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意見広告掲載にご賛同を！

5月29日号の、ニューアフリカン紬こ、緊急意見広告を出しました。今号で報告してい

る津山直子さんの呼び掛けで行われたものですが、4月30日に釈放されることになってい

た政治因がハンガーストライキを始め、日がたつに連れますます彼らの健康状態は感化して

います。現在南アを訪れている日本キリスト教協議会の畑山牧師は、10人の死者だ出たと

伝えています。

また、今号のr土地特集」にあるように∴強制移住させられた黒人に対し、なんの補償も

与えられようとしていません。状況によってkL政治四のハンガーストライキを東に支援す

るメッセージと、土地の解放を要求する意見広告を行いたいと思います。掲載予産は7月で

す白そこで、アフリカ行動重点会と関わりが深く、私たちがスクオッターキャンプ（不法居

住者キャンプ）の学校建設支援をしているOMHLE（OPERATION舶S瓜HANEFORT肥け0蠣－

LESS：‘ホームレスのために共に生きる’）を支持するメッセージも載せる予定です。

「盗んだもの渡せ」白人棚の不離な土嚇放政靴摘する

土地間感の解決なしに、アパルトヘイトの終えんは有り得ない。

数百万人のホームレス臥　アパルトヘイト政策故に生み出され

たものであり、強制移住させられた人々に対し、政府が補償す

るのは当然の事である。土地に関する新しい法律は、何よりも

まず、アパルトヘイトの犠牲となっている人々との協餞のもと

につくられねばならない。

私たち日本市民は、スクオッダーキャンプの人々の生活の権利

のために闘い、かつ、ホームレス根絶と南アの土地解放を目指

OMHLEの活動を心から支援したいと思う。

ⅤⅠVA OMHLE VIVA！

※賛同者の名前を掲載赦します

賛　同　金

個人：一口千円，団体：一口1万円

（丸名掲載希望の方は、必ずふりがなをふって下きい）

口座：＜加入著名＞意見広告係，＜口座番号＞嵐課卜がヱ51g

同封の振替用紙をご利用下きい。
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南アフリカ訪問記
19　91年4月24日～5月19日

き■：llllきl‾　7－

ANC東京事務所

プロジェクトコーディネーター

私が、南アを訪れたのは4月24日から5月19日まで、蔚1カ月ほどでした。

今回の南ア行きの目的は、まず、4月24日から28日までキンバリーで開催された第

一回ANC女性同盟全国会議に参加することでした。キンバリーというのはジョハネスパ

ーグから甫／＼500キロほど行ったところで、ダイヤモンドの鉱山で有名なところです。

その後、ジョ八木スパーグに滞在し、ANCの各部局や労働組合、教育関係などの関係

団体との会議・調整を行いました。全部で20以上の部局・団体を話し合いをする必要が

あり、10日間ジョハネスバーグを走り回っていました。ANCの本部も非常に忙しいと

ころで電話の回線もいつも一杯で、会議の日程を調整するだけでも苦労しました。でも、

長年亡命していたり、殺鼠されていたANCのリーダーたちと甫アのANC本部で会える

とは、89年に亡命本部のザンビアのルサカを訪れた時には想像できなかったことで、と

ても嬉しいことでした。

そして、日本からどのような支援ができるかを具体的に検討するため、ジョハネスバー

ケ周辺の黒人居住区やスクオツターキャンプ（「不法」居住区）、ボプタツワナ、クアン

ガーネ、レポア、ガザンクールなどの「ホームランド」、それにダーバンを訪れました。

19　90年2月にANCが3　0年ぶりに合法化されましたが、それまでは多くの反アパ

ルトヘイト運動団体が厳しい弾圧の受け、又、国外の団体が直接支援していくというのが

非常に＃しい状態でした．しかし、現在は各団体が具体的なプロジェクトを各地で始め、

海外からも直接支援できる状況ができてきました。

では、最初にスライドをみながら一通り説明をして、その後補足説明したいと思います。

特に私が行っていた時に、ソウェト又その他のジョハネスバーグ周辺の黒人居住区がイン

カタの攻撃によって襲撃されるということが毎日のように起こっていました．これが日東

で報道されているようにANCとインカタの対立、あるいはズールーとコサの「部族」間

抗争というものではない。そこで襲撃されているのは決してANCの人だけではなく、黒

人居住区あるいはスクオツターキャンプと呼ばれているスラム地域の住民がいつも夜半に

何百人、時には千人以上のインカタのメンバーに襲われ、家を壊されて一度に20人、3

0人と殺されるのです。その裏には何があるのだろうか、どうしてそういう零が起こって

いるのか、ということも一緒に考えていただきたいと思います。

では、スライドに行って下さい。
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◆第一回ANC女性同盟全国会謹

