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by　松島多悪二子

ロドリック・マサラ

選挙特集（∋

地方選挙を含めて28の政党が最終的に競うことになった．ここ1年で、特にしめ切りギ

リギリに登録したかけこみ党がたくさんある。毎日のようにTVで行われるディベートで

は多くの黒人たちは本当にかつて（そして今も）白人だけが享受してきた様々な特権一人

間らしく住める住宅、よい教育、生活費金…－を、自分たちが手に入れることが出来るの

か、非常に不安を持っている様子がよくわかる。どの覚に投票したらよいか決めていない

人々も数百人いるという。この「アパルトヘイトを終わらせるための選挙」で、差別され

てきた人々はどんな答えを出すのだろうか。

▼　数字あれ　こ　れ

潜在投票音数　・・約2270万人（人口約39的万人）

投粟用紙　　　…　約8400万枚がイギリスで印刷され、17日までに南アにくる。長さは、

60cl．地方選挙用はA4サイズ。国政、地方レベルの2枚に投票す

る。

投票所　　　　・・・全国に90mト、′1万ヶ所設けられる予定で、投票箱12万6000個が用意さ

れる。1箱あたり3000枚入る。秘密投票のために仕切られた台は、8

万1574作られる予定。

非識字者　　　・（上記の潜在投票者数のうち）約1500万人（「識字プロジェクト」［

ProJeCt LlteraCy】調査、ビジネスデイ4月12日号。しかし、一方で

は　3銅万人というデータもあり、不確かだ。）

I D取得　　・・　潜在投票者数のうち2188万3799人が必要書類を取得しており、残る82

万3353人がまだ】0”状態（政府内務省、ソウェタン紙4月8日号）

トランスカイの投票者　3川万人のうち約75万人がまだI Dを持ってい

ない（I EC＝独立選挙委見会）。又、南ア自由選挙基金（SA Free

ElectlOn Fund）はまだ　400万人がI Dをもっていないため、200万ラ

ンド（約6000万円）を投じて主に地方でプロジェクトを始めると、そ

の数字はまちまちだ。

暴力　　　　　・　3月、政治暴力事件で殺されたのは　552人。（人権委員会、スター紙

4月11日号）

”民族大移動”…　4月9巨王ポルトガル移民約　200家族が南アから本国へ戻った。もう帰

る意志のない考もあるが、多くは選挙後のようすと結果をみて、安全

ならば戻ってくる。
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▼　ニ　ュ　ー・一一▼ス

・アメリカ白人至上主義団体の元メン′トーで、1992年の大統領候補だったデビット・デュ

ークが、右翼団体の招きで南アを】視察ツァーー中だ。プレトリアで記者団に、「南ア人

は国を危機からひき戻すべきだ。」と語った。選挙は茶番であり、投票者に対するコント

ロトールがほとんどないとし、又、白人ホームランドープオルクスタート’構想支持を表明

した。「一旦フォルクスタートが建設されれば、ここにやってきたい人間は何百とい

る。」「白人のあやまちばかりが草召され、残りのアフリカ大陸にいるマルクス主義部族

が放っておかれすぎだJデュークは国民党のヘルスティット事務所から活動をしていると

いう，（のちに、ANCはデュークのビザ取得取り消しを要求した。）

（「スター」4月14日）

・南ア当局は“アウシュビッツの塵’を主張したとして1992年に22ケ月の刑を宣告された

元ナチスのオットー・レメー（81才）が、南アに潜入する可能性があるという警告をドイ

ツ警察から受けた。彼は若いネオナチグループに保護され海外へ脱出させられたとみられ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（rソウェタン」3月28日）

・アメリカ黒人は南アをチャンスの場とみなし、移住してきているという。87年に南アに

やってきて今は投資会社を経営しているアメリカ黒人のジャック氏は「彼らにとっては帰

国するようなもの。黒人のいる政府の下に生活したから黒人政権はこわくないし、犯罪と

ともに育ったからこの国の犯罪もこわくない」と言う凸（「ビジネスディ」3月4日）

・COSATU（南ア労組会議）はPWV地域のたくさんの家事労働者が、投票E＝こ家を

出ることを許されてないという報告をI EC（独立選挙委員会）にした。I ECは調査

中。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「スター」4月19日）

ズールー行進が流血を招く（10ページ参観）
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▼　国政選挙もこ参力口　し　た二重等：

［1】汎アフリカニスト会議

［21団体貢献、平等権利のためのスポーツ組織

【3】率直、シンプル党

［4】自由戦線

【5】女性の権利と平和の覚

［6】労働者リスト党

【7】シコモ進歩党

［81アフリカムスリム党

【9】アフリカキリスト教民主党

［10】アフリカ民主党運動

【11］アフリカ穏健議会覚

【12】アフリカ民族会議

【13】民主党

t14】南ア・ディクワンクウェラ党

【15］連邦党

【16】ポルトガル人南ア党

【171少数派戟榛

【18】国民覚

川EATEA FREEDO”PARTY IFP　　　　　［19】インカタ自由党



アンチ・アパルトヘイト・ニュースレター 1994年4月1日発行　第三者郵便物故可（5）

【3】率直、シンプル覚

女性一人が夫の援助2万5800ランドを使って登録した政党。税金に対する政府の支

配力を小さくすることを主張している。

【5】女性の糖利と平和の党

民主党から脱党したニナ・ロムが創設。人種差別からの解放は性差別からの解放と

表裏一体でなければならないとし、政府のあらゆる政策において女性・子どもが差別

されてないかを監視する。

【81労働者リスト党

社会主義実現、女性への暴力反対、障害者へのリノヽどリシステム、子どもの権利保

護、そして労働者の　－働く糖利’を含めた、より人間らしい労働環境を目指す。多党

間交渉は意見をたたかわせる意味で賛成だが、そのやり方には反対だ。このように生

まれた和解は、労働者層に基本的な権利をもたらさないだろう。それは、国粋主義・

資本主義者の利益をどう保護するかに基づいており、黒人中産階級だけが利するだろ

うからだ。暫定憲法は南アの98％の土地を所有する農業主、企業にその権利を与え策

けるものであり、受け入れられない。

【8】アフリカムスリム覚

コーランの教えによって人種的調和、宗教的寛容、女性の権利、両親・高齢者への

尊敬を促す。国民党寄りだったカラード・インド人盾の票を集めることを目的として

いる。

【10】アフリカ民主党運動

独立ホームランド、シスカイの元大統領オウパ・ゴゾが率いる。多党間交渉に参加

しないグループを強く批判。独立した司法システムなどを主張。外資導入のためには

南アのイメージを改善することが必要と説く。

【11】アフリカ穏健議会覚

当初AMC（アフリカ穏健議会）として登録しようとしたが、ANCから混乱を招

くと反対されて1字加えた。党首ビーター・マグワザがインカタ自由党のメンバーだ

と発覚し辞任したが、単に投票者を混乱させるために作られた党と見られている。

【14ユ南ア　ディクワンクウェラ覚

ホームランド、クワクワ（Qwa Qwa）の支配覚が立候補したもの。労働者権

利保護、反人種主義、一つの市民権を得られる民主的南アを目指す。

【16】ポルトガル人南ア党

暫定期間におけるポルトガル人社会の孤立をはかるために絵成された。
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†選挙結果（5月6日最終発表版）

