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9月25日・鉢と南アの今後の関係を考える市民のつどい（連載①）
－顔と顔の見える関係をめざして一

第一部　　講演

【司会】マトムさんは全国各地を回られて、写真展や今日のようなシンポジウムを精力的

にこなされてきました。今日のシンポジウムが最後になります。7月から日本にいらっし

ゃるので、南アのことについてだけでなく、日本のことについても話が出てくるかと思い

ます。今日のタイトルにもあるように、「顔と顔の見える関係」のなかで皆さんといっし

ょ考えていきたいと思います。

最初に、実行委員長の勝俣誠さんから挨拶があります。

【勝俣】おはようございます。私のゼミの学生がずいぶん活躍してくれました。動員した

わけではないのですが、いつのまにか集まりました。私は名前だけで、ミーティングには

まじめには出てこなかったので、この場を借りてごめんなさいと言いたいです。

今別は写真展とつながったシンポジウムなのですが、いくつかのことを短く言ってから

講演の方々にマイクを渡したいと思います。

写真を御覧になっている皆さんにこういうふうに見ろとは言えませんが、私が感じたこ

とを二つお話したいと思います。

マトムさんの写真はこの展覧会を開く前から知っていて、彼が日本に来たときに本格的

に見せていただいたのですが、これは私には揺れない写真であるとまず感じました。彼の

作品に写されている人々と彼との自然な関係は、私には絶対に持てないと患ったのです。

私自身ときどきアフリカに行きますが、あるときからカメラをもっていくことにしまし

た。はじめはカメラがないほうが人間関係として自然だと思ったのですが、考えてみれば

授業やいろいろな人に話をするときにはスライドにするなどして役に立ちます。写真を日

本に持ち帰れば、私自身が見たものを共有できると考えました。ただ、そのときに問題が

起きたのです。アフリカの人々を写すとき、写される側の人と自分との関係をどのように

もったらいいかという問題です。それはものすごく難しいのですね。カメラを持っている

だけで、異質な関係になるのです。マトムさんの写真を見て、彼だからできる、僕にはで

きないと思ったのは、被写体は写す人間を作る、写される人間は写す人間を育てているか

もしれない、ということです。

二つ日は、なぜ僕にはできないか考えました。これは皆さんもアフリカに行かれて感じ

ることかもしれませんが、どう転んでも日本人は白人なんですね。アパルトヘイトに加担

してきた人間として位置付けられる以外には私たちは、なんだかんだと言っても上と下と

の関係を作ってきたのではないかと感じまして、こういう写真はマトムさんだから撮れた

のだと思いました。また、マトムさんの写した写真、マトムさんと被写体との関係のよう

なものを自然に作れるかというのが私の課題でもあります。
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私は今、明治学院大学にいるのですが、7、8年前に働き始めたときに南北問題をやっ

てくれと言われました。南北間題はいろいろな見方があるのですが、私は今の南アで起き

たこと、起きていることは基本的に南北問題で位置付けられると考えています。
一般の社会科教科書にあるように、豊かになった北は南を助けなくてはいけないという

話になるのですね。そうなると、いつの間にか南の人間は援助の対象ということになって

しまいます。東南アジアに行っても、彼らの貧しさを助けなくてはいけないと。相手の人

間は援助の対象になってしまうこともあれば、開発の対象にもなってしまう。これはおか

しいと思います。南と北との関係はそんなに単純ではなくて、実は蘭を作っているのは北

なのです。グローバリゼィションとか国際化とか言ってますが、それは南の国に北の経済

的影響を及ぼしていく過程なのです。

南北間題はけっして援助の問題ではなく、開発の問題でもなく、南が北に、北が南にど

ういうかかわり方をしたか、それが一番大切な問題だと思います。それは南アとも似てい

ます。例えばアパルトヘイトの間置も反アパルトヘイト運動はやはり北の責任で日本の責

任も大きかったと思います。
マンデラが27年間監獄に居たことに対して「あの人はよく27年間もいた、偉かった」と

言われますが、私はその表現はおかしいと思います。27年間もなぜ閉じ込められていたの

か、北の国、アメリカや日本などがアパルトヘイトを止めろと20年前からはっきり言って

いればマンデラは早く牢獄から出られたかもしれません。そして、今みたいな暴力は起き

なかったと思うのです。アパルトヘイトの解決を遅らせてきたのは我々の無関心、そして

中途半端な力ではないでしょうか。私自身の市民としての矛盾も含めて言うのですが、そ

れが大きな問題としてあるのではないかと思います。

私たちは南の人間を援助の対象として見るのではなく、たくましく生きている人たちの

活力に目を向けたい。我々は南を非常に抽象的に見てしまい、いつの間にかアフリカ人を

患者にしてしまうのですね、病人扱いしてしまう。東南アジアに行ってもそうなのです

が、彼らはものすごい活力をもっています。

昨日まで私の大学でフィリピンの人を呼んでワークショ∵ツプをやりました。三日間くら

い缶詰になってこれから我々は何ができるのかと考えました。そのとき、フィリピンの友

人が、お前は世界中あちこち旅行しているけれどマニラの景色とアフリカの景色で似てい

るところはあるかって訊いてきたのですね。もちろん歴史的には違います。似ているもの

として思いついたのは、町で庶民の乗るジプニーの運転手とダカールの乗合いバスの運転

手の顔がそっくりなこと。自分の生活を支えるためにものすごい運転をするのですね、信

号無視したり…。これは親分から借りている車を最大限に使わないと食っていけないから

ですね。その顔はものすごく挑戦的で、生きるために今日稼がなければ家族に渡す金がな

いかもしれません。そういう意味でものすごい活力をもっています。

では日本の場合はというと、必ずしもそうではありません。そういう活力は失われてい

います。確かにお金があれば、病院も、交通手段も、学校も、受躾も、手に入る。でも何

かおかしい。一番いい例は水です。自分たちの飲んでいる水は昔は井戸から汲んでいまし

た。今はフランスから輸入するのが一つの流行になっています。土地の水も自分たちの力

では面倒みられなくなっているのです。金でよその国から買ってくるというような社会

が、南の国、南アの人たちとどんな連帯ができるのか、ということを私はすごく疑問に
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思っています。そういう意味で南北間題をみると、活力というものをどうしても我々は南

