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「ナミ無ア問題」とは何力ヽ
今日、ナミビアの1議が「ナミヒア問題Jと して語

られる理由ιま、大きく言って2つ存在する。

そのひとつは、アフリカ大陸で植民地支配が残存す

る唯一の地域であり、支配を続ける白いアフリカー

南ア島人、政権のアノウレトヘィト体制打倒は、アフリカ

諸国、とりわナ政治的独立を通或した後も南アの強い

経済力のまえに従属をしいられている前線5ケ国 (ア

ンゴラ、ザンビア、ボツワナ、ジンバヴェ、モザンビ

ーク)にとって、大きな課題となっていることである。

唯一残されたナ ミビアは、押しよせる解放の波に対す

る南ア白人体制にとっての生命線であり、 したがって

また、ナミビア人民の解放は 南ア・アノゆレトヘイト

体制下で抑圧され搾取されているすべてのアフリカ人

の解放N句けた強力な前進でもあるのス島

第 2に そうした南部アフリカの緊張 したMに 対

して、欧・米・日本の帝国主義諸勢カハ この地域の

豊富な効 資源を将来的に安定して入手するため、一

定囀 力・黒人政権への「妥協Jをすすめ、南ア

白人支配体制と解放勢力との全面対決を回避 しつ‐

政治・経済的影響力を行使して黒人諸国を新植民地主

義体告Ftこ彿属させようとしていることであ乙 こう

し濡 国主義諸勢力の動 べ もっとも端的に、そし

て決憩 7豪われているのが、ナミヒア の現状であ孔

南アの不当な支配をうけるにいたったナミヒアの歴

史について、以下l簡単1豪檻 てヾいきたい。もっとも

これは、あくまでも「ナミビア問題」と今日よばれる

ものの歴史であって、ナミヒアの その人民の歴史を

カバーするものではなし、

ヨーロッパの侵入

南部アフリカヘのヨーロッパの昆為ま、15世紀に

はじまる。国別に百うと、ポルトガル→オランダ→イ

ギリスの頃に、またその見略形態で言刻ゴ、おおよく

奴隷貿易→自人の 、植→鉱物資源等の略奪という具合

に、その重点を変えながらすすん亀

ナミヒアにおいては ルアング (現アンゴラの首都)