まず、女性会議のスライドです・25日の臥キンバリーの市庁舎の前から会場に向か

い、歌いながら、踊りながら閉会のパレードをしました。その後、会場に入って開会式が

始まりました。参加者は約1600人、ドイツ、ソ連、スウェーデン、ジンバブェ、日本

など7カ国からの海外ゲスト30人と南ア各地から集まりました。日本からは社会党の参

議院議員の竹村泰子さんが私と一緒に参加して下さいました血日本の国会議員が南アまで

来てくれたということで、南アの女性たちも非常に勇気づけちれていました。また、今回

は農村地域の女性も多く参加したということが今までにない大きな特徴でした。

そして、私が感動したことの一つは、非常に年齢層が幅広く、10代から70代、80

代までの女性が参加していたことです。特に70代、80代の女性というのは1950年

代に南ア女性達合で非常に活発に活動していた人たちで、それが1960年代に入り、A

NCやその他の団体が非合酎ヒされて、さまざまの追啓を受け、投獄される、拷問を受け

る、自宅拘禁という状態に何年も置かれる、あるいは亡命を強いられる、そういう中で活

動をしてきた人たちです。ですから、ANCが合法化されて初めての女性同盟会議は彼女

達にとって非常に大きな意味を持っていました。79歳の白人女性、ゲトルード・ゲルフ

さんも「私たちはこの日が来るのを待ち望んでいたのです」と言って、1952年のパス

法に反対する女性たちの2万人デモの時のことなどを聞かせてくれました。

UNICEFの東南アフリカ地域代表でフィリピン人のメリ・ラシリスさんも参加して

いました。南アは国運の組織が活動していない国で、特にUNICEFの場合、世界で唯

一活動が行なわれていない臼であるということです。今、亡命者の帰国にともなって、国

運撃民高等弁務官（UNHCR）が活動を開始するために南ア政府と話し合いを進めてい

ますが、まだいくつかの間者があります。UNHCRが入った場合には、全ての亡命者、

全ての難民というものを同じレベルで保護し、彼らの再移住を助けなければならないので

すが、南ア政府は同じに扱うことは認められない、政府が彼らの経歴を全部チェックし、

それで初めて帰国が認められるかどうかが決まるという条件を出しています。国連側はそ

ういった条件のもとでは活動できないということです。実際に亡命者の中でも戻ったあと

逮捕されたり、暗殺されたりという例が何件も出ています。そして、まだ亡命者の一割も

帰国していない状況です．

最終日にネルソン・マンデラさんが到着しました。閉会式では14の決議を採択し、役

員の選出が終わっていましたので、その発表がありました。ANC女性同盟は女性局とし

てではなく、独自の決定機構を持つ、「女性同盟」として昨年の8月9日の南ア女性の日

に再結成しましたが、暫定的であった役員体制を今回の全国会議で正式に選出しました。

どのように選挙を行なうべきかから話し合い、非常に時間がかかりました。結局選挙が全

部終わったのが開会式当日の28日の朝4時半です。議長、副議長、財政局長、事務局長、

組織局長に6人の中央執行委員会メンバーについて、それぞれに候補者を権薗し、投票を

行ないました□非議字の人も多いので、投票も立候補者の名前を書くということではなく

て、それぞれの立候補者の色を決めて、色紙で投票するという方法をとっていました。議

長にはゲトルートショッペさん、副議長にはアルベティーナ・シスルさんが選出されま
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した。ウイニ¶・マンデラさんも、中央執行委且の一人に選ばれました。

