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4／11集会『南アの女性と子どもたちの日々』

南アフリカ1993年・夏の終わりの旅で考えたこと 楠原彰

こんにちは＼楠原です。日本は夏にむかっていく季節ですが、今、南アフリカは夏が終

わりまして秋であります。そして、やがてくる冬の準備をしております。1991年7月から

8月にかけて行った頃はちょうど真冬だったもので、寒くてたまらないといった感じでし

たけれども、今回は非常に気候がよく、夏の終わりでブーゲンビリアなどの花が咲き乱れ

ていました。

僕はケープタウンの喜望峰まで行ったのですが、そこでも花が咲き乱れていました。し

かし・現状は今からお話するように最悪の状態になっておりました。南アフリカのある女

性・彼女は活動家ですけれども、今アパルトヘイトが終わったどころではなく、どんどん

悪くなっている、そして、こういう事態を内乱、内戦というのではないか、と言ってまし

た。そういう状況の中で、非常に短い期間の旅でしたけれども、自分の命をどう守るの

か・自分が襲撃されることをいつも警戒しなければならない、昼でも夜でも誰に駁われる

か分からない、という経験をしました。ちょっとオーバーに言っているように感じますけ

れども、実際死者はたくさん出ているわけです。それは政治的なバイオレンス、つまりイ

デオロギーの違いによって殺し合うということだけではなくて、例えば白人の家族が誰だ

か分からない黒人によって撃ち殺されると、白人たちが復讐をするわけです。この復啓で

すが、別にデクラークが復讐をさせるわけではなくて、フラストレーションがたまった軍

隊や警官が気に入らない黒人たちを見つけて撃ち殺したりしているわけです。それは少女

がやられてみたり、大人がやられてみたりするわけで、犠牲者は僕であるかもしれない、

そういう暴力もありますわ。

これは何も僕だけではなくて、金曜日の夜は人通りがピタリとなくなってしまうという

のも・金曜日に週給をもらった人たちが盤われるからなのです。黒人が、黒人に襲われる

のです。少年が襲ったりするわけです。7才から14、5才の少年がワッと一人の通行人を囲

んで、何をやっているのか分かりません。一人はナイフをつきつけ、あとの少年たちはポ

ケットに手をつつこんでワァーと逃げていく。金曜日の夜なんかはこういったことが日常

的に起こり、ニュースにもなりません。そういう暴九大・中りj、の暴力が、あんなにの

どかだった農村地帯にまで広がっています。
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私は・JVCがプロジェクトをもっているトランスカイの田舎のマウントフレイレとい

う村で二泊しました。牧畜や遊牧の村で貧しいのですが、すごくきれいな村です。ケニア

やタンザニアでそうしたように自由に歩きたい、＋－】】人で歩きたいと言ったら、村の人たち

が少年をつけてやると言ったのです。こんなことは、私の経験では初めてです。17、18才

の少年をボディーガードにつけて案内してもらわなければならないとは、どうしてなのか

と問うと「ん～。つまり、お金をもっていると考えられる人間を整うという動きが最近あ

るので、まあ小さな村だけれども、できれば一人では歩かないでほしい。」というような

返事でした。日中にそんなことが起こるなんてちょっと信じられなかったのですが、これ

は大きな暴力が広がっていくときに起こる事態だと思います。レバノンやユーゴスラビ

ア、あるいはパレスチナの暴動を想像するわけですが、同じような情況が起こってくると

いうような気がします。

成田に着陸したとき買った新聞で、中枢さんという青年がカンボジアで何者かによって

撃ち殺されたというニJL一一スを見ました。E】本の政府の対応や新聞の論調が∴私のいた世

界の対応とあまりにも違っていました。中田さんが危険な日にあうということは、カンボ

ジア人はもっと危険な員にあっているということなのです。私がアフリカで危険な副に

あったということは、南アフリカではごくあたりまえの、数限りない人たちが、何かに怯

えながら生きていかなければならないということです。その危険なところで働いたり暮し

たり、結婚したりしている。それが日常である人たちのことが日本の報道には伝わらない

のです9つまり、あまりにも中臣さんが英雄になっているみたいで、何か特別に彼が撃た

れたみたいですね。一人の日本人が撃たれたということは、無数のカンボジア人も撃たれ

ているわけです。僕が南アフリカで殺されたとすれば、それは僕だけが殺されたわけでは

なくて、無数の南アフリカ人が死んでいることを意味します。現に、本当にめちゃくちゃ

に南アフリカでは死んでいるのです。突然殺されているわけですから、なるべくおっかな

いことは嫌だと言っていた人間までもが、日常生活の中で巻き込まれていくわけです。

［Ⅰ］アパルトへ吊が終わった？冗談じゃないよ！
南アの現実は、アパルトヘイトはもう終わったとか、さあ国家建設だとかいうような雰

囲気だろうと思っている方もおられるかもしれませんが、それは冗談じゃないというか、

正直なところ私の判断はアパルトヘイトを終らせるための交渉の段階に入ったというのが

現実だと思います0交渉のための交渉をどうするかということを交渉しているわけですか

ら、交渉のテーブルに誰がつくかなんてことを交渉しているわけです。400年の歴史に歪

んだ土地をどうするかとか、義務教育のない子どもたちをどうするかとか、白人の学校は

ガラガラで設備は十分なのに、黒人は行く学校すらない、これをどうするかについては国

家レベルの交渉すら始まってはいないのです。
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南ア政府が10の民族ごとに人を分けたバンツースタンでは、いまだに4つの“独立国”