から学んでいかなければならないと思うのです。

最後に一つだけ言って終わりにしたいと思います。私自身が南アのマトムさんの写真展

を契機に考えるとき、今、南アには二つの道が残されているのではないでしょうか。一つ

は、アパルトヘイトを支える法律はなくすけれど、不平等な社会はそのまま維持していく

道です。制度や法律としてのアパルトヘイトはないから、成績が良い人は学校に行けます

よ、と。肌の色は何でもいいですよ、成績さえ良ければ何でもいいですよ、というアメリ

カ型ですね。北半球型冠二会。一部の人たちは上に這い上がれますよ、アフリカ人でもこん

な会社の社長になれますよ、こんなに有名になれますよ、という具合に。しかし圧倒的に

多くの人は状況が変わりません。これを、アパルトヘイトの法律なき不平等化への道と僕

は呼んでいます。

それをそのままにしておいてはいけないと、二つ目の通が考えられると思います。それ

は、ソエトとか南アの次の初二会を担う子どもたちが探っていく道だと思います。それは不

平等化を防ぐ道です。つまり、今まで苦しんできた人間が最低限の物を確実に手に入れる

道だと思うのですね。それをどうやったら実現できるかと言えば、これからできる新しい

南アの権力を、自分たちの必要なものを手に入れるよう平等化の方向にもっていくことだ

と思います。変な競争とか、自由とか、言論の自由とかでごまかされてはいけないので

あって、やはりソエトの人たちは何を一番必要としているかは写真を見ても分かる通りに

まず医療。病気になったら誰でも医療を受けられることが必要です。二つ目は住居だと思

います。やはり人間家族の単位として好きな人と一緒に住めることを全アフリカ人に保証

すべきだと思います。三つ目は交通手段。誰でも安く移動できる公共手段が必要です。そ

して四番目が教育、これが一番大切なのですが。やはり質の良い教育を質の良いカリキュ

ラムですべてのアフリカ人が受けることが、将来のよりよいアフリカのためのパスポート

だと思います。

この四つの分野をなんとかして平等化しなくてはなりません。その四つが欠けた社会を

作っても、アパルトヘイト無き社会などと言ってもそれはアメリカ型社会に過ぎません。

つまり暴力社会。一部の人間がでかい車をもったり、外国旅行に行けると言っても、それ

は名を変えた近代的なアパルトヘイトと言ってもいいと思います。日本の市民ができるこ

とは、南アの人たちから活力を学びながら四つの分野の中でお金を使うことでしょう。

反論があるかもしれませんが、私は、南の社会と北の社会は同じところにいる必要はな

いと思います。南アは南ア、日本は日本。日本にも山積みの問題があります。南アにもあ

ります。ただ、実現したい社会は同じでなければなりません。連帯の原則だと思います。

南だから私たちがサポートするのではなく、南の中で実現したい社会が我々と同じだから

サポートするのです。日本には同床異夢という言葉があります。ベットに入った二人が別

々の夢を見るということ。南アと日本はそれとは逆であるべきだと思います。南アと日本

の中に連帯があるとすれば、別々の地域でありながら実現させたい夢は同じであってほし

い。マトムさんは言っていました、我々の実現したい社会はもっとヒューマンな社会でな

ければならないと。ヒューマンなんていうとどこかの宗教団体みたいですが、やはり我々

は見失っているものがあって、それを南アに学びながら同じ夢として実現させたいと思っ

ています。以上が私の感想です。
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【司会】それでは次に南アのことを30年に渡って考えてきた梼原彰さんをご紹介いたしま

す。南アには過去2回ほど訪れているですが、最近はタイから帰ってきたばかりで元気

いっぱい、楽しいお話が開けると思います。それではよろしくお願い致します。

【楠原】今日は、植原です。私は今紹介にありましたように、20代半ばからアフリカに出

掛けていくことによってなんとなく生きることができました。日本にいても生きていけた

のですが、1960年代半ば、ちょうど20代のはじめぐらいから自分白身の弱さ、小ささ、醜

さに足をとられまして、いつも自分の弱さを中心に世界がまわっているとしか考えられま

せんでした。誰に会っても何を見ても、どんな素晴らしい男や女に会ったり闘いをみて

も、あるいは映画を見ても、いつも返ってくるのは僕って何なのか、というテーマでし

た。今ちょうど若い人たちが同じようなテーマを抱えていらっしゃると思いますが・・・。こ

れはタメだと思い始めたのは、つまり、自分自身を中心に世界は回ってない、僕の弱さや

悲しみとは無関係に個々が存在する厳粛さと恐ろしさみたいなものを自分自身の中に発見

していかないと、いつまでもいつまでも自分の中で空転していって、どうしていいか分か

らなくなる。そのために、とにかくアフリカに行ってみようということになりました。

今では信じられないでしょうが、父親と水さかず善を交わしました。若い人には分から

ないかもしれませんが、私が一年間アフリカに行くと言ったら親父が東京に出てきて、「

お前とは二度と会えないかもしれない」と言われて、僕もそうかもしれないなんて思った

ほどです。ところが行ってみたらあんなハッピーなところはありません。安全でした。夜

でも昼でもどこで寝ても平気でした。東アフリカへ一年間行って、その後通算三年くらい

アフリカで寝起きをしました。

僕は三つのことをアフリカやインド、タイなどの第三世界から数えられました。その三

つのことは僕にとってとても大事なことです。

ある人がイギリスから書いてくる手紙に、楠原さん、イギリスでいう】いい男‾と“い

い女”って知っているかというのです。そんなの知らないよ、趣味も違うのではないかと

言うと、いや共通なものがあるんだ、それはみんな第三世界の人たちと関わっている人た

ちだ、と。そんなこと言うと、この会場にいる皆さんはみんな】いい男【と　－いい女【に

なるわけですが・・・（笑）。つまり、イギリスではハツとする生き方をする男や女たちの経

験をきいてみると、みんな生活の経験のどこかでアフリカやアジア、ラテンアメリカつま

り第三世界と関わっている人間たちだというのです。

さて、僕が第三世界から教えられた三つのことの一つは、今は明日の途中ではない、と

いうことです。これはとても大事でした。今を生きるということは、明日への途中ではな

いということです。今が豊かでなかったら明日が豊かなはずがありません。マトムさんな

んかみてても典型的にそうですが、今の幸せのために明日があると。ところが、僕たちが

蓉している日本で臥　今を犠牲にしてまでも明日を生きろと教えられてきました。特に、

学校の教師や親は、今こんなことをしていていいのかと、そんなことばかり言うわけで

す。子どもは大人への途中ではありません。学生は就職するための途中ではないし、結婚

するための途中でもありません。今を生きるということ。今を生きなければ明日はありま

せん。ですから、アジアやアフリカの人たちは今を生きる達人というか、今を楽しく生き

る達人ですよね。それが、私が学んだことの一つです。
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二つ目は、これも僕にとって大きな発見でしたが、お前はお前のままでいい、というこ

とです。これは特にマトムさんたちの先輩である黒人意識運動をはじめたスティーヴ・ピ

コから僕は学びました。これは劣等感の中で350年間も白人支配を受けてきたアフリカの

黒人たちがふっと発見した哲学です。当り前のことですが、人間になることは白人に近付

くことじゃないぜ、人間として生きることは誰かの真似をすることではないんだ、つまり

生きることは自分自身にかえっていくことです。君は髪が縮れていようが、手足が長かろ

うが短かろうが、ハンディキャップをもっていようがいまいが、在日朝鮮人の子どもであ

ろうがあるまいが、女であろうがあるまいが、君は君のままでいい。これが、南アを解放

していく力になっていくのですけれども、このことは僕自身を楽にしてくれる力になりま

した。「アキーラ、お前はお前のままでいい」と、みんなそんな眼差しで言ってくれまし

た。つまり、無理をすることはない、別の何かを装うことはない。これが南アとの出会い

で僕が学んだ二つ目の哲学でした。

もう一つは、アフリカだけに限らず第三世界を旅すると感じることですが、ある声が聞

こえてきます。あのマトムさんの写真にあるようなすさまじいミゼラブルな抑圧された生

活のタウンシップやスクォッターキャンプからも聞こえてくることがあります。つい最

近、学生たちとタイにいたのですが、そこでも水牛といっしょに沼で水浴びをするときに

聞こえてくる声がありました。それは僕だけではなくて、学生たちも聞こえてくると言っ

たのですから間違いありません。それはどんな声かというと「生きてていいんだよ」とい

う声です。アフリカの土を踏んだり風に吹かれたり、マトムさんのような人間と諷々と

踊ったりケンカしたり、議論したりすると、どこからともなく「生きてていいんだよ」と

いう声が聞こえてくる。それは何なのだろうとタイでも感じたのですが、水牛たちに葺を

やっていてもいろんなところからそういう声が聞こえてきます。

この三つのことは私が30年間第三世界から学んだことで、この三つがあれば人間はだい

たい生きていけると思います。南アのことをしゃべろうと思っていたのですが、勝俣さん

の挑発に乗りまして、つい「生きてていいよ」と声が聞こえてくる世界に我々が援助をす

るということはいったい何なのか、と考えてみました。あるいは、彼らが遅れているとか

可哀想な世界だとかという言い方が我々に本当にできるのだろうか、というのが僕が30年

間南の世界とつきあって感じたことなのです。

あと38分ほど話そうとと思います。今、南アで何が行われているかが話の一番目です。

二番目に僕がアパルトヘイトに関わり始めた項から今日まで日本と南アとの関係で何が

あったのかという問題です。この二つのことをきちっとお話しさせていただきたいと思い

ます。

お手元にお配りしたレジュメの年表（本誌先月号に掲載）にありますが、まずアパルト
ヘイトが終わったのかという問題があります。1989年の後半にデクラ【ク大統領がボタ大

統領に代わって登場しました。そして、90年2月にマンデラたちを釈放しました。このと

きマンデラハウス（膠俣邸）でマンデラ釈放のニュースを聞きながら30人くらいでシャン

パンを抜いて祝ったのを覚えています。91年にアパルトヘイト根幹法を廃止するという宣

言が出るわけです。その時から世論はすっかり変わりまして、日本も南ア、アパルトヘイ

トに関するニュースがほとんど流れなくなりました。つまり、アパルトヘイトは終わった

ということです。ところが、その後私は南アを訪問したのですが、アパルトヘイトが終
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わったなんて冗談じゃない、というのが南アの実情でした。350年間の白人支配、これは