を中心にするポル トガル動 と、ケープタウンから

内陸へ拡大するイギリス植民地との間にあつて、 M
ツが侵入してくるの 1883年、ブレーメンの貿易商

リューデッツが首長から海岸地帯の禾雌 を獲得 したこ

と|こ より、 ドイ
｀
/人入植者がelLし

`ま

じめ4 188
4～ 85年 のベノンリン会議 (ヨ ーロッノ¶こょるアフリ

カ植民地分割会議 )において、ナミビアは南西アフリ

カとして ドイツ領と認められた(唯一燃 ウォルビ

ス・ベイは、それ以前にケープ英値民地領になってい

た )。 以来、 1919年に ドイツヵラ妻マた相成で敗Jヒ

するまで、その統治が続くことになる。

ドイツの値民地支配は、自人の入植が中心であり、

したがつて豊力な土地から原住民を追い立てて」入t値が

行なわれた。これに対 して、ヘレロ人およびコイ人の

「反乱」 (1904～ 08)、 ナマ人の「反乱」 (1

908)が起こるが、 ドイツ軍によう壊滅させられて

いる。

ドイツとナミヒア の関係ム 現在でも深し、西独に

はDSAG(ド イツ南アフリカ協会 )な るものが存在

臥 西独の多くの宛 籍企業のバックアップをうけつ

,政 治・径済・文化のあらゆる面で、南ア白人政権

と、ナミビア国内の反露故勢力を援助しているといわ

オλる。

南アによる統治と国連の対応

1919年 前 アフリカは南アフリカ馴 |こ よっ

て武力占領された そして1920年、南アは国際連

盟から南西アフリカの委任統治を認められる。以後、

今日まで南アの自人政権によるナミビア支配が続くわ

けである。

1945年、国際連合の成立によって、委任統治制

度にかわって信託統治制度が南西アフリカに導入され

ることとなる。これにより、南アの南西アフリカ支配

は終了するはずであったバ これに南アは反対 し、逆

に南ア連邦への併合を主張 した 国連はこの要求を拒

否臥 この件(d関 して国際司法裁半!所に提訴した (1

949)。 国際司法裁は、 195“颯 (1)南アによる

南西アフリカ委任統治は現在も有効である(2)国際連合



は国祭連盟の権限を継承しており、南アは国連に対 し

て委任統治
`J関

する報告の義務を負う(3癖アカも虫自に

南西アフリカを併合することは認められない、とこ半J

決を下した。こ41~対 して、南アは判決に従がうこと

を拒否臥 国連のし功なゝる指示をも無視,る態度をと

った この時点における国連の立場は、委任統治の主

旨l~そ って該当地域の住民の自治能力を高ぬ 生活を

保障し、またその行政を国連に対 して報告するよう南

アに要求するものであっ亀

1960年、1日 国際融 国であったエチオビア

とリベリアハ 委任統治に著しく違反しているという

理由で、南アに対する拘束力のある判決を求めて国際

司法裁に提訴しれ しかし国際司法裁ιよ 1966年
7月 、提訴国が問題の当事者でないという理由で、両

国からの提訴を却下 した この間、国連総会では南西

アフリカ問題に関する討議がかさねられ、南アとの交

渉も行なわれた力決敗 している。

そこで国連総会ιよ 1966年 10月 27日 、正式

に委任統治を廃止 臥 南西アフリカを国連の餓 治

下におくことを決定し′ぉ この決定にもとづいて、南

西アフリカ独立までの行政組織として「南西アフリカ

11ノヘ理 彰 誉Jを設置 (1967)、 1968年 6月

を独立の日と決めれ また国連は、人民の要求により

南西アフリカという名称をナミヒアに変更し、 したが

って「南西アフリカ11人理事会」も「ナミヒア理事

会Jに改称された (1968.6)。 国連安全保障理

幹 も、1969年 委粥 給 の統 を決議 し ナミ

ビアからの南ア全面撤退を要求した 1971年には

国際司法裁が南アのナミビア統治は違法と裁定し 国

際法上からも前 の非合法陛が明確になつナЪ

このような経過のなかで、 1972年 10月、ワル

トハイム国連事務確派[ヵ浦 アを訪問し、フォルスター

南ア首相と会談 した しか臥 「住民の自治能力の向

上が先決であり、今だナミビアの虹 伝 す々る時期

ではなしJとするフォルスター首相の前に、会談は失

敗した

この後、 197解私 国連は解胸闘争を続けている

sN Pヽo(南西アフリカ人民機構 )をナミヒア人民

の "真 の代表"と認ぬ その運動を支持することにな

る。国連の立場は、人種差別自寛 南ア白メ政権と、そ

れによる不法なナミビア占領を糾弾し、swAPOを
唯¬の代表とするナミヒア人民に主権を与えようとす

るものであり、南ア白人政権と全面的に対立するもの

に変わっていた

南ア支配の形態

ナミビアにおける南アの支配は、南ア国内の黒人・

カラー ド・アジア人に対するアノウレトヘイ ト政策を、

そのまま導入しようとするものである。アノ
'レ

トヘイ

トを呼ばれるものは、「黒人専用」「白人専用」とい

