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1977年 6月 、 南アフリカ各地で、 1年 前の ソエ ト蜂起 を記念 して、また、 強まる弾

圧に抗 して継続 される闘いの一環 として、黒人民衆 lFCよ るさまざまな行動が展開された。

それ らの行動は、死 んだ子供たちを悼む教会での集会や在宅ス トの呼びかけ、ノエ トの中

学生・高校生たちの集会か ら、爆弾や銃器 による行動までを含む、幅広い もの となった。

こうした行動の一つに加わ った一人の青年が、昨年死刑判決 を うけ、その後の上告お よ

び再審請求が ともに却下されたこと、そ して現在、国際的な救援運動 が展開されているこ

とを報告 しなければならない。同時に、南アフ リカ黒人の大義 にもとづいてたち上 ったこ

の青年 を南ア人種差別体制が「 合法的に J殺す ことを許 さないための運動の輪に、読者の

一人で も多 くの人 々が加え られ るよう訴えたい と思 う。

◇        ◇        ◇

青年の名はノロモ ン 。マラング。 21歳 のアフリカ人である。 1977年 6月 13日 、彼

は二人の仲間と共に、 ヨハネスブルグの中心街 で数人の私服警官に とり囲まれ、彼 らの荷

物 を調べよ うとしたこれ ら公安刑事 と乱闘にな り、「 混乱 」が広がる中で自人二人が死亡、

二人の自人が負傷 した 。仲間の うち一人は逃げたが もう一人が逮捕 された。ノロモ ンは一

たんその場を逃れたが仲間の一人がつかま った と知 り投降 した。南アの商業紙は、彼 らが

「 共産国製の■シンガンを携行 していた」こと、「 白昼、 ヨ′ヽネスブルグのどまん中で、

自人が黒人によって殺された Jこ とを恐怖あお りの大見出しで報道 したが、彼 らがアパル

トヘイ トに反対 していた こと、なぜ こうした事件がお きるのかを伝えは しなか った。

逮捕 された二人は、弁護士 との接見を許 されないまま拘禁 され、近年多数 の闘 う者の命

を奪 って きた (76-77の 2年間で 25人 /)拷間にさらされた 。弁護士 にも知 らされな

いで開かれた最初の公判 に、 ノロモ ンと一緒 に逮捕 されたモ ンデ ィ・ ヨハネス・ モ トル ン

グは姿 を見せ なか らた 。「脳 に損 場を受け、公判 出廷に耐えない」とい うのが理 由とされ

ている。

数度の延期の後、 1978年 2月 に公判は始ま り、 3月 にィロモンは死刑判決 をうけた。

彼に帰せ られた罪状は、殺人・殺人未遂および「 テロリズム活動 」など 9つ 。判決による

と彼 らは「南アフリカの公衆 を殺害するか、もしくは重傷を負わせ、その財産に損害をカロ

え、南アフリカ政府を打倒する意図をもって、スワジランド経由で南アにやってきた Jと

された。ノロモンは終始無罪を主張 し――彼 自身が殺人を犯 していないことは裁判官も認

めたと言われる一 、 升レ 宣`告される時、握 りこぶしを差し上げ、「 アマンジャノ (=権



力は人民の もの /)」 と叫んで、アパル トヘイ ト体制 による無法裁判への全人民の怒 りを表

明 した 。昨年の 6月 には上告が、 11月 には再審請求が棄却 された。

国連安全保障理事会の決議 191号 (1964.6.18採 択 )は 、南アシリカ政府当局に、

「 アパル トヘイ ト政策への反対によって死刑 を宣告 されたいか なる人物の死刑執行 も、 こ

れを中止すべ きことJを要求 している。

実は、以上の報告は、最近私たちの手 もとに届いた国連NOO(非政府機関 )人権問題特

別委員会 (ジ ュネープ )か らの緊急要請状、お よびそれに付せ られた ANC・ SA(南 ア

フリカ・アフリカ人民族会議 )の呼びかけ文などにもとづ くものである。この要請状は、

2月 7日 を、ノロモ ン・マラング救援 のための世界規模 での手紙・電報作戦の 日と定め、

南ア首相 あてに、ノロモンの死刑執行 の中止 を要求することを呼 びかけて きた。私たちは

これに応えて、南ア首相 、 P・ W.ボ ′ぁてに、「 ノロモン・ マラングの刑執行を中止せ

よ/わ れわれは皆見ているぞ 」とい う電文 を 2月 7日 付で送 った。

南ア国内での「 法的手続 」が完了した現在、刑の執行は南ア首相の裁量一つにかか って

いる。とすれば私た ちは、南ア政府によるノロモ ンの死刑執行の中止 を求める国際世論 に、

日本の民衆 としての声を加え ようではないか。各国民衆一人一人の意志表示がささやか な

力となる、と私たちは信 している。

そのために私たちは同封の ようなハガキ (2種類 )を 用意 しま した 。必要 な方は枚数 な

ど連絡 して下さい。また、読者・友人の皆さん も工夫 をこらしたハガキを作 ってみて下さ

い。この「 ソロモ ン救援ハガキ作戦 」のポイン トは、多 くの国、さまざまな地方か ら、一

つの要求が南ア首相に届 く、とい う点にあります 。友人や家族の皆さんにも呼 びかけて、

こうしたハガキを、た くさん、ひんぱんに出そ う/

さらに、獄中で闘いを続けているノロモン君 自身 と毎 日交代で面会に行 き彼の闘いを支

えている彼の家族 に、激励の手紙やはが きを送 りたいと思います 。さまざま /1メ ッセージ

を日本語 なら私たちの所へ、英語でな ら直接送 り届けて下さい。ア ドンスは次の通 りです。

>

>

Solomon LIahlangu, c/O PretOria Central PrisOn, Private Bag

X45,PretOria SOUTH AFRICA

Mrs LIartha ■ttah langu & s010mOIIrs BrotheFS and S isters  2445

S ectiOII H,Lfame10di v″ est,Pretoria, SOUTH AFRICA
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「私のなかのアフリカ」

を読んで思 うこと

先 日、ある人か ら昨年 10.29集会への批判的 な指摘 をうけた。「 集会の目的が不鮮明

だ J、 「 アフリカと合成洗剤 とをどう結 びつけるのか ?乱暴だ 」……本人はいた く「失望」
(/?)し て途中で帰 った らしぃのだが。物事 の現象面のみ見てすべてを「判断 」す る人

は世間一般 よくある話 しだ。しか し、ぁ らゆる問題 にも通ず ることだが、「 あるべ き姿 Jを
対峙 して「 現実 」を把握 しょうとする傾向には怒 りを超えて苦笑 を禁せずにはぉれない。

