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b y　松島多恵子

ロドリック・マサラ

ネルソン・マンデラが大祝事削こ就任した

5月＝〕日、少年たちがアパルトヘイトの”

柁’’をかついでHamt）a Eh al e

Ap ar tb el d（アパルトヘイトよ安

らかに）と言いながら行進して行った。

この日、首都プレトリアのユニオン　ビ

ルディングには15万人の入手が駆けつけ

た。あらゆる人種がマンデラ大統領の就任

を祝うために集まってきたその光景は、多

くの人が新生南アの誕生を待っていたこと

を実感させる。

今回日本からの選挙監視臥連合（日本

労働組合絶連合会）の助手として参加する

という、黄重な経験をすることができた。

世界各国の労組も集まり、南アの労組セ

ンター、COSATU、NACTU（PAC

系）、FEDSAL（ホワイトカラー中心

の労組）が受け入れを手伝った。

これら3センターは独立選挙委員会の信

任を受け、事実上海外労組オブザーバーの

配置、宿泊などあらゆる面についてアレン

ジを行った。

三月から各国労組の代表が南ア入りして

準備が始まり、週一回のベースで3センタ
ーとの打ち合わせが行われた。

連合はICFTU（国際自由労連）のメ

ンバーとして参加し、欧米、前線諸国など

から200人あまりがやってきた。アジア

からの労組は残念ながら日本だけだったよ

プレトリア配備が決まり、団長の

連合小島、同じく連合からの新井、自治労

中島、情報労連出口の四氏と私の五人は、

アパルトヘイトが作り出した人種のカテゴ

リーを、一通り監視の中において回るとい

う計画をたてた。

速挙開始の三日前から下見を始めたが、

そのころ相次いで爆弾事件が起こり．本当

に無事に行われるのかと不安は大きかっ

た。

ヨハネスブルグで起こった爆弾事件で

は、ANCからの立候補者が命を落とし

た。あのあたりはまだガラスの破片が散ら

ばっているとろが多く、被害を受けたアハ
ート、洋品店はめちゃめちゃのままであ

る。

ヨハネスブルグに住んでいれば、誰でも

何気なく通るところだ。ANC、PACなど

の事務所が散らばっているところに爆弾が

仕掛けられた。

私たち連合チームが泊まっていたプレト

リアのホテルから通り一つを隔てたところ

でも、やはり夜爆発が起こり、二人が死ん

だ。

視察中も、自人たちのなんとなくコワイ

祝祷が知こなり、ジャン・スマッツ空港が

やられたときは、これは白人右翼は本当に

選挙を破壊する気かと思った。
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選挙監視よりなにより、その広大な敷地