うベンチや駅の入口等の表示にみられる、都市生活の

様 な々局面における分離・差別 (プチ・アノゆレトヘイ

ト)だけのことではなし、 16才以上のすべての黒人

に携帯を義務づけているパス (身分証明書 )、 職業的

差男吹 教育・医療における差男眠 そして黒人を1湖
に分割して “ホームランド"と称する不毛の議田Xに

押しこぬ それを
く
黒入自治国 "と して分離独立させ

るバンツースタン計画など、自人の児体制を維持する

ために絶対多数の黒人を差別・抑圧じぬく体制の総称

と言ってよいだろう。

1920年、委任統治を開始 した南アは、「住民の

物質的・精神的福祉を髄 する」とtヽ う委任統治協定

に反して、自人の入植を促進し、 1928年には委任

統治以前の約 2倍の28,000人 の白人がナミヒアロ雷

住することとなった さらに、自人硼雷住区は
ぐ
ポリ

スゾーン"と呼ばれ ナミビア中・南部の鉱物資源が

豊かな土地であつた 1925年、原住民麒 争

から白人の権益を守る目的で、南アは「南西アフリカ

統治法」を制定 し、自人議員からなる行政審議会・諮

問審議会・立法議会を設立した ただし、原住民問題

・鉱山・司法・軍事などの重要事項は 南アの直接監

督弔 こ1勧れ た

1935年になると、南ア系白人の「連合国民南西

ナ ミ ビア

NAMIBIA



アフリ競 Jが主張する南ア連邦との合併案をうけて

「南西アフリカ委員会」が設立され 南ア連邦の5番

目の州として併合する計画が認められた

第 2次大戦後、国際連盟の解体にともなつて、委任

統治制度にかわる信託統治制度がナミビアに導い、され

ようとしたことは、先1恥べた 南アは 当初、上記

のように併合を主張 していたが、いったんは委任統治

の結続によつて形式上とりつくろし、南アの支配を延

命させる策動に出ナЪ ところが1949年になると、

輸 は国際運瑠邑嚇 にともなって7肖威したとし

ζ 国連が求める委任統治協定の履行はおろ力、信託

統治制への移行拒否、一切の外部からの介入を拒絶す

る態度に出′島

以来、南アは国連との交渉を拒否しつづけ、事実上

5番目の州としてナミビア支配を続けるのである。 1

951年には、南ア議会に「南西アフリカ」代表の議

員が選出されはじぬ 55年からは南ア醐府 レ ンヾツ

‐行政・発展省」によってアノウレトヘイ ト政策が導入

されはじめるのである。

南ア醐府は、1964年になると「南西アフリカ間

題調査オデンダール委員会」を設立し 疇西 アフリ

カ」の購来1収する勧告書和 させた それにした

がって、南ア政府は、「南西アフリ赳 に「部族」あ

るいは「人種」にもとづいた「非白人ホームラン日

を建設する計画を発表 こ針 画によると、人口の90

%にあたるアフリカ人を 11の「部月 に分割して国

土の40%に くく
ホームランド"をつくつて「自治Jを

付与する一方、国土の43%は自ノ明 、その残りの鉱

物 理拗 なゝ躯 は南ア嘩 埋 卜におく、 とし

た  (南ア自人気配者たちは、これを「分離発展」と

よへ )

南ア
`ム

この計画にし′動 つゞて 1968年 に「南西

アフリカ原住民自治発展法」を、翌 69年に「南西ア

フリカ問題法」を制こ これらの法律によつて、それ

ぞれが立法と行政蟻 会をもつ 6つの「原住民国製

力つ くられた。助 臥ゝ 南ア白人政府の両審議会への

介入櫂限は絶伏で、事実上、南アの支配に変イロまなか

つスЪ

1971年、南アによるナミビア支配は違法である

という国際司法裁判所の裁定、それをうけた国連の南

アエ作に対して、南アは、先の「原住民国家」の一つ

であるオバンボランドでの立法府選挙を強行すること

によつて、それらの涯力をかオた うとする。しか 臥

SNXPOに よる組織的な選挙ボイコットを受けて失

敗 C投票率 2.3%)し、南アの目算ι創まずれた

もはや誰からも認められぬ「南西アフリカ」統治な

南アは更なる茶番劇――「自治国」樹立と解放闘争へ

の武力弾圧o今 日まで継続させることになる。

SWAPO
South WVest Africa People's Organi―

zation― SS PヽOは、ナミビアの唯一の酬 ∫代

表として、国連やoAU(ア フリカ統■機構 )から認

められた組織である。

1962年に結成さオ■ 66年から武装闘争翻 始

した SS PヽOは、黒人の中の多数派で、アンゴラ

国境沿もヽ動 に住むオバンボl期 をもっており、

当初は活動地域も北部に限られていた ところ力ヽ 首

都ウイントフークゆ 働都書住区での大規模なス

トライキを組織して以降、鉱山ス トや都市でのデモな

ど、全国自tな広がりをもつようになつた 前述 したよ

う|こ オバンボランドの選挙では、ボイコットを組織

して南アの策動を失敗におわらせ亀

SWAPOのゲ リラ闘争は、隣国アンゴラの独立 (

1976)、 さら|こ |ま ジンバヴェの独立 (1980)