徳川幕府よりも長いわけです。350年間の白人支配によって歪んだシステムがそう簡単に

変わるはずがありません。

特に土地の問題は何一つ手がつけられていません。350年間にわたって白人が黒人から

奪った土地を返すのか、買ってもらうのか、どうするのか、こんなことさえ決まっていま

せん。それから、教育をどうするのか。まだ黒人は義務教育制になっていません。そして

黒人の多くが学校に行けない状態です。白人の学校はガラガラですが、垂旨詰めの黒人はそ

の学校へ入ることができません。まだこんなことをやっているわけです。それから、最大

の問題である住宅問題。ほとんどのアフリカ人にとっては住むことのできる家がありませ

ん。そして、軍隊をどうするのか。今、軍隊と警察がデクラークの言うことを善かない

で、ある部分が黒人の解放運動組織であるANCの人たちに発砲する事件が起きました。

軍隊の中でも、反乱分子というか反政府分子みたいなものがてできて、それが白人の右翼

とつながり、突然発砲したりするわけですけれども、こういう軍隊をどうするのか。

ANCの軍隊と白人の軍隊をどうドッキングさせるのかということすら決まっていないの

です。それから何よりも民族ごとに10のホームランドに分けられていますが、そのホーム

ランドをどうするのか。まだ「大統領」がいますからボプタツワナとかズールーランド、

シスカイなどまだ塊値政権があるわけで、それをどうするのか。これも決まっていませ

ん。また、ご存知のようにアフリカ人には投票権すらありません。つまり政治的な参加権

すらまだありません。これで、どうしてアパルトヘイトが終わったと言えるでしょうか？

失業率は48％以上です。黒人だけの青年男子失業率ならばおそらく60～70％に達するは

ずです。それから700万人のホームレス。2500万人の黒人人口のうちにです。みんなス

クォックーキャンプなどの掘っ建て小屋に住んでいます。そして、最大の問題は、この

3年間のうちに1万人を越える政治的暴力事件での死者が生まれていることです。政治的

意見に反対な人間を突然誰かがAK47という機関銃で撃ちまくるのです。こういう状況下

にいるアフリカ人たちがアパルトヘイトは終わっていないと感じていることが、これから

マトムさんのお話からも分かると思います。それが日本の南ア認識を変えなければならな

い第一点です。

第二点は、今何が起こっているのかということです。今、制憲交渉が行われています。

制憲交渉では、人種差別のない、性差別のない民主的な南アフリカのための憲法をどう制

定するかという議論がなされています。その議論は非常に紆余曲折がありまして、ようや

く今年の7月に南アフリカの主だった政治同体によって複数政党会議が開かれました。そ

の複数政党会議のリーダーシップを盤っているのがデクラーク大統領率いる白人の政党で

ある国民党（NP）です。それからANC。その二つの組織がリーダーシップを握ってい

るわけです。この二つの団体を中心とした政党会議が7月2別こ新しく憲法を作るための

議会の日程を来年の4月27日と定めたわけです。そして、全人種が参加する暫定執行評

議会を作って今の政府と協力して、あるいは今の政府を監視しながら来年の4月の制憲議

会選挙までどうにかやっていこうとようやく決まりました。

昨日か一昨日の新聞に出ていましたが、南アフリカの三人種別議会のいずれにおいても

この暫定執行評議会を認めました。これで南アフリカの長い歴史の中で初めて黒人が政治

に参加することが決まったのです。しかし、ここに難問が一つあります。ある白人の団体
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と黒人の団体がこの議決をボイコットしているのです。その一つは言わずと知れた白人の

右翼勢力です。特にCPという保守党を中心としたもので、彼等は暫定評議会や制憲議会

選挙に反対しています。もう一つはズールー民族を中心としたインカタ自由党です。ガッ

チャ・プチレジという、自分が大統領になるはずだったのにと地瞳太を踏んでいる、かつ

てアメリカや日本やイギリスが利用しようとした男です。この二つの勢力が手を組み始め

まして、民主的な南アを作ろうとする勢力に対して武力攻撃をかけるという事態になって

います。彼らは内乱をも辞さないと宣言しています。ベルファーストやアイルランドのよ

うになりたくなければ我々の言うことを闇げと武器をとって脅すことを始めています。白

人右派は何を求めているかというと、アパルトヘイトに賛成する人間だけの自治領を与え

よ、独立国を作らせろと時代錯誤的なことを言っているわけです。もう一つの黒人のほう

は、ANC勢力のもとにある国家に入るのが嫌で我々ズールー民族に自治政府を与えろと

言っています。つまり、連邦制度を作れというわけです。UnitedStatesofSollth Afri

caという形にして、その一一州をズールーに与えよ、好きなことをさせろと。これに対して

マンデラやデクラークたちはそんなことはできない、つまりそれがアパルトヘイトだった

のではないかと言っています。どんな男や女でも、どんな民族でもどんな氏族でも、南ア

フリカの国民ならば一票をもつ一人一票制で選ばれた人たちが自由に南アフリカを治め、

そして自由で民主的な南アフリカを作っていくことが国際的な世論でもあると反論してい

ます。

実はこの白人右派と黒人右派というのはドッキングしていて、そこに滑々と資金や武器

が流れているという状況になっていて、それが次の間題であります。暴力の問題でありま

す。南アフリカ最大の問題が暴力の問題です。何世紀にもわたって行われてきたアパルト
ヘイトに対して当然ながら抵抗の暴力も生み出されてきました。多分、僕もそこに生まれ

