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私たちは、9月26日に瞞ア・暴力事件の背景私たちの課題を問い直す』という集会を開催しまし

た。本号は、その集会の桶をお伝えします。基綱翫よび集会確認は当日斬されたものを、内田

さんの報翫テープから起こしたものを、田中さんと離さんの報告は話をもとに書き下ろした文章を

掲載いたしました。　　　　　　　　　　　　　（アフリカ行動委員会）

闇暇如暇m払胴は阻奴別路耶描郡油糾膵椚描別は別捕

りさ　∫こ　確　言やl

私たちは、1992年9月26日（土）「南ア・暴力事件の背景一一私たちの課題を問い直す」

簗会を開いた，ユ991年、南ア・デクラーク大統領によって「アパルトヘイト終結宣言」が出さ

れ、南アは民主化に向かうように患われた。

しかし様々なかたちで「暴力事件」が続発している。アパルトヘイトと闘う南ア民衆は、現在の

政治的暴力を白人少数者による「全面戦争」と見、歴史上、最大の危機に直面していると語ってい

る。私たちは南ア・白人政権は、対話路線による南アの民主化をめざす者ではなく、暴力を巧みに

使って、権力の保持をはかっていると認識する。アパルトヘイトは保持されているのである．

このような事態にあって、私たちは、南ア民衆との連帯をめざし、次のことを確認する。

1　アパルトヘイトは終結しておらず、南アの黒人たちの基本的人権は、全く保障されていな

い。

2　デクラーク政権は、あらゆる形の「暴力」と黒人間の分裂を引き起こす行動をやめ、話し

合いの場につき、正義溢れる「民主的南ア」を実現させる努力をすること。

3　黒人を中心とした「被抑圧者」の解放に向かってあらゆる活動を展開していくこと。

4　民主南アの将来を担う子どもたちの諸権利を守るために、援助、交流をすすめていく。

5　「名誉白人」の地位を返上する。そのため、経済制裁を含め、南アとの日本企業のありか

たを問うこと．

6　南アの民衆の闘いに学びつつ、日本の中のアパルトヘイトを取り除き、真のパートナー

となり、全ての民衆があらゆる権利を保障され、共に生きていく社会をめざす。

7　共に解放され、南アにおいて、あるいは日本において、人間として生きる喜びをもって出

会うことを実現するため、それぞれの生活の場で生きる。

1992年9月26日　　日本キリスト教団会議宝にて

アフリカ行動委員会

日本キリスト教団社会委員会

参加者一同

音節地軸盛衰耶盛春海珊各藩感触鰍触羽
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基嗣告　知ルけ－シップを粛好

今日の南アの状況にあって、私たちが問われていることは、どう南アを見、南ア民衆と

かかわっていくかである。私たちは今までのかかわりの歴史をふりかえり、何をめざして

きたかを確認しつつ、課題を問い直し、そして私たちのありようを求めなければならない。

①　私たちの反アパルトヘイト市民運動は、1963年「南ア人種差別反対実行委員会準備会」

に始まり、1969年の「アフリカ行動委員会」、1986年の「日本反アパルトヘイト委員

会」の結成へと進んでいくのであるが、その基本姿勢はまず、アパルトヘイトの撤廃を実現し

ていくにあたって、日本のかかわり、特に政府や企業の南アとのかかわりをただしていくこと

にあった。日本は南アの白人社会を支持、支援する中で、日本の「繁栄」を築きあげてきた。

この駄本のあり方を問い掛ナると共に、南アの白人や日本の政府・企業、更に、無自覚のうち

に南ア白人を支援する市民によって、差別され、人間としての尊厳を奪われ、生活を根底から

破壊されてきた黒人との連帯をつくっていくことであった．また、そのような生活を強いられ

ている中で、解放に向けてたたかう黒人との連帯をめざしてきた。彼らは、日本政府・企業の

みでなく、私たちの生き方にも挑鞍してきた。つまり、反アパルトヘイト運動は、日本社会に

住む私たちにとって、自らのありようを問う運動であった。私たちは、微力ではあったが、こ

の方向で運動を展開してきた。

◎　窯人たちの生と死を賭けたたたかいにあって、南アのアパルトヘイト政策は、崩壊の兆しが

見えてきた。アパルトヘイトの解体は、デクラーク政権の意志であったのではなく、黒人のた

たかいと世界の経済制裁などを訴えてきた反アパルトヘイト運動によるものであると信じる。

1990年のネルソン・マンデラら政治犯の釈放、ANCなど反アパルトヘイト団体の活動

規制解除、1991年のアパルトヘイトの根幹をなす法の廃止に続き、同年、新憲法制定をめ

ざして、デクラーク政府とANCが主導する「民主的南アをめざす会議」（コデッサ）が開催

された。

③　この時期、「部族間闘争」という言葉がひんぽんに使われ、南アの間男はアパルトヘイトの

みでなく、「部族J間の争いが問題なのだ、との印象が広まった。「部族」という言葉を使う

こと自体、差別そのものであるが、「部族間闘争」と言われる今日の事態は、黒人間の争いな

のだろうか。私たちはアパルトヘイトの本質を見なければならない。アパルトヘイトは白人と

と黒人を分離するだけでなく、黒人間をも分裂させることを狙い、諸民族が共に生きることを

力をもって阻止してきたのである。「部族間細争」は南ア政府によって作られたものであると

言わなければならない。白人の富と地位を守るために起こされた、政治的暴力なのである。つ

まり、デクラーク政権は現状を最大に維持しようとして「連邦制国家」の樹立をめざし、その

ために黒人間の分裂をはかり、「ホームランドJをも巻き込んだ多数派工作をすすめているの

である。

長年に渡って黒人の人権を奪い、搾取してきた白人政権は、アパルトヘイト法もアパルトヘ

イトを基とする精神もアパルトヘイトによって立つ生活も、すべて間違いであると悔い改め、

それらを捨て去ろうとしているのだろうれ彼らが自由な民主南アをつくろうとしている、と
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思ってはいないだろうか。自由南アの実現には解放あるのみである。今日、黒人たちの涙と汗

