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by　松島多恵子
ロドリック・マサラ

（引＼ネスプルタ、封印［Yeovlllei在住）

南アで触れる日本報道

糎済大国、いじめ、慰安婦、女性差別、美智子皇后ご病気、雅子サマ、チカン、地震・津波、トヨタ、

ニッサン、空手、人種差別、ポルノ女優政党一・一・・・・

日本に関する報道は決して多くはない。記事の扱いも小さく、ほとんどが欧米の通信社からのものであ

るが、イメージとしてざっとこんなところだ。13才の少年が100万円以上ゆすられ続け自殺してしまった

事件は「ソウェタン」でもちょっと大きくとりあげられた。子どもの自殺が日本で多いことが話題になる

と、南アの人は「でも、信じられないわよ」、「それでも信じられないわよ」。南アもストレス社会にな

りつつあるが、やはり12～3才の子が自ら命を絶つのはどう考えても普通ではないこと。「どうして額に

言えないの」「学校の先生は何してるの」・・。（10代の少女たちが南アを研究しているSAF駿クねンにでも

聞いてみるといい、と彼らに言った。）00県の△△が、ロロを理由に首をつった、など、ほんの数行が

イ云えられるだけだが、やはり日本人の私には痛ましい。

日本が男性優位社会であることもしばしば報道される。夫婦別姓の実現についての記事は、こういうく

だりで始まっていた。「夫を主人（ぬster）と、要を家内（月erlndDDr）と呼ぶ社会では、男女平等に関

するいかなる進歩も大ニュースになる。」ベストセラーらしいチカン常習者山本サムの著作もとりあげら

れ、満員電車の中で尻を触られても声ひとつあげられず、女性の方が発見されるのを恐れていること、女

性たちは“恥辱の倉庫一に押し込められることに慣れすぎていること、など筆者が指摘していた。「男女

平等は口先だけ」の救治しかない、とも凸（12／18「サンデータイムス」】

8月に検浜で開かれた国際エイズ会議では白川ユウイチという医師だか博士だかが、「アフリカのエイ

ズ禍は、アフリカ人が性欲をおさえることではじめてコントロールできる」と発言したらしい。スウェー

デンのワリゴ氏は、白川の発言は純粋な人種差別だ、と非難する。在日韓国人の存在を見るといい、日本

のラブホテル、芸者はどうなのだ？と問う。（英誌「二r十円≠け」12月号〉　　　黒人はセックスのシンボ

ルのように思っている日本人は多いが、フランツ・77ノン（アルジェリア解放蘭争に加わった医師）の

著作では、実際には日本人とか朝鮮人り方がずっと性欲が強いとか、又、韓国では（日本の男が女を買い

に乗るので）エイズは日本から来たと信じている人が多い、ということも日本の新聞で読んだ記憶があ

る。

京都大の矢野教授のセクハラ事件も、「スター」意見欄に載った。あの人は今、どうしているのだろう

か。大学時代、少なからず彼の著作を読んだが…。とにかくショックである。

英誌「フォーカス・オン・アフリカ」（18－12月号）は、オスマン・サンコンや、アフリカ行動委員会

の事務所があった東京・恵比寿の「ビガ・ビガ」（アフリカ音楽ライブノヽウス）で活施するザイール人ミ

ュージシャン、BBモフランク、その他在日アフリカ人のサバイバルの様子を伝えている。

日本で、こんな日本人がこんなことに頑張っているとか、こんなユニークなことが行われているとかい

うニュースは、残念ながらまだ見聞きしたことがない。



クリスマス前後

◆12月25日は日本の元旦のようだ。日曜だったこともあって、一部の小さい雑貨店を除いて商店街は完

全に閉まっていた。道行く人もごくわずか。公園のホームレスたちもどこかへ消えた。新聞は25、26日は

ほとんど休み。23日頃から各紙は“縮小版廿になり始め、ニュースの里も減っている。1月lEも新聞は

ない（ちょっと信じられない）状態だ。

クリスマスは、南アの人々にとっては“家族と過ごす日－。同じアパートの陰人たちも、キンバリー

ボートエリザベスと、一緒に暮らせない子どもたちや両親のいるもとへと帰っていった。ヨオビルは民家

もあるが、アパートがたくさん立ち並ぶ地域である。夜になると、部屋々々に明かりがつくことから、そ

う多くの人が旅行に出かけたり故郷に帰って行ったりということはなかったようである。

この日、あちこちの部屋から音楽が流れるのが聞こえ、　ホームパーティー”をしている様子が伺え

た。26日以降も、まだ仕事に行かなくてはならない人が多いとはいえ、やはりお祭り気分。筆者たちの家

でも、ふだんつきあいのあるウィラーズ・ファーム、アイヴォリ【・バ1クなどのいわゆる】掘っ建て小

屋－キャンプに住む友人たちを招いて楽しんだ。（私はこのような人たちからも時々お金を借りたりする

）アフリカ人一人を呼ぶと子ども、要や夫、他の友人など最低2人は連れてくるので、それを予測する

のがちょっと大変である。

今年のクリスマスは人々が初めて索直な気持ちで祝えるものだ。長い間、不買運動をくり広げてきた
嶋ブラック・クリスマス岬は今年はない。

◆12／ZD「スター紙」記者のアブダル・ミラズィが「外国人」と間違えられて3ケ月の間に4回も“逮

捕”された経験を書いている。私もクリスマス前の一週間、2回パスポートの提示を求められた。ミラ

ズィも言っているが、警官たちは私服で、私が会った者は野球帽に半ズボンという格好をしていた。ヨハ

ネスブルグの街角という街角にいる。ロドリックもよく身分証明哲を求められる。

ここで証明杏を持っていないと、厄介になる。本誌でも書いたことがあるが、今、南アは不法滞在外国

人を国外退去させることに躍起になっているからだ。ひったくりが多いのでヨハネスブルグではパスポー

ト、プレスカード、運転免許証などの貴重品はカバンに入れて持ち歩きたくないが、仕方がない。さなが

ら、‘‘バス法≠時代の再来である。

そして、手当たり次第に日をつけた“非白人什（アジア人も不法移民が多い）にパスポート提示を求

め、持っていないと逮捕するかわりにワイロを要求する。実質的に、警察官の「クリスマス′ト遣い」集め

だ。クリスマスや4月の復活祭連休時は、彼らにとって“かき入れどき’■である。　　　　　　（T）

◆　クリスマス前、「スター」も、NHKの歳末助け合いのようなキャンペーンを行った。病院で過ごす

子どもたち、身寄りのない年寄りにとっては淋しい季節。少し前、ガウテン（PWV地域は12月からこう

変名した）州首相、トーキョ一・セクワレがホームレスの子どもたちを自宅に招いてパーティーをやった

が、こういうのはどんなものか。結局、子どもたちはまた、楽しいひとときを過ごした後ホームレスに戻

るのだから・・。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（R）

◆　「ペットを贈る前に一考を」というSPCA（動物愛護協会）のTV広告もあった。動物の面倒を最

後まで見切れないのはどこの国でも同じらしい。



◆　大晦日は一晩中近所でも大騒ぎだ。音楽がガンガン鳴りひびき、花火、クラッカーの音がすごい。ヨ

オピルはジャズ・ライヴ、深夜喫茶の並ぶロッキー通りがあるが、車の乗り入れはこの晩禁止され、この

辺一帯は花火等が禁止される。だが翌日、元旦（祝日）だというのに市の清掃局が片付けをしている。一

晩中飲んで、騒いで、通りに出て踊りまくるのが南ア都会人の祝い方らしい。

ティファイアンス・キャンペーン、反逆裁判、武装闘争、リヴ才ニア、ロベン島・

ポルスモア（刑務所）、ビクター・フェースター（刑務所）、ケンプトンバ‾ク

（多党間交渉が行われた）、選挙、自由・‥「巨大な丘をのぼったあと、人は・

まだ豊らねばならない丘があるのを知るだけなのである。」ネルソン・マンデラ

の最新著作『自由への長い道のり（neLongⅦalktoFredom）』が発売され、あ

る書店では初日に1000部が売られた。定価80ランド（約24DO円）。（12／6「ゾウェタノ」）
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女性・子どものページ

アノヾルトヘイ　トらこ傷イ寸らすられた子とごもたちくD

英『ニュー・サイエンシスト』誌　特集　Apa止血1d’Sdam昭d chlldren

知り合いが勤めるCCD（コミュニティ開発センタL，Centersfor CormltyDeveloplnent）という

NGOがあるが、彼の同僚の16才の姪が洩戚の男にレイプされてカウンセリングを受けているという。そ

れからしばらくしてまた、別の同僚のやはり同い年くらいの娘がレイプされ、カウンセリングに行ってい

ると聞いた。ほんの数週間の間に、同じ小さな組織で働く二人の職員の家族メンノヽ－が、このような被害

に合っているのである。南アの新聞はほぼ毎日といっていいほど、レイプの事件を報道しており、日本と

は対照的である。日本ではその実態を伝える総括的なものでさえ、そう目にすることはない。本当にそれ

だけ少ないのか、それとも「タブー」なのか知るのも粗しい。南アのタウンシップではやはり本当に少女

たちがこのような日に合い続けているのだと、この知人の話を聞いて実感した思いだ。

南アでは、政治暴力が減少していると言われる一方で、こうしたレイプや「瞼犯罪は逆に増加している

という。子どもへの虐待は、昨年と比べて54％増加した。（11／23「スターJ）　しかし、イーストランドやク

ワズールー／ナタールでは、相変らず政治暴力による死者、暗殺は絶えない。

また、レイプ犯人と思われる人物が、若者たちの暴徒に因まれ殺されるという“リンチ裁判”（南アで

は粘mgarqOColFtとかJl瓜gleJustlCeと表現する）も多く起こる。そして、多くの場合、誰も逮捕されな

い。

英誌「e甜5clentlSt」10月22月号には、南アで子どもへの暴力を研究してきた大学、心理学者の見方を

含め、ス一・・・・アームストロングが「アパルトヘイトに傷付けられた子どもたち」として特集を組んでい

る。タウンシップの暴力、アパルトヘイトシステムがいかに、十代の若者たちをてっとり早く暴力で解決

させるように導いていったか、を説いている。

『暴力被害者のためのナタールプログラム』（Nabl Pro訂ammefDrSurvIYOrSOfvlOlence）のルス・

ベングは子どもたちにカウンセリングを行っているが、アパルトヘイトが黒人家庭を崩壊させたと語る。

伝統的なズ【ルーの家は家父長的で権威的だ。しかし出稼ぎ労働システムが生まれ、妻や子を仏白人’地

域に連れてくることを否定され男たちの地位は地に落ちた。帰ってきてみると女たちはうまく切り盛り

し、子どもたちは政治に目覚めていた。子どもたちに責められさえし、多くの父親たちはアルコールと暴

力に訴えるようになってしまったのである。

出様ぎシステムはこうした状態を生んだ多くの要因の一つにすぎない。選端で、店で、あらゆるところ

で白人から恥辱を受け、真夜中にいきなり横暴に逮捕されたりするのを子どもたちは目撃してきた。大人

たちが無抵抗なのを理解できず、子どもたちは彼らを尊敬し信頼するのをやめてしまった。

ナタール大学のビヴァリー・キリアンとバーバラ・マソンは昨年、400人以上の子どもを対象に研究を

行った。クワズールー／ナタールは過去1D年以上に渡って最も暴力が激しかった地域だが、両者はできる

だけ平均的な黒人の子どもをサンプルにしようとしたという。

8～12才の小学生3m人に質問リストを記入させ、また、教師、両線もストレス、気の落ち込みなどを

示す症状28について質問に答えた。

全長が最低一つの症状をあらわしており、平均すると8～9である。最も子どもたちに共通の症状は、
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過度の用心深さだった。半数以上が睡眠に問題を持っており、43％が毎晩争いの夢を見るという。38％が

