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曽野綾子氏の「論点」に一言

宮野　佳代子

曽野綾子さん。あなたの文章を拝見していると、南アフリカという国はさまざまな人

種が自分たちの居場所を確保し、努力さえ惜しまなければ誰でも平等に豊かな生活を享

受できる、すぼらしい国であるらしい。その楽園の一区画に問題児である「黒人」がい

て、教育施設すら自ら破壊してしまうような愚行を繰り返す。ほんとうに一握りの困っ

た人種のために、どれだけ南アはダメージを受けていることか・・・・・・。しかし、南アフリ

カは我々日本人にとってすぼらしい観光地です。さあ、あなたもアパルトヘイトなんて

政治的で、ましてや私たち日本人には関係ない「疲れること」は無視して、この大自然

を満喫しに南アへ出軌ナましょう。そう人々に声高に語りかけているように思えます。

でも、曽野さん。そんな、無邪気な観光賛美をうたっていていいのですか？。一体誰

に、あのような間違った情報を与えられたのかは存じ上げませんが、それではいったい

どうして人口の約70パーセントを占める先住民の黒人が、国土の1峨パーセントにしか

すぎない黒人居住区なる場所に住み、劣悪な状況に甘んじていなければならなくなった

とお考えですか？。それは黒人が怠惰で愚かであるからなのですか？。「貧富の差は個

人の才能や運や勤勉の度合いに比例する」とおっしゃいますが、黒人であるということ

は個人として白人に生まれる才能や白人に生まれる連を持ち合わせなかったからなので

すか？。

南アフリカという国は、黒人が黒人であるということだけで差別するに債するものと

つい先頃まで公然と法律でうたっていた図です。それはあなたのいう「階級」などとい

うような、なまやさしいものではありません。当然の権利を主張しただけで、この世か

ら抹殺されていた世界です。そして、状況は今もほとんど変わっておらず、アパルトヘ

イト廃絶は形だけのものに過ぎないと日本を訪れる黒人の人々は口をそろえて語ってい

ます。抑圧者と非抑圧者との関係がどれほど緊迫したものであるかは、博識者のあなた

なら十分理解なさっている事と思います。

あなたは少なくとも、普通の′ト説家としてではなく神の声を伝えるミッションとして

物を書くことをなさっているお方です。そのあなたが、このような不平等を是認するよ

うな文章を書くということはどういうことなのでしょう。あなたのおっしゃっているこ

とは、以前、中曽根さんが現役の総理大臣であられたころに、原爆か水俣病の後遺症で
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病に臥せられている方々を前にして、「病は気から」と発言して大翠壁を宣ったことと

