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t/1卜蜂趣
■976年 6月 ■6日 、 ソエ トの子供たちによって火の手がつけられた蜂起は、またたくtに 南ア全上を包み

こんで燃え上がった。政府 と警察による容赦ない弾圧で一時は沈黙させられたかにみえた闘争は、 しか しなが ら
今年のソエ ト峰起 4周 年記念 日を前にして再び大 き〈燃え上がった。今回の蜂起は、まず 4月 中 /Hlに

始まったヵ
ラー ドの子供たちにょる学校ポイコットで口火が切 られた。そして、そこにアフリカ人とイン ド人の子供たちに
よるポイコッ トヵヽ続 き、労働者のス トライキゃバス・ポィコッ トを巻 きこんで広がっていった。ANC(ァ フリ
カ人民族会議 )の 国内地下組織にょる石炭液化燃料施設 SASOLの 爆破 も見逃すことはできない。

ここでは、子供たちにょる闘争を中心に報告する。一般商業紙の報道をもとに出来事 を羅列するため、関争の

真 の姿を正確 に伝え られるかどうかは疑間だ。できるだけ想像力を豊かに して読んでいただきたい。

●
■98o年 2月 、ケープタゥンに近い労働者地区に

ある2校で、 カラー ド生徒たちの不満が爆発 しは じめ

た。生徒たちは、協力的な両親や教師 とともに特別委

員会を結成 し、ケー フ・半島の各地でバンフレットを配

り始めた。 これに対 して、政府は生徒たちに同調 した

自人教師 3人 をノピに した。 (AAM New8 6月 号 )

聰 4月 8日 、緊張が高まつてきた中で、 ■9校 の代表

が集まって新学期の行動計画を決めた。その内容は、

破損 した校舎全部の修匙、教科書の即時発行、強制的

な制服の廃止、何人かの反動的伎長の追放を要求する

ものであった。 (製瀬 News 6月 号 )

赫 4月 ■4日 、 カラー ド生徒たちの学校ポイコットが

始 まった。 6日 間で参加者数は 5千人か ら2万 5千人

に増大 し、ケープ州西部 とヨハネスプルグの各学校だ

けでなく教員養威大学 (TTC)を も含む範囲に拡大

した。特別委員会には、 6■ 校からの代表に加えてT

TCお よびウエスタン・ケープ(カ ラー ド)大学から

の代表 など約 25o名 が結集 した。そ して特別委員会

は「 6■ (校 )委員会Jに改称 され、 4月 末には実質

的 に8o校以上を代表する組織になつた。 (同 上 )

● 4月 24日 、警察は全国的に拡大 したカラー ド生徒

を中心 とする学校ポイコッ トに対す る弾圧を開始 し、

ケープタウンとヨハネスブルクで教師 ■名と生徒 3名

す逮捕 した。ダーバンでは、ィン ド人高校生による集

会 に対 して警察が催涙ガスと警棒を使用 し、数人を負

傷 させた。ポイコッ ト参加者は■o万人以上と推定さ

れているが、その中にはダーバンの大学生 も含まれて

い る。また、 6～ ■2ォ のカラー ド小学生数百人が、

ケー プタウンでボイコッ トに参加 しているとい ぅ情報

もある。 (Tho Tim。 6  4.25 )

自 カラー ド生徒の学校ボイコッ トに関連 して、警察は

ソエ ト教師行動委員会の議長カーテス・ンコン ド氏 を

含 む少な〈とも9名 の黒人を拘留 した。ンコン ド氏は、

ウイッ ト・ゥォー ターズラン ド大学でri入 学生たちに

ボイコッ トを呼びかけた直後に逮捕された。昨年末 t

でアザニア人民機構の議長であった彼は、政府によっ

てポイコット扇動者の一人 と見をされていた。

ポイコッ トは続ぃてぃるが、新 しい 2つ の動 きが出

てきた。ボイコッ トに連帯するイン ド人生徒たちの増

加、白人の大学でポイコッ トに参加するか否かの論議

が起 さていることの 2つ だ。

弾圧 とは別に、政府はカラー ド教師 と白人教師の給

料 を同一にする計画を検討 している。教師の給料の較

差 は、今回のポイコッ トの原因の一つになっていた。

現在 .指導教師レベルでは同一、普通教師 レベルでは

白人の8o～ 85¢ 、補助教師 レベルで76¢ がカラ

ー ド教師に支払われている。 (The Gュ ardian 4.25)

● 4月 29日 、 854名 のカラー ド生徒たちがヨハネ



ス プルグで逮捕 された。翌 日、彼 らは釈放 されて「lll親

に引 き渡 されたが、来月には裁判ルiへ 出廷することに

なるだろう」カラー ド生徒たちのポイコットは今 日も

続 いてお り、ケープ州西部では数千人がプラカー ドを

かかけて集会に参加 している。 (The Times 5.■ )

5月 2日 、 ビンク ・フロイ ト・c)レ コーード″Another

Brick in the Wall″ が南アで発禁になった。理由

は、この曲が学校ボイコッ トを続けているカラー ド生

徒 たちのテーマソングに使われているか らだ。当局は、

この曲は「国家の安全に危害を与えるJ、 と発表 した。

生徒たちは、歌詞を変えて次のように歌 っている。

「 おれたちは、平等な施設が欲 しいのさ。押 しつけの

支配 など、いらない よ。ヘイ、ポリ公、おれたち子供

にかまわないて くれ。すべては、平和的な抗議の一つ

にす ぎないんだぜ。」 (Daily Telegraph 5.3)

日 5月 6日 、 6■ (校 )委 員会はポイコッ トを中止す

るつ もりだとい う声明を発表 した。彼 らは声明の中で、

従来の劣等 な人種主義的教育を受け入れて学校復帰す

るわけではない、と述べている。ナター /17州 でも、カ

ラー ドとイン ド人高校生が集会を開いて中止を決定 し

た。最終的な決定は、 5月 ■0日 の委員会で行なわれ

る予定だ。それまでの間、学生 と教師が共同作成 した

「臨時教育 プログラム」で勉強するよう、委員会は生

徒 たちに呼 びかけている。

この声明の前 日(5日 )、 ボータ首相はアメとムチ

の演説を していた。政府はポイコッ トで国内が混乱す

ることを絶対に許さない、 と彼は警告 した。 しか し同

時 に、カラー ド生徒たちは ″もっともな不満クをもっ

ている、 と認めた。そ して、その不満が完全に解消さ

れ ることを自分の個人的な仕事にする、 と公言 した。

また首相は、教育制度の全面的な調査 を命 じているこ

とを明らかにした。

カラー ドの政党指導者 たちは、首相の発言を歓迎 し

た。 しか し生徒の リーダーたちは、ポイコッ トを止め

る理由は首相の発言があったからではな〈、自分たち

が多大の成果 を得たと判断 したからだ、 と語った。

6■ (校 )委 員会の声明によると、 ポイコッ トに参加

した生徒たちの間には驚 くほど固い団結・統一・規律

が生まれた。また、すべての学校で自分たちの代表を

選 出することに生徒たちが賛成 した。さらには、両親

教師・生徒の間に″支持 と一体化の新 しい関係″が

出来たという。 (The Timee 5,7)

● 5月 ■5・ ■6日 の2日 間で、警察は少なくとも1

75名 の711人生徒 をケープ州東部で逮捕 した。同地で

は、数 日前か らピヤホールの焼 きうちなどが続いてい

た。警察の発表によると、逮捕者の中の32名 (■ 2

才の子供を含む )は 、 ■5日 にポー トエリザペスで殺

されたアルフレッ ド・ ソャの事件に関連 しているとい

う。黒人のソヤは平和調停 9人委員会のメンパーで、

ポイコッ トを止めて学校へ行 〈よう呼びかけていた時、

2000人 の怒った子供たちによる投石で殺 された。

黒人の生徒たちは、全国的な学校ポイコッ トを続けて

いる。 (The Guaralan 5.■ 7 )

み 5月 ■9日 、南アの主要な黒人用大学であるフォー

ト‐ヘヤー大学が、学校当局にょって無期限に閉鎖さ

れた。学生たちは、 カラー ド高校生 を中心に行 なわれ

てきたポイコッ トを支援 して、自分たちも授業に出る

のを拒否 していた。約■80o名 の学生 に対する学校

閉鎖は、教育当局による最初の強行措置である。

( Intern Herald Trib  5.2o )

%5月 25日 、黒人の生徒や労働者による■976年
以来の大規模な蜂起に対 して、警察は全国的な弾圧を

開始 した。オレンジ自由州の中心都市ブルーム・ フォ

ンテンの近 くにある黒人タウンシップでは、武装 した

警官が投石する子供や民衆に対 して催涙 ガスを使用 し

た。そ して23日 から24日 未明にかけて、少なくと

も3■ 名が逮捕された。同地では、不平等 な人種差別

的教育制度に抗議する生徒たちの怒った行動が続 き、

映画館が焼 き打ちされた り、黒人警官の家に爆弾が投

げ こまれたりしている.