と一人当りに与えられるスペースの大きさ

に驚いた。7バー・ト形式ではなく、一人一

人平屋の相室が与えられているものだ。東

京の公団よりはるかに大きい庭、ホールの

ようなレクレーシ芽ン室。

そこでは、妊娠している黒人女性の姿が

若干見られた。

海外オブザーバーの仕事の一つに、自分

で投票できない人の投票を監視するという

ものがある。

お年寄りの投票者が手が不自由だった

り、視覚が弱かったりするとき、投票所の

最高責任者が代筆するのである。投票者が

希望の覚を告げると、責任者はその通りに

印をつける。

ここ二つのホームを取り仕切った白人の

責†壬者は、自ら手をとってお年寄りを記入

台に導き、非常に親切に投票を助けていた

のが印象的だった。

その時、オブザーバ折は　責†壬者の行為

に不正がないかどうか、後ろに匝】って見守

るのである。

プレトリアウェストと呼ばれる地区は．

いわゆるあまり裕福ではない白人が住んで

いるところだ。感情的に良くないかもしれ

ないので、避けたほうが賢明では、とのア

ドバイスが日本大使館などからあった。

だが、投票を目の前にしてテロで殺され

るとは、なんで無念なことだろうか。

私たち外国人オブザーバ椚は、危険であ

れはすぐ避難できるし、またしなければな

らない。南アの人にとっては、まさしく命

4月26日は特別投票日だ。障

害者やお年寄りが長い列に並ばなくてすむ

ように設けられた。

刑務所、病院などで1～2時間ずつおこ

なわれ、同じ選挙委員会のスタッフが同じ

投票箱をもって、次の投票所へと移動して

いく方式だ。

この日、二つの老人ホームを最初に訪れ

た。プレトリア中心から車で30分ほどの

ところである。いわゆる■■白人専用■’であ

エー．



そしてこの日の午後は、オウデイ刑務所

を訪れた。囚人の投票についても議論が盛

んに直前まで行われた。かつて正義など存

在したことのないこの国の司法に裁かれ、

囚人たちの言い分も理を待ていないわけで

はない。いくつかの刑務所では暴動が起

こった。

だが結局、非暴力の犯罪で捕まっている

もの、裁判持ちのものなど、ごく一部に投

票権は限られた。

投票所の外に囚人たちはすわって並び、

順番を待つ．投票には身分証明書がなけれ

ばならないが、それがない場合には臨時投

票者カードという写真付のカードを発行し

てもらう。

青年層が多かったここの囚人たちは、こ

のカードを所持していたもののほうが多

そして本番の27日だ。一
番に活動を始めた投票所は、ブルックリン

という、プレトリアでも富裕層が住んでい

るところである。

朝早くから長蛇の列ができており、こち

らも胎がわくわくするのがわかる。小学校

のホールで行われ　スペースもスタッフの

数も十分で、ことは非常にスムーズに進ん

でいた。

3～4人に一人は黒人で、その多くはこ

の白人居住区で雇われているメイドや庭師

であろう。仕事着のまま列にいた女性の姿

もあったが、女性たちの多くはベレー帽、

ブーツ、外出用のカーディガンでおしゃれ

をしていた。

黒人女性はたいがい、出かけるときはき

ちんとした服装を心かける。（私のように

寝間着も普段着も一緒というのは、まずな

い。）

そして、出かけるところがより重要であ

ればよけい、清潔にするようにする。きっ

とこの日も、夜が明ける前にお湯を沸かし

て白人家庭の魔の片隅にある自分の部屋

で、丹念に体を洗ったにちがいない。

白人　黒人が交互に亘己大台に向かう。時

として台の手前で列がつっかえてしまうこ

とがたびたびあった。初めて投票を経験す

る里人たちは、時には何分も台で考えこん

でしまうからだ。

メイドや庭師の仕事をする黒人の多く

は、教育がない。読み書きができない場合

もあるだろう。自分が本当に、投票したい



アンチ　アパルトヘイト・ニュースレター

党を選んでいるのかどうか　不安だったの

かもしれない。

投票経験のある白人、インド人、カラー

ドたちにはこのような問題はほとんど存在

しなかったようだ。列も、初日の午後には

おさまっているところさえあった。

投票所は碩路が決まっていて、まず次に

どこへ行ったら迷うようにはできていな

い。だが皇人たちのなかにはしばしば、案

内人の指示を受けても次に何をするか飲み

込めていない様子のものもあった。

わからないときはもちろん、そこにいる

選挙委員会の”公平な’’スタッフに聞けば

いいのだが、それがなかなか難しいよう

だ。

投票所にもよるようだが、そこで選挙を

運営するスタッフは、多くの場合地元から

雇われる．ばらばらなところから派遣され

ているケースは、はっきりしたもので一箇

所だけであった。

特に黒人居住区だと、その環境ゆえにみ

な顔見知りであることが多い。最高責任者

が学校長か何かで、”町の頗”みたいな場

合もあるだろう。

代筆してもらった自分の投票の秘密が、

本当にこうした人たちによって守られるだ

ろうか　という不安を持った人がいるにち

かいない。

もしANC支持者が圧倒的に多い地域で

自分はPACに入れたかったら∴希望を告げ

るのになかなか勇気がいるだろう。

オレンジ自由州のある投票所では、国民

党支持者の委任者が、自分を筆頭忙他の選

挙モニターなとを自分の家族　親戚から全

部充てたと報道された。

選挙直前までボイコットをしていたグル
ープもいくつかある。そうした妨害派に

よっで■投票は秘密ではない’’との情報が

広められたため、非議字者や農村地帯に住

む人々は　それを恐れていた場合も多かっ

たのである。
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選挙委員会スタッフがソウェト　ナ

ズレックの開票所でうたたねをして

いる。（ウイークエンド　スター紙

4　30r・51号）

司
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（引　アンチ・アパルトヘイト・ニュースレター

マメロディは、プレトリア郊外の

黒人居f主区だ。そこに広がるホ一・ムレス

キャンプの中にある、コラニ　保育所（

Ⅹ01a血Crecbe）では、私たちの到着した午

前九時前にまだ投票が始まっていなかった

のである。

スタッフたちは五時過ぎから集まって準

備をしていたのにもかかわらずだ。投票用

紙、そしてIFPのステッカーが届いていな

かったからである凸

投票の開始と終了を見守るのも海外オブ

ザーバrの重要な役目だ。私たち連合チー

ムは　この投票所が開くときまでとどまる

ことにした。

海外オブザーバーは　基本的には投票の

運営に責任がないボランティアである。投

票者　マスコミなと1こ話しかけたり　質問

に答えたりしてもいけない。何かあったと

きは　南ア人のスタッフに持ちかけ、対処

をお願いするだけである。

足りないものがあるからといって、私た

ちが登で運ぶのを手伝ったりすることもし

ではいけない。

この保育所には、青いテントがたてられ

ていた。待っているあいだ、できる範園内

で準備を速めていたとき、この青いテント

が問題だということにさがついた。

今回の南アの選挙の投票は、一人当りか

なり時間がかかるものだ。日本のように住

民登録というものが完備していないため、

ほかの方法で　ダブル投票”を防がなけれ

ばならない。

まずパスポート（身分証明書）に遠明色

のスタンプを押す。投票所に来たかどうか

印をつけられるわけだが、これは紫外線の

光にあてないと見えない。秘密投票を守る

ためである。

続いて、特殊なスプレーを指にかける。

この液体は　17～40日効果があるとい

われ、これもまた紫外線にあてないと、見

えないものだ。
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スプレr－したあと、実際紫外線の光の下

に手を入れてチェックするのだが、この青

いテントのなかではそれがはっきりとわか

らないのである。私たち連合チームについ

てくれていたCOSATUからのコーディ

ネーターは、すでに投票を終えていたので

試して見たが、指先が紫色に反応しない。

きゅうきょ、テントのとなりにある小屋

に紫外線の機械を移すことにした。

白人居住区であれば、足りないものが

あったらスタッフが自分の車を使ってで

も、すぐに問題を解決しようとすることが

できる。このようなキャンプ、農村地帯な

ど、交通・通信手段に恵まれないところこ

そ、もっと使先されるべきだろう。

不安や苛立ちを感じながらも、責任者の

マセモラさんは、肝っ玉母さん風の笑顔を

絶やさなかった凸

それでもIFPステッカーがようやく届

き、開始するのに十分な星を弓良り終わる

と、いよいよ門を開けることになった。

投票箱の前に立って管理する女性は、

「心臓がピきときする」といって、こぼれ

るような笑みを見せた。スタッフや、警官

たちがまず投票する。「じゃ、行ってくる

から」と、ついに乗たこの瞬間に、彼女は

幸せな気持ちを騙し切れない。

連合チームの専属運転手として私たちを

手†云ってくれているエリアスが、ここで－
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香に投票した。

バスでほかの投票所へ移動しようとして

いた人達は、どうやら始まるらしいという

様子をかぎとり、列を作り始めた。あっと

いう間に何十、何百人が集まってきた。

最初に門をくぐった小柄な男性は、明ら

かに肩に力が入っているようだった．みん

な、顔つきは真剣だ。

翌日もここを訪れたが　その後順調に夜

の七時まで行われたようだ。このキャンプ

内の投票所でさえ　二日目はがらがらだっ

た。多くの投票所は、列もなく、人気はま

ばらだったが、いかに人々が初日に投票し

たかったかがわかる。

「日本の有権者はだらしないね．自分の

ところの市長を選ぶのに40％の人しか行

かないんだから。棄権する権利だの何だの

といったって、せめて投票所に足を運ぶべ

きだjと、中島氏が実感を述べていた。
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二八の男たちが、私たちのオブ
ザーバー盲言動を助けてくれた。

