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まえが きにかえて 一一一 死者 を悼む

8月 9日 、 Fロ ー デシア」軍 はモザンピー ク領 内の難民 キャンプを攻撃 し

た。 ナゾニアとい うそのキャンプは、国連がジンパ プウエか らの難民 を収容

す るためにモザンピー ク領内に建てた 5つ のキャンプの うちの■つで、 約

■万人が収容 されていたとい う。その朝、手や顔 を黒 〈塗 り、 モザンピー タ

軍 の軍服 を着、革命歌 を歌 いなが らやってきた Fロ ー ザシア」軍 は、無差別

に軽機関銃 を発射 し、 政たた くまに約 ■000人 の難民 (ほ とん どが子供、女

性、老人 )を虐殺 し、 500人 余 を負傷 させた。その後、証拠 を隠滅す るた

め死体 を家の申に穣み あげ焼 きは らつたとい う。 この虐殺の跡は、 日本 でも

放映 されたが、「黒い霧」 を努露 させ るむごた らしさだった。ペ トナムのソ

ン ミ村 にも、モザンピークの ウイリアム村 にも .… .。 .  帝国主義者たち

は、 こうい う虐殺 を無数に起 こしてい く。

6月 ■ 6日 の ソエ トの蜂起 一一 虐殺以来、南方 アフリカ (南ア、 ナ ミビア、

ジンパブウェ )は世界の激動の焦点 となっている。また、かのキッシンジャ

ーが精力的 に動 きまわ り、それにつ られてフォルス ター もス ミスも踊 ってい

る。 いままで影 で
″
デタン ト̀´ の筋書 を書 いていた男を初めて、 しか も今年

に入 って 2回 もアフリカに来 させたものは何か、 とい うのはか くとしても、

一見、和平 の笑いをふ りまきなが ら解決の努力 をしているかに見えるときに

Fロ ー デシア」軍 による虐殺があ り、 またノエ トで 8月 83日 か ら3日 間の

就業拒否 ス ト(そ の初 日は80ジ の効果 が あった とい う)に 対 し、 ズールー

族 の労働者 を使 って黒人 リーダー 5o人余 を殺 させる、 とい う悲劇をひきか

こ してい くのである。

アフ リカ人たちは、 キッシンジャーや フオルスター に よる和平交渉 解ヽ決

案 がf●lも もたらさないことを遠 い昔か ら悲 しいほ どまでに知 りぬいてい るの

で ある。 ■ 9中 ■年、 SASO(南 ア学生機構 )の初代委員長だったステイー

プ・ ピコはこう言 ってい る。

「 白いヤツらの ところへ行 って、頭 をさげて解放 して下 さいなんて言 って

い るうちは、 ヤツらに人種的抑圧的 な体制 を続け させ るおすみつ さをやって

い るようなもんだ。本当はこうい うことだ。 ..... いまの状況 は、 白人の

側 の間違い なんか じゃなく、 よくよ く考 えたあとの仕業なんだ、 とい うこと。

そ して、 なんぼモ ラルの講義 を くり返 したところで、 自人たちがこの状況 を

訂正す るなんてあ りつこないことを・ ...・ θ BLACK MAN, YOU
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ARE  ON  YOUR  OWN :!」

これは、いま南アの運動 を・埴え る
′′
黒人意識運動

′θ
の初期 の叫 ぴでもある

のだが、 こうい う声はマスコ ミを通 じたのではなか なか伝わって こない。

今年 に入って、 2月 アンゴラにかけるMPLAの勝利 には じまり、「 ローデ

シア」の ンコモだ きこみに よる「黒 自」政権、 ナ ミビアの SWAPOを 排除 し

た独立案、南ア国内では トランスカイ「 独立」、そ してその一方 で原発建設

や NATOと の密接化 に よる軍備増強 といらた計画が、 アフ リカ人 の斗いによ

って次 々と後退 を余儀 な くさせ られてい る。「 ロー デシアJの ス ミスす ら、

黒 人多数支配の原貝Jを まが りな りにも容認するところまで きてい るのである。

だが、 こと南 アに関 して本質的 に何かが変 わること一一一 アパル トベイ ト

体 制が一挙に崩れさることはあ りえない。 いま大切 なことは、ス ミス とかフ六

ル スターの ような徹底 した人種主義者 が どこまで妥協す るか と:か 、米 ノの世

界 戦略 とか多国籍資本の利害を しょうたキッシンジャーのカバンの申味 でも

ない。 lr■ つき りと起 ち上 ったアフリカ人大衆 の運動の中味を見つめてい くこ

とか ら、次の一歩が出て 〈るのではないか。

公式発表だけでも死者は 40o人 に近 く(実数はその何倍 か見当 もつかぬ )

何 千 もの人々が逮捕 されてい るが、南アの大衆 は 9月 ■3日 、再 び就業拒否

の ス トに起 ち上が り、 ヨハネスプルグで もケー プタウンでもマヒ状態に陥 っ

て いる。 それにはカラー ドも呼応 し、同一歩調 をとっている。

悲惨はまだまだ続 くだろ う。応急の妥協がみえ たとして も、 もうアフ リカ

人 が引 き返 す ことはない。おびただ しい血が流され るだろ う。 そ して、それ

は我 々日本人 の臓λ餞を亥||ん で流れる血 でもあるのだ。

(■ 976。 9.■ 5 もと )
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蜃拶翁|ス鶉聾齢凸
昨年 ■0月 2日 、 南アフ リカ (南 ア )の バンツー スタンの

■つである トランスカイの自治政府首 相マタンジマは、 ■ 9

76年 ■0月 26日 に トランスカイが独立国 となることを発

表 した。 もちろん、 この「 独立」 は南ア・ フォルスター政権

と トランスカイ指導者 との合意 の上でのものである。 その う

え、 この トランスカイ独立 を第 ■号 とする「 バンツー ス タン

独 立計画」 は、南部ア フリカをめ ぐる新たな情勢 に対する国

内的、 国際的対応策 として準備 され、かつ急速に推進 されて

い る。南 ア政府は、 この計画が「民族 自決」の原則にそった

ものであるかの ように演 出 し、その真の意図であるアパル ト

ヘ イ ト政策 の維持、 自人少数支配 の確保 を隠薇 しようとして

い る。「 バンツースタン独立計画」 とは何か、いま私 たちは

緊急 に知 る必要があるだろ う。
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歴 史 的 背 景

プ フリカ人 に対 して武力で強制 された政治的支配、土地の強奪、 白人居住

地 か ら隔絶 した地域への封 じ込 め、賃金労働 を通 じての貨幣経済への強制参

入、 これ らが南アにおける■9世紀の構民地支配の主要な特徴であった。今

日のいわゆる「 バンツー ホー ムラン ド」の起源は、 こ うした植民地征服、支

配 の諸様式の中に求 められ る。 アフリカ人を「 リザー テ」あるいは「 ロケー

シ ョン」 と呼ばれ る居住地に閉 じこめ、彼 らが植民地経済 の労働需要に応 じ

る場合 だけそ こか ら出ることを許す という政策は、 ■ 9世 紀半ぽにイギ リス

が始 めた ものである。そ して、 もう■つのイギ リス植民地 (ケ ー プ )、 およ

び 8つ のポー ア人 の国 (オ ンンジ、 トランスパール )rtおいてそれぞれ異 な

った方法 で発展 させ られて きた。

都市や鐘山に投下 された本国資本、農村への自人入種者の双方、す なわち

櫂 民饉経済 の基礎 と自人 の政治的支配 のため 176は 、土地の没収 と強制労働 が

必要条件 となっていたのである6こ れ らの歴史的事情が、初期の リザー ブや

人種隔離政策 を形成 した。今 日のバンツースタン計画の背後に ある基本的な

考 え方 かよびその地形 は南アにおける植民地支配 の歴史 に深 く根 ざしたもの

で あり、 この背景 か ら切 りは なして単独 で理解 で きるものではない。

艤 カフィ タ戦争 とその諸結果

■ 8置紀中頃のケニ プにおけ るポー ア人の領土拡張 は、植民 地東部 にかい

て コサ族 との衝突を引 きかと した。それは、正確 にいえば征服 とい うよりも

罐 輩 と双朦化の過程であった。 ■780年 、 ポー ア人は ガム トーのアフ リカ

人住民 を急擬 した。 ■ 78■ 年 には、 2ケ 月間 に53oo頭 の家畜 を住民か

ら奪 つた。 ■789年 にはポー プ人 とコサ族 との間 に「境界線」 に関する取

り決 めが結 ばれたが、 ポー プ人は■795年 に 3度 もの凝撃 を行 なって百名

近 いコサ族 を殺 し、 ■80人 の女 と子 ども、 ■万 3800頭 の家薔を盗んだ。

(A.ン ルモ 「 聞いの う0年」 ■97■ )

■8o6年 イギ リスがケー プ植民 地を占優 し、 ヨー ロッパ人植民者 とコサ

族 との「 圏境」 としてフイッシュ川が定 められた。 しか し、 5年後 には露骨な

口実をつけて 8次 にわたるカフイル戦争 の最初 の戦闘が開始 された。

■ 8■ ■― ■2年の第 ■次 の戦争 では、 ン ドランペ書長 と2万人 の コサ族

が 宥 プシュ川 を越 えて退却 させ られた。 しか し、その後 の「 国境」をめ ぐる

コサ族 の抵抗は、 ■878年 崚で続いた。戦場 は町 ッシュ川か らカイ川へ、

さ らにパシェ 川か らムター タ川へ と続 き、「 国境」は北へ動いていった。 こ
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の 地域 に あ るポー ト・ エ リザ ベ ス、 グ 177ア ム ズメ ウン、 イー ス ト・ ロン ドン、

キ ング・ ウイ リア ムズ タウソ、 タ イー ン ズ ダ ウン な どの町 は、 いずれ もイギ

リスの軍 隊、 外 人 部 隊 な どが「 作 っ た」町 で あ る。

この Fカ フずル戦争」では、北方のデンブ族 を撃破するためだけでな くヨ

サ族 を自体 を分裂、弱体イヒさせるためにコサ族の権力者間の争いが イギ リス

に ょって利用された。
/mL方 、 この征服に対 して預強に戦 った王 や指導者、族

長 たちの名前 (ン ドランベ、 マカンダ、 ヒソツぅo・ クレ リなど )は、 アフリ

カ人の英雄 と tノ て今 日まで民衆 の間で語 りつがれている。

この戦争の戦場 となった地域 は、今 日、 シスカイ (「 カイ川の こちらJの

意味 )、 トランスカイ (「 カイ川の向 こう」の意 )と呼 ばれている。 この地

域 において、 イギ リスは■894年 以降て い くつかの部族 をポーア人 と協力

させないために間接続治方式 を取 りいれた。 コン トン 政府は、 |■

'f今
日の ト

ランスカイにあたる地域 を一種 の保護領 とし、指導的 な部族の首 長、族長、

村 長か らなる「 ブンガ」 と呼 ばれ る団体 をイギ リスの監督下 においた。 イギ

リスは、 この団体 を「 トランスカイ連合領総会Jと 呼 び、 ■95■ 年 には こ

の総会 に対 してポン ドラン ドが返還 さ
'1た

こともあった。

プンガには、 自人知事 とアフリカ人から1選 ばれた代表 が加 え られていた。

そ して、 これは 2o世紀のイギ リス保護領 における「議会」 の典型で あった。

多 くの年代=11(よ
ると、 トランス カイの住民は ■γ世紀 めヽら■9世 紀 にか

け て多 くの家畜、活発 な商業活動、 こ派 な建物 をもつ繁栄の民であつた。 ■

9世紀末、 コサ族 や東部 ケー プ地方の諸部族 の生命、土地、経済 に対 するボ

ニ ア人 とイギ リス人 の「爆撃」カミ終うた とき、かつての繁栄 を思わせるもの

は何が残 っていただろうか ? 残 っていたIも のは、真 の権威 をもたない「原

住民の権力機 関」 としてのプンガ、 ウイットウォーメー ズラン ト
゛
の鉱山に働I(出

稼 ぎ労働者 (住民 を リザー プから鉢山や農場へか りたてるために金納税 を導

入 したのはセツル・ ロー ズであつた )、 外国人による搾取体制 に無理や り直

面 させ られた民衆の深い道徳的危機、 これだけであつた。

価 リザープの固定化

■9■ 6年、南ア連邦が樹立された。当時、ケープ植民地では一定の財産

と読み書 き能力 という制限つきで非白人 (カ ラー ドとアフリカ人 )に も選挙

権 が与えられていた。ボーア人の 2つの植民地では、ポーア戦争後の和平協

定 にしたたがってきびしい人種差別が行 なわれていた。そ して、アフリカ人は

あ らゆる政治的権利を奪われて ta・ た。ナタール植民地では、アフリカ人居住

地内だけで族長の選挙を認めるというた〈みに隠薇 された形での人種差別が

施行 されていた。
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人、 イギ リス人それぞれの植民史の相違に由来す るこれ ら各州の対立 も、

両 者が「 アフ リカ人 を支配す る」 とい う点では無関係であった。それは、連邦

成 立以降に土地の没収 をは じめ とする人種差別体制 が法制化 されてい くことで

示されている。

■ 9■ 3年 の「原住民土地法」は、「総督の承認 がないか ざり、原住民 rtリ

ザー プの外で彼 自身の人種 に属す る者以外か らt地 を買い、借 りることを禁 じ

る」 とい うもので、それまでに形成 されていた リザー プを法制化 L/、 それ以外
の土地の自人に よる独占を確定 するものであった。 この法律 に よリリザー ブと

定 め られた土地は、全土の 7。 5%で あった。

■936年 の「原住民土地信託法」では、 ケー プ州 にかける制限参政権の争1

奪 (同 年 の「原住民代表法」 による |の 代償 として、 リザー ブヘの割 当が ■ 2・

7%と なった。 しか し、増加分は主 としてそれまでにアフ リカ人所有が「総督

に よって承認 された」土地であった。それ以来、 この ■ 2。 γ%と い う数字は今

日まで、すなわちバンツー スタン計画 まで一貫 して維持 されている。バンツー

ス タン計画が南ア政府の戦術的マヌー バーではな く、 自人至上主義維持 の長年

の戦略 に基づ くものであることの ■つの証左 といえる。

この法律が意味 したのは次の ことである。 まず第 ■に、 自人は国土 の 86.3
るの地域 (白 い国土 )に おいて引 き続 きアフ リカ人労働力の恩恵を うけること

が できること。第 2は、 その地域でのアフ リカ人 を政治的・経 済的 に無権利 と

す ること。そ して第 3に は、 アフリカ人 を「部族 ごとl~J分 野 し、単一のアフ

リカ人国家の可能性 を否定す ることである。

■ 95■ 年 の「バンツー政庁法」 では、 リザー ブに残 っていた「地方 自治機

関Jと しての原住民代表審議会が廃止 され、政府 (バ ンツー行政省 )の任命す

る者 に よる部族 的、地域的政庁 の創設 を規定 した。反政府的な族長や首長 の追

故 を意図 した この法律は、各地の リザー プで激 しい反対 を うけて反乱 も続発 し

たが、 ほとん ど全部が武力で鎮圧 された。

■950年 代 は、 この法律 をは じめ として今 日崚で続 く数多 くのアパル トヘ

イ ト諸法が制定 され、文字通 リアパル トヘ イ トカミ体常Jと して打 ち固 められてい

く時期であった。

植民地型の政治関係を維持 したまま、増大す る一途のアフ リカ人労働力への

需要 に応 え、 そ して戦後 の近代産業国家 と しての発展 をめざすためには 人種

差 別政策の網の 目をより細か ぐしなければならなか った。 この点 では、戦後の

歴代南 ア政府 の人種主義政策 は高 い連続性 をもっている。

議 政治分野での分離 ―一 人種主義者の意 図

しか し、 ■960年 5月 のシャー プ ビル虐殺、 5月 の英連邦 か らの脱退、そ
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して多 くのア フリカ人独立国が国連 に加盟 して南アに対する反植民地主義の

圧力が強まる以前は、南アの人種主義者は今 日の計画のごとき名ばか りの非

植 民地化を実行する気す らなかったのである。 フル ウー ル ト政権 (■ 958
～ ■966)の 人種主義政策 の中′心的立案者 のひとりであるWG M● エイゼ

レンは、 ■959年 に次の ように語 っている。

「 連邦議会がこれ らの地域 (リ ザー ブ )に 付与することにな りそ うな行政上

の 自治の最大限度 は、 ヨー ロッパ流信託統治の ような主権の実質的放棄 に到

らないだろう。 したがって、 これ らの地域 が将来、万が一 にも南ア連邦の対

等 な構成員 となるような連邦制度の見込みはまった くない。」

この年 までには、バンツー政庁法 に したがって全土 のアフ リカ人 リザー ブ

に 324の 部族政庁 (そ の うち■23は トランスカイ )、 26の 地区政庁 (

全部が トランスカイ )、 ■6の 地方政庁 (9が トランスカイ )、 ■つの地域

政 庁 (ト ランスカイ )が つ くられていた。

2年後には、 フル ウール トがバンツー スタンは「分離 した黒人諸国家Jに
発 展することが許 され るだろ うことを明 らかに し、次 の ように述べた。

「それは、我 々が 目に したい と思 っていた ものではない。 もし避け うるなら

ば、そ うした くはない一種の分裂 である。 しノか しながら、南アが直面 してい

る軍勢か ら考 えれば、やがて何がなされ るべ きかは明 らかである。」

「南アが直面 している軍勢」 とは、国内の非白人 とくにアフ リカ人勢力の

こ とであ り、 また 6o年代にはいって強め られたアパル トヘイ トに反対する

国際的圧力の ことだろ う。

■959年 には「 バンツー 白治促進法」が制定 され、 8つ の「 国民単位 J

が リス トアップされた。 さらに、 ■96■ 年 には「都市 バンツー審議会法 J

に より都市在住 のアフリカ人が「部族 ごとに再分類」 され、 8つ のバ ンツー

ス タンの「原住民政庁」 と法的 に結 びつけ られた。全般的 な紙上 プランとし

て のバンツー スタン計画が動 きだ したわけである。

2年後 の■ 965年 、 トランスカイにおいてバン
4rrタ

ン計画が具体的

な立法段階を迎えた。同 じ頃、 バンツー スタン計画はナ ミビアに も拡大され

た。 トランスカイは、 アパル トヘイ ト体制 の誠意の しる しとして一般向け宣

伝、 と くにナ ミビアの継続支配 を正当化するために使われ始めた (ハ ー グで

進 行中の国際司法裁判所 によるナ ミビア審議 を有利にするために )。

しか し■ 0年近 くの間、 トランスカイは、 た とえ見せかけ とはいえ民主的

自治政府を与 えられた唯一 のバンツー スタンであった (常 にプレ トリア政府

の監督下 にあったが )。

3年間にTEぶ翼曇曇票璽型言鸞覧「
促進は■97■ 年に始められ、続く
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トランス カイそ の他 のバ ンツー ス タンに独 立を もた りす とい う考 えは、 6o
年 代初 めには フル ウー ル トに とって考 え られ ない こ とで あった。独立 は、被 に

