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春の芸術祭

b y　奉公島多恵子
ロドリリク・マサラ

（在∃八不ス九ク、ヨオヒル【Yeoville］）

「持たざるもの」には遠いフェスティバル

9月上旬～10月半ば、南アは（ヨノ＼ネスプルクは、と言った方がいいだろう）“書の

芸術祭’といった雰囲気で一杯だった。この『A r t s All V e』（芸術は生きる）

フェスティバルはヨノ＼ネスプルグを中心に、ウイークリーメイル／英ガーディアン紙主催

の『国際映画祭』はヨハネスブルグとケープタウンを中心におこなわれた。芸術でもビジ
ネスでも、何か大イベントがあると、たいがいヨハネスブルグとケープタウンだ。それ
も、ケープタウンの方はどちらかというと小規模化される。そして又、多くの“いい什　イ
ベントは都市部、及び白人中心区域の郊外に限られる。

AA祭はソウェトやエルドラド・パーク（カラード地域）、レナシア（インド人地域）

でもいくつかの催しものがあった。ソウェトの教育センター（フング・センター）で行な

われたアフリカ音楽祭に行ってみたが、予想してたよりもこぢんよりしていたという印象

をうけた。同じソウェトでも、ヴィスタ・アリーナのような大きい会場ではサリフ・ケイ
タ（マリ出身）など大物ミコL【ジシャンを呼んでのイベントがいくつもあったようである

が、このフンダ・センターの方は、「コミュニティ」があまり巻き込まれていないという

感じを受けた。白人の人たちがコンサートのセットなしに来て、タウンシップの人が、何

かやってるなという調子で見にくるのである凸

内容的にはすぼらしく、いろんな民族の伝統的な踊りや楽器が披露され、とても本格的
なものだった。私などは、あれらの楽器の一つでも南アにいるうちに習いたいと思ったほ

どだ。「都会」の範疇に入るソウェトのタウンシップでもこのように盛り上がらないの

は、やはり主催の方法がまずかったのではないだろうか凸
ジャズ・イベントも多数あったが、AA祭に招待されていたアフロ・カリビアンバンド

『プラ・プラ・サウンド』のミこし1－－ジシャンは記者会見で、一連のジャズ・プログラムが

「プロに徹しておらず、現在の南ア音楽を代表するものではない」とこつぴどく非難し

た。参加者・団体との十分な話し合いがなく、芸術をうたう政策も見受けられす、又、資
金の使途も不明瞭というものである。（9／19「丹ユタり）

その他、工芸品市、選挙直前にトコザの銃撃戦に巻き込まれ死んだ「スター」紙のカメ
ラマンの写真展、作家フォーラム、詩の朗読などパフォーマンス、ダンス、大古本市、様
々な副が繰り広げられた。

その多くがやはり、タウンシップあるいはもっと郡市から離れたところに住む人々には

縁遠いものだったのが非常に残念だ。夜遅い催しものになると、どうしても交通手段を繹
保するのは難しいし、安全面のこともある血　イベントの85％は、（お金と車を）「持つ者

」のためだったというのが印象だ。

ウィークリー・メイル／英ガーディアン祇主催の『国際映画祭』となるともっともっと

都会に集中してしまう。ヨノ＼ネスプルグ地域ではローズパンク（ヨハネス中心から北へ車
で約15分ほどの、とても】キャピキャヒー　した歓楽街）の3劇場、ヒルプロウ（ヨノ＼ネス

に隣接したスラム化した区域）、ドヴソンビル（ソウェト）で上映された。後者2つの劇

場には行く機会がなかったが、やはりどうしても上映されるプロクラムは数がかなり限ら
れていた。

日曜の夜8時からローズパンクでやる『バンディット・クイーン』（「山賊の女王」シ
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ェヵ一・カブール監督）という映画を見に行ったが、無人は見事にロドリックだけだった

（と思う）
4・・、・51

（そして、赤ん坊を連れて入ってきたのも、もちろん私たちだけ）

人入りそうなほぼ満員の劇場で、約1割がインド人、残りは白人で

本でも公開されたかも知れないが、今年刑務所から釈放された37才の女性の今までの人生
に基づいてつくられた映画だ。
11才の時に「嬢」に出され、カーストでも低い階級に屈しているためあらゆる差別を受

ける凸　ある男にレイプされそうになり抵抗すると、「素行が悪い」として村を追い出され

る。あずけちれたいとこの家でも嫌われ、そこを飛び出し一人で歩いていると警察に逮挿

され、拷問・レイプされる。嫁ぎ先の家から金をもらった山賊団が彼女をさらうが、その
中で一人の男と愛し合う。だが、別の山賊リーダーが彼を撃ち殺し、彼女を小屋に閉じこ
め、数十人がヒロインをレイプするシーンは目を覆いたくなるものだ。彼女はこの盗賊に

素っ裸にされ、大勢の村人の前を歩かされる。その後、彼女は山賊のリーダーになり、奪
った金品を貧しい者に分けたり、「夫」に復苦しに行ったりする。警察の手がついにのぴ

てきた時、彼女は政府の前で武器を渡し降参するのだが、この時大勢の菟しい人々の相手
と賞賛にかこまわる。物語はここで終わるが、獄中彼女は何かの手術を受けた時、医師が

勝手に子宮をとり除いたという。「女山賊に子どもなんか産んでほしくないからな」と言
われた。
彼女が書いた日記が映画化されたものだが、憎悪、悲しみばかりだけでなく最後まで強

さ、愛を失わなかったヒロインに圧倒される。そして最後まで、きっと今も不正義に対す

る怒りを持ち続けているのである。

ある白人女性かロドリックに「pid you enJOy（楽しかった）ウ」と聞いたので、英語でこ

うやって隙くとき「どうだったり」という意味にもなるのかと確かめてみようと患ってい

たら、すかさず彼は「こういう映画見て、よくああいう質問の仕方できるよ。（アホな白

人、と言いたげに）」と言った。この女性は、hこういう映画【作ってほしくなかった
わ、みたいなことロドリックに言ったようである。ああ、芸術祭。

数年前の映画『ミシシッピ・マサラ』もインド人社会を破っているが、70年代のウガン
ダでのアジア人追放の場面があった。ここで黒人が元親友のインド人に「アフリカはアフ

リカ人のもの。黒いアフリカ人のね。」と言うと、NYとナイロビでは黒人たちが歓声を

あげたという。観客は跳びはね、「モイ（ケニア大統領）、アミン（当時のウガンダ大統
領）を見習えI」と叫んだ。黒人とインド人の恋人同士のドラマ、周囲の無理解などが展
開し、最後にもう一度この「アフリカはアフリカ人の」という言葉が回想シーンでリピー
トされると、NYでは静まり返った。（92年6／26－7／2「ウィづリーメイル」）

両方の映画を見にきていたインド人たちは、20－30代の若い層のようだった。カ【スト
も知らないし、インドへ行ったこともないだろう。これらの映画は、アフリカにインド人
として生きる人々のアイデンティティを問いかけるものである。

映画、劇、詩、歌詞、踊り・。これらの民族・人種の抱える悩み、悲しみを分かち合う
手段になる。アパルトヘイトで底辺においやられた人々が大多数のこの国でこそ、本来な

らこうした芸術が軍容に理解されるはずだ。来年はもっと南アの奥に、深くに手が伸びて
ほしい。

プログラムの一部

Ar t s All V e祭

『アフリカのリズム』全国交響楽団とアブタラ・イプラノ＼ム、イヴォンヌ・チャカチ

ャカ、レベッカ・マロへなど南アのミュージシャンたちのショー。（入場料R15）

『サリフ・ケイタ』西アフリカ、マリのミュージシャンのコンサート。（R25－35）

『ムバカンガ』ヨノヽネスプルグ中心にある大公園でのタウンシップ・ジャイブ、ジャ

ズ・タレス、ロックのミックス。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（無料）

『現場の詩神』取材中に銃撃戦に巻き込まれ死んだカメラマンの写真展。　（R2）
『作家フォーラム』亡命作家デニス・ブルータス、プーラ・タンドニー、ミリアム

トラーヂィ、チナ・ムショーベなどや外国の作家が、南ア作家をとりまく救治環境、
いかに読者を増やすかなど話しあう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R5）
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memo〝Wnga斤er