プレトリア在i主の五日間、COSATU

プレトリア事務所からメンバーのシドニー

が案内役としてつくことになった。

街の中心から車で3～40分のソシャン

クーペというタウンシップに†主んでいる。

自分が生まれたころの60年代、両親が強

制移住させられたといっていた。

プレトリアウェストの製粉工場で働いて

いる。そこの労働者は全員が食品労組のメ

ンバ小という、クローズトシヨ‘ップ制を

とっている。彼はシヨ■ップ・スチュワード

（職場代表）として活躍しているようだ。

さまざまなところを回るには、彼のよう

に土地に詳しい人が必須だ。

鰻もオブザーバrとしての立場から私た

ちとともに遠挙に参加していたのだが、な

かなかそうはおさまらなかったようだ。

マメロディのホームレスキャンプの投票

所でIFPステッカーが届かなかったとき、

隣の投票所から一巻調達してきたのは、シ

ドニー・である。

本来オブザーバーぱ’いかなる介入も”

してはならないのだが、被にとってほそん

なことは言っていられない。初の民主選挙

にこの国を導いてきた脚いの中にいた人間

の一人として。

委任者のマセモラさんの支持を受ける

と、シドニーは運転手のエリアスを連れで

そこを飛び出して行った。

もちろん彼は、無謀にことをやろうとし

ていたわけではまったくない。IFPステッ

カ折を自分でせっせと投票用紙に貼ってい

たときも、「それはここのスタッフの仕事

だから」という私たちのアドバイスを素直

に聞き入れた。

ただ、そこにある問題を第三者のように

見ていられなくて、つい仕切ってしまう、

といった感じだ。

二日目　私たちは旧ボプタツワナの投票
4月24日のヨハネスブルグでの爆発で負

債した青年。気が動転してた様子だった
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またシドニーは、ここでは昨晩、政党か

らの監視人が投票者に「おまえはどこに投

票するのか」と聞いていた、と言うのであ

る。政党の代表者も一入ずつ、投票所内で

私たちと同じように不正を監視することが

できるのである。

自分はANCだが、PACを支持する身重

の黍がANCの強硬な代表になんかされて

はたいへんだ、と心配していたのかもしれ

ない。前日の様子からみて、どうなってい

るか知らずにいられなかったのだろう。

シドニーはこのときも、ステッカーが不

足しているところに届けたいといい、その

前に私たちが監視していた投票所の衰住着

から了承をもらったのである。だが彼は、

そこにつくまでボプタツワナだとは決して

言わなかった。

ほかの投票所と遠い、ボプタツワナでは

二日目も長蛇の列が続いたところが多かっ

たようだ。

（8）アンチ　アパルトヘイト　ニュースレター

所を通りがかった。

ここでは初日にやはり投票用紙やステッ

カーの不足などから投票が一時中断とな

り、人々がいらだって暴動が起きたところ

である。投票所である小学校の教室の窓の

多くが謝れていた。

私たちのチームは、ICFTUからボプタツ

ワナには入るな、カバーする必要はない、

との通達を受けていた。とにかく私たちは

安全第一に行動しなければならない。へた

に事故に巻き込まれれば、選挙過程にも支

障が起きてしまう。

シドニーはここにもどうしても、ステッ

カーを届けて少しでもスムーズに投票が行

われるようにしたかったのである。ここは

彼の住むソシャンクーペからすぐのところ

だ。

彼はこの日の朝、私たちを迎えに乗る

と、ここの投票所は昨夜11時までやって

いたんだ　と言った。ここでは妊娠5カ月

の彼の妻が、PACを代表して監視にあ　　投票用紙等の不足は、国勢調査が正しく

たっていたのである。 できていないことにもよるようである。あ
Il一　　・一、－、一．　‾、‾　▲‾‾　‾‾▼l



アンチ・7ハルトヘイト　ニュースレター

る地域では、人口がまったく正しくなく、

筆圧者がそのため用薫氏を多くとりすぎた、

とも伝えられた。

シドニーの母親は、暴動のあったこのボ

プタツワナの小学校で投票したという。何

時聞並んだかと聞くと、r五時間並んだけ

ど、楽しかったって普ってたよ」と彼は

言った。だがそれはなんとなく想像がつく

この日を何十年と待った黒人たちから見

れば、あと残りの数時間くらい、なんでも

ない。長い一日を友人と、家族と、思いき

り泰時しい日にしたいと思うだろう。

そしてもう一人、エリアスは普段は朝の

六時から夕方の六時過ぎまでコンビ（15

人乗りのミニバス）を運転する運転手だ。

信号持ちのとき，連合チームを乗せている

エリアスに　「早く戻ってきて俺たちをま

た運んでくれよ」と友達らしい人が大声で

話しかけた。

初めての日、彼は全然似ていない”ヒ

モ”みたいな兄といわれる人と一緒に来

た。見るからに弟に稼がせて酒代をむしり

取るというタイプの男だ。でもエリアスは

いつも陽気で明るい。

兄のほうは、選挙前視察中に白人の視線

が厳しいものと感ずるやいなや、オブザー

バーが車に貼るのを義務づけられている目

立つステッカーをはずしたがった。

翌日ぐらいからは、もう弟と一緒にはこ

なくなてしまったところをみると、あまり

やばい連中につきあわないほうがいいと

思ったりしたのだろうか　　　？

だがエリアスは、毎朝かならず約束の3

0分前に現われるという、凡帳面さだっ

た。美空をあまり話さないようで、こちら

も彼の吉葉はわからないからコミュニケー

ションができなかったのが残念だ。

どこに投票したのかと聞くと、rANC

」と屈託のない表情で答えた。

1994年5月1日発行　第三程郵便物認可（訓

生まれ育ったところで投票した
いというのは、多くの人の願望だったよう

だ。ユリアスも自分の住むマメロディで、

COSATUのスタッフも自分の学んだ小

学校で、母栽ま自分の子どもを産んだクリ

ニックで、といったように。

体の不自由を押しながらも投票所にやっ

てくる人々は、印象的だ。ソシャンクーペ

のある投票所では、マザー・テレサのよう

なおばあさんが一人で歩いてきた。

あまりよく目が見えないから、投票する

のに助けが必要だ。立ち合ったとき、彼女

は小さな声でrマンデラ」と責任者にささ

やいた。ANCと貰わず　マンデラの名前

を口にする高齢者の人達を、たびたび巨に

した。

よろめきながら、両脇に抱えられながら

も足を運んでくるその姿には、むしろ底力

を感じる。

選挙ですべてがバラ色に変わるわけで

はないことも、人々は理解している。しか

し、自分の一票が封二会を変え始めることが

できると、信じていることも確かだ凸

大統領就任式に参列したパキスタン

のプット首相は、ANC女性リーグの

ウイ二一・マンデラに招待され、ソ

ウェトを訪れる。「反アパルトヘイ

ト運動は反性差別運慶でもあった」

とたたえた。
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選挙オブザーバーとして情動した約十日間、自宅を離れてホテル暮しをした。普

