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◆　死刑廃止／継続論

民主政権誕生後も、深刻な犯罪が減らないことから、】死刑は掛ナるべき－との声は高い0死刑を存続

させることで犯罪に歯止めをかけられると信じている人は、法律家を含めて多いようだDこうした意見の

前には、人は罪を犯す時、自分が死刑になる可能性があるなどということは考えもしない、という議論は

やや無力のようだ。暫定政権内でも意見は分かれ・国民党などは存続を支持しているメンバーが多い0（

南アは中絶論議も盛んだが、－とにかく人殺しはだめ”と反対する国民党を含め・保守白人に多い。こう

した人は、死刑支持者と重なりあうものなのか、ぜひ知りたいところであるQ）だが、人権弁護士たち

は、現在死刑独房こいる囚人たちの多くは貧困の中で育った黒人であり、より豊かな白人のように優秀な

弁護士を融、、極刑を免れることができない・と指締する。また、患法の保阻する生存権、平等に違反す

る、とも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1／29rサンデータイム加

◆　アンゴラの『インパーシャル（公平）・ファックス』編集局長リカルトデ・メロ（38）が、何度も

死の脅迫を受けたあと自宅のアパートの格段で撃たれ、殺害された凸『インパーシャル』は・購読者に

ファックスでニュースを送るという唯一の独立系メディアで、去年から始まった。ドス・サントス大統領

の肇のダイヤモンド密輸などの腐敗や・政府高官・UNITA（反政府ゲリラ）の犯罪などをあばいてい

た（1／1＆〉19各紙）。のち、デ・メロの妻と息子、そして他のジャーナリストらが南アに一時的なて

命’を求めた。（1／31「スターJ）

◆　BBC（英国放送協会）の新番組『コレスポンデント』では、特派員がスティーヴ・ピコの生家を訪

れ取材する。ピコの母掛は、「未だに殺人者たちはのさばっている」と非難する。ピコの死の前、診察し

何も悪いところはないと診断した医師イヴォ一・ラングは、このケースを再審するのは苦々しさと憎悪を

かきまぜるだけ、と言う。人々が過去を見つめ、直面するかにおいては・u深く、激しく∵意見が分かれ

ているという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1／14－15「ウイづJF机）

◆　ソニーは、ジョイント販売会社設立などを通じ・南アて販路拡大を考えているという。ソニーは、A

vマーケットでのシェア拡大のため、ヨハネスブルグのテデレックス社と話を進めているというが、南ア

での工場建設の可能性は否定している○　　　　　　　　　　　　　　　　（12／30「スター」）

◆　SWAPO（南西アフリカ人民機構）のメンバーで・8時9月に暗殺されたアントンりレポウスキー

の母親は、ヌジョマ大統領に正義の実現を訴えた。法律機関がことをなかなか明らかにしないのを大統鱗

が許しているのは受け入れ軌、、と言った。検察官と司法長官の間での対立が・解決を遅らせているとい

ぅ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け／5uクー」）
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骨随ガンで死んだ住宅相ジョー・スロボ氏（68）1／ト8「サケクエンドガtJ

在りし日のスロボと、モザンビークで暗殺されたルス・ファースト、2人の娘たち。

3人のうち、下の2人の娘はスロボ氏がANC、共産党に常に必要とされたため、一緒

に過ごす時間がほとんどなかった。スロボは、友人であった活動家のリリアン・ンゴイ

の隣に埋葬されたいと言ったヘレン・ジョゼフ（92年12月死亡）に次いで、アヴァロン

墓地（ソウェト）に眠る2人目の白人となった。

◆　日本大使は、ゲットアヘッド基金とプロマット・カレッジに各々14万3千ランド（約428万円）、7

万9千ランド（約230万円）を寄付したと発表した。　　　　　　　　　　　　　（12／19「ソ丸夕日）

◆　アメリカ黒人の多くが、人種を誇り、東議の歴史を否定するためにヨーロッパ風の名前をやめて、ア

フリカの名前を選び始めているという。南アの歴史的イベント（選挙）が、この傾向を促しているようで

ある。クウェシ、クワメ、サンず、マウィヤなどは米国でますます一般的になってきている凸ケニヤは、

黒人女性に特に人気のある名前だ。

公民権運動のさかんだった60年代、名前の変更は一般化しはじめた。カシアス・クレイがイスラム教徒

になったあと、ムノ＼マド・アリと変えたのが拍車をかけた。70年代、80年代に生まれた子どもたちの中に

は、アフリカ（風）の名前をつけられた者もたくさんいる。メアリーランド大学のファティマ・ジャクソ

ン教授は、人種的緊張が増している今、人々は自分自身を再定義しようとしている、と語る。「アフリカ

系アメリカ人に対する軽蔑は根深く、強く、今も続く。メディアから得るメッセージは、“（黒人は）価

値がない、何も正しいことができないし、決してできないだろう。¶というものばかりだ」。

（1／7「シテか」）
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前号で、広島アフリカ講座が行ったアンケート調査を載せている。当の南アフリカのメディアも、

このような質問状を受けてみるべきだろう。コイ・サンという表現もよく見かけるが、ブッシュマン

という言葉も日常なんの疑問もなく使われている。詳しい題杜覚えてないが、ある芸術家（白人）

が、「ブッシュマンによる」絵画を紹介する展覧会がヨハネスブルグ・アートギャラリーで去年行わ

れていた。trlbe（部族）も、trlbal war（部族戦争）をはじめ、どこの国でもアフリカ人の対立を

説明する時に用いられている。このようなことは、南アだけでなく他のアフリカ諸国も大体同じ扱い

をしていると居う。インカタのメンバーが「部族的な」連中だ、という言い方は普段の会話の中でも

ごく普通に出てくる。

◆　ミッドランドで行われているIAEA（国際原子力機関）会議の初日で、ビック・ポタ鉱物エネルギ

」翫L南アは核不拡散に頁献し掛け、核兵器計画を断念した唯一の国だ、と言った。『南都アフリカ共

同安全保障世界キャンペーン』のアブタル・ミンチイは、公のディベートだけが南アの核についての不信

を晴らすことができる、と語った。この会議は日本政府の王催で行われている凸

◆　国際的なカトリック平和運動、バックス・クリスティのオランダ支部がまとめたレポートによると、

南アは93－4年にかけ、スーダンの内戦に火を注いでいたという∴南アは首都ハルトゥームに武器や弾薬を

送り、スーダン南部の民間人無差別爆撃に使われた軍用機を調達した。また去年1月、15人の軍事専門家

がハルトゥームを訪れ、スーダン政府に化学兵器の使用を指導したという。

スーダンは、キャメロン委員会（南アの不正武器売買を調査する）に昨年提出された179ヶ国の武器貿易

相手リストによると、いかなる取り引きも認められないカテゴリーに入っている。　　　（1／25「スター」）

◆　昨年末、内閣はアンゴラ和平に協力するため、物資や人材などを送ることに合意した（軍は派遣しな

い）が、ほぼ同時期にアンゴラ大統領のドス・サントスは国連のガリ事務局長に、いかなる形でも南アの

援助を拒否したい、との旨を伝えている。「貴殿もご理解なさっているとは存じますが、アンゴラの紛争

に直接的であれ間接的であれ関わっていた国からの派遣軍を含むことは受け入れ難いことです。」と言っ

ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1／26rスト」）

◆　昨年の選挙直前に　3500人の白人政権下の大臣や警官が免責法によって自動的に‘‘恩赦”を与えられ

たという。爆撃に関わっていたことで取り調べられていた元法秩序大臣エイドリアン　フロックは、1988

年のコッツオ・ハウス（南ア教会協議会などのNGOが入っている）の事件について中断された時、警視

総監はフロックが免責されているので調査の必要はなくなったと言ったことから、これらのことが明らか

になった。

免資を申し入れて“免罪‾　となっている人物の中には、フロック自身も含め、元国防相だったマグナス
・マラン、元南ア警察副総監パシー・スミット（列車、ホステル暴力事件を操ったといわれる）、ユージ

ーン・デュック（聴殺部隊に関わり、現在8つの殺人罪に問われている）などがいる。〔1／13～2月上旬

の各紙）

ヴィ　ぅ′、二ノブ⊂撃■

ヨノ＼ネスプルグから北西に向かい歩いていくと、広大なキャンバスのヴィッツ大学が見えてくる。
一見、多人種の調和がとれた雰囲気だが、学生会餌のような所では白人は白人、黒人は邑人同士でテ

ーブルにつき談笑している。昨年11月27日号の「サンデータイム丸では“白人と諷人がめったに謡をしないリ

ベラリズムの肖像”として、この一流大学の抱える問題、展望をレポートしている。里人学生は全体

の35％だという。（20年前は4％）学生代表評議会のムズィ・シカカネは、「黒人は日常の中で自分

たちの地位の偲さを感じている。知識を持つ人（教授、講師）がみな白人であるところで、黒人の学

生でいることがどんなことか、おわかりにならないだろう」と言う。
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女性・子どものページ
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英『ニュー・サイエンシスト』誌　特集　Aparthald’s d甜迫gd chlldren

キリアン、マソン両氏のクワズールー／ナタールにおける調査の中でも最も驚くべきものは、8～12才

の子どもが暴力の実体験を語るものである。対象の300人のうち、8人が人を殺したことがあり、11人が

それに荷担する行為をした。13人が暴行を目撃し、47人が家に火をつけられたことがあるという。この調

査では、暴力の起こった状況については触れていないが、ルス・ベングが受け持ったあるケースは、子ど

もたちがいかに暴力行為に引き込まれていったかを示す一例である。

ベングの患者は今18才。10才の時、父親を目の前で殺される。少年は殺人者たちを知っているため、全

員を殺そうと躍起になった。3年間で19人を殺し、家族から見放された。今日彼はホームレスで、仕事も

なく、警察から逃げ回る生活を送っている。少年は、ベングに自殺したいと言っているという。

ジル・ストレイヤーの本『革命の塵たち（Faceln theRevolutlOn〉』は反アパルトヘイト活動家の百

年たちを研究したものだが、自己の価値が失われたのは暴力のためだけでなく、もっと根底に原因がある

という。彼女が対象とした若者たちは皆、一見無意味な百分たちの存在に何か意義を求めようとして闘争

に加わったという。運動への忠誠は、彼らが闘い∴実行し、殺人までするに至らせた。

アパルトヘイトの残忍さ、その影響を考えると、誰でもその終着がきたことはいいことにはかならない

と思うだろう。しかし、それがもたらされた方法一旧体制を新体制に素早く変える戦争による勝ち負けな

どではなく、4年間の交渉を通じて段々とシステムは変化していった－は、それ自体問題を生じさせたの

である。その変化はあまりに根本的なものだったので、誰もが不安に思っていた。旧体制を破壊し、骨を

おりながらそれに変わるものを作り出している間、人々は苦のモノはすべてだめだが、新しいモノがまだ

ないという宙ぶらりんの状態にさせられた。

このように、アパルトヘイトの感情的な傷あとは、黒人だけに限られたものではない。多くの白人は快

適な生活を送ってきたが、それは高くつくものだった。家を囲む高い壁、梓猛な犬、武器セキュリティ。

そして1990年、強そうに見え、白人には確かなものを与えてきた政府は、決して正義からではないが、あ

らゆるルールを変え始め、敵と友人になり、旧体制を価値のないものと宣言したのである。

ヨノ＼ネスプルグの精神病理学者A医師は、「移行期こそが最も生きるのにつらい時期」という。彼は17

～18才で徴兵された白人青年を多く見てきた。旧体制に絶対忠誠を著わされ、暴力を行使させられてきた

彼らは、政治的変化に最も打ちのめされているという。A医師払過去、患者は戦闘の中で友人を失った

ことで苦しんでいた。しかし、今、彼らをだめにしたシステムに対する怒り、そして初めて明らかな罪の

意識がストレスの中心にあるという。「彼らは、ANCは散で、共産主義で、そして非人間だと教えられ

てきた。だが、突然、敵は家族を持つ人であり、新聞を読み、同じ言語を話す者、と目に映り始めた。

以前の敵は外国人などではなく、今日議会に座っている同国人である。そして、自分たちが信じて闘

い、そのために友人も命を落とした価値観がもう存在しなくなったことが、よりストレスに拍車をかけて

いる。「政治家たちがただ単に“お詫びします”などと言うだけでは、兵士たちが払った人間としての犠
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性に対しては十分ではない。」とディヴ・フイツツバトリック・コックラム医師は言う。