またケープ州東部では、逮捕された仲間の釈放を求

て警察署に向っていた生徒 ■5o名 が逮捕された。

( Financial Timeo & The Guardian 5.24)

● 5月 24日 の朝、約 5o00人 のカラー ド生徒たち

が人種的平等を求めてケープタゥンの商店街をデモ行

進 した。 2時 間後、警察が警棒を使って解散させ、 7

5名 を逮捕、数人を負傷させた。 このデモは、ター プ

半島各地で高校生によって同時に展開された多 〈の抗

議行動の一つたった。 これらの抗議行動によって、全

部 で■05名 の生徒が逮捕された。



カラー ドの生徒たちは、歌 をうたった り「平等 な権

fllを 我 々に 1」 と叫びながら大通 りを行進 した。 この

ような光景は、ケープタウンでは■976年 以来のこ

とだ。 ポイコッ トを続けてきたカラー ド高校生たちは、

26日 までに学校へもどらないと退学 させるという最

後通告を当局から受けている。 しか し、広範なポイコ

ッ トは続 きそ うだ。デモ参加者たちは、次のように語

つた。「我 々は、退学の脅迫に抗識するとともに、閉

鎖 されたフオー ト・ヘヤー大学の学生 との連帯 を表明

す る。」 (The Tim。 85,26)

● 5月 25・ 26日 の 2日 間で、教会の指導者 および

黒人・ カラー ド・イン ド入社会の指導者など■00人

以上が逮捕 された。これは、政府が学生 と労働者の動

きな封 じるためにとった手段の一つである。 ヨハネス

プルグでは、南ア・ キリス ト教徒協議会の前事務局長

ジョン・ トーン牧師の釈放を求めて警察本部へ行進 し

ていた52人 の牧師たちが逮捕された。その中には、

同協議会の現事務局長デスモン ド・ チュチュ司教 も合

まれている。その他の地域では、ケー プ畑西部で 30

人、ケー プ州東部で 25人、キンバ リーで3人が逮捕

された。 (「 inancial Tl理 oe 5。 27)

領 5月 30日 からの一昼夜にわたる全国的な弾圧で、

警 察は少 なくとも56名 の大学教授・高校教師・生徒

を逮捕 した。容疑は、国内治安維持法 ■0条 および一

般 修正法 22条違反である。

ケー プ′ウンでは、ウエスタン‐ケー プ(カ ラー ド)

大学の教授 や職員 7名 、イン ド人の高校教師 2名、高

校生 2名 が逮捕 された。 ヨハネスプルグでは、有名な

カ ラー ドの リーダーであるカラー ド行動委員会の ミリ

ー・ リチャー ドが逮捕された。メ・一人ンでは、ダーパ

ン・ウエス トビル大学の 3名 が夜明け前に自宅で逮捕

された。マ リッツパーグでは、父親 ■人 と学生■人が

逮捕された。 この父親 は、ポイコッ ト中の生徒たちを

支援するために結成 された中部・両親支援委員会のメ

ンパーだった。以上の■7名 は氏名が公表 されている

が、ケー ブ州東部で逮捕された 59名 は氏名が公表さ

れ ていない。ボー トェ リザベス秘密警察の発表による

と、その中には生徒や学生が含まれているという。

( The Star 5.3■  )

● 5月 5o日 、ボータ首相は高まる一方の抗議行動に

対 して、「不穏 な状況 を生み出そ うとする諸行動は、
″
国家の総力々をあげた反撃を受けることになるだろ

う。」、 と警告 した。南ア国防軍は、主要都市に戦車

や装甲車を配続 している。 (Financial TimeS5.3■ )

璽 黒人・カラー ド・ イン ド人の生徒たちが全国的に学

校 ポイコッ トを続けている中で、 ソエ トの生徒たちだ

けは奇妙に平静 を保ってきた。 しか し、 ■976年 に

ソエ トの子供たちが射殺された四周年記念 目を直ら1に

して、 これまでくすぶり続けて きた黒人生徒 たちと当

局 との対立は爆発寸前になっている。当局が学校代表

者 協議会の結成を認めなかったことに対する抗議の坐

り込みに続いて、教軒たちは中間試験の作成を拒否 じ

た。 この拒否は、暮市財置による広範なソエ トの調査

が発表されたことに抗議 して行なわれた。大企業の支

援 で■976年 に設立された都市財団は、都市に住む

黒人の生活向上のためだけでなく、自分たちの状況を

救済するために革命や社会主義 を志向する必要はない

ことを黒人たちに納得させるために活動 している。

ヨハネスブルグのカラー ドとイン ド人生徒たちは、

ナタール・イン ド入協議会の議長を含む指導者たちの

逮捕に反発 して学校ポイコッ トの継続を決めた。また

ナ タール州でも、生徒たちは態度を硬化させてポイコ

ッ ト継続 を決めた。これに対 して、先週、 イン ド人教

育局は数千人の生徒に対する停学を命 した。停学を受

け たダーバンの生徒たちの両親は、停学が取 り消され

る とともにナタール・イン ド人協議会の指導者たちが

釈放されるtで ポイコットを支援することを決定 した。

( ThO  Guardian  6.9 )

量 ソエ ト暴動 4司 年記念 日の 6月 ■6日 、 ノエ トでは

教会の祈薦会に集まっていた民衆に対 して警察が '(
じゃみガス″

を使用 した。また、この教会の付近を通

行 中のパスに投石 した著者の集団は、警棒と盾で武装

した警官によって興散させられた。警察の発表による

と、 ヨハネスブルグのカラー ド居住地区でも生徒たち

に よるパス投石が行なわれた。ケープタウン、 ブルー

ムフォンテン、ダーバンでは、パスだけでなくタンク

ロー リーにも投石が行 なわれ、警察は催涙 ガスを使っ

て生徒たちを解散させた。

在宅ス トの呼びかけにもかかわらず、この日(■ 6

日 )、 全国的にみるとケー ブ州西部を除いて黒人労働



者 たちは通常に出勤 した。 しか しヶ一 ブ州では、黒人

お よびカラー ド労働者の75%以 上が仕事を休んだ。

ケー イタウンでは、 ■o人以上の集会禁上に反 して集

まつていた200人 の黒人を警棒で解散させようとし

た警官の■人が殺された。この事件に関連 して、警察

は外国人ジャーナリストの黒人居住区立入禁上を発表

した。理由は、「何人かの報道関係者は、投石や暴動

行為をするようソエ トなどで公然と黒人の若者たちを

扇動 している。」、からというものだった。

( The euardian 6.■7 )

穂 6月 ■7日 夜、タープタウンのカラー ド居住地区で

暴動が発生 し、その規模は4年前のソエ ト暴動に匹敵

す るものとなった。警察は数字 を発表 していないが、

病院での調査 などから推定すると、死者は4o名 以上、

多ければ6o名 にのなるもの と思われる。また投石さ

れた警官や運転手を含めて、少なくとも2oo名 以上

が負傷 した。

料金値上げに抗議 して両親たちが 2週 間に及ぶパス

ポイコッ トを続ける一方で、カラー ド生徒たちは過去

2ヶ 月の学校ポイコットを継続 している。

( Financia! Timo8 6.■ 9 )

ι 6月 25日 、有名な反体制活動家である自人のヘレ

ン・ ジョセフ女史 (75才 )は、あらゆる政治集会へ

の出席および学生や生徒の集会での講演 と教授を禁止

された。最近の黒人・ カラー ド・ イン ド人生徒たちに

よる抗議行動の中で、彼女はい くつかの集会に招かれ

て講演 していた。ダーバンでは、彼女の話を聞 くため

に 5ooo人 のイン ド人生徒たちが集まつたこともあ

つた。 ( Th0 0uardian 6.26 )

