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「南アフリカの人々」写真展に御協力下さった方々へ

短い夏も終わり、九月になりました。風の音ならぬ、虫の声に驚かされま

す。

私たちが昨年から準備を進め、活動してきたV　マトム「南アフリカの人

々」写真展は、無事にミノルタ・フォトスペース新宿で、一応、東京展に限

り八月三十日に終了致しました。マトムさんが七月一日に初来日して以来、

具体的に今回の企画の全行程の三分の二を消化し、東京展という大きな峠を

っっが無く越えた今、実行委員会一同ホッとすると共に、ご協力頂いた皆々

様に深く感謝の気持ちを捧げたいと思います。

ミノルタ・フォトスペースでの十五日間の開催中、およそ6300人の方々に御

来場頂きました。会場人口のセンサーでは7000人以上を記録しましたが、実

行委員会のメンバーや受付を手伝って下さったボランティアの方々が行った

り来たり、ウロウロしましたので、ぎっと一割引いてみた数ですけれど0

開催期間中、大きな台風に見舞われたり、雨が降り続いたり、天候のコン

ディソヨ／は決して良くなかったのに、これだけ大勢の人々が足を運んで、

それそれに感想を述べられながら「南アフリカの人々」を鑑賞して下さった

のです。日本には全く名の知られていない南アフリカの黒人写真家を招いて、

その写真展を持とうと初めて考えてみたときには、これほどの反響があろう

などとは想像もつきませんでした。むしろ殆ど無視されて終わってしまうの

ではないかと恐れていました。マトムさんの手造りの家の中で、ランプの灯

を頼りに一枚一枚みせてもらったあのときの感動を、私達の住むこの蹄で今

回、皆様にお分けできたことを、この上ない喜びとするものです。マトムさ

んが、それぞれの写真にこめられた彼の気持ちを語った、その小さな手焼き

の写真が、今ここで大きく引き伸ばされて、ギャラリーに来られた一人々々

の胸を打つ光景こそが、無報酬で走りまわった私へのお金に代えられない報
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酬です。それは、実行委員会の全メンバー一人々々にとっても同様のことで

す。

今、写真展は、釧路、神戸、大阪、京都など、地方の都市をめぐり始めま

した。今回、日本の十三都市で写真展と講演会が開催されるわけですが、広

島市と札幌市、東京都が成功裡に終わり、いよいよ最終段階へと進んでいま

す。マトムさんも、今それぞれの地方を走り回っています。各地方々々には、

それぞれ実行委員会が組織されて、メンバーが地方色を活かした方法で、こ

のプロノ工クトを成功させるよう頑張っています。

これだけの企画が生きるには、実にたくさんの人々の知恵やパワーが必要

でした。本当に有難うございました。

なお、九月三十日のマトムさんの帰国までには、まだプロジェクトは進行し

続けてます。最後まで、よろしくお力添えをお願いして、この中間報告を感

謝の言葉に代えさせて頂きます。

V　マトム「南アフリカの人々」写真展実行委且会

委員長　　降矢　洋子

′／勇丞相　（紛チタ
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力尽きた18歳の少女　イーストランドから

8月30日、今も暴力の多発するイーストラ

ンド地区にあるナタール・ネ／レスプルイト病院

をカメラマンの新田睦郁氏と訪れた。6カ月の

子どもを友人に預けて、ジャーナリストの夫も

行く予定だったが、「この子残して二人いっぺ

んに死ぬとまずいから‥・」と、半分冗談を

言いながら、私だけ行くことにした。実際、冗

談抜きで、何が起こるか分からない。去年8月

ここを訪れたときは、ここまで緊張感を感じな

かった凸黒人居住区に行くときも、注意はする

が、少なくとも今のように巻き添えになる可能

性はずっと低かった。

一時は避難民で溢れ返っていたこの病院も、

空きベッドが多くなっていた。この日、最後に

インタビューしたノクタレ・マジブコさんは、

まだ18歳の高校生だ。全身包帯で覆われ、左

目だけかろうじて開けられる状態だった彼女の

身に、一体何が起こったのか開いてみた。

彼女はカトレホンに使いにやられた三日前に

入院した。歩いていると、12人くらいの自分

と同い年くらいの少年たち囲まれ、どこからき

たのかと開かれた。彼らは、ノクタレさんにホ

ステルから来たんだろうと言い、石油をかけ、

火をつけた凸　ホステルに通じる道を歩いていた

だけで、こんな目にあったのである。

この少年たちは一体誰だと思うか、との質問

に、彼女はANCの青年同盟支持者だろうと

いった。なぜなら、出稼ぎ者用の単身宿舎であ

るホステルは、ANCと敵対すると言われてい

るインカタの基地と化しているからだ。

来年の選挙に投票する準備は出来ているかり

「投票する気はない。」彼女はANC支持者

だったが、そのANCの連中にやられたから。

「この国の将来に希望など、もう感じない。」

私があなただったら同じように思うよ、と思わ

ず言いたくなってしまった凸

ノクタレさんを見舞う友人十数人が、面会時間にかけつけて来たく擬影；新田睦郁）
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インカタに放火されたイーストランド地区・カトレホンの家（投影，前田春人）