と って 2次的 な もので あった。彼 の行 な うべ さ中心課題 は、彼 の言 葉 をか りる

と「 政治 の分 野 での分離 」 で あった。彼 をは じめ とするアパル トヘ イ ト擁護者

は 、彼 らの政策 が人種 の完全 な分離 を 目的 としてい ない ことを強調 した。す な

わ ち、 黒人 は経済 的 分野 で,|き 続 き自人 に役立 つべ き ことを主張 したので ある。

黒 人 の南 ア経 済か らの排除 は、 自人 か ら富 と特権 の源泉 を奪 うこ とになるだろ

う。 バ ン ツー ス タンは、「 白い南 ア」 に労働力 を供給 し続 け なけれ ば ならない

の で あ る。実 際、彼 らは細 か く分断 され人 口過 密 で低 開発 の ま峻にされてい る

こ とで、 そ うす る ことを強 い られ てい るのであ る。

バ ン ツー ス タン独立 の明確 な タイ ムテー ブルがや っ と現 われ たのは、 ■ 97
0年代 に入 ってか らの こ とで ある。 とい うの は、 ア フ リカそ して世界にかける

南 アの さ らな る孤立 のなか で、 プ ン トリア政 権がそ れ までの あい崚い で専横 な

政 策 に何 らか の実質 、何 らかの具体的尺度 を与え る ことを強 らられ たか らで あ

る。

■ 974年 4月 に は、 トランスカ イ独 立が フォ ル ス ター と トランスカイ指導

者 に よって 5年言ヤ面 で予定 され ていた。憲法 を備 えた実在 の もの と してバ ンツ

ー ス タンを急、い で実現 させ ようと したの は、 すべ て プン トリアの意 向で ある。

い ま も、 プレ トリアが全面 的支配 を維持 してい る とい うことであ る。今 日で も

な 渉、 独立 の 日付 がは っき りして い るの は トランス カイだけ である。 この点 か

らみ て も、 バ ン ツー ス タン計画 の実験場 と しての長年 の役 割 を トランスカイが

果 1ン てい る ことは、い っそ う明 白で あ る。

要するに、その本質におめてバンツースメン計画は〈主要な特徴の起源を積

民地時代にもつ、 P」

‐
アにかける自人支配の戦略の絶対必要不可欠な部分なので

あ る。同時 に、植民地以後の世界において中人 支配 を維持す るためのアパ ル ト

ヘ イ ト流政治的独立付与 とい う新 たな現代的形態 なのである。

計 画 の 民 族 的 :地 域 的 基 礎

南ア政府が公言す る目的は、民族 に基礎 をか く国家群に独立 を与 えることで

ある。 しか し、彼 ら自身の言葉の範囲内ですら、 その政策は人種主義者 の勝手

な専横 を反映す る変員Uに 満 ちてい る。計画 されてい る国家の民族的基礎は、 ホ

ー ムラン ドの数についても、 アフリカ人 が分割 される ことになっているいわゆ

る F国民単位Jに つに・ヽて も、 しば しば変更 されてきた。それ を示 す 3つ の例 を

挙 げ よう。
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(■ )■ 95つ 年の「 バンッー 自治促進法」当時は、 8つ の国民単位が

提案 された。それ以前、 トムリンソン委員会は γつのパンツー国家

を提案 していた。 この どちらの案 も、 ンデベ レ族 を単独 の単位 とし

ては含んでいなかった。今 日、 ■975年 3月 に発表 された「 バン
「 ツースタンの領土統合最終案」 によれば、いまだ行政機関を もたず

文字 ¬ り地図上 の表現 にす ぎない とはいえ、南 ンデベ ン族 のために

ホー ムラン ドが考え られている。 (北 ンデベレ族は、 ペディ族 とと

もに北 ノ ト族 のレポワ・ホー ムラン ドの一部 に含まれることになっ

ている )

(2)コ サ族の「 国民単位」に含 まれるべ く定 め られた人 たは、 400
万人か らなる単一 の単位 とはな らず、 トランスカイとシスカイの 2

つのホー ムラン ドに分 lllさ れることになっている3こ れは、植民地

征服 の結果 と して確立 された行政単位の現代へのラ|き 写 しである。

現在 シスカイとされているところは、 ■ 9世紀には「 プリテイヽッシュ

カフラリア」 として知 られていた。今 日の トランスカイとなってい

、   る地域 よりも早 い時期 に征服 されたところである。

(3) 「 国民単位 Jそ のものは、アパル トヘイ ト立案者の頭の中だ 17iに

ある虚像である。それは、植民地時代以前 に存在 していた実際の社

会的諸集団 と大 唆か な連関 しか もたない。例 えば、 コサ族 と定めら

れた人 々は、 コサ (元 か らそ う呼ばれていた )、 テ/ブ、 バー ヵ、

■ポン ド、 ムポ ドミゼ、 ムフェ ングなどを含 む「 ングニ」とい う言

語 グルー プに属す る多数 の部族か らなる。 ただ し、 ングニ語族 のす

べてではない。 ングニには、 ズル、 スフジ、 ンデベレの各部族 も含

まれるか らである。言語分類 上、 ングニに対応 する他 の言語 グルー

プて しては、 フ ト、ベング、 ツォ ンガがある。

要 するに、植 民地化以前の部族社会は植民地化 が始iま ってか ら広い南ア社

会 の中に融合 してきてい るので、今 日、 この ような意図的部族分類 あるいは

「厳密 な学問的分類」に よったとして も、 それが国家 を形成する基準 を提供

す るとは考え られ な体のである。実際、 南ア政府がバソツースタィ計画 に部

族 的基準 を導入 してい ることは、 アフ リカ人 の再部族化 を民族 白決 とい う体

裁 のいい外観 で被 うための ものにす ぎない。

バンツー スタンに歴史的正 当性がないの と同 じ〈、地理上の基礎 もまた存

在 しない。現在、 ■■3の ば らば らな土地の断片か らなるバンツー ス タンは、

南 ア政府に よって 36に統合すべ 〈計画 されて広る。 (こ れは最終統合案だ

が、そのタイムテー ブルはまだな1/1)

内訳 は、 クワズル :■ 0、 ポプタツワナ :6、 レボワ :6ヽ ガザンクル :
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4、 シスカイ :3、  トランスカイ :2、 ベンダ :2、 バ ノ トー クワクワ :■ 、

ンデベレ :■ 。 これによれば、最大の「 国民単位」が最 も分断 された領土 をも

つ ことになる。 すなわち、 4o■ 万 (■ 9γ O年 )の ズル族 は■ 0の 断片、 5

93万 のコサ族は 5の断 片、 ■72万 の ツワナ族は 6の 断片。

何度 も指摘 されてきた ように、 バンツー ス タンは一般に南アで最 も開発され

て い ない地域 であ る。主要 な都市、使用で きる港湾、基幹産業は何 もな 〈、鉱

山、鉱物 資源 もほ とん ど見 られない。 ホー ムラン ドを横断す る鉄道 はな 〈、い

〈つかのホー ムラン ドが、その辺縁 と最寄 りの「 白い南ア」の工業中心地を結

ぶ交通手段 をもつにす ぎない。

■970年 にかけ るバンソースタンの実質人口密度は、 ■平方 キ ロ当 り平均

46人 であった。最低 は、北東部の不毛 なボプタツワナの 23人、最高はクワ

ズルの 66人 である。南アの都市はすべて「 白い南 ア」 に含まれるが、 ここで

の人 口密度 (全人種 )は平均 ■ 3.5人 である。

バ ン ツ ー ス タ /の 政 治 機 構

アパル トヘ イ ト政策 は、南 アが多人 種国家 で はな く「 多国民 国家」 である と

い う前提 に立 ってい る。 しか し、 この前提 の範囲内で す らバ ン ツー ス タン計画

は、 まず第 ■に カラー ドとイ ン ド人 (あ わせ て南 ア人 口の ■ 0%以上 を占め る )

とい う少数者 を無視 してい る。「 自人国家 |の なか に彼 らが占 め る空間 ltな く

て もよ1/Nと 定 め、 しか し彼 らが別 の ヨ家 をつ 〈る ことは否定 してい るので ある。

第 2に 、 ア フ リカ人人 口の半数 か ら 3分 の 2を 占 める「 ホー ムラン ド」 の外 に

住 むアフ リカ人の要求 に何 ら政 治的解決 を与えて いない。 この計画 が さ らに進

ん だ と して も(来世紀 になった として も )、 「 白い南 ア」 に は少 な くとも白人

と同数 の アフ リカ人 がい ることにな るだ ろ う とい う予測 が ある。工 業 ・鉱業 ・

農 業労働 力 の大半 を占 め る彼 らア フ リカ人労働 者 は、 すべ て「外 国人労働 者」

と して扱 われ るこ とにな るの である。

バンツース タン計画 に対 する主要 な異議 は、その欺感 的性格 に対 して向け ら

れ てい る。黒人諸民族の自決権 を満た しているかの ように装いなが ら、実は、

そ の計画 の範囲、方針、独立の時期 などを決定 して きたのは最初か ら一貫 して

国民党政権 であった。 この計画 に対す るアフ リカ人 の反対は致 しく、時には武

装 闘争 にまで発展 した。 これ らの抵抗は、ほ とん どすべての場合、 武力で鎮圧

され引 き裂かれてきたが、それで もなか現在に至 るまで アフ リカ人民衆の抵抗

が続 いてい る。

しか し、 この弾圧 とと もにブ レ トリア政 府が「伝統的」権 力 を利用 してい る
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こ とに も注意 しなければな らない。 ホー ムラン ドにおける行政官僚は、「 伝

統 的」権力機構 (プ ン トリアが作 りだ し、承認 したものではあるが )内 部の

追 従者 やインテ リの最 も保守的部分か ら急速 に形 成 されたのである。 これ ら

の子分階級、 と〈に 2～ 3メ、の有名 な人物 たちは、南アの大新聞に巧みに援

助 されて発言 の場 を与え られ、 ホー ムラン ドにおいて反対意見が公然 と遠慮

な く言 えるかの ような印象 を与 えている。 しか し、 これ らの反対意 見は基本

的 には偽物であ り、つ くられた ものである。政府の政策に対 する根深 い民衆

の反対 は、合法的はけ口を奪 われ、常 に押えつけ られてほ とん ど目に見えな

い ところで 〈すぶっているのである。

バンツー スタンにおけ る子分階級 とその指導者 たちの多弁 さは、実態以上

に 目立 った ものになっている。国民党政府 を脅かすポー ズを とるだけではな

t/5。 彼 らは、大 いに目立 たなければな らない。それは、彼 らが作 りだされた

真 の目的 なのだか ら。 しか し、その活動的で「 ラデ ィカル」 なイメ ージも、

彼 らが国民党政府 の創造物 であ り、完全 に この政府 に従属 しているとい う事

実 を変 えることはできない。 これは、その何 人かのスポー クスマンが認 めて

い る現実 であ り、 バンツー スタンの政治構造 を少 しだけ調べれば確認 で きる

こ とである。

計画 されている■ Oの バ /ツ ー スタンの うち、 これまでに (■ 975年 半

ば )ν つが南ア政府 の政策 によって「 白治政府」 を与え られ た。 自人 のみの

南 ア議会が成立 させ た援助法 に よって、 自人支弩この南ア政府がバンツースタ

ンに 7つ の立法議会 を創設 したのである。 これ らの立法議会 は、総計 5■ 9

名 の議員 で構成されている。 しか し、その うち326名 は南 ア政府 に指命 さ

れ た議員 (各級 7'首 長や族長 か ら )で あ り、 ■ 95名 (57%)だ けが選挙

に よる選 出議員で ある .こ の少数 の選出議員 とい う民主的形態 でさえ、実は

民主的 でない。 とキヽ うのは、選挙人名簿、政党がい くつかのホー ムラン ドに

かいて存在せず、言論・集会 ・運動の自由 も保証 されていない。 さらに、「

ホー ムラン ド」の外 に住む何百万 とい うアフ リカ人不在選挙民は、彼 らがそ

の「 ホー ムラン ド」に正式に属 してい ない場合には投票で きない。 これ らの

条 件付で選挙 が行 なわれるとい う事実 に よって、その民主的実質は否定 され

てい る。

こうした議会制民主主義 の戯画化 は、次 のよ うな状況があっては じめて実

現 され る。

(■ )ア フリカ人民の真の政治組織 や解放運動 がすべて非合法化 され、

その指導者や支持者 たちは投獄 され るか 、 地下 や国外 に追故 されて

いること。

(2)自 人 の議会 と政府 の弾圧諸法律 (共産主義弾旺法、 テ ロリズム法、

■ ■―
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サ ボター ジュ法 など )は 南ア全土 を■ じて有効 であ り、 それ が生みだす威嚇的

抑 圧的雰囲気の下 では本′さか らの選択が表面 に登場 しない こと。 (そ れでもな

お、少 しは「 勇気 ある投票」が行 なわれたが )

ホー ムラン ド政府 のもつ諸権限 ll■ 、一般 の先進国の地方 自治機関 よ りもはる

か に限 られた範囲内の ものである それ らが最 も多 く人材・予質 な どを費すの

は、 ふつ う教 育部 F号 である そ の他、道略整備 ・光:平し 家畜管理・山林管理 ・

土 地配分 などの行政機能をもち、下級裁判 も行 なう。また、 よ り進んだバンツ

ー スタン (ト ランスカイ、 ボプタツワナ )は 、治安判事 ・交番 。厚生施設を管

轄 する。

しか し、国家にとって決定的に重要 な次 の事項はプン トリアの手 に握 られて

い る。軍事問題、武器製造、外交関係、警察、通信お よび郵便、国道、鉄道、

港 湾 お よび航空、移民受 け入、最高裁、通貨、財政、公債、関税、商業お よび

工 業。

この ような背景 をみると、次のようなことは驚 くに値 しない。「 ホー ムラン

ドの立法議会 は年 に ■～ 2ケ 月をこえて開かれることが な ぐ、立法内容 も主 と

し′て粗末 な ことで、南 アでの実際 のアフリカ大統治にかける彼 らの役割は周辺

的 な ものにす ぎない。ついでに言 えば、彼 らのつ くる法律は南 ア大統領 の承認

が ない と法律 にな らない。             _
「 ホー ムラン ド」政府が南ア政府 に完全 に従属 していることは、 さらに次の

2つ の点 ではっき りと示 されている。すべてのバ /ツ ー スタンは、 その予算の

65～ 85%を プレ トリアに依 存 してお り、予見 しうる将来、 この依存度が低

下 する見込はない こと さらに、バ ンツース タンの主要官職 の実質上すべてが

―・ ア政府派遣の自人役人 によって占め られていることである。バ ンツースタン

行政 の「 アフリカ人化」 が進 められてい るが、遅 々として進 まない。 ■9ν 4

年 には、 まだ ■4γ 8人 の自人役 人がバンツー スタンにいた。 この事実の重大

さは、次 のことを考 えてみれば容易 に理解 され るだろう。つま り、南ア政府の

政 策 の基本原則 ニーー 白人は決 っ して黒人の支配下 で働かない 一一一‐が、

この国の他 の場所 と同 じ〈厳密 にバノツ~ス タンに も適用 されてい るとい うこ

とである。 (必要 な際 には、 ■9γ 3年 の トランスカイの厚生省の場合の よう

に、 プン トリアが任官 に干渉す る )こ うして、その数 は減少 してい るものの、

自人役人 の行政機構頂点への集中は続 くだろ う

バ ン ツ ー ス タ ン の 経 済

近年、南ア政府 スポー クネマンは、経済的 自立の可能性 がバンツース タン独

立 に とって絶対的 に必要 なことではない とはっきり言明 して きた。言 いかえれ
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ば、 バンツー スタンは南 アヘの経斉的従属 とい う条件下 で ミニ国家 として出発