Messyjob　＝CleanersattheZ00Lakehadatoughjobremovingrubbishyesterday

afterSunday’sRadio702JazzontheLakeFestlVal pl⊂TUREGARYBERNAR［

前の日の日曜ヨにジャズ・フェスティバルが聞かれたズー・レイク。

清掃者はちらかった公園を一日中片づける」9／13「スター」）



［三三］
◆　前の週になされたブルームフォンテインにあるへンドリック・フルヴールト像を除去

するという政府の決定に対し、保守党はトランスバール州の会議で・「アフリカ】ナ▼は

自分たちの遺産・文化を守るためなら闘って死ぬ」と言い合った。覚のスポ【クスマン

は、フルヴールト像が倒される回りで人々がトイトイをしているのは、アフリカ【ナ」に

対する侮辱だと言う。一方国民党は、ANCがH近視眼的”に、感情的に議会にある彫刻

や絵を取り除き、地名を変更しようとしていることを非難した。またNPスポ‾クスマン

は、これはANC内部でうまくいっていないことを反映しており、ただ単に昔の政治家

（の彫刻や、その名のついた地名）から今の政治家に名前をかえればすむものではない、

と述べた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／12「叩ユタ州

◆　インカタ自由党は昨日、（南アの）失業やヨハネスブルグの麻薬問題は不法移民のせ

いだ、と非難した。同党のPWV州の広報担当マグバネは、彼らのせいで南アには仕事が

なく、不法移民を雇っている会社は罰せられるべきだとアピールした。（9／22「州エタン」）

◆　東チモール問題について話し合いたいという提案は・インドネシアのスハルト大統硯

によって・帯徳的に受け入れられた汁とマンデラは記者会見で語った。だが、スハルトの

反応についで詳細は明らかにされなかった。亡命中のチモール人は、マンデラがANCを

FRETI LIN（東チモールの解放運動）との長年の関係を捨てたように見えると言

い、怒っているという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／5「スタ‾」）

◆　RI）P（再建開発プロクラム）自書が大統領アドバイザーのジェイ・ナイドゥにより

公になった。来年3月に、より詳細な第二白書が出る。王だった点は次の通り。
・公秩具は憲法では首を切られないと保証されているが、組織として合理化をはかる。

・国家財産の見直し、不必要を見直されるものは売る

・屋に改革だけでなく、全面的な変化を生活にもたらす。

IMF（国際通貨基金）や世界銀行とのかかわりは、南部アフリカ全体としてのアプ

ローチの一環とする。

・プロジェクト（いずれも94／95年度）1ランド＝275円

〔小学校給食〕各州で50校、計38q万人の子どもに与えられるロ4億7280万ランド凸

［農村水道建設】7州の12地域。5950万ランド。

［土地改革計画】各州で1地域、統合された農村開発をすすめる026帥万ランド0

〔土地賠償・返還】クワズールー、ナタール、東ケープ、北ケープ、北西、東トラン

スバールの10地域に返還する。2380万ランド。

〔都市インフラ計画】150万ランド○

【全国都市復興・住宅計画】中小企業の開発。2000万ランド。

い卜塵開発い小規模農場の農垣主にトレーニング援助など。400万ランド。

〔“学びの文化”計画】学校再建。11億ランド。

〔診療所】農村、ホームレスキャンプに建設。25DO万ランド・6500万ランド（95／96

年度および96／97年度）
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◆　暫定教育白書によると、来年1月から生徒／教師の割合、クラス人数、（人種別など

に偏っていた）政府の予算を是正しはじめる。　　　　　　　　　　　　　（9／23「スター」】

◆　人権弁護士会は、死刑は効果的ではない、即削廃止すべきだと呼びかけている。前の

州、政府は7D人の死刑囚を終身刑に、8人を25－30年の減刑に、36人を不起訴にした。（

現在死刑囚は約　5M人）同会は、このような減刑こそ死刑廃止を更に強調するもので、又

法務局も、制憲議会が最終的に決めるまで曖昧な形になっている死刑システムは問題だ、

と言う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／27「スター」）

◆　法相ダラー・オマ←は、農場主／労働者のセキュリティに関する会議で、憲法は生存

の権利を保障し、制憲議会は死刑を達意と判断する、と述べた。　　　　（川／13「スター」）

◆　ルワンダで内戦がすでに勃発していた1992年に1800万ランド相当の南アの武器（R4

ライフル、Z　889mピストル）が売られた。兵器産業アームスコールの広報責任者、アバ
・オマーは、ルワンダへの武器輸出供給は中央政府が倒れ、フトウとツツイの民族的対立

が国を荒廃させるにいたると、武器供給はストップした、と言う。1992年より以前の売却

に関する詳細は明らかに出来ないが、南ア製の弾薬の多くはもう寿命となっている。これ

は、南アが国連一OAU（アフリカ統一機構）の連合平和維持軍に聾加することになった

ら、自国の武器を持つ人々と対時することになるのでは、との質問に、オマーが答えたも

のである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5／16「ビジ祁デイJl

また、4月には、ルワンダとセイシェルの武器取引の渦中にあったのはテルス・アーラ
ーズ（PWポタ大統領の秘書）と明らかになった。セイシェル革では元海軍で、治安警察

のスパイと関係があったクレッグ・ウィリアムソンと、何かと噂のあるイタリアのビジネ

スマン、マリオ・リッシが4m0万米ドル相当の武器をフトウ率いるルワンダ軍に売る仲介

をしたという。アーラーズはかかわりを否定している。　　　　　（10／8－9「ウィークリーメ仙」）

◆　アームスコール社と中東の武器商人エリ・ワザンの秘密取引が、政府と国防相に凶悪

をひきおこしている。デンマーク船アークテイス・パイオニアは、Alく47、G3ライフル

と弾薬34のコンテナを積んでレバノンに向かったが、そこの港湾当局に追い返された∴南

アのレバノン大使館は、武器はレバノン向けであったことを詐欺だとして否定している。

アームスコールと国防相、次官との間の会合で、同社はまたAlく47の不法貿易に関して

も詳細を明らかにしたという。70－89年、制裁でつぶれかかっていたアームスコールはA

K473850DTを買った凸　350DOは中国本土から残りはルーマニアとブルガリアからであ

る白　それらは、南ア特別駐留軍へ、そして約1万丁はアンゴラの反政府ゲリラ・

UNI TAへ振り分けられた凸

レバノンに送られた武器は最終的にはアンゴラのUNI TAに届くものだったと言われ

ている。これが真実なら、内戦がおこっている国に武器供給をしてはならないという国連

の禁給協定を破ることになる。

ワザンは、武器はレバノンからイエメンに送られるということをアームスコールに明ら

かにしていた。機密武器コントロール・リストによると、レバノンはカテゴリー2に入

り、手りゅう弾と12．7m口径までの武器は購入でき、カテゴリー3のイエメンには南アの

武器は全く売れないことになっている。

アームスコールは、ワサンに騙されたことを認めており、又、信用をなくす失敗をした

と言っている。ワザンは、紛争の絶えないイエメンのものであり、レバノン政府の要人で
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あるふりをしたと言う。（その後の新聞では、船はイエメンで入港を拒否されたと報道さ

れ続けている。レバノンなのか、イエメンなのか、レバノンは間違いだったという説明は

ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9月宋～10月上旬の各紙より）

軍：革産業をめ　く一　る　ここ　とiゴ

大統領がデネル社（攻撃用ヘリコプター・ルーイフアルクを製造している）を代弁

して声高に（アメリカ政府にセールスを）呼びかけたのは、大統領の国防産業への信

念と委託のあかしである。　　　　　　　　　　　（国防次官　ロ二一・カスリルズ）

我が大統領は先週、ワシントンの議会で今世紀最も発展的なスピーチをした。そし

て今日の世界の平和と健全さをあらわす声として称えられた。しかし、このノーベル

賞平和質受賞者は、それからプライベートな会談に入り、攻撃用ヘリコプターを執心

に売ろうとした。南アは今、恥ずべき過去と啓発的な新しい未来の狭間にいる。この

我々の過去の部分は教訓となり、そして又本当に葬り去られるよう願う。

南アが、国防次官が心に措いているように善意の防衛のためだけに武器を売るとい

うのは不可能である。89年乗、82の紛争があり90％の波音は民間が受けている。

（メソジスト教会主教　ビーター・ストレイ）

南アの武器売却、大臣の超高給を非難していたツツ・アングリカン教会主教だが、その

後、非難を受けたマンデラ大統鏡も“応酬”に出て、マスコミや一般大衆を心配させてい

る。マンデラはスチレンボッシュの会議場で、ツツ主教が「時流に乗ろうという誘惑に勝

てずに我々を批判している。」「個人的な利益、人気を得ようとしている。」リーダーだ

と言った。また、本当のリーダーだったら「まず自分のところへ来て尋ねるだろうし、そ

れから私は事実を伝えるだろう」と語った。（のちに南アの大臣、国会議員、大臣のアド

バイザーなどのサラリーは20％カットされることになった。この高給のことを南アで

はgravy traln　と表現する）

ツツはこれに対し、自分は数週間前の晩餐会の席でこれらの問題を抱起した、大続倭個

人には話していない印象を与えていると語り、また大統領が一般の政治家のようにふるま

い、批判されたことに対し本当かどうか答えず、かわりに自分の誠実さを傷つけていると

批判しかえした。

さらに、西ケープのANC議員プレラ二・ンタカもこれに先立ちマンデラが（大使や政

府の重要ポストへの）多くの白人を任命するのを批判したが、マンデラは「リーダーの立

場にあるものがその地位を利用し徹の手におちいるのは無責任であり、▼・人々は人気を

得ようと躍起になっている・‥我々は組織（ANC）の信用をなくし分裂させようとする

ものには容赦しない」と言った。この“徹【という言葉はマンデラのいつもの模範的なス

ピーチにはめずらしく、マスコミを驚かせた。深く分断させられた国を和解させようとい

う気持ちからつい出たものと考えられた。マンデラの厳しい言葉にもかかわらず、ングカ

の発言は広くANC支持の同情を受けているという。（9ノ28「ソウェタン1、10／2「シティ・ルス」）

※南アのある友人は、マンデラは白人の批判には耳を傾けるけど黒人には文句言われたく

ないのよ、と言った。
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◆　デクラーク大統領は前任者PWポタ大統領の伝記1ターン・プリンスロー箸）を検閲