最近 、出版 された北沢洋子氏の「私 のなかのアフリカJ(朝 日新聞社 )―― 必読文献で

す。ぜひ読 もう。 一― の中に、南ア、ナ ミビアの黒人解放闘争 と日本の市民運動のすれ違

いに言及す る箇所がある。私 たちが現実に直面 している問題 と関連す ると思 うので長 くな

るが引用する。

F日 本の原子力発電の燃料であるウランの半分 l‐■南アか らの輸入であり、その二害J近 く

が国連決議 に違反 してナ ミビアか ら文字通 り
″
盗み ″出されている……‐しか し、原発反対

運動の人びとが、私の意見に耳 を貸 して くれるのではないか とい う期待は、外れた。各地

の運動 の担 い手 とその支援 グループは、ほ とん ど711外 な く、 ウランがどこか ら輸入 されて

いるのか、あるいは、日本の原子力発電所建設反対運動が南アやナ ミビアの黒人の闘いに

どうつながっているのか、とぃ うことには関心を示そ うとしなか った 。その無関心 さには、

私が国内の原発反対運動には直接参加 しようとしないで、「 しちめん どくさい国際問題 を

持 ち込 もうとしてぃるとい った反撥 も含まれていた 。…… ナミビァの ウランをめ ぐる動

きは、アフリカの黒人解放運動 と日本の原発反対の運動 とが直接つなが りぁえる問題 のは

ず なのに、この ような鈍 い反応 しか返 ってこないのは意外だ った。』

北沢氏のい う「鈍 ぃ反応 Jは 、ナ ミビア・ ウランに限 らず、アンチ、アパル トヘイ ト全

般について も言えることだ。それ も、必ず とい ってょぃ程 、反撥 といゃ味 を込めた ものだ

った と記憶 している。その ような時、私たちは当然反論す る。資本の世界性に lr.闘 う人民

の世界性 を対峙するのは必然のことだとい う問答無用の対応は しなかった と思 う。私 たち

が、いかなる視点でアフリカに関わろ うとしてぃるのかを問 9こ と抜 きで、 日に見える具

体性、現実性にょって、かってに判断 しないで くれ と、 よく言 った。しか し、最近は前述

したように、怒 りをこえ、苦笑 ヒノかわいてこなt/h。

しか し、よく考えてみれば、私たちは、苦笑する程、アフリカに関わろ うとしてぃるの

だろ うか、た とえば、人間相互のコミュニケーシ ョンは、お互いの相手に対す る尊敬 と、

しっか り受け とめ、返そ うとする、態度が不可欠だ。そ うぃった一つの運動 を行な ってい



く上で原貝J的 なことが、私たちの一連の行動の中でどう実現化 されたのだろう、ま った く

貧弱だった としか言 いようが ない。「鈍 い反応 」は別に意外で もなんで もな く、当然の帰

結 とさえ思えるのは、まさに、中途半 ぱな受信機 と送信機が、てんで違 う周波数で、 コミ

ュニケー ションしよ うとしていることと同じことと言えるか らに他ならない。しか し、運

動が運動 として成立するか否かは、相互の有機的関係が、基礎 になるわけで、だか らこそ、

私たちは私たちの責任において、謙虚に自己をとらえかえさなければ と思 う。

私た ちは皆、アフリカがす きだ。都会に住む人間の ノスタルジアと言われそ うだが、ア

フリカの広大 な大地 とおか らかな人 々は、なによりも、ギスギス した都市生活をよぎな く

されている者にとって魅力的だ。キ リマンジャロで もケニヤ山で もいい、山に立 ち、大地

に向って、ほえてみたいと考えるのは人間誰 しもが思 9こ とだろ う。しか し、この大地 を、

人 々を、切 り裂 き、屈辱 を強いることに、 日本が関わ っている。それを拒否 しよう。この

思いが私たちの運動の原点だ った と思 う。そ して、私た ちは、小田実流に言えば、「 ゲリ

ラ。ファンJに終始するのではな く、南ア、ナ ミビア黒人の 自己解放の闘いの障害にしか

ならない 日本政府 と日本資本 の企業活動 を一つ一つ、告発 し、取 り除 くことが、彼 らとの

対等で、真の友情の創 出につながると思 って 1/Nた 。しか し、これだけでは、ダメだ とい う

ことが、具体的に行動すればする程 、疑間がわいて くる。つま り、それは拒否の態度が生

じ結果について、 自分たちが、 どう対応 し、責任 もとうとしているのか 、とい う視点がな

い とい うことだった。

そ ういったことに関連 し、「 収奪 される」側か らの発言 を、偶然聞 く機会があった。

2月 16日 のニュース 。センター 9時 で、イランのパーンピ体行」を打倒 した革命勢力の新

石油相に 日本人記者が、インタ ピューした時のことだ った。記者は 日本の石油輸入の 1/3

をまかない、三井資本が 3000億 も投資 しているイランの今後の動向に「 不安 Jを 感 じて

いる日本政府 。資本 を代弁す るかのように、お よび腰で「 日本 をどう考えますか 」と質問

した。新石油相は「 日本 とい うのが、政府か人民を意味 しているかわか らないが、 これだ

けはいえる。他国をしいたげて、友好は成 り立たない。自らの問題は 自らで解決 しようと

することが真の友好につながる。Jと きっばりと応えた 。

南北問題 にしろ工業・農業問題 にしろ、ぉ よそ分業 を基礎 として派生す る様 々な課題は

寄生 しないと「 生 きていけない 」私たちの在 り方 を、痛烈 に問 うものではなぃだろ うか 。

……そ うい った思いが私たちに昨年の 10.29集会 を準備させ るきっかけの一つにな っ

たの も事実で した。

私たちは、反 アパル トヘイ トの運動 を『 「 国際問題 Jと して整理 されて、一人ひとりの

生 き方 とは関係のない知識、あるいは教養の一部 』 (北沢氏 )に してはな らない。従来の

私たちが催 した集会等が、ともすれば、悪 しき授業風景 にも似て、自々し く、知識の切 り



売 りの域 を出ず、特定の人 しか論議 lFc参加で きなかった。このことは主観的な思い込み と

は別に、客観的には「 ァパル トヘイ トとは何か 」1/Cと どまっている私たちの内実を示す何

よりの証左であった と思 う。それでは私たちに創 り出さなければならないことは何か とい

えば 、むのたけ じ流に言 うと「 第一に私たちは絶対け らいにならないこと。王はけ らいの

存在で成立する。私たちの中にけ らいになろ うとする者がいる、それを拒否 しよう。第二

にあらゆる事柄に自分たちの視点を創 ろ う。第二に権力に対 して How TO か ら For
W hatに 視点を広げ よう」。言い変えれば、自力更生 を基礎に して、主体的、創造的、か

つ全面的な闘い=運動 をいかに創 り出すか否かが、 よリシビアに問われていると思 う。

反 アパル トヘ イトをめ ぐる内外の状況はけっして楽観で きない。私たちが、反原発 を闘

う仲間たちと共に反対 しているナ ミビア・ ウランについて言えば、ある報道 によるとSW
APO 南西アフリカ人民機構 )が 、現在世界最大 といわれるロッシング鉱山で ウラン盗