によつて強化された力ヽ アフリカ随一と言オジλる南ア

の軍事力 (核を含む )の前に苦戦を強いられている。

現在ヽ SNXPOは国連の独立案 (安全保章理事会決

議385号、 1976年 )を全面的に支持し、平和解

決を望る_でいる。現在のSWAPOを とりまく状況に

っいては、「ナミビアの現状Jの中で述べることにし

たtヽ

ナ ミビアの現状 ('73年～ )

アンゴラにおける解旗闘争の前進に直面した南アは

1974年、オバンボランドの単独独立と、その他の

ホームランドの連邦国化を計画した そして翌7伊颯

ウィントフークで制憲会議が開かれ、 10のホームラ

ンドから135名の代表が出席したハ SWAPOは

除外さ哺ヽ 以後、76年 3月、同年 8月 と計 3回の

制憲会議が開かれたバ SWAPOは 出席を拒否。ま

た、国連とOAUは 、こ疇 を承認じよ力め た

会議が開かれた場所の名をとつて レ ーンハ嗜無謝

と呼ゴれるこの制憲会議では、(1)多人種暫定政府設置



(2)1978年末までの独立 力`決められたが、SヽX

Poの要求する‐人一薪 Wこよる自由選挙、独立とは

ほど遠t、 白人に大きな権力を残すものであつた。ま

な ナミビア1准一の港であるウォルビス ベイを、ナ

ミビア “
`虹

'後は南アの飛び石領土として併合する

ことも離 されてしソ亀

SWAPO、 国連、oAUは この レーンハレ会議

を認めず、1979年秋、国連安全保障理事会は、秘

密警察を合めたいつさいの南アの軍事力の即時撤退、

白人行政機構の解体、人種差男1怯の撤廃、全政治犯の

釈放、政治亡命者 (SWAPOメ ンバー )の副コ、ウ

ォルビス・ベイを含めたナミビアの領土保全の尊重な

a ssヽ POの提起した6項目要求にほぼ近い「決

議 385」 を採択 した すなわち「決議 385Jに よ

っζ 南アの不法占拠に終止符を打ってから国連監視

下での自由選挙を行って独立する、というナミビア独

立の基本的原則が確立されたのである。

一方、南アは「 ターンハレ会議」を通じての策動に

固執しつづける。 1977年 1月 、ヨハネスブルグで

憲法草案が発表され、同年2月 、「ターンハレ鋼

は同草案を承認 した。これに対 して国連とsN PヽO
は強く反発 臥 とりわナsN Pヽoはゲ リラ闘争の強

化をもって、それに応えた。なせなら、この憲法草案

は、Su7A POを除外して「バンツースタン計画」を

推進しようとする、「決議385」 の原則とは鋭く対

立する内容になつていたから几

この南アによる一方的な
に
独立"の強行によつてナ

ミビアの平和的解決が不可能となることを恐れた西側

諸国は、ナミビアが戦場と化すことを回避するため、

調停工作にのりだし′ぉ 1978年 3月、 ナミビアに

投資 している米・英・仏・西独・加の五ケ国は、「決

議385Jからかなり後退した五ケ国提案をsNxP

oと 南アに示すにいたるハそれこよれ よ 国連ι騨

をモニターするだけで管理する権限はなし、南ア軍の

駐留を 1,500人まで認める(SW‐ APOも同数駐留 )、

停戦後の治安維持には南ア警察があたる、などの内容

になっていれ ただし、ウォルビス・ベイ問題ιょ な

