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アパルトヘイトはまだ終わらない

1．アパルトヘイトの根幹法の撤廃
1991年2月1日、デクラーク大統領は

白人、カラード、インド人からなる三人種別
議会の開幕を飾る冒頭の施政方針演説で、6
月までの今国会会期中に残るアパルトヘイト
根幹法の「原住民土地法」と「人種別集団地
域法」を廉止し、また、アパルトヘイト・シ
ステムの支柱であった「人口登録法」につい
ても新憲法制定に向けた交渉で何等かの合意
が見られた場合、今国会中に効力を停止する
と発表した。
そして、さっそく2月12日、その日以降

に生まれた新生児の人種別登録を廉止し（親
の希望による）、また、3月12日には「土
地法」「集団地域法」の廃止法案を国会に上
程した。「人口登録法」とその関連法の廃止
法案は4月9日、議会に提出された。
デクラーク政府はまた、3月6日、ANC
（アフリカ民族会議）のメンバーを中心にし
た、亡命中の2874人の帰国希望申請書を
受理した。翌7日には、その第一陣の94人
がザンビアの首都ルサカから帰国した。
同じ3月の21日には、31人のANC政

治犯を釈放している。さらに4月16日、A
NCの活動家などを中心に41人の政治犯が
釈放された。これまで釈放された政治犯は約
440人。ANCはまだ獄中に2300人の
政治犯が構えられているとしている（朝日・4

1号翳琵琵諾』‘とって善
た欧米や日本の財界・政界は、白人政府によ
るこのような一一連の改革を高く評価し、制裁
解除に向かって動き出した。また、要人の南
ア訪問の動きも慌ただしくなってきた。
ECは4月15日の外相会議で制裁解除を

合意（武器禁輸は継親）し、アメリカのプッ
シェ政権も4月30日までに全政治犯が釈放
されれば（昨年8月の政府とANCの予備交
渉での含意事項の一つ）、86年の「反アパ
ルトヘイト包括法」によって実施中の制裁項

棉原彰（くすはらあきら）

日の幾つかを解除する意向であるという（J－
apan Ti瓢e52ノ通）。

イギリスなどは昨年2月のマンデラ氏釈放
後直ちに制裁の一部を解除し、南アへの新規
投資を再開させている。また、ソ連、東欧（
ハンガリー、ポーランドなど）諸国、アフリ

カ諸国（コートジボアール、マダガスカル、
ケニアなど）と南アの政治経済関係の復交も
進んでいる。

日本の経団連は4月1日、政府に対して制
裁解除を要請すると同時に、4月20日から
1週間の予定で南アへ援済使節団（南ア経済
社会視察ミッッション、山口保・東京銀行副
頭取団長以下14人）を送ると発表した。こ
れに答えたかたちで日本政府は4月13日、
「南アフリカが4月兼までに政治犯の全員釈

放に踏み切るのを契機に、アパルトヘイト政
策を撤廃させる目的で実施してきた対南ア制
裁措置を段階的に解除するとともに、デクラ
ーク大統領の来日をできれば6月にも実現」

（朝日・〟14）させたい、と発表した。
また、ホーク豪首相は西側首相としてはは

じめて南ア訪問計画を明らかにし（3月19
日）、IOC（国際オリンピック委旦会）は
3月2日南ア国内に初めて調査団を送り、南
アの五線復帰を検討している。
ANC，PAC（汎アフリカニスト会議）

は、こうした制裁解除の動向を批判し制裁の
継続を主張してきたが、4月4日、反アパル
トヘイト市民運動のリーダーでノーベル平和
賞受賞者のデズモンド・ツツ大主教は、反ア
パルトヘイト運動の指導者たちに対して、「

経済制裁を再考するときが来た」と語り、論
議をを呼んでいる。

ツツ師はさらに、たくさんの死者を続出さ
せている黒人居住区での暴力抗争が続けば、
外国企業は南への投登の意志を失ってしまう
だろうとも語っている。（ne Teekly肋il・

4／5山u）

3．アパルトヘイトはまだ終わらない
こう書いてくるとあたかもアパル



ヘイトは終わったかのように思われがちだが

、実際は残念ながらそうではなさそうだ。デ
クラーク氏による改革が宣伝され、それへの
諸外国の評価が高まれば高まるほど、南ア国
内の有色人、とりわけ象人たちのフラストレ
ーションは大きくなっている。それは金の国

際価格の低迷、金鉱の閉鎖、物価上昇、失業
者の増加、後述のように暴力事件の続発等々
で、日々の生活が悪化しつつあるからである

①フラストレーション
「原住民土地法」が廉止されたとしても、

過去40年間に強制移住させられた350万
の黒人たちに元の土地が返還されることはな
いと政府の「土地改革白書」は述べている。
よしんば白人農家が占有していた広大な農

地が売りに出されたとして、それを買い取る
ことのできる黒人農民が何人いるだろうか。
黒人たちが待ち望んでいる「一人一票」制

は兼だ実現の展望さえ定かではない。意名高
い治安維持関連諸法も、パンツー教育法もそ
のまま残っている。

とくに黒人の子供や青年たちに極めて劣悪
な教育しか与えられていない状況は、不平等
の再生産を加速させている。施設設備の整っ
た公立の白人学校を全人種に開放しようとい
う教育改革の試みも、低学力、年令制限など
ので理由で入学を志願した多くの黒人やカラ
ードの生徒たちを閉め出す結果に終わってい

る。（トランスヴァール州では37の白人校
に1048人の生徒が受け入れられただけで
ある。ドロップ・アウト、劣悪な教育環境、
就職難、などで黒人の子供たちのフラストレ
ーションは爆発寸前だ。

②拡大する暴力抗争
本誌32号（1991年1月号）の拙稿「く黒人

抗争〉（部族対立）の真実」でこの間題の分
析を試みたが、その後も「黒人同士の衝突事
件」はいっこうに衰えを見せず、それどころ
か一層深刻な事態に至っている。この問題を
めぐってデクラーク政権とANCの予備交渉
さえ頓挫しかねない有様である。
今年に入ってからも、ナタール州は勿論の

こと、ヨハネスブルグ周辺の黒人居住区のセ
ポケン、アレキサンドラ、テンピサ、デーヴ
トン、ソエト、などで凄惨な衝突事件がが起
こり、四月初めまでで全国で400人以上が
殺害されている。

なお、政府発表で昨年一年間の政治対立抗

争事件の死者は2330人（民間機閑の発表
では3000人以上）、一昨年は673人と
されている（teekly勤11・3／2注－4／5）。

これらの事件のほとんどが、ANC支持者
とズールーの政治結社「インカタ自由党」（
IFP）の支持者の衝突事件（というよりA
NC支持者の集会へのIFPメンバーの武装
襲撃事件が正確）である。

またそれ以外では、ANC系の政治集会で
の警察官による発砲事件（3月25日デーヴ
トンで12人が殺された）、PACとANC
の衝突事件、さらには白人右翼による僻テ
ロ事件なども時々起こっている。

しかし、最大の抗争はインカタ自由党、A
NC双方の支持者の間のもので、抗争終結の
ために1月29日、ダーバンで初めて双方の
最高指導者（G・プチレジとN・マンデラ両
氏）による会談が行われ停戦が合意された（
合意文香によれば、過去六年間で約8000
人の犠牲者が出でいるという）。
停戦違反の監視、抗争多発地等を二人の指