彎 もはや学校 ポイヨッ トか ら生 じる不穏 な状況は黙認

されない、 と南ア警察大臣が語 った.学校内での集会

禁止命令は、 きび しく適用されることになるだろ う。

( Financial Times 7.■■ )

● 7月 22日 、 ケニ ブ州東部のキングウイリアムズ′

ウンの黒人居住区にある高校で警官と生徒の衝突があ

り、学校ポイコッ トを続けていた黒人生徒 ■6o名 が

負傷 した。警棒で頭 と手足を負傷 させられた58名 が

入院 し、 ■oo名以上が手当を受けた。 この中には、

何人かの重傷者 も含まれているという。

警察の発表によると、ポー トェリザベスを除いて黒

人生徒たちのポイコッ トは弱まっている。先週、カラ

ー ド生徒たちは 3ヶ 月間も続いた学校ポイコッ トを中

止 した。 (UP1 7.25)

彎 先週末、 2人 の黒人がケーブ州東部のグラハムズメ

ウンで警官に射殺された.同 地では、警官が■6才 の

少年 を射殺 したことなどに対する抗議行動が高ま り、

葬儀に集まった人 々を中心に暴動が頻発 していた。殺

された黒人の一人は、先の騒乱で同 じく警官に射殺さ

れ た母親の葬儀が行 なわれている時に射殺 された。そ

して彼 自身の葬儀は、学校 6校・住宅 2軒・公営 ビヤ

ホール■ケ所が放火される混乱の中で行なわれた。ま

た警察車には石や火炎 ビンが投げつけられ、警察は鳥

猟銃を発砲 した。ヶ一 プ州東部の主要都市では、今だ

にほぼ全部の学校でポイコットが続けられているが、

フォー ト・ヘヤー大学の学生たちは昨日(27日 )か

らキャンパスにもど ,始 めた。

全国的にみると、注 目の焦点はケープ州東部か らヨ

ハネスブルクトょびソエ トに移 りつつあるようだ。 ョ

ハネスプルタの黒人電気労働者 ■35o名 の解雇に対

して、黒人労働者の同情ス トが広が りつつある。

( The Guardian 7.28 )
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■週間におよぶカラー ド学生たちの授業 ポイコッ ト

は、悪冬件の学校施設・教科書の不足・低い教育水準

に対する単なる抗議以上のものであった。学生たち自

身が語っているように、それは「劣等な教育 。人種主

義的 な教育」、すなわち永久にカラー ドを三流の市民

に しておくょう仕組まれていると彼 らが確信する教育

制度全体に対する抗議であったのだ。

学校ポイコッ トは、最終的にはアパル トヘイ ト体市u

に対するカラー ド社会全体による抗議にまで発展 した。

アパル トヘイ ト体制は、過去 3o年間、三流の地位 に

甘ん じるようカラー ドを威 した りすか した りしてきた。

ポイコッ トで注 目される点は、両親や教師たちが自

分 たちの子供によって行なわれている行動に結集 して

支援 していることだ。ケー プ・タイムス紙が社説で書

いていたように、「両親や教師に支援された生徒たち

の大規模な動員は、 カラー ド社会全体が子供たちの行

動 を認めていることを表わ している。」

今回のポイコッ トの源流は、 ■976年 の黒入学生

による蜂起にまでさかのぼることができる。その時、

ケーブ州西部のカラー ド生徒たちは政府の人種差別的

教育制度に抗議 して、 しばらくのあいだ黒人の仲間た

ちに合流 した。政府の改善約束でカラー ド生徒たちは

ポイコットを中止 したが、これ らの約束はほとん ど実

行 されなかった。 ケー プ州西部の多 くの学校は、いま

だに■976年 の傷 あとを残 したままである。今 日、

政府は改善 を実行すると再び約束 している。

■976年 の蜂起 と同 じく、ポイコッ トは自然発生

的に始まった。 しかし■976年 とちがうのrl、 す ぐ

に学生たちが統制のとれた組織をつ くったことだ。「

6■ (校 )委員会」 として知 られる組織は、まず各技

にポイコッ トを呼びかけて行動を調整 し、それか ら両

親や教師たちの支持を求めた。 このポイコットが流血

な しに遂行された事実は、 ■976年 の大虐殺を避け

ようとした警察側の意向だけでなく、学生たち自身の

自己統制された行動をも反映 している。

有名 なカラー ドの神学者であり、かつウェスタン・

ケープ(カ ラー ド)大学で礼拝牧師をしているアラン

・ボーサク博士は、次の ように語っている。「学生た

ちは、実によく考えて行動 した。まず、例えば破壊さ

れたままの校碁のようにヽ容易に目につく不満に両親

た ちの注意を向けさせた。それか ら彼 らは、その原因

についての考え方を両親たちに説明した。つま り、劣

等 な教育制度全体が問題であること、さらには三流の

市民 として扱われることを自分たち自身が許 してきた

ためにそのようになっていることを。」

■976年以降、 カラー ド学生たちは両親たちに対

して次第に批判的になってきていた。学生たちは、両

親 たちが自人より劣った地位に trん じている (た とえ

本意ではないにしても)と 判断 したか らだ。一人のカ

ラー ド学生は、そのことを次のょうに語った。「 もし

両親たちが学生時代に自分たちの諸権利を求めて立ち

上 がっていたなら、我 々が今 日、そのためにたたかう

必要はなかったかもしれないのに。」

カラー ドは、混血結婚禁上法 (■ 949年 )が制定

された以前の混血の先祖をもつことか ら、 しば しば ″



ブラウン アフリカーナ″ と呼ばれる。 しか し、 この

ような歴史をもつ全国で25o万 人のヵラー ドが、歴

代のナショナリス ト政権からぞんざいな扱いを受けて

きたことは、まぎれもない事実だ。法律 によってカラ

ー ドに区分された■948年以降、選挙権 の剰奪、集

団地域法によるケー プ′ウンから他地域への何千人 と

い う大量追放、教育へのアパル トヘイ ト導入、さらに

は他のさ崚ざまな分野での法律的差別 などが行なわれ

てきた。また、国会で議席をもつかわ りに、カラー ド

代表者協議会 (ORC)が 導入された。選挙で組織さ

れ るとはいっても、 CRCは実行力のない決議をする

だけで、その無力が明 らかになるとカラー ド社会か ら

急、速に信頼を失 なっていった。

数ケ月前、やっとの思いでC■ Cが牙 をむきたそ う

とした時、政府はす く'に CRCの 解体を決定 し′、その

か わりに任命お1の カラー ド入協議会 (CPC)を 設立
.

す ると発表 した。 しか しながら、政府が今だにCPC

に任命するカラー ド指導者を見つけられないでいる事

実 は、今 日、カラー ドと政府のあいだに存在するミノ

の深さを証明 している。

カラー ド学生のポイコッ トか ら得 られた教訓の一つ

は、政府に認められた ″指導者″、す ぐに政府 と交渉

しようとする ク
指導者″は、カラー ド社会全体から爪

は じきにされるとい うことだ。そのようなことで有名

に なったカラー ドlal、 ウエスタン・ケー プ(カ ラー ド)

大学の学長 リチャー ド・バン・デ 。ロス教授、 ″穏健″

な教員組織の代表者 フランクリン 'ソ ナ氏 などだ。彼

らは、かつては自分たちの助言に注 目して くれていた

人 々によ嗜て次第に否定されていった。

以上の ようなすべての出来事は、カラー ドとイン ド

人 を引 き込んで憲法 を改正 し、圧倒的多数のアフリカ

人 に対応 しようという政府の計画を挫折させた。政府

は、憲法・経済・社会問題等について大統領に助言す

る任命制の大統領諮問 60人委員会にカラー ドが就任

す ることを希望 していた。 しか し、この委員会をつく

るアイデアは、すでに有力なカラー ド政治指導者たち

に よって拒否されている。そ して、政府がカラー ド社

会 の リーダーだと認める人物ではなくて、真の リーダ

ーが前面に出てくるのは困難な状況になつている。

剛置。蜘智`緑逓刊
.

