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警察、不法居住者を銃撃

今週ジョハネスパーク中心部で行われた不法居住者追放に関して、新たな事実を写したビデオ

をもとに、ムデゥデゥジ・カ・ハーヴェイが取材した。

ウィークリーメイル・アンド・ガーディアン紙　　　を捨てた、ということを裏づけるものであった。

が入手したビデオテープは、今週ジョノ＼ネス′トー　　　　不法居住者のことと、合法的に退去を行ってい

グ中心部のタラリッジコートから強制退去させら　　　る警察に対して発砲した狙撃著のことが一般に注

れた不法居住者の主張、つまり警察が彼らの財産　　　冒されているが、この退去の2日目に撮られたビ

マツイティソ・マシゴさんは、ジョハネスパーグ中心部のビルを占拠した居住者のひとり。

今週、追い出された．　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真ルス・モタウ）
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た警官は他の警官や警備会社の人間が中に入るの

を許した。その何分か後、物の壊れるようなもの

すごい昔が中から聞こえた。

居住者たちは、警察が4階の窓から彼らの家財

道具を投げるのを見たという。ビデオ軋　アパー

トに入って階段を昇ったり降りたりする男たちが

家具などを路上に投げているさまを写し出してい

た。建物の入り口で警察と対崎していた居住者た

ちは、中にいるのは註なのか問い詰めた。カメラ

では警官の一人が、「住人は中には証もいない。

衣類を集めにきたキャプテンとその他数人がいる

だけだ。」と答えていた。

住人たちが言うには、建物内葦弘こいた人々が表

玄関から出ようとしたとき、群衆に催涙ガスが浴

びせられた。これは、住人たちの家財を破壊した

のが誰だったのかを隠すために行われたものだと

言わざるをえない。ガスがおさめると、警察はそ

の場から立ち去フた。警察のスポークスマンであ

るアンチィ・ビエケ準士官は、これらの訴えを否

定する。「￥案は退去に協力するよう蒋示されて

いない。物を動かすつもりもなかった。書寮がこ

のことに関わっていたと住人たちが証明できるの

であれば、行動を起こせばよいのだ。」ビエケは

さらに、r住人たが混乱しているのは理解でき

る。彼らは我々に裾拠のない申し立てをしてきた

り、恨みを言って書たりした。しかし、我々は情

況を監視し続ける。」と付け加えた。

警察の銃撃を非難し∴政府に対してすべての退

去作業の停止をもとめている血ta（ジョノ＼ネス

バーク借家人協会）は、今回の警察の行動を厳し

く批判している。しかし、政府はJotaの住宅問題

の処理の仕方にもたいして関心がないようだ。

MECのドン・モファケンは、今週、Jotaの活

動を厳しく非無し、政府は最高裁の出した退去命

令に干渉することはできない、と語った。「居住

者が法律をやぶり、他の人々の権利を侵している

のであれば、政府は何らかの手を‡丁たねばならな

い．」

モプアケンはまた、住宅問題解決のための会議

デ才は、ベッドやオーディオセット、家具その他

の家財道具をバルコニーから路上へ投げ捨てる男

たちの姿を写し出している。同時に、群衆に催涙

ガスが浴びせられた様子も写している。

不法居住者によると、退去初日の月曜日、警察

はアパートに倭人し家財を壊したり盗んだりし、

建物に火をつけたという。居住者の一人、エスタ

ー・ングウェンヤは夜勤から戻ってみると隣人た

ちは追い出され、彼女のテレビ、ビデオレコーダ

ーー＼ラジオがなくなっていた。「みんな自分のも

のを運ぶので忙しかったのだから、他の住人がも

っていったはずないのよ。私は、警察があやしい

と思っている。」と彼女は言う。また、同じ晩に

警察が火をつけて2つのアパートが焼するのを見

たと言う。

別の居住者、マツイディソ・マシゴもングウェ

ンヤに同調して言う。「追い出されて、警察にお

金をもっていかれた後、アパートが燃え始めた。

警熟こ言ったけれど何もしてくれなかった。火を

消すために中に入ろうとしたら、『中に入る者は

撃つぞ』と言われたんだ。』」

南ア警察のスポークスマンであるユージン・

才ッパーマン中尉は彼女たちの主張を否定する。

彼は、居住者たちに宣誓して陳述するよう要求し

た。そして、書寮はビルと3つの店舗が火事にな

り、警備員の要請があってから出動したのだ、と

付け加えた。

その後、月曜月の夕方には、再びアパートを占

拠した居住者の追い出し作業をしている書落に、

アパートの中にバリケードを築いていた狙撃者が

発砲してから、火炎瓶とピストルの応酬が続い

た。このとき警察官がひとり足を撃たれた。

わずか2時間の捜査で容疑者が逮捕されたが、

すぐに別の狙撃者から警察は攻撃された。火曜日

になっても衝突は続いた。目撃者によると、警察

は夜9時頃来て∴再度アパートを占拠した人々を

追い出しにかかった。退去力囁わると、居住者が

再びアパートに入らないように、4人の武装警官

が残った。しかし、居住者の言うには、この残っ



I4）アンチ　アハルトヘイト・ニュースレター

に出席しないとしてJotaを批判した。被は、不法

居住者がジョハネスパーグへの投資を低下させ、

投資家の興味をミッドランドのような地域に向か

せしまったとも言った。

一方、居住者は、政府はぐずぐずしていると言

う。マツイディソ・マシゴは、「私たちは今まで

ジョハネスバークの駅や公閲で寝ていた。そして

4年間も空き家になっていたこのビルをみつけた

んだよ。私たちはここに来て掃除をしたり、ペン

キを塗ったり、トイレや排水管をなおしたりし

－一一▼　」　担萱皇且日1日発行」鞄旦

た。政府が□ばかりで何もやろうとしないからだ

よ。」彼女は、この建物を占拠した42世帯はそ

れぞれ250ランドを家賃として取っておいたの

だと言う。「誰かが真剣に私たちのことを考える

まで、私たちはここを勤かないからね。」と妓女

は言った。

PWV州（窺ノ＼ウテン州）首相トーキョ一・セ

クワレとJotaとの蘭で、退去についての緊急会議

が予定されている。

（訳　弘中教子）
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「払ちア柵トヘイトニュールト」編集部編