（三）　　国政選挙（全国）　　400議席

政党 �％ ��得票数 �議席 

ANCl121 NP【181 IFP【191 FF【4】 DPI13j PACrl】 ACDPt9コ �6Z 20 10 2 1 1 0 �6 4 5 2 7 2 5 �12，237，855 3．983，694 2．058，294 424．555 338，426 243，478 88，104 �252 82 43 9 7 5 2 

日内の数字は、4ページに掲載した政党
一覧表の番号

②　　地フラーi窒挙（州）

PWV州　　　　　　　　　86議席　　　　クワズールー／ナタール州　81議席

酉ケープ州　　　　　　　　　42議席　　　　　北ケープ州
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東ケープ州　　　　　　　　56議席　　　　北西州　　　　　　　　　　30議席

オレンジ自由州　　　　　30議席　　　　棄トランスバール州　　　30議席

北トランスバール州　　　40議席

†新内閣メンバー

大統領　　　　　　ネルソン・マンデラ

第一郡大統領　　タポ・ムベキ（マンデラの後継者として期待されている）

第二副大統領　　F・W・デクラーク

法務　　　　　　タラ・オマー（マンデラの弁護士だった。西ケープでUDFを率いた）

広報　　　　　　パロ・ジョーダン（ANCでスポークスマンを担当）

財政　　　　　　テレック・キース（国民党。デクラーク政権でも同大臣を担当）

防衛　　　　　　ジョー一・モティセ（AⅣCの軍事組織「民族の槍」を率いた）

法秩序・内務　　シドニー・ムフアマディ（SACP、COSATUのリーダーを務めた）

教育・芸術・文化S・ベング（インカタ文化運動から分離し、フオートヘア大学教授に）

公務（PubllC ServICe）ジェフ・ハデぺ（77～86まで亡命。ANCラ河7リーグムのレポーター）

刑務所　　　　　アーメッド・カスラグ（SACP幹部。ロベン島に長期投獄されていた）

労働　　　　　　ティト・ムポウェニ（AⅣCの経済計画部の幹部）

住宅・福祉　　　ジョー・スロボ（SACP国内議長）

交通　　　　　　マック・マ∧ラジ（ANC幹部。交渉を率いる）

公共事業　　　　ステラ・シガウ（前トランスカイ首相）

厚生・福祉　　　ンコサザナ・ズマ（ANC南ナタールの幹部）

貿易・産業　　トレバー・マ二ュエル（西ケープでUDFのリーダーとして活動）

大統領アドバイザー　ジェイ・ナイドウ（COSATUの元リーダー）

外交　　　　　　アルフレッド・ンゾー（84年に亡命。69～91までAⅣC事務局長）



▼　統　一　巨ヨ．巨己覚選挙広告

アパルトヘイトを創設した国民党のプロパガンダ攻勢はすごい。選挙で必勝とみられる
ANCを－人権への脅威M　として糾窄する。ビッグ・ポタ外相はANCの候補者中に50人

の共産主義者がいると記者会見で述べた。この広告のようにモザンビーク、ノ＼ンガリー、

北朝鮮・・・と共産圏の国々がいかに経済的に破綻したかを、あらゆるメディアを通じて宣伝
している。ANCは共産主義経済の政策などを持っているが、先頃、鉱物資源は国が管理

をと提案したところ、まだまだ白人中心のこの圏のマスコミは、ANCの左傾化を強調し

た。マンデラがかつて暴力犠牲者が急増したときrFW（デクラーク大統領）は黒人の命
を軽くみている。Jと言った時も、マスコミは「やめろマンデラ。そんな過激なことを言

うから交渉がうまくいかないんだ」といわんばかりだった。ANCは匿の違背に経験がな
い、お金もない、とも国民党に言われ続けているが、経駿を与えなかったのは誰か。国民

党がマンデラを解放し、－新しい南ア”をつくったというが、他に護ができたのか、とも

つと応酬してほしい。4月14日、マンデラーデクラークのディベートがTVで行われた

が、ともに意見を闘わせていたものの、マンデラにもう少し「何も変わっていない」国民

党の正体を徹底的についてほしかった。
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（「77イナ”ヤルメイ机誌4月15日号掲載の広告）
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国民党はストライキ、大衆デモ、家質ボイ