この“轟切り”に最も打撃を受けているのは元クフォツト（アフリカーンス語で－mYk肺に）－）

の隊員たちであろうdクフォツトは・南アの支配下にあったナミビアで解放闘争メンバーを殺すよう訓練

された暗殺部隊である。上官は白人だが・隊員の多くはゝ軍隊に安定した職と給料を求めてやってきた志

願黒人だった0一般の生活に戻るのに多くの者が大変な時期を過ごした。全メンバーの3分の1までもが

自殺したというqしかし、公式記熟まないので、この数字について隠かめることはできないのだが凸

新政権・新ヴィジョンのもと、アパルトヘイトが心理的に及ぼした影軌は続くのだろうか。それは誰に

もわからない。しかし、精神医学の専門家たちの多くは、こう考えるD過去というものが十分に理解され

なければ、傷は癒せない、と。アパルトヘイト下の人権侵害を調べる委員会を設立するべきだというのは

言報を呼んでいる提案だ。又、闘争の中で黒人の子どもたちが演じた役割、失われた学校、家庭生活や友

人の死によって多大な犠牲を払ったこと、南アの若者たちは新国家建設に役立ちたいと思っていることな

どを・南アのリーづトーたちが認めることも同時に重要だという。

《売春論議》
オム二チャックが330D人（都市部）を対象に行った「売春の合法化」についてのアンケートでは、60～

8％が合法化に反対しているという・（12／2「か」「弼ス刊」）昨年末頃から、南アではこの論議がさか

んになってきた0フランスでも合法化を求める声が圧倒的に強くなっているようだが、ここでもシドニー

・ムファマディ安全治安相やハウテン（旧PWA）州の治安相ジェシー・デュアルトなどは、合法化を考

えるべきだとの提案をしている。売春は1957年性犯罪法で禁じられているo POWA（女鰭寺に反対す

る会）コンサルタントのリサ・フェツタンは合法賛成派の一人だq女性たちがそれを望むのなら合法化さ

せるべきだと言う。「売春を非犯罪化すると同時に、ヒモなどの中間搾取を排除することで女性に力をつ

けられる」というものだ0スウェーデンのように売春が合法なところでは、売春婦たちは税金を払い、性

病、避妊のチェックを含む医療の施しを受けることができる。

だが、『ハウス』（売春婦を助けるヨノ、ネスブルクの施設）の理事長アデレ・デュフレスイスは合法化

に強く反対している白「怒りを感じるのは、エイズにかかる心配なく－買春・ができるという、百分の安

全だけを考えての発言がまかり通っていることです」と彼女は言うo「売春はパラ色の仕事なんかじゃあ

りません。地獄です。嶋なぜ彼女たちがそこにいるのかワ”という問題を見てください。」∃八ネスプル

グにいる約60DD人の売春婦のうち、3分の1は21才未満だと推定する白13才の子どもさえいる。児童虐待

が原因でヒルプロウにたどり着くケースがあとを絶たない0彼女は合法化には反対するものの、警察や法

律によるコントロールが必要なことは認めている。

南ア大学（UNISA）は犯罪学教授ガプリエル・ンダパンダパは、「売春は排除できない凸合法化し

たり、コントロールしたりすることはできても」と言う。合法化による最も大きな利益は、医療的なもの

だという0ドイツの売春軌は・一般の人々よりHIV感染率が2％低かったというのが、これを裏付けて

いる。「又・売春婦たちはコミュニティの需要をプロとして満たす。合封ヒは多くの利益をもたらす」と

ンタパンダパは言う。　　　　　　　佃4／10～95／3月号「7オーかスわ77仇（8BC発行）KIDS特集）
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続・日本主義援助

松島多恵子

前回とりあげた日本からの援助の例で、レセディが0血1eや元政治因の例に比べより深刻だと思っ

たのは、関係する日本人の意識があまりに低いからだった。少なくとも後者2つに関しては、援助し

た日本人が憂慮したのである0（それだけで終わってしまい、そのあとはただ無力なだけでいるの

は・又・別問題だが。）私がレセティ問題のことを知ってからおかした最大の過ちは、日本のいわゆ

る“ポスト・アパルトヘイト運動家”なるものに関わる人々が、第三世界のことを多少とも理解して

いるだろうと信じたことである。その際・真っ先に私の頭に浮かんだのは「マトムよ、お前もか」と

いう言葉だった。憎、よく自分は叫援助に敏感旅一だと言うし、政府のODA非艶はよくやるでは

ないか。）もちろん私が言いたいことは、先月も昏いたように「アフリカ人はタメ」とかいうことで

はない。日本という経済大国から入ってくるモノ・カネが第三世界でどのような騒動を巻き起こすか

を理解しなければならないということだ。この3例は、援助のノウノ＼クを全く知らないノ＼ッピーな日

本（人）と・第三世界の関係を問う、古くて新しい問題の縮図なのである。今月号でソムソン・セレ

ぺ氏にも議論に参加し・真相を明らかにして虹と声をかけた。日本側に相談する時の手紙といい、

今回のことといい、彼は実際、二晩三晩とかけて書いてきたのである。そのセレベ氏のことを、マト

ム氏がメンバーではないと主張したとき「では・レセディのメンバー制度とはどのようなものなの

か」「セレぺ氏はいつからメンバーではないのか」と、日本人は基本的な質問さえしない。（知性と

常識を備えた人なら、まず第－にこのように議論してみることだろう。）あるいは、思いつきさえし

ないと言ったはうがいいのだろう0（これでは・朝まで生テレビ程度の議論さえ不可能だが。）英語

で強硬にまくしたてられればうまく聞き返せない時もあるだろうが、しかし、このようなあり様で、
“南アの闘いから何かを学んでいる－などと、（思い込みの）キレイ事を言えるのだろうかト私が最

も強く感じたのは＼“あなた方は、本当は何も学んでいない”】日本人はハナクソほども民主主義と

か平等とかいうことを理解してはいない“んじゃないか、ということだった。そして、そのような日

本人の愚かさを、マトム氏はフルに利用できているのである○あるいは、日本人たちの対応は、撞起

された問題をともに意図的に隠蔽しようとしていることを信じさせるものだ、と言った方がいいのか

もしれない。

マトム氏が本当に成熟した大人なら・他のメンバーに「お前はもうメンバーではない」といきなり

セレペ氏に言わせたりしないであろう。寄贈品到着後、その詳細も知らなければ、新たなカメラを使

うこともできなかったことは事実だし、セレぺ氏がこのことでウソを言っても何も得るものはないの

である。掛まただ、自分の実力をのばし、経験を増やすために・願ってもなかった寄贈品で写真を振

りたかったにすぎないのだから。マトム氏、そして彼の支援者が改めてレセディについて】きちん

と”1月号で説明しているのは、こうした諸々の事情が日本に知れ渡ったことを明らかに意識しての

ことだろう。「今後は“規紺をつくってきちんと運営していく0だからこれまでの無秩序状態は許

してほしい」とでも言いたいところなのだろう9私は、－」垂のことを日本人が軽くあしらう理由を、

マトム氏が援助団体の女性（JVCの津山直子氏）と結婚しているから安心しているのでは、と思っ
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た。だが実際は、彼女はマトム氏や日本人にアドバイスするどころか、言動をマトム氏とともにして

いるのである。津山氏はANC東京事務所で働いていたが、一人の里人に他の黒人が搾取されるよう

な状憩がANCの政策であったことはないはずだ。ウィ二一・マンデラやビーター一一・・・モカバらが議長

を勤める組織では資金の誤用が明らかになり、他ならぬANC自身の手で調査されているのである0

昨年末、この国の大統懐はアパルトヘイト時代に蓄持された腐敗に対する宣戦布告をした。以来、新

聞には連日、地方政府、NGO内で起こった腐敗の事実が暴露されている。もし日本人が本当に南ア

の闘いから→何がを学んでいるのなら、津山氏に説明を求めるべきだし、津山氏がANC時代に
“何か”を学んだなら、その要求に答えることができるだろう。

ある読者は、1月号を皮切りに始まった論争の行方を心配し、「論争ですめばよいのだが」と編集

長に言ったという。この人の蛙念は正しいと、実際、先ほど書いたインタビューなどを繰り返してい

る最中、ロドリックは、ナイジェリア人とも西アフリカ人ともいえるアクセントの男から「お前は俺

のブラザーとじゃれついている。お前を排除してやる。」との脅迫電話を受けとった。問題に直面す

る気があるのなら、もうとっくに適切な方法でなされていただろうし・逆に沈黙や無知を装って徹底

的にそれを避けようしていたことを考えると、本当の論争すらそう期待できまい8

援助がうまくいかない時に、それに対処しない、あるいはできないのは、運動の目指す本質が見失

われているからだろう。連帯・顔の見える関係・草の根・・・・。私たちは、このような言柔に頼りす

ぎ、しぼられすぎてはいないだろうか。そうでないのなら、日本・南ア双方の問題を知った今、事実

UiscussionsOnHowTbSotveTheGonflicTs

▲析舶peE∫血円肋≧如Tbp侶CU鈷PeacP■WHtMdAMardyAd】8■do。・a9e15・KDfor■duく】1Ghlnn

『平和について話し合う村の長老たち』ウィルフレッド・アジヤイドゥ15才（ガーナ）

「フォースーオン77粕」94年10～12月号（英放送協会発行）のKIDS特集から
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岐路に立つ反アパルトヘイト運動

（さよならとこお手」もこカユえて）

松島　多恵子

私たち2人のニュース送信は今月号で最後となる。先月号で、その予告をするはずだったが手違い

でいきなりのお知らせとなったことを、ぶ詫びしたいと思う。読者、支える会の皆さんからご支援を

いただき、一年間（楽しく）書かせていただいた。私たちの原稿が十分バラエティに富むものでなか

ったことは承知しており、番書残したものがいくつかあるのは残念だと思っている。3月号以降は、

「こんな記事に関心があるのだが」との要望があったものだけカバーしたい。援助問題論争の皮切り

を前号に載せたが、議論が続く場合には最後まで参加するつもりでいる。ご支援いただいた方々、入

院時のお見舞いなどまでお送り下さった方々には、この場を借りて心からお礼申し上げたい。

本誌購読者の中には、70年代の食料危横問題を扱った『なぜ世界の半分が飢えるのか』（スーザン

・ジョージ著、朝日運否）を読んだことがある人は多いことだろう。・この本は、欧米（日）の多国籍

企業・政府がいかに第三世界の‘食糧不足【を構造的につくり出し、また、第三世界の特権層が外国

からの援助を中間搾取してしまうため本来恩恵を受けるべき人に何のおこぼれもないか、などを解明

しているものだが、基本的には、南アを援助する小規模な市民団体に対しても教訓となるメッセージ

がたくさん盛り込まれている。

特に最後の、「あなたに何ができるか」という文章は重要だ。74年にアメリカで集められた寄付金

は250億ドルで・そのうち43％は宗教団体によるという。ジョージ氏はここで、あるグループが第三

世界を援助する等茶をしているのなら、「誰を援助しようとしているのか凸」「援助は対象のメンバ

ーすべてが恩恵にあずかれるのか」という基本的な質問をしてから自分も参加するべきだ、と言って

いる。それは、「援助を受ける国の体制」が重要な基準となるからである。（先月号の例でいえ

ばD血1e，CCD，レセディとなろう。これらの組織が日本からの援助を、それを必要とする人々に直接

利するプロジェクトを行っていくシステムを持ち、また、そのつもりがあるかどうかということにな

る。）直接の援助にしても、食糧を増産させることで貧しい人々を助けるプロジェクトをやるにして

も、「少数の特権階層に得をさせ」、「あるいは（援助が）商売や投機の目的に使われてしまうかも

しれない」ことを、彼女は幾度となく警告している。こうした言葉は、上記の3例を通じて身をもっ

て実感した。援助とは、市民運動とは、実は何と体力のいるものか、ということも。

ジョーージはまた、「我々は自分の家の玄関先くらいは掃除しておく義務がある。」、つまり、自国

の政府や企茶が第三世界で何をやっているかを知り、圧力をかけていくことも必要だと言っている。

これは、アパルトヘイトが全盛期だった時代にアフリカ行動委員会がやってきた誇るべきことだが、

この必要性がもうなくなったわけではないことは、ミーティング報告（本誌73号）でも述べられてい

る通りだ凸そうでなければ、南アへの援助などは、豊かすぎる国の人々が、せいぜい－平和ポゲ’し

ないよう何かしらの生きがいを与えてくれるもの、という程度になってしまう。（しかし、伽hleの

ような小さなNGOとの間に芽生えた問題すら解決できないとしたら、行動蚕が日本企業を監視す
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る、というのはちょっとおこがましいと思うが。）援助というものが、これからのポスト・アパルト