匝ばか中る暗痴軒

◇「楽しみで人を殺したりはしなかった。常に上からの命令に従っていただけだ。」元暗殺部隊鼻だっ

たダーク・コツイエ（本誌でも数年前に取りあげた）は言う。絶妙に美しい農場プラクプラースに、彼が

指揮をとった『第三の勢力mlrdForoe）』基地があった。ターバンの人柄士グリフィス・ムツェン

ゲ暗殺などをこれまでに認めている。コツィエは、ムツェンゲの家族と自ら対面した。妻も不審な方法で

殺されていたため、兄と会ったのである。「謝まることなどできはしない．とにかく、謝罪などは存在し

ない。あの対面は人生の中でもっとも恥辱に満ちた体儀だった．」コツイ工は恩赦を思い出たことはな

い。裁判に出る心構えはでき士いるが、「一人ではなく、他の政治家；警察官も直面するべきだ」。89

年、同じく要風だったアーモンドリフォメラに続いて全てを告白し始めたコツイ工は、のちルサカ、ロ

ンドンへの亡命を余儀なくされる，「邪悪な容赦ない体制だった。しかし悪いことだとは患わなかった。

我々が守ったのは“決して捕まるな－という戒律だったのだから」。コツイエは今ANCのメンバーで、

再び平楽官になることを夢見ている。　　　　　　　　　　　　　　　　　（2／20「スター」）

◇一元“超スパイ”のクレッグ・ヴ勾リダムソンは英Fオブザーバー』紙に、ロンドンのANC事務所爆

破の事実を認めている。また、ルス・77－ズトやANCのジャネット・スターンとその6才の娘の嗜殺

も、南ア当局によるものだと語った。3人とも亡命先で郵便爆弾の鱒者となった。「誰もが、ボツワナ1

やレソトから投函すれば南アを通らないと思っていた。しかし、全てヤン・スマッツ空港経由だったので

ある」手紙は途中で開けられ、手を入れられた。ファーストもスクーンも当初嶺的ではなく、ファースト

暗殺は実は夫のジョー・スロボが狙いだったという。英労働党の反アパルトヘイト運動家ビーター・ヘイ

ンは・ロンドン搬キャンペーンの関係者6人をイ￥リスへ呼び戻し、罪を問うべきだと言った。

（2／Zqrスター」）

◇　当初、－Q”としてゴールドストーン暴力調査委且会に身柄を保護され匿名で証言していたが、アフ

リカーンス語新聞『ラポート』に実名を出されたクロッバー元プラクプラース特別部隊鼻は、上司のユー

ジーン・デコックがANCの弁護士ぺキ・ムランゲ二などの暗殺を命令したと法廷で証言している。ある

男の死体を6度も爆破し、肉片が全く残らないようにしたこと、92年3月のミニバス待ち伏せ襲撃、デ

コックの前任者コツ；ェを、IRA（アルランド共和国軍）の傭兵を使って暗殺しようとしたことな

ど、デコックの下した命令について詳細に語った。ウォークマンのイヤホンにしかけられていた僻でム

ラングニ氏が死んだ時は、「ウォークマンの売れ行きが落ちるなjと冗談を放ったという。クロ㌢ノト

は・デコックに排除されようとしていると借じ∴殺される前に先手を打ち、正喜するかわりに恩赦を求め

ようと思ったという。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2／4～3／12各紙、TV）
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◇8時に暗殺されたナミビア・SWAPOのア前官ヲ文革の死因審問が昨日再開された。新し

