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この秋、日本反アパルトヘイト委員会は、私たちの友人二人を南アフリカから招待

します。私たちが南アフリカを訪れる度に快く歓迎してくれ、現地での活動を助けて

くれます。九月下旬から約二週間目本に滞在し、観光を兼ねて各地で講演などをして

もらう予定です。

■招待者プロフィール■

ノマテンバ・ンゲレザ（州）MATm三兆A州；m）

＊1937年4月10日生まれ。

＊東ケープ（mSTERⅣCAfE）・ミドルダフトで生まれる。

＊高校卒業後、南アフリカ最大の黒人居住区・ソウェト（SOm）のバラグワナ病院

において三年間、看護コースを学ぶ。さらに一年間助産婦コースで学んだ後、バラ

クワナ病院で看護婦として働く（1970年まで）。

＊1962年にエリック・ンゲレザと結婚。63年に長男、66年に次男を出産。

＊71年から79年まで私立の病院で働く。

＊79年に夫がロベン島に投獄されたため、夜勤のない動物病院SPCA（MIm

FOR PRmmOⅣOF Cm陀‖71℃A∬川ALS　動物慈善保護協会）へ移る。現在もそこ

で獣医として働いている。

＊　NCティプクルーフ（pmF：ソウェト内にある）地区支部の財政責任者。市

民協会（CIVIC ASSOCIATION）でも活発に活動している。また、長年ANC女性リ

ーグの中心メンバーとして、女性の自立のためのプロジェクト（裁縫、ろうそくづ

くりなどの手工芸）、子供の就学前（PRE SCmL）プロジェクトに積極的にかかわ

ってきた。政治活動が理由の逮捕歴あり。

＊89年8月、「南アフリカ女性の日キャンペーン」のため来日。横浜、大阪などの

草の根団体と交流し、アパルトヘイトの実態を伝えた。

エリック・ンゲレザ（ERIC M胤m）

＊1937年2月23日、ソウェトのオーランド・イースト（0札ノ朗DO EはT）に生ま

れる。

＊高校時代から、ANCの活動にかかわる。

＊高校卒業後、いくつかの会社で働く。60年から66年まで、オーランド・アフリ

カ・サッカー協会で監督をする。

＊72年以降、治安警察による妨首がひどくなり、職を失う。

＊76年から、地域の教育改善（小学校；特にコサ人のための学校が遠隔地にあり、
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多くの子供が適えないため、その学校建設に奔走した）活動の中心となる。

＊77年に、政治活動のために逮捕される。二年間、ポート・エリザベス（PORT

ELIZABETⅡ）刑務所に投獄されるが、その後にロベン島に移され、79年から87

年までの八年間、そこで政治囚として過ごす。

＊釈放後、南ア教会協議会（SACC；SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES）のウ

イツツ地区支部の職員となり、地域住民のため、ソシアル・ワーカーとして働く。

特に、南アフリカ全人口3300万人のうち、700万とも800万ともいわれる

スクオッター（ホームレスの人々）の、問題に深くかかわる。このホームレスの人

々の抱える問題に当たり、ひいては黒人の土地所有権獲得の運動を進めるOMIiL

E（OpERATIOⅣMASAEⅡANE FOR TI王E HOMEL】三SS）の執行委員として、精力的に活動し

ている。財政難のためSACC支部が閉鎖され、現在失職中。OMHLEでの活動

は、ボランティア。

本誌前号の「段ボール紙の教室で学ぶ子供たち」に出てくるホームレスキャンプは

まさに、エリックさんがかかわり、そしてアフリカ行動委旦会が支援しているところ

です。

詳しくは、ちらしなどを後日送付致します。
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☆今月号は、降矢洋子さんの原画をもとに制作した一枚の絵ハガキをめぐるさま