コットなど、解放組織や外国の民主グループ

がアパルトヘイト政権を交渉のテーブルにつ

かせるためにとってきた戦術が非難され、A

NCが無責任で、新政府としては絶対に受け

入れられないとたたみかける。

西ケープ地域のカラード（混血）は、決し

て黒人より上等な地位にいたわけではない。

ぶどう畑で働き、賃金のかわりにワインを与

えられていたカラードは、しかしデクラーク

がキャンペーンでやってくると肩にかついで

歓迎する。“ANCは黒人のことだけを考え

ている。●　≠国民党だけが全人種に開かれて

いる。■　といった文句がカラードの心をとら

えているようだ。

アパルトヘイトが過去してきたことを改め

て問うたり、黒人の生活が少しでも早くよく

なるような厚生策が唱えられたりすると、臆

病な自人たちはすぐに－逆差別－だとわめき

たてる。ANCがアパルトヘイト犠牲者のた

めに大胆な政策を提案するのは、構造的に非

常に難しい。

PACは先に過去のくいちがいや様々な相

違をすてANCと達合して選挙を闘えないか

との提案をしたが、マンデラはPACの財政

状況、メンバーの数を明らかにしろ言った。

力のないとこと手を組めないということだろ

うが、PACはこれを解放闘争をビジネスと

みなしていると非難した。

PACとANCは　｛唯二”の正統な反アパ

ルトヘイト組織だ。何とか手を組んで、まっ

たく反省しない国民党のプロパガンダを負か

せなかったのか。

「ソウェタン」4月12日

私は学校の教師です。匡王民党に投票しま

す。投票が出来るのだから、過去は忘れて

私たち全員に最高の未来を与えてくれる人

に投票します。匡】民党だけが国を運営する

力と経験を持っています。ANCにはそれ

がありません。教師をやって17年、ANC

はタウンシップの子どもたちの教育を破壊

してきました。それには怒りを感じます。

ANCは無償教育を約束していますが、そ

んな余裕がどこにあるのでしょうか。国民

党は工場やビジネスをつくり出すための適

切なプランをもっています。そして仕事が

生まれ、私たちが必要な学校や病院が作ら

れるのです。ANCはまた民主主義という

ものを理解していません。一つの視点しか

なく、他に誰も意見を許されません。彼ら

は独裁者です。多くの人がANCに投票し

たがっています。でも気持ちというのは感

情です凸　この選挙は感情についてのもので

はなく、私たちの未来、子どもたちの未来

のためです。



▼　ズ－ル－反舌しの　日　　　そして、ついに参加へ

3月28日の朝6時半ごろ窓から外を見る

と、かなり静かで7時を過ぎても日曜のよう

にひっそりしていた。4月1日から始まるイ

ースター（復活条）の休暇が早まったのかと

思ったほどだ。店はシャッターを閉めたまま

で、街角の新聞売りも姿を現わさない。

しばらくすると、四方から槍、盾などの“

伝統的武器”を持ったインタカの集圧がいく

つも集まり始めた。すでに早朝のうちにAN

CのPWV支部で3人のメンバーが殺された

という情報も伝わってきた。私たちの住むと

ころから2ブロックほど離れたANC本部前

にピケを張ったインカタたちは、逆に銃撃戦

でこのときに8人の死者を出した。本部近く

の高層アパートの屋上に、銃を構えた人影が

あるのをTVカメラがとらえたが、正体は分

からない。混乱を引き起こしたい両党、ある　　　　　ANCを支持するズールーたち

いは警察のメンバーかとも言われた。 も槻所に結集した

人々がいかにインカタを恐れているか、このヨノ＼ネスプルクの静けさがはっきりと伝え

ている。この日、それでも通勤しなければならない人々は、バス停の屋榎の下に皆で固ま

り、インカタが通りすぎるのを得たねばならなかった。混乱が始まる直前、警察は連まき

にインカタを見守るばかりか、かえってエスコートしているのをはっきり日章した。この

日のインカタの大集合は、数日前から予告されていたにも拘らず、軍・警察は何の予防手

段もとらなかったのである。この日のデモは、「ズールー・マーチ」としてインカタ幹部

が発言した。ズールー王国の独立を求めるズールーが、王を支持するために集まったとい

う。しかし実態は選挙をボイコットするインカタが、ズールー王を利用しズ【ルー民族の

伝統や慣習の保護にかこつけていたにすぎない。この混乱でケガをしたズールーの男性

は、「自分はズールーだが、インカタメンバーではない。」と病院のベットでインタ

ビューに答えていた。自分はなぜこんな目に合ったのか分からない、と言いたげな表情

で。



日本企業一南ア

く≡）　南アのビジネス団は、日本からやってくる大規模なミッションの計画を話し合うた

め訪日する予定だ。約300人の日本のトップ・ビジネスマンが6月にナタールを訪れ

る予定である。環太平洋・インド洋の国々からの投資促進が眉的だ■

ターバンに拠点を置くアバナワールドリソースは、今回の交流でジョイント・ベン

チャーの機会をさぐりたいという。計画には、貿易産業局、クワナタールマーケティ

ング・イニシアチブ、ターバン商工会議所、ANC、そして産業開発公社などが参加

している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「ビ薄ガイj　2月18日）

（窒〉　日本の企業は南アへの投資を見守っている状態だ。日本大使の瀬峰氏によると、い

くつかの障害は暴力とANCがやや左傾化していること。その他に、電化製品（ビデ

オ、TVなど）の‘グレー輸入’が問題だとしている。本来、国内産業を保護するた

め1川％関税がかかるが、もっとずっと低い税金で入ってくるものが多いという。

1991年ターバンに電気製品の工場をつくったシントムも、同じ製品が中国、インド

から安く入ってきたため、300人の失業者を生み出したとしている。（「スター」2月10日）

③　選挙に向け車の需要が急増しているが、独立選挙委風会（I EC）とのビッグな取

引をすすめるのに∴トヨタはNUMSA（南ア金属労組）のOKを待っている。トヨ

タは1075台の幸をI ECに提供することに合意した。NUMSAは、一つの会社に受

注が集中してしまうのは問題だとして、他の自動車製造会社にもその分いってほしい

と希望している。　　　　　　　　　　　　　　　　　（「すげ－ト腔ユーン」2月27日）

南アではたびたびこのような“シャム双生児”の

赤ちゃんの写真が大々的に新聞に載ります。南アの

新聞はリッチで、カラー写真がふんだんに載り、広

告もカラフルです。日本の新聞では、こんなふうに

生まれた日本の赤ちゃんが一面トップで“奇跡の赤

ちゃん－　と報道されることはまずないでしょう。ベ

トナムのべ卜ちゃん、ドクちゃんの容体はかなり心

配され報道されましたが・・・。両親の、自分の子ども

たちをありのままに受け入れるというコメントが載

ります。ちょっと肉体的に普通じゃなく生まれて

も、奇塾じゃなく奇塾なんだって考える発想は日本

にはあまりありませんね。



女性・子どものページ

〈夜の子どもたち〉　今年初め、モサンビ＿クで国連兵士の1計春・行
為が明らかになった。首都マプトの裏通りでは今も身体

を売る十代の少女たちであふれている。BBCのマプト

特派員は二人の少女からのインタビューを記事にしてい

る。

「大男が上に乗ってむりやりやろうとすると、本当に

痛いわ」「（客たちは）みな様々なところからきてるけ

ど、たいていは白人よ。若い娘が大好きなのは白人だか

ら」と14才のセシリアとイヴォンヌは言う。魅力的に見

せようとするが、彼女たちの身体はまだまだ小さい。二

人ともコンドームを持ち歩かない。客の多くはそれなし

の方を好むからだ。彼女たちは衣料食費を稼ぐために毎

晩働く。一回80米セントから24米ドルの闇だ。最終的に

BBC（英国放送協会）が　　は客が額を決める。

発行する　フォーオス一才ン77拍誌　　　ともに貧困からこの道を選ばされたのである。もう一

はモザンビークの少女売春　　人の少女テルマは普段は学校に行き週末売春婦になる。

を特集　　　　　　　　　　　　家族が学費を払えなくなった時、友人がこの仕事してみ

ようとすすめた。両親はテルマが毎週もってくるお金に

感謝している。学校はもちろんこのことを知らない。近所に住む看護婦さんが血液検査に

連れていった。「エイズはこわいわ。コンドームなしのセックスには32米ドル要求する

の。それか、オーラルセックスよ」ポルトガル領時代、黒人との性行為を禁じられていた

南ア白人は、かつてこぞってここにやってきた。戦争の集結とともに、再び少女たちは街

に戻った。一般のマプト住民にとり物価は上昇する一方、生活はますます困難になってい

る。しかし首都はにわか景気の其っ只中だ。レストラン、高級服の店が次々オープンして

いる。多くのモザンビーク人が言うように、国際社会がこの国を援助しようとするほど、

このような形の搾取が多くなってしまう。

く50ランドで少女が買える〉
蛙母に追い出され、ナタールからヨノ＼ネスプルクにやってきたミシェルは19才というが

15才以下にしか見えない。普通の、あるいはオーラルセックスで1【司50ランドを稼ぐ。「

本当は台所でやる仕事がしたいけれど、I D（身分証明書）がないからみつけられない」

通りの角に立って客を見つけ、さびれたホテルへ行く。もっと“いい売春宿”は、彼女の

ように若い少女は好かれない。彼女は一晩に2～3人の客をとるが、大部分は中高年の白

人だ。外国人も多い。エイズのことも心配だ．できるだけコンドームを使うようにと言



些年4月1日発行　第三荏郵便物誼可（1甜

う。今まで何人の男に買われたかは分からない。

少女は、ヨハネスブルグに乗る前はボーイフレ

ンドがひとりいただけだと答えるのが精一杯だ

った。

（「サンデータイムスメトロ」4月17日）

物価のはなし②家賃

ヨハネスブルグのアパートは軒並み上がっている。昨年4月から入ったところは当初

370ラ津（現在1ランF約28円・当時約37円）だったが、1年たたない間に450ランFにはねあ

がった○いわゆるワンルームアパートだ。JVC（日本国際ボランティアセンター）ヨノ＼

ルスプルグ駐在員の高梨さんの住むところも　730から今は800に上がっているという。こ

の国の都市部にあるアパートの家賃はたいがい水道料金込みだ。電気代と税金、ゴミ処理

の手数料などは別に払う。民主政権誕生前に、家賃や土地の値段はどんどん上がっている

ようだ凸上げる方の不動産屋から言えば、“黒人政権－が出来る前に、と言った方がいい

だろう。ヨハネスブルグの中心街だと、寝室、居間の2部屋と台所、バスルームに洋服タ

ンスなどの家具が若干ついて、500～850くらいの間だ。出入り口などの警備がちょっと

よくなると、高くなるだろう。

今でも、黒人がアパートを都市部に探すのは決して簡単ではない。筆者が不動産屋をあ

たったときも、雇用証明など様々な書類を要求された。また、多くの不動産屋がヒルプロ

ウに送りたがった。ヒルプロウはヨノ＼ネスプルグ中心から歩いて5～10分はどのところで

犯罪が多く、ホームレスの子どもたちであふれているところである。あえてそこに住みた

いと思う人はあまりいないだろう。ちょっと郊外の方になると、電話の声だけで“ここは

白人専用だ－と断わられたこともある。カメラマンの新田さんの住むところも、カラード

まではいいが・黒人はタメのようだ。管理人が差別者らしく、一時期黒人の友人と共同生

活をしていたところ、間接的にだが何度も文句を言われたという，
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4月　5　日一弓－LEARN　＆　TEACH

