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麟鶯お
A PICTORIAL iNTRODUCTION

第 6回 パス法

南アフリカの多数派をしめる人々は、国内での移動

の自由がまつたくない。彼らの移動は、アフリカ人だ

けに適用される「パス法」と呼ばれる法体系によつて

規制されている。この制度は、バンツースタンから工

業地帯および農業地帯への労働者の流入を規制するも

のである。またバンツースタン以外の地域は14の行

政区に分けられているが、ここでもアフリカ人は、そ

れらのあいだを自由に移動することができない。

16才以上のアフリカ人全員は、パスと呼ばれる身

分証明書、あるいは “独立:したバンツースタンの場

合には “パスポート"と呼ばれるものを携帯しなけれ

ばならない。パスには所持者に関する詳細が記載され

ている。その内容には、言語グループ、居住の場所、

納税証明、就職できる仕事の種類も含まれている。労

働者のパスは、継続して雇用されていることを示すた

めに雇用主による定期的なスタンプが押されていなけ

ればならない。

すべての条件を満たしていないパスを持つアフリカ

人は逮捕され、罰金、投獄、バンツースタンヘの強制

送還のいずれかを受けることになる。1948年 から

81年のあいだに、少なくとも1250万 人が、パス

法で逮捕あるいは起訴された。 (注 1)こ れまでに

弁護士の弁護を受けた人はごく一握りだし、その裁判

は5分ほどで判決が下される。例えば、1983年 に

パス法違反でヨハネスブルグの裁判所に立たされた6

万2000人 のうち、弁護士がついたのは62人だけ

だつた。 (注 2)バ ス法で有罪を宣告された人々の

大部分は、仕事をさがしている失業者である。有罪に

なつた人々は、しばしば刑務所の中ではなくて、自人

農場での労働に就かせられる。
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別の国」「日本人は名誉白人」「キンバレーのダイヤ

モンド鉱山」「喜望峰」………・。断片的な知識が頭に

浮かんではくるものの、いざ生活するとなるとさつぱ

りわからない。何を食べているのか、水は大丈夫か、

病気は? そして三年暮らしてきた今、何を知つたの

だろうか。白人居住区の自分の身の回りの事だけでは

なかったか、という思いを抱きつつ、この文章を書き

始めている。

前々任者の奥さんの話によると、ヨハネスプルグに

はダイエーのようなスーパーが二軒、魚屋は車で三十

フリカに勝参

南アに三年滞在して今年の三月帰国した。中二に転

入した息子が帰宅するなり、「あ一あ、いやになっち

ゃつたな一」、とばやいた。学校へ行くと、小学校時

代の友達が彼のことを覚えていて、わ一っととりElみ

いろいろ質問したらしい。「ネエー、南アに冷蔵庫あ

つた?J「テレビは?J「家は?」 「ブッシュマンは

?」・………「南アの事、何にも知らないんだ。僕、が

つかりして答える気がしなくなったよ。」

私自身『こむらどニュース』の読者でありながら、

南アについて一体何を知つていただろうか。「人種差

南アの商品
「
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分。衣料品、日本食料品は三年分用意すること。三年