ヘイト運動においてどう位置付けられるのか、問題提起はされているだろう。

南アのワイン、金、ダイヤモンドのボイコットはもうなくなったが、これも、もう問題がなくなっ

たわけではない。鉱山・農業労働者の劣悪な労働条件、低賃金は改めて言うまでもない。以前訪れた

東トランスバール州の農場労働者の賃金はわずか30ランド（約980円；これが賃金といえるのだろう

か）。ヨウビルにある『農場労働者調査資料プロジェクト（Frrp）』は、法律で保護されてこなかっ

たこうした農場労働者たちを組織化しようとする団体だが、保守的な地域へ出かけていき、労働者と

ミーティングを行うこと自体、命鰍ナの場合もある。（多くの白人農場主たちは自分の労働者に組合

の情報などを与えたがらない。『侵入法』という法律は、私有地である農場をそうと知らず横切った

だけで、農場主が｝正当防衛”と称してその人を殺すことを可能にする。）

ジョージ氏も著書の中で、古い例ではあるが、スイスの市民グループがプランテーション労働者の

労働条件の悪さを訴えていくため、バナナをとりあげたという例を出している。消費者にキロあたり

15セント多く出してもらい、ストアの卸元からその分を回収し、グアテマラの労働者の自主事業賃金

に生かすというものらしい。FRRPのような圧力団体と協力しながら、日本の食卓にのぼる南ア農

産物と、それを生産する労働者の実感を浮きぼりにするような運動が行えるだろう。日本の食品労

組、良心的な商店などを引き込むことも可能かも知れない。世界各地で、どのような運動があるかと

いう情報は、国連のFAO（食糧農業機関）が提供してくれるという。

ジョーージ白身、第三世界で（土地改革などの）全面的な社会変革がなければ、農村部の貧困を救え

ないと考え、社会全体の変革を冒指す少数派の政治団体を支持することも提案している。南アでこう

したものを目指す少数派団体というと、PAC、AZAPOなどであろう。今、長く辛かった抑圧に

やや疲れた南アの人々はフラストレーションがたまり、近隣諸国からの不法滞在者（中には20年、30

年以上も住み続けている者もいる）に暴行し、家を乗っ取って追い出すというような行為をしはじめ

ている。手っとり早く何かを得ることで‘‘民王王義の時代に生きているけ“ここは俺たちの国”と実

感したい人々が増えてきているのである凸そうした人々に、AZAPOのように極めて正当な、つま

り「全面革命（total revolutlOn）が起きれば家も土地も取り返せる」というメッセージはなかなか

届かない。この説得力あるAZAPOの議論も、“高級”すぎるため普通の市民にはわかりにくく戦

略に欠けることも前々号で指摘した。2月7日のラジオ・メトロでは土地のことが議論されていた。

名前は聞き取れなかったが、PACからのゲストは、「（この暫定期間で）土地が解放されなかった

ら、革命が起こっても不思議はないだろう。」と語った。つまり、再び、武器をとる可能性を考えて

いるのである。PACは93年10月に「PACの土地・農業政策」と恩する小冊子を発行している凸　こ

のようなものをはじめ、“革命’派の団体がどういう南アを目指そうとしているのか知るのは重要だ

ろう。何にも増して、里人たちの奪われた土地がどうなるのかを見守ることは、アパルトヘイトが本

当に終わり始めるのかを知るモノサシとなるからだ。この間葛に取り組むNGOは、全国土地委員会

川at10nal Land Col【mlttee）と、それと連帯関係にある国体などで各州にある。

南アの若者が何を考えているのか知ることも大切だろう。「失われた世代」などとマスコミには表

現されているが、「そうではないんだ」ときっぱりと言う南アの教育リーダーたちは、こうした若者

たちを巻き込む様々なプロジェクトを行っている。Jolnt EnrlCh州ent Programmeなどはその例で、十

代、二十代の若者の悩みを解決しようとしながら、同時に力をつけようというものだ。又、ソウェト

蜂担世代の人々との交流も学べるものがあるだろう。「シティブレス」紙1月15日号には、このとき

警官に撃たれ車椅子生活をするようになった女性の苦悩が苫かれている。先月号のニュース欄では、



息子がソウェト蜂起後亡命し、消息を絶ってしまった家族のことを取りあげた。この人たちにとりソ

ウェト蜂起とは、アパルトヘイトとは何だったのか、そして新政権誕生は何を意味するのか、語り合

えるだろう。ヨハネスブルグにはストリートチルドレンのためのシェルター、子どもへの暴力に反対

するグループが多く存在する。どのようなやり方で子どもたちとの交流が可能か、あるいは彼（女）

らの実態をより深く知ることが可能か、コミュニケーションを重ねることでよりはっきりしてくるだ

ろう。

英反アパルトヘイト運動（AAM）は昨年、解散するにあたって、今後、南部アフリカ全体

を見つめていくとの考えを明らかにした。アパルトヘイトが及ぼした影響は、国内だけにとどまらな

かったからである。南アを経済的に支えることで、南部アフリカ全体の“不安定化一　に貢献してきた

日本など先進国の運動が心に留めておかねばならない点だろう。［】本がいかに漁夫の利的に南アから

甘い汁を吸い、巨利を得てきたかを語ることは、決してもう必要なくなったわけではない。多くの日

本人にとって遠い存在だったアフリカと日本がどういう関係にあるかは、今後も知らせていかねばな

らない。例えば、戦時中日本が中国で何をしていたか知らされなかったために、今もってその行為を

問われているのと同じように。
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日本の皆さんへ

サムソン　ー　セし．一ノ、ミ

（Samson Selepe）

私は、自分サイドの話をしなければいけないと感じています。というのは、写真撮影機材を寄付した日

本の方々が、松島氏をアンフェアに扱ったと思うからです。

私はレセディ・フォトグラファーズの設立メンバーの一人です。アレクサンドラ芸術センターを92年に

出た卒業生たちが、レセティを作りました。メンバーは、アンドリュー・シャバング、ポニー・ムクェン

ニヤ、サイモン・モホラ、セプアコ・マプヤ、ルス・モタウ、アイザック・ラバタウ、そして私でした。

最初の執行委員会はシャバング氏が議長、モクウ氏が会計、モホラ氏が事務局と決まり、他4人は普通の

メンバーとなったのです。

この組織をつくろうというアイデアは、ワリ・セロテ氏の提案でした。資金や物資を集めるのに役立つ

だろうからということです。また彼は、アパルトヘイト下で苦しめられた人々の生活を撮った写真を、日

本人が南ア写異家に展示させたいと思っているから、我々を日本の人々に紹介するとも言いました。その

ような展示会のためにフロアが2つ用意されました。マトム氏はというと、彼は我々に写真を教えてい

て、そしてブラック・イメージ・シンジケートのメンバーでした。彼は我々の組織に干渉しないかわり

に、助けが必要なら援助すると約束したのです。また、我々と日本人の代表との闇の会合をとりもつよう

依旅されました。

セロテ氏は、マトム氏を日本人に紹介したあと、彼が何の報告もしてこなかったので、我々のやり方に

失望したと言っていました。我々もまた、マトム氏と日本人の会合後、何も知らされなかったのです。我

々が尋ねると、マトム氏は、「セロテ氏は忙しすぎる」と言っただけでした。唯一彼がくれた情報は、

マーケットシアター（ヨハネスブルグの劇場・ギャラリー）に日本人アーティストが来るということでし

た。降矢洋子氏（マーケット・シアターで展覧会をした版画家）が来たあとも、我々のことについては話

されず、マトム氏一隆矢氏の二者間の問題となったのです。我々は降矢氏がレセディを援助する立胤にあ

るかと思っていました。そして、突然、マトム氏が日本に行くことを聞かされました。

我々はそれこそが自分たちの機会だったのた、ということが明らかに感じられました。しかし、これに

歯向かうことはできませんでした。なぜならマトム氏は、セロテ氏だけでなく我々にも情報を与えなかっ

たからです。事実彼は自分勝手な利益のために我々を利用しさえしました。マトム氏がどういう人物かを

知りたければ、そのような事実を知るのが良もいいでしょう。我々を助けるはすだった人は今、機会を

奪ってさえいるのです。

マトム氏は（93年）当時の会計に電話をして、我々の合意なしにやめさせました。ドイツ大使館はプロ

ジェクト用に4000ランドを寄付しました。銀行では、お金が振り込まれる前に署名が必要なのだとマトム

氏は言い、（会計の）モクウ氏とモホラ氏が不在だったため、マトム氏自身を会計、マプヤ氏を事務局と

して署名したのです。

そのお金でオフィスを運営することが決められました凸又、その寄付金に依存しないよう月に120ラン

ドを出し合おうということも決められました。マフヤ氏やラバタウ氏のようにカメラのないメンバーがそ
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のような金額を出すのが難しかったことははっきりしています。ですから、寄原品が役に立つはずでし

た。ラバタウ氏は毎月30ランドを払っていたのですが。シャバング氏は当時ニュー－ネイション紙で働いて

おり、集金することになっていました。

我々はマトム氏を組織のリーダーと考えたことは一度もありませんでした。彼は我々を助ける存在とし

ていたのです。私も120ランド払い、マプヤ氏も払うと言いました。しかしシャバング氏が、我々が全額

払ってないようだと言うと、マトム氏がこの問題を地王と話し解決すると言いました。むこうの間違いだ

と思ったのです。それによると、家賃は払ったが月末に求められていた別のものがあったとのことでL

J・．

マトム氏が日本へ行き、シャバング氏を通じて展覧会は成功だったと言っていました。シャバング氏

は、私がミニバス運転手たちに整われカメラをひったくられたことを告げると、マトム氏は新聞に載った

その事件の記事をFAXで送るよう言いました。

マトム氏が日本から戻ると、グループのための機材を得ることができたと言いました。私には、カメラ

2台が与えられる、とも。中井氏が寄贈品をもって南アにやってきた暗、友人にも呼びかけレセディのた

めに寄イ寸した、と言いました。自分一人では一度に持ち切れないので、あとから送られるとも言いまし

た。後から送られるものが来たのか来なかったのかは、我々は知りません。中井氏という人と彼の友人と

いうこと以外、実際誰が写真機材を寄付しているのか全く知りませんでした。

マプヤ氏は、マトム氏に寄贈品を使わせてほしいと二求めましたが、マトム氏はアレクサンドラ芸術セン

ターで教えていた時に使っていた自分の古いニコンF2レンズを与えただけでした。なぜ、カメラを持っ

ていなかったマプヤ氏に寄贈品を便わせなかったのでしょうか。アイザック・ラバタウ氏は（事務所の）

家賃を払わなかったため、追放されました。しかし今こそ、彼も家賃を払えるように、カメラを与えるべ

きではないでしょうか。

私はキャノンの100－200mmレンズを使っていたのですが、（掘った）写真も見せずにそれを長期間使っ

ていたためにマトム氏に殴られました。彼は、他の人も使いたいんだ、とも言いました。問題は、メン

バーが使っていないというのに機材は誰が使いたがっているのか、ということです。マフヤ氏はマトム氏

の古いニコンF2だけを使い、ラバタウ氏は何もせずタウンシップにいるだけです。寄贈品はレセディの

ものであるにもかかわらず、一体誰が使っているのですかっ　なぜ我々は寄贈品によって何も得るものが

ないのに、それはレセティのものだと言うのですか。私に約束されたカメラというのはどうなっているの

ですか。それどころか、レンズ1つを煙っていただけで殴られたのです。寄贈品が集められた時、（メン

バーであったことから）准、の名前も便われていたのですから、これはひどい話です。

私は、問題を話し合うため、レセディ設立者間のミーティングを呼びかけ、マプヤ、シャバング両氏と

私の3人で話をしました（94年10月）。我々は、組織はきちんとした方法で運営されるペきだということ

に合意し、メンバーを保護し、また義務づけもする会の規約を作りました。ここでは私が会計、マプヤ氏

が事務局、シャバング氏が議長となったのです。私は会計として組織の財政状況、機材のことを知る必要

がありますが、マトム氏以外そのことは誰も知りません。

それから私は松島氏に助けを求め、彼女は私に手紙を書くようアドバイスしました。寄贈者である中井

氏が品物のリストを送ってくれるように、と。しかし中井氏から私へ返事はきませんでした。中井氏が松

島氏に与えた情報によると、マトム氏は私がニコンの3001mレンズを長期間持ったままだと言ったとのこ

とです。マトム氏がレセティ問題について本当でないことを言ったため、松島氏は日本人から非難される

ことになったのです。私が使っていたのはキャノン100－200mレンズで、ニコンではありません。松島氏

への非難の程度を考えると、困っている人の話を聞く人を青めるとは何と不思議な、またばかばかしいこ
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とだと思いました。おそらく日本で臥助けを求める人に実際援助するのはよくないことなのでしょうゥ

私とマトム氏、レセティメンバー、松島氏、ロドリックとの間でミーティングがありました。そこでは

マプヤ氏とシャベング氏が、ともに草奏した会の規約について知らないプリをしました。マトム氏が怖い

からでしょう。そして、突然設立メンバーである私は、もうメンバーではないと言われたのです0

この間尾に関する日本人の対応はひどいものです。皆、マトム氏をかばおうと決めたのですから。マト

ム氏が日本人女性と結婚しているから、こういうことが起こるのですか？松島氏が日本にこれらの事情

を知らせた時、彼女はウソをついていると言われました。実際にはこうした全てがここ南アで起こってい

るのです。なぜ最初に、品物はマトム氏に与えられたのだと誰も言わなかったのですか？そうすれば・

マトム氏個人の持ち物のことなど、誰も気にかけたりはしなかったのです。

日本の人々はこのことを調べて、事実を知るべきでした・このような寄付は、アパルトヘイトに苦しめ

ろられできたコミュニティを援助するために行われたと信じていたのですが。日本へ行き・寄付を求めた

のがマトム氏ではあっても、こうしたモノは彼の個人的所有物ではないはずです。誰もが・起こっている

現実を知るべきです。また寄贈者は、寄付先の周辺を監視するべきです0そうでないから・日本人はこの

ことに閤し、良いことよりも苦痛をもたらしているのですから。組織のモノを使って・一人の男に好きな

ことをさせているがために。

日本人は、アフリカでこの種のことを掛ナていきたいのなら・我々の言うことに耳を傾けるべきです。

こうしたことは、私一人だけでなく、南アをもタメにしますb間逼った人をかばう人がいるなら、その人

も同罪でしょう。

これ軋私とマトム氏の個人的な問題ではありません凸寄贈機材は、マトム氏だけとか私だけとかに送

られたのではないのですから。巳本人は、恵まれない南ア人を巻き込んだこの間題について・全く対応し

てないことを自覚すべきです。必要なことは唯一つ、事実が明るみになることです。自分の利益のために

外国で我々の名のもとに代表のようなプリをして話をするような人にはウンザリです。今回のことではと

ても苦々しい辛い思いをしました。あなた方は、助けを求める者を沈黙させようとするのですかb

（本稿の原文は編集部が保管しています。カッコ内は松島がセレぺ氏と確認の上で付け足しました。）
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「あんちアパルトヘイト・ニュースレター」那6号を軌で