食生活の乱れ（食欲不振など）を訴え、41％が嫌な体験を回想したりするという。Z3％がいつも恐怖心を

感じ、12％が死にたいと思ったことがある。

2才から6才までの148人の子どもに対し、いいことでも悪いことでも何か起こったことを栓に措いて

みよと指示した。キリアンは、絵によって子どもの感情を評価するのは賛否両論多いことを認めながら

も、やはり現実を反映しているという。太陽（“普通”の子どもには力強いイメージのもの）を描いたの

は3％。84％が暴力と結びつけられていた。（そのうちの23％は銃、兵士、槍、警官など暴力行為を、23

％が死体、けが人、敗急車、燃える家など暴力によって起こったことを、ユ5％が人々が逃げる様子を絵に

した。）両親や兄弟姉妹、家や花などの絵を描いたのは全体の15％だけだった。

ヴィツ大学（ヨノ＼ネスプルグ）の心理学の教授、ジル・ストレイヤーは87年～92年にかけアレキサンド

ラ居住区の子どもたちを観察した。兵士たちが居住区をパトにトールし、非常事態時だった87年よりも、ア

パルトヘイトがなくなろうとしつつあった92年の方が、子どもの感情はより害されているという。87年は

散がはっきりとしていたが、92年は国家による‘‘黒人対黒人Hの暴力が仕組まれ、敵が見えにくくなって

いたからだ、と分析する。また彼女は、子どもに与えられる心理的ダメージは、暴力のひどさではなく、

子どもがいかにそれを自覚するかの方がより関係が深いと述べる凸　　　　　　　　　　　　　　［続］

」二∵丁

◆　上院議邑コピー・コツイエ率いる全政党からの代表が一週間の予定で日本を訪れる。（11／23「入，－」）

◆　約130万人のホステル居住者を代表する全国ホステル住民協会（NHRA）は、政府の「ホステル再

開発プログラム」に反対している。これは、ホステルを単身者用から家族単位システムにしようというも

のだが、NHRAによると、多くの住民はそのようなものを望んでいないという。特定のホステルが家族

単位シテスムを望むならそれは尊重されるべきだが、政府はまず自分たちに相談するべきだ、と言ってい

る。　欒N王iRAはインカタ自由党と連帯しているといわれる。　　　　　　　　　　（11／25「スター」）

◆　人間科学研究評議会によると、15～30才の南ア人のうち42％が失業中という。　　　（12／1「スト」）

◆　北ケープ州で、農場労働者の11才の一宮子を射殺した農場主は、保釈金なしで釈放されているという。

少年は他の友人たちと農場の用水路で釣りをしていたが、農場主に見付かり、逃げようとしたところ撃た

れたという。労働者たちは農場主の幽閉を要求、この事件は同州首相も注目している。（11／24「リサカフカ

◆　労働者たちは、ダイヤモンド原石の輸出に反対するデモを明日、ヨノ＼ネスプルクで行う。南アダイヤ

モンド労働者組合によると、タイヤは原石のままロンドンへ行き、切断・研磨され、南ア現地での雇用を

減らしているという。ダイヤ産業は過去2年で労働者数が35D掴ゝら1588に減っている。南ア最大のダイヤ

製造会社、AGダイヤモンズ（親会社はノくルギー）は、したがって、外国からタイヤを輸入しなければな

らない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／30「スター」）

◆　水問題相カグー・アズマルはフルヴールト、ハンス・ストリダムなどアパルトヘイト時代の人物にち
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なんで呼ばれていた12のダム、用水路の名前を変更したと発表した。近く、クルーガー国立公園（ポール
・クルーガー）も変名する可能性がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ1／30「入，－」1

◆　ミュージシャン、ヒユー一・・マセケラやジョニー・クレッグらはⅠBA（独立放送委員会）の公聴会に

参加、マセケラは南ア音楽をもっと放送するようにと放送者に訴えた。「我々は使い古しの黒人になって

しまう。子どもたちは欧米の音楽のリズムをとりながら歩いている。」レイ・フイリやジョニー・クレッ

グらは海外ではよく知られているが、現地ではほとんどだ凸マセケラは、「誰も我々のことを知らないの

に、どうやって仕事を見付けるのだ」と嘆く。　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／30「シチか」）

◆　かつては勢力を極めたAWB（アフリカーナー抵抗遊動）リーダー、テレプランシュがついにポチェ

フストルーム裁判所に現われた時は、ボディーガードも友人も、お抱え運転手も、組織の旗も存在しなか

った白　3年前、スクォタ一・キャンプを奇無し住民を暴行したかどで訴えられている。（篠、テレプラン

シュは賠償を命じられた）選挙前後の、耀弾攻撃を含む様々な】作戦－が失敗し、また、AW】ヨメンバー

に警告したきた“ANC政権下での恐怖【も具体化しないことなどから、テレプランシュの勢力は衰退す

る一方。最もお気に入りの軍事担当者だったピート・フアンリレーイェンはパラグアイに行ってしまった

という。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／27「サブデータイ最」）

◆　AZAYO（アザニア脅年機構，AZAPOの学生組織）議長、タミ・ツェルワ（32）は、＆5年以来

9度も殺されかけたが、12月12日の夜にソウェトの自宅で何者かに撃たれ死亡した。74年と85年にはタミ

の兄弟がやはり殺されている。母親のジョイス（64）は息子3人とも目の前で失っている。ジョイスは様

々な仕事をしながらツェルワを英国で学ばせた白軽い卒中を起こしていたが、邑子は黒人の解放のために

闘い掛ナ∴死んだことには勇気付けられる、と語っている。ツェルワは1D月にスタンダード親行の人事マ

ネージャーとして働き始めたばかりだった。　　　　　　　　　　　（12／14「スター」、12／柑「シティルス」）

文学・政治・芸術・学術など様々な分野のものがあるが、いわゆる反アパルトヘイト、左粟思想を

王体としている本を置いている書店がある。この本屋、“バンビリ●はヨノヽネスプルグ中心街にあっ

たが∴最近ヨオビルに移転してきた。東京・新宿の南の万にも、名前は忘れたがやはり左翼系書店が

ある。警官が客のプリをして立ち寄るらしいが、こうした本屋は国境を越えて雰囲気、レジ係の人相

などが似ているのでおもしろい。“バンビリ”に置いてある「社会主義労働者（SoclallSt Or er）

」は、南ア国際社会主義者（ISSA）の機関紙だ。ISSAはヨオビルでも毎週ミーティングを行

っており、商店街にもポスターを貼っている。労働運動中心に書かれてはいるが、ANC政府の政

策、同性愛、中絶、家賃問題などそつなく取り扱っていて、窯人たちの声を反映しようとしている。

10月号では、ISSAの韓国の姉妹組織の活動家イル・プン　チョイなど24人が逮捕されたことを報

じて大使館でのピケを呼びかけている。

◆　「コシシケレリ・アフリカ」の作曲家イーノック・ソントンガの墓が、ヨノ＼ネスプルグ北西のプラー

ンフォンティン共同墓地で発見された。教師であり、伝道師であったソントンガは1873年生まれで、ソウ

ェトの近くで蕃していた。32才で死んだ時は名前さえ否定され、市の公文書にはrイーノック・カフィー

ル（黒ん坊）」と記録された。この当時、黒人にとっては名字を省くのが普通だったという。今は南アの

国歌となったこの曲を作ったソントンガがどのような人物だったかは、ほとんど知られていない。全国記

念碑評議会は、彼のための記念館を建てたいと考えている。　　　　　　　　　　（12／4「如Ftタイムズ」）



◆　米誌「タイム」で、3人の南ア人が次世代のり【ダートップユDDの中に入っている。前ANC青年リ
ーグ議長のビーター・モカバ（36）、アパルトヘイト設計者のヘンドリック・フルヴールトの孫であり、

ANCメンバーのウィルヘルム・フルヴー）L／ト（3D）．そして共産党執行委、COSATU音言己長のサム

・シロワである。

◆　南ア居酒屋協会は、黒人長引王区でシピーン（不法居酒屋）で営んでいる家々を、宿泊施設にして観光

客を呼び寄せたという。見かけは悪くても中は整え、タウンシップの雰囲気を味わえるようにする。食事

もアフリカ人の食べる臓物、バブ（とうもろこしの粉で作る主食　を揃えたりする。同協会によると、こ

のクリスマスに、シピーンオーナー一人だけで10社のパーティーを引き受けた。外国からの客も興味を持

つ、と考えている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12／23「スター」）

◆　アフリカーナー民族戦線（AV）は、アフリカーナーの民族自決を求める30団体の包括的組織になっ

たという。自由戦緑（FF）は、これを保守党と何らかわりないものと言っている。AVは、白人国歌建

設の支持を問うため、アフリカーナーの国民投票を行いたいという援秦に対する政府の返事をまだ待って

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12／5「シチズ封】

◆　西ケープ経済問題相アラン・プーサックのNGO、平和と正義のための基金（FJP）に援助された

84000ランド（約250万円）が誤用された件で、スウェーデン大使館は損失を補うため（援助金で買われ

たといわれる最新の）ビデオ設備を売るよう指示するという。〔11／15「ビジネスディ」）

また、デンマーク教会組織からFJPへの援助のうち、約200万ランド（6000万円）が職員への（住宅

などの）ローンに使われていたという。デンマークは必要ならば、警察の捜査を依頼するという。

（12月各紙）

◆　南ア開発会社によると、400人の農場主が来年7月にコンゴに移り、熱帯フルーツ農場を始めるとい

う。世界観行に援助の交渉をしているが、同社はフォルクスタート（アフリカーナー国家）の建設とは関

係ないとしている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／9「スケ1）

◆　76年のソウェト蜂起の最初の犠牲者、ヘクタ一・ピーターソンを抱いて走っている少年と少女の写真

は世界的に有名だ。この少年、ムプィサ・マタブは今どこにいるのか。この年、18才だったマクブはナイ

ジェリアへ出国し、それから2年は頻繁に家族と連絡を取り合っていたが、今、生死さえもわからない。

ANCに問い合わせても、マタブは国外キャンプにいたことはないという。ナイジェリアでは多くの亡命

者がより学問を身につけるため滞在した所だが、家族は息子の安否を気遣う暗闘の日々を送っている。

（11／20「シティーブレス」）

◆　退役警官、刑務所看守など多くの人々がスティーヴ・ピコの死について証言しようとしている。ピコ

拷問に立ち合った警官は、AZAPOに証言、協力を約束しており、法相の暴力調査機関、「真実と和解

の委員会」で検証される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12／6「ソウエタンり

◆　9年ぶりに南アに再投資するペプシ・コーラの工場の外には、1000人もの失共著が7月以来キャンプ

を張っている。会社間と突業者側の意見のくい違いでケガ人を出すほどの対立になった。マチプ・マトラ

ジョアネは「7月にペプシの再投資の話を間いたが、たった150人分しか雇用のチャンスがない、また、

その多くはもううまってしまったと言われた。」という。さらに会社側は、門で待っている失業者も雇う

と約束したがそれを破り、ライバル会社から引き抜きをしていると非難している。ペプシ側はこれを否定

している凸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／19－20「ウィづ工ントカー」）
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◆　世界金評議会（WDrldGoldColmCll）によると、今年の第三四半期には、前年同期より　6．2％金の需

