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1990～91軒南アフリカの文化的動き
・‥＝わたしたちの健全な批判楷神は？‥・＝

くはたのぞみ

＜踵薩をはかる＞
ブームは嫌いだ。どんなアーチストでも音楽でも、それまでいくら好きで聞いていても、

われもわれもとまわりが堪ぎ出すと、たいていちょっと白けて、そういう話題の輪に加わ

らずに黙って一人で聞いていたくなる．なぜかというと、そのアーチストの作品が「好きj

なのは、聞き手に固有の理由があってのことで、その理由はたいて私的できわめて個人的

なもので、一般的な理由なんてものはないからだ。ブームは評価やらその時点での社会的
「理由づけ」を意図的にあるいは無意識に押しつけるから嫌になってしまうのだ。そうい

うとき、わたしはブームの軸から少し遠退く。それが、知らず知らずにわたしの身につい

た、物事への庫雛の取り方になってしまった。

まわりが「右だ、左だ、赤だ、白だ」と聞こえる大きな声によって左右される「作品の

価値」などどうでもいい。時間を越えて、空間を越えて、突き抜けてくるものがあるとき、

本来それはいかなる「政治的価値」からも自由でなければならない匂文学や作品のなかに

持ち込まれる「政治」は嫌いだ。いつでも、それを利用しようとする意図と、ある種の全

体主義の匂いを帯びているから、いや帯びさせられてしまうから。

誤解を恐れずにいえば、こういったrブームに対する姿勢」が、わたしにとっての「マ
ンデラ騒ぎ」のときも表に出たようだけ旋風は旋風。それはそれ。

＜サックス文書と全体主義＞

1990年の南アフリカは、2月初めのデ・クラークの演説以後、文学の分野で激しい

論争が展開された年でもあった。同年3月初めに南アフリカの6人の作家が「アパルトヘ

イト後の文学について」イギリスのTLSという雑誌に文章を寄せたものを、かいつまん

でまとめて『みずず』（9月号）の「海外文化ニュース」で紹介したが、興味のある方は

是非読んでほしい。アンドレ・ブリンクやジャブロ・ンデペレの文章は興味深い。

そこでも少し触れたことだが、ANCの文化戦略の指導的立場にあったアルピー・サッ

クスが「Preparlng Ouraselves for FreedoR」という論文をCOSAV（南アフリカ作家会議）

の会議の席上で発表してからというもの、このサックス文書をめぐって、堰を切ったよう

に論争が巻き起こった。これは「ペンは武吾である。文学は尉いの道具である」といった

狭い枠のなかに文学活動を押し込めてきた、これまでのANCの文化戦喝のたがをみずか

ら外す宣言でもあったのだが、COS州内の若手の作家たちからは、不安と懸念が提出され

たようだ。今まで「これだ」と信じてやってきたことに指導的立場にある人から疑問を出

されたわけだから。上からの指導を信じてそれに従って活動してきた者たちの戸惑いが目

に浮かぶようだ。党の方針に盲目的に従うなら、個人の創作活動は極めて将を狭め、その

方針が競馬馬のアイマスクとなってしまう危険をいつも季む。イデオロギーという麻薬に

よる心の麻痺。
「全体主義は地獄であるだけじゃなく、夢の楽園でもあるのです＝・・みんなが一個の共

通の意志と信仰で慈ばれ、おがたい同士なにひとつ隠し合うことなもなく仲良く暮らせる
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という、昔ながらの夢の世界でもあるのです」というチ

ェコスエバキアの作家、ミラン・クンデラのことばを引

くまでもなく、「こういう楽園への夢の原形はわたした

ち全員の心の奥にかならずある」。また、人間はその弱

きのために、政治的保身のために「多数派Jに身を摺り

寄せるものだ玖そのためにソ連や東欧、中国などの共

産圏内でどれだけ多くの作家や譜人たちが，この全体主

義の犠牲になって苦しんできたかをちょっと考えれば、
また別の図式も浮かんでくる。何も資本主義社会が、言

論の自由を保証しているなどといっているのではなくて、

戦前の日本を引き合いに出すまでもなく、むしろ現在の

日本には・テレビなどのメディアとテクノロジーによる

全体主義に奉仕する便利さによって、受け手が物事を自

分で考えないという無意識の毒が深く静かに確実に浸透

していると、わたしなどは思っている。情報を検討し疑

う前に1誰かが判断してくれることを望む性急な欲求が、

情報を受ける側に慢延しているのだ。批判精神を養う肥

沃な土壌の欠如G天皇報道や湾岸戦争に対する報道熱。

南アフリカの文学に話をもどそう。まず傭人的な音盤ブ

＜わたし自身と南アフリカ＞

わたしはアフリカ文学の「専門家」でもなんでもない。ただふとしたきっかけで、マジ

シ・クネーネという南アの亡命詩人（どういう人物かは本誌31号の稲原彰さんの文章に

詳しい）の長大な叙事詩『アフリカ創世の讃歌』を翻訳する仕事がまわってきた。198

7年春のことだ0それまで北米の黒人女性作家、たとえばアリス・ウォーカーなどの作品

に出違って（若いとき剛いたジャズ・ボーカルの持っものと通底するものを発見して）、

彼女たちの文化の深さや豊かさのようなものに感激していたわたしは、そのルーツがアフ

リカに根ざしているのではないかと思っていたので、この叙事詩の副題が「アフリカ女性

に捧げるズールーの叙事詩」ということにも興味を惹かれて引き受けた。

ところがいざ始めてみるとその困難なこと8何度も途中で投げ出したが、今年初め、よ

うやく訳業を終えた0その間、日本反アパルトヘイト委員会の人びとと出逢い、この運動

に深く関わり、こうしてニュースレターに拙文を善いたりするようになったのだった。こ

の叙事詩、タイトルの示すとおり「ズールー民族の創世紀神話」なので、「インカタ・ウ

エ・シズェ」などということばがたくさん出てくる。文学が政治の狭い枠のなかだけで捕

らえられることをひどく嫌うわたしも・このことは気になった0政治的背景をきちんと知

ることと、作品を狭い枠のなかで評価することとはまったく異次元の問題だということも

わかってはいたが，ガッチヤ・プテレジの名をクネーネの前作『偉大なる帝王シャカ』の

献辞のなかに見たとき・わたしなりに納得できる情報を得たうえで自分できちんと判断し、

その上で仕事を進めたいと思ったのだ。

この叙事詩そのものは、南部アフリカに特有の宇宙論、宗教思想、哲学的概念、文化の

あり方など－大変興味深いもので、詩人がひいお祖母さんから聞き書きし、それをみずか
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ら英訳したものである。この邦訳はいずれ人文書院から出版されるが、「ズールー」とい