く任命された瀞胤ま、証言に南ア人を召喚する可能性もある。　　　　（2／15は瑚デイ日

巨‡］
◇人間科学研究評議会によると、63％が死刑存掛に賛成という。司法長官クラウス・フォン・リエレ

スも、廃止国で剛的な犯罪増加をみないことを認めるものの・死刑が廃止されれば人民故判が増える危険

があると言った。元シャープビル・シックス（シャープビル事件＝8畔9月シャープビル市会議且が殺さ

れ、6人が逮捕され死刑を宣告された）だったレジナルド・セプアツアは、死刑囚としての経験を一決し

て忘れない・という。悪い卯か。見、妻とはしょっちゅう口論をする。卿コ知。合った人々が次々に処

刑される記憶に悩まされる．「素っ掛こされて、体重や身長のサイズをはかられた。棺桶に入るようにす

るため」。シャープビル・シックスは多覚問交渉が始まった時に恩赦を与えられたのであるd死刑囚とそ

の家族たちは、再び不安な日々を送。始めている。死刑執行人は過去4年間報郡を与えられ掛ナてお。、

任務に戻るのを待っている。　　　　　　　　　　　（2／17【か」tZ／19頓イ加」）

◇初の民主選挙後10ケ月の今、多くの人々にとり新しい南アフリカはまだ夜明けをもたらしていない。

農場労助者の状況は変わらぬままだ。72才のヨゼフ・マヴィンベラは・夜明けとともに農場主に起こさ

れ、十掛こいた他の農場主、警察官にヤギ91頭、肉牛31頭を奪われた。そればかりでなく、家に火を

っけられ、要や娘とともに車に乗せられ、約4時間車にゆられた後どこかに放り出された。このケース

は、農堵労働者研究資料プロジェクト（FRRP）と法律賃料センターが今扱っている。マヴィンベラ

は、つい最近行われた東トランスバール州ビートリティーフで農場労働者に対する折・肇制立ち退き

などに反対するデモの参加者の一人だった。　　　　　　　　　　　　巾ティ机）

◇ヨノ＼ネスプルグの投資に関する会執こは、日欧米から5100人以上が集まった。6本の投資者払

いつもながら非常に注意深い。NLIインターナショナル（日本生命の子会社）の山郎カヒロは・南ア

経済経済が急速に伸びようが、中位に成長しようが・それは主要な関心事ではないという。相木の資産

運用マネージャーは、まだ南アの社会不安を警戒しています。」ブルートレイン（南アの薫挙旅客列車）

やロベン島観光付きの会議だったが、ドル・円がすぐさま流れ込んでくるようではなさそうだ。
（2／19rサントタイ扇j）

p4下から11行目　　ユージーン・デュック　⇒ユージーン・テコック

p5本文の9行日　　　本のタイトル英文　Face　⇒　Faces

p6前半　　　　　前ページからの続きの終わりに、（後半略）を入れる

p6後半　　　　（売春論議）の最後の（）は削除。記事引用はrYウ動より。

p810行目　　　　正しいと　⇒　正しいし



「象牙海岸」の呼称について

野木寸　民夫

3月7臥外務省から数カ国の新任大使の人事が発表され、その中に「象牙海岸」も含まれていまし

た。実は、外務省発表とNHK∴毎日新聞では「象牙海岸」であり、朝日新聞、読売新聞、共同通信では

「コートジボワール」となっていました。

外務大臣官房儀典官室が発行しているF在日外国公館リストJ、及び、外務省外務報道官編集（編集担

当・外務省大臣官房国内広報課）となっている『世界の匡一覧表』（財団法人世界の動き社刊）では

rコートジボワール（共和国）」です。

政府は何に基づいて呼称を決めているのでしょうかり

外務省国内広報課→外務省アフリカ1課イ防庁広報課→総理府外政審議室→外堺省国内広覗→外務

