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ヴィクタ一・マトム組レセプション『南ア71伽夕べ』の誼

7月29日休）クレヨンハウスにて

【司会】これから意見を発表いただく方々を紹介します。ペソさんは在日朝鮮人の写真家

で、日本のマイノリティー、在日朝鮮・韓国人、在日外国人労働者の人びとなどを撮って

いらっしゃいます。先日は松本の講演会にも参加していただきました。次に、ヴィクタ‾

・マトムさん。今、だいぶウィスキーなどを飲んでいますが…。（芙）そして、楠原彰さ

ん。196時代から南アフリカの問題、反アパルトヘイト運動に取り組んでいらっしゃいま

した。今年の4月にも南アフリカを訪れ、そのときにヴィクタ一にしたインタビューは

『あんちアパルトヘイトニュースレター』に載せましたので、お読みになったかと思いま

す。最後に、降矢洋子さん。ずっとアフリカの女性たちを措いてきてこられた画家で、南

アフリカで個展を開いたときにヴィクターと出会って、この写真展を企画することになり

ました。司会は、日本国際ボランティアセンターで南アフリカを担当しています津山直子

です。

最初に、楠原彰さんから南アの現在について、また、今後どうなっていくのかについて

お話いただきたいと思います。

【楠原】今晩は、楠原です。さっきヴィクターの写真を見ながら考えていたことがありま

す。一つは、つまりrオレは何なんだ」ということなのです。片や飢えて死んでいく人、

殺されていく人がいて、そういう現実を知りながらここで飯を食って写真を見ている自分

は何なんだ。もう一つ感じることは、あの子たちは本当は悲しくはないぞ、オレたちの同

情なんかちっとも期待していないぞ、あの子たちは私たちのセンチメンタルな罪の意識な

ど関係なくたくましく生きていくぞ、という思いです。この二つの気持ちが交錯します。

資料を配ります。これは南アフリカのニュースで、今年の一月から昨日までに南アフリ

カで何が起こったかをまとめたものです。前の方は『あんちアパルトヘイトニュースレ

ター』にも載っています。

二つの問題が南アフリカで起きていますね。一つは制憲会議の問題、新しい南アフリカ

をどういう国にするかという問題です。以前は「コデッサ」と呼んだり、つい最近は複数

政党会議と呼んだりしてきましたが、南アフリカの25、6の政治団体が集まってどういうア

パルトヘイト後の国をつくる議論してきました。ようやくそれが発表になったのですね、

その実が。日本の新聞ではなぜか無視されていますが。7月26訓こ憲法草案が発表になり

ました。残念ながら日本の新聞では読めず、南アの新聞はまだ届かないので、ここでは英
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字新聞の要約です。

そこで何がもめているかというと、白人の右派は白人の独立王国を作らせてくれと言っ

ているわけです。そこに完全な自決権を与えろ、と。インカタはどう言っているかという

と、連邦制をやってくれと言っているわけです。つまり、ナタールはズールーの自治権を

もった州になり、そのような州が集まった自治体の連合政権を作りたい、そしてANCや

デクラークのコントロールを受けることなくやっていきたいと主張しています。この二つ

の勢力が、デクラークやANCがイニシフチブをとっている制患会議の方針から対立して

いるわけです。ここが問題なんです。デクラークやマンデラたちの大勢はどう言っている

かというと、そんなバカなことはない、せっかく新しい国を作るのだから民主的で人種差

別のない統一政府を作ろう、と。そして、それぞれの民族のもっている文化を大事にしよ

うじゃないかと主張することによって、白人右派やインカタに納得してもらおうとしてい

るわけですが、なかなかうまくいきません。統一政府を作ろうとする努力に反対するグ

ループは、徹底的に暴力的に破壊しようとしています。二番目の問題は、その暴力の問題

です。

暴力の問題がすさまじいわけで、最近は白人も殺されるようになりました。今まではほ

とんど黒人だけだったのですが、最近は白人の死者がたくさん出るようになりました。で

も、皆さん、この間12人の白人が殺されて世界中のマスコミが報道しましたが、同じそ

の日に数十人の黒人も殺されています。黒人が死んでもほとんどニュースになりません。

南アフリカの政治的な大きな変動の時点時点に大きな虐殺事件が起こっています。今度

の白人が殺された事件は、憲法草案が発表になったときに起きました。何かが始まるとき

に必ずこういう事件が起こるわけで、これは黒人対黒人の暴力という単純なものではなく

て、誰かが新しい南アフリカの進行を止めようとしている、民主的で人種差別のない統一

政府を作ることに対して誰かがそれを止めようとしているのです。黒人を使って、いかに

も黒人と黒人の民族対立のようにみせかけ、それをテレビや報道に写しながら、実際には

ある種の政治的動きをチェックしようとしているわけです。

「南アフリカではアパルトヘイトは終ったんですね」と言おうものなら、「冗談じゃな

いよ、冗談にも言えないよ」という言葉が返ってきます。

最後に一言だけ言わせてもらいたいのは、モザンビークの問題です。モザンビークにと

うとうPKOが入りました。悲しくて悲しくてしょうがないですね。日本にはモザンビー

クの本は一冊もありません。モザンビークについて私たちは何も知らないのですよ。「レ

ナモ」って何か知っていますか？知らないでしょう。情報がないのです。「レナモ」っ

ていうのは、南アフリカのアパルトヘイトを作った白人政権が育てた集団ですよ。その集

団が南アフリカに支援されてモザンビークの社会主義政権をメチャメチャにしました。そ

の南アを支援したのが日本だったのです。「名誉白人」を自分たちの手で返上できなかっ

た日本人は、南アフリカに援助をあげるとか、何かを数えるとか、そんな威張っていられ
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るような民族でもなければ人間でもないと思います。

