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繭アFリカ饉繭釉

。「ソ亜卜以後」①熱アヮlJ力

0く 南アー 優略観敗 の籐姜〉1。 Ⅲ.鯉

。〈議丁フ:J力 の霧年童職亀壼瀑〉



11こ 1111こ はター・・ニング・ ポイン トとい うものが ある。薦アフリカの1壼史、 と 1)わ

け離アフ リカの解放運動の般史に とって
'■

、一九七六年六月十六 日のソエ トの黒

ス駆 ,1だ が それである。

ここから南アの歴史は後 もとりすること〔まない。これ :ユ ー人汗ムの半懺 iだ 1ナ では

=い
。「 ソエ ト以前J「ソエ ト以後」 といった用語は、アフ リカや 3-0ッ rtか

■お くTll行物の申で も定着 しつつある.

『ソエト1ユ後」の1寺像鐵、・4(輌 めilを 第一
=原

崚とした抑j二 とオ窄取の構造 (ア バ

ル トム、イト体無)は崩裁するだ晏うt崩壊せざろをえないだろう、ということが

オIれの目(こ も明らかになったことである。     ,
このアパル トヘイ トの打破が だれによって、 どのような方法で実現 さイtる のか

としヽうことと、 7パ Jレ トヘイ トの後に生み だされ る社会 としヽうものが どのような

4生 す量と構造 をもつ ものなのか、 とい うことが今後大 きな閥題になって くるだろ う。

日本〔
=お

ける私たちの運動 も、アンチ ●アパル トヘイ トということか ら、南アの

民衆 走のソリタリテー運襲力へ と転換 をよぎな くされ るだろう。

いずれに して も南アフリカのタウンシップに開 じ込め られてきた 10代 と20

itの黒い子供 たちや青年たちの蜂起 と類々たる彼等 の昆が歴史のターニング ●ポ

イン トをつ くったのである。

『自由の本 は、アフ リカ人の血l潮 をそそがれて育つJと いう南アフ リカの〔彗い

二|が、悲メi鶴 に もここで も生 きている。だかな「 ソエ ト1以後Jの時 ft i塀 与il]t｀ た

::ぶ l■ 、七六年‐六月十六 日Ll後 の蜂起 を撮った議了フ リカ副11の ■Aて :l血 の :i

l:た ちである。 そして、彼等 の背後にいた黒人意識運動である。

だが、ソエ トにはじまる彼等の蜂起が南アの歴史に巨大 な夕・―ニング [ダ
iミ イン

トをもたらす直接の原動力であったとして も、南ア内外 の さまざ量な
=:ん

や 二́jえ

がそこに大 きく作用 してター ニングポイン トをター ニング ●ポイン トたらしめて

い場ことも間違いない。む しろこれか らは、後者の方が より大 きな驚■れをもって

くるだろう。

熱人意識運動、直接にはソエ トの子供たちが命 を賭 して まいた種のメ11り 入れハ

|ま だイ■かということである。

これは非常に複雑 な問題であり、安易な予断 :ま 私たちの運動 〔:体 l_圧ιとを1:ち

こむ ことになるので′膜重 をきた さなければな心ないが、相互検討 の材料 を1星 1,実 す

るとい う「・R定の下で、私 のイ国人的な判断 を述べてみたい。



南ア史のエポ ック・ メーキングとなった昨年六月のソエ トの峰起は、、モザンピ

ー ク、アンゴラの全面解放 とジンパフエ、ナ ミビアでの解放闘争の最終的高級

いう南部アフ リカ諸国での大 きな黒人解放 の うねりに支えられて生 じたのだとい

うことを、 まず確かめておこう。

しかし、この南ア周辺諸国の黒人解放 の大 きな うね り自体 の中に、これか らの

ln~7が かかえこまざるをえないであろう按雑に して厄介な F・5ながすべて内在 して

い ることは、アンElラ 解放戦争における西側諸国や中・ ソ 。キ農―パ等の社会主

義諸国の果 した役割、 浚た現にザイール戦争へ の米・・仏・ 幾つかのアプ リカ諸国

の果 しているイ貸書りをみれば明 らかである鬱

こ命ような事例からわか るように、、「 ソニ ト1以後」 の南アの解放 の歴史 もまた、

南 7か ら巨大な利益 を得ている西豪1部
‐
轟の資本 と1維力の介入、そして また中 ,ソ

の対立抗争 とい うものな残念 なが らかかえこまざるをえないだろう。 こ うした徴

候 はすでI_あ りあまる 1ま とに顆在イヒt′ ている.

ソニ トみ・・I起に対する危機意識は、未 だイこ黒人 を権力や轟力で押 え‐_bけ られる

と書億 している通 迷な77り 角―ナ (フ オルスター派)よ り鑢 Iよ るかに深 く、南

ン の経 :書体制を支配 してもヽる英踵系 白人資本家たちの中に感 じられている。

繭ア、 とい うよりも世界 の、金 とダイアモン ド資源 を支配 してしヽるアング園・

アメ リカン会社 のオ ッベンハイマー :ま 、「 このま潰いったら、これまで量い問白

人 だけで作 り上 lfで きた偉大な成果が破壌 されて しまう。Jと 最近イギリスの株

式取引所で議 j寅 している。

南アの資本主義体制崩壊へ の恐怖 と警戒 鑢一人南アの白人資本家 グループのふ

ならず、彼等 とつながって甕頼 な利潤 をえてきた西欧 。アメ リカ・ 日本 などの多

鰯籍企業のそれて もある。

「 ソエ ト以後Jの キッシンジャー、カー・・′ ―の南ア鶏載へのイ彙撻 Oつ な介入 の最

大の眼 目がことば二ある。アパル トヘイ トJま すでに経嶺の合理 1生か らいって もベイ

しな くなったとい うことを身に しみて感 じているの 14・ 、、彼等である。

オ ッベンノヽイマー グループ議すでに lo年 も簡から、アバル トヘイ ト彎儀政策 (

例 えば熱練 労働か ら黒人をしめだす政策うなぶ こ対 して鋭い批事」を加 えてき彙,

この南ア経嘉体諮J「近千響こ秦 誡凄駆こ聾 グループが、積極 3`フに援助 藝支援 して育

てつつある政党が自人 りべ 予ル派 の政治総社である「違歩改革党Jで 轟る饉これ

は金・/A時 なアン子 ●了ハ,メレ訂ヘイ 肇難覚で、蟻会での勢力を少 しず――Pで あ機が確

実に増大 させできて薔ヽみ會白人 リベチメ■ズを読者 j二 持中英宇新聞 iま 数年事rか らこ

の政党 を 極 8勺に支援 しJ意 じめてぃる。

内タト分巨大資本勢寿 ,こ 支えられた轟入 ザベラルズを中心 にしたこの政党 (進歩

改革党)が、磐鞣 、農村地帯 鈴轟人や部革への轟かせ ぎ労働者に大 きな影響を持

ってしヽる‐・・‐部のアパル トヘイ ト反対 の姿勢 を持つ 曇族長」 《例 え iゴ 、ズ摯ル暴族



の 6● プテレジ等)たちや、 さらには、黒 人知識人の中の穏健派 を抱 きこむこと

イニよって、強硬 な人種主義派 (そ の代表がフオルスター政権)に妥協を求めなが

ら、南アフ リカを根底から変革 しようとする黒人 ラデイ カルズと対決 してい くこ

とになるだろう。

ところで、昨年六月のソエ トの蜂越の主役である黒人
'デ

イカルズ l■ 、自人権

力による間断のない弾圧の中で鶏々の国タト勢力 と結びつし`で分4郵ヒ傾詢を示 しは

じめている。

特 (こ 黒人ジデイ カルズの結集 してし`る轟人意識運動、 その中で も中心崎役書Jを

暴 して き F_― 銀駒 〈繭7学生機構 )や B鸞 (黒人人民会議》
`ま

、六一年〔こ非犠 豊化

され園外で解放違動 を続けてきた二つの解放組織 (A鸞『 アフリ鵞人民族会議

PAC「バン ●グ フ リカス 響会議J)に 別々につな碁くろうとす る流れ と、これまで

どう肇誨内で権 白な活動 を続 1す ていようとす る、大別 して三つの流れに分れつつ

ある。

白人や南了共産党 とつ連携 の可否をめぐって、五十年代以来対立 して きなrsc

と 総0〈轟命二団体 はいずれも南アのあ歌 団体 として国際的承認 をえて きている)

鐘、七十年代鍮累入意鐘運・
「

Jの高機 とソニトの峰起 をご響ずれ も自派 め運孵 延

長線上に震 彗なもの 風tて主張 しあっている。

曼して、簾人踵協諄議路繍 をとり繭7農産党 {五十年代
`こ

非合法化 され、現在 1ま

醸ン》ンここ本部が ある。白人 甲ベラルが指導権 を握 る。)と 協力関係にある戯Ю

鐘ソピエ 夢と深 くつなが つ、あ くまで も黒入 自身の力で闘お うとするPACの背

後に :壼 中国の勢力が存在する゛

南yフ 撃力轟内の自人 リベサルズを中心に した「 進歩改革期 1ま このPACよ

り1ま 懇Cと 書議点 を見つけることは容轟なので、AI10が轟内に迎 えられる可能 :生

あ近密将来な く〔まない。 しか し、プン
=ま

予で のソビニ ト勢力の1曽大に手 をやい

寄しヽ 穆ず〆 け漁や西餐資本 の存在 を考えてみると、囲内の自人 リベラルズと期C

鍮妥協が簡単に成立 すると参考 えられな年ヽ.