南アフリカの状況をみていると、手錠が不足 し、刑

務所から投獄者が溢れ、絞首刑台の縄がす り切れてし

ま うのではないかと思えて くる。最近、これらに関す

る■979年 の
｀
統計

″
が断片的に明らかになってき

た。以下に掲げた数字は、すべて政府および当局者の

発表によるものである。念のため。

バス法違反で逮捕された黒人は、年間 20万人以上。

その うち約■2万人が警察、 8万 3597人 が行政当

局 によって逮捕 された。

投獄の判決を受けた人数は、年間 25万 8957人 。

これ以外 に、未決の 24万 6455人 も拘留されてい

た。 ■日平均O級役者数は、 9万 9292人 。全人口

に占める服役者数の害」合は、世界最高である。

終身刑で投獄 されていた人数は、全部で 247人。

その うち、 66人 が政治犯。

■980年 ■月 24日 現在、投獄されている政治犯

は全部で498人 。内訳は、 カラー ド8人 、イン ド人

2人 、黒人 488人 。

■98o年 5月 現在、ロベン島の刑務所には全部で

482人 が投獄されていた。その うち、 38人 は終身

刑。また、ナ ミビアからの53人 も含まれている。 ロ

ベ ン島はケー ブ′ウンの沖 ■0キ ロにある孤島で、自

人の侵略の初期から反逆 した奴隷や抵抗 したアプリカ

人の牢獄島として使用されてきた。現在では、非白人

重罪犯 (政治犯 )の 刑務所になっている。

年間■55人 が絞首刑 を執行された。 3日 に■人の

割合になる。内訳は、自人 2人、 カラー ド35人、黒

人 98人。この数字は、■9■ 0年 に南アフリカ連邦

が設立されて以来の最高。ちなみに、■9■ ■年の絞

首刑は57人、次第に増加 して■978年 は■32人。

(The Tim00  ■98o.5.■ 3 )



『ノンサカ協定』から『ジンバブエ制憲鋼
――その4

79年 9月 24日  愛国戦線代表団は英国との二者協

議で、独立後の白人議席数問題で英国提案の「黒人

80%、 自人 20%」 の比率を受け入れる方針を明

らかにした。

10月 3日  英国は「憲法最終提案」をソニルズベ リ

政権と愛国戦線両代表団に提出、諾否の回答を 8日

までに提出するよう要請 した。両代表団は期限まで

に回答するため提案を検討することを約束 した。 し

か し愛国戦線は提案の内容にかなりの不満を持 つて

おり、受諾するかどうか、まだ微妙である.