彼女は母国語で話し、看護婦さんが英語で私

に通訳してくれたが、言葉は理解できなくとも

彼女の怒り、そして迫力さえもはっきりと感じ

られた。

面会時間は午後三時から四時の一時間だけ

だ。お母さん、そして学校の友人が大勢見舞い

に来た。身を起こすことすら出来ない彼女に

とっては、嬉しい一時だったに違いない。

二週間後に、多少ともよくなっていると憩定

してまた来る約束をし、病院を去った。

9月15日、今度は同じくカメラマンの前田

春人民と訪れたが、彼女はヨハネスブルグの街

の私立病院に移されていた。両親の希望らし

い。ドクターの話では、彼女の容体に変化が見

られないということだった。

翌口また訪れるが、ノクタレさんは薬でよく

眠ったままで私が待っていた間には目を覚まさ

なかった。頭の包帯はとれていて、痛々しい大

やけどのあとがむき出しになっていた。どんな

にか苦しんだことだろう。右耳はかろうじて三

分の一程度が残っているだけだ。彼女の受けた

暴力のすさまじさを物語っている。

今度こそは話が出来るかと翌週月曜にもう一

度見舞いに行った。会える状態かどうか聞いて

欲しいと看讃婦さんに頼んだが、彼女は私に、

ノクタレさんは昨日の朝亡くなったといった。

早く学校に戻りたい、卒業したらエンジニアリ

ングを勉強したいと言っていた彼女は、ついに

力尽きてしまった。

石油とマッチをポケットに入れ持ち歩き、犠

牲者を待っているこの国の若者たち。一体どう

なってしまったのか。ANCだろうが、インカ

タだろうが同じである。ジンバブェ人の夫は、

独立戦争の時すら人を焼き殺すなんてはなし、

聞いたことがないと言った。「みんな、非人開

化（dehumanlZe）されちゃっているんだよ。テ

クラークみたいな連中のせいで。」そうだ、デ

クラークが望んでいるのはまさにこれだ。「黒

人は殺し合うことしか川来ない」と世界に信じ

させたいのだ。
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フオスルラスにあるノクタレさんの自宅を訪　　甫アでは、白人は英雄として死ねる。新鯛の

たが、そこには号泣する豪族の悲しい光景が　一面を飾り、生い立ちから趣味、豪族構成まで

った0　　　　　　　　　　　　　　　　報道される。だが、一日で三人の黒人が焼き殺

せめてもう一度会って励ましたかった。「投　されても、それはその他大勢として名前すらの

しない」と言った彼女の選挙ボイコットを去　らない。この少女の短すぎる人生は、一体何

し、その日までつきあいたいと思っていた。　だったのだろうか。

暴力の要塞となっているトコザホステルに入り抗議の行進をする女性たち（船影；新田睦郁）

コンビ（黒人の利用するミニバス）の乗客を下ろし、武器を持っ

ているかどうか検査する南ア国防軍兵士（掩彫；前田雇人）
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南‾フ，ブ　リ　カ　1993年1月′一〉9月

1993年1月南ア教育省は26日、教育の分野で続いていた人種別学校制度の廃止を勧告

する報告書を発表した。
2月20日デクラーク大統領は二人のカラード国会議員と一人のインド人国会議

員を閣僚に任命すると同時に若手改革派の登用による内閣改造を発表
3月旨日ナクール州でバスが武装集団に襲われ4人が死亡。同州では2日、5日にも

襲撃事件。一週間で20人が死ぬ。AyCのマンバーが誤って殺害したケースも。
3月24日デクラーク大統領は約年末までに核爆弾6個を製造していたと発表。

すでに解体と明言
4月1日南ア複数政党会議、“民主南ア会議’が決裂して以来11ケ月ぶりで再開。

26政党・団体が参加。

4月5日10人ⅧCの支持者殺される（ダーバン）

4月10日南ア共産党書記長、ANC幹部クリス・ハニ殺される（75年からANCの全国

執行委且。82年がら92年までウムコントの最高受任者。91年から覚書記長。）
犯人はポーランド移民の白人ジャヌズ・ハルス（40）、ネオナチAmとも関係。

「保守党」最高幹郡クライフ・ダビりレイス元国会議員が指令。
4月14日抗議デモで数百万がデモ。16E葬儀、8万人が参加。白人の国外移住増加

23日マンデラ、ハニ殺害を機にセポケンで起きた19人殺害事件の現場を視

察。「個別暴力ではなく組織へ結集を日と訴える。
23日　アンドリース・トレニュヒト保守党創設者（72才）死亡。

24日オリバー・タンポ仙C前議長死亡（75才）。

24日南ア共産党書記長にデーリー・デスパッチ紙の元記者チャールズ・ヌカ
クラ民選出される。氏はmFデスパッチの後に参加。

5月2日イースト・ロンドンのハーで5人の白人客撃たれて死ぬ。PACが犯人か9

6日5000人の石黒黒人支配に反対してデモ（ヨハネス郊外のポッチェフスト
ローム）

11日　スロボらの暗殺計画発覚。

14日ガス爆発で少なくとも45人死ぬ。セクンダのミッデルバルト炭鉱（ヨハ

ネスから南東に100キロ）

25日PAC幹部強制捜査、逮捕に抗議して新制意交渉会議から降りると発表。
6月1日卿Cは「黒人を含む初の選挙で選ばれた議会が新憲法を制定すべき」とい

う従乗の主張を転換し、「現在進行中の制憲交渉の場で暫定家法を起

草する」という譲歩を提示。デクラーク賛同義明。
6月2日マンデラ夫人減刑（5年の執行猶予つき2年の判決）

7日来年4月までに制憲議会選挙を実施することに24団体が合乱（シスカイ

政府と“保守党∴が反対。）

10巨】「大統領評議会」を廃止。

15日保守党、クワズールー黒人ホームランド政府、インカタ、シスカイ、ボプ

タツワナ・ホームランド政府、アフリカーナー人民同盟なと6団体が複

数政覚会議から脱会。インカタは地方自治を認める連邦制に固執。
22日PACは「惹法制定議会選挙が終了するまで武力闘争終結には応じない」

と言明。
23日マンデラ．プテレジ会談二年ぶりにに開かれる。ツツ大主教のブローモ

ート。暴力停止は一応合意したものお、来春の制憲議会選挙の期日問題

では不一致。

25日数百人の武装白人超右巽勢力がジョハネスバーグの複数政党会議の議

場を占拠。1DOO人が会場の外に。ネオーナチの「アフリカーナー抵抗運動
」を中核にした「アフリカーナー・人民戦線」傘下のグループ。リーダー
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は引退したコンスタンド・フイユーン前陸軍元帥、「アフリカーナー抵