により、解放の兆しが見えてきたのではあるが、まだ解放の途上にあり、白人のアパルトヘイ

ト維持のための攻撃は巧妙な形をとり、ますます強くなっていると認識する。

④　日本は南アにおいては「名誉白人」の地位を与えられ、経済関係においてはアパルトヘイト

の最大のパートナーとして、白人政権を支えてきた。私たちの生活は、南ア黒人の犠牲の上に

成り立っていると言うことができる．
一方、日本内ではどうであったれ　自衛隊はカンボジアの国連平和維持括動（PKO）に参

加する。更に自衛隊法を改め、PKOへの参加・協力を自細の本来任務にしようとし、これ

を「国軍の自衛隊」と呼ぶ。これに対して、アジアの諸国はかつての日本の侵略の再現である

との脅威を感じ、反対の声をあげているのである．日本は経済のみでなく、軍事的にもアジア

支配をめざし、アジアの人々を搾取して、「日本人の繁栄」を維持しようとする。

また、他民族に対する同化と排除は、ますます強化されている。外国人労働者は朝鮮人の強

制連行と同質のものであり、外国人労働者を、ただ「日本人の繁栄」のための道具としか見て

いないのである。在日韓国・朝鮮人の権利は、著しく制限されている。アイヌは民族として生

きる道を閉ざされたままである。

現在の私たちの生活は、アジアの人々をも含めた他民族の犠牲の上に成り立っているのであ

る。すべてを分かちあい、さまざまな民族が共に生きるのではなく、天皇の下に一列に並んだ

「日本人」が他民族を抑圧しつつ、「富」を得ているのである凸

これはアパルトヘイトそのものである。アパルトヘイトは「遠い」アフリカの出来事ではな

く、私たちの足元の問題なのである。日本と南アではアパルトヘイトの形態は違っていても、

同じ娘を持つ。それは人と人とを分離し、一部の人々に対して差別・抑圧・搾取するという社

会構造である。

南アは私たちの姿であり、日本は南アの姿である。私たちはこの国にある同質の問題を問い

直さなければならない。今、私たちに求められているのは、私たちの足元からの変革である。
「あなたがたも置かれた状況を振り返り、社会、政治構造や経済の基盤に批判を加え、これら

の構造の徽底にある不正義を明らかにし、その悪に立ち向かい、取り除いてほしいJ（フラ

ンク・チカネF生と死のはぎまで－わたしの反アパルトヘイト闘争』213ページ）の言葉を

受けとめたい。

（91990年以後、日本の南アへのかかわりは様々に変化してきた卜政府や企業は、デクラー

ク政権の主導によりアパルトヘイトは消滅するとの判断により、大便の交換や経済制裁の解除

を行なった。それは南ア黒人のための援助であり、交流であると言う。しかし、黒人の生活は

全く変わらず、その上、政治的暴力によって、黒人の苦難は今まで以上に大きくなっているこ

とを考える時、日本政府や企業の行動は黒人を無視し、デクラーク政権を支えるものでしかな

い、と言わざるを得ない。

また、この期に生まれたものを含め、市民連動も「援助」による反アパルトヘイトという方

向が強くなってきた．南アの黒人は具体的な支援を求め、そこで連帯をつくりあげようとして

おり、それは大切なことである。しかし今日、援助問題が根本的に問われていることを知るべ

きである，それは、援助が民衆の解放につながらず、権力檎道を補斡するということだけでな
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く、人々を分断する働きをするという問題である。

援助する側の問題も問わなければならない。採助は時として慈悲の押しつけであり、私たち

の生き方の強要になる。すなわち、私たちが正しく、相手が間違い、私たちは豊かで、相手は

貧しい　【　つまり、援助は認識を間違えると自分の生活や生き方を問わないような仕組みと

なり、現状肯定をすることになる。これは、私たちの内なるアパルトヘイトを、アパルトヘイ

ト国南アに押しつけることになりはしないか。フランク・チカネは前掲香で、「慈悲とは物を

与える側の声に聞き従う時間をつくるようなものである」（212ページ）と語る。私たちは自

らをアパルトヘイトから解き放っていくという形で、南アとの多様なかかわりを求めるべきで

ある。

（む　私たちに今求められているのは、南アの人々との「パートナーシップ」をつくっていくこと

である。それは、共に学びあい、協力をしていくことである。

白人とのパートナーをやめ、南ア民衆と相互に学びあい、様々な分野で分かちあい、それぞ

れのアパルトヘイトとたたかい、すべての人がすべてを分かちあって平等に生きる社会をつく

っていくことである。今日、パートナーシップとは、一人の人間として生きることを求めてた

たかう南アの人々から学び、内なるアパルトヘイトとたたかっていくことではないだろうか。

また、一方的に南アを援助の対象としてきたことを反省し、南ア民衆のたたかいに学び、そこ

から私たちのありようを問い直すことではないだろうか。

真のパートナーシップは、私たちの生活や価値観の変革を求めているのである。このような

課題を担っていきたいと考える．

ユ992年9月26日

アフリカ行動要具全

日本キリスト教団社会季長会
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『南ア・暴力風土』の歴史的過程