現代を撮る、未来を見る

今、私宅のテーブルの上にはレセディのカレンダーが置いてあります。1月はスクォッターキャンプの

掘っ立て小屋の前で選ぶ子どもたちの写真です。子どもの顔がちょっと小さくて十分には読み取れません

が、心の底から明るく楽しく遊んでいることは見る人に率直にほのぼのとした暖かい感情を呼び起こして

くれます。戦後生まれの私にも子どもたちでカン蹴りを日暮れまで夢中になってやっていた記憶とダブッ

て懐かしささえ覚えます。やはり子どもたちの楽しい様子を見るのは未来に希望をつなげてくれるものだ

と思います。もちろん背嚢の家に日を向けてみればこの子どもたちの親の苦労は大変であろうことも想像

できますし、これからのこの一家の将来が明るい幸せなものになるように願わずにはいられません。その

ようにこの写真を見てみれば、言わばこの写異は南アの現実の明るい面、暗い面を極めて象徴的に表現し

ていると言えます。

今回76号を初めて拝見し感じたのは、なんと暗いニュースばかりなのだろうか、これが本当の南アの姿

なのだろうかととても疑問を感じたのです。なぜならレセティのカレンダーを見てもおおい隠すことので

きない貧困が背熟こありながら、誇りを持ち、明るい人々が写っているからです。そのような人々の生き

ているのが南アなのか、それとも76号のニュースで伝えられるのが本当の南アなのか、一体どちらが真実

の南アの姿なのでしょうか。例えば、シェリル・ロバーツ著「南アフリカの子供たち」を読めば、人々に

希望と楽しみをもたらす「スポーツ」が南アでも盛んなのですから常識的に考えてニュースになっている

はずなのに、なぜ「あんちアパルトヘイトニュースレター」には裁っていないのでしょう。文化、芸術、

芸能、その他多くの領域を見てみれば明るいニュースも南アのメディアには載っているはずなのです。南

アに関わろうとする人は皆このような、いわば暗いニュースばかりを読むことで南アを知り、理解し、好

きになろうとしているのでしょうか。またこのニュースレターを南アの人が見たらどう思うでしょうか。

これでは「新生南アと日本を結ぶ」どころか遠ざけるばかりではないでしょうか。マイナスとプラスの両

方のニュースがあってこそ面白くなるのであり、より理解も深まり、好きになっていくのだと思います。

その意味で何万語を費やした暗沼とするニュースよりレセディの諸君の1枚の写真の方が南アのありのま

まの現実を伝えてくれていると思います。

鵬多恵子さんの「融の人間関係歪める日本主義勤」について
若干の前置きと他の援助問題がレセディ「問題」と結びつけられて文車にされていることで、あたかも

「レセティ問題」として記述されていますが、私は基本的にはここで述べられているような、実体がない

とか、本来の目的が歪められているとか、の問題は存在しないと考えています。しかし私が知った問題が

一つあります。それはレセディの問題ではなくサムソン・セレベ君のことでした。昨秋ヴィクタ一・マト

ム氏が来日した際、サムソン君が私からの300mレンズを持っていったまま返さないと聞いたのです。結

嵐マトム氏とサムソン君はケンカ状態であり話しもできないままとのことでしたが、少し闇いているう
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ち被は松島さんとつきあいがあるということでしたので、それなら松島さんから話しをして貰えれば彼も

私の考えを理解してくれてレンズを返してくれるのではないかと、私は松島さんに手紙を書くことにしま

した。そしてすぐ彼女に「写真機材は皆のものであること、管理はマトム氏にまかせてあること∴写真が

好きでレセティの仲間として学びたかったら皆と積極的な関係をつくること」などの内容を往いて送りま

した。しかし、それに対する返事もないまま、11月1引］深夜帰宅したところ松島さんのお母様経由で、理

由もはっきりせず、機材のリスト、南アに運んだ記録などを今日中に欲しいとのFAXがきていたので

す。すぐにそんなリストはできないし、まして理由も分からず送ることはできないと、お母様に電話で申

し上げましたら折返し松島さんから電話がかかってきてリストを求められたのですが、私の手紙に対する

返事もいただけないしサムソン君がレンズを返したのかどうか教えてくれず、リストが必要な明確な理由

もないのでレセティのなかで混乱を引き起こすことになっては、と断わりました。ただ、とりあえず380

mレンズの製造番号だけ知らせたのですが、その後そのレンズのことは何も知らせてくれません。（その

後間接的に3001肌レンズはレセディのものではないと松島さんが言っているのを聞きましたが、一体どう

なっているのでしょうか）。翌日、「リストはレセティのメンバーが確認するためにもっているペきだか

ら必要である。南アの腐敗問題に関してジャーナリストとして一切の情報を知る権利がある。この問題で

中井さんに連絡するのは最後になる。」というFAXがつきました。その後日後、松島さんから南アでは

援助にかちんでごたごたが多く、日本、現地双方に問題があって失敗することが多い、このレセティの場

合サムソンの追い出され方に間題がある、という要旨の手紙が届きました。その時点で私は松島さんに手

紙を書いたのですが、返事はいただいておりません。それは松島さんが「ジャーナリスト」と私に自称し

たことを踏まえての批判と私のレセディに関わる考え方を述べたものです。以上が私と松島さんの関わり

のすべてです。

松島さんは規約があれば「実体のある組織」と考えているようですが、私はそうは思いません。一定の

共通白襟、共通認識、共同行動がありそれらに対する考えを共同で深化、拡大、飛躍させる議論などを常

に持続できるかが問屋なのだと思います。76号に書いたように一人一人がユニークな写真を撮っていた

り、写真理論を持っていることが前提になるでしょう。追い出されたというサムソン君の場合、レセティ

にどれだけ積極的に関わろうとしたのでしょうか。93年11月には子どもに写真を教えるプロジェクトは始

まっていなかったが、94年5月に始まっているし、舷が初めて闇いたという94年11月におこなわれたミー

ティングの時、何故彼はそれに参加しようとしなかったのでしょう。また、それまでにも継続的にレセ

ディの他のメンバーにも会っているのですから94年11月に初めてその活動を闇いたというのは疑わしいの

です。自分が写真をうまく撮るために学ぶだけでなく、他の子どもたちにも写真の楽しさを教えるなんて

素晴らしい活動だと思いますが。若いレセティのメンバーには、はたして本当にボランティアの役割をす

る余裕はないのでしょうか。それとも松島さんにとっては彼らは「壬‡しい被援助者」の役割をはみ出すよ

うなことをしてはならないとでも考えているのでしょうか。こうなってくると彼は結局レセティとしての

活動に積極的に参加せずに自分のカメラが欲しくて何の規則もないレセディのまわりにいただけ、という

レセディの本来の目的と蛸島さんはどういうものなのかお考えなのでしょうか。

私は76号でも述べていますから繰り返しませんが、マトム氏の文章、シティプレスの記事ともその目的

の理解は共通しています。しかし、松島さんの文章からはせいぜい「何とか写真技術を身につけ職業を得
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ていきたい」という認識しかないようです。ワリ・セロテ氏が呼びかけたとしても、マトム氏が作ったと

しても、若いカメラマンたちが作ったとしても、どのように始まったとしてもそんなことは問題にはなら

ないでしょう。問題は誰が実力のあるカメラマンで、教えるぺ善知識、技術、資金力などがあるのかない

のかであり、ただ技術を身につけるのではなく、より高い目標をかかげられるのかであり、社会とどう関

わっていくのか、でしょう。原理的にはカメラマンとしてレセティのメンバーは全員平等です。しかし、

マトム氏の写真の実力は他のメンバーから抜きんでている上なんでも教えようとする態度であれば彼が

主宰していると考えてもなんら差し支えはないと思います。松島さんはそれでも元祖本家、家元ではな

いマトム氏が王宰しているのはレセティの目的を歪めていると主張するのでしょうか。

一体レセディのどこに閥があるというのでしょうか

これまで見てきたようにレセディに問質があるのではなく、サムソン君にガキの様な問題があったので

あり、彼らだけでサムソン君の問題を解決できたと思います。少なくとも私は、たとえ無報酬でも皆で社

会に関わっていこうとする態度が見られず、自分にもカメラを欲しいと言う者の訴えに傾ける耳は持ち合

わせていません。また松島さんはこの「問題」で日本人が誰一人として真剣に取り組もうとしないとか、

話し合いをとか言わないので不満の様ですが、私に対しての返事や回答もしないまま、やりとりを一方的

に打ち切るのは御自身が話し合いを拒否していることを欄に上げていると言えませんか。

私は、レセディはマトム氏を中心としたプライベートなグループで良いと思っていますし、実際私が応

援しているのもまったく私の友人たちに限っていますし2つのカメラメーカーの修理費の面の協力も現場

の人の判断の範囲内で納まるものでした。声をかけて写貪機材を集めたのはまったく私の親しい友人たち

だけ、つまりプライベートな名前さえないグループなのです。プライベートのグループ同士の交流、つき

あいを何故・援助問題一般といっしょくたに論じ、あたかも腐敗問題があるかのどとく語るのでしょう

か。おそらく援助の成功例、失敗例それぞれ多様な原因があるでしょうし、援助、被援助の関係も試行錯

誤を続けながら多様であって良いのではないでしょうか。仮に私たちのグループが綾助団体だとしても何

の心配もしていません。何故なら、援助頼みだったり、利己的な人々（松島さんは南アはそういう人々で

あふれていると考えているようですが）とは異なり、彼らの写真が、彼らはそういう人間ではないことぐ

らいは表わしているからです。松島さんが言う「日本と交流を深めて行くはずだった人々」の中にサムソ

ン君のような人は含まれないでしょう。実際，共有のレンズを返さず、写真を通じてのボランティア活動

を「はっきりと拒否」するような人とは私は交流したくないし、間違って付き合っても得るものは何もな

いでしょう。私は「日本からモノが入ってきた途端に、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」南アフリカ人が非常に多いのかそうでないのか知りませんし、知りたくもありません。わ

かっていることは私が付き合いたかったレセディのメンバーと遣って、写真に対する考え方が誤ってい

て、どのように南アを創っていくのかのイメージ、希望が無い昔年がいたということです。

しかしながらレセディの諸君はこれからも自分自身の表現作品を創っていってほしいものです白時間は

かかるしカネにもならないけれど若いときにしかできない、全てのものから自由な自分の才能だけの作品

を創り続けていけば必ず成功するものだと思います。もし残念ながら最後にその道をあきらめたとして

も、ものを正しく見る目は養われるものだし、ものをまともに考える姿勢も身に付くものです。レセディ

の友人たちがそのようなことを考えながら写真を撮っていくかぎり私はレセティを応接します。
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レセディメンバーへのインタビュー

－　松島氏の言己事への反論　－

松島多恵子氏の「現地の人間関係歪める日本主義援助」という記事に蘭して、レセディのメンバーの

うち、設立当初からのメンバーであるアンドリュ¶・シャバング、セプアコ・マプヤと、昨年からメン

バーとなったシウェ・ラデベの3人に集まってもらい、意見を聞いた。　　　（司会一藤本義彦）

〔司会〕　松島氏の記事全文を英語に訳したものを読んでもらいましたが、まず、記事全体に関しての

感想を聞かせてください。

〔アンドリュー〕　松島氏は、レセティの活動を見たこともなく、我々レセデイのメンバーから話を聞

いたこともありません。記事に書かれているレセディのことは真実ではないのです。

〔セプアコ〕　あの記事はレセデイだけではなく、南ア黒人全体に対する侮辱だと感じる仁松島氏は、

なんの証拠もなくレセディを批判していますが、レセティについては何も知らない。サムソン（セレペ

氏）の話しか聞いていません。サムソンは、設立時にはメンハーの一人でしたが、1年以上前からミー

ティングに来なくなりました。私たちは、彼がレセティのメンバーだとは考えていません。そのサムソ

ンの話だけを一方的に聞いて記事を書くことはおかしなことです。

〔シウェ〕　私は、レセディに入って1年しかたっていませんが、松島さんに会ったのは、昨年11月に

藤本宅であった話し合いの場所だけです。サムソンの言っていることを私は理解できませんでしたが、

それ以上に、なぜ松島さんが介入してきて変なことをいうのか不思議に恩いました．

〔司会〕　次にレセデイ讃立の経線について、事実関係を聞かせてください．

〔アンドリこし1－〕1992年、アレキサンドラ・アートセンタ【の写真コースの先生だったヴィクターと、

生徒のうち7人が自発的に集まり、レセティを設立しました。松島氏の記事には、「レセデイはワリ一
・セロテ氏（現ANC国会議員）の呼びかけによってつくられた」とありますが、それは事実ではあり