選挙は我々にバンをもたらしはしない

多くの政党が4月の選挙に参加表明しているが、AZAPO（アザ二ア人民榛構）はボイ

コットを決定した。AZAPOトランスヴァール支部長のンコシ・モララがその理由を語る。

L＆T編集部：AZAPOは次の選挙への不参加

を決定しましたが、その理由は？

モララ：我々が選挙ボイコットをするのはこれが

初めてではない、ということを思い出してほし

い。我々は三院制議会のときも、町議会のときも

選挙ボイコットをしてきました。我々がこれらに

反対したのは、こういった選挙が黒人を救うもの

でなかったからです。今回も全く同じです。黒人

を解放するものではないし、バンをもたらすもの

でもない。AZAPOとしては、我々の描く冒標

に合致するものでない以上、この選挙に参加する

ことはできません。

この選挙は人々が選挙権を得るずっと前に決定

されていたものです。だから、投票するという行

為は我々が認めていない暫定憲法を容認すること

になる．

編集部・AZAPOの目榛は？

モララ・第－に黒人多数による支配です。なぜな

ら、ここは我々の国だからです。第二に、国土を

所有すること。山、砂漠、土地、海、海岸、国土

の首すべてが含まれます。第三に富の再分配で

す。

編集部　今回の選挙には黒人の利益を代表する複

数の政党が参加しています。つまり多数の黒人議

員が誕生するということですが、これは黒人多数

による支配ではないのですか？

モララ　AZAPOが言う黒人多数による支配と

は、議会で単に白人の顔が恩人に入れ替わるとい

うことではありません。黒人のための政府をつく

ることなのです。ですから、次の選挙で黒人議員

が何人誕生しようと、黒人の要求を実現できない

のであれば、それは象人多数による支配とは言え

ません。そういう黒人は夜警以上のものではない

のです。彼らは自分たちのではなく、白人の富を

守ることになります。

編集部・しかし、民主主義国家はどこでも各政党

が目梼達成のために選挙を扱わぬばなりません。

どうしてAZAPOはそれをしないのですかク

モララ　多党聞協議に参加した政党によって合意

された暫定憲法では、我々の目標を達成できない

からです。それによると、選挙に勝利した政党は

他の政党と協力して支配しなければならないこと

になっています。権力の共有です。我々は権力の

共有に反対です。あくまでも多数支配を要求して

います。くり返しますが、暫定憲法吐財産権を保

障しているのですから、富の再分配はありえませ

ん。鉱山や農場の所有者はその権利を失うことが

ないのです。本来の所有者にこれらの財産は返さ

れないのです。

暫定憲法で軋　土地の所有権を主張する者は裁

判所に申請することになっています。つまり、犠

牲者である黒人が証拠をもって出なければならな

いのです。

編集笥；暫定憲法は複数の政党の要求によって何

度も書きかえられています凸AZAPOの要求に

沿うためには、どのように書きかえればよいので

しょうか？

モララ　さっきも言ったように、AZAPOの三

つの要求に合致するものでなければならないとい

うことです。これは絶対に譲れません。

編集笥：選挙に参加を決定したANCもPACも

富の再分配を行うと言っていますが。

モララ　PACは憲法に則って再分配すると言っ

ているが、これは夢想にすぎません。なぜなら、

憲法では富の再分配は認めていないからです。一

方、ANCは土地所有者を変更する場合は売里の

手続きをすると言っています。つまり所有者が売

りたいか、そうでないかにかかっているのです。



アンチ’アパルトヘイト・ニコL一一スレター

AZAPOはANCに忠告しています。長いこと

土地所有も支配もしていなかった者の約束など虚

しいスローガンにすぎないと。我々が土地を支配

したとき初めて、土地をもたない人に対して話し

かけられると患います。官の再分配のためには、

まず国有化しなければなりません。

編集部　もLAZAPOが政権についたとしたら

どのような形で鼠人に富の再分配をしますか？

モララ　現在の所有者には何の補償もせず、黒人

に分配します。

編集部　本剛も含めて、AZAPOの

選挙ボイコットは“卑怯な行為■で、敗北するこ

とを恐れているからだという声もありますが。

モララ・彼らの無知は絶望的です。選挙に参加す

る解放勢力こそ卑怯なのです。黒人解放という使

命を全うしようとする我々が勇敢なのです。

1994年4月1日発行　箋三踊可　個

アパルトヘイトの告別式に全国民が参加しますよ

うに。テーマは「さようなら、アパルトヘイト。

L止ang【血l止Im二h血tdl止血Dlです。アパルトヘ

イトの支持者に私は次の削ります。「神は

与え、また取られる。1脚alenb31mli血

▼e」　　　　　　　　　　　¶仏鋸がG爪mCE m

M

※民∃三∃三遷象と二は何か？

民主主義とは、私の理解するところ、日々の生

活にかかわることで自由にものが言えることであ

る。脅かされる不安なしに患ったり行動できるこ

とである．しかし、民主主義の意味をよく理解で

きずに、どの政党を支持したかで他人を脅迫した

り貴め立てたりする人々がいるようである。これ

はまったく不公平である。暴力のない劉二会をつく

るためには、まず一人ひとりが平和をつくらねば

ならない。私たち皆が平和の天使となり、羽東】を

もって暮らせるようにしよう凸　S肌海淵認

汚くi解放のための牌
アパルトヘイトの犠牲者の一人として、私は全

南アフリカ人に国民党（NP）、民主党（DP）

のメンバーによる被雇用者虐待を止めさせようと

呼びかけたい。彼らはサンドイッチと飲み物を庭

先に用意して、政治集会に参加するよう要求す

る。そこではアノVレトヘイトは終わったと言われ

る。なのに、私たちは相変らず彼らを旦那とか奥

様とか呼ばなければならないヽ　もう、うんざりだ