ヒンなければな らず、 しか もこの従属か ら決 してのがれ られない とい うことであ

る。 もしバンツニスタンが、割当て られている「国民単位」 を養 なうに足 ろ雇

用機会 と富を もてば、それは「 白い南ア」のアパル トヘイ ト経済 の需要 に応 じ

る出稼 ぎ労働者 の貯水池でな くなるだろう。それ故、バ ンツース タンが存在す

るための必須条件は、かろうじて生存するために人的資源の輸出に頼 ること、

またそ うあ り続けることなのである。・

バンツー スタンに経済的 自立の可能性 がな く南 アに依存 しなければ生 きてい

け ない ことは、 これまで何度 も強・調 されて きたことである、、最近、 イギ リスの

対 南アとりわけ「 ホー ムラン ド」へ の投資 を奨励す る会合が ロン トン で開かれ

た。そのとき、 ホー ムラン ド指導者の一人であるレボワの C。 パ トもデ千博士は、

ホー ムラン ドの現在の状況を形成 した諸事情 にふれ なが ら次 の ように語 った。

「 我 々は、南ア共 fri国 の鉱工業部 Ftt F~Dた めの巨大 な労働力貯蔵池になっている。

我 々は、消費する電力のすべて及び給水 のほ とん どを南アに依存 して 1/1る 。 ま

た、輸送手段、通信、郵便 などもまった く共和国に頼 っている。 さらに、我 々

が必要 とす る保健業務、病年、手術施設の大部分 も同様 である。 こうした依存

の度合 17~加 えて、 ホームラン ドと自人支配下 の隣国 との間にある社会的 経済

的 争達水準、人 口増加率、弩済 力などの大変 な格差 を考えれば、 あなた方も我

々が従臣国あるいは属 FIElと して片づけ られて きた理由を理解 されると層 う。」

それか ら彼は、 バンプー スタン指導者 としてイギ リスヘ投資の要請に来てい

るとい う事実か 時すれば「 おやっ」 と思 わせるようなことをつけ加えた、「残

念 なが ら、 これは一般 に受けいれ られ、私 の同胞すべてをひど〈憤慨 させてい

る見解です。」

ホー ムラン ドの主要 な経済活動は農業 である。 アパル トヘイ ト体制は、 これ

らの地域が気候的・地形的 に農業 に適 してい るとい う宣伝に努めてい る。事実

と較べてみ よ う^

メイズ (と うもろこし )は この地域のアフ リカ人の主食 であ り、 ホー ムラン

ドでも自人農場で も栽培 されている。 ホー ムラン ドでの平均収穫高は、 この と

ころず つと■ヘクター ル当 り5。 5袋前後、千ばつの年 には■袋 に満 たない (例

え ば ■968～ ワ0年のシスカイ )。 これ '[対 して、 トランスバール州の自人

農場は、不作の年で も■ヘク ター ル当 り■4～ ■ 7袋、豊作年 には 30袋 を生

産 する。

トランスカイは、 よく公式文書 などで青葉茂れる楽 園 として描かれてきたが

実際は乾燥 しきった人口過密の農村スラムである。少 し古い記録だが、 ■96
γ年 には家畜の 20%が 死 に、 4万 人の幼児が栄養失調 で死亡 した。 また、 ■

968年 には住民の 5分 の■が結核 に感染 していた等 々。 トランスカイは、生
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産 高 とはぼ同 じ量の メイズを輸入 しなければな らない.も し、考え られている
よ うに トランスカイが この点 で もすべてのバンツー スタンの典型 とすれば、 ど
の バンツー スタンも食糧 自給す らできない ことになる。

鉱 山など地下資源に富 む土地は、ほ とん どすべてが入念 にバンツー スタンか
ら除 かれている。残 っているものは、 すべて南 アの総産 出量にあ唆 り関係 ない

ものばか りで ある (ボ プタッ_ワ ナの大 プラチナ鉱山を除 いて )。 ホー ムラン ド

に大 きな鉱山があれば、それはすべて白人所有のものである。
ホー ムラン ドの経済発 展を促進す るために政府 が設立 した開発公団でさぇ、

ア フリカ人 よりも自人 のfll益 に役立 ってきた。 ■959年 の設立以来、バンツ

ー 投資公団は γ7oo万 ラン ドを投資 して きた。 しか し、その うち43oo万
ラ ン ドは自人所有企業、 2ooo万 ラン ドは公団所有企業に向けられ、アフ リ
カ人所有企業 に投資 されたのは ■40o万 ラン ド(■ 8¢ )に す ぎない。 コス
マス ,デ ズモン ドの数字 を使 うとこの ようになる。 (「棄て られた人 々」 ■9
7■ )。 ■97■ ～ 76年 にかけてバンツー スタンヘの投資は、実際 には年間
4～ 5万件 の求職があるにもかかわらず、約 2万 5千 の働 き口 しか生みださな
い ように計画されていた。 さらに、南ア政府 の公式統計 に よれば、 ■974～
ツ 5財政年度 にコサ開発公団はヨサ族 のために ■千 の雇用機会を創 出できただ

け である。 この公団は設立後 ■■年 を経過 した現在、名 目上、 70o人 の自人

と 6ooo人 のアフ リカ人 (ト ランスカイとシスカイで )を 雇 ってい ることに
なっている。

南 ア政府は、バンツースタジにぉける現在か ら将来 にかけての経済的支配権
に絶大 な自信 を もってい る。 ■974年 には、「バン´丹修正法」に よってバ

ン ツ‐問題省が「 ホー ムラン ド」政府の取 り結ぶ借款 に関する元金返済、 配当

支払 いを引 き
'lv Iる

権限を与え られた。

抑 圧 の 道 具 と し て の バ ン ツ ー ス タ ン

バンツースタン計画が新 たに示 しつつある■つの様相は、 これらの地域にか
る国家の抑圧的権力 とその装置の成長である。プレ トリア政府は、 自らがも
ている例の類の諸権限を、 ホームラン ド指導者たちに二つ返事で付与 してき
。 これ らの権限は、ホームランドが独立 した際にも、そ こに「法の支配」が

在 しないことを保証するものである。存在するのは、「アフリカ人によるア
リカ人に対する暴力的支配」 ということになろう。
クワズルの政府は、すでにい くつかの地区において無裁判で人 を拘禁する権
を持っているし、シスヵイ政府 も同様の権 llRを 要求 している。 ガザンクル政
は、教師 学ヽ生 。公務員の政治活動を禁上 している。 ■974年 、レスヵィ

け

つ

た

存

フ

　

限

・府
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政 府は、その反対派である■人 の弁護士 をホー ムラン ドの遠隔の地に追放する

よ う南ア政府に要求 し、反対者は虫け らの ように p・ :1つ ぶす とい う意志 を露骨

に示 した。 トランスカイ政府 は、 ■960年 に南 1´ ,夕.府 が導入 した非常事態令

(布告 400号 :無裁判拘禁、集会その他の厳 し/ヽ 取締 り1/r道 を開いている )

を現在 も引継 いでいる。その上、 ■974年 8月 には保健大臣モシェ シュ首長

が、彼 の担当地区 における反対派に対処するための特別緊急権限で武装するこ

とを認め られた。

もっとも重要 な新法規の ■つは「 バンツー法再修正法」 (■ 974年 法律 ツ

■号 )で あ り、 これは共産主義弾圧法 と同様の広範 な禁止権限 をホー ムラン ド

政 府の手に握 らせ るものである。 これ らの権限は、現行 の弾圧諸法律 と重 複し

ている。 しか し、その制定 の明白な意図は、 プン トリアの賛同 を得 たホー ムラ

ン ド政府に対 す るいかなる反対行動 も破壊行為、あるいは少な くとも違法 とみ な

されるとい うことを最初か ら打 ちたてることにある。

それに劣 らず悪意 に満 ちているのは、最近 になって暴露 されたホー ムラン ド

にかける「 リハビリテー ション・センターJで あるハ これ らの収容所 には、パ

ス法違反者 。「 なまけ者」 。「好 ま しくない者」 が集団静|1練 のために都市か ら

送 りこまれ、 そ こで週 56時間以 内の強制労働 を ともなう3年以内の拘禁を課

せ られるらしい。現在、 この種の最初の 2施 設がンボワとシスカイに建設中で

あ る。 (しか も囚人労働 に よって )今 の ところ、 これ らの施設 が何の 目的 に使

われるかは知 られていない。 しか し、 おそ らく強制収容所か、 または同時 に政

治犯 とくに刑期 を終えた人 々の拘禁 を主 に意図 したものではないか といわれて

い る。 (「 バンツー都 市地域法」は、 28条 で「 なまけ者Jの アフ リカ人 を 8

項 目、「好ま しくない」 アフリカ人 を ■■項 目にわたって定義 してい る。後者

の ■つに、「性格上、政治的 とみ なされる者」 とい うのがある。 )

とくに注意 を要す るのは、次の 2点 である。 ■つは、現行法規の大 ざっばな

言 い方 に よると、実質上いかなるアフ リカ人 もそ うした施設 に送 られる可能性

が ある ――  違反 を犯 しているいないに蘭わ らず ―二一 こと。 もう■つは、

この施設はホー ムラン ドの中にあって も、バンツー問題省す なわちプン トリア

に よつて管轄 される とい うことである。

バンツー スタンにかけ るもう■つの新たな事態 の展開は、南ア政府 による軍

事的利用、 自入支配の軍隊 の予備役 としての使用 である。 この点 で も トランス

カイが手本 を示 しているのは象徴的 である。 トランスカイか らの志願兵の一民

は、すでに南ア国防軍の教官 による静|1練 を受けている。

アパル トヘイ ト体制 は、 自人地域への麟稼 ぎ労働者の「不必要 な余鵞分」
・
の

ゴ ミ捨 て場 としてバ ンツー スタンを利用 している。 これまでに、 ■00万以上

の アフリカ人 が再入植計画に よって住んでいた場所か ら違い立 て られた。 さら
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に、少な くともあと50万人 が政府 の土地統合計画に よって再入植 させ られる

こ とになっている。 アパル トヘイ ト経済 に奉仕す る安価 な労働力の貯蔵池にさ

れているバンツー スタンの経済的機能は、 この非人間的な計画 に よってさ らi/C

強化 されている。 この計 画は、今 日も何 ら緩和 のきざしを見せてい ない。

南ア外交政策 の道具 としてのバンツー スタン

先に見た ように、 60年代初期のバンツー スタン計画の変化 lr■ 、非植民地化

の時代における南ア政府 の新 たな孤立 によって余儀 な くされ たものであった。

70年代 に なって も何 ら妥協 を示 さぬアパル トヘイ ト体制は、 さらなる孤立化

ま たその孤立の結果 としてバンツー スタン計画実現へのな りふ りかまわぬ突進

を始めた。国内の人種差別政策 の強化 に とどまらず、 ナ ミビア不法 占領 の続行、

ナ ミビアヘ のバンツース タン計画の拡大、そ してロー デシア (ジ ンバブウェ )

の不法政権支援 などは、すべてその現われで ある。近年、 南ア政府はアフ リカ

大 陸にかける孤立 を打開す るため にアフ リカ独立諸国 との関係「正常化」に努

め ている。 これは、 アフ リカ諸国にアパル トベ イ トを黙認 させ ようとする第 ■

歩 である。同時にフォルスター政権 は、西欧諸大国をアパル トヘイ ト経済にい

っそ う深 〈巻 きこみ、彼 らとの戦略的関係を密接に しよ うと努めてきた。政治

的 に制限 されてい る南ア と西欧諸国の関係 をそれによって克服 し、 アパル トヘ

イ ト体制 に とっては疑い もな く好ま しい親密かつ公然 たる同盟 関係を築 きあげ

よ うとい うわけである。 アフ リカ卦 よび西欧 との外交政策の分野において、南

ア政府 はバンツー スタン計画 を、 OAU(ア フリカ統一機構 )や 国連、それ 1/C

反 アパル トヘ イ ト運動 など世界中の進歩的 グルー プが提唱 している諸政策 に対

す る対案 として提示 しているのである。 プン トリアは、 この画策 のために自ら

進 んで協力をヲ|き うける伝統的同盟者 たちを見出 してい る。

この種 の最初の行動 と しては、 プテレジ首長 のア メリカ視察旅行が挙げ られ

るだろう。彼は、 アメリカ政府 に よって■ 97■ 年 4月 か ら 6月 まで同国旅行

に招待 された。それは、 プテレジ首長がズー ルー F地域政庁」行政長官 に就任

したわずか■年後のことであった。同 じ年の ■■月には、 マ タンジマ、 ブテレ

ジ、 マンゴペ (ツ ワナ 。バンツー スタンの首相 )の 各首長がイギ リス政府 の賓

客 として同国で 3週 FEl半、続 いて西 ドイツの招 きで 2週間 を同国で過 ごした。

それ以来、ほとん どのバンソースタン指導者が毎年 のように少な 〈とも2～

5ケ 月はア メリカ、西独、英、 スイス、 オラングな ど西欧諸国を訪問 している。

加 えて、 プテ レジはい くつかのアフリカ諸国を訪問 している。 それ らの中には、

南部 アフ リカの紛争 に直接関与 してい る国や フォ ルス ター政権 の対話 とデ タン

ト政策 の最 もよき理解者 である国 も含 まれている。
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この よ うに、 バ ンツー ス タン指導者 たちは南 ア政府 の使者 と しての利用価値

を もち、 そ れは南 ア外交 政策 に ■つの新 しい次元 を生 みだ した。 この新次元 の

重 要性 は、 まず何 よ りも、 アパ ル トヘ イ ト体制 を擁護 す る黒 いスポー クスマ ン

が初 めて海 外 に出か けてい る とい う事実 の中 に ある。す なわ ち、 これ らのス ポ

ー クスマ ンであれば こそ、西欧 の宗教界 ・財 界・商業界・ 知識人 な ど有 力 な各

界 に入 りこんで受諾 を得 るこ とがで きるとい う事実 であ る。 これ ら各界 は、 南

ア政 府が これ までず っ と、 1日 来 の外 交手段 ではそ の (人種差別 )政策 にいかな

る信頼 も取 りつけ るこ とがで きなか った分 野 なのである。

そ の上、今 では この スポー クス マンた ちが、世論 に影響力 を もつ これ ら各 界

関係者 に対 して彼 らの「 ホー ム ラン ド」 の経済 開発へ の参加 を懇 願 す る ことも

で きれば、 南 アの孤 立 を狙 った政策 に対 しては、 それが彼 らの協 力者 を傷 つ け

る ものだ と して反対 を主張 す る こともで きる。

バ ン ツー ス タンは、 決 して独立 した国民 国 家であ るはずが な く、 ボツ ワナ 。

ン フ ト・ ス フジラン ドの ような (南 ア に従属的 な )ア フ リカ人独立 国 に例 え る

こ とす らで きな t/・ .多 くの場 合、上記 の各界 では この こ とが全 く、 あるい は不

十 分 に しか気 づかれ てい ない。 そ して、 t/ば しば次 の事実 が見失 なわれ て 1/1る 。

つ ま り、 バ ンツー ス タン自体 は「 民族的 」 に結合 された土地 の断 片 にす ぎず、

南 ア領土 171~す っぼ り包 まれ て、 この国 の経済 の縄 の 目に密接 に と りこ まれ てい

る とい う事実 で ある。

この事実 が見失 なわれ てい る結果 と して  ヽ これ らの地域 の社 会的 ・経済 的開

発 問題 は、 しば しば第二世界 の一般的 な開発 の必要性 と本質 的 に同様 で あるか

の ように考 え られ ることが ある。 ところが、現実 を見 る と南 アは工業化 され́た

国 で あ り、 しか もホー ムラン ド地域 の後進性 は、 ま さ しく南 ア政 府が続 け てい

る アパル トヘ イ ト政策 に よるもの なの である。

すで に述 べ た よう llr、 リザー ブの後進性 は極 め て不公正 で一 方的 な「民族 に

応 じた」土 地配分 か ら生 じてい る。 す なわ ち、 すべ ての主要 な鉱工業 中′心地 を

リザー ブか ら排除 し、数 百万 の ア ァ リカ人 男女 ・子 ど もを「 白い南 アJか らリ

ザ ー プヘ再入植 させ、要 す るにアパ ル トヘ イ ト経 済 のた めの安価 な労働 力貯蔵

池 に してい るので ある。 こ うした背 景を もちなが ら、全世界 とはい わぬ まで も,

第 二世界 に おけ る最大 の開発計 画推 進者 と して登場 す る とは _ 現 にそ う

してい るのだが 一――  フォ ルス ター政権 の何 た る欺 ま んで あ るこ とか :

そ して、 この茶番め いた開発 計画 に対 す る先進諸 国 か らの政府 ・民間 を通 じた

援 助 を求 め るに及 ん では、 もはや欺 まん どころでは ない。

南 ア攻府 に とっては、 バ ン ツー ス タン計画が実現 され る と過 去 ■ O年 のあい

だ経済的 に も政 治的 に も決定的 関′心事 で あつた外 資流入 を正 当化 す る新 た な手

段 が生 まれ る こ とになる。 これ こそ、 ■975年 に南 ア政府 が長 年の政策 の一

― ■ 9-



項 を覆 して Fバ ンツースタン

な戦略的考え方 なのである。

ホームランド」への外国投資を解禁 した際の主

注 ■

注 2

ナミビア (南西アフリカ )は 第■次大戦後に ドイツ領植民地から

南アフリカの委任統治領 になり、第 2次大戦後 も国連の決定を無
視 した南シフリカによって不法 に支配 され続けている。
バンツースタン計画のナ ミビアヘの拡張 は、フルウール ト政権に
よる■902年 のオデングール委員会指命を通 して行 なわれた。
この委員会は、それまでの断片的居住区を■つの自人用と■oの
黒人用の部分に統合することを勧告 し、 ■968年 には主な法改
正が行なわれて勧告に効力を与えた。 (「南西アフリカにおける

原住民自治促進法」 ).

