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南ア「女性の日」30周年

ウィニー・マンデラ 南アでもっともよく知られた反アパルトヘイト運動の黒人女性指導者



1956年はじめに政府はいよいよ婦人へのパスの

強制にのりだした。………各地で開始された反対闘争

は、同年8月 9日 、プレトリアで開かれた大抗議集会

で頂点に達した。全国から2万名の婦人代表が、プレ

トリアの連邦政庁の丘を文字どおり埋めつくしたのだ。

三人以上の行進は禁止されたので、全員が三人以下の

群れにわかれて、丘に集まつた。

南アフリカ婦人同盟議長のリリアン・ ンゴイは、1書

1li全[↑裳浮:皇I量[FittE長法言肇131‐

めた。秘書官が、首相は不在|と三1子|1手人は抗‐‐

議文の東を秘書官におしつけ191 ■ ‐‐||‐ |

そのあと、丘を埋めた2万名の婦人は、いつせいに

起立して、腕をあげ、30分間の沈黙D抗議をおこな

つた。 “集会"は禁止されていたからだ。ついで歌声

がおこつた。               「  ‐

「ストリーダム (当時の首相)、

婦人に手をだせば、 .   :
破減だよ一一一一 」:

(「差別と叛逆の原点」野間寛二郎著、
「
理論社1969)

女性によるこの大抗議集会を記念して、ANC‐ t(ア

フリカ民族会議)は 8月 9日を「女性の日J‐ と決めて

いる。ちようど30周年目にあたる今年、アパルトヘ

イト体制の三本柱の一つといわれるパス法が、ういに

廃止された。          |
白人政府による“改革"の‐つだという見方もある

が、それはあくまで自人のnllか らいうことであって|、

これまでパス法に苦しめられ、それに反対しつづけて

きた黒人の側からみれば、 “改革"などという表現で

すむことではない。女性が立ちあがつた1956年か

らだけでも30年におよぶ長くて苦しいたたかいによ

つて、アパルトヘイト体制の一角が “崩壊"した、と

でもいうべきだろう。

パス法が廃止されたからといつて、黒人のたたかい

が弱まつたり止まつたりするわけではない。アパルト

30周 年を迎えて

ヘイトを完全に打倒するために、これまでもたたかつ

てきて、そしてこれからも解放の日までたたかいつづ

けようとしている一人の女性を紹介しておきたいと思

う。 (以下の文章は、シティ。プレス紙 (86.7.13)の

記事を要約したものである。)

アルベルチナ・シスル

Iアルベルチナ・ シスルは、ウィニー・マンデラ (表

紙の写真)に次いで、たぶん南アでもつともよく知ら

れたミ民女性であるも■人は多くの共通点をもつてい

う
`す

0やつ、 .・■|
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チナの夫ウォルター・シスル、ウィニー

|●未ネルツン=マンデラは、ともにリボニア裁判
‐で,964年に終身刑の判決を受けて以降、今日まで

1投獄されたままである。

|*二人|も拘留

=行

動規制、禁足、自宅拘禁を受け

.た経験をもつ6

*二人ともアパルトヘイトに強く反対していること

でよく知られている。

|*自分たちの信念によつて、二人は夫が投獄されて

いるあいだ “政治的味亡人"にされてきた。

【5ページ下に続く】
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《沈%の壁》
最新南アフリカ情報ニー 楠原 彰

う が

を柔つ

第 一 回  沈 黙 の 声 を 聞 く

沈黙が続いている。南アフリカ民衆に強いられた沈

黙。言葉を奪われた沈黙と言葉のむなしさを感じとつ

て口をつぐむ沈黙の間に橋をかけないと世界は希望に

むかつて動き出さない。

6月 12日 に幾度目かの非常事態体tllが南ア全土に

しかれて以来、パタリと民衆の声が聞こえなくなった。

南ア人ジャーナリストも南ア駐在外国人ジャーナリス

トも、蜂起の記事はもちろんのこと逮捕。拘禁された

人たちの氏名や人数さえ政府が公表するもの以外は「

非常事態規制」によつて報道できなくなった。

それでも、非常事態宣言後約4週間の間に、131
人が殺され、1800人 (そのうちの1537人が黒

人労働組合関係者)が拘禁され、およそ3500人が

行方不明である、と0ヽ つたニュースが南ァ紙には掲載

されている。勇敢なジャーナリストたちは、逮捕や国

外追放を覚悟で「沈黙の壁」の内側で抑えつけられた

民衆の悲しみと怒りの声を伝え続けようとしているの

だが、残念ながら日本まではなかなか届いてこない。

しかし、日本にいて南ア民衆の悲痛な叫びを受けと

める方法がないわけではない。アフリカの記事となる

となぜか「暴動J「部族対立J「飢餓」といった文字

で埋めつくそうとする日本の既存のジャーナリズムだ

けに依拠していたら、何も聞こえてこないし、見えて

もこないだろう。自分自身の問題として何も感じられ

なくなる。

数年前のあの異常な 隠 餓キャンペーンJがそうだ

つた。最近ある中学校のある教室 (1年生)でアンケ

ートをとつたら、「一番嫌いの国」の筆頭が「アフリ

カ」だつたともヽう。アフリカなどともヽう国名はないの

だがそれはさておくとしても、その鰊いな理由は、「

きたない」「不潔」「くさい」「遅れている」「飢え

ている」というものであつたという。多分この子ども

たちの多くが新聞社などを通じて「アフリカの飢餓を

救うために」献金したりしたことがあるに違いない。

「飢餓キャンペーン」のなんとも皮肉な「成果Jとい

わなければならない。

これはまた今日本の子どもたちの間におこつている

陰湿な《いじめ》の問題とも通底しているのではな0ヽ

だろうか。自分と、あるいはみんなと少しでも異なる

特徴をもつた存在を、「のろい」「くさい」「遅れて

いる」「変つているJと して排除しようとし、また自

分がみんなからそう見られないように神経をすリヘら

しているかれらの内面が見えてくるようである。

この日本の子どもらのおびえと南アフリカの黒人の

子どもらに強いられている武力弾圧によるおびえの間

に橋をかけるのが、日本の反アパルトヘイト運動の大

事な仕事であろう。

さて話を前に戻して、検閲につぐ検閲で紙面を虫食

いのようにされながらも刊行し続けている南アフリカ

の新聞を、その気さえあれば日本でも簡単に読むこと

ができる。

直接南アのいくつかの新聞社に手紙を書き、代金を

送れば SOV・etan、 weekly Hail、 Star、 New Nation

といつた黒人紙や、わりあいリベラルな白人英字紙を

容易に入手できるが、これはかなり高くつく。

もつと簡単な方法は、ANC(ア フリカ民族会議 )