掘をしている英国系多国籍企業RoT・ Z(リ オ・ チン ト・ ジンク )社 と密か 1/C定 期的協議 を

もっていることが伝え られている。あ りえるはずがなか った社会主義国間が戦争 をし、大

々的に原発建設 を推進 している昨今、ありうる事だが、このことだけで も「 ゥラン盗掘 J

反対だけの運動は根拠 を失な う程、深刻 な問題で あることはたしかだ。だが、私たちは決

して、悲観主義に陥った りしない。ささゃか として も、反原発 を闘 う仲間たちとの新たな

関係の創出、三里塚闘争に連帯 して逮捕 された一人の住民運動 を担 う女性の幅広い救援運

動、タイ・パレスチナに関わる仲間たちとの交流は、たしかな明日への勇気 を私たち1/C感

じさせて くれるか らだ 。

読者の皆 さんへ

本号 よりの私たちの貴方たちへの通信が全面的な体裁変え した ことも、そ うぃ う、私た

ちの、ささゃかな勇気 と決意の現われ と受け とって′■しい。

最近 ノエ トに入 った人の話 しによれば、自人政権の想像 を絶す る弾圧の中で、自己解放

をめざす黒い人 々は、 したたかに闘 っているとのことでした。私たちもまた、厳 しい現実

を見すえた うえで、自立 自闘 をめざす共同の主体 として、自己を打 ちきたえねばなりませ

ん。北沢氏がい う「鈍 い反応 Jと「反撥 」は、そ うした相互 の意識性によって しか克服で

きない と私たちは考えます。そ して貴方たちも創意工夫 をこらして、 自立への行動 を開始

してにしい。自立 しよう。連帯 しよう。共に闘お う。



10/29「泳げるだろうか、きようだいたちは…」集会の

アンケー トと手紙の中から

去年 ( 78年 )の 10月 29日 に部落解放センターで公開集会「泳げるだろう
か、き ようだいたちは」、副題『 南アフリカー黒人、自人そして日本人 .… 』を開
きました。当日アンケー ト用紙に記入 して下さった方々の感想と手紙の一部を載せ

させて戴きます。

WRI あさひまち M.Fさ ん

今 日、 こっちに出 か けて きてよか つた。

この フイルムを、 もっと もっとた くさ

ん の人 に見 てほ しい。

私 の反原発 運動 をすすめてい くうえで

今 日、 みて感 じた ことは、 ぬ きに して出

来 な いだ ろ う。

今 日は ほん とに考 え させ られ ま した。

WRI グループ     ToMさ ん

映 画なか なかよか った。 改 めて考 え さ

せ られ た。

南 アには じめ展 開 された非暴力抵抗 が

あ って、現在 の武闘 が出て きた とい う事

実 のなかで、非暴 力抵 抗 の意味 の重要 さ

とその と らえかえ しを、 みんなに知 って

も らいたいと思 った。 (こ こで は充分書

き きれ な いが一 )

い ろんなぼ くの知 らない層 が集 まって

い るのを みた。 この人 たちが体 を動 かす

こ とで の運動 に参加 され る ことを期待 し

た い。

会 の成 功 (と 思 う )を よ ろこびたい。

運 営さ れた人 たち、 あ りが とう。

K.Uさ ん (箕 面市 )

映像で直接訴えるものは、主義 .イ デ

オロギーを こえて、 ぢかに人間の心 に訴

えるものがあった。 ことに抑圧 されて も

美 しい無邪気なひとみで見つめる子供の

表情、たたかれて も立 ちあがる黒人たち

の生命力 は言葉では訴え られないものが

あった。

住吉三塁塚―狭山とつながる会  Mさ ん

アフ リカについて、 ホン トになんにも

知 らなかったので、映画を観て「 こんな

に ひどいの ?」 と思わず言 って しまいま

した。知 らないではすまないとはいうも

のの、 この現実を全 く知 らんかった自分。

で も、 日本の大企業 は行 ってるし―。 自

分 たちの視野の狭 さに気 づかされたみた

いです。私は地域で三里塚や狭山の闘い

を広 めよ う/と 思 ってやっているのです

が、
Rく

地域、地域 "だ けではない、広 い

視野 を もたんとあかんなと感 じました。

ア フ リカの ことをただ知 るだけでは しょ

うがないと思 うけれど、 自分の頭のすみ

っこに忘れないでいたいと思います。



T.T氏  (南 河内郡 )

映画が観 られなかったのが非常に残念だった。機会があれば見 たいと思 う。歌 もよ

かった し、ディスヵ ッシ ョンもいろいろな立場の人か らのそれに基づいた所での意見

を聞けて、 その一つ一つが 自分 の生 き方を探 る契機 となった。

おたよりから
先 日はご苦労 さまで した。「泳 げるだろうか…・」 とい う問いかけは「 きょうだいた

ち」 に向けてよりも自分 たち自身 に向けられていると小生は感 じました。

南アについては、 いままで新聞か ら得た程度の知識 しかありませんで した。映画は 2本

とも、大 いに参考になりました。少 し無理 して時間を作 り、見に行 ったのはよかったと思

います。

自主製作の映画の中に、 日本か ら南アヘ進出 している企業の リス トがありました。 あれ

を、印刷物で入手できないで しょうか。名誉白人扱 いされて何 も心のいたみを感ず ること

な く、利潤追求 に血道を上げている私たちの同国人 があれほど多かったとい うのを知 り、

驚 いております。その意識の腐敗の構造をさぐることが、最大の急務ではないかと思 いま

した。 ※

同封 の記事は「デ ンバサ・o・ 」を見て きた後取材 を続 け、翌 日書 き上げた ものです。企

業 の非人間性 を考えさせ られる問題 は、 日常の洗い物の中にもあります。

南アの人種差別を憤慨する感覚で、 自分の日常を点検 されてみたら、「泳 げるだろうか

。…」 という問いかけが新たな重みを持って自分たちに向かって くるかも知れません。お

元 気 で。 (新 聞記者氏 )