抗運動」（Am）のユージーヌ・テールプランシュ。フイユーン前元帥には

治安警察の内外に多数の支持者が存在する。警官はただ見守るだけ。
四日　ネオナチの「アフリカーナー抵抗運動」はアフリカーナー・ホームラン

ドの設立を要求して戦闘の準備をしていると声明。
7月　2日触政党会議は、制憲議会選挙の日程を正式に決定→1994年4月27日に。

全人種参加の「暫定執行評議会」が現政府と協力して、それまで統治。

反対はインカタ自由党、二つの白人右某政党、シスカイ、クワズールー、
ボプタツワナ政府など。インカタ自由党は強力な地方分権に基づく蓮

邦制を主張。白人右翼保守党は「独立白人ホームランド」を主張。
3日デクラークとマンデラ、米国でクリントゾ大統領と会見。経済制裁全面

解除を要請。二人は今年度の「自由のメダル」受賞者に選ばれた。
41］旧ユーゴから南アに移民急増と「毎日」が報道。ユーゴから南アに移民

し、居住許可証を得た人数は昨年4㍑人（5年前は16人）。南ア国内には一

万人のユーゴ移民がおり、そのうち約60m人がセルビア出身だという。
5日　ジョバーグ近郊のカトレホンとトコザの旧黒人居住区で「黒人同士」の

銃撃戦で20人が死亡。2日の制嚢議会選挙日程の決定以来両地区では別

人の死者。このほかナタール州では21人の死者が出ており、合計閑人の
犠牲者になる。

7日7月2～5三の5日間で少なくとも1邦人が殺された。（トコザとカトレホ
ンだけで少なくとも73人の犠牲者）

9日東部ナタール州の旧累人居住区で、朝通勤パスを待っていた10人が武
装集団に殺害。同日早朝ジョパーグ近郊の旧黒人居住区でも通勤電車
を待っていた3人が殺された。2日以降の武装集団の襲撃による死者は
すでに150人を超えた。この3年間で100M人の死者たち。

㍑日　ジョハネスバーグ郊外の旧黒人居住区で緋撃。9人死亡、16人負
傷。

17日南アフリカ保守党（白人右派）は、制烹会議から脱退を発表。アフリカ
ーナーの自決権を認めるまでは制憲会議に参加しないというもの。

18日　インカタ自由党は全国大会を聞いて、政府が窯人勢力間の武力抗争を

鎮静化させるための十分な措置を取るよう求めて制蚤交渉から離脱
を決めた。

お目　ケープタウン郊外の白人居住区ケニルワースの教会に覆面をした5人

の潔人武装集団が山上47と手投げ弾で襲撃。10人の白人が死亡、帥人が

負傷した。進行中の制慧会議でアパルトヘイト後の憲法草案が発表さ
れる直前であった。

8月　2日　ジョバーグ周辺の黒人居住区テンピサ、トコザ等で7月31日から8月2

日にかけて暴力抗争事件が続発し∬人の男人が死んだ。ツツ大主教は「
国際勢力による平和維持活動導入を訴えた。

4巨］ジョバーグ周辺のカトレホンでの葬儀最中に群衆と警官隊が衝突し、

黒人3人が射殺された。5目、マンデラANC議長は多数の黒人の死に関し
て白人政権は黒人の命をハエと同じにしか考えていない」と非弘

は日　A糀の青年細腰のリーダー、ピーター・モコバ「銃はデクラークに向け

よ」と鯨私A靴は13日モコバの演説を批判。

16日複数政党会議はナミビア内の港湾ウオルビスへイをナミビアに返還

することを決定。同会議が決定したはじめての外交政策。
22日　ジョパーグ近郊のジャミストンの金属工場の集会中にライフルが乱

射され、すくなくとの10人が殺され21人が負傷。
日日A職ま、かつてアンゴラとタンザニアにあった州Cキャンプで少なくと
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も22人が殺されたと（15人はANCの射撃部隊による処刑）と発表。
25日アメリカのフルブライト奨学生で西ケープ大学で研究を続けていた

白人女性アミー・ビェル（26才）がケープタウン近郊の黒人居住区ググ
レツで黒人青年に撲殺された。逮捕された17才と18才の若者はPACのメ

ンバー凸彼女はA∬Cや彼女の黒人の友人たちは抗議デモ。

18月中旬、25人の畑C「民族の槍」幹部が畑Cのダーバン事務所を占拠し「我
々は雇用されたい。新軍隊に組み入れよ。暫定執行評議会が我々の要求
を受け入れるのかどうか疑問がある」と言明。4人の代表がジョハーグに
飛んでマンデラ議長と会見。

9月　2日南ア各地で「平和の巨」デモ。政柄＝、ANC、IFPなとがそろって呼びかけ

6］ジョパーグ近郊の黒人居住区トコザで担こった暴力抗争事件で少な
くとも川人の黒人が死亡。2日の「平和の日」以来すでに70人以上が死ぬ

7日　制憲会議（複数政党会議）は来春4月27日の制憲議会選挙実施まで現在

の白人政権を監視し、選挙実施を促進する「暫定執行評議会」（TEC）の設

立で合意をみた。来春の選挙で選ばれた議会が96年までに憲法を最終
決定するといもの。7月中旬以来インカタ（連邦制に固執）と白人保守党
（白人ホームランド独立を主張）は制寮会議を脱会申。
lマンデラlNC議長は国際社会に「対南ア経済制裁の全面解除」を要請。
l南アの民間人権委員会は7月と8月に1159人が政治的暴力事件で犠牲
になったと発表。