導者が一緒に巡回し和平の徹底を図る、とい
った内容の共同宣言が採択され、警察・軍に
対して平和維持のために実効ある監視態勢を
とることなどが求められた。
だが、合意以後もアレクサンドラで100

人が犠牲になるなど全国で200人を越える
死者がで、3月30日ダーバンで再度マンデ
ラ、プテレジ両氏の緊急会談が行われた。

この暴力抗争は一見インカタ自由党支持者
とANC支持者の黒人同士の武力衝突のよう
に見えるが、軍・警察のある部分、白人右翼
勢力、モザンビークの反政府ゲリラ組織MN
R（モザンビーク抵抗運動）などと結び付い
た、アパルトヘイト体制の崩嶺をくいとめよ
うとするもっと大きな力が背後で関与してい
るようである。
ANCは4月5日、黒人間の武力抗争問題

でマラン国防相とフロック法・秩序大臣の罷
免、武器提携の禁止の法制化、秘密治安欝隊
の解体、襲撃の拠点になっているホステル（
単身出稼ぎ労働者宿舎）の段階的撤去、など
七項目の要求をデクラーク大統領に突き付け
、5月9日までに全要求が満たされなければ
憲法制定に向けた交渉に応じられない、とい
う声明を発表した。
これに対してデクラーク大統領は「ANC

は黒人間の政治的暴力を利用して（制憲交渉
での）政治的利益を得ようとしている」と反
発した（朝日・〟7）。
そして4月17日、昨年8月のデクラーク

政権との第二回日の予備交渉の席上で「武装
闘争の停止」を宣言したANCは、支持者を
守り、黒人居住区内の暴力を終わらせるため
に、自衛部隊を組織することを決定したt



このように暴力問題の餅、対応の仕方を
めぐって、朝憲会議の予備交渉の当時者の闇
に大きな亀裂が広がろうしている。今後の予
備交渉の大変な障害となりそうだ。暴力競争
の陰の勢力（第三勢力と呼ばれたりしている
）の狙いもそこにあるのだろう。
③制憲会議までの道程
今年の初め（1月8日）、ANCのマンデ

ラ副議長は新憲法制定のための議会を自由選
挙で選ぶことを提唱。その第一歩として新憲
法の骨格をつくるために、アパルトヘイト擁
護の保守党（白人右派）を含めた全政党・団
掛こよる会議（全政党会議）の開催を提奏し
た。この会議は新憲法の基本原則をつくると
同時に、新政権垂生までの「暫定政府」を樹
立するものだという。
一方デクラーク大統領も人種差別根幹諸方

の魔止を宣言した2月1日の演説で、新憲法
制定のためすべての政治指導者の協力を呼び
かけ、制憲交渉についてANCの提唱した全
政治勢力による制憲協議会構想を受け入れる
ことを表明した．
ANCは4月12日、基本的人権の保障、

自由裏革、二院制、独立した司法機関の設置
などを含む新憲法基本構想を発表した（なお
、政府も近いうちに独眉の新憲法草案を公表
する予定だという）。

そのときの記者会見の境でANCのパロ・
ジョーダン広報担当官は、国内の全人種政治

団体会議の性掛こついての政府案との違いに
ついて、こう語っている。「政府が同会議を
憲法起草のための会議にしようとしているの
に対して、ANCはそれを新憲法の基本原則
つくるための全政党会議としてみなしている
。」「憲法の起草は自由で公正な国民の投票
で選ばれた意法制定会議が当たるべきと考え
ている。」（毎日・JapanThes・4／14）

政府は少数白人の利益を守るために、AN
Cが提案している一人一票制の自由投票によ
る制慧議会選挙の実施と暫定政権の樹立には
強い葉色を示している。
ANCは4月16日ハラレで、これまで対

立してきたPACと合同幹部会議を開いて、
制憲議会と暫定政府の樹立のために、「愛国
戦綽」という名称の統一戦線を今年8月にケ
ープタウンで結成することを決めた。

同時に合同で、l璽際社会に対して「南アフ
リカに、元に戻ることの不可能な本質的変化
が起こるまで」運済制裁を解除しないよう求
める決議を採択している。

4．さて、何をするか
1983年5月に発足し、80年代の反ア

バルトヘイト運動をリードした偉大な草の根

民衆組織のUDF（統一民主戦線）がこの3
月初め解散した。かわって「全国市民協会」
（NCA）の結成が予定されているようだが

、兼だ姿をみせない。もうじき政権党になる
だろうANCや、またPACなどをも批判で
きる、インデペンデントな民衆の葦の棚
の運動体の役割は、これからさらに大きくな
ろう。
アパルトヘイトの改革が進むにつれて、こ

れまで頑張ってきた欧米の反アパルトヘイト
市民団体の運動も転換期を迎えている。どこ
の団体もたいてい、①当面は経済制裁キャン
ペーンの持続、②長期的には、南ア国内の長

期間のアパルトヘイト政熟こよってもたらさ
れた不平等の是正のための援助と開発のため
の支援活動、を考えているようだ。
ロンドンのIDAF（南ア国際擁護援助基

金）などは、南ア国内にセンターを移すとい
う（仙eTeekly王ail・3／8－14）。

日本の反アパルトヘイト運動もそれぞれに
新たな身の振り方を決めなければならない時
期に差しかかったようである。アパルトヘイ
トはまだ終わっていないのだから、日本政府
・財界が進めようとしている経済制裁解除を

批判し続けると同時に、これまで作り上げて
きた闘う南アの友人たちとの関係を大事にし
ていくことが、当面の私達の運動だろう。
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『なぜ、まだアノVレトヘイトなのか！』