ません。ワリーは、当時アレキサンドラ・アートセンターの理事の一人でもあったので、私たちもよく

知っています。レセデイを設立した後に、私たちの活動について話をしたことはありますが、ワリ一が

レセデイの設立や運営に直接関与したことはありません。

〔セプアコ〕　レセデイは、私たちが自発的につくったものです。自分たちのために、自分たちかやり

たいことをやるために、志を同じくする者がヴィクターを中心に集まったのです。

〔司会〕　昨年から日本人写真家の中井さんを中心として写真機材が南アに贈られてきていますが、そ

うした写真機祢土、どのように管理していますか。

〔セプアコ〕　寄付されたカメラなどの機材は、すへてリストをつくり、メンバー全員で管哩していま

す。また、誰がどの機材を使っているかわかるように、貸出リストもつくっています。

〔アンドリュ▼〕　機材が紛失したりしないよう、私とヴィクタ一札全体を把握する責任者になって

います。松島氏の記事に、私たちが自由にカメラを使えないとか，故障して囲っているメンハーも寄贈

品を使っていない、とありますが、そんなことはありません。それぞれが責任を持ち、必要なときに自

由に使っています。
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〔司会〕機材を借り出すときにチェックなどしないのですか。

けンドリュー〕基本的には個人の責任を尊重していますqだだ、どこにどの機材があるのか分から

なくなる可能性もありますので、貸出リストを作り、機材を借り出した人がサインをして、その所在を

明らかにするようにしています。

〔司会〕ヴィクターが他のメンバ一を抑圧しているということはありますかd

〔アンドリュー〕ヴイクターは、私たちより多くの法政があり・いつもアドバイスしてくれる立軌こ

あります。ヴィクターのことは尊敬しています。でも恐れているとか、挽庄されているなどということ

は全くありません。

〔セプアコ〕レセデイの活動や問恵については、毎週、ミーティングを持ち、メンハー全員で話し合

っています。必要なときには、緊急に集まってミーティングをすることもあります。ヴィクタ1が抑圧

している、というようなことを言うのは、ヴィクタ一に対しても、私たちに対しても侮辱で、人の尊厳

を無視する発言です。

〔シウェ】昨年からレセデイのメンバーとして活動していますが・ヴイクターは他人を抑圧するよう

な人ではありません。ヴィクターは最近、多忙を極めていますので、写真を教えてもらえる時間は少な

いのです汎アンドリューやセプアコに色々と教えてもらっています。レセデイのメンハーの仲の良さ

を見ると、とてもヴィクターが抑圧者だとは言えないと思います。

〔司会〕子どもたちに教えるボランティア活動はどうして始めたのですか？

〔アンドリュー〕これは設立当初からの活動日標のひとつでした町黒人の子どもたちには、学校でも
「美術」やr芸術」を学ぶ時間がありません。写真を教えることで、そのギャップを埋めていきたいと

思ってきました。また、「写真を振る」ことをもっと社会に広げたいと思っています0色々と準備した

後、199畔から、スウィートウ一夕ーズ・スクウォッターキャンプにあるレリチヤペジ小学校の子ども

たちとその地域の青年たちに写真を教え始めました。このプロジェクトを始めるために・ンラボ校長や

プロジェクト担当のリンクエ氏と何度も話し合い、ようやくプロジェクトを始めることができたのです・

勿論、先生たちもレセディの活動はよく理解しています0松島さんたちが・小学校に行っていろいろ聞

いた後で、ンラボ校長汎「あの人たちは何を網べているのか。あなたたちの知り合いか」とヴィクタ
一に電話してきたそうです。リンクエ氏からは・「日本から小学校への割寸がきているそうだが、それ

はどうしたのか」と誤解を受けることになり、関係が悪くなってしまいました。私には松島さんたちが

なぜ、私たちの活動を邪魔するのかわかりません。

〔セプアコ〕私たちは、教育プロジェクトを強制されてやっているわけではありません。自主的にや

っているのです。「なぜ無報酬の活動に参加させられるのか・はなはだ疑問である」という松島氏は、

ボランティア活動の意味を理解していないのだと思います。

〔シウ工〕私にとって「教える」という経験は初めてですか、そこから自分もいろんなことを学べま

す。1月からは、ストリートチルドレンの住む・ソウ工トの「マパラ・ホーム」でも教えています□こ

れも、メンバー全員が自主的に参加しています。私軋教育を通じて、恩人の意識が高まることが璽要

だと思っています。

〔セ77コ〕今は、レセデイのメンバーが全員・教育プロジェクトに賛成し・自発的に行っています・

レセディのメンバー全員が教育プロジェクトに参加する必要はありませんし、それを強制するつもりも

ぁりませんが、全員が教育プロジェクトに積極的に参加しているということは私たちにとって、うれし

いことです。

〔司会】ところで、皆さんはどのように収入を得ているのですか。



〔アンドリュー〕ドキュメンタリー写真を中心に撮っていて、確かに、たくさんの収入があるわけで

はありませんが、新聞やNGOの機関誌に写真を提供したり，近所の人たちのポ」トレートを撮ったり、

結婚式の写真を撮ったりしてお金を待ています。でも、私たちは、お金のためだけに写真を給っている

のではありません。自分の撮りたいと思う写真を捻る、これが私たちの希望です。

〔セ77コ〕私も、近所の人や結婚式のときの写真を撮ったり、売ったりしています。写真を続ける

ことはお金がかかります。（笑い）

〔司会〕サムソン・セレペ氏とレセデイの関係は？

〔アンドリュー〕彼も、アレキサンドラ・アートセンターの生徒で、レセデイ設立時には一緒に始め

ました。でも、1年以上もレセデイのミーティングに出てきていません。レセデイの活動には参加した

くないが，機材は使いたいというのは、受け入れられません。

〔セ77コ〕サムソンに、「問題があるなら、ミーティングに来て話し合えばいい」と言いましたが、

来ませんでした。披により色々な問題に巻き込まれ、これ以上付き合いたくないというのが美感です。

〔司会〕写真浄材など、日本から「あげっぱなし」の援助と松島氏は批判していますが、支援してく

れている人たちとの関係は9

〔アンドリュー〕　中井さんたちには、私たちの作品を送ったり、手紙で報告しています。それに、レ

セデイカレンダーが制作され、寄贈されたカメラやレンズを使って撮った写真が発表できたのです。決

して「あげっぱなし」、「もらいっぱなし」の援助ではないと思っています。

〔セプアコ〕　レセデイを支援してくだきる日本の人々との交流や理解は二者実に深まっていると思いま

す。前にも言ったように、松島氏は私たちの話を聞いたことがなく、どんな援助や関係があるか知らな

いのです。これからは、どんな援助もすべて松島氏に報告しなければならないというのでしょうか。

（今回のrレセディ問温】をレセデイのメンバーに聞くと、誰もガ嫌な顔をしていた。彼らに関係の

ないところから起きた問題にもうこれ以上、関わりたくない、邪魔されたくないという気持ちからであ

ろう。そこで、嫌な問題を忘れ、より建設的な方向に話をすすめていきたいと思い∴最後に今後の展望

を聞いてみた。）

〔司会〕　レセディとしての展望はヴィクターの文章の中に書かれていましたが、あなたがた個人の展

望はどうですか9

〔セプアコ〕　私は、長倉洋海きんのように、世界のいろいろな国のドキュメンタリー写真を撮ってい

きたいと思います。長倉さんは南アにも来て、私たちも話したり、一緒に写真を捻りに行ったりしまし

た。文章を書くことも好きなので、写真と文で人々の生活を伝えていきたいと思います。

〔シウ工〕私は、ヴィクターやアンドリュー－の掠る写真がとても好きです。彼らのような写真を撮っ

ていきたいです。私の伯父が新聞社に勤め、報道写真を撮っていたので、写真に関心を持ちました。で

も、ゲイクタ一にドキュメンタリー写真についての話を聞き、ドキュメンタリーを撮っていきたいと思

うようになりました。レセデイの他のメンバーと批評し合ったり、語り合ったりすることも、写真につ

いて学んでいくのに重要なことです。

〔アンドリュー〕　田舎に住み、農業をやりながら、ドキュメンタリー写真を撮っていきたいです。特

に、ベンダ（北トランスヴァール州）が好きで、そこに住みたいと思っています。それと、チビもたち

に写真を教えることも、ライフワークとしてずっと続けていきたいと思います。
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「レセディ問題？」への現地からの意見
藤二本二　義彦

『あんちアパルトヘイトニュースレター1995年1月第76割に、松島多恵子さんによる「現地の人間関

係歪める日本主義援助」と題する記事が掲載された。その中で松島さんは「0汀lhlE一と「レセディl

の例をあげて、日本からの援助が現地の人間関係を歪めていると批判し、日本からの援助を再考するよう

に促している。個人の意見は尊重されるものであるが、その意見が事実関係を曲解し誤った認識を与えよ

うとしている場合には批判されるべきであろう。「Omhle」の問題について私は知らない0しかし、

「レセディ・の「問題？には私はある時期から関わり始め、松島さんの主張か誤っていると確信してい

る。「レセディ　と「松島特派嵐」に対して、日本の人々がその支援の体制を整えようとしている時だけ

に、私の「レセディ・と「松島特派員記事　に対する意見をここで表明しておきたい0

私がレセディに深く関わり始めたのは逆説的ではあるが、松島さんからの電話を始まりとしている□昨

年11月中旬、私の研究室に松島さんから電話があり、「今大変な問題が起こっているDこのままだと大変

なことになるので、藤本さん手伝ってくださいlと。それまでの私は、ヴィククー・マトム氏がレセティ

という写真家のグループを創っているとは聞いていたか、実際にどういう活動をしているのか、ほとんど

知らなかった。松島さんとその配偶者ロドリソク・／ゴロ氏とはかねてから友人関係を維持していただけ

に、力になれるのならと「問題への介入？：に同意した。

初め松島さんから聞かされた問題というものは、①サムソン・セレペ氏がマトム氏からレセディを追い

出され写真機材を使えずに困っている、②マトム氏がレセディのメノパーに対して抑圧的なことを行って

いる、というものだった山②の問題に関しては、私の知っているマトム氏とは違うので疑問を抱いてはい

たか、双方が話し合いの場を持っていないことが第一の問題だと考えた〔そこで、話し合いの場をもつよ

うに設定し、11月24日に拙宅にて話し合いの場をもった。セレペ氏、ンゴロ氏、松島さん＼そして、マト

ム瓜レセティのメノパーに私を交えた11人が集まった。以下、簡単にその話し合いを要約する∩

セレぺ氏から、日本かb送られてきた写真機材を利用できるようにしてはしいという要求（①の問額）

をもとにして話し合いを進めた。マトム氏は、「セレぺ氏がここ1年間レセディの会合にも顔を出さず、

レセディとしての活動をしていないのでレセディのメノパーとは言えない。だから写真機材を利用するこ

とはできないlと言った。同時にセレぺ氏か持ち続けているレンズ（日本から送られてきたもの）を早急

に返還するように求めた。セレペ氏は、「私はレセディのメンバーであり続け、日本から送られてきた写

真機材を使絹する権利がある。もしレセディのメンバーでないと言うのなら、何を根拠にそう言うのか■

と反論した。私は、日本から南アに写真機材を送る運動の中心となられた中井幹雄さんたちの意思も屠透

されるペきだという考えから、日本からの写真機材はレセディのメンバーが互いに批評し合い、協力しな

がらよりよい芸術作品を創作していくために提供されたものであり、その管理運営はマトム氏に一任され

ているのだという立場をとった。マトム氏の同意をとり、セレぺ氏にレセディの活動をするのならは写真

機材を使えるのだから、もう一度レセディの活動に参加してみてはどうかとも説得したが、失敗に終わっ

た。後は水掛け乱セレベ氏がレセディのメンバーであるとかないとか。レセディがフォーマルな組織で

あるとかないとか。まるで意味のない話し合いであった。ンゴロ氏から、マトム氏がレセディのメンバー

を日本から送られてきた写真機材を利用して抑圧していると「ノヤーナリストとして批判していたが、

それもマトム氏以外のレセディのメンバーからも反論されていた。

マトム氏かレセディのメンバーを抑圧しているという「問題？1ほ事実なのか。それを判断するには、

レセディの他のメノパーかどう考えているのかが重要であろう。ンゴロ氏からのマトム氏批判に対して、

レセディの他のメンバーは一致して反論していた。後日、レセディのオフィスに行った時も、マトム氏か

ら抑圧されているようなことはなく、なぜ松島さん・ノゴロ氏がそういうのか理解できないと、かえって

松島さん・ンゴロ氏を非難していた。私自身、マトム氏が完全な人物だとは思わないが、私の南ア滞在2

年間の付き合いを通じて、マトム氏が人を抑圧するようなことをするとは、どうしても考えられない烏ま
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た、マトム氏にはお金やモノを管理する面で「ルーズ」なところかあるものの、それは彼自身のお金やモ

