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1995年カレンダー　LE S EDI一光－
－南アフリカ　フォトジャーナリスト　ヴィクタ一・マトム、他作品集－

（卓上式・レセディのメンバーが撮ったモノクロ写真12枚入り）
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このカレンダーの売上は、マトムさん遠写真家グループ・レセティが、南アフリカの

黒人の子供達に写真技術を数えるボランティアプロジェクトの活動資金となります。

子供達に写真を教えるレセディのメンバー達

（問い合わせ先）写真展「南アの人々」連絡会・神奈川事務局（宮野気付）

〒227　横浜布施区十日市場町844－6－201℡・FAX O45－982－5232



ホームレス・トーク（1）

b y　松島多恵子
ロドリック・マサラ

（ヨハネスブルク、ヨオ餌【Yeovlllel在住）

ホームレスたちが作る新関　HELPLN6THEnOM【LESSl1lLPTHEMSELUlS

「奥さん、ホrムレスの新関なんです、

たった1ランドなんですよ。どうか買ってく

ださい。」

ヨオピルのスーハーマーケットの前で、ホ
ームレスのおじさんたちが必死に売り込む。

今年のなかはくらいから目にし始めた光景だ

これまでに3回発行しており、部数は5万郡

までに伸びたという。もとホームレスだった

繹集者を筆豆乳こ、書く人も売る人もホームレ

スだ。仝12ペrジ。

ホームレスを取り巻く状況やf圭宅プロジェ

クトのニュース　皆どうしてホームレスに

なったかなどの作文　詩などを中心に載せて

ある。窟価1ランドのうち　80セントが収

益となる。

バソジをつけた正規販売員以外や、酒気を

帯びていたり暴力的だったりするものからは

買わないようにとの読者への注意もある。ホ
ームレスたちが自立して行くためのプロジェ

クトとして　厳しい規則があるゥみな、不法

居住者キャンプなどにf主む人々ではなく　駅

や集会所、教会などにシェルタrを求めて生

措している正真正銘のホームレスである．

企窯や福祉団体　ヨハネスブルグのお店な

どが広告を出している。ロンドンで発行され

ているホームレスの新関　rビッグ　イシュ

ー／BlgISSUeJ t大問題）ともやりとりし

ているという。これまで三か月に一度の発行

だったものを隔月にする予患監

新しい号が発行されるごとに：本誌でも取り

上げていきたい。購読や広告に関心のある方

は、下記の連絡先に直接問い合わせてもらっ

てもいい．

Jo amesbl】曙HomeleSSL飽d耶A5S∝1鉱10皿

（JHLA）pO Box17135　Doomfo皿emユ02月．

SotlthAfnGITELOllイ（衿－1餌6（M止eSm也）

◆鼠n・■　上二・さ′　三　j’一、・丁、‾

炒、歯当射惑転　庭庭沌礪9　か　ぜゼj一）

私は両親とのあいだに問題があって、もう

とうにもすることができなくなりました。家

を出ようと決心したけど、どこへ行ったらい

いかわからないので友達に開きました。

友達はOK　ヨハネスフ■ルク行こう　そこに

友達がいるから　と吾いました。山着いて見

ると　友達は二日間だけ鞍上で寝るというの

です。ある女性が私たちをペノ二の家（ホー

ムレスの子供のための施設）に連れて行って

くれるまで。

人々が通路で寝るのをこの目で見たけど

信じられなかった。大人が小さい子供にマン

ドラックス（麻薬）を売っていたり　子供が

シンナーを吸っていたり。夜は寒いし　病

気になって死ぬ人もいる。でも、誰もなんと

も居わないみたいだ・

●1〔ノー’㍉　∴鳩＿∵＿一十・・■r：÷∴＿一一

三．T．▲・一㌧　ーr、・●’・・■†＿■‖・二一、．t、

私は32才でまだ若いけど、仕事もなく家

もない。…南アに　私たちのような貧しいも

のと考えを共有でさる若い人速がいるなん

て　気付かなかった。ウイフノ大学のあると

ころで”ホ〆ムレスの新関を支援してくた

さいI’’と叫びながら売ると、みんな買って

くれる。

ある日　女子学生が札のことを名前で呼ん

だ。いつも名前入りのバッジをつけているか

らだ。Fホームレス　トーク」のことをどう

思うか　ぜひみんなから意見を聞いてみた

い．
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これが私たちの言いたいこと 新聞への投啓から

南アの多くの新聞の編集、流通などを支配しているのはまだまだ白人である。今となっては、おもてだ

って白人を擁護する記事はそう多くは載せられないとはいえ、黒人の地位を向上させようとすること、教

育の人種間格差を縮めていこうとすることなどに対しては、白人のヒステリックな意見の万が掛＼印象さ

えある。

黒人の方が『彼ら（白人）は、もうヨーロッパに帰ることのできないここで生まれた南ア人なんだ。も

うこれからは、共存していくしかないんだ。』といった理解をしばしば示しているのに対し、白人は『黒

人の教育を底上げすることで自分たちの方の質が落ちてしまっては因る。』『白人も失業が増えている。

里人ばかりを優先的にするべきではない。』といったことを声高に叫ぶ。

南アの新聞への投書は比較的感情的なものが多く、各紙（特にいわゆる白人のための新聞）は、投書欄

で本質を代弁させているといっても過言ではないだろうか。

また、白人と同様隣国のアフリカ諸国のことよりも欧米のことの方がスペースを多く占める。ナミビア

の記事などはほとんどお目にかかることがない。周辺諸国のことは∴紛争・選挙、あるいは南アとの経済

的な利害関係に関する記事が多くを占める。そして、社会主義が失敗した例として取り上げるくらいだ。

また、ダイアナ、チャトールズなどのカラー写真が大々的に一面に載る様は、これがアフリカの新聞かと患

わせる。

今回紹介する投書は、白人、黒人たちの本音だなあと思われるものをとりあげてみた。中にはこれこそ

本当に人々の感じ、疑問に思っていることだろうとうなずけるものもある。

欄の前にまず正義を！
多くの人々が過去に起こったことを忘れてしまったようで私は戸惑いを感じる。去年だけでも、治安軍

は数多くの暴虐を行った。誰もなぜ無実の若者が命を失ったのかわからない。見え透いた口実だけしか語

られない。

自分としては、殺された若者たちが決してAPLA（アサ二ア人民解放軍，AZAm／アザニア人民機構の

軍事組織）の兵士ではなかったことを知っている。（注，旧ホームランドのトランスカィ、ウムタタでS

At）F／旧南ア国防軍の奇襲を受け、十代の少年たちがAPLAのメンバーであり、武器を層憂している

との理由で大勢殺される事件があった白）胴体だけで14発、計23乗もの弾丸をうけて死んだ12才の少年を

みるのはあまりに悲しい。しかし、ノーベル平和賞受賞者であるデクラーク氏は、このような行為を正当

化しようとした。

我々は、和解の名の下に正義を捨ててしまったのか？　マンデラはこの和解とともに手の届かないとこ

ろへ行ってしまったのか。多くの南ア人が、まだ正義というものを心から待っているのに1

10／2「シティ7レス」（ラムタタ，ソンゲゾ・ズイピ）

ひどいソウェトツアー
私の兄と義理の妹が、－新しい南アフリカ“を訪れにやってきた。7月19日、2人は「ジミーのフェイ

ス・トゥ・フェイス」ツアー（3時間の予定で95ランド）でソウェトを訪れた。全くひどいものだった。

兄は手にしていたカメラをひったくられたばかりか、不作法で役に立たないガイドは、住民や警察による

と観光客には安全ではない場所へ連れて行ったのである。旅行会社は、旅行者が清足した時だけこの国の

よさをアピールできると知るべきだ。　　　　　　　　　　　9／7「スター」（ヨ／斬れグ．R・フアン・ハル）
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Xはこうしたものもすてるべきだ