が与えられていて、その一つのトランスイに行ったのですが、そこではビザを取らなけれ

ばいけない。トランスカイではANCのメンバーであると噂されているホロミサがクーデ

ターをやってタメな大統領を追い出し、白人が作ったバンツースタンをコントロトールして

います。これはなかなか人気があって、ANCとつながっていますから、逃げてきた人を

かくまったりしているわけです。この間、そこで訓練を受けたAPLAというPAC（パ

ンアフリカニスト　コングレス）の武装部隊が外に出ていって白人を殺したということ

を、デクラークが任命したゴールドストン調査委員会が暴露しました。そして、責任をと

れと迫ると、ホロミサは「独立国の主権をおかす気か」と答えたのです。誰だってそんな

もの主権国家だとは思っていません。彼自身がそう思ってないわけです。でも、実際、私

が入るとき、ビザの問題がおこりました。私がせっかく南アの飛行場で3時間もかかって

とった入国許可証を、バンツースタンに行くときにまた取られてしまったわけですね。そ

うすると僕はまったく何も書頬がなくなるわけです。バンツースタンに入ったからといっ

てスタンプを押すわけでも何でもありません。書類を全部取られていますから、成田で押

したノ＼ンコしかないわけです。そのような状態でまた南アに戻らなければなりません。南

アに戻るといってもトランスカイは南アですから、妙な話です。バンツースタンはいった

いそれが南アに属するのか、これからもバンツースタンとしてやっていくのか、というこ

との交渉すら始まっていないのです。ですから、アパルトヘイトは終ったなんて冗談じゃ

ないよ、ということですね。

土地の問題が大きいのではないでしょうか。白人はワァーと何千ヘクタールという土地

を所有して、もう明らかにあの土地は破られたということを黒人は知っているわけですよ

ね。知っているわけだけれども、その交渉にすら入っていません。黒人に土地を返すの

か、買うのか、取られっぱなしなのか、買い上げてくれるのか、そういう話がほとんどで

きていないという状況が、今のアパルトヘイトの環状です。ですから、今、その交渉の内

容をめぐって対立が起きています。そして、その対立が大きな暴力の根源になっているわ

けです。交渉の主流は、御存知のようにデクラークが指導する国民党です。相手側の主流

はANCですね。ANCが国民党と直接交渉し、そのまわりにPACだとか白人のいろい

ろなグループだとか、インカタもいるわけですが、メインはマンデラとデクラークの交渉

で、彼らの交渉に不安をもっている者が白人にも黒人にもいるわけです。これが結託し始

めています。つまり白人右派、つまりデクラークよりももっと右の、黒人なんかとの交渉

はもってのほかでアパルトヘイト支持を本気で考えている人たち、さらに右の人たちも含

めて、そういうグループがインカタという対話に乗り遅れてしまった時代錯誤の勢力の政

治結社とつながってANC派を襲うという大きな暴力が生まれています。そこに軍隊がか

らむ。軍や警察の中で、交渉をぶっ潰すためインカタに武器を送ったり、インカタ派を外

国で訓練したりしているやつらが、例えばANCの集会があると、ANC系の人びとが集

会が終って外に出てきたあたりを突然覆面をして、自動車で乗りつけてきて数十人を
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パァーと襲撃して殺してしまう。逃げて行くのが誰か分からないので、警察も捕まえられ