憲法最終案の骨子

o ジンパブエ・ローデシァは共和国とし、憲法上

の元首である大統領と行政権を握 る首相を設ける。

o 大統領は議会が選出 し、首相は大統領が下院の

多数の支持を得ると考える人物を任命 し、閣僚は

首相の助言で大統領が任命する。

o 議会は下院 (100人 )、 上院 (40人 )で 構

成 し、下院議席の うち80人 は黒人、 20人 は白

人 とする。選挙権は 18歳以上のすべての国民に

与える。

o 1965年 11月 11日 の一方的独立宣言後に

本国 した自人にも市民権を与えるとともに、二重

国籍を認める。

o 「 権利宣言」で国民の経済的、社会的諸権利を

保障する。

o 警察は首相の助言で大統領が任命する長官の指

揮下に置き、軍は陸軍、空軍、その他で構成 し各

軍は首相の助言で大統領が任命する司令官の指揮

下に置かれる。

o 憲法改正は下院全議員の 70%以 上の賛成を必

要とし、全下院議員が賛成 しない限り白人議席に

関する憲法条項は 7年、「権利宣言」は 10年間、

改正できない。

この「最終提案」は9月 12日 の会議で提出した

草案を、その後の両代表団との合同、個別協議によ

つて修正 したものである。基本的には下院 100議
席のうち白人に20議席を確保 し、「独立後 7年間

はこれを保証J、 代わりに自人に与えられていた憲

法改正拒否権を消滅させたこと、大統領は憲法上の

国家元首で、議会多数派の推す首相を任命するが、

あらゆる行政、軍事、警察権限は首相の下に置かれ

ること、自人を含めて、現在住んでいる人に平等な

市民権を与えること、財産の没収などの報復行為は

禁止することなどから成っている。

ムブレワ首相のソールズベ リ政権は、 この条項に

既に原則的合意を与えているので、受諾は決定的と

いえる。

これに対 して愛国戦線は白人議席については合意

したものの、大統領権限を強化すること、自人の土

地没収の可能性を書き込むこと、 1965年 の一方

的独立宣言以後に移住した白人への市民権を留保す

ること、などを要求 して英国政府と対立、協議は進

まなか つた。

10月 5日  ソールズベリ政権のムブレヮ首相は、英

政府の示 した最終回答期限の 8日 に先立ってジンバ

ブエ憲法・ 英国草案の受諾を発表 した。また同政権

は、当初反対 していた新憲法による国会議員選挙を

「英国管理下」で改めて行 うことにも同意 した。 こ

れに対 して、同政権 と内戦状態にある愛国戦線は英

国草案に受け入れられない点が多いとし、 8日 には

「諾否」の回答をせず、なお交渉継続を求める態度

である。

10月 8日  英国提案の憲法草案についての最終回答

期限である8日 午前、愛国戦線代表団が開会延期を

申し入れた。

愛国戦線は修正案を提出 して、英国、ソールズベ

リ政権の主張する首相への全権委譲 (大 統領を憲法

上の国家元首として実権のないものとする )に つい

ては譲歩 したが、白人の市民権制限 (1965年 の

白人政権一方的独立宣言以後の移住者を市民権から



除 く )、 土地没収の可能性、白人保護条項の 7な い

|し 10年間保証については、これは拒否 した。

10月 9日  キャリントン英国外相は、愛国戦線が前

日提出した修正憲法草案をほぼ全面的に拒否、既に

ソールズベリ政権か合意 している英国憲法草案に対

して 11日 朝の本会議で、イエスかノーかの回答を

するよう最後通告を出 した。

10月 15日  英国外相は、英饉作成の憲法草案に保

留の態度を示 し続けている愛国戦線に対 して、 これ

以上同戦線の「受諾」回答を持つことはできないと

して、「英案を受け入れなければソールズベ リ政権

のムブレヮ首相と単独交渉を開始する」と通告 した。

しかし同時に「英案に賛成するならいつでも会議に

参加できる」と愛国戦線llllに 再考を促 している。愛

国戦線は英国案をのむか会議から除外 されるかの瀬

戸際に追いつめられた。

愛国戦線は英国案のほとんどの部分には賛成 した

が、自人の土地所有保障及びこれを没収する場合の

補償金、保護規定を 10年間保障する条項及び行政、

軍事、警察、司法各分野での白人権力残存の可能性

について態度を保留 している。

10月 16日  愛国戦線か軟化。愛国戦線スポークス

マンは「少数白人が所有する土地の問題が解決すれ

ば、愛国戦線はローデシア全当事者会議再開に応 じ

る」との声明を発表した。

10月 18ロ  ジンバブエ愛国戦線のムガベ、スコモ

共園議長は、キヤ リントン英外相に対 して、同戦線

の英提案憲法草案への保留態度を撤回 して、独立ま

での過渡期間協定の討議に参加することを申し出た。

愛国戦線は英憲法草案に対 して、自人の土地所有

の保有の保鴫、独立政府によるそれら土地買い上げ

の際の補鎮金支払い、自人がなお行政、治安機構に

高級職員として残る可能性などで反対 し、その後「

白人土地買い上げの補ィ噴金はだれが支払 うか」に焦

点を絞って保留の態度を続けていた。 しかしこの締

鑽 金支払のための「 ジンバブエ農業基金」が米国、

英国、欧州共同体 (EC)諸 国のきょ出金でできる

メ ドがついたこと、またロンドン制憲会議の将来を

憂慮 したタンザニアのニエレレ大統領などによる「

前線諸国首脳会議」が 17日 、ダルエスサラームで

開かれ、英憲法草案への反対がなか つたことから、

ついに憲法草案受け入れを決めたようである。

10月 22日  英国は「 ジンバブエ憲法実施のための

取 り決め」について 13項 目の提案を文書で示 した。

提案は、公正で自由な総選挙実施を確保するための

諸手続きを明 らかにしているが、肝心の暫定期間の

長さには一切解れていないし、総選挙実施の前提と

なるソールズベ リ政府軍、愛国戦線軍による停線や、

両軍の中立化は「今後の合意に持つ」とな つており、

同提案をたたき台にこれから激 しい駆け弓Iき が続 き

そうだ。 提案の主な内容は次の通 り。

o 英国は英国人総督を任命 し、同総督が暫定期間

の行政、立法権を握る。

o 英国は総選挙管理のため、選挙管理委員長を任

命する。英国は同委員長を補佐するスタッフを置

く。

o 紛争当事者相互に公正な選挙を保障するため、

選挙管理委員長を議長とする選挙管理委員会を作

り、双方代表が同委員会に代表を送る。

o 総選挙を監視するため、英連邦諸国のオブザー

バーを送 る。

o 暫定期間中、軍司令官は総督に責任を負い、総

督は警察権を握 る。

。 ソールズベ リ政府車、愛国戦線軍双方は、総選

挙実施に備えて停線と両軍の中立化に合意する。

総選挙の結果、新たな政府ができ次第、ジンパブ

エは独立国家となる。

今度の英国提案は愛国戦線の主張とは全 くかけはな

れており、愛国戦線指導者スコモ氏は「英国 |ま 公正

であると考えておらず、英国管理下の総選挙実施に

は強 く反対する」と反論 した。

10月 23日  ソールズベリ政府軍司令部は、同軍の

特殊空挺部隊が空軍の支援を受けて隣接するザ ンピ

ア内の愛国戦線ゲ リラ基地を攻撃、破壊、大量の兵

器を捕獲 したと発表 した。ザンピアから海への連絡

路となっているタンザ ン鉄道の国境にある橋が、今

月初めローデシア側特殊部隊によつて破壊されたた

め、ザ ンビアは食料危機に陥っている。

10月 27日  ムブレヮ首相は憲法実施と独立までの

過渡期 1闘 取り決めについて英国提案に原則的合意を
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見通し ヱアカ・ノロ知″:L・、7゛7つ

= 
通  禁         労働 許可証        夜 間通行証

ネ ク タイ       よそ い きスー ツ
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表明、新憲法下の初選挙魔行までに同政権は退陣 し、

行政、軍事、立法及び選挙管理の全権を英国政府の

任命する英国人総督に委議することを明らかにした。

11月 1日  愛国戦線スポークスマンは「英国が暫定

期間中の法と秩序の維持をソールズベ リ政府の警察

にゆだねるとの提案をゴリ押 しするなら、われわれ

は荷物をまとめてジャングルに帰 り、武装闘争によ

り勝利を目指す」と会議ポイコットの可能性を示

した。愛国戦線はソールズベリ警察の実態は軍事警

察であり、自由で公正な選挙はおろか愛国戦線指導

者や立候補者の身辺の安全 さえおぼつかない。暫定

期間を英提案通り2カ 月とすれば、総選挙は雨期最

中の来年 1月 か2月 となり、農村を基盤とする愛国

戦線に不利だと強硬に反対 している。

11月 2日  キャリントン英外相は、独立総選挙に至

る暫定期間中、愛国戦線の武装兵力を部分的にロー

デシアに駐留させることを骨子 とする新提案を行 つ

た。英提案はまた、暫定期間中、英国が治安部隊を

常駐 させ、 ローデシアを英国の全面統治下に置くこ

とを提唱 している。

11月 3日  ムガベ、スコモ両氏の共同記者会見で、

英国が前 日提案 した「 暫定期FFSの 取 り決め」最終案

について「軍や警察の扱いを含め、提案はソールズ

ベ リ政府に極めて有利であり、到底、自由で公正な

独立総選挙は不可能だ。今後の交渉で英国の議歩を

迫る」と語 つた。

これに対 し、キャリントン英外相は「交渉の余地は

ほとんとない」として、愛国戦線に提案の受諾を追

る一方、できるだけ早い時期に最終議題の停線問題

討議に移る方針を明 らかにしている。

11月 4日  会議はようやく最後の議題の内戦終結・

停戦取 り決めに入 り、曲がりなりにも合意に達する

見込みとなってきた。

すでにジンバブエ国内白人少数派の特権を破棄 し

ながらも、自人の保護を規定 した独立憲法草案に双

方が合意 している。また第 2の 議題である憲法によ

る総選挙実施の管理及びそれまでの行政権について

も英国提案に対 してソールズベ リ政権は同意、愛国

戦線は5日 正式回答を出す予定。同戦線としては会

議からはずれればゲ リラ戦を続けて新憲法下のソー

ルズベ リ政権 と戦 うほかはないわけだが、それには

タンザニアなど前戦諸国の支援が不可欠である。前

戦諸国の態度は英国の路線にかなり近い兆候がある。

11月 6日  ソールズベ リ政府は、同国から陸路ザ ン

ピアに運送されるメーズ (ト ウモロコシ)の 輸送を

一切禁止することを決定 した。タンザン鉄道を破壊

されてしゃ断されたままなので、 この結果まったく

陸の孤島と化 した。ザ ンビアは、主食のメーズが不

不足で凶作となり、消費量の 4カ 月半分 しか収穫で

きなか つた。そのため、メーズが余 っている南アフ

リカから輸入する契約をすませたばかりだった。

11月 9日  愛国戦線代表団は「自由で公正な独立総

選挙に不可欠な条件を満たしていない」として、英

政府の最終案をほぼ全面的に拒否 した。同戦線は同

時に①暫定期間の行政と、法と秩序の維持に、愛国

戦線とソールズベ リ政府を同等に参加させる。②暫

定期間は自由て公正な独立選挙に必要な長さ (6カ

月 )と する。③中立的な機関が停戦を監視する一

などを改めて要求 した。

11月 14日  英保守党政府が緊急上程 していた「南

ローデシア」法案は上下両院を通過、エリザベス英

女王の裁可を得て正式に立法化された。

11月 15日  愛国戦線は暫定問題で英国案をのむ。

休戦から総選挙、および独立に至るまでの暫定期間

について合意 した。残すは休戦問題だけとなり、ロ

ーデシア・ ジンバブエ問題の話 し合い解決は大きく

前進 した。

11月 20日  ザンピアのカウンダ大統領はソールズ

ベ リ政権に対する全面戦争のための全軍の動員令を

布告 した。国大統領はこの戦争にはザ ンピアに根拠

地を持つジンバブエ愛国戦線 ヌコモ派のゲ リラ軍 も

参加すると述べている。ザ ンビアはここ数日ソール

ズベ リ政府軍の侵攻で南部の道路、橋などを大がか

りに破壊され、経済的にもかなりの打撃を受けてい

たが、 ジンバブエ制憲会議が最終段階に達 した時点

で「宣戦布告」に近い宣言を行ったことで、同会議

の行方 も険 しいものとなった。

11月 22日  ソールズベリ政薇のムブレワ首相は、

ロンドンのジンバう工会議休戦協定が近 く成立する

のを見越 して政治犯の釈放を開始 した。
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次の朝、バスの彼等に別れをつげてイース トロンド