【ヴィクター】皆さん、今晩は。今、楠原さんに南アの状況について詳しく説明していた

だきましたが、その核となっていると思われる暴力問題について触れたいと思います。

このことをジャーナリストの眼で見た場合、まず最初に原因の一つとして考えられるの

は、私たち黒人が選挙権をもっていないということです。もう一つ考えられることは、情

報が間接に近い形で送られてくることだと思います。

今何が起こっているかについて、こういうふうに喩えて言いたいと思います。ある子ど

もが海辺に行ったとします。そこで子どもはきれいな砂の城を作ろうとします。そして、

時間だからもう帰りなさいと言われて、現実の本当の家に帰ったとき、そこにあるのはバ

ラック建てのみじめな家であるわけです。そんな古ぼけて汚い家は壊してしまおうじゃな

いかという気持ちになってしまうわけです。

南アは不況に喘いでおり、黒人たちは失業状態にあるわけで、例えばその黒人に

500ランドあげるからあなたの娘を殺しなさいと言えば、命あるその娘でさえお金のた

めに殺してしまうことも起こりうるわけです。

南アの中でヒューマニティーがなくなってきました。人々は、結局は夫々の肌の色に

よって識別するというような形に洗脳されてきました。ここでは、知性とか教育は何の意

味ももたなくなってしまいました。こういう状況の中で白人たちは私たちを受け入れた

り、私たちと何かを共有することを受け入れてきませんでした。私たちは人間として、内

面的な人間性を大切にします。民主的に富や土地も分かち合いたいのです。私たちは調和

を信じています。

今、黒人たちの中で起こっていることは、家族を亡くしたり愛する人を亡くしたりとい

うような状況です。ただ、私たちはその中でもこの調和をいつも信じています。私たちの

国では大多数がクリスチャンですが、クリスチャンの中でも、特に人間を大事にする

ヒューマニスティックな面を信じているからです。

もっといろいろなことをお話したいのですが、時間が迫っていますので、ここで区切ら

せていただきます。

【ペソ】今晩は、ペソです。ヴィクターさんと僕は同じ写真家として、写真を撮ることで

自己表現をしています。さきほどヴィクターさんがスライドを皆さんにお見せしました

が、写真家の眼差しが皆さんはお分かりになったと思います。私は日本生まれのコリア三

世でマイノリティーになるわけで、ヴィクターは南アフリカのマジョリティーですが置か

れている位置はマイノリティーですね。そういう点も含めて多分に彼は黒人社会の日々の

ありようを彼なりの表現として写真で記録してきたのだと思います。

幼い少年少女たちが学校で学ぶ姿にしても非常に愛情深い眼差しで、その子どもたちの
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ところににじり寄っていって写真を撮っているのが痛いほど分かります。それは、同じ民

族の同胞としてこれからの未来に対しての責任をとる側にもありますし、それを未来に託

していく自分とそれに関わっていく子どもたち、女性の人たち一人一人を彼は写真で記録

していきながら、また、それがまた彼が言うように白人の人たちと共存して、なおかつ社

会に参加していく過程のうねりみたいのが映像として記録が残されるのも貴重なことで

す。そういうところに置かれている彼は、表現者としても、その民族の世代としても、そ

この責任が多くあると思います。だからこそ彼は、今、南アフリカの中で黒人社会、白人

社会のぶつかり合うところに限らず、日常の世界を記録しているのだと思いますね。

これは長いスタンツで見れば、それがその社会にとっての一つの指針というか生き方と

いうか、それを一つずつ自分らで勝ち取っていくわけですから、学校一つ作るのも自分ら

の力でやっていかなければなりません。インテリも労働者もお互い連帯していきながら作

り上げていくし、また、今は白人社会ですが、そこで対時するためにもお互いの教育にし

ろ社会の変化にしろ、その中を一つずつ自分らで見詰めていく作業を、マトムさんはカメ

ラを起ってアプローチしているのだと思います。その意味では、今回の写真を拝見して僕

らの親たちが日本社会で体験させられたことが垣間見られたような気がして、とても胸に

迫るものを感じたりするわけです。ただ、彼は陽気で日本のウェットな組み方とは違って

乾いている、といいつつ回りにサービスもしてますし（芙）、その強さを感じます。

【司会】ヴィクターさんに聞きたいことは何かありますか？

【ペソ】そうですね。日本に来て約1か月近くなって、日本人がどういう風に見えている

のか、という点と、これからどのように日本人を撮っていくのかについて知りたいと思い

ます。

【ヴィクター】まず最初に、たくさんの南アフリカとは違うことがありました。特に文化

の遣いを大きく感じました。まず最初にビックリしたのが家の中に入るときに靴を脱ぐと

いうことです。二つ臼は、お風呂に入ったとき湯舟に入り切らなかったことです。（笑）

若いお母さんが自転車の前とうしろに子どもを乗せ、もう一人はおぶって一生患命自転

車をこいでいる。そんな姿は想像していませんでした。いつもテクノロジーに囲まれてい

るというイメージをもっていました。

次に遣いを見出しのは、南アではどんどん消えつつあるものが日本ではまだ頑なに守ら

れていることです。一つは日本人のアイデンティティーということです。二つ日は人に対

する等敬とか、人を等量するという心掛けです。＋一一つ日のアイデンティティーのことにつ

いてですが、南アの黒人たちの間ではどんどん薄れつつあります。今まで使っていたアフ

リカンネームというもともとの名前は、西洋風の名前に変わっています。日本ではそうい

うことはありません。二つ目は、日本では人への丁寧さ、尊敬の念が薄れていないことを

感じました。

多分これからいろいろなところを回っていくことになりますが、その間にいろいろな場
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所でいろいろなことを考えると思います。日本の人々への期待という点では、ヒューマニ