がElン ドン (3ox 38,28 Penton stPeet,Lorldon 賊電

9PR,UK.)で 毎週編集発行している南ア各紙の切

り抜き集 (AN C NEtt BRIEFING)を 年間60ポン

ドで航空便で入手することである。もう一つ便利なの

は、オランダの市民グループ (HOlland committec

on Southern Africat Oudezijds Achter加『g地
|
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173,1012D」 Amsterda口 , HoHand)が隔週刊行

している南部アフリカに関する南アや欧米の新聞記事

の切り抜き集 (FACTS AND R[PORTS)である」これも

エア◆メールで年間40ドリレ(6400円 )程度であ

る。

近所の外国為替を扱つている銀行へ行つて、上記の

いずれかのアドレスを送金用紙に書き込み、購読代金

(SubSCription RateS)と して60ポンドか40ド

ルかを払い込めばすぐ送られてくる。前者がだんぜん

面白い。英語だからといつて、恐れることはないだろ

う。それは日本の学校のデタラメな英語教育の責任な

のだ。

言葉のリズムと言葉 (文字)をささえている沈黙を

感じとるために、まず声をあげて読むことが、かんじ

んである。一人で心細ければ、何人かで読みあえばよ

い。少々意味などわからなくとも何かが感じられたら

いいのだ。意味などはその次でいい。一番新しいAN
C ‖[WS BRIEFING(86・ 7013)のある部分をコピ

ーしておいたので、声をあげて読んでみていただきた

0｀ 。

four orthe emcrgency,unrest htts shown a steady dcctinc

and during the past three wccls thc“ has bcen grcatcr
caim`than in any prcceding Pcriod in thc past year' ...

_:艦 :L語辞 響 識 壽 詰 需 貯 潔 跳 絶 聘 Tl導
ёd ANC insurgents kilied in ttrity forcc Fo!low‐ up
opcrations.The bureau Will not give dcath totals,but it

has said it does not include shot ANC nlembcrs in any

Johan Coetzee.SABC radio ncws reports that ofthose
who dbd,3摯 _WereshOLdCad duFIng ttirmishcs with
thc security rorces whilc scven IIcmbcrs oFthe sccurity

曇 網 鶏 隠 滅 壌 群 輔 鐵 |

vehiclcs amountcd to about 60m rand.

BBC Mο″ルοだ″gR響 ″」コ雲廻とニムZ塁´

]  :熙賛楢i:輛
!ビ

=
inforination in Parliament;

● In thc House or Assetllbly,Progrcssive Fcdcral Par‐

ty MP,Mrs Heicn Suzman,produced two shects of

了鮒憚鼈罰驚|1鮮槻
・

淵妻J鶴掛蠍凝1榊響鮮
」賢超慇 ∫酬 :

色
in Cape Town and onc in Prctoria:

O These cxPlosions havc ctaimcd threc iivcs and iniurCd

about l18 PcopiC;

〔}犠器 亀留思:1霊滉:踏電liξ艇翼鳳『
.Im府l憲緊庶1蹴鰤『古設『置盟ξ器

:里ll翼:憎飛溜dに
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肌ッ瞥鰐
The Disappearing Pcople

盤‖議論|:::輩‖[IIIFItよ√服誦
t認

J咄il
ing Persons Burcau has said. 4ヽr Ncil Ross,dircctor oF
thc burcau,sOid thC PFP's computer list contained about

2 320 names oF people whO havc becn reported missing

by「 clativcs and rricnds.Thc PFP's lists were weak on

Tr:Insvani n`lmcs,hc said Btit, ir onc addcd thc namcs

on lists kept by the Detainecs'Parcnts Support Coln:1lit‐

tec,it was clearthat about 3 500 people were known to

be missing. `Missing' is a cuphemism for dctcntion in

terms of thc cmergency regulations.

Mr Ross said the namcs on the missing list did notin‐

clude those people who hid re― appearcd lt was a list oF

peoplc known or bclicved to bc in cmcrgency dctcntion.
`QulC alargc numbcr orpcople whO wcnt missing since

the start oFthe emcrgency havc rc― appcarcd,' hc said.

Thc PFP list was conl,ilCd frOm information supplicd

by relatives and Fricnds oF peoplc known or bclicvcd to

bc in dctcntion ln tcrms ofthc emcrgency rcgり latiOns

the names OFpcopic in detcntion nlay not be publishcd=

卜Ir Ross sald that a high proportion oFthe namё s wcre

tttl滞ぎ:ぷⅧぼ謂:∴f留躍響れ瀾
reported missing at the samc timc― for examplc,aFtcr
pccplc attendcd certain church scrviccs at Eisies River

and at GraaFf‐ Rcinct(wherC a cOngrcgaJon went miss‐
ing).'Mr Ross said it was unccrtain how many pcoPIc

involvcd in the rnincrs'strike in the Free Statc and Nor‐

thcm Cape llad 80ne missing because tilc lists for these

areas wcre skctchy …. ,α″′2.Z86

沈黙を強いられている南アフリカ人たちの悲しみと

怒りが、そしてそれにむきあっている自分自身の悲し

みと怒りが、そくそくと伝わってこよう。

orncial statistics
A total of 131 pco,lc dicd in

thc BurcatrOfilnformatior
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ほかの国や地域の場合とて事情は同じである。言葉