ざまな意見を掲載しました。なんで今頃？と思う読者もいることでしょうが、一

人でも気になって仕方ない人がいれば、ああでもないこうでもないとガヤガヤ議

論するのは市民運動の鉄則。読者の皆さんのご意見をたくさん聞かせて下さい。

編集部
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一枚の絵会　まカモきをめくきって

くぼたのぞみ

つい最近、ある男性と電話で話をしていて、ずっと意識の奥のほうに溜まったまま

になっていたことをくっきりと思い出した。いつかはちゃんと考えてきちんとこと

ばにしなければならないことだと患いながら、なかなかチャンスがなくて、あいま

いにしてきたことでもあった。

それはアフリカ行動委員会が2～3年ほど前に制作発売した、反アパルトヘイト

絵はがきシリーズのなかの、1枚の絵をめぐるものだ。このシリーズは色も美しく

好評で（手前みそにいうのもなんだが）、ほとんど売りつくしたと開いている。ア

フリカの人びとを描いた、降矢洋子さんの絵を使い、5枚で1セットとして売った

ものだが、そのなかに『ナイロビの売春婦』というタイトルの絵があったのをおぼ

えている人もいるだろう。きれいな朱のような赤をベースにした絵で、髪を結いあ

げたアフリカ女性の肖像が描かれている。その視線はやや斜め下を向いていて、と

ても悲し気な表情をしている。

わたしは、そのころ反アパルトヘイト運動にかかわり始めたばかりで、自分に何

ができるかさまざまなことに挑戦したい気持ちが強かった。このシリーズの制作に

かかわったのも、そんな「元気」があったからだろう。降矢さんのお宅にうかがっ

て、いくつかの作品のなかから5点を選びだした。わたしが真っ先に選んだのは、

母親と幼児が描かれている自薦の『味見』という作品で、次が配色の美しさと動き

のある『母の頭布を巻きながら、母のことを話すアデ・バヨ』だった。それから『

水汲む少女』と選んでいって、降矢さんがぜひこれを入れたいといったのが『ナイ

ロビの売春婦』だった。最後に、もう一点カラーのものがはしいというごとで、『

椰子の木いっぽん、バス停の女』を選んだ。

『ナイロビの売春婦』は美しい絵で、わたしも好きな絵だったし、ハガキにした

とき色も映えるだろうなとは思ったが、テーマとタイトルはちょっと気になった。

そのときは、わたしが質問してその絵が措かれた背景について少し話してもらった

ように思うけれど、時間に追われてあまり深く話せなかった。でも、制作過程で一

度、異議を唱えられたことがあった。タイトル文字を打ってくれた写植鼻さんで「

この絵とタイトルは、きっと問題になるよ。女の人たちからクレームがつくと思う

けど、これでホントニいいの？」といわれたのだ。女の人だった。

そこでも時間に追われて、「降矢さんが、この絵をぜひ入れたいといっているも

んですから、それにタイトルも降矢さんがつけたんですよ」とかなんとかいって、

とうとうそのまま作ってしまった。でもそういう意見があることは、降矢さんにも



帽1アンチ　アパルトヘイト　ニュースレター 1991年8月1日発行　済三種郵便物認可

伝えておいた。（ちな射こ英語のタイトルもprostituteとなっていたものを笹生

メアリーさんがもう少し碗曲的な表現にと　streetwalkerになおしてくれた）。

このひっかかりは、その直後、ジンバブェやザンビアへ短い廉に出たとき、わた

しのなかでさらに大きくなった。ハラレでの反アパルトヘイト会議で出会った人た

ちへの「お土産」として絵はがきを数組み持っていったが、アフリカの女性たちに

この『ナイロビの売春婦』は手渡す気になれなかった。すごく苦い記憶として、そ

れはいまもわたしの心のなかにある。

帰国したあとも忙しさにかまけて、そのことは議論しなかった。とてもすぐに兼

諭がでる問題だとは思えなかったのだ。あの年（1989年）は、いま思い出すだ

けでもウーンと唸りたくなるほど、わたしにとっていろんなことが一度に起きた年

だったので、後まわしにしたまま今日に至ってしまった。といえばかなり言い訳め

いて聞こえるが、なんのことはない、わたし自身のなかにそういう議論を周囲に深

めていく素地のようなものが、あの時点で育っていなかったのだ。いまになると、

それがよくわかる。その夏、力まかせに「南アフリカ女性の目」キャンペーンをや

ってしまって、諸問題噴出のてんやわんやで、きちんと整理する時間もチャンスも

ないままだった。

ただ、いまにして思えば、あの年の5月、大阪の反アパルトヘイト女性委員会の

人たちに違いにいったおり、佐竹さんと大阪の守口駅でうどんをすすりながら「ハ

ラレでもルサカのANCオフィスでも、あの絵はがきは取り出す気になれなかった」

と、ぼそぼそと話した記憶はある。佐竹さんから「手渡さなければそれでいいって

ことではない」といわれたことも覚えている。そのとおりだと患った。これはわた

しの宿題だなと思った。

その宿題を遅ればせながら、やろうと思う。でも断定的な答えはださない、だせ

ないというのが正直なところだろう。これを読んでいる人もいっしょに考えて、反

論や意見を寄せてほしい。

さて前置きが長くなってしまったが、まず、この『ナイロビの売春婦』に措かれ

ている世界がどういうもので、どういう受け取られかたをするかという問題がある。

作品そのものを描いた降矢さんにも、もちろん議論に加わってもらうことを前提に

これを書いている。長々と書いてきたのは、そのためでもある。この作品がどのよ

うに受け取られるか、そんなこと受け取る人さまざまだろうし、受け取る人の勝手

だといってしまえばそれまでだが、少なくとも、はっきりと目的をもった反アパル

トヘイトのはがきにした者としてひっかかりを感じた点は明らかにしなければなら



ない。電話の男性のことばがきっかけとなって、いま、わたしはそう思っているの

だ。彼は「国内だって、とても使えないよ」と言ったのだった。ウーン。

まず、アフリカの人びとに手渡す気持ちになれなかったとき、この絵はがきをみ

てアフリカ人の女性たちが喜ぶだろうか、いやな気持ちになるのではないだろうか、

という危惧がわたしのなかにあった。それがまず一点。もしも、議論になったらち

やんと英語で反論できるだろう机　という不安もあった。場所が場所だけに、個人

的な意見として語ることがどの程度許されるかという重圧感もあった。なにせわた

しは「反アパルトヘイト市民運動の代表」だったのだから。

こういう世界を描くことはマズイことなのか、というと、わたしは必ずしもそう

は思わない。どんな世界だって措くことも書くことも自由でなければならないが、

むしろ「民族の恥」とかなんとか隠蔽する方向に議論がいくことこそ危険だと恩う。

むろんその描き方、描かれ方、提出のされ方は問題にされていいし、しなければな

らない場合も多い。そこから議論は始まるのだから。これはそういうケースなのか、

という疑問が二点目。

電話の男性は「あれはあくまで旅行者の目で描いている」と指摘したが、では旅

行者の目で他者を措いてはいけないのか、というと必ずしもそうとも言い切れない

と患うのだが（だってアフリカにかぎらず、所詮、日本人がどこかへ旅をしてそこ

をスケッチしたり、写真に振ったりして、それを本にしたりすることが全部否定さ

れるのもおかしな話だから）。

でも、あの絵に関してはどうだろう。きれいな絵だし、降矢さんは「自分でもと

ても好きな作品だ」といっていたが。制作の時点で、その辺のことをちゃんと議論

することができなかった悔いのようなものはある。これは、アフリカと自分との距

離の問題、北と南の構造を見抜く力の問題、どの立場から措く／書くかという問題

に通じることかもしれない。すごく大きな問題だ。要はだれの視点からどういう立

場で、だれに向かって書（措）いているか、だろうれアフリカをアジアに置き換

えてもいいし、おおまかに第三世界と言い換えることも可能だが、そうすると問題

はあまりにも漠然としてしまい、個別の問題として捕らえにくくなってしまうので、

あえてそういわないことにする。

だから、ここでは「アフリカ行動委員会」が1988年秋に出した、降矢洋子さ

んの絵を使った「反アパルトヘイト絵はがき」として問題にしたいのだ。

なんだか自分でもうまく整理がつかないまま、ごちゃごちゃと書いてきたけれど、

問題をもうひとつの視点から考えてみよう。
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この絵はがきを、たとえばアフリカやアパルトヘイトの内実をほとんど知らない