し、面倒な発言を削ったという。伝言己は、内閣の会談の録音からも引用されているが、デ

クラークが89年に就任してすぐ、オリジナルの録音テープは抹消することが決定された。

伝記の中で億正・削除されたデクラークや他の大臣の発言は、次のようなものがあった。

⑳彼（デクラーク）は言った。「（三人種議会）システムは民主的なものでなければな

らないが、アメリカのそれのように自由が絶対なものとなるほど民主的であってはな

らない。

8枚（デクラーク）は、「おそらく内閣に自分の政治哲学と矛盾するライバルを入れる

のには反対していただろう。ポレイン（㊧アレクス・ボレイン‥白人リベラルの研究

者）や、カラードのポレインがここに座っているのを想像してこらんなさい凸」

0（当時の憲法開発相クリス・ヒュニスが、提案されていた三人種議会の法制化につい

て説明したあと、デクラークは［白人の］議会に加えて、三人種混合の第二議会をつ

くるべき、と言った。ヒュニスは反対したが、デクラークは）「もしカラードがそれ

ほどおろかで、人種別の議会がいやなら」カラードは選択の余地を与えられるべき

だ、と言った。

⑳「デクラーク氏によると、将来の体制のカギとなるものは、どんなに時間がかかろう

とも人種別システムと、全休的な（白人の）システムを分離することにある。」

◆　ポセリ盲学校の生徒　200人が様々な要求を掲げて授室ボイコットを行った。生徒たち

は①手紙は開封されず手渡されること、②学生評話会の結成、③妊娠している生徒の出産

後の通学、⑳付添いなしの外出許可、などを戒めた。　　　　　　　　　（8／26「乃エわ」）

◆　タポ・ムベキ副大統領は「抵抗から再建へ」と題したANCの今後の政策文書を本部

執行委昌会に提出した。選挙後のANCの長所・短所を見直し、また、内部の分裂やAN

Cと連帯してきたCO SATU（南ア労組会議）、共産党、シビックとの関係についても

触れている。来年の地方選挙こそANCが次に受ける試練であり、ここで決定的にするに

は、次のことが必要と訴える。

①実質的な変化を大衆にもたらすことで、“アフリカ人の支持”を証明する。そのために

は、様々な派閥に分裂するのを避けなければならない。

②IFPに譲ったクワズールー／ナタールで挽回し、ここ及びイーストランドでの暴力状

況に終止符を打つ。ズールー王族や伝統的リーダーは地方選挙に参加する政党とは関係

をもたぬよう説得されるべきである。

③インド人、カラードに向けられた国民党のプロパガンダに対抗し、これらの人種グルー

プに積極的に働きかける。

④RDPを全国的、地域的にも成功させていく上で、インド人、カラード、白人中流層を

巻き込み、支持を増やしていく。

同文書はまた、最も底辺におしやられたアフリカ人のおかれた状況をよくすることが目

標だが、それを他人種から脅威と見られず、全人種に利するようにしていくには大変な圧

力が運動にかかってくる、と述べている。

また、圧倒的に白人の独占するメディアは、本当に非人種差別的な秩序が出来ることで

編集、人見配置に関する政策や所有権等を温存できなくなることを恐れている、野党はそ

うしたメディアを大いに利用することが可能である、としておりCO SATUなどはAN

C政府を見守る役割をしていくことができるだろう、と触れている。　　　（9／2「スター」）
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RD Pをとりまく援助・投資ニュース

◆　マレーシアからの巨額投資が、土地デベロッパー部門に流れ込み始めた。マレーシア

のコングロマリット、ランドマークは建設・ホテル開発事業のため、ミッドランドに4000

万ランド（約12億円）相当の土地を買い上げた。また大企業の一つレナンもオフィス閂に

400万ランド（約1億2千万円）の土地を購入。南ア支部用のオフィスとともに、他のマ

レーシア系企業にも部屋を提供する。更にイドリス・ハイドラリクス社もケープタウンの

1等地のビルを　7（用万ランド（約2億円）で買い、マレーシア料理レストランにするとい

う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8／21「ビグネスタイムズ」）

◆　オレンジ自由州政府とマレーシアの間で結ばれた協定により、数百万ランドの投資が

見込まれる。投資は地方政府、カジノを含むホテル産業、そして農村の水道建設へとまわ

るという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18／川「封し」）

◆　瀬暗克己日本大便は、日本からの45億ランド（約1380億円）の援助について話し合う

ため、ジェイ・ナイドゥ大統領アドバイザーとの会見を求めているが、ナイドウ氏はR D

P白書の草案にかかりきりであるという。ナイドゥは主要援助国の大便に川月ユほに会う

予定。援助のうち1億75〔相方ランド（50億円）は2年間の助成金として、また8億7500万

ランド（約　25D億円）は25年ローンである。このローンは3％の年利で、25年のうち泣初

の7年間は返済不要という。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【10／2「1けトタイムズ」）

◆　E姪新聞とオメガ投資リサーチの共済で開かれた南ア投賢セミナーで、貿易産業相ト

レバー・マ二ュエルは外資を導入するための特別な環境をつく　り出すのは政府の重要な仕

事である、投資者に何を提供でき、又できないかを再考しなければならないが、（投資は

）生産性をあげ、雇用を増やすものではなければならない、と語った。南ア貿易懇話会の

牧浦利夫は、日本企業は注意深く投資を行っていくつもり、と言う。このセミナーで南ア

政府と企業は強い調子で直揺投資を呼びかけ、自国の豊富な鉱物資源をアピールした。又

マ二ュエルは、7～9月の労働争議は2産業に限られたもので、心配するに及ばない、と

言った。経団連は来月使節匠を送る予定。通産省のアフリカ課長代理は、政情不安、財政
・経済情報の欠如、アジアにみられるような安価な労働力の不足が直接投資の障害になっ

ている、と述べている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10／16「ビジネスタイムズ」）

◆　RI）Pは世界銀行からも援助を受ける予定で、それは「ヒモ無し」となる。議会の財

政常任委員会委員長、ジル・マーカスは、「我々はRDPの明確なプログラムをもってお

り、ローンはそれらに必要だと思われてはじめて受ける。民営化も、経済や黒人の地位を

底上げするものなら行われるべきだ」と語った。世銀とのと話し合いで、どのようなプロ

ジェクトを優先するかが決められるか、インフラ開発、中小企業援助、競争力改善のため

産業構造調整などに重点を置きたいと考えている。　　　　　　　　　（10／9「ビ銅スタイムズ」）



TV番組‘‘ソウル・シティ”