ぜか言及さオブよかつナぉ

西側5ケ国は sNXPOを支持するアンゴラ政府

に圧力をか ナてSNxPOに 五ケ国提案を受諾させる

■方、南アのフォルスター首相にも、sN PヽOと ほ

ぼ同時期に提案を受け入れさせた 国連ま、こオ捲 う

けてUNTAG(国 連独立移行援助グループ)を設立

し 停戦・選挙 独立の推進・監督をすることになつ

た

これによって、ナミビア独立の早期解決力ヽ まかられ

るかと思われたが、 1978年 9月 、「 ムルダーゲー

ト事件J(南ア版 “ウォーターゲート事件")崚

負って辞任 したフォルスターにかわってタカ派のボタ

国防相が首相の座につくと、南アは五ケ国提案を拒否

する態度にで亀 そして1980年 7月 1日 、南アは

「ターンハじ鶴 」に基づく
駅
自治政府 "の発足にふ

みきつた これは、現地白人が支配し、一部の親南ア

黒人政治家が参加する〈民主ターンハレ同盟〉による

もので、首相の座には、島人、のダーク・マッジが就任

した 南ア軍二万人は、駐留したままである。

五ケ国提案による解決力澳敗 臥 事態は振り出しに

もどった そして国連は、安保理決議385に従つた

南アの全面撤退・自由選挙・独立というプログラムに

そって、再び南アとの交渉を始めることになる。この

間、ジンバヴェの独立、南ア国内でのANC(アフリ

カ人民族会議 )による都市ゲリラ咄 ヒなと 南ア自

人体制は、さらに追いつめられていく。

国連は、「決議385」 にそって、1981年末の

ナミヒア独立に向けたプログラムを作成%と 同時に

ナミヒア問題に関する「全当事者会議」の開催を呼び

力ヽ ナスぉ そして、SwAPOと南アを合網 事者に

よる和平会議力ヽ 1981年 1月、ジュネープで開か

れた力ヽ 南アは、国連案の実施は時間尚早として拒否

しっづけ、会議は解決策の出ぬまま閉会しれ

南アのこのような姿勢が許されているのは、まず第

一に、現実問題として南アが南部アフリカを経済的に

支配しており、また圧倒自t慮軍事力をナミヒアロ駐留

させている、ということがあげられる。さら1こ第二 :こ

は、一方で国連の対南ア・アノゆレトヘイ ト非難決議に

賛成しながら、実際には何ら有効な南アに対する制裁

を行使 しない、それどころか様 な々手段を使ってアパ

ル トヘイト体制存続のために経済的サポートを与えて

いる西側諸国の偽善的態度があるからテム

日本とナ ミビア問題

「 日本を含む西欧諸国政府は 自分の経済的利益と

いう立場からだけで行動している。ナミヒアの資源を

どう搾取するかということだけに興味をもっており、



そこで抑圧さオて いる人々の立場は まったく考えて

いなし、彼らは、資源の搾取をし続けられるようなカ

イライ政権を作るために南ア政府を支持 臥 オソλわれ

アフリカ人の血を吸い続けようとしているとしか考え

られなt、 ことに南アと日本が強力な経済関係を結ん

でいることに、強い怒りを抱いている。アンゴラ、モ

ザンビーク、ザンピア、そして世界中の進歩的な人民

の支持を、われわれは忘れなし、・………(しかし)日

本からは何 もされていないことを強調しておかねゴな

らなし、 Jサム・ヌジョマsミ、Po議長 (797
14毎日新聞 )