段はまったく緑のない外食が毎日となり、緊縮財政で粗食になじんでいる私には、

やはり目を丸くするものだった。

連合チームが止まっていたホテルは四塁で、一泊360ランド（現在1ランド約

28円：約1万円）ここは労組オブザーバーの拠点となった∴朝食は別で、卯、果

物などフルコースで約750円だ。日本人ビジネスマンなどが泊まるホテルは、白

人居住区の郊外にあり、一泊500ランドくらいが相場のようである。労歯音の賃

金一月分くらいはすぐに飛んでしまう。

レストランではスパゲティが15～20ランド、サラダ（普通日本よりかなり大

盛）が9～15ランドくらいである。魚や肉のメインディッシュは26～30ラン

ドほどだ。ワインはピンからキリまであり、一本30～70ランド。ちなみに、日

本の運動も不買運動をやったネダーハーグワインは、スーパーだと一本14～17

ランドである。

ビールは高級ホテルのパーで飲むと4ランド50セント。レストランだと3～4

ランド。酒屋でlダース買うと、16～17ランドである。

最低の一つ星ホテルは60～70ランドで、テレビ、電話、トイレットペーパー

などはまずない。

フリー二・ジンワラは女性は、

そして】非白人”（インド人）と

して初めて国会の議長に任命され

た。彼女はこれまで女性全国連合

（WoE］en’sNational Coalit18rl）

でもリーダーをつとめ、あらゆる

人の声をとどかせる自由な議論を

守りたい、と語った。

（5／10「スター」）
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前田春入（ヨハネスブルグ在住カメラマン）

1993年の5月号で紹介された－ヒルプロウの少

女たち”の記事を覚えていますか。『ヒルプロウ

のホテルやアパートは、14歳くらいの少女たちが

暴力や時には殺人の恐怖にさらされながら売春を

行う舞台となっている。』

少女たちが売春をしている凸私は、この記事を

読んでショックを受けた。売春をしなければ生き

ていけなくなってしまう状況を作り出したアパル

トヘイトのきずの深さを、改めて思い知らされ

る。私はその現場を取材するために、友人の

ジャーナリスト、ロドリックとともに売春が行わ

れているというリトル・ローズニースホテルへ潜

入した。

スミット通りとクォーツ通りの角にそのホテル

はある。クォーツ通りにはスラム化したアパート

が立ち並び、売春専用のナイトクラブや酒場が存

在する。さらにこの通りには、昼間から酒に酔っ

た男たちや、強盗を企む数人のトッツイーズ（“

悪い戟”）の集団、売春婦などがいて、ヒルプ

ロトーの中でも特にラフ（危険）な場所になってい

る。いわゆるにぎやかなヒルブローの裏街道白

リトル・ローズニースホテルの入り口でボ

ディーチェックを受ける。ホテルに入るのにボ

ディーチェックを受けたのは初めての経験。汚れ

た灰皿とたばこの自動販売機しかない小さなロ

ビーに入ると、右手にバー、前方にゲーム・セン

ター（玉突き台）、左手にフロントがある。朝の

十時過ぎだというのに、バーからは激しいリズム

の音楽が流れている。

フロントにいる、受け付け嬢か売春婦か区別の

できない派手なスタイルの女性に、一泊の部屋代

はいくらか聞いてみると「65ランドよ」とにやに

やしながら言う。（1ランド現在的28円）

私たちはパーに入り様子を探る。ここは暴力団

の事務所かと思われるほどに、人相の悪い男ども

がビールを飲み4～5人の売春婦がたむろしてい

る。が、どれも少女ではなく年をとった売春婦た

ちだ。私は内心ビピッているが、それでも表向

き、オレもおまえたちと同じ、女を買いに来たワ

ルだぜ、というようなでかい態度をとり、堂々と

カウンターの席に腰掛けた。

一本2ランド60セントのカッスル・ビールを注

文する。朝っぱらからビールなど飲みたくはない

がこの零細気の波長に合わせるためには仕方がな

い。

売春婦たちは露出度の多い服を身につけ（例え

ば赤の超ミニスカートとか）、それぞれに色気の

あるポーズをとり、男たちの注目を集めようと努

力している。大きなお尻を左右に振り回しながら

クネクネと男たちの間を歩いていく女性。男たち

の目線が大きなお尻に集まる。大きな胸をプルブ

ルッと私の目の前で揺らし、「部屋に行こうI」

と誘いをかけてくる女性。私は無視する。女性た

ちの手には必ず部屋のキーが怒られており、この

キーが売春婦としての一つの証となっている。

スミット通りを東へ380メートルほど歩くと、

ホテル・ヨーロッパという名のホテルがあり、こ
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このバーにも少女たちの売春婦がいるそうだ。