は英語でなんかなくつてもちろんよい。

とくに、自分の弱さや醜さを中心に地球がまわつて

いると思いがちな若者たち、自己惑溺の蟻地獄におち

こんでのたうちまわつている若い人たちに、それをす

すめたい。かく言うぼく自身もそうだったし、今でも

あんまり大きなことは言えたがらではない。

人は「他者Jや「世界」と出会い、向きあわずに人

間になつていくことはできない。ブラジルに住むパウ

□・フレイレという人がこんなことを言つている。

「人間として生きるということは、他者ならびに世

界との関係を引き受けて生きることだ。」英語で表現

すれば、それはこうなる。 10 be human is to

engage  in the relatlonships with the otllers

and with the world。  この言葉は、かれの『伝

達か対話か』 (亜紀書房)に出てくるc

そう、自分を中心に、日本を中心に地球はまわつて

いるわけではないのである。

本当の自分自身や日本と出会うためには、どうして

も他者や世界が必要である。他者や現実世界に介在す

ることなしには、人間は自分自身ですらありえること

ができない。

今日の日本の若い世代の間に広がつている亡び (破

減)の感覚と「自由からの逃走」のスタイルは、自由

を奪われ、絶望のどん底におとしこめられることによ

つて希望にむかつてしか生き抜くことができないでい

る人たちと出会うこと以外に変つていく道筋はないだ

ろう。

今南アフリカの子どもや若者たちは殺されても逮捕

されてもひるむことなく路上に出て闘い続けている。

1985年 7月 21日から86年 3月 7日 まで続いた

この前の非常事態期間に逮捕・拘禁された16歳以下

の子どもたちの数は、警察発表でさえ2106人 に達

した。最年少は7歳の少年だつた。11歳のファニー

・ ゴドカ少年などは、裁判もなしに57日間も拘禁さ

れ拷間を受け、釈放された現在も精神治療を受けてい

るという。1985年 1年間だけで67万 4275人
の黒人の児童 。生徒が何等かの形で学校ボイコット運

動にかかわつた。

84年 9月 から86年 7月 はじめの約 2年たらずの

間に、主として軍隊や警察の発砲によつて2000人
近い南ア人が命を落としたが、そこには子どもや若者

たちの数がたくさんふくまれている。

かれらがとくに勇敢なのではなく、かれらが置かれ

ている状況が苛酷なのである。日本の子どもたちと違

つて、かれらは現実状況と切断された学校や家庭に育

てられたのではなく、苛酷な黒人指定居住区 (タ ウン

'86.6.28東 京の「反アパル トヘイ ト・デモ」(ア フリカ行動委員会主催 )
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シツプ)の路上で育つたのである。今やゲットーの路

上がかれらの《学校》である。制度上の学校 (小 。中
。高校)は子どもたちによる学校ボイコット運動の影

響を受けて、この一年半ほどのあいだ機能停止状態に

ある。

かれらのスローガンは、「まず解放、教育はその後

だ!J Liberation first, Education later i と

いうものであるら,い (Honthly Revi釧 誌 86・ 4,

vo1 37, NQll)。

こういう現実を、日本の若者をも含めたぼくたちは

どう受けとめたらよいのだろうか。

アパルトヘイト (人種隔離・差別)政策はたしかに

悪いが、「自助努力をした者、しなかつた者の差が肌

の色に関係なく、歴然と表われても`ることJを見ない

で、アパルトヘイト反対ととなえてみても始まらない

くなどと主張する日本人 (田中康夫「激動の南アフリ

カに潜入JE麟

“

エンマ 8月 6日号)も出てきている

のである。

この田中康夫氏をグストの一人に招いて「朝日ジヤ

ーナル」誌が、こともあろうに、南アに進出している

企業も多々含まれる多くの日本企業のきょ金によつて

運営されている「アフリカ協会Jの後援をえてアパル

トヘイトに関する公開セミナーを開催したことは、記

憶にあたらしい (「朝日ジヤーナル」7月 11日号参

照 )。

さてこれからしばらくの間、本誌のおすすめを喜ん

で受けて、「沈黙の壁」のかなたの南アフリカの情報

を南ア紙等によつて紹介しながら、つたないエッセー

を綴つていこうと思う (第一回おわり)。

裁判なしに57日 間拘留されたゴドカ少年 (11歳 )

く漱ンαOC∝東諄)0∝ XЭ00Cぐ0くメ〉∞ 0)OκK冷蹴 OC∝X∞

-OCX鉾

)。。瑯 )OκX冷い0∝X∞OЮゆ C00Ю00QO(XЭO∞∞ ∝X∞OCo∝

【1ページから続くl

67才になつたアルベルチナは、これまでギブ・ ア

ップしたことがなかつた。つねに解放闘争の先頭に立

つてきた。現在、統一民主戦線 (UDF)の 議長、ト

ランスバール女性同盟の議長、そしてソエト市民協会

の執行委員である。

5人の子供 (息子3人、娘 2人 )の母親であるアル

ベルチナは、シスルー家の歴史物語について語った。

息子のズウェラクヘは、つい2週闘前に非常事態令で

拘留されたところである。

アルベルチナは、通算すると約25年のあいだ彼女

が刑務所の壁の外で夫を見ることはなかった、と語っ

た。夫が1964年 に逮捕されたとき、彼女はラング

ラーグテ警察署の独房に入れられていた。

家族のほとんどすべてが、警察の独房や刑務所での

何日間かを経験してきた。しかし信じられないほどの

困難にもかかわらず、シスルー家の信念は揺るがなか

つたようだ。家族の全員が、 “人種主義国家から非人

種主義の統一された民主的南ア"に国家を変革するた

たかいに、彼ある0｀ は彼女の金力をかたむけてきた。

1963年 、アルベルチナは初めて拘留された。サ

ボタージュ法によって裁判なしで90日間拘留された

最初の犠牲者の一人である。そして釈放されると同時

に、彼女と長男のマックス (現在、国外に亡命中)は

5年間の禁足令を受けた。

「警察の留置場は、 “私の家族の生活の一部"のよ

うなものだつた。」と彼女は語つた。次女のリンディ

ウエは、1976年 のソエト蜂起のとき、11ケ月間

を独房で過ごした。彼女もまた、現在は南アをはなれ

ている。

アルベルチナが政治に関わりをもちはじめたのは、

結婚する前の1940年 代だつた。彼女の夫になるひ

とは、ANC青年同盟の活動家だつた。そして、彼女

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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は1948年にANC女性同盟に加わつた。