ティーという問題につきると思います。アフリカ人たちは、物質的な不足に耐えていく力

はあると患います。そこにあるのは道徳的信念だと思います。私たちはより精神的な支

援、どのような状況でも日本の仲間たちが見守り、行動し支援してくれているのだという

ヒューマニティーに基づく関係を求めています。

二番目はすでに何度も述べているように教育の問題です。新しい南アを築いていくため

に、黒人の子どもたちがおかれている教育の現状を変えていかなければなりません。日本

の皆さんにも時に「教育」に対するサポートをお願いしたいと思います。

私は、写真を通して日本の人々に南アの人々の姿を伝え、また、南アの人々に日本の人

々の婆を伝えていきたいと思います。これが、黒人と名誉白人という関係ではなく、もっ

と人間というものを大切にした黒人と日本人の関係をつくる懸け橋になればと思っていま

す。

【司会】ありがとうございました。最後に降矢さんにお話いただきたいと思います。ヴィ

クターの人間的な魅力などについても降矢さんからお話いただければと思います。

【降矢】最初からヴィクターの魅力をどうぞ、と言われるとどう話し始めていいか分から

ないのですが、今までの話とちょっと違った側面の話をしたらいいかなあと思っていま

す。二つの話をしたいと思います。一つは、彼はカメラマンですから物を見る視点が大変

おもしろいのですね。一緒に歩いていても、彼がジーツと視線を注いでいるものについて

後でいったい何があったか聞いてみると、その具体的な一つ一つが大変おもしろいので

す。その一つ二つを紹介したいてと思います。

さっき自転車に子どもたちを乗せて保育園などに連れていく様子に触れていましたが、

彼はすごく感動したようです。日本のお母さんというものに対するイメージがそれでアッ

プしたという感じでした。私の家は住宅街にあるので、朝、そんなかたちで子どもたちを

幼稚園や保育国に連れていくお母さんたちの姿がたくさん見られます。彼は道をブラプラ

歩きながらそういう様子を見ました。彼は、日本のお母さんがもっとメカニズムに取り囲

まれて労働力なんか使わないで生活していると患っていたようなのです。

それと同じように、日本のサラリーマンについてがおもしろいのです。あるとき、私と

彼はラッシュアワーの電車に乗りました。本当にすごい混み方だったんです。背が高い彼

は、回りにひしめいて揺れている人たちをジッと上から観察している（笑）、そして、彼

が言うには、まずおもしろいのは日本の男の人たちが実に質の良いスーツを着ているとい

うことです。南アフリカだったら当然ベンツに乗っているような人たちがこのような清見

電車に乗っていて（芙）、こう揺れている。これは何ということだろうか、と（芙）。そ

れで、その観察が細かいのですね。良いスーツを着て、そしてシルクのタイをしている人

たちが、そのシルクのタイが満員電車で揉みくちゃにならないようにそれぞれのタイを肩
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の上にボンと上げている。そうして、そのネクタイをかばいながら揺れている、と。

ちょうど雨の時期に乗っていますと、電車の外はザーザーとすごい雨が降っています。

電車の中は人いきれで、ガラスに手をついていると手の回りが涼気というか蒸気でボ

ワーツとなっています。ああいうのをぜひ写真に撮りたいと言うわけです。そういうふう

なものを見て彼が言うには、日本に来て山谷とか寿町とかに行かなくても、日本人のサラ

リーマンは十分に搾取されていることが分かる、と。そう言っていました。

そういうことの一方で、彼はとても子どもが好きで、彼と道を歩いたり電車に乗ってい

るときに、フツと言葉が途切れてアレッと思ってみると、彼の視線の向こうには子どもた

ちの姿があるわけです。最近は子どもたちが道路で遊ばなくなったので、日本の子どもた

ちはどこに行っちゃったのか、と。たまに見つける子どもたちをジーツと観察しているの

です。で、やはり数少ない子どもたちをべ夕べタ可愛がったり、むやみに期待したりす

る、そういう日本の社会に対してはちょっぴり批判していました。

次に、彼の写真について話したいと思います。私は絵描きなので、彼の作品の構図とか

テーマについてどのように接近していくか、あるいは白黒の写真で白と窯がどんなふうに

うまく使われながら一つの写真ができていくかについてとても関心があります。彼が300

シートほどのネガフィルムを持ってきて今回の写真展にはどれを使おうかということで、

二人で選びました。そのときにおもしろいことを発見しました。それは、例えば何気なく

自然に撮っているような写真に対して、彼はかなり意識、イメージのようなものをもっ

て、ある被写体と自分のイメージとの関係が何度も何度もロケノ＼ンしているうちに自然に

できてくるのです。それに対して自分のイメージ通りに相手に演技させるということは絶

対にないですね。そこにいる人たちが動き回っているのをジーツとねらいながら、自分の

抱いている一つのメッセージとしての写真の世界へ、それとこれとを近付ける。どういう

ふうに近付けるかという作業を実に綿密に、しかも念入りに我慢強くやってシャッターを

切っています。彼が撮っている一連の写真を見ながらそれを感じました。

それから、ある程度写真の中での人工的な遊びをしているのです。例えば、日だまりで

勉強している写真がありましたが、あそこに先生が立っていて、その先生の方向に向かっ

て子どもたちの影法師がサーッといっているんですね。で、それはもちろん太陽が後ろに

あって子どもたちの背中に目が当たっているわけですから、それは自然現象として起こり

ます。でも、それは自然現象だけではないのですね。彼はやっぱりそれをねらっているの

です、画面の中で。画面の中に子どもたちの背中があって顔はありません。で、背中に当

たっている日、そして、その日だまりの中で先生に向かっていく子どもたちの心を影法師

で表現しているのですね。そういうようなものを随所でみられますから、写真を御覧にな

るときにちょっとそんなところを注意して見るととてもおもしろいと思います。

［発言者の校正を経ていません。文責は編集部にあります。］
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耶E艦緬i『鵠詣』
ANC、妥協点を模索中