地域政庁  territoria■ authoritios の設置

シスカイ (■ 968年 ■ ■月 ) レボ ワ (■ 969年 8
ベンダ  (■ 969年 ■ 0月 )′ ワズル (■ 970年 5

ボ プタツフナ (■ 968年 ■ 2月 )

本文 は イギ リスの lnti―Apartheia lvIOvementが ■ 9γ 5年 ■ 0月 に

日∃美担́ 多ヽ是出 しなた
″The sOuth AfriCan Bantustan Program i lts

Domestic ana lnternationa■ I Irlp■ ications″
―
を要約 ・加 筆 した

もので あ る。 (瀬 )

1ギツ
‐1晋ITぎギ,

月

月

“』進會‡曹
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」 砂F遍 ボナ ル デ

植民地世界けマニ教的善悪 二元論の世界である。植民者が物理
的 に、すなわちその軍隊 と警察の助けで、原住民の空間を青」限す
るだけでは充分でない。あたかも植民地的搾取の全体主義的性格
を示すかのように 植民者は原住民を一種の悪の典型 として描 き
あげる。・・・・ ° 原住民は閉 じこめられた存在である。アパル

トヘイトは、植民地世界の分割の一形式にす ぎない。

(フ ランツもフラノン 「地に3地われたる者J)

フpノ ンが植民 地世界の′心理学的構造について行 なった分析は、現に南ア
フ リカ(南 ア )に存在する一見、常軌 を逸 した現象を考察するうえでたいへ

ん有用である。上記の引用は、 もっとも見えやすい植民地の 2つ の様相を完
べ きに描いている。すなわち、原住民に課せ られた物理的制限 (閉 じこめら

れ た存在 )と 人種主義による理論的正当化 (悪 の典型 とし/て の原住民 )。 今
では、 これ らはそのままアパノし́卜ヘイ トの最 も悪名高い 2つ の性格である。
アパル トヘイ ト、 これほど威圧的に黒人の自由 (肉 体的、経済的、道徳的、

知釣な )を 制限 している法体系は他のどこにも存在せず、また他のどこにも

自由の景J奪 を正当化するための理論的土台が南アの自人によって行なわれた

ほ ど苛酷に禁制の ドグマとして確立 されたところはない。これまで幾度とな

く非難さ●́てきたァパル トヘイ トの二次的徴候の問題にまで立入るのは、余

計 なことのように思われる。

一 見して常軌 を姿 した、 と述べた=た しかに、南アの場合は我 々を憤慨 さ

せ るものがある。 なぜか ? 2o世 紀の最後 の 4半世紀 において、 なお最 も

時 代遅れの植民地主義 ll~基 礎 をお く社会 が存在 しうるのは/1b合理 に思われるも

今 や、■民地社会はいたるところで破壊 され、歴史 の流れ と被抑圧人民 の斗

いに よって洗 い流 されたとい うのに。

し′か し、最後 の判断 を くだす前に、 もういちど眺めてみる価値はある。そ

の社会 は、 そ う思われているほ ど常軌 を逸 した ものとして南アのアングロ。

ボす ア人 によって押 しつけ られているのだろ うか ?

まず最初 に、「植民地」 とい う用語 はある種 の調整 なしで南アの現実 に対

して用いることがで きないことを指摘 しなければならない。第 ■の大 きな違
t/・ は、海外 に本国をもた i1/・ ことである。 自人の観点 か ら見て も、 あるいは

植 民地領 の植民者 の観点か ら見て も、 さらには南アの搾取 されている人民、

・-2■ ―



す なわち黒人、混血、 アジア人か ら見てもそ うである。つ まり、植 民地本国

が植民地領土の地理的境界内に確立されているとい うことだ。そ して、 この

地理的概念 は文字通 りに当てはまる。事実、 アング摯・ ポー ア人 は南ア内部

で国土を 2つ の完全 に相互交流を許 さない地域に分害」し、本国 と植民地の関

係 を再生産 して きた。南ア領土の 87プ は自人 に属 し、 この地域内では黒人

が あらゆる権利 を奪 われてい る (容 故 な く搾取 される権利 を除 いて )。 一方、

他 の■3グ の土地 (白 人 たちがホー ムラン ドあるいはバンツー スタンと呼 ぶ

地域 )が黒人に残 されている。そ こでも、黒人 の行動の 自由ll制 限 されてい

る。

古典的植 民地 と異 なる第 たの点 は、「■tL民 者」 の定着度 で あ る。人 口の点

か ら見 て も、 南 アは常 に最大 の植民 地 で あった。 アル ジエ リアで さえ も、植

民 者 の人 口比率 が これほ ど高 くな つた ことは なかっ た。 ■ 9γ 4年 6月 の人

口統計 に よると、次 の通 りであ る。 自人 4■ 6万、 ア フリカ人 ■ 774.5
万 、 混血 230.6万 、 ア ジア人 70.9万 。 ぃぃか ぇ る と、 自人 ■ ヽに対

して アフ リカ人 が約 4人 とい うことに なる。

古典 的植民 地 との これ らの相違 を考慮 す るな らば、黒人 の経 済的 。政 治的

境 遇 に関す る分析 は、 彼 らが完 全 に植 罠地的状況 の下 で生活 してい る ことを

十 分 に証 明す るだろ う。我 々は、 この点 につい ては詳述 しなふ 。 アバル トヘ

イ トが理論 的 に正 当化 しよ うと してい る搾取 は、世界 中か らの非 難 |〔 よって

暴 露 されてい るか らであ る.そ れ よ りも、 なぜ この よ うな政 治的 ・経済的構

造 が自人 少数 者 によって確 立 されたか とい う理解 に努め、 アパル トヘ イ トは

考 え られ ているほ ど本 当 に常軌 を逸 した もので あるか否 か を見 きわ める こ と

の 方が興味深 い ように思 われ る。

自人 の政治的構成

この自人少数者の内部に存在す る相違は、諸政党の動 きとして政治的に表

現 されている。自八住民は、基本的な 2つ の流れか ら発展 した。悪鳳転鳳翼量轟

から南アにやってきたオ
'ラ

ン:五五ミ|と 、
.、1.■.1..2.総,f.う .イ

ギリス移民で
あ る。 現在、 白人人 口の約 60%を ボー アあるいは ア フ リカー ナが、 そ して

4o¢ を イギ リス系 が占 めてい る。 ■ 9γ O年 の人 口統計 に よる と、 自人総

人 口 38o万 の うちア フ リカー ナが 23o/r」
‐
、 イギ リス系 が ■ 50万 であ る。

これ ら2つ の グルー プの関係 の歴史 は、次 の よ うに要約 で きる。 イギ リス系

移 民は、 古典的 な資本主義 的発展 に基礎 をお く純粋 な議会制 度型 (も ちろん

黒 人 には対等の権利 を与 えず に )の ブル ジ ョア ●デモ ク ランー を課 そ うと し、

農 業社 会 と完 全 な人種主義 的純粋性 ない しは アパル トヘ イ トに賛成 す るア フ
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リカー ナのイデオロギー的、 人種主義的厳格 さに反対 した。 これは、 ■948

年 までのことである.イ ギ リス系資本家 としヒベて経済力で劣っていたアフ リカ

ー ナは、 ■948年 に議会 の多数 と政権 を首尾 よ〈獲得 し、資本主義的発展の

不可避性 を悟 ってイギ リス系の経済力 と競合 し始め、彼 らに対抗す る経済帝
=|

を急速 につ 〈りあげた。 この再編成 174か け る要 となったのがたショナ リス ト党

であ り、 この党が象徴 したものはアフ リカー ナの伝統の純粋性であった。それ

は最 も凶暴 なアパル トヘ イ ト徒党 であ り、 これ こそが彼 らをして議会 を制す る

こ とを可能 l~し た ものであった。 ■975年 の詢回選挙では彼 らの政治勢 力が

さ らに強化 され、下院 ■ 7■ 議席の うちナショナ リス ト党は■ 23議席 を占め

た。 トランスバール、オレンジ両州 の保守的農業家 と小 ブルジョアジーがその

社会的基盤 を代表 1/、 彼 らに とってケー プ州の住民 は危険 な自≒主義者 である。

先 に、 アフリカー ナの経済力はイギ リス系が獲得 していたほ とん ど全面的な

十配 に対 し/て 急、速 に増大 してきた、 と述べた。 ジム・ ホウグラン ドによると、

■ 939年 にアフ リカー ナ (白 人人口の 50")は 商業 の ■0%、 鉱業の ■%、

工業の ■%を支配 していたにす ぎない。 ところが、 ■968年 には鉱業の 2o

%、 政府役人の 44%(■ 948年 の 2倍 )、 国民総収入の 44%、 農場 の

80%を 支虻するに至つた。 しか し́、 この経済的進 え、資本主義世界への角、速

な参加 は、 アフリカー ナの間 にい くつかの緊張 を生 まずにはかかなかつた。彼

らの多 くは、清教徒的かつ農業的 であ り続けるべ きだ と信 じてい る社会が資本

主 義へ突入す ることを不満に思 っている。彼 らは・ マヒした人
′々′あるいは

″
内向派″ と呼ばれ、 アルベル ト ヘルツ本グが設立 したHNP(再 建 あるい

は純化 されたナショナ リス ト党 )の 周辺に集 まってい る。 ある程度まで、 この

党 はアフ リカニナの極右翼 (も しこの言葉が、完全に極右翼の社会にかいてやI

らかの意味 をもつ とす るならば )で ある。彼 らは、 テレビを自由主義者 の陰謀

だ とし́て拒否 し、 自人にできるいかなる仕事 も黒人に与えることを拒絶す る。

そ して、経済的進歩 よ り人種的純粋性 を重要視 している。 HNPは 、オ ランダ

改革派教会の牧師 たちの多数派、黒メ、との競争 を最 も恐れている人 々、秘密結

社「 兄弟 F・ 盟 (プ ロー ダー ボン ド)」 などの支持 をうけている。その性格か ら

して、 この秘密結社 に Fllす る正確 な情報 を得 るのは困難 である。一般的 には、

この結社はその構成が政府、党 と並列的になっていて、 アフリカーナ社会の規

律 を強化す るための団体 であると考え られている。その首領は南ア放送協会会

長の ピエッ ト・ メイヤーで、 アフリカーナの上下両院議員の 4分 の 3、 首相、

閣僚までがそのメンバーになっている。

アフ リカーナの もうひ とつの
′′
傾向をは、黒い危険 と斗 うためにイギ リス系

との同盟 を追求す る″
開明派

″あるいは事業家の動向である。彼 らの理論は、

経 済的発展 を促進 し、黒人にも繁栄の宴 に参加す る権千」を与 えて彼 らが革命に

た らない ようにす るとい う必要に基づいている。 レンプラン トたばこ会社 (
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6o地 方に 25o工 場 をもつ )の 社長であるアン トン ‐ルペル トは、
1開

明派
′

.

の一般的立場 を申し分 な く表現 した。「 もし彼 らが食べ られなければ、我 々は

眠 れないだろ う。」

しか し、 アプリカーナを分 |● させているこならの′′
諸傾 向

″
が、他 ならぬ彼

ら自身に よって確立 された人種差別社会 に何か新 しい判断 を付け加え るとは信

じられない。 また、そ う信 じるほ ど我 々がナイー プなはずがない。アフリカー

ナの資本主義的発展 は
″
正 当派

″
と

″
自由派

をへの分岐を引 きかと して林るが

この両 グルー プは多かれ少 なかれ現状維持 とい う点 でまった 〈一致 してい る。

フオ ルス ターのい う″
対話″は、 ある意味でアフリカー ナの内部 に起 きつつ あ

る この資本主義的発展に対す る答 の試みに他 な らないのである。
｀

ヽ

イギ リス系白人 についてい うと、 もはや彼 らは古い自由主義 の伝統 や今世紀

初 めの移 り気 な
′″
解放者″を明 らか に信用 してか らず、 アフリカーナの人種主

義 に順応 してアパル トヘ イ トを支持 す ることで腹を肥や してい る。統一党は議

会 におけ る彼 らの代弁者、 より正確 には工業家 と鉱山所有者の代弁者 である。

この党は公認 の野党 であ り、 それによって人種差別体卸1に ブルジョア 籠デ■ク

ランーの外見 をヽ与える|た めの茶番劇 に加 わつている。経済的分野 1/● かけるアパ

ル トヘイ トの緩和以外 に何 ら選ぶ ところのない政策 を掲 げた統一党は、 ■ 9ワ

5年 5月 の選挙で 37議席を得たにす ぎない。影響力の弱さと不活発さは、党

員 の間に分裂を生みだ している。右派はナショナ リス ト掌 との合同 を要求 し、
″
自由派

″
は脱党 して しまった。 ■975年 2月 、 4人 の統一党国会議員 は党

を見捨 てて改良党を結成 したが、 6月 には進歩党 と合併 した。進歩党は ■95
9年 に統一党の他 の分派か ら結成 された もので、今 日にいたるまでただ■人の

女性議員 をもったにす ぎず、その関心事は不満 の爆発 をさけ るために黒人に投

票権 を許す ことである。新 しくできた改良進歩党は ■■議席をもち、その中に

は アングロ。アメリカン会社の社長、大富豪 のハ リー ・オッベンハイマーが含

まれている。その政綱 は、人種に応 じて とい うよ りも地理的区分に基づ く自治

州 の設立 を煮味する権力の分散 を1昌 って棒る。            :
要す るに明 らか なことは、 イギ リス系

″
反対派″がアパル トヘイ トを批判す

るのは、その体制 の非人 間性 ゆえではなくアフリカーナに よる人種差別が黒人

の不満 を爆発 させ る危険 を冒 していることに気づいているか らである。その 上

ア ンゴラ侵入 の際 がそ うであった ように、事態が悪イヒした ときにはア プリカー

ナ とイギリス系反対派が結束 を固め るのである。―夕1を あげるだけで十分 だろ

うが、 フオルスター首相は 2月 ■9日 、次のように語 ったよ「 南アフリカ人は、

これまで以上に団結を固めなければならない。そのためには、すべての者が一

つの努力を分かちあわねばならない。」同 じ頃、進歩党のヘレン・サッツマン

は、外部か らの攻撃と国内のテロリズムに対 しそ黒人住民の支持を得るための
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アパル トベイ ト解除 を主張 していた。

この現状認識の一致 17■ 、単に諸政党だけのものではない。権力機構の一部

をなす白人労働組合 も、また人種主義にどっぶりとつかっている。その証拠

として、鉱山労働組合 (白人 )書記長アリー・パウルスの言葉を引用 しよう。

「 すべての金鉱は、わが自いホー ムラン ドの域内にある。バンツーは、彼 ら

の ホー ムラン ドの中なら首相にだって成 り上れる。 しかし、私がそこへ行っ

て首相になることはできない。それなのに、 どうして彼 らが南アで、わがホ

ー ムラン ドで自人鉱夫 と同 じ地位にのぼらなきゃならんのかね ?J

支配の経済的基礎

さて、 アパル トヘイ トあるt/・ は白人の胸〈そ悪い人種主義にのみ目を奪われ

ていると、物事を誤 った観点か ら見ることになりかねない。人種主義はそれ自

体、単に経済的支配 を正当化するための表現にす ぎない。その唯一の目的は、

黒人、混血、アジア人からの冷麗かつ F合法的Jな搾取を可能ならしめること

であるも アパル トヘイ トがその常軌を逸 した性格を全 〈消失 させるのは、まさ

に この領域にか1/・ てである。逆に我々は、資本家的競争の極度に合理化された

ルールを目のあた りにする。南アの体制は資本主義からの逸脱ではなく、 tPし

ろその極数である。南アにおいては、資本主義体制の 砂支離滅烈さ″が目につ

く。それは、西欧の発展 した資本主義体確1に おいて全 くありえないことである。

アバル トヘイ トの経済的基礎は何か ? この
′́
体系

″
は「支配Jと い う言葉

に要約できる。

一一一 黒人労働 力に対する支配

――… 職業に対す る支配

―
賃金に対する支配

―

黒人睡 対する支配

黒人労働力に対する支配は、基本1的 には移動 と移民に関する法令を通 してな

されている。理論上、黒人たちはバンツーメメンに住むこととされているが、

自人経‐済の νo¢ は黒人労働力に依存 してお り、 しか も経済活動はすべて白人

地域に集申している。 したがって、 どうしても黒人たちはそれらの地域へ θ′移

民 。として働 きに来 なければならない。言いかえると、アパル トヘイ トは黒人

労働力の入念な選別 と白人地域での経済機能 に必要最少限の雇用、 これを可能

ならしめてい る。それはまた、自人街 (黒人は住む権利をもたな1/2)の 周辺に

位置する黒人街 (グ ッ トー )が失業者であふれて騒動の源になることを防止す

‐ 2.6ニ



る効果 もともなつてい る。 この 目的 のために、契約労働卸l度 が完全 に組織 さ

れている。 いか なる自人の契約者 も、政府の事務所 を通さないで直接 に黒人

を雇用することはで きない。 ■年 を越えて労働契約を結ぶ ことはで きない。

それは労働力の永続 的 な循環 を保―JIし、 ひいては黒人た ちの間 に意識が高 ま

って行動集 団が形成され るのを防 lLす るわけである。 南ア経済 の基幹部 Flの

ひとつは、鉱山業 である。鉱 山での労働は、移民労働力 にた よっている。バ

ンツー行政開発省の発表 によると、 ■975年 γ月に各地の鉱 lLは 合わせて

22万 5225人 の南ア黒人労働者、 4■ 万 6745人 の黒人移民労働者 (モ ザ

ンピー ク、 ジンバブウェ、 レノ ト、 スワジラン ド、 ボツワナなどの出身者 )