PACリーグ【、ペニー・アレクサンドラが、彼自身闘ってきた植民地主義の過去を捨て、名前をコイ

サン・エックス（lmoisalX）と変える決心をしたことに、敬意を表したい。

しかし、私はXに、徹底的に他のあらゆる植民地王義的なモノを捨てるようすすめたい。（Xがもしこ

れを読んでいるなら、即座にやめるべし。彼にアレクサンダーという名前を与え・読み書きを教えたのは

人種差別植民者なのだから。）

電話やファックス、車（人種羞別植民者が南アにこれを持ち込んだのだから）も、もう決して使うべき

ではない。一番重要なことだが、被はメンバーに一刻も早く銃を捨てさせることだろう。こうした武器

も、人種差別植民者により持ち込まれたのだから。各事務所もただちに閉鎖し、動物の皮を着て野原で

ミーティングを開くべきだろう。・‥（後半略）　　　　　　　　　rシテか」けァラ「汎A・ケンプ）

※ペニ1・アレクサンドラは「I oll a【lX」と名前を変え、X（名字）は、まだ決定していないため保

留という意味である。アフリカ人の（X氏は実際‘ヵラード”だが）こうした行為は、ふつう他の回だっ

たら賞賛ものである。だが南アではこのように感情的な批判にさらされるだけだ。　　　　　（R）

最高の芸術アドバイザーを無視
芸術文化相ベン・ングバネが選んだ23人の諮問委員会委員には失望を感じる。いったいどのような根拠

でこうした人物が指名されたのだろうか。大臣はどんな判断根拠を使っているのか。

特に問題を感じるのは果人たちである。まだとても若く、芸術の分野で功按を築いていない人たちだ0

中には非常に才能があり、活躍する者もいるが、彼（女）らは、その分野での創造的な思索家ではない。

民話を話したり、おもしろい絵を描いたつはできるだろうが、政策を生み出せるような人々ではないd芸

術の専門家として∴理論家として国際的に認められている人々をあげれば、エスキア・ムハレレ教授、シ

ポ・セバムラ（文学）、マズィスイ・クネーネ教授（言語、口承歴史等）などあげればきりがない。こう

した人物は、国連のような国際機蘭でもアドバイザーをしているのにである。しかし彼らは、自国では存

在しないも同妖なのだ。・・…次に我々が耳にするのは、黒人は役立たずで、白人に依存しなければいけな

い、というセリフだ。　　　　　　　　　　　　　10／31「ビ殉ス・ティJ（ウdトデ∴チャビシレ・グマ）

アフリカ人跡臥などと呼ばれない
「外国人（forelgner）」という言葉はいったいどういう意味なのだり　私の知る限り、アフリカには、

クェレクウェレ（kwerekwere；周辺諸国からやってくる里人のことをいう。南ア人はしの発音がわりと多い

のに対し、他国のアフリカ人はRやKが多いのでこういうらしい）などというものは存在しない。「外国

人は出ていけ」という人々が、こうした人々の家はアフリカにはない、という麓喋で言っているのなら、

言わせるべきだろうが。

我々が今日「外国人」と言うとき、それは実際我々の兄弟姉妹、同胞のことである。他の人種のことな

ど考えもしないレ選挙中、LUSApというポルトガル人の政党が候補にあった。もし（非白人の）私自身が

ポルトガルに行って、選挙に立候補したらどうなるか想像などできようかワ　このときは誰も何も言わ

ず、こうした「外国人」のことは問題にされなかった凸それは彼らが象人ではないからなのか？「外匡

人は出ていけ」と言う人々に言いたいのは、我々南ア人が亡命していた時に暮らしていたのはこうした人

々の国である。彼らの国々が南アのような問題をかかえていなかったら、みな食べもの、教育、避難所な

どの基本的なものを求めてこの国には来ないだろう。こうした国々の状況が良くなれば、人々は自国に必

ず帰っていくだろう。南アが良くなったとき私たちがそうしたように。・　　　　　　　10／4「スターJ

（ヨ八不ス7形，M・T・パロイ）
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女性・子どものページ

子どもを連れて公園に行くと、肌の色がちがう子どもたちが一緒に大勢遊んでいる。ヨオビルは、人種

がよく混じり合っている、数少ない地域の一つだ。ホームレスが増え、白人たちはより北の郊外へと逃げ

つつあるようだが。政治活朔（ANC、労働者リスト党等がさかん）も多く、自治会などもよく集会をや

る。この辺の地域をカバーする新聞・情報誌もあり、又、理想的な多人種学校『聖心（Sa∝d Heart）』

がある。ソウェトの西のほじっこ、ドヴソンビルに住む友人は、子どもたちを約25キロ離れたここまで

送り込んでいる。

黒人の子どもたちは、時々私の肌を指して、「ナイス」と言う。腕を出し合って、いろいろ比べ合う

と、ちょっと薄かったり浸かったり、みな微妙に違う。「これもナイスでは？」と（日本語で）私がその

子の肌を指して言うと、つたない英語で「ノッ　トナイス」（ナイスじゃない）と言うのである。「どう

して？」と聞きたいところだが、それ以上の会話は私には出来ない。6～7才の子どもたちの、「白い方

がキレイ」という感覚は、アパルトヘイトで露骨に白人の方がエライ、素晴らしい、キレイ、とたたきこ

まれてきた、というよりも広告の影等の方が大きいだろう。もちろん、アパルトヘイトが作り出した環境

一白人はふんぞりかえってて、黒人は下働きに徹する－が、そう子どもたちに患わせている面もあると思

う。身近にある店で売られている人形は（日本と同じで）みなブロンド、青い日、白い肌だ。「黒いバー

ビー人形を売りませんか」なとどいう香港の会社の広告をたまに見かけるが。新聞に折込みで入ってくる
一流洋品店の広告はさすがに様々な人種のモデルを使っており、TVも同じコマーシャル（特に、ネッス

ル、ケロッグなどの多国籍企業によるもの）は英語とアフリカ語でやるなどの配慮をしているものがあ

る凸だが、まだまだきらびやかな白人の姿を目にすることの方が多いし、強盗は有色人種で、正義の味方

が白人であるようなバターンのアメリカ映画ばかり流されては無理もないかも知れない。

私は、教育論やソウェト蜂起のことが話題になり、特に白人のゴウマンな意見がのさばったりした時な

ど、マンデラが人々に、「黒い肌を誇りに思え」などと言ったら素晴らしいのに、と思った。リータ」は

そうやって黒人たちにまず威厳を持たせるべきだ∴就任演説では過去を「許し、忘れよう」などと言い、

私は「え？ふつう、許すが忘れまいって言うんじゃない？忘れることなんかできるの？」とつぶやい

てしまった凸「仲良く白黒でやっていこう」の一点張りである。黒人たちはとっくに共存の準備が出来て

いる。それを拒否しているのは白人の方だ。

今の南アでは、「黒人であることは語り」などという文句はタブーである。「（白人）逆差別」と言わ

れるのがオチである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）

し⊥

『い祁禦誓粗鬼㌢産山謂亀W（南ア作家会議）出版

（家を出る　一夕ツェ・モレキ〉

カトレホンではみなが、ぼくは他の子どもたちに悪いことを教えていると思っていた。こういう親たち

は、何も知りやしないんだ。父はいつも殴るので、ぼくは家では寝ていなかったのである。父はとても、

とても厳しかった。ぼくがちゃんと学校へ行ってないと思っていたが、それはウソだ。毎晩毎晩∴教科書

をチェックする。何か悪いことをすると殴り始める。
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ぼくは逃げようと決心した。友だちのザキのところへ行った。彼のお母さんに、3週間だけここにい