（意識的に知ろうとしないのかも）日本人に見せたときのエピソードをひとつ。そ

の人は、以前からの知り合いで、男性だった。5枚の作品のなかで、彼の興味をい

ちばんに引いたのはこの絵だったのだ。5枚をザットみるなり、どこか好色な雰践

気をただよわせて、冗談めいたもの青いをした。数人の男性がいる酒の席だった。

すごくいやな気分だった。「こいつ仕事がてらタイなんかに行って、タイの子ども

を買ったりしてるんじゃないのかな」とさえ思ったほどだ。そういえば、その後の

酒席はわたしの反発することばでシラけた雰囲気になったことも覚えている。

つまり、この絵は、ポッと出されるとそういうふうにも受け取られることもある、

ということだ。皮肉にも制作者の意図とはまったく逆に。制作者として、反アパル

トヘイトのための絵はがきとしては「舌たらず」だったのではないか、という思い

が少しある。つまりアパルトヘイトやアフリカのことを知らない人にきちんと知っ

てもらうきっかけを作るという目的に照らして、配慮が十分だったかどうか、買っ

た人の意見なども聴いてみたいところだ。

アフリカで、たとえば一夫多妻制とたたかっている女たち（男たちも）とか、売

買春をなくそうとしている女（男）たちにとって、この給はどういう意味をもつか、

想像力を駆使してみる必要もあるだろう。

他者としての、それも世界の経済構造として弱者の側のもっとも弱い立場にある

者を措くときの視点、あるいは紹介するときの視点には、こちらの立場との厳しい

対比が必要だと患う。はりめぐらされた罠のようなブルジョア的心理構造や審美眼

にからめとられないように、いつも自分の感覚を磨ぎ澄ましていたいと思う。もの

すごく難しい作業なので、わたしの場合、思うというよりそうありたいという希望

のようなものに近いのだが。その感覚が未熟だったかもしれない。

では、どうすればよかったのか、いいのか、俄悔していい子になって終わるよう

なことでは解決にならないし、あのシリーズはそれなりに役目をはたしたともいえ

るので、正直にいって、こうすべきだったという結論はない。ただ、あの時点で、

きちんと議論してから制作できなかったのが心残りだ。その時のわたしの力量でで

きたのは、あの程度のことだったとしかいえない。またそういうことに携わること

があるとしたら、きちんと議論して納得してかちゃりたいと思う。

人は変わる、意識の衣をいちまい、いちまい脱ぎ捨てて、変わることができる。

それが希望だ。そんなふうにしかいえないが、ハラレやルサカで感じたわだかまり

と自分自身に対する恥ずかしさ、それに男たちとの酒席で感じた憤りは、これから

も、ずっと忘れずにいようと思う。⊂召
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「一一枚の絵をまカヾきをめくきって」　に一枚噛む
連　山　　健

2～3年前製作発売した絵はがきの中に『ナイロビの売春婦』というタイトルの絵があ2′－3

リ、それをめぐって遅蒔きながら考えるので参加しないかと誘いを受けた。買春という
とに関心を持つとある会に出入りしていたことをかわれたのか、また女性グループに参加
していたせいかわからないが関心のあるテーマであるので加わることにした。しかし、本
紙に投稿するのは久しぶりのことである。

さて、わたしの感じるところはのぞみ氏の提起である原稿に（少々まわり浮くはあれ）
問題はほぼ出尽くしているのではないかと患われるということである。かの絵はがきが問
題であるとすれば「アパルトヘイトやアフリカのことを知らない人にきちんと知ってもら
うきっかけを作るという目的に照らして、配慮が十分」とは言いがたかったという事につ
きるのではないのか？酒の席で男の好色な目にさらされたという例はその典型。この手の
輩、またはステレオタイプの情報をこれまたステレオタイプ的に受容するような輩、そし
てさらにアフリカ＝野蛮という「ジャングル蕪べえ」程度の貧困なイメージの所有者、等
の方々には、まあ百害あって一利無しでありましょう。ここに上げられた人々は彼らが実
感を持ってまさに自分たちと同じように彼らも生きているということを忘れている。（自
分の妹や娘がもし売春婦であったとしてなお好色の目を向けられるか？）買春可能者しか
り、旅行者しかりである。ちな桝このぞみさん、旅行者の目で他者を描いてはいけません
よIどうしてもやりたい人は表現の限界について熟考すること†そういう意味で「行って
みりや、わかるよ」式の実践主義者は好きではない。またわたしはアフリカ「旅行」反対
主義者である。

以上今回の提起にたいしては上記の酉己慮問題にのみ反省を施す必要があると思われるが、
残りの提起に関してはさほど問題にすべき事柄ではないと患う。例えばアフリカの女性に
対し手渡すのに抵抗を感じたということが書かれてあったが、わたしとすればまず渡して
みればよかったのではないかと患う。もしその時相手が激怒したとすればおおいにケンカ
を買えばよい。「そういって非難する発想に彼女たちを民族の恥とするような傲慢な考え
方がありはしないか」・「アフリカ人の代表という立場でそうおっしゃるのは当然かもし
れないが、あなた個人としてどうなのですか？」等、言語にハンデーがあるにせよ、そう
したやりとりをすることによって新たな曲面が出てきはしないだろうか？そうした可能性
にかけてみることが新たな関係への懸橋にならないといえるだろうか？もう集団対集団と
いう問題の建て方には形骸化した答えがすでに用意されている、ということに気づくべき
だ。この駄文に副題を設けるならば「ケンカのススメ」ということしたい。これはある意
味では楠原氏へのアンチとなるかもしれない。つまり氏いはく「ちび黒サンボの作品とし
ての良さがどうこういうのではなく、当の素人が嫌だといっているということが優先され
るべきではないのか」。これがさんざん黒人との間の議論を通じて得られた結論であるな
らば問題はない、しかしこちら内部での「配慮」からくる細論であるならばわたしは支持
したくない。これは悪しき事なかれ主義の始まりであり、見かけは「配慮」であるがその
実他者をコミュニケーションの相手として見傲していないという、転倒した過剰加害者意
識である。まず彼らに対し話を聞こう、しかしそれだけではない（大抵ここで終わって、
自らの存在を悩むというパターンが多い〉そこから素朴な質問をしよう、そして相手が間
違っていると思えば遠慮なくケンカをふっかければ良い。こちらも彼らを人間と見傲して
いないと同時に、彼らも親らを人間と見傲していないのだ。新たな関係を模索するために
はケンカは不可欠lジャンジャンやりましょう、お互い人間になるために。

※映画のなかでピコが白人警官に「何を恐れているのか？もう少し近付けば我々黒人も
弱い人間であることがわかるだろう」と言った。これが忘れられない。
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ノ＼物画のなカヽの、　売春婦の系会