ノを、レセディの活動のために提供しているのであって、決して抑圧するためのものではない。日本から

纏供された写真格付は全てレセディの活動のために使われ、マトム氏個人が使っているものはない。松島

さん・ンゴロ氏の批判が正しいも〟、なのか、大いに疑問を持たざるをえない。

私の見る「レセディ問題lとは、このようになる。セレベ氏は、マトム氏の主宰するレセディの活動に

共感することかできなくなり、マトム氏とレセディの活動に厨巨髄をおき始めた。しかし、写真機材の盗難

にあったりしたセレぺ上気は、日本からレセディに送られてきた写真機材を使用したいと思うか、それはマ

トム氏から才巨否された。松島さん・ンゴロ氏に相談し、レセディの写真機材を使用できるようにと試みた

が、失敗に終わった。ただそれだけのことである。レセディの活動には、私の知る限り、松島さん・ンゴ

ロ氏が主張・批判しているような「抑圧」「腐敗lなどがあるとは思えない。セレぺ氏に酷な言い方をす

れば、問題の根源は彼の利己主義的な言い分から来ているのだと思う。マトム氏と距離をおいて独自に写

真家として活動していきたいのであれば、レセディの管理する写云横材をアテにすることなく、自らの力

で活動していけばよいのである。それを、一般論とすり替えながら、マトム氏やレセディを社判すること

は見当違いである。

また、セレペ氏と同様、松島さん・ンゴロ氏も、自らを「ソヤーナリストlと林する以上、一方の当事者

の言い分だけを排他的に信じるだけでなく、双方から意見を冷静に聞く態度をとるへ貴であろう。また偏

見に満ちた取材を行い、「現地の人間関係を歪めるlことは避けるべきであろう。私は、「レセディ問題」

の後、松島さんに「（意味のない問題にいたずらに介入することで）敵をつくらない方かいい：と言った

ことがある。しかしそれは「日本的な発想」として批判きれると同時に、理解しかたい反応を受け取るこ

とになった。そう言った翌日、松島さんの配偶者ンゴロ氏から、「ナイジェリア人か西アフリカ人から脅

迫電話があった。脅迫が続くようならは、私はミスター・フジモトのことを、警察に通報しなければなら

ない」という内容のファックスであった（ンゴロ氏は、私が脅迫召詔書の首謀者と考えているらしい　？）。

私は南アに、紛争や対立を起こしに留学して来たのではない。私は、自分の貧重な時間を「建設的　なこ

とに使いたい。窟味のない「破壊トを目的としたとしか思えない中傷に関わりたくはないび）であるn松島

さん・ンゴロ氏は、マトム氏やレセディにたいする日本の支援が現地の人間関係を歪めることになってい

ると言うが、かえって彼らの狭陰な主張が現地の人間関係を歪めているのである。

レセディのメンバーは、マトム氏をはじめ、「ほんの小さなこと　であろうとも自分たちの手で、自分

たちの歴史を保存して、自分たちの表現方法を身につけようとしている。そうした活動を曲解し意味のな

い批判をすることなく、彼らと対等な立場で理解していく。それこそが、日本人として我々のとれる第一

歩なのではないだろうか。現在、日本政府も様々なミノン／ヨンを南アに送るなど、南アのRDP（復興開

発計画）支援の方針を打ち出している。南ア政府の対応の遅さに多少の苛立ちを隠せずにいるか、それで

も南アの現状を理解し、いたずらに批判することなく、南ア政府の対応を待っているのである。南アにあ

る日本NGOの日本国際ボランティア・センターも、南アで南アの人々と協力しながら、彼らのできる範

囲で、南アのためにと活動している。

現在、南アではアパルトヘイト体制の中で蓄積されてきた歪みか現れつつあるものの、着実に民主化の

過程を進んでいる。楽観的すぎると批判されることが多いものの、今の南アには「希望弓かあると私は思

っている。レセディのような草の根の活動を、根拠もなく押しつぶそうとすることに私は耐えられないn

「レセディ問題？lは、私にしても後味の悪い思いをしたが、最も幸い思いをしたのは、マトム氏や他の

レセディのメンバーであろう。中傷に負けることなく、「小さいこと】であるかもしれないが、自分たち

の活動を地道に続けてもらいたい。彼らに、エールを。　　　　　（広島アフリカ講座・南ア在住）

◆◆◆◆◆◆　「民主南フ■の展望」　講さ寅会のお矢口らせ　◆◆◆◆◆◆
藤本義彦さんの報告会を開催します13月31日に南アから帰国される藤本さんが、その翌日、東京で

滞在2年間の南ア経験と南アの展望を語って下さいます。皆様、どうぞふるってご参加くださいn
■4月1日（土）午後2時”　文京区民センター（地下鉄三田繊「春日」駅上）参加費500円（当日受付）
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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「レセディ問題」で考えたこと

i－ItLUl11二1－－

私が、「レセデイ問題」のことを初めて聞いたのは、私とヴィクターが日本に一事帰国した昨年10月

のことだった。南ア在住の松島さんからレセディに寄付きれたカメラについて、誰が、何を送ったのか

知りたい、と連絡があったということだった。私は、南アにいるレセティのメンバーはみんな知ってる

ことなのに、なぜ直接彼らに尋ねないのか不思議に思った。また、私と松島さんは、日本でも一緒に活

動をしてきて、よく知る友人であるのだから（少なくとも私はそう思っていた）、私に相談してくれて

もいいのに、と思った。

それから、現在までの約半年間に渡り、南アではヴイクターヤ他のレセティのメンバー、仲介に入っ

てくれた藤本さん、私、日本では、中井さんや「南アの人々」写真展連絡会のメンバーがこの間題に振

り回されることになってしまった。松島さんの批判は、ヴィクターが「他のメンバーを抑圧している」

「暴力で人々を従わせている」「日本から審付された写真機材を私物化し、楼領している」など、基本

的にヴイクタ一個人への批判であることがわかった。私たちは、松島さんがなぜこのような事実に反す

る中傷をするのか全く理解できなかった。サムソンの話だけを聞いて、そう思ったのかも知れないが、

他の人々の話を附けば事実ではないことがすぐにわかることである。しかし、松島きん軋「ヴィクタ
ーは抑圧者ではないと思う上という人に軋「物事がわかっていない」とか、「自分が抑庄されている

から真実を言えないのだ」と、耳をかさなかった。

真実でもないのに、他者を「抑圧者Jだとか、「横領しているJとか中傷する。それは．人間にとっ

ていちばん大切な「人間性（ヒューマニティ）」を傷つけることではないだろうか。国連でアノ労レトヘ

イトが「人間性に対する犯罪」と呼ばれた、まさにその人間性をである。それは、他者の、人としての

尊慮、誇りを－南アの人々がそれを放り戻すために長年闘ってきた、お金やモノよりずっと大切なも

のを一一否定することにはかならない。

幸いゲイクターは写真展で日本各地を回り、ヴィクターの人柄や活動を知っている人も多く、松島さ

んの中傷は、日本でそのまま信じられることはなかった。でも、他の人や団体に対して、同じようなこ

とがなされた場合はどうであろうか？そして、それが真実でないのに、反論の手段を持たない場合に

は？「ジャーナリスト」として文章を香こうとする人は、公正な取材により総合的に物事を見て、事

実を伝えるという基本的な姿勢を忘れるべきではないだろう。

松島さんの記事の中で、「JVCの津山氏に電話でインタビューした」とあるが、私は、電話インタ

ビューを受けた覚えはない。「スウィートウオーターズスクウォッターキャンプに行ったら、子どもた

ちに写真を教えているということを聞いて関心を持ったジャーナリスト」という人から電話を受けたこ

とはあるが、「JVCは、写真教室には関わっていない。それを聞きたいのなら、レセディに直接連絡

したほうがいい」とヴィクターのオフィスの電話番号（レセデイのオフィスには電話がない）を教えた

だけだ。ちょうどその日に、ンラボ校長からヴィクタ一に電話があり、「日本人のような女の人を含む

3人が学掛こ来て、写真教室のことをいろいろ聞いていた。あなたたちの知り合いか」と尋ねられた。

私は、NGOのスタッフとして南アで活動しているが、松島さんの雲う「日本主義援助jという意喋

がよくわからない。また、日本の凄助が現地の人間関係を歪めているという点では、日本だけでなく、

どこの国の援助も、またNGO，政府、国連などを問わず、弊害や軋轢をもたらすことがあるであろう。

しかし、そのときに重要なことは、個人批判に終始するのではなく、自己反省も含め、さまざまな角度

から状況を見直し、解決するための努力を現地の人々とともに行っていくことだろう。レセデイの件に

ついては、今号のレセディメンバーへのインタビューや藤本さんの現地からの意見でも、その事実がな

いことが明らかになったと思う。もし、Omhleについてそのような事実があるなら、支援の中心に

なった松島さんらの経験、評価、反省などを伝えることで、より建設的に日本から南アへの支援につい

て考えていくことができるのだと思う。
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嵐の中、ホームレスの一団は逃げ場をもとめる

ホームレスの人々がジョハネスパークの2つのビルを占拠したとき、このきらびやかな街の実態

が垣間見えた。フェリエル・ノ、フアジェが軍隊のごとく綿密な彼らの侵入の様子を取材した。

（土曜臥午前〉

ジョハネスバーグ借家人協会（Jota）のメンバ

ーが明朝4つの空きビルを占拠する算段にとりか

かると、下町の薄汚れた事務所の雰囲気は緊迫し

てきた。先週、ヒルプロウの一画を見事に占拠し

たことで勢いづいた彼らは、この横に乗じて他の

場所も取り押えようと計画した。彼らを率いてい

るのは、これまで労働組合で活動をしてきたモー

ゼス・モシェシェである。彼はこれまでの反アパ

ルトヘイト運動のようなやり方で行動しようと考

えている。

住居を提供する約束で月2、5ランドでJotaと契約を

結んで原書を待っている2000人以上の名簿を、事

務局鼻がじっとみつめる。モシェシェは、商売人

特に美容師や野菜行商人が歓迎だそうだか、勤め

人も求めているという。「私たちは一日の終わり

にいくらかの賃借料を支払える人を空きビルに入

れているだけ。もし所有者が来たら私たちが賃借

料の交渉をしなければならない。つまり、私たち

に責任があるということだ」とモシェシェは言

う。

（土曜日、午後〉

Jotaのメンバーが明日の占拠の詰めの打ち合わ

せをする時間だ。ヒルプロウのはずれにある元治

安維持軍の教練ホールに彼らは続々と集まってき

た。ここが今Jotaの会議室となっているのだ凸　ま

た、ここはバークステーションのスクォッター

キャンプから追い出された者たちの住居にもなっ

ている。

空気はじめじめしていて、電気も切られたまま

だ。家具といえば軍用ベンチがいくつかあるだ

け。11月の雨がむき出しの天井からもれてきた

が、そんなことでこの場の字間気が沈むようなこ

とはなかった。若い男のグループが、しけった床

が抜けそうな勢いでトイトイダンスを始めた凸

「ビバ、ショタ1　ビバ、マンデラl　ビバ、シ

スルーI」と時々叫びながら。

モシェシェが明日のことについて説明を始め

た。「シピーンのない所だ」彼がいうと喝采がお

きた。「皆でそっくり移動するんだ」めざす建物

の名前を読み上げるとますます大きな喝采がおき

て、それから出席者からの質問を受け付けた。

あらゆる人が集まっていた。貯蔵所をおそっ

て、燃料用のパラフィンから作り出したメタノー

ル系のアルコールで四六時中酔っ払っている乞食

たちが、一張羅を着込んだ事務員の院に座ってい

る。事務員は汚れた席を拭き、雨傘まで持参して

いた。上品な感じで髭をはやし、花柄の服とお揃

いの帽子で女装した「議長、質問」が口癖の者も

いた。

ポピー・モハジャネは通りをはさんだ向いのヒ

ルプロウ病院の看護婦だ。彼女はノックして入

り、部屋が借りられるかどうか尋ねた。「家賃を

払う用意はあるわ」彼女は語気を強める。「月に

250～3DOランド支払えるわ」会議に彼女はボーイフ

レンドのジョニー・フアン・デル・メルヴェを連

れてきていた。彼のこざっぱりした恰好からはそ

の苦労はうかがえない。フアン・デル・メルヴェ

はソウェトのガ【ルフレンドの家を昨夜追い出さ

れてから車の中で藩た。「しきたりで結婚してか
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ばれた。彼らは建物に入っていき、がたがたの部