毎週月曜日夜6時からやっている番組で、ホームレスキャンプを舞台に、そこにある診

療所でおこる様々な出来事がドラマになっている。乳幼児や妊婦の健康に関するものを中

心に∴　子どもへの性的暴行を発見したらどうしたらいいか、などもテーマとして取り上げ

られる。英国石油、ソウェタン紙などのスボンサ【を受けており、同紙やスター紙には番

組で扱われたことがくり返され、子を持つ親への“教育広告”としてやさしい英語で説明

される。下の絵は母乳のよさや、離乳食の開始時期などを説明。どれも子どもが鼻カゼを

ひいたり、火傷をしたりした時はどうするか、栄養のある食べものは何かなど、ごく基本

的な情報だ。

ドラマの中では、（ノ＼ンサムな）白人医師が、黒人の女医にアタックしてもなかなかな

くどけなかったり、診療所建設でぼろもうけをしようとしている悪いヤツらが出てきた

り、妊娠したために解雇された労働者が工場長と談判したりといった人間関係がいろいろ

Goodbod－Goodhealth



！塑年10月1日発行　第三種郵便物語可　椚

女性・子どものページ

南アフリカはミス、ミスターコンテストが大好きだ。

新聞には、多い時には週2～3回の割合で見かけること

も。ミス・ソウェト、ミス・何とか大学、児童向けにも

ミス△△教会、ミス・南アインド人‥・㌔．9月にはミス

南アの選抜があったが、昨年に引き続き黒人が女王の庭

についた。去年の代表、ジャッキー・モフォケンさんは

初のアフリカ人とあってあちこちのマスコミを賑し、彼

女の写真にお目にかからない月などなかったが、今年は

比較的静か。最初は珍しかったが、「1回ならず、2回

までも黒人なんて・・」と失望したのかも知れない。

ある新聞によると、コンテスト会場の白人客は白人候

補を応援し、黒人客は黒人候補を応援し、拍手をおくっ

ていた、との興奮状態が伝えられた。これからはもう白

人は選ばれない、と危惧する人々も。一方、黒人たちは

民主社会になったのだからこれからはより自分たちにチ

ャンスが増えるのでは、と期待しているようだ。上はミ

ス・南アテクニコン、下はソウェトで行われるミス、ミ

スターローラス（何のことを意味するかは分からない）

の候補者たちだ。

日本では一部、ミスコンは女性の性を商品化するものとして反対、廃止の声も出ているが、こちらではま

すます全盛期になろうとしている。一時期、ANCがミス南アコンテストをスポンサーしている会社はもう

退くべきだ、というような考えを明らかにし、周囲は「（黒人を勝たせようとして）コンテストの王催権を

乗っ取ろうとしている」などと騒ぎたてた。アメリカのミスたちから昔話を聞いたことがあるが、女性たち

は奨学金ほしさに応募するものも少なくない、というが、それはここでもいえるかもしれない。　（T）

◆福祉・人口開発相エイブ・ウィリアムズは、ストリートチルドレンの数は150DOにものぼりうる、と語っ

た。又、92年には、36800人の子ども（18才以下）が28264件の離婚で影響をうけたという。（9／22「スト」）

◆矯正用シポ・ムズィメラは732人の子ども（18才以下）が獄中で裁判待ちをしていると発表した。

（8／19「スター」）

◆中絶、芳勤王に関する委員会が組或され、26人中15人が女性、男性メンバー5人は医師である。委員会は厚

生相に提言することになっている。現在、中絶はレイプ、近親相姦、あるいは身体に影響を及ぼす埼合のみ

合法的にできる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／9「スター」）

≪セ　クノ＼ラと脱≫
8月、ある女性が北西（ノースウェスト）州の農薬租、ロッキー・マレバネーメツィングからセクハラの

被害をうけたと公言し、一悶着がおきている。同州の女性議員たちは全員の名前で∴被害者の女性を全面的

に支持するという声明を出したが、全く相談をうけていない、あるいはこのこととは一線を画したいと思っ

ている女性などもあり、－ミステリー”が多いと言われている。女性の夫はカジノ委旦会の委員長に、父は

州首相によって護民官に任命されたという。又、ある他の女性も、マレバネーメツイングに対しウソのセク

ハラ供述をしてくれと政貯高官から言われたという。州首相となったポポ・モレフェとマレバネーメツイン

クはANC内でもしばしば琵争関係にあり、双方筋とも、両者の根深い権力争いがなくならないとコトは解

決しない、と思っている凸マレバネ【メツインタは首相になることを強く望んでいたが、一万でモレフェ

も、首相となった時にこのライバルを内閣からはずしてほしいとANC本部に訴えたとも言われる。女性と

農業相は、相互に名誉毀損などで訴えている。　　　　　　　　　　　（8月未～9月上旬の各紙より）



南アNGOsの今後

5月に新政権が誕生して以来、タウンシップを中心に社会に責献してきたNGOs（非政府組織）の

中には、資金が枯渇して活動を縮少、あるいは停止しなければならないところも出てきている。

6月、米企業（従業鼻25人以上）が南アで企業活動する場合、従業員にサラリーの6％を社会正義プ

ロジェクトに充てさせていた法律が廃止されたため、いくつかのNGO、そしてそのスタッフが余波を

うけることになった。（7／28「スター」〉

八一ニッシュ・フェガ一社はその一つで、診療所、孤児院、学校への援助そして窯入学生への薬学金

プロジェクトなど行っていたが、今後はなくなる。また同紙によると．ANC政府、COSATU、南

ア商工会議所等は、企業の行動規約を再導入するのは投資を遠ざけるので、反対しているという。

南アNGOsへの王たる援助は米国際開発局〔USAld）、EU、英領事館、デンマーク大使錆な

どであった。去年は11億ランド（約300億円）が、これらを含む組織から寄付された。（9／28「スター」】

良大の援助を送ってきたEUは、将来的にはNGOsは　自活【できるようになるべきだと言う。E

Uの政策文書によると、これからの資金援助はRDPにかかわる団体へと傾いていくだろうと言う。そ

れらは、地域／国両方のレベルを考慮したプロジェクトを行い、差別により社会の底辺に追われた人々

を代弁し、そして効率的に財政・人的資源を駆使できなければならない。ノルウユ∵一一・ピープルズ・エ

イド（NPA）も、援助は政府→NGOより、政府間へとなっていると指摘する。NPAのヘルダル氏

も、「NGOs援助がRDPと結び付けられるべきと考える」と言う。しかし、現在政府となったAN

Cを支援してきたNPAは、そのスタンスを見直し中だ。あと最低5年は援助を続け、関心のある女性
・環境・青年育成・技術訓練・雇用創出・文化プロジェクトに焦点を合わせていきたいという。

南アNGOsは、今はもう政府による露骨な弾圧がなくなったため、人権プロジェクトは過去のもの

になったと考える援助者が増えたと感じている。

8月下旬∴政府、NGO、シビック、労組、女性組織からの代表約200人が集まり、RDPとの将来

的なかかわりがどうなっていくつか、2日間に渡って話し合われた。ここで政府は、肥大した組織には

メスを入れ、効率的に活動できるものだけが南アで生き残れる、と言った。R】〕P遂行者ジェイ・ナイ

ドゥは、NGOsはRDPに如いて重要な役割を演じるだろうとし、「諸政策を実行していくにあたり

手助けとなるばかりでなく、本当に“再建・開発【となっているか評価する楓でもある。」と語った。

政府はもちろん海外からの（NGOs向けの）巨大資金をあてにしていることも確かだろう。54000あ

るNGOsは様々な分野で活動しているが、しばしば絶ぼり争い的であり、プロジェクト実行も不規則

で極端に財政援助を求めすぎる、などとも指摘されてきた。今やこの会議でNGOsは、技術・実質的

なサービスを提供できるものだけが政府や企業と競合し生き残れるということを宣告されている。ナイ

ドゥは・「何千ものNGOsと話し合う余地はない。NGOsは統一した団体をつくるべきだ。」と主

張した。会議の声明でも、NGOsの声を反映する全国的な構造をつくることに合意した。NGOsは

コミュニティ開発に羞ル、ては政府よりずっと経験がある。累人たちからの要望に一日でも早くこたえな

ければならない政府とNGOが共同してやることはたくさんありそうだ。

RI）P白書では、政府はより厳密にNGOをコントロールし、またNGOの支援は将来的にはコミュ

ニティ・大棚へのものとシフトしていくだろうと述べている。アパルトヘイト時代のNGOsの役

割を評価する一方で、これからは政府がそのようなプロジェクトを当然しなければならないものとし

て・考えているようである。またNGOsの活動は、今後、大学、テクニコン、技術芦校、企業・官庁

のトレ‾二ンクセンターなど全国的なネットワークとして広げられるべきでもある。政府のNGO支援
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が基本的にはRDP推進のためである凸ナイドゥは、NGOsよりコミュニティが力をつけていくこと

を目指し、またコミュニティがどのNGOsとともにやっていくか選択することも可能だ、と述べてい

る。（8／19－25．8／29－9／1「ウイークリーメイ机からも引用）

だった �ロンエクトを行う 

イア � 

物価のはなし⑦ 日本・中華食

ヨハネスブルグのコミッショナー通りをジョン・フォルスター刑務所に向かい酉へ行くと、中華街と

言われる場所があり、中国・日本の食べ物、民芸品、食器を売る店やレストラン、東アジア向けの国々

への航空券を売る旅行会社などが並んでいる。納豆や塩辛などちょっと‘特別’なものを除けば、豆腐

や蘭物なども含めて、まあ大概のモノは手に入る。中国製のインスタントラーメンは一食2～25ラン

ド（1ランド約275円）。日本製のハナマルキ味噌は5川gが12ランド、中国製のはビン入りのが37晦

で7ランド。醤油は台湾の1リットルものが8～9ランド。日本製のキッコーマンとかはとても高い。

筆者たちの住むヨオビルにある自然食品屋では、キッコーマンの750mlの小さいものが28ランドで売ら

れていたが、これらはちょっと暴利をむさぼり過ぎている。こうした材料は、郊外の店になるほど高く

なるようだ。

今年になって初めて南アの已本会レストラン「だるま」に行く機会があったが、日本の値とそう変わ

らないのにピックリ。それでも夜は、日本人、中国人、白人客ではぼ満員という盛況ぶり。私などは、

日本から来る方の「ごちそう」にでもなれない限り行けない所だ。うな塞が68ランド、刺身盛り合わせ

（といっても2人で平らげてしまうような分量）56ランド、茶施蒸しは12－3ランド、ちらし寿司56ラン

ド、…といったところ。日本料理レストランでみかけるものはほとんどある凸　25日ランドの懐石料理

コースのようなものもあった．日本料理がヘルシーだということは、ここ南アでもTVや雑誌で時々紹

介される。

ちなみに、里人労働者が昼食に食べるものは、ふつうパン半斤（約80セ川、コーラ（約2テ雄）、500血

のミルク（1．5ランF）、あるいはⅠ叩0軋ZIと呼ばれる、カロリーの高いヨーグルトのようなサワーミルクで

ある。
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子どもの虐待、うなぎのぼり
帖ludl戊l kaIbrvey