をかかえていた。 ■973年 には、黒人鉱山労働者 の 80%が 外 国人であっ

た。

また、職業 に対する支配 も完べ きに組織 されている。無条件で白人 のため

に確保 されている職業の一覧表が あり、黒人の方が有能であっても白人 は優

先 して契約 される。経済的
″
奇跡

′′といわれる近年 の高成長 は新 たな労働機

会 を創出 したが、 自人労働 力が不足 しているため、人種主義 者たちは黒人 と

契約することも余儀 なしとしている。 (こ の ことは、 自人労働者 に賃上げ要

求をほ とんど許 さな t/Nと い うことで もある )し か しながら、人種主義 に基づ

く白人 イデオロギー が同一労働同一賃金を考えるはずがない。黒人が 自人 の

職務にとって代 った時、その仕事の分類は より低い熟練度へ と変更 され、そ

の結果、黒人 の賃金は自人 が以前にかせいでいたよりずっと低 いものになっ

て し液 う。

賃金 に対する支配 を、政府が賃金を凍結する一種の法的機構の ように想像

してはならない 黒人 の賃金 をやつと生存で きる程度の水準に保つ ことを可

能 に してい るのは、む しろ経済的 ・政治的構造 の全体 であるぅそれはまた、

第 4の点 である諸組織 に対す る支配 17rも 関連 している。黒人たちは、労働組

合 を組織 する権利 をもたない。人種差別体制が彼 らに許 して きた唯一の便宜

は、 ■工場 あるいは■労働施設の内部でのみ機能す るある種の労働委員会だ

けである。その指導部 は、黒人労働者 と経営者が半数 ずつで構成す る。 これ

らの委員会は、それを通 じて黒人労働者が諸要求 を提 出で きるような組織 で

は な く、一種の協議機 関 と考 えられている。換言すると、黒人労働者は自ら

の要求 を表明す る合法的手段 を何 も持たないのである。 もし労働契 約に違反

すると、それは投獄 の理由 となる罪 とみなされ る。対照的に、 自人は労働組

合を持 つ。 このように して、 白人 と黒人 との賃金格差 は減少 しないばか りか

引き続 き増大 してきたのである。例えば、製造 ・卸売業では黒人 と自人の賃

金 格差が ■対 5。 8、 建設 。運輸業では■対 6.5、 鉱業では■対 20。 3(■ 9

66年 には■対 ■ 7.6)で ある。
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■960年 における黒人鉱山労働者 の実質購買力 174、 ■9■ ■年 よ り少な

か った。鉱山業では、労働力の 86%を 占める黒人労rtl者 が賃金の 29¢ を

受 け取 るにす ぎない。工業では 69%に 対 して 2395発 、建設業 では 52.5

グに対 して 34%で ある。全業種でみ ると、人 口の 70¢ を代表する黒人が

全収入の 20%を 受け取 っているにす ぎない。

い うまで もな く、 この賃金政策は外国資本家を大 いに満足させている。「

対話」 と「 Fl戸 開放」の方針にそ つて、政府の広報機 関は世界的 な新聞紙上

で こ うかつ なキャンペー ンを開始 した。 これのスポンサー でもある南アの大

富豪 ジャン ,マ ライスは、 ニュー ヨー ク・ タイムズ ゛マガジン (■ 976年
2月 22日 付 )で 次の ように述べてい る。「御存知 ですか ? 外国投資家は、

わが国で世界の最高部類にはいる安定 した利益 を得 られるとい うことを」

もちろん、 この大富豪は注意深 くも、それ らの利益が黒人 の飢餓賃金 のかか

げで あることに触れていない。それに もかかわらず、外国資本家はこの こと

を知 った うえで、それを利用 しているのである。 ■例 として、 自動車産業 に

おける■974年 ■月の黒人最低賃金 をあげ よう。 (「 日本華 南アフ リカ経

済 関係調査報告」 北沢 洋子  か ら引用 )

この ように見て くる と、非 常 には っ き りして くるのは南 アに確立 されてい

る人 11・ 差別体制 が決 して常 道 を逸 した もので はな く、 正反対 に黒人労 働 力の

搾取 を 目的 に して ほ とん ど一分 のス キ もな く高 けに構造化 さね́た体制 だ とい

う ことであ る。 それ は、 資本 主義 的搾取体制 の最大限 の合理化 で ある。 この

体制 は、 最大限 に高 め られ た古典的 カテ ゴ リー を通 じてあ らゆ る面 で機 能 す

る。

可
フオ~ド,セネラル・モーターズ ポートエリザベス  

“

    11080  78撻  11787
シトロエン・ フォルクスフーダン ポートエリザベス  47
卜憲タ

クライスラー

プジョ_
ダットサ ン・ 日産

錦        76 95    73 13  117 19

プレトリア     35
32

プントリア 25        49 45    75 44  113 16

。 これ らの指数は,1973年の ョハネスプルグ商薬会議所の算出した もので黒人家族を平均 6人

としている。

神  1南 ア・ ランドは約15米 ドル,日 本円として4“円。 1セ ントは 1ラ ン ドの100分 の 1。

PDL、 MEL― ― 一 訳 注 参 照
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「ほとん ど一分 のスキもな く」 といったが、 それは正確でない。長期的に

み ると、 アパル トヘ イ トに基づいた経済体制は維持 で きるものではない。ま

す ます自人経済 は黒人労働力に依存するようになるが、 この労働 力はその貢

献 か ら禾」益 を受け ることがない。その うえ、経済発展はこれまで以上に高度

な労働力 を必要 とす る。 ところが、 自人 たちの職が奪われるのを恐れて黒人

1/対 する職業謝練は何 ひ とつ行 なわれていない。 こ うした黒人排斥 lrl、 その

結果 として澤かれ早かれ経済成長 の停滞 を きたすにち/liい ない。鉱業省人間

科 学研究所が発表 したデー タに よると、南 アは■980年 に 570万 人 の熱

練 労働者 を必要 とするようになる。 この うち、自人 は ■70万人 を供給 し,

るにす ぎないだろう。 この空 白を埋めるために欠 (こ とので きない 200万
の黒人労働者の うち、 32万 人は経営者、管理者、技術者 と して言‖練 されね

ば ならないだろう。 しか し、 ■970年 代の初 めにはアフ リカ人、混血、 ア

ジプ人の大学卒業者が合計で ■万人 に溝 たない。同研究所の見積 りでは、 ■

,30年 の時点 でアフリカ人労働者 の 33¢ が何 の教育 も受 けていず、 47

%が =← 卒、 20%が 高卒、 それ以上 の課程 に進む者 は■¢にす ぎない となつ

て いる。

搾取が存在するあ らゆる社会 と同様、 南アの社会は言った く異常である。

そ れは、人闇になって全 く不適当な経済的 '政治的・ イデオロギー的構造 に

囲まれた ■つの間塞 した社会である。人種主義者た ちがアパル ト⌒、イ トに導

入 したこつ tす いなほ ど小規模のわずか な修正 も、決 してこの現実 を変えは し

ない。現治1の ところ、人種主義者 た ちは この前時代的社会か ら障害物 を取 り

'障 く方法を持 ちあわせていない。 もはや運す ぎるのだ。 シュテー レンボッシ

ュ大学 のサデー教授が発表 した人 ロバランスは、 F神 の選民」である南アの

自人は現代世界 を揺 るが している激動か わ趨然 としていられるとい う幻想に

長 く安住 じす ぎた彼の白人 同僚たちへの書告 とみなすことがで きる。 自人、

黒 人、混血、 アジア人それぞれの人 口増加率は、次の ことを意味す る。す な

わ ち、 2020年 には南アの人 lJ(移 民 を含 めて )に 占める自人の書じ合が、

19〒 4年 の■ 6。マ%に対 して■■.3要 にす ぎなくなるとい うことだ。

2oo0   2o20

白  メ、  1  689     920.4

ア ジア 人  |  ■2■。5   ■6■。7

混  』触  1  489     7γ 2

黒  人  13γ 2乳5  6278。 9

計   15022.3  8■ 3亀9

(7)^、 )
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移民を計算 にいれ なければ、

自人は 兄000年 に 572
万 6千、 8020年 には

703万 9千 に達するにす

ぎない。

南 アの人種主義体制がサ

デー教授 の警告 に注意 を払

ってい るか ど うかは保証 で



きないが、逆 に黒人 と被抑圧大衆が この時代遅れの社会か ら「障害物 を取 り

除 く」 ことを 8000年 や 2020年 まで待 たないだ ろうことは保護で きる。

ア ンゴラ人民が外側か ら破壌的攻撃 をlllえ るとすれば、今度は決定的・致命

的 一撃 が南アの抑圧 された人民大衆 によって内側 か ら加 え られ るだろ う。ア

パ ル トヘイ トの終えんは避けがた く、かつ完全 に予想で きるのである。

訳 注  MEI」 (Minilllum Effective Lino):南 ア フ
′

は、一般 に黒人労働者 の家族が、 これ以下 ではま

れない最低の賃金水準 を示 している。

PDL(POVertテ Datum Line):MELを 約 5

で、通常、飢餓賃金 とよばれてい る。

リカにかけるMELと
ともな生活 を続 けら

o椰 下 まわる賃金水準

本文 は トリコノチネン

」accluos FFan,018

タル誌 %■ 00の ″A Catl■ dron Undor Pre3Sure″

Bona■ aiの翻 訳 で ぁる。 (朔 )

烙
「

のI鶴盪饉貪骰

3月 ■8日 夜 ■■時、南ア公安警察はマ ソビア・ム ドル リ(50歳 )を ベ

ッ トか らたた きかこし、 レインコー トとス リッパだけの姿で連行 した。翌朝

夫 人は夫の死亡 を告げ られた。 リデア夫人、息子、親 しい友人 は、彼は逮捕

された とき健康だ ったことを証言 している (そ の友人はいま拘留中である )。

当初、未亡人は夫の検死を拒 まれた。後 に許可 されたとき、彼女 は こう述べ

た。「額 にひ ど瞬 藝れが拡 り、下 鷺に裂傷が あ り、 胃は正常 の倍 FC脹 れあが

っていた。後頭部、左耳の後のつけねには二つ十文字 の切 り傷、そ して 5～

5 Cmの その傷か ら何かの液体が浸みだ していた。」

ム ウレリは以 前、非合法 のANC(ア フリカ人民族会議 )活動の故 をもつ

て 2年間投獄 されていた経歴 がある。他 に少 な くとも30人 一一一 主 に元 A

NC活 動家 ―一一 が最近の警察の急襲 で捕 ま り、現在知 られている拘留者の

合計はおよそ■00人 に達 した。当局は公表 しないが、実際の数はもっと多

いだろう。ほとん どはテロリズム法に問われ、その条項は弁護士の接見す ら

許 されぬ独房での無期限拘禁 など警察の残虐行為の根拠 となっている。

一-29-一



尋間中に死亡 したとされる拘留者は、 ム ドルリで 23人 になつた。いずれ

の場合でも、その拷間の痕跡にもかかわらず、死因は自殺、事故あるいは不

明 としか発表 されない。例えば、 90日 法により拘禁されたノルワン ドル ,

ング ドル氏の未亡人は、死因は首つ り自殺だ と教えられた。弁護士は、真の

死因が拷問だという/1tの 政治犯の証言を法廷に提出 しようとしたが、判事は

これを却けた。法廷の裁決は自殺であり、いかなる行為、他人の攻撃の結果

ではないとした。

数年来、南 アでは社会不穏 と抵抗運動が高ま りつつあ り、 その顕在化す る

黒人の怒 りは、アパル トヘイ ト政権 の暴虐 と対決 し′て きた。 アフ リカ人労働

者 が労働組合を再建 しだ していた比較的弾圧の緩か った時期 をす ぎ、当局は

ス トライキに暴力的対決 をす る政策 に戻った兆候 がある。 3月 、 グル ミス ト

ンエ場のス トライキでは、ア フリカ人 (ほ とん ど金属関係労働組合員 )に警

棒 で襲いかかった。バス・ポイコッ トやアパル トヘイ ト・スポー ツに対する

抗 議 など比較的小 さな事柄 も容赦 なく扱われ てきた。 3月 の黒人意識運動 の

指 導者の裁判 の際、 ヨハネ不ブルグ駅周辺で帰宅中の黒人労働者 がデモに加

わ り、その数は 2千人以上に も達 し、警 察お よび白人群集 との 4時 間に及 ぶ

戦 闘に発展 した。

ここ■8ケ 月間、 シャー プビル後の 60年代前半以来最大の数の政治裁判

と拘留者をみた。ナ ミビアでは、その |■ とん どが SWAPO(南 西 アフリカ人

民機構 )の メンバーである。南アではム ドル リの件 と一諸の 30人 を除いて

も、非常 に多 くの元 ANCや SACTUの 活動家、:さ らに黒人、 自人 の若者が

拘 留 されてか り、時にはANCと 南ア共産党の容疑か科せ られる。

とりわけ この■ 8｀ ケ月間 に展開 されてい る大規模 な作戦のね らいは、黒人

意 識運動の破壊であ り、その ■ 6人の指導者 がいまテロ リズム法 (最低 5年

の懲役、最高は死刑 )ヽ疑で表
‐EIjに かけ られている。法廷では、被告 や数次

｀

にわた り拘留された ■50人 に ものぼる人 々への警察の残虐 な暴行 に対す る

か びただ しい申 し立 てが あった。 ]_975年 ■ 0月 、 6人 の元拘留者は虐待

と拷詢の件 で司法相に召喚状 をだ した。

拷問や虐待 は、政治囚・拘留者に限 らず、黒人囚人すべてにとって通常の

経 験である。 2月 、「 ν万 5千 ラン ド盗難事件」の被告は、警察 rC電 気 ショ

ックされた後、 自白 した と法廷で証言 した。 γ4年、 リー カップ刑務所 の5

人 の看守は、判事のい う「 あま りにも不名誉 が 量度 の虐待をや り、 40ボ ン

ドのあ りかを吐かせ ようと2人 の囚人 を責めた。警棒で何障間 も囚人の足の

裏 をな ぐり、顔を水につけた り、彼 らの満 腹の腹の上で躍びはねた りした。

このため■人は死 亡、 もう■人 は不具者 になった。 3人 の看守 は ユ8ク 月の

懲役、 もう2人 は猶予刑 となった。判事 も、拷問 ,暴行 は刑務所内で稀 では
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ないことを認めざるを得 なか った。

しか し、政治犯 ない し拘留者の定義 ははで きりしない。南ア政府 によれば、

「 国家 お よび公共 の安全 を脅 かす重大 な罪 を犯 した」 もの、 とされてい る。

政 府の公表 した数字 は、共産主義弾圧法、非合法糸E警 法、サボター ジェ法、

テ ロリズム法 (67年 以来 )に 触れた有罪者 だけである。非合法雷体の ズン

フを持 っていることが、 この「公共の安 ar.を 脅かす重大 な罪」 の ■例 であ り、

投獄 につ なが るのである。つけ加 えるな らば、 さ らに■ 7の「国家の安全」

に関する法 が あ り、 さらなる公安法案 も審議中である。 ■96o-6γ 年の

間 に■ 2万人以上が これ らの法律 で有罪 とされ、数 千・の人 々が禁止 。自宅拘

禁 ・国外追放 になった。

政治犯 とい うのは、その政治的信条 とか活動 によ っヽて補われた ものだけで

は ない。黒人だけに適用 され る犯罪 の多 くは、全 くアバル トヘ イ ト法違反で

あ り、ふつ う「 ロー デシア」 を除 くいかなる国 でも犯罪 とはならない もので

あ る。 73-74年 にかけて南 アとナ ミピアの刑務所では、全囚人の 5分 の

4が短期間投獄者であ り、大部分がパス法違反者 の黒人 である。黒人 に とっ

て投獄 はあ りふれた体験であ り、黒人成年の 4人 に■人 は毎年投獄 され る。

70-7■ 年のFH5に 投獄 された人数は、 ■ 0万人 に対 して ノル ウェー 3.7

人、 イギ リス ν。2人 であ り、南アは 22■ .5人 たった。

元政治囚 フレッ ド・ カー ナ ノンは、 ケ~プ タウン 。ポー ルスムア刑務所で

目撃 した黒人因の実情 をこう伝 えた。「鎖 につ ながれ、 ムチで打 たれ、血の

に じんだ尻 をまるだ しに してい る。独房か らきこえて くる叫 びや悲鳴は 日常

の出来事だ った。 ..._ 黒人たちの脳裏 に、 いつ も死 の‐lT能性 や内体的暴

行 やいわれなき罰 へ の恐怖が存在 する ことを、 し̂や で も理解せ ざるをえ なか

っ た。_、 、」

刑務所の実情 は、 γ■年、同僚 の囚人 を殺 した 20人 の黒人困の件か らも

察 せ られる。 4人は判事 に死刑 を望み、 ■人 はこれ以、上刑務所 にい るくらい

な ら首 をつった方がま し′だ と述べた。 9人 が死刑半」決 を うけた とき、 あるも

の は微笑み、判事 に感謝 した。

国連の囚人待遇の最低基準にも反する処置 としてムチ打 ちの禾」用がある。

ここで も黒人 白人の差があ り、 自人はズボンを着けたまま打たれ出血すれば

ヒめ られるのに対 して、黒人は裸 のま疲打たれて死 に至 った者 もある。

自人農場 での既決囚の労働は、 さらに厳 しい虐待 である。子1え ば、 73年 、

あ る農夫は囚人 を朝 5時半か ら夜 ■■時まで働かせていた事実 が明 らかにな

つた。当局 によると、 72-73年 、 9万 46■ 6人 の囚人中 2万 4000人
が毎 日、囚人労働 に従事 していた。

南ア刑務所 の実態 は、 ■959年 の刑務所法 の通過 により巧妙 に隠蔽 され
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て きた。告発の根拠 たる挙証の責任が被告側にあること、そ して法廷側が広

義 に解釈 して事実上、立証を不可能に してい ること、 の 2つ の面か ら、 この

法 律は刑務所内の虐待 を暴露することを抑えて きた。 ■965年 の有名なス

トラハンーーラン ド・デ イリー・ メー ル事件以降、南アの新聞は、 どこも刑

務 所の報道 をしようとしない。 この事件で、刑務所 内の拷問・暴行 を暴露 し

た ハロル ド・ ス トラ′ヽンとメール紙の編集長・記者は、「 不正確 さ」 を理由

に懲役 や罰金刑 に処せ られたのである。

南 アの黒人 に とって、投獄 は 日常の恐 怖 としてあ り、それは虐待 と冷遇・

暴行そ して拷間 を意 味 してい る。....例 えば、パスを忘れたばっか りに。

(「 AFRICA」 誌  76年 5月 号 )

附 記

多少古いが雑誌の文章 を紹介 する。 ソエ ト蜂起直前の南アの弾圧状況をか

い まみ ることができると思 う。

ツ4年末か ら外 に向ってフオルスター の「 デタン ト」力`ほほえまれだ した

とき、国内ではそれを支え る抑圧体制が着 々と強化 されていつた。その 目ざ

す ところは、 とりわけ自人 リベ ラル学生 NUSASの 抑圧 。右傾化であ り、黒

人 意識運動の主要な担 い手である SASOの解体でもあった。若者 を中心 とし

ておびただ しい人数が昨年来逮捕 され、拷間を うけ、政治裁判 にかけられて

い る。 とりわけ 6月 ■ 6日 、反政府運動の火の手 が全国に広がって以降、少

な くとも 5鵞 00人 以上が逮捕 されたとい う。 (9月 2■ 日現在 )そ の人 々

が、ぃま どんな苛酷 敢状況にいるか想像 を絶する。

9月 鸞日、ルー ク・ マズウ雲ンペ (32才 )は、逮捕 され た 2時間後、ケ

ー プタウンの留置場で首 をつつて死 んでいるのを発見 還れたと撚 うし ■ 97
■年、 アー タッ ド・チモルが ジョン・ フ弯ル ~/.タ ー広場 の警 察本部 ■0階 か

ら墜落死 した。何度 とな く飛降 り自殺 がでる部屋、首 をつ ってい く不届 の間

士 。南 アの刑務所・警察署か らは、毎年、自殺・事故や原因不明 とい う死者

が でてい く。

世界最悪 の警察国家 ともいえる南アに対 し、国際社会が政治犯 のかかれて

い る状況を正確に調べ、面会 を要求 し、暴露 してい 〈ことは非常 に重要であ

る。例えば、誰が捕まつてい るか を知 り、南ア政府に抗議 してい くことは、

簡 単 にその人物が F自 殺」 しない、 きわめて実際的な圧力 を生 みだ してい く。

南 ア政権 は、いま運動 を担 っている若者たちを狙 い うちに逮 捕 。暴行・虐殺

しよ うとしてい る。まさ しく南アの将来 を切 りひ らいてゆ 〈若者 たちの生命

に対 し、国際世論の任務は重 く、急で あろ う。

(も と )
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卜はな薇飩駐囃膨櫃蒻瑯笏
パ トリック・ LCス ミス

いまや、 ナ ミピアは転換 の ときである.