ほとんどの政党が憲法草案に合意したという点で、今週は交渉の過程の中で最も重要な

時期であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリス・ロー記

南ア最大の解放勢力であるアフリカ民族会議（ANC）は、これまでそういうことはし

なかったのだが、今週になってこの国が来年には初の民主的な選挙を行うだろうと発表し

た。交渉がうまくいかなかった時期には、貿易センターで行われた交渉のANC代表部が

この国の将来像の違いから憲法草案で白人政党と激しく衝突したり、頑固な黒人グループ

が民主的選挙による草藁作成者の選出自体を拒否したりした。

国民党（NP）のルルフ・メイヤー、タウィ一・ド・フイリエが水曜日の晩の敵陣突破

の後だれかれにもにこやかなのは至極当然である。「南アを憂慮するグループ」（Coag）

の中の利権屋同士が戦っている間、今週の議論で彼らは将来の政体として連邦制を確立す

ることの妥当性を打ち出すことができたからだ。誰でも知っている通り連邦制とはNPの

望んでいたものであり、まさに彼らはそれを手に入れたのだ。

憲法を起草するのは誰か、という肝心な問題を何週間も避けてきた後で、ANC交渉団

体代表のシリル・ラマポーサは火曜日、26の交渉グループが「行き詰まっている」と

し、「妥協点を模索し解決の糸口を見出さなければならない」と語った。ANCの要求

は、民主的な選挙による憲法制定議会の設置とそこでの憲法起草である。国政選挙を行え

ば権力を失うと危惧するCosagの大部分のグループは、現在の非民主的な交渉団が起草す

べきだと主弓長している。

南ア共産党のジョー・スロボはラマポーサほど外交家ではない。インカタ自由党

（IFf）は「まるで悪魔そのもののように」民主化を恐れている、と非難しr決裂する

ならそれも仕方ない」と言う。言葉は厳しいが、妥協を試みようとするのはANCであ

る。IFP交渉団の中心、ウォルター・フェルゲートはウルンディにいたほうがよかった

のではないか。保守党（CP）以外の他の大部分のグループが意見の収敦を信じて妥協の

方向に向かっているとうのに、彼はずっと「だめだ、だめだ」を繰り返すばかりである。

彼は憲法専門委員会からの提案、すなわち、地域ごとに公正を期すため厳重に管理された

選挙によって憲法制定会議が憲法を起草する、という案に反対し続けている。貿易セン
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クーの外交筋は、IFPの交渉団にはほとんど実権がなく、ウルンディの｝大ポスープテ

レジの指示に従っているだけだ、と見ている。一方、I FP中央委員会のジュリー・メン

ツはもっと柔軟な見解を持つ。インタビューの中で、被はIFPが裏切られるかもしれな

いという大きな放念を抱いている、と言う。先週金曜日の、保守党内の彼らの同盟者によ

る貿易センターへの人種差別的攻撃にもかかわらず彼らがCosag内にとどまっているの

は、こういう理由からである。「この集団の中で自衛策を講じないと、我々はライオンど

もの食いものにされかねない」とメンツは言う。
“相互”協議で多くの無駄な時間を潰したあとで結局決まったのは、初めての選挙のも

とに決定される暫定的な政体について現在の交渉者が責任をもつ、ということである。こ

の政体というのは強力な中央政府および地方政府からなり、この二つが地方議会と複数の

地方政府の権限、構成、運営についても現在の交渉者が決定する。

この「妥協のための妥協」案をCosagの26の代表団のうち22が受け入れているが、

CPは反対している。公開された貿易センターでの交渉過程を見てみると、CPの交渉者

ファニー・ジェイコブスとトマス・ラングリーがだんだんと不機嫌になっていくのが分か

る。ジェイコブスはここ何週間も毎晩遅くまで「アフリカーナーのための国家」のための

壮大な憲法草案を書いている。これは本当にすぼらしい草案で、法律の役割、領土保全、

人権、個人の自由、法の下の平等、言論の自由、財産権、教育と結婚の権利が確立されて

いる。ただし、これらは全てアフリカーナーであればということである。残念ながらこの

草案の欠点は実在していない国についての憲法草案である、という点である。

CPはいまだに白人共和国の詳細を明らかにしようとしていない。貿易センターでの交

渉の過程で白人共和国について質問されてもそれに答えるのは「無意味なことだ」とお茶

を濁してしまった。情報筋はCPがVolkstaatの領土を明らかにしないのはそれが大多数

のアフリカーナーを排除することになるため、右派のなかでさえも党の支持を大幅に失う

ことになることを恐れているから、と見ている。

タウンシップ内の殺人事件を

警察は気にかけているのか

もしもサントンやブライアンストンで殺人者が暴れ回り警察が何もしなかったら・・・とい

うことをご想像麻いたい。ムドゥドゥジ・ハーヴェイがタウンシップ内の暴力とあからさ

まな警察の自己満足とをレポートする。

ファールタウンシップの住民は、この地区で次から次へと起こる殺人事件に対して警察
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は受け身であり怠慢である、と厳しく非難している。また、ピースアクションという調査