ません。おそらく警察も武器を濠しているいるから犯人を分かっているだろうと思うけれ

ど、捕まえないのです。ところが3人くらい白人が殺されると、これはもう道という道、

町という町に軍隊が出て警戒網をしくのです。蟻の子一匹通さないぐらいの厳重さで。あ

れだけたくさん黒人が殺されても警察は犯人を捕まえない、ところが3人白人が殺される

と厳重な警戒網をしいて徹底的にやるということを黒人たちは見ているわけです。これは

いったい何なんだ、というフラストレーションがたまっていく。それが若者なんかに影響

を与えていく。だから、若者が白人を突然撃ち殺したり、なぐりつけたりということが当

然のようになってしまっていく、そんな横国があります。

ビザのトラブルが相変らずあります。日本大使館に私は初めて電話しました。まったく

身分保証がなくなったもので、どうしたらいいのでしょうか、と訊ねたら、ビザ担当官は

「そんなケースはあるはずがない」と。日本人は2週間以内の観光ならビザはいらないは

ずで、担当官がそんなケース聞いたことがないといっても、南アの入管は僕にむかって

「おまえの場合は別だ」と言ってなかなか入国を許さないわけです。その点でも、アパル

トヘイトはまだ終っていないわけですね。私にとっても終っていませんでした。一回日は

もっとすさまじかった。訓練された警察犬がピックリとそばにいましたからね。今回は犬

はいませんでした。南アの現状は、犬がいるかいなくなったかぐらいしか変わっていない

［2］暴力棚が今最大の問題
二番目の問題に入ります。レジュメを読んでみます。『何世紀にもわたってシステム化

された暴力（アパルトヘイト体制）は抵抗の暴力を生み出した。そのシステムが崩壊し始

めたが、新しい民主的で平等なシステムがまだなかなか実現されない今、アナーキーな自

己主張／要求の達成を求めて無秩序な暴力が噴出しだした。大は国家権力の暴力（これも

アナーキー）からインカタの暴九小は路上や家庭の暴力まで。みんなが何かに脅えてい

る。今が内戦（「シビル・ウォー」）だという人もいる。』

第二は国家権力の構造です。さきほど言ったように白人の家族が3人殺されたら、軍が

歩いている子どもを引っ捕まえたり、ぶったたいたりするなんていうことは、典型的に軍

の統制が取れていない証拠です。アナーキーなのです、これは。軍隊が組織的にスパイを

インカタの中に送って、ANCの集会がここにあるからと教えてやったりそこに武器を送

り込んだりという国家権力の大きな暴力だったり、ANCの若者がインカタを襲ったり、

インカタがANCを襲ったりという暴力です。そして、私だって何回やられたか。たまた

ま私の場合はケガも何もなかったけれど、なんでこんなことやられなければならないの

か。昔、新聞記者の方が路上で若い黒人たちに襲われて、僕はあの人たちのために原稿を

書いたんですよ・と言っていたけれど、自分がいちばん助けようと思っている人たちから
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裏切られたり、やられたりたというのが歴史の真実でもあるわけですから、しょうがない

かもしれません。保険をかけて行くしかないね。僕らは旅人だからいいけれど、南アにい

るJVCの高梨君なんて大変だと思います。彼なんかも、警戒しながら生活していて、彼

の部屋にたどりつくまで三重、四重の鍵ですよ。本当に大変だと思います。

さて、マンデラはデシプリンといつも言っています。デシプリンは何て訳したらいいの

でしょうね。規律と訳してもなんとなく日本語にならない。モラルを守ろう、まじめにや

ろう、ということで人の物を盗んだり、かっぱらったり、人をぶったたいたりするな、そ

のためにはデシプリン、規律が大切なんだと言っているわけです。けれどもANCのメン

バーでさえ、抵抗を反撃の暴力として実行しているわけですね。これは、最近すごく問題

になっています。ANCがインカタを暗殺するとか、ANCが誤って子どもを殺してし

まったとか、ANCの武装反撃隊ですね。これは今までANCは公的に「たしかに

ANCもやっている」なんて言わなかったけれども、私がいるときにノ＼ッキリとマンデラ

は「ANCの暴力に関しては、もし事実であり、それが我々に間にハッキリ分かったら断

固たる処分をする」と発言しました。ANCのメンバーの中にも相当なヤツがいる。当然

でしょうね。あれでやられっぱなしなんてことはないですよ。集会の時にワァーとくるわ

けですから。インカタの武器は政府が取りあげなかったわけですよ。伝統的な武器なんて

言いながら武装したインカタのヤリでみんなやられたわけですから。

最近、ANCは暴力を行使したメンバーを警察に引き渡すと言っています。本人はやっ

ていないと言っているけれど、2人の白人を殺した人がいて、手配されていた20代のウム

コントウエシズヴェ（「民族の槍」）のメンバーだった青年を引き渡しました。瞥寮はこ

れからもこういうふうにやってもらいたいと言っていました…

こういう状況ですから、昨日殺されたクリス・ハ二の人気が出てくるわけですよね。ク

リス・ハ二という人は昨日白人の銃弾に倒れましたけれど、彼はマンデラと違ってデシプ

リンなんてことを口先でも言えないようなところがあるのです。デシプリンがないという

と語弊があるけれど、長い亡命生活をして「民族の槍」の総元締めというか、武装、つま

り相手が武器をもって戦うときに、こちらも武器を捨てることは卑怯だ、これでは民衆を

守ることはできないんだ、ということをずっと言い続けてきた人です。

インカタは武器をもっていいけれども、ANCは武器を取り上げられる状況ではみんな

フラストレーションがたまって、クリス・ハこのような人が出てくるとみんなウァーと言

うわけですね。気持ちいいわけですよ。「我々は武器を捨てていいのだろうか、敵が攻め

てきたときに素手で戦えというのか、何人殺されたというのだ」と言って、さすがクリス

・八二だといわれた彼が殺されたのです。

もう一つ・闘争を今さかんに言い始めて注目を集めているPACの武装グループの

APLAが、またかっこいいことを言うのですね。これは、白人に言っているのですよ。

「一人の白人に一発の弾丸を」。こういうことをTVに向かって言うわけです。インタ

ビューで、本気になって考えているのかと聞かれて、まあ、それは一般的にそういうこと
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を言っただけでありまして・・・、なんて答えていました。そんなことをはっきり言ったら、