降矢洋子

茄子でも、胡瓜でもなく「人間」を絵にした時、作者の人間観が問われるのは当然であ

る。神が画かれた時、宗教観が問われるように。だから、今臥私の人物画である“A

StreetWalker’’がさまざまな人達に、人間に就いて何かを考えさせるきっかけを与え

たとすれば、そして私に問いかけがあったとすれば、作者としての私はとても嬉しい。

ただし、今回の取り上げ方に関しては、問題点のありかが私にはちょっと見え難い。

売春婦を絵にしてはいけないと言うのだろうか？売春婦を絵にする点では異論は無い

が、私の表現の仕方が問題だと言うのだろうか？タイトルさえ変えればいいと言うの

だろうか？売春婦は人間ではないと言うのだろうか？アフリカには売春婦は居ない

と言うことなのだろうかつ　売春婦が居ても、私達善良な市民には関係ないでしょ、と

言うことなのだろうか？　皆さん何が言いたいの？

かつて大阪の個展会場で、この絵が含まれている絵葉書セットを売っていたら、「売

春婦の絵は要らない」と言って、五十代の男性だったが、一枚抜き取って置いて行かれ

た事があった。なぜ要らないのれよく聞いてみればよかった。彼は男だから、売春婦

の桧を買う事は、売春婦そのものを買う事と同じだと、思ったのかも知れない。江戸時

代、浮世絵の連女の絵を買っていく男達の中には、確かに「これで我慢しよう」と、遊

女を買うようりは遥かに安い値段で育横の「美女」を買っていった人達も居たようだか

ら。けれども、私の制作した“A StreetWalker”は、そういう遊女絵とはちょっと達

うんじゃないかなア。

今でこそこの絵のタイトルは英語では上記の如くであり、日本語では「ソマリから来

た女」となっているけれども、当初は「ナイロビの売春婦」、英語では“AProstltute

恥碓mlnNalrObl”（NairoblにはAT阻1eprostltuteもいた♯）だった。私が付け

たタイトルであり、実際私は、ナイロビの街で出会った売春婦を絵にしたかった。出来

上がったばかりのこの絵が、私の個展に最初に登場した時の事も忘れられない。見に来

たケニア人の留学生がとても優しい声で、「このタイトルは止めてほしい」と言った。

「なぜって、ケニヤに就いても、ナイロビに就いても、勿論アフリカに就いても、まと

もな情報が殆ど入って来ない日本で、このタイトルでは日本人の誤解を招くから」と。

「それにこの女の人は、実際ケニヤの人間じゃないでしょう？」と言う。全くその通り

だった。この女はソマリから来た女。内乱の、アフリカの角（つの）と言われている祖国で
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は食うに食われず、陸路伝いに徒歩やヒッチで逃れて来た難民の一人なのだ。一方アフ

リカのショウウインドウと世間から椰捻されているケニヤのナイロビは、はた目には政

治的安定と、そこそこの繁栄を保ち、近隣の政争や内戦に明け暮れる貧しい国々から人

々をひき寄せるのだった。この様な人々の不幸な流動は、ここだけに限らないのだが。

ナイロビに行けば何とかなるとやって果ても、言葉も話せず、特殊能力も無く、貧しさ

と混乱の中で教育を受ける機会にも殆ど定まれなかった人々にとって、他国で仕事をみ

つけるのは難しい。私はナイロビの場末、リバロードの近くの安宿で彼女と都塵を隣り

合わせた。ナイロビで一番巾を利かせている言語の英語を、彼女は殆ど話せなかった。

一年目に会った時、彼女は若かった。翌年同じ宿で再び会った時、その若さは六割がた

失せていた。驚くような老け方だった。その代わり英語とキクユ語が少し話せるように

なっていた。こういう女達があの界隈には随分居た。生きのぴる為に、自分の生まれた

土地を出て食いつないで来た女の、当然持つ表情をしていた。彼女は自分でソマリを出

て来たのだけれど、それは自分の選択ではない。なぜならあの国の政治が、彼女から彼

女の土地を奪ったようなものだから。勿論その「政治」も、彼女らが自分で選んだもの

ではない。

彼女は兼だ若いし、「悲しくって、淋しくって、死んだ方がまし」などとは思ってな

かった。後戻りできない人生を一生けんめい生きていた。夜中に大声をあげて客である

男をドアの外へ放り出したり、時には気の合った常連の男と何か話しては、楽しそうに

笑っている時もある。彼女と同性である私は、彼女を買うサイドに立って見る事はでき

ない。寧ろ彼女のような環境に追い込まれた時、私や、私の娘が、あんなふうにして食

べていかなくてはならなくなる事が、可能性としては十分にあると想像できる。結婚す

る男をつかまえる為に早朝起きて朝シャンして、化粧に精を出す日本の女の子達と彼女

との間に、そう距離があるとも患えない。

売春婦を絵にするからと言って、売春することそのものを私が肯定しているのではな

い。それは、兵隊を絵にするからと言って戦争を肯定しているわけではないのと同様に。

要するに売春婦も兵隊も人々の中の一人であって、神でも悪魔でもない。重要なのは一

人の売春婦や兵隊を勤かしている、その背景の社会的なカラクリ、それを画家は自分の

感性できちんととらえて置く必要があるという事ではないだろうか。

彼女が時々見せる、生きる女らしいヴァイタリティとれ色気とか、そしてプライド、

そういうものをこそ、悲しい目の表情を持つこの絵の女を通して、私が最も表現したか

ったのだと斡調して終りにしたい。　　　　　　　　（1991／8／13）

霊　売春をする男　（編集部註）
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ナイロビの女性」に春せて