新植民地主義 1/6対 するアンゴラ解放人民運動の勝利は、 ナ ミビア (南西 ア

フ リカ )人 民の長年 にわたる独立、解放の闘争 に決定的な発展を もた らした。

アンゴラ人民共和国の大勝利にともなって、いまや 60万 ナ ミごア人民は

強 力な味方 との約 ]_000マ イルにおよぶ国境 を もつにいたつた。そ こは、 か

つてナ ミビプ人民 が国 〈協 力 した人種主義者政権 と植 民地主義者政権、つま

り不当なナ ミビア支配 を続ける南アフ リカ (南 ア )と アンゴラのポル トガル

に よって包圏 されていた ところである。

南アに対す る武装闘争 を展開 している解放戦線、南西アフ リカ人民機構 (

SWAPO)の 国連代表ベン・グ リラブは次の ように述べている。「 MPLA
(ア ンゴラ解放人民運動 )に 指導 された政府 のもとでのアン言つ 独立は、す

べ ての状況 を変 えた。我 々の物資 の多 くは、 ルアンダやその他すべてアンゴ

ラの海岸にある港 か らはいって くることになっている。 この ことは闘争の拡

大、つ ま りより強力 なゲ リラ戦が展開で きるようになることを意味 している。

これは戦略である。 どの ようにゲ リラ戦が拡大 するかは、 南プの対応にかか

つている 。」

南アの対応 としては、ナ ミビアにかける々万難 を排 した平和 と秩序僣の緊

急要請 をこれまでに始 めるべ きであった。不面 目な敗 1し の後、 アンゴラに介

入 していた 7000人の部隊はナ ヾビ
~/北

部 に引きあげた。 これによって、 そ

の地域の全軍 は約 2万 の部隊に増加 しているっ このことだけか らも、南アが

で きるだけ長 ぐ支配 を引 きのばそ うとしているのは明 白である。

その支配 の歴史 は、かつてアフ リカ諸国が経験 した もっとも抑圧的 な人民

搾取、天然資源収奪の歴史 であるか もしれない。

ドイツによって■884年 に植民地化されたナ ミビアは、第 ■次大戦で南

ア部隊の侵略 を うけた。そ して、領土は 19■ 5年 まで英連邦の名にかいて

完全 に支配 された。戦争が終 ったとき、国際連盟は「領土の住民の社会的発

展 と物質的かつ精神的幸福 を最大限に促進するJた めに南アをナ ミビアの保

護 国 として任命 した。

く抑圧的法律>
南アは、 ナ ミビアにおいて抑圧的法律網 をつ くりあげることrC無駄 な時間
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を使 わなかつた。すばや くこれ らの手段が実行 されたことは、そ の領土に対

するプン トリアの強力な支配 をもた らした。南アの 目釣は、最初か らまった

く変化 していない。つま り、 南西 プフ リカとして知 られて きた領土 を植民地

化 し、 それを完全 に南アの移民国に統合す ることが目的である。「分離発展」

のアパル トヘイ ト常1度 が ■950年 代 まで公式 の政策 でなかったに もかかわ

らず、 ■922年 一 一 南アが委任統治を引 きうけた 2年後 ―一― には夜間

外 出禁止令 が制定 された。 これに よつて、 ナ ミビア人は夜 9時 か ら朝 5時 ま

で外 出を認め られな くなつた。 また、いまも黒人のあ らゆる移動を告1限 して

い るパス制度が、すばや く押 しつけ られた。 白人 だけの立法府は、支配の最

初 の 5年間でつ くりあげ られた。北西部 のカプ リピ回廊は、 ■929年 まで

に軍事地区を宣言 された。 ■939年 、国際連盟は崩壊 した。国際連盟の権

限 が国連 に繰 り延 べ られなかつたにもかかわ らず、南 アは「委任統治の精神 J

が まだ適用 されるとして領土に対す る主張 を続 けた。 また、南アは国際連盟

から要求 されていた領土 に関する年次報告 を中止 した。南アと国連のあいだ

で しだいに鋭 くなる長年 の論争が生 じることになつた。

■966年 、南アl〔 対 してエチオ ピアとリベ リアが提訴 した戦略的訴訟に

おいて、国際司法裁判所は支配 に雪す る裁tを くだす ことができなかった。

しか しなが ら、 この敗北の数 ケ月後、国連総会 は南アの支配が違去であるこ

とを宣言 したのである。 SWAPOと ナ ミビア人民 に対 す る■966年 の国連

決定は、彼 らの当時の主要 目的のひとつが達成 された ことを表わ していた。

国 際連盟が「合法的」 に南アのナ ミピア支配 を認 めたとはいえ、ナ ミビア人

の あいだを強 く流れる感情は彼 らの土地の容赦 ない植民地化 に責任 をもつ国

際連盟 とその後継者 をとらえてはなさなかつた。 ■962年 か ら■966年

の武装闘争開始 壌で、 SWAPOの 目標 のひとつはその原因 に注 目させて有利

に 国際世論 をまきおこす ことであつた。

く契約労働≫
い うまで もなく、南アは国連の決定 を無視 してきた。そ して過去 ■9年間、

資 源の豊か な捕われの領土に対 して厳 しい社会的、経済的常1度 を押 しつけ続

け てきた。南ア支配 のもとで、 ナ ミビア人はむちゃ くちやな生活条件 と労働

条 件に直面 してきた。その背景 には、「契約労働」 として知 られる制度があ

る。南西 アフリカ労働協会 (SWANLA)一 一一 ナ ミビア人労働者 の供給 を

委託 されている自人雇用主の団体――― によつて行 なわれてい る契約制度は、

そ れに よつてナミビア人労働力の 50パ可 セン トが職業を獲得できる唯一の

方 法である。

「南アとナ ミビアにおけ る外国投資調査 プロジエク ト」が行 なつた■974
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年 の調査 によると、 ナ ミビアの労働者 9万 は契約労働者 と非契約労働者 には

ぼ三分 される。 これは、重要 な区分 である。契約労働者は、 3ケ 所の「 ホー

ム ラン ド」のひ とつに住む ことを強行1さ れ できた人 々である。 ホー ムラン ド

は ナ ミビアの 43%か らなる貧 しい地域 にあ り、そ こで人 口の 80%が 生活

している。加わえて、 ■974年 の契約労働者 の ■ 0人 に 4人 は、仕事 を求

め てナ ミビアヘやってきたアンゴラ人である。非契約労働者は、彼 らの出生

の かかげで「 ポリスゾー /Jの 同 じく貧 しい地域 に住む ことを認 め られた人

々でぁる。 ポ リスゾー ンはナ ミビプ南部 3分 2を 占め、 ドイツ人 とアフリカ

ー ナ系の自人移民者 が支配 してい る。

ナ ミピア人契約労働者 にとつて、彼 らと家族 がか き集め られて住 まされて

い る「 パソツー スタン」 あるいはホ下 ムラン ドにはほとん ど又 は壌つた く仕

事 がない。中央海岸部の乾燥 しきつたナ ミプ砂漠 にあるダマララン ドでは失

業率 が ■00%で あ り、唯一の鉱山は他の Fバ ンプースタン」力ヽ らの契約労

働 者を雇っている。

Fバ /ツ ー スタン」経済の発展を監督す る政府 のバンツー スタン投資 コー

ポ ンーションは、 ナ ミビア最大のバンツー スタンであるオバンボラン ドに合

計 9回 の投資 を行 なってきた。そこで発展 させ られたことは、今 日までに

587人 を雇ったことで あ り、一方で地域は約 2万 300.0人 の契約労働者 を

1、 つポ リス ゾー /に された。 オバンボラン ドの失業率は γ5%に のぼ る。そ

の結果、毎 日■万人以上の労働者は政治的 に審査 されて A、 B、 C級 に選定

され、 もし幸運なら契約を申しでられるSWANLA事務所で仕事を待ち続け

て い る とい う。

「契 約 に応 じるこ と」 は、 ナ ミビア人労働 者 に とって生 きる道 であ る。

■ 2ケ 月 の契 約 (■ 8ケ 月に延長 され うる )に サ イ アす ると、契 約労働 者 は

選 択 な しにポ リス ゾー ンで の仕 事、雇 用主 、場所 を指定 され る。農業 労働者

の場合、契約期間のちいだ労働者は雇用主が提供する男だけのコンパウン ド

で生活 しなければならない。また都市労働者 と産業労働者の場合、政府が提

供 した ところに住 まねばならない。 したが つて、 ホー ムラン ドにいる彼 らの

家族 と強箭1的 に離 され る。雇用主は事実上、 自由に契約 を解消できるが、労

働 者が契約 を破れ る状況はまつた くない。契約が終了 したとき、労働者 は自

分 のホームラ/ド にもきる。そ して、次の契約 をみつ l‐
/・ るまでそ こにとどま

る。 ■ 0代 あるいは 20代 のは じめにこのプロセスをは じめ、労働者は 20

回以上 もの契約期間 を数える。 自分 の契約回数 を思い出せない労働者 もい る

くらいである。
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く南アフリカより悪い≫
大学 の調査が ■974年 に指摘 したナ ミビアの労働条件 と賃金は、南アよ

り悪 い。そ して、契約労働者の中でも農場労働が もっとも悪い と指摘 された。
■ 97■ 年、 自人が経営す る農業産業 (ナ ミビア人 は、 自分 の農場 の産物 を
売 ることを法律で禁止されてい る )は 約 3万人の契約お ょび非契約労働者 を
雇 つたが、彼 らの平均賃金は ■ケ月 ■£ ドルであった。契 約労働者 だけだと
平均 して ■ケ月 ν～ ■ oド ルになる。 ヵラクル羊農場の労働者 は事実上 ■日
24時 間労働 だが、 これ を除いて も農場労働者は ■週間に 55～ 7o時間 も
働 いてい る。 1万 28oo人 の鉱山契 約労働者は、 ■ヶ月 30ド ルの最低賃金
をかせ |ハ でぃる。政府か ら人数 が発表 され́ていない建設労働者は、 ■時間 7
セン トである。首都 ウィ ン トフー クで行 なわれた■968年 の政府調査に よ
る と、他 の都市労働者 たちは平均 して ■ヶ月 25～ 6oド ルをかせいでぃる。
契約労働者 の家族に とって、彼が残せ る賃金は唯一の現金収 入で ある。南

ア当局が ウイン トフー́ クの貧因基準線 を 5人家族で ■ケ月に約 93ド ル と発
表 ヒメたとき、労働 の契約制度はほ とんどの労働者が脱出で きないサ イ ウルで
あ ることが明 らかになった。広範 な労働者大衆は、政府が確立 した最低 の生
活 維持賃金の半分 もかせいていない。

く子供は私を知らない)
一般的 に、若い労働者は結婚後 ■ 2ヶ 月以 内に最初の契約を結 ばねばな らな

い。 この ことは、 しば t′ ば労働者が自分の最初の子供 の誕生時に不在 であるこ
とを意味す る。労働者 の友人や親戚 の ものが、小 さな子供の命名式 で彼の代理
をつ とめ るのはめず らしくない。「 契約労働のために、私 の子供 は私 を知 らな
い」ひ とりの労働者 は嘆 いた。「私 が家 に帰 ると、子供は私か ら逃げる。私は
自分の子供 に とって見知 らぬ人 になって しまった。J局」の労働者は告 白してい
る。

何千 とい う労働者 の個人的経験 は、「 バンツー スタンJ制度 と契約労働制度
が いかに大 き く黒人ナ ミビア人のもっとも基本的社会関係を破壊することに役
立 っているかを示 している。その結果、未組織 の事実上奴隷労働 を無限に供給
す る機能 を果 た している根 のない、十分に食物を与え られない、病気にかか っ
た、 さ らには不和 にされた人民の広範な予備軍 がつ くりだされている。

これ らの経済的、社会的、政治的状況 の維持 に決定的役害||を 果 た しているの
は、 ナ ミビァにかける南アの産業計画 に投資 した多 くの外 国企業で ある。 これ
らの企業 の大多数 は高度 に輸出型 の経済 をつ くりあげる一方で、例えば彼 らの
労 働者には貧困基準線の半分 をわずかに こえる賃金 を支払 っている。南アのフリ
イ ナンシャル・メイルは、 この経済 を次 のように説明 した。「植民 地スタィル
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の中で南ア帝国主義勢力によって運営 されているだけでな く、外 国企業 に吸

収 され る漁業、鉱業の略奪で運営 されている。」

最近、 グリラブはニュー ヨー クで次の ように語 った。「 6o以上 の外国籍

企業が我 々の天然資源消耗 にの りだ している。 アパル トヘ イ ト制度 を通 じて

南 アは これ らの企業が投資 して莫大 な利益をあげることを可能 に して きた。

それ らは、南アと共謀 してナ ミビアの天然資源 を消耗する意 図的活動 に参加

している。私 たちは、何度 も次 のように発言 してきた。十分 に天然資源 を与

え られていても、 ナ ミビア解放の後で私 たちは何 も持たない状態 におかれる

だ ろうと。 このことは、まさに南 アの戦略 である。すなわち、私 たちが独立

を達成 した後 も南アに依存 させ るために天然資源 を消耗 してお くと1/・ う戦 lll

である。」

ナ ミビアの原料 を泥棒す る主要 な投資家は一―一 領土か ら輸出される商品

は盗まれた もの とみなされると国連 は決定 してい る一一一 アメ リカ、 カナダ、

イギ リス、西 ドイツ、そ して少 し小規模のフランスである。 ■97■ 年、 ア

メ リカの投資は総額 で約 4500万 ドルにのぼった。それ以来、 この数字は

明 らかに増加の傾向を示 している。ア メリヵの投資の大部分は、漁業 と鉱業

に集中 している。漁業ではデルモン学が重要 な利害関係を もち、鉱業ではニ

ューモン ト・マイニングとアメ リカン・ メタル・ク リマックス (AMAX)が
ナ ミビアで活動 している。 AMAXは 、北部中央世域 にあるツメブ鉱山で広範

に銅、鉛、亜鉛、その他の重要 な金属 を採掘 している。 さ らに南では、アメ

|力 企業 がダイアモン ド開発 の重要な保 有地 を確保 している。 アメリカ、 フ

ランス、 イギ リスの企業 に支配 された もうひとつの多国籍企業、それは ロッ

シング・ ウラニウムである。ス ワコプムン ドの北 の大 西洋岸 に設立 された事

業 は、 それが完成 されると約 20億 ドル もかかる。 1976年 7月 に年間千

トンのウラニウム生産 を開始すると、それは南部 アフ リカ最大の露天掘鉱山

に なるだろ う。 この事業 は、 ■98o年 までに■o00人 以上の契約労働者 を

雇 うことになっている。現在、彼 らのための コンパ ウン ド住宅が もっとも近

い町か ら40マ イルのところに建設 されつつ ある。

ロッシング・ ウラニ ウム計画は、いかに南 アがナ ミビアを自国の経済 に統

合 しようとしているか、いかに外国企業 がこの活動 を援助 してい るかをはっ

き りと表わ している。多数 のアメ リカ企業は、鉱 山 とスワコプムン ドの町に

水 と電気 の設備 を建設す る大規模 な契約 を与 え られた。鉱山の動力源 は、 ア

ン ゴラのクネネ川 ダ ムが予定 されているっ南アが最初にアンゴラに侵入 した

のは、 このダムを「守る」 ことを回実 に してであった。

南 ア政府 は、 クネネ川ダム水力発電事業か ら「何 も得 るものはな く」、それ

は「 もっば ら南西 アフリカとアンゴラの黒人の利益」 になるものだ と主張 し
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続 けている。 しか し、送電線 はすでにダ ムとロッシングの間に建設 されてい

る。南西 アフ リカ水・電気 コーポンー ション SWAWEKの 援助の もとにアメ

リカの会社が建設 した これ らの送電線は、実際は南ア本国まで延長 されて 2

つ の経済 の統合 に貢献す るだろ う。

ナ ミビア人 の生活 を完全 に支配 している南アに対する大衆の抵抗 は、初 め

て ■959年 に表面化 した。それは、約 7000人 のナ ミビア人 をウイ ン ト

フー クの住居か ら強制移動 させ ることをめ ぐつて起 きた。 この後、 ■700人
の定住者は カツツラとして知 られる ウィン トフーク外部 のコンバ ウン ドに収

容 された とい う。 カツツラとは、ヘ ンロ語で「私 たちは定まった休息の場所

をまった 〈もたない」 とい う意味。さ らには、 5000人 のオバンボ族契約

労働者が カツツラの少 し南にあるコンク リー ト製囲いの中に収容 された。

政府 1/6よ って建設 されたカツツラの住宅は、 ■ケ月 4ド ルーーー 多 くの場

合、 月給 の半分以上になる一――で賃貸 された。加えて、町か ら離れた乾 い

て不毛 な土地への、強制移動は、 ナ ミビアメ、の不十分 な食事 に不可欠の菜園栽

培 をできな くした。 また、労働者は月給の約 40%を 働 き場所 までの輸送機

関 に費やすことを余 儀な くされた。住宅内の設備 は完全 に不十分であ り、水、

熱、電気す らもない。 ウィン トラー クの自人市長は、 この問題 について次の

よ うに述べている。「 (南 アフ リカ )共 和国では、貧困者 の保護 がビー ル販

売 の利益で資金調達 されている。不幸 にもウィン トフー クでは同様 の条件が

普 及せず、 ビール販売 の禾」益がまった くない。その結果、市には必要 な福祉

サー ビスを行 な う資金 がない。 J

オバンポ族契約労働者のためのコンクリー ト製住宅、最初は 3o00人 の

労働者用に建て られた住宅 について、 マンチェスター ヽガーデアンのレポー

ターは、 ■973年 5月 、次 の ように書 いている。「 50oO人 のオバンボ人

は、 ■ 9世紀の牢獄で も恥ずか しいような環境 に収容 されてい る。訪問者は、

コンパ ウン ドを包む救 いがたい物悲 しさに ぎょっ とさせ られるだけである。

有刺鉄線の囲い、暗い コンク リニ ト製寝台、 20人 もの男が寝 る超満員の部

屋、す きとく楼でで用意 され る食物、 とりわけコンパ ウン ド中に充満 して ta.