1953年から64年のあいだ、家族の生活は困難

をきわめた。この時期、夫のウォフレター・ シスルは8

回も投獄された。そのうち1956年の逮捕では反逆

罪に問われたが、それから29年後の1985年、こ

んどは妻のアルベルチナも同じ反逆罪で他のUDF指

導者15名と一緒に起訴された (女性は彼女だけ)。

反逆罪裁判は5月 に開始されたが、彼女を含む12名

だけが12月 に突然釈放された。

「いまも私はとても元気で、希望にあふれている」

と彼女は語つている。■

南アの黒人女性の詳しい状況については、国連広報

センター (〒 107港区南青山1-1-1新青山ビル西館22

階)から発行されているバンフレット『南アフリカの

アパルトヘイトに苦しむ黒人女性」 (1985年発行)の

一読をおすすめする。ハガキで必要部数を申込めば、

無料で送つてもらえる。 (霜 )

1986年 (昭和61年)8月 12日  火曜日  車再 目 黎摯 A罰     (4)
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第 3回 描きかえられた地図
アパルトヘイト体制は、厳密な領土の分離を実施し

ようとしてきた。そして国土の大部分は、「白人用 J

と宣言された。人びとは、自分たちの家が他のグルー

プに割り当てられた地域の中にあると、そこから強制

的に追放される。1983年までに少なくとも350
万人が追い立てられ、アパルトヘイトの方針にそつて

南アフリカの地図を描きかえようとする企ての中で、

政府の言葉によれば、他の場所に「再定住」させられ

た。 (*1)

移動させられた人びとの大部分は、国土の13%を

割り当てられたアフリカ人であつた。この13%の地

域は、「バンツースタン」と呼ばれる、10の単位に

グループ化された多数の断片的な土地から構成されて

いる。.したがつて多くのバンツースタンは、いくつか

の小さな土地の寄せ集めである。

強制移動と再定住の政策は、バンツースタンの人口

を大幅に増やすもとになつた。例えば、あるバンツー

スタン (クワ・ クワ)の人口は、1970年の2万 6千人

から80年の23万 2千人に増加した。 (*2)
1960T代から70年代にかけて、100万人以上のアフ

リカ人小作農が耕作地から追放され、生活の糧である

土地を奪われて強制的にバンツースタンに押し込わら

れた。

町や都市は、それぞれの「住民グループJごとの別

々の居住区に分離されている。わずか一つの法律、つ

まり集団地域法によつて、その大部分がアジア人とカ

ラードである83万 4千人以上が自分たちの家から追

放され、都市の中心から遠く離れたタウンシツプ (居

住区)に追いやられた。 (*3)

*1 「南アフリカの強制移動」 過剰人ロプロジ
ェクト、ケープタウン、1983年

*2 「ランド。デイリー・ メイル紙」 ヨハネス

プルグ、1982年 1月 20日

*3 *1と 同じ

ク_乃リ ツ 笏銭 星 聯 生 α υ 一ハリ/びとが住

ん

“
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∪DFが声明を発表
∪DF(統一民主戦線)は 7月 16日 、「南アの民

衆へのメッセージJを発表した。

その中でUDFは、「労働者、若者、学生、そして

両親たちは団結して、都市や村で声を一つにしなけれ

ばならない。」と呼びかけている。政府は民衆のわず

かな要求の受入れすら拒否しているが、民衆もまた、

古い方法で支配され続けることを拒否する、と述べ、

ボタ大統領の “改革ゲーム"の手下になつている地方

の議員などを非難している。

白人社会に対してUDFは、「あなたたちが偏見と

自分本意の考えを捨てるのは今だ」と述べ、人種や皮

膚の色が人間の価値を決めることのないすばらしい南

アをつくりあげるたたかいに加わるよう呼びかけてい

る。

また経済界に対しては、「アパルトヘイトをなくす

べきだJと言うだけでは不十分で、ANCの合法化、

ネルソン・マンデラの釈放、集会や報道の自由、拘留

者全員の釈放などのために具体的な行動をすべきだ、

と述べている。

これら以外にもUDFは、国会議員、地方の議員、

教会、国際社会などに向けて呼びかけを行つている。

最後に、「私たちは、民衆全体への権力の民主的な

移行を求めているだけである。Jと述べ、新しい南ア

の誕生は以下のことが実現することから始まる、と結

んでいる。

ロネルソン・マンデラおよび他のすべての政治犯、拘

留者の無条件釈放。

■ANCお よび他のすべての非合法組織の合法化。

■治安維持法の廃止。

■自由な言論、集会、組織化の権利を民主的に行使で

きる条件づくり。

■アパルトヘイト関係法の撤廃。とりわけ、1913年と

36年の土地法、集団地域法、住民登録法の撤廃。

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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■東京を中心に反アパルトヘイト運動を続けているアフリカ行動委員会から、『南部アフリカ

年報19864版』が発行されました。全文132ページにおよぶ労作です。編集者に内容を紹介

してもらいました。本誌同様、ぜひ皆さんに読んでしヽただきたい一冊です。当委員会でも扱つ

ていますので、郵便振替でお申込みください。 (1冊1000円、送料 200円 )■

《特集》日本を訪れたフリーダム・ファイター
ソウエト蜂起10周年にあたる今年、南アフリカ

は大きく揺れ動いている。子供や女が立ち上がり、

労働者や宗教者が立ち上がる。「黒人」層の動きに

対して、南アの体制側は分裂をはじめ、その政策は

状況追随的なものになつている.

