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林　陽子

日本新聞協会に勤務する山田健太さん（自

由人権協会反アパルトヘイト委員会のメンバ
ー）から、京都で開かれる国際新聞編集者協

会総会（IPI）のゲストスピーカーとして

ネルソン・マンデラ氏が二度目の来日をする

と聞いたのは昨年の暮れ頃だった。しかし、

ANC曳点重蔵所に問い合わせても、そんな

話は知らないという。年が明けて、京都新聞

に「マンデラ来日」の記事が載った。それで

も半信半疑でいるうちに、来日予定の4月2

0日が近づいてきた。新聞にもテレビにも何

の予告もないが、ともあれマンデラ氏に会い

たい一心で、ANCのジェリー・マツイーラ

さんと新幹線で新緑の京都に向かった。

はじめにIPI総会会場となる京都宝ケ池

プリンスホテルへ。IPIは世界中の新聞社

の集まりで、総会の参加費はひとり10万円

以上。マンデラ氏は開会式でのスピーチを依

頼されているが、一般の参加者は会場には入

れないという。伊丹空港への出迎えについて

も、特にマツィーラさんのために車の送迎は

しません、ということだったので、マツイー

ラさんと私は話を切り上げ、電車とバスを乗

り継いで空港へ。

伊丹空港には既に京都のJAACのメンバ
ーを中心に約30名の人たちが花束やたれ幕

を持ってマンデラ氏を迎えに来ていた。しか

しIPIのスタッフは「外務省から指示があ

ったので出迎えの人はシャットアウトする。

マンデラ氏には裏の出口からそっと出てもら

う。」とマツイーラさんに言う。迎えに来て

いた写真家の吉田ルイ子さんの話では、IP

Iの人たちは「過激派がマンデラ氏をさらっ

てしまう」ことを心配していたそうである。

このような態度にマツイーラさんが怒り、

出迎えの人にマンデラ氏を会わせる、会わせ

ないでイザコザが始まってしまった。おまけ
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－ラさんの秘書役に徹することにする。

翌21日（日曜）し天気に恵まれ、マンデ

ラ氏は疲れも見せず、IPIが準備した朝9

時からの市内観光に参加した。前述の新聞協

会の山田さんがrマツイ←ラさんと林さんが

ついて乗るのは黙記します」と言ってくれた

ので、またもやマンデラ氏と同じバスに便乗

させてもらい、金閣寺、竜安寺、二条城を回

った。

金閣寺は戦後放火された後、昭和62年に

再建された、とガイドが説明すると、ジョル

タン氏は「金でできているのになぜ燃えたの

か？」「その金はどこでできたものか？」と

質問。吉田ルイ子さんが「南ア産の金です」

と答えると、ロール氏が「じゃあまた放火さ

れれば我々が日本に輸出するものができてい

いね」と口をはさみ、一同爆笑となった。

金閣寺で修学旅行の子どもたちに囲まれた

マンデラ氏は、「何年生ですか？」「南アフ

リカについて何か知っていますか？」と質

問。私が通訳すると、子どもたちは元気に

「アパルトヘイト！」と答えてくれ監「皆

さんは大学に行きたいですか？」とさらにマ

ンデラ氏が尋ねると、中三の男の子五名が全

景「八一イ！」と答えた。マンデラ氏はこれ

にいたく感心し、「みんな大学まで進学する

のですね」と念を押していた。

観光客でマンデラ氏に気づく人は少なかっ

たが、例外はアメリカ人など外国人観光客。

アメリカ人の女子学生のグループがかけ寄っ

て来て「一緒に写真をとってもよいですか

？」とマンデラ氏に尋ねると、マンデラ氏は

「いいですよ、もし周囲の若し、男性が私にや

きもちをやかないなら山」とにこやかに応じ

てい払

ランチタイムは新聞協会が借り切ってくれ

た二条城の庭でガーデン・パーティー形式で

食事をした。幸いすぼらしい天候に恵まれ、

緑の木陰で楽しい食事をすることができた。

観光を前半だけで切り上げ、マンデラ氏一
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にIpIはマツイーラさんを空港内に入れる

ためのバッヂを用意しておらず、マツイーラ

さんはロビーで待たなければならなくなっ

た。「なぜ私が出迎えに入れないのか？私

はANCの日本の代表なのだ。Ibndelais

my L均derI」とマツィーラさんは抗議した

けれど、結局入れてもらえず、私と一緒にロ

ビーで待つことになる。

夕方5時50分、マンデラ氏一行が到着。

今回来日したのはマンデラ氏の他、ANC広

報担当責任者のバロ・ジョルタン氏と、SP

のテンバ・ルシャバ氏。マンデラ氏は昨年の

来日時よりずっと元気で精力的に見えた。
“JerrybTareyOuでとマツイーラさんに

話しかけ、マツィーラさんも当然ながら大変

嬉しそう。

ジェリー横田さんら出迎えの人たちが、｝

Viva胞ndela！’を唱和すると、マンデラ氏

は「出迎えありがとう」短いスピーチをして

くれた。宝ケ池プリンスホテルに向うことに

なったが、出迎えに来ていた南アの白人ジャ
ーナリストで－sDuthAfricaReport‾とい

う新聞を発行しているレイモンド・ロー氏が

もし車の座席に余裕があるならマツィーラさ

んと私を一緒にプリンスホテルまで送ってほ

しい、とIPIにかけ合ってくれた。お蔭で

私たちはマンデラ氏一行と一緒にホテルに戻

ることができた。ロー氏にはこの他のことで

もいろいろと力添えをしてもらい、大変感謝

している。

ホテルに戻った後、マツィーラさんはAN

Cの記者会見等のブリーフィングのため、マ

ンデラ氏とジョルタン氏との打ち合わせに入

る。私は遠慮して下のロビーで待つこと数十

分。この間、新聞協会の人たちや外務省（ア

フリカニ課の神谷課長、小谷さんが来ていた

）の人たちが、「帰りの便に変更はないか」

「明日の市内観光にマンデラ氏は乗るのか」

「スピーチの原稿を早く寄こしてほしい」等

等、メッセージを伝えに来る。私は、マツイ
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行はホテルへ。この後、ジョルタン氏が地元