トf］lU・で彗t巨

∈∋）黒人間闘争の背景
南アフリカ教会協議会のフランク・チカネ牧師は、「われわれ黒人が何十人も殺されな

い限り、西側のマスコミは、真剣にわれわれのことを取り上げようとしない」と来日した

とき言っていた。残念ながら日本のマスコミも今回の6月のポイバトンの虐殺事件、9月

のビショウの虐殺事件など、その都度、多くの人間の生命が奪われるという事態になると

報道するという姿勢は師の指摘どうりになってしまった。そのうえ、その報道のしかたに

も問題点がある。いわゆる「政治的暴力」という問題を「部族対立」であるとか「部族間

闘争」という点で報道している。つまり、日本の報道機関の見方は「アパルトヘイト収束

に伴い黒人が目的を失っていて」おこる「対立」であり、「このような内輪もめばかりし

ていたらアパルトヘイト廃絶などできない」という印象を与え、それは南ア白人政権を支

持するというということになってしまう危険があることに気付いていないことにある。

確かに今、南ア国内ではANC、インカタ、白人極右勢力などによる「暴力事件」が相

ついでいて、多くの人間の生命が犠牲になっている。それらの事件の背景として「デクラ
ーク政権とマンデラANCが主導する『民主南アを冒ざす会議』（コデッサ）に対して、

インカタが重要な政治決定が自分たちを除外しておこなわれるのではないかという構疑心

をもち、事件を起こさせるのだ」という指摘がある。また一方でANCは「見えない手が

黒人居住区で暴力事件を煽り、南アフリカの平和過程を脅かしている。高度に訓練された

者の仕業である」と指摘している。「見えない手」と表現しているのは、白人政権の治安

警察・軍によるものであると言い換えることができる。つまり現在おこっている「暴力事

件」は誰にとって利益があることなのかを考えれば答えは出てくる。アパルトヘイト体制

によって利益を得てきた人間たちこそが「暴力事件」を煽っていることは確実なのであ

る。つまり、アパルトヘイト体系は、少数派の白人と多数派の黒人との圧倒的な不平等の

上に成り立っているものであり、この格差を維持するためには、多数派の黒人住民を細分

化し相互に反目させなければならないのである。いわゆる「分断支配」政策をとることな

のだ。すなわち、今日の「暴力事件」の背景を知るためには少数白人による「力」による

征服、「暴力」による支配を歴史的に見ていくことの作業が必要であろう。

その歴史過程については、多くの先人が膨大な記録を残している。それらを詳細に論ず

ることはここでは困難なので、ごくごく一部について述べてみたい。

堰≡∋）歴史カミ示すここと
1647年、オランダの東インド会社の－隻（ハーレム号）がケープタウン沖で座礁し積荷

を陸上げするところから、南アにおける白人の登場となるのである。この後、1652年に東
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インド会社は、フアン・リーペック以下90名を派遣し、本格的にアフリカに進出した。こ

こで遊牧民であったコイコイン人と出会い、両者共存を目ざすため、ある取り決めをし

た。これが南アに関する白人の法律第一号となるのだが、興味深いのでここに紹介する。

『理由を問わず、原住民を剰激したり虐殺することを禁ず』

『原住民との摩擦を避けるために、労働には原住民を使わずすべて会社で処理する』

というものである。（労働には原住民を使わなかったが、今のアンゴラ周辺から奴隷を連

れてくることをした）

その後、1657年に「部下の生産意欲を刺激するため」（というより、会社の束縛を嫌っ

た部下の要求にしたがい）に、9名の社鼻を「自由移民」とした。このことは大きな意味

をもつ。つまり南アフリカの人種差別は「奴隷制」の変形したものであり、南アフリカ共

和国という「白人独立国」の存在はこの自由移民の発展したものである。そしてその後、

この白人自由移民とコイコイン人とが、土地、家畜の件で争いになると、1659年、ファン

・リーペックは、白人移民に味方して、コイコイン人に戦争をしかけそれに勝利する。そ

して、次のように語ったとされる。

「すなわち、われわれに対しておこなわれた戦争の結果、彼らの諸権利は完全に失われ

ており、すでにこの土地が剣と戦争の勝利によって会社の財産になった以上彼らの権利

を旧に復するつもりはない。」（し．マーか一F「南アフリカ物語」より引用）

このときから今日までの300年間、白人の「力による征服」が続くのである。その後、

1800年代にはいり、イギリスも侵入してきて、両者の間で植民地争奪戦がくり拡けられ、

原住民との間でも多くの争いがおこなわれた。つまり多くの植民地支配がそうであったよ

うに、南アフリカにおいても「力」と「暴力」による抑圧が徹底的にくり拡げられたので

ある。

近年、それらの支配に対しておこなわれた黒人たちの解放闘争に対して、シャープビル

の虐殺（1960年）、ソウェト蜂起に対する弾圧など、数限りなく「力」「暴力」で対して

きたのである。

先ほども述べてたが、これらの歴史的過程を見てわかることだが、少数者の白人が多数

者の黒人を支配していくために使われてきたのが「暴力」であり、それを有効にするため

に・多数派の黒人を細分化し相互に反目させる「分断支配」政策なのである。

したがって私たちは、現在の黒人間における「暴力事件」をただ単に権力争いとか、無

目的の戦いという一面で片付けるのではなく、それを解決するには、まず白人支配体制側

がとってきた「暴力支配」をやめさせることであろう。

白人側にしろ黒人側にしろ、民族的・地域的排外主義による統治機構を解体し、完全な

普通選挙によって選ばれた単一の政府による統治に代えることがそれを成し得るであろ

う。そこで重要なのだが・300年以上にわたって醸成されてきた敵意と憎悪が完全に解消

されるまでには、制度的変革の後も、両者の意欲的な努力が長期間になろうとも掛ナられ

ていかねばならないだろう。

私たちはこの歴史をふり返り、二度と過ちをくり返さないよう共同作業をしていくこと

が必要なのである。
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霞南ア帰国報告采（講演）
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