！　そしておしまいに、彼らに投票するようにと

言われる。でも、彼らが私たちに何をしてくれた

というのだろう？　こき使ってきただけではない

か凸私と同じようにアパルトヘイトの犠牲者のみ

なさん、これ以上苦しみや侮蔑を受けないように

しよう。あなた白身や子どもたちのために、尊厳

をもとう。あなたの人間性を尊重する政党に投票

しよう。自らの解放のために投票しよう。母なる

アフリカよ、永遠なれ。　　　　　PIlⅦ）m

l、「111び「ltL♪

※ここの機≦≧らこかける

私はコンガに住んでいますが、ここには就職

難、住宅不足、電気がないなど多くの問題があり

ます。デクラーク政権が以前の国民党と同じでは

ELECTION LETTERS

投書特集・選挙与こ一＝）レヽて

南アフリカ人は初の民主的選挙の投票準備をし

ている。本誌の読者の選挙に対する希望、不安、

そして期待の声をひろってみた．

※ここの機会を逃さなレヽよ
う乙こ！

今日は。4月27日の投票日に向けて、共に働く

ときがやってきました。もう投票日は間近です。

この徴会を逃さないように。これは私たち自身の

ためなのですから。選挙を無用だと思わないでく

ださい。投票に行きましょう。そのことで、雄鳥

ではなく雌鳥をかえすことになるのですから。み

なさん、真剣に考えてください。身分証明をとる

のに1セントだってかかりません。

SmI RALtm弘GA

LOUIS TRICM

投票には身分証明書が必要なことをお忘れな

く。もし、まだ持っていない万は身分証明書また

は投票者カードをすぐに請求してください。

※アノヾルトヘイ　トの終焉
1994年4月27、28日に各地の投某所で催される



鵬1アンチ・アパルトヘイ　トニュースレター

ないにしても、私腫らが何をしたか決して忘れ

せん。私たちは犬のようにあしら仇　ANCな

どとロにするだけで逮捕されました。私は新政府

としてANCを支持します。そして、彼らの約束

通り世の中が変わることを望みます。私は彼らが

仕事をふやして平等な賃金を得られるようになる

と信じています。　　　　　　Pu肝JIE脱

肛鼎談

※A Z A P Oよ、　勇気を

出一世■！

AZAPOが反投票キャンペーンを張っている

のをみて、大変削＼ている。私はAZAPOの反

アパルトヘイトの姿勢を尊敬してきたし、解放勢

力だと患ってきた巨解放への夜明けに際して、

AZAPOは選挙の日をエイプリルフールと決め

つけた。私はとてもがっかりしている。

AZAPOは勇気をもって選挙を戦うべきだ。今

の姿葬は卑怯に見える卜私たちはアパルトヘイト

のシステムに疲れ切っている。多数支配は一人一

票制に基づく公平な選挙で実現する。AZAPO

は解放運動から破壊運動に転じたのだろうか。

I O M）mlNE

帆旭Ⅰ耶1脚G

※暫≡巨宅札開平謹皇≧（TEC）

への公開質問状
私が暫定執行評議会（TEC）に宛てた公開質

問状を載せてください。

私は囚人ですが、以下の点について注意を促し

たいと思います。私の理解する限り、闇と

は人民の、人民による、人民のための政府です。

一都の人民のための、一部の人民によるものでは

ありません。私たちは新政府が全ての南アフリカ

人のためのものであることを期待しています。全

南ア人は過去を許し、忘れなければなりません。

その罪状の如何にかかわらず、囚人も選挙に参加

しなければなりません。この選挙は私たちの祖国

の初めての民主的な選挙なのですから。どのよう

な人も投棄に参加するべきです。

TECの仕事は自由で公平な選挙が行われるよ

うにすることです。もしも囚人が那削こ参加でき

1994年4月1日発行　第三程郵便物認可

ないとすれば、南アフリカには平和がないという

ことの証明になるでしょう。南アフリカ人が過去

を許さないし忘れないということの証明にもなる

でしょう。殺人犯も窃盗犯も全て投票に参加すべ

きです。そうでないなら南アフリカ政権も選挙に

参加すべきではありません。彼らもまた犯罪者だ

からです。　　　　　　　　　　　Ⅲ．IASは）mH岨

B訓OM

豊漁人には4月の選挙権を与えない、というこ

とが多発閤協議で決定されました。これに対して

囚人たちから抗議の声が上がったため、AECは

再協議しました。その結果、重大な罪を犯した者

で罰金刑に変えられなかった者には4月27、2相

の投票権を与えないと決定しました。

※MKの存続を
私は南ア共産党員で次の選挙を支持する者で

す。が、自由戦線などによる暴力で市民に死者が

出たりしないかと懸念しています。彼らは内戦を

企てています。内戦になった楊合、デクラーク政

権と国防軍が自由戦線と戦うとは思えません。彼

らは、平和を愛する南アフリカ人の解放を潰す絶

好のチャンスだととらえるでしょう。私はデク

ラークがAWBと自由戦線を投獄してしまうまで

は、民族の槍（MK）の南ア国防軍への統合は見

合わせるべきだと考えます。MKは罪のない南ア

フリカの投票者を保護するための仕組みを整える

べきです。私は、民主的な南アフリカ人が平和に

1994年4月27日の投票を終えられるよう願ってい

ます。　　　　　　　　　　　舶mN LImA忙班u

EST（間汀

ラ転平和　ここ「司沌ナた投幕を

Lm抽　Ⅵ浪耽誌が投票の仕方を読者に教えて

くれたことは喜ぶべきことです。私たちは自由な

選挙と多数派支配を望んでいます。平和をもたら

す組織になら、どこでも粟を投じます。私は若い

人たちに将来の南アフリカのことを考えてもらい

たいと思います。私たちは団結してANCを支持

しなければなりません。アフリカに神の祝福あ

れ。　　　　　　　　　　　　　　　　†SEIm

ⅥヨmA
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刑務所内で女性たちが投票の仕方を学ぶ
ジョン・パールマン記