8～9日　ジョパーク周辺の黒人居住区カトレホン、ワディビル等で襲撃事件

が起こり25人が殺された。犯人はいずれも逮捕されていない。
カトレホンとトコザだけで7月2日（制憲議会選挙の日程が決定した日）

以来1200人が設されている。
11日マンデラ議長はネオ・ナチ白人極右の「アフリカーナー抵抗運動」と会

見。
14日マンデラ議長はケープタウンのカラードに向かって「人種差別は犯罪

」と演説。「アフリカーンスを今後解放の言語にしたい」とも語った。
20日　デクラーク政権誕生四周年。

21日　ジョーハーグ周辺のタウンシソプ3ヶ所で無差別銃撃31人死亡。

23日人種別三院議会は圧倒的多数で「暫定執行評議会」（TEC）設置法案を可

決。TECは11月までに設置され、黒人代表が初めて国政参加。今後、複数
政党会議が4月の選挙を可能にする暫定憲法草案を作成。11月の臨時国
会で暫定憲法を成立させる。
まお、TECは、1防衛、2法・秩序、3機密、4地方政柄＝、5外交、6女性の

権利の各委員会に別れ、4月27日の制憲議会選挙に向け白人政権を監視
し、選挙の準備をする。

24日マンデラ議長国連で「対南ア経済制裁全廃」を訴える。

同日　アメリカ及びオーストラリア両国政府は制裁解除を発表。Ⅰ肝も
経済支援を発表。
また、マンデラ議長はANCと右派の白人政党・団体と「白人自治区－ホー

ムランド」の設置の可能性をも含む秘密交渉を行っていることを明ら
かにした。
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日本へのメッセージ

8月　2　8　日自治労第－会館にて

（》『南アフリカの女性たち』

ネルレ・ブラウンさん（南ア自治体労組）

このように私、そしてマチベを日本に招跨いただきまして誠にありがとうございまし

た。今回E本に来て講演をすることは大変に光栄でありますし、それからまた日本におけ

る私たちの姉妹組合である自治労の方々と意見交換の場をもてることを嬉しく思っており

ます。

私の母国南アフリカは、ご存知のように長い間国際社会から孤立した立場におかれてま

いりました。このような孤立はけっして偶発的に起きている事象ではありません。実際に

それは意図してなされているのです。

国際社会を見回しますと市民グループなどを通じて反アパルトヘイトの動きというもの

が存在していることをお分かりいただけるかと思います。そして組合運動などを通じて南

アに対する国際的な制裁が加えられてきました。皆さんも、アパルトヘイトは国際社会の
一部として取り込むことは出来ない、孤立させなくてはならないのだということを声を大

にしてぜひ訴えていただきたいと思います。

私の母国南アフリカは大変美しい国です。農耕等も非常に盛んに行われております。あ

りとあらゆる鉱山がありまして、そこで採掘が活発に行われています。ですから産業を今

後発展させていくうえでの基本的なインフラは存在しているといえるでしょう。そのため

に、なぜ南アの人々は怒るのか、こんなに恵まれているではないか、とお考えになるかも

しれません。しかしアパルトヘイトによって、この豊かで美しい私の母国は無残にも引き

裂かれてしまいました。世界の反応をみますと、最近の様子をみて、今や変化が生まれて

いるのだ、というイメージ先行の考えを人々に啓蒙しようという動きが見られます。

しかしながらアパルトヘイトによって何百万の人々が抑圧されてきたのです。南アフリ

カ国民としてはその由々しき歴史、不幸な出来事を忘れることはできません。アパルトヘ

イトは多くの犠牲者を出し、命を奪いました。私たちはそのことを知らなかった振りをす

ることはできません。
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皆さんはこんなことが想像できるでしょうか？　87％の南アフリカ国民がそれまで住ん