る、と言うと、いいよ、と言ってくれた。・

ザキは明日、アルバートンに行って人の家からモノを盗みに行くという。ぼくは、「OK、・・・ぼくた

ちは5時に起きた。盗むのがこわかったが、もうどうすることもできない。アルバートンに巻くと、

「タッ工、レンガをくれ」とザキが言った。ザキがレンガを窓になげてわり、家の中へ入るとばくちもそ

れに続いた。中では、ビデオ、テープレコーダーなどすてきなものがたくさんあった。ぼくは台所へ行

き、冷蔵庫をあけた。ソーセージ、チーズ、ビザをとって食べ、オレンジジュースをのんだ。外に出る

と∴警察がいたl

〈何でもないのに逮捕されたl　一夕ピソ・レポリ》

ぼくは逮捕された時、まだヒルプロウの通りでくらしていた。警察はフアン・リン更生学校にぼくを入

れた。そこは刑務所のようで、人々はぼくを奴隷のように扱う。ぼくは逃げ出し、ヒルプロウヘ戻った。

ある朝早く、通りでお金を一生懸命乞っていると、3人の警官がやってきてアフリカーンス語で話しか

けてきた。彼らが何を言っているのかぼくはわからなかった。ぼくはヒルプロウ警察所につれていかれ、

2週間も牢にいた。そこでは大きい少年たちがぼくをいじめ、たべものをとったのである・・・・・、2週間

後、デポラというソシアルワーカーがぼくに、更生学校に戻れと言った。なぜ彼女がそんなことを言うの

かわからない。警察は、ぼくはウェストゲートの地方裁判所に行くのだと言った。裁判では∴裁判官がぼ

くは無実だと言ったのだ1そして、警察は何の理由もなくぼくを逮捕した、と。とても嬉しかった。ぼ

くはヒルプロウの通りに戻った。

◇　◆　く〉　◆　く〉　◆　◇　◆　◇　◆　く〉　◆　◇　◆

米ニューヨーク・タイムズ紙の一面を「南ア政術・家

事労働者を裏切る」という見出しが飾ったという。家事

労働者の雇用を規定するのが『基本雇用条件法』という

ものだが、これによると、雇用主は、労働者と一緒に結

んだ契約をしたら、次のことをしなければならない。頼

冠の労働時間超過労働、食事・休憩時間、安全な労働環

境、年次・疾病休巷を遵守し、又、仕事の記録の証明を

発行し、祭日も　休みを与えること、となっている。

しかし南ア家事労働者組合（SADWU）によると、

労働者たちの状況は選挙前より悪くなっているケースが

多いという。SADWUに持ち込まれた問題の中には、

給与をあげてはしいというと、「マンデラに拒め」と言

い放たれるものも多くいるという。（この基本雇用条件

法は、最低賃金の設定をしていない）ある女性は、10年

間全くのi旺休を通してきたが、ある日一日休暇を求めた

らクビになった。雇用者の多くは、法律に規定されてい

ることなど、字の読めない労働者に説明することはない

し、一方的な契約を押しつけるがままである。SAPWUのスタッフのヴィラカズィは、月88ランド（約

2000円）というひどい賃金を払われているものもあると言う。「彼女たちの多くは1年に1臥クリスマ

スの時期だけ帰省します。末っ子が自分のことをおぼえていてくれるだろうかと思いながら」



この国で黒人であること

臥謂運動に配れたもの
アパルトヘイトが権力をもっていた時期、教室で、職場で、街の通りで、ホテルで、農場や黒人たちが

雇われている白人の家庭で、あらゆるところで黒人が自分の威厳やアイデンティティを王弓長することを否

定されてきたが，まだまだそれは、果人たちが自己表現の手段として追求していかなければならないもの

のようである。

新聞、テレビ、ラジオ、白人によって書かれた本などの中で人種差別の待遇や発言が指摘されるだけで

は、黒人にとっては十分ではないのである。黒人が自己表現しようとすることは、いまもって攻撃を受け

るからだ。

黒人がいかにして自分の魂と精神を保ち続ける方法を見つけ出すかという運動は、1977年にスティーヴ

・ピコが誓察の独房で殺害されてはじめて、著しい成長を遂げていった。ピコが創設した黒人意識逓動

は、黒人を文化的にも学問的にも劣っているものとして扱った白人体制によって問題視された凸　アパルト

ヘイトが存在するためには、そのシステムを設計した者がいうところの“劣等性”を、黒人たちが信じな

ければならなかったのである。

黒人意表運動がピコの死とともに活動禁止となり、新しくAZAPO（アザ二ア人民機構）が誕生し、
一時は、70年代にもっとも闘争的だった学生たちを含む多くの若者の支持を受けた。AZAPOは事実

上、黒人意識運動の姉妹組織であったが、今年10月、両者は一つの組織として合体し、再出発したのであ

る。

選挙前の多党間交渉中は双方とも、「黒人が交渉のテーブルに持っていけるものが何もないままアパル

トヘイト体制と話し合うのは、利敵行為だ」というスタンスをとり、暫定執行評議会、選挙への参加を拒

否し続けた。むしろともに、（武力）闘争での解決を望んでいたのである。

しかし、交渉を拒否することで、大衆がついてくるようなわかりやすい方向性を示すことができないま

ま∴結局その分をANCに吸収されてしまったといえよう。

問題は、AZAPOが信じてきたように白人が降参するまで解放はやってこないという考えの下にこれ

からも闘争を続けていくべきかどうかのようだ。このために政府を率いるANCの仲間たちと対立してい

るのである。黒人意識運動が解散しそのリーダー、モシプディ・マンゲナが新AZAPO議長に選出され

たが、彼は暫定政権をもたらした解決方法になぜ反対するのかすぐさま声明を出した。

「これは新植民地主義的解決であって、今後もそうあり続けるであろう。白人は既得隆益を侵されない

からこの方法を好んでいる。」と言い、軍・警察、公共機関、掛斉は白人の手中にありつづける、という

憲法の取り決めを非難した。4月の選挙も、土地の返還、そして経済的に黒人が下働きのレベルに居続け

るのであれば無意味であると語った。しかし、暫定政権に参加はしないが、AZAPOができることがあ

ればやっていく、という。

また、マンゲナは、マンデラが黒人を一定の地位につかせるよう白人経営者に求めているアファーマ

ティヴ・アクションにも反対する。「ここは黒人の匡であるのによくも黒人を取り入れようなどと言える

ものだ。人種差別は決してなくならない。白人が、黒人によって支配されることを悟らない限り」

AZApOの方針は、黒人意識運動のイデオロギーに基づくものである。それは里人対白人、有利対不

利、妥協と対立の視点である。黒人が経済的にも文化的にも、あらゆる面で自分を主張、表現できるよう

になるというのが、監想の底流にあるのである。



アンチ　アパルトヘイト　ニュ‾スレタ‾　　　　　　　　　　　1994年11月l［Ⅰ発行　等三種郵便物認可（9）

人種副こさよならできない人達
ヨノ＼ネスプルグ郊外の豊かな地域、ノ＼イドバークの本屋で列に並び支払いをしようとしていたときのこ

とだった。黒人のレジ係は私を無視して目をそらし、後ろにいた白人たちに「どちらがお先ですか？」と

聞くのである。盈初は信じられずにただすんだ。この白人の客にさえ怒りを感じてしまう。

これが数世紀の白人人種差別が黒人の心理に植え込んだ影響だ。白人地域で働くこの里人のレジ係臥

期待通りに仕事をしているのである。だがちょっと待ってほしい。世界は南アフリカがアパルトヘイトを

廃止したのを賞賛したんじゃなかったのか。交渉は黒人にパワーを与える民主選挙をもたらしたんじゃな

かったのか？

（黒人差別の発祥地アメリカをはじめ偽善の神様であるヨーロッパ諸国など、みな交渉を通じてもたらさ

れた南アの政治的一奇勝一を賃賛した。アパルトヘイトを土台として築かれた白人の生活水準はそのまま

であるから－奇跡”なのだ。11月17臥マンデラ大統領は土地返還権利法案を承認する署名をした。土地

の不平等を是正するため白人農場王の土地は没収されないことが約束された。）

「なぜ列をこえて他の客にご丁寧に“どちらですかウ‾なんて聞けるんだ？」「私のせいじゃありませ

ん。あっちのレジが今使われていたので。」するとニヤついた白人の老女は、「ごめんなさいね」。しか

しおわかりだろう。彼女はすまないなどとは全然思っていない。白人には黒人など存在しないも同然なの

である。だからこそ意味のない、そしてわざとらしい笑みをうかべながら黒人をムチ打つ白人を見あきた

スティーヴ・ピコのような人々が黒人の威厳をうちたてようとしたたのである。

ホリディ・インのような一流ホテルでもこのようなことはおこる。白人マネージャーは会議にくる参加

者でも白人ばかりを先に誘溶する。

悲しいのは、身も心も白人に仕える異人労働者たちだ。白人の黒人労働者に対する表情に対し、里人は

伏目がちにチラッと見る術を完璧にこなしている。でもその態度は、“退社”後、180度かわる．こうし

た労働者たちの、裕福な黒人に対するコミュニケーションは、白人に対するのと同様不自然である凸ある

人にとっては人種差別は毎日常に体験していなけれけばならないものだ。また、差別されることに対する

感情は、そう容易には取り除けないものなのである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R）

「大臣へ謹呈いたします‥」警察相シドニー・ムフアマディは・ケンタッキー・フライドチキンに買い
物に行ったとき、車のエンジンをかけっ放しにして二重駐車した。白人警官から「ま前のそのくそったれ
車（bloodyc訂）をどけろ－」などと乱暴な口をたたかれ、胸ぐらをつかまれたりしたゥ大臣はこの警官を
名誉毀損で訴えている。ちなみにムプアマティは、罰金を払ったという。
※Tシャツ姿で付き添い一人もつけず、プレトリアのメイン通りでファーストフードを買う大臣なんて、