の反アパルトヘイト・グループとの間で意見

交換を行いたレ＼ということになり、急な呼

び掛けにもかかわらず、神野明さん、ジェリ
ー横田さんら約10名がホテルに来てくれ

る。ANCの方針は一貫して「経済制裁の維

持・帝化」であることが確認された。

夜からIPIのレセプションが始まり、マ

ツイーラさんと私はこれにも参加を「黙認」

された。黒のタキシードにブラックタイのマ

ンデラ氏は本当に美しく、私は見とれてしま

った。この後、マンデラ氏は外務省の人々と

非公式な会談を持ち、その席上、六月にデク

ラーク大統領が訪日することがマンデラ氏に

告げられた。（翌日のジョルダン氏の話）。

翌22日（月曜）はいよいよIPI総会の

オープニングであり、午前中にマンデラ氏の

約一時間のスピーチがあった。これを事実上

起草したのはジョルダン氏であり、前夜遅く

までジョルタン氏がスピーチ原稿に手を入れ

ているのを見かけた。

マンデラ氏のスピーチは、冒頭でまず会場

にいるジャーナリストに向って「27年間、

私を忘れず、私の名前を紙面に載せてくれた

ことに感謝する」と述べた後、①南アに対す

る経済制裁解除にあたっては、当事者である

黒人多数派の意見を聞くべきであり、ANC

は経済制裁の継続を望んでいる　②南アでの

現在の「涜血の事態」については政府、軍の

責任が大きいことを強調した。

率直に言って、ANCが先頃発表した憲法

草案や、ANCの将来のビジョンの展開を期

待していた私は、このスピーチにはいささか

失望した。非常に抽象的、教条的であり、デ

クラーク政醐のみに終始していたからで

ある。

スピーチの後、ランチタイムの後からジョ

ルタン氏の記者会見が始まった。当初、マン

デラ氏も会見に出席するようマツィーラさん

が頼んだが実現しなかった。私の印象では、
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マンデラ氏はANCという集団指導体制の一

旦であり、自分の意向であまり好きなことは

言えないのではないか、と感じた。これは昨

年の来日の際も感じたことだけれども。

ジョルタン氏の会見の通訳は神野明さんが

引き受けてくれた∴私の印象に残った問答を
一つだけ紹介すれば、「ANCは他国の人権

侵害事件、例えば天安門事件に関して、中国

を批判したことがあるか？」という質問に対

して、ジョルタン氏は「内部で討論はするが

公に批判はしない。」と答えた。「なぜか」

とさらに尋ねられると、「中国はANCが国

際的に孤立していた時代からANCを財政

的、軍事的に支えてくれた友人だから」とい

う答え。これには出席した多くのジャーナリ

ストが首をかしげ、失笑した。ANCが本当

に政権をとるのであれば、自国内での人権・

民主主義の弾圧に敏感にならなければならな

いのと同様に、抑圧されている他国の民衆へ

手をさし伸べる姿勢が必要だろう。もちろん

ANCは目下、自分たちの国内状況だけで精
一杯、という事情はあるのだろうが。

ジョルタン氏の記者会見ののち、マンデラ

氏が街に出てウィニーにおみやげを買いたい

と言っている、とマツイーラさんが言う。神

野さんに案内役を頼んで－づ隋に市内に出かけ

ることになる。

二台の車に分乗して寺町通りへ。ウィニー

に時計を買いたい、というマンデラ氏の意向

により、いくつかのディスカウントショップ

を見て回るが、ウィニーは「セイコーの時計

でないとタメ」と言ったとかで、セイコーを

置いてあるデパートへ向う。

女性用時計売場で二つの時計をケースから

出してもらう。「どちらがいいと思うか？」

とマンデラ氏が私に聞くので、ウィニーの好

みは？と尋ねると、「彼女は昨日はこっちが

いいと言ったかと思うと、今日はあっちがい

い、と言うから」と言う。マツィーラさんと

私が「じゃあ両方買わなくちゃなりませ
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私は翌日からの仕事があるため、後髪を引

かれる思いでデパート前でマンデラ氏に別れ

を告げて東京へ戻った。マンデラ氏一行は翌

23日（火曜）、英国へ向けて発った。

今回の訪問は私的な来日であったため、ス

ケジュールにも余裕があり、新緑の京都をマ

ンデラ氏に楽しんでもらえたことは何よりも

良かったと思う。しかし、日本が対南ア経済

制裁をまさに解除しようとしている矢先の訪

問であっただけに、もっとANCやマンデラ

氏の主張にスポットをあて、日本のマスメデ

ィアに報道させることができなかったものか

どうか、その点を残念に思う。

ANCグルーピーみたいな形で京都まで出

かけて行ってしまったが、無理を聞いて下さ

り親切にして下さった新聞協会の皆さんに御

礼を申し上げたい。また、当然の任務とは言

え、献身的にマンデラ氏の世話をしたマツイ
ーラさん、どうもご苦労さまでした。（完）

んね」と言って笑う。

店内のあちこちに出ている「母の日」（

MDther’sD吋）の飾りを見付けたマンデラ氏

臥　これは何かと尋ねてくる。「五月の第二

日曜は母の日で、子どもたちがお母さんに花

やプレゼントをあげる」と私が説明すると、

マンデラ氏はしばらく言葉をのみ、「私の塩

の子どもたちも、お母さんに花やプレゼント

を贈ることができたら……」（If children

lll my COuntry COuld buy flowers and

giftsfortheirmothers）と言った。マツ

ィーラさんも私も胸が一杯になって黙ってし

まった。デパートの売り場を去る際、マンデ

ラ氏はきれいな店内を見回し、「政治を忘れ

てこんな所で買物ができたなら」と言った。

今回マンデラ氏と行動を共にして、この二つ

の言葉が最も私の心に響いた。なおマンデラ

氏が買ったのはウィニーのための腕時計一個

であり、自分の買物は何一つしなかった。

寺町通りでショ‥ツビングを楽しむマンデラ氏一行
（左からマンデラ、テンバ、マツィーラ、神野、

ジョルダンの各氏）
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ネルソン・マニーヂラ　　百斧演（抜粋）
第14回　国際新聞協会総会（京瓢）1991年4月22日