4月の選挙以降、子どもの虐待およびレイプが急増している。治安・安全MECのジェシー・ドゥアル

テによると、PWVにおいて、子どもの虐待とレイプが選挙以降40％も増えているという。警察統計で

も、昨年1年間で16，809件だったのに対し、今年1月1日から8月31日までですでに13，508件が報告され

ている（下の表）。また、子ども緊急サービスには、月62．000から72，D80～1日約2500の～電話が入ると

いう。子ども擁護の活動をしている組織は、学校、教会、地区集会などで子どもに体験を語らせようと働

きかけた結果、もっとたくさんの報告がなされているという。

ゴールドストーン委員会の報告蕃『子どもと暴力』の筆者であるブライアン・ロックは、子どもの虐待

の報告件数が増えたのはこれに反対する運動がさかんに行われるようになったから、と見る。「子どもに

対する関心は高まってきています。国連の『子どもの権利集約』の採決や、子どもの権利委員会の設立な

どに見られるように、子どもの虐待に関する教育もさかんになってきました。」と彼は言う。

ソウユト子ども保護部会巡査部長スーザン・セポレディショは、地域に入って虐待への認識を高める活

動を始めてから報告件数がぐっと増加したという。「今週の2日間で既に私は6才から14才までの子ども

のレイプ10件、4才と7才の子どもへのわいせつ行為2件、捨て子1件、を扱いました。先週は26件の捨

て子がありました。」

子ども緊急サービスでも同じようなことが起きていて、ソーシャルワーカーチーフのコリー・カルツい

わく、全国に16あるセンターに、24時間体制でもっと多くのソーシャルワーカーを確保する必要があると

いう。カルツも、虐待に関する情報が行き渡ってきているため、電話が増えてきている、とする。「西ケ
ープとPWVで電話件数が多いですね。人口が密集していること、犯罪に対して認識が高いこと、のため

である。」彼女によれば、ほとんどが「義父か、親類」からの虐待であるそうだ。

「ジョハネスバーク子ども福祉財団子どもと家族部」部長キャロル・ビューズkLこうした問題の原因

には失業によるストレス、アルコール、ドラッグなどがあるのではないか、という。子どもの虐待はタウ

ンシップやスクォックーキャンプで多く起こっているのではな

いか、という論調にビューズは次のように反論する。「いたる

ところで起きています。ヒルプロウのような人口密集地でも、

北部の郊外でも。」

人々の関心が高まるにつれ、こうした虐待をなくそうとデモ

行進などをする団体も出てきた。「暴力に反対する女たち」の

代表、マセチャバ・マバソは「ソウェトにおいて、この間題が

いかに深刻であるか、私たちはずっと言い掛けてきました。私

たちは署名を集め、法務大臣、治安安全大臣、弁護士、行政長

官などに手癒すことにしています。」と話す。マバソたちの会

は、こうした犯罪者を終身刑に処すること、裁判で子どもがそ

の言い分を語りやすい環場をつくることを要求することにして

いる。

「子どもの虐待に反対して行動するグループ」は、虐待した

者の処罰を強化するよう求めた署名15，000人分を持って今週の

土曜日、ヒルプロウ署までデモ行進する予定だ。訳；弘中敦子

ぬpe　　　　　　　4736　　　4042

SodW1y　　　　　　431　　　280

Incest　　　　　　146　　　　　98

1ndecent assault3439　　　　2450

Sexllal offerlCeS1834　　　　　698

At e恍Ipted mder175　　　149

Ser181JS aSSault　1339　　　　1189

Comn as肌lt　2364　　　　1913

AhluctlOI1　　　　　522　　　　　461

Kldnapplng　　　　654　　　　594

Chlld11eglect　1969　　　1634

計16809　計13508



6月18日（土）

フォーーラムよこはま会議室

第一部　　講演　　佐保　美恵子

【主催者】写真展『南アフリカの人々実行委員会』の宮野と申します。本来ですと、実行

委員長の膠俣誠先生がご挨拶をするところですけれども、今日はあいにく南アフリカに行

っていますので、代わりにご挨拶させていただきます。

私たちは昨年ヴィククー・マトムさんの写真展をこの会場で開かせていただきまして、

シンポジウムも開催いたしました。そして、今年はその記録集をこういった形でまとめさ

せていただきました。その記録集の中にも出てくるのですが、私たちのスタッフでJ VC

のスタッフでもある津山直子さんが、ヴィクタ一・マトムさんと結婚して南アのスタッフ

としてがんばっています。今年は、できましたら彼女と彼をいっしょに呼んで、又、新生

南アの人々ということで写真展を開催したいと思っています。その延長ということで、こ

れまでの間、2ケ月おきくらいにこのようなシンポジウムや講演会を開催してきました。

【佐保】フリーライク1の佐保と申します。『マリーの選択』という本を今年の5月に出

したのですが、このマリーという南アフリカの白人女性は、黒人男性と結婚して非常にポ

ジティブにパワフルに生きている女性です。今日は、彼女の目を通して見た南アフリカや

彼女の生き方、そして彼女の生き方に影響された私自身の変化などをお話ししたいと思い

ます。その前にちょっと皆さんに聞いていただきたいものがあります。（「コシシケレリ

・アフリカ」の曲）

この曲を聞いたことがありますか。知っている方は手を上げてください。けっこういら

っしゃいますね。ありがとうございました。この曲は、「アフリカに神の幸いあれ」とい

う曲で、南アの国歌に新しく加わりました。南アには国歌が2つあって、1つは白人政権

の時代からうたわれている歌。それに、自由の象徴だったこの歌が加わったのです。なぜ

この曲を聞いていただいたかというと、私にはこの歌にすごく思い入れがあるからなので

す。

私が南アに入ったきっかけを少し話します。私自身は南アのことに興味があったわけで

も、反アパルトヘイト運動をやっていたわけでもなく、ごくごく普通のフリーライターと

いう仕事をしていました。実は、前はファッション関係の仕事をしていて、たまたまニュ
ーヨークで見たミュージカルの『サラフイナ』に衝撃を受けました。当時、私自身、仕事
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のこと、生き方のこと、恋愛のこととか、ごくごく普通の女性が悩むような悩みを漠然と

持っていて悶々としていたとき、（『サラフイナ』で）すごく輝いている子どもたちに出

会って、彼らがどうしてこんなに輝いているのか見てみたい、と患ったのがきっかけでし

た。好奇心旺盛で、南アに行ってみたいとは思ったのですが、どうやったら入れるのか分

かりません。いろいろ本を読んで南アの歴史とか社会とかは何となく分かったのですが、

そこにどんな人たちが暮していて、どんな生活をしていて、私たちと同じような悩みを待

っているのかとか、そういう日常的な人の顔が全然見えてきませんでした。これだったら

行ってみるしかない、と思い1988年12月に行ってみました。

さきほどの「コシシケレリ・アフリカ」の話しに戻りますが、その年の12月31日という

のは、私にとって忘れられない日でした。南アの黒人居住区でソウェトというところがあ

るのですが、そこである家族と共に大晦日を過ごしました。今でもソエトのお父さん、お

母さんと呼んでいる家族がありまして、みんなで歌ったり踊ったりしたのですが、そのと

きに「コシシケレリ・アフリカ」を歌ってくれないかと詔んだのです。私と同年代のズワ

キという青年が、この歌はうたえないと言うのです。何故かというと、ビ≠ルを飲んだり

する酒の席で、神聖なこの歌はうたえないのだ、と。これは、自分たちにとって自由を獲

得するための歌であって、アルコールの席では唄えないとバシッと言われました。その人

のお兄さんが、日本からわざわざソウェトまで来てくれているのだから、うたおうよと言

ってくれたのです。うたい始める前に彼らが何をしたかというと、まず玄関の外を見回し

てからカギをかけ、カーテンをしめてから、右手のこぶしを上げて日をつぶってうたい始

めました。その当時、マンデラさん率いるANCは非合法組織でしたから、自由の歌は公

の場ではうたえなかったのです。彼らは、警察の目や通報者を気にして、ひっそりと静か

にうたってくれました。そのとき私は初めて、何も知らずに南アフリカに飛び込んで何と

なく百分のセンチメンタリズムみたいな部分で－「コシシケレリ・アフリカ」をうたって

よ“と言った自分と、そういううたいたい歌もうたえないことが自由を奪われていること

なんだということを目の当たりにさせられて、胸が痛んだのを覚えています。

その後、毎年のように南アに入り、91年にさきほど話したマリーという女性の取材をし

ている時にも、またこの歌を聞きました。もちろん集会やなにかに行くと、必ず出てきま

す。私の中で印象に残っている「コシシケレリ・アフリカ」の2匝巨＝ま、当時、バックス

というマリーの夫が逃亡している時に、彼女の寝室から聞こえてきた歌です。私がそっと

寝室をのぞくと、シケレロという当時6ケ月くらいの子どもを寝かしつけながら、この自

由の歌をうたっていました。私は、「あっ、本当に美しい母親の姿と、美しい歌だなあ」

としみじみ感じました。彼女は、自由の歌を子守歌にするなんて自分は変な母親ね、とい

うふうに言ったのですが、それがまさに彼女がアパルトヘイトの下で白人女性が黒人男性

と結婚して、子どもを育てているという現実をあらわしているなぁと居いました。

この曲の3つ目のエピソードは、今年の4月中旬～5月にかけて選挙の取材に行ってき

たときのことです。選挙が始まったのは4月26巳からですが、その前の週の日曜日に、国

民党の達挙キャンペーン集会を取材しました。ステージにはデクラーク大統領と奥さんが

いっしょにいるのですが、漬説が終わったあとで何とデクラーク大統領がこの歌をうたっ

たのです。バンドの演要が始まってうたうのですが、今までうたったことのない、しか

も、長い歴史の中で黒人たちの歌というか、敵の歌だった款を、白人最後の大統領が下を

見ながら、たぶん歌詞を見ていたと思うのですが、戸惑いがちにうたったのです。それを

私がショックに感じたのは、けっして悪い意味ではなく、時代が変わったなぁと、その変

化がショックだったし埴しかった。88年には黒人たちがドアを閉めてひっそりとうたった

歌を白人最後の大統領が民衆の前でうたったという時代の変遷の中に∴　マリーの変遷もあ
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るのですが、そこに住んでいる人間ではない私にとっては浦島太郎になったような気がし