る小便の悪臭 ._.」

く民衆の抵抗〉
民衆の抵抗は、 ■959年 の強制移動か ら生 じた。反乱 を弾圧する中で、

警 察は ■5人 のナ ミビア人 を殺 し、 60人 を負傷 させた。 この事件は、人民

の大衆団体 による南ア警察 との最初の暴力的対決 として重要 な意味 をもった。

■ 2年後、 カツツラは再び民衆 の抵抗 の場所 になる。 このとき、約 ■5.ooo

の労働者 は契約労働制度に抗議 してス トライキに突入 した。 ■ケ月以上にわ
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た って続 いたス トライキは、 自人の経済 をマヒさせなが ら急速 にナ ミビア全

土 に広まった。最終的 には、当局が SWANLAの 廃上 に同意 した。 しか しな

が ら、それは別 の名称 をもつ同一 の制度 におきかえ られた。

結局、雇用主 たちが労働制度に関する彼 らの支配力を固める機 会になった。

そ して、政治的弾圧 は鋭 (強 まった。 しか し、 自分た ちの緊急要求の達 成に

失 敗 したとlvjい え、 労働者 たちは民衆 の団結 の新 しい意識 を獲得 した6

■959年 にウィン トフー クで表面化 tノ た民衆 の抵抗 は、 SWAPOを 創

設 することになる人 々の長年にわたる活動 によって導かれた。 SWAPOの 前

身であるオバンボ人民機構 (OPO)は 、基本的 に契約労働制度廃上の要求

か ら■955年 1/7設 立 されていた。契約労動者 の大部分は、今 日で もナ ミビ

ア北部のオバンボ族 出身者 である。 オバンボ族 は、ナ ミビア南部 のポ リスゾ

ー ンだけでなく南ア本国に も契約で送 られていた。
ベ ン・グ リラブは説 明 t/て いる。「 あの頃は、 アフ リカ大陸で民族主義が

とて も肇い時代だった。 あの民族主義 の情熱は、南アで もは っきり表われて

い た。 南アの強みのひ とつは、 古い黒人解放運動が存在 したことだった。そ

れ は南アフリカ人民族会議 (ANC)で 、 ANCは 早 くも■ 9■ 2年か ら活

動 していた。我 々の初期の メンバーの多 くが政治教育 をうけたのは、 ANC
との接触 を通 じてであった。彼 らは南 アのいたる ところ、 と りわけ OPOが
最 終的 に設立され たケー プリ11で 互いに出合 っていた。そ こで彼らはナ ヾビ了

の歴史 を論議 していたが、ナ ヾビアの問頴 について彼 らが何を行 なうべ きか

についてはまだ知 らなかった。」

OPOの 契約労働制度に関する初期 の集中 は、たちま ち全体 としてのアパ

ル トヘイ ト制度 な らびに結局は南ア政府 の全体的植民 地制 度 を理解す ること

に拡 大 していった。 この前進 は、民族的に基礎づけ られた組織 の必要性 と○

POが ナ ミビア人民の闘争 の必要性 に直面 していないとい う認識 をOPOに
与 えた。そのときまでにOPO自 体は多 くの部族 グルー プか らメンバーを獲

得 していたが、 ■96o年 の初めに SWAPOが 設立された。初期の幹部のひ

と りである現在の情報大臣アン ドレア・ シバンガの言葉 をか りる と、それは

「全 ナ ミビア人民 のために自由と独立の闘争 を指導する広範 な人民戦線 |に

なるものだった。

グ リラブは以下 の ように述 べているD「我 々は闘争 を始める以前だったが

ナ ミビア国内の人民 と連絡 を維持 で きる政治的下部組織 を確立 しようとした。

我 々は人民 を組織するために地域か ら地域へ出かけ、細胞 になる小 さなグル

ー プ、支部、政治組織 をつ くりあげていった。」

く武装闘争への移行>
,■ 959年 のカツツラ射殺 をとりま 〈事件は、その ワ年後に始まった SWAPO
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の武装闘争への進展において重要 な意味をもった。 ウィン トフー クで開かれた

1_96■ 年の SWAPO民族会議で、 はや ぐもきたるべ きナ ミビアでの武装闘争

を準備す る決定 が行 なわれた。 ■962年 、 SWAPO幹 部がアフリカ友好国で

ワ|1練 を うけるために外国へ送 り出された。最初 は、当時そのようなヲ|1練 を提供

で きたllF― のアア リカ独立国エジブ トに、そ して次はアルジエ リアに送 り出さ

れ た。 アフリカ統一機構 (OAU)が 設立 された1_963年 、す ぐに,OAUの

解放委員会は SWAPOの武装闘争 アプローチに対 する支援 を宣言 した。

その後 の年月は、 SWAPOの 国内組織 にとって重要 な時期 であった。帰国す

る ゲリラを受け t^れ て匿ま うネッ トワー クがつ くられ、新 し′くう1練 を うけた戦

士 が他の者 を訓練する準備 が行 なわれねばならなかったも ■966年 8月 、 ヌ

クルムバジエの攻撃 で武装闘争が開始 されると、 アンゴラとザンピアに接す る

ナ ミビア国境は閉鎖 された。 SWAPO幹部 と支部指導者 は、契約労働制度に よ

って しば しば移転 させ られた。 しか し、 このことは強力 な指導性 と組織 を生 み

だ し、 SWAPOは 高度に発展 した国内の援助組織 を信頼 できるようになった。

その とき解放区は まった くなかつたが、今 日では 4つ の地域でゲ リラが活動

ヒノている。北西部 の カオコベル ド、その東のオバンボラン ト
゛
、 オバ /ボ テン ド

の南のオカバンゴ、そ してカプリビ回廊である。 カプ リビ回廊 には ■929年

以 来、 多 くの軍事施設 が建設 され、今 日では南ア部隊が熱帯 ジャングル戦争 の

言1練 をうけている。武装闘争 を開始する決定 は、「南部 アフリカ全体が経験 し

た新 しい段階」の結果で ちったとグリラブは説明 してい る。「 アンゴラの解放

輝 動は、すでに■96■ 年 に斗 いを始めていた・。 モザンビクの解放運動 は、 モ

ザ ンビク解放戦線 (FRELIMO)が ■964年に武装闘争 を開始 していた。 ジン

バ ブウエ (ロ ーデシア )の人民は我 々と同 じ〈多 くの困難 をか力ゞえていたが、

準備 を始 めていた。」

グ リラプは続ける。「南部 アフリカ     .11    ‐  1:‐  ‐
の ポル トガル植 民地、南 ア本 国、 そ し

て ナ ミビア とジンバブ ウェ 1//ぉ ぃて私

た ちに突 きつけ られ́てい る状況 は、他  ‐

の解 放 された ア フ リカ諸国 に存在 した  |
状 況 とは質的 に違 ってい る と我 々は判  「

断 した。つま り、我 々は土着 の もの と ■

自分 たちをみなしている確立 された自  1
人少数移民者社会を問題 に しなければ

な らなかった。彼 らの経済的利害関係

は、他のアフ リカ諸国におけるものよ

り強かった,我 々はこ■らすべての要
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■を考慮 し、非暴 力が植民地警察 と正規軍に対する答にならないだ ろうとい

う結論 を 〈だ した。」

■966年 8月 の事件の後、植民地当局は正規軍部隊だけでなく特別警察

軍 もナ ミビプ北部 に移 し、 さらには次 々とSWAPO弾 圧 を目的に した法律 を

持 ちこんだ。何百人 とい うSWAPO幹部が逮捕 された。 SWAPOに対す る圧

倒 的 な人民 の支援 を認識 している当局は、彼 らが ピックアップしたナ ミビア

人 民 を「代表」す るバンツー スタン首長 との「制憲会議」か らSWAPOを 締

め だ した。 しか し、 SWAPOは 今 日で もナ ミビアの「合法的J組 織である。

グリラブは語 る。「理論 的にいって、 SWAPOは合法的組織 である。 しか

し実際、それは禁止 された組織 である。 なぜなら、我 々はどの ような政治集

会 で も許可 を得 なければならない。許可は、 あ らゆる口実 をつけて拒否 され

,る 。我 々の幹部 が他の地域へ出かけたいと思 うと、彼は許可 を得ねば なら

ない。 SWAPOの政治指導者 とわかっていて も、彼 はあ らゆる種類 の質問 を

あ びせかけ られるだろ う。公然 と人民 を組織 する方法 は、すべてアパル トヘ

イ ト法 に よつて制限 されている。 このことは、部族 の境界線 にそって国 を物

理 的 に砕片するバンツー スタン制 度に よって再 び強化 されてい る。 J

そ して、 グリラブは結論づけた。 「今 日、我 々SWAPOに 関す るか ざり

武 装闘争は主要 な活動で ある。我 々は、 いま多 くの軍事的供給 を手に しよう

と しンている。それは、ア /ゴ ラの MPLA政 府か らの援助 と便宜である。

ひ たす ら武装 闘争 が強化、増加 され うるようになった。今 日、我 々はアンゴ

ラ との長 い国境 に接 してい ろ。そ して、 南アが我 々の活動に対 して自力で十

分 なバ リケー ドを築 〈方法はまった くないのである。… .、 … 」

(■ 976。 5。 3■ ,ガ ー デ ア ン )

-42-



丁覺贔癸冬癸 夢鰤膨輻蝙揚
芦利 元 ″務取

2月 ■8日 (水 )定亥1■ 0時 きっか りに列車はグルエスサ ラー ムの駅 を

ゆっ 〈りとぬけだす。 これか ら■852キ ロの旅 が始 まる。 F東方紅」 と前

面 に浮彫 したジー ゼル機 関車 2台 に引かれて、客草 l■ 全 ■■両

3等 5両、 2等 2両 、 ■等 1両、売店車 ■両、 あと中国人技術者の乗 ってい

るのが先頭に 2両。まずはのんび りと、見慣れたプグヘの道 を走 っている。

そ の、 のんび りさ加減に、時刻表 をとりだ して計算 を始める。全長 ■852
キ ロを 49時間かけて走 る。 (時 羊が ■時間あるか ら、ダルエスを■0時に

出た万11車 は 2日 後の ■0時 にニュー・ カピリムポシに着 〈)中 間の 3■ 駅

の停車時間 5時間 23分 を差 し引いて、結局、時速 42.6キ ロとい う答が出

て くる。 こ りゃあ、 ゆっ くりだ と覚悟 を きめる。 日本 にいる時の ように、 い

らいら焦 って もしょうが ない。のんび りゆこう、 アフ リカの旅 だ。

この夕1車 にの りこむまでが、いろい ろ長い道 の りだった。昨年 6月 7日 、

タンザン鉄道が予定 よりも■年以上早 く開通 したとの報 を聞 き、 ちょうどア

フ リカ行 の計画 をねっていたか りか ら、小躍 りしたものだ った。それが、 8
月末 ケニアに着いて聞いた ところ、旅客サー ビスはまだ。 ■0月 開始の予定

だが、 アフリカの ことだ し実際はいつ始 液るのかわか らん よ、 といわれてガ

ック リ。その後、本 当に 1_0月 22日 に旅客 ■番列車は走 りだ したのだが、

自分が乗 るのはだいぶ遅れ、 2月 8日 (日 )の 2等席 をとって張 りきったの

もっかのま、 日射病 (?)で ぶったかれてパア.変更に行 くと翌週のはダ メ

で (週 ■往復 だけだった )、 ■ 8日 の水曜 日に新 しい列車が走 るか ら(週 2

往復 になる )そ れ な ら空いていると駅長 が直 々に変更 して くれた。 ところが

前 日■ν日の新聞 に、水曜 の便は 2月 89日 か らと出て、確かめ るすべ もな

〈、 チクシ ョー の連発。それをきいて、泊めてもらっていた家の主 一一一一

サ リ■氏は、 スワヒ リ語 の教師 として■年ほ ど日本 にいた ことがある
一

が笑 って、「 ここはアフリカだ。 ポンポンだ よ。」 とな ぐさめて くれ る。翌

朝、眠 い眼 をこす り、ふきげんそ うに「 また戻 って くるか らJと ママに言 っ

て一応の荷造 りを して駅まで行 くと、「 ■lko(あ る )」 とい う。■ik0
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と跳びはねる私 を見て、 またサ リム氏 に大笑 いされたこと。 とまれ、念願の

旅 の始 ま り… 。・

でも、 こん な個人の一気一憂 など問題 にならぬほ ど、 TAZARA(タ ン

ザ ン鉄道 )一――¨ 俗称、大 ウフルー鉄道にかけたアフ リカの夢は途方 もな

く大 きい。公式開通 75年 ■0月 25日 の朝、 タンザニアのデイリー・ニュ

ー スは、 ■面大見出 しに「 勇気は報われた」 と告げ、その意義 を述 べている。

日 〈、「 この大 ウフルー鉄道 は単 にタンザニアとザンピアを結ぶ鉄道ではな

い。それはアフリカを結 ぶ鉄道 なのだ。いまや、 ウガンダのカンパ ラか らケ

ニ ア、 夕/ザ ニア、 ザンビア、ザ イー ル を通 って、 アンゴラのベ ングラまで

鉄 道で旅す ることができる : そ して将来、 アフ リカが解放 された ら、カン

パ ラか ら、 ケニア、 夕/ザ ニア、 ザンビア、 ジンバブウェ 、 モザンビーク、

ス ワジラン ドを通 リケー プタウンまでゆける。実 にカイロか らケー プタウン

まで、 もう800マ イルの空 白があるだけだ。」

ちょうどこの夕1車 に乗 りあわせた ドイツ人親子は、 カイロか らケー プタ

ウンまで陸路 で南北縦断 の途上 だった。 セシル・ロー ズの夢かは どうあれ、

ア フリカ大陸が帝国主義 の遺産 として個 々に分断 され、互 いに異 邦人 であっ

た ころか ら、相互 の交通 を奪いかえ_す こと、それはやは リアフリカ人の夢だ

ろ う。そ して、南アフ リカの経済支醜体制 にクサビを打 ちこむ こと。人種主:

義 の トリデ南方アフ リカ解放の悲願。 そ して、計画 :援 助・建設 にまつわ る

幾 多の迂余曲折か ら、中国 と共 にかけた「第二世界相互の協 力 による自力発

展 Jへ の夢。社説 の最後 に曰 く、「新 しい世界を築け、そ してそれを全ての

者 のためにJ。

いろいろな夢をのせて夕1車 は走 っている。 いまのダルエス地方は毎日う

だ るような暑 さで、昼間は トロンとして し′まう。窓を全開、扇風機 を廻 して

も充分で なく、 コンパー トメン トの戸を開け拡 げていると、車掌が来 ては閉

め てい く。浴線 の写真 を とってはほけない、 とか、売店には何 と何がある、

とか、各 ヨンパー トメン トにいって歩いている。雨が降れば窓を閉めにきた

り、 日に4～ 5回 も掃除に きた り、車掌はえ らくサー ビスがいい。ただデッ

キ に立 つていると中に入 れ といった り、子供 に対す るようにい ちい ち世話を

や 〈か ら、 いい加減 うるさ くなる。 これ も中 国の学校 で教わった通 りなのだ

ろ うか ?