等ヽずれに して も、ジンパ プニ、ナ ミビアでの解決の方法 (独立の方式)が、「

プ嵐 卜以鍵 玲南7鱒題の解決の方式に大 き く作周 して くるであ拳う.

今年錢入 節て 日本での「 繭丁フ リ角観光会樹 と『 南ア航 空Jの宣伝 しヽヽ りは異

鷲な ものが ある。少年・ 少女雑誌かちテレイ・ スポ yヽ卜 まで動員 して、「 南ア撃

ずバル トヘイ トJのイメー ジを完全 :こ 日本人 の理の中か ら払視 しようと懸命であ

る。

それ :嵐 鶴うか錢 ぎ7パル トヘイ ト撮後_1鍮弯
~/へ

の 日本 の自由な資本投下 と観

丸へ 鍮も`ざないであ羞。とのこ と:寂 議た、轟アの豊かな資源への自由な直接資本

設軍 な醸菫 じでき亀曇本企業暖 求は一致す る。 鞣 在は御存知のようぽこ国達観

議決攣導こ繁鬱軍麓機構贅 1ま 攀 しられている。3



昨つのキ長道が次々と伝えて くるように、スポー ツ・ スタジアムや劇場やホテル

食堂等での目に見 える形のアパル トヘイ ト (プチ・ アパル トヘイ ト)は 南アか ら

姿を消 しつつある。

こ うした現象は、南アに深い関心 を持つ 日本企業 と政府の歓理するところで も

ある。「 ソニ ト以後」南アフ リカヘの日本企業 の進出が本格的には tiま ることで

あろう。

これが私たちの置かれてい る状況である。私 たちがつ、南 アフリカの若華、 と

りゎけ七十年代 の黒人意識運動に参加 してきた青年 を日本に招待 して交流 しよう

とす るのは、このようF■・状況 にどう対処 してい くかを見定めるためである。

「 ソエ ト以後」、単 なるアンチ 07パル トヘイ トのスEl― ガンが意味 を失ない

つつある今、南アフリカ共澤B国 の状漱蹴 み きわめ、 どのような人たちとどのよう

につなが ってい くかを考 え_冶 うことは、何に も‐■ iィ て大切なことである。

( ア フ リカ行 動装 :■ 会  楠 原 彰  )
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馴苺島アめ亀装震はな人が?
う日、南アの自人、特にオランダ系移民の子孫であるアフリカーナと0手 ぽれる

癬人たちf事 、自分たちが南アの先住民であると主張 して1ま ばからない。「
yッ ザ

ノ]―チJと は、彼らの言葉で「 アフリカ人Jの意味である。 しかし、 1■ なして彼
■は南アの先住民であろうか , 結論的にい.う と、自人 !■ 優略者であり、彼らが
1ま りあ(ザたアパル トヘィト体制のもとで「 アフリカ人」 を自称 してぃるのであ
る。           |

白人に よる権民地化 の過程 は、南 アの真 の先住民 でめるアフ リカ人 に とって抵
鎮戦争 の歴史 で あった。 それが どの よ うな ものであっなか を明 らか にす るため、
綺ア連邦成立 (1910年 )の時期 まで を概観 してみたい。

(1)オ ランダによるオ直民め始 まり

聾― ● ゥバ人が始 めてケー プ岬 に至J来 したのは、 15世 紀末 のこ とで ぁっ r― .
17世紀 中葉 になると、オ フンダ東イ ン ド会社 の中継基 地建設 をきっかけに して
,I′社の優略が始 まるが、 それは鳳ボ鶴 ァの摩ィi民に よる抵抗戦争 の始 ま りで もあ
.́オ1.  ́                         tこ

I拠時、すでにケープ岬 の平地に睦 牧民 のコィコィン族が住んでいた。彼 らは、
幕00-2000人 の単位で社会的に組織イヒされ、牛 と羊 の飼育を中心にして広
い 1色 :域 を移動 しなが ら生活 していた。当初、オランダ東インド会社のフアン・ リ
~ベ ツクはコイコインに対 して友好的に接 した。 しかし、会社 の仕事に不満 をも
った部下が勝手に独立 し、土地 と家畜の所有権 をめぐってコィコインと衝突 を起

したI。 コイコインは約
"年

にわたって組織的な抵抗戦争 を暴闘 したが、結局 は白

'中 /ilに よって征服 され一部は白人に服従、他 の者は内『圭部へ移動せざるをえな

かった。今 日、南アの人口の約 10%を 占める「 カラー ド (混血)」 1よ 、このこ

ろか ら白人 とコイコインの混血によって生みだされたものでぁる。

ポ^7人 (オ ランダ系移鋤 :ま 、土地 を求めて東へ不多動 し1ま じめた。 しかし、
■ふ「こは,寝餞と採集 を申心 {こ 生活するサ・/族が住んでぃ l_‐ .イ度ら1■ 、14～ 50人
あるい

`ま

大書 .な ものでは2～ 3oo人 の集頓 で移動し、財懸 家議 も,持たなかっ

たo優略犠rあ る自本 1ま 、サンが燿人 の土地 を持たなャ` ミとを理機に」漁券 なち
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が先住民 だという認識を強めてい く,.サ ンの抵抗はゲリ
'的

で、 19世紀後半 ま

で続ぃた:し かしtコ ィコインの場合 と同様、種族 としては事実上絶滅 させ られ

て しまう|.

さらに海岸地帯 を東進 したポーア l■ 、 1770年 代になもてコサ族の領土 まで

達 した。 3サ族 はバンワー語族に属 しており、バンツー l■ すでに南7各地で農牧

を基礎 とした独自の文明を発達 させ、独自のす園や部族山ご集,tそtヽ な。数万の

摯イコイン籐やサン族 と比べて、■ンツー (■何百万とい う総模のプ舞民であ,た o

1779年 に聞簸 された戦争 1よ 、バンツーにとってみると園土防衛のための戦争

であり、多 くの英雄 を輩出させなが ら100年 間 (後半はイギリス筆
`t対

して )