ました。

南アにこの6年ぐらい関わってみて患うのは、この国は本当に何でもはっきりした、怖

いぐらいにあからさまなんです、すべてが。肌の色でも、住むところも、受ける教育も、

それから仕事も。賃金格差もあって、すべてが区分けされていました。そういう差別があ

るから人々の偏見も大きくて、知らない人に対する偏見があるからコミュニケーションが

ない、ないから偏見がますます増幅していくという状態です。そういう中で非常に特徴的

なことは、問題があからさまだからそこに生きている人たちがものすごくダイナミックな

のです。抑圧が激しいけれど、それに対する対抗も激しい。例えば、今まで普通に生活し

ていた女性が、あるとき国の矛盾に気付いてその疑問をどんどん追いかけていくうちに、

今まで自分が受けてきた20年、30年の教育で教えられてきたことが嘘だったと気付いたと

き、その反動はものすごく大きくて、逆のほうにものすごい力で進んでいくのですよ。マ

リー以外にも、そういうダイナミックな人たちにたくさん出会いました。私が、借金をし

ながら何度も南アに行くのは、どこかに仕事抜きで、そんなタイナミックな人たちに会い

たい、そういう人たちに会って生きるエネルギーみたいなものをもらって帰りたい、それ

が楽しいということがあると思います。マリーとかバックスとか、固有名詞で呼べる友だ

ちに会いに行くと、また友だちが増える、そういうつながりの中で人間的なパワーをも

らってくるというのが、私が南アに行く一番の動機じゃないかなと思っています。

その中で一番私自身が深くかかわって影響を受けた女性がマリ一・オーテンタールとい

う女性です。彼女のことを簡単に説明しますと、1951年に生まれた女性で、リベラルな家

庭に生まれたわけではなく、保守的な白人家慶に生まれて高校時代までは何の矛盾も感じ

ずに育ちます。高校時代にアメリカに行って、そこでアジアとかアフリカとか南米の人た

ちとも接して、肌の色が違っても何にも変わらないじゃないかと気付き始め大学時代に出

会った友だちからも影響を受けて変わっていきます。一大転換になったのは、バックス・

マゴワザという11才年下の黒人青年との恋でした。二人が出会ったのは1983年で、84年ぐ

らいからいっしょに暮し始めました。その当時は今と全然違っていまして、異人種問の恋

愛を法律で禁止していて、もちろん結婚も禁止していた時代です。披らの男女関係が発覚

すれば、黒人はほとんど刑務所行きで、白人の場合は刑務所に行かないにしても家族から

孤立していくという状況でした。そういう中で彼女は彼のことが好きだという思いで一緒

に暮し始めて、1985年に子どもを生みます。子どもを生むか、生まないかということを

迷った末、決意して生むのですけれども、生んだときに夫のバックスは過去の活動が原因

で獄中に入っていました。彼女は一人で友だちに付き添われて子どもを生みました。その

後、彼は刑務所を出たり入ったりするのですが、1990年にマンデラさんが釈放された翌月

の3月に彼らは正式に結婚します。黒人居住区で、本当に時代の変わり日を象徴する様な

盛大な結婚式を挙げました。その時、彼女は2人目の子どもを凛壬娠していて、その年の

7月に生みますが、その子が生まれる前巳に彼女の両親が黒人の強盗にあって殺されるの

です。その現場に駆けつけて、そこで陣痛が始まって、そのまま病院に行って翌朝子ども

を生むということをやってのけました。その後もバックスが最高裁で負けて逃亡し、逃亡

の期間中は彼女が経済的にも精神的にも一家を支えました。

彼女はなんでこんなに強いのだろうかと、自分自身の将来に対して弱気になっていた私

とは対興的な女性でした。いろいろな幽難があるにしても、私はそんな人種差別の中で生

きているわけでも何でもないし、彼女の困難さに比べれば函難があるなんて言えない状況

で悩んでいた私です。家族からの決別、社会からの孤立、それから警察の白など困難があ

るなかで、彼女は何と言っていいのでしょうか、少しも気負っていないのです。当り前の
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ように自分白身でこの生き方を選びとったのだから、ということで、もちろん途中何度も

挫折しそうになるのですけれども、それを乗り越えて生きているのです。彼女のそういう

強さに私は興味があって、彼女の人生を追いかけてみたいなと患いました。彼女の人生を

追いかけることで、きっと何か見えてくるのではないかと今までずっと付き合ってきまし

た。

彼女との関わりの部分をお話しする前に、今回の選挙の取材で、私はこの南アでまだま

だ珍しいといわれる黒人と白人のカップルで多分マリーのような波乱万丈の人生を歩んだ

人はいないのではないかと思うようになりました。その彼女が夫と共にどのように選挙を

みるのか、国が変わっていくということをみたくて、私は2週間の取材の後半はずっとマ

リーたちといっしょにいました。マリーたちといっしょにいてよかったと思うのは・邑旗

が変わるという瞬間の儀式をビーターマリッツバーグというマリーたちが住んでいる町で

立ち会うことができたことです。過去の南アとこれからの南アがそこでシンボリックに出

ていました。市庁舎前の前に鉄柵があって、その外慨に通りがありますが、夜中の12時前

にマリーたちとそこへ行くと、たくさんの里人たちがワァーと集まっていました。彼ら

は、市庁舎の中庭には入れません。市庁舎の中庭にはまだ古い匡旗があって＼それがライ

トアップされています。ヨーロッパの伝統を感じさせるビクトリア調の重厚な建築の市庁

舎の前に白人といくらかの黒人の役人たちが整列し、12時になるとバグパイプの演奏が始

まって古い旗が降ろされていきました。白人の役人たちは、それを何とも情けなさそうな

寂しそうな目で見ています。その柵の外側では黒人たちが歓喜乱舞で、こうやって手を上

げながら「ANC、ANCl」というANCコールが上がってくるのですね。バグパイプ

の音をかき消すようにANCコールがわき上がって、それにつれて新しい国旗が上がって

いきます。ちょうど柵の境目のところで、マリーとバックスが柵にすがりつきながら新し

い国旗があがっていくのを見ているという瞬間に立ち会って、私は彼女の生き方が出てい

るような感じがしたし、その瞬間に南アは生まれ変わっていると感じました。

くその様子のビデオ上映さ

このビデオを撮っているときは夢中で分からなかったのですけれども、改めて見てノヽッ

と気がついたのは、マリーの日がうるんでいるのですね。多分この瞬間に、彼女はバック

スと出会って闘ってきたことが脳裏をよぎったのだと思います。この後ゝ私はマリーとい

っしょに自宅へ帰るのですが、彼女が重の中でポッンと一言いったのは、自分は選挙が一

番大切なことだと思っていた、だけど逢うのよね、と。選挙はもちろんものすごく大切な

ことですが、どこの敢党がどういう運営をしていくのかという、ある意味では第二段階の

政治上のかけひきの世界になっていきます。それ以上に大切だったのは、あの旗が変わる

腰間でした。あの瞬間に南アは生まれ変わったのよ、と彼女が言ってくれて、はじめて今

回の選挙の敢材のエアーポケットだったなと患いました。さきほど私は、南アの社会は非

常にあからさまな社会だと言いましたけれど、あからさまな社会であると同時に、選択を

常にせまられる社会だと思います。すべて自分たちの意思で選びとっていかなければなり

ません。国の政治ということに関しては、黒人の人たちは選びとっていく権利を今回はじ

めて与えられたのですが。

私自身、本当のことを言うと、南アに生きている白人にすごく興味があります。それは

どうしてかというと、彼女たちは人生を左右されるような選択をせまられています。白人

たちは、アパルトヘイト際止を支持するのか、アパルトヘイトにすがりついて生きるの

か、どちらかを選びとっていかなければいけないわけです。しかし、それを選びとってい

る人たちは非常に少ないのです。みんなアパルトヘイトの温室のようなところで碁してい

るのでほとんど疑問も持たずにいるのですが、マリーの場合は外の世界を見ることによっ
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て矛盾に気付き、その矛盾に旨をつむっていることができずにNOと言い始めた女性で