う副タイトルを見ただけで、ああ、あの「インカタ」か、と顔を背ける人がいるなら，そ

れはひどく狭い枠のなかでしか作品と出違えない人だろう。最初から既成の価値基準の枠

内でものを見て判断したつもりになる，「全体主義」の思想に頼る人だ。政治的に右も左
も、こと文化的作品の評価になるとこれに類する価値基準を持ち出す人のなんと多いこと

れなんという心の貧しさ。自分で感じ、読み解き、評価を下すことへの不安と息臥
これはいわゆる運動をやっている人たちにも、残念ながらときおり見られる態度でもあ

るq一昨年、わたしは南アフリカの白人作家、J・M■クッツェーの『マイケル・Ⅹ』と

いう小説を訳したことがあるが、その作家のことをrなんやシHか」と吐き捨てるように

言った人がいた。反アパルトヘイト連動に深くかかわってきた、それもアフリカ文学の研

究者だった。わたしはひどく傷つき、悲しかった。それは作品や作家についての正面から

の批判ではなかった。肌の色で、無意識に、判断以前に「分けてしまうJことをそのこと

ばは云していた。反アパルトヘイトの思いが強いあまりに、黒人の立場や恩恵を理解しよ

うとする熱意が強いあまりに、無意軌こ陥る罠。イデオロギーが常備する陥せい。

＜南アフリカ国内の動き＞

1990年の南アフリカは、文化的にみて（などと大きな風呂敷を広げるほど豊富な情

報があるわけではないが、少なくともわたしが手にした情報から判断して）大変刺激的な

活動がみられたようだ。政治的な激動によって（なんといってもANCなどの合法化と検

閲制度の緩和が大きい）、ぐつぐつと鍋が煮立つような活気があった。

次つぎと発禁だった書物が解禁されていくようすを「アパルトヘイト㌧バロメーター」

が伝えた。新たにANCの歴史，マンデラの伝記、アルピー・サックスの獄中手記、ナデ

イン・ゴーディマやJ・M・クッツェーの新作などが出版された。ウィークリーメイルと

ハイネマンによる、新しい文学賞もできた。

先に触れたサックス文書をめぐる激しい論争については、ANCの文化横閑誌『尺1Xaka

リクサカ』最新号のなかで、インタビュアーのマンドラ・ランガにサックス自身が謡って

いることばを引いておこう。サックスの発言をr指導者の妥協だ」とする意見に対して、
「われわれのポリシー、われわれの思想は、人種差別のないこと（nonTalClal）で、そ

れはそのとおりだ。人びとが人種によってではなく、どういう人であるかによって判断さ

れるという意味で、人種差別のない社会をわれわれは望んでいる。だが、人種差別がない

という前提はネガティブな面であって、差別がないことがわれわれがどんな人間であるか

を商ったり、どんなふうに自分のパーソナリティを説明するかということを語っているわ

けではない。それを超えなければならないのであって、われわれの固有の持ち味の肯定的

な面を明らかにして行かなければならない。新しい南アフリカ人であることがどういうこ

とかを、前向きのことばで讃らなければならないのだ。これはまた新たな議論を呼ぶこと

になるだろう」と誘っている。（ちなみにサックス自身はケープタウンは、かの『第6区』

出身のカラードの作家である）。

また、演劇シーンでは、日本でもお馴染みのボンゲ二・ンゲマの『タウンシップ・フィ
ーバー』にCOSATUからクレームがついたり、黒人濃蘭界内部で「『サラフィーナ』のよう

な、歌と腐りを盛りこんだ舞台で外国に南アのアパルトヘイトの悲惨さを訴えるような時

代は終わった。南アフリカ人としてのわれわれ自身に批判的に焦点をあてること、それが
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90年代の謙虚だ」という記事がウイークリー・メイル（1991小18－24）に載ったりした。

このように議論の方向は、南アフリカの内部へと向けられているようすが伝わってくる．

つまり「これからの新しい南アフリカ」という視点から、エネルギーも議論も沸き出てい

るのだ。それについてrまるで終戦直後の日本の文化状況みたいだ」と評した人もいるく

らいである‥‥‥

また、31年も国外追放されてきた歌手、ミリアム・マケバが帰国したとれやはり追

放されていたジャズ・ピアニスト、ダラー・ブランドが帰国したという記事も大きく載っ

た。マケバが来日した折り、フォト・ジャーナリストの吉田ルイ子さんに誘ったところに

よるとr南ア国内では歌うことは禁止、滞在期間もたった6日だった」という（『スイッ

チ』1991年1月号）。本誌27号に載せたウイークリー・メイルの記事の内容とはかなり

ちがう0この辺の現実の厳しさは新聞だけ読んでいてはわからない。ま、マケバの日本公

演は残念ながら、これはミュージカル『アマンドラ！』にはさらに言えることだが、舞台
として、歌としてあるいは音楽として、わたしはあまり感動できなかったことは正直に伝