※同氏の書 かれた、 合成 洗剤追放 の立 場か らの石 けんと合成

洗剤の洗浄力比較 テス トにつ いての新 聞記事。

ア ンケー トとお便 りど うもあ りが と うございま した。

「静岡アフリカに学ぶ会」の仲間から

「静岡」 と「アフ リカ」 とを強引に結ぶ この会の名前 に奇妙な感 じをもつ人 も数多い。

単 に「 アフ リカに学ぶ会」 と名づ けることので きないもどか しさが確かに存在する。それ

は、地方に住む人間の地方性の表われでもある。そ して、それは又、東京 。大阪の両先輩



に対す る一種の気 おくれか も知れない。 ともあれ、 この「学ぶ会」、発足 して早 くも三年

目に入 った。

会の運営、組織 もあって無 きにひとしい。呼びかけ人 の山口三夫氏のところに毎月一回

ほど押 しかけて、お しゃべ りしなが ら行動スケジユールを決 めて しま うという話 し合い主

義 が基本である。誰 が何 をするのか、 その場で自然 と決定 して しまうこと、 これが、 この

会 の特色 とも言える。

毎月五百円の会費 を会計係の横尾氏 に払いこむという手続 き、学習会の リポーターをま

ず、沖縄出身の大学生、仲里氏 に依頼する。そ して、機関誌「 アフ リカか ら」第二号の編

集実務 を、向山氏 と渡辺が担当、 その機関誌の表紙を飾 る写真は、新聞関係を職場 とす る

会国氏が受 けもつ。.。 これが 1月 6日 の会合で決まったことだ。 さて、学習会に使 うテキ

ス トは ?と いうと、山川 出版社のアフ リカ現代史第 1巻「南部ア フリカ」..。 これ も、年

末向山氏が「静岡の本屋 に並 べ られた本を全部買い込む !」 と宣言。 それが 7人 の会員 に

行 き渡 って しま うことにな る。 自発主義 と話 し合い主義 がか くも見事 に運動 している。

さて、 そうした会 の運営に、理論的支柱をあたえる医師がひとり、富元氏だ。富元氏は

自 らを失語症の反対 の「発語症」 と名の るほど雄弁 だ。富元氏が発語症 になると山口氏が

失語症 にな り、 まわ りの 5人 もいつの間にか失語症 に感染す る。話題がか らみ合いそうで

か らみ合わない危険 な 囲気 を、具体的な行動提起で切 り抜 ける場面 もたびたび。だが、

それはそれで結構楽 しい。

唯、会員の構成 メ ンバーに転勤族が多いのが難点。大学教官の山口氏、医師の富元氏を

除 いて、 あとは、新聞 .放送関係の会田、内山、横尾、渡辺 と、明 日をも知れぬ立場、 も

っと「静岡」に根 を張 る努力をと、メ ンバー拡充の努力 をせねばと各 自考 えているのが現

状。 もう、 この四月には、大学生の仲里氏を沖縄へ見送 ることになっていて、一名減は確

定 的だ。「静岡Jと「 アフ リカ」を結びつ けるのは、静岡という土地 に生 き抜 くしたたか

な人間集団の力以外 にはない。 そ うい う面か ら、 この会の命運 は、 ひたす ら、オルグにか

かっているというわけである。

さあ、三年目、 この一年、 とにか く、心を開いて話 し合 うこと。言い出 したことは責任

を も つて成 しとげること。 このふたつをしっかりと守 り抜 くより仕方があるまい。

(渡 辺 )

「 静 岡 ア フ リ カ に 学 ぶ 会 」

連 絡 先  静岡市北安 東 4-28-28山 口 三 夫 気 付

TEL  0542-47-5348



吉里蓋里人のJ訓魏
―一一 その2-一一

P,M ll: 今、屋根の上をけ っこう大 きな動物が走 り回っている。

うるさい ようで、なんかお もしろい ノ

7月 6日 (木)現 在 、 ZANBIAの LUSAKAに 居 る。 7月 2日 (L/に ヒ ッチ

(1,0 0 0Km)し て着 き、「 HUBERT YOUNG IIO S T E L」 とぃ う所 を ヒ ッチ

した 車 の人 に紹介 して もらい泊 って い る。 これか らの予定 と しては 、 LUSAKAで BO

TSWANAの VISAを 申請 してお き (こ れは持 らえ る まで 2Wecksか か る。)、 そ の

間 MALAWIに 行 きSOUTⅡ  AFRICAの VISAを 取 る。 これ も 3～ 4 Weeks

か か る。 こ こで の情報 では BOTSWANAか らRoadに て行 17「 る との こ とで 、そ れ が だ

めだ った ら飛 行 機 で入 るつ も りだ 。又 、 ここで落 ち合 うはず だ った 2人は まだ こな い 。 こ

の 状態 だ と、 これ以 後 も 1人で旅 行 す る と思 う。早 くMALAWIに 行 きた いのだ が 、 こ

この MALAWI HIGH 00MMISSIONは 今週 一 ば い Holidayと の こ と。

来週 (月 )に 申請 して (火)に 持 らえ る。そ の 日か又 は 次 の 日に 出発す る予定 。 もち ろん ヒ ッ

チ にて行 く。MALAWlは 骨 休 みで ある 。 ど こか の 自炊 で きる HOSTELに 泊 ま り、

の ん び りす るつ もりだ 。この 国は きわだ った産 業 が ない 。そ の た め観 光 に力 を入 れ て い る 。

そ れは ヨー ロッパ・ 南 ア・ ア メ リカ等 の 自人 国家 を対象 と した観 光 で ある 。そ のた め 、今

黒 い ア フ リカ対立 して い る南 ア・ ジ ンパ ブ ヴェ・ イス ラエル と国交 を結 ん で い る 。そ して

反 共 国家 で 共産 国 の旅 行者又 はそ こに長 期滞 在 者 も入 国で きない 。 T ouristが 旅 行 す る

には物価 や Ⅱotelが 安 く、良 い。け ど、そ の 周囲 の TANZANIA、 MOZAMBI

QUE、 そ して ZANBIAと の外 交 は きわ め て悪 い。入 国 で きるのは ZANBIAか ら

だ l‐lで あ る。

LUSAKAは 、 見た ところ きれ い なETだ 。行政 区 、工場 地 区 、商 業 地 区 、住居 地 区 と

完全 に別 れ 、計 画 的 につ くられ て ぃ る 。そ して 、そ の配置 は充 分 に取 って ある。又 、平 原

の 中 につ くられ て い るので 、風 が もろに吹 く、そ れ を防 ぐた め に建物 の 周囲 、道 路 の両 側

に本 を植 え て い る 。そ れ が町 をす っぼ りつ つ ん でい る 。それ が町 の美 観 をかた ちづ くって

いる。NairObi、 Mon basa、 Kanpala、 Bujumbura とぃろいろ植民地時代の拠点 と

なった町を見てきた中で、この町が一番美 しい。そして、ここに住んでいる自人 も多いよ



ll

9だ 。まだ、 ZANBIAは 自人の勢力が根強いようだ。ゃは り銅 とい う重要な資源があ
る国は、なかなか手離さない ものである。俺 lr■ 土木 をゃ って来たせいで普通みんなが見る
ようなことがで き な ぃ草原 を通 る時など、ここに灌漑用水路 をつ くれば、 りっばな土地
になるのだがとか、もっと幹線道路 を整備 した らとか、 もっと多角経営 をした らとか、こ
こに砂防ダムを作 った ら、ここにダムをつ くった らとか、そんなことばか り思いつつの旅
です 。け ど、それをゃるには、East Africa、 s Outh Africa、 central Africa
等の国 々の国境が正常にな らなければだめだなぁと、つ くづ く思 う。
Africaと 聞ぃた り読んだ りす ると、なんか一つの国 と感 じてしま うけれ ど、頭の中で