屋の中からどれが一番いいか、見て歩いた。

今度もまた、はずれだった。壁のライムグリー

ンのペンキははがれているし、共同浴室やその他

あらゆるところに蝶がこびりついている。壊れた

家具や黄ばんだマンゴ【・グループのポスターも

そのままだ。

ソフィア・エンパリは新居に対する失望を障し

ながらひとつひとつ部屋を選んでいった。「何て

言ったらいいか。もっとましだと思っていた

わ」。でも彼女はここに暮らすつもりであり、掃

除する用意をしている。エンバリは片手にほうき

を持ち、もう一方の手で洗軌やちなにやら抱える

だけの掃除用具を持ってきていた。

契約書にサインしたての得意げな借家人のよう

にあらゆる場所を探したミルトン・コートの他の

居住者たちもみなエンパリと同じような道具を

持っていた。

〈日曜臥午後おそくなって〉

赤十字のビルに戻ってみると、日曜日が本来休

息日であるということをわすれてしまいそうだっ

た。バークステーションやジョベルト公園の住人

たちも移動していた。スーパーの手押し車に荷物

を詰めて、彼らは建物のできるだけ良い場所を陣

どっていた。床を張り直す者もいれば、ホースと

ほうきで掃除する子どももいる。

高い天井と窓がたくさんある、かつては事務所

に使われていたらしい広い部屋で、マギ▼は寝床

を作っていた。彼女は妊娠していて、同じような

4人の未婚の母とこの部屋を共用することができ

て嬉しそうだ。「私はここに住むわ。今まで道路

で凄ていたんだから平気よ。護る場所があるんだ

からずっといい。私はもうここで十分。J

Jotaのメンバーの多くは満足していた。大勢の

人が涌足すれば、法律を無視して活動しているこ

の組織がさらに支持されることになる。都市の原

理にのっとって無秩序、混沌を地でいくような組

織なのだ凸けれども、メン′ト■にしてみればこの

新しい借家人の組織は家と援助をもたらすにすぎ

ないのである。

（訳，弘中教子）

らでないと一緒に住めないのです。だから彼女の

家庭は同居は許さない、と言うんだ。だからロボ

ラ（嬉資金）を払って一緒に暮らせるようになる

まで僕は住む場所を見つけなくちゃならない」

フアン・デル・メルヴェは違法であっても部屋を

見つけて住む覚僧だと言う。「崖裾さえあればい

い。部屋が見つかれば何としてもそこに住む。家

賃も払うし、何でもする」

モノ＼ジャネとフアン・デル・メルヴェはマシェ

シェが人々に明朝10時に集まり占拠を開始すると

話すのを一心に聞いていた。

く日曜臥午前〉

9時半、人びとが会議室に集まり始めた。10時

きっかり、みな席についた。最初の目標は角にあ

る赤十字のビルだ。かなとこもスパナも見当たら

ず、人数だけが頼りの一団は入口の大きな鉄のか

んぬきを外しドアを開け、叫びながら建物の中へ

走って行った。そしてJotaの事務局鼻の後をつい

て階段を駆け上がった。しかし、すぐにばらばら

と降りてきた。

建物にはがっかりしたのだ。あたり一面厚く嘆

をかぶっていたし、床のタイルははがれ、明りの

ソケットは壁から切り取られていた。

Jota占領軍は集合し、素早く結論を下した。家

賃を払える者はこの建物は要らない、したがって

公園や通りから来た者がここを取る、ということ

だ。モシェシェが「教練樺でのルールと同じで

す」と説明する。ルールというのは、占領した個

人所有の建物には家賃を払う用意があるが、公共

の建物は無料というものだ。「人々に住宅を撞供

するための再開発計画を立てたら、住むところが

ない人がいるのに空きビルがあるなんていうこと

は起きないはすだからね。」

く日曜日、正午〉
一団は移動した。こんどはジョハネスバータの

下町にあるミルトン・コートだ。事務局昌が壁の

間をすべるように行き入り口の絆を壊す。彼らは

既に週即こ偵察をし、何重あるか調べていた。順

番持ちの名語が広げられ、幸運な人たちの名が呼



講演会　激動の南アフリカ

～・～今、私たちに求められているもの～～

7月29日　フォーラムよこはま

講演　　川崎　剛　（朝日新聞社記者）

【主催者】朝日新聞外報部の川崎さんは、3月から5月にかけて2ケ月ぐらい南アフリカに行ってこられ

たそうですが、選挙前後の様子や現地で見てきたものについてお話いただきたいと思います。

（川崎】こんにちは、川崎です。朝眉の記者を15年ほどやっています。3月はじめの、南アがまだ夏だ

った頃から冬のはじめの5月まで、はじめて南アに行ってきました。その間、4月27日にご存知の選挙

がありました。朝日新聞では国際面で連載をやることになり、おもに選挙のことを報道するために行かせ

ていただきました。我々の尺度ではかなり長い出張になりました。自分でレンタカーを運転したのです

が、数万キロは走ったのではないかと思います。いろいろなものを見ました。

今日、この会場にお越しになられた方は、アパルトヘイトや南アフリカについてかなり関心をもってみ

てこられた方々だと思います。僕自身は87年に社会部から外報部に移って、そのころからアフリカの勉虞

をはじめました。桶原さん、須閑さんたちにいろいろ教えてもらったりしてはじめたのですが、当時、ア

パルトヘイトが確固とした制度としてありました。それがわずか7年でなくなるとはとても思えず、あと

50年ぐらいは続きそうな感じであったわけです。日本でも反アパルトヘイト運動を稲原さんたちはユ960

年頃からやっていらっしゃったわけですけれども、少しはアパルトヘイトが知られるようになったのは日

本が南アフリカとの貿易で世界一の国になったからだと思います。その頃、国連をはじめとしておもだっ

たった国々が、南アフリカのアパルトヘイト体制を孤立させて自ら変えさせるため、経済制裁を戒めてい

ました。アメリカなどの大企業がどんどん撤退していく中で、日本だけが残っていたものですから、日本

が世界一の貿易相手国になったのです。そして、人権に鈍感な匿、南アフリカの現実に鈍感な人々という

意味で注目されました。その時期に『遠い夜明け』という映画がきたりして、南アフリカは脚光を浴びま

した。日本でも関心が高まったと思います。

1989年に、それまでのポタ大統領からデクラーク大統領に変わります。デクラークは非合法運動を行っ

てきたANCの合法化とネルソン・マンデラの釈放という画期的な交渉の路線を選びました。ANCと囲
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民党を中心とするはぽ4年間の交渉を経て、今回の選挙という着地点についたと思います。

その7年間のそういう基礎知識をもって私は南アフリカに入ったのですが、私も含む外国メディアが大

きく聞違えたことがあります。それは、我々が南アフリカが第二のボスニア・ヘルツェゴヴィナになるの

ではないかと思っていたことでした。199時にマンデラが釈放されて、その後たしかに軍とANCや

PAC活動家との戦いは少し減ったかもしれませんが、そうではない別な形の政治的暴力が渦巻いていま

した。私が着いたのは3月8日ですが、ツワナ語を話す人々のホームランドであるボプタツワナで公務員

の大ストライキが起こっていました。私が入ったのは、それが3、4日たった頃だと思います。そういう

ことから始まって4月27日の選挙まで、南アは国内各地で暴力も含めてドラマチックなことばかり起

こっていまして、それを追う取材する者として最後にはこんなに平和にすすむとは本当に予想していませ

んでした。まあ、9割方の人々はそれを予想していなかったと思います。南アの人々自身も予想していな

かったように思います。

ボプタツワナ、これはたいへん妙な臼で、そこにはカジノがあったり、ロスト・シティーというアフリ

カの明治村みたいなのがあって、レジャーランドになっています。そういうところで金を稼いでいる国で

す。ここにマンゴぺという独裁者がいました。まだ選挙が最終的にこれほどきちんと行われるということ

が確実ではなかった当時、それに反対していた最大の勢力がクワズールーという地域のズールーの人々を

主体とするインカタ自由党。そして、白人の右翼、右派の人々。そしてホームランドのシスカイと、この

ボプタツワナでした。そのボプタツワナで起こった公務員の大ストライキの要求の一つが、我々は選挙を

望んでいる、選挙に参加しなさい、というものでした。それがどんどん大きくなって、最後にクーデター

になりました。そして、大統領が逃げます。選挙才巨否を打ち出していた大統領を助けるために白人の右要

がやってきました。アフリカーナー抵抗運動など、最終的な数はおそらく300人くらいだと思います

が、その白人右翼が車を連ねて鉄砲で武装して入ってきました。選挙に参加しようという人々のデモに対

して発砲したりする彼らに、長い間人々を抑圧する側にまわっていた軍隊が鏡を向けたのです。これに

よって形勢は逆転して、マンゴペ大統領は失脚し、ボプタツワナの廃止を決めます。このクーデターが、

私が応初に遭遇した大きな暴力だったわけです。

そこには、ボプタツワナの地域に南ア軍が投入されて治安を回復し、選挙に参加することが決まるとい

う、まあ前向きの動きがあります。保守党が分裂して右翼の人々の一部が選挙に参加することになったの

も前向きの動き。一方、インカタ自由党は最後まで選挙に参加しないと言い続けた、これが、まあ後ろ向

きの敷き。このように南アは様々な政治的暴力が渦巻きました。

3月28E】にヨハネスブルグで朝8時頃からズールーのインカタ支持者の人々がデモを始めました。そ

れに対する発砲、それからデモ隊の中からの発砲もあって銃撃戦が起こりました。結局、計50人ぐらい

が死んで⊥まいました。ヨノ＼ネスプルタという町は、中心部は黒人の町になって白人企業は郊外に逃げて

いるようなところですけれども、それでもまだ大企業のアングロアメリカンの本社や裁判所、新聞社など

があって白人の商業地区もある、そこで暴力が起こったのです。それまでは、ほとんどの速力がタウンシ

ップの中で起こっていて、あまり白人がそれを見ることはなかったのです。その日のうちに南ア通貨のラ

ンドが暴落し、株価も下がりました。それから、ロウソクやガソリン、石油、食品などの買い占めが起こ

る。この園はこのまま大変なことになってしまうのではないか、という思いを白人も黒人も抱きました凸

その頃、いろいろなところで人に聞いて普通の人々が答えたのは、何が嫌だと言って未来が不透明であ

ることだ、我々はいったいどうなるのだろう、と。そういう中で取材するわけですから、これは第二のボ

スニア・ヘルツェゴヴィナになるという予測になってしまいます。アメリカのCNNというテレビ局は大

物キャスターを送り込んできまして、BBCとか大所のTV局も各地に大変な取材クル【を送り込んでき
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ました。朝日新聞は、二人ですけれども…。我々はこれで大丈夫なんだろうか、と．当時よく聞かれたの

は、もし何かあったら日本大使矧ま何をしてくれるのだろうということでした。イギリ大便鴎は大きなジ

ャンボ機を送り込んで、人々を避難させる計画があったとか、いろいろ噂が流れたものです。在留巳本人

の中ではそういう話はあったのではないかと思います。

ダーバンという港町を中心にナタール、クワズールーという地域があります。ここはズールーの人々が

とても多い地域で、800万人ぐらいのズールーの人々がいます。ターバン周辺のタウンシップが特に理不

尽な暴力の渦巻いている所で、ANCが強いタウンシップでは夜になると、バスで58人くらいの男が来

て、ANC支持者や活動家とみられる家に火炎ビンを投げ込んだり、ナタで切りかかったりする暴力があ

るというのです。翌朝、10人が死んでいたとか。そして、よくわからないけれどもそれに報復する動きも

ある、と。葬儀が行われると、そこに又なぐり込んできたりする・・。マスコミの側としてはANC対イン

タカという構図でとらえるわけですが、そこは必ずしもよくわかりません。政治的悪意と憎悪に基づいた

暴力であるとしか言えないようなかたちで人がどんどん死んでいく。3月になってその死ぬ人々が急増し

て300人を越えました。そこで国民党のデタラ【ク大統領まANCのマンデラ議長と相談の上でここに非

常事態宣言を出しました。南ア軍が約3000人投入されると、ますます我々はボスニア・ヘルツェゴビナの

事態で予想します。そういうところにマスコミは殺到します。

4月24日、私はヨノ＼ネスプルクにいたのですが、朝10時項大変な音がしました。ドーンという桜島の噴

火かと思うような昔です。これは大変大きな車爆弾でした。ANCの全匡本部とPWVという首都圏本部

の真ん中ぐらいに置かれた車煤弾が爆発して、10人ぐらい死んで90人ぐらいケガしたと思います。翌日に

はジャーミストンというヨハネスブルク郊外の白人の町で、里人たちが利用する乗り合いタクシーの駐車

場で車が燻発しました。そういうことがいくつかありました。最終的には、白人右翼の犯行であることが

わかって犯人が逮捕されました。

そういう暴力が渦巻いている中で、4月19日にこれまで選挙に反対してきたインカタ自由党が、選挙に

参加する、ということを言います。デクラーク大統領、ANCのマンデラ議長、インカタのプチレジ議長

の会談で最終的に選挙に参加することを決めました。なぜこの間ずっとプチレジは選挙に反対してきたの

でしょうか。彼は一応80年代から反アパルトヘイトを言ってきました。しかしマンデラが釈放されると、

自分は里人指導者として2番目か3番目くらいに人気があると患っていたのにどうもそうではないらしい

ことに気付きます。ANCのほうが圧倒的に支持者が多い、と。80年代に彼はズ【ル【の代表である、と

いう言い方はしなかった人ですけれども、突然、ズールー民族主義のリータ」になりました。そして、

ズールー王の王権が脅かされている、この形での改革はいけない、と言い始めたのです。ですが、結局こ

れ以上つつぼって、なおかつANC支持者の死者を増やしても自分に同情がこない、得るものが少ないと

判断したのだと思います。

この選挙では最初の政党登録締め切りは1月ですから、もう3ケ月もたっているわけですが、それでも

なんとか選挙をやりたいためにデクラークもマンデラも待ち続けました。投票用紙はすでにイギリスで刷

り終えていたのに、それにインカタのステッカーを貼るというかたちで参加を認めます。最終的にはこの

ように大きな混乱もなく選挙ができることになりました。それでも人々は大変不安だったと思います。

4月26日は病人やお年寄りの投票、4月27日が一般投票ということになり、私は27日、ターバン郊外にあ

るイナンタという高等学校で投票するマンデラさんの取材に行きました。ネルソン・マンデラのことはも

うずいぶんテレビなどで報道されていたと思いますから、それ以上のことは言いませんが、私が言いたい

のは、このE理不尽な暴力が渦巻いてきたターバン郊外のタウンシップやいろいろな場所で、朝7時の投

票開始時刻のずっと前から人々は外に出て列に並びんだということです。はじめての選挙ですから、投票
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用紙が届いていなかったり、投票所と発表された所に人がいなかったりと、もう大変なことが起こってい