この権威為る集会でお顔する機会を与えて

下さったことに、心からお礼申し上げす。
メディア、特に国際的なレベルでのマスコ

ミは、ANCの主張を宣伝するのではなくこ
こ10年間南アで起こったことを韓的に報道す

ることで、南アの民主主義づくりに多いに貢

献して下さいました。個人的に臥私や他の
政治因の名前を国際社会で伝え掛ナて下さっ
たマスコミには、深く感謝申し上げます。私
達の釈放は、マスコミのそのような助けがあ
ったから実現したに他なりません。

南アでは、私がお話しているこの瞬間にも
何千もの同胞が命を落としているという、す
さまじい国井な時に直面しています。それは
アパルトヘイトが生み為した黒人と白人の社

会的な距離を示しています。この惨事に対し
て、多くの白人同胞は鈍感であるようです。
残念ながらそれ臥南アの主な新阻や放送メ
ディアにも影響しています。今年の3ケ月で、
600人が暴力によって命を落としました（昨

年一年では2900人死亡）。アパルトヘイトの

ために、多くの白人はこのショッキングな数

字について知らないのです。

南ア政府に対し一連の要求を掛プ、思い切

った手段を講じて来ました廿それは、何千も
の人が命を落としている申、普通の状態で話

合いなどできないということを知らせ、黒人
社会の正当な政治的発言への妨害・暴力に対
し、断固抵抗し続けるためです。
白人政権は、アパルトヘイト反対者を弾圧

するため、傭兵などを届いました。民主運動
の担い手を組織的に殺害する任務を負った暗
殺部隊には、労働者t弁諸士・知識人・ジャ
ーナリストなどが殺されました。これら部隊

の残虐な仕業は、自警団集団によって行われ
ますが、それは治安組織の一婦として活動し

ているのです。
このような大童殺人、組織的な破壊行為は

もはや，民度に関わるものでも、単に黒人政
治組織の対立から来るものでもない、という

見解をANCは出しました。黒人の組織間の
派閥争いは、暴力の一国とはなっているもの
の、もはや主たる原田ではないことを確信し
ています。派閥抗争が原因なら、なぜ政府の
治安組織まあからさまに（暴力を）止めよう
としないのでしょう。同様に、黒人の政治浩

動を弾圧する平素の動きを調査することを、
はっきりと拒否している政府の態度も、前明
がつきません。これは、アフリカ人社会を服
従させ、大衆の自立した表現の成長を妨げよ
うとする試みです。この殺人狂想曲の目的は
人々が抑圧に抵抗するために築いたシステム
を崩壊させ、彼らの間に不信・不安感という

異常な心理を植え付けることです。私の釈放
以来超きている「変化」が、もう逆戻りしな
いだろうということについて、我々の方が悲

観的に見えるとしたら、それは今私が詳しく
申し上げた事実のためです。
外国政府、及び南アとの関係改書を目指す

ビジネスマンの方々のお心遣いには感謝致し

ますが、早合点な手段をとられる前に、アパ
ルトヘイトの犠牲者の代弁者の話を聞いても
らえたら、事態は大きく進展するだろうとい
うことを、敢えて申し上げたいと思います。
これに閑し、米国は模範的な態度をとって下
さったと思います。それは、制裁の問題が、
全人口の17％の代表でしかない南ア政府にの
み関係ある問題、とはしなかったことです。
人種や組織を越えて、アパルトヘイトは歴

史のゴミ処理場に葬り去られねばならない、
と大多数の南ア人が思っています。我々はつ
いに、多大なる苦痛と犠牲を強いた道を通っ

て、人種差別のない民主主義を確立しよう、
という発展的な気勢に到達しました。歴史は
おそらく、アフリカ人とアフリカーナーの、
二つのナショナリズムを南アに残して、我が

人民に大いなる代霞の支払いを運命づけたの
でしょう。

（中略）
1912年から40年代までの問で、二つの世界
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問い続けてきたのたし抑圧と搾攻の重荷を背
負った我が国人民に、これらの権利をもたら
すためです。これらの理想を持つが故に、私
軋　白人支配にも黒人支配にも同様に反対し
てきました．

指定の鳥人居住区、不法居住者キャンプ、
ホステルなど黒人が押し込められているとこ

ろでは、衛生施設などを利用することが出来
なければ、生存権とは無意味でしょう。これ
は、カのあるなしに関わらず、全ての市民の

権利であり、国嚢の請け負うべき義務です。
生活の煙を撫しながら毎日過ごす人々にとり

創遥的で生産的な仕事につく権利などは、ぼ
ぽうっとかすんでみえることでしょう。

いかに、誰に骨されようとも、我々は人間

の尊厳のために立ち上がって来ました。人種
・宗教・性・国籍を理由に鷲異に曝されてき

た人々は、ANCに同胞を兄いだしました。
これらのことは、ナチスに迫害きれたユダヤ
人、イスラエルに住居を負われたパレスチナ

人の場合と同じです。ヂクラーク大紋領率い
る国民党は、このようなことを言えるはずが

ありありません。
同じように、どこに住もうが、ANCはア

ジア人の権利のためにも立ち上がりました。

大臣や役人の怒りを買い、政府に抹超された
人々、仕事に弾圧を受けた人々と共に、AN
C潤ってきました。国民党が、このような
ことを果して言えるでしょうか．

我々の側で他人を威嚇するやり方があった
ら、それは仮借なく非難されます。そのよう
な行為に結び付く慈意は有難いけれども、も
しその熱意が運動の統一や主張を傷つけると
したら、間違った方向にいく、と強調したい
と思います白我々は、黒人の正当な政治的発

言に対する弾圧を、デクラーク大統領が非難
してくれるのを待ち望んでいます。

人類の自由のための闘いに加わった人々は

自分の選んだ道に迷いを持っていません。そ
れによって、死の危険にさらされる時があろ

うとも。そうした道を、個人的に何か得、報
報酬をもらうために選んだのではありません
我々は、これらの目碑が価傾ある、憶のある
ものとみたからです。（鰍　松島多息子）