く3・24集会〉報告

反アパルトヘイト運動の転横をむかえ、3月24日（日曜日）に『なぜ、まだアノⅤレトヘイト

なのか日というテーマのもとで集会を開きました。当日は、50名ちかくのみなさんが集まっ

てくれて、まずアフリカ行動委員会の上林陽治、松島多恵子、くぼたのぞみ、大西佐奈校各氏の

発言を受けて質疑応答のあと、参加者全員が白身の「なぜ、まだアノVレトヘイトなのかつ」を一

言ずつ話しました。

ここでは、4人の提案者の発言を紹介します。（編集の都合上、内容を要約しているところが

あります。）

「蓑緋叫義気」‘こつもヽて　　　　　」二林　隙台

ぼくの方からは昨年の2月から現在までの南アフリカ状勢のアウトラインを提供して、その上

で一緒に南アと世界のつながりを経済制裁を中心において少し歴史的に追ってみたい、と思います

。話の中心は紺制裁をめぐる動きになります。

御存じの通り樹制裁、経済だけじゃなく社会的な制裁も含めて南アに対してずうっと行柑し

てきていました。経済制裁というものがアノVレトヘイトをなくすための執断こ残された平和的な

手段だ、とずっといわれてきていて、南アの解放捌恥ま常に闘転社会に対して「聯制裁を厳格

に実施してほしい」、と訴え続けてきたわけです。では、経済糾鏡というのは何なのか、という

ことですが、よく勘違いをされると思うのですが、「制裁」という言葉から感じるイメージで南

アフリカに対する「懲瓢である、と考えられるかと思うのですが、制裁は懲罰というのではあ

りません。アノヤレトヘイト廃絶に向けて白人政権側と黒人欄が同じ交渉のテ¶フルにつくような

国際的な環境を整える、というのが経済制裁の意味合い、目的だと思っていただi佃か1いと思

うんです。

南アに対する経済制裁というのは、いまから振り返ると成功した部類ではないかと思われます

。有効だったんじゃないか、と思うんです。経済制裁をめぐっては去年8月からおこっている湾

岸戦争、イラクの問題ですが、イラクに対して経済制裁が実施されました。それで、いろいろな

議論もおこったわけですけど、イラクに関しては経済制裁の効果が全く出ないうちに武力行使に

入っちやったわけですね。経済制裁というものは、確かに時間はかかります。日本のように制裁

破りが行われなければ、もっとも効果的な方法じゃないかと思うんです。

いままで南アフリカに対する経済制裁で点も強力だったのが、いわゆる北欧諸国でした。例え

ばデンマークは、完全に貿易を停止しました。次にきつい制裁をしていたのはアメリカだと思い

ます。1986年に制定されたアメリカの反ア用レトヘイト法は、薪鏡投資の禁止、ウラン等の

輸入禁止、それも全て罰則規定をつけていました。その次にあげられるのが、ECおよび日本の

－∴言付．一一一　一‥：ト、∵‘・ご11ミ盲：－．‥

が、昨年の2月ネルソン　マンデラ力漕放されてANCやPACやUDFやそういう非合法団体

が合法化されました。昨年の5月、それから8月にはANCと白人政権との交渉が行われました。
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いまも行われています。