ていたらレジスタンスに入っていたでしょう。そのシステムは崩壊しました。しかし、新

たな民主的で平等なシステムが展望されていません。つまり4月27日の制憲議会選挙さ

え本当に行えるのかはっきりしないのです。

こういう今、てっとり早い要求の達成を求めて無秩序な暴力が噴出しています。これは

南アに一歩でも足をつつこんだ人はお分かりでしょうが、この暴力というものがどういう

ものであるのかお考えいただきたい。つまり、システム全体が暴力化すると大は国家権

力、つまり警察や軍隊のアナーキーな暴力となるわけですし、インカタの残酷で執拗な暴

力やそれに対抗するANCやPACなどの暴力となってあらわれます。また白人の超右翼

と黒人の超左翼の暴力が日常化する。こうなると小さな暴力は路上や家庭内でも激しくな

ります。どんな′トさな子どもまでも、お金がなければてっとり早く暴力でふんだくるよう

になっていきます。あるいはむしゃくしゃした男が家に帰って妻や子どもをぶん殴って憂

さ晴らしするようなことも起きてきます。こういう暴力は、大きな暴力の構造の中で錯綜

しながら起こっていて、これが現在の南アの姿であります。そういう暴力の中でたくさん

の人間が死んでいます。黒人も白人も賓乏人も金持ちも、誰もが身近な突発的暴力に怯え

ています。白人も黒人も殺されます。どこから弾が飛んでくるか、ナイフをつきつけられ

るか、と疑心暗鬼になっていて、今が内戦と呼ぶ人もいます。特に今年4月10日にクリス

り＼二という南アの希望の星と呼ばれていた若い指導者が白人の右翼に暗殺されて以来、

暴力がさらに激化しています。



1980年代以来、南アがモザンビークやアンゴラの反社会主義ゲリラ支援のために送り込

んだ武器が、今大里に南アに逆流して年間3000人を越える人たちが死んでいます。これを

日本のマスメディアは依然として“部族抗争”、黒人同士の権力争いとして報じています

が、白人政府が作ったゴールドストーン委員会でさえこの暴力には白人政府の軍と警察が

関与していることを証拠をあげて報告しています。にもかかわらず、何故か欧米や日本の

ジャーナリストは耳を傾けません。そのことがどんなに黒人の顔を虫らせているか、おそ

らくこれからマトムさんも語るはずです。南アで今おこっているのは部族対立ではない

と。

皆さん、私は何回となく言うのですが、アフリカ人の民族対立、政治的対立と言ったと

きと、アフリカ人の部族対立と言ったときのイメージの速いにご注目ください。日本で北

海道で起こっている争いをアイヌ部族と日本民族との対立であると言ったときのなんとも

言えぬ嫌らしさと、アイヌ民族が日本民族の政策の中に組み込まれることに対するアイヌ

人の拒否であるというような言い方をしたときとの印象の速いと同じことです。ぜひ新聞

の論調に注目し、ジャーナリストは誰に「部族」を使い、誰に「民族」を使っているのか

みていきましょう。人類学的に部族と民族を分けて立証できる人間はいないと僕は思いま

す。部族と民族はそんなに変わらないと思っています。アフリカ人が使ってほしくないと

いう言葉を使うことはないでしょう。

日本ではPKOにかちんでモザンビークが注目されています。モザンビークの政権をこ

れでもかこれでもかと自立できないくらいにひっくりかえそうとするほんの僅かなトゲみ

たいな勢力（レナモ＝モザンビーク民族抵抗運動。世界中が盗賊と呼んでいます）とモザ

ンビークの民衆によって選ばれた政府がどうして交渉しなければならないのか。何で自衛

隊の助けを借りながら交渉しなければならないのか、お分かりでしょうか。レナモを支持

したのが南アフリカだったからです。莫大な武器を何年も流し続けたのが南アフリカだっ

たからです。なんでこのレナモに金と武器を送り続けたのか。モザンビークは南アの障り

の国です。アンゴラのようにあそこが常に混乱状態にあれば南ア白人政権は安泰なので

す。南アフリカ政府はこれを不安定化工作などという言い方をしています。隣国を不安定

化するために反政府勢力に武器を渡す南アを30年間支持していたのが日本でした。そのこ

とを何一つかえりみることなく自衛隊を送るという何ともいえない傲慢さを私は感じま

す。

次に、最近は誰も言わなくなったことですけれども、この30年間日本と南アはどういう

関係にあったのか考えてみたいと思います。若い人たちに向かって私は言いますが、何ア

のアパルトヘイトへの日本の加担はあなたの責任でもあったわけです。あなたが高度成長

の中で、日本の豊かさの中で南アのことを考えなかった、目をつぶってきた。私が目をつ

ぶってきた。そのことがアパルトヘイトを長引かせてしまいました。そのために死ななく

てもいい若者をたくさん殺してしまいました。おそらく従軍慰安婦問題が半世紀たって火

を囁いたのと同じように、あと3D年間くらいしたら南アの老人や、日本の名誉白人の中で

苦しんできた黒人たちは日本人に対して言うでしょう。あなたたちは私たちにどう謝罪す

るのか、と。彼らは今は言いません。国家建設を助けてくれとしか言わないでしょう。今

はそれが必要ですから。でも、社会が落ち着いてきたら、ちょうど朝鮮の従軍慰安婦のよ

うに、フィリピンの彼女たちのように、落ち着いたきたらあなたたちに向かって30年間君
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たちは何をしてきたのかときっと言うはずです。

1960年から1990年の30年間何があったのか、そこに八つの問題があったと思います。
一つは1960年3月21日にシャープビルの大虐殺が起こりました。黒人の移動の自由を禁

じたパス法に反対してバスを焼き捨てようとしたとした黒人たちに対して白人の軍隊がう

しろから発砲して69人が即死しました。そのときにはさすがのアメリカやイギリスの資本

も引上げました、抗議して。その空間をぬって日本が怒涛のどとく入り込みました。その

とき日本人は南アの人からこう言われました。「お前たちは火事場泥棒である」と。日本

の資本進出の仕方はだいたい似ていて、ヨーロッパあるいはアメリカの空隙をめって入っ

ていきます。だから叩かれたりするのです。

二番目は1987年に日本は貿易パートナーの第一位になりました。名実共に】名誉白人”

になりました。一番目の火事場泥棒の直後、日本と南アは第二次大戦後途絶えていた通商

条約を結びまして‾名誉白人－　という称号を白人議会（政府）から与えられました。それ

から20年経って、日本はそれにこたえて世界第一位の貿易パートナーになりました。捻輸

出入額42億ドルです。

三番目は具体的な問題ですけれど、南アでは国全体は富んでいるのに黒人は飢えて死ん

でいました。今でもそうです。特に農村地帯ではたくさん死んでいます。千人子どもが生

まれると5才までに300くらいの子どもたちが病気で死んでいきます。飢えているからで

す。黒人たちの主食であるそのトウモロコシを30年間買い続けてきたのは日本でした。そ

して、アフリカ人たちがアパルトヘイトをなくすために、早く白人政権を倒すために白人

経済を支えている金とプラチナを買わないでくれと世界中に宣言したとき、最大の金とプ

ラチナ購入国になったのは日本でした。金とプラチナの多くは財テクに使われました。天

皇在位何十年記念金貸とかクルーガー金貨で財テクしようと。70年代後半から80年代半ば

までのことです。日本が高度経済成長と何とかマネーに浮かれていた項です。

四番目は1987年に世界最大の貿易パートナーとなったとき日本政府と企業がやったこと

は貿易統計の数字を下げることでした。42億ドルを35億ドルに下げることでした。世界第
一位から五位に下げれば世界的な非難を受けないであろうというので操作しました。どう

いう操作をしたか、ぜひ覚えておいてください。統計がいかに当てにならないことを。か

って南アフリカから直接買っていた金とプラチナはスイスと西ドイツとイギリスの会社を

経由するようになりました。つまり南アからいったんスイスと西ドイツとイギリスの会社

に輸出させ、それを日本企業が買うようにしたのです。そうすると日本と南アの貿易統計

が減ります。そうやって経済制裁を逃れました。これは間違いありません。証拠はいくら

でもあります。最近になって日本企業も堂々と新聞記者に答えています。我々はこの期閣

こうやって凌いだって。これでアパルトヘイトに対して本当に制裁したことになるでしょ

うか。

五番目、これも30年間にいろいろなことを考えました。私もたくさんの会社を回りまし

た。アパルトヘイトが終わるまで経済制裁に協力してくださいと。会社が本当に人権を大

切にしながら利権を求めるならば、人種差別・人権差別のないところと商売したほうがい

いのではないでしょうかと。トウモロコシを南アフリカから買うことはないでしょう。タ

イでもカナダでもオーストラリアでも代替品があるではないですか。でも、日本企業の多

くは市民の声などに耳を傾けませんでした。人権よりも利権を大切にしている会社でし
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た0そのときに私は思いました。人の命を平気で無視しながら、あるいは人権を平気で無