えておかねばならないか…日。（この辺のことは囁かれはしても、公の場でちゃんと批

評されないのはなぜだろう。反アパルトヘイトだから遠慮して、芸術的な質の問題を不問

にするのはおかしいと思う。健全な批判精神が政治的な配慮で抑えられるのはまずい、と

自分を含めて反省したいところだ。そうしないと、ンゲマの『アシナマリ！』が泣く）．

＜健全な批判者神を＞

健全な批判精神という点でいえば、rマンデラ来日」に伴うさまざまな批粉乳ANC

東京オフィス、とりわけ東京代表に対してもっと率直に出てこないのは納得がいなかい。

本誌33号で長田氏が書いているように、マンデラ氏がなぜ日本に対する経済制裁につい

てもっとはっきりと述べなかったれなぜ資金援助ばかりが印象に強く残るスピーチをA

NCが準備したか、ということだ。2年間も東京に事務所をかまえながら、反アパルトヘ

イト運動に関わる人びとと深くつきあいながら、日本人のメンタリティの分析を聞違えた

のだ。というよりむしろ、あの時点で、ANCがどっちの方向に顔を向けていたか、何を

重要祝して何を切り捨てたかということでもあるのだか…‥．そういう批判を前向きに

やってもいい時期だと、わたしは思う。

大きな組織から取り残されてしまう人たちと、草の根レベルで付き合っていくこと。そ

れが今後の日本での反アパルトヘイト運動になっていくのだとしたら、なおさらだ。市民

運動として、わたしたちの社会がどのような社会であり、わたしたちはそのなかでどのよ

うな立場にあり、なぜ「あなたがたを支援するのか」を，南アの人びとにはっきりと述べ

つづけなければならないと思う。ただアパルトヘイトに反対するから、というだけではな

くて（そんなこと日本政府だって企業の連中だってずっと言っていることなのだから），

なぜいま、どちらかというと資金も人手もけして多いとはいえない、わたしたち市民がこ

の運動にかかわるのか、そのことをみずからもきちんと問いながら、かつ相手に伝える努

力をしながら、運動を続けていく時期にきているのだと思う。

南アフリカの文化の動きが外部から内部へと向かうなか、わたしたちも視点を自分自身

に向けながらも、それを外へ向けて開いていく時期にさしかかっている。そうでなければ、

立場を超えた人間と人間としての「連帯」など、セミの抜け殻同然になってしまうだろう．

南アフリカの人びとから，元気をもらってばかりはいられないのだ。習
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どこへ行く？　　　　　l反ア冊汗ヘイトツアー　南アフリカのツアー

反アパルトヘイト　　　　　は、この耶断同書薫陶の「瑚E日露行」ばか。では

（字が小さくてごめんなさい）　　　ないのですが・この広告lJそろそろしく「マンデラ

松島　多恵子　　氏の来日Jなどと暮し、てあり＼憤りを感じざるを停

ません。マンテラ丘は、日本の民衆巳、南アへ来て

白人優位の経済システムに強い円を落として行って

l「JAPAN SAYS NOj　昨年10月　　くれなどとは一言も言っていないはずです。南アブ

にネルソン　マンデラ氏のANC代表団が日本を訪　　　ソ力の人が本当に日本人の団体操行を歓迎している

わ、そして、彼らに日本政府から托助金がビター文　　　のか、それとも他E胃か訴えているのか、知ろうと

出なかったことは、私たちたとっても記憶に新しい　　　しなければし、けないとつくづく屠った今回の椛でし

ものです。その時、病アでは抗中に「J APA N　　　　　た。

SAYS NO（日本はANCに金を出さない）」　　　それとは別に、又遣った意味での、　アバルトへ

のポスターが鮎うわ、大はぎだったようです。南ア　　イトを体験したい■瀕の操行が増えているのはご碁

へ行ったらそういうことで半間攻めに合うかもしれ　　知でしょうか。アマチュアカメラマンや学者を始め

ないと思っていましたが、やはりその通りでした。　　としで、自称「アバルトヘイトに瞑心を持つJ人々

マンデラ任のR太EHヨ腐㌧＋責7の人．露はとう注櫻し　　　がここ2、3年で黒人居住区に大勢入っています。

1990年・秋に反アパルトヘイトの闘士、 マンデラ氏か来日
したことを契機として南アフリカへの熟が高まりつつありま
す。南アフリカはご存知のように、スエズ運河ガ開通する前
の∃‾ロツパとププジフフを結ぶ重要な交易ルートで－ブコフスコ・

タ・ガマやマゼランの名前とともに「喜望峰」そしてダイヤモ
ンドや金の国として有名です。また、南アと言えば「走る豪
華ホテル」ブルートレインは欠かせない魅力の一つでしょう。
17両編成で108名しか乗れない事か逆に贅沢な価値ある列車
に仕立てています。路線は南アをほほ縦断するかたちでヨハ
ネスブルクからケープタウンまで行きます。
後半はジンバブエに飛び世界≡大農布の一つビワトリアの