今年6月末に発行した『南部アフリカ年報19864

版』は、このような時々刻々変1ヒする南ア情勢を理

解し、解放の主体は誰かを知り、さらに日本と南ア

の関係や、私たちに何が出来るかを探るうえでの参

考として、1985年から今年前半にかけて何が起り、

何をしてきたかを集約したものである。

以下、少々手前味噌になるが、その内容を紹介さ

せていただく。

南アフリカの人の声

「私はあなた方と同じく施病で弱虫です。銃をと

つて戦うこともできないのです。でも、私は手紙を

書くこともできるし、話をすることもできる.臆病

なりの、アパルトヘイトに反対する闘い方があるの

です.」 (フ ァリサニ牧師の発言、本誌

“

ページ)

日本と南アフリカは「遠い」。さらに、私たちは

南アの人々が見えないでいる。

一昨年暮れから昨年末の1年間に、三人の南ア。

フリーダム。ファイター (自由の戦士)が日本を訪

れた。本誌では、セレッツェ。チョアピ (ANC)、 モ

ード・ ジヤクソン (PAC)、 バルンギレ。シェンベ (

D4AF00)の二人の講演記録を特集として第Ⅲ章に掲

載した。三人の生々しい体験、日本 。南ア関係の告

発、アパルトヘイトの実状と解放闘争など、南ア人

自身が語るだけにそのインパクトは大きもヽと思われ

る。たとえば、モード・ ジャクソン女史は白人の両

親のあいだに生れた「カラード」なのであり、その

ことによつて彼女が辿り、選択せねばならなかつた

数奇な運命は、アパルトヘイトがいかに人々を分断

し、苦しめているかを、また、南アフリカという国

の成り立ちを私たちに語つてくれる。

さらに本誌では、サンデー◆タイムズ紙が85年 8

月に黒人居住区住民400人を対象に実施したアン

ケニト調査の結果を各所に掲載した。これにより、

国内に住む黒人が何を考え、何を願つているか (た

とえば、77%が対南ア経済制裁を支持している)

が、理解していただけると思う。

激動する南ア、そして日本は

本誌第 I章では、南部アフリカ情勢とそれに対す

る世界各国の対応を概観してみた。最近の解放運動

の担い手である黒人労働者や統一民主戦線 (UDF)、

とりわけ殺されても殺されても蜂起の先頭に立つ黒

人の子供たちの動きなどが細かく分析されている。

第Ⅱ章では日本 e南ア関係に焦点をあて、経済的、

歴史的、政治的嗜察をしている。とりわけ森りil論文

「パリ講和会議と人種差別撤廃問題」は、最近とみ

に現われてきた「日本大国論」を批判する重要な視

点を提示してくれていると思う。

私たちに今何が出来るか

昨年から今年にかllて 、日本反アパルトヘイト委

員会の構成団体が増えた。そしてその多くが、地域

からアフリカを考え、アフリカから学ぶという姿勢

をとつていることは注目される。いまやアパルトヘ

イト問題は、地域から考える時期に到達したのでは

なかろうか。

だからこそ、「私たちに今何が出来るか」という

間を反すうしたい。そして、できるだけ多くの方が

本誌を手にされ、「アパルトヘイト NO !」 の

声を発せられることを願つて止まない。

(1986.3.12東京、暢)
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非常事態瞬後の悪あがき
/〃嵯 蒻 藤 フ 久 彩 ゲ ハ"・ ンゾ擁    どンー

■当局が現在の非常事態宣言を発令して以降、南アで

は爆破事件が頻発している。これらの爆破は、南ア黒

人に対する当局の暴力が強まっていることに対応した

ものなのか?

私たちの軍事部門であるウムコント・ ウェ0シズウ

エ (民族の槍)に よる武装活動の増加は、いかに敵が

悪らつになつても、私たちは私たちのプログラムを遂

行しつづけているということの明白な証明である。こ

れらの活動は、実際に文字どおり国中に広がつてきて

おり、私たちの軍事部門が南アの民衆の中に根付いて

いることを、ひじょうにはつきりと示している。AN
C(アフリカ民族会議)全国執行委員会で1986年
は「ウムコント・ ウエ・ シズウェの年」と宣言された

ので、戦略と戦術の論理的再確認だけでなく、私たち

は軍事部門による武装活動についても明らかに期待す

ることができる。

■現在の非常事態宣言は、さらにきびしい手段をもっ

たもののようにみえる。この特別の非常事態は、国内

の黒人の抵抗を押しつぶすのに成功してきたか?

現在の非常事態は、アパルトヘイト政権が、その手

から権力がはなれていくことを感じながら、しだいに

自暴自棄になつてきている証拠である。世界中の他の

すべてのフアシスト政権と同じく、アパルトヘイト政

権は、その死にかけの体制を守るために最後の手段に

うつたえている。しかし、その暴力的な悪あがきにも

かかわらず、私たちの民衆の革命的行動を止めること

はできなかつた。体制側は、現在の非常事態の発令以

後、私たちの軍事部門による武装活動を含む大規模な

運動が、以前よりはるかに強まつてきた事実を隠すこ

とはできない.