嚇戦い続けられた。
=の

長い戦争はヽ土地収簿 をねもう申人に対するアプリカ人

の抵抗がいかに激しいものであったかを物語 つている。

(2) イギリス帝国主攀の登場

19世紀 (こ なると、|それ
=で

ォ
'ン

ダの支配T`■ゃ,Pな ケープの自本簿暴地は、

ヨ‐●ッパ1膏勢 の変イしてイギリス,直轄植民地になった。イモリスは,Tプ植民

亀の重要性 を認め、その支8P_を 確立するなめに本国ヵヽら移住者を送 り
=ん

だ。 し

かし、彼 らに与える言とので督ろ土地 1■ 東部の紛争地域以外になく、ィギリネは

ポー7人からバンツ† とのlin争 を事|き継 ぐ■とになった,一方、ノ、ンツ■をヽらの

土地収奪が実現せず、またイキリス植民者の優位性

`二

不満をもちいじめたポーア

人たちは、別の土地を求めて1七東部に大移動 (グ レー ト,ト レック)を 開始 したo

しかし、彼 らの目的地にはズールー族の大ズールーエ圏が築かれていた。ズー

ルーは強力な王国で、プラッドリバー (血の′:ゆ の戦いでは 1日 で二十人驚失な

ったが、それでも勢力はおとろえなかった。

また、Aス ト玉園など周囲の77リ カ人の玉脚や部力矢国もポー7の侵略に対 し

て反撃 を続け F_‐ 。 くり返 して警 くまでもなく、最初から南アに1ま 白八めザ馴主風 と

して住みつける 無人の土地など存在せず、あくまで白人 :よ 侵略者であっな。 I

の時期の約 10年関、南アにはイ鉾リスの2つ の精風地 (ケープルナタール )、

ポー 7人の2つ の 隣 立園J(オ レンジ自由国とトランスパ∵ル共澪0国)、 バン

ツー の多数の王国 と部族国、ケープ種民地か ら奥地に離脱 した少数のカテー ドの

王国が乱立する状態が続いな。

(3)イ ・F‐ リスの金上鋼極

ダイアモン ドと金 の発見は、商7を 機臨か ら変イヒさせ る出来事であった。 ■の

ミとによって、 それ までの繰牧螺 轟磯に した自総 自足経済が資本主義経済に発

展 し、その申で自人資本数 7フ リカ人彎働者 という新 しい関係が生 してい くの

である。

0



イキリスは、 ]れ をきっかけに南ア全上の制圧にのりだした。ポー7人 の 2つ

の i´ 独立国」 を併合 し、激 しく抵抗するアフリカ人諸王国に対 しては、 まずパス

トI国 を保護領 とした。各地の王や族長 をカイライ化 した り、部族間の不統一 を

孝01:う した術策 と戦競現f■ よ り、イ キ リスはパベ テイ 上国 を最後 に一応 の南ア全土制

,1::こ 成功 した。つ まり 1879年 12月 、白 .ム イi導 者に対 す るアフ リカ人 の■11■

お|な 1●抗 は、事実上終 った。

(4) 南アを舞台はした帝国主義戦争

イ キ リスは、アフ リカ人 の 1■券tを 島llliし た ■ とで ダイア ど伊 織れむを1虫 轟 し

て南アのオ直I難lL経営 に の りだそうとしたが、 ■
=で

独 立を回接 していたポー ア人

と対 立す るIと に なった。 イベ リス とボー‐ア
`「

よ碁典 繁魯つなオ直民
'ま

再今 ユ|め プ1め

め毒国 11義 的戦争 1よ 、結果 としてイ キ リスの勝 Tllに 終 った。 しか し、■確 だい う

と魏者が妥 協 したらであ り、本当 の被害者 はアフ リカ人 で あった。

イ キ リスは、戦争で荒廃 した鉱山 と自人農場 を回復す るために労働 力を必要 と

t′ た.中国人労働者 10万 人 を移入 した だけで 1ま な く、現金収入 のないア フ リカ

人 :二 人頭税 をか けることで彼 らを否応 なし:こ鉱 山へ追 い こもうとした.=4tに メ寸

してアフ リカ人 の不満 は爆発 し、ナタール各地 で集団的 な不払 い運動が始 まった。

綺 4ヶ 月にわたってズールー族 を申心 に した抵抗 が組織 され、 1万人 の参堵 の う
如

ら約 2千 (一税では 4千)が殺 された。

1の事件は、|ア フリカ人 を制圧 したと考えていたイギ リスに大 きな犠i撃 を与え

ノ1.ま た、数千 の黒いJi命 を犠嗜ifこ した組織 3嘱抗 は、ナタール・でしつ人頭税 査

■l文化 させただけで な く、アフリ /JAの 戦年`が前時代白争な武力籠1争から大衆的な

:=性解放競争へ と転換・するさ.,か tす (■ なったこ ■1つ の |、 南ア」寺:Fの 成 立を
=yで

,Fフ リカ人の問い I■ 新 しい段 F撮 を避■_る のである。

]1重  在主

写
磯



亜.ア八りLト ノヽ件政轟の展覇
(磯 )1 帝国主義間の世界 再分 暴戦争 として斗 われな筆馳次大戦 :方 、反 フアシズ

ム側 の勝 利で終 警亀薔

鶴 二次大戦後 、ア ジア :こ お tヽ て (ま 中鐵・ 襲鮮 。イン ドネシ7を軸 (■ 民族解 茂斗

幸が激 し く轟掛 した李 77撃 力においで も、人民 砕斗 い拡大戦彎期 のよ うな主 と

してイ ンテ リ層に よる夜外 的 な涌勘 にかわっで、 自らゆ母麟 J■ 俵製 した斗 いへ と

発展 しで きな (J― ンクル マ など)。 南アプ リ角は、 1910年 以来 、な虫立 の体裁

をか まえなが ら も実際機白人優越 ヽ畿 (=パーース 海ツプ)極基づ く「 白人里圃」

で あ り、 それ 敏当然、ギ フ リカ人民 た とっては 幅 地J状態経他 な ヽなか っな。

しか るに、 アジア を先鋒 とす る被押籠人民 の■ いの前進 とt・・う現 質 :ま「 白人 玉

鋤^1を 標携 す る南ア白人政権 (■ とって、 ヒタヒタせ よる恐怖感 を内部に:増長 せ し

め、 爾時 に将来 :こ わた る自己保全 の全戦略 と再点検 を余儀 な くす るタト禽争要器 を

した。

(2) 第二次大戦 直後 におけ る「 南ア連邦J〔二おける製造業 のアフ リカ人労働

人□は25万人にも達 し、白人のそれの2倍以上に1曽えた。

(な お、 1970年 の国勢調査では難 業において、黒人 51万人、由人 23
万弱tカ ラー ド・ アジア人 23万人となっている。》

アフリカ人 41よ る組合結成 も第二次大戦中より、ひそか :こ 数多 く結成 さrl_、 ゃ

がでj舌発に活動を開始 した.それは過酪な支配の中で生えつけられた 駐 順な了

畜」 と与ての自らの '′きい姿 りへの訣″1の斗いの開始でもあった。

大戦直後の77り 島人の斗いの項魚 1■ 1946奪 のラン ド (金鉱山)の大ス ト

ライキであろう。 1946年 3月 12日 、アフリカ人鉱Lb労働者組合 :よ 白人鉱曲

労側,者に上しぺ、:/1轟 ～霧/20と いう賃金 の琴:き 上 :ず を要求 した。 しめ`し、鉱曲

資本は一切応 じようとしなかった。脅してス トライキは準備 され、断イテされず鋳

ストライキ |■ 7万人の参加者で斗われ、特に28目 は45の鉱山のうち 3倉 が影

響をうけ 3つ の鉱lbが完全 (■ 操業不能になり、 ロンドン市場にお tす る金価 4・Aの暴

落をももF_― らした。

1939年 以来 の統一党スマッツ政権億アフリカ人の斗いζこは大弾歴で対抗 し、

ストライキによる鉱曲資本の甚大な損害は逆に生産過程における拡大 しつつある

アフリカ人の上ヒ重とヽヽう現実を満天
¨
下に明らかにした。

「 南ア連邦曇が直面した、民族解放斗争の高揚というタト的要囚と安価 なアフリ

カ人労働力に寄生 した産業構造 の現実 と、その不条理に対するアフリカの目覚め

は、それへの対応をめぐり、自入社会を激 しい諭議にまき二んだ。



(3) スマッツ政権は1946年 8月、フアガン委員会を任命 し、大戦後の新

な状

'兄

を毬、まえながらも、将来とられるべき、アフリカ人支配の政策の検言すを開

始した。フアガン委員会は1948年 にその「 報告Jを提出する。 しかし、その

時、統一党ス々 ッツ政権は国民党マランに敗ゴヒし、存在していなく、結局、報色

は無視されるのである.

それは
「 南アフリカの経済構造が一方で 1ま 3-癒 ッパ人 の指導性、組織、技術

熱隷に、他方 では数百万原住民労働者の利用可育ヒ性に基づいているJと い う η事

実けに立 っていた。 (以下、「 南アフリカにお 1す る白人優越体制Jイテ部正之 よ

りの要約 )

―。 (白黒)完成隔鶏 とい う考え方 はまった く実現不可能である

二、農オすから都市へ の (ア フ リカ人の)移動は経済的必然 1■ という背景 をもつ

ものである

三t都市地域には原住民移 動労働者がいるだけでな く、定着 した慎久的原住民

人 Elも 存在する ′

とし、将来への歓告 として

1。 原住民居住地区 の建設

2.ノ ス`市」度の改善

3.地 方的 F・5題での 原住民への権限付与

4.移 動労働制度存続 のための中央集推的労働者統制機構 の整備

など、 まとめた。

ま手:tを 夕 日の南アの自人政権の対 アフ リカ人政策 とてらし合 わせて 電ると、極 わ

ざ)て「 歴11よ」
'架

しヽ。

(4) 1948年 の「 南ア連邦」 の総選挙 はスマ ッッ轟ぃる統一党 とマラン奉
いる国民党との間で争 われ る。統一党は、 '〕 原住民へのニュー・ デイール ))と

称

じアフリカ人 の政治的、経済的要求 をある程度認めなが ら、全体 として白人優越

イ■銀に包摂・ 懐柔 し、「 南ア連邦」 を発展 させ ようと主張 した。一方、国民党 |ま

アパル トヘイ ト政策 を対峠 した。アパル トヘイ ト「 分離 と信託統治 とい う2つ の

■本原理」に基づ く隔離政策の実施であった。 両者の戦略的主張 は、いかに経

済外的鶴 球を通 じで奪|さ 続 き資本書積 を進めるべきか という問題に関 してであり、

ま錯経済タト的強制 の性格、 さらに l■ 強イヒをめ ぐっての ものであっな。第一 の主張

1ま 主 として製造業者 からであ り、第二の主張は鉱業、、農業資本家か らなされ た。

(「彙人の地、南ア共孝3国」 ゴL沢正雄 よ り)

結果 lま 国民党の勝春察こなるわけだが、 ■のマラン国民党の成立 をもって、南ア

フ リカにお1す る人種難 81Jは 、新なな局面 を迎 える。すなわち、手段=戦術 として

ア



の人種‐
I―別が戦略 としての人種差別卜 の転化が開始 されたわけである.

ただ、 ここで見失ってはならない ことは、国民党マランによるアパル トヘイ ト

政策は実は
「 白人王国」繁栄の証 しとしてではない とい うことである。 そうしな

いと「 白人王国」 を維持 しえないとい う極限的状況 の中か らもだ された,「解答 J

であ り、対応であったとい うことであ る。同3寺 にそれは白人社会のアフリカ人に

対する一層の寄生性、腐朽性の深イこで もあった。

(5) 国民党マラン政権の確立 と、 その矢継 ざ早な7パル トヘイ ト法の制定 と

具体化 (ト ム リンソン委員会の任命 など)を強行 した。 1950年 「 共産主畿禁

止法」が制定 された。 こ球■lま 南プ連チ6の非白人の政治・ 率登済 を合むあらゆる要求

は「 共産主義Jの名目のもと刑事鮮に問 うものであった。 なお、 ■の「 法梓Jの

制定後、南アフ リカ共産党 1ま 白主解 党宣言する。のち地下再建 されるが、 このI

とは南アフ リカ人民抵抗 史に一つの重大な汚点 を残 した。

■の一連 のアパル トヘイ トの実施に対 し、アフリカ人の反撃は当初、立ち遅れ

はじ`なめなかった。 1950年 、当8寺の代表的な進歩的組織鯛  (ア フリカ人民

族会議)は ラン ドを中心 としてメーデース トライキを斗い抜い F_― 。ス トライキは、

死者 18名 にの1ま る弾圧 を受けた。同年 6月 26日 、鯉 、イン ド人会議のオ旨導

下にメーデーに対す る弾圧 と「 共産主義禁止法」に抗議す る大衆行動が全国規模

でイ子われた。 その後、 ■の大衆行動を言己念 し、 6月 26日 は国際的な南アフリカ

人民連帯の日=フ リーダムデー として毎年各国 の反アパル トヘイ ト団体 の手によ

って行われている。

(6) 40に ものぼるアパル トヘイ ト法 の施行 はそのつ ど非白人大衆 の抵抗 を

う
`す

た。

1952～ 53年ANOを 中心 として全上で展開 された不服従斗争 。

1954年 3月 、ANC・ イン ド人会議・ カラー ド会議 。民主主義者会議 (白 A)

を結集 しな「 予備会議J.の のち、 1955年 6月 26日「 人員会:義Jと せ り上 る、
″
会議派運動 夕の確立。

1955～ 56年 リリアン・ ニゴイを中心 としたアフ リカ人婦人のパス,去反対

斗争の盛 り止 り.