分、三年分、と買い込んで、悲壮な覚悟で出発した。

着いてみると大違い。本当にアフリカだろうか。

五、六年の間に大きな変{ヒがあつたのだろう。大き

なスーパーやショシピングセンターがあちこちあり、

土地が広いので立派な駐車場が完備している。店内も

広々として品数も豊富だ。ビン詰、缶詰、乳製品はヨ

ーロツパから、鍋、皿、スプーンは日本からという具

合に、輸入品があふれている。スポーツ用品、靴、バ

ッグ、洋服、カメラ、オーデイオ類もヨーロッパ、日

本、アメリカのプランド。

私のイメージが貧困だつたせいか、差別されている

から黒人は、きつとみすばらしく、やる気がなく、う

ちひしがれているのではないかと思うていた。確かに

仕事にあぶれ、道端に寝そべつたり、たむろしている

黒人も沢山いた。仕事があつても、勿論、生活は苦し

い。賃金は自人の五分の一だ。職種だつて限られてい

る。新聞の求人広告を見ると、ヨーロピアン・ レイデ

イ募集、なんて書いてある。

だけど街ヘー歩出れば、いたる所で黒人が働いてい

る。五、六台あるスーパーのレジには、店の制服を着

た黒人女性が座り、手ぎわ良く (といつても手先の器

用な日本人から見ると遅くていらいらするが)レジス

ターをたたき、もう一人が袋につめる。自人居住区で

メイドやガーデンポーイ (庭の掃除や芝刈りをする人

)、 店員、新聞売り、ドライバー、道路工事の人夫、

掃除夫、車の修理工などの仕事につき、必死で働いて

いる。

土曜の午後から日曜日は仕事が休みなので、 (日 曜

は店が閉まるので土曜だけだが)街中買物をする黒人

で、歩道がうまる程いつぱいになる。テレビや車は高

いから手近な物、特に着る物にお金をかける。アクリ

ルやナイロン製のあまり質の良い衣料ではないが、小

されいにしているし、子供にも可愛いかつこうをさせ

ている。黒人女性の中には、かぎ針編みの上手な人が

多いから、手編みの帽子やセーターを着ている人もい

る。仕事休みの半日を利用して週 1回洋裁を習い、自

分の服を作つている人も多い。

他の黒人国家を見ている日本人の目には、差別され

ているのに南アの黒人はいいかつこうをしているじゃ

ないか、と映る。経済的に恵まれているから、他の黒

人国家の貧しい黒人より幸せだろうとも思う。そうか

もしれないが………。

南アの黒人の立場に自分を置いてみよう。白人家庭

に住み込み、毎日のように高価な物、便利な物を見な

がら働く。高級レストランでは自人のお客においしい

料理を運ぶ。自人がベンツやBMWの高級車をぶつと

ばしてしヽく脇で、汗水たらして道路を掘りかえしてい

る。他の国の黒人よりも自分達の方が幸せだ、なんて

感じるわけがない。

南アの黒人が見ているのは、他の国の黒人の生活で

はない。南アの白人の生活なのだ。自分達も白人のよ

うな物を持ちたい、身につけたいとあこがれ、欲望は

無限に広がつていくD欲望が南アに充満している。

家主がじゅうたんを取替えるというので、黒人の労

働者が四人家に来た。古いじゅうたんをひきはがし、

新しいのを敷くのに忙しく働いてくれた。五十才位の

自人は監督なんだろう。動かした荷物でうもれた居間

のソファーに座り込んで、仕事が済むまでず一つと小

説本を読んでいた。その日この監督がした仕事は、紙

に何か書きこみ、私のサインをもらつただけだ。

下水がつまつて、市役所の係の人に来てもらつた時

も同じだつた。汚物の中にワイヤーを通して掃除した

のは黒人。自人のおじいさんは、私からサインをもら

つただけ。仕事をやつてくれましたというサインを。

何年も何十年も、白人と黒人の間で、このような事

が繰り返される。働く仲間では決してない。黒人の怒

りが積もり積もつて、爆発する。怒りが南アに充満す

る 。 (たけだ みほこ)

竹田美保子さんは「こむらど」が読書会と

してスタートした当時のメンバーで、東京ヘ

転居された後も本誌の読者として協力しても

らつています。南アに3年間滞在する機会が

あり、今年3月 に帰国されました。さつそく

何か書いてほしいと連絡したところ、南アに

住んだからといつてアパルトヘイトのことが

書けるnRで はないと最初は断わられかけたの

ですが、当方のねばり腰で、竹田さんが日常

生活の中で直接に体験したこと、感じたこと

について書いてもらえることになりました。

読まれての感想等をお寄せください。 (霜 )

私 たちはアパルトヘイトに反対 し、
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【肩旨 フア先豆奮言 】 【肩ヨフア短豆f_】