そう差異はありません。南アフリカで黒人の人々が平等の権利を得るまでに、これほど

までに長い時間を要している事実は、私たち日本人にとって決して無関係な事ではない

のです。

私たち日本人は、権力者である白人の人々が世界中から「人類への犯罪」という非難

を浴びせられているさ中にも、ビジネスという形で力を貸し続け、白人政権下の経済安

定に貢献し大変感謝されました。そしてその功績から、】黄色人種の中でも日本人は特

別に白人並に扱ってやるからありがたく思うように”という内容の「名誉白人」という

称号を与えられ、ぜいたくな暮らしのできる人種の仲間入りを果たしました。曽野さ

ん、あなたが満喫してきた「近代化した豊かさ」を兼ね備えたアフリカとは、その延長

線上にあるのだということをくれぐれも忘れないでいて下さい。それとも、あなたは彼

の地において白人並に扱ってもらうことがそれほどうれしかったのですか？。あなたの

指す「南アの人々」が、本来その国の主役であるはずの黒人ではなく、あなたの視緑が

常に白人サイドから注がれているということを感じ、私はとても残念です。

今日、南アフリカで問題なのは黒人ではなく白人の方であり、アパルトヘイト廃絶後

の一番の課題は「黒人問題」ではなく「白人問題」なのです。先住民である黒人の人々

が、人として当たり前の平等な権利をもち得た後に、マイノリティーである上に、抑圧

者であり略奪者であった白人たちとどうやって共存してゆくのか。黒人の人々から奪っ

たものを白人はどこまで返してゆくことができるのか、なのです。「現実を直視しな

い、という臆病をなくす」べきであるのは黒人ではなく、むしろ白人の方なのだと私は

思っています。

※この文章は、曽野綾子の文章を掲載した読売新聞中部本社編集局社会部宛に送ったも

のです。その際、何らかの形で、このことに対する反論記事を掲載するよう求めまし

た。
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南アのカメラマン達☆写真展

li稚▲六二　il‘二千

眼鏡をかけてカメラを首からぶら下げていれば日本人、と世界中の観光地の人々か

ら言われて久しい。世の中にはさまざまな文化があるが、こんなにも「眼」と関わる

事にこだわる日本人て、一体何なのかと時々思ってしまう。自分の甘良を酷使するだけ

にとどまらないで、眼鏡や、カメラの力を借りて迄も、庶民がものを見ようとした

り、目に見える世界を記録しようとする、その頑弓還りはどこから出てくるのだろうか

？　日本に来たアフリカ人の留学生は、帰国する時よくカメラを買って帰る。有名な

TAX FREEの店で、長いことねぼってアレやコレやと構材を選んで、買って帰ったの

に、其後アフリカに訪ねて行ってみると、帰国以来殆ど写真を撮るという行為をして

いない事が夢い。勿論、撮影清のフイルムを直ぐ現像してくれる写真屋が来いという

条件の悪さもあるが、例えあったとしても、日本人のように、人物にしろ風景にしろ

イヴェントにしろ、その事を見える形で記録しておきたいとの願望が、余り無いのは

確かだ。写真に関して言えば、彼らは長い間被写体の立場にだけ居たと、言えよう。

ところが、昨年アフリカ三国を公用で回った時に、私を取材に来た新聞記者付のカ

メラマンにはアフリカ人が夢いのに気が付いた。以前とは違う。アフリカの新聞だけ

に限らず、例えば共同通信のような日本の新聞社の場合にも、大きなカメラバッグを

肩に下げて、日本人記者と一緒にやって来てカメラマンとしての職業をこなしてい

る。複数のタイプのカメラや器材を、ケースバイケースで撰びながら、カメラアング

ルなどを考えてはシャッターを切っているその姿に、私は変りつつあるアフリカを感

じたのだった。「最近はカメラの自動化が進んで、写真なんかバカでも××でも撮れ

るヨ」などとほざく人が居る。けれども、優秀なカメラを首からぶら下げて、ゾロゾ

ロ歩いている日本人観光客の撮った写真が、一部を除いてロクなものが無いように、

ピントや明暗が合ってさえいればいい写真であるとは言えない。おそらく取材記者に

付添って写真を撮っているアフリカ人のカメラマンには、自分でテーマやオブジェク

トを選ぶと言うより記者の女房役として、「取材中の時、俺には写真撮ってるヒマ

ねユから、お前やってくれ」とか何とか言われて、始めはボタンを押すだけの宰しか

できなかった人も居るであろう。それでも、そんな人々の間から、写真の持つパワー

に興味を持ち、自分の感受性を通して見た世界を、記録したいと思う人が出てくる可

能性は充分にある。私達人間はたくさんの被写体に囲まれて生きているけれども、日

常生活の中では殆どソレと気付かないで暮らしている。然し、取巻く環境が余りにも

刺激的であると、それをきっかけに、自分自身とその環境との関係を意識化させられ

るのだ。そして只の物や人が被写体に変る。



南アのアレキサンドラ（Alexandra）黒「■「

人居住区の中に、アレキサンドラ・アート
。センターと言う、若い人達を対象にした

芸術活動と職業訓練の場がある。建築設

計、音楽、写真、陶器、絵画などさまざま

なコースがある。数年前アフリカ行動委旦

会の上林さんが、南部アフリカを旅行した

際資料をたずさえて帰って来て、彼から　　≠