ボディーチェックを受けパーに入る。雰囲気は

リトル・ローズニ【スホテルとたいして変わらな

い。男たちがいて売春婦がいる。私たちは再び

カッスルを注文し、周りを見渡す∴室内は薄暗く

て、見えにくいが、十代と思われる女の子たちが

三人ソファー一に座ってビールを飲んでいる凸ロド

リックが近づき話しかける。言葉が通じない。彼

女たちは英語が話せないで、ズールー語だけしか

しゃべれない。やっと見つけたが、残念である。

私たちは別の日、夜に再び出直すことにする。

私たちは作戦を考える。入り口でボディー

チュックを受けるからカメラを持ち込むことはで

きないト私たちは卓で行くことにした。ホテルに

バー、あるいは通りに立っている少女を見つけ、

車でほかの場所へ行き、写真を撮らせてもらうこ

とにする。

5月10巳、プレトリアの大統領就任式からヨハ

ネスブルグに帰ってきたその足で、またヒルブ

ローへ向かった。

夜七時半、私たちはリトル・ローズニースホテ

ルの前のクォーツ通りに借りていたレンタカーを

駐車した。私は車に残り、ロドリックが取材相手

を探しに行くことにする．トッツイーズの姿が多

く見られるので、私は危険を感じ、ロドリックに

早く帰ってくることを伝えると、彼は「5分ほど

で帰ってくるl」と言って、バーの中へ入って

行った。数件あるバーの入り口付近には売春婦が

たむろし、客を引っかけた売春婦がホテルに消え

ていく。

人相の悪いトッツイーズたちが室に近づいてき

ては私の蹄を見て「ヘィ、チャイニーズI」と叫

んでいる。私は、車のエンジンを切らすに、サイ

ドブレーキもかけず、ギアはローに入れたまま、

クラッチを踏み続ける。いつでも逃げられる態勢

を保つ。トッツイーズたちが様子を窺いにやって

くる。恐怖心で私の心臓の音が大きくなり、呼吸

数が増す。窓ガラスは完全に全部閉めてしさるの

1994年5月1渦行　護三触可

で、蒸し暑くなり息苦しレ㍉

30分が過ぎた。クラッチを踏んでいる足がふる

える。ロドリックは帰ってこない。錠を突きつけ

られたら、何の抵抗もしないで重を明け渡し、

走って逃げよう。いや、いきなり銃で撃たれるか

もしれない。ロドリックは大丈夫なのか。何か

あったのではないか凸1ロドリックのことが心配に

なってくる。といろんな悪いことを連想してしま

う。イライラと私はあせる。

逃げ出したい気持ちを抑え、心をなだめようと

窓ガラスを開け、通りで野菜を売っているおばさ

んに「トマトをください！」と叫んだ。車の中か

ら突然トマトをくれ！と言われたおばさん軋

ビックリした顔をしてトマトを持ってきてくれ

る。1ランドだという。ズールー語で挨拶する

と、「あら、ズールー語を話すのかい」と、親し

くなる。

このわずかな会話で少し恐怖心はおさまり、再

びロドリックの帰りを待つ。緊張感で体温が上

がっているようだ。クーラーを入れると急激に冷

え込み、小便がしたくなってきた。「オー！なん

てこった、ほんまに小便がしたくなってきたぞ

＝」通りでは男たちが立ち小便をしているが、私

は車の外に出るわけにはいかなレ㌔　あせる気持ち

から、もう我慢ができなくなり、トマトが入って

いたビニール袋を開け、もはやその中に小便をし

ようとしたちょうどそのとき、ロドリックが一人

が帰ってきた。「見つからなかったのかい？」と

私が尋ねると、ロドリックは・‥・「今日は駄目

だ。客が多過ぎて彼女たちは外に出られない」

（この日マンデラの大統領就任日は祝日となって

いた）という．とにかく、なんでもいい。私は

1秒でも早くここからずらかりたかった。エンジ

ンをふかしながら、飛び出すようにこの壕を去っ

た∴取材を始めて三回目。今日は朝から行くこと

にした。写真撮影をあきらめ、カメラなしでホテ

ルに入る。ボディーチェック受けバーの中へ。い

つものようにカッスルを注文しカウンターに腰掛
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に家出をし、友人の紹介で今のホテルに住み着