選出された役員

前列右から二人日が

議長のショッペさん、

前列右端が副議長の

シスルさん

後列左端は中央執行

委貝の一人、ウイニー

マンデラさん

28日の午前中に開会式が終わり、午後からスタジアムで集会がありました。キンバリ

ーは非常に保守的な地域で、こういったANCの大きな集会が開かれるのは、昨年マンデ

ラさんが釈放され後に訪問した時の集会以来初めてでした。でも、朝早くからみんな待っ

ていて、2万人以上の人が集まり、沢山の人が入れずにフェンスの外にいました。

◆スクオツターキャンプ（「不法」居住区）とホームランド

キンバリーの周辺のスクオツターキャンプとその地域にある学校も訪れました。家々は

トタンだけで作ってあり穴だらけで、闇が降ったり、風の強い日、また冬の寒い日には生

活するのが非常に困難です。もちろん水道もありませんし、電気もない、トイレもない家

です。



ワレントン小学校の校長先生は非常にリベラルな人で、この地域の市民協会の委員長で

あり、ANCのリーダーでもあります。膏アでは黒人は小学校から授業料を払い、義務教

育はなく、黒人と白人の教育制度に非常に格差がありますが、この小学校は子供たちから

お金を取らずに学校を運営しています。しかし財政的には政府からお金が出るわけではあ

りませんので、マイナスの部分は、学校でコンサートをしたり、寄付を募ったりしている

ということで、非常に大変だと校長先生が言ってました．また、南アでは小学校から制服

が義務づけられていて、これが250～300ランド（約15000円）もして、授業料

以上に親の負担になっています。この学校では制服を買えない子供は私服で通っていまし

た。今日、南アから技術研修で来日しているテイモテさんも後で話してくれますが、彼は

南アの高校の先生でSADTU（南アフリカ民主教員組合）の創始者の一人です。S AD

TUは昨年の9月に正式に結成されましたが、この小学校は、すでに31人の先生のうち

30人がSADTUのメンバーです。子供たちの表情もとても明るく、のびのびと学んで

いました。

4月29日には、キンバリーから車で2時間半ほどのボプタツワナのトングに行きまし

た。インカタの議長であるガッチヤ・プチレジが統治者であるホームランド、クワズール

ーでの暴力問題は日本でも取り上げられてきましたが、もうひとつ深刻な状態にあるのが

このボプタツワナというホームランドです。ボプタツワナというのは地図でみると点々と

七カ所にも分かれていますが、ボプタツワナの現在の統治者、マゴペの弾圧は非常にひど

いもので、ANCのメンバーはもちろん、反アパルトヘイト運動に関わる人たちを逮捕、

拘留、拷問するということがまだ多くおこなわれていて、ANCのメンバーである人は殆

どが職を解雇されています。

私たちを案内してくれた女性も、看護婦の職を解雇され失業し、彼女の夫もやはり失業

中で全く収入の無い家です。そのような家庭がたくさんあります。彼女はこのボプタツワ

ナの中で子供たちに対する給食の配給や学費の援助、ホームレスの人のために家を建てる

などのプロジェクトをヨーロッパのNGOの援助を受けながら始めています。800ラン

ド（約42000円）でレンガづくりの一部呈だけの家が立つのですが、レンガを自分た

ちで作ればもつと安くなるなので、レンガづくりのプロジェクトも始めたいと言っていま

した。井戸もかなり深く掘らなければ水がでないので、何キロも歩いて水を汲みにいきま

すが、その井戸も機械を借りて一基2000ランド・（約10万円）あれば掘れるというこ

とです。彼女のような能力がある人が給料を得て、プロジェクトコーディネーターの仕事

を担っていけるようになればいいのですが、まだまだ財源が十分ではありません．甫アで

は、反アパルトヘイト運動の中で各地域にすぐれたリーダーでプロジェクトをコーディネ

ートできる人がいるので、今プロジェクトを始めるための援助が得られれば、2－－3年の

内には経済的にも自立できるようにプロジェクトを成功させることができると思います。

ボプタツワナでは今年の4月に、ボプタツワナ政府軍が南ア政府軍の全面的な援助を受

けて設立されています。ですから一方で、甫ア全体が改革されているような印象を受けま

すが、こういったホームランドでは1970年代、8．0年代のような弾圧がまだ続いてい

るのです。この地域は半砂漠地帯で、殆ど未もはえていない、水もない地域です。半砂漠



181ァンチ・アパルトヘイト　ニュースレター　　　　　　　　　　1991年6月1日発行　第三種郵便物認可

地帯ですので昼と夜の気温差、夏と冬の気温差が非常に激しく、夏には非常に暑くなるし

冬にはマイナスにもなります。唯一水を汲みに来ることができる川は蘭期には商量が多く

川が氾濫するため、洪水によって破壊された周辺の家々がそのままになっていました。

ボプタツワナ「ホームランド」ができたのが1977年12月ですので、それ以降にも

沢山の人がその周辺の自分の持っていた土地を奪われて、このような不毛な土地に強制的

に移住させられ、収入の手段を失い、鉱山に安い賃金で出稼ぎに行くしかないという生活

状態に置かれたのです。土地法が廃止されても、白人が「合法的」に奪ってきた土地の白

人による所有権は残され、黒人はその土地を「買う」ことができなければ今のままの生活

を襲いられるのです。アパルトヘイトにより、その日の食物にも困る貧困状態に置かれて

いる人々が土地を買い戻すのは不可億です。

学校もボプタツワナ政府がお金を出せないので、それぞれの地踵で学校を建て、子供達

は授業料プラス学校の建築書を払わなければならず、多くの子供達が小学校にも行けませ

ん。作物もほとんどできず、唯一牛は飼うことができるということです．子供達が牛の世

話をして働いていました。

◆政治囚釈放・制憲会議・暫定政府の辛求

4月30日にはジョハネスバークに戻りました。この日はANCが南ア政府に対して全

ての政治囚の釈放、亡命者の帰国承認、制憲議会、暫定政府といった項目についての要求

を出していた最終期限の日でしたり　夜、シティホールでANCの集会が開かれ、ネルソン

マンデラさん、ANC匡際局長のタボ・ムベキさんなどが話をしました。このシティー

ホールは、これまで白人だけしが使用を認められていなっかので、ほとんどの黒人にとっ

て初めて入る場所でした。マンデラさんやムペキさんにとっても初めてでした。

この日、ANC青年同盟が全国的にデモやピケをはったのですが、その時に青年同盟議

長のピーター・ムカバさんを始め、264人の青年同盟のメンバーが逮捕されしまいまし

た。だから、シティーホールでの集会が終わった後、マンデラさんも青年同盟の事務所に

行き直接デクラークに釈放要求の電話をかけていました。私も一緒にいましたが、帰るこ

とできたのは夜中の12時羊でした。逮捕されたメンバーはその後2－3日拘留されてい

ました。

5月1日は、ソウェトのオーランドスタジアムでのメーデーの集会に参加しました。こ

の日は南ア各地でメーデー集会があり、ソウェトの中でも何箇所かで集会が開かれました。

しかし、インカタが攻撃が予測されたため、集会に参加しなかったという労働者もたくさ

んいました。会場周辺には300人以上の警察がいました。集会から帰る途中、ジョハネ

スバーグの市街で「伝統的」式署の槍を振りかざしてインカタのメーデー集会から帰るメ

ンバーたちに会いました。ANCは政府に対してこの「伝統的」式翠の使用を禁止するこ

とを要求してきました。これは見たところはただの未のようですが、カバーがしてある先

放非常に鋭い鉄の磨いたものになっていて、これで完全に人を刺し殺せるものです。私も

見たときにはびっくりしました。
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式番を持って集会から

帰るインカタメンバー

私はジャーナリストの人たちと一帯にいて、インカタを見付けたのですぐに車から降り

写真を撮ったのですが、自分がANCのTシャツを着ていることを忘れていたのです。後

で「あっ」と友人に言われて気付いたのですが幸いにも大丈夫でした．でも、インカタは

黒人かインド人しか襲わないそうです。必ずこの赤いへアーバンドをしているのがインカ

タメンバーの特徴です。あと、武器を持っていること。伝統的な武審だけではなく、もち

ろん銃も持っています。

これはソウ工トのドクセンベルという地域のホステルです。ここはインカタに占領され

たホステルだったのですが、ここにいたインカタメンバーが4月29、30日に地域の住

民を襲撃して30人以上の人が死にました．このホステルからインカタのメンバーが地域

を襲撃した後、学祭と地境の市民協会のメンバーが話しをしてこのホステルは閉鎖されま

した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（次号に続く）

防錆されたインカタに占

領されていたホステル
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土地特集　一一奪われた土地潤し、謝罪も、報もない一一
■政軋土地五法を提案（土地白書より）
人種差別に基づく土地政隻廃止法垂；