福島　富士男

あの絵はがきは」昨年か昨年の学闊祭のとき、学生たちが反アパルトヘイ　トグノズの

一つとして売っていたのを買ったものだ。rナイロビの売軸」は5枚セットの間に挟ま

れていて、パッケージの外からは見えないようになっていた。中を開いてみて薫いた。ど

うしてこういう絵はがきを売ることができるのだろうカ＼自分の目を思わず掌った。即座

に「これは使えないよ」と言ったのは覚えている。それから、ずいぶん経って、いまこの

文章を書いている。何度か雷き直したあとだ。

何度書き直しても、私にはrナイロビの売春勤という絵を措いた人の事情も、それを

絵はがきにして売った人たちの事情も理際することができなかった。ふつう何かについて

文章を書く際には、何らかの対話が論じる側と対象との問に生じるものだ。それが全然な

いのだ。すこしも深まっていかない。こちら側の論理の正しさだけが、書き直すたびに鋭

くなっていく。そして気がつくと、自分が正義の味方になっている。それは、たとえば日

本の軍国主義を断罪する文章の紋切り型の調子ととてもよく似ているのだ。それがいやで

また書き直すという繰り返しである。

何度も書き直してみて思うのは、これはみんなで議論するような闘踵ではないのではな

い机ということだ。もちろん、「ナイロビの売春婦」には開廷がある。しかし、それは

そこから何かしらの発展性を引き出せるような闘糎なのだろうカヽある意味で、この絵は

がきは「許されないこと」を犯してしまっている。もちろん、掛こ措かれた女性に対して

だ。絵はがきを送って、事情を説明し、謝罪する。それ以外の解決策はないように思う。

しかし、もし私が当事者だったら、こんな忠告を受けてもなんとかしてこの「点だけは回

避しようとするに違いない。相手の自尊心は傷つけても、できるなら自分の自尊心は傷つ

けたくないからである。しかしそれは弁解がましい農産であって、自分のせいで相手を傷

つけてしまったときには、まず自分の井を謝るというのか、同じ社会に生さる者同士の間

でのルールである。

まずは、解決策を述べてみた。この解決策は、議論の末に出てくる結論のようなもので

はない。最初から明白なものなのだ。この解決策を受け入れたくなくて議論を始めれば、

それは歪んだものになってしまう。自分の自尊心を守るための議論になってしまうだろう。

したがって、以下の文章は、とりわけ私たち日本人が「ついうっかり」犯してしまうこ

うした行為をすこし丁寧になぞって見る。自戒をこめて、できるだけこうした事桝が減る

ようにと凝ってである。しかし、くどいようだが、解決策はすでに述べた通りである。
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まず、いくつかの段階に分けて、私にとってこの絵はがきは何の存在意義もないことを

説明してみよう。この絵はがきに対して私はひどく憤ってしまったのだが、それはこの絵

はがきを生み出した適蜘こ向けられている。給はがきの買い手であった船上、その

過程を逆に辿ってみる。

私は、商品としてこの間趣を手にした。私には「売春婦」という言垂が印刷された絵は

がきを、誰にも送れない。手にしたとき、踏み絵を静まされる思いがした。商品なのだカ、

ら、それなら買わなければよいという反論は、この場合はあり得ない。この5枚セットの

絵はがきは、発売元がアフリカ行動委員会であることによって、実は通常の商品以上のも

のが要請されている。「反アパルトヘイト」の運動団体であるからだ。（皮肉ではない。

念のため。）いまになって思うのだカヽおそらくこの絵はがきを他の4枚の間に挟んでパ

ッケージにしたのは、この点に気づいた人の配慮だったのではなかろうカヽ

原因のひとつは、したがって、商品の問題すらクリアできなかったことである。非常に

大切な点である。通常の商品はこの点で厳しくチェックされている。絵はがきとして商品

化されることで、この縁は公共性を獲得してしまう。だから、この公共性の諭が関わっ

た人のだれかにあったら（写植臣さんの女性にはあった）、ことなきを得たかもしれない。

そうすれば、おそらく、商品化しないで礪するなり、描き直すなり、という方向が見え

たかもしれないと思う。念のために言っておくと、決して題名さえ変えれば．ではない。

たとえば、かレビスの商標やちびくろサンボがはらんでいる間臥これと同じ公共性の

一点に関わるということを思い起こしてほしい。

商品としての問題は、払たちが何か行動を起こす際にきわめて重要な示唆を与えてくれ

るものでみる。だが、残念なことに最終の段階なのだ。商品が公共の空間に放たれてしま

えば、もう取り返しがつかない。

つぎは、言藁の問題である。不正確な用語としての「売春嫡」である。「売春婦」とい

う言葉は、普察・法律の用語として用いられることはあっても、日本語の日常の使われ方

のなかではすでに死語であると私は思う。誰も、日本のどこそこの観禁街の風俗産業で働

く女性たちを指して、どこそこの「売春婦」などという言い方はしない。したがって、こ

こでのこの言葉の使われ方には何らかの意図があるように、私には患われる。

私がこの絵はがきのタイトルに感じるのは、日本にはないものがナイロビにはまだ存在

しているという意識である。もっと正確に言うと、日本には存在していて欲しくないが、

ナイロビならあってもかまわないし、むしろあるほうがナイロビらしいという意識である。

こうした意識に裏打ちされた屁理寵にはよく出喰わすから、おそらく、これはかなりの数

の日本人が共有している意識ではないのだろうかb台湾、マニラ、ノヾンコクのイメージは、

日本人のそうした意識のなかで作り上げられてきたのではなかったかb　もちろん、私もそ
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うした日本人の∵人なのだから、自戒を込めて言っているのだ。