=れ
らの斗いの成功は、アジアか ら

｀
、アフリカに波及 しは じめた民族解放の波、

とりわけ 1956年 ニジツ トの共和国の樹立、 9月 、方―ナの 11957年 3月

独立
"発

表 とあわせて、一層白入社会をゆさぶった。

これに対 し、白人政権は、 1956年 末 の 156名 の大灘一斉逮捕にしめ され

る、弾圧強化策でのりきろうとした。 (い わゆる「 反逆裁半IJ 1 961年全員無

罪 を勝 ちとる。 )



]ヽゴl「 は抵抗を生み、抵抗 I威 流血を不可盗 :ニ
ー
した。1957年 1月 か らのラン■

おける「 パス・ ポイコ・1/卜 .1斗争の秘 f雛、綺年 12月 、多入11会議の難催、
1:

|■ギ.tギIJで の有利的展開 .

モの中で反 アパル トヘイ トのほキ色tめ ぐ手|■二11■ 1,|三 角liい か 1)、 アソ甲力rヽ

|ギ
|・力も爾海 か ら貯虻  {r`t′ 彗■・

「
ザ子,riス ト■ :義}繕■分■ 0み。

:|:A li4盤 鈴子11■策イ担|ま 、 :す 基寺寺 暮膚、 シャープ g rt,イクス:虐 1支にもヽおった鏃

マー…■許

“

ノ♭:書il'ま 、 そ′11由 ■、多F/iアシ:ヽ ^・ ぞ 卜Fこ 反対
‐
するノ|、・ヤ(■ ,Iキ 1■fI■1■ li

ると同争与i■ 、アフリ角ハ.め摯摯

'Itに
とって 革,_Ti,1・ンクとな↑考。ア「ヽ デ1・ :「・

卜lit 300年 におたら白人に よる14奪 と支f■ ヴ :|11を ■1=■ li■ ■tち 1・ お

母、 その根絶 :意 一・切 ありえな t′・ ■とを事実で示 しなのであった。

ギ

:7)O後 じ己○  その後、 アフ リカ人 の民族角奪放 の斗 しヽ :意 、 さまざ まな避 余 ::|IF子

, `る ごと{こ な る。民族丸子放 の斗 しヽ 1ま 言葉 :二 言 いつ くせ ない苦癌 を作 な う。 しか

=′

、 ■1~Fフ リカにお 1す るアフ リカ人 の二い のヽ歴 史 は、 それ だけずす まなしヽ 1,の 1

1l ti t■ .

(さ んじょう。だゆ う)

Sharp● v‖ i● ...‖arch 1960 camera Press



菫.九一Pピ雄を`うソIトヘ
1960年 3月 21日、シャープピル鍮虐殺、無抵抗の民衆 69名が殺 さ彙_、

13こ 名が集傷。爾 eのヶ―プ爆テンガ饉斗争 ととも経、金上に斗いが車がる。

(ト ナンスカイの農民反乱など).3月 2'日、非常事態宣言、 4月 慇轟趣

P馬 の禁止、活動ぼの予防拘禁等、政府 :ま強権的な弾圧にでる。

高γ政府の態度には国際的夢卜難・ 断交 。経済制裁などJJt相次ぎ、翌 61年に織

稀 7:ま 英連邦を離脱 し、共和国宣言 をする.その南アと日本は、61年饉交を

再輔し、輸入契約を結び、日本人は く白入扱い〉を受 1す る、という裏切 琴行為

を行なった.

シャープビルのf‐E殺は、フト暴力斗争 の時代の終 りを示 した。 1961年 8月 、

和暉 はくポコ>と いうテ感組織 をつ くり、A■■Bも 12月 くウムコン ト●ウ=●
シズウエ)と いう組織で、鞭 活動を開始する。 また国外でゲリラ戦の

'静

翁 も

まおめた。

それに対する自人政府側 の対応 も畢議`ぅな。 62年 6月、敬壌活動法 施行、

10月 l― :よ 白人女性ヘレン・ ジ津・こ7ほ 自宅拘禁令第 1号が進螺 され、なっ事

|し 嘩肇 ?完全な警察国家 となって爆奎鬱.こ うし
'弾

圧 の中で、63年 7月 の

リポニア事件でウムコン トの司十部4ti表減するなど、椰 、P越 の国内での斗

争颯過理 させられてしましヽ、多 くの活動家が国外逃亡を余儀なくさせ られる.

白人政府はアフリカ人の斗いを武力弾圧する一方で、国際世論 を欺 き、アフ

リカ人犠舞断 し、アバル トヘイ トを窮極的に完成 させる「
バンツ=ス タン計醸J

を押 しすすめ、カイライのアフリカ人首長・ 官僚 を育ててい く.

南アの周 りに眼を転 じると、64年サンピア、 66年ボツワナが独立 し、残

4ポル トガル領アンゴラで1ま 61年、同モサンピークでは64年、南アの不法

占領 しているナ ミピ7では65年に武力解放斗争が始 まっていた.モ うした潮

流にのって、ハЮ とZAN(ジンパフエ ●アフリカ人人民同盟)の連合ゲリ
'兵

は「 餞…デシア」 (65年一 方的独立宣言)に登場するが、また くまに撃退

され る.

|ら ア議Ftで 1■ .1鸞 ち,摯 が非憂籍葺 とされた後 の政:ち的真空の中で、 る串年

代後半か ら黒人意識運動が展開 されてい く。 それはアパル トヘイ ト体騨とも` 多

現実の中で、黒人であるあるが故に菱 Bllさ れ、押圧 されてきな人々が、互い0

昔渋に溝ちた経験を意識イヒL共有わおい、美鋼拳習や相互鉄助遷動を溝じて「

黒人で轟あこと』ゆ葛厳と締つ担溝も七人綺
`二

盛崚れかわもうとする運動で轟

ろ。最初はきわめて文化 ●精神主義的な黒人エリー トの運動で轟っなが、数溝



の拘束が強まるにつれて、政治的色彩を強めると同時に、黒人大衆の間に広い

支持を轟めてい くのであ鶴。 (76,7・ 9蟻 轟ジャーナ
～
 鸞藤彰鑢文 癬

農姿》 そ命主要な担もヽ手で轟壕筵鑢 (南ア学饉機機)鐘 雄9年、稽奪 (轟入人

員会議)は 71年に結成 されている。

議由―・‐方で6,等め溝湾錯購 の風 纂警築機銀轟鰤 選斧ス トが銀発する

よ警転な等、 T議 等命ダ…〆'tン 警申心とする大ス ト予ィキで颯大 幸な麓上げを

畿イ号する。轟人彎鶴警が難静亀ちの力4豊 轟饉をもち:よ じめ亀こと亀湊攀鑢懇す

る機                      :    =

繭7爾穐で轟人が鑢寅緯蒔警鸞げ葛争が高 機争やつあ警亀
=あ

、幾透器状況

饉変わ摯で驚た。藤ル まガル機 yν ギ角の解放が1争 |よ 73年 9澤 鶴アツ警角の

難=ア・ 豪サウが独立 を宣驚 与
=織

に続 警、慨ずン載_ク でもP騨暉灘 ゃ`政勢

を強めていた。 これが 74年 4月 のポル トガル花の革命につなが ,、 撻勲 帝
1国 (渡 武解する。「

癬―デシア藤では72年 12月 〔こグリ警活動が要隠されてお

与、ナ ミピアで :ま鋼牌e 鑢 藝ァフ讐鶏人員=機構)が活動領雄を拡 iず つォ轟っ

亀尋

こうしか周辺の状況に、自らの力を高めつつあった黒人意識運動 :よ敏感に反応

した。 書97基 年 ,潟 20轍、計R難騰 :ま 鷲サンピザク.:暫定数織を糠立ん な。無

鋳、蓼も 彼麹亀爾癬丈拷 ,鷺賀鈴築会を響びかけ、政蔚 警警栞ジ,脅逮・ 弾駐 :こ覇
せず威功 させ F_― 。 ごれ軸   (購総 務輩禁歴 されて以来t榜藁雄翁黒人 の大衆

纂会であっ亀。 ■うした運動の盛 り上 りに対 して、フォルスタユ政権 1ま 厳 しヽヽ弾
襲で臨んため亀 息方t圏際的な南ァヘの非難が高 まも亀. く鰯連総会、.信任状i巨

薔)奮境 を切 与轟1チ るためt「デタント薔黒人諸鐵との対談Jを掲 iず、セネ方ル
壼― トジ示7ニル、リスモリ:ン

を歴訪 した。 :  ‐・  ヽ 41‐
|

◎ 1973年   
‐1 ‐

         ■ |
4月  蘭ア、ウジン濃纏《こ成功              ‐   、,

6月  モサシビータ1人民共牙8園独立 (25日 )   . .
7月  テジゴラ

.内
戦状態へ             :i‐ _

8月  「 コ島デンア」 ビ

'|り
,.フォ_ル会議決裂 (258)