大戦がありました。その結果、我々が持って
いた政治的価値体系は変化し、大きく拡大さ

されました。民主主義的な政治解決に根ざし
た人権という概念は、今世紀、最も重要な試
練を受けました．宗教・民族の違うマイノリ
ティを迫害したナチスの犯罪に対する世界の
利達は、人権の文化に著しい影響を与えて
います。権利というものを単に、抑制の効か
ないものとして否定的に定義することはでき
ないということが、初めて世界的に認識され
ました。人々に与えられることで、権利は、
それなしに人間らしい生活が出来なくなるも
のを意味しなければならなくなりました。
1945年以降、独立闘争の中で植民地の人々

が成し遂げた成果－あらゆる民族に自決権
を、という認讃－は、我々に大きな意味をも
たらしました。大戦後、世界人相宣言が人煮

共通の遺産として採択されましたが、南ア政
府はその当時もその後も、この世界が踏める
協産を無祝し続けました。
大戦中、チャーチルとルーズベルトが大西

洋憲章を結んだ時、当時のANC議長・Dr．
Iuna（クマ）は、アフリカ人思想家や政治リ
ーダーに、アフリカのための憲章を作る重点

会を設置しました。それは、大西洋憲章で具
現化された考え方を適用しようとするもので
した。彼らの作った「アフリカの主張」は、
ANCも支持する最も重要な考えを含んでい

ます。南アで発達したアフリカ人ナショナリ
ズムには、このような理想が入っているので

す。それがわが国の政治体制の基礎となるよ
う、困ってきました。根本に戻ってみると；

＊どの政府も、統治される側の承諾をもって

その権限をえなければならない。
＊何人も、あるいはどの団体も、人種や性、

民族や信仰によって抑圧・支配されてはなら
ない。
篭何人も、その人自身及び財産が、統治者に

よって安全を脅かされてはならない。
＊何人も、統治者から拘束きれない生存の権

利を持つ。
半何人も、他人の抽利が侵害されない祈り、

表現の自由を持つ。

我々が必要と考えるあらゆる手段を行使し
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ぷ′ニ衰｝矛澄∫言　了′一一
New Nation3／28～4／4号

五月に入って、日本も制裁を解除する方向を打ち出した。ECに次ぐものであると同時

に、おそらく、6月頃にはアメリカも制裁解除の方向を出すと思われる。

しかし、アパルトヘイトそのものは完全に廃絶されたわけではなく、また、南ア黒人の

状況に大きな変化があったわけではない。

制裁解除の方向が世界的な流れではあるが、これに対し、南アの黒人連は、「制裁後」

をどのように捉えているのだろうか。

本稿は、南ア紙「New Nati on］3月28日～4月4日号の特集の翻訳であ

る。いくつかの重要な指摘があるものと思われるので紹介してみたい。

」二林　陽治
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鯖り表受角草陰の流れ
南アの変化が過大評価され、世界的な制裁解除がなされてきている。今年度中には、対

南ア経済圧力は緩和され、投資も戻るとの見方が一般的だ。

すでに南ア産鋼鉄の需要は増加しており、ヨーロッパへの輸出に備え、日本からの注文

に調整が加えられているといわれる。また、ドイツの化学関連多国籍企業HOECHST

は、100万ランド（約5500万円）をかけ新規プラントを建設するらしい。

投資引上げキャンペーンのとき南アを去った多国籍企業にとって、再び南アに戻るのは

たやすいことだ。それはプラント等を残したまま経営難を南ア資本に売り渡しただけだか

らだ。ワシントンに本拠を置く「投資研究所」の80年代末の調査では、投資を引上げた

といわれる100社のアメリカ企業のうち、実際にプラントを閉鎖したのは13社に過ぎ

ない。アメリカ企業は、80年代前半に65兆ランドも南アに投資していたが、86年に

は27兆5千ランドにまで稀少、そのあとの2年間で80社が南アを去っていた。しか

し、今、南アに再び還流する資本は80年代に記録されていた数値をしのぐだろうといわ

れている。

ネルソン・マンデラの訪米時、200社におよぶアメリカの企業家たちは1991年度

中に「南ア開発銀行」を設立したいとして、すでに125兆ランドを用意していると言わ

れる。

ANCや民主団体は、制裁を維持するよう呼びかけるのがますます難しくなると考えて

いる。かわって、多数者の利益にそうよう経済活動を管理していくことで、制裁緩和の方

向をコントロールしていくだろう。しかし、南ア黒人の利益にそうように、再び戻ってく

る多国籍企業をコントロールするような「投資綱領」はまだつくられていない。

夕も【喜ほ資本
ANCや南アの反アパ弧毒削こよる経済論議では、外国投資についてほとんど触れていな

い。「将来の民主国家は南アの発展にむけて歓迎され」「雇用を創出し、南アに技術を移

転するよう奨励される」等々、の議論がある程度だ。また、経済再建問題が論議され、な

んらかの投資綱領が必要だとされているが、南アの労組も同様にポスト制裁時代の準備を

整えてはいない。

現在、最も調査がすすんでいるのは南ア労組会議（Cosatu）傘下の化学関連労組

（CWIU）のものだろう。昨年5月、CWIUはオランダの労組の支持を得て、オラン

ダの多国籍企業との間に、最低雇用基準の話し合いに入ると発表した。CWIUの事務局

長ロッド・クロムトンによると、国際エネルギー化学連合（IECF）は昨年10月の会

議で多国籍企業の活動規制綱領確立にむけ、動き出したという。このような細領とは、親

会社の国の労働者の権利は世界中の子会社の労働者にも適用される、というようなもので

ある。たとえば、親会社の国の労組が企業の情報を得られるならば、南アの労組にも同様

の権利が拡大されると、クロムトンは言う。

南アのどの分野の労組も同様の綱領づくりを始めようとしているようだが、外国からの

投資を包括的に管理するようなものはまったく定まっていない。
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打たテ古市畦
では、どのような投資が南アでは許されるべきなのか。この場合、現在、南アが経済再