先ほど言ったように、経済制裁が白人政権と黒人借との交渉の環境づくりが目的だとすれば、

経済制裁の目的はもう達成されたのではか1か、という宗純今おこっています。一例をあげる

と最もきついデンマークはともかくとして、南アに対して最も効果的であった制裁であるアメリ

カの反アノヤレトヘイト制裁法なんですが、この制裁法は時限立法で、ある条件を満たせば反アパ

ルトヘイト法はもう採らない、と決めてあります。制裁法に出ている4つの条件を満たせば対南

ア経済制裁は解除する、となっているんです。この4つの条件は何かというと、1番目はANC

やPACなどの反ア用レトヘイト団体の合法化です。2番目は、マンデラを始めとする政治犯の

釈放および亡命者の帰【凱3番目は、非常事態宣言の解除。4番目はア用レトヘイト根幹法の撤

廃、この4つなんです。この4つを見ると、まず最初のANCやPACの合法化、これは昨年2

月1日にすでに宣言が出されて合法化になりました。2番目のマンデラをはじめ政治犯の釈放、

ネルソン　マンデラは2月11日に釈放されて、政治犯の釈放は昨年の7月、8月からすでに行

われています。まだ残ってはいますが、かなりの程度進んでいます。亡命者の帰国は、今年の3

月から始まりました。これも満たされつつあります。3番目の条件である非常事態宣言の解除、

これは昨年6月に解除されました。4番目のア川レトヘイト根幹法の触、これは今年2月1日

のデクラーク滞説のなかで、土地法とか集団地域法などのアノ勺レトヘイト根幹法は撤廃したい、

という意思表明がなされました。ですから、4つの条件というものは漸：されているんじゃない

かと思われるわけです∴だから、今いつでもやろうと思えば国際社会は制裁を解除できる状態に

なっていると思うんです。

ところが、経済制裁をめぐってその目的が昨年2月、3月ぐらいから少しずつ変質しはじめた

とぼくは思っています∴繰り返しますが経済制劫の日的というのは、アノ勺レトヘイトを廃絶する

ための交渉の環境づくりをすることたったのですが、マンデラが釈放されてANCやPACが合

法イヒされた後は、制裁の目的が変わってきました。どう変わったのかというと、制裁を維持する

のか、もしくは制裁を解除するのかということが、いま南アでおこっている変†膨堪程がANC

やPACの黒人偶のイニシアティブで行われているのか、もしくは白人側、特にデクラーク慨の

イニシアティブで石われているのか、というリトマス云胤になっているというふうに変わって

きたと思うんです。

例えば、昨年6月から7月にかけてマンデラがアメリカやヨーロッパに行きましたが、そこで

繰り返し「ア用レトヘイトはまだ続いている∴経済制裁はまだ維持されるべきである。」という

ことを強調していました。つまり、白人政棚、特にテクラーク鼎まずうっと「解除してほしい

」と国際社会に訴え続けているわけですが、経済制裁が解除ということになると、今の南アの動

きはデクラークによってもたらされた、という形になる。経済制裁を雑持するということは、「

まだアノウレトヘイトは残っているんだ。黒人脚は不満に思っているんだ。」ということだろうと

思うんです。そのリトマス試験紙に今はなっているだろうと思われます。

これは国際社会と南ア、それから南アの動きに応じた経済制裁の見方の変化だったのですが、

肝心かなめの経済制裁をやってほしいと言ってきた黒人側は、いったい経済制裁についてどう考

えているのか、ということなんです。3カ月くらい前になりますが、非常におもしろい興味掛1

ことがおこって、昨年12月21日に南ア国内でANCの顧同会議（リーダーシップをとってい

る人たちの会議）が行われました。その会議の中心問題のひとつとして、経済制裁の同産が論議

されました。オリバー・タンポ（ANCの議長）がこの会議が開催される1目前に南アに亡命か

ら帰ってきて、彼が会議のオープニングの最初の演説をしました。非常艮軌－たんですけど、そ



の開会演説のなかで酬鼓についてはこう言います。「南ア国内、および国際社会の変化に照

らして経済制裁は再考されなければならない。」いま考え直さなければならないんだ、というふ

うにオリバー　タンポは開会で演説します。3日間か4日間の会期だったんですが、そのANC

の顧問会議のなかでオリバー　タンポのこの発言をめぐってものすごく議論が沸騰しました。会

議が終った最後にこの会議のまとめとしては、オリバー　タンポの開会の「経済制裁は再考され

なければいけない」ということが撤回されます。それで、「アノVレトヘイトはまだ残っているん

だ。相当な変化もない。デクラークの言っていることは、まだ約束にすぎない∴だから、経済制

裁は維持されるべきだ。」というふうになっています。

このように会期のなかで変わっていったんですが、いまANCの内部では経済制裁をめぐって

ANCの執行部と、いままで南ア国内でアノやレトヘイト廃絶のために地′V：をはいずりまわりな

がら、へたすりや殺されることを覚悟しながらやってきた草の根の滴拠豪たちの間に、この間題

をめくって「溝」ができていると思うんです。「南アは何も変わっていない。いま経済制裁を解

除したら、テクラークへのごほうひになってしまう∴違うんじゃないか。」というのが草の根の

活動家たちの議論だと思うんです。ところが、ANCの執行部の膳、ネルソン　マンデラももち

ろん含めて、それからANCの執行部のなかでちからを持っているタポ・ムぺキという人がいる

んですが、彼らにとっては「経済制裁は解除したい」という方向をすでにうち出しています。

ANCの執行部（賄ま、ニューネーションという新聞によると制裁向払こついてこう考えていま

す。「経済制裁を実行してほしいと訴えてきたのは黒人膳だ。特にANCだ∴制裁の解除につい

てもANCの手で行われるべきである∴なぜならは、いま世界の世論、特にアメリカやECや日

本の政府行政の考え方を見る限り制裁を解除する方向に動いている。もし、ANCが制裁堅持と

いうことをうち出して、ところが各国が制裁解除の方向に動いていったらANC磯的な権威

は失墜してしまう∴だから、いまANCの手で制裁解除をうち出して、経済制裁の問題について

もANC（黒人）側の方でイニシアティブをとりたい」というのが執行部情の意見だろうと思い

ます。

いったいいつ頃からこういう考え方が固まりはじめたのかということですが、おそらく昨年の

9月か10月だろうと思います。6月、7月、8月ぐらいまでは経済制裁堅持ということをずう

っと言っていて、そのあとその間題はすぐトーンダウンします。そのトーンダウンした一番底の

時に日本に来たんですれだから、経済制裁については一言も言わなかった∴解除してほしい、

とも言いませんでしたけれども、堅持してほしいとも言っていませんでした。いま酬裁問題

だけじゃなくて、南ア国内の大きなうねりがあるのですが、それをめぐって特にア川レトヘイト

後を考えて経済制裁問題というものがいま議論されてきています。

「人々の封吉」（二一二＞tヽて　　　　松島　多新こ

1月のなかばから2週間少しだったのですが南アフリカへいくことができまして、2年前に会

った人たちにもう一度再会することができまして、（三〉彼らが今の状況をどんなふうに考えている

のか、ということを少しお話ししてから、（多いま私たちで南アの人たちといっしょに仕事をして

いるわけなんですが、その活動について少しこ紹介したいと思います。［②については、紙面数

の都合により、次号に掲載します。（編集者）］

第一に全体的な印象なんですが、やはり南アフリカの人々がマンデラが釈放されていろいろと

改革が進んでいるといわれている状況のなかにあって、それでもひどい状況であったということ



で、非常に人々のいらだちが目立ちました。あっちに行ってもこっちに行ってもいろんな面で不

満が噴出していまして、一年前にはとても大きな期待をもってアノウレトヘイト廃止も間近だ、と

言われていた状況だったのですが、日本にはほとんど伝わっていませんが、ここにきて混沌とし

た暴力の状態がまだ進んでいます∴囲いはもちろん続けなI仇はいけない、と彼らはやっている

のですが、ちょっといい加減に財しるよなあ、という感じなんですね。具体的には、現実的な面

て非常にチームワークがうまくいっていない面があるんです。

例えば、ANCの関係でやっている幼稚園があります。黒人の子どもは、義務教育を受けるの

にお金を払わなI削ぎいけませんから、ANCで出来るだけ安い月謝で済むようなプロジェクト

をやっているわけなんです。そういったところで、幼稚滴の先生方にもクリスマス以降から2カ

月もお給料が払われていない、という状況があったり、亡命者が外国から今とんどん帰って来て

いる機ですが、その亡命者の状態もひどいなあ、という感じを間のあたりに見てきました。

例えば、25歳くらいでジンバブエに5年間亡命していたという女の子がいたのですが、彼女

は元ANCのゲリラ兵だったのですが、ほとんどの元ゲリラの人たちなんかは秘密で帰って来る

と言っているんです。まだまだ亡命者の人たちは、オープンに堂々と帰って来れるような状態で

はないのです。その人は学校に戻りたがっていました。学校にも行かずANCの活動と共にして

きたわけですから、今となってはもう一度学校に戻りたいと言うのですがなかなかANCがそこ

まで面倒をみるという状況にはなっていないのです。

プレトリアにある事務所のいっかくにもそういった亡命者を世話するところがあったのですが

そこには部屋の片隅にオンポロになった靴だとか眼だとか、私たちが捨てるものとしか思えない

ようなものがふろしきみたいなものに包んで置いてあるんです。亡命者の人が南アに帰って来て

も、あんなひどいものを配っているという状況だったんですね。ANCの門をたたいても最初に

300ランド（約15，000円）を一回ぽっきりもらって、あとは誰も面倒をみてくれないと

いう状態が続いています。

例えは給料不払いなどという問題はほんとうにあっちこっちで起こっていまして、生痛の保障

がされていない苦しい状況が続いています。経済制裁の議論も反対派と賛成派に分かれています

が、そういった経済制裁を解除するとかしないとかいう決定、あと幼稚園の運営といったことも

含めてどういったことがこっちの方で決まっているのかということを、グラスルーツレ′勺レの人

たちが知ることができないというのか一葺した長くないところだなあ、というのがありました。

また、南アの黒人の方は外国の反アノウレトヘイト団体もすごく批判していました。例えばAN

C東京事務所の代表、南アフリカの方ですが、その方の弟さんは南アフリカに住んでいるんです

l仇ども、そこに今まで何人も日本から私たちも含めて行っているのです。そこへ行くと日本人

がたくさん来るわけです。出入りする人も隣近所の人ですから、いろんな日本人を見るわけなん

です。「どうしてANCはかり支援するんだろう」つて言うのです。外国の反アノ勺レトヘイト団

体が、ANC一辺倒の支援ばかりするから黒人がこんなにどうしようもないほど分裂するんだ、

というようなことを非常にあからさまに言っている人が何人かいたんです。日本なんかのレ′勺レ

においては、まだANCの他にどういった解放団体があるか、どんな性格のグループがあってど

んな利害関係があるのか、どんな点がイデオロギー的に違うかだとか、そういったことがまった

く私たちの間ではないと思うんです。ANCの人に言わせれば、ANCは南アの黒人を代表する
一番大きな解放組織だということなんですいけLども、そうではないんだ、と言っている人たちの

声が今回は開けたので良かったなあと思います。
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先ほとの聯制裁についても、彼らが望んでないことが行われているということで、「何でな

の？」という感じだったんです。ヨーロッパやアメリカだけではなくて、ケニアとかアフリカの

国々も南アとの関係をどんどん発罷させようとしていますトけしども、黒人の人たちは、そういっ

たことが起こるのに非常に驚いた、と言っているわけなんです。彼らにとって生活は何ひとつ変

わっていか1わけで、実際にひどい状況なのです。亡命者が帰って来ても、満勃家で逮捕された

人が釈放されても、あっという間にまた時捺されたり行方不明になったりという状況が絶えない

のです。まだ人々はANCのメンハ一になることをおそれているんだよ、と言っているのです。

そういった無理からぬ状況が疑いているわけなんです。

例えばいくつかの法律がなくなたと言われていますが、デクラーク大洗顔が2月の演説でまっ

たくふれなかった法律のひとつ、国内治安法という日本の昔の治安維持法みか1なもの（車や警

察に強大な権力を与えて反ア用レトヘイト活動家をどんどん刑務所にぶち込んでいる法律）、そ

れがまだ残っていてどうなるかということは一言もふれられていません。つい最近も日本に来た

ANCの満動家がイヤホンに爆弾を仕掛けられて暗殺されたという事件があったようです。ここ

であきらめるわけにはいかないとわかっているのですが、非常にひとびとはいらだちを感じてい

るなあ、というのが痛々しいと思いました。

また、こういったニュ¶スは日本でもよく流れるのですが、ウイニー　マンデラですね、ネル

ソン　マンデラの奥さんてすが。彼女に対する不満も女性の間では非常に大きかったんです。A

NCのなかには女性がまとまって活動をやっている雑縄がありますが、そこで破女の独断的な行

動がかなり批判をあぴていまして、分裂状態といいますか上層部の幹部に彼女が取りまきを任命

するようなことがおこっていまして、反アパルトヘイト廃止だけで声も紺しそうな状態なのに、

そういったことにも声高に叫んでいかなけ九はならないといった感じだったんです。

そういった混沌とした状態のなかで、デクラーク演説の土地法とか集団地域法がなくなるとい

才舶：その日に、ANCといろんな解放団体力鴇己議行動を全国規揆で行い、その時ANCとPA

Cという二つの解放司体がいっしょにデモ行進を行ったりしました。その時みんな「うれしかっ

た」と言っていたのがすごく印象的でした。今まで派閥争いとか、内にも外にも黒人同士の対立

争いがどうのこうのと言われてきて、だけどこの日だけはいっしょにANCのリーグ」とPAC

のり、－ダーが先頭をきってデモ行進を行ったということで、みんな「幸せだった」とかいろんな

ことを言っていました。やはり、自分たち自身を給一したいというのが彼らの一番の掛1なんで

すね。
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南アフリカの二女＝弓芦：カ、ら　　　　　　　　　　くlまFたのぞみ