「降矢さん、ここの絵の先生やってみない

？」と言われた事があった。今年（’92年）

7月、8月に南アを再訪した時、丁度開か

れていた写真コースの学生達の卒業制作展

を見に行った。上林さんから言われた事

を、頭の片隅に入れながら。

適格アレックスと言われているこのセン

ターは、建てられてから未だそんなに闇が

無かった。住民が主体となって、35万人が 『計算問題』　VICtOrlbtom

住むアレクサンドラ黒人居住区の中の、唯一のミーティングと文化活動の場として建

設されたのは1984年の事である。その頃アレクサンドラは、白人居住区に隣接してい

ると言う事から、政府に強制立ち退きを命ぜられていた。黒人意識運動などが高ま

り、黒人は劣等であるとのアパルトヘイトの価値軌ま疑問視されつつあった。近いと

いう条件は、そこに住む黒人にスープを作って貰ったり、庭の掃除をして貰うには便

利だが、果人達の意識が高まって利害が対立して来ると始末が悪い。アレックスのま

るで砦やトーチカのような、外に向かって開口部の少ない建築スタイルは、攻め込む

敵から身を守ろうとする住民達の気特を反映させたものに達いなかった。二階の一番

広いホールには、日本の市民会館や公民館などによく見られる、仮設式のパネルが並

べてあって、その両サイドに六十点ぐらいの白黒写真が下げられていた。全部同サイ

ズのF4程の大きさで、むき出しの侭並べてある。一人の学生が十数点出品している

場合もあれば、一点だけのもある。どれもこれも自前のカメラではなく、学校から貸

し出されたのを交互に使い合って撮影され、その後はホールの傍にくっついた小さな

暗室で、先生に指導されながら自分で焼き付けたり引き延ばしたりしたものであっ

た0今、使えるカメラが二台しか無いと、学生から説明された時には驚いてしまっ

たb学生数は七人（内女性二人）と言うから、教える先生にとっては手頃な数だが、

カメラの数は手頃とは言えない。一番出品数の夢かったサムソンか「お前ぽっかり吾

が物顔に独占している」と言われて苦笑していた。私はもう一つ黒人の若者達を対象

にした美術系の学校を知っている。そこでも似たような状況だったし、アレックスで

は寧ろ写真コースについてだけなら条件は上だった。もう一つの方は、彫刻の先生が

写真も教えていた。
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学校を取囲む環境も又、厳しい。アレクサンドラ黒人居住区では、政府の強制退去

命令に坑して住民が言う事をきかなかったので、政府は公共サーヴィスの質を低下さ

せる事に依って追い出しを計った。さしずめ日本政府だったら、土地に対する税を上

げるだろう。然し黒人達は高く課税しても箕しすぎて実際に納税できないので、上下

水道、道路、教育、保健医療、交通機関などに政府がお金を出さない事で報復した。

今でもこの居住区は、他の黒人居住区よりずっとひどい環境だし、「ベイルート」な

どと仇名されてる単身男性寮は、不満の暴力的爆発の拠点となっている。

卒業写真のテーマはそうした環境の中に、しっかり裾を下ろしていた。先生の指導

もあるかも知れないが、人物写真が夢く、それもモデル撮影ではなくて、自分の家族

や、自分が生きてゆく事に関わっている人々を撮っているのは、当然のなりゆきのよ

うに思える。「社会派写真」などと気取らなくても、自分の生きている場を撮れば、

極端に言うなら自画像でさえ、立派な社会派写真になってしまうのである。

ここにいくつか、その題名を拾ってみよう。“靴の修理【“占い師”“誰が次のお

客さん？（単身男性寮の売春男）【“住民の内側の条件、外側の条件‾】赤ん坊はい

つだって女のお荷物だ”“花嫁修業”などなどである。おもしろかったのは、彼ら学

生連の作品と一緒にさりげなく、先生の作品も同サイズて、同条件の下に展示されて

いた。「どうして先生の作品も幸辰に並べたの？　それも学生のと一案削こ？」と私が

聞くと、32才のゴツゴツした無精ひげの先生

は、「そうする事が教育だ。」と、全くいつ

もと変らない、ふざけっぽい表情で答えた。

エ日　ほんとかいなりl

このアレクサンドラ・アート・センターの

写真コースの先生が、私の南アについての文

章の中に度々登場しているヴィクタ一・マト

ム（VICtDr Mato皿）である。人数の少ないせ

いもあってか、彼と学生達の関係は割合うま

くいっていた。まさかと思う人達も居ると患

うが、アフリカでは先生が学生達に対して絶

対的な高圧的態度をとっている所が多い。体

罰も結構あるし、ムチを手から放さない先生

もいる。力が無いのに先生になったとたん

に、自分が白人になったような錯覚を持ち始

める黒人先生も居る。だから先生と学生達と

の間がうまくいっている場合は、珍しいと

言った方がいい。そうして、そんな珍しい好

い先生も、黒人先生は南アで低賃金に泣かさ

れている。いろんな悪条件の中で、先生の定　『学令前のポートレート』Vicbrぬ血

着率は低い。進歩的新聞ニュー・ネイション
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（New NatlOn）のカメラマンとして働きながら、自分自身のモチーフに依る写真を撮