視しながら商売をやっている企業が我々に安全な食料や製品を供給するはずがないと。そ

して、平気で南アに進出して労働組合さえ作らせない企業があります。南アの黒人労働者

から依頼されて、南アに進出している日本企業の本社に労働組合くらいは認めてくれと僕

らが伝えているのに、我々は知らないと傍観している企業が日本の下請け労働者を大事に

するはずがないと思いました。それはトヨタとニッサンのことを僕は言っています。トヨ

タにもニッサンにも僕は行きました。でも、労働組合すら耳を傾けてはくれませんでし

た0ご存知のようにアメリカやイギリス、カナダやヨーロッパの会社は将来の利権を考え

て100、ZOD、300社という企業が経済制裁に賛成するというやり方で会社を引き上げまし

た。

日本は1980年代の終わり、もうすぐアパルトヘイトが終結するかもしれないと展望が見

えてきたほんの最後の1、2年で10社に足りない企業が引き上げると宣言しました。でも

世界の企業の中では微々たるものでした。これは会社だけの責任ではなくて会社を支える

市民の責任でもあります。つまり、南アの黒人が自由にならなければ私たち日本人も自由

にならないということが、我々には分かってなかったと思います。

次に“部族対立‾の問題はもう言いましたので七番目の聞題に移ります。1961年に白人

政府から頂戴した“名誉白人汁という称号は自然消滅しました。つまりデクラーク大統領

が人種登録法を廃止したときに人種別分類の法律がなくなりました。そのときに－名誉白

人”という称号もなくなりました。これは私たちの市民の抗議によって廃止したものでは

ありませんでした。私は市民運動の名誉のために言いますが、デクラーク大統領が来日し

た際に宮沢経理に「あなたの口から日本政府を代表してデクラーク大統領に対して3時間

私たちに与えてきた“名誉白人”というのは屈辱であったと、とても遅れたけれど今お通

ししますとぜひ一言いってほしい」と言いました。秘書は伝えておきますとだけ言ったの

ですが、おそらく両者の会見でそんなことが話題にのぼったはずはありません。新聞にも

載りませんでした。我々は時すでに遅し、法律的に白人でなくなりました。あるいは慣習

法的にと言った方がいいかもしれません。

最後に八番目ですが、若い人たちが僕の若かった時代の精神構造のように非常に苦しん

でいることを南アフリカと関わりながら感じてきました。それは、他者や世界が、あるい

は他者や世界との関係が自分の問題としてせまってこないということです。あふれるよう

なアパルトヘイトのニュース、あふれるような映画、ジャーナリズムと出会い、映像と出

会ったりしているのに、なかなかそれがせまってこない。それは別にアパルトヘイトでは

なくても、環境問題にしろ従軍慰安婦の問題にしろ、さまざまな他者や世界の苦しみがせ

まってこない。宮沢賢治が、みんなが幸福にならないかぎり世界の幸福はないと言ったよ

うに、自分が幸福になるためにどうしても世界の幸福との関係が必要なんだということが

せまってこないと、そんな風に苦しんでいる若者たちを僕はたくさん知っています。いつ

も自分の問題にかえっていき、だから関わるよりも関わることを恐れるようになり、それ

を無視し・逃れ、自分の内面世界へ入っていってしまいます。我々は自由への恐怖に怯え

ている限り、他者や世界はせまってきません。どうしても自由への恐怖と闘わなくてはな

りません0どうしてこんなふうに僕の若い時も君たち若者も、世界でもっとも体の動かな

い人間になってしまったのでしょうか。なぜなのでしょうか。いつも自分の内面にかえっ
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ていく僕とは何なのでしょうか。僕はどこから来てどこへ行こうとしているのか。どうし

てこんなに弱いのか。それには二つの理由があると思います。南の世界の子どもたちを考

えてみたら分かります。南の世界の子どもたちはそこに抑圧があり暴力があります。僕っ

て何？という間に体が吹き飛んでしまいます。南アの若者たちはなぜ自由が先だ、教育な

んて後でいいというスローガンを採択したのでしょうか。
一つは我々には暴力が見えないということがあります。タイや南アの若者には暴力が目

の前で見えます。誰がお父さんを苦しめているのか、誰が私を苦しめているのか分かりま

す。だから健康な怒りをその暴力の根源に対して向けていけます。ところが我々にはその

暴力が見えません。偏差値という暴力は誰の責任だと思いますか。誰にも責任はとれませ

ん。なぜ低い偏差値の学校へ行った子は人格まで劣等だといわれなければならないのか。

まったく無関係なのに。この暴力を説明できる人はいますか。根源が見えてきません。文

部大臣もお父さんも、俺は知らない、と。なぜみんな同じことをしなければならないので

しょうか。なぜ大学や高校へみんなと同じように行かなければならないのでしょう。暴力

の根源が見えない。だから、若者たちは一事が万事、その暴力が自分の内面へ向かってい

くのです。そして、自分を痛めつけていく。自分の殻に篭っていくのです。そして他者や

世界を恐れるようになります。

もう一つは、南の世界にはあの悲惨な現実にもかかわらず、貧困、飢え、悲しみにかか

わらず生を育む、生きてていいと、生きるんだという声があっちこっちから聞こえてきま

す。土や空気や木や水牛からも。マトムさんが言いました。この間の松本でのシンポジウ

ムで僕はききました。「あんなに悲惨な目にあった黒人の子どもたちがどうして明るい目

をしているのですか」と誰かがたずねた。あんな悲惨な目にあったあなたは受けたい勉強

も受けられなかった。本当は医者になりたかったのに。とても大学に行ける状況ではない

と。そんな目にあってやっとカメラを手にして素晴らしい写真を撮った。どうしてあんな

悲惨な経験をした彼がいつも明るいのかと質問されました。彼はこう言いました。「それ

はアフリカ人の人間と人間の関係がノ＼ッピーだからさ」と。人生、悲惨だけでは生きてい

けないんだよ、アフリカ人の男と女、男と男、男と牛、人間と動物、その関係がハッピー

だからみんなハッピーなんだよ、と。これは僕の言葉でいう　一生を育む声“卜＋■”生きててい

い”“生きてていいんだよ”の声が南の国では満ち満ちているのです。我々の世界、ひと

りばっちの世界では、豊かさと便利さの代償に我々から奪われてしまってそういう声が聞

こえてきません。

せいぜい甲子園に行けた少数の子どもたちがどこいっても生きてていいよって言われる

くらいです。甲子国おめでとう、何とか高校入学おめでとう、東京大学おめでとうとかは

言われます。しかし、大多数の人を愛する能力をもった子ども、動物を愛する能力をもっ

た子ども、人と人を繋ぐ能力をもった子どもたちは、誰からも生きてていいと言われませ

ん。もうちょっと勉強したらって言われるのが落ちです。けっして今は許されない。その

ことがいつも私たちを怯えさせます。だから僕らはこの集会でも、これからの市民運動で

も、若者や子どもたちに－生きてていい”という運動を作っていければもう少し早くアジ

アやアフリカの人たちと繋がることができるかもしれません。
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††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
‡手っ取りぼやくノーベル平和賞をもらう方法‡††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

いちばんいいのはまず戦争を始めて、次にそれを止めることだ。

受賞3軋受賞者4人。平和なし。それが南アとノーベル平和賞との歴史的関係である。

アントン・ハーバー記

FW・デクラークの父親は、南アフリカ大統領

がノーベル平和賞を受賞したという先週のニュー

スをはたして誇りに患っただろうか。1961年に当

時のANC議長アルバートリレトウーリがこの質

を受質したとき、時の内務大臣ヤン・デクラーク

上院議員は「客観的な判断力をもつ人間なら（こ

の受賞は）ノーベル乎勅許の尊厳を地に落とすも

のと見るだろう」と述べたのである。「今後、ノ

ーベル平剤賞などわたしにとって何の意味もない」

と国民党下院議員のブラールクッツェ【も述べ

た二。

もしもデクラーク上院議員が、平和的な闘争方

法で人種差別と戦う信仰心篤いキリスト教徒の紳

士であるルトウーリのことを腹にすえかねたとし

たら、いま息子のデクラークが、ネルソン　マン

デラごときと一掛二受賞したと知って、吐き気を

もよおしたことだろう。なぜなら、彼がサボター

ジュ〔工場での機械打ち壊し闘争〕を理由に監獄

に送り込んだのは、他ならぬこのネルソン　マン

デラだったからである。

というよりも、先週の南アの人びとの一般的な

反応を見たなら、彼もそんなことを気にかける必

要などなかったといったほうが妥当かもしれない。

なんといっても印象的だったのは、受賞ニュース

が流れてもこの国はまったく無関心に近い受け止

め方をしたことである凸

ニュースが流れて48時間もしないうちに発行さ

れた、この固最大の日刊紙の第一両を飾ったのは、

トランスヴァ←ルのラグビー・チームに関する記

事であり、ノーベル平和賞受質者たちのニコ∴一ス

は三面に追いやられてしまったのだ。だが、そん

なことは驚くにはあたらないのだ。南アの住民に

とっては、トランスヴァール　チームがカリ一・

かソプで優勝するよりも、ノーベル平細貨を受質

するほうがずっと簡単なことのように思われるか

らである。平和賞は過去32年間に3回、おまけに

そのうちの2剛まここ10年間に受賞しているわけ

で、ラグビーの優勝は21年間に2度しかないから

だ。

ANC議長が2度もこの質を受質したのだから、

ANCという組織は抜群に優れたグループなのだ。

こんな名誉にあずかったのは他には国際赤十字（

この組級の創立者は、まず1901年に、そして1917、

44、63年と受賞している）と、国連難民高等弁務

官（1954と81年）くらいなものなのだから。ANC

以外で2度も受賞した班はなく、とりわけ30

年以上もゲリラ闘争をしてきた組織の受賞など前

代未聞である。
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が初めてではない。ツツもまた1984年の受賞に際