最後の点は、絵そのものにかかわる。私は「売春婦」という言葉だけに反対しているの

ではない。たしかに、「売春婦」という語がなければひょっとしたら気づかないで見過ご

てしまったかもしれない。しかし、この絵がはらんでいる差別性はすこしもかわらない。

私が一番気になったのは、ある人物の絵を措いて、その絵に社会的に負のイメ…ジしか持

たない名称を与えるという手続きの不当さである。この絵はがきの制作途中での写植臣さ

んの女性の発言は、まさにこの手続きの不当さに触れたものであったと思う。たとえば、

日本やアメリカの事柄について、負のイメージしかもたない言葉を使った同じような場合

を想像してみるといい。

描き手は画材を求める。私的な欲求である。画材は描き手の内部でさまざまな検証がな

されて、公共の空間に放たれるものだと思う。しかし、絵のなかの女性の不自然なほどに

伏日がちな表情に、そのような検証がなされた痕跡を、私は認めることができない。その

衷情は、彼女の意志とは無開旅にどこか一方的に押し付けられたものだ。‾売春婦」とい

う題名も手伝って、彼女はまるでビンで止められた標本の昆虫のように身動きできないで

いる。そうさせているのは、日本にはもうなくなってしまったものという描き手の視線で

あるように、私は思う。それが、この絵を「閉じられた」ものにしている。この絵から何

らかの対話が生まれそうには思えない。絵のなかの女性は言葉を与えられていない。ある

いは、自分の言葉を失うように要請されている。そのことはこの絵の制作の過程で、実質

的な意味での対話がなかったということを意味しているように、私には思われる。色づか

いのなかに、かすかな動きカ感じられるのだが、それにしても「売春婦」というモチーフ

を前にして、措き手が覆えているのがうっかり画面に出てしまったということかもしれな

い。それを、見る者によっては、絵のなかの女性の感情らしきものの動きのように、誤っ

て感じるひともいるかもしれないが。

この手続きの不当さによって、描き手はモデルになってくれた女性とのあいだで、おそ

らく生じたかもしれない人間的な交わりも、アフリカの大都市に生きる人々への柔らかな

視線も、すべて失ってしまったように患う。あの捻はがきを彼女に送ることはできないだ

ろう（最初に述べた解決策が受け入れられれば、送ることができる。）だが、世界は狭い。

絵はがきが、彼女の、あるいは彼女の知り合いの、日にとまらないという保証はない。

ある女性を「売春婦」と見なして「売春婦」という吾妻を発することと、日本政府高官

たちの他民族蔑視の人種差別発言と並べてみると、これら二つの言説の構造はとてもよく

似ているように患う。もし、これで「実は、本意ではなかった」とか「舌ったらずであっ

た．とかいうような弁明でも出てくる後日談でもあれば、そっくりということになる。し

かし、いずれの場合も、公共的であるはずの部分に私的な欲望や内輪の事情（アフリカに
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行って絵を措くというのも、そのひとつ）が臆面もなく澄み出していく、現在の日本の言

説のレヴェルを見事に再現しているように思う。言っていいことと言ってはいけないこと

の区別がすこしもわきまえられていない。おまけに、「売輔」という言葉をためらいも

なく尭することが、相手の存在を定める行為であり、差別を作り出す社会の模造に手を貸

していることだと、すこしも気づいていない。自分とは全く関係のないものだと、はなか

ら思い込んでいる。

だが、どんな社会であれ、他人の生は自分の生の可能性なのだ。自分がそうなり得たか

もしれないものなのだ。このことを忘れてしまえば、市民運動であろうがフェミニズムで

あろうが、男たちの買春ツアーと同じものを反復してしまう。元気な女たちが除くアジア

・アフリカの世界が、男たちが活いたアジア・アフリカを見事になぞることになる。ニッ

ポンのなかの同じ空気を呼吸しているのだから、むしろその方が考え方としてはあたりま

えである。と言いつつ、私も呼吸していることに、はたと気づいた。この点もまた、自戒

をこめてである。

私は、ナイロビの女性を身動きできないポーズに抑え込んだ描き手の視線の延臨上に、

日本の「善良な」市民の報をみる。その視線は、歴史に即して言えば£廓の少女たちに

はじまり、からゆきさんや朝酪人従軍監安婦をへて、戦後の赤線青線の女たちや米軍基地

周辺に集まった女たちが浴びせられてきた視線と同じものだといってよいだろう。そして

いま、日本の「善良な」市民の視線は国境を越えてアジア・アフリカへと広がって行くと

いうことになるのだろうか。

私はナイロビの女性の存在蕗をあますところなく措いて欲しかったと思う。そのために

は、社会の差別の模造をも措かれなければならないし、その過程で表環者はみずからの意

識を切潔しなければならないだろう。ヨーロッパに出掛けて行って、措いてきた風票膏を

デバ」寸で売ることはど簡単ではない。しかし、それ机すくなくとも差別を反復しない

惹匿であるし、差別に手を貸さないということである。そのことカもこの場合にはすでに

芸術性の一部になっていたのだと思う。

もう一度、自戒をこめて、解決策を操り返しておく。人を傷つけてしまったら、まず謝

罪すること。
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反アノヾルトヘイ　トの系会ノ＼ガキるこ

売春女肴の来会カミあーつたってレヽレヽじゃなレヽの

田村幸子

「ナイロビの売春婦」の絵ハガキ、私も持っています。その裏にはスーダンのミュージ

ッシャン、ハムザ・ウッディンさんのサインが書いてあります。ハムザさんにサインを

もらう時、手持ちの紙がなく、誰かが持っていたJACCの絵ハガキの一枚をもらった

のがそれです。その時はタイトルに気がつきませんでした。後になってつくづくその給

を眺めた時に、それが眼に入りました。それを見て私は「オッ、そうか」ただ、そう患

っただけです。なぜなら、私はそれまでにナイロビの売春婦についての「知識」があっ

たからです。ナイロビの売春婦は、日本の様に経L織におどかされ収入を巻きあげられる

という陰湿で悲惨なものでなく、イロ人の「職業」であるということ。陽気で「お客さ

ん」が気に入ればお金を取らずに、自分の家にいそうろうさせて面倒までみてくれる気

のいい人達であるという事。私はそれらの事を、ある人のエッセーや、別のある人の写

真の作品等で知りました。それはあくまでもある人連からの受け売りにすぎないし、男

の人が見た彼女たちの姿であり、多分に脚色もあるかもしれません。

そんな知識があったせいかどうかその絵を見た時、その女の人の眼が深い裏しみをた

たえているとは思いませんでした。ただ、私が持っていた彼女等のイメージよりは、日

本的でやさしい眼をしていると患ったものです。

くぼたさんの文を読んでもどかしかったのは、くぼたさんをこの間題に面と向かわな

くてはならない気持ちにさせた電話の男性の言葉や、酒席での男性の言葉が具体的にか

かれていない事です。一体、日本の男性はあの絵のタイトルを見てどんな事を患うもの

なのか知りたいと患います。

隆矢さんがどうしてその女性を措きたかったかという事も知りたいと思います。

くぼたさんがジンバブェで、アフリカの女性達にその絵ハガキを渡す事ができなかっ

た気持ちは分かります。分かりますが、アフリカの女性達はそういう職業を持った女性

たちをどう見てるのでしようか？　さげすみの眼で見ているのでしょうり　そういう女

性を他国の人間が措いた事に怒りやぶじよくを感じるのでしょうか？　そういう職業が

存在してしまう社会、現実をどう思っているのでしょうか？　それも知りたいです。

おととし、ひと月かけてオマーン、タンザニア、ケ二ヤヘ旅行した時の事です。モンバ

サの海岸に向かって歩いているつもりの私達は、いくら歩いてもたどりつかず、私達の

すぐ前を歩いている二人連れの女性達にたずねる事にしました。知人がたずねると、彼

女達も今日ナイロビから来たばかりで分からないという事で、彼女達は車で通りかかっ

た人にわざわざ道を聞いてくれました。後で、知人は言うのです。あの二人の女性は売
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春婦のお姉さんかもしれないって。「ナイロビにはあーいう人がいるよ」って。でもそ