は、いや広 く、ぃろいろな民族が あり、ぃろいろな文化があると思 う。け ど、ゃっば り実
際見ないとゎか らない。頭の中で考え ることと、見るとい うこと、思 っていた通 りに見え
た として も、ゃは り見る、行動するとい うことの方がより重要である。と、ァフリカに来
てつ くづ く思 った。

本 当 は 、今 度 の旅 行 で 、 UGANDA、 ZAIRE、 ZANBIA、 MALAWI、 Bo´
TSヽ 1ら生NA、 souTH AFRIcAと 旅行 す るつ もりだ った が 、 出発 の 前 日に カメ ン
ガ州 の独 立 闘争 が始 ま った 。 zAIRE川 を 2,0 0oKmほ ど、船 1/Cて 上 るつ もりだ った が 、
終 点 がそ の ま った だ 中 で あ ったた めゃ む な く中止 。そ して この コース に な った 。 この闘争
は 、だ いぶはげ しか った ょ ぅで、 フランスの落下傘部隊 450名 が降下 したが、 着地 す る
までに 200名 が射 ち殺 された と、 こち らの新 聞 に載 っていた 。で きれば 南 アの帰 りに、
逆 コースで行 こ うと思 ってぃる。

俺 が旅行 中食べ てい るアフ リカ料理 をみ なさんに伝 えます 。朝 、チ ャパテ ィにチ ャィ ,

又 は 、マ ンダデ ィにチ ャィ , ゥガ リガユにチ ャイ。昼 は 、センダヂ ャにチ ャィ,又は、チ
ヤパテ イ又は ライに牛 のスー プ (塩 と ピリピ リで煮 た もの )、 ゥガ リ (ト ウモ ロコシの粉
を湯だけで とぃた もの )、 日本 で言 うな らば 、ォ ヵラ見たい な感 じ。)こ の ごろは うま く
感 じるよ うに な った 。これに、 ビー フ .ス ー プか、 ビー ンズの塩 だけで煮 た もの 。夕食は
昼 食 と同 じ。 これ らの ものをぃろいろ変え て 、食事 に変化 をあたえて食べています 。 日本
で食べ た ァフ リカ料理 は 、今 だ出合 った こ とが なぃ 。 (end)

6月 ?日 (?)今 、 UGANDAの KABALEGA FALLS国 立公園にて。この
国にてしっ くり手紙 を出そ うとしたけれど、どこへ行 っても Air mail 絵 ハガキが売
り切れて、ここに来て ょぅゃ く買 う事がで きたしだぃでぁる。日用品に非常 に不足 してい
るょうでぁる。 Lodgeに 泊ま り、 これからの旅行計画 を練 ってぃる所 です 。今 1人旅
を続けてぉ り、ヒッチゃバスの乗 りつ ぎにてここまで着 いた。前方 300π にナイル川が
流れ黒い点に群れて見えるのが ヵバで、象ゃ ヵバが 1■ んの lπ 位までょって来 る。