して激しい非難を浴びた。彼の平和に対する責献

は異義の唱えようがなかったし、それは南アに対

する国際的制裁を呼び掛ナる彼のキャンペーンが

道義的な勝利を獲たということでもあったのだが、

この受賞もまた南ア国内では、公的にもメディア

内でも歓迎されはしなかった。

さらに物法をかもした受質者は、1973年のヘン

リー一・・・キッシンジャー（同時受賞者である、北ベ

トナムのル　ドクトは受質を辞退した）であり、

1978年のメナヒム・ペギンとアンワル・サダトで

ある。平和賞受賞者のなかで、これほど敵意に満

ちた組合せもちょっと見当らない。

つまりは、ノーベル平和賞を獲得するためには、

まず戦争を引き起こし、それからそれを終結させ

る、それが燈も手っ取りばやい方法だということ

なのだろう。（ちょうどアルフレッド・ノーベル

白身が、ダイナマイトを発明して、その後に平和

を推進するための金を寄付したように）。

デクラークとマンデラがこの質を受賞した理由

もこれで理解できただろう。

この質をめぐる論争は、同質は平和に貢献した

人物に授与されると信じるから起きるのだ。が、

むしろこの質は、調停者なり平和推進者の意見に

賛同を送って調停を推進するための政治的決定で

あり、その時々の定義によって左右される、と見

るほうがはるかに現実的である凸

この定義はもちろん、最初にこの質が与えられ

た1901年から見るとすっかり変わってしまった。

時にはミャンマーの人権閣掌に対する支持（一昨

年の受貨者、アウン・サン・ズー　チー女史）で

あったり、時には東ヨーロン／くとソ連の抵抗運動

（1983年のL・ワレサや、1975年のアンドレイ・

サハロフ）であったり、またインドでの福祉活動

（1979年のマザー　テレサ）、政治犯の連帯（19

35年の強制収容所の連帯者、カール・フアン・オ

シツキー）、そして時には独立運動（1989年のダ

ライ・ラマ）であったりするのだ。

これらの受賞者のなかには、平和に何ら貢献し

ていない者もいる。しかしながらこの質は、彼ら

M Tンチ　アパルトヘイト　こュ【ズレタ】

南アの3度の受賞は、反アパルトヘイト闘争の

3つの風面をはっきりと象徴している。ルトウー

リの受賞は、この組織が平和的な抵抗運動に疲れ

果て、武葦を取り上げたときと重なるし、マンデ

ラの受賞は、彼が始めた武装闘争を終結させたと

きと一致するのだ。デズモンド・ツツ王政の受賞

は、闘争形憩を暴力的手段から国際社会の圧力へ

と変換していった運動に対して与えられたものだ

った。

しかし、ノルウェー国会の特別委員会が、すこ

ぶるタイミングよく受賞者を選んだことなど一度

もなかった。

ルトウーリが、1961年12月にオスロで開かれた

ノーベル平和賞授賞式から帰国した翌日、ANC

は最初のサボタージュ行動に出て、武装闘争の開

始を宣言したのである。

爆弾による武力活動は、ルトウーリのANC内

の指導力がもう長くはないことを暗示していたが、

それはまた彼の国際的名声が頂点に透したときで

もあったのだ。その結果、ルトウーリの平和活動

に異義を唱えていた南ア政府内の敵陣営に、ルト

ウtリに孜しい非撃を浴びせる口実を与えてして

しまった。当局は、数年後のリボニア裁判で、A

NCが武装闘争の開始を決定したことに関してル

トウーリの綿を証拠立てようとした。

実際、マンデラはルトウーリに相談していたと

はいえ（マンデラは彼がルトウーリと会った帰り

道で逮捕された）、このANC指導者が引き際に

見せた態度は明確だった。12月16日の爆弾事件の

後、彼は「私自身は、暴力的なものはすべて遺憾

に思っている」と述べたのだ。

先週金確日の発表は、世界貿易センターでマン

デラ側の代表団が、最近の南ア平によるウムタタ

攻撃について、デクラークの部下たちを罵倒して

いるときに行なわれた。アザニア人民機樽が出し

た声明のなかの「ノーベル賞委旦会は、嬰児殺し

をするグロテスクなチアリーダーたちの一部にな

り下がってしまった」という批判が、おそらく最

も説得力があるようだ。

ノーベル平和賞が物議をかもすのは、何もこれ



が行なってきた重要な仕事や、彼らがとっている

立場を奨励するものではあったのだ。

というわけで、南アは受賞者リストのなかでも

突出していることになる．ルトウーリが受賞した

のは、南アで弾圧が激しさを増した最初のピーク

と一致し（ルトウーリ自身は自宅拘禁を受けてい

たので、受賞のためにこの国を離れるためには特

別許可が必要だった）、それはこの国の民主主義

をもとめる閤争が国際的に認知され、受容される

きかっけを作ったのである。

ルトウーリは受賞演説で、彼の受賞は三重の意

味があると述べた。それはまず、南アにおける平

和的解決を果たそうとする「私のささやかな賓献

に対する贈り物」であり、連帯の宣言であり、ま

た、人種ではなく価値に基づいた社会を作り上げ

ようとするアフリカ人の戦いを認めることを意味

する、と。

ツツ主教は、制裁が、困難ではあるが武装闘争

よりもはるかに香の少ない方法である、という意

見を鹿も声高に述べて影響を与えていく人物の代

表的存在であったときに、この質を受質した。彼

の受賞は、プレトリアを孤立させるキャンペーン

を大いに盛り上げた。

マンデラとデクラークが受賞した理由は、彼ら

が平和をもたらしたからではなく、彼らが平和を

もたらすために選んだ方法を支持するというデモ

ンストレーションなのだ。ノルウェーの委員会は

おそらく、南アを、解決不能と見られてきた地域

紛争を解決する手段に、交渉という方法を選ぶこ

とも決定的に可能であると示す格好の例と見なし

また、そのような紛争のなかで人種を要因としな

いことも決定的に可能であることを示す例と見た

のだろう。

委員会はまた、この貨が、受賞した両者の結び

つきを強め、彼らに相互依存性を否応なく認識さ

せることで、いずれの陣営もこれ以上暴力を使用

した威嚇をしないように勧告したいと思っている

のである。

ちなみに、もしもこの受賞がマンデラとデクラ

ークの関係を緊密にするなら、それはマンゴスッ

・ブテレジ首長が国際的に孤立していることを証

明することになり、彼は支配的地鑑にある三陣営

の一翼とは見なされなくなるだろう。

これまでの受賞者の場合、受質は彼らやその受

賞の理由に対して、それまで患ってもみなかった

国際的な注目を与えた。アラン・ペイトンは友人

ルトウーリの受賞に際して、彼に捧げる讃歌のな

かで「きみはそこにいる、ルトウーリよ、人はき

みの世界は」、さいと、きみはケルトヴイルに住ん

でいると思っていた。いま人びとは、きみが住ん

でいる世界を発見したのだ・・・・」と書いた．

マンデラとデクラークはすでに認知された世界

にいる。おそらくマンデラはもう世界旅行には飽

き飽きしていることだろう凸　受質が発表されたの

は、役が度重なる長々しい旅から帰国した日だっ

た。一方、ツツの受賞がおおやけになったとき、

彼は研修のために海外に出ていた。

ルトウーリの場合は違った。彼はケルトヴィル

で自宅拘禁の身であって、オスロから受賞の電話

がかかってきたとき、サトウキビ畑のなかを歩き

回っていたのだ。彼の妻ノクカンヤ・ルトウーリ

にとって、受賞のための旅行は、レソト以外の外

国へでかける初めての旅でもあった。「わたしの

いちばん幸せな思い出はノルウェーへ行ったこと

です。それにまさる思い出はありません」と後に

彼女は語った。

帰りの飛行機のなかで、不審な二人の男がルト

ウ㌧－リに容顔を渡し、ひとたび南アに着陸すれば

厳しい規制が待ち受けていることを、彼に思い出

させたのである．

ルトウーリにとって受賞は連帯の行為だった。

今年の受賞は、マンデラとデクラークがともに努

力して、二人が乗り合わせた船をこれ以上座礁さ

せないように奨励するもの、と見ていいのだろう。

〔訳註　この記事には、「事せな時代・1961」と

銘打たれた、受賞のためオスロに出発するルトウ

ーリの写真が添えられていた］

（縞訳：くぼたのぞみ）
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女性たちよ、どこへ向かっているのか
～退屈、面白昧なし、しかも肝腎な問題を追求しない女性運動の現在～