建途上にあることが考慮されるべきだ。

国は、何がこの国で求められているか、特にどの経済部門（食糧か、化学か、土木か）

が外国資本を必要としているかを決定せねばならないだろう。

資本投下とともに技術移転もあるだろう。そして、その技術を使えるよう南アの労働者

をトレーニングする必要性も発生する。労組は、南アを「技術植民地」にしないようにし

なければならなくなる。

「南ア再建のため技術をもった人々が必要だし、南アを発展させるために、技術は自国

で開発させたい」とクロムトンは語る。さらに、労組は新しい技術に関して、環境や職業

への影響も考慮しなくてはならない。たとえば、失業者を発生させるような省労働力型技

術は望まれないし、雇用創出型の投資こそ奨励されるのだ。

新しい「綱領」を考える時、南ア進出のアメリカ企業が、投資引き上げ運動に対抗して

1977年に導入した「サリバン綱領」を見ておかなくてはならないだろう。

多くの者が指摘するように、この種の「綱領」はその内容を厳密に実施することが非常

にむずかしい。「サリバン綱領」もまた、労働現場での「小さな」アパルトヘイトの廃止

や黒人労働者の昇級という問題にすりかえられてしまっていた。
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この綱領をまとめたレオン・サリバン牧師でさえ・ほとんど進展がないことに幻滅して

しまったといわれる。後にサリバン綱領は「南ア進出原則」と改名され、54社が署名し

ている。この綱領の最大の問題点は強制力がないことであり、また、アメリカの企業のみ

という点である。

「南ア進出原則」に署名した企業の最近のリポートによると、1989年に8300万

ランドあった企業のさまざまな黒人労働者向け厚生費は、6700万ランドに縮少してい

る。

黒ノ＼管理職
綱餞に署名した企業では、黒人は99％が非熟練労働者であり、管理職のスタゥフのう

ち黒人はたった13％を占めているにすぎない。

署名企業で働く黒人中間管理職の人達は、「綱領」の存在はありがたいが、それを意味

あるものとして実施していないという。また、南ア籍の企業を含めたより広範で強固な内

容をもった綱領が必要やあることも話している。

会社内での「′トさなアパルトヘイト」の廃止には、前述の綱領は役立ったかもしれない

が、中心的な問題一葉人たちに権限を移す－を解決することではみじめにも失敗した。

皮肉にも、少なくとも小さなアパルトヘイトをなくすのには役立ったと語る白人中間管

理職が、黒人に経営権を委譲するのに障害となっていたのだ。

彼らは黒人達を中間管理のポジションにすることに同意はしたものの、何の権限も与え

なかった。中間管理職の黒人連は、白人中間管理職の敵意と、黒人労働者のますます深ま

る構疑心にはさまれた。白人経営者は黒人管理職の存在を、南アフリカに会社がとどまる

ため、自国の株主たちを納得させる道具として利用していたにすぎない。

アメリカ系の大企業に勤める中間管理職の黒人は、「サリバン綱領では、その精神にそ

って実行しているかを監視するため委員会を設置することになっている。しかし、私の会

社では今まで監視委員会など存在していない。それは、白人管理職が敵対しているため

だ」。そして、彼は次のように続ける。

「たしかにサリバン原則は、教育支援プログラムや、コミュニティー・プロジェクト支

援で重要な変化をもたらしたし、それらのプロジェクトはスタートした。しかし、黒人連

を昇級させるという点では失敗した。それこそ、働く者の人生にとって重要なことである

のに。また、こういった企業はアパルトヘイト廃絶にむけては後向きでさえあった。」

多くの資格を持った黒人達は、希望をもってこれらの企業に入っていったが、まもなく

幻滅していった。

「これらの企業にとって、永久に黒人中間管理職をトレーニングすることが望まれたこ

となのだ。ひとつのトレーニング・コースが終ると別のものというようにたらい回しにさ

れ、マネージングではなく、トレーニングが彼の仕事とされていった」。

新しい「綱領」が必要であり、それを働く者にとって意味のあるものにするならば、「

綱領」は大衆運動によってコントロールされなければならないだろう。
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南アからの送られてきた声（詩や物語など）を掲載するページです

者β余生子吉
S t e p h e n s．S

どなる人びと

あたりを汚す工場

やせた犬どもが
ゴミや汚物をあさる

尼さんみたいに、ぼくたちはナイトクラブを避ける

そこでは　女はどの男のものでもなく

男はどの女のものでもなく

飢えたライオンのように喧嘩ばかりしている

ひきずる足に　よどんだ目つき

木の義足に　すきっ腹

それが街をさまよう者たちだl

娘は酒のために身を売り

ごろつきどもは老人たちをだます

週末には犯罪が不可欠だl

食べ物にも娯楽にも休息にも

何にでも金が必要だ

そして人びとは

舗道につばを吐きつづける

－一一‾　　聖昭

∈∋　　　射ち御即ち一U押
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☆★☆South Afri can VoI ces☆★☆