でいた土地から退去させられて、わずか13％の土地に押し込められ、そこでの生活を余儀

なくされた事実を。このような強制移住によって南アフリカの市民生活全体が破壊された

のです。87％の人々は自分たちの土地から引き離されて他の土地に移住させられただけで

なく、外国人として扱われるようになってしまいました。

いま外国人として扱われるようになったと申しましたが、これらの人たちはホームラン

ドと呼ばれる不毛の土地への移住を余儀なくされました。ホームランドの不毛な土壌には

何も棲息せず、耕作することもできません。ホームランドに追いやられた人々は、まさに

移民として扱われたわけです。したがって、ホームランドから南ア国内に入るときは必ず

パスポートを携帯しなければなりません。もともとは母国なのに外国人として手続きをし

なければならないのです。

集団居住法に関しても苦い経験をそう簡単に忘れることはできません。集団居住法のた

めに、人種の速い、肌の色の違いだけで、住む地域やハス、鉄道の利用の際に差別を受け

たきたのです。医療・福祉についても多大な差別をうけてきました。例えば、病院も黒人

用と白人用に分けられていたため、一番近い病院に行くことはできないのです。救急車に

しても同じですから、黒人が事故にあってもその側を白人用の救急車が通り過ぎていく、

といった事態も起こるわけです。

黒人たちの人権は侵害され、剥奪されてきました。言論の自由、結社の自由、自由に移

動する権利、そして裁判を受ける権利なども認められていませんでした。お墓でさえも人

種ごとに分けられ、死後も差別を受けてきたのです。

このような状況のなかで私たちは何十年にもわたる抵抗を行ってきました。なぜなら、

政府こそが武力によってアパルトヘイトを維持しようとしてきたからです。例えば、間

適ったバスに乗ったからといって引きずり降ろされたり、指定居住区以外を歩いていたか

らといって強制的に退去させられたり、些細なことで家屋をブルドーザーで全壊させられ

たりという武力による弾圧がいつも起きていました。このような政府側からの一方的な抑

圧に対して私たちは力をもって訴えていくしかないため、活動は組織化されました。政府

閣僚が海外を訪れて黒人が暴力を起こしているのだと訴えてきましたが、暴力をつくり出

しているのはほかならぬ政府自身だったのです。

とりわけ1970年代から80年代にかけて組織の再編を行いました。その中には若者たち、

地域、労働者、女性たちの組織化もありました。

私もマチベ氏も1970年代には学生で、1976年のソウェト蜂起をきっかけに政治活動を行

うようになったのです。非常事態宣言下において多くの人々が身柄を拘留され、多くの人

たちが命を落としました。今でも拘留されたままで、行方知れずになっている活動家は数

多く存在していますし、拘留の理由が明らかにされていない者も多いのが現状です。すな

わちすべての反アパルトヘイト活動家を一掃してしまおうという政策から、政府はこのよ
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うな手段に出たことはあきちかです。私たちの組織のリーダーは比較的若いのですが、そ

れはかつての指導者たちの多くが投獄されたり、亡命したりしたからです。

また、ANCの武力部隊としてMKが組織されましたが、私たちはこれらの地下活動を

通じて活動を行ってきました。このときに国際社会から差しのべられた支援を忘れること

はできません。このような国際社会からの圧力が南アフリカ政府にかれられたからこそ、

政府もやむなく交渉の壕につき、解決策をみつけようという態度にまで変わってきたので

す。

現在、ヨハネスブルグの世界貿易センターにおいて複数政党間交渉が行われています。

この交渉の結果、変化が生じると言われていますが、これまでの長きにわたる苦い経験の

歴史を私たちはけっして忘れることはできません。また、この交渉の結果、選挙へと至っ

ていくわけですが選挙に関しては後でマチベさんがお話になると思いますので、ここでは

省略いたします。

私は、今どのような課題が存在しているのか、またそのためのキャンペーンの内容につ

いてご紹介したいと思います。

過去の歴史において破壊されてしまった南アの再建が試みられています。そのプログラ

ムとして、経済再建∴短期・長期にわたる雇用創出、教育制度および職業訓練、社会福祉

・サービスの再編などがあります。さらに雷法の遵守、法制度の公正な機能、民主的な選

挙制度の保証が確立されなければなりません。

このような難しい課題のなかで私たちは転換を要求されているのです。これまでは力を

もって訴えるという段階でした。自らを防御すべく石を投げて軍のトラックに体当たりで

ぶつかっていくという時代でした。今や国家を再建する時代が到来し、私たちには多くの

克服すべき課題がそこにあるわけです。

南アの組合連合であるCOSATU傘下にあるのが私たちのSAMWUという自治体労

働者の組合です。私たちは】Freedom md Bread■■というスローガンのもとに結集してい

ます。これが労働運動の主眼になります。COSATUはANCの勝利を全面的にバック

アップしています。また、労働者の権利というものが国の再建のために犠牲にされてはな

らないと考えています。したがって経済再建策、政治的進展の政策がとられるときに労働

組合も政策決定の場に関与できるよう努力し、主張していきたいと思います。そうするこ

とによって労働法の改正や個人の資質を最大限に発揮できるようなプランを保証しようと

しています。

私たちの労働関係法の立ち遅れの一例を申し上げますと、1970年代はじめまでは黒人労

働者の組合組織加盟は合法化されていませんでした。．これは日本の皆さんには考えられな

いような事態だと思います。70年代後半になって初めて黒人の労働組合加盟が法律のもと

に正当化されることになりました。しかし、農場労働者、家政婦、公共部門の労働者には

完全な組合参加権は与えられていないのです。
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このような迫害の歴史を背景に、これまでのシステムにおいて女性がいかに抑圧されて