要が伸びているという。主に途上国の伸びが大きく、インド22％増、東南アジア26％、中国132％で米匠

は安定しているが、日本は12％減、総体的に先進国では4％落ち込んだ凸プラチナの価格は日勤車産業お

よび日本の装飾品における需要が高く、値上がりするもよう。　　　　　　　　　（11／16「ビジネステイカ

◆　米にかわって英匿が南アの最大貿易相手国となる。今年1～7月までの間で84億ランド（約2588億円

）を記録し、米国は70億ランド（約200櫨円）だった。日本は66億ランド（約190D億円）。

（11／16「ビ薄ステイ」】

◆　チェースマンハッタン銀行、クライスラー、マクドナルドが南アに（再）投資することを考えてい

る。米国年金ファンド会議で、タポ・ムベキ劉大統硬は、80年代の米企業撤退は、暴力を抑えた形で変化

をもたらしたので正しかった、と語った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11／15「ビ汚スデイ」）

マレーシアとともに、台湾は急速に南アに入りつつある。台湾は5DO8人の雇用を生み出すといわれ

る大規模な石油化学ジョイント・ベンチャーも考えている。南アのビジネス界はルック・イースト志

向が強く、TVでも勤勉なアジア人の姿が紹介されたりする。また生産性の高さがしばしば賞賛され

るが、自匠の生産性が庇いのは役員・経営者の報酬が高すぎるため労働コストが高くなっていること

が見落とされているようだ。中国本土との関係改尊を求める記事が載ったあと、それに反対する投書

が3つもスターに載った（12／13号）。多くの白人ビジネスマン、研究者には中国は天安門事件を初

めとして人権侵害の深刻な国であり、それに比べ台湾は一人当り年収も高く、巨額を注ぎ込むことで

南ア経済に貴離し、また安定した民主主義が存在する国、と映っているようだ。シンガポールが、実

は独裁性ゆえなのだがとてもきれいな国だという賞賛の声もよく耳にする。在南ア台湾人も、南アー

中国の外交関係樹立には神経をとがらせている。
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11月末から、「銃のない南ア」（ne伽nFreeSA）キャンペーンが始まった。メソ

ジスト教会主数、ピーター・ストレイなどが中心になり、クリスマスにはいかなる

銃のオモチヤも子どもにあげるのをやめよう、と呼びかけられた。写真は、カトレ
ホンの幼稚周で始まったもの。12月16日にはさらに大々的に、銃を手放せとのアピ
ールがなされ、非暴力キャンペーンはクライマックスを迎えた。
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◆　アンゴラ、ロシア、モザンビーク、中東、ルワンダ、台湾・・・・、兵器産業アームスコールの‾協定破

り〝武器売買が次々と明らかになっている。12月6日、国防軍が、南ア政府が武器を売ろうとしていた国

々の秘密リストの公開拒否を取り下げたため、そのリストが明らかになった。それでは、武器売却に何の

規制もない国にはプルンディ、ノ＼イチ、イラク、ケニア、コンゴ、レソト、ナミビア、ルワンダ、ザンビ

ア、ドイツ、フィリピン、日本、インド、インドネシア、韓臥中国、台湾が含まれている。禁止してい

る国とはボツワナ、タンザニア、ウガンダ、ザイール、ジンバブエ、イラン、アゼルバイジャン、ボスニ

ア・ヘルツェゴヴィナ、ラオス、イエメン、リビア、ニカラグア、北朝鮮、ベトナム、ソマリアなど。ア

ンゴラ・カメルーン、モザンビ【ク、ヨルダンなどは限られた武器を売る国々のカテゴリーに入る。これ

に先立ち11月下旬には防衛展示会が開かれ、マンデラ大統領は防衛産業が平和に貢献できると語った。会

場は、「武器売買に反対する停戦キャンペーン」メンバーのピケに囲まれた。ツツ王教側近はアームスコ
ールを改革も破壊できない－フランケンシュタイン・モンスター”と呼んだ。

国防軍、アームスコール、防衛省はリスト公開に反対していたが、外務省は日本のような国々の中には

武器売却を援助と結びつけるところもあるが、リスト公開によって日本は援助をとりやめるのでは、と言

っている。なぜ日本を例にとったかについては説明はない。（11／23「スター」）
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現地の人間関係歪める日本主義援助
奉公島多恵子

アパルトヘイトが終焉の兆しを見せ始めた89年頃から、南ア一日本の人的交流が活発化すると同時に、

市民の援助活動も増えた。識字教育、本の寄贈、スクォタ【キャンプ支援一・。しかし・南アの人々の力に

なるようにと考えられたヨ本や他国からの援助プロジェクトのいくつかは、そう思い通りにはいっていな

いことを発見した。援助に必要なものやお金を集めるキャンペーン（それは日本の運動を活性化しはする

が）に力を入れるより、むしろ現地のどんな人たちがどのような希望を持ち、どんなやり方を求めている

かを徹底的に事前にリサーチし、また、健全な援助活動をするにはどのようなシステムがあるべきかを日

本人がまず学び、そして南アの人たちにアドバイスできる力を持つことが第一に必要だと実感したロ今南

ァでは、（臥本号でとりあげた）アラン・プーサック氏のNGOの腐敗の実態が次々と明らかになり、

特に白人中心のマスコミを騒がせ（そして喜ばせ）ている。この他にもカギソ基金（理事は数年前外務省

招待で来日したエリック・モロビ氏）、解散させられた帰還亡命者委員会（臥フランク・チカネ牧師）

など大規模なNGOで援助金の誤軋職員による使い込みが明らかになっている。これらは氷山の】角

で、もっと小さいNGOで働く友人たち、ANC芸術文化局などの話を聞くと枚挙にいとまないという。

起訴、逮捕にまで事態が拡大したケースも多い。

日本の反アパルトヘイト関係の市民運動は、職壷を持ちながら仲間たちが時間をみつけて集まり＼会を

運営していくという、いわば“寄り合い所帯”形式がほとんどである。自分がNGO運営のプロではない

ことも援肋活動がうまくいかない原因の一つになっているだろうが、しかし「世界で品も教育されている

日本人が、なぜモノやカネをただやろうとするのか」との南ア人の問いかけに対して、十分な答えとはな

らない。来日した南ア人との交流などをきっかけとして、インスタントな友情関係の上に援助活臥理想

的な連帯が成り立つと考えがちだが　実際は男力・知力を使わずこうして始められた●■善意のプロジェク

ト●が、かえって南アの人々を泣かせてしまっているのである。93年、郵政省ボランティア貯金の援助を

受ける南アプロジェクトを視熱こきたJAN工C（NGO活動推進センター）の渡辺龍也氏はゝ日本の援

助は日本側の思い入れ、発想をもとに行われているものが多いと、手厳しい批判をしていたQアフリカで

あれアジアであれ、日本からのモノ・カネが〔時には絶望的に）それを必要としている現地の人々にどん

な悲喜劇をもたらすのか、もう少し敏感になって考える時期に来ているのではないだろうか凸

《Omhle、元政治囚－モニターの欠落〉

ァプリカ行動委員会が数年前に始めた「ホームレスキャンプ学校建設」への支軌は、妻とともにかつて

来日したエリック・ンゲレザ氏とのコミュニケーションが契機となったが＼一昨年以来、多くの仲間が彼

との関係を断ち、またンゲレザ氏を非難していることがわかった。キャンプの人々によると、彼は非民主

的な方法で組織（0血1e）の議長タン・ムシュギを追い出し、郵便物は自分のソウェトの私蓄篤を組織用に

使い内部をオープンにしない、又、（組織の金で）郊外に家を買ったというのであるb「2年前まで無給

で0血1eで活動していた彼が、どうやって急に家を買えるのか」と言う。0血1eは9D年以降、行動委以外

にカナダ・日本大使館、企業などから援助を受け始めていた。

92年8月、私が南アを訪れた時、日本からの援助金の一部は、当時（90－91年頃）、不法居住者法などに

反対するためヨハネスブルグ中心街に掘っ建て小屋を建てるデモを行ったメンバーたちが拘禁された時の

保釈金に費やされたと聞いた。この頃0血1eはより活発に活動を行いつつあったが・同時に・それまで丁

寧な会計報告を日本に送ってくれていた公認会喜十士フセイン・ビスミラ氏も組織を追われるということも

起こっている。ンゲレザ氏によると、ビスミラ氏が財政書類を返却せずに去ったため行動委への報告が遅
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れているとのことだが、他のメンバーによると彼はすべてを馳llleに返していったという。これらのこと