何て素敵なんだろうと思ってしまったロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）



川／26「ソウェタン」

※去年ケープタウンのグプレツ居住区で暴徒にあい殺されたフルブライト留学生の白人女性エイミ一・ビ

ールの殺人容疑者3人（19、22、23才）は、全員18年の刑を言い渡された。PASO（バンアフリカニスト

学生機構，PACの学生機構）のメンバーで、そのうち2人は犯罪歴がある。3人とも小学校一高校レベ

ルを今学んでいるところである。この裁判では証人が報復を恐れてなかなか出てこなかった。敷少ない証

人のうち2人は、ビールが殺されたとき彼女に居住区まで送ってもらった友人である。犯人の一人、ヴイ

ムズィ・ンタモの母親（写真上）は、「エイミーはもう帰ってこないが、私はいつか宮子と再び向き合っ

て座ることが出来る」と語った。ビールはケープタウンの大学で女性問題、投票教育を研究していた。ン

タモは3人の中で最も貧しい家庭に育ち、保釈金250ランドと裁判に通うための電車賃を集めるため、祖

母が必死になった。しかし裁判に遅刻が多くなり、ンタモの保釈は取り消され、刑務所から通うことにな

った。3人が有罪となった時“入植者には弾丸を（DneSettler，口nebullet）“をスローガンにかかげて

いたPACは、皮肉にも、「白人をメンバ【にもっととりこもう」という方針をとり始めたのである。

（川月末各紙）



7／チ　アバルトヘイト　ニュースレター　　　　　　　　　　　1994年11月1日発行　第三種郵便物認可（11〉

◆　シプシソ・ベング文相はもと白人専用だった学校への国家援助をカットし、むこう4～5年で教育の

平等を芙項していく計画を発表した。現状では、白人の生徒は黒人の生徒より3倍以上の費用がかけられ

ているという。国民党は、これらのことを発表する前に文相は（白人学校に）相談するべきだ、白人学校

への援助は過去5年間ずっと減らされてきたが、これはコミュニティで協議されていたため歓迎された、

と言った。又、国民党は、ANCの選挙公約を実規できないため、大規模な援助改革をして注意をそらそ

うとしている、とも言った。文相は国民党が】一都政党の利益Hにのっとらない、建設的な役割を果たす

べきだ、と語った。来年から、17あった文部省が一つになり、政府の義務教育政策で35万人の小学校入学

者が恩恵を得る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／3「ビジネスデ札11／3「スター」）

◆　タポ・ムベキ副大統領が発表した国家資産民営化のプランはビジネス界から大歓迎されている。ビジ

ネスSA会長のデビット・ブリンクは今年6月までにマンデラ大統領が反対していたにもかかわらず政府

が民営化に関し心がわりしたことに感銘した、と言っている。又、テレコム（電話局）やエスコム（電力

公社）の民営化などは数年かかるだろうが、その間政府は稼動していない建物や財産を売ることができる

だろう、とも語った。（10／31「ビ拍ステイ」）　　　のちに労組センターFEl〕SAL（FederatlOnOfSA

L由ourUnlOn）は、政府のこの提案に反対する声明を出した。民営化は、短期的な解決ではあっても長期

的には、失業を増やすなどの問題となる、と考えている。

Ⅹオランダ改革派教会リータ一．ヨノ＼ン・ヘインズが11月5日夜8時頃、孫2人とトランプをしている

時、窯ガラス越しに背後から撃たれ暗殺された凸このあとマンデラ大統領が“次’の標的だという脅迫も
出た。ヘインズは川内からの改革什を唱え、教会がアパルトヘイトを支えてきたことを批判したことや、
又、マンデラが教会の会合に参加したことなどがひきがねとなり、右裂が暗殺したのではないかといわれ
る。へインズは、白人以外はみな人間以下という信条をもつ右巽グループ『イスラエル・ヴィジョン・セ
クト』にたびたび批判されていた凸　　　　　　　　　　（11／6「サンデづイ扇J、11ノ11－17「ウィづサーメイ山他）



◆　酉ケ曲プ州経済問題相アラン・プーサックが組織しているNGO F平和と正義のための基金（FPJ

）』はスウェーデンの国際開発局（SIDA）から援助を受けてきたが、その一部が妻のプロジェクトに

使われていた、という。プーサックの外遊中に民主党議員が問いかけたのだが、ANCはこれをプーサッ

クの留守中に足を引っぼろうとするもの、と非難した。SIDAは12のビデオプログラム作成をFPJに

依頼したが、一つだけしか完成しておらず、残りの金は設備、建物の改造、スタッフの給与にまわった、

という会計報告をもらったという。（プーサックは援助金の誤用を認めたが、SIDAはそのようなこと

はない、との声明を出したりして、やや混乱したニュースである。）　　　　　　（10／31「スト」他）

◆1979年に拷問死したスティーヴ・ピコの検死に関わっていたために南ア医科評議会から除名されたベ

ンジャミン・タッカー博士は、ピコの死に関して「真実委員会（政府の暴力調査諮問機関）」に証拠を差

し出すことを明らかにした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18／31「ソウエタンJ）

◆　デクラーク副大統領は、AHIの中′トビジネス会議で、黒人の中／Jヽベンチャー・ビジネスはアフリカ
ーナーの経験から大いに学ぶことができる、と言った。「アフリカーナーはビジネスを始めるために自分

たちの財産を使った。これは時間がかかり、努力を要することだが∴現在成功しているビジネスはみな最

初は粗末なものだった。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10／26「ツケェタン」）

◆　9月30日現在で裁判待ちをして獄中にいる子どもは（18才以下）は616人。矯正局特別秦昆全委員

長カール・ニノヽウス（ANC）がラジオで発表したように16別用人もいるわけではない、と同局広報担当

は言った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10／28ryウdH）

◆1981年9月に誕生した成人識字教育姓誌『Lem＆Teach』（学んで教えよう）が、資金難のため廃

刊になった。十分な識字水準に逢していないといわれる約1200万人の成人を対象にし、毎月25880部を発

行してきたが、広告王を募るのには不十分だったという。援助してきた海外の団体は、支援を打ち切りに

しつつあった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／2「スター」「ビジネガィ」）

◆　50年代から活動を続けたブラック・サッシュは劇的な資金援助がない限り、地方の事務所を翌年2月

末に閉鎖しなければならないという。これは米国際開発局（USAID）の援助打ち切りが影響してお

り、又、USAIDの通達方法が非常に非公式的だったことに、サッシュは怒りをあらわしている。

サッシュは全国に400の相談所を持ち、昨年は41，569件の面積を行ったという。主に失業、不当解雇の

調査、年金受給などの相談を行ってきた凸　　　　　　　　　　（11／8「スト」、11／11－17「ウィうり一メイ机）

◆「マルチメディア・サービス」社のオーナーだったリアン・フアン・レンズプルタは、昨年・

IFP（インカタ自由党）の暗殺部隊を訓練した、と主張した。この“プロジェクドでは現在議員の

ウォルター一・・・フェルゲイトが責任者となり、秘密ミーティングではANCのヤコブ・ズマとハリー・クワ

ラを一抹殺【するよう依頼されたという。今年38万ランドを支払われたが、まだ30万6千ランドの貸しが

あるという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（10／21「yウJ川

◆　マンデラ大統領は、選末にイーストランドのフオスルラス・スタジアムで行われた平和集会で、中等

教育まで来年から無償になる、と発表した。又、ブーイングを強くさえぎりながら、若者たちに「ナンセ

ンスはやめて勉強しろ」と言った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1D／17「竹上クッパ



1994年11月18発行　葦三種郵便物認可　個

南アへの二1エレレの言葉

我々（OAU；アフリカ統一機構）は・この国の問題を国際社会に訴え・プレトリアが孤立するよ

ぅにさせてきた。出来ることはしてきた○出来なかったことを安めないでほしい。しかし、我々は南

ァ白人と闘ってきたわけではない○人間性への犯罪と呼ばれた邪悪な政策と闘ってきたのである。

（南アは南部アフリカ地域をまとめるため積極的に話し合いを先導していかなければならない）し

かし、兄として（周辺諸国に）行ってはならない。謙虚でなければ0イデオロギーというものがある

にしてもないにしても、つまりあなた方は家を建て、子どもたちに教育を与えゝ十分な食糧を作って

いかねばならない、ということだ〇・・ケープタウンで国会議員たちに演説　（10／23rシテルス」）

資本王義はモノを供給するが、しかしまた政府が大衆にもモノが届くよう介入することも必要であ

る。世界鐘行や1MF（国際通貨基金）などの掬とならないよう、気をつけるべきであろう。
H PWV州首相王催の朝食会で　　　　（10／30「シテイルス」）

タンザニアを独立に率いた前大統領、ジュリス・ニエレレ

◆昨年、鶏を盗んだ掛→をかけ19才の青年を暴行して殺した東トランスバールの農場王、ヤン・ヤコブ

ス．ゲイヤーは50ランド（約即0円）の罰金で放免された。この問題は議会でとりあげられた。又、ゲイ

ヤーの農場では7月9E］に別の労働者オーガスト・マズィヤが忽然と消えたという0これは・他の農場労

働者たちが3発の銃声を聞いた後のことであるゥ人権弁護士協会、東トランスバール州首相マシュー・ポ

サはゲイヤーに諜せられた量刑を見直すことを呼びかけているq死んだ青年の父税は、葬式後たびたびゲ

ィヤーから死の脅迫をうけ、スワジランドへ逃げてしまった白母親は・「どこへも行くところがありませ

ん。農場主がこの土地を買うずっと前から、私はここに住んでいるのでから」と言った0

（11／8、11／10「ソウエタン」）

◆兵器会社アームスコールは昨年10月までルワンダに武器を売り続けていたという。アームスコール社

の武器貿易違反を調査する法相の語間機関、キャメロン委員会（委員長エドウィン・キャメロン）で、同

社のマーケティング郡長ベトラス・スミスが答えたものである。

「後から考えてみるとルワンダへの輸出は、大塁親に荷担したことを考えると間速いだったが、当時

は武器が悪用されるとは思わなかった」というD又・イエメンの港からつき返された28D万ランド（

約8，000万円）相当の武器（前号で触れた）は、最初にレバノンに向けられていたと思われていたが、輸

出を禁じられているイエメン行きだったということは・あるアームスコール社幹部は知っていたというd

スミスによると、92年から同社は（旧）国防軍から余剰兵器をできるだけ早く売るよう強い圧力をかけら

れていたという。中国のⅣorlnCO社が匡際市場に台頭してきていたからである。又・スミスは、国防軍の

かわりに売った武器がどこへ行くのかについては、ほとんど口出しは出来ないという0　▲76年－‘86年の

間に東欧や中国から買ったAK47は、アンゴラの反政府ゲリラUNITAへ送られていたことも明らかに

なった。

レバノン行きと偽ってイエメンに送る手配をした幹部は非常に〝独自に”行動したという。名前は明ら

かにされていないが、この人物は削叶休暇をとらされており、同社は彼に対する処置を検討中という。

（11／㌻11各級TV報道、名誌）
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◆　最近よくストリートチルドレンが交差点で物乞いしている姿をよく見かける。フルーツ・新聞売りに