内日∃　直子

今年の8月、3週間ほど南アフリカに行ってきました。今までは個人的な旅でしたが、

今回は初めて仕事で訪れました。私の働いているところがいくつかのプロジェクトを南ア

フリカでやっていて、それを見てくるのが大きな目的でした。暴力事件とは直接つながり

ませんが、今回の集会の副題である『私たちの課題を問い直す』に関連して、特に「支援

」という観点から南ア滞在中に感じたことを聞いていただきたいと思います。

現在、日本で活動している多くの反アパルトヘイトの市民団体のグループの方たちが現

地の草の根の人々とつながりをもっていて、支援活動を行っています。私が行った時にも

いくつかのそういったグループの方たちがプロジェクトの視察というかたちで南アを訪れ

ていました。その多くは現地の人々が計画するプログラムにある程度関わりながら、結局

のところ資金の援助ではないかな、というふうに私は理解しています∴現地の人が必要と

している本を送ったり、物的な支援をしたり、そういうことも支援の一つになっていると

思います。

資金援助やその他の援助に関して、はじめの一年はわりとスムーズにいくと思うのです

が、それが2年3年と続くにつれて少しずついろいろな問題が起きているのではないでし

ょうか。一つは、なかなか相手の活動状況が見えてこないということです。これは日本に

いればそんなに大きな問題ではないと思うのですが、コミュニケーションの方法つまり電

話、手紙、FAXなどがスムーズにつながらないということです。それに現地を頻繁に訪

れることの難しさも含まれると思います。活動報告がなかなか入ってこないと、年度ごと

に報告や会計報告が必要になってくる団体にとってはとても困るわけです。相手のグルー

プの活動がきちんと理解できないということは問題になると思います。

もう一つの問題として、現地の人の考え方と支援をする私たちの考え方の違いもあるの

ではないでしょうか。現地の人々の考えは、すごく荒っぽい言い方ですが、プログラムを

進めていくということだけに関すると、やはり資金を必要としているということです。そ

れは消耗品に消える部分もあるでしょうし、設備や建物とかの形的なものをつくるための

資金にもなるでしょう。そういう資金が必要とされています。それから、支援する側とい

うのは、できれば現地の人々の生活が向上できるよう直接支援したいと患っています。胃

に見えるところで現地の人たちの生活が変わっていくことを望んでいるという面もありま

す。

南アの現地でホームレス・キャンプの援助をしているグループがあります。それはオルー

シか細頼り㌢サホールスといって、「OMHLE」と通常よんでいるところで、アフリカ行

動委旦会はここのところ2年間ほど資金的な援助をしています。メンバーの何人かが現地

を訪れて向こうの人とコンタクトをとったり、どういうふうな援助をホームレスの人々に

しているのかということを日本に帰って報告をしたり、またその報告によって次の支援活

動を考えたりしているのですが、やはり今のところ大きな活動は資金援助ということにな
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っていると思うのですね。私たちの思いとしては、、ホームレスの人々に直接還元できる

ものに使用してもらいたいなあというところもあります。しかし、そのグループはホーム

レス・キャンプを支援する活動を全国的な組織として大きくしたい、そして全国的にホー

ムレス・キャンプの問題に取り組みたいということもあって、資金はその為にキープされ

ています。ヨハネスブルグの町中に事務所ができたりしてそういう活動が進められている

とは思いますが、・そのOMHLEが支援するホームレス・キャンプを訪れた人は、この2

年間キャンプの様子がほとんど変っていないと感じているのです。

もちろんそれは資金の援助をするのが良くないということではないし、組織化というこ

ともとても大事だと思います。外国とか国に対してどういう援助を求めていくかとか、そ

のOMHLEというグループがどう公正さを保っていくのかとか、いろいろなホームレス
・キャンプに対する働きかけの中で組織化していくというのはとても大事なことであると

思うのですが、もう一つの部分が生活している人には伝っていないという問題もありま

す。

どうしてOMHLEを支援することになったかというと、南アには数え切れないくらい

ほどのホームレス・キャンプがありますが一つのホームレス・キャンプを援助すると、あ

そこは日本から援助を受けているからどんどん変わる、と見られることもあるからです。

そこで、全体的にホームレス・キャンプを把握できるグループを、ということでOMHL

Eを支援することになったわけです。

また、支援するときに私たちの問題もあるのではないかと思います。私は、ちょうど半

年前に仕事が変わって、新しく変わったところで古着のプロジェクトに関わりました。そ

れは日本で古着を集めて南アフリカに送るというものなのですが、段ボール箱680～700

個が入るコンテナを計6個送りました。今回訪れた目的の一つは、それがどのようにどん

な人々に配られているのかみたいということでした。向こうの人たちの問題としては、港

に荷物が届いてから各グループに送られて、それから本当に必要な人々に送られるまでの

運送手段のお金が足りないということがあります。なかなかスムーズには必要な地域に配

られないというのは問題ですけれども、少しずつお金を工面して古着が届けられていると

いうことは本当に嬉しいと思います。この古着は、南アフリカ全国のホームレス・キャン

プや避難民の収容所のなかで向こうの人たちが判断して必要とされるところに配られてい

ました0私は特にナタールを訪れて、そこで古着を受け取った人たちに会いました。ナタ
ールでは家を失った人たちがコミュニティーホールや図書館に非難していました。インカ