を明らかにし、また「学校建設」プロジェクトの逆行を問い合わせる依頼を、随ILle役鼻の一人であるア

ルベルチナ・シスル氏（ANC匡】全議員）にしているが、返答はまだない。ホームレスキャンプの人々に

も、できるだけ私が参加できるようシスル氏を含むミーティングを開いてくれと頼んでいるが、みな引っ

込み思案のままずるずる時がたっている。行動妻が正式な申し入れをし、ンゲレザ氏らに援助金使途の詳

細を求めるのは難しいことではないが、私は0血1eを批判する人々がなぜ大勢で団結してリーターたちと

対曝しようととないのか疑問だった。それは、このお金をとりまく環境に足を踏み入れることが極めて危

険なことでもあるからだと、のち様々な人の話を聞いてわかったのであるb ANC芸術文化局のシポ・シ

ンギスワ氏は同じヨオビルに住む隣人でもあるが、ある芸術冠体の財政状況を調べていたら、無言電話を

たびたびうげ、また近所で彼の持つ車と同じ型のものが爆破されたと言った。もちろん、自分が本当に狙

われたという証拠はないが、と彼は言っているが。南アの人々はこうしたことをE常見聞きしてより、そ

れゆえ“援助政治”がいかに微妙なものかを理解しているのである。

数人の市民が郵政省ボランティア貯金の分配金を、元政治囚支援のためのプロジェクトにあてた。やは

り途中から会計・活動報告が来なくなったことから、昨年私とロドリックがモニターを鱒まれたケースで

ある。南ア有数のNGO、ゲットアヘッド基金が援助金とプロジェクトの管理を行い、CCD（コミュニ

ティ開発センター）の職員が現場と実際のやりとりをすることになっていた。元政治囚たちがロウソク作

りによって現金収入を得るというものだ。彼らは、元政治因であったこと以外に何の知識も技術も持ち合

わせていない。このロウソク工場はCCDのあるヨハネスブルグから200キロも離れたスティルフォン

ティンというところにあったが、そこではロウソクの需要が本当にあるのかどうかも不確かだった。

CCD職員がひんぽんにスティルフォンテインにやってきて、プロジェクトを監視するというのは、交

通コストがかかりすぎで事実上不可能であった。また、担当のCCD職員も、この元政治囚たちに組織運

営、帳簿付け、QC、つくったロウソクの販売・流通などについて教えられるものは何一つなかったので

ある。のち、この職風がプロジェクトのお金を、実際それを必要としている彼らに渡さなかったばかりか

使い込みまでしていたことも明らかになった。この職員は辞め、CCD自体も他のプロジェクトが同じよ

うな状況にあったことから解散することになったのである。また∴実際販売先を探すと、ロウソクの質、

大きさ、形、種類やパッケージなど様々な要紫を考慮に入れなくてはならないことを始めて学ぶのであ

る。あるレストランはロウソクを継続してここから買いたがっていたが、時すでに遅しだった。肝心の

CCDがこのプロジェクトを管理できないため、それも実現しなかった。11月には、労働者たちがロウソ

クの売り上げを“着服－していることも現地に行ったとき明らかになった。しかし、この人たちを責める

ことはできない。彼らの月給はわずか4DDランド（約1万2DOO円）で、労働の意欲も湧かないし、何よ

り、日本からも現地コーディネーターからも、徹底的した監視・指導が最初からなかったために起こった

ことなのだから。結局、人々が再びすることのない毎日を送らねばならなくなったのは悲しいことだ。

〈レセデイー“以心伝心”の援助関係〉

◎実体のない組織

93年展覧会で来日したヴィククー・マトム氏はその時、彼も所属している「レセディ」グループへの写

真撮影機材の寄付申し出を、ある日本人フリー・カメラマンから受けた。レセティは彼のはか3～4人の

駆け出しカメラマンたちでつくるグループで、共同の事務所を借り活動している。みなアレクサンドラ芸

術センターの写真コースを修了しており、そこでマトム氏の教えを受けたのである。このフリーカメラマ

ンはその年11月、南アを訪れた際寄贈品の一部を自ら持ち込み、レセティメンバ1に寄付した。それから

も何度かに渡り、他の日本人が南アへ乗るたびに運び込んでいるとのことである。レセディメンバーの一
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人、サムソン・セレベ氏がかねてから「日本からの磯村を使うことができない」「マトム氏が一人で管理

していて、どんな機材がどれだけあるのかも教えてくれない。」と喋くのを私は聞いていた。（日本から

の寄贈がくる数カ月前、自宅付近でひったくりに襲われ、カメラを奪われるという事件にあっていたセレ

ぺ氏にとっては、天から降って湧いたような話たったのだが。）セレぺ氏は、この日本人カメラマン

（N氏としておく）との会合の場にも居合せていた。だが牧によると、カメラが故障していて困っている

他のメンバーも寄贈品を使っていないとのこと。セレぺ氏は彼にカメラを貸してほしいと求められさえし

た。このような問題が起こっていると聞き、私はセレぺ氏にN氏に直接問い合わせ疑問に答えてもらうの

が巌もフェアだと言い、手紙を書くようアドバイスした。
一方、マトム氏によると、セレペ氏はもうメンバーではなく、N民らにもそう伝えている。このレセ

ティは任意団体であり、はっきりしたメンバー制度も団体の規約も存在しない。つまり逆に言えば誰でも

メンバーになれるし、そう言える「実体のない組織」なのである。事実、すぐ後に述べるミーティングに

は、セレぺ氏によると全くメンバーではない人物がマトム氏により連れられてきた。

ではなぜセレペ氏だけが破ったり達反したりすることもできない規約のない組織から突如追い出された

のであろうか。11月にレセディメンバー間で行われたミーティングの中では、数カ月前の本誌でもマトム

氏のメッセージの中にあった、スクォターキャンプの子どもにカメラを教えるプロジェクトにセレぺ氏が

参加していないから、と詭もが発言した。セレベ氏がこのプロジェクトのことをきちんと聞いたのは、も

ちろんこの均が始めてである凸ボランティアで教えることを承諾すれば、レセディメンバーになれる、と

いうのである。（このボランティア活動は、選挙後の5月から始まったが、その前の年93年11月にN氏が

寄贈品を渡した時はこのような義務付けはなかった。）セレベ氏はそれをはっきりと拒否し、自分は追放

されたと言い残して去った。

⑳歪められた本来の目的

本来レセデイは、現在ANCの国会議員となっているワリ・セロテ氏の呼びかけによって作られた。セ

ロテ氏はANC芸術文化局長、そしてアレクサンドラ芸術センターの役員だった人物だ。助け合って活動

し、資金集めをすると同時に若いカメラマンたちが自分たちの作品を売り出せるようにとの目的で92年に

設立されたのである。だが、このN氏が友人や企業に向けて作った呼びかけ文はどうだろうか。「マトム

氏の王事する黒人召年のための写喪教室レセティへのご協力、ご援助・・…」となっている。写真コースを

出てすでに各マスコミで少しずつチャンスをつかみかけているメンバーたちは、未だに「生徒」として日

本では語られているのである。（N氏自身もレセディをマトム氏の私塾と呼んでいる。）また、93年4月

にレセディがスタンダード鈍行スモール通り支店に署名の変更を申し出ている書類によると、マトム氏は

会計、「主宰」は他のメンバーとなっている。それは93年いっぱいそのままであったから、マトム氏が来

日した時は、会計たったのである。

私とロドリック、友人のジャーナリストと3人で幾度かスウィートウォーター・キャンプを訪れた。こ

のキャンプのカメラ教皇で便っているカメラが盗まれたとの噂を聞いたからである。だが実際は、活動が

終わると機材一式は持ち帰られていると、校長であるジュリア・ンラボ氏は言った。（のち、この噂はセ

レペ氏がもう日本からの機材について問い合わせないようにするために広められたのでは、と私たちは判

断した。）彼女によると、木曜日に約10人の子どもたちに数えているというが、プロジェクトの内容をほ

とんど理解していないのには驚いた。このキャンプではもともと92年にアメリカ人がそのような活動を

やっていたという。今もカメラ教室に参加している15才の少年、ヨハネスとヨゼフは＼92年当時ポラロイ

ドカメラを使って習っていたと語ったくれた。5月に始まった“レセディ●■による投薬には、「FUJI

」が3D台のカメラを寄付したという。セレベ氏はじめ、レセディメン′トーはともに貧しいタウンシップ育

ちの、アパルトヘイトゆえにチャンスに恵まれなかった30近い青年たちである。これから飛躍するため大
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いに努力していかねばならない彼らが、なぜ無報酬でこのような活動に参加させうねるのか、はなはだ凝

問である。本当にそのような余裕があるとはとても思えない。子どもたちの習い事に教十台のカメラが与

えられる一方で、彼らは自由に機材を使って仕事をすることも、自分たちで管理することもできないので

ある。マトム氏いわく、これは「自分のプロジェクト」であり、機材は「自分のもの」なのだから。

USニューズデイで働くジャーナリスト、ニヤニソ・マンザナ氏は、マトム氏の結姶相手である

JVCの津山氏に電話でインタビューした。ンラボ校長はマトム氏の連絡先は知らなかったが、彼女の名

刺を持っていたため、JVCがカメラ教室にどう関わっているのか確かめたかったのである。このインタ

ビュー後、マトム・津山両氏はンラボ校長および学校の理事長、バシル・リンコエ氏を訪れ　なぜ私たち

にプロジェクトの情報を与えたのか、と詰問したとリンコエ氏はマンザナ記者に語っている。また、「何

か喜ばしくないことが起こっているようだ。あなた方のことがとても気になる。我々には何が起ころうと

しているのかわからない。」とも。彼自身、マトム民らになぜ“口止めけされるのか事情がのみ込めない

のである。なぜ、本誌などですでに公となっているこのカメラ教室について、隠したいことがあるのだろ

うか。ここで私たちが重要だと患ったのは、校長・理事長らがプロジェクトのことを理解しておらず、非

常に“不安≠な状態でいるということだ。

日本からの寄脛晶がどのように使われているのかジャーナリストとして調べるため、私はN氏に94年11

月に航空便で新たに送られたというレセティへの品物のリストを求めたが、結局入手できなかった。

「〔リストを）お送りしてもいいですが、どうするつもりですかつ　セレペ氏にしてもほかのメンバーに

しても、リストを持ってマトム氏を問いつめたりするようなことをすべきではありません。」寄贈品はレ

セディメンバーが使途を相談し合って使うもの、とN氏は言っていたが、また同時に、「マトム氏を信頼

していますから。（自分自身も含めて、私などの部外者は）あまり日を出し深入りしない方がいい。子ど

もじゃないんだから、彼らに任せましょう。」と、結局は問題解決の手助けをする気はないとの発言をし

た。この牧の言葉は、唖然とするはどショックだった。

柑本と南アは本当に遣いのかさ

ここで述べた日本市民の援助の例を様々な南ア人と議論したが、特にこのレセディのケースはみな一様

に問題の根深さを理解していた。

ところが、N氏を始めとする日本人の反応はどうだろう。「口をはさむべきではない。」「（セレぺ氏

に、N氏への手紙を書くようすすめた私は）なぜ一方的にセレぺ氏の扇を持ち、マトム氏を中傷するの

か。」あげくの果てには、「（あまり調べすぎて）敵を作らない方がいい。」「味方を失ってもいいの

か。」「たかが中古のカメラのことでしょ。」・・誰一人、「もう一度双方から詳しく話を聞く機会はな

いか。」「このようなことが原圏ではないか。」などと言い、真剣に問題に取り組む者はなかった。ま

た、セレペ氏の疑問に、英語の手紙できちんと答えようとする者も。（みな、私をセレぺ氏やロドリック

の通訳と思っているらしい。）ロドリックや南アの人々が、「先進国の日本人がなぜこれほどまでに←無

邪気なほど無知－なのか」「いくら学校でディベートなどをせず議論が不得手だからといっても、たった
一人の意見しか聞かない、他の人の訴えに耳も貸さないなんていうことがあるのか。」などと言うのを聞