お二人と違うのは、私は南アフリカに行ったことがないということです。だから、人びとと直

接触れ合ってその芦を伝えるといったことはできません。私の持っている資料や情報は非常に限

られたもので∴活字を媒体にしたものです。文学、小説とか詩を材訳することを仕事にしている

ものですから、そういう限られた範囲のなかでしかお話できませんが、去年一年のニューネイシ

ョンとかウイークリーメイルといった南アの新聞に載った、文学や演軌こついての記事を、私の

独断と偏見で選んでクリッピングしたものを中心にお話したいと思います。
最初に南アの最近の動きを話して、最後にわたしたちカも一人の日本人としてアノウレトヘイト同

産にこれからどういうふうな関わり方をしていったらいいのかなということを話せるといいと思
います。正直にいって私自身にとっても非常に大きな問盤としてあるものですから、その辺まで

話せるといいのですが…・。

まず、去年の動きですが、何といっても大きなものは2月の初め、デクラーク大統領の発言に

よってANCが合法化されて、その時点から堰を切ったようにいろんなことが動き出したことで

す。南アにはとっても厳しい検閲制度がありまして、白人政権に不都合な書物や新聞、報道など
はどんどん発売禁止にしたり，放送禁止にしたり、発行停止にしたりできる制度があるんですカも

それがだんだん綬んできて（制度としては残っているのですが）、それでも発禁の対象になって

いた本がどんどん解禁されていく、という状況が一年間続きました。ANCに関する書物もさる

ことながら、マンデラの伝記や亡命政治家の獄中書簡とか、さまざまな毒物があふ、れるように出

版されていったというのがまず一つあります。

それから、もの一つ、ANCの文化局の中心的指導者としてアルピー・サックスという人物が
いまして、彼が南アフリカ作家会議の席上、大変センセーショナルな発言をしました。それは、

どういうことかというと、ANCが文化的にとってきた戦噸というのがrペンは武野である∴文

学は闘いの道具である」というもので、それを前面に打ち出して、アノウレトヘイトというのはい
かに悲惨な制度であり，人びとがどれだけ苦しんでいるか、ということを訴えるためのひとつの

情報媒体というんでしょうか、書くことを願いの武瓢こしょう、と諒、続けてきたのですが、も
うそれを止めよう、とサッス自身が言ったんです。その後、けんけんがくがくの議論が起きまし

た。ちょっと誤解があったかなと思うのは，アフリカ行動委員会の先月号のニュースレターlこ載

ったこの集会の案内に「これまで南アでは『アシナマリ！』など文学が反アパルトヘイトのため
に利用されてきた側面がありますカもAⅣC内部から『ア′勺レトヘイトのための文章を書くのを

やめよう』という芦があがっています」とありますが、これはちょっと違っていてr反アパルト
ヘイトだけのために書く」必要はない，という声が上がったということですね。つまり、非常に

狭い枠のなかに文学の日的とか役割を押し込めてきた、そうせざるを得ない状況があるという認
識が、今までANCのなかにはあった。そういう状況が少しずつ変わっていこうとしているのだ

から、もっと些細なことを書いてもいいんだ、恋愛とか日常的なことを書いてもいいんだ、本来、

文学が持っている可能性にもっとチャレンジしてもいいんだ、そういうことをサックスという人

物が言ったんです。

ただし、その後，南アで起こった論争のなかには私にもよく分からない論争がいっl動、あって、

つま　。turalwork訂S＝文化に閑わる労傲者と、artistsまあ芸術家とでもいうんでしょうか、

そういうグループとの対立だとか，COmttdとun00Ⅱ止ttdつまりコミットしているかいな

いかということで二つに分けて、その二者の対立であるとか。でも自分をアーチストだと思って
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いる人は、臥作家、俳優、彪剣豪、ミュージシャンとして1ndivid岨1に、それぞれ活動して

きたわけで、もともとカレープと見ることはできないから、そんなふうに二者対立の図式で議論

するのは不毛だとか、ずいぶん議論撤、ていました。わたしたちが今の日本社会では考えられ
ないような検閲制度のなかご、基本的な書くことの自由を奪われてきた人たちが、今やっと「書

いてもいいんだ」というところにきた喜びと興奮と戸惑いと不安、いろんなことがバーツと出て

きて、いろんな論争があった、というのカ酔年間の文学論争の中身だったようです。

あと、主な動きとしては去年の十月に来日したミリアム・マケバとか∴世界的にも有名なジャ
ズ・ミュージッシャンのダラー・ブランドやヒュ一・マセケラ、『アマンドラ』を演出したグア

ンガとか、亡命していた人たちが帰国したことが大きな写真入りで載っていました。それから一

昨年日本にきて『アシナマリ！』で衝撃的な舞台を見せてくれたボンゲ二・ンゲマの新作『タウ
ンシップ・フィーバー』に労髄合（∝BAⅧ）から「リーダーの腐敗を描いている部分」にクレ
ームがついた、という記事が載ったりしました。

あととても印象的だったのは、ゲイの人たちがデモンストレーションを何度も何度もしている

という、日本ではちょっと考えられないような動きがあって、つまり、政治ばかりではなくて性

の面でものすごい地主が、南アにはやっぱりあったというのがこれで想像できます。こういう動

きに反発するように、「ホモセクシュアルはもともと黒人文化に根ざしたものじゃない」という

プラカードを黒人の女性が掲げている写真が載ったり。この辺は、南アフリカという社会が、な

かなか入り組んでいるなあ、と思わせるところでしょうか。

最後に、わたしたちの関わりと関係があるんですが、南アの人たちはそうやって今まで反アパ

ルトヘイトのために、7ノ勺レトヘイトがいかに苛酷な制度であるかということを、文学、膏薬、

演劇などで、国外に、つまりインターナショナルな世界に訴えてきたのだけれども、もうそうい
う時代は終わったんだ、90年代はもっと自分たちのことを批判的に見つめながら、それぞれア

イデンティティがあるわけですから、さまざまな生き方というれ人間としての生き方の違いを

考えていったり∴変えていったり、表現したりしていい時期に来ているのではないか、という意

見が載っていたのが印象的でした。それが「新しい南アフリカ」を創っていくのだと。
文章、文学、文化、轍こ日本にはものすごい勢いで音楽なんか入ってきていますが、わたした

ちがそういうもので知ることができるのは、政治的なニュースだけでは分からない人びとの心の

面だと恩うんですけれど、そういうものに触れると連にわたしたち自身の心もそこで暴き出され
ていく、ということになります。南アの人たちと今後、草の根レベルで付き合っていく時に、ご