加え、白人、星人の失業者たちが“プラカード”をかかげ、やはり援助をドライバーたちに訴える婆はお

なじみであるが。この少年たちは、おそらくシンナーを吸っているせいもあるのだろうが、信号が青だろ

うと赤だろうとフラフラ車の往来の中を渡り歩こうとするので、とても危ない。乱暴なドライバーにだっ

たら、夜などはひき逃げされておしまい、ということも可能だろう。

ケープタウンのシー・ポイント（SeaPolmt）で、夜中1時頃14才の少年がお金を求めた時、日本食レス

トラン従業員の日本人に喪を撃たれる、という事件がおこった。11月上旬の各紙、警察からの情報による

と、村岡正章容疑者は少年を撃ったあと車で逃げ去ったが、その後若葉に自首してきて既に裁判に出てい

る。500ランド（約1万5千円）の保釈金で釈放されているが、村岡は再び12月7日の裁判に出廷する予

定だ。ケープタウンの警察はこの事件に関する情報を求めても「担当授査員がつかまらない」の一員張り

で、詳しいことはわからなかった。プレトリアの日本大使館も同様で、すぐに提供できる情報を持ってい

ない。重傷でサマーセット病院に入院していた少年は、警察によると退院したという。住所が固定してい

ないので、再びこの少年の行方を捜しているということだ。12月7日以降の情報を、又、次号で猟せたい

と患う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（T）

◆　クワズールー／ナタール州のウムラジ、ウムプルをベースに、教育トレーニングを行うトヨタ・ティ

ーチ（ToyotaTeach】プロジェクトは革新的なものだ。トヨタ・ティーチ小学校プロジェクトは92年、ト

ヨタ南ア財団により始められ、8明方ランド（約2．D80万円）が割り当てられた。これは、ウムラジ／ウ

ムプル地域の計邦枝を援肋し、計1，000人の教員と4万人の生徒を対象としている。南アトヨタで働く労

働者の住むコミュニティの子どもたちが、「将来、経済の中でアクティブに参加できるよう」学力をつけ

ることが目的だ凸

プロジェクトには、REAl〕教育財臥　ヴィッツ大学、認識力開発センターなどのNGOも参加してい

る。特に英語、数字、科学の教授方法の効率化に力を入れ学生たちの科学技術分野での職業選択に結び

つける授業を行う。　　　　　　　　　　　　　　　　（ウイーサトメイル＆ガーディアン別冊、企渠社会投資年報）

◆　日産は∴南ア日産を世界的な供給ネットワークへと編入中だ。今後はアフリカ大陸への販売を促進し

ていく。日産中東アフリカ部部長の大沢のり剖士又、南アへの再投資の可能性も考慮中という。自動車産

業をゆるがした－一連のストライキに関しては、大沢はあまり心配していないという。「世界中のこの産業

での労働争議はつねに交渉によって解決されている。しかし、スト行為は南ア社会が十分安定していいな

いことのあらわれであろう。安定は、直接投資を決定するためには最も重要である。」（10／23「ビジネスデイ」）

物価のはなし⑧ 食料品

ヨノ＼ネスプルグ中心街でも、クリスマスを感じさせるアーチ型のネオンなどが華やかに飾られ始めた。

（でも、物騒なために夜は全く人気の少ないこんなところに、きらびやかなものをいろいろ置いても、電

気のムダなのでは、という気がしないこともないが・‥・）
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クリスマス・バーゲンで値段の下がっている商品もあるが、一方、食料品はこれに乗じて値上がりして

いるようだ。いつも買う一番安いインスタントコーヒーが2ランドあがって8ランド（25Dg）、ハチミツ

500gも1ランド以上あがって9ランドほどする。（1ランド現在約275円）、又、今年の冬は特に寒く長

かったせいもあって、いつもは一皿1ランドだった野菜が2～4ランドにもなった時期もあった。が、再

びもとに戻りつつあるようである。レタスは2～・3ランド、ブロッコリー35～4ランド、にんじん一束

（袋）2～3ランド、ニンニク大1個90セント～12ランド、マッシュルーム1パンク4～5ランド、卵1

ダース45ランド、スパゲッティ500g3・～5ランドといったところである。スーパーマーケットでは当然

プラスチックの容器に入りきれいに包装されているので、通りやタウンシップで売る人々から買うより高

くなる。ネスカフェのコーヒー500gは17ランド、日本でも人気が出ているカフェインのないルイボスティ

ーは別個ティーバッグで5ランド前後。今年1月、上野駅で川バッグで1508円というのを見た時は呆然と

してしまった。赤ん坊が便秘している時、このルイボスティーがいいとのアドバイスを診療所で受け、

又、こちらで買った育児雷にもそう書いてあったが、栄養学的にはたいした価値はないようである＝削ヒ

作用をよくするとか、そういうのはあるらしいのだが・－。日本ではどのように宣伝されているのだろう

か。むしろ『スター』紙などは、緑茶や中国茶を一日一杯飲むとガンを予防できるなどという記事を健康

欄で目にするほどだ。（紅茶はみなティーバッグで、ジンバヴ工や他のアフリカ諸国のように葉っぱがそ

のまま袋や箱に入っているものがないのでちょっと味気ない・値投はルイボスティーーより1～2ランド拓

い程度）

牛肉はグレードや安売りの時などにより多少違うが、1キロ13～19、鳥肉10～15、豚19～ZDランドであ

る。脂が多いせいもあるようだが、里人たちは豚を好まない。そして豚を「何でも」食べる、いやしい動

物だと居っているからだという。南アのポテトチップスは日本のよりはるかに味がいいと習うが、これは

私がはじめて南アを訪れた89年から毎年1ランドずつ値上がりし、今では5ランド近い。（150g）

牛乳1リットル2～25、ヨーグルト500g4～・5、チーズ1キロ17～25ランドと、こうした乳製品は日

本よりはるかに安い。米は白米と茶色でバラパラして固い米があるが、後者の方が栄養価が高いので値段

もやや高いが、ともに1キロ　35～4ランド。くだものの豊富な季節になり、あんず、もも、プラム、パ

パイヤ、パイナップルと出回り始め、商店街の雰囲気も明るくしている。アボガドは1個1～2ランド。

昼食どき、労働者たちがパンに塗って食べているのを見かけたりする。いちご1バック（日本の半分くら

いの大きさ）5～8ランド、小つぶのリンゴ15キロ（2皿分くらい）が6～7ランドである。
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『民族の槍』反乱兵士とモディセとの戦い
ワイズマン・クズワヨ

国防相談ジョー・モディセは右派、白人将校を掌握したとたん、新たな挑甑に直面することになった。
彼自身の元MK（『民族の槍』）の数千人の兵士がモティセの指導力に対し、全国いたるところで反乱を
起こしたのだ。今は7つの州に散らばっている元ゲリラによる反乱は、南アフリカ国防軍（SANDF）
となった軍事統合を脅かす政治危機となってしまった。

今週末の休暇から戻ることを拒否したゲリラは、SANDFからの次のような最後通牒を受ける。「任
務に戻るか、さもなくば新しい軍から追放される」

この反乱の背景には、MlくがSANDFに統合ではなく併合され、以前の敵と対等な処遇を受けられな
くなるのではないか、というMKメンバーの危惧があった。ゲリラ側スポークスマンによれば、彼らは対

等なパートナーとしてではなく、歩兵、補充兵として扱われたという。事実、統合準備中、元MKとPA
CのAplaのメンバーは法定外軍（NSF）と呼ばれていた。
プレトリア郊外のヴァルマースタル基地から5日間の休暇を得た数百人の元MKメンバーは、休暇の終

わりに、彼らの要求がかなえられなければ基地には戻らないと宣言した。これにヘッドスプレイトやブル
ームフォンテン郊外のやテ・プラグなど他地区の元ゲリラも合流した。7市のANC指導者に請願書が送

られた。ターバン、ジョハネスパーク、ケープタウン、ポートエリザベス、ブルームフォンテン、ピータ
ースパーグ、ネルスブルート、の7市である。請願には、統合過程、福利厚生、2年間での縮小、歩兵部