9月  ナ ミピアの首都 ウイン トアクで「 薦導憲会議」開女台。swAPOを 排徐した人
種・ 部族″サの結集 (1日 )

南ア軍、轟境警備 を轡実にァン雪予浸ノ、(2鬱 )

濶 鐸  (南7金鞭 ――白人 リベラル)執行部 Iょ かの大量逮捕ち
10月  キューシt軍、ァンゴラに上離 (19日 ),

11月  アンゴラ人民共和国独立 (卜 1‐ 日》 ― .―    ‐

12月 8Pc全国大会  くザタント>政策を批Vll、 ‐躍懇 支持を表明



◎ 197
1月

3月

蝶爵

5角

6年

南亨軍、アンゴラ中央戦線か ら撤退鋳始。ナ ミビア～アン言ラ国壊:線に

展開する。介入戦争 の敗北 と失敗。
‐

F_‐ ザンピーナと「 0-デ シ7」 戦争状態 (■ 賓ス.。 (3磐 )

フオル スタ‐2-基崎.暴 、イスチエル訪問欝

フ予ンスが南ア |こ 原子力発電話 2基 を建設す る饗諄jを 幕ま・:t。

参ノヽネスプルグ郊タトの黒人選留地ソ塁 卜の中学・ 高校で、雪7ザ カーン

ス龍強亀電fこ 1範識 して、学校ポイコット,デ モがま台まる。治安維持 ;去
=先

‐:‐
1

案、 トウンスカイ独立ζこ関する法案上 i。

S懸艶 裁警で 2名 に死汗薔判決 (2構 )。 ソエ トの中学生なちのデ で1二 警

官隊滲輝類鼈、感殺 とヽ靡起湯ζ鐘撃農る。近 く命層黎地 7レ キサン 酢響、 カ

肇ソ
`こ

飛火、 さら織臨ア金上緯簿趣 はひろ邊tO、 10霧間で死者 警丁辱

食傷者 113つ 、髄監,饉者 1298〔こ達する。 (1爆～ 25日 )、 キ警シ

ンジャー ●ツ諸ル スター会議 (23～ 24日 。ボン》

学生亀蔚る勢働者の出勤睡止二轟入す旨導者逮捕。中イ轟轟 尋奮アプ警織

か銀灘鶴 攘 臨 人父母会)指導者がならわれ纂肇蜂 起 l■ ポー 酢風リジ

ペス、ダープtン、ケープタウン、「 ホーム普y諄 」
=ぶ

プタツワナなど

fこ Fin及。ヵラ轟 ドtア ジア系住民も共感を示しだす:ソ エ トで学量代表

評議会 (鶴壽》のよびかけで3潟 鶴・ゼ幕スト.ケ轟アでも同調 (13-

る周

. ‐ 15日 ).              ´ ‐ ・
:  

キ ,シ ア ジ ャー はウォ ル ス タニ 会 談 (4轟 6色 聾手 ュ議 り 募嚢》 、 キ ャ

●/ン ジャ…・ フォルスター・ スミス会談 (19裁
`ブ

レト
｀
リア)ス 亀ス

首相ほ24鬱 2年以内ta黒人支繭讐餐 :す入れると藤鴫.ソ 亀卜でキを多

・/ジ ャー鋼停肛作反対のデモ (薔 7園 )、 盤ンヽネスプルダ自A態鐵地域

:こ黒人デモ突入:《倉3轟 〕

彎感潟 ガ奮チャ・ ゾ稗レジほか7う鍮薫―ムサンド書農竜フオルスター警等餞修

財界と会談、鷺繋鋼繕法改革要求 (鑢難ぬ鰈:攣 の緩和)を拒否 導爾拿繭》

ソニトて鷲義牲者灘摯車ザ篭 (23・・―・24醸 }t i‐ トランスカイfキ澤鶴i「1]JI色

立.鰹違・ 響雌 を識じめことごとく不承認 (鑑 み選}

管1月  7ニ トで学生よびかけのでネスト (1睡 }.弾距を逃オt、 撥30人難 _■

の寺電≧がスクジサンド
`こ

逃亀苺

12月  ケープタウンの黒人選彗区シンだ、ググレッ、豊アンガで「ツサャク・
クリスマスぜ をよびか1す る学生たちと出殺労働者が衝突、 ま37名死亡。
警察が扇動したものという.(24-27日 )74年 彎 閥ば騰 の集会
の作で諄喚、sASO指導者 9人に有罪 (24日 )

|ソ



01977年
1月  ケープタウ・/警察 ランガを急襲、'95人逮捕 (12日 )。 □―マ ●カ

トリック系の学校の一部で、黒人・ カラー ドの入学を許可 (18日 )の
ち英国国教会系の学校 も連随。

2鳥  ソエ トで軸 、数胃の機会的等を求嘉、試験ポイ羞ット、ずモ (

93). マチュー・ マベジネ (鍵則 幹部)警察本部 1憲 階より墜落死 (

15日 )。 76年 3月～ 77年 2月 の鶴、拘留中に死んだ竜わかっただ

けで 18人、うち ')自 殺
"と

発表 された者 8人にのはった。

3薦  紙輔条例改悪。自己検閲出版条例 の強化 (11願 )。 南アの7る 年の経

済成長率が 1.4%と 発表 される (75年 2.1%)こ れは第 2次大戦

後最低の
=機。また77年予算案のうち園防予算 19億 ドルで対前年比 2

1%の伸び、総予算中 19.5%を 占めな.28日 、●/ャープビル膚殺

逮悼集会で、警官隊 と4 ・ヽ 中学生衝突、 37人逮捕.

凛典 ソニ トの家賃 80%ア ップに墨離が抗議.警官隊 と衝突。 47人逮捕 (

263)南 アと西側 5ヶ 国 (英・ 米・ 仏・ 西独・ カナダ)のナ ミビアに

関する会談 (ケープタウン、27～ 29日 )SwAPOを入れ r― 国連着視下

での選挙等 を要求。

5月  サンピア、「
ロー 7~シ アJと 戦争状態宣言 (16日 )。 モンデール～フ

オルスタ_会談。一人一票制を拒否、物別れ (19-20日 ウイーン)

「
ローデシア」 とナ ミビアの独立を支援するための国連特別会議 (16

-21日 マツ ト)「日―デシアJ軍  モサンピーク侵入、マパイの町 を

占領 (29日～ 6月 48)
6月  ソエ ト蜂起―周年 を前にあわただしい動 きを示す。 この一年のF・1618

人が殺 され、 100人 が総刑 666年 の刑に処泄 られ、知 られるだけで

20人が拘盤申に死んでいる.そ して数千の人々が逮捕・ 拘留 されてい

る。警察〔ま118、 曲 麟長 など20人のソエ トの指導者を予防掩禁.

それに対 し望3日 、自人射殺事件が起 きた.16～ 17日 は学生の呼び

かけてゼネス トが うたれt追悼集会・ デモが行なわれな。その際、警富

隊の発砲で 2名死亡 14瘍 負傷、その犠牲者を追悼する集会・ デモが、

連 日のように続 き、その度に警官隊 と衝突、新 しい犠牲者が増えていっ

■
『 しヽ Z'.

( あしりもと )