の二人が本当に売春婦かどうか確かめることなどできる訳がありません。その二人は、

派手ではあるけれど、ものすごくア力抜けていて、格好よかったのです。その後、私は

ナイロビに行ったけど、彼女達程シャレた人達には会う事ができませんでした。

くぼたさんが問題にしている事とははずれますが、ケニヤを旅行していて気になった

のは日本女性の行動です。旅行に行く前に、日本人の女の子は、金はあるし、気軽に男

性とつきあうから、ケニヤの男性が、日本の女の子というと寄ってくるという話を聞い

て出かけたのですが、それを実証するかのように私もいろいろ声をかけられました。中

には会って10分もたたないのにプロポーズしたおかしな男性もいました。悪い冗談で

すが、日本人のキヤピキヤピギャル（古いかなァ）がナイロビの売春婦さん連の仕事を

おびやかしたりしてないかしらなんて思ってしまいます。

くぼたさんが降矢さんと絵を選んでいた時、「ナイロビの売春婦」というテーマとタ

イトルがちょっと気になったのはどうしてですか？くぼたさんはその当時「売春婦」

をどう思っていたのですか？この事が、この間題において重要な事ではないかと私は

思います。反アパルトヘイトの絵ハガキに売春婦の絵があったっていいじやないの。彼女

達だって同じ人間です。人間としてがんばって生きているんだから。と私は思うけど。

絵という事で言えば古今東西絵のなかに「娼婦」を掛、た名画ってあるんじゃないで

しょうか？今、浮かんでこないけど‥‥　　　　　　（1991・7・10）

▼　読者からのインフォメ】ション　▼

ネルソン・マンデラ氏の肖像を措いた切

手は、1978年にケニアから発行されたこと

があるが、釈放後初めて発行されたのがこ

の切手である。モーリタニアから1990年12

月10日に発行。図案はマンデラの肖像とア

フリカの地図に平和の鳩である。額面単位

は85um。印刷版式は平版。

（板橋区　長谷川さん）
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回　ア三豊盈慧勤王よ判する】　高林敏之

個人攻撃というのは余り愉快なものではない。ましてその相手が長年にわたってアフリカの紹介に尽力
してきた人物となればなおさらだ。しかし、その言動が明らかに有害なものとなっている以上批判する
ことは必要である。
土屋哲・明治大学教授。著名なアフリカ文学研究者であり、最近はナイロビ大学名誉教授という肩書が

併記されることの多いこの人物の名は、アフリカに関心のある人なら一度は聞いたことがあると患う∴著
書・訳書多臥また朝旧新聞等や、最近は潮出版社のような創価学会系メディアを通じて論説等も多く発
表している。それらの中で彼はアパルトヘイトを怒りに満ちた粛子で糾弾する。南アの詩人オズワルド・
ムチャーリ氏の来日（今年6月）にあわせて出版された『慄たちにもチャンスをおくれ』（潮出版社、91

年5月）でもそうだった。彼の「正義の士」ぶりに純粋に心打たれる人も多いはずだ。その彼が「ホーム
ランド独立」という邪論を唱えているなど、にわかには信じ難いことである。
彼は199畔9月に刊行された著書『アフリカ抱擁』所収の「マンデラの釈放と南アフリカ」（初出は『

正論』90年4月号）という論説において「南アフリカ白人政府は率先して、集団地域法を廃止し、同時に
黒人に参政権を認め、一人一票制を導入する、その見返りとしてホームランドの独立承認を世界各国から
取り付ける、そうすれば晴れて国際社会に復帰できることにもなるのだ」（p20り）と主張しているのであ
る。この提案の理由を彼は以下のように述べる。

「南アフリカ政府中央統計サービスがまとめた、1987年6月未現在における南アフリカの推定人口は、

アフリカ人（黒人）が2013万2千人、アジア人（主にインド系）が91万3千人、カラード360万9千人、

白人491万1千人となっている。このアフリカ人人口の中には、ホームランド住民、1344万7701名が含ま
れており、これを切り離せば、残る都市黒人は約666万人になる。これは、白人人口とほぼ桔抗する。そ

してこれは一人一票制を導入しても白人にとってはそれほど脅威にはならない数字であり、白人の危機感

も大幅に和らぐのではなかろうか。」（p199～200）

彼が井上年弘民らのように、ホームランドはどの人口密度の壇はたくさんある、などと言って、それを
臆面もなく擁護して㌧＼号キうな人物なら、そのような主張をしてもまあ仕方あるまい。ところ粥皮は同じ
文章の中で「黒人を部族別に法律で強制的に原住民指定地（現在のホームランド）に追いやった原住民土
地法」（p198、傍点著者）と記述しているばかりでなく『アフリカ抱擁』所収の他の論説でも以下のよう
に述べているのだ。

「だがここで重大なことは、ポタがあえてホームランド（注を省略）に住む黒人と都市黒人とを区別し
ていることだ。ここでも白人特有の身勝手な分断政策が顔をのぞかせている。J（p175－6）

「白人政軒がいかに都市黒人だけを体制の中に抱き込もうとしても、ホームランドに住む黒人も都市黒

人も〈棍っ子はひとつ）、同じアフリカ人である。いやというほど煮え湯を呑まされてきた分断政策には
絶対反対なのだ。」（p176）

おまけに彼は、ホームランドの不毛ぶりをうたうジェイムズ・マシューズの詩を2度にわたり引用して
さえいる。（plH、p156－7）

つまり彼は、ホームランド政策の犯罪性も、それを象人たちが批判していることも知っているのであ
る。規にr“個別発展政策”とか“ホームランド一構想によっては、人種間題はいっさい解決しないこと
を私たちは知るべきである。」（pl19）と断言している。にもかかわらず、特樺を享受する白人の危機感
を和らげるという理由だけで、自ら「身勝手な分断麟」と糾弾するものに迎合するとは、まさしく犯光
行為ではないだろうか。