隊の女性への差別について苦情が書かれている。
ヴァルマースタル軍事基地のスポークスマン、コ二一・フアン・レンズプルタ大佐は、しかしMKの要

求は純粋に政治的なものであり∴軍はあずかり知らぬところである、と煎り合わないでいる。「休暇が終
わっても戻らないということがどういう結果になるか彼らは理解していない。匡防軍のメン′トーから外れ
るために権利を行使したと理解されかねない。」と彼は警告している。
国防省では、大臣、副大臣からも、またスポークスマンからもコメントをとることができなかった。し

かし、反乱よりも深刻化しているのは元MK兵士とリーダー、特に元司令官であったモティセや元参謀長
で現SANDFの参謀長であるスイビウェ・ニヤングとの亀裂である。Mlく軍をうまく統合に組み込むこ
とに失敗したと思われているMK指導者への攻撃は不満が現実の形となって表出したものだ。元ゲリラた
ちはまた、モディセを頭越しにして不満や要求を直接、最高司令官であるネルソン・マンデラ大統領苑に
訴えた。
MX兵士たちによれば、彼らは亡命先から帰国する際、ANC指導者から社会再厨に鑑み経済支援を約

束されたという。不満を抱くMKメンバーの西ケープスポークスマンのンドムズィ・ムカビレ中尉は、約
束された正確な金額はわからないが1万ランドくらいではないかという噂もあると言う。ANC兵士は政
治犯として未だに拘留されている者がいると述べ、刑の執行は停止するべきだし拘留されている者は釈放
されるべきだ、と要求している凸また外国で拘留されている同志については南アフリカに移送されてから

釈放されるべきだ、としている。
また、英国軍事訓練チームが統合に果たした役割が問題になっている。元MK兵士の等級付けに関して

も、本来公平であるべきなのに、SANDFの側に立って行われているという。統合前にMIくメンバーの
一部が再教育を強要されたことによる2年間の縮小計画も議論になっている。将校に任命されるには2年

間でスタンダード10（編集部㊥，日本でいえば高卒程度）を取得しなければならなくなった。MKスポー
クスマンによると、彼らの多くはゲリラになるために学業半ばにして国外に出なければならなかったのだ
し、公教育が受けられなかったのは彼らの責任ではない。また、単にスタンダ▼ド10を取得している者よ

りも軍事抑こずっと洗練されているともいう。一方で、SANDFのスポークスマンによると、スタンダ
ード10を持っているか否かが重要なのである．彼に言わせるとSANDFのやり方で再教育するところに

問題があるのだという凸MKとSANDFとでは訓績方法が違っていたからだ。例えば、MKは82m砲だ
ったのに対してSANt）Fは歩兵隊の補助的武器としてだけに811mを使っている。再教育は8週から42i堅

かけて行われる。
元MK兵は歩兵部隊で訓練を受けた女性兵士に対する差別も申し立てている。SANDFの規則では女

性の歩兵部隊での訓練は禁じられているため、MK女性歩兵は必然的にSANDFでは居場所がなくなっ
てしまうのだ。SANDFでは有給の産休が与えられるのに、吏壬娠した女性兵士の福利が否定されている
という苦情も出ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳，弘中敦子
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フォーラムよこはま会議室

第二郡　　鼎談　　　佐保美恵子＋梅原彰＋須関知昭

【主催者】簡単な自己紹介をお願いします。

【須関】今日は南アフリカの集会なので多分10人くらいの集まりなのかなと思って来たのですが、大勢

の人で会場がいっぱいでとてもあがっています。何を言おうかとオロオロしています。私は『弘もア勅トヘイ

トニrルター』という月刊のミニコミというか、南アに関する資料を発行しています。また、アフリカ行動

委員会というグループの手伝いもしています。どうぞよろしくお願いします。

【楠原】こんばんは、植原です。ここにいるかなり多くの方が人生のある時間を南アフリカやアフリカの

自然ゝ大地・人々、あるいはアフリカの歴史と出会って、なんとなくというか、生きてていいんだなあと

いう自信というか力を与えられた人たちだと思います。疲れるとアフリカへ行かれたり、素晴らしいアフ

リカの友人をもっている方もおられるでしょう。

（会場から回収した質問表を見ながら）会場からものすごい質問がありますね。例えばANCとSAC

P（共産党）との関係とか、新しい南アフリカの経済体制はどうなるだろうか、とか。それからスティー

ヴ・ピコとマルコムXをどう思うか、とかですね。それから白人の技能や行政力がないと南アフリカはや

っていけないと考えるというようなご意見もありましたね。これだけ人間がいれば、これだけの質問が出

てくるわけですけれども。どういうふうに私、これをアレンジというか、コーディネイトしていいか全然

わからないので、まあ、今日はしゃべりたいことをしゃべるようにしましょう。

私はよく知っておりますが、須関さんはアフリカ大陸で一番はじめにできた日本人学校の先生として赴

任されたことがあります。私が知っている南アフリカで長く暮した日本人の中で、たった一人です、南ア

フリカで起こっていることを私たちに伝えてくださった先生は。もう10年も前ですけれども、南アフリ

カで何が起こっているのか、日本人たちは何を考えているのか、あるいは里人たちは何を考えているの

か・そういうことを送り続けてこられた。そういうことが、かろうじて日本の反アパルトヘイト運動に大

きな力を与えてくださった．今は、がんばって『払ちア付けヘイトニュールター』を出されていますが。

では、須閑さん、どうですか。

【須閑】私が南アにいたのは、85～8時の3年間です。ちょうど非常事態宣言が発せられていた時期で、

運動への弾圧がきつい時代でした。3年間仕事をしていて一番強く感じたことは、南アフリカというのは

日本と日本人の姿を写し出す“鏡”なんだということです。ですから、異質なものを排除する日本社会

（日本人の集団）の特性が嫌というほど感じられました。南アフリカにいると、いやでも一一日本一が見え

てしまって、それが僕には一番きつかったですね。南アフリカにはいろいろな問題がありますが、佐保さ

んの言葉を借りていえば、南アの方が日本よりも健全である、そういう部分もある、と。だから、僕らが

南アフリカと関わるときに、日本の問題を切り捨てては考えられないと思います。

今、すごく話題になっているのは、南アフリカの経済をどう立て直すのかですね。で、そのために日本

からのかなり大規模な支援が大事だといわれています。それは、誰がやるのか。僕らの使えるお金は、例

えば10万、2D万・よくても188万円。その程度の頓でしょ。しかし、今の南アで必要なのはそういう単位
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ではないですよね。巨硬のお金が援助として必要になるのですが、それを誰が負担するかといえば、財界

ですよね。そのとき頭に浮かぶのは、これまで日本の財界はアパルトヘイトに対して公正だったのか、と

いうことです。そうじゃありませんね。日本の企業は、これまでアパルトヘイトを利用して儲けてきたの

ですから。そういう企業が、今度は南アフリカの民主化を助けると称し正義の味方づらして経済的援助を

するのか、と。それはちょっと無責任ではありませんれ僕自身は、今後、日本の財界や政府が南アに対

してどういうことをするのか、何を考えて、何をするのか、よく見届けていきたい、と思っています。

【楠庶】突然マイクをふったりしてすいませんでした。

私は佐保さんの本（『マリーの選択』文姦春秋社）を涙をうるませながら読ませていただきました。な

ぜかというと、一つはオーデンタール家というマリーの生まれた家が非常に差別的な家族で、南アフリカ

が自由になりつつある過程で信じられないような不幸に出会っていきます。次々と殺されたり。娘のマリ
ーの新しい生き方をオーテンタール家の人々はなかなか受け入れません。読み進めていくうちに、白人の