す。何かを遥びとっていくことの戸惑い、白人社会と黒人社会の狭間でどっちにしようか

と迷いながらも自分の信じる方向に確実に選びとっていく、選べばまたそこに匪雑が生じ

るけれどもそれでも諦めずに選びとっていくというパワーにすごく興味があります。それ

で、あえて自人たちに興味があると言ったのです。

マリーの場合もパックスの子どもを生むか生まないか、ということで悩み、最終的に生

むという選択をし、そして彼と決して理想的なカップルではなくて何度も挫折があり、夫

婦ゲンカもするのですけれども、彼が獄中にいる時も結局妊娠8カ月ぐらいまで毎日毎日

面会に行って、彼を精神的に支えていくのです。パックスはとても良い人なのですけれど

も、何て言ったらいいのか、無責任なところもあるのです。非常に明るくて、会う度に本

当にいいヤツだなぁって思うのですが、今一つおとなではないところもあります。もしも

私だったらとっくに離婚していると思いました。それでも、彼女は悩みながらもやはり彼

を支えていきます。

選択の一つとして子どもの学校の問題があります。二人の子どもたちはカラ【ドとよば

れる黒人と白人のハーフなのですが、長男が小学校に行かなければならない時にはまだア

パルトヘイトがあって、白人は白人の学校、インド人はインド人と人種別に分かれていま

した。マリーは今、大学で仕事をしていますが、その前は高校で英語教師をやっていまし

て、どれだけ白人の教育が優過されていて黒人教育と格差があるか知っています。そうい

う差別的な教育は自分の子どもには絶対に受けさせたくない、人種別の学校にはやりたく

ないとずっと言ってきました。ではどこに行かせるかというと、人種混合で教育するとこ

ろが多い私立のキリスト教系の学校しかないのです凸　当然、私立ですから学費が高い。夫

は獄中だったり逃亡したりで、彼女が一人で家計を支えています。彼女の両親は断絶状態

で、顔も見たくないと言います。マリーのことを一家の恥だと思って田舎に引きこもって

しまうのですよ。そういうわけですから、親からは経済的にも精神的にも支援をしてもら

えません。お金がなくてすごく悩むのですが、がんばって長男のマイグーエを一年間私立

の学校にやります。それもギリギリの選択だったと言っていました。今は公立の学校が人

種混合になりましたので、お金は安いし近いしということで、今は公立の学校にやってい

ます。

もう一つの選択は住む場所をどうするか、ということです。マリーたちが家を探してい

た当時、アパルトヘイトで居住地域が分かれていましたのから、黒人といっしょに白人地

域に住むことは適法でした。そこで、こっそりと白人のリベラルな友だちに家を借りたり

して暮します。だからといって彼女たちはこそこそと荘しているのではなくて、道を堂々

と歩いたりするのですが、自分たちはミックスのカップルだと分かるような意図的なこと

はしません。白人地区にカラードの子どもと黒人の夫と暮すということで、社会の目がそ

こに集まることを分かっていて、あえてそれを選んでいきます。彼女は家をローンで買っ

たのですが、契約のときに夫の名前を絶対に書けません。あくまでもそれは秘密にしてお

かなければなりません。

そういう選択を戸惑いながらも一つ一つ壁を乗り越えて行く度に、マリー・オーデンタ
ールという女性は強くなっていきます。そういう彼女を取材していて、私は正直言ってひ

どくつらかったのです。たまたま夫が黒人というだけで、他には変わらないのですよ。だ

けれども、内に秘めているものはとても熱くて、非常に強いものをもっています。私が放

材していた当時、バックスは逃亡中で家の中は暗くとても悲惨な状況でした。東京での生

活とあまりにも対照的なので、もう息がつまりそうになって打ちのめされてしまうのです

ね、私自身が。毎晩毎晩、話を聞いていくわけですが、聞くたびに、例えば両親との決別
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とか、黒人居住区で受けた差別、黒人のパーティーにポッンといる白人の彼女をレイプし

てしまえと言われて怖い目にあったこととか。それから、二人目の子どもを生んだ前EHこ

両親が殺されたこと。そういうとても聞いていられないような話がたくさん出てきます。

彼女は話し始めては泣き出してしまうのですよ。私もそれ以上開けなくて、これ以上、私

に聞く権利があるのだろうかと取材を続けながらすっと悩みました。本当に一息がつまりそ

うで、私の夫の奥野は一日いるだけでタメだと言って帰ってしまうのですけれどもqただ

黒人の男性を好きになって自分の思う生き方を選びとっただけのに・なんでこの人がこん

なつらい日にあわなければいけないのかと、私自身何度もめげそうになりました白　あると

き、奥野に取材をもうやめると言ったのですよ。こういうことをやっていてもつらいし、

彼女をこれ以上苦しめるのはつらいし、彼女の人生を書くことの意味が私自身分からない

からやめる、やめて帰りたいと言ったら、いつもは穏やかな奥野が、一言、マリーに対し

て失礼だって言ったのです。今までさんざん話を聞いておきながら、自分がつらくなった

からといってやめるというのでは、今まで聞いてきたことの責任をどうとるんだ、と突き

放されました。冷水を浴びせかけられたように、本当にノ＼ッと気付かれました0

彼女との関係が深まってくると、取材をしているのか、友達として話をしているのか分

からなくなってくるのですね。彼女自身も分からなくなって、かなり大きなぶつかりあい

が今までにありました。3度ほどあったのです。その中の一つをお話しますが、それはパ

ックスが1991年に逃亡して92年には戻ってきたのですが、そのときに私がまた彼女の家に

泊まり込んで取材をしているとき、生き方の違いや価値観の違いからマリーとバックスが

うまくいっていませんでした。彼だけではなく政治犯で釈放された人々が体験することな

のですが、自由になってもその自由をどう受け止めていいか分からない。刑務所にいると

何時に何をするか全部決まっているので、時間が自由になると戸惑ってしまうのですよ。

パックスも同じ状態で、自分の生き方が見出せずに昔の政治活動をしていたころはよかっ

たなァみたいな後ろ向きの生き方しかできないのです。バックスが洒ばかり飲んでいて痩

せてしまったので心配になり、「どうして家でご飯食べないの。豪族がそろっているんだ

から、家でご飯食べればいいじゃない」と言って、「どうして、どうして」と聞いたら・

彼女に「“どうして－というのはもうやめてちょうだい・もう話したくない」と言われて

しまったのです。私は仕事から離れて友達として心配になって聞いたのだと言ったのです

が、分かってくれませんでした。編集者に、もう書けません、取材は無しですとFAXを

送りました。その後で、彼女からごめんなさいと言ってくれて、私も続けていけるように

なりました。彼女とぶつかって見えてきたのは、彼女がけっして女性闘士でも果敢な活動

家でもなく、ごくごく平凡に家族が穏やかにそろって暮したい、お金のこととか、警察の

臼とか、人の日とか、人のことを気にしないで暮したい、そういうごく当り前のことを彼

女はもっていて、その実現のために一生懸命になっているのですね。そういうことは当り

前だと考えがちなのですけれども、日本にいるとそれがほとんど見えてきません。で、そ

ういう彼女を通して見えてきたものというのは、私自身だったのですね。この人のことを

書くことは、自分に対するチャレンジなんだなということがやっと分かってきました。さ

きほど言ったように、もう書くのをやめようと居ったこともあるわけですが、それでもや

めなかったのは、ここでやめたら私は前に進めないという危機感があったのです。それを

ずっとたどっていくと、私が南アフリカに行こうと思ったときの自分にもどっていくので

す。何か人生の壁みたいな、漠然とした壁みたいなものにぶつかっていてt新しい納得の

いく仕事をしたいとか、それから中途半端な恋愛にきっぱりと見切りをつけたいとか・自

分自身の生き方をもう少しまじめに考えたいとか思っていて、でもどうしたらいいか分か

らない状態で、何か現実から逃げるようににして南アに行ったのです。
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私はこの本を書いていて最後のほうになると、これをやり遂げなかったら、南アに行く