滝へ。そしてインド洋の真珠と呼ばれる高級リゾート・モー
リシャスに誘い、ゆったりとした豪華な旅にしました。



人です。

首都プレト

は、ソウェト

少なくとも、アパルトヘイトが終わっていない9、

人居住区　マメロディの人々　　　名誉白人として人種差別の上にあぐらをかいている

れています。世話をしてくれ　　　日本人として、乱たちは南アの人々lEとって「お客

私がソウェトに焙っていこう　　　さん」ではないのです。南アに行き一一あえて経済

年羊前、‥最朝日こ南アに行ったとき、歩いて2、3分

の后にも私を一人で行かせようとしなかった、と書

いたことかあり　ます。それほど、ソウェトは犯罪の

温鐸‾であり、暴力がはびこっているのです。そして

昨年要れ、オー

としているので

よう。その南ア

ということ一　一そして彼らの生活

た譲り、アパルトヘイト腐絶仁美

、と私は考えます。特に、カメラ

ストなど、彼らが日本で売れて、

するかしないかのために、南アの

ノアの旅行者が殺されたりな　　　人々が尽くさなければならない理由iまありません。

たよけい私を心配したのでし　　　事案、1、2年前里京新宿でコニカ写★展としヽう‘

」行くときに細心の注意を弘　　　がありましたが、そこに展示されていた南アの写j

r行きたいJ r見てみたい」　　　はひどいものでした。ほとんとが意味のない黒人J

rいるということは、何かお　　　ちの記念写真のようなもので、当のカメラマンはフ

＼でしょうか。多くの日本人　　　一フ二ンクパーティーの時「僕でも責アに入れるノ

その方箸を知るという室味　　　だなあと恩いました。」なとと、南アを見てきたこ

○　しかし、なぜこの間透がそ　　　とにただ興奮して

というと、日不に煉ってきた　　　例といえるでしょ

よう、と積極的にかかわると　　　卜ヘイトを銘打ち

そしてまた、南アの人々も日　　　蓑しています。

人か南アを訪れ、

足し、感勤しで彙

て　　　　結局こ‘

がま　しな方に勤し

出来ないのです。

む、らです。日本人が河　　　そんなことで、多少プレッシャーを感じつつ、そ

bった崖強をして、蒲　　　れでも今、南アの人が旬を考えてるのかを知ろう、

匿誌に体験語を投稿し　　　と思い、前回会った人々と再会しました。ある黒人

トップし、日本の革動　　　の幼稚醇の先生にこの話者を話しましたが、彼女は

ったような成果は期待　　「ヨーロッパ人もここの写真やビデオぽっかり件つ

ま操行案内人でもなん　　ていって、こっちにはちっとも遭元し々い」と言い

畠のもとにやって来た　　ました。この一言が、すべてを物語っていると思い

か苦しい生活について　　　ます。

語ってくれます。時間を割いて殻10キロ輔わたと

ころまで軍内し、家族のベッドを蕗に譲り

『朝臥　オマエもか！』

■■　孟雷雲諒芸表芸裏芸社です

質問や抗議の電話を！！！
覗E日系行センタ　ー

東京　　　苦83－3535－7777

厚木　　　℡0462－22－1401

大阪　　　806－222－2828

名古屋　　苦052－562－1241

福岡　　　苔092－47417556

札増　　　毛011－261－7888

lみんな眉間にしわを寄せている　マンデラ氏が

釈放されて1年。南アの人々の表情を見て感じたの

は、彼らがいらだち始めているなあということでし

た。そして、願被への焦りも。アフリカ行動季長会

が支渡を進めているFEDTRAH　の就学前教育プロジェ

クトや、スク才ツターキャンプ学校埋設プロジェク

トの人達は、どうしているでしょうか。そして人々

は、対南ア経済制裁娯膜などをどう患っているのか

。本誌でもたびたび紹介しているFEDTRAH（卜



ランスパール女性蓮台）

ので、A N C女性リー∠

，多くの人々は、重吉決定徴構だけでことが進めら

れることに不満を持っていました。　　また、特E A

N C女性リークでは、ウイ一二一　　マンデラが非民

王的なやり方で上層部にとりまきを任命するなど、

句題がいろいろあるようです。女性たちは、アバル

トヘイトそのものに対しての他に、幹部の弓金権に河

らいあって、

ないからだと

欧米を始め

止されると発轟きわた後でしたが・・

就学前プロジェクトの話に戻りますが、幼稚遍の

状葱は、前より誓いも正目こなっていました。あるソ

ウ工卜の幼稚園では、全具の子供が机を使えない厳

農でした。子供が叩いたり乱暴に扱ったりしても、

しく、いくつかは壊れてしまっていたのです。新し

いものを買う余裕はあり　ません。一人当たりの月鳶

も20ランド（1100円）ほど値上げしていて、

蛮票ミ苧云雫亀戸学㌘吏壷屋至重言文吉象斡宝指象

われていなかったのですか、しめて、61000ラ

ンド（500ランド／人　×　6ユ人　X　2か月

l成果を上げているホームレスと添うグループ

今回上林きんが会計報告している、ウイラーズ　フ

ァームで瞬う人々は、あいかわらずのたくましさを

持っていました。

インド人居住区のレナシアでも、2年ほど前から

黒人連が小屋を立ててキャンプを建て始めました。

外国団体に　　　インド人の住民は最初とても不安だったようです。

南ア訪問者が、　　　ンプに関心を寄せる人はあまりいないようです。で

つまり日本には　　　すが、89年にウォルター　シスルらとともに釈放

を頼って行く、　　　されたインド人の元筏治周、7－メツド：・カスラタ

組などがとのく　　　　氏もレナシアでこの同透に関する集会を開くなど、

ものなのか知ら　　　　積極的に関わろうとする人々ももちろんし1ます。大

きな家が立ち並ぶ遮りを、朝から学童期の子供が、

アなどのアプリ　　　インド人が料理に使うスパイスを売り歩Llている姿

刀話凶モI蕃更済判苺を解き始め■rいます。こういった

動きに南ア黒人は大変雲いたようです。どうしてこ

ん克ことが起こるのか　　　。彼らにとっては生ノ去

三かけられたり　しました。

「レナシアホームレス作業班」が設立され、トラ

しバ【ル州政府（TP A）当局に圧力をかけ紡け

は何一つ更わっておらず、こんなに「改革」された　　　ました。その退転で、

はすの南アなのに、多くの人々はいまだANCのメ　　　按、◎下水（トイレ）

ンパー　になることを繁れ丁います。　　　　　　　　　　　　　　る権利を求めてきまl

摘きれ、行方〒こ戦目二なったりするのをずつと見てい

るのですから　　　。こんな状若で、諸外国は早々

とアパルトヘイトが1雲わっにと評価し始めている。

本誌の前編集長、高欄さんも、同窓会で「アパルト

ヘイト僑止、おめでとうJ　と言われたそうです。そ

の時は、確かにデクラーク演説で、土地法などが腐

現されたのです。

未設ですが、あるインド人活動家は、この間題に

関わるなどして、l目