く普通の日本人と思っているわたしたち汎一体どんな顔をしているんだろう、ということをや

っぱり考えていかざるを得ないでしょうね。放ちが自分たちのことを見つめていく時間がきた、
ということ臥わたしたちもより．」酉、この社会のなか職置勤をやっていくことがどういう

ことなのか、例えば「支援活動」ひとつとっても、なぜ披らを支援するのか、ということを自分

にも問いかけながら、やっぱり相手にも言い続けていかなければならないんじゃないか（すぐに

はなかなか理解してもらえないかもしれないけれど）、そういう時期にきているじゃないかな、

とすごく息うんです。



「南アの∃芦当三との∃芭お託」　　　　畑　佐難
私たちの会は1月19E）に発足してSAFE SectlOnのSAFEというのはSout

‾h Africa FrlendshlP Exchangeの略で、いま中　高生のメンバ

‾合わせて15人で、今日までの3回の話し合いのなかで南アについてのいろいろなことを話し

合ってきました。去年の未に南アから私たちに20通の手紙が来て、内容は主に自己紹介などで

アノVレトヘイトについては特にはふれてないのですが一過だけ紹介します。
「Dear Frlend　私があなたたちに手紙を書く線会を与えられたことをすごくうれ

しく思います。私の名前はパトリンア、15歳の女の子てす。ハイスクールに通っています∴私

の超味はホラービデオを見ることと料理をすること、女の子と手紙を交換すること、ポップミュ
‾ジックを聴くことです。私の手紙を読んで楽しんでくれたらいいな、と思います。早く返事を

ください。」

だいたい内容はみんなほとんど同じで、そういうことしか書いてないんですけど、この人たち

と付き合っていくことになって私たち自身がいろいろなことを考えられたらいいな、と思ってま

す。この手紙はオーランドウエストハイスクールというところと、ホームレスキャンプⅥひとつ

ウイラ」ズファームの子どもたちから送られてきたもので、私たちと同じぐらいの歳の南アの人

の文です。

行動委員会と違ってこれは私の考えなんてすが、この会ははっきり言って人のためというより

は自分のためにやっているのが大きいと思います。この会を始めてから、今まで知らなかったこ

とをいろいろ知って、すごいびっくりしています。今はまだびっくりすることで掛いっぱいなん

ですけど、一年前にネルソンーマンデラが釈放されてから今現在にいたるまでにアノウレトヘイト

はかなりいい方に向かっている、というように新聞とか見ているとわかると思う。それはもちろ

んアパルトヘイトというのは法律だと思うんだけど、私たちは法律だけではなく人の心にあるも

のだと思うし、法律ではなくて完全に終わるのにはすごい時間がかかると思います。けれど、5

年後、10年後のア用レトヘイトを考えていかなくてはいけないのは私たちだと思うし、これか

らもこの活動をいろいろ続けてやっていきたいと思います。私たちの活動は、南アに物資を送る

とか難しい政治問題を討議し合うとかそういうことではなくて、さっきも言ったようにこの活動

によって自分のなかで何かが変わればいいなあ、と思って始めました。乱たちは若いし、はっき

り言ってしまえば交流をすることぐらいしかしていないかもし九か－んだけと、みんな何かをし

たくてこの会に来たと思うから、とにかくいろいろやってみたいなあ、と思っています。

この間の話し合いで、私たちでトーク会みたいなものをやりたいという話が進んでいて、まだ

何も具体的なことは決まっていないんだけと、『二匹の犬と自由という本とか『アノVレトヘイ

トとニッポン』という小冊子の読書会という形でやろうと思うんだけど、もしやる機会があった

らみなさん来て（ださい。（SAFE Section　中学3年生）
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日本／南ア　経済関係史・抄（Ⅴ）
◆グループ「経済制裁アクショニノ91（準）」編◆

単位；百万＄　　　　囲Ⅴ－1．対南アフリカ貿易総額の推移＋＋（1980年～1990年）
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批北1土首謀実景撮那灘

900221斬日　77渦首脳会読に出席丁朽
－ク南ア大続餃

02．21朝日　英、独自に解除表明　EC外

10カ国が反対

0322朝日　yユワルナt‾　ソ連外相、テーヶラーク

ア大読破と初会談

0323　朝日　対南ア経済制級の継続必

聞く

虹帖は鯛と頭首政府予備貨誹間姶

900508朝日　テク7－ケ崗ア大統領　西欧9

回歴訪へ

姐瀬川頼粘清司日計麿薄日軒厳

900609朝日　制裁継続を訴えILO年次

総会でマブナ7川C副議長

900623朝日　対南ア制裁の継続訴え

淘達で7こけラ氏演説

900627朝日　マン丁7氏　米議会で支扱訴

え「南ア姪済制裁総統を」

1990年の対南ア貿易総額

2月にネルソン・マンデラ氏が釈放され、10月に来日

した1990年の日本の対南アフリカ貿易総額は、約33億2千

万ドル　で、アメリカ、西ドイツを抜いて対南アフリカ貿

易総額が世界一位になった1987年（約41億ドル）からほ

ぼ1983年の水準に減少した。

その内、南アフリカへの♯出総額は約14億8千万ト■机

嶺入総額は約18億4千万ドルで、煽出に比べて輸入の減少

率はやや少ない。

輸出額でみて圧倒的に多い品目は、相変わらずエンジ

ンおよびエンジン部品、乗用車、ハス、トラック（KD）

車体部品および付属品等々の自動革関連製品で、VTR、

ファクシミリ、複写機、そしてベアリングやボルトなど

の輸出が比較的多い。　輸入額で多い品目は、合金鉄、

プラチナ、鉄鉱石、歴青炭などの鉱物資源およびとうも

ろこし、粗蘭などの農産物類。

これを見る限りでは、輸出入の対南ア貿易構造は変わ

っていない。



囲Ⅴ一2．対南アフリカ月別寅易額（1990年）

1月　2月　3月　4月　5月　6月　7月　8月　9月10月1り∃12月

車胞人品日チ　ェ　っ′　ク

揺入額の多い品目は左記の通りであるが、ここでは

これまでにニュース・レターなどで取り上げたことの

ある特定品目についてピックアップしてみる。

【2202．90－200　アルコールを含まない飲料】

JAACの南ア商品示一巾ットビラにも掲載されている果汁

飲料アップ植竹■－は∴　再三の抗議にも係わらず片岡物産

等が南ア・アップ0ルタイス一社から輸入を続けてきた。しかし

1990年9月の「ニュース・シター」で紹介した様に、1990年7月出

荷から独自に開発した英国産アップルタ仲‾一に切り換えた

とのこと。確かに輸入量は半減しているが・‥果して

英国産の中身はり。

9006．28朝日　南ア、日本に支現を期待

事務レヘール協議（外務次官来
日）

9087．05毎日　英国骨相に対南ア制裁継続
を要求一一マンデラANC副議長

90．0710　日経南ア制裁の継続訴え．
OAU首脳会議が開幕

9007．20　日経南ア規制解除、償塵に対処

77冊駐在大使会議

紙瀬畑畑揖指摘訪独糾鋸憎頂

9008＿14［】経南ア制裁で条件額和も
ANC副議長

90　09　2g　朝日

9010＿07　朝日

9010．07朝日

90．10．12毎日

推調詔桁獣凝

90川20朝日

9010　29　朝日

テークラーク大統領の訪日と外交
関係樺立を　南ア外務次官

南ア渡航禁止を解除　ケニア

南アと国交回復コートr喜一7－鼻

テ‾クラーク南ア大硫既が英国な
ど訪問へ

覚鎌速施政

近く解除を検討封筒7人的
交流閻隈に外務曾

甫7制裁の維持訴え　如けン
マンデラ氏政府の姿勢けん御
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【1701．1ト190】阻　糖】