グループがポイバトン虐殺を含むここ数年の事件について、警察か暴力やその恐れがある

ことに対して迅速かつ効果的な対応を講じなかったことを詳しく述べている。

セボケンのANC青年部のメンバーであるティロ・モディゼは、「警察はずっと前から

暴力事件を防ぐことができたはずだ。だが、ここが黒人のタウンシップだから、それをし

ようとしないのだ」と言う。ファール南ア警察署長のビエット・ファン・フェンターはこ

れらの主張を否定する。「我々はできる限りのことはしているし、それが我々の方針でも

ある。清やバリケートが障害物となっている。また暗くて家の番号が見えないこともあ

る」と言う。

セボケンのゾーン8に住むピーター・カラケは、もし警察が彼の救護を求める声に応え

たなら、何人もが助かったはずだと言う。彼はタウンシップの路上で土曜日の晩に起き

た、後の二人の兄弟を含む12人が何者かに撃ち殺された事件について証言している。

カラケが言うには、午後8時30分頃、弟のジェームス（16）が撃たれたとき、彼は弟を

すぐ病院に連れて行き、9時頃には警察に報告をした。しかし、警察は車がないのですぐ

現場に行くことは無理だと言ったという。1時間後、次男のサムエル（28）が発砲の犯人を

見つけようと家に急行したところ、同じ場所でその人物に射殺された。「サムエルも他の

人々も、僕が報告したときに警察が手を打っていれば殺されることはなかったのだ。犯人

たちはまだそこにいたのだから、逮捕することができたはずだ。」とカラケは言う。

ピースアクションがリストアップした、警察が見逃した暴力事件や未遂事件には次のよ

うなものがある。

●1992年7月17日のポイバトン虐殺の数時間前、ピースアクションは二か所からファー

ル地方に危険が差し迫っているという情報を得た。南ア警察ウィットウオータースランド

署のグロウズ連隊長は調査を了解した。住民の証言によると、警察は夜9時頃ポイバトン

に到着した人々に道路から退去するよう命じた。攻撃は10時過ぎに始まり、警察に遮られ

ることなく遂行された。攻撃の後、6月18日午前4時にピースアクションがGrowsと連絡

をとったところ、彼は住民が投石するので装甲車でなければ警察は入ることができなかっ

たのだと主張した。

●　昨年12月、ラタンダのタウンシップで住宅が何者かに襲われ、2人が死亡し9人が重

傷を負った。襲撃を受けた住民を助けようともせずに警察の装甲車が何台も通り過ぎたと

いう。

●　6人が死亡、7人が負傷した昨年11月のカトゥレホンの列車襲撃の後、乗客がカトゥ

レホン警察に連絡しようとしたが、電話には誰も出ず、その後も連絡がつけられなかっ

た。
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●　2月6臥デイヴィトンのクリスハ二・スクォッターキャンプ内で複数の拳銃をもっ

た男たちが暴れ回り、6人が死亡、11人が怪我をした。その日は、まさに住民が自警団の

解散を決めた日であった。住民によると、襲撃が始まった数分後、2人の警官がキャンプ

内の家に入った。「しかしながら最初の発砲の後も警察は茎撃者らを捕らえようとせず、

翌日の午後になって殺哉現場に戻ってきたのだ」とピースアクションは機関紙に書いてい

二、．・」

●　今年の4月には、クリス・ハ二の葬式を終えゾンケシズ工に戻る人々を乗せたミニバ

スが待ち伏せにあって襲われ、4人が死亡し、少なくとも20人が怪我をした。警察は到着

したものの何もしようとはせず「すぐにいなくなってしまった」とピースアクションは

言っている。被害にあった人によると、乗客らはその地区の地方警察に援助を求めねばな

らなかった。

セボケンの他の住民への取材の中で、何人もが自警団などによって自分の身を守るしか

ない、と言うのを聞いて、人々の間に督寮への不信感が広がっているのが分かった。

ポイバトンの虐殺の後、Iscorが閉鎖を決めたクワマタラのホステルから攻撃が続いて

いるという見方がある。Iscorはホステルの半分が取り壊されたという。しかしながら、

労働者をIscorのクワマタラにあるホステルに戻す、という問題をめぐって金属労連と協

議中であるため、500人がまだ住んでいる。　　　　　　　　　　（訳　弘中敦子）
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＊「ニュ‾・サウスアフリカ」の青写真　　　　スター紙93年7月27日号

7月26日に発表された暫定意法草案より
SPR＝States／Provmces／ReglOnS

全国議会　　　　　　　　　制意議会　　　　　　　　　上院

（NatlOna】Assembly）　　　（ConstltutlOTl－Maklngbody）（Senate）

＊400人で構成

＊全国・地域リストに

基つく比例代表制に

よって選出

＊議長が主宰

＊全国読会と上院からなる

＊全国議会議長と上院議長

が主宰

＊新憲法を採択

＊この議会の三分の一一一が憲

法提案を憲法裁判所（Co

tltut10nalCourt）に委託する

ため上院議長に請願

＊この議会の三分の二が五

人の憲法専門家からなる

独立委員会を任命

＊それぞれの州政府

から10人の代表

＊議長が合同会議を主

＊複数政党間交渉で採択された憲法の原則と㌍案が

矛盾しないかどうか協議する

＊新憲法は、その原朗と一致していると憲法裁判所が

結論を下だすまで施行されない

＊憲法裁判所で決定されたことは裁判によって覆すこ

とは出来ない

州・地域　（States／ProvlnCeS／ReglOnS）

＊議員は比例代表制により退出

＊議席数は投票数を5万で割って決める

＊行政部門は州政府によって選川される

＊行政部門は首相を選山する

S PR政府に的する委員会（（’し一mm】SSlOnnnSl）Il（invernm。nt）

10人とし、全同そしてS PR政府に助．ける

州境・数の最終決定にl期して助1すする
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用呈粛アフタカへのステップ