文・フェリアルり＼プアヒー

南アフリカの女性運動は、今一つの問題を抱え

ている。それは運動自体がまったく無味乾燥に瀕

しているということである。わが国のフェミニズ

ムは、未だ19的年代、悪くすると50年代の修辞学

や方法論にしがみついたままである。

政治的には忠実過ぎるほど忠実、借入の感情に

は過敏、また身内意識があまりにも牽く、面白味

がなさ過ぎて他の女性たちの注目を集めるには及

ばないのである。しかも、南アの女性たちを感激

させるような問題を取り上げることもなく、「何

かを変えなければ」という声だけが高く、行動を

伴っていない状況なのである。

ジョハネスバーグ近郊のメイフェアーで開催さ

れた「女性の日」記念集会はその典型的な例だっ

たといえよう。ターバンやパーティー衣装に身を

包んだ何盲人もの女性たちが、思い思いに歌い、

踊りながらホールへの階段を上っていった。ホー

ルに入ると、灰色の椅子へと誘導され、灰色の演

台から繰り出す数々の演説に耳を傾けることにな

る。ウムコント・ウェシス工の女性グループによ

るパフォーマンスのみが、退屈をまざらす唯一の

満目だった。

こうした集会のあり方に対して、女性たちが特

に不満を訪えるわけではない。彼女たちのほとん

どは、他のことはどうであれ、こういうことには

郡れた運動家である凸全国の「女性の日」集会に

参加している女性たちと同じような群衆に過ぎな

いのである。そして、彼女たちこそマス・アク

ションのときには「突撃隊Jとなるような、運動

に忠誠を誓う人々なのである。

しかしながらこのメイフェアー集会も、他のい

わゆる女性運動と同様、隣人の女性たち、つまり

家政婦や主姐、秘書、その他の職業をもった女性

たちの興味をそそるようなものにはなっていな

い。国内全域で展開される女性運動が、運動に傾

倒した女性たち以外の人たちに“伝道”できない

でいる原医には、それが女性たちに直接訴えかけ

るものでないこと、また政治的キャンペーンその

ものが彼女たちを動かすような刺激的でウィット

やユーモアに富んだものでないことがある。

その証拠に、たまに女性たちを揺り動かすよう

な刺激的なキャンペーンが企画されると、多くの

支持者を集めている。昨年行われたレイプに反対

するキャンドル・サービスの行進『リクレイミン

グ・ザ・ナイト（夜を返して）』がその良い例で

ある。

別に女性が無関心で無頓着というわけではな

い。全国女性連盟（WNC）のマーラ・カミンス

キー氏によれば、ショ∵ツビングセンターなど女性

がよく行く場所で各団体がキャンペーンを張った

りすると、その反響はもの凄いということだ。

「ボランティアとして活動したいと思っている女

性たちは沢山いるのです」とは彼女の弁だ。

しかしながら、メイフェア十集会のような催し

は彼女たちを満足させられない。奇妙な文化芸能

的タッチのものも演目に放り込んではあるが、演

説の大行進であるし、その演説内容も、蔓延して

いるレイプや扶養の問題、差別的法律、税金問題

など、一般の人々にとって緊急な問題に対する新

鮮な切り口に乏しい。

結局、ANCの選挙キャンペーンになってしま

っているのである。あのよく知られたスローガン

「女を打つことは、岩を打つようなものだ」の方

ではなく、「今こそ、ANCに一票を」の方が掲

げられて。

スピーク誌のローズ・テリラ氏は次のように語

る。

「これは、南アの政治体質を取り巻く状況を反映

した婆だといえるでしょう。女性団体が解放運動

に終始しがちなのは事実です。女性運動をしたい

と思えば、政治運動や政治団体を超越することが

必要でしょう」

ナタール大学で女性研究プログラムを行う女性

グループの代表者たちは次のように述べる。

「ケンプトン・バーク市での交渉には多くの萌力

が払われました。が、一方で、草の根運動に対し



てはほとんど手つかずの状態です」

しかし、状況が変化しつつあることも、彼女た

ちは強調する。

「多くのことが行われつつあります。大学や各団

体では、数々の問題に関する討議が行われていま

すし、マスコミは女性問題により多くの時間や紙

面を割くようになりました」さらに続けて、「こ

うした討論が実践に移るまでには時間がかかると

いうのが常ですし、暴力があればなおさらその進

行が遅れるわけです」

ショップスチュワート誌の編集者フイオナ・ド

ゥヴェ氏は、政治的状況がより自由になれば「女

性たちが自分たちのことを考え始める余裕が生ま

れるようになるでしょうし、より多くの女性たち

が指導的な役割を担うようになるでしょう」と語

る。

また、ANC女性連合、WNCナタール南部地

区のパット・ホーン氏は、女性に関するプログラ

ムや活動は、これまでを遥かに上回る様々な女性

たちからの反響を得ているとしている。

ホーン氏によれば、1990年以降、さらに昨年の

WNC発足を機に、より多くの女性たちが女性運

動に参加するようになってきた。この中には、政

治的に保守派に属する女性たちや、これまでこう

した活動に尻込みしがちだった教会関係の女性た

ちも含まれようになったのである。

しかし、より幅広い女性たちの支持を集め、彼

女たちをまとめている一方で、WNCは多様なイ

デオロギーや多くの階層からなる会員たちの気分

を害さないよう注意を払わざるを得ない状況にあ

る。ある女性活動家は、WNCが「報道用の資料

を出したり、会議を開いて参加者の女性だけを教

育したりする」ことだけに終始する状況に陥りや

すくなっていると指摘する凸

刺激的な事業を擁するにはそのネーミングが安

易なWNCは、5か月プログラムを打ち出した。

少なくとも企画密の上では、その内容は多少興味

を惹くようなものになっている。

また新たな夜の行進計画がいくつか進行中であ

る。「女性が安全に歩ける通をつくろう」と題さ

れたもの、全国的な「女性の環」を作ろうという

もの、また全国的規模のキャンドルサービスなど

がそれである。「女性憲章が現実のものとしてか

たちにしようと思えば、いくらでも創造力を発揮

する機会はあるのです」ANC代表フェローザ・

アダム氏は語る凸

とはいっても、もう少し愛敬のある′1、生意気な

ものであってもよさそうなものを。南アの女性た

ちも、米国の仲間たちを少しは見習ってもいいの

ではないだろうか。米国では、人工中絶容認派の

活動家たちが、「選択のないところに自由はない

Jと雷かれた棲斬幕を自由の女神の周りに廻らせ

た。

また、女性行動連合のある女性たちは、安穏と

したのんきな知事たちにどうやってファックス攻

撃をかけるかを全米の女性たちは説いて回ってい

る。医療制度の改善やセクハラ、レイプに対する

もっと強制力のある法制実現のためロビーイング

を行うよう要請する内容の何千ページものファッ

クスを送りつける方法である。

あるいは、母の日、ニューヨーク市グランド・

セントラル駅のとんでもなく高い所にある到着案

内板には、こんな幕が掛けられた。「母の日あり

がとう‥・・児童援助に300億ドルの負債です」

AZAPOのアシヤ・ムードリー氏は、南アの

女性すべてが中絶権や父親の育児休暇を要求して

いるわけではないと警告する。食い違ういろいろ

な見方があることにより、人々の間での討論を喚

起させるきっかけができる。こうした討論の楷会

が、女性たちを語らせ、そして政策決定者たちに

耳を傾けさせるのだろう。

選挙の準備段階には、工夫を凝らしたキャンペ
ーンが可能である。女性たちは、政治家に対して

次のように訴えることもできる。私たちの一票が

欲しければ、扶賽に関する法律を変え、団体組裕

の中で女性の昇進を制限するような「ガラス弓長り

の天井」を無くし、差別的な税制や相続法を是正

して女性にも所有権をもたせるよう、力を尽くし

なさいと。

米国での女性たちの陳情連動と、「ヒラリーの

ご主人」への投票が、昨年の選挙てジョージ・ブ

ッシュ前大統領の当選を阻む結果を生み出したの

である。さらに、共和党集会の場で女性たちは少

し過激ともいえるTシャツを看ていた。そこに措

かれていたのは、陰毛を剃った恥部の絵とこんな

言葉だった。「私の唇を呼んで。もうプッシュ（

スラングで陰毛の意味）はいらないわ」

（海野るみ訳）
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Cb印■ylRobだ■t畠rDOn－t D訂】y桝y独J　日本轟版