りたいと思っているヴィクターも、アレックスの先生を続けるべきかどうか悩んでい

た事があった。でも、来年（’93年）も学生達を集めて、写真の撮り方を基礎から数え

る地味な作業を放らずに、続けて先生をやると、近況ニュースが伝わり私はホッとし

ているところである。

悪条件の中で頑弓長って、教育と言う仕事をしている先生を見ると、私はいつも「一

粒の麦」と言う聖書の中の言葉を思い出す。私はクリスチャンではないが、「一粒の

麦もし地に落ちて死なずば……」と言うあの言葉は尊い。イノチと言うものの具体的

なイメージを私に見せてくれる。「ヨノ＼ネスプルク市内の私の仕事場があるビルが、

爆弾を仕掛けられてたくさんのネガや資料を焼いた。」とか、「ニュー・ネイション

紙では、文章にも写真にも署名が無い。筆者やカメラマンの生命を守る為にプリント

されないんだ。」とか、いろんな物騒な話を聞かされながら、それでも笑顔を絶やさ

ないよう気を付けて動きまわっている2メートル近いこの男を、私はふしぎな物体を

見るように、時々見ている。一粒の麦にしてはデッカイと思いながら。

私が長いこと見てきたアフリカ人と違って、彼が写真を撮る事に興味を持ったのは

何故だろう？　そう考えてみると苔は一つだ。彼の場合には、将来の為に記録として

撮って置くと言うより、寧ろメッセージとしての写真が果たす役割を愛している。
“百聞は一見に如かずと言うではないか。ほんとは現実を直接来て見て貰いたいんだ

けど、それができないのは十分に承知だ。だったら、この写真を見てくれよ。”と、

彼はそう念じながら写真を撮っているのだ。その写真は、彼がニュー・ネイションの

カメラマンとして、事件や、イヴェントや、政治家のポートレート、スポーツ・ゲー

ムなどを撮るだけにとどまらず、自分が手逼りして建てた家、ゴムとびで遊んでいる

近所の子供達、白人の鶏小屋を改造した学校、教室に入りきらない程親達が集まった

父母会、などであふれている。彼の小学生の娘が、冬、室内のラムプと石油ストーブ

のかすかなあかりに照らされて、たらいの中にお湯を入れ、からだを洗っている写真

を見た時、私は彼の写真を何とか日本に持って帰りたいものだと、ふと思った。持ち

帰って、自分の友人や、アンチ・アパルトヘイト運動をしている仲間、アパルトヘイ

トには全然関心はないがいつも私のポスターを買ってくれる人達、或はアパルトヘイ

トはもう終ったと信じている人達に見せたいと思った。娘の沐浴の写真は全体的に暗

く、一体そこで何が行なわれているか、はっきりしないようなシロモノだ。けれど

も、そこにちらりと写っている彼の妻の顔も含めて、人の生きる事の難しさと暖か

さ、そして南アの黒人達の底知れない貧しさと闇とにとけこむ、密な人間関係が、私

にはうまく説明できないけど妙な懐かしさでせまってくる。

帰国する時、プリントされた幾枚かの写真を持って帰った私は、日本で写真展がで

きないものかどうか訊ねる為に、日本のプロ写真家にそれらを見せた。すると、私が

勝手に感動していたそれらの写真は、私の感動とは全然無関係にたくさんの欠点を有

している事が判った。先ず一番大きな欠陥は、焼付がひどい暗室でなされている為

に、ネガフィルムに撮られているものさえ、つぶれてしまったり、飛んでしまったり
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している事だった。私はそれを指摘された時に、とっさにあのアレックスの小さなラ