ジョリーン

七月のある洩るような源い帆　日時三卜分。スティーブは柱にもたれて立ち、銀行の中

にいる人々が出てくるのを持っていた。根行が閉まるまであと一昭即ある。

スティーブはレザー・ジャッケットの下の銃を指で触れた■　鏡は冷たく馴れ親しんだも

のではなかった・餌と口ひげに流れはじめた汗を拭いた。彼はやると決めた那l土やり

遂げようと決心していた。　ジョリーンのために。

ジョリーン¶　この名－1富が心のrllで削いた9　病晩の小児用ベッドにいるジョリーンを思

い浮かべて流れてきた頭を必死で食い止めた。披女は個と皮だけの痩せ細った子供にな

っていたD彼はジョリーンの誕生にたちあっていた・産声を聞いたときどんなに嬉しか

ったことかd　ジョリーンにミルクをやるために朝早く起きたり、おしめを替えたり，あ

やして寝かし付けたりすることをスティーブは思い浮べた○　ジョリーンは愛らしい日で

級を見て、蛸しそうに喉をごくごくならすだろう，

走り去る一台の畔のキィーという背で敏は現実にもどされた○　舵いて腕時計を見た．た

った一卜五分過ぎていただけだった廿　都態の緊急性と決意を新たにしてスティーブは銀行

の巾に大股で歩いていった。このチャンスをしくじるつもりは全くなかった，ステイ叫

プはかたく決心していた。　紋は一番良い列に並んだ。

牧田liび現実の陛卯から離れていった。サラとかわした痛論を思い出していた，「飲んだ

くれのあなたにはもううんざりよ」とサラはいった．

けまなかった・でもねえ、お臥僕はこんどこそ的或：．日，」
「的乱的兼、約軋あなたの約束はもう開き飽きたれ

「でも、お肌　　　　▲　j

「そのうちに．　　」

スティーブはいままで一一度もすうが持ち出す離婚話を其剣に受け取ったことがなかった。

しかし、こんどは・サうがいつになく切迫しているとスティーブは感じていた。確かに彼

は彼女に対してフェアーでなかったと思った。医者がジョリーンの心臓の二つの心房の

間に小さな穴があいているのを発見した岬、スティーブは今までの償いに二人の為に一生

懸命に家庭を腋みようと堅く決心した。

「もしこの二、三カ月のうちに心臓の鞠正手稲を受けなければジョリーンは十歳まで生き

られないでしょう」とl生者が賢哲した・スティーブとサラは「ジョリーンはアメリカ合

薫匡＝こいって手相を射すなければなりませんjという隠者の善業削ぎじられずに立ち点く

していた，



鵬　アンチーアパルトヘイト　ニュースレター　　　　　　　　　　　1991年5月ユ日発行　第三種郵便物認可

☆★☆South Afri c an Voi ces☆★☆

rアメリカ含水剛と医者が繰り返した。　r南アフリカは心媒移植手術のパイオニアで

すが、手術に関して百えは、現稚、合衆国は政市の扱免状欄を保有しています．J

rお客さま、いらっしゃいませb」という執行月の声で突然彼は我にかえった．

「ええ、・・いや　日すみません、はい、お麒いします、」と彼はなんとか答えるこ

とができた．と剛叫＝二かつ木偶他に銃を取り出した。

「静かにしろ・お撰さん、そして、他机、ったとおりにしろ．ちょっとでも動いたり、せ

きでもしたりしてみろ、お駒の朗はぷっとぷぞ。バッグの巾にカネを詰めろ。ほら、早

くしろ．　いいか、覚えとけ．絶対許をたてるな．わかったな．j

思い舐めたようなスティーブのEH寸きを感じとった他の髄行員等は名々の場所を譲れずに

郡のなりゆきにじっと目をすえたまま立ちノまくしていた。　お金が入ったバッグをひっつ

かんだスティーブは銀行から急いで飛び出し前から値りておいた′くンに乗りこんだ。彼は

砂研栽培匹＝こ来るまで必死になってjllを走らせた．素早くあご舵とロ喪とかつらを嘲って

カーキー也の脂に兼替えた。そして、酌から止めておいた自分の耳目こ乗りこんだ。彼はで

きるだけ落ち薪いて家まで弗を走らせた．

サラはスーツケースの申に忙しそうに刑配等をつめていた。　「何をしているんだい？」

とスティーブはたずねた．
r出掛けるのよ．」

r出掛けるって？　一体どこへ出挫けるんだい？」

「今夜の飛行機の切符が取れたのよ。ジョリーンを逃れていくのよ。」

「それはよかった。僕も金を朋ってきたよ．」

rお金？　お金なんていらないわ。J

rお盆がいらないってり　気でも違ったのかウ　ジョリーンの手術に必要だろう？」

rスティーブ，ごめんなさい，お金はもうあるの．」

「どこから、いや、誰から？」

「ロッドからよ。J

「［1ッドだって91と、スティーブは†言じられないという気持ちで叫んだ。r一体何なん

だ。　ロッドだって．　何故なんだ．　兜劣で、舟持ちならないネズミじゃないか。僕達

が結婚する前にロッドとの関係は終わっていたと君はいったじゃないれ」
rその迫りよ、スティーブ．　その通りなのよ。　督うわ、　でも．　．」

「でも、なんだい　　　　　　」

「お金が必要だったのよ、　だからよ。j

「でも，僕がお金を用意しただろう。」

「ごめんなさい、スティーブ．　もう過すざるのよ．j

r運すぎるってり　何が過すぎるんだ？J

rロッドが迎えに来るのよ．j

rそんなことさせるもんか。J

rあなたにわたしを止める縮利はないわ。　私達はもう終わったのよ。j
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☆★☆S outh Af ri c an Voi ce s☆★☆