ンヘ出発する。ヒッチの途中で、オース トラリア人の

3人連をひろう。ゆるやかな丘陵が続き、それが牧草

地になっており、牛や羊が草を食べている。所々に円

形状の黒人の家が 50～ 100戸 と集落をな して見え

る。他のアフリカの国々とくらべると豊かに見えるけ

ど南アからくらべると貧 しく見える風景だ。 トランス

カイの町では、大きな工場が見え、その周囲に黒人労

働者の住居が、マ ッチ箱のように並んで建っている。

イース トロンドンでオース トラリア人と別れ、おれ

は 3台 の車をヒツチ して、 200Kほ ど行ったグラハ

ムズタウンに泊 る。ローズ大学の学生下宿に泊めても

らう。 ローズ大学とは、セシルローズが資金を出 して

建てたのが始まりで、学生 3000人 の大学である。

下宿には男子 4人女子 2人 の 6人 が住んでいて、彼等

に英和、1奄 は和英を持 つての会話をした。彼等の身近

な問題は、やはリローデシア、そして徴兵で行 くナミ

ビアである。彼等の一人がパラシユー ト部隊に行 く話

から、ザイールの話となる。フランス軍のパラシユー

ト部隊が飛行場制圧のため降下 したけど、着地するま

でに、半数が空中で射殺 されたといゎれる。彼はシユ

ンとなる。また、よくしつけた犬を持 つている学生は

「 この大は明日徴兵 されてナミビアで軍犬として働 く

のだ」と冗談をいう。このように、日常会話の中に戦

争が入 りこんでいる。

次の日、午前中この大学を見学する。大部分が自人

で、少 しカラー ドがいて、黒人は教授のカバ ン持ちで、

2～ 3人見かけただけである。午後 4時、大学の合唱

隊のマイクロバスに乗せてもらいポー トエリザベスに

向かう。そのバスの中で、カラー ドの女学生と一緒に

なる。再び、和英・英和を持ち出し話を始める。彼女

は、「南アはアパル トヘイトがある悪い国だ」と言う。

俺泄「 アンチアパル トヘイ トの支持者であり、世界中

でアパル トヘイ トを反対 している。 日本にも反対 して

いる仲間が大勢いる」とい つたら、ニ ッコと笑 って、

―一その8-―
「 この国はァパル トヘイ トが存在する限りよい国にな

れない。関いを起 さなければいけない。いま、仲間は

少ないがアンチアパル トヘイ トの戦を絶対に起こす」

とはっきり言 つた。周囲が自人の学生達だ つたのと、

修の英語力がなか つたのとであまりくわしい話 しがで

きなか つた。イもが「 日本でアンチアパル トヘイ トのグ

ループがあり、あなたたちの運動を知 りたがっている」

と言 つたら、彼女の名前と住所を書いてくれた。

彼女等の合唱を聞きたか つたけれど、ギプソンの家

に連れて行って くれるという男があらわれ、 しかたな

くギブソンの家に行 く。 この家にはギブソン、テクニ

カルスクールにかよ つているビイレン、 ドイッからこ

この大学に心理学を学びにきているビル、そして黒人

のメイ ド1人 、大が 4匹 、 1エ ーカーの土地に平家の

建物である。海岸はどこからながめてもきれいだ。土

地は緑が豊かで、海はどこまでも青い。 この家では、

毎朝オレンジジユースを飲む。そのオレンジを買いに



港の倉庫ヘー緒に行 く。そこで箱詰めにされたオレン

ジは、 日本へ輸出されるとのこと。オレンジの箱に日

本語で「南アフリカ共和国、植物検査」と書かれてい

た。

ケープタウンヘ出発する日の朝、一年ぶりに吉里吉

里の家に電話をする。こちらは朝の 7時で、吉里吉里国

は午前 2時 であった。 8時 よリヒツチを開始する。白

人 とインド人の車を乗 りついで一気にケープタウンに

行 く。その夜は港へ行って日本の漁船に泊めてもらう。

この船は岩手、宮城、福島出身が多 く、みんな吉里吉

里国のことをよく知 つていた。

朝、仕事のない黒人が 3人来て、甲板を掃除するか

ら何か食べさせてくれといって くる。彼等に形ばかり

の掃除をさせて、魚やインスタントヤキソバをやる。

マグロ漁のシーズンになると、アフリカ沖に日本漁

船が 150隻 ほど集まるとのこと。他に大型 トロール

船 も漁をする。南ア・ナ ミビア沖は漁業権が安 く買え

魚が多いので、南アの港は日本漁船の基地にな つてい

るようだ。

9月 14日  ケープタウン Y tt C Aに て

ヶ―プタウンには何だかんだと9日 間滞在する。 ヒ

ッチにて風田を日帰 りで見て歩 く。 この町もやっぱり

きれいな町である。町並はととのい、建物はのびのび

と建っている。そして緑が目にしみる。これは自人居

住区の話 しで、黒人居住区は 外で交通の便の悪い所

にある。そしてくわ しく地図にも書いてないのでわか

らない。町や港にたむろしている黒人に接 していくと

まず彼等の最初にやることは、さりげなくポケ ツトを

手できわり調べることから始める。彼等は、その日の

食事の金も持 つていない。取 られる物を持 つている者

の弱みでだめだ つた。都市に住む黒人とつき合 うには

短期間の旅行者ではむりのようだ。

ここではよく、マグロ船に行きめしを食わせてもら

う。 8カ 月ぶりのみそ汁の トウフのうまか つたこと。

舌でゆっくり味わい胃に流 し込む。彼等の収入を聞い

てびっくり、普通の漁船員で年収 400万 600万。

上級船員で 800万 ～ 1500万 とのこと。南アの港

町では、どこでも日本漁船員の金づかいぶりのよさを

聞 く。 20～ 24才の白人の月給以上の金を 1人 が 4

～ 5日 でつかい、食料や燃料の補給をして出航 して行

く。多い時期には、 1日 1000人 以上の船員がケー

プタウンに上陸するとのこと。そして、地元新聞に入

港 した船の名前がのる。 ヒ ツチしたとき、最初に聞か

れたのは「あなたは何丸ですか」である。郵便局の白

人女性 も同 じ事を日本語で言ってきたのにはびっくり

した。彼女はけっこう日本語が話せた。上陸 して行 く

所は、キャパレー「 ヨコスカ」「赤坂」で、夕方にな

ると、自人女性を乗せた車が呼び込みに船まで来る。

この町は、日本船員を相手にしたコールガールが多い。

白人女性、カラー ド女性が主体である。けつこう日本

人との混血児が生まれているとのこと。商社の人に話

を聞 くと、南アは表面では白人女性 と日本人男性は、

結婚、セ ツクスはできないことになっているが、政府

から日本人と自人のセ ツクス、結婚は見て見̀ぬ
』、りを

するよう内密の指示が秘密警察に出てるらしい。

また、台湾のマグロ船 も南アの港を基地にして操業

しているらしい。船は日本の中古船で、一隻の人数 1/

2～ 3人 日本語を諾す船員がいて時々話をする。彼 ら

も台湾では高給取 りとのこと。技術的には日本よりも

10年 ほど遅れているようだ。

いよいよケープタウンを離れ、ウインドホークヘ向

けて 1550k"の ヒッチの旅に出る。途幸、本 も多

く緑豊かな温帯性気候だ つたのが、サバンナとなり、

そしてステ ツプとなっていくのは壮観である。オレン

ジ川手前の 100Kぃ 区間は気温の高低によって崩壊

したガレキの山が続 く。つくづ く自然を見せつけられ

た感が した。ナミビア国境は橋の手前の標示板に書い

てあるだけだ。ウインドホークまで 1ま 、乾いたブ ツシ

ユが続 く、単調な風景である。この町もヨーロ ツパ的

なきれいな町だ。アフリカでは白人が多 く住んでいる

町は、どこでもきれいである。そして、南アの白人兵

がゴロゴロうろついている。みんな 20才 前後であど

けない顔をしている。 この町に4泊 する。

スヮクムンドヘ向 う汽車の中で南アの兵士と一緒に

なる。彼 らはウオルビスベイの軍事キャンプヘ行 く途

中ののこと。 5カ 月間アンゴラ国境近 くのエナナとい

う所で STAPOと 戦闘 して来た話をした。何人殺 した

かと聞 くと、プ ツシユの中でわからないとの返事。ど

うも戦闘を交えた後戦果を確認 しに行かないようだ。

いつも陣地にこもっているような返事である。その後
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はきまりの Sexの 3‐ilで ある。 日本女性はいいか、写真