ボを思い浮かべた。夏の暑い盛りに入った時の、あのムッとする耐え難い臭気と暑

さ。もし日本の完全な暗室で処理されれば、もっときれいな写真が生まれるだろうと

言われた。

正式に写真技術を学ばなかったヴィククーの、さまざまなこまかい技術的未熟さも

指摘された。日本人のプロ写真家は、写真の着眼点の良さや、その写真そのもののお

もしろさを認めながらも、日本人のプロなら誰でも知っている事を知らないぽっかり

に、効果が半減されている事を残念がった。私から見れば、そんな人がアート・セン

ターで教えているのも問題だ。もし彼が少しでも技術的なものを学ぶチャンスが与え

られれば、メッセージとしての彼の写真の質を向上させるだけではなく、彼が数えて

いる次世代の南アのフォトグラファー達の写真もよくなり、私達はもっと質や内容の

高いメッセージを窯人達が受け取れる事になるだろう。

私はそこで決心した。何とか彼の写真展を、日本で開いてみよう、と。欠点は欠点

で、そのままいいではないか。それが南アの現実であり、伝わるべきものは未熟さを

突き抜けて、ちゃんと私達に届くのだから、今はそれでいいではないか。その代り・

彼が南アで撮影したネガフィルムをたずさえて日本にやって来て、日本の条件が整っ

た暗室で、日本人のプロと一緒に学びつつ焼き付けてみるチャンスを与えてあげた

い。そして彼の手で焼いた写真を彼の手でパネルに貼って、日本人に見せて貰いた

い。同時に出来る事なら、写真を撮る時の状況を語りながら、南アの黒人連の今を、

日本人に話して貰いたいと私は思うのだ。成る事なら来年、私は日本で最初のアフリ

カ人のカメラ・アイ（Camera eye）を通した南アの人々の写真展を開きたいと思って

いる。

最初に書いた通り、日本人は「眼」にこだわる人々である。ヴィジョンの世界に大

変デリケートな人々である。彼の不充分な写真からでも、十分に彼のメッセージを汲

み取ってくれるものと私は信じている。私の考えに共感される方は、どうぞ来年の

「写真展」に、お力をお貸し下さい。
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弘一58166王STⅦ脚部l那WEE糾