がらんとした閂をかけられた部屋に集まる女性

たちは、目の前に貼ってあるカラフルなポスター

が自分たちと関係あるなんてとても考えられなか

っただろう。色とりどりの服を着た人々がにこや

かに投票所に向かって歩いている、そのポスター

の情景はプレトリア中央刑務所女子部とはかけ離

れた世界のように見えて当然である。

しかし、昨日、当刑務所で行われた投泰教育ワ
ークショップがその場限りのものであっても、囚

人たちは、選挙がほかでもない自分たち白身のも

のだと考え始めたようだ。プレトリア中央および

リューコップ刑務所で投票教育を行ったプレトリ

ア大学法学部の学生ブリジット・マシャバさんは

「彼女たちは自分たちにも選挙権があることを自

覚したのです。」と言う。囚人の選挙権をめぐっ

て政府と暫定執行評議会は対立したままだ。デク

ラーク政権は重大な犯罪者に選挙権を与えるべき

ではないという考えである。

プレトリア中央刑務所の受講者たちはとても熱

心だったし、また投秦練習のためのボランティア

の不足もなかった。投票教育の目椿は十分達せら

れた、とマシャバさんは言う。「今のところ、無

効票は一つもありません」。マシャバさんがおよ

そ55人の女性とワークショップをしている階上で

は、法学誤の学生ゾドワ・ムツーリさんが同じく

らいの数の女性を前にして投票について説明して

いた。白人票人混合のグループが、小さな子ども

たちがふざけて入ってくるとき以外は（母親の受

刑者は3才未満の子どもを連れていいことになっ

ている）一心に話を聞いていた。

囚人の一人が、脅迫はないかと質問した。ムツ
ーリさんによると、この質問はどこでも出るらし

い。ムツーリさんは選挙法の脅迫に対する罰則を

示して、「あなたの考え通りに投棄してくださ

い。他人がそれを見ることはできません。」と答

えた。「暫定執行評議会が保護することになって

いる、と話します。」と彼女は言う。しかし、階

下の女性たちがすっかり納得したわけではない。

「選挙が自由で公平に行われたならば妓女たちは

暫定執行評議会に報告しなければならないのだけ

れど、彼女たちは過に一度しか電話をかけられま

せん。暫定執行評議会への電話は48時間以内にし

なければならないというのに。」とマシャバさ

ん。囚人たちはよく情報を得ているようだけれど

も、と彼女は続けて、「でも、新聞だけでは不十

分だと皆言っています凸各党が刑務所まで出向い

て選挙運動をすることが望まれます。」と言っ

た。

◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆　◆

l玉】人の選挙権請求、芸三ロ

プレトリア最高裁は昨日、囚人の選挙権につい

ての判断は裁判所が行うものではなく、将来の憲

法裁判所が行うべきであるとの裁決を示した。

トランスバール裁判長エロフ氏は、プレトリア

刑務所に服役中の二人の長期囚シフシソ・マスク

とオウバ・ムボア二による、彼らに選挙権を与え

ないという選挙法規定は基本的人権を侵害してい

るという訴えを棄却した。

殺人罪で死刑判決を受けた彼ら二人は、悪役馴

年に減刑されている。エロフ裁判長は、議会で決

議された法律の違憲性について裁判所は判断でき

ないと述べた。彼は、囚人の選挙権ま倫理的、遺

徳的な問題であるため、特別の裁判所で扱われる

べきであると述べた。　　　（訳，弘中敷子）
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今、南アフリカの選挙と私たち

－：革：の根の声を求めて－

4月24［］　　日本カトリック会館にて

第一部　講演　　　白戸圭－　①

はじめまして○　白戸と申します。よろしくお脇いします。南アフリカの話に入る前に、

私がどういう素姓の者で、むこうでどういうことをしていたかについて簡単に自己紹介も

兼ねてお話したいと思います。

肩書きでは元JVCスタッフということになっています。現在は関西にある大学の大学

院で主に南部アフリカ、特に南アフリカ共和国についての勉強をしています。さきほど牛

噌さんが今日は顔見知りの方が多いとおっしゃいましたが、私は昨日京都から来たばかり

であまり顔見知りもいなく、やや緊張しています。私の所属している大学院では戦業実習

制度というちょっと変わった制度がありまして、大学院の人間といいますと本ばかり読ん

でいるわけですが、そのシステムでは要するに現場に出ましょうということなのです。何

かの企業を適してでも・あるいはJVCのようなNGOを通してでも何でもいいわけです

がt現増に出て働いたことを基に論文を審いたら単位をあげますという制度なんです。私

は去年の8月から今年の3月まで6ケ月半、その職業実習制度を利用しまして南アフリカ

に滞在しておりました。南アフリカに滞在するにあたって私が遜ばせていただいたのは日

本国際ボランティアセンターでした。

計本国際ボランティアセンターは、世界7つの国で現地事務所を開設していますが、そ

のうちの一つ南アフリカのジョハネスバーグにある事務所で通常は勤務しながら、ジョノ＼

ネスバータから北に6Dk雨、ったプレトリア郊外のスクォッターキャンプでいくつかの仕事

を担当していました。スタォッターキャンプは不法居住地区という意味ですが、実際は不

法ではなく合法居住です。その理由は後でお話します。

これで自己紹介が終わりましたので、最初に今南アフリカで起きていることをお話しま

す。政治的なレベルでの話も多少しますが、それよりもさきほど牛鴫さんがおっしゃった

いわゆる庶民レベルでどういうことが起きているかということを、データや私個人の見聞

と体験を交えながらお話させていただきます。それからスライドを少々使わせていただき

たいと思います。百剛は一見に如かずと申しますので、見ていただいた方が私の下手な話

を聞くよりもわかりやすいのではないかと思います。そして、スライドが終わった段階で

深くつつこんだ話をして、基調講演としての話題提供を終わりたいと考えております。
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さて、南アフリカで、今起きていることは何かと言われましても、例えば日本で今起き