きたのかを捉える必要があります。実際、今日ここにたくさんの女性の方がいちしている

ことで、私は大変勇気づけちれます。女性差別の匿史は皆さんがこれまで経験されたこと

とかなり共通していると思いますが、このように南アが国として変貌をとげているとき、

組織化された形で女性がはっきりと主張することが必要なのです。社会のなかでも、職場

においても、アパルトヘイト全体の枠組みのなかでも、女性として法制度のなかで差別を

受けてきたことを訴える必要があります。

ANCの女性同盟では女性の声を代表する形で、国の変貌のなかで女性が取り残されて

しまうことがないようにできるだけの努力をしています。私たちは、完全に平等な権利を

主張しています。女性にとっての闘いは完全参加を獲得することです。さらに女性のおか

れている現状を認識し、マイナス面を変化させようとしています。過去の歴史を見まして

も、女性が組織化し、意義申し立てをすることで変化に対する影響力となることができる

のです。

COSATUにおいても、このように組織化をして女性たちが自分たちの主弓長を訴えて

います。私たちは全労働者の平等な権利や託児所施設の設置などを主張しています。また

女性が中心となっているプログラムの一つであるアファーマティブアクションについて少

し説明いたします。これはこれまでのアパルトヘイトにおける苦い経験を十分に分析した

うえで、女性の抑圧についての現状をしっかりと認識し、その誤りを明確にし、是正すべ

く行動を起こすというものなのです。私たちはこれを選挙の前に実施し、確立しようとし

ています。

今臥　SAMWUの女性部と自治労の女性部が交流をもつ機会がありましたが、ここで

相互関係に深い絆が生まれたと私は自負しています。経験の共有や情報交換だけでなく、

それぞれの組合内外の紛争に関して学ぶべき点が大いにあったと感じています。来年4月

に選挙が予定されている現在、自治体自身も変化を余儀なくされています。そのときに外

からの声として自治労のサポートは私たちにとってとても大きな支援になり、とてもあり

がたく思っております。

最後に一言結びの言葉を申し上げたいと思います。歴史は確かに私たちの一部でありま

す。しかし、もはや私たちには過去を振り返っている余裕はありません。私たちは自らの

闘争のなかで非常に重要な転機に立っているといえます。今はもう、○か×か、白か黒か

をはっきりさせる重要なときなのです。もし私は闘争に参加しないと思う人たちがいるの

であれば、それは間接的に右翼に荷担することを意味します。ですから、できるだけ多く

の人々の参加を望んでいるのです。前進しようではありませんか。



q〉　アンチ■アパルトヘイ　トニュースレター　　　　　　　　　　　1993年9日1日発行　策三種郵便物認可

②『私の撮った南アフリカ』
ヴィクタ一・マトムさん

皆様、今晩は。まず最初に日本に来てから皆様に大変あたたかくお迎えいただいたこと

にお礼を申し上げたいと思います。情報が不足しているという事態を考えると、それにも

関わらず多くの日本の方々が南アフリカに強い関心をもっていることを知ってとても嬉し

く思いました。今日は、マスコミによって歪められたもめではない本当の現状を、仲間で

ある皆さんに訴えるちょうどよい機会であると思います。

私は南アフリカの一般市民であり、一民間人にすぎません。今日は一市民として話をし

たいと思います。南アにおける一般市民、特に女性と子どもたちについて話をします。私

の写真展で展示させていただいた作品の多くは、普通の子どもたちや女性たちの日々の生

活における現実の場面を写したものです。

さきほど、ブラウンさんが、女性そして一市民としての立場から南アの現状について報

告を致しました。南アの女性は、基本的には日本の女性と共通した問題を抱えていると思

います。しかし、南アの女性たちには政府から課せられた差別が上乗せされ、制約を加え

られているのが現実です。それが、女性が私の写真のテーマとなっている一国です。ま

た、子どもたちに関しては、彼らはまさに天使のようであり、それゆえ私はレンズを通し

て彼らの姿を写しているのです。

とりわけ、これからの時代を担う子どもたちに関しては教育問題全般に経念をもってい

ます。先ほどブラウンさんから話があったように、現状を認識したうえで悪いところを改

善するという「アファーマティブアクション」においても教育の問題を取り上げなければ

いけないと思います。

ここで、最近国際社会でよくきかれる「ⅣEW SOm AFRICA」というキャッチフレーズに

ついて少し話をしたいと思います。過去の歴史を許すことはできますが忘れることはでき

ません。これは広島の原爆投下について日本の方々が抱いている感情と同様であると思い

ます。しかし、やはり前進あるのみということをテーマとしてやっていかなければなりま

せん。政府によるキャッチフレーズである「ⅣEW SOt］ⅧAFRICA」は、まさに表面的なもの

です。言い換えれば、壁は腐ったままでその上にきれいな壁紙を貼っただけ、というもの

で、国際社会に対して南アフリカの黒人は自由になったのだという誤った印象を与えるも

のだと思います。実際には抜本的な解決は何らはかられていないというのが現状なので

す。

アパルトヘイトの制度は法改正によって表面的になくすことはできても、多くの白人の

固定観念には黒人に対する差別が残っているわけです。黒人が平等な権利をもつ同じ人間
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なのだということを気持ちの上で認めることは、白人にとってはなかなか難しいことなの