r終わった　　．　そうか、そうなのか？」

「ごめんなさい、スティーブ，　ジョリーンのためよ。どうかわかってちょうだい。」

「ジョリーンは僕の子供でもある。」

「ちがうのよ、スティーブ．　　」

「ちがう？　何だって、今、なんて言ったんだ？J

r私は．．．私は・．．私はジョリーンがあなたの子供ではないといったのよ。」

サラの目に湊があふれはじめた。
「丸でもちがったのかい？　気は確かなのかい？」と、スティーブは叫んだ，

「ごめんなさい、スティーブ。　ほんとにごめんなさい，あなた。私はあなたの人生をめ

ちゃめちゃにしてしまったか）：ジョリーンは　　　　ジョリーンはロッドの子供なのよ。

私は．．私はあなたに話すつもりだったのよ　　　　」

rア一、なんてことだ。」と、スティーブは呆然とその場に立ち尽くした。

牧の全人生が粉々に砕けて、心がっぷされていくのを感じた．

苦悩の湊がスティーブの日にあふれた。

「準脂はできたかい？」と尋ねながら、ロッドは玄関から入ってきた．突然スティーブが

動く気配がした．　枚はロッドにむかっていって、顎をなぐった。　ロッドは倒れた。

スティーブがロッドに飛びかかろうとした噂、サラの叫び声と警察のサイレンが開こえ、

スティーブの背叫に冷たいものが走った。　彼は大急ぎで象を出た。

予熱のIltが道端をふさいだために、スティーブの邦のタイヤはキイ一年イ一昔をだし，彼

はプ】ゲンビリアの柵に弗ごと突っ込んでいった。　もう一台の響窮の部が彼の丼を追っ

てきたため、倍号が赤であるにもかかわらず、スティーブは弗を走らせた．　床にむかっ

て、アクセルをグイと兼み込んだ．

スティーブはU字形l肛折線にいたが，すでに迎すぎた。　弗は道をはずれて疾走し、カー

プにぶっかり、何度も横転した。　急勾配の堤防を転がっていって、ついに革は爆発して

炎上した。
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MyAmbido皿

Du8tOtbd威喝○○細Ofli鵬】唱孔ndtbd血山＄b噸

Of＄址110dl鵬owhtbm01dof010仙Od偶and01総出dり

Ilm血d血dtoh沌0Ⅱ給孔n01oQ扇do画ron

OO叩10dngmy血0．Notfo瑠桝血喝tbf祇t血

血的血騨日脚閲庵lib也払喝abdlbyit＄b伽．

Ontbo也orhmd，WやblacbaⅣYやⅣ零b止遍ghbd

W重雄n（血相∫i喝孔0㈹r．WodlⅦlbbdoebm，

nlmOを孔nd細山偶．

Tb血d血yofむ1010七山ealo喝ineori＄b馳Obit

血孔00叫mOiⅥ糟孔も血謄da皿dⅦ舶mit8dS叩ply

Of0100鵬Qalo間．

Thk量給1騨bb甲也ow加1Softbo∞1旧皿Wm血唱．

Ant血mdal加Ofo脚1母乳d＄b孔nil叩mWmO血h

也e叩aliWOili鮎hrdldtizo刀虚．

h騨髄ml，○画血唱is孔ni血㈹血噂鮎ldof飴血唱

jobm血合如血皿旭df血評b感触・　ByLu儲M．

私の撃予ノー二♪　　　　　ルーカス　M．

生活費が上昇し、電気業界では熟練労働者が不足していました。入試を終えた私は

電気技師になることに決めました。たしかに職業を選ぶということは勇気のいること

でした。
一万・私たち黒人は近視眼的に職業を選んでいます。だれもが医者や看護婦や牧師

になろうとします。

電気技師の主な仕事は、国中の人々がバランス良く無制限に電力の供給を受けられ

るようにすること。これは、経済の順調な発展を助けることにもなります。技師が増

えれば、みんなの生活も向上するでしょう。
一般に、技師の仕事はやりがいがあり、付加給与にも恵まれています。
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《南アフリカに手紙を出す会≫
－“死牙U囚ろこノ＼ガキを’●　キャンぺ－こ／－

今月は　Mr．Mabongo J amel a

Mr．Luy anda K ana

Mr．Ms e ki Mb11Si

Mr．Madenko si J abavuの4人にハガキをお願いします。

この人達は、3月号で御紹介したBanakeleJva【口bi，Rayh］Ond Kana Thando Kanaを含

む総勢12名で、彼等の仲間の兄弟を殺したキラーボーイズと呼ばれる若いギャング

5人を殺した容顔≡で、死刑判決を1989年6月に受けました。地方警察はキラーボ
ーイズに対して何の行動も取らなかったようです。

3月号の紹介記事が、説明不足の簡単な約文を載せてしまい、ある方から疑問のハ

ガキを頂いてしまいました。人殺しの容疑で死刑の判決を受けた人になんでハガキを

書いて助けなければならないのかと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、

私達がこのキャンペーンをする訳は、何の証拠もなく不当な裁判で死刑を宣告されて

しまう南アのアパルトヘイトという特殊な状態の中でおこなわれる裁判の故です。そ

して、私の個人的な気持ちを言えば、死刑制度そのものに反対です。証拠もあり正当

な裁判を受け死刑判決を受けたとしても、私は仏教徒の一人として死刑には反対で

す。人を殺したのだから死刑になるのは当然だというのは仇討ち的発想のように思い

ます。死刑は、形を変えた殺人だと私は思うのです。

宛先　Pret orl a Centr al Prl S On

P rl V a t e B a g X405　Pr e t orl a O O OI

R E P．O F S OUTH AF RI CA

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ください。こちらで、簡

単な英訳をつけて送ります。

送り先は　〒112　東京都文京区大塚1－1－20　田村　幸子　です。
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錯芸㌘‾、プ∂妻、こ‾、岩：憲‾武志 

≪4月　2　9日のとざデオ勉強会の辛皮告≫
私達は『ワールド・アパート』を見ました。主人公の白人のモリーは南アフリカに住ん

でいて、母親が新聞記者です。モリーの家族は黒人連との触れ合いが多く、黒人達と一緒
のパーティーをしていて、モリーの母親は捕えられ、まだ13才のモリーと妹二人を残し

て行ってしまいました。そのとたんに学校ではいじめられ、親友からも突き放され、家に

も母はいない。彼女は普通の女の子だけれどもつらいことやさびしいことにたえる力を見
っけることのできる子だと思いました。普通、白人は黒人達と会って話したりする機会が

あまりないと思います。しかし、モリーはソロモンに会ったり、母と一緒にいろんな家に

行ったりするうちに、本当のこと真実をだんだんに知っていっているのではないでしょう

か。彼女はそれを避けようとはせず、しっかり受とめています。ソロモンの葬式で多くの

友人が集まって墓地にいると、治安当局が釆ました。彼等やモリーやモリーの母は、口々
に「アマンドラ！」と叫びました。そして、ついにモリーもこぶしをあげました。モリー

の中で、今までためらっていた何かがふっきれたのかもしれません。

私はまだ南アフリカのことをほとんど知りません。でもSAFE Sectionでい

ろいろ話したり考えたりしています。「アパルトヘイトとニッポン」などの本を読むと・

共感して何かしなくては、と思います。しかし、そこには多くの不安があって迷います0

だから、まず知ることから始めようと思いました。南アフリカの高校生と手紙の交換をし

ていますが、多くのことを語り合えたらなあと思います。多くのことを学んで、理解し
て、そしてアパルトヘイトとそれが持つ心の壁を取り去るため、少しでも力を貸せたらと

思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十嵐　理素）

≪二三こ通の乙まじま　り≫
sA托sectionとしての最初の活動が、まず、南アから寄せられていた手紙に各自で返事

を出すことでした。その手紙はけっこう前のものだったので、遅れて返事を出すことには
ちょっと戸惑いました。その上、カタコトの英語で書いたものですから、こんな手紙に返