ネルソン・マンデラを 南ア法廷でANCを弁護
南アフリカ大統領に

投獄中のANC(ア フリカ民族会議)指導者ネルソ

ン=マ ンデラを南ア政府のリーダーに、というのが「

ソウェタン」紙の投票箱に参加した読者の選択。昨日

300万の自人有権者が自人のみの選挙にでかけたと

き、「ソウェタン」ではスタッフが投票箱の最終結果

を集計していた。………マンデラが圧倒的に838票
で勝利。次いで 743票でANC議長オリバー=タ ン

ポ、691票のツツ大司教………。しかし、マンデラ

が勝利を収めたにもかかわらず、彼の写真を紙上に載

せることができない。……最終投票総数は11404
票で、合計466人の人々が読者から指名された。…

……PW=ボ タが自人議会の選挙の日程を発表したと

き、我々もまた投票箱を声明した。もしアパルトヘイ

トがなく、統一された南アに住んでいたら、どうなる

であろうかをただ示すために。我々は読者に、国を任

せるにふさわしいと信ずる10人の名前を挙げてくれ

るようにお願いした。………

上位12人は次の通り。ネルソン=マ ンデラ、オリ

バー=タ ンポ、デスモント=ツツ、アラン=ブーサッ

ク、ウォルター=シスル、ジョー=ス ロボ、フレデリ

ク=フ ァンシルスラバート、セフェ=モソベン、ヘレ

ン=スズマン、ンタト=モ トウラナ、モセプディ=マ

ングナ、そしてゴバン=ムベキ。

(「

"Wetan」
 198757)

(ケ ープ タウ ン発 、 6月 10日 )