です。

私は暗室のなかで仕事をするカメラマンなので、これから会場を暗くして皆さんを私の

暗室の世界にお誘いしましょう。そして、アフリカの現状をお見せしたいと思います。

①　私の写真のテーマは人々の日常生活にあります。これは夕方6時半ぐらいの臼の沈む

間際にソエトの子供たちがネットボールをして遊んでいるところを撮ったものです。ボー

ルが十分に膨らんでいないところが面白いと思って撮りました。

②　次はベンタで子どもたちが川で進んでいるところを撮ったものです。子どもというの

は何も材料がなくてもすぐにゲームを作り出して楽しむことができるのです。水着もぽろ

ぽろですし着ていない子もいますが、これでも十分楽しんでいるのです。

③　これはまさにアフリカの中のアフリカと思って選んだものです。この小さな子どもの

様子を見てください。踊りを踊っているように身体を動かしながら行水をしているところ

です。子どもというのは非常に創造的だなあと思います。うしろにいるお姉さんたちは妹

の様子を見て笑って楽しんでいる様子が見受けられるほのぼのとした写真です。

④　この写真は、ヨハネスブルグの南にあるセポケンというところで撮りました。この地

域では激しい闘争、暴動がありました。すっかり疲れ果ててしまった地域という感じです

が、しかし子どもたちの生活は何ら変わることなく今日も続いているということを示して

います。焚き火のまわりを囲んで、そして一人がちゃんと火が燃え続けるように木をくべ

たり紙をくべたりするわけですが、臆番に今日こういうことがあったんだよと報告しあう

ことになります。ちょうど満月であったこともひとつの効果としていい写真になりまし

た。

⑤　こちらはアレキサンドラ黒人居住区で撮った写真です。実はこの前日にもインカタの

襲撃によって住民が亡くなっています。いつもだいたい同じようなところで闘いが起きる

わけですが、付近に住む住民は日常茶飯事となった銃撃戦にすっかり嫌気がさしていま

す。自警団を組んでインカタの襲撃に対抗していこうとしているのですが、実際の現場を

見てみるとそれは惨憺たるものです。すごい勢いでの銃撃です。この日も、襲撃の結果ひ

とりのジャーナリストが危うく命を落としそうになっています。この地区での生活は命が

けだということを示した作品です。

（以下、省略します。次号では写嚢を添えてマトム氏の解説を載せたいと思います。）



個　7ンチ　7ハルトヘイト　ニュースレター〃　丁ンナ‘丁ノ十ルトヘイト■ニュ‾スレタ‾　　　　　　　　1野牛0月1日鱒」巨塑堕型型

③『初めての総選挙に向けて』
モラビシ・マチベさん（南ア自治体労組）

まず、このような機会を作っていただきましたことにお礼を申し上げます。ソエトを離

れ、南アフリカを離れ、本当にはるばると長い時間飛行機に乗って日本にやってきて、そ

して皆様とお目にかかるかかっているのがとても不思議な気持ちさえします。

私がこれからお話する来年4月に予定されている制憲議会遥挙というもの、そして私た

ちが期待しているものは、人々の生活を変えることに繋がるのは明らかです。なぜなら、

この南アフリカで選挙を行うことによって、改革しなければならない誤った部分に関して

はその変更を促すぺく是正措置を講じることを可能にするからです。

この選挙は、ある政治政党が議席数を増やすことを狙っているとか、ある一政治家が自

分の名前を轟かせようとしている、というものではありません。この選挙を通して私たち

は人々の生活改善を実現しようとしています。

したがって、何を改善しようとしているのかをまず理解しないと、この選挙の狙いもぼ

やけてしまいます。選挙制度そのものに関しては、皆様も手順についてはご理解いただい

ていると思います。私たち南アフリカにおいては、黒人は長い歴史のもとに抑圧されてき

ました。その抑圧に対して私たちは様々な闘いを展開してきました。例えば自分たちの

リーダーが拘留されてしまった場合、その人たちの釈放を求めて闘い、そしてこれらの闘

争を通して私たちは交渉を勝ち取ったわけです。この交渉の場には多くの人々や政治団体

が加わっています。とくに強調しておきたいのは、政府側はなにも喜んで積極的にこの交

渉に臨んだわけではない、私たちの長きにわたっての闘争による力によって彼らを交渉に

つかせることができたということです。

また、政府側しては一度手に入れた既得権があるため、自らの政権基盤を今後も維持し

ていきたいと強い希望をもっていることは今も何ら変わりありません。政権を維持するこ

とによって今後も抑圧を続けていこうという彼らの姿勢は変わっていないのです。

政府の行動をみると、まだ過去のやり方に執着しているといえます。そのなかの一列を

申し上げます。政府のなかの右派はアパルトヘイトの制度のなかでホームランドを存続さ

せようとしています。このホームランドというのは、政府が作っているアパルトヘイトの

諸悪の根源といわれる制度ですが、右派はホームランドを維持しないことには一切の交渉

妥結に反対するという極端な態度をとっています。

政府のやり方を見てみると、改革を政府自らが推進しているのだ、と国際社会に向けて

キャンペーンを展開していると思います。それを鵜呑みにしてしまった場合、何も知らな

い海外の方たちは、「デクラーク大統領はなかなかやるじゃないか、改革に積極的ではな
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いか」とお考えになってしまうかもしれません。しかし、実際はそうではありません。本

当は、南ア政府は改革をしたくないためにあらゆる手を尽くしたのですが、もはや八方ふ

さがりということを認識し、仕方なく交渉の場につきました。

選挙の話をするのに暴力の話をする必要があるのか？　と疑問に思う向きもあると思い

ますが、南アフリカに住んでいない皆様に対して、選挙の背景を本当の意味で理解してい

ただくためには、現在どのような抑圧があって、それを乗り越えるためにはいかなる手段

をとらなければならなかったのか、すなわち、ここに暴力が介在することがいかに不可避

であるか、ということをまずご理解いただかなくてはならないと思っているからです。

政府はこれらの国内における暴力事件を”部族間抗争¶と呼んでいます。こう呼ぶこと

で、黒人と黒人がお互いに血で血を洗いあっているというイメージを植え付けようとして

います。そうすることによって、抑圧されている黒人の代表である政党の信用を失墜させ

ようとしています。こういう状況は、外国の方々にはなかなか理解しがたいと思います。

どうしてもこのような報道がされてしまうと、また、政府によるキャンペーンが展開され

ると、「勢力争いをしているような人々に政権を任せることは危険なのではないか？現

政権の方がより安定しているのではないかつ」という見方がされがちであると思います。

しかし、現状を見据えてみると、現政権はこの】部族間抗争”というものが起きたとき、

彼ら政府が軍を支配しているのですからいつでもそれをストップすることができたにもか

かわらず、あえて手をこまねいて見ていました。彼らがいかにこの抗争を自らに有利なか

たちでキャンペーンとして利用しようとしてきたか浮き彫りになっていると思います。

タウンシップにおいてこのような人と人との衝突などいろいろな出来事が起きていま

す。先ほどの写真に出てきたセポケンという地域では、先月も大勢の死傷者を出してしま

いました。しかし、ここで警察の介入はほとんどありませんでした。一方、白人が殺され

た場合にはすぐに非常事態宣言が出され、マスコミがとんできます。そして、情報提供だ

けで25，000ランドの報償金が与えられるというような状況です。黒人が犠牲者であった場合

にはわずか1，000ランドで済んでしまうのです。ほんの数人であっても白人の犠牲者が出れば

事件として大々的に取り上げられ、政府もきちんと対応するわけです。黒人同士が抗争を

起こした場合には、いかに黒人間の武力抗争があるのかマスコミを使って海外の世論に訴

え、しかし警察による事件のフォ⊂ト十は行われないのです。

また一例を申し上げましょう。先ほど話したように世界貿易センターで交渉が続いてい

ますが、AWB（アフリカーナー抵抗運動）という右派の代表が、この建物内に押し入ろ

うとする事件が最近起きました。このときに告葉は彼らを逮捕することはしませんでした

し・強制退去もさせませんでした。一方黒人はプラカードを持ってきて単に交渉会場の周

辺を取り巻いただけでも強制退去させられます。しかも、一部の人たちは逮捕され拘留さ

れてしまいます。この例からも政府がいったいどちらの味方であるかということは明白だ

と思います。
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このように力をもっての妨害、そして暴力を逆手にとってPRとして使うということが