`t



軋アフl∫鶏命繭慧竜燿之ぅ
アτ卿リカとぼく

アフ リカの土地 に足 を踏み入 れた こともな く、特 別、個人的につ なが りが潔 しヽ

とい うわけで もない。 ア フ リカとい う方 向に 目を向けは じめたの もご く最 近で あ

る。 アフ リカについては、 ほんの少 しか 機―.た とい う響 度 の初′ら:著 で ある。 ■ん

な僕が南アの青年 を迎 え るに あたって の姿勢 な どとい う大 け さな 1と 1ま 考 え られ

ないので、 これ を機会 に最近考 え る事・ 疑 問に思 う事 な どを自分 な りに整 JLEし て、

南 アの青年 の話 を聞 く
=と

に しようと思 う。

なぜ、僕が ア フ リカ とい う方 向に 目を向けは じめてい るのか。 身近 な ことか ら

考 えると、初 めに も書いたよ うに、 アフ リカ Iま おろか 日本 を一度 も出た ことが な

く、 これか らもイテけ る∫t込み 0う ~Iい
僕 (こ とって、 ア フ リカイま時 間的に も経済 的

に も遠す ぎる。 そして僕 自身の 日常生り舌は といえば、生活 の大部分 を占め る会社

勤 めや テレビ・ レコー・ド・ キタ…… 映 画に本、 そして寝 る事。 アフ リカは ど こに

もない。次 に社 会問題 は とい えば、 日本 だけで に限 って も、 ロ ッキー ド・ 三黒 塚

・ 公 害・ 部落問題 。在 日朝鮮人 問題 、 そ して物価 など数 えた らきりが ない くらい

問題が山積 み してい る。 また 7フ リカが遠 ざか る。 こん なしよ、うに考 えてい くと、

アフ リカが僕 の 日の前か ら消 えて い くの も時 Ft・lの 問踵 のよ うで ある。 アフ リカに

日を向け る人が少 ない原「
/Cの一端 は、 こうい うところに あるのか もしれ ない。 だ

か らといって、 アフ リカ とはお別ノtと しヽ うわ け (こ 1れ かヽ ない。 フトぜか、 それ は,リ

えば、南 ア と日本 の政府 や企業 は固 く結びついてい る。 その証拠 に、れっ き とし

た黄色人種 で ある僕が、南 アで は名誉 白人 と0手 ばれ るのであ る。 こういった特 別

扱 いは、僕が好 もうと好 まざるとを問わず、 日本人 だ とい うことだけで決 って し

まう。つ ま り、言 い換 えれば、僕が意識す る、 しないに関わ らず、 日本 の政府 や

企業 は僕 の代 表 とい う]と になって し まってい る。南 ア政府 は今、公然 と人種差

別政策 を行 ってい る。 その南 ア と圃 く結びついてい る日本 の政府 や企業 は、人種

差別政策 の片棒 をかつ いて い るとい え る。僕 自身、 そんな片棒 だ iす |ま かつ ぎた く

ないか ら、反対 の意志 表示 をす る
=と

か らは じめなけれ ば と思 う。 こうもヽ う事 を

書 くと、差 別は遠 い南 ア だけの もので 1嵐 ない とい うAも い るか もしれ ない。確 か

に差別 疇
‐
i3ア だけに限 った ことで はない、し、狭 い意味 で の差 51Ji問題 だ tすが社会 問

題 で はない と思 う。 だか ら、南ア だけに 目を向ける とは言 わない。 1す れ ど、南 7

(こ も目を向けなければ と思 う。世界 のいろいろな所 で、 いろしヽ ろな不満 は、根 を

裸 ってし` くと一 つにつ なが ってい るので 1ま ないだろ うか。隣 鍮霧丁の火事 広 りも我



が家 の火を消す ことが先決問題 だとい う考え方 もわか らないわけではないけれど、

もし、隣 の町 の火事 も我が家の火 も原因が同 じ一人 の放火魔だとした ら、その放

火魔 を捕 えるために、隣 の町 と協力するとい う方法 も考えられていいと思 う。南

アの人種難別 も日本 の公害問題 も夕 の世界体おまこ対す る矛盾点 の一つ だといえる。

だか ら、南アの人種差別だ 1す や 日本の公署だ1す を見 るので :ま な く、世界体 allと い

》大 きなわ くの申での蘭アの人種姜別や 日本 の公害として見 る必要があるよシ 」

悪える嬌二重蠣 も郡落鶴題 も、 そして南アの人種差″りも決 して、僕 の日常と毎 彗

麟 をつきあわせてい るよ うには見えなヽ`。ただ、僕の日常から通ぎけてお く方が

部春 のしヽい人が力を持っているだ l■ か もしれない し、まな、一つ一つの問題 1よ 、

僕が生活 している社会ら`1年 りだしたもので ある以上、目をそむ tす ることはできな

い。南アは、 そしてアフ リカ餞本当に逮いのだろうか。 それにご南アほど極端な

状態ではないに して も、 日本に も、 それ とつなが る似たような状態 fま ありえない

のだろ うか。   _
僕 は一人 の人間 として、 また、一人の日本人 として、南アの青年ほ食 う■と

を通 じで、僕 とアフ リカとの距離 を計 り直 してみ ようと思 う

( オ寸A 楔辱 )

7プリカは遠くない
アンチ・ アパル トヘイ ト運動 に、少 しだけれ ど種「を突込 んでい る。アフ リカみ

たいな速 い/jJiの事 よ り、身近 な事や現実的 な所
`」

目を向けた らと思告 して くれ る

人が しヽ る。       、

アフ リカはほん とr‡ 速 いのだら ぅか。南 アか らの側畷勲圏 の商標 をもつ、オ レ

ンジ ●レモン ●グレー プフルー ツ とい った果物 は、すでに 日本 で 10%の シエア

をもってい るとい う。 日曜 日のTVで は南 ア航 空 のcMが流 れてい る。原住民 の原

始的 な生

'舌

を、私達 はTVで 見 てしヽ る.

ところで、私達は鍮近 な所 :最近いのだろ うか 。あるいは求めれば近 くな り得 る

のだろ うか。伝わってこない事が多す ぎる。不 自然 に強興 され、あるいは故意に

基視 された情報 しか、私達 :ま もっていなもヽ。

ア ミン氏が封建領主的 :こ国民 を殺 し、奇行を行 えば、新 聞で読む事ができる。

けれ ど、南アで法 の名のもとに黒人が殺 され続けて も新 FASに は載 らない。 日本企

業が南アに進出 して、飢餓賃金 しか払お うとせずに高利益 を得て も、私達 の耳に

は届かない。

化粧品の広告は声高に告 けられる。大新 聞の家庭欄 は、素 Hrtで いるとしみの原



困になりますよ、薄イヒ粧 をしなさいと書 く.化粧品が しみや黒皮症 を91き 起 こす

とは、 ミユコミで しか知 り.得 ない。洗藤跨 事 もそうである。 0そつきの広告 1ま 声

高に:専 IこAっ て くる。

女性 上位 だと言い 、1主
婦売春 を女 の工雷だと、何 も知 らない身主こそ被害者

だと、子供 を裏切 ったと書 きたてた新聞 |よ 、買春夫が妻子 を裏切 ったとは電わず

言及 さえしない。

南朝鮮で圧政に対 して抵抗 している人達がいるとlt伝わってきで も、 日本が そ

こで何 をしているかは新関は書かない。

身近 な事々がそうであるように、アフ リカも速いのではない。遠 くされている

のだ。だとしたら、この《沈黙 の壁》 を突 き破ぶる事がで きなぃだろうか。ほん

の少 しで も、私達 自身の手 で何 とかならないだろうか。

新聞 を読む と、夕 、日本人の大部分は自分 を中産階級 に位置づけでいるそうだ。

ところで中産階級 とは何 なのだろう。

アメ リカ南部に奴隷命尊が しかれていたころ、奴隷には 2種類 あったそうだ。 1

つ 1ま 畑の奴隷で、彼 らはポ ロを着、ひ とい食事で生産になず さわ り、す ぐに脱淀

したがっていた。 もう 1つ l■ 、主人 の身近に仕 えて家内で働 く奴隷 であり、主人

達 の苦警 を着、食車 の残 り物 を食べ、畑 ,奴隷 を軽 時し、主人の目で物事 を見で、

総 じて′卜ぎれいで、非生産 3つ な存在 だった。畑 の奴隷 も、家内奴隷 も使用価値 (

主人に とっでの)がな くなれば、 どちらもす ぐ捨てられでしまう同 じ奴隷で担る。

とづびな考 え方か もしれないが、今 の中産階級 (下暦民ではぁりえない し、自

己を ″普 i麓の人
"と

規定 している人達 )は 、家内奴隷 に似ている存在に見えてし

かたが ない。家内奴隷 は主人の屋敷に住み、家内奴隷仲職 主人 しか見 えない。

そして花、は情報の大音F分 をマスコミか ら受け取 り、仲間 と交際 している。

高度成長 とやらで、今 、不況に苦 しんでも10年以上前 としじべ ると生 ,舌ホ■ fi

上 った。住居に関 してはともか くも、衣食イニ関 しては不必要にぜいた くな面 さえ

ある。いつのまにか、小 ざれいになった。

衣食が普及 して小 ぎれいになったように、教育 も普及 して′
1ヽ ず午 い

になった。

衣食の余裕 か互しヽの生活に否や応 な く関係 しあう機会 を少 な くしていった。いつ

の間にか 1｀膏報 1ま横 の関係からではな く、マスコ ミか ら入 るようになった。 ちょっ

とした料理 とか□常生活での事々 さえ、隣のォパ さんにではな く本に頼 ってしま

う事が、私には多い。 そうしてそれらの響 Iま 、 1す っして《沈黙 の璧》 と1ま 関係 な

いとは言えないとい う気が してな毎ない。
rttl■ だれかを差別 しない。だれ も私 を差別 しない。差別は速い所 の事、ある

いは 日本 に 1■難方Jは ない。町にあよ、れている交通事故が 自己の身に及ばない限 り

数学で しかないよう
`こ

、瑳 別ほ逮い世界の事。未解放部落の難別はしヽ 1す ない。轟

人 を難 81jす 場自1人はひおい ものだ.だけど警
には関係ない、称 は轟人 と、知 りめ

いではないし、未解放部落の人 も知 らない、私は鍵劇 をしていない、手 を汚 して

18



:よ いない。J

しか し、差別 1ま 存在する.差 Blll■ 醸に見える形での暴力と憎悪を込あた言葉を

投けつtす るだけではないのだから。支配の形であり、経済の構最 して在るのだ

から。

私 自身の生,き の中で も、中率だからとか、LIJ猿 よ無知よ奥ぃまとののしり、そ

れを稲 rご して徹夜で働かされるような、そんな自に見え碁形での差 rl」 lJI、 今はも

う見え驚い。最近私 を中率 まとののし,た同僚は、反対に他のF4~l僚からま締をひ

鷲められた。 しかし、何 も変ったわ tす ではない。私の勤務している
'1ヽ

さな会社で

:ま 、1学饉より案力が菫要なだけであり、評価の基準が変っただけである。年ヽつの

間にか大率が増えti大卒の価値が無 なり、その結果 として、学歴 より実力と鵞

った方う罐 済構造に必要 となり、学歴 竜書いたてるのは馬鹿4fた 事になったのだ

ろう。 そうして私に ともて、差別と1よ 駅に痛いものから、遠い世界のものへ と変

ってきたような気がする。

私 とアフリカを遠ざけているものは、私 と現実′との関係 を遠 くしているものと

同じもので1ま ないかとい う気が してならない.選択 された報通、私自身が切 り睡

じて きた現 実、 あるいは切 つ離 させ られて きた事 々。私が何 を思 お うとElに だ さ

なければ伝 わ らない、私 自身 の意志に躊係 な く、私 を選 別 を作 り続 iナ でい る、

の社会 の一員。 だとしたら私 は、鍵″嘘を否定す ると鍵別 を作 りだしているものを

否定すると、人 に伝えな くて 1ま い 1す ないと思い食す。|そ して真実を知 らなきゃい

けない。この《沈黙 の畳 ≫、アフ リカと日本人、日本人同士・・・ をへ だててい

る壁 を突 き破 るように努力す るしかないと感 じてい ます。

( 岩崎 慶子 )