やばいですからね。そんなことははっきり言いませんよ。しかし、我々を裏切るようなこ

とをするな・我々の戦いを邪魔するな、そして民族の自由と独立に敵対するような白人に

は弾丸を、なんてTVでガンガンやるわけですから、そういう雰囲気の中で若い十代の子

どもたちが、もう学校に行ったって何の勉強もしないフラストレーションがたまっている

子どもたちが、APLAか、八二か、というような感じになるのが、私にもよく分かりま

すね0マンデラがデシプリン、デシプリン、交渉、交渉と言っているだけでは生活上の格

差はなくなりっこないですよ。なくなるという展望、努力すればなくなるという展望が誰

にでも見えてくるのは5年先かもしれない、もしかすると100年先かもしれない。黒人と

白人が対等な関係になるためのプロセスをみんなで助け合うから楽しいというのならい

い0そういうプロセスを楽しんでいくとか、格差をなくすプロセスに命をかけていく。そ

ういうことが希望につながるわけです。その希望がなければ少しも良くはならない。クリ

ス・ノ＼ニだっていい家に住んでいるわけだし、マンデラなんてすごい家に住んでいる。黒

人で大学の教授なんてみんな旧白人居住区に移っているわけです。エリートはみんな旧黒

人居住区から旧白人居住区へ移動しています。そういう移動がすでに始まっている。白人

街に黒人が移動すると、また別のトラブルがおきます。ニューヨークと同じですよ。

希望が不可欠なわけですね。白人と黒人、黒人と黒人の格差が民衆にフラストレーショ

ンをもたらして、いろいろな犯罪が起こっています。そういうことを押えつける法律もモ

ラルも崩れはじめた以上、安易に法律を使って平等に近付こうとするのは途方もないこと

です。月謝が払えなくて頭をかかえていた子どもが、働かざるをえなくなる。観光客から

かっぱらったら月謝が払えると思えば、誰だってやりますよ。観光客はお金をもっている

から、200カドくらいかっぱらったら御の字ですよ。私が聞いた話では、村の一家族が一か

日暮していくのに、380ランドから500ラ津だそうです。1ランド40円です。ご計算ください。300ラ

ンドで1200岬］ですよ。モラルをなくしてしまった子どもたちは、手っ取り早く群れをなし

て僕らを装うわけですね。

アンゴラやモザンビークの反政府組織に南ア政府や南ア軍はこれまで武器を渡してきま

した。武器とお金と弾薬を。アンゴラは内乱をまだやっていますけれど、モザンビークは

内乱が終ったものですから、大量の武器が安く流れ込んできます。武器を流せば戻ってく

るのです。だから、みんないっぱい武器をもっているのですよ。白人はみんな武装してい

ますbだから・黒人が車のバーツを盗みに来たくらいで撃ち殺されていますよ。子どもた

ちもみんな戦争ごっこや撃ちあいの遊びをしています。日本からの土産に紙風船などのオ

モチャをたくさんもっていったけれど、まるで人気がありませんでした。

白人が殺され始めたのが昨年の12月です。今年になっても白人がたくさん死んでいま

すd白人が一人死ぬと、ものすごいパニックになるのですね。

（『［Ⅲ］子供・若者の問題が社会問題化している』と

『［Ⅳ］希望』についての話は次号に掲載します。）
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自立する女性たち 津山直子