元する」ことを巨‖事に

他人種との速いがある

人　カラードであれば

ここに、黒人と

。白人　インド



つながりを持つべきだとよく言われますが、生活仁

に余裕があるほと自分の住むところに無関心という

傾向は、世界共適のようです。黒人だと、いやおう

なしに地域組織に田わり、10％ところかあらゆる

生活側面が闘いの場になっています。

アフリカ行動委員会から1月に、みなさんからの

ユ00万円が振り込まれました。このお金、そして

これから集められて支援グループlこまた送られるお

金は、ホームレスの人々のこういった権利のために

使われます。今や、ホームレス／スク才ッターの同

題は、特定の場所に綴りません。南アの土地全倭に

関わる同君です。ですから、スクオックーを支楼す

る場合でも、アフリカ行動委員会か直蛙ウイラーズ

ファームに寄付するのではなく、ちゃんと組織を遮

してほしいと言われました。まとまった形でのスク

才ックー問題への取組が必要とされている今、そう

しないと、地域を分割してしまうからなのです。組

織を通して、例えばウイラースファームの学校廷設

E使ってほしいというような要望を出す、そういう

支按を続けてほしいとのことでした。百様の300

万円には届いていないとはいえ、送られた100万

円はとても喜んでもらえました。ミイーテインク中

などで何度も、「行動委員会からの寄付」と錬り還

し言うので、こちらとしては、なにか面食らったよ

うな気持ちです。

また彼らは、2月1日、デクラーク大統領の国会

デモンストレ

で行動的です

この小屋を、

l“どうなるのかわからない”　南アの人々が、

「それでもまだアパルトヘイトfま終わっていない」

と、苦悩しているのを見るのはつらいことでした。

最近のニューアフリカン紙（2／17　－21号）

でも、世界の反アパルトヘイト運動はこれからとう

なっていくのか、を扱っていました。反シェル石油

（南ア国防軍に“給油　している）革動を銭けてき

たスウェーデンは、ヨハネスブルクの中心にあるシ

ドで買う予定が

′1います。疑済

とも。そしてまた、世界の反ア／てルトヘイト言動が

明らかにしなければならないのは、デクラーク大洗

節の採っている政策は、南アの縁故組織が要求して

いることにまだ全く応えていない一一欧米の制裁槽

匿の中で採り上げられてきた法律をいじっているに

過ぎない一一とも当紙はいっています。

今、ANCやPAC、AZAPOがどんな孜策を

探ううとしているのかにも注目する必要はもちろん

あります。人々の支持している団体に腐敗の兆候か

あることもあるでしょう。しかしある意味では、そ

ういったことはとこ巳でもある何題です。その一方

で、次々打ち出される「改茎葉J　や諸外国のテクラ

ーク「評価」を′令静々目で見つめ、黙々と自分の畜

面している同君に屈わり続けている人達がどんな思

いでいるのかを知ることこそ、いままめられている

ようE習えます。クラスルーツとの田儀をより深め

ていくことが、ますます「ポスト　アパルトヘイト

三是三言吉富七纂告茅与泣き至なさ墓誌霧年輩奴墓

苦く棚」でも以前紹介した、死刑囚のムテテレリ

ノンドゥラ（Hthethelell Nondula）きんのお母さ

んが亡くなっていたことでした。私か前回織女に会

った時は、弁烹士と、包子との面会軍規のため東奔

西走していました。もちろん彼は、母親の廷式にな

ど出られません。死刑執行は停止されているとはい

え、彼はまだプレトリアの死刑囚監房に閉じ込めら

れたままです。日本に帰ると、ムテテレリのお兄さ

んから、私にクリスマスカードか届いていました。

ですが、お母さんが亡くなったことについては一言

も書かれてありませんでした。またぜひ、一人でも

彼に手紙を出してみてほしいと思います。

住所：M XiHAM PRISON

PR川ATF　鋸6　45，

PRETORDA OO01

50UTHJIFRICA

「僕たちでさえ、これから先とうなっていくのか

分からない」とある人は三いました。焦りや矛盾、

いらだちや怒りをあいかわらず抱え続けている人々

。でもまたあいかわらず、彼らは「元気」

で　したb
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日本／南ア　経済関係史・抄（Ⅳ）
◆グループ「経済制裁アクシヨニノ91（準）J緬◆

希少金屑（L／アメ　タ　ル）
石油の次に世界経済にパニックを起こす

資源が希少金属（岬メ如）だといわれています

「　的諾禁誤認誓諾諾警禁
2　引日

2　nr川
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11lH
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日、

0〔川
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lHH■

50m

ー80’81’82’83’84’85’86’87，88・89

八■机、ハ■ナシ一兆、タ〃‾ステン、モげデンの7鉱産を楕

定しました。これらの希少金属はごく小数の

国に資源が偏っており、とりわけ南アフリカ

は希少金属の宝庫といわれています。

南アの世界市場における輸出高シェアは、
マンがン鉱石29％、如ム鉱石28％八一ナシー恥59％（19

85年）ですが、日本は八一ナシ一兆を筆頭に輸入量

の50％以上を南アに依存してきました。対南

ア貿易が世界一になり国際的に非難を浴びた
1988年以降は、ト姉ラ97、ブラシ“九などのシェア

を広げて南アからの輸入量を抑えていますが、

それでもまだ50％以上のシェアです．

製鋼副原料となるマンカーン鉱石は、粗鋼生

産の拡大にともなって需要が増している一方、

輸出国であったソ連が資源枯渇によって3年

程前から編入に転じたことにより、世界的に
供給不足の傾向にあります。

ク払鉱石もステンは特殊鋼の副原料として需

要の高い鉱石ですが、マンがン、如ム鉱石の輸出

にあたり70ライス・サータ一一　となっているのは南ア

の大手鉱山会社サマンコール社です。製鋼原

料の八一ナシ‾恥の南ア依存度も高くこの7■ライス

リーターー南ア・ハイフェルト社には米・英企

業の資本も入っており、世界市場の50％強を

占める最大メーカーです。

マノガンの国別輸入割合（1989年）

クロムの包別輸入割合（1989年）

隋アフリカ　・　　　バ　グ獅パ　その他

巳7・巴　　　⊥・▲溜＿ツ

／くナノウムの国別輸入割合（1989年）
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プラチナの国別鮨人割合（1989年）