プレト・リア人種主義政権を打倒することに献身して

いるANC(ア フリカ民族会議)を合法的な舞台で弁

護するという希な劇が、13人の男によって演じられ

ている。

この2週間、アパルトヘイト法下では黒人およびカ

ラードに分類される13人は、ケープタウン最高裁に

おいて、ANCを支援したという先日の有罪判決に被

らを導いた貧困、屈辱、Fざ意的逮捕について語った。

「1日 に20回も30回も、カフィールとか、猿と

か呼ばれて、誰が喜んでられるか。」セオフイラス=

ムズクワ (26才 )は、ANCにいた5年間が、彼の

これまでの人生の中で一番幸せな時だつたと語つた。

「我々は、もはや奴隷ではない。」

ムズクワと他の5人は、警察署と駅に、時限爆弾を

しかけたことなど「テロリズム法で有罪」とされ、他

の7人はそれを援助したことで「有罪」とされた。

13人は先月、一転して犯行を認めた。彼らは、生

い立ちを語り、刑の軽減を訴えたが、判事ヘンニー=

ネルは先週、その彼らの陳述を「意味のないもの」と

決めつけた。

連日傍聴席を埋めた支援者たちは、注視し続け、「

被告」たちが独房から被告席へ連れ出される時には、

こぶしをつきあげて挨拶をかわし合う。

今日、弁護側証人としてよばれた、黒人の貧困の調

査専門家であるフランシス=ウ ィルソン教授は、彼ら

13人が住んでいる人口のあふれている居住区、スラ

ムについて述べた。

「彼ら13人の話は全て、私の知つているものにき

わめて典型的で、一致したものです。」と、ウィルソ

ンはネルに向かつて語つた。

政権側は、ANCがマルクス主義支配を押しつけよ

うと狙つており、その自由戦士の居住区での安全を得

るために、脅迫――警察密告者とみられる連中を焼き

殺したリーー という手段を使つている、と主張する。

さらに、大多数の黒人は「穏健Jであり、「アパル

トヘイトの緩和」と、多数支配を要求する暴力分子の

弾圧という、いわゆる両面戦略を支持している、と政

膚″ 商品
「
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府nllは 主張する。

司祭と看護婦の息子であるリゾニングアングヮナ (

27才 )は、.ANCの軍事部門であるウムコント=ウ

エ=シズウエ (一般に “MK")の 地域司令官であつ

たことを法廷で述べた。

「MKは、その武装闘争を多大な東縛の中で実行し

ています。それが……ANCの 中でより重要なものと

なることを妨げているのです。」と語つた。

ジヨセフ=ンゴマは、密告者を殺したことを弁護す

るのに、金のためにイエス=キ リストを裏切つたユダ

の例をもちだした。

自分の子ども時代のことを問われて、ンゴマは語つ

た。「 15才になるまで、パターを塗つたバンは食べ

たことがなかつた。家での主食は、塩気のない水、パ

ン、堅いミーリー (安いとうもろこし)だった。J

1976年、黒人教育の水準をめぐる全国的な抗議

の波はクープタウンを襲つた。ンゴマは当時17才、

F我々は平和的に行進していた:……・私の眼の前で、

仲間が射ち殺された。J        I  ‐

ジェセフ≡ムフリツア (31才 )は、家庭の貧しさ

から学校をやめたと語つた。「1976年 、多くのア

フリカ本が警察によつて射ち殺されるのを目撃すると

いう、おぞましい経験をした。」「1985年、低賃

金でこきつかわれ、飢えさせられ、常に苦しめられ、

挙句に射ち殺されるようなことを、アフリカ人は果た

してかつてしたのだろうか、と自問し始めた。J

その翌年、被は、ングアングワナが時限爆弾の隠し

場所を探すのを助けたのであった。

(「 TanZania 腱ily News 1987 6 11)
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僕がこの裁判を何故おこすことになったのか。その

理由を簡単に述べたいと思います。

日本政府の在日朝鮮人政策のtll度的根幹をなしてい

るものに、外国人登録法 (以下外登法と略す)と 、出

入国管理及び難民認定法 (入管法)という二つの法律

がありますが、そのうちの外登法というものが在日朝

鮮人にとって、どんなものとして存在しているのか、

僕自身の体験と、もうひとつ、僕の親戚の青年の例を

お話しすることで見てみたいと思います。

僕は中学二年生、十四才のときに、はじめて外国人

登録証の切替交付をうけるために宝塚の市役所に行き

ました。そのとき、はじめてだったこともあつて写真

をもっていくのをわすれていったのです。ところが、

その日は申請期限いつぱいの日で、写真をもつて再び

行つたときは期限を一日か二日過ぎてしまつていたの

です。しかし窓口でそのことは伺ら問題にはならず、

交付をうけることができたのでした。僕はこのとき初

めて指紋の押捺をしたのですが、帰り道で涙ぐんだこ

とを今でも憶えています。

それから二年後、僕が高校一年生になつて間もない

頃だつたと思いますが、宝塚署の刑事が突然訪ねてき

て、切替申請の期限が過ぎていたことについて取調べ

をしたいから、出頭するようにと言つてきたのです。

僕は少なくとも期限内に申請しようとして市役所に

行きましたし、期限を過ぎることになった理由につい

ても、市役所窓日の職員は承知していたはずなので■

普通に考えてみて、私服刑事がわざわざ家までやつ

てきて、十五才の少年を警察に呼び出し、調書をとら

なければならない理由がどこにあるというのでしょう

か。

僕はこのとき外登法というものの本質を、恐怖感を

もつてたたきこまれたのです。また、外登法では外登

証の常時携帯義務を定めていますが、そのときの経験

から常時携帯義務違反についても、とても神経質にな
'

りました。

この数年間、広範な広がりを見せた、いわゅる「指

紋押捺拒否運動」において、ともすれば「指紋制度」

のみを問題にしているとうけとられる傾向が多分にあ

つたのですが、その日常性においては、むしろ常時携

帯義務の方が、在日朝鮮人の暮らしを日々縛つている

日

私たちはアパルトヘイトに反対 し、
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と言えますし、実際それで多くの同胞達が日常的に検