こんにちは、JVC（日本国際ボランティアセンター）の津山直子です。今日は、南ア

で自立する女性たちというテーマで、南アの大変な状況の中でも経済的精神的に自立をし

ようとする女性たちの活動について紹介しようと思います。

昨日（4月1帽）、JVCの合宿をしていまして、そこにANCのリーダーであるクリ

ス・八二が暗殺されたという連絡が入り、非常にショ∵ヅクを受けました。彼はとても人気

のあるリーダーで・それは彼が暴力問題がさらに増えている今の南アで過激に走ろうとす

る人々を鎮め、暴力でやられる人を守らなくてはならないんだと言ってきた人だからで

す。私が1991年に初めて南アに行ったとき、それまではクリスりヽ二は過激な人というイ

メージがあったわけですが、行ってみるとANCのメンバーだけではなく、はば広い人た

ちのリーダーで、ホームランドの村の人たちにまで人気があることが分かりました。それ

は、ANCと南ア政府の交渉が始まると、ANCのリーダーたちは自分たちを見なくなっ

たと思っている、草の根の中で一番暴力の被害を受け、そして貧困に置かれたままで何も

良くなっていない・・…そういう人たちのことをANCは忘れてしまったのではないか、し

かしクリスり＼二はそれを考えてくれていると。

最初、クリス・ハニは南アに戻ってくるとき、暗殺の可能性があるということでトラン

スカイに入り、そのあとヨハネスバーグに移りました。多くのリーダーはヨハネスバーグ

のANC本部にしかいないのですが、彼は南ア各地を回って人々の話をきき、そして問題

を解決しようとしてきました。去年、ANCの執行委員にも一番高い投票率で選ばれたの

ですが・そういう意味で今私がショックを受けている以上に、南アの人々が悲しみに包ま

れていることと思います。

私が今回南アに行ったのは2月から3月にかけてでした。白人政権によって独立させら

れて侠儲政権が作られたホームランドのうちトランスカイというところでJVCが活動し

ています0そこはカッコ付きの独立をし、白人政府が選んだ最も弾圧の厳しい黒人の伐儲

政権だったわけです。1989年にクーデターが起こり、ANC寄りの政府になりました。ま

だまだ市民団体が直接支援することの厳しいホームランドがありますが、トランスカイの

場合は支援できるようになっています。トランスカイは東側にインド洋があり、南アの南

東部に位置します。私たちの支援しているイシナンバ地域開発センターがある所は、トラ

ンスカイの首都ウムタタの北約100キロの所にあるマウントフレーレという地域です。イシ

ナンバという地名は、コサ語で“最後に笑うのは私たち¶という意味です。そのイシナン

バから、2に2週間、3人の女性がJVCのタイとラオスのプロジェクトを訪れました。

村のごく普通の女性たちが海外へ行くことになって、地元でも大きなニュースになりまし



た。アパルトヘイトの中でお前たちは能力がないんだと言われ、自信や可能性を失い希望

のない人生を送っていた人々が、自分たちの地域を変えよう、自分たちの手でこの村を

作っていくんだと、懸命にがんばってきました。アパルトヘイトが終わるのを待つのでは

なく、自分たちが立ち上がることによって、また自分たちの手で収入を得る手段をつくり

だすによって生活を良くしていくのだ、協力していくのだ、とがんばってきた人々が、ア

ジアの農民たちとつながっていきます。私たちはそれを南と南のネットワークと呼んでい

るわけですが、同じように貧困、環境破壊、南北間題などの厳しい状況におかれている人

々と経験を分かち合い、より元気に白イ言がもてるようになるのではないかとプログラムを

組みました。南アの農村がアジアの農村と汲著に達うのは、まず、男性がいないのです。

これは、ホームランドつくった目的の一つで、鉱山で必要な男たちを出稼ぎ労働者にする

ことだったからです。ホームランドに黒人をいったん押し込めて、働ける男たちだけを鉱

山に連れて行きました。また、大規模な白人農場を発展させるためには黒人農業を壊して

しまわなければならないということで、豊かな農業をしていた黒人たちは土地を奪われ、

家畜の数を制限されて、強制移住させられたわけです。彼らの伝統的な農業はなくなって

しまいました。

JVCはタイやラオスでも農薬や肥料に頼らない有機農業、自然農法による農業を行っ

ています。今回のスタディーツァーでは、南アの村人たちにに農業を復興させ自給をし

て、そして収入を得るために、そういった農業を実際に見てほしいと考えました。南ア

は、他の第三世界とよばれる国と違って、村人は賃しくても国内で農薬や肥料がどんどん

出回っているため、それらを使うのが当然となっています。イシナンバではそうではない

農業を見出そうと、実際に有機農業、自然農法というのが土壌を回復させ、自然循環を生

かして、彼女たちが自給して、そして金のかからない農業をすることができることに自信

を持つことができました。

では、イシナンバの活動、そしてタイ、ラオスへのスタディーツァー、もう一つのプロ

ジェクト地の首都プレトリア近菜馴こあるジェフスビル・スクォッターキャンプのスライド

を見ていただきながら、お話したいと思います。

（以下、スライドを見ながらの説明から一部を抜粋して掲載します。）

【イシナンバの説明】昔は森林があったトランスカイで、強制移住によって人口が集中し

て煮炊きのために木をたくさん伐採したことになりほとんどがはげ山になってしまいまし

た。土壌流出で、作物ができなくなってしまうのです。この地域は水道も電気もないとこ

ろで、湧水とか川の水を飲み水や洗濯に使っていますが、その水が少ないので本当にすく

い取るようにして利用しています。

【イシナンバの女性たち】毎月一臥　ワークショップを開いています。そこで、裁縫や農

業など様々な技術を学んだり、協同組合の運営についても学びます。多くの女性たちは、

学校に行く機会がなく、ほとんどが字の読み書きができなかったのですが、今では自分た

ちで計画書まで作るようになりました。そういった実践が識字の教育にもなっているので



昭　アンチ・7ノヾルトヘイト・ニュースレター　　　　　　　　　　1993年4月1日発行　第三者郵便物認可

す。

【学校の服の制作】これは学校のユニフォームです。彼女たちにとって、物を作ることよ