―
黒人 意識 の うた 一― 劇

―
<連載第 1回>

7Z/`Jr拓
本号より、 1973年 頃、ダーバ ンを中心 に、劇団<TECON>(ナ タール演劇評議

会 )と ジャズグループ<ダ シキ>に よって上演 されたpll『 ブラ ツク・イメージ』の紹介を

試みる。劇の紹介 とはいえ、役者の表情、肉声、舞台 と聴衆 とのや りとり、音楽や効果音、

客席の興奮 といった「劇場の空気」、 さらにその上演をとりまく具体的な社会情況など、

つまりは劇の劇たるところを伝えることはもとより不可能である。従って、 この連載の主

眼は、『 ブラ ツク・イメージ』の劇中で朗読される (う たわれ、踊 られる )い くつかの詩、

演者の独自や聴衆への問いかけから黒人意識のメ ツセージを読みとり、 しかも、それを私

たち自身にとってのく何 ものか>と して受け取ることにあるだろうと思 う。それには、読

者諸兄の想像力と感性のフル動員をお願いすることになる由、御了承頂きたい。また、感

想など寄せて頂ければ幸いです。なお、 こうした黒人演劇の一幕をソウェ トで体験 された

北沢洋子さんが、その実際のもようを簡単に伝えている (『 私のなかのアフリカ』朝 日新

聞社刊 )。 黒人意識運動にかんする他の報告とあわせ、参照されたい。

TECONは 1969年 ナタール州で、インド人学生の演豪1サ ークルの連合体としノて結

成 されたが、それ自身一つの劇団として機能するようになった。創立メンバーは、サ ツツ `

クーパー、ス トリニ・ムー ドレイ、サム・ムー ドレイらで、皆、 SASOな ど黒人意識運

動の活発なメンバーでもあった。はじめのうち彼らは、プリンターの『 管理人』やオズボ

ーンの『 怒りをこめてふり返れ』など、現代社会の抑圧と反抗を扱ったヨーロツパ劇を演

じていたが、次第に、南アのアパル トヘイト体制の文脈の中にテーマを求めていった。7J

年の演し物、『 71年のアンティゴネ』では、不当な統治への抵抗のテーマに、絞首刑の

場面、スラム街のニユースフィルム、黒人女の合唱隊などによって、南アの背景が与えら

れた。この上演を当時、ダーバンの新聞は次のように評したという。一― F71年 のアン

ティゴネ』は現在の南ア政治体制へのなんとも野蛮な告発であり、私は思わず恐しさにふ

るえた。私の次の反応は政治警察の到着を待つことだった一一。

この<南アで最 も政治的な劇>は 、ナタール各地の黒人居住区で、ほとんどが劇場 に行

ったことのない聴衆の前で演 じられ、大好評を博 したという。黒人民衆にとって この劇が、

物珍 しく面白かったか どうかはわからないが、 <政治的 >と いうことが、彼 ら自身の生活

体験と結びついた、という意味であったことはたしかだろう。『 月曜日に金曜日のパン』

(他 の黒人劇団によるマイムの題 )と いう事態は、たしかに、厳密に政治的な現象という

べきである。



この頃か らTECONは 、「 われわれの果すべき役割は黒人共同体の中にある。白人が

関わ ることはその努力を妨 げることに しかな らない」 として、黒人の前でだけ演 じるよ う

になる。 それは黒人意識運動が広が り始 め、 SASOが 『 政策宣言 』 (の ちの『 黒人意識

宣言 』 )を 採択 した時期 と一致 している。 もちろんここに言 う「黒人」 は黒人意識 が定義

した黒人、すなわち「法や伝統 によって、 また政治的 。経済的・社会的に、南 ア社会で集

団 として差別 され、 かつ、 自分達の希望の実現をめざす闘いの担い手を自任する人々」 (

政策宣言 )の ことである。

ここで しばらく、黒人意識運動 によって積極的に再定義 された「黒い こと」の意味に注

目 しておきたい。 この定義 は、故スティーブ・ ビコによれば、「 1.黒人であ ることは皮

膚の色の問題ではな く、精神的態度のあ らわれである。 2.自 分は黒 いと述べるだけで、

人 は解放への道 に踏み出 したことになる。それだけで、人が黒 いとい うことを危険 な存在

の 印として利用 しようとするすべての勢力との問 いに関わ ることになる。」 ということ

を示 している。黒人意識運動登場以前の南ア社会の価値体系には、「 白と黒」 とい う二つ

の中心 があったのではな く、「白いこと」 を唯一の価値基準 とした「 白か白でないか」の

判 断 (自 の優越 )、 および「白でないなら、バ ンツーかカラー ドかイ ンド人か」 という分

断があっただけなのである。「 白」を基準 とする価値体系は、「人間一人 ひとりの尊厳を

ないが しろにする価値体系」の一つである。黒人 はそうした価値体系を拒否 し、黒人の集

団 としての力の自覚 にささえ られて、 自分 自身の価値体系を確立 し、 自分の存在や生 き方

を、他人 によってではな く自分 自身で決定 しなければな らない。 これが黒人意識の基本主

張である。 こうして、「黒 いこと」の再定義、黒人であることの自覚 は、黒人一人 ひとり

の自己尊重の回復 と自力更生を通 じて、人間一般の尊厳を主張 し直 し、その実現のための

黒人 の連帯の回復、 さらに団結 を呼び起そ うとするのである。そこでは、一人 ひとりの自

立 と集団の団結 とが、相互に前提 とな りあっている。 これによって、黒人意識のメツセー

ジが、黒人の集団 としての一体性を強調 しなが ら、一人 ひとりにとってきわめてきび しい

問いかけを含んでいること、 また、黒人意識運動が、黒人共同体の再生 と人間その ものの

再生を一挙同時にめざす、 まさにルネサ ンスであることが理解 されるだろう。 さらに、 そ

の問いかけがいかにもきび しいのは、 それが相互扶助と自力更生のための相互批判 =自 己

批判 なればこそだ、 とい ぅこともわかるだろう。

さてこうした黒人意識のメ ツセー ジを黒人社会のすみずみまで広 めてい く上で、黒人演

劇 の役割 は大きかった。 しか もそれは、既存のイデオロギーを撤布す る「特別教宣部隊」

としてではない。 もとより黒人意識運動はイデオロギーの統一指令部を持たない自立的グ

ループの共鳴と連携か ら成 り立 っているが、黒人演劇 において も、 それ 自身の展開が、「

黒 いこと」を中心 とした価値体系を生み出 してい く過程 だったといえる。

TECONは 、 72年には全国か ら黒人劇団を招 いて演劇祭典を開 くなど、黒人演劇の



最 も活発 な グループだ った。 73年 春 には黒人意識運動 の主 な活動家 が自宅拘禁 の処分 を

受 けたが TECONも 例外で はなか った。 さ らに 74年 秋の FRELIMO祝 賀集会 に次

に SASO、 BPcの 大量逮捕 (約 50人 )で 、 TECONの 3人 を含 む 13名 が起 訴 され

た。 サ ッッ・ クーパ ーは lo年、 ス トリニ・ ムー ドレイは 5年 の刑 を受 け、 現在獄 中 に囚

われている。 リンガム・ムー ドレイは釈放後自宅拘禁された。『 ブラツク。イメージ』の

テキス トは、実は彼 らの起訴状に証拠として添付されたもので、私たちはそれを、 lUE
F(国際大学交流基金 )が発行 した裁判起録で知 りえたわけである。 (解説にあたって参

考にした資料は次国にまとめて掲載 します。 )

◇                ◇

<口   上 >
おれの話はかんたんだ

それは南部アフ リカの先端にある

一 つの共和国で

コーカサス系の少数派ににぎられているが

そこの人びとみんなの土地 だ。

彼 らはほほえみ、に くみ、泣いて、

またいとお しむ・・・・・・・彼 らが人びとだ。

彼 らには尊厳があり、誇 りがあり、

美 しくも人を愛する

そ して もっとも美 しく、彼 らは黒 い。

多 ぜいの者が、身の安全 とひきかえにたましいを売 った

だがそのたましいは救われない。

飢えがあり、病気があり

残忍 と暴力がある。

白人の足は黒人の首を踏 みつけてきた

だが、 それはゆっくりと確実にすべ り落 ちる

おれは心底そう思 っている

アフ リカの誇 り高きけだ ものは立 ちあがる

用心 しろ

おれは働いている男たちを見たことがある。そ して、

灼熱の 日ざしを浴びて背中を したたる彼 らの汗を

腕 ぐみを してあざ笑 う監督たちも。

おれたちの腹のたぎりは炎 となって、 ことごとの悪に



燃 え移 らねばな らない。

だがおれたちの握 るつるは しは、正義の槌 となるべきだ   '
それは真実 を導 くあらたな力 を揮 って

黒人 の心か らの気持 ちを

語 らねばな らない。

おれたちは猛襲 に立 ち向って、頼に笑 みを うかべて、

ドラムの響 きとともに足を踏みな らし

前へ前へ とどこまで も進むだろう

だがおれの話はここらで終 らんといかん。

なんで人 は諸君 に、いとしの、 とか、兄弟の姉妹のとか言 うのだろう

それは諸君が、 そ ういうものにあたるか らだが、

おれた ちはお互 0にはそ ういうことばを使わない。

諸:君 とおれたち,は―●だからだ。

|  <裏  切  者 >
よ う兄弟、てめえは、どんなオタメゴカシにも応えて

歯をきらめか し、

金ぶちメガネの兄弟よ

ご主人様に青い目の忠義だてた目つきを くれやがって。

白無垢のエ ンビ服を着て、

恩着せがま しい応接間で、

わめき、 ささやき、おねがいの、あわれな兄弟よ

かわいそうなやつだ

おまえの土地の燃える太陽 も

その雲一つなく「文明化した」額には

一個の影をおとすものでしかない。

そ して、 おまえのばあさんの小屋のことを思 うと

色抜 きしたおまえの顔 はぱっと赤 らむのだ。

屈辱 と悪意 に満 ちた時代 を通 じて

そしておまえがァフリカの苦い真っ赤な土を踏みにじっているあいだ中

こういう苦悶のことばを、おまえの不安の歩みに

つきまとわせるがいい。

T,あ あ、●れは孤独だ、ここではたった一人なんだ、とな。



南アフリカ?日 本 経済関係近況

日商社、ァフリカに照準 (?)