があったら見せろといい、とうとうコンドームを出 し

て、中に水を入れヨーヨーを始める。

A.I。 6:00、 この町に着 く。まだ暗 く、明るく

な.る まで駅で待つ。 7時明るくなったので出発。町は

アラビア風とヨ=ロ ツパ風がましりあ つた町で、きれ

いな所である。 この町は最初に ドイツ人が上陸 したと

ころらしい。海から吹 く風は、冷たく強い。この風は

1週 間吹き、 2日 間は熱い。そ して、再び吹 くとのこ

と。野宿 もできない。そのまま一気にヮルビスベイに

行 く。そこで 3泊 して、ビントフクに行 く途中、大砲

の発射音と炸裂音が聞えた。汽車で会 つた白人兵を思

い出す。

ビントフクで会 つた自人 ドライパーから2週間前に

2人組の日本人女性を乗せたとのこと。彼女 らはケー

プタウンに向 つたとのこと。翌 日、その トラツクをヒ

ッチして南アヘ向かう。ケー トマンスホープをすぎた

所にかか つている橋に来たら、この橋は2カ 月前に、

SWAPOに 爆破されたとのこと。今は修理 してあ つた。

次に、岩山にさしかか つたら、時々白人の車が狙撃さ

れるらしい。南アに入 つてから、その トラツタとBllれ

てキンパ リーに向う。キンパ リーで 2泊 して、 ヨハネ

スプルグヘ向う。ヨハネスプルクで用具の補|.Aと 計画

の練り直 しをして、プレトリアヘ行 く。

プントリアでは、ジンバブウエとボッヮナのビザを

聞 く。 もしボッヮナヘ入れなか つたときにそなえマラ

ウイのビザを取る。ローデシア大使館の下に日本総領

事館があった。 日本総領事館でのそっけないこと、手

紙を受け取 ったら、ここは手紙を受け付けていないか

ら、次からはBllな 住所を書くようにといわれる。日本

の新間を読ませてくれといったらだめ、南アのビザが

きれかけていたので、延期する手続きの方法を聞 くた

めに日本人の職員を呼んだがなかなかこない。再三言

ってようやく出て来 る。 ビザの延期はできない。ピザ

が一日でもきれたらすぐプリズム、連行され、それか

ら強制送選とのこと。それをやられると、次のパスポ

ー トが取れなくなる。まあ、切れる前に出ることです

と言うと中へ帰 つて行 く。それにくらべてローデシア

の受付の女性のカヮイクて親切だったこと。彼女の話

しで、国境の税関で 1000ド ル以上の金を見せれば、

入れるとのこと。そしてマラウイの大使館を親切に教

えて くれる。

ちょうどYMCAで 一緒になった日本人とソヴエ ト

ヘ行 く。彼は今プラジルに住んでいて、半年働き、そ

の金で旅行 しているというオキナワ出身者である。駅

でソヴエ トと言 つたら、ブベという駅名の切符をくれ

る。おりて見ると、そこがソヴエ トのセンターになっ

ている。同 じ型の建物が延々と続いている。そうとう

な黒人人口である。最初はお つかなびっくりで見て回

り写真をとる。彼 らの家を写 していたら、みんな集ま

つて来て、それからは打ちとけて歩 く。交番へ行き、

この町の地図を見せてくれと言 つたら、ない。 この町

の人口はと聞くと、わからないが多い。交番では自人の

ポ リスは見かけなか つた。半日この町を見て歩 く。 2

年前の暴動の後は今でも所々に見られる。ひつくり返

された車、投石用にこわされた公衆便所、焼き打ちに

なった酒場、帰りがけに若い黒人が来て話 しかける。

彼の一方的会話、 2年前のこと。そして今後 も続ける

と力強 く話 していた。この町は黒人意識が強 く、顔に

力強さが見 うけられる。他の南アでは、黒人はつかれ

た顔をして元気がない。

彼 とはプレトリアのYHAで わかれ、彼はケープタ

ウン、ナミビア、そしてプラジルヘ。イもはローデシァ

ヘ、それぞれ出発。国境まで汽車で行き、そしてロー

デシアに入る。雨季に入 つたらしく、毎日、 くもり、

時々激 しいスコールが来 る。その日は、国境の町に泊

まる。黒人の車は攻撃されなく、白人の車が攻撃され

るとのこと。翌朝、 7時 のコンポイにて出発する。ヒッ

チはじやすい。いつ解放戦線の攻撃があるかわからな

い。人数が多い方が少 しは気休めになるらしく、よろ

写真.鉄 条網てかこまれたアフリカ人居住区
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こんで乗せてくれる。 TOYOTAの車の荷台に機関銃

の銃座をもうけた車三台にコンポイされながら40台

ほどの自人の車が、時速 80キ ロ～ 100キ ロのスピ

ー ドで走 る。最初はやはり緊張する。

ソルズベ リからカリバダムヘ行 く途中、軍用 トラッ

クをヒ ッチする。自人兵士が運転 し、荷台に 5人 の黒

人兵と俺 が乗る。町を離れるとみんな配置に行 き銃の

安全装置をカチャカチャとはずす。いやがうえでも緊

張する。途中、 リーダーの黒人兵が指 さしながら以前

待ち伏せ攻撃された所を示す。そこから10mと 離れ

ていない。そんな所かり攻撃されたらこの トラ ツクの

鉄板 もプチぬくなと肌で感 じる。モクテイで泊まる。

翌 ロヒッチした車は完全武装 しており、運転手は、

MIラ イフルのカセ ットを40個 ほどたすきがけにか

けており、車は真横に打つようにショットガンが取 り

付けてあった。上り坂でスピー ドがおちると、ついガ

ケの上の方へ目が行 く。 こういう所が一番ねらわれる

とのこと。舗装されていない道になると、地雷がこわ

く、目を皿にして前方の道を見る。どうにか無事、カ

リバダムに着 く。やはりきれいな所である。ここでは

蒸台にあるホテルに油まる。このホテルの近 くに軍の

キャンプ場があり、バーヘ白人兵士がよく飲みに来 る。

びっくりしたのは、駐車場に戦車を乗 りつけて飲みに

来たことだ。やはり戦場に来たんだと感 じさせられる。

次の日、飛行機でピク トリアの滝に向 う。ジンバヴ

エ側から見た滝はすばらしいながめである。

2泊 してか ら、プラワヨまで ヒ ッチで行 く予定。

ちろん コンポイにガー ドされて行 く。 この地区 も、

放戦線の激 しい所 だ。 まあがん張 って行 きます。

10月 25日 (ビ ク トリアの滝にて )

も
　
解

兒
|ヽ,

1ヽ轟|

志ごヽ
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啜じ響魔Ю
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ソエ トの住人たちは、 どの ように して食べているの

か ? ソエ トの中では、悪質な商売がはびこつている(

それて、客は 5害り高 もの食料品を買わされた りする。

牛乳販売協会の最近のr25査 によると、牛乳は33“ も

割高であることがわかった。 このことは、 ソエ トの商

売人が早 く利益を上げざるをえない状況におかれてい

ることから生 じたものである。つまり、彼 らの商売は

有利な市場から除外 されていること、彼 らは商売のた

め に銀行 などから借金することができないこと、白人

が完全に支配 している経済の中でアパル トヘイ ト市場

に投資できる機会はほ とんどないことなどが原因にな

っている。

一般的にいって、アフリカ人労働者たちは職場の近

くにある町の店で買物するのを好む。た くさんの冷凍

・冷蔵食品が町の店に出回っている現在、 ノエ トの人

たちは比較的容易にこれらのもの を手に入れることが

で きる。 ところが、 きわめて皮肉なことに、 ソニ トの

住人たちは町の店で食料品を買 う金をほ とん ど又はま

ったく持っていない。 しか し、「 OKパ ザー」・「 ス

パー・チェッカーズ」・「 ウールワース |な ど全国的

に知 られた食料品チェー ン店は、黒人全体 としての購

買力を無視 しなかった。 これらの店の中には、レジ係

や売 り子 として黒人を雇 うことでアパル トヘイ トの規

Ellを
″曲げる″ ところすらあった。エスカレーターの

「 自人専用」表示は取 りはずされ、黒人のモデルが非

自人各紙に載 る食料品宣伝に登場 した。 しか し、週 6

～ ■0ラ ン ドという最低所得者層のソエ トの住人たち

が、どれだけの金を食料品に使えるというのか。ます

家賃 と通勤代を払い、食費はその次だ。自人がラン ド

紙幣数枚を出して食料品を買っている横で、アフリカ

人 は財布の底か ら数セン トの小銭をかさ集 めて トウモ

ロヨシ粉・牛乳・卵・肉などの主食品を買 う一―― こ

れは、アパル トヘイ トがもたらしている何 とも苦痛な

光景だ。

キリス ト者協会発行のPro Veritate誌 は、次の

ような報告をしている。 ヨハネスプルグの街では、 7

～ ■4才 の子供たち■OO。 人以上が自活 している。

彼 らは、物乞い 。盗みなどをして食べてかり、 しばし

ば栄養失調やシンナーの吸いす ぎで死ぬ。彼 らは、酔

つて空腹感を忘れるためにシンナーを吸 うのた。

ところで、ビヤホールや酒場を繁盛させている金は

どこか ら出ているのか ? 答は、家具を買った り葬儀

保険集金人に払 うために残 しておくべき金が酒代に消

えているということだ。ソエ トの労働者たちは飢餓賃

金 しか稼いておらず、余分な金などあるはずがない。

しか し、彼 らが簡単に立 ち寄れるよう、わざと駅や大

通 りの交差点付近には信 じられないほど多 くの酒場・

ピヤホール・パーなどが建てられている。これ らアル

ヨールの巣は、抑圧された人 々にウサ晴 らしをさせる
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目的で意図的につ〈られた ものだ。アフリカ人労働者