りも、どうやって売るかということの方が大きな問題です。作ることができても村の外で

買ってもらう交渉をすることが非常に難しいステップなのです。彼女たちは直接学校に

行って校長先生と話をして注文を受けています。南アの子どもたちにとって制服は高いの

ですが、彼女たちが制服を作ることで安く買えるようになりました。

伝統的な衣装もつくります。また、彼女たちが看ているカラフルな服は自分たちのデザ

インで作ったものです。

【男たちの仕事】こういった村の多くの男の人たちは出稼ぎに行っていました。しかし、

高い失業率のため、鉱山からどんどん帰ってきています。そういった男の人たちは金や石

炭をただただ掘ってきたわけで、何の創造力もない仕事を何十年もやってきたことになり

ます。ですから、村に帰ってきても何をやったらいいのか分からない、仕事もない、とい

うことで酒におぼれ、女性たちが稼いできたお金までも酒に使ってしまいます。こういっ

た男性たちも関わっていけるような仕事、家具づくり、フェンス用金網づくりなどを一緒

にやっていけるよう取り組んでいます。

【ジェフスビルの保育園】JVCはもう一つのプログラムとして首都のプレトリアから30

分ほど離れたところにあるスクォッターキャンプで活動しています。JVCは、住民組織

の人たちといっしょに保育園を作りました。去年の6月から建設を始め9月に開所式を行

いました。そのニュースが新聞に載った次の日に、住民組織のリーダーが逮捕されてしま

い、2か月間拘留されました。理由は住民から金を取ったということですが、無実の罪で

す。スクォックーキャンプで住民組織が強くなると警察あるいは軍からのいやがらせがあ

り、この保育園も武器が隠されているのではないか、と犬を連れた警察官が捜索に釆まし

た。今年になってからは平穏になっています。

5つの教室と給食室があります。今、子どもたちが62人、保母さんが6人、給食を作る

人が3人、施設整備や野菜づくりをする人が2人。この2人は男性で、あとは女性です。

子どもたちは早い子で6時半ごろやってきます。というのは黒人居住区は町から離れてい

るので、お父さんお母さんが早く出かけるからです。子どもたちには、栄養ある食事を出

せるように努力しています。

【トイレ】トイレは掘った穴に流すだけの非衛生的なものでしたが、そこに簡易水洗トイ

レを作っています。約4000世帯、18000人が住んでいますが、そこに140の簡易トイレを

作っています。

【ジェフさん】ジェフスビルの名の起こりとなったジェフさんです。住民がここに移りす

んだとき、警察が攻撃してきたのですが、勇敢に立ち向かったリーダーとして住民はその

名をとりました。とても落ち着いたすぐれたリーダーだと思います。
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降矢洋子写真展開催に向けて

※講演の最初に、ビクター・マトム氏の写真をスライドで見ながら解説をしていただきま

した。今回は写真を掲載しないので、その部分は割愛させていただきます。　（編集部）

ただ今ここで紹介したV．マトムさんが操った写真を、雑誌『母の友』（福音館書店）

が、5月号のグラビアページで取り上げてくれました。南アフリカの黒人が撮影した写真

が、公の新聞や雑誌に載るなど、日本ではおそらく始めてではないでしょうか。私はとて

も嬉しかったですb　この写真家には南アフリカのヨハネスブルクにあるフーバ・ギャラリ
ーで出会いました。そのあたりには、例のマーケットシアターなど黒人文化を支えるいく

つかの建物があり、ウイークエンドには近くの駐車場に黒人達がギッシリ集まり、フリー

マーケットが開かれます。一昨年、私が国際交流基金から派遣されてアフリカ人達をテー

マにした木版画をたすさえて南アフリカに渡った時、会場のフーバ・ギャラリーで少しば

かり過激な講演を、私はしました。聴衆の中に彼がいました。講演後たくさんの人達と握

手をし、彼のでかい手につかまりました。それが私と彼との交際の始まりです。「日本に

もアパルトヘイトについて考えたり発言したりする人々が居るなんて知らなかった。」

と、Ⅴ　マトムさんを始めたくさんの黒人達が言いました。日本でのアンチ・アパルトヘ

イト運動はもう20年以上も続けられているのに、そう言う市民レベルでの運動の様子が、

南アフリカの一般の人たちに伝わるルートが今迄殆どなくて、ごく限られた人達に知らさ

れていたに過ぎません。表情をやわらかく崩しながら、手の方は私の掌の骨が折れる程固

くにぎりしめ、感激だ、感激だと、この写真家は何度もくり返しました。一方私達日本人

にも、南アの黒人達がどんなふうにして暮らしているのか、市民や村民レベルでの生活状

況がどんなであるのか、知る機会は極く限られていました。日本と南アフリカとは、地理

的に非常に隔てられていますが、同時に文化や人間関係においても、遠い存在だったなァ

と思わされます。ギャラリーに来たアフリカ人から、「日本人が絵を描けるなんて知らな

かったヨ。」などと言われました。この雑誌に黒人居住区の子供達が勉強している姿が

載っていますから、ちょっと覗いてみて、よかったら買って下さい。お金はそのままカン

パになりますから。

私が彼の撮った写真を見て、ふと写真家としての彼に心を惹かれたのは、マンデラのポ
ートレートでした。マンデラが監獄から出て来た時、おそらくは何十人ものカメラマンが

国の内外を問わず集まって来てカメラの放列を敷き、いっせいにシャッターを切った事で

しょう。私はこれ迄に、何枚ものその瞬間の写真を見ています。V．マトムの写真を見た

時に、彼がとらえたマンデラの顔に、ちょっとしたシャイな、はにかみの表情があるのに

私は気付きました。それは他の人達が撮った写真の中には無かったものです。晴れがまし
い表情の、威風堂々とした英雄の出現を世界中心待ちにしていた時、フォトジャーナリス

ト達はその期待に応えてマンデラの婆を撮ろうとあせります。そんな時、過剰な期待にタ

ジクジとなって一瞬かすめるマンデラの人間的なはにかみの表情を、カメラにとらえた
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Ⅴ　マトムは、おもしろいカメラマンだなと、私は思いました。アフリカ人は、こんなふ