く。20歳だというが、幼い顔だちからすると17か

18歳に患える。タバコは吸わないが、ビールは飲

むそうだ。声が少しかれている。

昨日は4人の客をとり、160ランドの収入が

あったという。一人40ランドか。金のないとき、

つまり客がとれないときは30ランドでも謀るとい

う。3Dランド凸　日本円にしてたったの900円で性

を売ってしまう。部屋代として毎日65ランドをホ

テル側に支払わなければならないから、4人の仲

間と一つの部屋を使っている。エイズが恐いの

で、必ずコンドームを使い、週に一回病院で性病

検査を受け、その費用が30ランドかかる。

最後に、rあなたの夢を聞かせてください」と

質問すると彼女は、頭を低くして手で顔を覆い、

考え込んだ。しばらくして‥＝「なんだかわから

ない。いろいろと迷ってしまって。わからない。

ただ、もう一度学校に戻って勉強したい、つて気

持ちはあるわl」

彼女は銀行の口座をもっていて、少しずつ貯金

をし、学校へ行くための学費を貯めている。はや

く今の仕事（ウ）をやめたい、と言う。

約25分ほどのインタビューを終え、プリシアス

にお礼を言い、彼女のために持ってきたチョコ

レートを渡した．握手したプリシアスの手は、小

さくて冷たかった。

マンデラ大統領が誕生し、新しく南アフリカは

変わろうとしている。プリシアスのような少女た

ちが性を売らないで教育が受けられる社会になっ

てほしいと、私は強く思う8

ける。約10分ほど待ったが少女の売春婦は現われ

ない。昨夜は忙しかったので、まだ部屋で寝てい

るのだろうか。

バーを出て右仰の通路に出ると、そこには部屋

に上がるエレベーターと階段があり、売春婦たち

が5～6人立っている。みんな幼い顔をしてい

る。明らかに十代の女の子たちだ。「こんなとこ

ろにいたのか。やっと見つけたぞl」とはやる気

持ちを抑え、とりあえず先にトイレに入り用をた

し、再び通路へ戻る。

エレベーターの前に立っている女の子と目が

合った。彼女は「部屋へ行こう」と目で合図し、

部屋へ行くための階段を昇り始めた。

彼女は薄いピンクのTシャツに白のミニスカー

トをはいている。階段を昇っていく彼女の後ろ姿

は小さく、また朝から嫌な仕事か、というような

感じでとてもタルそに見える。

213号室。ここが彼女の部屋。部屋に入るな

り彼女は乱れたベットのシーツを整理して、窓を

開け空気の入れ換えをしている。私は椅子に座

り、さて、どう切り出すか考えていると、彼女は

素早く薄いピンクのTシャツを月削＼でしまった。

小さな胸が露出される。

私は慌てて「ノーl」と叫び、「早くTシャツ

を菅なさい！」と彼女にTシャツを浸し、ベッド

の上に座ってもらった。「私は遊びに来たのでは

ない白」「あなたと話がしたいだけだ。」と言う

と、彼女はとまどった様子をみせ、「どういうこ

とかわからない。」と言う。私は「あなたの今の

生活について話を聞きたいだけなんだ。」と取材

にやってきたことを説明し、「いつも客からいく

ら要求するのり」と尋ねた。「5DランドよlJ

「0Ⅰ（、78ランド払うから取材してもいいかな

り」彼女は何も言わなかったが、私は取材を始め

た。名前はプリシアス（仮名）。20歳。ポートエ

リザベス生まれ。コサ。父親は彼女が幼いときに

亡くなった。三人兄姉の末っ子。母親の収入だけ

では学費が間に合わず学校を途中で退学。5年前
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今、南アフリカの選挙と私たち
一一三巨の根の声を求めて－

4月24日　　　日本カトリック会館にて

第一都　議海　　　　自戸圭一（診

主に三つくらいのことについてスライドを使って話します。一つはジョハネスバーグを

中心とした都市の様子、もう一つは農村、トランスカイでJ VCがもっているプロジェク

トの様子、そしてそれ以外の我々からみて興味深いと思われる内容という構成です。

地名についていくつか申して義幸ますが、ジョハネスバークは経済的に一番大きな、東

京みたいな都市です。プレトリアは三首都制をとっている南アの行政の首都。立法の首都

はケープタウン、最高裁判所があるのはブルームフアンテインです。ジョハネスバーグの

地域をウィッツウォータースランドといいますが、隣接しているプレトリアと合わせた

PW地域を中心にした話をしたいと思います。ジェフスビルスコックーキャンプも、その

地域のプレトリア郊外アトリッジビル黒人居住区のさらに郊外にあります。

これは一般的な白人の家です。

次のスライド（写真1）はプール

ですね。だいたいプールがないと

いうのは白人社会では非常に恥ず

かしいことだという言い方を、冗

談でする場合があります。中産階

級、つまりサラリーマン程度にな

芸芸≡二、孟崇霊芝芸芸羞三鉦
ったS電気の方の家が、部屋が8　ま

つくらいある200坪はどの家で』土豪這
月9万円でした。都心から車で30 プール（写真1）

分くらいのところにあります。これは里人を徹底的に蟹隷のようにこき使って、つまり社

会の生産コストを下げることによって実規できたのです。日本の土地の値段が異常に裔い

ことを加味して考えても、南アの白人にとっても物価、特に土地の安さは異常です。私が

住んでいたところも12量くらいの都塵と8畳のベットルーム、藻ころぷことができるお風

呂と6畳くらいの台所がついて、家賃は月1万4千円でした。

次はジョハネスパ【グの街の中で、向う側の石造りは最高裁判所。これは昨年の四月暗

殺されたクリス・ノヽこの犯人を裁く法廷の様子です。こういう形でワーツと集まってまし

て、大変でした。キル、キル（殺せ、殺せ）と。写真振るのも命がけです。今日もこの会

場に来ている北海道新聞のUさんも、車のガラスを執られました。身ぐるみ剥されたジャ
ーナリストもいらっしゃいます。

これは南アのパトカーで、普通のパトカーというのはあまり走っていないのです。小さ

い普通車のバトカ1もありますが、たいたいはこういう童が衝の中をウロウロしていま

す。クリスマスの日に、私の家の1キロくらい東にあるヒルプロウという衝で、一晩に15

人殺されました凸　それに匝った南ア警察が大晦巨＝ま道路の脇を全部遮断してこの装甲車を
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何台も展開させました。防弾チョッキに自動′j、銃をかためた治安部隊を百何十人も展開さ

せて大晦日を祝いました。カウントダウンで4、3、2、1、0って言った瞬間に爆竹が

パンパンバーンと鳴ると、そこに銃声も混ざっていて、次の日の新聞には、これは戦争だ

と書いてあるのです。

個人レベルでは、我々が考えている以上に白人の邸も黒人の側も両方これからいっしょ

にやっていかないといけないんだと考えている印象を受けました。

これはその一例です。かつて費圧する側の白人警官と黒人がこのように話すということ

はなかったと思います凸　あったとしても。それは拷問か、いがみ合いかだったと思いま

す。これも一つの変化ではないかと思います。

日本のボクシングジムにロシアからナザロフさんという人がボクシング留学に来てい

て、その人が世界チャンピオン戦に挑戦したんですね。去年の10月か11月に、南アのディ

ンガン・トゥーベラさんという黒人チャンピオンとやったのです。篇局、トゥーベラさん

が負けたのですが、ボクシングが始まる前に、長靴タンスなどをやっていました．こうい

うことがだんだん社会の表に出るようになってきているのも一つの変化ではないかと患い

ます。ただ、南アの場合、白人と黒人の問題は非常に重い愚をのしかけていて、例えば去

年のミスコンの代表者は黒人で、ペントハウスのベントオブザイヤーがインド人でした。

これまではそんなこと雑対になかったのです。全員白人でしたから。それから、ボクシン

グのラウンドとラウンドのかわり目にプラカードを持った人が出てきますが、あれも1ラ

ウンド目は白人、2ラウンド目は黒人、3ラウンド目はインド人で4ラウンド巨＝ま白人と

いうように、もう大変な気のつかい方でした凸

次は日本でもだいぶ報道されている戦争の犠牲者の写真です。これはその遺族です凸　お

葬式のときに凍りに行きました。殺し方も身の毛がよだつような話しで、残酷なのでここ

ではその写真は入れませんでした。これは、殺された17才の女子高校生です。道を歩いて

いたら、お前はインカタのスパイだろうと言われ、ガソリンをかけられて燃やされてしま

いました。こういう撞電着が月に　300人くらいのベースで生まれていて、その90％以上は

一般市民です。

これは家を焼かれてしまった人たちが逃げてきたところで、食権配給をしている南ア国

内のNGOの人たちです。ただ、これは非常に問題があります。6ケ月間この体育館に住

んでいるわけですが、朝起きてご飯を食べさせてもらい、昼ご飯、夕ご飯も食べさせても

らって寝る生活を6ケ月も続けていると、依存体質が出来上がってしまうようです。自分

たちでは何もやろうとしない。これは、援助、人を助ける行為がいかに難しいかというこ

とを感じさせます。

写其2はジェフスビル・スクォ　ー＿〟】

ックーキャンプの様子です。今は

スクォッターキャンプを建てるに

も材料を売る商売がありまして、

千ランド、つまり3万円程度で段

ポ【ルやらトタンやら柱、石を売

ります。あるいは道路標識のいら

なくなったものとか。これはスク

オツクーキャンプ内部の様子です

ちゃんと庭を造って花を植えると

いうのは、私が今までに見てきた スク才ツターキャンプ（写真2）
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バンコクやアビジャンのスラムとはだいぶ違っていて、印象的でした。その庭の遣り方に