タの襲撃にあった人たちは取るものもとりあえずという形で逃げてきます。インカタは家

の中のありとあらゆる物を略奪するので、本当に彼らは何もない状況です。洋服一枚、毛

布一枚ないところに古着が配られていました。私たちは、彼らに必要な援助を考えて実行

していくことが大切であると思いました。

たくさんの古着を日本全国から送っていただいてとても感謝しています。ただ、古着の

仕分けをしているときに疑問が起こってきました。どうしてこんなにたくさんの古着が出

で来るのだろうと0箱からはまだまだ着られる服が出てきます。着れるから送ってあげよ

うという物がほとんどだと思うのですが、どうして着ないのだろうという疑問も出てきま

す0考えたら、家の中には使用しないのにいろいろな物がたくさんあります。私も若い頃

は流行に惑わされてバーゲンに軌、に行ったりしたこともよくありました。でも、流行り
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が終わるとそういう服は着なくなるのです。たった一度しか袖を通さないということもあ

るのです。流行りとはいったい何なのだろう、とそんなことから疑問が出てくるのです。

それが使えなくなるまで着るとか、流行りや人の目に関係なく大切に着る、ということ

から物に対する感覚が変わっていくのではないかなと思います。自分の生活の見直しから

少しずつ無駄を除いていくと、自分たちのいらなくなった物から相手にやるというのでは

なくて、相手が本当に必要な物を考えて援助するというようになるのではないでしょう

か。

援助を受けることによって彼らが自立していく気を無くしてしまうような援助方法は問

題だと思います。お互いに一方的ではない関係をもって援助できる関係を作り出すことが

大切です。一方的ではない関係にするには、お互い相手を知る努力をするということにな

ると思います。

私がいくつか訪れた南アの保育園のことを考えてみたいと思います。残念ながら私はア

フリカ文化、南アフリカの文化をよく知らないので、大人の人たちがどういう思いをもっ

て子どもに接しているか、彼らの文化にとってふだんの接し方がどういう意味をもってい

るかということもよく掴めていません。そこで少し荒っぽい言い方になると思いますが、

あえて疑問に思っていることを言ってみますと、アフリカの大人たちは子どもに対して抑

圧的ですごく強い気がするのですね。保育園においても、本当に教育が必要だから、親が

子どもの面倒をみる余裕がないから、ということから子供たちは集められます。確かにそ

ういうことは必要だと思います。その中で先生たちは保育園を作っていく上で設備が必要

だとか建物が必要だとかということになります。そこで、こういうことに関しての支援を

求めてくるわけです。保育園の運営をするにあたって、確かにそういうことは必要になっ

てくると思うのですが、でも、何が子どもにとって必要なのか、大人が子どもをどんなふ

うに教育したいと思っているのか、そういうことをあわせて考えていくことが必要なので

はないかと思います。というのは先生のアイデアは先生がまずきちんと整理をしていて、

それを子どもに伝えるに必要な情報とか、そういうトレーニングということも大事になっ

てくるのではないかと私は感じています。

相手の生活や文化の中に他の民族の人々がその民族の意見を押し付けながら援助に介入

していくとすると、本当にそれは問題のあることだと思います。相手のやり方考え方、そ

れからこちらのやり方考え方というのをお互い伝えあう努力をしながら相手がどのように

プロジェクトをしようとLtいるのか、目的や意味、その方法はもっともっと踏み込んで

理解し合う努力をしていくことがこれから必要なのではないかと思っています。

彼らがプロジェクトに対して形だけではなく本質的な部分をどうイメージしていくかと

いうことで、彼らの歴史とか現在の問題点を整理しながら将来に対する見直しを整理して

いくことによって彼ら自身がどう生きていきたいか、何を大切にしたいか、それをするに

は何が必要で何をしなければならないか、ということを知ることが大切です。それは私た

ちにとっては相手の問題点を知ることで自分たちとの違いを知り、まず理解する努力をし

て、そしてその中で私たちができること、しなければならないことを理解していくことに

つながっていくのではないかと思います。とても荒っぽいですけど、『私たちの課題』を

考えるにあたって、そういったことを今思っています。
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⊂南ア暴力事件の＝哲二買：コ