うにマンデラを身近な「人」として感じているんだろうかと考えたり……。

私はこの15年間、時間をみつけてはアフリカを訪れ、アフリカを旅して来ました。長い

間ヨーロッパや日本のカメラマン達の被写体だったアフリカ人達の、写真に対する不平不

満をよく剛かされました。「俺たちはこんなじゃない。」「こんな所ばかり撮りやがっ

て。」「こんな所で裸になっていないわヨ。」などなど。マ、言われてみれば御もっとも

と答えざるを得ない文句が夢いのです。所詮被写体である限り、即ち受け身的存在である

限り、撮る側の裁量やイメージから逃れる事は出来ません。アフリカ人がそれをくつがえ

すには、アフリカ人の考え方や人生観が反映された作品を、アフリカ人のカメラマンが産

み出すしかないのではないでしょうか。今回マトムさんの写真展を日本でやってみたいと

言う一つのきっかけは、アフリカ人が“自分たちでこんなふうな生きてるんだ。見てく

れ”って言う写真が出て来たと思ったからです。

南アフリカの状況は今、希望が見えそうで見えないと言う、何か空中に吊るされたよう

な、人々は吊るされてあっちにこっちにプラン、ブランされている心理状態でいます。ア

パルトヘイトの下で閉塞状況を只耐えるだけであったのとは遠いますが、今がそれより楽

かと言ったらそうは言い切れません。今の状況もかなり苦しい。昨年の8月、私が南アを

発つ時、空港迄送って来てくれて「じゃ次に会う迄お互い元気に頑張ろうね」と、マトム

さんは明るく言った筈なのに、それから1ケ月後の9月に貰った電話の中で彼はひどく苦

しそうでした。落ちこみ方が大きく「俺は何と言う国に生まれてしまったのだ，」などと

言っている。丁度9月7日の後で、シスカイの中心都市ビショー近郊でデモ行進中の6万

人のANC支持者たちに、シスカイの軍隊が待ち伏せていて発砲し、死者28名、負傷者1

97人の犠牲者が出たと言うニュースが届いたばかりでした。話し合いによって徐々に問題

、　　　　　　　　　　　　　　　＼　■－　、

屋で、Ⅴ　マトムはあれやこれやと国の将来を考え始めたら、一人あたりが夕碁の闇に包

まれるのにも気付かず、いすから立ち上る力さえ抜けて何時間も過ごしてしまったと言う

のでした。いつも周囲のさまざまな人達を励まし、落ちこんでいる人には明るい冗談を

言って笑わせては元気を取り戻させる彼でも、帰宅する事さえ忘れて坐りこんでしまう時

もあるんだなと、私は思いました。「今日迄はそれなりに、自分達の国を何とか変えられ

るのではないかと思っていた。今は絶望だけを感じ、そう思っている自分がとても妹

だ。」と私に言います。絶望と言えば「希望が幻想であるように、絶望も又幻想なのだ」

と言う魯迅の言葉があります。且ってこの言葉によって力を与えられたこともある私は、

こんなⅤ　マトムを、いやマトムだけではない、たくさんの南アフリカの人々をいすから

立ち上がらせてあげるにはどうしたらいいかと考えました。今日は一先ずいすから立って

家に帰り、明臥元気になって仕事ができるように、声を掛けられないでしょうか。そん

な思いの中から生まれたのが、この写真展です。南アフリカからの、写真による彼らの

メッセ‾ジを正しく受け取り・彼の写真の中に現われるたくさんの子供達や女達の瞳に、

私達が何か応えてあげられたらと思います。

東京での写真展は・新宿ミノルタ・フォトギャラリー（8月16日～3帽）です。其他は

迫ってお知らせします。
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TIU；　　　　　　　批卿ゆrd血喝血g肋助飾〟

耶E艦l∬ⅡA札『≡浩三詣』
子どもの虐殺は誤認襲撃？

－終わらなしヽ暴力抗争の悲J蒙り－

今週、アフリカ民族会議（ANC）ナタール中部地域議長ハリー・クワラは、先週初め

にテーブルマウンテン地区のエムポイで発生した第一の待ち伏せ攻撃について、同組織の

支持者に責任があるかもしれないと認めた。この事件では、重武装の狙撃者たちが旅行中

の小型バンに発砲して、6人の子どもが死に追いやられた。

これに続く2件の待ち伏せ攻撃の背後には、インカタの支持者がいたとの指摘がある。

この2件では14人が死亡した。3件の襲撃での死者は20人に達し、さらに26人が負傷し

ている。

クワラの信じるところでは、エムポイでの虐殺に関し讐零は間違った人間－その全員が

ANCのメンバ一一を裁判にかけており、彼の知らない殺人者はいまだに自由であるとい

う。

6人の子どもの殺害はミスであり、真の標的は地域のインカタの「殺し屋」であったと

彼は推測した。彼は言う「インカタの殺し屋は普通、殺しのため移動する際には′j＼型バン

を使う。そのことは一度も言及されない。この事件が冷血な殺人であったとの印象が作ら

れている。」

グワラの主張によれば、襲撃時、クワズールーの警察官フイカリゼセワ・ングバネが小

型バンを運転していた。死亡した6人の中には、インカタの地域議長バーナード・エムキ

ゼの3人の子が含まれていた。グワラは認める「（虐殺を行ったのは）ANCの人間かも

しれないが、彼らは捕まっていない。」

先週、グワラは声明を出し、その中でこの殺人事件はインカタの内部対立の結果である

と推測していた。けれども今週のインタビューでは、彼はこの主張を繰り返さなかった。

しかし、中部地域の別のANC指導者である地域執行委旦会メン′トーのエムプメ・シコサ

ナはこの説を繰り返した。彼の論ずるところでは、仮にANCの支持者が虐殺の背後にい

たとしても、一方で警察の関与（の可能性）を排することもできないという。
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「そうしたことは以前にも起こったことだ。テーブルマウンテン地区での抗争を高める