El J
ハランウムの国別輸入割合（1989年）

El　　　　コ
ロンウムの国別輸入割合（1989年）

白金族は近年、エレ舛ロニクスの接点や半導体、

自動車の排ガス制御用触媒として需要が急騰

しています。

白金族はニッ川や銅鉱脈中に含まれており、

精錬する過程でプラチナ、パラジウム、ロジ

ウム、ルテニウムなどに分離されます。

全世界のプラチナの埋蔵量は約13，00旧

で、その内の83％が南アフリカにあると推定

されています。次いでソ連が14％、カナダが

第3位で1％位です。従って生産量も南アが

世界シェアの77％を占め、ソ連が約18％程度

です。プラチナの最大輸入国は日本で、欧米

が主として触媒や工業用であるのに対し、円

木ではほとんどが宝飾用に使われています
ロジウムの最大生産国も南アフリカで、

2位のソ連と合わせて世界の95％以上を占め

ますが、ロジウムの絶対量が少なく、世界生

産量は年間9～10トン程度です。自動車の排ガ

ス触媒用として白金族が使われるうち、この

ロジウムの混合率が高いほど儀媒効果がl句l二

するため、世界的な排ガス規制の強化に伴っ
て南雲が伸びています．　同じ白金族でもパ

ラジウムは供給の50％以上をソ連が占め、南

アは35％で第2位となっています。

1989年の日本のプラチナ輸入量のうち南

アのシェアは10％程度で、ロジウム、パラジ

ウム等も年々、南アからのシェアが減少して

います，その分、英国、米国、西独、スイス

などのシェアが増えており、白金族の世界生

産量の9割以上を南アとソ連が占めているこ

とを考えると、南アから直接輸入量を汚らし
た分、南ア産の白金族がこか′らの第三国を経

由して日本に輸入されたものと考えられます

南アで白金族を握っているのは世界最大

のプラチナ精製工場をもつ鉱山会社ルステン

プルグ杜で、英国の貴金属商シ‾ヨ〃ン・マッセ帝t

が同社と販売の長期契約を結んでおり、英国

からの輸入先はこのマッセイ社なのです。

南ア・ルステンプルグ杜の日本の関連会

社はプラチナ・キー小‾・インターナシヨ州社（〒100　千代田

区内幸町1－1）1インへ01けルタワー内、代表：藤川定

子、電話03－3597－0251）です。また南ア第2

位のプラチナ鉱山会社インパラープラチナム

社の関連企業、遠藤プラチナム（〒105港1ズ新

柄2－1－10第一田村町と▲机　代表：′小網適和、
一電話　03【3504－0712）もあります。
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ウィラーズ・ファーム学校建設資金
カンパ御礼と収支報告

ウイラーズ・ファーム学校建設資金に多くの方々からご応募いただき、また、グリ
ーティング・カード等の販売に御協力いただきまして、本当にありがとうございまし

た。

今年1月、南アのホームレスの全国組織「オペレーション・マサカネ・フォー・ザ

ホームレス（OMHLE）」に108万円（約2万ランド）を送金することができま

した。

昨年5月からはじめて、予想以上の反響をいただき、一年足らずで目標額として設

定した300万円の半額を集めることができました。繰り返しお礼申し上げます。

今年2月1日、デクラーク南ア大株硬は「集団地域法」「土地法」の廃止を示唆、
早ければ6月に南ア議会で同法の廃止が決定されるものと思われます。

しかし、デクラーク大統領は200万人といわれるホームレスーそのほとんどが黒

人なのですが一には、なんの言及もしませんでした。アパルトヘイト下、350万人

もの黒人が生まれ住んだ土地を追われ、土地を奪われ、国土の13％に過ぎない不毛

な大地バンツースタンへと強制移住させられたのですが、大部分のホームレスは、バ
ンツースタンから食と職を求め都市部へ流入してきた人々です。いうなれば、アパル

トヘイトの落し子と言えるでしょう。そして、土地を奪われた黒人への補償について

も何の言及もなされていません。
一方、南ア黒人の「自立」のための草の根プロジェクトが各地でスタートしはじめ

ました。私たちは今後もこういった草の根組織との関係を強めていきたいと考えてい

ます。

なお一層の御協力をお願いいたします。1991年3月7日　」二林　陽治

⊥t文支幸艮告（1990年5月1日～1991年2月28日） 収入カンパ（166件）　　　　135万2250円 

グリーティングカード、カレンダー売上げ　49万6745円 利息　　　　　　　　　　　　664円 

支出　OMH　L　Eへ送金　　　　108万0000円 

琴守讐ワンクカ＿ド製作費　　　　26万三三三言買 

．宗聖書　　　　　　　　　　　ヲ与喜謂 

残高　収入一支出　　　　　　　　　　　　　　　49万8273円① 

※支出予定　　　1万4100円（収支報告書作成および発送費用として）② 

次某日繰越しノ　①－②　　　　　　　　　　　　48万4173円 
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南アフリカに手紙を出す会
日ヨネ寸　辛了