独占取材：元M帽員ムテテレリ・ムクベとロバート・マクブライトが語る。

『われわれとルント・ストリダムとを比較できるはずがない』－ムクベ

釈放された政治臥　ムテテレリ・ムクベはANCの不屈の武装闘争の生き証人であ

る。この武装闘争は、血に飢えた者たちが行ったのではなく、国家による暴力をなん

とかくいとめるための苦肉の策として行われたのだ。

ムクベは、南アの現在の状祝ではアパルトヘイトの暴力を終焉させるには暴力で対

抗するのもやむを得ない、と言いきる。この考えは治安警察に捕えられ、死刑を宣告

されて死刑囚として過ごす間も変わらなかった。幸いとは思っていない。

ムクベが政治に目覚めたのは1976年の蜂起のときである。けれども闘争に参加する

決意を固めたのは、1979年に当時の『民族の槍』（MK）の要員であったソロモン・

マシャングが治安警察に捕えられ処刑されたときだった。ムクベは、この処刑が不法

だと考える者たちを集め学校ボイコットを組織した。そしてその後まもなくMKに参

加するぺく国外へ出た。

「暴力を止めさせるためにはMKに入るしかないと思ったんだ。アパルトヘイトの苦

しみを終わらせるために、われわれの自由のために、私は闘わなければならなかっ

た。」

彼は両親にあてて次のようなメッセージを残した。

「南アの人々は私に解放のために闘え、と言っている。」

「そのころはみんな、生き延びるために闘わなければならなかった。」

彼はMKの首脳部からの指令で、いくつもの任務を帯びて国に戻ることになった。

彼は東トランスバールでの攻撃で一般市民が負傷したことについて、こう弁明する。



um　アンチ‘アノヾルトヘイトニュースレター　　　　　　　　　　1992年11月1日発行　第三荘郵便物認可

【地雷】
1986年、メシナで、ムクベと同僚のMK要員ムゾンデレリ・ノンドゥラが仕掛けた

2発の地雷により、子どもを含む7人が死亡した。ムクベによれば、この地域は南ア

治安維持軍（SADF）磯鼻の住む安全保障地域だった。この地域の農民は何らかの

形でSADFとつながっていた。多くは元SADFのメンバーで、武器を所持し軍の

ための情報収集をしていた。

ムクベは地雷を仕掛けることを、軍事要且が家族ともども住む軍事基地を攻撃する

ことにたとえて言う。「一般市民が負傷する危険があることは分かっている。しか

し、家族を連れてきている者たちは、そこが軍事地帯であることを承知しているはず

だ。」

彼は自分が、生命の危険を冒しても一般市民に危害を及ぼさないように、という

ANCの指令に従ったことを指摘する。ムクベがもしこの指令に従わなかったなら、

逮捕されることはなかっただろう。

ムクベと他の4人のMK要且は、クリスマスの日に1人の農夫に出くわした。彼ら

はその農夫を殺さずに追い返した。農夫は軍に通報した。

SADFに見つけられて生き延びたのはムクベだけだった。彼を捕えた兵士らは彼

を戦争捕虜同様に扱った。彼の苦しい体験が始まったのは治安警察（SP）に引き渡

されてからである。すぐさま拷問にかけられた。

ルイ・トリチャードに拘禁中されているあいだ、6カ月間におよぶ尋問、拷問がな

され、彼を「アスカリ」つまりANCやPACの要員を逆スパイとして仕立て上げよ

うとする説得がなされた。彼は法廷に出るまで持てないかもしれないと思った。

しかし、彼は死刑の判決を受けても命が終わることはない、と確信していた。獄中

でのノムサ・ンクワンカとの結婚がこのことを象徴している。現在6歳になる娘のタ

ンディシズウェの誕生は、さらに彼に希望を与えた。

「私は我々がこの闘いに勝つという希望を失ったことはない。死刑を宣告されたとき

も、監獄の外にいる人たちが闘い続けることを確信していた。」

【恩赤受】
選択しろといわれたら、彼は自分の主義を掛げて政府のご都合主義を受け入れるよ

りもむしろ、投獄が長引く方を運んだだろう。彼は役人のための、あるいは『白いオ

オカミ』（極右グループ）の指導者バレンド・ストリダムのような“犯罪者－の釈放

などという国家による恩赦に加担することで、自らの自由をぶち壊すようなことはし

ない。

「アパルトヘイトに対して闘うとき、私は白人に対して闘っているのではない。我々
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は、ストリダムが黒人を動物呼ばわりして憎むようなことは白人に対してしていな