ソフリ万こ僕
(そ の 1タ

こむ らどの活動 をさぼ り1ま じめて lヶ 月。毎 日の日常生 ,舌に埋 没 すればす 樹 最

避ア フ リカは私 か ら遠 のいてしヽった。 と うしてだろ う。毎 日朝 6時ころに起 きで

新 間 を見 て、 トイ レに行 き、額 を洗い、 椎ゲ をそ り、食事 をし、 それ をかたず :す

洗 た くをしてか ら出勤 をす る。電車 の中、会社 の中で毎 日同 じよ うな思い を して

守 日の生活8寺間 の大半 を・inご し、帰宅す る。帰宅後 は、す ぐ体 を穣 な え何 も考 え

ずポケ ッー としてい る。時 には その まま朝 をむか える時 もある。 それか ら、夕食

の準備 にかか り、 夕食 をす ませ、夕刊 を見 て、せ んと うに行 って くると、私 の一

日が終 わ り、次 の一 日が 1よ じ まるので ある.■ の私 の一 日の中に は、 77リ カな

■



んでひとか 1ラ らも入 っいない。 (そ んなf首覚
`|お

ら
|｀

つたのか も久攀れない。 )こ
んな私 の生活 とアフリカとの間にいらたいどんな関係が ぁり、 どんな鷲わ りが あ

るのだろうか。「 アフリカ・ アフ リカと

`よ

い‐
・ たいなんぞや」 語ムとはいっない

なんぞやJと 考 えない ことには、 どん どんアフリカは速 くヘイテって しまう。 アフ

リカ大睦で感 じた感動 もアフ リカで知った自分 も、いつ・「/ま 紅か通 つ過 ぎて行 っ

た過去中 Eと か。議去 と1'事が頭 の中 ず交■■ 4.7予 リカと自分 との機点はど

こ:こ あるのか。 の私にはわか らない。 目常の生す舌に
'電

没する Lと ば,寵分 轟身

を見失 う
。

とであり、 自分 自身を見失 うことはすべての世界 。社会に対 して盲海

になる Lと である。問題や矛麟が存在 しても、 それが まった く自分に関係 のない

平面な問題に思 えで しまう。 彎れで もってt私 :こ はィ奪のかかわ りのない鶏題であ

るという結論 をそく轟して しまう。何 も考 えな くても生 きでゆける。傷「もしな く

て も時 1ま 流れてゆ く。自分が気づかない うちに、自分ぬ身に言えてもまう:現状

の生活は甘えることだtす はや轟よう。 轟分 の生 き方 を自分の体全身で f壕造 してゆ

かなければ、自己 を造 り出すど
=る

か 由己 を見■っ ft′ 壼うであろう。一_見t自
分の日常rt.活に見え_な t,ヽ耀尋ゃ矛盾 を壁ptす 出そう。 そして、自分の難鷲生活 を

基盤 と t/た 視点 から、それ らの問F三・ 矛盾 Jこ 取 り組んでぎ》かな すればならない。

それから自分以外の人 とのコミ_■ ニケーシ議ンを大切に してゆ ■う。

(そ の 2)
アフリカには、今 の自分 の生活の中にな t′ 何ヽかが ある。今 までは知 らなかった

何かがある。 3本の文化 と1ま ちが ったス化が存在 するはずである。 その今だ久8ら

ない ものによせ られて、アフ リカに種を向 :メ た。 それを少 しても知 るしとによっ

て 白■)の 11■、なり、生き,li浄 変ヽわることを望■で。

1ノ、とアツサルとの間
`二

ξま、理 j台・ 熟手挨・ t想・ 文イヒ・ 歴史 ,そ のイ色などの 4次
元的メ カニズムが存在す る。 その複雑こからみ あっ r_― メカニズム を一つ一つ明由

に してゆ 〈
=と

が、 自分 の生 きてい る■と、 自分が存在 t′ でしヽ ろ ことを明 らかイこ

して く″Lる 糸尋に なるか も知れ なし`。

自分 の視点 を高 い次元 に もってゆけばゆ くほ ど現 実 の生 ,舌が何 を意味 してい る

のかわか らな くなって しまう。つ ま り、 ア フ リカに 目を向ければ向 tり るほ ど自分

の賞生 ,きが見蔵_な くなり、 轟分の生り舌に埋没すればす る{ま どアフ リカ鉱見 えな く

なって しまう。 この問題 は自分 自身の内的問懸 なのであろうか。

このようでこ1在、のアフリカイミ対する見方 は、私 としヽ うイ固人 の内へ内へ と向って し

まった (す れど、 この私 :¬ 鶏脅内なる電 姜τちこキ華、タトJこ とびだし、社会鋳立鳩・

8本人 と t′ て人間としでのF=場か ら、アフ リカを考え追求 しなければならないと

思ってい る。

私 のような思考方職に 1ま 限界が あるか も知れ ない、で も、限界にぶ ちあた る ま

で薄
｀
え、 Jl_き てみ たしヽ。 ( 大崚 境平 }



雅 きた人間4J
はじめてアフリカの上をふんだの 1ま 1961年 である。キリマンジャロのよ、もと

とモシでひらかれた艤餞人民連帯会議轟席のためであっFt。 あれから15年 1こ な

る。

とおい昔のはなしである。おとぎ議である.

そ鍮 tろ 7フ リカについで、日本人のいうtと は一―「あなかはアツ警力で危

くはなかったか.ラ イオンや象、大虫レ‐■称 でヽ危険だんう。

いやいや、薇獣は一定の場所にしか住 まないんだ。 それより人食年ヽ人種のとつず

ぜんの鍵鬱稀tも っと危い。

暑いんだってね、ピニールのカバンが溶けてしまうというで 1ま ないか。

そんなことよりもっと大切なことがある。民族独立を克ちとっか Lと だ。アフ

リカ人は反帝統一戦線の団結の典型だ。

ニエレン、ケニヤッタのような人が鑑に衝にあよ、れている■とを評価すべきだJ

そのこ́ろ新関紙上で 4変革吟国〉つまり7フ リカ独立が、 じlfし ば報進 される

絶嗜れで、なにがしかの鶴心があっなことはなしかで轟った。

そ辟鶴心の農容がいまのべなようなことにつきる。

要するに、灘轟 り少年ヶニャゥ の機「食英雄物藤、 "タ ーザン,‐ にみ られる密林

玲曲人鸞雄鍮イメージである。

巨大なプル中麟`銀みつ く鬱緯 1● 参モむサイオンーー‐ライオン〔ユEFr i:ふ に警 妻な ,ヽ｀

今だが一蝉一、電の爾篭轟摯て歩 く,A、資人薄黍、難宝鐘大き尋ヽ ら彗 (■ となく、驚鍛 :