サム・ヌジョマ議長のこの言葉ハ 日本とナミビア

の惑 を端的に物語ってくれている。今まで述べてき

たナミビア問題の経緯からもわかるように、日本ιよ

このナミビア問題に関して何らナミビア人民のために

活動 したことはなかつナら むしろ逆に、ナミヒア人民

を搾取しつづけてきたのス主

今風 日ラ和奸子・夕彫確勤涯漣鄭 軍への文官

派遣を言いだしたのιよ 明ら力ヽ ″卜的要請でもなけれ

`よ

平和に貢献するためでもない。きわめて具体自7貝

内的要因一一ウラニウムを筆頭とする鉱物資源の合法

的安定陶果の目的からであ礼 現在、ナミげ 理事会

の天然資源′J関する布告第 1号によつてヽ ナミビアか

らの天然資源の採掘・輸入等は、すべて禁止されてい

乙 にもかかわらず、 日本は南アの不法統治を利用し、

南アと手を組み、ナミヒアから大量のウラニウムなど

を密輸入 しているのだし日本が行なうべきことは、文

官の派遣などではなく、こうしたナミヒアノ人Jモ′斑 す

る搾取、南ア・アパル ト́ツ ト体制へのテコ入れを、

即時中止することであ乙

参考資料

隠 のなかのアフリカ」北沢洋子、朝 日新聞社

「黒いアフリカJ北沢洋子、聖文社

「アフリカ行動委員会ニュース」アフリカ行動委

「 こむらどニュース」こむらどアフリカ委員会

「NAMIBIA:AUniqu〕 UN Respons―

ibili ty」 UN

「 I CSA Bulletin」 ICSA

※本文は、ナミビアヘの文官派遣問題
`J蘭

する公開学

習会 (81年 4月 5日 )のために作成 した資料を再

構成 したものである。 (編集部 )

00の 0000
前略、「こむらどJtつも有意義に読ませていただ

しておりますЭ情報収集など長期的に詳 しくやつてい

ない私には、剣コ(″ 61)のナミヒアヘの日本から

の派遣問題にっいてなどは、大変勉強
`ご

よりました

日本国内の政治・議斉・軍事問題力、 アメリカ・アジ

アはいざしらず、アフリカとも深く関連 (利用 )して

いることに改めて驚きました

利益になるなら、月間のぼ 」さえ奪つたままでも良

じとする日本大企業ヽ自分らが安泰なら他の国け 働

者がどうであろうと関確 い日本人・……・・。「名誉白

人ジャパニーズJを前に読みましたが、書評とお りだ

と思います6そ してまた 一番下の子供が、最初はア

フリカ人に何のこだわりもなかったの力ヽ 回りの影響

によって変わっていったところをみると、決して南ア

でう 人遍:が平罰こイ中良く一緒(こ住めないこと
`ま

ないと

より強く感じました 南アの解放が‐日も早く実現す

ることを……・も

何の力も持たない私ですが、せめて身近な人にでも

アフリカでこんな自然に逆行したような事が現存 して

いるという事実だけでも知つてもらし、考えてもらお

うと′思っていま現 不断のみなさんの活動、これから

囃 って下さい。 (東京  S)