中にも黒人の中にも一つの時代が来るためにいろいろな犠牲があったということが感じられてきました。

佐保さん、オ】デンタールのご両親ってどんな人だったのでしょうか。

【佐保】残念ながら私は会ってないのです。ご両親が殺されたのは1990年7月7日で、その当時、私はビ

ザがおりすに行けませんでした。マリーの話によると、お父さんはアフリカーナ【で朴罰、もともと農業

をしていた人で非常に保守的ですが素朴だったそうです。お母さんはイギリス系で、教育のある人。大学

を出て教師をしていたようです。そういうお母さんは、結婚してアフリカーナーの生き方にスッポリはま

ってしまって、良き妻、良き母であることを強いられたというか、いつの閤にか自分からそれを選んでし

まったようです。ただ、やはりマリーのことを心配して家に何度も電話をしてきたり、古い家具を運んで

きたりはするのですが、そんなときもこっそりと持ってきて、パックスが家の中にいないことを確認して

から中に入ってきたそうです。お父さんは∴最後まで自分のことを拒否し続けたと思うと、マリーはハブ

キリ言っていました。

【桶原】里人の女性たちをあなたはどうみられていますか。特に黒人の男性との意識の違いというものを

感じられたことがありますか。そういう貸間が会場の中から出ています。

佐保さんの本は、そこによく知っている近い人、そういう人間を執拗に追いかけて書いています。僕な

んかは国家、民族、国境とかそういうものをどうしても椙え込んでしまうのだけれども、そういうことを

意識的にやらなかったのでしょうか。それとも、そのマリーというのはそんなにいい人だったのでしょう

か。

【佐保】そうではありません。私、全面的にマリーを理想化するつもりはありません。ただ、すごい人だ

とは思います。披女の嫌いなところもあります、実を言うと。私がマリーのことを書こうと思ったとき

に、心にいつも留めていたのは、わかりやすいことを書こうということでした。私が南アフリカに行こう

と思って読んだ本は、歴史のこととか、政治、社会のこととか書いてあって難しすぎてわかりませんでし

た。その本は私にとってとても役にたつベースの本なのですが、入り口の八一ドルが芯かったので∴私自

身が本を雷くとしたらもっとわかりやすい、南アの人たちの生活がみえてくるような本を苫こうと思いま

した。出版社の方から、その一冊を読んだら南アのアパルトヘイトの歴史がわかるようにしてください、

と言われたときには、そこまでできませんと答えました。ただ、こういうカップルを語るときは南アの社

会や歴史を抜きにはできないので、それは意識的に入れましたけれど。とにかく、一人の女性がどう生き

たのか、それを見てきた自分がどうだったのかを、ほんとに顔を見ながら話す感覚の本にしたいと思いま

した。

【楠原】さきほどの象人の女性に対する質問について、どうぞ。

【佐保】黒人女性の友だちは何人もいますが、マリーのように時間をかけて付き合った人はいません。あ

まり自信をもって言えないのですが、黒人女性の中に二重の差別があります。男尊女卑的なものが残って

いて、その向こうにアパルトヘイトがあります。アパルトヘイトはなくなりましたが、女性は男性の一歩

後についてこいというものは今も根強く残っていると軌、ます。目覚めている女性というのは、それも突

き崩そうというふうにしていますね。そういう女性たちは必ず社会問題に関わっていて、ANCの活動を

していたり、NGOの活動をしていたりするのですが、そういう人たちは基本的には教育を受けている人

が多いですね。学校にちゃんと行けなかった人たちとか、田舎に住んでいて南ア全体の情報をもっていな

い人たちは、これでいいのだ、と。これで当たり前として生きている女性も多いのですが、がんばってい

る女性たちは男性にくらべて軽いていて、パワフルだなと思います。
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【矧原】今の質問に、僕はあの人のことが出るかと思っていました。ちょっと言い忘れているのではあり