鳥人の所有に関する三大法的規軋．及び

1万5千の補足法令を廃止する。

土地保有権改善法案；都市部タウンシ

ップ（居住区）の30万人の黒人借地人

に対する、99年租借を完全な所有権へ

転換する。農村においては、低所得者膚

の土地保有権一一地代免除、貸借、補助

金証明一一を完全所有へ改善する。

非公式的タウンシップ建設法案；多く

のスクオッダーキャンプ（不法居住者キ

ャンプ）を合法化し、r居住区の形式濫

こだわらないが、きちんと秩序整った」

住居を建設するため、迅速に土地の供給
をする。

住宅瑳境法秦；居住地域の適正基準を

維持するための措置。

農村振興法秦；黒人農民煮業のため、

40万ヘクタールのみを解放する。

■プレトリア政府の土地計画、都市中産

階級創出を目指す

デクラーク大統領の土地改革白書軋

其の土地改革にはほとんど何の提案もな

し待ていない。

黒人の都市生活者に対して軋　30万

人の借地人に、99年間の租借権から完

全所有格を認めることになるのだが、そ

もそも、その借地権というのは、土地を

保有する黒人中産階級を作り、一方で黒

人の永久的な都市定住者を拒否するとい

う、1976年以降の政府の矛盾した政

策であった。またその政策軋　300万

人にも及ぶ（実酎こは700万とも80

0万とも言われている）、不法なバラッ

ク小屋‘‘スクオッダーキャンプ”を合法

化することでもある。

白人右翼につとって当面の利益は〝彼

らの住む地域、およびその近隣の地域的

な特色〝、つまり、白人地域を白人地域

として保つことを守る機能が働くことで

あろう。白人農場主（つい最近私有化さ

れた鳥人居住区の土地の、白人農場主で

さえも）は、土地所有権を維持を保証し

ている。しかし、含意に基づく売買以外

の黒人の土地取得は、不可能ににしてい

る。

白書は、実際の土地改革で、元来ホー
ムランドに綴入されるはずであったわず

か40万ヘクタールの国有地を見直すこ

とを提案しているに過ぎない。この地は、

農業地帯として利用されることになる。
これは、白人農場の平均の広さ（600

ヘクタール以上）に分割すると約250

人の黒人農場主に土地が与えられるに過

ぎない。実際には30－50ヘクタール

の割当てが見込まれているが、そうする

と、農場主は約1万3千人、農夫を含め

て農業人口は約10万人がその土地に押

し込められることになる。推定400万

人とみられる都市及び農村の土地を持た

ない人々一一その多くはかつて農場主だ

った一一の数に比したら、この数字は余

りにもちっぽけすぎる。
「農村」地帯、つまりホークランドは、

都市部同様人口密度が高く、寿司ずめ状
態で、わずか（平均）3ヘクタールの土
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地を耕しているに過ぎない。土地を求め

る圧力を、髭減することなど全くおぼつ

かない白今年だけで15万人の失業者が

出ようとしているが、それに対しても何

ら意味のある数字とは言えない。

しかし、アパルトヘイトによって土地

の入手・利用に大きなアンバランスが生

じているが、30万ヘクタールr以上」

を解放するということが、デクラーク大

統領が出来る最大限の土地修正弟なのだ

ということを示している（つまり、30

万ヘクタールしか黒人のために彼は解放

できないということである）。

自書には、過去の政策によって強制的
に土地をとりあげられた個人や社会に対

する土地返還計画という考え方は全くな
い。政府軋　平和と進歩のために現状は

容認されるべきだと考えている。またこ

の白書は、アメリカやオーストラリアの

ような、土地に対する訴えの正当性を調

査する土地問題の裁判の設置を拒否して
いる。ウイツツウオータースランド大学、

応用法律研究所のアニンカ・タラツセン
ズ氏軋「新政策は、黒人の土地返還の

ための法的活動を阻害するようになるか

も知れない」と言っている。

デクラーク大統領が常いっぱいのつも

りでやろうとしている「土地改革」は、

過去30年間に政府が財産を奪ってきた
400万人の人々の、わずか2％に土地

を供給するだけのものである．閣僚は、

黒人農場主に対する融資のためのr土地

銀行法（Land Bank良ct）」改革があげ

ている。しかし白書の中で、黒人社会が

必要な資本（土地）を侍る手段を禁止し
ている状態では、白人農考と同じ規模で

黒人に与えようとしているとは思えない。

ANC（アフリカ民族会謹〉その他の丘
主勢力は最初失望を表明し、次第に怒り

をあらわにした。

この最藁によって、英国外務省は再び

経済制裁解除の要請しているが、国内で

は、他のどのデクラーク政策よりも大き

な議論を呼んでいる。少なくとも、ナタ
ールで3居住区が、1970年代に奪わ

れた土地を取り戻すことを声明に出した。
シスカイのソーンヒル・キャンプからは、

400以上の豪族が既に行動を起こして

いる。

6万人の白人農場主もまた．パニック

状態に陥っている。この白書の法律施行

と同時に、20年間に浸って白人農場主

を支えてきた多濱の補助金も大幅にカッ

トされることになるからだ∴緯助金は、

1700万ランドの国家財政赤字の大き

な重囲となっている。その結果、白人農

場主の4分の3は法律的には既に破産し

ている。

（英サウススキャンく弘u也Scan）より）

■ANC見廉抜粋：訓ネスフ“財“

ANCは政府の土地改革自書に対し怒り

と深い失望を表明し，人種差別主義的だと

した。「白書は、人種差別的な認識と惑晋
を永続させ、白人と黒人にはそれぞれ別の

基準と習慣があるとする現状を存続させる

ものである」との声明を出した。

この自書は、自由市葛を提案する名目で

土地噂等の現状を成文化しようとしている

ものだ。
「土地改革は、土地再分配である。しか

し政府は、土地の再分配を明確に拒否し

ている。」とANCは主張する。また「

広範な協議と熟慮と交渉の結果」という
デクラーク大統領の青葉も否定している。
rANC姓、このことについて、相姦を

受けたことない。また、土地を奪われた

犠牲者達が、この件に関して意見を言う

機会を与えられたこともないことをはっ
きりいっておきたい。大統領も白書の中

で触れている土地に関する感情的対立軋

略奪の歴史と、多くのアフリカ人から土
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地を奪ったアパルトヘイト政策に起因す