それに しても進行はゆっ くりしている。だいたい■時間半 に■駅だか ら

気 の短 い者 には向かない。おまけに風景は単調。グルエスの次 のムゼンガと

か キ ド/ダ などの駅 は、切符を売 らない とい うか ら、 ちっぼけな駅 か と思 う

が、 どうしてどうして ,… ・ 何 もない、家 もほ とん どない野っ原に、 りっ

ば な駅 が どん とある。旅客駅は、グルエス とカピリをいれて現在 33あ るの
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だ が、その他 にも間に小 さな臨時駅 があって総計 ■ 47。 その臨時駅 も(い ま

は貨物取扱 を しているのか )ち ゃん とした もので、いつで も旅客取扱ができそ

う。そ うした小駅 にも、必ず中国人 2～ 3人 が姿を見せ る。_普通の駅 だ と■ 0

人 くらい、大 きな駅 だ と20～ 50人 の中国人 の姿があ り、全部でい ったい何

人 いるんだ ろ うと思 う。 この列車 にも 2両、中国人技術者 が乗 ってい るし、例

え ば車内 ラジオの音量の調節 とか、駅へ着 くたびの車両の点検 も中 ヨ人がやっ

て いる。 もちろんアフリカ人 (メ ンザニア人 あるいはザンビア人 )も やってい

るが、少数。列車の到着時刻が早 くなることはあつて も、出発‐は必 ず定亥1。 3

～ 4時間遅れ ることのザラな東 アフリカ鉄道 にも乗 ったことのある身には、非

常 にあ りがた く、やは り今は申国人 によって維持 されてい るとい う感 じがする。

去 年 ■0月 に試運転 の公式開通 とい う奇妙 な言葉 を使 ったわけは、中国人技術

者 による■年間の運営 の後、正式 にタンザ ン捩1に 引 き渡 され るとい うことらし

レヽ。

2等は■室 6人の ところが今 は 4人 で、同行 イン ド系の若者 2人 の うち■

人 は震那 といって上段のベ ッ ドで動かず、 ムベプの中学校 の先生である大 った

4o代 の新 じさん も、たいてい横 になって杯る。 こちらも昨夜来 の ドタバ タで

紙気を もようしてい る。居眠 りをしていると、 ムワリム (先生 )が 肩をたたい

て窓外 を指 還す。 ―
‐インパ フ。 ミク ミ画立公図の南方 を通過中。ゼプラ、

ヌー、野豚、か もしか類 ..拿 .が点 麦と。そ して、テ ンポ (象 )の 対出ま し。

東 ブジケカのサアフ リで、 だいぶおめにかかつているので余 り感激 もせず、ま

た眠 りの中 に。その うちグンー トルアブヽ川 をわた り、キロンベ 軍谷に入 ってゆ

く。大 ルア′ヽの止 流には最近、完成 したキダ ト・ダ ムが ある。 キ暫ンベ ロ谷は、

ダンー ト・ リフ トバンー の南豊か らの流れを集め、 pll車 はその渓谷 を下 に見な

が ら、鉄橋 をわた り、 トンネルをぬけ、 くね (ね と走 って t7iく 。同室の 3人 は

早 々とγ時 ころか ら寝支度。 イン ド系の 2人は寝具を車掌 か ら借 りる。 9シ リ

ング (約 330爾 )で毛布、 シー ツ 2枚 と枕。 ムワリムはシー ジ・枕 とも持参

で、その うえに下着 になって寝 る。 こちらもつ きあって、 シュラアの上に横 に

なって電気 を消す。 よ く眠れるものだ : しば らくウ トウ トして、貨車の音や

ら人 の声が うるさ くて起 きると、 ムリンバの歌。暗 くてわか らないが、かな り

大 きそ うで、操車場 もある様子。高原地帯 で、最長 8■ 7メ ー トルの トンネル

も この近 く。工事 も困難だった らしい。だいぶ涼 しくなってい る。 シュラアの

中 にもぐりこむ。

翌朝は寒さで眼がさめた。雨だ。予定 よりも40分早 〈、 7時 40分 ムベ

ア着。浴線最大 の町で、同室の 3人 が降 りる^ム ワリムは、 Fム ズー リ ムズ

ー リ(よ しまし )」 といつて降 りてい く。 一緒 に プラッ トホー ムに降 りると

寒 いのなんの、氷雨 とい う感 じで、 とり肌がたって しま う。 イン ド系の男が「
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寒 くない」 といって半袖から腕をつきだ してみせたり、短バンの男もt/● るが

こっちはダメだ。 ランニングを着て暑い暑いといっていたのに長袖のTシ ャ

ツと半袖のサファ リ。ジャケットを着て、まだふるえている。ケニア山麓以

来、久 しぶ りの寒さ。中国人 も厚手の上着、 コー トをうけて出てくる。ザソ

ビア人の車掌だけ、相変わらず Yゾ ャノで、 こっちを見てニヤニヤしている。

車掌を含めて、 この列車で働いているアフリカ人は全てザンピア人だと

い うことには初め全然気がつかなかつた。まだ、部族 とかの見分けは?か な

い。売店の男にも、車掌にもスワヒリ語で話 しか l―Fて いて、なにかとんちん

かんだつたのも道理 だ。国境 ぐらいで距離 も半分 (ら いだし、乗務員が交替

するのかと思っていたが、聞 くと、週 2便 のうち片方がタンザニア、一方は

ザンビアがやっていて、彼 らは 2泊 5日 のこの旅行中、ずっと勤務だとい う。

週 ■往復 6日 勤務、 ■日休み。 しん どくはないか。 (後 で聞いた話 だが、ザ

ン ピア人の従業員がなか なか集 まらない とい う。同 じ給料では、物価 その他

か らみて、 タンザ‐ア人 には よくても、 ザンビア人 には不足なのだろ う。 )

で も、 このザンピア運営 とい うのがクセもので、 タンザニア領 内は計算

に峻ごつ きなが らもタンザニア・ツリングで売 って くれたが、 ムペアあた り

か ら物がな くな り、ザ /ビ ア領 のナコンデで物 を仕入れたが、 もう夕/ザ ニ

ア・ シリングでは売 つて くれない。 だいたいムベアか ら乗 ってきたザン ビア

の入国管理官 も、 ビザはザンピア・ クワチャか外貨 (ド ル、ポン ドなど )じ

ゃ ない とダ メだ、 と 卜ル゙をまきあげていつたが、 どこでザンピア・ク フチャ

を手 にいれ るのか と聞 くと、国境 で、 とか言 っていたが結局で きない。売店

のマスター に申ん でみたが、 これ もダメ。他 の自人旅行者 も役人 にかみつい

て いたが、 らちが あかない。 タンザニア人 やザ ン ビデ人 は ど こで どうや った

のか、 そ れ ともみん な公用 で なん とか したのか 、平気 な顔 を してい る。 こち

らは、 これか ら■日、飲 まず食 わずか と思 うと、準備 の なさが悔 まれ る。

東 ア フ リカ鉄 道 では、駅 に着 〈たびに、 ゆで卵・魚 ・チ ャパティ ・ サモ

サ ・オ ンンジ等 を売 りに きた し、 列車 の中 で も満 員の人 をか しのけ て物 売 り

が や っで きたか ら食 べ物 には不 自由 しなか ったの に、 こち らは、 で きて間 も

ないせ いか、 管理 されてい るのか、 iF2と ん どない。食堂車 もな く(も う一 方

の便 には あ るとい う )売店 は物 が少 な く、 チ ャイ も飲 め ない。 ナ コンデ でサ

モ サ売 りの少年 をつ かま えて (タ ンザ ニア・ シ リングで払 って )一気 には お

ば って、 一心地つ いた。

ナ コンデはザ ン ビア領 の最 初 の駅 だが、 そ の少年 にはス ワヒ リ語 で通 じ

た。 国境 か ら■キ ■もないか ら当然 なんだが、 タンザ ニプ :シ リングの こと

も あって、 なん だか ホ ッ と した。車掌 との ■件か ら、 あっ、 これ か ら英語 の

国 に入 るん だなア と実 感 させ られていたか ら。 メィザ ニアに 5ケ 月 と長 居 し
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て、 日常簡単 なことはスレ ヒリ語で用を足す ように していたか ら、 これか ら英

語 しか しゃべれない と思 うと少 し寂 しかった6

ナ コンデか ら、 ケララ出身のイン ト
゛
人高校教師 と同室。 ボンベ イか ら着 い

た要君 を迎 えるために今朝の列車で来 たが、国境 で止 め られ空 しく帰 るとい う。

「 ヤツらはルールを知 らな棒」 とい う。東アフ リカで も、市民権 を もつイン ド

系 の人 たの国境通過は ものすご くうるさいか ら、 峻たか、 と思 う。 イン ド系の

住 民が簾われた り、書戒 された りするのは十三分に理 由のある ことなのだヘ

や や もす ると、 イン ド人であるがゆえに差別 され た りして、一種の人種主義 じ

ゃないか と思 うことがある.非常 に複雑 な開繭 だが、ア ミンの ような例は趨 ら

ないでな しいと思 う。

そのイン ド人の先生 に、ずソビアの教育体制の ことを聞いてゆ くと、大学

の ことに話 が及んで口をつ ぐむ。 現在の国家非常事態宣言 は、大学 の学生運動

の弾圧 を大 きな曼的 としてい るアンがある。 2月 上旬の試験 を学生が アンゴラ

承認 を叫んでス トライキの方向にもっていこうとし、政府派の学生ゃ警官 と衝

突、 としこめ られるとい う騒 ぎの後、 2月 9日 に大学封鎖。ザ ンビアの政治の

苦 悩を象徴 tノ ているような感 じ。 TAZARA開 通の ときの演説で、 ヵウンダ大

統 領は「 ′/ザ ニア とザンピアはシャム双児である」 とうたったものだが、そ

の後のアンゴテ情勢か ら、 その関係 は傍 圏には微妙 に見える。 と崚れ、政治 に

関する話は、禁物.カ サマの駅では、自人の女の子 3人が写真を撮ったとかで

降 ろされ、歎の交番に淳れていかれる。 20分停車、彼女 らを置いて列車は出

る。

この カサ マ駅 もそ うだが、 どこで も町か ら駅は離れてい る。 カサマ駅 など

£～ 3キ 筐はあ りそ うだ。 どこでも尊原の中 に駅が ある。 ヵサマから乗 りこん

だ ザンピア人のビジネスマン、 タンザニア人 の役人風 2人 と同室。依然 として

雨が降 り続 いていて、窓か ら見 る外の道路はみんなグチ ャグチャ。雨季 はほ と

ん ど交通不能 になるのか、ず っと湿地 に近 い ような風景。孤立感 を思い畠す。

何 もや ることはない。売店 にいっても食 べ物 はないか ら、 ビー ルを

飲 んで限 りにつ く。

翌朝、趨 きるともう終着 は近 く、車掌 もみんな、 なん とな くはずんでいる。

早 く藩かないか なアと思 っている と、 カピリムポシの前の小駅 で 3o分ほど停

車。中国人 が朝食 をとるのだとい う。手 に手 lC_弁 当籍 とは しをもって、駅舎の

中 に消えてい く。 こちらはパイナップル とパナナを食べて、 じっと待つ。車内

ラジオは、 スワヒリの ラブソソグを流 して棒る。           .
小雨の中、 10時 2分前 Ell着 。
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TAZARAメモ (γ 6年 2月 現在 )

建設 日程

■965.2   三ェレン訪中

■96ν 。9。 5  三 国間協定調印 (北京 )調 査・設計開始

■970.7    計画 。財政 に関す る議定書調 印 (北京 )

■970.■ 0。 26 カウンダ、ダルエスサ ラー
^で

くわ入れ式

■975。 8.27 タンザニア・ザンビア国境まで工事完成 (9 69Km)
■9ツ 4.4    緊急運転 FTl始

■975。 6。 γ  カピリムポシまで開通

■975.■ 0。 25 公式開通 試運転開始

統 計

◎ 全長  ■852Km(グ ルエスサラーム～ニュー・カピリムポジ )

タンザ ニア側 969Km

◎ 駅の数  ■47(当初 )

◎ トンネルの数  25  最長はムリンバ トンネル8■ 7m(タ ンザニア )

◎ 鉄橋の数  500:最 長はルイパ鉄橋 427m(タ ンザニア )

◎ 最高点  ■890フ ィー ト  ウヨン(タ ンザニア)       .
◎ 軌道  ■067ゲ イジ

◎ 最高速度  ■OOキ ロ

◎ 料金  ■等 3■ 5シ リング50セ ント

2等  ■42シ リング      ※ ユンリングは約 36円

5等   74シ リング .

(上記はグルェスサラーム～カピリムポン間の料金 )

建設費用

総額 28億 6520万 タンブニア 。シリング

=2億 8652万 ザンビア 。クワチャ  (調 印当時 )

使 用期 間   ■ 968。 ■～ ■977。 ■ 2

措置期 間  ■ 978～ ■ 982(5年 間 )            ―

返済期 間  ■ 983年 か ら30年 間 無利子          ´
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鶴1物%

現 況

貨車  週 γ往復  ■万 2000ト ン/■ 便

客車  週 2往復  4000人 /■ 便

γ 4年 4月 以来の収益  7000万 タンザニア 。シ リング

全面開通 すると貨車 2■ 00両 (年 間輸送力 500万 トン )、 客車 ■ 00両
が走 る予定。

付 記

6月 か ら、 ムベア折 り返 しの各駅停車が両サ イ ドか ら週 2便 、 また 36時間

程度で走 る急行 列車が週 2便 で きた。
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があ

本誌の発行を計画 したのは 6月 、暑い夏 もす ぎ、山の木 々が紅葉する季節

になつて発行にこぎつけました。第 8号 を出したのが昨年の 3月 ですか ら、

実に■年半ぶ りの会誌発行 ということになります6

今回は、南アの少数 白人政権が主張す る「バンツー スタン計画」が何 を意

味 してい るかを考 えてみる特集 を してみま した。不十分か もしれませんが、

「 バンツー スタン計画」 とい うものを理 i7し てぃただけた と思います。 さら

に、 この計画 を最終 目標 とする南アのアパル トヘイ ト政策 に対する強い憤 り

を感 じそいただけたな ら、私 たちの編集 目的は十分 に達成されたことにな り

ます。い うまで もな く、アパル トヘイ トに対す るアフ リカ入 自身の闘争、 あ

るいは多 〈の国際的非難が展開 されています。残念 なが ら、本誌 ではそれ ら

を紹介 で きませんで した。 しか し、私 たちの手 もとには南ア国内の学生 によ

る反対運動や最近 の トランスカイ「独立」に抗議す るニュースなどが届いて

い ますので、別の機会 をみつけて紹介 したいと考 えています .

会誌や ミニコミをつ くるときに思 うことですが、 いつ も翻訳が中心になっ

て しまいます。それはそれな りに意味の あることか もしれませんが、私 たち

が アパル トヘイ ト反対運動を目ざしているか ざりにおいては考えなけわ́ばな

らない問題です。私 たち自身の文章 でアパル トヘ イ ト問題 を書 けない、そ し

て 自分 の言葉でアパル トヘイ ト反対を語 れない とい うことは、極端な場合、

単 なる情報屋 といわれて も仕方がなぃ ことになるで しょう。情報 には、量 と

質 の問題 が要求 され ます。私 たちがつ くるものは ミニコ ミですか ら量 には限

界 があるとして も、質 の問題 はきび し〈追求 されねば宏 りません。 (日 本の

マ スコミには外電 として山の ような情■ が伝 え られてい るそ うだが、それが

報 道 され ることはほ とん どない。 これは、 また別の問題 で ある。 )結 論的

にい うと、私 たち自身の運動 に裏づけ られ /´ ミニコ ミを作 ってい く時期 にき

て いるのではないか とい うことです。

日本 と南アフリカの経済関係は年 ごとに増大 し、それが南アの少数 白人支

T政権 のアパル トヘイ ト政策 を助けているとい う事実に もかかわ らず、 日本

ヽ
」
　

レ
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に おけ るアパル トヘイ ト反対運動は存在 lン ないといつても過言であ りませ

ん。わずかに東京 の「 アフ リカ行動委員会」 と当委 昌会が反対運動 を続 け

て きま したが、 日本 と南アの経済関係 に反対する運動 としては、 ほ とん ど

何 の影響 力ももっていません。 もちろん、南ア との経済関係 をス トップさ

せ ることが私 たちの最終 日標 ではないで しょ う。 しか し、いま団結 して行

な うべ きことはアパル トヘ イ ト反対、具体的には日本 と南アの経済関係を

断 つ運動を展開すスことだ と思います。

そ こで、 2つ の提案 をしたい と思 います。ひ とつは、アパル トヘイ トに反

対 す る仝国の人 々が集 まっての公噸集会 です。全国 といって も、東京 と大

ζ屎が中心になるで しょう。 しか し、それ以外の ところにもアパル トヘ イ ト

に反文iす る人 々がかられることを私 たちは知 ってい ます。 それ らの人 たが、

■年 に 1■ でもいいか ら全 国か ら集 まって青見交換、討論をできる機 会を

つ くれたらと思います。運詢 を組織 する必要性 を痛感 しなが ら、実際は出

来 ていない とい うのが現状 です。 1_人 で も多 くの人 々の意見 と力を集め る

意 味 で も、また自分の考えてい ることが孤立 したものでないことを確認す

る意味で も、 この ような集会が必要 ではないで しょうか。ふたつめは、そ

れ らの人 々の情報交換 とアフリカの出来事 を紹介す る定期的 な ミニコ ミの

発 行 です。欧米 には、 アパル トヘ イ トに反対す る新門や雑誌 を大規模に発

行 しているグルー プが多数 あ ります。そ こまでは無理 としても、 ミニコミ

か らなら出発 で きると思います。

以上の 2つ は、現在の私 たちにとって色 々な意味で大 きな負オ]に なる課

ヨ電で しょう.しンか し、いま日本 においてアパル ト́ヽイ トlf対運動 を発展さ

せ るためには、第 ■歩 として絶対 に必要 なことでは ないか と思います。み

なさんの御青見、御批判 をお願いいた しますハ

(霜 )
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