私たちの岬を闘いなおす

稲垣　佳子

今年の7月14日、15日にロンドンで開かれた、南アフリカの暴力に関するイ

ンターナショナル・ヒアリングの報告をします。

この公聴会は、ロンドンにある反アパルトヘイトグループ、アンチ・アパルトヘイ

トムーブメント（AAM）が主催をし、資金的に国連の反アパルトヘイト委員会の後

援をうけて行われました。参加者は27か国、260人。国連関係者、アムネスティ

・インターナショナル、ANC、PAC、SACCのフランク・チカネ師、南アフリ

カ人権協会、トランスカイ軍事評議会、そしてポイバトン虐殺事件の目撃者、列車の

中で襲われ、ホステルで友達を殺された19歳の青年、元南ア警察官、などが証言、

報告をし、そして法律家の人たちが代表して質疑を行うという形でした。また、ヨー

ロッパ諸国の反アパルトヘイト団体も多数参加していました。この会議の目的は、①

暴力の実態、性格をはっきりさせること、②国際的にこの問題を伝えること、今何が

起きており、それが何に起因しているのかを伝えること③それによって国際的世論を

高め、国際社会が出来うる貢献策を考えること、の三つです。

「この国は、かつてないほとの危機に直面している」　会議の冒頭の基調講演でフ

ランク・チカネ師はこう発言しました。民主的で人種差別のない南アフリカにむけて

の対話のテーブルであったCODESAからANCが脱退し、それによって対話路線

が中断してしまったという事態についての発言です。今、南アフリカが直面している

のは、南アフリカに住むすへての人々がこの国のために憲法をつくることに参加する

のか、それとも、人々か選ばれたのではない、一部少数の人々が憲法をっくり、それ

を人々に押しつけるのか、という根本的な問いかけなのだということです。ANCが

CODESAから降りた主な原因、ポイバトンの虐殺事件を始めとするタウンシップ

やホームレスキャンプ、列車の中、タクシーの中で繰り広げられている政治的暴力と

は何か、ということから始めたいと思います。

南アフリカ政府は歴史的に暴力に関して関わりをもっています。つまりずっと、暴

力を用いて、南アフリカに住む多数の人々の権利を侵害することの上に成り立ってい

る政府だからです。裁判なき拘禁とか、拷問、投獄など、あからさまな力を用いて抵

抗する人々を押さえつけてきました。南ア政府は、アパルトヘイトに反対する人々の

抵抗を、白人少数者への全面的な攻撃と考え、それに対して「全面戟略」と呼ぶべき

巧妙な戦略を展開したのか、今の歴史的な状況です。そういう脈略で、デ・クラーク
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が行った一連の”改頁㌢や、この間の交渉をみると、対話路線と暴力は常に表裏一体

となっていることがわかります。交渉のテーブルに着くことで対外的な印象を良くし

ながら、実はANCなとの黒人勢力を押さえるために暴力事件を煽動し、関与してい

るのです。これまで南アフリカ政脚ことって、交渉を行うためには暴力はなくてはな

らないものであったわけです。南ア政府は暴力をやめる意志はないし、その黍力を

担っている治安部隊や、一部の秘密活動を止めるつもりはないと言えます。

南ア人権協会の研究者からは、暴力と政治カレンダーという表を示しながら、タウ

ンシップで繰り広げられている暴力事件が、いかに南アフリカの政治状況、特に南ア

フリカ政府の動きと関連しているかが報告されました。それによると、タウンシップ

での暴力は、1990年7月、ANCが武力闘争を停止し、対話路線を選択したとき

から始まっています。それ以来、暴力事件の頻度は、国民党政府の動きを反映し、ま

るでスイッチをつけたり切ったりするかのように暴力事件が発生しています。暴力は、

ポイバトンの虐殺事件、列車での襲撃、葬式への襲撃など、発生する場所、関わった

人々、被害者、その規模等々、様々な姿をもって現れてくるわけですが、すべてに言

えることは、逮捕者や有罪判決が少ないこと、そしてそれが特に日本は象徴的ですが、
”部族対立”や、”黒人対黒人”の暴力として宣伝、報道されてきていることです。

しかし、暴力は、ANCとその支持者を弱体化させようとする時に頻発し、デ・ク

ラーク政権に危害が及ぶときに劇的に沈下するということがこの裏からわかります。

例えば、暴力事件の死者が最も多かった1990年の8月は、ANCが対話路線を選
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制裁支持国のデンマーク、アイルランドを訪問した1990年10月には、死者は3

56人から56人に激減しています。彼が帰国すると、再び157人に増えました。

こうしてみると、一連の暴力が、南ア政府の動きと確実に関わりがあることがわかり

ます。単に、”黒人対黒人竹の”部族対立”ではない証拠の一つです。

さらにこの会議では、実際、暴力が起きている原因は何か、についての問題を明ら

かにしました。一つは、南ア政府が秘密活動を行っていることです。元南ア警察に所

属していたDlrk Coetzee氏の発言にもありましたが、反対勢力の幹部、メンハーの暗

殺、暴力の煽動など秘密活動が行われています。

二つめは、暴力を激化、煽動刷るのに直接関わっている第32部隊なとの特殊部隊の

存在です。その中には、周辺諸国から連れて来られた人々を秘密基地で訓練して戦闘

部隊としていることもふくまれています。また、今まで民主化要求運動をずっと抑圧

し続けてきたわけですから当然のことですが、警察や治安部隊に対して、黒人の多数

は信用していません。第4番目に、政治的暴力に対する徹底的な調査活動をしていな

いこと、また暴力の目撃者、証人を保護出来ないこと、関与している人物を起訴に持

ち込めないという問題があります。5番目に治安部隊のメンバーが暴力の発生、煽動

に関与している事実を隠していること、六番目に多くの単身者用ホステルが襲撃を実

行するための基地となっていること、公共の場への武器の持ち二運びを禁止する法律が

導入できないこと、なとです。

こうして問題を整理してみると、明らかにこれらに対する解決の責任は、すべて南ア

政府にあることがはっきりします。これらの問題を解決するのは、デ・クラーク政権

がその意志を持たないかぎり不可能です。政治的暴力の終焉のためにフランク・チカ

ネ師は、現政権の軍隊、ホームランドの軍隊、解放勢力の軍隊なとと関わりのない独

立した平和維持軍を設立し、国際的な監視団を派遣、全ての秘密作戦を公開するとと

もに特殊部隊を解散させること、また、新憲法を制定し、選挙によって選ばれた民主

的な人種差別のない南アフリカ政府を成立させるという原則に同意するよう、デ・ク

ラーク政権に外交的圧力をかけること、それがなされるまで経済制裁は続けられなけ

ればならないことなとが提案されました。

最後に、「私たちのたたかいとその要求は、本当に人間として当然のことであると

思う。だから、なぜ、国際社会が私たちを支援してくれないのか理解できない。なぜ、

世界の人々が、アパルトヘイトという人類の犯罪を終わらせることに協力してくれる

までにこんなに長い時間がかかるのかわからない。南アフリカでの私たちの仲間の叫

びは本当にシンプルなものだ。即ち、私たち白身運命は、私たち自身で決める自由が

欲しいということなのだ」というフランク・チカネ師の発言で終わりたいと思います。
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南アフリカの暴力に対する国際公聴会　報告