901112　日連番活、南丁に貿易使節個

AHCは計画中止要請

9011．16朝日　荷アとチェコ、国交回復

901215　日経「南7制裁見直す時」、

皿C議長が初めて公言

90．1216　日経南ア制裁一部緩和、EC，

新規投資禁止を撤廃

901216　日産ANC、対南ア制裁の継続を要

請

gO OL05朝日　米、南ア制紋を91年内解除か

コーエン国務次官補が見通し

触診打接諒謁蘭過渡載腐滋養望葱

910202朝日　対南ア制裁の解除に前向き

米大統慣報退官

91．0203　日繰延首相が南ア制裁廃止提案

91＿0205　日経EC、人柾隔離3法案撤廃な

ら一一南7の制数解除

900207　日経外務省首臥南ア制裁解除慎

重に見極め

9102＿09日緩オーストリア航空博ア就航へ

9102．18毎日　対南ア制裁処置の継続を決

定一一英連邦外相要民会

9102．20毎日　南アとぎーランドが復交へ

9102．25　日産足かせ外れた南ア貿易

通産軌今後、貿易制限指導
せず

91．0227朝日　利益代表部誼置で合意

ソ連と南ア

批華燕冊は賛桝酎掬㊦如如摘痛

9103．11日経社会主義党首会濃が決裁

南ア鎧済制裁、当面は継続

910406朝日　南ア制裁の見直しを

叩大主教解放組織に求める

9】．0414朝日　政府、南ア制親解除へ転換

全政治犯釈放後に

293，173　ht

ll，142，269千円

1991年2月の「ニュースレター」で、神戸の反ア八〇小へ朴サー

ブが将増会社に抗議をした結果、精糖工業会加盟17社

中12社が南ア産粗糖の使用を中止または段贋的削減を

決定したことを紹介した。南ア産粗糖の輸入量は前年

よりも減少しているが、削減効果が顕著に現われるの

は1991年以降であろう。

【4419．00－010　一部　は　し】

中国からの輸入量に比べると約1／10ではあるが年々増

大している。岡山に本社のある食品容器メーカー「中国

バール化成」は南アに剖ばし工場をもち、生産　稲入し

ていることはすでに紹介した通りである。

【7102．39－000　ダイヤモンド】

南アは世界第5位のタ一昭モド産出国であり、一方日本

は世界で1、2位を競う宝飾ダイヤの輸入国であるが、南

アからの直接輸入量はわずかである。実際は南アのデ・

ビアス社が牛耳る世界のタ一冊モド・シンシnくトト　を通じて、

イスラ班やヘ一脈小一、インドなどの研磨加工地を経由して輸入

されている。

1990年は、南アからの直接♯入量も増大している。

【7110．11－000　プラチナ】

全世界のプラチナ埋蔵量の80％以上が南アにあり、世界シェ

アの77％を産軋　日本は世界最大のプラけ輸入国でもある。
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車藤出品巨lチェ　つ′　ク

特に輸出税の商い品目をピックアップした。

【　自動辛関連製品】
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南アフリカに手紙を出す会
日∃手寸　軒

●‘『ちびくろ・さんぽ』についての膵」遮　って何

だろうウ　それが気になって図書館に行きました。

図書鴇の係の女性はこの間題に関心が深いらしく、
“さんぼけ間宮に関しての本を4、5冊と資料を揃

えてくれました。

調べたところによりますと、1988年、政治家の渡

辺美智姓氏の黒人差別発言でアメリカから叩かれた

り、日本のデパートの黒人マネキン人形や黒人キャ

ラクタ⊥商品が人種差別的とワシントン・ポスト紙

に報道されたことがありました。その時、“黒人差

別をなくす会”を家族で作られた有わさんが、出版
社に“ちびくろ・さんぽ【は累人を偶つけていると
いう手紙を出されたそうで、その手紙がきっかけと

なって、各出版社が「ちびくろ・さんぽ」を絶版に

しました。ところが、それが表現の自由、出版の自

由∴読む自由を侵すものだと言う人たちや、また、
“さんぼ【は差別的な内容ではない、絵本の名作だ

という意見も出て、それ以来論議が続いている。

私は、3、4年前、アルバイト先の保育園で初め

て「ちびくろ・さんぽ」（岩波刊）を読みました。

4頭のトラ達がグルグル回っているうちにバターに

なってしまうのはおもしろいと思いました。でも、

フランク・ドピアスの絵は黒人をステレオタイプ化

した描き方で、ちょっといやだな、と思いました。

アフリカにトラが出てくるなんて変なの、とも思い

ました。私は白人がどのように有色人種を書くかい

つも気にしています。白人の偽麒瑞的写好きではあ

りません。一‘さんぼけにもそれはあると思います。
“さんぽ”は、あまりおりこうそうではないし、自

主的なところがありません。あまり子供達に見てほ

しくないと恩いました。そして一番ショックだった

辞も居配晋が言責粁恵三鎚享雛さ義
軍で“くろんぽう”とたどたどしい字で書き直して

あった市でした。保再開の“さんぼ－は図番鮨から
のおさがりでしたから、図告鮒でこの本射持りた小

学生が書いたものだろうと思います。
「ちびくろ・さんぽ」は1898年、ヘレン・バーナ

マンというイギリス女性が、夫の任地インドで彼等

の子供達の為に書いた絵本だそうです。ノヤーナマン

の描いた絵はインド人だったそうで、アメリカでは

彼女のオリジナルの他に、登場人物を黒人に置きか

えた物が多く出版されたそうです。アメリカでは、
バーナマンが“さんぼ”を書く前から、“づンボ‾

は異人を焉鹿にした言葉として使われていたそうで

す。パーナマンはなぜ主人公の男の子の名前を“さ

んぽ【にしたのでしょうか？　インドにさんぼ、ま

んぼ、じゃんばという名前の人たちがいるのでしょ

うか？　今年1月、今井さんという人が“さんぽ”