ていることを1時間で話してぐださいと外国で言われたらときと同じように親を捻ってし

まいます。非常に大きな寓で、人口は3850万人。NGPがアフリカ大陸の他の52ヶ国の半

分以上をしめていて、まさにアフリカ大陸のス∴－′トーパワーです。アジアにおける日本ど

ころではないぐらい、ものすごく大きな力を持った国です。ですから、どこから話をした

らよいのか迷うわけですが、今、政治的な問題からではなくごく普通の庶民の日から見た

場合に、南アフリカの問題で一昔印象に残ることは犯罪です。
一つデータがありまして、これはイギリスのロンドンタイムズだと思うのですが、そこ

がやった調査です。東京は世界一安全な大都会ということで、一年間にだいたい16万数千

人に1人の割合で殺されるそうです。ヨーロッパの諸都市、例えばロンドン、パリ、ベル

リンなどでは、5万人に1人から3万人に1人の割合になり、イタリアのローマは危なく

て1万人に1人くらいになります．犯罪の本家本元と言ったら怒られるかもしれません

が、アメリカになるとこの数字が格段に違いまして、ニューヨークはだいたい48DD人に

1人。今、全米トップなのがロサンゼルスで、粥仙人に1人です。発展途上国の都市がか

なり危ないと言われていますが、ブラジルのリオデジャネイロで1158人に1人。そして、

世界ワースト1がジョノへネスバーグで、647人に1人です。日本の　20嶋くらい…。実は

ジョハネスバーグの人口は誰も正確にはわかりません。というのは黒人の貧困層が南のタ

ウンシップからわっさわっさと毎日のように入ってくるからです。一応、公式統計です

と、18D万人くらいと言われています。1992年の一年間に、そこで3402人が殺されまし

た。私が住んでいる京都の人口は150万人なのですが、京都よりちょっと大きい町で年間

に銅00人も殺されるというのは大変な数字だと思います。ヨ本では年間に1500人が殺され

そうですが、アメリカでは3万5、6千人。南アフリカでは総人口がアメリカの6分の

1程度なのに、去年の国会で2万5千人が殺されたと報告されています。もしアメリカと

同じ人口が南アフリカに住んでいたとしたら2万5千の6倍の15万人という計算になり

ます。

この数字のなかには二つのタイプの死亡者が含まれています。一方は、いわゆるポリ

ティカルバイオレンスと言われているもので、私はあれは純粋に戦争と言っていいと患う

のですが、主に黒人の政治勢力であるANCとインカタ自由党との間の裁断です。そして

もう一つが一般犯罪です。ただし、そのポリティカルバイオレンスで殺される人は年間で

多く見桔もっても4800人程度と言われていますので、2万人くらいは一般犯罪で殺されて

いると考えていいと思います。当然、人口比を反映して黒人が圧倒的に多くをしめていま

す。

町の様子ですが、ジョ∧ネスバーグの町の真ん中は夕方6時から朝の7時までは歩けま

せん。危なくて歩けないのです。デイリースリー・ウイークエンドトゥエンティーと申し

まして、これは、ふだんは毎日3人殺されてウイークエンドは20人だという意味なんで

す。特に月末と週末が重なったりしますと、夜7時くらいから夜中2時3時くらいまで爆

竹のようなバーンバーンという音が四六時中しています。全部銃声です。それからレイプ

も二度ほど見ていますが、道の真ん中でやります。もちろん誰も助けません。￥寮も来ま

せん。みんな窓から見ているだけです。電話して警察呼んだらどうだと言っても、黒人の

そんなものに白人の警察はかまう姫はないから、どうせ呼んでも釆ないということで、も
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うやりたい放題です。一説によると80秒に一件という話もあり、これはかなり大袈裟だと

思いますが、そういう治安です。ですから、動物園の中に住んでいるような気がしてきま

して、だいたいが鉄格子付きです。こういうコミュニティーホールみたいな所の玄魂は電

子ロックで24時間ガードマンの警備ですし、フラットと呼んでいる一般のアパートの玄関

も二重ドアです。郡星の中に普通のドアがあって、鍵二つにチェーンロックがあって、表

の方には鋼鉄の鉄格子のドアがあります。私の家でもそうでしたが、電子ロックのゲート

をつけて、部屋とインターホンで話さないと開かないようになっているのです。それで

も、強盗にやられます。そういう治安状況なんですね。

犯人は999％黒人、被害者も8割は黒人です。もう本当に何なんだこの世界は、という

ものですね。体験した者でなければわからないということは、あまり言ってはいけないか

もしれませんが、本当に絶望的な治安で、日本の企業の人たちやその人たちが勤めている

オフィスもジョノヽネスパークから撤退しています。ここは今、ホワイトゾーンでもなく、

グレーゾーンでもなく、完全なブラックゾーンです。特に低所得者の人たちの住む所に

なっています。私自身銃を突きつけられたとか、ビール瓶でぶん殴られたとかということ

もありますが、そういう個人的な体験は別にして、どうしてこういう状況になってしまっ

たかという原因を問わないと先が見えてきません。きちんと原因を問わないと、はらみ

ろ、だから黒人はタメじゃないかいうような、差別のもとにしかなりかねない言い方に

なってしまいます。南アではこういうことを言っている人はたくさんいます。これは非常

にむずかしい作業で、いろいろな原因が考えられるわけですが、その一つに、やはり人心

の荒廃があげられると患います。

人心の荒廃は他のブラックアフリカの国々と比べて苦しいと思います。人心の荒廃は数

的なデータになって出てくるものではないので、どこがどう荒廃しているのか証明しにく

いものなのですが、体験から£話します。夕方5時50分頃だったと患いますが、人汲みの

中、カラードの男性が横断歩道でビール瓶で殴られました。バカーンと。で、キャーと悲

鳴が上がって何だと思って窓から顔を出したら、ビール瓶を持った犯人がポケットから財

布を抜いて走って逃げていくところでした。弥次馬根性を発揮して、この会場にいるⅩ君

と二人でそこへ見に行ったわけです。100人はどの人だかりができています。そこで、僕

がジョノ＼ネスバーグは非常に危ない町だとポソッと言いましたら、隣りにいた巣人たちが

みんな一斉にグ八八八と笑い出して、「ノーノー、ティスイズ　ジョノ＼ネスバーグ」と。

こんな犯罪の状況をまずいと思わないのか、と言っても、別にいいじゃないか、俺たちは

白人に長いことやられていたんだ、これから俺たちが好きなようにやらないでどうするん

だ、というようなことを言われました。殴られた人はどうするんだと言いましたら、彼は

機会を得たんだ、つまり彼は盗られたから、今度は誰かから盗り返せばいい、それで社会

はまわっているものだというのです。みんな酒飲んだり、マリファナ吸ったりしながら大

騒ぎしてたという一幕がありました。南アフリカの窯人の精神的なまれといいますか、疲

弊を感じさせる会話と光景が、そのとき印象的だったのを覚えています。

どの国も差別はあるわけですけれども、だいたい建前やきれいごとでは、日本の政府

だって差別はなくしましょうくらいのことは言います。実態はともかくとして。しかし、

国家が音頭をとって差別を推進してきた南アフリカの場合は違うのです凸　だから、そうい

う歴史的な事情に起医する人心の荒廃というのは、やはり犯罪の増加のかなり大きな要因
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になっていると思います。