挙されています。

僕の親戚の青年は、一昨年の春、芦屋市内をオート

バイで走行中、ごく軽微な交通違反で停められ、交番

に連れて行かれたのですが、たまたま外登証を自宅に

忘れていたために、常時携帯義務違反に問われ、調書

をとられたあと、あろうことか、十指紋と掌紋を採取

されました。僕は彼にそのことを問題にするようにと

勧めたのですが、裁判などで争うのは仕事その他のこ

とを考慮すると、とてもできそうにないということで

結局泣き寝いりすることになつてしまつたのでした。

何故僕達在日朝鮮人はこのような形で管理され、不

当な処遇をうけなければならないのでしょうか。

僕は昨年、あるテレビ番組で、南アフリカの黒人達

が自人警官によつて警察犬をけしかけられ、警棒でメ

チャクチャに打ちすえられているのを見ました。南ア

フリカにおいて日本人が名誉白人という待遇をうけて

いることの意味と、その不名誉さに気づかない日本人

でも、少なくとも白人が黒人達を専制的に支配してい

るということは知つています。

ところが、自分の身近にいる在日朝鮮人が外登法や

入管法のもとで、日本の国家権力からどんな扱いをう

けているのか、「公正な管理」に名を借りた人権の抑

圧や、国外追放さえもありうるという立場に立たされ

ていることを知つている日本人は、少数の例外を除い

て、ほとんどいないというのが実情なのではないでし

ょうか。

しかも、在日朝鮮人のそのような置かれ方を知らな

いというだけでなく、民族的偏見や差別意識が日本社

会に牢固として存在しているのです。昨年、僕が逮捕

され、そのことがマスコミで報道されて以降、様々な

脅迫電話や、手紙をうけとりました。それらの手紙の

中から一部を紹介したいと思います。

「まつたく自分達の立場をなんと思つているのです

か。

過去のことをいつまでも言い続け、怨念と劣等感から

くるものと思いますが、何事も偏つてすぐにあたり前

のことも差別に結びつけ、どうしようもない民族集団

です。百万近い民族が、他国にいて、それも問題ばか

りおこして、まつたく不愉快です。在日朝鮮人の犯罪

でもとりしまる運動をしなさい。

ここは日本国、日本人の国です。異民族、朝鮮人の

国ではありません。自分の人権を無視されたと思う、

あなた達が、よく平気で、誇りを捨て、在日出来る無

神経さ、日本国に居住していて、日本人の人権を守る

ための法律を拒否し、義務を果さないで、己の人権を

叫ぶ愚かさに日本国民はあされはてております。

一日も早く、朝鮮人は日本から退去して下さい。

全員、帰れ !」

この文面に見られるような排外的差別意識が、日本

人一般の感覚だと言つたら言い過ぎでしょうか。この

ような意識は、植民地支配の時代から今日にいたるま

で清算されることなく、しつかりと再生産されてきた

のではないでしょうか。

そういつた意識にとり囲まれて生きてきた朝鮮人は

、解放されたはずの戦後の時代においても、自分の正

体を隠さずには生きていくことが困難でした。その多

くが今なお日本名を名乗つて暮しており、かつて僕自

身もその例にもれませんでしたが、そういった選択を

迫る社会的圧力が「自由の国」日本においてあるので

す。

僕の指紋拒否という行動は、そのような日本の国家

と社会のあり方に対する精一杯の抵抗であり、異議申

し立てでした。しかも、その結果、不当に逮捕され、

強制具を使つてまで十指紋を暴力的に採取されたこと

で、皮肉にも押捺拒否という不服従運動の正当性と、

日本の国家権力の暴力的本質があらためて浮きばりに

されたのでした。

最近こんな言葉を見つけました。

「ひどい人というのは存在しないので、あるのはた

だひどい関係のみである。」

この裁判が、日本人と在日朝鮮人の間で続いてきた

「ひどい関係」の実相に光をあて、その関係を転換し

てし`くためのひとつの手がかりになればと考えていま

す。

昨年 lη 月5日 、尼崎市の金成日さんが

指紋押なつ拒否で逮捕された。この文章は

今年3月 25日の初公判に提出された意見

陳述書で、金さんの了解を得て掲載した。

膚アの商品 ノ「ネタンゞ―グy√ァップルタイプ
.―
ゴを日本から遭放しようぜ/
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■アフリカフェは、キリマンジヤロ山麓で収穫された豆をタ

ンザニア国内で加工したインスタントコーヒーです。■コー

ヒー豆100%で、合成保存料 ◆着色料 ◆甘味料などの添加

物を一切使用していません。■タンザニアは、南アからの亡

命者を受入れるために広大な土地を提供するなど、日先だけ

でない積極的かつ具体的な反アパルトヘイトのための支援を

行なつています。■アフ
lJカ フエを輸入することは、私たち

がタンザニアのコーヒー生産者と結びつくことだけでなく、

反アパルトヘイト闘争を支援することにもなります。■お申

込みは葉書か電話で「こむらどアフリカ委員会」まで。1缶

(100o入 )750円 (送料別).10缶以上は送料無料。

反アパル トヘイ トこむらどニュース
■発行 こむらどアフリカ委員会

■郵便振替 大阪 4-35095

〒578東大阪市若江南町 1丁 目6-3下 垣気付
T[L(06)722-7266(夜 のみ )

■購読料 1500円 (6号 分・ 送料込み )
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