かなり白人の文化的な影響があるのではないかなという気がします。

ほとんどの人が失業していますから、お母さんはピーナツを売ったり裁縫したりして生

計を立て、男たちは朝から晩まで

ブラブラ、ゴロゴロというのが一

般的です。

スクオツクーキャンプの中には

幼稚園があります。これは一昨年

J VCが建てた幼稚園です。これ

が今、雨、風、早などで崩壊寸前

の状態です。あとでまたお話しま

すが、建物を立てても維持、管理、

運営ができないのですね。これ（

写真3）は中の子どもたちの様子

です。大人たちが暗い顔をしてい　　　　　　　　　園児たち（写真3）

るのに比べると、やはり子どもというのはどこの国でも元気です。元気すぎてよけいに早

く建物が壊れそうだということもありますが。

次はスクォッターキャンプ内のトイレです。このトイレもJ VCが改善しようとしたの

ですが、一年半経ってもまだ設置が終わらないのです。そういう問題もあります。

話が変わりますが、南アフリカはアパルトヘイトの時代に大量の教の人たちが近隣諸国

に亡命していました。AN Cのトップとかお金のある人たちはソビエトや東欧に行ってい

ましたから、帰ってきても何も困らないのですが、近隣ジンパヴ工やモザンビーク、アン

ゴラ、ボツワナなどに行っていた人たちは帰国しても仕事がありません。英語は話せな

い、字は書けない、計算できない・・・。それが犯罪の温床になります。なぜなら、武器を

持って帰ってくるからです。ソビエト製のAK47ですとか、カラシニコフとかがあちこ

ちにうじゃうじゃあります。それを防ぐために国連難民高等弁務官事務所がプロジェクト

を始めることになり、そのプロジェクトをJ VCが詣負うことになったのです。

次は都市と対昭的な農村です。こ

れ（写真4）はホームランドのトラ

ンスカイです凸トランスカイに限ら

ず、南アの黒人が押し込まれた地域

の土地はだいたいこういうところ

で、土壌侵食がすすんで農業がやり

にくい場所です。場所によっては全

然できません。

次はイシナンバ・コミュニティー

センターという、南アの人たちによ

率る南アのためのNGOです。ティベ

いうシンクタンクの統計によると、そのようなNGOが南アには5万4千もあるそうで

す。世界第－のNGO大国です。これは解放闘争が盛んだったことと関係しています。こ

れは、そこがつくった実験農埠、次はバン焼き重です。正確には、イシナンバが助力し

て、庶民レベルの人たちが自分たちで作ったものです。以上でスライドを使った説明を終
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わります。

話の本題はこれからなのですが、私の経験に限っていうことでお話するので、そのつも

りで聞いてください。私は、ジェフスビルの人たちが提案してきた一つのプロジェクトを

J V C側で担当しました。どういうプロジェクトかというと、それはジョブクリエーショ

ンで、日本語では職業創出とでもいうのでしょうか。具体的には、ブロックを作るので

す。今後ANCが大規模な住宅政策を推進するときにはたくさんの建設資材が必要になり

ます。それに乗っかる形でブロックを売れば、かなりの需要が見込めるのではないかとい

うわけです。もう一つは鉄格子。築塁的な治安の悪さのおかげで鉄格子が飛ぶように売れ

るのです。これもブロックと同じように売れないだろうかということで、溶接をやって鉄

材を作ろう、鉄製品を作ろうというのがプロジェクトの三つ目です。三つ目は、女性の人

たちのための裁縫。

J VCは、日本政府からO DAをとって、それを資金にして、あとは彼らで事業を展開

させていってほしいと望みました。これは結論から言うと、百分の－も出来ただろうかと

いう気がします凸　私の能力がない、あるいは足りないということを前握にして考えても、

ほとんどプロジェクトが進まないのです。

限られた予算の中で計画を作らなければなりません。例えば、ブロックだったら、一個

のブロックを作るのに砂がどれだけいるのか、セメントはどれだけ必要か、そのコストは

いくらなのか、そしてマーケティングの発想から言えば、そのブロックが一か月でどうい

う人たちにどれくらい売れるか、そういうことも考えなければなりません。目算が取れな

いことには事業が回転できないわけです凸　純利益はどれくらいで、儲けを働いた人たちに

どう分配すればいいのか、という問題もあります。これはプロジェクトを運営する組織、

つまり誰がり【ダーで、誰がマーケテイング担当で、誰が経理担当で、誰が営業担当なの

か、そういう組織が必要になってきます。これが彼らには組めないのです。これは決して

差別で言うのではありませんが、南アの人たち、特に底辺層の中の著しい現象として創造

性、創連力にかなりの欠落している部分があるようです。これはかなりの煉弾発言かもし

れませんが、あえて申し上げたいと思います。

それは実務的な面で、例えば計算ができない、字の読み書きができないから予算書を作

れないということもあります。だけど、字や計算のできる人はたくさんいるわけで、問題

はむしろ全体的な袖象的な思考をする創造力の問題です凸　それがバッと止まってしまうの

は、アパルトヘイトが黒人を低廉な労働力として使うシステムで、それは何でも白人がや

るシステムだったからです。黒人にチャンスを与えないのです。一切奪ってしまった。つ

まり、例を出して言うと、一本の高速道路をひくとき、高速道路をつくる決定は白人がし

ます。用地買収も白人がやります。必要な資材は白人が揃えます。採算が放れるかどうか

の計算も、工期決定も、そして現場のマネージも白人がします。出来上がった後の維持、

運営も白人がやるのです。使うのも白人。黒人は、スコップを渡されて、一回だけ萱場し

てくるわけです。余計なこと考えずに、ここに穴を振れ、と。そして、それは、本人だけ

ではなくて、お父さん、お爺さん、そしてその前からも営々と続いてきました。黒人は、

自分たちで何かをしようというチャンスをことごとく奪われてきたのです。

実態は変わらないのですが、法的にアパルトヘイトが終わって、じゃあ今度は自由に

やってくださいとなっても、先ず第一に意欲がないという問題があります。あるいは、意

欲があっても空回りしてしまうという問題があります。スクォッターキャンプでも、予算

を使いましょうと言うと、使わないでいつまでも置いておくのです。物を買わない。で
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は、予賃計画書を作ろうというと、じゃあ分かった来週の火曜日の量2時までに作ってお