はヒマラヤのシェルパ語では｝はめられし、優秀な
”という意味で人名にもよく使われると発表されま

した。はたしてバーナマンはインドでこれらのシェ

ルパ語を耳にしたのでしょうかワ　パーナマンの時

代だってイギリスとアメリカの関係において、パー
ナマンがアメリカで●サンボ‾は里人蔑視の言葉で

あると知る機会はあっただろうと私は思います。そ
れでなくてもアフリカ人の奴隷貿易をし、アジアや

アラフやアフリカを植民地にしていたイギリスで、

イギリス人の普通の感情として、有色人種に対する

優越意識がバーナマンにはなかったと考える方が不

自然だと思います。ましてこの本は植民地のインド

で吾かれているのです。だから、その主人公がイン

ド人であろうと、白人達が言うところの無知でなま

け者で大飯食らいで、従嘆な後進民族の有色人種を

描いた事に変わりはないんじゃないかと、私は思う
のですが。

“死刑囚にハガキを’’キャンペーン

今月は、肘．ぬ1Sy仙1Se．1む．1もα】闇S ma止e，　MrJo anannesIsll血1ala　の三人にハガキ、手紙を送

ってください。この三人は、政府のスパイであるとして人民裁判（私的な裁判）によって有罪になった人に、

necklaclng（不ツルス＝首に幸のタイヤをかけ火をつける）をしたという申し立てにより、1987年5月に死刑を宣

告されました。

このキャンぺ1ンにいつも御協力ありがとうござ

います。＋一一日も早く不当な裁判によって死刑判決を

受けた人達が釈放されるように、沢山のハガキ・手
紙が南アの死刑囚の人達に届くことを願っています。

英文の苦手な方は、ハガキに日本文で書いて封書で

送って下さい。こちらで英訳をつけて送ります。
〒112　　東京都文京区大塚1－1－20

田村　幸子

宛先は
Pretorl a Cent／ral Prl SOn

Prェvate Bag x405

PRETORI A OOOI
REP OF SOUTH AFRI CA

・一・∴・・
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雑　　感
福地　秀子

私は、去年の9月ぐらいから、山谷の食堂でボランティアをはじめています。直接の動
機は、原発の放射能濃度の最も高い炉内の清掃などの作業に、山谷や釜が崎の労働者が狩
り出されているということを知ったからです。字の読み書きも出来ず、住民票も持たない
彼らであれば、放射能を浴びて、原爆症になっても、死んでも、電力会社は知らん顔を決
めこむことが出来るからです。そこで感じたことを少し書いてみたいと思います。

日本の高度成長期に発展の象徴としての万博、高速道路、地下鉄などの土木現場で使い
捨てにされた土木作業具だった彼らは、現在、年代層が上がり、50代60代にさしかかって
いる人たちが多い。それに東南アジア、韓国などのアジアからの労働者が流れ込んでいま
す。そして、仕事にあぶれ、いわゆるアオカン（路上宿泊者）は、山谷・浅草地区で数千
人います。暖冬とはいえ冬の寒さの中で死ぬ人も毎年出ているのが現状です。
私のボランティアをしている食堂“まりや”は、夜の定食350円、特別定食

250円。しかし、これが払えない人もいて、7時半に食堂をしめた後、「今日は仕事に
あぶれたから。」と、おにぎりをもらいに来る人が何人かいます。そして、彼らが夜の路
上で暖をとるたった一つのものは、“あったか～い’’と表示のある自動販売樺の100円
の缶コーヒーなのです。又、ワンカップを片手に飲んだくれて路上に倒れている人を見る
と、飲む金があるなら、少しはどうにか考えればいいのにと思ったこともありました。
が、私も最近わかったのですが、彼らは体力がないのです。小学生の頃から家の仕事にか
りだされ、中学を卒業するとすぐ、たこ部屋のような飯場暮らし、重労働。体力がないか
ら、一杯の酒でも倒れてしまう。「女の子が夜、山谷なんか歩いてこわくない？」なんて
言われたりしますけど、これも考えると悲しいことですが、女を養うなんて体力と気力が
あれば、山谷でアオカンしないでしょう。山谷で、その種の事件は全くありません。
マスコミなどで、山谷にいる人は、実は小金を貯めてるなどと面白半分の報道がありま

すが、ほとんどの人はその日暮らしです。そして、人間としての自己を主張する精神が破
壊されている。彼らと話していく中で、彼らが支えにしているのは、「自分は最低の人間
なんだ」ということです。そして、すべての上昇思考を拒否し、やっと現在の自分を保っ
ている。それでしか、今の自分を支えきれないのです。彼らにとって、不当なことばかり
なのですから。
食堂“まりや”でも、冬、11～3月の期間、月曜と土曜の二晩、炊き出しをやります。

炊き出しというと、広場のような場所で、大きな鍋に暖かいスープを煮立て、そこに労務
者たちが並んで、というような形を想像していたのですが、山谷の炊き出しは全く違って
いて、おにぎりと、毛布で幾重にも包んだ暖かいスープの鍋と毛布を車に積み、夜の山谷
浅黄地区をゆっくり流していくのです。そして、アオカンしている人、毛布のない人を見
つけると車をとめて、配っていく。公園などでは、車を降りて、木のかげなど探して歩き
ます。公衆便所の中は、屋根も壁もあって、彼らのかっこうの寝場所です。
最近、少しずつ分かってきたのですが、何かを期待する心というのは、人間にとって

もっとも大切なものの一つであり、この心が持てたら、山谷にいなくてもすむかもしれな
い。彼らは、何も求めない。求めれば裏切られたり傷ついたりするかもしれませんが、信
頼もみつかるかもしれない。でも、子供の時から、ずっと人生のなかで裏ざられ続け、期
待する心さえ失ってしまっているのです。

このことは、南アフリカの果人たちも、ずっとそうだったと思います。人間であること

を拒否され続け、求める心を失ってしまった。だから、白人から黒人はおとなしい、決し
て歯向かわないとされてきた。
それが、1976年ソウェト蜂起で、黒人の心に期待する心を、人間になれるかもしれない

という期待を芽吹かせた。そして、今、マンデラ氏の釈放が、果人たちの心に与えたもの
の大きさ、あの感激が伝わってきます。期待する心を持ったことで、彼らは、これから沢
山の裏切りと挫折と殺し合いを経ていかなければならない。が、彼らの心に芽生えた期待
する心という芽は、ずっと枯れずに育っていくでしょう。

民間の反アパルトヘイトグループの支援活動は、数年後には国や大企業の経済活動の中
に飲み込まれてしまうかもしれない。それは、彼らを裏切ったり傷つけたりすることにな
るかもしれない。しかし、それは私たち自身も、日本はどうせ永遠に自民党政府が続き政
権交替はできないのだという諦めから、やはり】期待する心”を私たちの心の中に育てる
ア■　レ73　患‘7▼711十日n人十，七、レ二日二臨1ナゝしヽ1・申ろ
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制裁に関するANC（アフリカ民族会議）・PAC（パンアフリカニスト会議） 

両組織合同会議（4月15～16臥ノ＼ラレ）において、我々は、国際的な制裁がアバ 

ルトヘイト廃絶の南ア人民の闘いに貢献してきたという認識に達した。また、国際社 

会は制裁解除にむけての具体的な条件を提示していることも認識された。この会議で 

は、十分かつ逆戻りのない変化はいまだもたらされていないことが改めて明確になっ 

た。制裁が少しでも緩和されることは、南ア人民の闘いを大いに後退させるものであ 

る。それゆえ、EC（ヨーロッパ共同体）の制裁解除は時期尚早かつ是認しがたいも 

のである。当会議は、ECの決定を非難するとともに、ECにその取り消しを要求す 

る。 

4月27日（土）PM6＝30～　文京区婦人センター（℡3814－6159） 

皆さんの参加を待っています　　　地下鉄丸の内線本郷三丁目徒歩5分です 

◆『ニュースレター』に対するご意見、投稿、購読料についてのお問い合わせ等は編 

集部あてにお願いします。恵比寿の事務所経由だといくらか時間のかかる場合があり 

・改革が頗調にすすみアパルトヘイトは完全に過去のものとなったかのような論調が 

支配的になっている。本当だろうか。巧妙に仕組まれたアパルトヘイト体制をくずす 
ことがそんなに簡単に行われると考えるのは、過去の悲惨な現実を少しも学ばなかっ 

な今、朝日新聞論壇に松島さんの文章が掲載された意義は大きい。（Tom） 
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