るのです。投票のやり方もわからない、選挙の立ち会い人もどうしたらいいかわからないから大変長い列

ができます。何キロもの長い列ができていく。私は新聞記者ですからものことはなるべくクールにみると

いう立場ですが、70才ぐらいの年寄りがずっとその列ではじめての投票を待ち掛ナていた姿を思い出す

と、涙が出てきます。それぐらい美しい姿がみられました。投票するということがこれほどインパクトを

もつということを私たちは忘れていました。ナタールの一部ではその日に投票用紙がこなくて、翌日並ん

だところもありますが、それでもずっと並ぶ。おそらく日本だったら、そんなことはもうやめたといって

帰ってしまうと思うのですけれども、そういうことはなくて杖をついた人々も並び続けました。

ダニパンの町中では、これこそ前代未聞なのですが、白人と里人とインド人がいっしょに並んで飲み物

なんかを分け合ったりしていました。患ってもいなかった美しい選挙でした。国際メディアは拍子抜けな

わけですね・何もない、と。SABC（南ア国営放送）はあまり洗練されてない放送局ですが、この時は

大変いい仕事をしたと思います。あちこちの町に出て行って、そしてラジオでレポートをやりました。．こ

ちらはポートエリザベスです、ここの人々は並んでおります、朝7時から並んでいて列はちっとも進みま

せん。こちらはケープタウンです、雨が降っていますけれど、ここの人々は実に忍耐強く並んでいます、

何も暴力は起きていません。こちらはプレトリアです。こちらはシスカイです。と延々やるわけです。す

ると＼人々は南アの国中でみんなが並んでいるのだという一体感を持ったと患います。もうちょっと自分

たちも並ぼうか、と。そして、投票した翌日の人々の衷情は、それまでの里人の人々と全く違う表情だっ

たと凱ヽます。この日に人々は解放された。4月27日に、特に黒人は解放されたと思ったと思います。翌

朝、私ターバンにいたのですが、ダーバンのホテルのお掃除のおばさんが、「私は自由になった」と言っ

て抱きついてきました。並んでいっしょに投票するということによって、人々の表情が変わったと軌ヽま

す0憎しみではない形で政治的意思を示すことによって、平和な雰周気が生まれたのです∴私にはそのよ

うに見えました。その後どうなるかわかりませんが、犯罪まで減ったという報道がありました。

その選挙という形で国の一体感が出てきて、我々は新しい図を作るのだという雰囲気が僕が南アを出た

5月2帽にはありました。今でもあると聞いています。そういう幸福感、陶酔感、それがどれだけもつ

か・ということだと思います。ネルソン・マンデラという20世紀のスーパースターのようなかノスマ性

と、いろいろな幸運の中でこの選挙が賢くほど平和的に達成されたわけですが∴現実はおそらくそれほど

単純ではないでしょう。選挙によって人々は本当に民主主義者になったのかとか、白人が本当に変わった

のか、ですね。おそらく、そうではないと思います。

今、マンデラはしきりに和解の時であると言っています。多人種混合の本当に民主主義的な匠をつくる

と。それは、人々の胸にジーンと入っていきます。ところが、現実にかえると、なかなか自分の生活がよ

くならない、ということもあるわけです。南アは、一番富裕な人たちと一番貧しい人たちの差が世界で最

も大きいところです。ところが、アパルトヘイト廃止と共に大変豊かな黒人が出現しています。例えばス

ー′トーマーケットを経営したり。あきちかに黒人の資産階級というものができつつあります。ベンツに乗

り、プール付きの家に住むという。その一方でタウンシップのようなところでは全然そういうところから

抜け出せないたくさんの大衆がいます。で、そういうところで何が起きているかというと、アパルトヘイ

ト時代に街頭で様動隊と立ち向かう品前線にいた若者たちのなかに失業したりする者が出ている。そうい

う人たちが自分たちのコミュニティを守るという名∃で自警団といいますか、そういうものを作る。そう

いう人々は最も強いANCのサポーターであったわけですが、それでも現実にたちかえってみると職がな

い、学校は途中のまま、ということであまり展望がないのです。

私が危惧するのは、選挙に参加して、つまり選挙によって自分たちの国であるという意識が出てきたの
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はいいのですが、今、選挙の勝者になったANCに黒人の多数派が依存しすぎているのではないかという

ことです。南アフリカの南部にケープタウンという白人たちが最初に作った町があります。この郊外にク

ロスロードという大変広大なスクォッターキャンプという昔の‘不法居住区｝があります。そこでプロジ

ェクトをやっている58才の女性と会いました。昔の工場みたいなところを借りて、そこで裁縫ですとか、

セメント作り、皮細工、自動車修阻　そういった技術を学び、職を探していくというプロジェクトです。

なかなかパワフルなおばさんで、ごはんの食べられない人に給食を出したりもしています。もちろん長い

間ANCの支持者だったその人が、選挙は終った、みんな幸せになってしまって、みんなANCが何かを

やってくれるのではないかと待っているような気がする。自分でやらなくなっているのではないか、と心

配していました。最前線で活動してきたそのような人にとっては、そういうもどかしさがあるのではない

かと思います。自分たちの支持している人々が政権についた、だから政権についた人々が何かしてくれる

のを待つという、持ちの姿勢がみられるような気がします。

次に、白人について申し上げたいと患います。南アの白人の現実というのはとても複雑です。いろいろ

なアフリカーナーと話をしていて思ったのですが、彼らはアパルトヘイトを悔い改めて変わったわけでは

ありません。ただ、現実を受け入れたのだと思います。アフリカーナーの政党である国民党が政権を取っ

たのが1948年、そして反アパルトヘイト運動が強くなると同時にそれに対する弾圧も強くなるわけで、A

NCも非合法化され冬の時代を迎えます。その頃、労執着階級であったアフリカーナーはどんどん公務員

という戦にありつき、生活が豊かになってくる。そうすると、そういう人々は子どもにいい教育を与える

ことができるわけで、いい教育を受けて育った人々は世界中が自分たちを悪く言うのを知っているので

す。昔の人はそうではありませんでした。一種の選民思想をもっていました。ところが、大学教育を受け

たアフリカーナーの新しい世代は世界中からの非責任も知っているし、自分たちのシステムがどうもうまく

機能していないのもわかるし、このまま経済制裁が続けば国が立ち行かないのもわかるのです。それを表

現したのがデクラークという国民党の大統領で、彼が交渉に入ってきたわけです。黒人との交渉をして選

挙をしなければこの国は立ち行かなくなる、という現実を受け入れたわけです。大多数のアフリカーナー

は、その現実を現実として受け入れました。決して自分たちが極悪非道であったことによって人々を苦し

めたというような反省がみんなにあるわけではありません。

今、和解というか、多人種共存ということを言い続けているのはマンデラであり、異人の側です。過去

にとらわれることなく、新しくやっていこうといって和解の手を差しのべているのは黒人の価だと思いま

す。これに対して白人の側がどのように反応しているかというと、もし黒人の人々がマネージメントを間

違えたり、腐敗したりしたらタメだよ、と。これは、なんか奇妙ですね。アパルトヘイトをめぐる精神状

況がガラッと変わったのかどうかというところで、多くの自人たちがまだ教育される必要があるのではな

いでしょうか。アフリカーナーの中にも、4月27日の投票で私も自由になったという人はたくさんいまし

た。しかし、そうではなくて、現実がこうなったから受け入れるという人の方が圧倒的に多数です。その

人たちは、自分のところに暴力がこなければいいんだ、自分の生活が悪くならなければいいのだと思って

いるわけです。よく耳にしたのは、誰もが黒人の状況はこのままではいけない、タウンシップはひどい、

電気や水がない家、学校に行けない人、この人たちの状況は変えなければならない、と。でも、自分たち

のところに黒人が来るのは蝶だ、と。

私はアメリカに2年半ほどいたのですが、60年代に公民権運動が起こったとき、やはり接合というのは

とても繁しかった。人の心にある差別、区別、そういうものをどうやって全体としてなくしていくのか。

南アは、これまでなんでもかんでも人種で分断されていた国です。『スター』という一番部数の多い新聞

では、黒人向けの版と自人用の版が分かれていました。黒人向けではスポーツ掬がサッカーとポクシン



b y　不公島多恵子
ロドリ　ック・マサラ

（ヨハネス7ルク、］オ餌tYeovllle】在住）

ト・′・．
◆　死刑廃止／継続論

民主政権誕生後も、深刻な犯罪が減らないことから、】死刑は掛ナるべき－との声は高い0死刑を存続

させることで犯罪に歯止めをかけられると信じている人は、法律家を含めて多いようだ0こうした意見の

前には、人は罪を犯す時、自分が死刑になる可能性があるなどということは考えもしない、という議論は

やや無力のようだ。暫定政権内でも意見は分かれ、国民党などは存続を支持しているメン′トが多い。（

南アは中絶論議も盛んだが・－とにかく人殺しはだめ1’と反対する国民党を含め・保守白人に多い0こう

した人は、死刑支持者と重なりあうものなのか、ぜひ知りたいところである0）だが・人権弁護士たち

は、現在死刑独房にいる囚人たちの多くは貧困の中で育った黒人であり、より豊かな白人のように優秀な

弁護士を雇い、極刑を免れることができない・と指摘する。また・書法の保障する生存権・平等に遥反す

る、とも。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1／29「サブチークイム加

◆　アンゴラの『インパーシャル（公平トファックス』編集局長リカルトデ・メロ（38）が・何度も

死の脅迫を受けたあと自宅のアパートの階段で撃たれ、殺害された0『インパーシャル』は・購読者に

ファックスでニュースを送るという唯一の独立系メディアで、去年から始まった。ドス・サントス大統鰻

の妻のダイヤモンド密輸などの腐敗やゝ政府高官・UNITA（反政府ゲリラ）の犯罪などをあばいてい

た（1ノ18～19各紙）。のち、デ・メロの妻と眉子・そして他のジャーナリストらが南アに一時的なて

命’を求めた。（1／31「スター」）

◆　BBC（英国放送協会）の新番組『コレスポンデント』で軋特派員がスティーヴ・ピコの生家を訪

れ取材する。ピコの母親は、「未だに殺人者たちはのさばっている」と非難する。ピコの死の前・診察し

何も悪いところはないと診斬した医師イヴォ一・ラングは、このケースを再審するのは苦々しさと憎悪を

かきまぜるだけ、と言う0人々が過去を見つめ、直面するかに創いては、一深く・激しく”意見が分かれ

ているという。　　　　　　　　　　　　　　　　　（1／14－15「ウィづエ湖－」）

◆　ソニーは、ジョイント販売会社設立などを通じ・南アて販路拡大を考えているという。ソニーは、A

vマーケットでのシェア拡大のため、ヨハネスブルグのテデレックス社と話を進めているというが・南ア

での工場建設の可能性は否定している。　　　　　　　　　　　　　　（12／30「カ」」）

◆　SWAPO（南西アフリカ人民機構）のメンルーで・8年9月に暗殺されたアントン・ルポウスト

の母親は、ヌジョマ大統領に正義の実現を訴えた。法律機関がことをなかなか明らかにしないのを大統領

が許しているのは受け入れ凱、、と言った。検察官と司法長官の間での対立が・解決を遅らせているとい

ぅ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朋「桝）



☆先月号でご案内した『マンデラ大統領就任切手』にたくさんの方からお申し込みをいた

だきました。若干の利益が出ましたので、“火の車”の本誌発行資金に加えさせていただ

きました。どうもありがとうございました。

なお、単片は完売しましたが、4枚1柾しのコーナー・ブロックとFDCはそれぞれ数部

のみ残部があります。ご希望の方は早目にお申し込みください。

コートブロック（切手シ＿トの右肩の部分を。枚つなげ

￥480　　て切り離したものです。耳紙には切手

のタイトルや発行年月日が印刷されて

FpC（記念封筒に記念切手を貼り、5月1帽の記念印を

￥360　　押印したものです。）

※送料は、コーナーブロックが80円、F工）Cは90円で

す。60円以下の切手を組み合わせてお送りください。

郵便振替でのご送金でも結構です。

た。気持ちよく引き受けていただき、ありがとうございました。・誤字脱字等、初歩 
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