1　主催　　AAM（アンチ・アパルトヘイト・ムーブメント）ロンドン

後援　国連反アパルトヘイト委員会

2　　出席者　27か国　　260人

国連反アパルトヘイト垂．邑会、他、国連関係者
ヨーロッパ各国、アメリカ反アパルトヘイトNGO、

法律関係者

ANC、PAC、SACC（南アフリカ教会協議会）、南ア人権協会

トランスカイ軍事評議会議長

Chrles Mofokemg　　　ポイバトン虐殺事件証言者

Lebohang moHung　　列車虐殺事件証言者

DlrkCoetzee　　　　元南アフリカ警察官　証言者　他

3　　日的

（1）　南アフリカから招かれた暴力の被害者、研究者の証言より、

タウンシップで起きている政治的暴力の実態、性格を明確にすること。

（2）　政治的暴力の実態を国際社会に伝えること。

（3）　国際世論を高め、国際社会ができうる貢献策を考えること。

4　　（1）　この時期に開かれた必然性。

「この国は、かつてないはどの危機に直面している。」

（2）　暴力の性格、実態。

南アフリカ政府と政治的暴力の関わり。

暴力を終焉させる責任は現在の南アフリカ改称こある。

（4）　現状の問題点

①　秘密活動

②　特殊部隊

（診　警察、治安部隊への信頼性の欠如

頓）調査、証人の保護
（9　治安部隊の関与

⑥　ホステル

G）武器

（5）　暴力終焉のための提案
（p　平和維持軍、国際監視団、平和監視団の設立

（診　秘密作戦の公開、椿殊部隊の解散

（診　南アフリカ軍の複数政党管理

（6）　国際社会の課題



ジョン・ムアファンジェジョの蛸と芸術 （第1回）

たびたび本誌の表紙に作品を使用したナミビアの版画家ジョン・ムアフアンジェジョに

ついてご紹介します。1987年に死去したナミビアの独創的な画家について日本で紹介され

たことはありません。OLGA LEVINSOⅣさんの文章をもとに田村教子さんにまとめていただ

きました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一編集部－

1987年11月27日、ジョン・ムアファンジェジョの突然の死は多くの芸術ファンにショッ

クを与えました。ナミビアの卓越した芸術家の一人であった彼は、ナミビアの首都ウィン

トフークに憐接した黒人居住区カツツラで肺炎のため亡くなったのです。彼の功績は、ナ

ミビアの名前を芸術の世界で一躍有名にしました。

ジョンの芸術はあらゆる面で独創的でした。たいていの芸術家は、風景や野生動物、土

着の人々などを興味にしたがって措いていましたが、ジョンは遠いました。彼は主に人間

のもつ資質、即ちその人の経験、内的葛藤、驚き、達成と失望といったものに関心があっ

たのです0彼の作品は本質的に自叙伝的で個人的な表現でした。作品の解説的な部分にお

いてすら、洪水の川のような感情の激変の中で芸術的な面を表わしていました。感情を表

出する際には、文法のように形式的なものでは不十分だったのです。

彼は偶然にオワンボ（かつてのオバンボランド）－アンゴラと国境を接しており、戦争

によってズタズタにされた地方の北部にある－出身の黒人芸術家となったのではなく、特

別の感性にすぐれた想像力を備え、それを素直にかつあからさまに表現しようとする内発

的欲求をもった人だったからです

植民地時代の気紛れなやり方で国境が引かれたとき、オバンポのⅩ皿Wamaはナミビアと

アンゴラに切り離され、ジョンの両親はアンゴラ側に属することになりました。ジョンが

生まれたのは国境から歩いて一日かかるEtundaloN如如1でした。彼が生まれた月日は確

かではありませんが、1943年に生まれたことは確かです。後に、10月5日が誕生日とされ

ました。

彼の人生は、父親のクラール（集落）の穏やかで秩序正しい伝統的な根拠地で始まりま

した0父親は8人の妻と18人の子供をもっていて、彼がとてもなついていた母親はぺテレ

ナです0彼女は6人の女の子と2人の男の子を生みました。ジョンは6番目の子供で、彼

や男の子たちの仕事は牛や羊を飼うことでした。一族の女たちの仕事はポーリッジ（お粥

）を作る粟やビールを作る011yaValaを栽培することです。

裸足で柔らかい真皮の腰巻きをしただけのジョンと兄弟たちの生活は、愉快で苦労のな

いものでしたdときどき、木陰に座ってオムパパの木に彫り物をすることは彼らの楽しみ

でした。彫り物は白っぽい色で、彫り込んだ外側は黄色。彼らは、家族の人々の動物、た

くさんの牛や羊、犬などを措きました。
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ジョンの幼年時代はとても幸せで、よく組織されたクラールは安全でした。クラールは