いた時は、胸がドキッとするほど気まずい思いをした。

さらにN氏は、レセティがきちんと運営していくための会則などは、「写実表現に携わる集団には本来

無縁」のものという。しかし、呼びかけ人のセロテ氏さえ、レセディは今後萱鎧されたフォーマルな団体

となって、財政のやりくりを学ぶトレーニングを受けるべきだ、とロドリックとのインタビューで語って

いる。（セロテ氏は、レセティの抱える問題について気付いていないようだが。）ガウテン（旧PWV）

州芸術文化局で資金援助問題を担当するジュティ・シードマン氏も、未登録の団体による（日的・使途・

予算などはっきりした提案書のない）不明確な要請に対する援助はストップするべきだと言う。



アンチ・アパルトヘイ　トニュースレター　　　　　　　　　　1995年1月1日発行　第三姉郵便物認可（15〉

援助する側の甘木が、相手に組織の運営状況についての情報を求めるのは、口出しでも干渉でもない。

間違いのない援助を実現していくために必要なことに他ならないのである。ホームレスたちが0血1eに対

して、セレベ氏が今回マトム氏に対して声をあげたのは、極めて健全なことなのだ。日本市民の援助は、

直接出会った、そしてアパルトヘイトの状況を語れる南ア人への全幅の信頼、友情をもとに行うことで連

帯・つながりが出来ると思い込むのがお決まりのパターン、錯覚のようにさえなっていて、実務は放った

らかしである。現地のニーズに関するリサーチも少ない。相手側が本当に寄付を正しく使っているかを疑

うのはよくない、大人同上何も言わなくてもわかるだろうという、いかにも日本的な発想だ。しかし・

ここはアプリ九黒人ならば誰でも援助を必要としており、それゆえ誰もが自分はアパルトヘイトの犠牲

者だといい、あわよくば援助金・プロジェクトそのものを“自分で管理”しようとするため、様々なとこ

ろで対立が起こる。北欧諸国が徹底的にプーサック氏のNGOを調べようとしているのは、自分たちの援

助が何を目指し、何を求めているのかをはっきり理解しているからにはかならない白

レセディメンバーが各々どのようなカメラマンを目指しているのかはわからないが、創造的なもの、報

道ものを握りたいと思っていたら、並大抵の桂獣、努力ではすまない。なぜなら、写異にしても文学・音

楽・絵画・ジャーナリズム等々にしても、芸術といわれる分野においては圧倒的に白人の勢力が強いから

である。ミリアム・マケバのような大物歌手でさえ、ここではそう出番はない。黒人音楽家の苦悩は今回

のニュースでも触れた通りだ。この分野で生きていくことは、アパルトヘイトと戦い続けていくことなの

である。ある友人は、小説コンテストなどを「白人が白人のために主催するのさ。こういうものは本当に

信用できないよ。」と言った。だから時として、芸術、創造性を目指す人々はヨーロッパなどへ出かけて

いかぬばならなかったりする。日本でもそうだと思うが、趣味だけで写巽学校へ行こうとする人はあまり

いないだろう。レセディメンバーも、何とか写真技術を身につけ職業を得ていきたいと思ったに違いな

い。レセティの中で、かろうじて何とか写真をメディアに出しているのはマトム氏だけである■セレペ氏

は去年、各誌／紙に取材したものを載せるのに成功したようだ。いずれにしても、人種差別の壁に立ち向

かいながら、まず自国でプロとして評価されなければならないという、厳しい試練が待っている。（南ア

のことを書き掛ナたいと思い、また、没原稿の撞験もある私と彼らは同じ立場である。）

この均で言いたいことは、こうしたいゆわる】一部のNGOリーダーhなどがどうしようもないとか、

アフリカ人はだめだとか（実際は白人の方がはるかに深く腐敗に関わっている）、日本はもう援助などや

めてしまえとかいうことではない。（ある人は、このような問題が多すぎることからゝ“もうアフリカを

放っといてくれよ”とか、“日本はムタにする金がいくらでもあるらしい≠とか酔っ払って言ったけれ

ど。）本来恩恵をうけ、よりよい生活を期待していた人々、そしてそれを日本にフィードバックして交流

を深めていくはずだった人々はどうなるのか、彼（女）らに対する日本人の責任はどう問われるのか＼と

いうことだ。アフリカ人たちは、日本がアフリカを植民地化したこともなく、アフリカに関する情報も飢

餓、戦争に関するものしかないために、欧米とは遠い、こうした人から人への援助を見守るメカニズムが

ないのだという。市民の援助はいずれも小規模だし、それゆえ誰もが「ただモノ・カネをあげる援助はし

たくない。」「人間的にうるおう援助を」と言う。が、結果はどうか。私たちはアフリカの持つニーズ、

アフリカと日本の格差（甘本が上アフリカが下、という意味でなく）について、喪の中で漠然と理解し

ているにすぎないのかもしれない。だが、さあ、これからだと最初は生き生きとともに働き合って人々

が、日本からモノが入ってきた途端に、そしてあげっぱなしであるがゆえに分裂し、奪い合い、非難し合

うのを見るのは宰いことだ。だが今回の例、そしてこれからのプロジェクトは、それでも日本と南アがよ

りよい関係になるための布石みたいなものだと患いたい。



（凋　アンチ‘アパルトヘイト・テユースレター　　　　　　　　1995年1月1日発行　第三種郵便物認可

『レ　セ　デ　ィ』の活動

ヴィクタ一・マトム

まず初めに、これまでレセディの活動をいろいろな形で支援して下ってきた日本の人々に、もう一度お

礼を申し上げたいと思います。そして、1995年のレセディ・カレンダーの制作・販売に臨力して下さ

った、たくさんの人々に感謝いたします。南アでも、レセディ・カレンダーを販売しましたが、とても好

評でした。「写真やデザイノもいいし、黒人が自分たちの手で自分たちの生活を表現した初めてのカレン

ダーだ。それに、子供たちに写真を教えるという活動にも、とても共感できる」と、10部、20部と買

ってくれた人たちもいます。

（レセティの設立）

レセディを設立したのは、1992年初めのこと∩私は、1989年からアレキサントラ黒人居住区に

地域のひとびとのイニシアチブで作られた、アレキサントラ・アートセンターの写真コースで教えていま

したが、1992年に資金不足のために、このセンターが閉じることになりました。

写真コースには当時9人の生徒かいました机そのうち4人がNGOの写表担当や病院の写真技術者等

として就職し、あとの生徒はもっと技術を高めながらドキュメンタリーを中心にフリーラノスとしてやっ

ていきたいという希望でした。しかしセノター閉鎖後は自分で機材や暗室を確保しなければなりません。

私は、自分の暗室兼オフィスとして借りていた古いヒルの同じ階にレセディの書脛を借り、そこに暗室

を作りました。この部屋を耗持していくために、そこを使うメンバーかお金を出し合っていくことにしま

したか、それも収入のないメノパーにはむずかしいことでした．，でも、彼らが写真を焼き、お互いに学び

あいながら作品を作っていける唯一の場であるこの部屋を、なんとかこれまで維持してきました。

アパルトヘイト体制の中で、黒人には学ぶ機会や学べる場所が非常に限られていました．，そんな中で、

オープノスクールやコミュニティスク【ルと呼ばれる学校を自分たちの手で作り、「芋ひ】を共有してき

たという歴史があります。そして、黒人が学ぶ場所がないのは「写賃　についても同じことで、自分自身

が独学で苦労してきた私は、同じ志を持つ若い黒人琶年たちに、自分の持つ知識や技術を教え、また、共

同で制作活動をしていける場所をつくることが重要だと一誓ったのです。ですからそれは、「学校＿でもあ

り、「写実家集団」でもあるわけです。私たちは、若い黒人写義家たちの「光　となるようにしたいとい

う思いを込めて、「レセティ」（ソト語でr光』の意味）と名付けました。

その後、メンバーの入れ習わりはありましたが、現在はカレノグー制作にあたったアンドリュー一・＝ノヤ

ハング、シビウェ・ソペコ、エリザヘス・セジャク、セプアコ・マプヤ、‥ノウィ一・ラデへと私の6人が

「緒に活動しています。

《レセディに対する支援状況〉

私が、1993年7月～9月にかけて日本に滞在し、写真展や那会で各地を訪れた時、「私たちにも

何か日本で出来ることはありますか」という質問をよく受けましたりそこで私は、NGOを通して人々と

繋がっていくことを話しました。また、NGOの一つとして、レセディの活動を紹介しました。

その中で、メ／パーか使うカメラなどの機材か不足していること、また、私たちが考えていたスクウォ

ックー・キャンプの子供たちに写真を教えるプログラムを実現したいという事を話しましたが、そこでレ

セデイの活動に共感し、協力を申し出てくれる日本のグループや個人との繋がりが生まれてきたのです。

その繋がりで重要なことは、相互に理解を深め、高めあっていけるということでしょう。また、その繋

がりの中の物質的な支援で、私たちの夢のいくつかが実現できたのです。

日本から贈られたカメラやレンズのおかげで、メンバーが一人一台のカメラを持ち、様々なサイズのレ
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ンズを共有することができるようになりました。カレンダーの写真でも、私とソビウェ・ンへコ以外のメ

ンバーの作品はそれらのカメラで撮影したもので、これらの機材はリストを作り共同で管理していますp

また、スクウォックー・キャンプの子供たちに写真を教えるということも、1年近い準備の後、199

4年5月に実現することができましたが、アメリカやカナダのジャーナリストや南アの現地企業かカメラ

を寄付してくれました。日本の人々が寄付してくださったお金は、メンバーが写真を教えに行くためのバ

ス代にあてたり、フイルムを買う費用になっています。

私たちは、いろいろな形で協力して下さった人々に、写真や手紙で報告し＼その中で人々の生活や私た

ちの活動を伝えてきました。また、南アを訪れる人々には、メンバーかソウェトや他の地域に案内し、南

アの本当の現実を見てもらうことができるようにしました。

そのような中で増うことのできた関係により、今では、日本や他の国に多くの友人を持つことかでき、

それは私たちの喜びであり、元気を与えてくれることです。その関係は、遠く離れていて、それぞれの社

会でそれぞれの生活に追われる中でも、心のどこかでいつも心に留めあうようなものかも知れませんn

写真展に行ったり写真雑誌を見たりして感銘を受けると、レセティの分も目録や本を買って送ってくれ

る人もいます。それは私たちにとって宝物のような物で、写真を見なから何時問も議論しあっています。

（レセティのイニシアチブ〉

私たちのやっていることは、ほんの小さなことかも知れません。でも、新しい南アを作る上で大切な、

「黒人自身がイニシアチブを持ち、物事を実現させる　ということを、少しずつ親してきました。

スウィートウォーターズ・スクウォッターキャノブの子供たちを対象とした等真教室も、何度もメノハ
ーの間や学校の先生と話し合いを持ち、計画を立て、必要な凍材を準備し、やっと実現しました。子供た