か ら人間性 を奪 うことに加えて、アルコールからの利

益は政府によってバンツースタンの荒地を開発する資

金 に使われている。

ソエ トの人 々は、南アの中で最高に税金をとられて

い る。アフリカ人だけに課される年間 2.5ラ ン ドの人

頭税だけでなく、週 ■0ラ ン ド以上を稼 ぐ人 たちは、

賃金か ら天引きされる所得税 とホームラン ド税 も支払

つている。アフリカ人労働者たちは、所得税を払 うこ

とで自分たちが恩恵をうけることのない南ア経済全体

に奉仕させ られ、その上にホームラン ド税をとられる

ことでバンツースタンの荒地開発に資金を提供 してい

る。そ して、 もし税金 を払わなかったら投獄されるの

だ。

貧困および労働法の規定によって、 ソエ トでは母親

たちも仕事をしなければならない。彼女たちは、育児

のために在宅することなどできない。 とぃ うのは、ソ

エ トは労働力を売ることができる者だけが住めること

に なっているからだ。

イ黒ヽ
夜明けとともに、 2～ 3人 の子供 (そ の中の ■人は

背負われている)の 手を引いたアフリカ人女性たちが、

子供を近所の人に預けて都市の職場に向かう光景を想

像 してみてほしい。 となり近所に面倒見のいいオパサ

ンや失業中の女性がいた場合、そのょうな人たちは、

働 きに出かける女性の子供たちの世話をせ ざるをえな

い。ソエ トには、保育学校が ないか らだ。このような

託児は非合法であり、さらには託児をして〈れるオバ

サ ンの人数 もきわめて少ない。なぜなら、法律で ″
余

分 な人間
″
はノエ トに住めないことになっているから

だ。

託児を頼めるオパサンが一人 もいない場合、母親た

ちは子供 を家に開 じこめたままで仕事に行かざるをえ

ない。母親は、危険 なものを片づけ、 ミー リー・パッ

プ (幼 児食の一種 )を 入れた皿、水のコップそ してオ

マルを用意 してか ら出かける。家の中に残された幼児

の唯一の遊びは、窓から外をのぞ くことだった。それ

以外では、部屋の中であばれまわ り、泣きさけび、そ

して眠ることだった。

6才 頃になる と、親 は子供たちを一人前に見て くれ

た。家 の鍵 を渡 され、それで ドアをあけて外 の使所へ

行 った り庭で遊んだ りできた。 しか し、幼児の弟や妹

が いる場合 には鍵を渡 してもらえないので、そのよう

な子供 は
ク
不運

″だった。小 さな弟や妹の面倒をみる

の は子供たちの最初の仕事で、そのために一日中ずっ

と家 の中にいなければならないのは苦 llnだ った。眠 く

なるまで、母を求めて泣いていた ものだ。そ して、ほ

とん どいつ も母親は知 らないあいだに帰宅 していた。

冬 であれば、母親が帰宅 したときには暗 〈なっていて、

外 で遊ぶ暇がなかった。

私たち女の子は、 ご〈小 さい頃から皿やボッ トを洗

うよう教え られた。 tた 6才 になると、石炭 ス トー ブ

に火をつけた り、母親 の言いつけで買物 に行 った りす

る ようになった。買って きた ものを途中で見 られない

よ うに、 と母が口をすっば 〈して私に注意 していたの

を思いだす。 とい うのは、隣 の子供た ちがそれを見つ

け ると、 自分たちの母親に言 うか らだつた。買物 を見

つかると、数分後に ドアをノックする音がltlこ える。

ドアをあけてみると、その子供は次のように言 う。「

お母さんが、 シカカネかばさんの家へ行 って頼んでこ

い と言ったんだ よ。玉ネギを、ちょっとだけか してお

くれ。」その品物 は、塩・紅茶・秒糖 あるいは トウモ

ロコシ粉の場合 もある。

その子供は重ねてい う。「 いま他所 の人が来たんだ

け ど、家の中 に何 もないんだ。 か母さんは、後で返す

か らと言 ってるよ。」 (ソ エ トで iま 、訪問者は誰で も

「他所 の人 Stran80r」 と呼 ばオ1る )

ロウツク・マッチ・食用油 石けん 石炭 などを隣

の家か ら借 りるのは、 フエ トでは普通のことだ。仲た

が いす ると借 りられな くなるので、隣人たちは互いに

気 を使 いあっている。

一週‖11の 中で F供 たちが楽 しみに している唯一の FI

は、両親の仕事が休みの日曜 日だ。母親は早MIIか ら起

きて部屋中を掃除 した り洗濯 した り、また子供 の身体

を洗 った りして 〈れ る。母親 とゆっ くり会話ができる

のは、 日曜 日だけだつた。そ して、一番 されいな服 を

着 て教会へ出かけた り、親類 の家へ連れていって もら

え た。 遺た、いつ もは食べ られない野菜 ,き の食事が

で きた。私は成長 してか ら気づいたのだが、野菜 を食
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べ られるのは Ll曜 日だけだった。

私が学校へ行 きだす前に、母は仕事をやめた。それ

まで、母は町の衣類工場で働いてぃたのだ。母は、私

た ちが成長 してか ら次のように語っていた。「私が仕

事 をやめなかったら、子供たちを失なってしまうと感

したんだよ。」 この「失 なう」とぃぅ言葉には、ぃく
つかの意味がこめられていた。例えば、母親 としての

世話が欠けることで子供がわがままになってしまう心

配、不十分な食事のために子供たちが慢性的な病気に

なって しま う心配、さらには育児に不胴1れ な他人に預

けることで子供が死んでしまうかもしれない心配など

だった。

子供にとって、生 きのびることはきびしいことだっ

た。 ロケーションでは、子供が熱湯ゃス トー プで火傷

した り伝染病にかかって死亡するケー スがさわめて多

かった。子供がカゼや腹痛になると、母親はヒマシ油

を飲ませる。「 ヒマシ油はノ ドを楽にして腹痛をなお

してくれるよ」、 と私たちは教えられていた。でも、

子供たちはそれを飲董されるのがィャで、 しば しば吐

きだしていたものだ。

Oo共 む
仕事をやめるという母の決心は、容易なことではな

かつた。 というのは、父の少ない給料だけでは生活で

きなかったからだ。その頃、父は南ア人種関係協会の

仕事をしていた。太陽がサンサンとふ りそそ ぐ国の中

で、着替がないために夜中にス トー プの前で洗燿物 を

乾かすといぅのは、 日に見える典型的 な貧困の光景で

ある。私たち女の子は、男の子の前でかがむのが恥ず

か しかつた。 なぜなら、バンツに穴がいっばぃあいて

いたからだ。また、元の形や色がわからない1■ ど修理

したバンツをはいているときもあった。

工場 をやめて収入のなくなった母は、自宅で裁縫の

仕 事を始めることにした。まず、 」Mシ ヵカネの要と

して在宅できる許可をとり、次に無許可の仕立屋 とし

て逮捕されないよう行商人許可証をとった。 この許可

証 をとるには、■5ラ ンドが必要だった。後になって

母 の ような自営業者が許可をうけるのは、 きゎめて困

難 になった。

仕立屋を始めた母は、近所の子供や婦人たちの服を

デザインして縫 った。客が自分の布地を もってくる場

合 もあれば、母が買ってきてつくる場合 もあった。私

た ちは、家から家を回 って母がつ 〈った服 を売 るのを

助 けた。 ■95o年代、私 と姉はおもしろいように服

を売った。当時、 ロケーションが拡大 しつつあったか

らだ。

服をつ くって売る母の商売は、け して成功ではなか

った。客からの支払いは分割払いだったし、中には代

金 を全部払 う前に
｀
姿を消す

〃
者 もいた。また、失業

して払えなくなる者 もいた。母が家まで集金に行って

み ると、 しばしば別の借金を払 った後で、来週 あるい

は月末に来てくれと言われることが多かった。あるい

は、母が ドアをノックすると子供が出てきて、「卜母

ちゃんは出かけているよ」、 と言われることがしばし

ば だつた。それは、借金を払 う金がなくて居留守 を使

つていることを意味 していた。

私の母は服をつ くって収入を得ていたが、
゛
マダム

″

の洗櫂物をすることで自活するアフリカ人女性 もいた。

それは洗櫂機が発明される以前のことだったが、自人

家庭の洗濯物はアフリカ人女性の手によって洗われて

いた。
｀

洗濯女
″

たちは夜明けとともに家を出て列車

で 自人地区へ行 き、洗燿物を集めてシー ッやベッ ドヵ

パーで包みこむ。そ して、それを頭の上にのせてロケ

ー ションの自宅へ持 ってかえる。だから、天気の良い

日には、
｀

マダム″
の家族の洗燿物がロクー ションで

ひるがえっていた ものだ。
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