るものである。このことを白書は全く認

めておらず、逆に、不公平な土地分配の

現状に対する、白人のすべての宣任を免

除する考え方を示している。現政府が、

現状の原因を認識し、過去の不正を改正
する約束をするまでは、いかなる土地改

革の試みも、大多数の国民から正当と認
められないし、また、億超を得られない

だろう。」

自治体の土地所有権に対しても、AN
Cは憂慮している。「政府は度重なる行

政介入によって、その維持を困難にして

きた。一方で、現在持つ土地の範囲で農

業経営させるため、白人農場主も同様な

国家の土地管理に従わねばならないとか、

これから黒人に解放される高い可能性の

ある土地に豪を建ててはいけないとれ
そういった提案はどこにもなされていな

い。黒人社会に対し、自治体の土地所有

権はさておいて、個人の土地入手をより

強制しようとしている。それは、残され

ていた黒人の農業基盤をすべて壊した、
40年”50年代の悲惨な経験を思い起

こさせる。」

1991年6月1日発行　第三荘郵便物認可

今回の措置は、ノルウェーの南ア領事

館（NOCOSA）が外務省に対し警告したこ

とでとられた。その後、検察庁が地方検

索に調査を命じたが、Fレイク社が「荷
物は南ア向けでなく英国向け」と請け合

うやいなや、封鎖を解除してしまった。

英国関税当局と連絡をとり、実軌こ英国

向けであったかどうか確露するべきでは

なかったか。
「本当にこの品物を英国が南アに輸出

するなら、ノルウェー政府は全く馬鹿に

されているということになる。約束が破

られた場合の対策も考えずに、疑問の残

るままの機械について、書面による保証

を鵜呑みにした外務省は、非難されるべ

きである。」と、NOCOSAボイコット委員

会のグンナーホルム氏は強く反発した。

②ノルウェー外務着は、視察のため5月初

旬南アを訪問し、ANCと政府双方と会見
した。外務省は、大使館を附くか領事館の

ままでいるか、検討中である。多くの政党

は関係改善に積極的である。訪筒したハー

ネス氏は、大使館を降誕するほど南アの民
主かは進展しておらず、またNOCOSAも、南

アが小数白人政権である限り、外交関係改

善は時期岸尚、としている。

⑧北欧各国政府は、南ア人の北欧入国ビザ
敬得を緩却したが、経済制裁はまだ続いて
いる。スウェーデン政府は、デクラーク大

統領の約束が実効を上げない限り制裁を解

除しないと明言．アパルトヘイト廃止・民

主主義導入の確証と、ANCその他の民主

勢力の交渉における際等除去が必要として
いる。この方針は、政府に圧力をかけてき

たスウェーデン議会の大多数によって支持

されている。スウェーデン政府は、制裁政

策に閑し、新しいステップを應み出す前に

はANCと協議する。市民団体軋　いまだ

南アで清勤しているスウェーデン企業に反

対するキャンペーンを推進していく。

■北欧の動き

①ノルウェー税関当局は3月8日、プラ

スティック・フィラメント製遵用の中古

機が入った大きなコンテナを封鎖した。

それは、英司ヨークシャー、Fレイク社

の南ア向け荷物であった。当局は、船の

オスロ出向直前にその処置をとった。

その株城は、ドレイク社が89年春に

ノルウェーのノーフィル社から買い入れ

たものだが、その後間もなくノーフィル

社が倒産し、機械は残されたままになっ

ていた。当時その梱包を担当していたハ

リス氏は、その品物が南ア向けであった

ことを確認している。対南ア輸出は経済

制裁を行っているノルウェーでは違法だ。
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磨るカと夢みるカ
文：くぼたのぞみ

－南アフリカに生まれ、ボツワナに生きた女性作家、ベッシ一・ヘッド－

磨アフリカにぼ、慶堂や．妙幸助堀野と不孝二好ち丘、カ差しのようる一人働妙た

くさんいるにちがいる－い。一炭の雁として、助野めgカーら層Lrお力lる・妖れぼる，

ら丘▲い忍らしい戯評で磨るカーのよう戌）。紺の助－らあらゆる彪し凌げカぱ■

ならる▲い、というの力戦）足しの農聾をめぐる者際っ虔ようだこ

「働一彦よど夢カlらノよリノ

1937年、南アフリカで白人を母に、黒人を父として生まれたベッシー・アメリ

ア・ヘッドが、自分のおいたちを語った「静かなよどみから」はこんなふうに始ま

る。アパルトヘイトの「人種的分類」によれば彼女は「カラード」ということにな

る。ヘッドは母親が入院していた精神病院で生まれている。当時の南ア社会で、競

馬馬の所有者としてかなり裕福な白人の家系に属する女性が、鷹番の黒人の男との

あいだに子供をもうけた。結婚が破綻して実家に帰っていたところだった。この事

実を世間から隠すために（背徳法は1927年に成立）、精神的不安定な状態にな

った娘を隔離するために、「家族」はあらゆるてだてを打ったにちがいない。その

後、ヘッドの母親は緯神病院から出ることなく、1943年に死亡している。

生まれた赤ん坊は、あちこちたらいまわしにされたあと、あるカラードの夫婦に

義子に出されるが、ヘッドが6歳のときに養父が死に、13歳になったとき義母が

捏端な貧しさに陥ったため、イギリス国教会のミッション系孤児院に入れられる。

実母の強い希望で、娘は教育だけは受けることができた。だが、彼女はこの孤児院

で、院長のロから初めて、いままで育ててくれた母親が実際の母親ではなかったこ

とを、なんの酉己慮もなく、無残なことばで知らされる。その視線は、汚らわしいも

のでも見るようだったと、のちにヘッドは回想している。

ミッション系の学校で西欧的な教育を受けて、小学校の教師になった。けれども、

コロニアリズムとピューリタニズムに基づいたそこでの教育が、役女の精神的なア

イデンティティを引き裂く働きをしたともいえるようだ。彼女はいったんそこを離

れると、二度とキリスト教の教会に足を踏み入れることがなかったという。
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白人でもなくアフリカ人でもない。カラードとしての家族環境も奪われて育った