M。 クネーネ氏来阪

1983年 8月 4日 、大阪の谷町 6丁目にある「 ス

カンポ」で、マジシ・クネーネ氏とその夫フkそれに

クリス・ワンジェラ氏をむかえて詩の自需置勒弩 なわ

れました 日本側の参加者は、部落解放同盟や在日朝

鮮人やその他から、プロやアマの詩ノ憔 それl‐ アフリ

カ関係が少しゴかり参加していまし去Ъ クネーネ氏下

行は、広島で開かれた文学者会議に参加した帰りで、

新 にも寄ったもので丸

クネーネ氏は、 1930年、南アフリカに産れまし

′、 彼はズールーの詩人であり、ANC(アフリカ人

民族会議 )の主要ナンバーの∵人として長らく亡命生

活を続けてきました。彼が南アフリカで生を受けた1

930年は じ民側が自分たちの権益のために他人種

を圧迫 しようと、それまで以上のしめつけを始めたこ



ろです3それ以来、自人と黒人の給与の格差は拡がり

つづ|九 今では黒人たちは、自分嵯 れ育った国で外

国人として "合法的"に無権利状態l~おかね̂  “合法

的 "に殺されてしヽ ていますЪ彼は、そ嗽 を生き

てきた南アフリカの黒人の一人でありま丸

詩の朗読会は、未解放部落出身の二人のアマチュア

詩人の詩から始まりましたD彼らは文盲であつたそう

o詩 を書 くなんて思いもよらなかったそうで九 手

紙を書きたくて字を習い、たまたま自分の書いたもの

が寺だと教えられζ おどろいたとのことで丸

一人は俳句ζ もう一人の方は幼いころの思い出を

新体詩 (だと思うのですが―)で唱い、聴いている人

たちハ そこか しこでうなずいていましチ亀 tヽ ま一ノ人、

の方
`よ

遠く離れて住む友人への想いを唱っていまし

たЭ差別のな力、 オ参 ん部落出身であることを秘して

生活している友人
`よ

れヽゝゝらの電話を一方的に切っ

てしまいます。ミヽ まその友人に向って責めることは

せずに、文字を覚えたのよ、手紙を書けるのよ、した

もヽ話がたくさんあるのよ、 と語りが ナていきます。む

ずかしい言葉や肩ひじはらずに、あくまで優しく、で

も強さがあつて、感動 しました

その後
`よ

 どうゃらプロの詩人たちであったようで

在日朝鮮人、パレステナ等々の詩がでてきました 残

念ながら、それらの詩
`よ

詩的言いまわしや、耳で聞

くには難解な言葉や、並列的に並べられた諸問題やζ

諄とヽのまるでない私には、何が何だかよくォシからない

ままに終ってしまいました 頼りのない報告で申天あ

りません

最後に 和訳されているクネーネ氏の詩のいくつか

が紹介されました そのあとクネーネ氏は ズールー

詩の形式の紹介として、一編をさわりだけ唱いました

机をたたいてリズムをとり、リーダーの詩にあわせて

聞き手が唱和していくものです3昔の写真では細身だ

ったクネーネ氏は、今はたしヽ ス汰 ってぃζ その大

きな腹の底からでてくる声は圧巻で した

そのあと、雑談の時間が少々あり、クネーネ氏‐行

のあいさつ力ちって終了しましナ、 彼はあいさつの中

で、詩というものは行動的なものであリーーー部のエ

リー トのものになったという過程があったにせよ―一

人の心を動力す ものである、と訴えていました

最後に、クネーネ氏とワンジェラ氏の「こむらど」

へのメッセージをいただして きました。ワンジェラ氏

は、ナイロヒt大学の文学部部長で、 夕
゛
氏が亡命した

あと二人目の部長で九 毒のないワンジェラ氏の言葉

と、私たちと南アフリカ錮 係を指摘したクネーネ氏

のメッセージをお読み下さしヽ   (NUNDA)