目的で警察はANCとインカタの支持者双方に武器を提供してきた」とシコサナは述べ

た。

月曜日、虐殺に関連して、3人のANCメンバーーシブシソ・ズールー（19）、姓名不

詳の17才、およびテレミアtズールー（33）－がピーターマリッツルーグ治安判事裁判所

に出廷した。

「彼らが真犯人だと私は思わない。彼らは当地（テーブルマウンテン地区）で続いてい

る事態の、無実の犠牲者である」こうグワラは述べた。待ち伏せ攻撃はエムポイでの「う

ち続く抗争」の文脈でとらえられなければならない、と彼は論じた。

真犯人を追跡するため独自の謝査を開始する意志はない、と彼はつけ加えた。

けれども彼は依然として一人の警察官、すなわちフランク・ダットン大尉を信頼してい

る。グットンが3人の襲撃（容疑）者全員、「およびその黒幕」を調査したのだと彼は確

信している。

ダットンー1988年のトラスト・フィーズ虐殺事件では、彼の立派な仕事が警察官の起訴

を成功に導いた－は、ANCの「最大限の協力」を得るだろう、とクワラは語った。

もしANCのメンバーが逮捕されその有罪が明らかになれば、彼らは組織から追放さ

れるだろう、とグワラは述べた。
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この間、リチャード・ゴールドストン判事（暴力事件の真相究明のために設置された「

ゴールトストン委員会」の長）は、彼の委員会のナタール調査ユニットが3人の襲撃（容

疑）者を取り調べるであろうと声明した。

グワラは殺我の終結を訴えた。「私は殺教をやめるよう皆さんに勧告する。報復攻撃は

殺す者にとっても、殺される者にとっても利益にはならない。諸君が殺しをする時だけ、

諸君は攻撃される－待ち伏せ攻撃を起こさないでほしい。」

エムポイ虐殺の直後、別の待ち伏せ攻撃が2件続いた。クワラは公然とインカタを非難

している。先週の金曜日、ピーターマリッツバークからテーブルマウンテンのンカニエジ

イ一二地区へ向かう途中のミニバスに、狙撃者たちがAK47、R－1ライフルおよびシ

ョットガンの銃火を浴びせ、10人が殺された。

月曜日と火曜日に、10人殺害に関逢して別の3人－エムポイのマプンガ・アブサラムー

ドラドラ（24）、ンカニエジィ一二のンカイソ・ウィルフレットンドラーブ（21）、お

よびフィシィフイソ・エムキヒゼ（21）－がキャンパーダウン治安判事裁判所に出廷し

た0著名なインカタの弁護士シェーン・マシューズが彼らの代理となった。被告たちは

3月22日まで再拘留されることとなった。

奇怪なことに銃撃現場で一人の勇一インカタの支持者エムルンギージ・マジョラである

と確認されている－が逮捕されるのを見たとジャーナリストたちは報じたが、彼の名は訴

追署名簿には挙がっていない。

月曜日の第三の待ち伏せ攻撃では、ビーターマリッツバーグヘ乗客を運ぶバスに狙撃者

たちが発砲し、4人が殺害された。グワラによると、バスの運転手マフタ・ンドラープ

は、ANC支持の乗客を運んだという理由で、過去にインカタ支持者から「脅迫され」て

いたという。この襲撃事件に関しては逮捕者は出ていない。

インカタのスポークスマンは今週、事件に巻き込まれた人々の政治的帰属についてコメ

ントすることを拒否した。「指さすことをやめるのが我々の義務である」と彼は述べ、有

罪が立証されるまで、被告は無実とみなされるべきである、とつけ加えた。

（翻訳：高林敏之）
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編集部からのお願い 

＊これまで本誌の発行者は「アフリカ行動委員会」（渋谷区恵比寿4－5－23－306）とし 

上聞久里105ト2－716）に変更いたします。発送作業上の利点を考えての変更です。 

今後、本誌に関するお問い合わせ、連結、購読申し込み等すべてを編集部あてにお 

＊編集部へのお問い合わせ、連絡等はハガキ・手紙でお顔いしますが、お急ぎの場合 

です。 

最近、不愉快な南ア紹介記事が目につきます。スポーツ新聞『スポ二チ』短期集中 

連載「ブラリ南あふりか」や男性向け娯楽誌『ブルータス』「南アフリカ仏閣の中の 

プリズム」がその代表例です。どちらも南ア観光局もしくは南ア関連企業からの招待 

（費用負担）によって書かれた記事であることは間違いありません。『ブルータス』 

ついてのもっともらしい感想を多少は述べながら、全体としてみれば南ア観光宣伝に 

なっているというシロモノです。『スポニチ』に問い合わせたところ、「今、南アが 

三三と壁土」から記事を掲載したと担当責任者が言っていました。 

彼らの愚かしさはともかく、気になるのはマスコミ経由で日本の世論を工作しよう 

としている南ア政府、観光局、関連企業の動きです。どのように資金をばらまき、ど 

のようなマスコミや個人がそれに乗って記事を書いているのか具体例を御存知の方は 

ぜひお知らせください。】南ア観光けとあわせて考えていきたいと思います。（Tom） 
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