事を書いてくれるだろうかと、内心とても不安でした。けれども、そんな心配は無用でし
た。この間ついに、私が出した子から返事が届いたのです。その封筒を見た時は、驚きと

感動でいっぱいでした。彼女の写真も同封されそれが速達だった事は、本当に嬉しかっ
たです。その手紙には、「私も“サラフイナ‾を見ました。とても面白かったです。私

は、そこから私の生まれる前や、又、私がまだ幼かった頃起こったことを学びました。南
アはまだ、今もなおアパルトヘイトに満ちている。私は将来、事態が変わり、アパルトヘ

イトがなくなる車を望みます。それが、南アの全ての人々にとって正しい状態となるでし

ょう。きっとこの手紙を通してお互いによく分かり合えるでしょう。私はいつかあなたが

南アに来て私を訪れたら、そして私が日本に行けたらいいなと思います。いつの日かあな
たに会える事を期待します。」というような事が書いたありました。アパルトヘイトに関
して第三者的な立場の様な気もしますが、他にも私の事を好意的に思ってくれている文面

だったので、ちゃんと手紙を読んで私の思いもわかって返事をくれたのだな、ととても感

激しました。この文通は、きっと長く続けられることと思います。お互いの国の事を少し
ずつ知り合って、わかり合っていけたらいいなと思います。（中森　まとデカ＞）
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lある主婦のひとりごと‥

夫の転勤に伴って、数年前、アメリカコネチカット州のランチョパロスバーデスという

ところに住んでいました。そこは、いわゆる白人の高級住宅街で、プッシュ大統領の実家

が近くにあるところでもありました。

ある臥プッシュ大統領の実家の近くを歩いていると、車に乗った白人がいきなり、

「Yellow（黄色）！」と私達家族に向かって叫びました。そして、また車でわざわ

ざ戻ってきて、「Yellowl」と叫ぶのです。その私の住んでいる地区を歩いていて

も、いわゆる、中流以下の白人の少年たちなどが、憎悪むき出しの衷情でこちらをにらむ

のです0上流で金持ちの白人は、おもてだってそのような感情を明らかにはしません。も

ちろん、身内が黒人と結婚するなどという場合は一体どんな反応をするか分かりませんが

グリニッチポイントという海岸があるのですが、そこは、ダリニッチに住んでいる住民

が使うところなのですが、泳いでいるのは白人ばかり。初めて私達家族がそこへ行ったと

き、皆いっせいにこちらを振り向きました。

大統領選で・プッシュかデュカキスかで争っているとき、マスコミの報道の様子などを

見ていると・プッシュが圧倒的に削、ようなイメージが先行していました。それはどうも

、プッシュが“生粋の白人”である一方、デュカキスはギリシャ系アメリカ人だったから

のようです。そういった、純潔主義みたいなものがあるように思えます。市長くらいのレ

ベルだったら黒人でも構わないけれども、大航跡こ有色人種がなるなんて、私が住んでい

た地域の白人には耐えられないんじゃないでしょうか。

ロサンゼルスを旅行した友人が、そんな差別は受けなかった、といっていましたが、旅

行者なら、彼らにとっては問題はないのです。白人居住区の城に、自分たちの聖域にはか

の人種が踏み込んでくるのは耐えられないようです。
一方で・白人一色というものを牽制する動きもあります。日本のデパートの新聞広告な

ど、スマートな白人が大勢登場しますが、アメリカでこんなことをすると、消費者からも

のすごい苦情が来るのです。その店で買い物をしているのは何も白人ばかりではありませ

んbですから、広告には黒人もいればアジア系もいるし、太っている人もいればやせてい

る人もいるのです。こういうところは・私たちもすぐに敏感に反応しなければならない点

だと思いますが。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都在住）
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5月　2　6　日　（巨］）　午後3　二　O　Q～5；3　0 

津LU直子さん南プアフリカ帰匡1幸艮告会 
ルーテル市ヶ谷センター第1、第2会議室　新宿区市ヶ谷砂土原町1－1 

日本キリスト教会館4F小会議室　新宿区西早稲田2－3－18 

阜『SAFEセクション』　定例ミーティング　第一土曜日、第三木曜日 

南アフリカに興味のある中・高校生の皆さん、お問い合わせください。 

◆アフリカ行動委員会定例ミーティングは毎週火曜日の夜、恵比寿の事務所で開いて 

▲『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 

ます。編集部の住所は『声埼玉県越谷市上聞久里1051－2三井千間台ハイツ716です。 

・今年1月号で本誌の財漁逼迫を訴え、その後多くの方からあたたかいご支援を頂き 

ました。しかし、ここにきてまたまた継続代金のご送金が急減。反アパルトヘイトは 

もう“トレンディー”ではないのでしょうね。流行に左右される市民運動なんて…。 

毎月30名ずつ定期購読者を失っている本誌に、もう一度あたたかいご支援を！・財 

界レベルでの“交流”がやたらと目立つようになったと思ったとたん、今度はデクラ 
ーク来日を契機に政府レベルでの“正常化”（大使館設置）が日程に。牧浦某氏のは 

しゃぐ顔が目に浮かびます。アパルトヘイトに悪乗りして儲け続けてきた日本の過去 

をきちんと総括しないヤツラの思い通りにさせていいのでしょうか？（Tom・） 

発行　アフリカ行動委旦会JAPANAmIAPART旺IDCOMMIT圧，TokyoB03－3443－9775 

〒150東京都渋谷区恵比寿4－5－23－306　南アフリカ問題研究所内 

編集　反アパルトヘイト・ニュースレター編集部　郵便振替　東京0－549592 

〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2　三井せんげん台ハイツ716 

発　行　日1991年5月1日定価3百円・年間購読料3千円 