マジシ・クネーネ

日本人、そして日本の反アノウレト‐ 畦羹わが

追求 している私たちとの連帯の努力は、きオ:めて

重要なことです。なせなら、自人と協力してきた

ことによって 日本ヽま南アフリカで自人として

の立場におかれているからです。このことは、独

自のアイデンティティをもつ日本人全体
'敏

寸する

侮辱だと思います。 しか |ノ彙がら日本のビジネス

マンは、白人に受け入れられるためには自分の魂

まで売りわたし、まるで日本人ではないかのよう

に行動 しよ うとしているのではない力、 と感 じら

れますЪ私たちアフリカ人民族会議は 反アツゆレ

トヘイ ト運動および私たちとの連帯によつて、日

本人は南アフリカに完全な自由が達成されるまで

私たち解 放闘争を媛 することができるものと

強 く確信していますЪそ して、私たち、あるしヽま

そのときに生きている人たちが南アフリカ囃

を祝う日が実現 したとき、あなた方と再び会える

ことを希望 していま丸

クリス・ワンジェラ

私たち囃 における解放運動と連帯するあな

た方の活動と努力に敬意を表 しますも解放運動は

長いたソリ しヽで丸「 鞄 崎 余儀なくされ

ほとんどの作家は南アフリカヘ帰ることを許され

ていません しか見 たちιま、″ょた方と同じよ

う
`ξ

さまざまな形でアザニアやナミビアの解放

を推進するの,J関 わっている世界中の人びとから

の支援があることを知つていま丸 そして今、あ

なた方が反アノウレト́ ッ ト・ニュースを発行 して

いるのを知り、そオLを読めるのをうれ しく′思いま

す。あなた方の運動が殉妥することを心より期待

するとともに、私たちの人民があなた方の運動に

感謝していることを、確信をもって申し添えま魂

ありがとうございました



冨元さんよ、永遠に

晴鋼 アフリカに学絵 Jのメンバーで、日 T嘱
元→彦氏は、ナイジェリアのラッサ地方の風土病ラッ

サ熱を研究するたみ 6月 末日本を出発 しました

とこうハ 現地に着任後3日 目、 険 急逝Jσ瀾コら

せを受吹 急遠日本へ帰国することになりました

帰国後、精神的にも肉体的にも疲労困億 していた冨

元氏に、アフリカで惑染したと思、/1/1tる マラリヤカ漁

襲し、手当のかしな く他界されてしまいました

まさに 冨元氏はみずからのノ人と 張 を、力ヽ ナ足

ですぎ去ってしまいました。冨元氏には、まだやりた

かつたこと、やらなけれぎならなかったこと力ヽ 山ほ

どあっ赳こもかかわら哄 死すべくがごとく死と生の

境界を越してしまいました 改 福を祈ります。

冨元氏とは、年に 1回、秋のアンチ・アパル トヘイ

ト全国合宿で会うだけのつきあいではありましス功ヽ

酒をくみかわして話 しはじめると、 1週間ぶりに会っ

たような気がする人でした 冨元氏には、ナイジェリ

アでラッサ熱と闘ってほしかっス、 そして、日本に巣

くう「シュヴァイッツァーのす霊Jを退治してほしか

つた いまも日本だ|力こ住みつき、増殖を続ける「シ

ュブァイッッァーの亡霊Jを。

7月 30日 、静岡での「故冨元一彦君を偲ぶ会」へ

多数の友人・知人が集まり、あまりに思いがけない冨

元氏の路を}軽、冨元氏囃 を祈りましれ 参集さ

れナし八、々 の心の中に 冨元氏は永遠に生き続けること

と思います。また、私たちは心の中にいつまでも、冨

元氏を生か1競けなけれぎならないと思いますЭυモ)

□回□
たまたま、その公演案内チラシの印刷を依頼され

た、という偶然ハ ここに紹介するF臥龍社プロデ

ュース・ R｀ ロブン島 ,,』 との出会いだ。

日本において南ア黒人作家による演劇についてιま

記憶もない。台風一過の9月 29日、大阪ミナミの

島ノ内教知 のリハーサルを現れ 原作 脚本も読

んでいない状態で、どこまでが臥龍社自身の演出か

不明というハンディがあり、理解に苦 しむ場面がな

きにしもあらずだが、その分差し引いても、演出し

ている竹内氏、長谷氏をはじめ、このしばしヽこ力ヽ ナ

る臥龍社のスタッフの姿勢には力感をおぼえナ、 以
~R簡

単に内容を紹介する。

時代背景は60年代シャープビ)峰殺後、ロブン

島に拘禁され′二LA、 鳴 民(男 )の獄中での生活ぶ

りを描th~c~いる。前半、 30分は刑務所当局の強制

苦役一 二人に砂をほらせては、互tVこ増bさせる

一 を中′とにはじまる。

中盤からは、同じ房の二人の語らい、自由の身で

あつたころの思い出Э刑務所嚇 1会でのだしもの

の策習、とその時、一人の囚人にあと3ケ月で出所

という恩枚が出る。指折り数え寝むれぬ夜をすご魂

他方、相防の囚人は、いつともしれぬ自己の刑の長

さに苦しへ もだえる。

終盤ιよ 劇中濠椒Fιまじまる。

国の吃において、禁止されている戦死 した兵士

の死体を妹が埋葬 したことに対し、王力ぢ潤謝沖」

に力ヽ ナ、弾圧する。女は、断罪されることよりも

幻間として当然の行為として立場を表明、王ベ

民衆を抑圧する偽政者としての本質を暴露する。

大として生きるよリノ人個 として死を選らぶことに

よって女は王を超えたの規

リハーサル後の討論でもだバ この作品は1973

年7月、ヨハネスブルクで作者A・ フアガー ド自身

の寅出で初演されたそうであ乙

ソエ トの蜂起がそれから3年後の1976年 6月と

いうこと種 ね合わせζ 観たら、よりこの作品の

モチーフが理解できると′思う。

臥龍社のスタソフに宣伝を依頼されたわけではあ

りませんが、ぜひ観劇して下さtゝ そして、その惑

想などよせていただけれま ありがたいのですが。
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