ちに写真を教える中で、そこでの子供たちとの関係づくり、子供たちの新鮮な視点を通して気付くことな

ど、私たちも多くのことを学んでいます。

また、私たちはセミナーを開催し、他の写真家や一般の人々も交え、写よを学んでいく機会を作ってい

くこともしています。1994年10月には、南アの里人写真家として瓜も知られ、『ソウェト』『6月

16日』『南アフリカの女性たち』など、多くの写真集を出版してきたピーター・マクバネ氏を招いての

セミナーを主催しました。そこでは、マクバネ氏がスライドで写真を上映しながら、一枚ずつ写素の構成

や色を説明したり、フォトジャーナリストとは何かを議論したりしました。

（今後の展望）

このように『実現』できたことも、何年か前までは、私たちにはとても実現できないと思っていたこと

です。私たちは、この国で初めて黒人写真家がイこソアチプを持ってグループをつくり、ここまで実現し

てこれたことに大きな誇りを持っています。

これまでは、規約や役員を決めたりする事なく、問題や計画は毎週月曜日にメンハー全員で参加して行

うミーティングで話し合ってきました。でも、レセディの活動がだんだん知られるようになり、また、支

援してくださる人々も増えてきたので、弁護士に相談し、規約を作ることを進めています。また、会計や

機材管理も他のNGOに協力してもらいなから、コンピューター化しました。

私たちはこの国の一人ひとりが、新しい南アを作っていくことに貢献していくことか大切だと考えてい

ます。レセディのメンバーにとってのそれは、黒人の目で記録していくこと、そして、子供たちにも自分

自身の社会を見つめる目を垂っていけるようにすることだと思っていますり

これからも、これまでの活動を継続していきたいと思います。そして、私たちの最大の夢である、グル
ープ写真集の出版も、ぜひ実現させたいと思っています。

また、日本で『レセディ通信』を作って下さるということですので、こちらからもメンバーの紹介や活

動の状況など、お伝えしていきたいと思います。日本の皆さんも、レセディへの質問やアドバイスなどが

ありましたら、ぜひお寄せください。
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歴　史　の　陰　影

著しヽLノセデーィの写真家六二‾らlま、　まさlこ黒人のl∃■てさ

若き写真家グル＿プ．レセディとの．ン，ビュ＿の間ずっと、このグル＿プにとって「歴史を捉える【

という言葉の持つ窟味の重要性に感錦を受けずにはいられなかった。

「私たちの歴史とは、今までずっと白人の日で促えられ続けてきた南アフリカの歴史でした。だから私

たちは、その状況をすべて変えたいのです」と、レセディのメンバーの一人であるヴィククー・マトムは

思いを込めて話した。

「南アフリカの黒人」を撮った社会史的映像はいくらでも存在するのに、それは残念なことに、多くの

場合、白人の映像レンズを通して収められた一つの歴史であった。その歴史はしばしば、歪められ、黒人

を略奪的で、文明禾開化の人々だとのステレオタイプ化を促進してしまいがちである。

レセディの6人は、自らの手で黒人の歴史を担え、保存することに挑戦しようとしている。それは、彼

らにとっては始まったばかりの闘いであり、彼らの行く手に、どんな障書かせ立ちはだかろうと、彼らは

自分たちの目的を達成する決意である。1992年に箱成されたこのグループは、カメラだけを武器に、

里人の歴史の保存に命をかけてきた。

ヴィクタ一・マトムは言う。「私たちは、私たち自身の生活の愛しさと人間らしさを捉えたいと思って

いる。私たちは、現在のイメージをしっかりと掴み、将来にわたって歴史について語り、目に見えるかた

ちの証拠を持つことができるように、掴んだものを保存していかなければならない．と。

彼らの活動の第一歩として、「1995年レセディ写真家たちのカレンダー　ーその6人のメン

バーが南アフリカで振った視覚的イメージのコレクショノをあしらっている－を、つい最近世に出し

た。それは、簡単にできることではなかった。芸術基金からの資金助成か得られず、カレンダー・プロジ

ェクトのための肇金を諷連することができなかったが、レセディは日本の人々の資金と協力によって、な

んとかのり切ったのである。

「私たちは、芸術基金には断られたけれと、自分たちの歴史右記廉する権利が奪われたわけではない。

それぐらいのことで、諦める私たちではない」。「カレンダーの写真は、白人ではなく黒人の目を通して

見た南アフリカの感触を伝え合うことを目脂している。私たちは、私たちの日常生活を見せたい。これは

里人自身にしか出来ないことだし、白人に任せておくわけにはいかない．と、マトムは説明する。

カレンダーには、農村と町の双方の映像を捉えた写真を載せている。汚れた易なりをしていても、貧困

のどん底であっても、写真のテーマは終始一質して「人間らしさ」である。

レセティにとってこのカレンダープロジェクトは、彼らの存在と才能を世に問うだけでなく、黒人白身

にとっても「自己の尊厳．というものを培う機会でもあった。

マトムは「私たちの主な業掛ま、自分たち自身のグループとして、ここまでしっかりと撒持してこられ

たということ。目に見えた形としての業績は、それほどはないかも知れないか、精神的には多くのことを

掴んだ。つまり、やろうとしていることの意義を掴めたと言えるlという。

歴史の把握への貢献もさることなから、このグループは才能を伸ばし始めた写真家にとっての、布石と

しての役割を果たしている。討論やワークショップを通じ、お互いの作品を見て切磋琢磨することができ

る。これは授業料の高い写真学校とはかけはなれたものだ（以下、省略）。

－1995年1月1日付　シティー・プレス紙褐載－
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私はレセディを応接します

中≠睾　妻幸雄

I L一セディ　とのと臼会しヽ
一昨年（1993年）秋、東京でヴィクタ一・マトム氏の写真展を見に行き、そこで貰ったパンフレッ

トで知ったレセディの活動について興味を抱いたことから、私と彼をはじめとするレセティのメンバーと

の付き合いが始まりました。

「私や私の友人たちが、あまり使っていない写真機材や暗室用品を使ってもらえるなら■と、彼に申し

出たのです。

その後、親しい友人たちに声をかけて、カメラ、交換レンズ、引き伸ばし機等や写真集を集め、カメラ

メーカーには修理費の面で協力をしてもらい、整備した上でこれらの物資を送りました。

この時在で私か考えていたのは、あくまで私個人が、マトム氏の主宰するレセディへの寄贈というもの

でした。

私は彼に、レセディの青年たちを素晴らしい写真家に育ててもらうために、皆で使ってもらいたい、と

だけ伝えました。私はまた、私の友人たちに手渡した、私の考える写真を学ぶ目的を記した文書も、被に

渡しました。

その目的とは、1つ目に「：才能を開花し、芸術的写真作品を創作すること」。2つ目は、「写真の言己録

性」を活かし、現在の南アの風景、風俗などを写実に残すこと。そして、3つ目が「写義の技術、知識を

獲得し生活の榛とすること」、以上3つです。

この3つの目的は、それぞれ切り離して独五二したものではないのですか、写番創造の意味を考えれば、

まず1つ目のことか問題となるでしょう。2つ目、3つ目は、1つ目から派生したようなものなのです。

l　レセテ　ィ＿メ　ニノ′ヾ－1こ望むこと：

私かレセディの昔年たちに望むのは、希望を高くかかげ、貢の芸術作品としての写東を創作してほしい

ということです。より良い独創的な写真を振ったり、ユニークな写裏理論を展開できるようにするために

グループの中でお互いに写真を批評し合い、写真のことを語り合うことか大切だと思います。若いときに
一人で写真をやろうと思っても、ひとりよがりになってしまうだけです。

一人ひとりが独自の写真諭を持ち、独創的な写真を撮っている集匿であることが「実体lのある集団と

言えるのではないでしょうか。規約を作ったりすることだけか、実体を保証するものではないのです。

現在、彼らの経済状況が決して豊かではないことは、私も理解しているつもりです。ですから、少しで

もより良い収入を得るために写真を学ぼうとするのも理解できますか、差別と経済全体の状況を見てみれ

ば、そう簡単に仕事を得ることができるとは思えません。

また、写真に感動するというような自分自身の内なる衝動を忘れた「仕事lなどをするのであれば、自

分の力で投資をしてカメラを手に入れ、カメラマンとして稼げばいいのです。レセディのメンバーにはそ

うなって欲しくはないし、そのために私は応援をしてきたのではありません。また、これからもするつも

りはありません。

昨年私がもらった彼らの撮った写真や、彼らの写真を使ったカレンダーを見れば、それぞれのキラリと

光る感性がうかがえます。これを本当に伸ばすことができるのは、カネをもらう仕事を細々とやることで

はなく、真に自由に独創的な写真を、こつこつと楽しく撮り続けることでしかないでしょう。

その結果として、いずれは、例えば雑誌の編集者等の目にとまるというようなことから、仕事は発生す

ることでしょう。幸い、マトム氏という実力のある写真家がリーダーであり、彼は、青年たちに惜しまず

自分の知識、技術を教えていますし、私の友人も高く評価している子供たちに写真を教えるプログラムを

すすめています。
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I Lノセラビイ＿メ　ニノノヾ鵬カ、らの贈り物

私と私の友人たちの、彼らの写真を見ての感想で最も多かったのは、「自分でも、仕事としての写真し

か掘ってこなかったけれど、初めの意としての作品を、いつかきっと撮らなくてほいけないな1というも

のでした。

私たちが、そういった作品をこれから先、実際に撮れるかどうかはわかりませんか、昔抱いていたその

ような気持ちを少しだけでも私たちに思い起こさせてくれたのは、レセディの皆なのだと思っています。

このことが、彼らからの私たちへの最大の贈り物であったのではないでしょうか。

◆　　　◆　　　◆　　　◆　　　◆　　　◆　　　◆　　　◆

う　れ　し　か　っ　た　こ　と

桜井　卓児（マトムl n億州実行委員会）

きょう、北九州から電話があった。「あの、ヴィクタ一・マトムさんの絵はがき、そちらで送っていた

だけると聞いてお電話したのですが」若い女性からだった。

北九州の黒崎で開かれたマトムさんの写真展を見たときに、ポストカ【トを買って下さったそうだ。友

達に手紙を出すのに使ってくれていたという。

言うまでもなく、写真集や絶賛発売中のカレンダーも紹介したら、快く、そして明るく、「買います」

と返事してくれた彼女はこう言葉をつないだ。「私、マトムさんの写真を見てすっごく元気づけられてい

たんです。だからポストカードを買って、落ち込んでいる友達には、このカードで手紙を書いていたんで

す。そうしたら友達がすっごく喜んでくれて」

僕はもう、うれしくてうれしくて。かえって僕か元気づけられてしまった。写真展からもう1年余りが

過ぎようとしている。さて、これからどうやって南アと繋がっていこうか。僕だけではない、みんな悩

んでいると思う。でも、こんな言葉が開けると、まだまだやれるかな、つて思うんですよね。

確実にマトムさんの写真が人々を勤かしているんだな∩へえ、マトムさんて、やっぱりすごいヤツなん

だ。ね、みなさんも元気でませんでした？

磁力寮ア鋸控ノ磨耗叡如録鍼戎描か

今月号から、この紙面をお借りして『レセディ通信』を始めることになりました。前述のヴィクタ
一・マトムさんの記事にありましたように、次号では現地レポートを中心にお届けしたいと思ってい