1）93～94年4月27日の選挙まで

暫定執行評議会汀mn訊uOnalE㌍CutⅣeCounc封）が、他の様々な小委員会と初の民主遺筆

に向けてすべての政党が平等になるよう条件を整える。

2）4月27日一一選挙実施

3）全国統一暫定政府（IntenmGovemmen10fNatlOnalUnlty）が最終憲法を草秦し、選挙から

最長二年以内に利恵議会が採択

4）二回目の選挙

5）新政府誕生

〟・地威威府はそのぼかどう威厳するか
＊それぞれの州政府の立法権・行政権は、州の行政府と協議をし、そして「SPRに関する委員

会」からの勧告を受けた後、全国行政府が決定する。
＊州レベルの権限は、それから制意議会によって承認される。

＊州政府は次の分野に関して権限・機能を割り当てられる
‾‾†地方政府、都市計画、市価・重量単位、交通親制、治安維持と法の施行、住宅、教育、

文化行事、伝統的システムと土着の法律、衛生サービス、福祉、農業、鳥獣魚保護、環

凰観光、公共メディア、公共事業、絵送・交通機関、道路、カジノ・競馬・ギャンブ

ル、言語政策および州内での公用語

＊「財政・会計委員会」が、国家歳入の各州への公平配分について議会に勧告する。

＊州政府が可決した法律は、議会が可決したそれと矛盾しない。

＊州政府は三分の二以上が承認した州意法を採択する。それは、多糖間交渉で決定した憲法原則

と矛盾しない。

＊しかし、最終的な窓法が利恵議会によって承認される前に採択された州憲法は、制憲議会のメ

ンバ‾三分の二によって認められる…　‥等々

これから決められること

＊国家のシンボル　　　　　　　　　　　　＊議席

＊州数・境　　　　　　　　　　　　　　　＊公用語

＊全国議会に特定の議席数でもって集まる全政党によって構成される、行政府（内閣）の権限と

機能

＊地方政府の権限、機能と構造

＊ホ】ムランドの再編入はなされるべきか、そうとすればいつどんな状況で

＊利恵議会の名前

＊暫定執行評議会（Transl【10nalExecutlVeCour．cIJ）の詳細

薪農法ぼどうやって採択される7
＊制意議会の三分の二の承認を得て採択される
一‾もし承認されず、それでも大多数の制意議会メン／く一によって支持されていたら、（書

法）専門家の委員会が三十日以内に意法草案について勧告する。
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一一専門家の委員会が三十日以内に勧告せず、あるいは幸美が制意議会で三分の二以上の支

持を得ない場合、制憲議会が過半数をとれば憲法として認められる。
一一こうなった場合、革秦が多党間交渉の過程でできた憲法原則に沿ったものであるとの判

断を憲法裁判所が下だしたあとで、国民投票を実施する。
－一国民投棄では、憲法草秦を認めるか拒否するかを闘う。

一一60％の人々によって承起されれば、南アフリカ憲法となる．

一一承認されなければ議会が解散され、総選挙が行なわれる。

一一そして、新議会と上院で構成される制憲議会が一年以内に過半数で最終憲法を可決する

暫定嘉法の妙齢と均衡
暫定憲法の草案は、交渉過程に参加している26のグループが提出したものに基づいている。7

人で構成されている意法間無稽貯1委員会（TechncalCommItteeOnCnstlttJt10nalMatters）が、この

なかで提案されている事項をもとに憲法原理・原則をまとめた。

草基の中には次のような、憲法を健全に作るための原則が働いている．
一一最終憲法が、交渉の過程でできた憲法の原則と矛盾しないと判断を下だす憲法裁判所を

設ける。
一一最終憲法は、議会の第一会期において二年以内に採択される。

一一憲法の修正は、国民議会と上院の合同開会において三分の二が承認しなければならない

一一各州が持つ権力と機能に関する法律は、その州の上院議長の過半教を得て承認される。

一一草案が利恵議会によって通過されなければ、国民投票を開く。投票者の六剥が反対した

ら、議会は解散し、総選挙が行なわれる。

（要択　捻島多恵子）

TEC（暫定執行委員会）は8月に具現化され、様々な小委員会が備わっている。これは来年四月

の選挙でIGNU（全国統一暫定政府）ができるまで国を運営する。

このように、南アフリカの報道ではCBMs、IGNUなどややこしい略字が次々に出、それを

知っていることが前提となっている。政党や独立の民間機関が選挙教育を幅広く行ないつつある

が、南アフリカの人々にとっても来年の選挙で何が決まるのか気を付けていないとよく分からな

い、というのが実情だ。
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読者からリーダーへのホットライン（スター紙8月13日号）

質問者氏名等は格

マンデラ氏とブテレジ氏と、どちらの下に仕えるのかいいですか。

主要政党のリーダーとして、私の党は選挙で勝つという日榛を持っています。し

かし．我が党の主義と方法は、ANCとIFP（インカタ自由党）のものとかなり

近いものがあります。

警察をまったく信用できない我が国の人々を、責められますか。殺人者は逮

捕も追及もされません。恐怖の中で毎晩閉じこもって生きるのはもうたくさ

んです。

恐れながら生きている人々には非常に同情を感じます。より住民を保護するた

め、警察力を強化しました。しかし、公共からの心からの支援がなければ、警察

も任務を遂行することは出来ないでしょう。

次の選挙でもっとも強力な相手は誰ですか。それに対し、どんな点で勝って

いると思いますか。

主要な相手はANCです。自由企業、自由な教育機関に基づく我が党の政策は、世

界中で成功していることが証明されています。それが我々の有利な点です。また

私はすべての人種グループにかなりの支持がありますが、ANCはただ一つの人種

グループに支持が集中しています。

黒人の要望は満たされなければならず、白人の恐怖感もやわれげられるべき

です。黒人の期待に応えることは、白人が仕事を失うことです。それはアン

グロ・ボーア戦争を導いた憤りを招くのではないでしょうか。

黒人の要望を満たすことが、必ずしも白人の仕事がなくなることを意味しませ

ん。逆に、黒人・白人両方の要望に応える唯一の方法は、仝南ア人に繁栄と安全

をもたらす急速かつ安定した経済成長を確かなものにすることだと信じています

なぜ何首万ランドもの我々の税金が農場主を守るために使われるのですか。

暗殺された黒人のリーダーたちはそのような特権を否定されて来たのに。

黒人を保護するために費やした金顔の方が、白人農場主を保護するそれよりも、

はるかに大きいものです。保護はANCの指導者層にも与えられています。同時

に、白人農場主もテロなどのターゲットになっているので、特別な保護を与えら

れているのです。　　　　　　　　　　　　　　　（質問者・黒人男性）
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黒人あるいは合同政府が出来たとき、払たちの仕事や家は安全なのでしょう