もう一つの大きな要因は、とれはその人心の荒廃よりももっと切実な問題ですが、仕事

がなくて金がないということです。経済的に黒人の人たちはやはり困窮しているというこ

とです。南アフリカの黒人の生活は、他のブラックアフリカの黒人の生活に比べたら格段

に良いです。良いというのは、物質的あるいは賃金の高さという意味ですが、単に物質的

という点でみれば車に乗っている黒人の割合は圧倒的に高いでしょうし、テレビを持って

いる黒人の割合も圧倒的に高い。ここで変なことを言う人がいましてね、だからアパルト

ヘイトは良かったんだと。しかし、問題はそうではなくて、白人との総体的な関係に問題

があります。圧倒的な冨の偏在ですね。片一方に偏っている。それは、人心の荒廃の一因

にもなるわけですが、他にも例えば庶民感覚からすれば物価の水準が高いのです。他のア

フリカの国々より物価水準が高いところですから、賃金が他のアフリカの国々よりもいい

からといって、いい暮しになるわけではありません。単純に他の国より豊かだからいい・

というようなことは絶対に書ってはいけないことだと私は思います。

どうして経済が悪くなってしまったかと原因をさぐっていきますと、一つはこの数年闇

に行われた諸外皆からの経済制裁です。南アの社会、アパルトヘイト打倒に決定的な威力

を発樽しました。ちょうどボクシングでいうボディーブローのように、一発で相手をノッ

クアウトするのではないですが、じわりじわりと南アフリカの財界に効いてきまして、つ

いにアパルトヘイトを倒してしまった。そのくらい決定的でした。当然、企業は生き残り

をかけますから、大量の首斬りをやるわけですね。合理化を行う。これで我にあぶれてし

まった黒人が都市に滞留してしまいます。南アフリカの場合、これは後で神野先生が専門

的な歴史の缶詰をされるかと思いますが、狂った土地政策を長いこと推進してきましたの

で、白人の農場は国中に鉱がっていますが、南アには農業と農村がないのです。・これが他

の発展途上国と比較した場合、南アフリカが決定的に違う点だと思います。もちろん、ど

の発展途上国でも農村の崩壊というのは急速に進んでいるわけですが、南アの場合は、そ

れを暴力的に押し進めてきました。例えば、原住民土地法の制定以後の歴史をみても、あ

るいはバンツー自治促進法以後の歴史をみても、一一応合法的に南アフリカの黒人が住める

のは全国の13％程度だったわけです。人口の77．8％を占める人間が、ほぼ一都程度の広さ

の土地に押し込められるわけですから、当然、人口圧力が高まって都市に出てこなくては

なりません。そこに、ダイヤモンドと金、プラチナなどの鉱山がいらっしゃいと待ってい

るわけです。安い賃金で労働者をどんどん吸収していく、・これがアパルトヘイトの基本的

なシステムだったと患います。こういう状況の後遺症として、黒人は今まで雇われていた

ところを経済が傾いてしまったので首を斬られる、しかし帰る農村がない。お父さん、お

爺さん、その前の代からタウンシップで暮している人がたくさんいます。そういう人は、

帰る農村がないどころか農薬も知りません。我々郡市住民と同じです。食べるために悪い

ことをやる。そこに人心の荒廃が加わる．そして、世界一無能な南アフリカの警察が加わ

る。南アフリカの￥蕪を称してある人が非常にうまいことを言いました。あそこの警察と

いうのはスパイと措動隊がいるようなものだ、と。黒人を銃で叩きのめすか、秘密警察み

たいなかたちで背徳法違反者をしょっびくというようなことだけに専念してきた警察です

から、いわゆる一般の刑事警察がないのです。こつこつと捜査して犯人をつかまえるとい

うような我々の社会にある一般的な警叢の姿は南アではほとんどないので、犯罪は好き放
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額に増える一方というような現状があると思います。

あと一つだけお話しておきたいのは、ある意味では犯罪者の温床になってしまっている

スクォ・ツターキャンプです。特に私が担当したスクォッターキャンプの場合、降りにある

タウンシゥプから主に移り住んだ人たちが開きました。その後、モザンビーク難民やら、

アンゴラ難民やらいろいろな人が入ってきています。蒙を建て替えたりベンツを何台も

持っている黒人も最近はたくさんいますが、そういう人を除いてほとんどの人たちは住宅

の供給を受けてきませんでした。そして、スクォッターキャンプができる。

仕事がない。新しい家も買えない．農村もない㌧　そういう悪循環の中で出てきたのが、

犯罪とともにスクォ・ツターキャンプ現象です。これはいろいろな説があるのですが、南ア

の人口3800万人のうちはぽ75，‘の3000万人が黒人で、そのうち　780万人がスクォッタ一に

住んでいるという説があります。少ない議で180万人．マンデラがこの間言った教は　500

万人です。いずれにせよ、私は4、5百万人は住んでいると思います。そういうかなりの

数をしめる某国眉の人たちと、どう我々はかかわっていくのかというところから話は出発

していくわけです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続く）

朝日新聞　4月25日

選挙後の　日　程 

8月1日　　　　　国会開会 



南アのために世界が祈る日
－【　一　挙の根との新たな連帯を　一

南アフリカは新しい社会へと向かってい

ます。それは南アに住むすべての人々が共

に生きる社会に向かってです。しかしアパ

トヘイトは残っており、無人の生活と人

を圧迫しています。特にこどもたちは教

権を奪われ、将来が見えない中で、新し

事態に希望を託していると思います。
ソウェト蜂起を覚え、こともたちとの適

ブ帯をさくるため、集会を計坪‖ノました。

長倉洋海氏は南アから帰ってきました。

と講演により、南アの革の廉の状

兄をうかがい、新たな連帯の軌をさそりま

㌻。ご参加下さい。

1日（土）　15－00－17　00

ところ　　日本キリスト教会館　4階会議童

東京♯新宿区西早稲田2－3－18（地下鉄東西線早稲田駅下車）

スライドと講演　　　長倉洋海氏（フォト・ジャーナリスト）

主　催　　日本キリスト教協議会南部アフリカ連帯小憂貝会

共　催　　日本基督教団社会委貝会

アフリカ行動委員会

日本国際ボランティ

早稲田奉仕面内

琶本キリスト教会館

6月19日の日曜日には世界の教会と共に、南アのために祈りましょう。

南アの子とも遠との連帯のための募金にこ協力下さい。

連絡先　日本キリスト教協議会（TELO3－3203－0372）

振替　東京8－75788
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只今発売【＝　満開円ほ5版、送料鋸
紳し込み軋〒ま27　神帯川猥快漢帝撥区千綿耶844－6一箪ql
TEL O4卜鍼2爛写月蠣r樗アの人々J神森川要碩鼻食†富軌主で

・選挙が無事終わり、法制度としてのアパルトヘイトは完全に終焉しました。ネルソ 

ン・マンデラ氏が大統領に就任し、いよいよ新しい南アフリカが出発します。南アフ 

リカ、そして全世界の反アパルトヘイトにかかわってきた人々とともに心から喜びた 
いと思います。しかし、法制度としてのアパルトヘイトは過去のものとなりました 

が、実態としてのアパルトヘイト、あるいは「アパルトヘイトの負の遼産」はいまだ 

清算されていません。私たちは、草の根の人々が本当にアパルトヘイトを過去の歴史 
と感じるようになるまで、「反アパルトヘイト」の視点をもって南アフリカとかか 

わっていきたいと思います。・松島多恵子さんの第二回目の原稿が届きました。選挙 
監視団の通訳等、多忙な中で執筆していただきました。次号もご期待ください。・ 
『松島特派員を支える会』に・多くの方がど協力くださいました。心より御礼申し上げ 

ます。目標の人数までもう一歩です。知り合いの方にも声をかけていただければ幸い 
です。その際に見本用の本誌が必要であれば無料でお届けします。遠慮なくご連絡く 
ださい。・4月24日の集会はなかなか充実したものでした。はじめから結論が出てい 

る形式的な集会とは遠い、多くの人が何か発言したくなったのではないでしょうか。 
「日本の反アパルトヘイト運動に違和感をもつ」と公言する人たちにぜひ来ていただ 

き、ともに議論してほしかったと思います。・5月から郵便の振替口座番号が新しく 

なりました。しばらくの間は、旧番号も使えるそうです。　　　　　（Tom） 

発行　アフリカ行動委旦会『あんち・アパルトヘイト・ニュースレター』編集部 

郵便振替　00100－6－549592（口座名「反ア付けヘイトユ1レター編集部」） 
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