操 象燿む拳γ風議、その機策のない畿史の蹄人 亀るかのごとく半眼をとしている。

(ぽ ■甕れる昴1(ま 慶どんで爆範れ率
=と

な慾`。そして夜 ともなれば、もえさかるよ

鍮壼わ警ヾ、警慢なくまとの場しな人食い人種が、ヤ11を かざしておど母獲 う燎…

―・といったことであるo壼 たは、映醸俳優シトニー・ ポワチエのようなハンサム

な取 j色青等がしヽで、深 くむづかい F・社会科学を議:じ ているかのごと警イメージヾ

奪あったo

■)し 亀■と鐘、マンだなよふ輩馨孵 嚢のことではなしヽ.■ とT警 讐島4ニ

鯉 して機、4ヽ颯 盤か 馨ヽ大学 の先壼ξ鳥い亀鳥 まで変らぬ迷備であ幸最醸

雪綾懇争:こ、 と機鶴`議の■と鐵選うしでも遂酌 にな零やすい も鍮だが、 とく紀

撃警 響轟鐘鬱幹で鐘、静避静懲簿麗犠もまっと考えてもすぐ分る急亀で も。

第一、9イ オンがウ額ウ回しているところに議ん坊 を含む人饉が くらせるだろ

うかo



歴史 ,発展はヨーロッパだけにあって、なぜアフリカには、それがないのだろ

か.モ もをもヨー ロッパの発展段階、パタ
=ン を基準はじで、文化水簿 を決めね

ばならぬのだろうか。

アフリカ人が英雄ばか りであったら、櫂民地鑢なったのはなぜ竃ろ 伊か。近代
テクノロジーの問題 だという人 修あるが、それ ならベ トナム人鐘アメ響力に勝

っ亀の1ま なぜだろう夕o`独奪に向ってなせ国内斗争議t必要なのか。

轟 菫毎嚇 l`を も費でお どっでもヽたら、生活をとうする鬱か。

もちろ/b、 鷺―・硼 ッパの歴史と、 国本鍮震鰺 ζち滲tぅ よ警鑢、Tツ ゞ織の醸史
械亀の世界のそれとはちが う。

鏃かし、 日々のくらし撻、おな韓tと で島鶴崚

神を備 鶴轟量 も僣 じない警 もいる。静〆オ量渉二撃塁 ットの難憲 fこ涙する者 も

インフレの中で輸料 のた 0ない不平 もある。

ごんな日をつくらし書T敷にした考え感 じを共有 しない鰻 り、人 蛭Aと のつき

合いはありえない tと 麟。

もち毒ん、 り購畿りという名の下で、いますぐ戦線が続‐ され、爾鑢鰺くなり立

つと思 う鍛は、金持Φ機会科学警年 鍛餞念鑢で躍る。奴織主と緻熱、罐風地 と罐

鰯主義と鈴闘銀は攀定できるも織で織ない。 しかし、麟民の生燿感機の共痛 も否

定で警ましヽ。

アプリカを訪れる日本人 も多 くなっで きな。 しかし、 議――畷ッパ的饉見を頭に

先入 させている人が多いようだ。そしていろいろな轟響 を警くが、そ鍮中の―や

に、 リアフリ漁人は怠 tす 者だソとい うのがある。

こ鋳燿答 をす 薔鐵に、 ご くこつ うの人間の■とを考 えてみ舞い。勤勉か急け者

か敏だれ中た轟イニ働いているかによって湊 講●1ま しな等ヽか,繭分 と議分達 の鰹ぬ

ξこ働いでもヽるときは、人はよ く機 くものだ。他人 の判鑢鐘利簿 警れ るときは、入

蛾急 tす るものだ。奴簸 の労働生鷺性がひ く移ヽのもこれによる鐵

γΨ讐島で、 と≪極爾77暖 海で、TT撃 麹A鰍 鍵れを慇やす亀めに働いでい

後鍮か。
リァフリ鵞人は轟け鸞 ク

としヽ 争入気 の■菫贔量 の濾警鐘舞轟 とお 違う。

私 のい静ない■と饉、異篠織な國その くらしを、生 きた人鷲が営んで年ヽ最量与ヽ

争ことだ饉懇爾静ゆな駕6台人闇 鶴、事轟象白ウな七L≦簸畔学 苺イ夢菫しなし`と簑 警言と言奪

T響 響ルの解放戦音 を撃本銀据いたらといった人幸中ここ私 も等ヽお鬱

私學盤烙R撼 1ヽよ 、簑:警 舞人間録轟体由警最で筆とオ晏す機拿わ要邊ξ轟ると熊` ウ革とで暮馨藝

私 の会等亀鞍 り惨解験機奮書ま、酪ヽ塔亀 塩讐蠅の人で轟ったo無 {ず かし`怒 希薔よつ

つ まれ鶴じとも轟帰うし、人 懸れ 熱ヾ 移ポ るよ警な人で轟っ亀。



こんど未目する人はどんなタイプか私 :意 燿らない.ど んな人であっても、1す く

なくとも私たちは、目常的な次元で盤活感驚の一時でも共有できればとながつて

しヽ 16.

政治時、社会科学釣抽鹸人鵡 としてではなく。

(麹 職 轟 》

ぽy∫へ慇卜へで舞って1無 TT爾り夷?ぞん顆
奮Zttitttヽ とこぅのことなんか在一?麟
鐘んとξ二、ちょっとした彗っかけと、偶然が重なって、私 :ま アパル トヘイ ト霧

存在書鶴嘗舞。高二つ終わりに %霧 とい う雑誌警知 り、それを通 して野間寛二

郎氏の「 毅別 と撮逆の臨 を読み、 そbで・・ ●.

繭7鍮 7パル トヘイ トが実銀警 じがないものである■と、 轟本 という鐵が、 そ

れと深いかかわ鬱をもつ こと、だから、それを日本に住む者の責任 として、何 と

かれ亀ければならないと思った。 議継委んγパル トヘイ トと鋪い、臨アの未来 を

決めていくの機、そ
=に

豊むずプリ角人選だけれと、その鐵いを鐘ぱむものとし

て存蓬する自本 蟹、鐘ばむ側から弓:警 ず 惨おろす Eと は、私達にできる■ととし

て、:ゼ鞠ヾ尋鏃ねぱ鍮らな年ヽ。 そしてモ丸 :ま 轟本のありかたそのものを変えるさ

と鷹。私鐵ば'ん な職、〕に選出ヽ 始恥な。

実際感こそれをするに lt、 まず 書わ 準の人間に伝え、広 lfて ゆく]と からだ。そ

うするよ「 選か」
「

もっと身近なことをするべきだ」 という言葉が返って普た。

、F轟なた鐘鍮げそんな遠いと■らのことな?あなたにとって、どうしヽうものとし

てあるめ ?』 私は
=象

らの問いに答えられなかった.「
=れ

:ま 量大な問題なのだ。

多 くの人が知 幅なきゃなわないん質。」 と思っていたけれど、それが 亀ぜそうな

のか、悲分 とと等かかわ篠鍮かのや彗惨めめζ欠 :す ていたのだろう。 そしてあら亀

轟て醸分ξ通験警91ま で考えず年ヽった。夕避う考えるか、以下饉警いてみ ます。

「 迩年ヽJと 怪争のは、 ど癬いう二となのだろう。はなして本当に「 通■電 のだ

霧曇鍮ヽ鶴燿経量いなど、避ユでど鬱分もす轟鼻とがで彗るっか鵞感覚釣銀 夢遼もヽ 1

ξ』 裏、管 し畢尋もヽ込 督塩てもヽるので越ないだろうか奪

錢なの金案轟奪鑢ツで 《篭して鑢銀で案蒔7ジ 7で中菫米でアフリカで)何をし

てい機のがゅ 磯亀濠i遭 》い う鷺録 を持っで経機のか、を私達ポ知ないでいる方が、

数 も蟻鐘綴機が響嘔いり 遣いと轟嘩くヽ rt亀 ■とが、実は逓響ヽ■とと同じ餐 を持ち、

繭議難深 く閑遷 しで響で、構びつ く篠と健よって、私達 讐甕 する力書強めてい



るのだか ら、私逮が遠 いの近 いの と、分 けて考 えるのは、抑圧 す る側 を喜 ■ぽせ

るだけ だ.

南 77リ カ白人政府 l■ 、 7パル トヘイ トによって、 つ ま 等γ7リ カ人 を 義 別

抑圧分断支配 し、労働 力 として搾 取 し尽 くす ■とで成 り立 ってい ろ。 7バル トヘ

イ ト1二 よる77リ カ人 の低賃金、労働銀 冶 のヽ禁止 (曲人 の労織 :ユ ある)、 そ うい

った強権支配下の強tll労働が資本投下の見返 りの利率の高 さと、安定1■ といぅな

企業への「 好条件」 となる。日本 と南アの貿易量は妻す ます増大 している。 日系

資本の工場が進出し、アフリカ人 を収奪 して利益をあ1ザ でいる。南γ自人翻の好

い取弓1網離 であって、彼 らの矛J書 :ま一致 している。だから「 名誉 fむ人Jな のだ。

知ろうが知るまいが、私達 i広「 名誉自人Jと いう名のアバル トヘイ ト鎌パー :・

ナー としてアフリカ人軽le極する機ξこ立なさズtて しヽる。自分が抑圧端とをで存ギ霊

することを拒絶 し、その不名誉な称号を返上するほ :ま 、日本 と南アと申関係 を彗

発 し、崩 してゆかなばならない。 そして
=り

関係Jを B午 し、かつ必要 とする■の

理の体質 f塗 、国時の私達 も抑圧するものであるのだから.

闘 う77リ カ人達のメッ七―ジを全身で受けとめよう、そして自らの行動をえ

らびとり、押圧するものの正体 を暴き、やつらを包願 し、整別押駆機構総悴 なオT

ち崩 していこう。
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議アワlJI/7の斗う導生。青年左超こうとtlウ遭勁が鰤きむじ

なの(さ昨年の数であったθ昨年6日 のソニト疇起は.8員/9
員に入って収きるごこうか、申了塗上〔こ紘がり、その事の重丈

■こ告げていた。マズコミの伝えるニューズはあり壺t― りの政

治鰤 二すぎい、し,こ 申び起二ってぃるここ。あ晨ごけβ

代・即代の少年・去年をつ垂動かしてtヽ るものは一体何か細リ

たしヽこいう衝勧:こ おぞわ晨ろ′それι砦際1=4フ て tヽ る人から

通に鋪きなしヽど鰹ったのがぞ端た
｀
ったような資がする。

紹く意簾13つ ぃてぃういう討論を重ねた。日本ひの自冷なろ

の運動の不十分 Iを たり上げl―

~し て昇フ乙、ヽσ畿年1■ 萌ううと

いうグ易さ、しっこ健
「

渤 在うひできることはなしヽのひとtヽ

う機がitひた。華俎ヽ ても何じ涯寸ごとがτ`きなに`のむ`はな tヽ かP

ごん苺人由が楽欄するかわからなぃとぃう番学じおっ驚。そう

(韓ここに1オ 7き 1ノ瀬鐘論がマづ tヽ き彗慮華嬌在濃あて章な。

通薙整補|さごうっ仁ラめの 制こか幸薫ヨが奏現しそう1ご 聡った。

難東ヘアフ|ノ カ行動多冨合この協力ゃ、数多くの人々の力2N
動芭・尽ヵEさうものと環<鳳孵駐してtヽ う。

今 臨70青年を迎えて,翻 憲由電にくて無ι書ぃなtヽ のひ
譲営鉢っきりしなしヽ。な尋ヮてしヽう僣らが者員ってぃう性と、
日本で生きて、ヽも名達A欅壼びフィルターを通tむ しヽ自警.る .

少しなし|さ っtt)● 蹴ざとSフ ztヽ る。そうしたた自固tの交

泰ならグ濃し、クアフ′1カ ヒ日オb籐離壼縮あて.ゆくEと になう

的争疲むしヽかと撫待してしヽ3(7ヽ20 もと
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