F発展途上国に対す る経済協力の中で もこ

としは特 に、アフリカ諸国が大手総合商社の

焦点になりそ うだ。各商社が一斉 にアフリカ

に着 目し出 した背景 には、従来経済協力の中

心だった東南アジア諸国が発展途上国か ら「

準中進工業国、中進工業国 」 (通産省 )に発

展 し、経済協力の範囲が比較的狭 くなって き

たことが上げ られる。一方、政府 もアフリカ

など後発発展途上国に対 し、政府開発援助 を

中核 に積極的 に経済協力を進める考えでいる』

(1/1。 日経産業新聞 )

日南アのルステンパーグ社・プラチナ増産計画

「 南 アのルス テ ンパーグ・ プ ラチナム・ マ インズ社 のス ポー クス マ ンは 25日 、同社が

今年 の プ ラチナ生産 高 を昨年実績 の百万 トロイオ ンスか ら百二十万 トロイ 。オ ンス に増 や

す計画 が ある ことを明 らか に した 。この増産計画 は 日本 の貴金属装 身具 製造業 界 と米 国の

自動車各社か らの需要増加 に対応するもの」 (1/27同 )

ロ トヨメ、円高のなかで対南ア輸 出、前年比 45%増

「 アフ リカは、ここ数年不振だ った南アフ

リカが前年比 45%の 大幅増加 となったこと

が寄与 し、全体で前年比 18%の 伸びを示 し

た。政情は依然 として不安定だが市場は回復

基調にある、 とい う」 (1/31 同 )

この コーナーでは、日本 と南アの経済 関係 l‐C

ついて報道 された記事 などを中心に記載 した

いと思 っています 。
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ソエ トの一 日

ソエ トの生活 は午 前 4時頃 lr― は じま る。 ソェ トは 、け っして寝 ぼけて いなぃことに注意

してほ しい 。勤務 を交替 す る労働 者 たちの行 き帰 りの動 きが あるのだ 。労働者 たちを集 め

るため に数分 ごとに出入 りす る列車 の轟音 は 、午 前 4時か ら真夜 中す ぎまで聞 こえ る。

夜明け とともに、灰褐色 の薄 煙 が グ ッ トーを包 み こむ のを想像 してみ てに しぃ。それは、
マ ッチ箱 の よ うな家 々の中で誰れかが起 きあが った ことを示 している。当番 にな っている

者 は 、それ が父 、母 、娘 、息子 のいず れで あれ、石炭 ス トー プに火 をつけ るために最初 に

毛布か らとびだす 。そ うして、煙 はそ れぞれの煙突 か ら出て グ ッ トゥをのみ こむので ある。

少女 の顔 、ふつ う 6～ 10歳 の少女 の顔 が寝 床か ら現 われ る。少女は 、だれかの足 もとゃ

床 にこほ さない ょ り、そ っとおま るをかかえて い る。 ドァのそばで注意 しなが ら床 の上 に

置 き、 ドァを開け、ぉ ま るを持 ちあげ 、それ を外 の地面 にお ろ し、すばゃ く ドァを閉 め る。

再 びそ れ を持 ちあげ 、便所 に捨 てるた め にかけ出す 。男た ちは、室 内用便器 を使いたが ら

翻訳連載 をはじめるにあた って

1976年 6月 に蜂起 した南ァフリカの黒人意識運動、それは ノエ トか ら火の

手があがった 。「 ソェ ト以前、ソェ ト以後 」とい う新 しい表現 が生 まれた′■ど画

期的 なことであったが、反省の気持 をこめて書 くと、私たちが目を向けて きたの

は、警察 との衝突 など、いわゆる商業新聞等が報道する表面的 な出来事の範囲を

こえていなか ったのではないか と思 う。ノエ トの黒人たちは、どんな家に住み、

何 を食べ 、いかにアパル トヘイ ト体制 に苦 しめ られながら生活 しているのか、ま

たいかなる願望 をいだぃて生 き続けているのか、このよ うな日常的かつ具体的 な

背景 を知 ることは、私た ちが黒人の蜂起 を真に理解す るためだけでな く、日本 で

アパル トヘ イト反対運動 をすすめてぃ くぅぇで も欠落 させてはな らない部分であ

ろ う。ノエ トに生まれて育 った著者の体験は、それを伝えて くれるはずである。



ない。だか ら、朝 1/Cな ると彼 らはあわてて裏戸の カンヌキをはず して便所 1/C走 ること1/Cな

る。

湯沸器のついたス トープのある家族は、長いあいだ洗 t/・ 湯を待つ必要がない。前夜の残

り火が水をあたためているか らだ。そ うでない家では、当番になっている者が 1時間′■ど

早 く起 きて、灰 をか き出し、紙 くず、木片、石炭 を入れてス トープに火 をつけねばな らな

いことになる。それか ら、つめたい水を大 きなポ ットに入れてス トープにのせ る。ぉ湯が

用意で きると、家族は交代で部屋の片すみにおいてあるプリキ製のた らいの中でスポンジ

を使 って顔 を洗 う。そ して全員が洗 った後、よごれた水は便所の壁 に 1ケ所だけ取 りつけ

られている排水 日か ら流 しすて られる。

一方 、ス トープの上では、当番の者が巨大 なポットでやわ らかいあらび き粉 のオー トミ

ールを料理 している。シュー シューというヤカンの音、紅茶 とコーヒー月 のジョッキ型 コ

ップを用意する音が、家の中の荒涼 を うちやぶる。夜は寝室 になる食堂兼居間、唯一の寝

室 と台所では、だれかがベ ットを片づけている。他の者たちは服 を着 た り髪 をとか してい

る。女性 な ら、顔 にク リームをぬっている。服 を着た ら、次は食事だ。各人が交代で茶椀

にオー トミールを入れ、フー フーいいなが らすばや く流 しこむ。マー ガリンや ピーナッツ

パターをぬ った茶色のパンを食べることは もちろん、オー トミールに ミルクを加えること

す らぜいた くである。

男たちは上着 のポケットをさわってみて、
〃いまわ しい証明書

″ すなわちパス手帳がま

ちがいな く押 し込め られているかを確認する。それがないと、警察に逮捕 されるか らだ。

女たちもまた、
″いまわしい証 明書

″
をハン ドバ ックの中でさがす。はいっていることが

わかると、彼女たちは自信をもって白人の町へ出かけることがで きるのだ。家の中で行な

われるこれ らの行動は、すべて迅速である。なぜ なら、自人経済の機械が、その車輪 をま

わすために黒人の手 を待 っているか らだ。

そ して、労働者た ちはまだ夜の明け きらないノエ トの通 りにあふれだ し、バス停留所 、

タクツーの列、列車の駅へ と急 ぐのである。労働者のだれかが、通 りに倒れている死体を

見ず にバス、タクシー、列車 にのることは、 きわめてまれで ある。家に帰 らなか った者が

いる家族は、ひど く心配 しなが ら夜明けをむかえる。そ して夜明け ととも1/C、 家族 の一員

がその者をさが しに出かける。通 りに夕1れ ている死体 1/C含 まれていなければ、にっと安心

す る。しか し、警察署や病院で も見つか らなければ、再 び不安になる。最後の頼 りは、政

府の死体置場の死体 を調べることだ。そ こでは、家族の死体 を発見 した者たちの泣 き「‐i・ ぶ

声が聞 こえる。家族の捜索は、あらゆる犠牲 をは らって行 なわれる。なぜなら、つねに雇

用主が長期欠勤の者 を心配 して くれることはないか らだ。

都市への通勤は、大部分が列車で行 なわれる。この広大 な労働力貯水池には約 13の 駅

があり、複線で都市 と結ばれている。別の ウエス トラン ド・ ロケーションか らの線 との主
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要な連絡駅はニューカナダ駅で、グッ トーか ら都市に向かって 2 8 KInの地点にある。