ます。レセディの活動やメンバー紹介、さらに、アフリカ行動委員会のヤング部門・セーフセクショ

ンの皆さんから、レセディのメンバーやスクールに通う生徒たちへの質問をもとにしたインタビュー一

等を予定しています。このニュースレターをお読みになっている読者の方々も、是非このレセディ通

信にご意見・ご質問をお寄せ下さい。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※レセディ・カレンダー■　95、販売中1お問い合わせは、℡・FAX045（982）5323宮野まで
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アフリカに対する差別表現についての質問状

広島アフリカ講座の皆さんが、昨年5月31日に標記のような質問状を日本国

内のマスコミ各社に出しました。その結果が出たので、広島アフリカ講座の承諾

を得てここに掲載いたします。あわせて、この作業の中心となった西村さんから

特別に寄稿していただきました。

なお、質問用紙の内容は次の通りです。

①「象牙海岸」・「奴隷海岸」

②「ブッシュマン」・「ホッテントット」

（診「族」・「部族」

上記の言葉について、以下の質問にお答えください。

1、貴社は前記の言葉を差別表現であると認識されますか。

a．認識する　　b．認識しない　　C．その他

（できれば根拠もお書き添えください。特に、③について「b」とご回答さ

れた方は、「族」と「人」、「部族J r民族集団」をどのような根拠で使い分

けておられるのか、ぜひご説明ください。）

2、貴社は前記の言葉を出版物あるいは放送の中で使用されますか。

a．使う　　　　b．使わない　　　C＿　その他

（「C」とご回答の方は、どのような場合にどのようなケースで使用される

のか、できれば具体的にお教えください。）

3、貴社は差別表現を指摘された場合、どのように対処しておられますか。そし

て、それが差別表現であると認識された場合、貴社の中でどのような方法で共

通認識とされていくのですか。

4、市民団休等による差別表現に対する抗議活動は、言論の自由にさしつかえる

とお考えですか。

「ァプリカに対する差別表現についての質問状」、回収結果とそのまとめ

この質問状は、1994年5月31日に122社の新聞社・テレビ局の代表者宛に投函

し、回答期限は6月末日でした。返送のあったものは33胤うち・回答拒否ならびに東

京本社・キー局に準ずるとのみの回答が計6通あり、有効回答数は27通でした0

質問状に、「組織としての共通認識を示されない場合にも、その旨を明記された上で、

担当をされた方の個人的な意見でも結構ですので、ご回答下さいませ」と記したため、3



通は個人としての回答でしたが、ここではそれを敢えて区別する必要はないと思いますの

で、同じ一通として扱っています。

質問状は、回答依頼の手紙一連、質問にあげていることばを私たちが「差別表二呪」であ

ると認識する理由の文喜一通、「質問及び回答」の紙一枚の計三部からなっていました。

さらに質問は、記号を三択する形式の部分と、それを文書で解説していただく部分とに分

かれていました。まず、三択部分の回答結果を紹介します。（複数回等あり）

1（D「象牙海岸」・「致識海岸」という言葉が差別表現であると認識するかどうか

a　認識する・・‥・・19　　　b．認識しない‥・日日＝・つ　　　C　その他………8

②「ブッシュマン」・「ホッテントット」という言葉が差別表現であると認識するか

どうか

a　認識する叩・・18　　　b　認識しない…　・1　　C　その他………6

③「族」・「部族」という言葉が差別表現であると認識するかどうか

a，認識する＝‥…・3　　　b　認識しない…　‥・・3　　　C　その他叩・・19

2　①「象牙海岸」・「東隷海岸」という言葉を出版物あるいは放送の中で使用するかど

うか

a　使う・・‥　　…1　　b　使わない・・・・・19　　　C　その他・・…・・・6

②「ブッシュマン」・「ホッテントット」という言葉を出版物あるいは放送の中で使

用するかどうか

a　使う・・　・・2　　　b　使わない・・・16　　　C　その他………6

③「族」・「部族」という言葉を出版物あるいは放送の中で使用するかどうか

a．使う　…………・9　　　b　使わない…………3　　　C　その他・‥・・13

これらの結果から、①の「象牙海岸」・「叔隷海岸」、②の「ブッシュマン」・「ホッ

テントット」については、差別表現だと認識し、使わないようにするという回答が多いこ

とがわかります。特に、「奴隷海岸」「ホッテントット」については、おおむね差別表現

と認識され、この語を使わないという方向にむいているようです，

しかし、③の「族」・「部族」では、「差別表硯と認識する」、「しない」とも2通

で、残る80％が「その他」を選んでいます。その理由、ならびに質問1の①に複数回答

が多かった理由を文章による回答でみてみましょう。
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質問1の①では「象牙海岸」と「粟隷海岸」を一緒にして尋ねていました。わたしたち

の認識としては、植民地時代に制服者によってつけられ、現在、現地で使われていない呼

称という意味で、同じ項削こいれたのですが、「コートジボアールという盛名がある」と

いう事実を指摘し、「住民が選んだ国名なのだから差別表現でない」という主旨の回答が

9通ありました。

さて、一番問題となるのが、「族」「部族」という表現です。これに関して、文章によ

る回答で一番多かったのが「規在検討中」あるいは「気がつかなかった。今後の検討課題

にする」というもので、13通もの回答にそのような言葉がありました。

規在この言葉に関しては、社会的にも学術的にも、統一された見解が出ていない現状が

反映されているようです。また、厳しい言い方をすれば、今まであまり検討されることな

く安易に使われていたこともわかります。

わたしたちがこの言葉を「差別表現」と認識する理由は別紙にて説明しましたが、今回

の回答に少数みられた「部族」を使う根拠（「民族国家を形成したかどうかで『族』と

『人』を使い分ける」「この表現が現在のところ国民の共通認識となっている」「生物学

の分類上『族』が規存する」など）をみても、やはり私たちには、なぜサーメやアイヌや

ソ連解体前のアルメニアが「人」で、フツやズールーやケチュアが「族」なのか、どうし

て東欧の内戦は「民族紛争」で、アフリカの内戦は必ず「部族対立」「部族抗争」になる

のか、その根拠が理解できませんでした。（言葉が違うということは、その内戦に対する

見方も変わってきます。たとえばある全国紙のコラムではルワンダの内戦が著しく卑小化

して表現されていました。見方が変わるということは、その内戦に対する対応の仕方も変

わってくるということだと思います）

また、9社から指摘のあった「コートジボアール」についてですが、わたしたちが問題

にしているのはあくまで海岸の名前です。ですから、大切なのは、そこに住んでいる人々

が、日本の地図に「象牙海岸」と記されている海岸を何と呼んでいるかであり、国名が何

かではないはずです。現在わたしたちは、この海岸の住民による名称について調査してい

るところですが、御存じの方がいらっしゃったら、ぜひ広島アフリカ講座までご一報下さ

い。

つづいて、差別表徴こ対する抗議への対応などについて聞いた二項目について見てみま

す。

「3　貴社は差別表現を指摘された場合、どのように対処しておられますか。そして、そ

れが差別表規であると認識された場合、貴社の中でどのような方法で共通認識とされてい

くのですか。」という問いに対しても、詳細な回答が多数寄せられました。無回答1例、
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その他1例を除いた他の18通からは共通して、抗議された表頚を検討する機関・機構を

つくり、また共通認識とする周知徹底のための内部組織などを作って前向きにとりくんで

いることがわかりました。また、抗議される以前に積極的に勉強会をしていく姿勢を示さ

れた回答も多くあり、この問題を重要視している各社の姿勢がわかりました。

「4　市民団体等による差別表現に対する抗議活動は、言論の自由にさしつかえるとお考

えですか。」という問いに対しては、14通が「考えない」とはっきり明言しています。

また、「有意義である」「自己啓発のチャンスである」等前向きにとらえている回答も

10例ありました。しかし、抗議の仕方やその内容に対する非難に言及しているものも

12例あり、特に暴力的であったり一方的であったりするものに対する反発が感じられま

した。しかし、だからといって「差別表硯に対する抗議活動が言論の自由にさしつかえ

る」と述べた回答は、「抗議の仕方によってはあり得る可能性もある」という条件つきの

1通のみでした。この結果から、差別表規に対する指摘をするものとされるものの間で、

その方法が適切ならば、それを機会にお互いを改善していけるという共通の場が作り得る

ものと、思います。

ただし、これらはすべて、この質問状に回答のあったマスコミ各社の姿勢であり、回答

のなかった残り89社が、差別表現やそれに対する抗議行動に対してとのように考えてい

るのか、気になるところです。

最後にひとつだけ、わたしたちの見解を述べさせていただきます。アフリカは、長い間

植民地下におかれ、その上、アフリカの人々は、他の大陸に連行され奴隷として扱われて

きました。その苦渋の歴史は長い時間をかけて解消の方向に向かい、また、近代社会にお

ける人権意識の昂まりの中で差別問題も解消の方向へと努力されています。しかし、南ア

フリカにおいて、ようやく黒人が参政権を行使できたのが今年（1994年）4月であっ

たことからもわかるように、差別解消は、まだ道のりの途中なのです。

そして、忘れてはならないのは、今日わたしたちが拠り所としている学問、過去から引

き継がれた常識などはかなりの部分、西洋文明に由来しているということです。その中に

はまだ、アフリカ人を奴隷としてきた過去を完全に払拭しきれていない部分も残っている

ようです。その例が、「部族」「族」表現の問題であると私たちは考えます。だからこ

そ、適切な言い換えの言葉がなかったり、明快な根拠なく使われていたりしてきたのでは

ないでしょうか。この問題に限らず、過去からの権威や常識を疑い、自分白身の人権意識

でもってそれらを取捨選択していくことで、新しい平等な人間関係を作っていかなくては

ならない、特にマスコミ各社にはそのように努力していっていただきたい、と思います。

1994年12月16日（南アフリカ『和解の日』）

広島アフリカ講座
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アンケートの手ごたえと落胆
一〉rアプリかこ対する差別表現lこついての質問状」回答集約後の個人的感想一・〉