彼女は、1962年にジャーナリストのハロルド・ヘッドと結婚。翌年、男の子が

生まれるが、1964年には夫と別居。生きる場としての「国」をも奪われるよう

にして、息子を連れて、同年3月、出国許可だけ手にして隣国のボツワナに逃れて

いる。そこで、ヘッドは「根なし草」として、なにものにも「属するという感覚」

を持たないところから、自分を生みだす作業を始めなければならなかった。彼女に

とって「書くこと」とはそういうことだった。1967年、精神的バランスを失い、

ハポロネの病院に入院。3年後に治癒。略歴などにはそう書かれているが、この辺

の事情は、作家としてのヘッドの仕事の中軸となった自伝的な小説『ちからの問題』

（AQuestlOnOfPover：1974年）のなかに詳しく措かれている。

ボツワナ東部のセロエという村に住み、村の人びとを措き、記録集のような書物

『セロエ：雨と風の村』や、小説『マル』、そして、短編集『宝物収集人』として

まとめられるいくつかの作品を発表し、1984年、ボツワナを舞台にした民族的

な歴史小説『魔術にかけられたクロスロード』を書いた。作家として国際的に認め

られて、ようやく1979年、15年間住んだボツワナから市民権が与えられたが、

その7年後の1986年、アパルトヘイトの終焉をみることなく49歳で死亡した。

死因は肝炎。

ここに紹介する「権力争い」は初出

が1980年。没後、短編集としてま

とめられた『優しさと力の物語』

（Tales of Tenderness and PoYrer：

1989年）に含まれている。この作

品集には、ひっそりとボツワナの辺境

に生きながら、ふつうの人びとによっ

て語り継がれてきた物語の「語る力」

と、人種を超え、国境を超えて、人間

としての「優しさと力」を想像・創造

しようとする、ひとりの女の「夢みる

力」が、通奏低音のように、深く静か

に流れている。笥



小説

権力争い
ベでノ　シ－　ー　ヘッ　ド作

くはたのぞみ訳

宇笛にはもっと美しい夢があった。ジャ

ングルの掟とか、巧みに適応するものが

生き延びることではなく、なによりも墾

なる者たちを大切にする夢、葱を無化す

る力のことだ。南部アフリカの人はだれ

もが、植民地時代が到来するはるかまえ

からこの夢を抱いて生きていた。まるで

暗い大波に飲み込まれるような恐怖がく

りかえされたにもかかわらず、時がくれ

ば、光はふたたびあたりを腰らしだした。

人びとが村を作って一定期間そこに定

住すれば、きまって権力争いや凍争や嫉

妬による耐えがたい敵意が生みだされた。

全部がぜんぶ心をそそる話や筋の通った

話ばかりではなかった。あまりにもあか

らさまで暴力的で、まるで闇が闇を滅ぼ

すようなこともよく起きて、それが習慣

を浄化することはなかった。けれども権

力をめぐる激情が爆発しないうちに譲歩

するものもあって、それが民族の移動や

移住にまつわる後難な話の母体となって
いた。なにもかも終わったあとに、一族

の住んだ場所として、いっぽんの未、あ

る川のほとり、一つの丘や山だけが、い

つまでもながく記憶にとどめられていっ

た。

ツラビナ一族には二人の兄弟がいた。

ダヴァナとバエリだ。どう見てもダヴァ

ナが統治者になると患われていた。生ま

れながらの王位後継者であることを承認

するあかしに、父の老族長は、健康がお

もわしくなくなったとき、継承のシンボ

ルである聖なる雨乞いの装具一式をダヴ

ァナに手渡した。一方、ダヴァナは輝く

黒い瞳ときわだって心の豊かな人格の持
ち主でもあった。彼のまわりの大地はい

つも美しく活気に満ちて、その笑い声は

並はずれて大きく、長く、広い平原を吹

きわたる風の音のように響きわたった。

背はすらりと高く、たくましい体躯の動

きはしなやかで敏捷だった。人びとは洒

落っ気たっぷりに、王に与えられる正式

だがあまり意味のない呼び名の「美しき

老」とか「偉大なる獅」という名で彼を

呼んだ。けれども、ほかの王たちとちが
って、ダヴァナはその人格ゆえに、まだ

生きているうちにその名を勝ち取ってい

たのだ。それにもかかわらず実際には、

ダヴァナは王位を継承することがなかっ

た。彼の運命はまったく予期せぬ道をた

どることになったのだ。

父の葬儀のときのことだ。ダヴァナが

王位を継承することに対し、突然、バエ

リが最初の挑戦を挑んだ。基に最初の芝

土を盛るのは、父の跡を継ぐダヴァナの

権利だった。これはそこに集まった人び

とのまえで、彼が統治者となることを確

認することでもあった。ダヴァナがショ

ベルを持ちあげたところへ、弟のバエリ

が割り込んで最初の芝土を盛ってしまっ

た。一瞬、兄は身を引き、ショベルを持

つ手が緩んだ。ダヴァナはいたたまれな

い思いでさっと顔を背け、地平線をじっ

と見つめていたが、そのロもとは侮蔑に

歪んでいた。弟は静かに身を起こした。

彼もまたじっと遠くを見ていたが、唇に
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はうすら笑いを浮かべ、その日は威嚇に