シェリル・ロバーツ著「マイードリーム」㈲

出版のご案内と販売協力のお願い

わたしたちは、南アフリカの卓球選手シェリル　ロ′トーツさんの著書「Don’t DenyMy

廊」の日本語版出版を実現するために集まって作ったクループで、来年5月の出版に向け、

預在、準備を行っているところです。
この本は、タウンシップでスポーツを行っている子どもたちが摺えでいる悩みや問題を、実

際の話を基にしてシェリルさんが書いた9つの短編からなっており、南アフリカで昨年秋、発

行されたものです。わたしたちは、この本の出版を通して、南アの子どもたちが直面している

問題を日本の人々に宋】ってもらうとともに、シェリルさんが行っている活動を支援したいと考

えています。

シェリル　ロバーツさんは、昨年のバルセロナ・オリンピックに南アフリカ代表として出場

した非白人選手の一人で、全国オリンピック・スポーツ会議のメンバーとして活動する一方で、

タウンシップの子どもたちや女性たちのスポーツ指導や振興を行っています。また、人種差別

のないスポーツの案一現に関する評論なども多く著しています。今年6月には日本を訪れて講演

も行いましたので、ご存じの方もいらっしゃるかと思います。

今回の出版によって生じた利益は、タウンシップの子どもたちのスポーツを活動を支援する
ために使いたいと考えています。そのためには．一人でも多くの方に日本語版を買っていただ

かなくてはならず、皆様方に販売のご協力を是非ともお願いしたいと患います。

まだ形にもなっていない状態ではありますが、どれだけの部数のご協力がいただけるかお知
らせいただければ幸いです。どうぞ、よろしくお願い致します。

※原著rDon－t DeryWDrでaInS」ご希望の方は、1冊1000円でお分けします。

◆固い合せ・連格先
マイ　ー　ド　リ　－ム」　を手羽訳する会

日本国醸ボランティアセンター（JVC）津山・枝川
110東京都台東区東上野ト20－6丸幸ビル6階

アパルトヘイトを考える会
750山口県下関市大和町1－12－20－15　福島康売方　Tel
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読者プレゼントのお知らせ！！

アフリカ行動委員会が発行した出版物を読者の皆さんにプレゼントします。ただし

郵送料（実費）のみご負担願います。表示した送料は一部当りの料金です。

（D『アパルトヘイトとニッポン』　　　　送料175円
アフリカ行動委鼻会のベストセラー小冊子です。1988年3月の発行なので、いさ

（∋『女の場所は鞘のなかではない、たたかいのなかにある』JAA。”レ州。＿2
送料2　5　0　円

CII R版「CRIES OF FREET）OM」（1988年）の翻訳です。1989年にJAACプッ

（診『世界の中のアパルトヘイト』（南部アフリカ年報88－8年版）
送料2　5　0　円

アフリカ行動委旦会が毎年発行していた南部アフリカ年報の最終版です。当時の

南アの状況、周辺諸国の状況、日本国内反アパルトヘイト運動の報告などが詳細に

記されています。まだお読みになっていない方はこの機会にぜひご一読ください。

④『反アパルトヘイト　アジア・オセアニアワークショップ記録集』
送料3　1　0　円

1988年に東京早稲田奉仕園で開催したJAAC主催の国際ワークショップの記録

集です。歴史的文書としてもぜひ一冊をお手元に。英文と和文が併記されています

（9『森と精霊と戦士たち』　　　　　　送料380円
1976年にアフリカ行動委員会が出版したギニア・ビサウ、アンゴラ、モザンビー

クの解放闘争写真集です。′j＼川忠博氏撮影の貴重な写真が満載されています。きわ

めて貴重な書物で一冊のみのプレゼントです。

（富〉　（訃～④のセットです。送料は3　8　0円

※（訃～④については十分な数を確保してあります。複数部のご注文もお受けいたし

ます。送料は郵便振替もしくは切手でお送りください。当編集部に届き次第すぐに発

送いたします。　郵便振替　『　東京0－549592「反ア翻トへイドユールターー編集部」

⑤については必ず往復ハガキもしくは返信用封筒入りの手紙でお申し込みください。
11月30日の締切りで抽選を行います。送料は後目お送りください。
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アフリカ行動委員会事務所の閉鎖
と新連絡先のお知らせ

このたび8年間に渡って開設してきました恵比寿の事務所を閉じることにしました。閉
じるといっても行動委員会の活動をやめるということではなく、あくまでも事務所という
「箱」を閉じるということです。

では何故閉じるかというと、以下の理由によります。

（1）財政的な問題
（2）事務局の人員的問題
（3）運動の方向を打ち出せない現状

（1）と（2）の問題は（3）の問題によるところが大なのですが、以上の理由によっ
て事務所を閉じることにしました。

事務所という場がありながら、それを活用できていない硯状において、維持するために
四苦八苦するよりも、もう一度身軽になって再出発しようということです。

ご存知のように、現在、南アフリカにおいては制度的にはアパルトヘイトは廃止という

方向にあり、ANCにおいても「経済制裁」を中止するよう呼びかけています。そのよう
な中で「反アパルトヘイト運動」の新展開をどのように進めていけばよいのか模索してい
る状況です。しかし、来年の総選挙を控え、今の南ア国内は以前にも増して抗争が激しく
なっています。そしてそのことは、今後さらに激しくなっていく様相を感じさせます。そ
のような事態の中、私たちは何ができ、何をやらなくてはいけないか、今一度態勢を建て

直してじっくりと取り組まなくてはいけないと思っています。ニュースレターにおいて南
アの現状を報告していくこと、日本の各グループと連結を取り合って活動していくことな
ど、できることはいくつかあります。そのようなことをしながら、今後の方向をさぐって
いきたいと思いますので、今まで通りご支援ご協力をお願い致します。

⊂新連絡先】
☆アフ　リカ才子動委員会
東京都足立区千住柳町27－7　グリーンコーポ202田中啓正気付　803－3879－0969

☆日本反アパルトヘイト委員会南アフ　リカ間違喜研究所
東京都渋谷区東4－10－28　国学院大学内桶原研究室気付　　　　丑03－5466－0257

☆『あんちアパルトヘイトニュースレター』編集部

埼玉県越谷市上聞久里1051－2三井せんげん台ハイツ716　FAXO489－78う280

のを感じました。そういえば、いいスーツを来てトヨタパーティーに参加したっけと 

思いながら企業の社会的責任について思いめぐらせました。（たむ）・本誌は20ぺ－ 
ジの小冊子ですが、多くの人の協力なしにはできません。延々7時間にも及ぶ集会の 

発行　アフリカ行動委員会『アンチ・アパルトヘイト・ニュースレター』編集部 

郵便振替　東京0－549592（口座名「反アルトへ小ニュールト編集部」） 

発　行　日1993年10月1日定価3百円・年間購読料3千円 



無料贈呈者の皆様、ごめんなさい！

本号20ページにある通り、本誌の母体であるアフリカ行動委員会は恵比寿の事務所

を閉鎖し、より身軽な形で新しい出発を模索することになりました。これまでアフリ

カ行動委員会の負担においてJ AAC各グループや市民運動グループ、あるいは関連

の諸氏に本誌を無料贈呈してまいりましたが、その金銭的な負担も打ち切られること

になりました。したがいまして、来月号より無料贈呈はすべて中止させていただきま

す。アフリカ行動委員会メンハーの皆様も同様といたします。これまでさまざまな形

でご支援ご協力いただいてきた皆様には本当に申し訳ありませんが、完全な独立採算

によって順調に運営してきた本誌が今後も発行を継続するためのやむを得ない処置と

今後も購読をご希望の皆様は、郵便振替にて年間購謝一年間分三千円をご送金く

ださい。旺ヲ　東京0－549592　口座名「反アパルトヘイトニュールター編集部」

なお、各グループ発行の定期刊行物との資料交換として本誌をお送りすることは可

能です。ただし、①定期発行の有料刊行物であること　②資料交換である旨を文書（

走り書きでも結構です）でお知らせいただくこと　　③本誌編集部に直接送付される

ものであること　に限らせていたたぎます。本編集部へは一部のみご送付いただきま

すが、交換として複数部をお送りすることもできます。ご相談ください。

『あんちアバルトへ小一ニュールト』編集部


