盟の逮捕で、逮

捕者の総数は、トライデント・プラウシェア発足10カ月で226

名に及んだ！　

　トライデントの不道徳性と不法性に関する議論を法廷で展開

する機会が続いている：

　地方裁判所　ヘレンズバラ地裁で現在34件の有罪評決が出て

いるが、後少なくとも8回以上の公判が来月以降に予定されてい

る。数人は罰金を支払ったが、他は支払期間がとっくに過ぎて

いるのに裁判所から何も聞かされないでいる。非公式に聞いた

ところでは、トライデント・プラウシェアがこの地裁を満杯に

して問題になっているらしい。彼等は罰金未払のことを全く知

らないで、そこで再び逮捕されるのを待つばかりなのかもしれ

ない。

　州裁判所　アンジー、エレン及ぴウルラは行動の後でダヌー

ン州裁に出頭したが、それはゴイル湖がちょうど境界地方を越

えて別の裁裁区内にあるからである。彼女達の公判は以降l10日

以内に開かれなければならない。公判が恐らく陪審つきでダヌー

ンで開かれるのか，グラスゴー、グリーノック或いはペイズリー

で開かれることになる上級裁判所に移されるのかが分かるのを

待っているところである。一方、アンジーは更にでっち上げら



れた「無謀運転」容疑で11月キャンプからダンバートン州裁に

出頭しなければならない。

　上級裁判所　ブライアン・クェイルのエヂシバラ上級裁への

上訴は重要な段階である。彼は弁護士による代理のための法的

救助を受けている。下級裁判官は国際法を考慮すべきであった

と上級裁が決めれば、彼等は有罪を破棄し得るが、そうなると

彼は地裁で再審理されることになろう。

　楽天的でおれるわけ　最近、8人の活動家が合衆国バンガーの

トライデント潜水艦基地を封鎖した件につき審理された。被告

人達は「正当防衛」、「国際法上の防衛」及び鑑定証人による

証言を否定された。他方その「精神状態」について証言するの

を認められたことだけで彼等は陪審に彼等が犯罪につき無罪で

あると確信させたのである。　ジェインI

オルダーマストン女性トライデント破壊
（AWTT）

　レイチェル・ウィナムとロシー・ジェームスは、2月1日にイ

ギリス軍艦ヴェンジェンス号に乗り込んでテスト装置を働かな

くしたため、王座裁判所に身柄を託されて6月4日にバロウに出

頭した。二人の次の出頭は7月16日金曜日、訴答及ぴ指示の聴

聞のためにランカスター王座裁判所になるであろう。二人の保

釈条件は今、全く高められている-それが二人をバロウから締め

出していることを別として。噂によればCPSはヴェンジエンス

号の損害をl0万ポンドと見積もっている．　

　AWTTは、板紙や紙のハンマーを送って下さった方々に感謝

する。明らかに今、完全菜食主義者のチョコレートケーキが欲

しいと思っている。（以下略）

　爆弾でなくパンをプラウシェア

爆弾でなくパンを　からの挨拶
　5月14日、3人のスエーデン人プラウシェア活動家のプレスト

ン王座裁判所における第8回公判は、陪審が7時間にわたる議論

の末に評決に至り得なかったことで終った。「爆弾でなくパン

を」プラウシェア・グループのアニカ・シュパルデ、シュテラ

ン・ヴァンターゲン、アン-プリット・シュテルンフェルトは、

昨年9月、バロウで新造のトライデント核武装潜水艦であるイギ

リス軍艦ヴェンジエンス号に対する犯罪的加害の共謀で起訴さ

れている。　以下、挨拶と連絡先省略
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