湾岸戦争はどんな形であれ終結しました。

もうこれ以上、人が死なずにすむ事が、私は嬉し

いです。しかし疑問は残ります。この戦争はいっ

たい何だったのか？必要のない軌＼をアメリカ

はなぜしたのか？この戦争で死んだ人達は本当

に浮かばれるのでしょうか？

戦争は怖いものだとつくづく思いました。言論

の自由を尊ぶはずのアメリカで、“戦争反索「と

声高に言うことができなかったという諷そして

日本のジャーナリズムが、フセインが“悪【でプ

ッシュが“正義竹という単純な考え方の報道に一

貫していた事です。新聞は東京新聞のことしか知

りませんが、私が観たテレビや新聞のニュースは

皆そう言っていました。アメリカに対する批判を

言ったり書いたりしている人達は、テレビ局や新

聞社以外の学者や専F唱三、「艇の人達でした。日

本のジャーナリスト連は、イラク臥アメリカ側

した。イラクは悪い、アメリカは象という形に

して・“戦争憎を正義として認めさせてしまおう

という刀が日本のジャーナリズムの後ろで動いて

いたみたいだなァ、と感じました。この戦争はそ

んな単純なものではありません。

フセインさんは地域で強圧的だったけど、プッ

シュさんは世界で強圧的です。力で超大国ぶりを

誇示するなんて時代遅れだと私は軌、ます。世界

中に憎しみをばらまいても何の得にもなりません。

ある巳曜日、フジTVの昼の番組を観ていたら、

上岡龍太郎が、“イラクがクウェートを侵攻して

惑いというけど、アメリカは200年敵インデ

ィアンの土地を侵略したじゃないか。人の事を言

う前に自分達がさっさとヨーロッパに帰れ“と言

ったので、ウム、な－るほどと思いました。20

0年以上前の事まで私は頭が回らなかった。その

一言はおもしろかった。で、患わず、笑ってしま

の報道規制や検閲に文句を言っていたけれど、更　　いました。

に日本の中での規制があったように私には患えま

‘顎折り因にハガキを”キャンペーン

今月はこの三人に、ハガキや手紙を送って下さい。☆Mr Bonakele LJwambl（41）、

☆恥－Raymond Kana（32）・　　☆肘－Thando Kana（32）

この三人はキラーボーイズと呼ばれるギャングの5人の若者達を殺した罪によって1989年6月に死

刑判決を受けました。

薫藁臣云‡二
って彼等の釈放が可能になります。

南アフリカへ送ります。
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☆★☆South Af rlCan VoICeS☆★☆

○このページには毎月、南アからの声（詩、物語等）を掲載します。今ヨは、最

近手紙を書く会に送られてきた中からピックアップして紹介します。

「私は見たい」　S．ジャブラーニ

私は見たい

この目で見たい

自由の笛が鳴りわたり

歓声がどよめき

裏の友愛が始まる時を。

私は見たい

この目で見たい

亡命先から帰ってくる

兄弟や姉妹を。

彼らが追い出されたのを

私は知らなかったし

誰が追い出しのかも

私は知らないでいた。

でも理由なら知っているl
】自由一のためだ。

私は見たい

この目で見たい

同志ネルソン・マンデラが語りかける

ぞくぞくするような集会を。

そして彼の仲間たちが

裁判で証言した

国家側の証人を

笑い飛ばすのを。

抑圧の醜い顔が

ほんとうに見えなくなる目を

私は見たい

I Wish To Be There

I wISh to be tllere

To be there when

The horn of freedomlS blovn，

WbenJubllancelS rlfe，

And vhen genulne fraterr11ty COmEl］enCeS．

I wisil tO be tbere

To be there to see

My exlled brothers

And sISterS COmln－bacll bome．

I YaSn’t there Yhen

Tlley Were eXlled，and

I dom’t know wbo tllellell

Had exlled tllem．

ButI kr．ov the reason！

“FreedolⅦ¶

I wISll tD be there

In that er．thralling rally addressed

By Comrade Nelson Mandela

AndlllS COlleagues

Cracklng aJDke abollt

That state yTitness vho

Testlfled at their trlal．

ⅠvISh to t）e there vhen the

Ugly face of oppressionlS

Vlrtllally ollt Df sigllt．

By J ab ul a nl S



「あたしの叔父さん」ェスター．モエマ

朝はおそく起きてきて
お茶を飲む
おはようもいわないし　微笑まない

歯だって磨かない

座ってぼんやり夢を見てる
パイプをくゆらせて

それからゆっくりと

指図する人に変貌する
大声あげて　あたしたちを暮しざまに呼ぶ
理由もないのに怒るときもある

好きなのはずっと昔のころの話
偉い大物たちの話
将来の計画の話
農場を買う話
彼が理想とする子供の話

そうじゃなければ今どきの子供の愚痴
何もかもあたしたちのすること全部
いま流行りの音楽のことまで愚痴る

おじさんは自分だけが可愛いんだ
心は石みたい

晒牛が生まれた」　ポール．タタネ
生まれたばかりの仔牛は
かまどで焼けたパンのよう
セロファンの下で　はかほかしてる！

雌牛が　つややかな上着をはがす
まるで足裏のような
ピンク色の舌で

子どもが　あめをなめるように。

仔牛がよろよろ立ちあがる
体の中には　骨や髄のかわりに
ゼリーやクリームがつまってるみたいだ。

仔牛はとことこかけてゆき
母さんのお乳に吸いついた。

これは僕が書いた初めての
詩だ。ただ退屈しのぎに詩
を書いたつもりだが、僕の
心の奥底で何か強く感じる
ものがあったのは確かだ。

酔攣
○手紙を青く会は、通常、毎月最栖土曜日の18：30より、文京区

婦人センター（hL：03－3814－6159）で開かれています。

お気軽にご参加下さい。
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『なぜ、まだアパルトヘイトなのか！』

＜3・24集会＞

この数年反7バルトヘイトの運動は、高い盛り上がりをみせました．昨年は、ANC面】舐長の
かレソン・マげラ氏の来日も実現しました。そして、アバルトへイートはもう終ったよう欄覚
さえ抱く人が多くなっています。しかし、南アフリカ民衆の苦悩は何も変わらず掛、ています。
解放運動の内部でまた新たな抑圧が生まれ、地域に生きる人々から離れたところで問題が始じら
れつつあります。
湾岸戦争の報道で南アフリカの動きが見えなくなっています。私たちは、タウンシップやホー

ムレスキャンプなどで草の根の迎動を掛ナる南アのほんとうの民衆とつながる活動を、みなさん
と共に探っていきたいと思います。次のような集会を儲き、・みなさんの卸別路お持ちしており
ます。

・二

目　時　　3月24日（日）PM2：00～4：30

場　所　　渋谷区立千駄ヶ谷区民金鉱
渋谷区神宮前1－1－10（Tel．3402－7854）

資料代　　　500円

主　催　　アフリカ行動委員会

淡谷区恵比寿4－5－23－306南アフリカ問題研究所内

（Tel．3443－9775）

提案者

くぼた　のぞみ　　「南アフリカの文学」から

これまで南アでは、rアシナマリ」など、文学が反アバ／レトヘイト
のために利用されてきた側面かあります水、ANC内部から「反7
バルトヘイトのための文章を普くのをやめよう。」という声があが