おまけにこの説の桃となっている1987年6月現在の南ア政府中央統計サービスによる人種別人口デー

三戸讐三雲詔選評君至だ規渋翳ノ賢左ズ，㌫諾宗簑禁芸名ヲ豊
を基に都市見入の人口は1286万6197人と算出されている。＋一一見して分るように、『アフリカ抱擁』での都

市黒人人口の算出に老いては、もともと「独立」ホームランドの人口を引いてある数字から同じ人口が
2度引きされているわけで、彼の「ホームランド独立」論は誤った根拠の上に成り立っていることにな
る。人間誰しも聞通いは犯すものだが、このような重大な意見を述べるにあたって基礎的なデータの点検
もしないとは、なんと無責任な話であろうか。



アンチ・アパルトヘイト　ニュースレター　　　　　　　　　　　1991年8月1［】発行　第三種郵便物認可　吐乳

加えて彼はr1960年代後半に、レソト、スワジランド、ボツワナの三つの国がイギリスから独立した先
例もあり、南アフリカ政府がアパルトヘイトの全面廃止を決断すれば、この（ホームランド独立の一筆
者）承認の取り付けはそれほど難しい問題ではないように患う」（『アフリカ招請』p2㈹）と述べている
が、これら3匠の独立は∴基本的に現地住民の植民地独立運動の成果であり、それを同一国内での強制隔

離にすぎないホームランド「独立」と同列に扱う土屋氏は、3回の独立闘争を侮辱しているといっても言
い過ぎではあるまい。

土屋氏が「反アパルトヘイト」を表明する以上今までに述べた事柄に関する公式な形での釈明が必要
なはずである。しかも彼は、アレックス・ラ・プーマとのr深い親愛と友情」（『アフリカ抱擁』p193）
をはじめ、南ア人を含む多くのアフリカ人との友鴨を幾度となく語っているのだから、彼らの友情を裏切
らぬためにも、秋期は－旭必要になる獄ずだ。にふかかわらず新占『僕たち－』の中でも奴は相変らずア
パルトヘイトに悲憤憤慨しているが如き文筆をふるい、ムチャーリとの友情を殊熟こ述べたて、上記の
データすら何の断りもなく正しているのである。
のみならず土屋氏はアフリカ人の「友情jを利用している節すらある。例えば『僕たち－』にしても
「彼（ムチャーリー筆割の仕事をぜひ日本に紹介したいと思っていたJ（p235）との言とは強腰に、全

体の約三分の一（「はじめに」、i章、Ⅲ章、あとがき）は土屋氏の筆になるものであり、ムチャーリ編
のソウ工トの子供たちの日記を収めたIl章（全体の約三分の二）の随所にも氏の「所感」が織り込まれて
いて、解説というにはあまりにも冗長である。しかもムチャーリ自身の言葉は11章の序言と、土屋氏がい

くつか引用する詩ぐらいしかない。彼に本気で「わが友、ムチャーノ」を紹介する気があるなら、自分の
解説はもっと短くまとめたものにし、この日記集も含め、ムチャー」ノの詩や評論などを編集した作品集を
つくって、ムチャ川－リ自身の言葵で南アを語らせるべきではなかったろうか。これではムチャーリを利用

して自分の名を売っていると言われても仕方あるまい。
ANCとの交流について語る時もそうだh彼はラ∵プーマの紹介状が緑でANCザンビア代表部の関係

者たちと酒をくみ交わしながら語り合ったというエピソードを『アフリカ抱擁』の中で二度繰り返してい
るし（p193－4、280）、酒を飲まないはずの（マツイーラ氏自身及びANC東京代表部スタッフの言）マ
ツイーラANC駐日代表と「ふたりきりで酒をくみ交わし」たとすら公言している（p197）のだが、驚く
べきはANC東京代表部の設置を自分のおかげであるかの如くほのめかしていることである。

「なおPLOの先例もあることだから、ANCの代表部を日本にも置いたらどうかと提案して、「それ

はグッド・アイデアだ。日本は重要な国だからさっそく検討してみよう」という前向きの答えを得たの
も、このルサカのANC本部でのことだった。その後19＆＆年に、東京にANC日本代表部が開設された
が・この私の提案が何がしかの刺激になってのことなのかは知る由もないが、ともかくアレックスに対す
る何よりの餞けとなったことでうれしい。」（p194）

このような言動自体がANCを自己の売名のために利用しているといえるし、またANCとの「仲の良
さ」を強調する以上矧こ述べた黒人への背信ともいうべき言動について公式な釈明を行うのがANCに
対する責任というものだろう。
筆者は以上の内容を含む質問の手紙を、7月15目付、8月1日付の2度にわたって上屋氏に送付した

が、8月2帽項在、何の返答もない。
「アフリカ抱擁」とは何と気楽な言い方であろうか。「アフリカが、またまた面白くなりそうである」

（『アフリカ抱擁』p208）とは何と呑気な言葉であろうか。彼の視野には、飢え傷つけられ殺されるアプ
リ九民衆の姿は入ってこないらしい。「抱擁」どころか、現在の土星氏はアフリカを侮辱し背信行為を働
いているのではないのか。

7月26日付朝日新聞「論壇」で、土屋氏は日本の南ア政策に関する提言を行った凸彼の主張の中には
「里人の地位向上を優先する強力な施策を迫」るなら、経済剃排除等に「大組成である」という考えが

含まれているようだが、アパルトヘイト諸法が廃止されたといっても、黒人の地位向上に絶対不可欠なは
ずの土地改革や、アパルトヘイト下で奪われた土地の補償、さらにそれを推進しうる、完全な一人一票制
伯人の特権を許さない）に基づく議会の創設すら進まない状況ではその主張が本末転倒であるのは言
うまでもないことだ。何よりもそのような提言をする以前に、彼は自分の言論の影響力を認識し、自分の
無責任な言動にきちんと決着をつけるべきではないのだろうか。
反アパルトヘイト運動が岐路に立たされている今だからこそ、「反アパルトヘイト」を自己宣伝に利用

しゝ結架的にアフリカ人の闘いを侮辱しているこのような「書名文化人」の言動を我々は暫成しなければ
ならない。
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