ませんか。それはパックスのお母さんです。あの人は本当に南アフリカの黒人女性の鐘みたいなところが

ありますね。

【佐保】そうですね凸　たくましさというか。ただ彼女の両親の家はけっこう進んでいる家庭で、女性だか

ら家事をしなければいけないとかいうことはないのです。こども達ひとりひとりに男の子でも洗液や炊事

も教えていくという中で、一人の女性としてしっかり家族を支えながら自分がリードすべきところはリー

ドしていく、そういう女性です。

【楠原】会場の皆さんが客いた質問に戻りますb須閤さんにうかがいましょうか。選挙が4月の終わりか

ら4日間おこなわれて、おそろしい混乱が起こるのではないかと思っていましたけれども、信じられない

ような静けさで、殺し合いも妨害もない選挙になりました。こういうことはあまり他の歴史ではないので

すけれども、それを可能にしたものはいったい何だったのか、というのが質問の趣旨です。

【須閑】いやー、全然わからないですね。おそらく、これは南アの人々の平和への熱意のあらわれだと

か、黒人、白人問わず賢い選択をしたからだ、とか答えるのが一番もっともらしいのでしょう。でも、本

当のところよくわからないのですよ。ちょっとしたタイミングのズレで殺し合いになったかもしれませ

ん。そのタイミングがどこでどのように調整されたのか、それはわからない。それは僕の方が聞きたいく

らいです。少なくとも良いスタートをしたということは間違いありません。ただ、僕としては、傍ら自身

と南アフリカとの関わり合いについてまず考えるべきだと思います。

先ほど佐保さんのお請の中で、「コシシケレリ・アフリカ」の感動的な場面が出てきました。日に浮か

ぶようで、とても嬉しかったのですが、僕は解放闘争時代の“解放歌－　としての「コシシケレリ」と1頭

数“となった「コシシケレリ」は根本的に違うと思うのです。甘木でも「君が代」問題が話題になってい

ますね。「君が代」の場合、新しい国歌を作ればそれでいいという考え方もありますが　そもそも「司

歌－そのものを認めないという立場もあります。要するに民族国家そのものが諸悪の根源であると。なら

ば、新しい南アフリカの国歌である「コシシケレリ」とどうつきあっていったらいいのか、僕たちは。そ

こらへんがかなり竣味だと思うのです。解放闘争組織だったANCと政権党になったANCが違うよう

に、「コシシケレリ」の変化を僕たちはきちんと認識しておきたいと思います。

南アフリカの今回の選挙がうまくいってバンザイ、という点についてですが、日本のマスコミは隅から

隅までバンザイ一色になってしまいました。南アから入ってくる情報は必ずしもハッピーなことばかりで

はないのに、なぜそれが日本のマスコミから消えてしまうのか。傍らの仲間の松島多恵子が南アから伝え

てきた届きたての情報では、ヨハネスブルグ周辺のホームレスキャンプが当局によって強制立ち退きされ

るという事態が起きており、真冬のさ中に放り出されている人々がいるそうです。これはアパルトヘイト

時代の話ではありません。今の今、南アから届いたばかりの情報です。ANC本部横の公園でも、住む家

のない人々が寒さをしのぐための掘ったて′川亘が暴力的手段で破壊されたそうです。こういうことも、僕

たちはしっかりと見ていきたいなと患います。『あんちア川小骨二rスレター』は、「新生南アと日本を結ぶ草

根メディア」というタイトルをつけていますが、“草の根メディア”が一つのカギになると思います。

佐保さんの話の中にたびたび「マリ▼は普通の女の人なんだ」と出てきますが、普通の人、つまり“革

の裾㌻の人を対象として本をまとめたのはとても大事なことだったと思います。自分の何かを伝えるため

にマリ【を利用するのではなく、相手と徹底的に関わっていく、そういう姿勢がとても大切です。

ところで、佐保さんに質問していいですか。この本を出版した後、どうするのですか。多いのですよ、

ボーンと本を出して、そのまま消えてしまう人が。そして、おもしろそうな場所を探して、パレスチナに

行ったりと。だから、僕としては、佐保さんに南アで生活しながらチャレンジしている人たちとの関わり

合いを描いた第二、第三のマリーの本を期待したいのです凸　どうですか？

【佐保】こわい質問です。南アには、もちろんこれからも関わっていくつもりです。やはり∴新政権がで

きたから終わりではなくて、始まりなんですよね。それで私、本のあとがきにも新しい季節のはじまりに

と書いたのですよ。そういうニュアンスもあって書いたのですが、南アフリカが変わろうが変わるまい

と、それと私の興味は関係ないので、私は南アに関わり続けていくつもりです。

大きなマスコミは選挙を境にみんな引いてしまいました。私はマスコミの中で仕事をしていて情けない

と思うと同時にくやしいと思うのですが、それはとにかく世界的な動きですよね。選挙当時は300針〉50DD

人といわれるメディアの人間が南アに入っていて、南アが内戦状愚になるのではないかと戦々恐々として

いました。ちょっと話がそれますが、インカタ自由党が選挙参加を表明した日、私はトコザにいました。



ANCとインカタ自由党が武力抗争をしていて本当に頭の上を弾丸が飛んでいくという世界から戻ってき

たら、インカタが選挙参加を決めていたのです。それまでは自人たちだけでなく、ジャーナリストたちも

これから血の嵐になるのではないかと考えていました。それはニュースとしての価値は大きいです、セン

セーショナルで。でも、そういうことは起きませんでした。起こらなくでよかったわけですが、ニュース

バリューとしては落ちてしまうわけです。

このように平和的な選挙ができたのは、人々の力だけではなく、きれいごとではない政治的なリーダー

たちの配慮というのも当然あったと思います。そういう中で選挙が終わったのですが、こんなに見事に引

いていいのかしら、と思うくらいメディアは引いてしまいました。最近では、日本の新聞・テレビを見て

も南アの記事を探すのは大変で、「南ア」と書いてあるから見たら「南アルプス」だったりして。でも、

だからといって現実は何も変わっていないのですよね。ニュースバリューはないからと引いていってしま

っていいのかと私は憤りを感じるのですけれども。だから、私みたいに自由に動ける人間がコツコツと動

いていきたい、伝えていくのは非常に困難になっていくと患いますが、雑誌とかいろいろなものを通して

伝えていきたいと思っています。ただ、何を書くかというと今の時点ではまだテーマが見えてません、興

味がある人は何人かいるのですが。今ちょっと考えているのは、今度は日本をみてみたいな、と。日本の

ことを、自分の身の回りのことをみなければいけないのではないか、と感じています。

南アフリカはこんなに大変なんです、こんなにみんながんばっているんですよ、ということだけではあ

りません。社会は政治と文化、自然、人と、いろいろなものが組み合わさってできているわけですから。

また南アフリカは本当にきれいなところです。自然がきれいなだけに、きれいなものと醜いものがハッキ

リ見える国です。私はきれいなところもきちんと伝えていきたい。

【須閤】見方が人によっていろいろ適うと思いますが、マンデラの演説の中に「レインボー・ネーション

」を作るんだという一節がありました。あれ、なかなか意味が深いなぁと思いました凸虹って七色がわか

れていますよね。色が混ざらないでしょ凸「レインボー一・・・ネーション」は単なる理想ではなくて、現実だ

と思うのですよ。僕個人の見方では、南アフリカの白人と黒人は憎しみ以前。知らないのですから、お互

いにね。ですから、へたをすると、これからアメリカ合州国みたいにものすごい憎悪が生まれるようにな

るかもしれません。今の南アはそれ以前。そういう中で人種が適う者同士の夫婦は他にもいますよね。増

えていると思いますが、そういう人たちに対する回りの百というのは、少しは変わってきているのでしょ

うか。

【佐保】いろいろな見方があります。89年にデクラーク前大統領が、共存政策に変えるといって、そのと

きは白人たちはものすごいショックを受けますが、やはりここから変わっていくのです。上からの改革で

だんだん人心が作られていくというか。だから、今、時流として仕様がない、こうなったら黒人たちと一

緒にやっていくしか自分たちには方法はないという雰囲気になっているので、そういう意味では私がマリ
ーにはじめて会った頃に比べればずいぶん自然に受け入れるようになってきています。ただ、まだまだ数

は少ないですから、例えば私が取材中に泊まった白人中流階級の家の人は、まだ黒人居住区に行ったこと

がありません。銀行員の奥さんですが、私がこういう女性を追いかけていると話すと、彼女は「エッ」と

驚くのです。そんな人がいるのか、そんなことができるのか、つて言うのです。彼女は今までデクラーク

の国民党を支持してきて、ANCは支持できないと言っている人です。これから自分の匠がどうなるかわ

からないので恐怖感をもっているようです。酋長な市民で、平均的な人だなと思える彼女が、人種の連う

結婚をした女性がいるのかと言うのですから、かなりショックでした。

もう一つエピソードを言いますと、マリ【が最近、髪の毛チリチリのものすごく可雷い下の子の予防注

射に行ったときに、どこの黒人層住区の子どもを孝子にしたのかと聞かれたそうです。自分の子ですと言

っても、嘘でしょうというふうに保健所の人に言われたって。説明したら、相手は顔を青くして謝ったら

しいですけれども。

【楢原】会場からの質問の中に、こういうのもあります。黒人の勝利の葺びから覚めたときに、逆アパル

トヘイト現象は起こらないか、と。で、この質問については僕も一枚かみたいと思います。今度の選挙が

どうして奇跡的な静けさの中で可能になったのか、ということとも関係します。僕は1990年、マンデラが

獄中から出てきた年の夏（南アの冬）にはじめて南アに行きました。そのときに直接目で見て安いたこと

が一つ。それはグラスルーツ、草の根といいましょうか、教会だとか女の人、労働組合、それから学生と

か、そういうグループがいたるところにあって、何か地域で事件が起こると無茶苦茶に議論していくので

す。残念ながら、これはタンザニアやケニア、ウガンダという瞳では生まれなかったことです。この教会
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や労働組合、学生たちの手弁当での組織、草の根のつながりみたいなものは、僕は逆差別に対する大きな

垣根になっていくものと考えられます。そういうネットワークを長い間かかって作ってきたのです。これ

は南アフリカだけではなくアフリカ大陸全体にとっても、下から盛り上がってくるデモクラシーというも

のがいかに大事であるかを僕らに伝えていると思います。

逆アパルトヘイトもあるかもしれないけれど、もしそれをチェックする機構があるとすれば、マンデラ

でもANCでもなく、自分たちのことは自分たちで処理しようとしてこれまでやってきたクラスルーツの

人達の、民王的な草の根にあるように感じるのです。

【佐保】そうですね、逆差別について、私は悲しいかなそれは起こりうると酎＼ます。ただ、先生がおっ

しゃったことに関係しますけれども、もう一つは黒人たちの寛大さがあると思います。それはキリスト教

に裏打ちされてもいるのですが。恨みの気持ちはいっぱいあるけれども後ろを振り返っていても仕方な

い、前を見ていきましょうという寛大さがあります。

今回の選挙で、一番大きな問題になっていたのは、さっき須閑さんが言ったことにも関連するのです

が、ANCが％以上の票を得るかどうかということでした。私は絶対に取ってはいけないと思っていまし

た。現地のジャーナリストや有識者は白人、黒人を問わず、そんなことになったらこの国はどうなるかわ

からないと言っていました。今回の選挙の開票結果は、はっきり言って私は政治リーダーたちの間で操作

があったと思います。投票用紙が足りないとかいろいろなことがあって、開票結果発表が延々延びたにも

関わらず、バッと開いたら優等生的な数字でした。ANCは68％は取らず62％くらいでしたか。議会です
べてのことを決められる殆以上の票を得ると、独裁体制になってもおかしくありません。それから、国民

党が20％ちょっと。20矧以上取ると第二割大統領に送り込めるのです。彼を送り込まないとマンデラさん

も困るだろうし、白人の誰かが副大統領にならないと白人たちが恐怖感をもつでしょう。もう一つは、イ

ンカタ自由党がナタール州で勝ったことです。ナタール州はインカタが非常に強いと言われているのです

けれども、客観的にはANCが勝つだろうと言われていました。そこでインカタが勝った。これも私は確

実に操作があったと患います。あそこで勝たせないと流血の惨事がまた起こったでしょう。そしてインカ

タが内閣に大臣を送り込める議席を持てるパーセンテージを越したわけです。どう考えても、一週間前に

遠挙に参加しますといって取れる得票率ではありません。

このように、どこにも差し障りのない数字が出たのですよ。現地でも報道関係者のなかで言われていた

のは、絶対に操作があった、と。そういう意味では平等な選挙とは言いきれないかもしれないけれど、こ

れで平和にスタートがきれるのだからいいじゃないかという雰囲気がありました。そういうことで新しい

スタートをきって、私はよかったと思います。ただ、今後のことに関わってくるのですが、ANCが独裁

をしはじめたときに、それに対してNOと言える装置が政府の中にちゃんとなければいけないと思いま

す。

【稲原】最後に、希望に満ちたメッセージをお願いします。

【須関】希望というわけではありませんが、『払ち77恥トヘイトニュールー』の定期購読を皆さんにお願いした

いと思います。「松島特派異を支える会」もよろしくお願いします。年会費1万円です。

【佐保】今日はありがとうございました。一言だけ言っておきたいのは、私の見た南アフリカは、私の

フィルターを通して見たものです。黒人サイドからだけ、白人サイドからだけではなく、いろいろな情報

をできるだけマルチ的に吸収してください。マスコミの情報なんて、ノ＼ッキリ害って当てになりませんの

で、いろいろな情報を集めてほしいと思います。

【楠原】私の一言はもう決まっています。私は、南アフリカと日本の関係をほとんど少しも変えることは

できなかった凸それは、私にとってこれからも抱えていかなければならない問題です。「名誉白人」を返

上することもできなかったし、南アフリカの黒人の食べ物であるとうもろこしの粉の買いつけを止めさせ

ることもできなかったし、金やダイヤモンド、プラチナも、黒人労働者が買い続けるなとあれだけ言った

のに世界で最もたくさん買い続けるのを止めることはできなかった。これをどういうふうに考えていくの

か0おそらく・3ロ年も50年もして、南アフリカの異人たちにゆとりができたとき、あのときあなた達は何

をしてたのかと問いかけてくると患います。それにどう答えるのか。

これからどういうふうに新しい南アフリカと関わっていくかについて、僕は誰が何をしたのか、どこの

会社が、誰がプラチナを買ったのか、なぜ買ったのか、なぜ黒人が死んでいるのに日本はいらないとうも

ろこしを買い掛ナたのか、そういうことを調べてみんなに伝えたい。南アフリカの人たちに伝え続けてい

きたい。これが僕の考えていることです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［終］
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読者プレゼント 南アの切手をさしあげます

今年7月1日に南アフリカで発行された『子どもの絵「私たちの家族」』の切手を読者
の皆さんに抽選でお送りします。5種類1セットで、10セット用意しました。

ハガキもしくはFAXで12月31日までに当編集部宛お申し込みください。なお、当

選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

鼻につくものですが、余計な粉飾のない編集はとても好感のもてるものです。本誌と 

あわせてお読みになることを為すすめします。東京の南アフ■リカ共和国大使館に連絡 

発行　アフリカ行動委員会『あんち・アパルトヘイト・ニュースレター』編集部 