ロズールーランド・バンツースタンの首長ガツチヤ・

プテレジが、南アの都市部の黒人の支持を受けている

という報道について、どのように思うか? 大会や屋

外集会の全面的禁止にもかかわらず、彼は最近、ソエ

卜で大規模な大会を開くことができたと伝えられてい

るが………。

ガツチャ・プテレジは、彼の役割が反革命的である

ことを、きわめて明白に示してきた。民主的な運動を

つぶすというバカげた努力をすることで、彼がアパル

トヘイト体制を助けるのを自分の仕事にしてきた事実

は、よく知られている。ブレトリア政権に対する強制

的な経済制裁を求める民衆の声に彼が一貫して反対し

てきたことは、私たちの国の民衆に対する彼の裏切り

行為のもう一つの証拠である.質問の内容についてい

うと、彼が最近ソエトで開いた集会は、ソエトの住人

が参加したのではなく、彼が遠くはなれたナタールか

ら連れてきた、ならず者武装集団が参加したものだつ

た。

■最近、南ア国内のさまざまなタウンシップで登場し

てきた「ストリート委員会」は、ANCとは関係なく

創設されているのか。それとも、あなた方の解放組織

を構成するものなのか?

ANCは 1985年から、南アを統治不能にするよ

う、またアパルトヘイトを機能停止させるよう私たち

の民衆に呼びかけてきた。この呼びかけが行われて以

降、国内ではアパルトヘイトの機構が一つずつ崩壊し

てきた。萌芽期にある人民の権力の機能を作用させる

ために始まつたストリート委員会の登場は、当然のこ

とながらANCの呼びかけの延長線上にあるものだ。

私たちは、このような機構をとおして、統治不能から

人民の権カヘ移行することを期待している.

【PANAに よるインタビュー (86.78)よ り訳出】

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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スティーブ ◆ビコとある人の思い出

藤 木 省 策

我々が、他国の民衆を理解しようとする場合、その

民衆のナショナリテイーを体現しているヒーローとも

呼ぶべき殉国の士を知ることは大切なことだ。おとな

りの国、韓国でいえば、ハルピンで伊藤博文をねらつ

た安重根 (ア ン・ ジュングン)のその思想と生き様を

知ることは、歴史をさらに身近かなものにさせてくれ

る。その意味からいつて、我々の関わる南アフリカに

ついて、ようやく昨今の日本の新聞にも乱舞するよう

になったネルソン・マンデラの名前とともに、スティ

ープ 。ビコを忘れてはならないだろう。ソウェト蜂起

の理論的、心情的支柱となつた黒人意識運動のリーダ

ーであつたこの男が、ポートエリザベスの刑務所691

号室で、両足に鎖をつけられたまま殺されたのが、1

976年の9月であつた。そして、その黒人意識運動

とは、黒人が、自人から認められたり、アパルトヘイ

トからの解放を自人に手伝つてもらうのではなくて、

自らの力を自らで評価するアイデンティテー獲得の戦

いであるのだ。

なんてことを、今はなき冨元一彦氏に静岡の山口宅

で教わつたことを私は思い出す。「静岡 アフリカに

学ぶ会」。lll圧のポートピア神戸から静岡に来て五年

目、初めて私はアフリカにrti会おうとしていたのだ。

だから、今でも私にとつて、スティープ。ビコと冨元

氏が、アフリカに関わるキツカケを超えて、なぜかマ

プタのウラでだぶつてしまう。これは、かなり私的な

文章だ。にもかかわらず、冨元氏とピコとは、ともに

医者であつたことは事実だ。そして三年前。一度はあ

こがれのナイジェリアに渡つたにもかかわらず、父の

死に呼びもどされるように鹿児島で三十七才の寿命を

開じたのは、冨元氏の方だつた。別に拷間死に匹敵す

るほどの悲惨な死ではなかつたかもしれなもヽ。だが、

私には、ショックだった。今年、4月 。南アから来日

したフアリサニ牧師に、私はビコのことをたずねた。

即座に、それをたずねるなら、もつとビールをのませ

てくれと言われた。ファリサニ牧師は、1976年 に

は、ビコとともにポートエリザベスの刑務所にいたの

だつた。

しかし、「学ぶ会」で耳にしたスティープ 。ビコの

名前は、アフリカ門外漢の私にとつて、初めての名で

はなかった。奇しくも、当時愛聴していたピーター・

ガプリエルのレコードのB面ラストの曲が「ビコ」。

The nan is dead の歌詞は私の耳に残らず、コシシ

ケレイ アフリカのコーラスと暗く重たい旋律を聞い

て、これは西欧ロックからの脱皮を図つている程度に

思つていた。

西欧社会にスティープ・ ビコの名を知らしめたのは

南アのデイリー・デ ィスパツチ紙の自人記者ドナルド

◆ウツズであつた。家族ぐるみのビコとウッズの人と

人としてのつき合い。そこから、大著「ビ]」 が生れ

た。そして、その「ビコ」を読んで、一人のイギリス

のミュージシャンが追悼する曲を書いたわけだ。以後

ピーター・ ガプリエルは、アフリカに急接近する。ノ

ーベル平和賞候補となつた自人ミユージシャンたちの

飢饉キャンペーンの仕掛人ボブ・ゲドルフなる奴とち

がつて、ロックと民族音楽の融合を目指した「WOL・l

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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AD(ワールド・ オブ・ ミュージック・ アーツ・ アン