満ちていた。咄嗟のできごとに、集まっ

た人たちに患わずどよめきが広がって、

みな驚きを押し殺すように息を飲んだ。

王位継承に対して公然と異議が唱えられ

たことはだれの目にも明らかだったから

だ。

異議申し立てのことで、人びとがすぐ

に心を悩ませることはなかった。実際の

権力争いは、親戚たちと顧問官たちとの

内輪もめというかたちをとった。えてし

て、ことの動きは多くの人間には直接関

わりなく進められるものだが、それは尊

敬されていたのは族長個人ではなくて、

彼がついていた地位だったからだ。だが、

これには矛盾があるようだった。地位争

いは、実際には激しい野望を抱いた男た

ちのあいだのことだとしても、もし邪悪

な男が王座にのぼるとしたら、人びとは

苦しむことになるからだ。このようなこ

とであまり息い煩わないようにするため

に、人びとはシニカルな態度をいくつも

身につけていた。「われわれは族長のす
べての息子たちに敬意を表する。だれが

最終的に族長になるかわからないのだか

ら・‥」というのもその一つだった。

たとえ事態がひどく紛糾しても、自分た

ちの家畜に焼き印が押されたわけでもな

いし、日常の暮らしが左右されたわけで

もないのだと、大多数の男たちが即座に

思い出せるように。

血気にはやる二人の男たちは、葬儀の

場をあとにして、やや離れながらも二人

ならんで歩いていった。ダヴァナがわざ

わざ弟と歩調をあわせたのだ。
「バエリ。どうして父の墓に最初の芝

土を盛ったりしたんだ」兄は彼らしく率

直に訊ねた。「あれはそもそも俺の務め

だった！みんなの見ているまえで、俺

に恥をかかせたな！　どうして、あんな
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ことをした？」

全身を耳にして弟の答えを待ったが、

弟からはなんの返答もなかった。聞こえ

てくるのは、然々とならんで歩く二人の

足音だけだった。ダヴァナは、横にいる

弟の顔をじっと見た。バエリはまっすぐ

に前をにらんでいた。そのときもまだ彼

の口元にはうす笑いが浮かび、目は冷た

い光を放っていた。その刺々しい態度を

みて、突然、たがいがまったく理解しあ

っていないことに気がついたとでもいう

のだろうか？　昨日まで、おなじような

若者として、いっしょに狩りをし、おな

じ冗談を笑いとばしていたと患っていた

のに。ダヴァナだけが苦しんでいた。彼

の気質はいつも外に向かって開かれてい

て、愛情や友情を築いてきた。弟の気質

は内にこもって暗い渦を巻いていた。ダ

ヴァナはその渦巻きのなかへ引き込まれ

るように感じて、直感的に向きを変えて

別の方角へ歩きさった。

ダヴァナは村のはずれの空き地まで歩

いていった。夕闇が迫っていた。夜は曖

かかった。黄色い満月が遠くの小高い丘

の向こうに昇った。あたりはしんと静ま

り返っていた。草むらで鳴く低い虫の音

が、穏やかに快く耳にひびいた。地面に

腰をおろすと、若者はじっと考え込んだ。
ときどき大きなため息をついた。まるで

大きな選択を迫られているような、思い

詰めるあまり自分の青春を切れ切れに引

き裂いてしまいそうなため息だった。ダ

ヴァナは気質がら、向こう見ずなほど寛

容に生きてきて、それまでの人生でもと

りたてて重大な事件もなかった。一瞬一

瞬を椅いっぱいに楽しんで、踊り、食べ、

歌って生きてきたのだ。この日の出来事

が、彼に暗い影を投げかけた。

近づいてくる静かな足音で、ダヴァナ

は夢想からさめた。月明かりに腋らしだ
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されたのは、一族の長老だった。ダヴァ