っています。

上林　陽治　　　　「経済制裁」について

ANC上廃部やマンデラ氏により「にこやかな」経済制裁媛和の動
きがありますが、民衆は本当にそれを望んでいるのでしょうか。

松島　多恵子　　　「人々が何を思って生活しているのか」

何も変わらない現状にフラストレーションが高まっています。

（約1ケ月の南ア滞在の後、先月帰国）

中・高生のメンバー　SAFE（South Africa Friendshlp E
‾XChange）Sec tionの中学生・高校生のメンバーに

よる南アの高校生たちとの交流について。



追悼

幼　方　直　吉　先　生

冷い両が港の見える坂の街の石畳を打つ。光る路面を見ながら一「時間が出来たら遊びに来なさいよ」

と何皮か言って下さった先生の言責を僕は思い起こしていた。白い花束を抱え，最後のお別れを先生に申

し上げるため今日僕はこの横に来た。ようやく辿り着いたお宅の部屋で，写生の先生は静かに敏笑んでおお

られたD劫方先生と暮しを共にされた松利良子さんが出迎えて下さり，「牛塩さんが来て下さったわよ」

と先生に竃われた。

2月25日巨助方直吉先生が逝かれた。85才であった。

幼方先生は敬中，戦後‾買して中国に深い関心七示され，国際法と在日外国人の人権鋳乱　また夫婦別

姓（それを自ら最初に実行された）の問題に取組んでこられた。そして，「アフリカ懇話会」の創立当初

からのメソノく－であり，アフリカの民族解放運動への深い理解を示され，僕たちアフリカ行動委員会の運

動をいつも暖く支綬して下さった存在であゥた。アジア・アフリカの人々と日本に住む我々がどう繁って

いけは良いのかを，生涯をかけて模索きれたのだと思う。

僕にはとても先生の仕事の大きさ，蒔きについて語ることは出来ない。ただ自分のなかにある先生の想

い出をおかせていただきたい。

もう17，8年日石になるだろうか。一度たけ先生のお宅に伺ったことがあった。その頃はまだ三鷹の牟

礼にお住で古い匡地のなかの玄関から茶の間から，それこそ本だけがあった。何人かでお邪魔したのだが，

出されたのは先生が入れて下さった紅茶の一杯で，金もなく酒でも御馳走になれればと目論んでいた自分

が恥ずかしくなった0煤けた本の山と質素な香し，僕はこれが本当の知識人の蛮なのだと何もわからない

ながら感じたものである。

またある時，衛瓜■きんと二人で神田の神俣町の交差点で信号待ちをしていると，ふと前に幼方先生がお

られた0先生は膝と背中を丸くしながら盛んに幼い女の子に話しかけられている。信号が音になり横断歩

道を渡りながらも，尚先生はその少女に微笑みかけておられた。「いやあ，ああいうことが幼方さんは自

然に出来るんだね」と備腰さんが言った。僕は何とも言えぬ気分でいた。

幼方先生の話がじっくり聴けたのは，昨年6月のフリーダムデーが最後となった。砕潤で19年間囚わ

れていた徐　勝さんの手紙とマンデラの釈放直後の演説について詳しく話された。僕には特にマンデラが

「私はあなた方民衆の英雄として存在するのではなく，あなた方の下僕として存在しているのです」とい

う言葉を引用され「誠に其のリーダーにふさわしい人物ですね」と言われたのが印象に残っている。

このフリーダムデーの災会に徐　勝さんが直接走けつけてくれるきっかけをつくって下さったのも幼方

先生の力が大きかった占徐腐さんが謁の徐俊租さんに宛た手紙をいち早く行動委貴会に届けて下さった

のが先生たったのである。運動とは人と人とを繋いでいくことだということを，ここでも先生は身をもっ

て礫たちに教えて下さゥた。

先生は贋い春が来るのを′L待ち托されていたと言う。そして．あの娠会にも，セミナーにも行かねほと

話されていたと靡いた。先生もまた先に逝かれた野間冤二郎先生と同じノ、－キンノン氏病を持っておられ

た。

先生仁今お二人で何を話されておられるのですか。先生の励LK僕など何も応えていませんが一　これか

らもとうか行動委員会の運動を見守って下さいますように。

さようなら，劫方直吉先生

1年3月8 牛　鳩　保　夫
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ANC東京事務所に南アより二つの訃報が入りました。

（1）ANC青年同盟より（1991年2月18日付け）

ANC青年同盟・財政局長バチヤナ・ムクエナ氏の逝去をお伝えしなければならな

いのは、私たちにとっても大きな悲しみです。皆さんも御存知の通り、彼は冷静で妥

協を知らぬ忠実な闘志でした。バチヤナ同志は2月17日（日）、彼の弟とともに亡

くなりました。彼の妻は現在バラグアナ病院で危篤状態です。彼が亡くなったときの

状況については、ミッドランド付近で自動車事故にあったということ以外に詳しいこ

とは分かっていません。

ムクエナ氏は、ANC青年局リーダーとして世界各国を回り反アパルトヘイト運動

支援を訴え、1989年6月にはトーマス・ンコビANC財政局長とともに来日しま

した。その冷静で力強い演説、あたたかな性格は多くの人々の記憶に残っています。

葬儀の日取りなどについては、まだ情報が入ってきていませんが、メッセージは下記

のANC青年同盟へ送っていただくようお願い申し上げます。
Å封C YOm LmGUE p．0．BOX8259　JOH劇削ESBURG200O REl）▲OF SOl汀H AFRICA

FAX：＋27－11－403－2009

（2）ベキ・マランゲニ氏暗殺に関するANCの声明　（1991年2月16日付け）

1991年2月15日夜21時30分頃、ANCのメンバーである同志ベキ・マラング二は暗

殺されました。32才でした。ANCはこのような将来性のある若い活動家に向けら

れた、アパルトヘイト・人種差別主義者による暗殺行為を断国として非難するもので

す。秘密暗殺団の調査をしてきたベキ同志はこれまでも死の脅威にさらされてきまし

た。被は送られてきた小包みに入っていた最新技術の暗殺装置によって殺されました