行われているだけでなく、さらに力をもってしても4月に予定されている選挙の実施を難

しくしてしまおうとするいろいろな邪魔立てもあります。例えば、ANCの活動家は選挙

のために東奔西走して街頭演説などをしなければいけません。そのために公共の交通機関

や乗合いタクシーを利用して各地を点々とするわけですが、その交通機関に対して銃弾が

浴びせられます。一台の乗合いタクシーに一度は狙撃をしろという指令が右翼に出されて

いるというのが現状です。これでは、活動家が各地で活動することは出来ません。

私たちは労働運動とANCの運動を一つのものに統合することによって、今申し上げた

ようなバイオレンスによって私たちの足を引っぼろうとする相手の動きを乗り越えるぺく

行動することが必要になっています。

国内だけでなく、国際的な報道、マスコミ機関がどのような役割を私たちのキャンペー

ンに対して果たしてくれるのかということに特に着目しています。特に、公共な選挙の実

施が不可欠となっています。そのためには選挙前、選挙の最中、選挙後も選挙監視団によ

る監視が必要となります。報道機関、放送局などは今のところすべて政府によってコント

ロールされてしまっています。したがって、民主化されたプロセスの導入がいわれている

ものの、政府系の報道だけでは十分ではないと思います。ニュートラルな立場にある国際

的な報道機関が監視をすることにより、選挙が正当なかたちで公正に行われたのかどうか

が世界に対して報道されなくてはなりません。

南アでは、農村部の住民は報道にアクセスできません。したがって、送挙がどういう目

的のため、どういう選挙が行われるのかということを彼らに知らせる機関が必要なので

す一そうでないと、遠隔地の住民は実際に選挙があるということを知らぬまま終ってしま

う結果にもなりかねません。そこで国際的なサポートが必要になってきます。

私たちの労働運動において、ANCが選挙で直面する問題を乗り越え、ANCが選挙で

勝つように進めていくことが重要です。そして、選挙後に別、てもANCが統治を続けて

いけるような構造を作り上げていこうと運動の中でやっています。そして労働運動として

はこれまでの労働者の既得権は当然これからも守っていき、これからも労働者の権利を主

張していく、そのためにはANCが政権をとるしかないと私たちは思っていますト現在の

南ア政府では、それは達成できないからです。実際、政府は労働運動に対して反対を表明

しています。これに対して、ANCであればともに労働者の権利を勝ち得ていくこともで

きると思います。労働者の権利を守るためにもこの選挙運動に参加しているわけであり、

私たちの目的はまさにこの点にあります。

まずは有権者の教育を行うことからスタートしなければなりません。何十年にもわたっ

て抑圧を受けている我が国の人々は、今回初めて投票するため、有権者教育が必要になり

ます。教育の拡がりよって、国民全体に選挙の意義が伝わっていくと思います。

労働組合にとって組合員の教育をすることは比較的簡単です。職場要員を中心に情報伝
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達が組織されていますし、識字率の高さもその促進要因となります。しかし、広大な面積

をもつ南アフリカ共和国全体に有権者教育を行っていくことは非常に大変なことなので

す。さらに言語の問題もあります。日本では共通の日本語をお話になるので意思疎通に問

題ないでしょうが、南アフリカではそうはいきません。今日ここに参加した三人の南ア人

でも、私はソト語、ブラウンさんは英語とアフリカーンス語、そしてヴィクターはズー

ルー語を話します。ベンタから来た人がいればベンダ語を話すでしょうし、ツアナ語を話

す人たちもいます。したがって情報伝達にあたって言語の壁が出てくるわけです。

そしてこのキャンペーンを通じて、ANCの政策を訴えていく必要があるわけです。先

ほどブラウンさんからお話があったように私たちはアパルトヘイトの苦い経験を忘れるわ

けではありません。平等な機会を勝ち取るために、その経験から教訓を学びとっていま

す。キャンペーンを通じてANCのねらい、そのあり方をしっかりと情報として伝えるこ

とができれば、いざ政権についたとき必要がなくなるはずです。有権者もANCから何を

期待できるかということが分かってくるという方向にキャンペーンを進めていく必要性が

あると思います。そうでないと、有権者がANCも今までの抑圧者と結局は同じではない

かと疑心暗鬼の念を抱く恐れがあります。それでは社会として健全なかたちで発展をとげ

ていくことはできないでしょう。

（以下略）
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V．マトム写真集『南アフリカの人々』

大好評発売中！定価1000円周送料310円）

この写真を撮ったヴィククー・マトムに「教育は子どもたちにとって、人生を闘いとる

武器」なる過激な発言がある。この言葉が単に彼だけの突出した考え方によるものではな

いことは、彼の写真にある鶏小屋を改造した教室に集まる父母会の熱気を見てもわかる。

先生の話に真剣なまなざしを注いでいる子どもの表情臥私たちの胸に様々なメッセー

ジを語りかける。・この子のノート入れの箱にはアフリカが措かれている。「もし、私たち

の国がこれから少しでもよくなるなら、真っ先に子どもたちが幸せになってもらいたい」

と言ったヴィクタ一・マトムの言葉がこれらの写真の中から立ちのぼる。

（写真展実行委員長　降矢洋子）
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