ド・ ダンス)」 というフェスティバルを主催。文化人

類学、農学、生物学の研究基金創設のチャリティー。

コンサートは、彼に多大の負債をもたらす。そして、

今年の「サン・シテイ」のレコード.スティーヴィー

0ワンダーやら有名なミユージシャンが集まつて、南

アのサン・ シティではプレイしないぞというプロパガ

Jambo! ぉ元気ですか。

84年末からの「経済自由化政策」で、少なくとも

ダルエスサラームには、輸入製品がかなり豊富に並ぶ

ようになつた。私が来たころ (84年 6月 )の「何も

ない」状態とは雲泥の差である。

したがつて、外貨をもつているごく一部の人間にと

って、ダルエスの生活はかなり安く快適なものになつ

てきている。米、砂糖などの生活必需品はなお入手難

ではあるものの、ビール、煙草などはケニア製をはじ

め外国製品がスーパーには並んでいるのである。また

外貨をもてなくても、米、センベ (と うもろこしの粉

)、 小麦、砂糖、ビール、煙草といつた品を公定価格

で手に入れられ、かつ横流しできる地位にいる政府、

公社の高官 (あるいは小役人まで)も、かなりの生活

を享受している。

しかし、そういう位置にいない圧倒的多数の都市の

住民たちは、そうはいかない。

「月給」は社会的身分保証

現在、最低賃金は月810シリングで、月給がこの

レベルの層、あるいはそれ以下の層がかなり多いのだ

が、この月給はどの程度かというと、カンガという女

性の身にまとう生地1枚とほぼ等しい。米、砂糖は、

ふつう闇値でしか手に入らないが、どちらかを10キ

ンダレコードが出た。ヒットをもくろむダンス・ ビー

トのきいた多くの曲のなかで、さらに重たく不明瞭な

うめきの曲が一曲ある。彼の手になる曲だ。そして、

そのタイトリレ「ノーモア・ アノツレトヘイト」。

今日は7月 15日。冨元氏の命日。

私は、毎年この日に固くレコードは決まつているの

だ。

日も買つたら、それでおしまい。ビールだと12本、

煙草だと16箱が、1ケ月分の給料の値打ち。

これではとてもやつていけないのは明らかで、「月

給」というのはあくまで社会的身分を保証されるため

のもので、その「月給」のために一所懸命働いたり、

お客に愛想をふりまくなんてとんでもなく、役所でも

公社でも、あるいは民間会社でも、ぶつきらぼうで非

能率な態度に直面するわけで、それをのりこえるため

には「チヤウチヤウ」ということになる。

もちろんそれは、タンザニア人労働者が怠惰だとい

うことを意味しない。「月給」のための時間が終わる

と (時には、その時間内にも)、 働くことが即、自分

の収入につながる「副業」に精をだすのである。「副

業」は、シヤンバ (家庭菜園)、 養鶏、養豚から自タ

ク、自ダラダラ、各種品の検流しまで多種多様。政府

自ら、「月給のみに頼るな。シャンバを耕して、自ら

の食料をつくりだそう。」と「副業」の勧め。JUW
ATAという単一御用労働組合は、そのために土曜日

を休日にしようと要請する始末。

「AFRICA EV[NISJ誌 86年 4月号の特集は「サバ

イバル」であるが、サバイバルといつても日本でさか

んな「千ばつ、飢餓」ということでなく、いかに都市

の住民が生きる糧のために苦闘しているかというドキ

ュメントである。
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「月給」という社会的身分保証のない、とくに失業

率の高い若い層は、各種闇取引から、てつとり早く窃

盗、強盗となつたり、女なら羽振りのいい男と付合う

ということになる。

生産力の回復こそ先決

しかしそれでも大多数は、こつこつと働いて要領の

いも`こともせず、じっと我慢しているという印象であ

る。彼らの期待はメーデーでの、ムウィニ大統領によ

る「給料アップ」であつたが、それが先のばしで、「

ムウィニは何だ。大統領になつて値上げばかりじゃな

いか !」 という不満が各処で闘かれた。大統領になつ

て半年たらずのムウィニに即効的な経済回復を期待す

るのは無理で、むしろニエレレの残した巨大な負債の

後始末に追われていて可哀想というか、 “人気とり"

をしないムウィニ妊好慮すらもてるのだが、ニエレレ

治下でじつと窮乏に耐えていて、ムウィニを大きな難

待をもつて迎えた民衆は、もうtヽつまでも我慢できな

いというところか。

しかし、ムウィニのもヽう、「生産んの興優こそ先決

で、それなしに綸料アップしても無意味だ。」という

メーデー演説は、それなりに説得力あるものだつた。

彼が生産力低下の例としてあげた数字は、統一がとれ

ていないが、次のとおり。

*とうもろこし
222,51Xlトン(1978年 )   89,000トン(1985年 )

*米
60,81Xlし (1971年 )  23,000トン(1985年 )

*コ ーヒー

66,000し (1981年 )  49,000トン(1985年 )

*綿花
75,200トン(1973年 )   51,900トン(1985年 )

*茶
18,500トン(1973年 )  16,800トン(1985年 )

*カシユーナッツ
143,OIXlトン(1973年 )   32,400トン(1985年 )

*タバコ
191600トン(1978年 )   13,0011ト ン(1985年 )

*サイザル
230,000ゝ (1964年 ) 61000トン(1985生F)

ムウイニは、「入びとは食用油がないと不満をいう

が、その原料を入ぴとは作らなくなっているのだ。」

という。つまりニエレレ治下で、主食、換金作物とを

聞わず、農業生産はほとんど全面的後退をとげたのだ

が、それはなぜか。となりのケニアが、コーヒー価格

の急麗と石油価格の低落で、他律的で一時的にもせよ

潤つているのに、共通要素のタンザニアが余沢にあず

かれないのはなぜか。

キリマンジャElコ ーヒーの摘み取り
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IMFと のローン交渉