妻たち、子供たち、とうもろこしの貯蔵庫、家畜、ビールを飲むところ、伝統的な習慣に

よる社交のため場からなる特別な領域でした。それぞれのメンバーは自分の居場所と仕事

や責任をよく心得ていました。

彼の若い頃の思い出は郷愁に満ちたものでした。父親のクラールを描いたリノカットの

版画には、訓0頭の家畜や十分な食柊に囲まれて裕福な彼の父親が再現されています。

1955年、ジョンが12才になったとき父親が死に、彼の人生も大きく変えることになりま

した。母親はキリスト教徒となり、国境を越えてエピンガにある英姻教会の伝道所に移

る決心をしました。彼女が二人の小さな子供を連れて出ていったのは、ジョンの記憶によ

れば1956年のことです。ジョンは周囲の人々や友だちから去って、母親を心配して追いま

した。
一年後に彼は国境を越えて母親といっしょになることができました。教会はジョンの人

生にとても大きな影響を及ぼすことになりました。彼が学校に行って読み書きを習ったと

き、新しい世界が彼の前に開かれたのです。勉強は英語で行われました。彼の学校生活は
エピンガの伝道所にある「ブッシュ（潅木）の中の学校」で始まりました。そこには初級

の2学年しかありませんでした。1963年、彼が20才になったとき、スタンダード3（日本

の小学5年に該当）までいたオナムナマ聖十字伝道学校を去り、オディポにある聖マリー

英国国教会伝道学校でスタンダード7まで勉強しました。彼は母とともに1964年から67年

までそこにいました。しかし彼の人生を再び一変するような重大なできごとが起きて、彼

は最後の学年を全うすることができませんでした。

その当時オディポ教会の管理をしていたアメリカ人宣教師のマロリイ牧師は、ジョンの

隠れた才能に感動し、ナタールのロルクスドリフトにあるルーテル教会のアートセンター

にいくことを勧めました。そして1967年10月にナタールへ旅立って行きました。彼は19関

年の末までそこに滞在しました。そこで彼はさまざまなグラフィックの技法、デザイン、

彫刻、そして油絵、水彩画などを学びました。彼のもつエッチングやアクアチントなどの

銅版画技法はすぐれていましたが、必要な道具がなく他のメディアがないことからリノカ

ット法で作品を作るようになりました。

1968年、ジョンは苦しい便りを受け取りました。彼が愛していたアメリカ人宣教師ロバ
ート・マイツェ師がナミビアに行くことを命じられ、また彼の同居先であり、彼の先生役

でもあった親戚が境で亡くなったのです。ジョンはホームシックになり、オワンボに帰る

ことを申し入れましたが、拒否されてしまいました。そしてストレスがたまり病気になっ

た彼は、ナタールのニューキャッスルにあるマデデ二病院に入院することになりました。

しかし彼は少しずつ環境に適応し、彫刻を彫ることに喜びを見出し、看護婦のためにトレ

イ（お盆）を作ってあげました。木の肌ざわりは懐かしく、のこぎり、サンドペーパー、

膠の作業が楽しくなってきたのでした。

リノカット版画は彼の印象を感動的に表現しました。牢獄のような壁の病院やうつろな

目の患者たちのために彼の気持ちは沈みがちでしたが、庭で遊んだり働いたりしている人

たちは仕合わせそうに見えました。間もなくジョンは回復してロルクスドリフトの芸術ク

ラスに戻り、決められた2年間でそのコースを終らせることができたのです。（つづく）
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局ア一秒高
み妬け〆付

グシナ・ムショーペの
詩とパフォーマンス

MESSAGE FROMSOUTHAFRICA
POETRYREADJNGANDPERFORMANCE

J3Y GCINAMHLOPHE

粛アフリカで点も人言の磨

る若手女傍で一詩人　作京の

クンナ　ムショー／ヾさんを

もか点、まだアノTル／＼イ

トの應　なかで，生き妓　女

仕やチビもたちの長引こ耳を

かたもけたいと居います。

主催　アフリカ行動委艮会（JAAC－TOKYO）

日本国際ボランティアセンター（JVC）

協賀　ANC加点湘班所　カンパセーン・ヨン　帽府l肝発協力■l■lく♂

甘木キリスト教団社会委月食　反義別国際運動日本垂月食

アジア■アフリカと兆に歩む仝　千葉アフリカから学ぶ合

ブックコこイド・アムネスティインターナショナル日本支師

●問し、合わせ　　　　　　　［室二司

TELO3－3834－2388（JVC）　　　早稲田革仕園

睡陶・嘩癖簡轡鎚珍



トランスカイ・ホームランドの女性リーダー

ノクゾラ・マギグ来日

マギグさんは、スティーブン・ピコらと黒人意識運動のリーダーとして活動した後、ト

ランスカイ政府によって暗殺された父の後を継ぎ、79年より農村開発を実践してきまし

た。アパルトヘイト体制の最も底辺に置かれてきたホームランドの女性たちが、人間性を

回復し、「村を変えよう」と自分たちで生活改善、収入向上プログラムを進めています。

日本国際ボランティアセンター（JVC）は今年からイシナンバ地域開発センターへの

支援を行なっていますが、神奈川県立かながわ女性センター（江の島）の開館10周年記念

国際会議への招職でマギグさんが来目します。

11月14日（土）江の島国際会議

☆基調講演10：30～12：00女がつくる「開発」～差別のない社会をめざして～　ノクゾラ・マキタ

☆分科会　13：00～16．00「南アの草の根の女性たち」爪印朴：／ク汚・マキタ、楠腐彰

大友深雪

その他、「村を変える女たち」「アジア女性の駆け込み寺」「アジアからの“花嫁”」の

各分科会があります。

申し込み、問い合わせlEF　県立かながわ女性センター　丑0466－27－2111

また、マギタさんの実践を知るためのワ－　クショ　ップを
11月　1　9　巨】（木）18：30より行ないます。（場所は未定）　参加希望の方

は、JVC（担当　津山）缶03－3834－2388までご連絡ください。

毎週火曜日の夕方、定例のミーティングをひらいています∴恵比寿駅から歩いて数分

です。お気軽にどうぞ。　虻ぎ　苫03－3443－9775