くから後で来てくれって言われ、行ってみると酒飲んでマリファナ吸っているわけです。

仕方ないから、こちらも粘り強く粘り強く接します。できるだけ向こうの人たちの自発性

を尊重しようという理念がありますので、時間をかけて話します。すると、物をパァーと

買うわけですれ気が付いてみたら倍くらい予算がないと足りないような状態になるので

す。こんな状況ではまずいから組鞍をちゃんと作ろうよというと、組権はもう出来ている

と言うのです。ジェフスビル憲法があり、ジェフスビル大統領がいるのです。でも、それ

が実際に機能しているかはまた別の問題です。

とにかくきちんとやらないことにはお金だってどこに消えたか分からなくなって後で大

変なことになるよと言うと、じゃあミーティングをやる、と。そのミーティングでは　500

人くらい集まって最初にコシシケレ・アフリカの大合唱があり、その後にピーバANC－

ピーバマンデラト一致団結してこのプロジェクトを成功させようlそうだlと掛け声だけ

があって、最後にまた歌をうたって家に帰ってしまうのです。反対から建設へと変わらざ

るをえない流れに乗っていけないようです。今までは白人の体制に反対することで、自分

たちのアイデンティティーを確立してきたわけです。でも、これからは自分たちを取り囲

んでいる巨に見えないシステムを教のようにして自分たちの暮らしを何とかしていかなく

てはなりません。

最後に、話題提供というか、こういうことについて話し合いをされたらいいのではない

かということをいくつか言っておきます。

一つは、南アフリカは反アパルトヘイトの闘いの歴史があり、解放闘争を営々と続けて

きたことです。そして、外国人が思っている以上に黒人たち、特に中間層以上の人たち

は、もう反対の時代じゃない、建設をどうするかなんだという問題について真剣に議論し

ています。かつての反アパルトヘイト闘争固体はほとんど開発系の事業に変わっていま

す。これが4万5千あります。NGOにいろいろなレベルがあって、マンデラの右腕のエ

リックモロビが理事をやっているカギソトラストというものすごく大きなNGOは、選挙

後おそらく南アフリカ開発省のようなものになると言われています。年間予算300億ラン

ドですからね。そういう大きな組織から、ジェフスビルの人たちが自分たちでつくった地

域に根ざした町内会みたいなものまであります。

南アフリカの場合はOECDのタック委員会の規則の関係もあって、普通の発展途上国

のようにODAをボンと入れられない国です。日本政府・南ア政府という援助ではなく、

むしろ4万5千あるといわれるNGOを中心に社会の隅々にあまねく援助を行き渡らせて

いこうとする動きが、ヨーロッパでは十年くらい前から考えられています。日本も遅れば

せながらJVCが行ったりしているわけですが、そういう意味では他の発展途上国よりも

草の根の人たちとタイアップしていける可能性があると患います。ですから、向こうにど

ういう′トートナーをつくるかという問題を我々は真剣に考えたらどうかと思います。

乱暴な言い方なしますと、もう肌の色が白いか、黒いかという認識ではなく、パート

ナーとして選ぶのに黒人ならば誰でもいいという問題ではないのです。
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鵠　ヲ寅　会の　こご　案内

この容、南アフリカでは全人踵参加による総選挙を無事終え、歳入初のネルソ／　マ／テラ大統領の轟

生により新たに生まれ変わろうとしています。国家の法律や政治が変化することで、すくに泉人たちの生

活や保守的な自人たちの差別的な循神構造までもが変わったと理解するには無理があるものの、その後の

南アフリカの人々の抜手はだんだんと変化を見せ始めているようです。

ま増する突発率に暴力事件。教育問題に住居間臥彼らの将兼は決して安泰ではなく、むしろ熱の逆の

連続といえましょう。しかし、そんな状況の中でも法や政治の力だけに頼らず、自らの力で状況を変えて

いこうとしている人々が存在していることも諸かな事実なのです。

そこで私たちは、そんな南アフリカで前向きに生きようとしている人々の状況を知るために、南アフリ

カに栢通された方々からお話しを伺う催しを企画いたしました。この日本で、南アフリカの人々と共に、

現状を変革するための前向な第一歩を踏み出してみたいと思われる方は、是非こ参加ください。

一一　言己　－

（日　時〉柑94年6月相田（土）　午後6時～9時

（会　場1フォートラムよこはま　会議室1（桜木町lFF魚島歩3分、ランドマークタワー13F）

（内　容〉　‡講演「新生南アフリカの現状と女性たち」

講師／佐保　美恵子さん（積浜市在住・フリーライター）

1988年より6回（延へ日放400日）南アフリカを訪れ、今回の選挙にも立ち合う

この4月に「マリーの選釈‾‾アパルトヘイトを超えた愛」（文芸春秋）を出版

（甫アフリカの黒人男性と結婚した白人女性の半生を描いたノノブイクショノ）

l【鼎談「新生南アフリカを考える」（予定）

摩県　城〔明治学院大学国際学部教授・本会実行委月長）

備庶　彰（国字酸欠字数綬　南アフリカ問配所）

佐保　美藍子（上言己参照）

（入　場〉　50DR（座席先着100名）

（遠路先〉　写真展「南アフリカ」の人々神奈川実行委見会事務局（宮野）℡／FAX O45－982【5323

く共　催〉　日本国蘇ボラノティ7セノター神奈川事務所
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