広島アフリカ講座らしいゆったりとしたペースで、構想から一年数か月を費やして、何とかこの仕事を

やりとげました。

今回のアンケートでもっとも神経をつかったのは、質問状に添えた「送り状」の文面でした。ちょうど

筒井康隆問題で「差別用語自王規制」への揺り戻しがきて、週刊誌などで「反言断りキャンヘーン」が

行われていた時期でした。ある新聞記者から、「あまりの規制の多さに両手両足をしはられて仕事をして

いる気がして、『差別用語だ』というせりふを問くだけで拒否反応が起きてしまう」という実情も教えて

もらい、「抗議」という姿勢を消し「質問」という形で、ありったけの誠意を尽くした文面で理解を求め

ようと、何度も会合をもち推敲を重ねました。

その甲斐あってか、回答の多くが人間味あふれるものだった気がします。この種の回答にありがちな

「へたなことを書けばそこを突っ込まれるのではないか」という身構えた文章が少なく、鎧兜を脱いで、

率直な迷いや悩みを吐露してきたところもいくつかありました。

今回のアンケート結果の中でもっとも王王目すへき結果は、有効回答数27のうち半数近い13通に

「族」「部族」という言募について「現在検討中」または「指摘されて気がついた。今後の検討課題にす

る」という記述があったことだと思います。つまり、「部族」という言い方に問題があるという見方は、

すでにマスコミの問でも固まりつつあるようです。間鼠はその「検討」の方向と速度でしょう。大いに検

討してもらいたいものです。「部族」という用語の問題と取り組んで感じたことですが、この言糞の僅用

法を深く考えれば必ず、欧米の文化を最高としアフリカやアメリカ大陸で芽生えた文化を野蛮とする深い

偏見に気づかざるを得ないようです。

さて、今回の成果に一応の満足をしていたやさき、正月早々（1995年1月3日）の中国新聞にため

菅の出るような地図が掲載されていました。共同通信配信らしいのでその他の地方紙にも掲載されている

ことと思います。それは、「国際寛容年」に関する特集記事の資料として掲載された「世界の王な紛争

地」と題した地図で、その中では紛争の原因が、人種／民族／部族・氏族／宗教／某国／宗教／価値観／

イデオロギーに分類されています。そして、スペイン・バスク地方、旧ユーゴスラビア、アゼルハイジャ

ン・アルメニア、中国・チベット、スリランカ、アフガニスタン、インドネシア・東ティモールには民族

紛争との印があり、リベリア、ソマリア、ルワンク、アンゴラ、モザンビークは都万笑・氏族紛争と分類さ

れています。つまり、部族紛争はすべてアフリカでのできごととなっているのです。安易で、まったく根

拠の理解できない分類です。共同通信は今回のアンケートで、「部族」表現への私たちの指摘に理解を示

し、すぐに廃止するとはいわないまでも改善の方向にまじめに取り組んでいる旨の回答を寄せていただけ

に、大変残念に思いました。

今後の私たちの取り組みでこの事態を・、と続けたいところですが、これからしばらく日本をはなれ

てグアテマラに滞在するため広島アフリカ講座の活動とも遠ざかりますので、無責任なことは裔けませ

ん。中米からは、欧米の視点でしか物が免れない日本の講謬が、ますますはっきりみえてくるだろうなと

思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広島アフリカ講座・西村）
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超法規的処刑からズールー王子を救え！（続）
アムネスネティ・インターナショナル

シフィソ（Slfl即）王子を始めとするズールー王室の身の安全については、最近の処刑脅迫な

ど、依然として憂慮されている。またクワズールーtナタール州のi断台的緊張も続いており、

その要因の一つには、グットウィル・ズウェレ二王、インカタ自由党（IFP）、マンゴスト

ウ・プチレジ内務大臣らの間での州政に関する権力闘争もあると考えられる。
1994年12月11には、クワズールー・ナタール州北部のフレイハイト地区で開催されたIFf〉

支持者集会の最中、王子および王室に対しての脅迫があった。集会の中でスピーカーの何人か

が、シフイソ王子並びにムツイワイゼニ王子の2名は王室の問題に関わることから即刻手を引

くようにとの最後通告を行ったとされる。演説は脅迫に満ちた調子で行われた。
11月24E】、元ANC「民族の槍」（ウムコント・ウェ・シズウェ）のゲリラで、最右翼、公

安部隊とのつながりもあったバット・ヒロングワネ氏は、シフイソ王子を攻撃し明確に死を要

求する声明を発表した。この中で、同氏は王子がIFP幹部の殺人に関与したと非難してい
る。また、ANC反対勢力やその「武力同盟者」並びに「警察部隊や軍の最右翼の者」に対
し、「シフイソ王子を社会から抹殺する」ために協力するよう要請している。
マスコミの情報によれば、最近ヒロングワネ氏は、以前クワズールー・ナタール「ホームラ

ンド」の首都だったウルンディを拠点にして、他の「民族の槍」反対派を勧誘し、州内の
ANC支持者たちへの攻撃をもくろんでいるということだ。アムネスティは、ンカンドゥラ地

区に同氏が武器を蓄え込んでいるとの情報も得ている。同地域にはシフィソ王子の家族が住ん

でおり、シフイソ王子が同地区に戻ることがあれば、その家族や彼自身に向けてこうした武器
が使用されるのではないかとの盤念が起こっている。

シフイソ・ズールー王子は、依然として南ア警察（SAPS）要人警護隊によって警蒼下に

置かれている。しかしながら11月下旬になって、ダーバン在住のある白人右翼活動家がシフィ

ソ王子の居所について報道機関に明かし、王子に対する警護を公表することになった。新聞の

続報で、王子の「安全な隠れ家」の詳しい所在がすべて明らかにされてしまった。
アムネスティは、最近、王室の俄の人たちも電話による死の脅迫を受けているとの追加情報

も得ている。さらに、1994年12月1日にはゼプロン・ズールー王子が車を運転中、Rlライフ

ルで武装した2台の車に乗った男たちに養撃されたが、幸い九死に一生を得た。9月には、彼
の家の周辺を監視する者たちの存在を同王子自身が通告している。
一方で、この6月ンカンドゥラのシフイソ王子の家族のもとにクワズールー警察のメンバー

が赴き、シフィソ王子に対する脅迫を行った事件の申し立てに対して、警察の捜査が全く進ん
でいないことも明らかとなっている。さらに、司法長官はIFP党首並びにその側近に対して

シフイソ王子が申し立てた様々な訴えについて、起訴するかどうかの判断を延期すると述べ

た。これらの訴えは、9月25日の南アフリカ放送（SA】∋C）のダーバン・スタジオでの事件

を発端にしたものである。しかし、司法長官は武器および弾薬の不法所持の疑いで、シフイソ
王子を起訴に向けて捜査している。この容疑に関する裁判は1995年2月に開始される。

訳：海野るみ
（人物名、地名の表記について、より現地読みに近いかたちに改めました。　・・・編集部）

【才子動要請】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）1月26日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。

◇シフイソ王子並びにゼプロン王子を含むズールー王室に対する死の脅迫に関する内容を織
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り込んだもの

◇同王室の保安に関する適切な措置が引き続き行われるように請願する内容

◇殺人脅迫や他の暴力的行為に対する完全な捜査が行われ、この件の責任者に速やかに法的

措置をとるように要請する内容

英文アピーノし例文

Jan．1995

Dearpresident，（大統領苑の場合）

pear帆inlSter，　（治安安全大臣宛の場合）

Dear Premler，　（クワズールーの首相宛の場合）

I am vriting to express町deep corLCem at the contlnuing threatsl阻de agalllSt

thellfe ofPrlnCe Sifi o Zulu，arKI other members ofthe Zulu Royal Hol道e，

lnCllldlng PrinCe Zeblon ZuludlO鼠IrVived an att棚ptedamt）u血by arT肥d n把n On

l m∋C加ber1994．

11∬ge that approprlate meaStreS for thelr SeCunty Should cDntlmIe t〔ltn

provldd

I also urgethat the death threats and other violatlOnS Should be fully

investlgated，and that thosefotJnd to beresponsible should pr皿ptly bebrotldIt，

toJl応tice．

YollrS reSpeCt魚llly，

（あなたの署名）

【アピ－ルの宛て先】
［大統領苑の場合］

PresIdentⅣelson肋ldela

OfflCe Of the nleSident

PrlVate Bag X83，h℃t【）rla OOOI

SOUTH AFRICA

（電報）
Presldentぬldela，PretDria，SouthAfrica

（FAX）十27123262719

［治安安全大臣宛の場合］

班「．F S帆げ甜mdl

AtlrLISterL Of safety arxI Sectirity

PrlVate BagX463，Pretorla OODI

SOUlⅥ　AFRICA

（電報）
Safety乃ecurltyMlnlSter，蝕etorla，

（FAX）十27123205tI65　　SDuth A丘・1Ca

［クワズールーの首相宛の場合］

pr．Flk11alose

Premer OfIbaZulu／¶atal Province PrlVate BagX231Jlund13838　50UTH AFRICA

（電報）払底ulu川ablPremler，UluldL馳止hA丘・lCa　（FAX）＋27358202470）

［在日大使館］〒102東京都千代田区平河町2－7－9全共連ビル414号南アフリカ共和国大使館

特命全権大使　クリストフル・カイザー・プリンス閣下

☆問い合わせ先　アムネスティ・インターナショナル日本支部大阪事務所UAセンター

〒531大阪市北区中津3－17－5　城ビル　おり6－376－1496　fAXO8－376－1340

国際事務局　血m臨bIntemtional IntembinalS虻陀t訂i虎（C．＆肌心印）
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読者の皆さんに マンデラ切手

先月号の『子どもの絵「私たちの家族」』プレゼントでは多くの読者からお申し込みを
いただき、ありがとうございました。今回は、昨年5月10日に発行されたマンデラ大統

領就任記念切手をご案内します。量は多めに確保しましたが、一人でも多くの方にお届け

するため、切手はお一人4組まで、FDCは1枚限りとします。（ただし、2月以降も在

庫がある場合は制限なしで販売します。2月1日以降、お問い合わせください。）

☆『松島特派員を支える会』会員の皆様には切手1組を無料でプレゼントします＝

ただし、送料として60円分の切手をお送りください。

☆会員外の読者の皆様には、実費に近い価格で販売します。［切手は市価の約半額です］

誓貴覧慧景品呈望遠登記苦言皇芸誌琵琶讐雷芸子も喜謂：送料9。。。
・なお、FDCと切手を組み合わせてお申し込みの場合の送料は90円です。

・切手4組をお申し込みになり、コーナーブロック（切手の耳紙に切手のタイトルと発

行年月日が印刷されています）ご希望の方は送料80円です。
・60円以下の切手を組み合わせてお送りください。郵便振替での送金でも結構です。

・売り切れの際はご容赦ください。