前の自分に戻るだろうな、そしてまたそこで立ち止って前に進めなくなり「私やっぱりも

うタメよ」というような人生を何となく送りそうな気がして、とても嫌でした。私が最後

まで何とか形にできたのは、マリーのおかげだと患うのです。彼女は非常に私と対招的

で、人生を自分の考え方できちんと運びとっていく、社会がどうであれきちんと選びとっ

ていき、おかしいと思ったことはおかしいときちんと言っていく行動派の女性だったか

ら、もしも彼女がそうではなく後ろ向きの女性の話だったら多分私もやめていたと思いま

す。マリーと付き合うことによって、立ち止っていた自分の現実が見えてきました。

もう一つは、日本のなかの自分というのが見えてきました。それはマリーが海外に出て

自分の国の矛盾に気付くのと同じで、自分が日本の社会の中でアパルトヘイトしている柳

の人間だということがノヽッキリ見えてきました。それは、やはりこの日本という国は異質

な者を受け入れないという、顔がみな同じだと安心してしまう匝なのですよね。肌の色、

人種、言葉が過ったりすると、そういう異質な人たちに対して一歩昌はいいけれど、それ

からなかなか中に入れないということがあります。そういう外国人に対する差別だけでは

なく、日本の中の差別問題ということにも私自身まったくといっていいほど疎かったので

す。南アフリカに行くことではじめて、日本の自分のまわりにもあるじゃないかというこ

とが見えてきました。だから今どうしたらいいかということは、まだそこまで分からない

のですけれども。そういうことに対して無頓首というか、鈍感にしていても生きていける

のですね、この日本という回は。南アフリカというのは、矛盾に満ち満ちた国だと雷うけ

れども、ある意味では（極端な言い方ですけれども）日本よりもすごく健全な国だなとい

うふうに思います。いろいろな人種がいて、いろいろな価値観があって、いろいろな文化

があって、その中でぶつかりあいがあって、それを今までは政府が力で抑圧してきたので

すけれども、それに対する抵抗がきちんとあってNOと声をあげる社会。日本は、なかな

かNOという声をあげにくい社会ですし、あげてもなんとなくマイノリティーだし、人生

にかかわる選択をしなくても生きていけちゃうのですよね。なんとなく「どっちでもいい

わ」と言っていても生きていける社会は、やさしいけれど非常に不健全な社会なのだと感

じました。

今回の選挙でもいろいろなことが起こって、私たちも武力闘争の現場も取材してずいぶ

ん怖い胃にもあったし、ナチズムを信奉しているような人々の軍事訓練を取材したり、彼

らの将校にインタビューしてへツと驚くような意見を聞いたこともあります。それでも、

南アはすごいなと患うのは、本当に極端な意見がたくさんあって里人とは絶対いっしょに

やっていけない、武力闘争だという人たちから、白人とは絶対いっしょにやっていけな

い、白人は出ていけという人たちもいるわけです。そういう人たちを抹殺しないのです

ね。蹴り出さない。マンデラさん本当にすごいなと思うのは、極右の白人グループとも話

し合っていく気持ちがあることです。無差別発砲で殺してきたような人たちとも話し合っ

ていこう、話し合いで解決したいと。今までさんざん抑圧されてきた里人のリーダーがそ

ういう考えを持っているというのは本当にすごいと思います。日本のように、どうせタメ

だからと黙ってしまい諦めてしまうのか、それとも諦めずに話し合おうとするのか。そう

いう意味で、南アフリカは日本のこれからにとって非常に良い鏡になるというか、お手本

になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈終〉

『マリーの選択』　文曇春秋社刊　定価1800円
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法規的処刑からズールー王子を救え！

アムネスティ・インターナシ抽レ

アムネスティインターナショナルはナタール地方北部のノンゴマ地域に配布された、匿名の
脅迫ビラに名前の上がっているシィフィソ（SiflSD）ズールー王子の身の安全について憂慮して
いる。1994年初めから王子は命の危険を恐れて身を隠している。今年に入ってから少なくとも

3回の企てがあった。

王子への脅迫は、王家暫定委旦会のスポークスマンとしてシイブイソ王子が名を知られるよ
うになってきて、インカタ自由党（IFP）党首および内務大臣であるマンゴスッ・プチレジ
とグットウイル・ズウェリティニ王との間の最近の不和に関連して起こっている。6月3日、
まだ解散していないクワズールー習寮がカンドラの彼の自宅に王子を探しに来て、家族に向か
っていつかは必ず彼を捕まえると言ったそうである。その夜、王子はカンドラに向かって運転

中、親戚と思われる人と話をするために車を止めたが、男の怪しい行動を不審に思い、男が後
ろ手に持っていたピストルをようやく取り上げることができた。

9月25日、王子はテレビの生番組でIFP幹部で地方護会議星のテンバ・コゾと討論をした
が、番組中、プチレジ党首が、側近たちとスタジオに入ってきた。王子は騒ぎの直後、スタジ
オから逃れた。プチレジ党首は事件の後、こう言ったという。「私はこの男を知らない、彼は
王の代表で話しているのではない。このことで彼と対決したら、彼はピストルを抜いて私を撃
つだろう。」

9月27日の声明で、南アフリカ放送委員会（SABC）代表幹部のズウェラケ・シスルーは

プチレジ党首と側近の行動に対し強く異議を唱えた。声明によると、「スタジオのSABC全
職員は、その時プチレジ党首の側近のうち数人は武装していたと証言している。」あるSAB
Cカメラマンは、「プチレジ党首は｝お前はだれだ・・・”というようなことを叫びながら王子に

向かって突進し、王子が椅子から飛び上がったところを、プチレジのボディガードが襲いかか
った。また、どんな時でも王子が銃器を出したのは見たことがない」と言ったという。事件の

時の撮影部によると、「プチレジの側近のメンバーは騒乱時、銃器を持って現れ、カーディガ
ンの下にはっきりともう一丁が見えていた」そうである。王子はこの事件により、右手首をひ
どく捻挫し、治療が必要であった。

SABCの声明と記者発表によると、対決の直後、自動小銃を含む武器をもった人達がスタ
ジオにいたSABCの保安要員を強引に遠ざけようとしたという。ヨハネスブルグスター組ま

群衆の中で銃を振り回していた男の「もし、奴（王子）がスタジオで党首に向けてピストルを
抜いたら、自分がすぐ撃ち殺しただろう」という言葉を名前を上げて載せている。この報告に
よると、この男はクワズールーー警察の身分証明書を持っていた。
10月の初め、匿名のビラがズウェリティ二王と王家の人達の居住地であるノンゴマ地区で発

見された。ズールー語で書かれたこのビラには、シィフィソ王子が「我が王家の破壊を望んで
いる」とか、「シェルハウス（ANCの本部）で死んだ我が兄弟」の原因について中傷してい
るなどと告発している。そして、「王の首相であり君らの首相である、フィンタンゲネの王子

（プチレジ党首）が、青二才のシィブイソや他の王族に殺されてもいいのか7　テレビで何が
起こったか見たはずであるが、これはフィンタンゲネ王子の威厳を卑しめるもので、君たちは
ノンゴマの人々と団結して抵抗するべきである」と問いかけている。
10月5日、シィフイソ王子は、無許可の銃器および弾薬所有法違反に関する調査の通告を受

けてターバン治安法廷に出席した。その晩王子は、彼を守るために配備されていた南アフリカ

警察（SAPS）要人警護隊が、プレトリア（南アフリカの行政の首都）の上級警察高官の命
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令で撤退したことを知らされた。しかし、治安安全大臣のシドニー・ムフアマジの仲介で警察
の護衛は再開された。18月9日、警察の護衛は王子の住居の近くを行ったり釆たりしている数
台の怪しい車が見つかったことにより、警備は増強された。

【孝二テ動要言i考】以下の例文に従って英語か日本語で至急アピールをお送りください。（

電報、ファックス、速達または普通便で）11月21［】以降にアピールを送る場合は国際事務局か
大阪事務所にお問い合わせください。

NDV．1994 DearPresident 

Yol∬ちreSpeCt負止1y， 

【訳］拝啓
私は、シィフイソ王子が、6月にクワズール」警察のメンバーによって命を脅かされ、10月

にはノンゴマ地区で匿名のビラの配布や外での攻撃、さらに9月25日のSABCスタジオでの

プテレジ党首のボディガードによる襲撃で怪我をしたことなどに憂慮してお便りしています。
1昨】5日以降の王子のSAPS要人警護隊の撤退に憂慮しています。しかし、治安安全大臣

の仲介で護衛が再開されたことを嬉しく思います。王子とその家族の護衛を必要な限り、続け
てくださるよう求めます。王子の命を脅かしている人々を素早く逮捕して、法に照らして処罰
するよう求めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

【アピ－ルの宛て先】
President Nelson肋ldela

OffiCe Of the Presldent

PrlVateぬgX83，pretOria OOOI

SOlml AFRICA

日本国内問い合わせ先
アムネスティ大阪事務所
〒531大阪市北区中津3－17

m　06－376－1496

FAX O6－376－1340

ファックス＋27123282719　　電報　Presldentlbndela，匪etorla，SolltllAfrl（過

（本稿は、アムネスティ会員向けの緊急行動連絡を、大阪事務所の承諾を得て掲載したもので

す。なお、標題は当編集部がつけ、人物名・地域名の和文表記も当編集部で行いました。

払ちアルトヘイトニュールター編集部）



LESEI）I PllOtOgrapll’s for1995　Calender

LESEDI（レセディ）
一一一光一＝

【南アフリカ　フォトジャーナリスト　ヴィクタ一・マトム作品集】

ヴィクタ一・マトムさんの再来日に合わせて、レセディ一・カレンダーがつい

に完成しました。このカレンダーの売上げは、前々号でご紹介したようにヴィク

クーさんたちが行っている南アフリカの黒人の子供達に写真技術を教えるプログ

ラムの活動資金となります。

どうぞ皆様、レセディーの活動にご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

一部　千円（レセディ」活動支援カンパ．送料込み）

※多数お申し込みの方には、割引価格でご提供させていただきますので

ご相談下さい。

《連絡先〉〒227横浜市緑区十日市場町844－6－201富野気付

写真展「南アの人々」神奈川連絡会　m肝瓜045－982－5323

制廃止を根幹とする“改忘”なら東成するけれども・・・。・日本人留学生が射殺された 