ナははっとしたように顔をあげ、こちら
へ来て座るよう老人を招いた。老人は、

横になっているダヴァナのそばにしゃが

んで、月が昇ったあたりの小高い丘をし

ばらく超然とながめていた。
「思い悩んでいるな？」老人が口を切っ

た。「しばらくここに立っていたのだが、

おまえはため息ばかりついていたじゃな

いか」

「そうじゃありませんよ」若者は頭をお

おげさに撮りながらいった。「べつに悩

みなんてないんです。若いからといって

のんきにばかりしていられないなあと患

うと、つい、ため息が出てしまっただけ

です」

年長者は、革をひと東引きむしって、

じっと遠くの丘を見ていた。
「今日、おまえの弟がひどいことをした

のは、みんな分かっているさ。礼儀に反

するひどい行ないだから、なんであんな

ことをやったのかと疑うものもいてな」

若者はまた侮蔑で口元を歪めた。強欲
と野望を認めるなんて、おのれの品位に

かかわるとでもいうかのように。
「バエリ比いつだって奇妙なところがあ

るから。でも、俺はあいつが好きなんだ。

弟なんだし」

すこし間をおいて老人はいった。草む

らで低く鳴く虫の音のように、快い穏や

かな声だった。
「人生というものについてな、ちょっと

ばかりおまえに教えておくことがあって

来たんだ。いいかな、おまえのような天

賦の資質に恵まれたものは、これまでい

なかったのだよ。みんな、おまえが王座

につくのを待ちこがれている。そうなれ

ば稔り豊かな幸せな時代がやってくると

思っているからだ。おまえがみんなとい

っしょに暮らしてきたこの歳月、みなお

まえのやり方はなかなかだと患っている。

囲いを作ろうとする男がいれば、おまえ

は立ち寄ってたるきの鮨び日を縛ってや

った。狩りの獲物は気前よくみんなに分

け与えて、自分の分として余計に取るこ

ともなかった。おまえは行く先々で、ま

わりに楽し気な笑いをまき散らしてきた。

みんなそういうことが分かっているんだ。

それが、善良な者に自然に備わった資質

だということがな。ところがこの資質が

統治者にとっては災いのもとになること

もある。統治者というものはな、人間の

生の暗い面もよく吟味して、人間という

のはその暗い部分を引きずるものだとい

うことを理解しなければならないからだ。

生まれつき十分な資質に恵まれない者と

いうのもたくさんいるしな。そのことが

彼らの心をかき乱す。そういう者たちは
いつも心安らかではないから、ひとたび

嫉妬の念が起こったら、とんでもないこ

とをやらかすものだ…・」

老人はここで、彼が抱いている不安を

どう警告したらいいのか思いあぐねて口

ごもった。一族のほかの者たちからこれ

以上、公然と野望を宣言されて、流血騒

ぎが起きたりせずに、王位任命式の日を

なんとか迎えられるといいと願ってのこ

とだった。すでにバエリが公然とその野

心を宣言していたので、あらゆる種類の

邪悪な事件を起こすためには、ほんのわ

ずかな毒があれば十分だったのだ。これ

までの歴史にも、恐ろしい事件が起きて

いた。たがいに毒殺と暗殺をくり返して、

ありとあらゆる狂者と精神的欠陥者によ

って統治されてきたのだった。彼の祖父

もまた、兄弟によって毒殺されていた。

このためその兄弟はまた別の兄弟によっ

て暗殺されたのだ。ダヴァナの父の統治

時代もこの汚点を消すことができなかっ

た。その平素1な長い統治時代にも、密か
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な暗殺事件がいくつも起きていた。
「おまえにもすぐに人生のルールという

ものがわかるだろうがな。おまえが殺す

か、さもなくば、おまえが殺されるかだ

ぞ」老人はそう呟いた。

若者は答えることばがなかった。老人

は月明かりをあびて座っていた。草むら

のなかの虫たちは低く、穏やかな快い鳴

き声をひびかせていた。

争いはダヴァナとその弟のあいだでくり

広げられたが、あまりにも陰険で始末に

負えないほどだった。それはいつも、男

たちがどっかりと腰をおろして、一日の

問題を討論している会議の席で始まった。

きまってある時点になるとバエリが、み

んなの注意を惹くことをやった。そうや

って、兄のダヴァナを苛立たせようとし

たのだ。兄が話し終わった直後に、彼は

議論をふっかけた。質問や提案がなされ
て、それに対する応答がいざ始まろうと

する矢先に、バエリがいつも割り込んで、

男たちの考えをまったく別の方向へとそ

らせてしまうのだ。こうしてそれまでの

議論を完全に無意味なものにしてしまう
のだった。このゲームをおもしろがるも

のも出始めて、連日のことなので、ダヴ

アナはたちまち不利な立場に追い込まれ

ていった。決定的な時点でダヴァナは自

分の力を主張することを拒んだので、話

し合いは彼を退け者にしたまま進められ

ていった。男たちの笑い声から、彼らが

弟とぐるになって陰謀を企てていること

が明らかになっても、ダヴァナはそれに

対抗するための陰謀に耽ることもなかっ

た。

彼らの動きがすっぽりと影におおわれ

たとき、実に恐ろしい暗殺事件が起きた。

ダヴァナだけが命びろいして、暗闇に紛

れて逃げた。彼は右肩に傷を負った。小
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崖でぐっすり眠っているところを、槍で

突き刺されたのだ。だれが刺したのか、

彼にはわからなかったが、暗闇で揉み合
いながら、やっと攻撃の手を振り切って

逃げ延びた。

間に紛れて逃亡する途中、一度だけ、

ダヴァナは立ち止まって自分の運命を振

り返ってみた。それはもう扮ごなに砕け

てしまっていたけれど、青春の若さと美

しさは彼を保護するマントのように彼の

身を包んでいた。もしも権力が、弟の焦

点の定まらない悪魔のような眼差しだと

するならば、彼はそういう世界には無縁

だった。その眼差しほど彼を無気力にし、

苛立たせ、憤らせるものはなかったのだ。
「欲しいままに取るがいいさ」とダヴァ

ナは患った。「もうあそこへは帰らない。

俺は生きていたいから」

その夜、彼はすすんで故郷を出て生き

る道を選んだのだ。生きる場所をもとめ

て、彼は闇のなかを逃げた。

次の朝、ツラビナ一族の人びとは新し
い秩序ができあがっているのを知った。

殺人者が統治者になっていたのだ。バエ

リは、自分に刃向かうものはなんであろ

うと殺害した。たちまちだれも彼に刃向

かおうとしなくなった。王位任命の儀式

は公式の手順どおりにとり行なわれた。

バエリが姿をあらわすと、口ぐちに追従

が述べられ、出席者はみな腰を低くして

つき従った。王という、個人のものでは

ない任務に対して、いつもながらの浜説

が述べられた。

三つの月が満ちては欠けたあと、彼ら

の統治者であるダヴァナが元気に生きて

いると、難を逃れて、強力なぺデイ一族

のもとにいるという知らせが伝えられた。

ツラビナ一族の人びとは、故郷から姿を

消し始めた。あるときは大きな集団とな
って、またあるときは細い細い流れとな
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って逃げ、とうとうバエリは見捨てられ

た。山犬が彼を食ったとしても、知るも

のもなかった。

権力争いは、これらの時代、大いなる

問答だったのだ。その間答は、さまざま

な面でダヴァナのような王たちの偉大さ

に影響を受けていた。いつでも生きた人

間たちが問答の口火を切るのだから、そ

れが非個人的であることはほとんどなか

った。善と恵を入念に選び分けることを、

人びとは厳格に強いられた。この奇妙に

哲学的な実意勤ま、その土地の歴史の奥

深くに編み込まれ、物議は何度も何度も

くり返し語られて、それが人びとの知る

ただ一つの歴史となっていった。

植民地時代の幕開けとともに、この歴

史は鎮圧された。新たな秩序が暮らしに

押しつけられた。人びとの王たちはまた

たくまに記憶のなかで色櫻せて、過去の

神話になっていった。なにが善でなにが

恵かを選択する余地は残されなかった。

奴隷制度と搾取だけがあったのだ。
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‘‘死刑囚にハガキを”キャンペーン 

12名の人達は、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 
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