い。我々はこの国で共存していかなければならないのだから。彼の釈放と我々のとは

全く別物だ。私は事態が解決するまではむしろ投獄されている方を望んでいた。基本

的には私は恩赦というものを支持しているけれども、恩赦というのは虐待された人々

が自分たちを虐待した人々に対して与えるべきものである。被害者の遺族を犠牲にし

て釈放されるよりもむしろ刑務所にいる方を私は選ぶ。私が言っているのは、クラ

ドックの4人やムシヤングの家族の人たちのように、息子や娘の身に何が起きたのか

を知りたがっている人々のことだ。」ムクベはこう語った。

『私の最初の任雛武器の輔だった』－マクブライト
ロバート・マクブライトが、のちに彼にとって最初のMKの任務となる南アへの武

器の密輸に役立つ技術を身につけたのは、まだ思春期の14歳のときだった。防犯ドア

や盗難防止靴を作る便利屋だった父親の手伝いをしながら、彼は溶接を覚えた。数年

後、彼は自動車内部に武器の隠し場所を溶接して作り、MKが使用する武器を密輸す

る仕事が自分の仕事だと思うようになるのだ。

しかし、ロバート少年が学んだのは溶接だけではなかった。「父はちょっとした工

事や殺虫剤とか消毒薬の散布もしていたので、私たちはどんなところでも出かけてい

きました。すぐに私の視野はウェントワースの平均的な子どものものと比べてずっと

広くなりました。」とロバートは言う。世の中のことに目覚め始めるにつれ、ロバー

トは学校では異端児になっていった。「みんな私のことを変なやつだと思い始めたの

です。誰かが人種差別的な冗談を言うと私は立ち上がって『くだらないことを言う

な』と言ったりしました。ぜんぜん、普通の子どもではなかったんです。」

【分析】
政治的な分析をはっきりとするようになるにつれて、彼はカラード社会から距離を

おくようになっていった。「なぜみんなが私と同じように考えないのか理解できな

かった。少し独善的だったかもしれないが、私はそういうふうに感じたんです。」

高校を卒業して1年間働いた後の1983年、ロバートは教職を学ぶためにベシェット

カレッジに入学した。そこで彼はのちに『民族の槍』に彼を引き抜いたゴードン・

ウェブスターと出会うのである。

「私たちは自問した。私たちがANCのメンバーだということを知ったらカラード社

会ではどう思われるだろうか、と。きっと軽蔑して、私たちがどうしてテロリストに
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なったかなど全く理解しないに違いない、と思ったよ。」

1985年、ロバートはウェブスターを通して、ボツワナで軍事訓練を受けるため、初

めて南アを離れた。「私の最初の任務は武器の密輸でした。自動車の中に偽装の仕切

りを溶接で作ったり、板金ができたりしたからね。みんな感心していたよ。」

【密輸】
これが、7度にわたる南アへの武器密輸の最初だった。1986年に、ロバートはナ

タール地方で軍事活動を行った。変電所、油送パイプ、水道管、警察の車、杭打した

建築現場などの爆破である。「1985年10月から1986年6月にかけて、月に3～4回ほ

ど工作を行った。私はゴードンと一緒に働き、難しい仕事を選んでやった。」とロ

バートは語る。「私たちが変電所を爆破した後、彼らが補修し警備を強化すると、も

う1回爆破した。彼らに、ウムコントはいつでもそこにいて、どこまでも追いつめて

いくぞ、ということを示したかったからね。その頃はきっと死ぬな思っていたよ。」

1985年以降、ANCは攻撃目標をそれまでの、たとえば軍事基地や油送パイプと

いった「ノ＼－ド」なものから、武器を持たない軍事要員のような「ソフト」なものに

まで拡大した。ロバートはANCの方針には忠実だったものの、マゴーズ・バーの爆

破で死者が出たのを知ったときはショックを受けた。

「死者が出たというのを新聞で読んだとき、これは大きな罪だと感じた。」とロバー

トは認める。「私が任務を遂行する機械を使ってやる方法と矛盾するので、この事件

には非常にショックを受けました。この事件がきっかけで、深い自己分析をするよう

になりました。私は政治的、軍事的にはこの行為を正当化で善たし、今もできます。

でも1人の人間として、他の人間に対する感情として、この事件には割り切れないも

のを感じています。今でもときどき夜眠れないことがあります。」

この爆破のあと、ロバートは軍事活動の度を増し、毎週1度は行うようになって

いった。

【牙U務所】
「私はこのシステムからできるだけ早く逃れなければいけない、という考えでいっ

ぱいでした。爆破に対して焦燥感と苦痛を感じていました。刑務所では会う人ごとに

話しかけ、そのことを意識化させるように努力しました。これは刑務所を出るときま

でずっと続けました。」

刑務所生活が辛かったかと聞かれて、ロノキートはこう答えた。「私自身も私の組織

も、苦しいとか憤潜やる方ないというのはぜいたくで、そんなことは言っていられな

いんです。私が殺されるのを見たがっている執念深い白人を見ると、彼らがあんなに
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軽い罰ですむのは運がよすぎると思う。もしも全ての黒人が行動に転化したら、彼ら

がこれまでずっと感じてきた苦しみを私たちはどこまで行くことになるかわかったも

のではありませんよ」

今は生きていることを幸運だと思う、とロバートは言う。「アパルトヘイトという

巨大な力に挑戦する者はいつ死んでも不思議ではありません。いま私がこうして生き

られるのはまったくもって幸運だとしかいいようがないんです。」

※ムテテレリ・ムクベ氏に関しては本誌92年8月号の降矢洋子さんの文章をど参殿く

ださい。また、ロバート・マクブライト氏については88年10月号『ロバート・マクブ

ライトを教え！』で詳しく紹介するとともに、ポタ大統領に対する抗議の手紙を出す

よう呼びかけました。また、89年3月号にも続報を掲載しました。　（編集部）
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