いま、他のアフリカ諸国と同じようにタンザニア政

府も、IMFとのローン交渉を延々と続けている。そ

の眼点であるタンザニア・ シリングの切下げの民衆に

及ぼす悪影響がさかんに論じられているが (つ まり輪

入品の急臓など)、 逆に素人眼には数少ない利点と思

われる輸出代価の急増には、まずふれられていない。

つまり、コーヒー、綿花などの輸出価格は外貨建で

決められているから、タンザニア政府の外貨収入は変

わらなくても、少なくとも生産者農民には増えた分の

生産者価格が支払えるはずなのである。それは生産意

欲をかき|たてることになりt切下げは都市の消費住民

に
,専び|くてやt警民に

,そ
こそこではないかと思

っ下みた,す0.0 1.      1  1
ところが、これはタンザニアではあまり現実的では

ないので、つまり、主な換金作物の価格構成をみてみ

ると、年々、生産者の取り分が減り、公社の中間マー

ジンが増えている (その公社が赤字だと何をかいわん

やである)ので、切下げによつてありうべきわずかな

利益も生産者には決して還元されず、巨大な官僚機構

のどこかに雲散霧消してしまうとなると、農民には負

担のみがかかつてくるのである。

いつたい IMFとの交渉で、切下げを中心として、

非能率官庁 ◆公社の統廃合、合理化という名の人員整

理、輸出入規制の緩和、市場価格統制の緩和、補助金

の撤廃などのパッケージをのむことは「帝国主義への

屈伏。真の自立につながらず、民衆暴動がおきる.」

等、自称マルクス主義者たちの批判は過激であるが、

それではどうしたらいいのかという―議論が、いたく欠

けているようにみえる。

農業をとつてみても、「近代農業のためには外貨不

足」「 トラクターがない」「スペアパーツがない」・̈

……等々、とどのつまりは、ローンはいけないが、ス

ウエーデンがやつてくれるような「無償供与」「借金

棒弓|き 」がほしい、それが「革命的連帯」だといつて

いるようにみえる。「自力更生」はどこへもヽつてしま

つたのか。ムウィニもメーデー演説で、「我々に、助

けだしにきてくれる叔父さんはいないのだ。」と強調

していたのに……….

部外者である私が、ましては日本ですら農業なぞま

つたくできないホワイト・ カラーの私が回はばつたく

いつてはいけないのだが、タンザニアの将来は、やは

り農業にかかっていると思う。

ケニアと違つて国土の50%以上が可耕地で労働人

口も豊富なこの国で、都市の住民が、「食料がない」

といつて「月給」分の仕事はろくにせず、あるいは多

くの若者が失業していたり、あるいは圧倒的多数が貧

しい農民の息子、娘であるエリート大学生のほとんど

すべてが「オフィス・ワーク」を望み、決して地方に

戻ろうとしないのをみると、日本と共通の構造を感じ

てしまうのである。    |     ‐|  ‐ ‐

もうそろそろ「外貨不足」をいいわけにし在ぃで、

自分たちの力でできるところから始めてゞ[従属構造を

断ち切る努力をしなけれ患ぃけないのではないか。1「

自力更生」を単なる言葉で終わらせずに,,・…Ⅲ。

ザンビア経済の」‐ヽ春日和
どうもタンザニア人に対しては失礼な倣慢な日調に

なつてきてしまつたので、ここら辺で少し方向転換し

て、ザンピアのエピソードを‐つ。「AFRICAI EVFNIS

」誌86年 3月号に載つている、「ザンピア経済の小春

日和」の記事を参考にしながら……。

銅価格の長期低落で経済不振をかこつていたザンピ

アは、昨年10月、ついにlMF□ ニンを受入れた。

その眼点はザンピア◆ケワチ手の切下けであるが1そ

のためにおもしろい制度がとられた。

中央銀行であるザンピア銀行が、毎週手持ちの外貨

を“せり"にかけてクワチャのレートを決めるのであ

る。つまり、政府自ら闇ドル売りに出たのだと思えば

いい。その結果、クワチャは1ドル=2.2クワチャか

ら、3月段階で6.7ク ヮチャまで下落した。

名目は、より必要としている部門、会社に外貨を流

通させることによつて、
:国

全体として有効な投資、開

南部アフリカ地域
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発を計るということである。しかし現実には、せり勝

つてドルを獲得できる資本力がどこにあるのか、ある

いは毎週900万ドルもせりにかける外貨準備がザン

ピア銀行にあるわけがなく、そのための「外貨援助」

がどこからくるか考えてみればいいと思う。

ともあれ、空だつたルサカのスーバーには今や所狭

しと品が並べられ、一部はぜいたくな消費物資だとい

う。これは、タンザニアの「経済自由化」の結果、主

としてインド系、アラブ系の商人が聞ドル買によって

集めた資金で輸入した品でスーバーの相を飾り、当然

その価格は闇ドJpOレートだから一般民衆には手ので

ないほど高く、したが:つ て輸入される品物も生活必需

品よりも、購買力のある層の要求するぜいたく品が増

えてきているのと同じだ。

「タイムス・ オブ・ザンピア」は、このせり制度を

「ザンピアにとつて起こつた独立に次いでよいこと」

とみなしているが、5年前に似たような制度をオボテ

前大統領がとつたウガンダでは、「豊かな国の貧しい

人々 (納税者)から金をとつて、貧しい国の豊かな人

々に与える制度」と批判されたことを忘れてはならな

い。

現実を見すえて

制度の是非は経済学者に任せるとして、」AAC(
日本反アパルトヘイト委員会)と して参考になること

を一つ。スーバーに並んでいる品の中に、南ア産ワイ

ン、缶詰、新鮮果物が多く見られるとのこと。南ア経

済制裁を強く訴え、日本の対南ア貿易を批判しつづけ

る「前線諸国」議長国がである。このことは、昨秋、

南ア民衆による自人商店ポイコットという新しい戦術

がかなり効を奏していたころ、ジンバブウェのおばち

ゃんたちが大挙して国境を越え、「買出し」をして物

議をかもしたことをほうふつとさせる。

もちろん、これをひやかしで書いているわけではな

い。ザンピアは、ジンバブウエの長い独立戦争の過程

で、多大の経済rrm牲を払つてきたし、今、両国は「

前線諸国」として、南アの巨大な圧力、脅迫に耐えて

戦つているのである。それを、安全なところにいて、

ただひたすら南アから利潤を吸い上げ、かつ南ア政権

を支えている日本と同列に扱うつもりは毛頭ない.

しかし、現実はしつかりみるべきだろうし、そうし
た現実をつくりだしているのは、片一方に南アの民衆
がいるとすれば、もう一方に日本を含めた「西側」が

いるのである。リビアヘの爆撃を「理解できる」とし

た首相をかかえる国の人間として、なすべきことは、

この現実の中から見えてくるのではないか。

(1986年 5月 4日記)
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