毎 日、ソエ トとヨハネスブルグを往復 している列車は 411本 で、 1日 に片道 20万 人

以上の客 をはこんでいる。列車は 11輛編成で、その うちの 2輛 はク ッション付 シー トの

ついた 1等車、残 りは 3`等車″ と呼ばれているものである。ときど き、列車が駅に止ま

るときに機関士の運転がヘタだと、 1等車の客車 (機関車のす ぐ後ろに連結 されている )

が ｀
他の〃

乗客たちの前になることがある。そんなとき、黒人たちがのる客車はホームか

らはずれて ノロノロ動いているが、彼 らは仕事 に遅れる危険 よりも列車 17Cと びのる危険を

選ぶ。ノエ トの列車は、客たちが乗 り降 りを待 てないことで有名だ。

新聞報道 にょると、南アフ リカ鉄道 の計画技師であるジャック ロィ ド氏は、ノエ トの

列車が実際には どれ ,■ ど混んでいるかを発表 したとき、鉄道狂 と輸送専問家たちを激怒 さ

せた。ヨハネスブルグにある南部 アフリカ鉄道協会 (SAR)に 宛てた報告書の中で、彼

は車輛 の下に取 りつけ られているパ ッテ リー箱が損傷す る問題に関して自分の意見を書い

た。「 私たちは、何が原因か を理解で きなか った。しか し、作業場 でい くつかのテス トを

した結果 、次のことがわか った。すなわち、あま りに もた くさんの人が詰め込まれるため、

その重みで車輛が下がってバ ッテ リー箱が線路 に当た っていたのだ。」

鉄道が利益 をあげて走 ることを可能にしているのは、すべての労働者の中でもっとも賃

金が低いァフリカ人労働者たちである。あるときの予算演説で、運輸大臣は次の ように自

慢気に語 った。「 乗客輸送は、 バ`ンツー ″
カミのる 3等車によって収益が増加 した。」 幹

線 の収益は、 1969年 で 13～ 14%の 増加 を示 した。

列車の整備不良や無謀な運転のために、しば しば事故がお きる。乗客が黒人であれば、

安全は無視 されているかのようだ。ノエ ト社会か らみると、その ような事故はアフリカ人

に対す る故意の虐殺のように思える。なぜか とい うと、何百人 とい うアフ リカ人が死亡 し

た り負傷 しているのに自人運転士は助かっているか らだ。

SARに 補償 を要求 した負場者や家族が勝利することは少なかった。なぜな ら、 SAR
は、要求者が選んだ第三者ではないバンツー問題委員 を通 して法廷外で補償 を解決 しよう

とするか らだ。この とき、パス手帳は もっとも重要 なものであった。すなわち、これ を所

持 していないと要水の資格がなか ったか らだが、では、だれが死亡者の身体か らパス手帳

を抜 きとったのか ? SAR警 察である。まず家族に事故 を知 らせ るのではな く、死亡者

を報告す るのが彼 らの仕事であった。死んだ り負傷 した人物が 非`合法
″

に ノエ トに住ん

でいた場合、賠償は要求で きなか った。うま く賠償が支払われた時で も、それは一括払い

ではな く長期の分割払いであった し

ところで、ポヶットをね らうギャングがいるので、多 くの労働者たちが週給袋や月給袋

をもたずに家にたど りつ くことになる。列車の乗 り降 りでは押 しあいをしなければならな

いため 、女性た ちがハン ドバ ッグ、ス カーフ、靴 などを失なうこともある。肘で押 されて
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メガネをこわされることもある。給料 日に買った食糧や衣服をつめこんだ紙袋は、殺到す

る人ごみの中でバラまかないよう、しっかりと持ち主の胸にだかれている。

鉄道がないディプクルーフ、ミニ ドーランド、ドブノンピルの労働者たちは、バスを利用

している。このパスは、列車と同じだけひどいものである。

数百人の労働者たちは、仕事に行 くのにタクシーを利用している。時間外労働をするた

めに急いでいる者、いつもの列車に乗 り遅れた者、買物をして家に帰るところの者などが

客である。タクシー料金は高 く、台数 も少ない。なぜなら、運輸省発行の免許が必要であ

り、政府の方針は、アフリカ人タクシー所有者をふやさないことだか らだ 。自家用車を持

つアフリカ人労働者たちは、事故を心配 して都市へ車で行 くのをため らう。加えて、駐車

料金やガノリン代がいる。労働者たちが自分の車を使 うのは、日曜日に親戚を訪問したり

結婚式ゃ葬式に出席するときである。

黒人労働者たちが自人の町に着 くと、彼 らが歩 く通 りは、すべての労働者たちが ビルの

中に消えてしまうまで、真黒になるёノエ トヘの帰 りは、午後 4時に始まって 5～ 7時に

ピークとなり、真夜中す ぎまで続 く。 (つづ く)

く 目 次 〉

緊急アッピール Fノ ロモン・ マラング君を救え /』

主張 一  「 私のなかのア フリカ」を読んで思 うこと

10.29集 会アイケー トより

「 静岡アフリカに学ぶ会 」の仲間か ら

吉里吉里人の手紙

黒人意識の詩 =all:Fブ ラック イメージ Jよ り

南ア・ 日本 経済関係近況          ‐

A ⅥrINDOW ON SOWETO

1

3

6

7

9

11

15

16

表紙 1ソ ロモン・ マラング救援を訴えるANCの ポス ター  (D.キ ング作成 )

ア ンチ・ アパル トヘ イ ト ニュース   ANTI― APARTHEID NrWS by J,pan

こむ らどア フ リカ委員会 発行     Anti一 角
"rtheid 00mmitt∞

(O saka)

枚方市香里ケ丘二丁目20番地2 E21-303  c/oK.S himogaki, 1-6-3,

郵便振替 大阪 35095(定 価 200円 )Wakaeminami,H igashiosaka,Japan