か。子供達は以前と同じように教育されるのでしょうか。

財産権を守るのは、基本的人権で保障されるでしょう。我々は公務員の仕事と利

益を守り、そして正規の教育は続けられます。（質問者・白人女性）

どうして警察にデモ参加者が持っている武器を取り上げさせないのですか。

それはマンデラ氏に約束され、平和協定でも言われたことではないのですか

不穏地域での武器携帯は通常禁じられています。武器携帯が行なわれているとこ

ろでは、警察が禁止させています。同時に、伝統的武器携帯は、単純には解決で

きない特別な問題を起こしています。

新しい南アでは、アメリカのように大統領だけいるのですか、首相はいない

のですか。

全国統一暫定政権における内閣の形は、まだはっきり交渉で決まっていません。

我々の視点では、大統領の権限榛私のそれよりも制限され、また例えば選挙で1

5％以上得要した政党すべてのリーダーからなる内閣にある小委員会からサポー

トを受けることになっています。

これほどの失業があるのに、なぜいまだに鉱山は南アの他の国から労働力を

呼ぶのですか。政府間で何か特別な協定でもあるのですか。

鉱山労働者を集めようとして来た組織の経験は、南ア内からの労働力供給がまっ

たく不足していることを証明しています。

結果として、様々な近隣諸国と二国間労

働協定を結ぶことが不可欠になったので

す。これは、南アに十分な労働力が供給

されるまで続けられなければなりません。

もしパワーシェアリング（権力共有）

に参加できなかったら、あなたと宗族

は国を去って私たち市民に混乱を解決

させようとしますか。

私と私の家族は決して南アを離れません。

私の努力はすべて、すべての人にとってこ

の国に居場所ができるように混乱を解決す

ることに向けられます。
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南ア謬凹劫から　　最近◎三塁日系

死に走る若者たち

十代の若者の自殺が、PWV地域で急増し

ており、社会の不安を募らせている。

15歳のある少年は、新しいジーンズのこと

で両親と口論をした。失業中の両親は少年に

それを買ってやる余裕がなかった凸　部屋を荒

らして出ていった三時間後、学校の屋根に彼

の死体がぶら下がっているのが発見された。

ゾウェトのある少年も、父親の銃で頭を撃ち

自殺した。死ぬ直前まで、おかしな様子も見

せず、家族と冗談を言い合って笑っていたと

いう凸

二人の少年はともに、交際していたガールフ

レンドが新しい相手と付き合い始めたことが

原因で自殺を図ったらしい。

暴力の増加、失業、そして家族生活の崩壊と

共に、若者の自殺がここ数年で増加の一途を

たどっている。

教育の状況がめちゃめちゃなのにもかかわ

らず、なんとかいい成績を治めようとプレッ

シャーを感じ過ぎ、そこにタウンシップ生活

でのストレス、交際相手との破綻などが重

なっている、とセボケンのソシアルワーカー

は述べている。（4月25日　シティプレス）

○　○　⑳
暴力監視にノルウェー援助

ノルウェー政府は、ゴールドストーン暴力調

査委員会のもとに、南アの暴力を監視する研

究所を作るため約200万ランド（1ランド

約30円）とコンピュータ技術者二人の援助

を申し出た。

ノルウェー外相は、「褒力をコントロールす

ることが、フ土アで自由な選挙の最も重要

な条件となる」と語った。

（4月30日スター）

NUMSAW労働者党t握妾

南アフリカ金属労働者組合（NUMSA）

は、来年四月に行なわれる予定の全人種参加

選挙ではANCを支持する移行を明らかにし

た。だがその後は、COSATUはANCとの同盟

関係を断つべきだとの呼びかけをするつもり

でいる。

また、ANCにチャレンジする「労働者党」

の結成もNUMSAの会議で綾案され、それに

は化学産業労働者組合、サービス業組合など

が賛成の意志を表示しているが、COSATU系

最大の労組、鉱山労働者組合は、選挙後も

COSATUまANCとの強調路線を保つべきとの

立場をとっている。　　　　（複数細はり）

アパルトヘイトの子供達

－¶「黒人は醜くて、白人はきれいなの」ソ

ウェトのホームレスキャンプに住む少女は言

う。どんなふうにきれいなのか。「ただきれ

いなのよ。」
一一南アフリカでの一番の問題は何か。「暗

闇だよ。」「そこら中で争いぽかりだ。」大

人びた、そして非常に真面目な表情で応える

のは、ヨハネスブルグの私立学校に通う黒人

の少年だ。
一一黒人が君のラグビーチームに入ってきた

らどうするり「やらせないよ。」「僕のお母

さんは黒人の子のとなりに座らせさえしない

んだよ。」
一一あなたも黒人ポ嫌いなの？「嫌いよ。ど

うしても私にはあわないの。＿ANCってなに9

「ネルソン・マンデラと意党たちでしょ。お

父さんがいつもそういってるの。」

これらのインタビューは、M－NETテレビで

放映されたウイツツ大学作成のドキュメンタ

リーだが、子どもは無垢に生まれるとしても
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暴力と偏見がはびこる社会では、それも長く

は続かない。（6月25日サンデースター）

うなぎ昇ぼりの物価
昨年五月から今年五月にかけて、物価が著

しく上昇している。

クリケットが国際試合に復帰するように

なって、バットが147　66ランドから32

5　20ランドに、テニスラケットはいいもの

で246，68から61117ランドに跳

ね上がった。食料も軒並値上がりし、一般的

に安価だった鳥肉も17　8％、ミリミール

（アフリカ人の主食のトウモロコシの粉）は

23　2％の上昇。（1ランド約30円）

きわだっているのが女性のブラジャー（2

00　5％）、女子用ソックス（67　3

％）、男子用パンツ（76，1％）、混毛の

毛布（143　5％）、綿の枕カバー（12

1（）％）などである。

（7月28日スター）

暴力が4月27日の選挙を脅かす

インカタは、憲法制定議会を選出する来年

の選挙に参加しないとの声明を、議長のプテ

レジは出した。「我々は選挙に反対している
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のではない。半年やそこらで新政府を選ぶと

いうことに準備が出来ていないのである。」

またデクラーク大統領は、このまま暴力が

続けば来年四月の選挙を行なうととは難し
い、と述べた。また、治安軍を（多党間で）

共同でコントロールしようという呼びかけも

拒否し、それは選挙後に出来る全国統一暫定

政府にのみ可能だといった。

プテレジは死者の続出するイーストランド

を訪問中だが、支持者に平和を呼びかけると

同時に、このままの形で交渉が続をナられれば

内戦になることも可能だとの警告をした。イ
ーストランドでは11日で少なくとも220

人の死者が出た。

ブテレジの訪問中、カトレホンでは家が焼

かれ続けたが、彼は警察にエスコートされて

いた。　　　　　　（8月12日スター）

ピーター・モカバの発言また論争呼ぶ

暴力事件による死者が続出したイーストラ

ンドの共同葬儀で、「弾丸はデクラークに向

けよう」と発言したANC青年同盟のモカバ

は、再び起訴されるかしないか、南ア警察の

捜査の的になっている。政府国民党はモカバ

を「人種差別的」と呼んでいる凸

（8月15日サンデースター）

自分の硬が燃えているのを発見し、泣き叫ぶトコザの住民（ゾウェタン8月l ZH）
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1991年6月、アパルトヘイトの根幹となる法律が廃止され、

南アフリカのデタラ「ク大鏡層別土、「アパルトヘイト全廃」を宣言しました。

しかし、数々のアパlレトへイ日独遵法はいまだ残っており、

人口の大多数を占める黒人には捌さえありません。

白人に適用されている紳教育制度も、黒人には依然として認めらていない状況です。

甫アフリカのアパルトヘイトは本当に終わったといえるのでしょうか。

そして、南アプリ犬目土私たち日本人にとって遠い遠い臼であり、

ァパルトヘイト問超は私たちには置綾かかわりあいのない出来事なのでしょうか凸

こ存じですか78本が南アフリカの主要貿易国として、アパルトヘイト政策をとる白人政府を支えてきたことを）

相61年から1991年までの38年臥南アフリカで日本人が「名誉白人」と呼ばれ、

白人並の待遇を受けていたのは、白人政府に果たした役割を期されたからだということをQ

甫アフリカで菅しんできた華人の人々に対して、私たち日本人には貴倭があるのです。

今回のシンポジウムでは、日本がこれまで南アフリカとどうかかわって釆たかを確認することから姶めたいと思いますっ

さらに、南アフリカから来日中のフォトジャーナリストⅤ　マトムさんに、

黒人社会の日常や、親人たちが払たちに今、何を望んでいるのかをお印さします。

その上で、日本で南アフリカの黒人のための草の楓の活動を続けてきた方々にお話しを伺いながら

鞘アでの活動状況や間鰭点を共に探ってみたいと．即います。

南アフリカの現状、日本と南アフリカの打保について「知る」ことは、適い南7－7リカに近づく第一歩だと患います。

そして、「知る」ことからもつ一歩進んで、おなじ地味上に日常生活を営む人師としての立場から
一日も早く南アフリカの黒人たちが人として当たり前の権利を得られるように

私たちにも日常生宿の胤こ封一、で、何か「できる」ことはないか、ご一一鏑に考えてみませんかり

柑　　時11993年9月25日（土〉午前18時”年後4時

く会　　場〉川嶋市平和館（川嶋市中原区木月住吉町1957－1）

（講　　演〉V．マトム（南ア・黒人フォトジ十一ナリスト）

桶原　彰（南アフリカ問題研究所代表）

（パネリスト〉連山　直子（日本国際ボランティアセンター）

大友　深雪（萬7黒人の教育を支える会）

（戎他、南アフリカ附のN60参加者を予定）

く資　　料〉明治学院大学国際学部　臆俣鍼ゼミ作成

（参　加　書〉500円（実科代を含む）

共催：写真展「両アフリカの人々」神森川奥行委員会

神奈川県民欝交流協会、かながわともしび財団
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ヴィクタ一・マトム写真はがき『南アフリカの人々』

☆1セット8種￥600好評発売中！

セッ　ト内容

・大好きなお父さん　ろうそくを持ってあげるよ

・夕食のための最後のひと皿

・お母さんの帰りをじっと待つ

・私たちの逆び　ムグシャ

・お母さんはやることがいっぱい

・お母さんほどいい隠れ家はない

・ニュー・サウス・アフリカ

・廟で読む

先月号でお知らせしたバラ売りハガキは販売中止となりましたのでど了承ください。

問い合わせ先　　〒390－03　長野県浅間温泉3－21－1

マトム写真展1m信州実行委員会

FAX O263－46－6229

本誌編集部にても販売します。ご希望のセット数を明記して郵便振替でご送金くだ 

さい。送料として1セットにつき72円をご加算ください。ご送金の際、送金料無料 

の「通常払込料金加入者負担」用紙をご利用いただいても結構です。 

口座名　反アパルトヘイトニュースレター編集部 