大臣官房隆興官茎→世界の動き社、と電話して次のことが解りました。

日本政府が外匡政府を呼ぶときの正式名称は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務

公務員の給与に関する法律」（通称「在外公館設置法」）によって定まっており、そこではr象牙海岸」

となっています。

しかし、外務省ではrフルネーム以外の簡略な呼称が国名として条約・法令等において一般に悶いられ

る」場合は（外務省内での）「「股名称」を使用することができます。そこでは「象牙海岸j rコートジ

ボワール」の両者が使えることになっていますが、「象牙海岸」の方が「一般名称の中でも正式」だとい

うことです。

外誘省の内部文書では「象牙海岸」で統一されているので、今回の人事の記事発表では「象牙海岸」を

使用したということでした。

一方、『在日外国公鮨リスト』では、「一般名称」としてどちらでも使えるので「コートジボワール」

を使ったそうです。

コートジボワール共和国大使館に確認したところ「コートジボワールJが正しいということでしたか

ら、外耳省は基だ失礼ということになります。

ちなみに、『在日外国公館リスト』でrジョルタンり＼シミテ王国」と記されている国は、「外務省の

指示通りに掲載している」という『世界の国一覧表』では、r一般名称」として認められていない「ヨル

ダン」となっています。

外務省の表記がこの様な状態では報道各社の見解が不統一なのも当然でしょう。

この間題に限らず、外務省に対して、国民に解りやすく、透明度を増すように求め続けることが大切だ

と患います。
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ジャビロ・ンデベレ、お‾おいに‾飲み

おおいに語る
『愚者たち』が野間アフリカ文学賞を受賞し

て、日本で邦訳が出たのが1985年。ジャ

ビロ・ンデベレの名前が日本に紹介されてか

ら約十年たった．いまその邦訳は書店には見

当らないが、この秋には新作も新たに加わっ

たかたちで復刊されるので、そのお知らせも

かねて、ここではこの3月中旬に初めて日本

を訪れたジャビロ・ンデペレ氏の話をしよう。

3月17日にホテル・ニューオオタ二で開か

れたシンポジウムの講演を聞き、後日、いろ

いろと話をすることができた。

南アフリカ作家会議の議長として、これま

でも名前や写真はあちこちの新聞雑誌などで

何度も目にすることはあったが、この南アの

著名な作家と実際に話をした印象軋といえ

ば、まず第一印象は小柄な人だったこと。そ

してものやわらかで控えめな話し方とは対照

的に、鋭く厳しい目元に深く刻まれたしわ、

その風貌に積年の苦労がしのばれたこと。そ

してそのロから出てくることばは、語り口は

穏やかながら実にシャープだったこと。19

48年律まれの被は3人の子供の父親で、現

在ノース大学別学良

まず3月17日のホテル・ニューオオタ二

で開かれたシンポジウムでは、5人のゲスト

パネラーの最後の発言者として語ったが、そ

の話ぶりや話の内容が印象的だった。20年

間の亡命生活（枚はexlldということばを

使った）の後、彼は1991年に帰国してい

る。それまではおもにレソトに亡命していて、

子供たちもそこで生まれた、という。

以前の南アではA地点からB地点に移動す

るということには常に恐怖感がともなったこ

と、気綾な旅などいうものは（白人以外の者

くぼたのぞみ
には）存在しなかったこと。いつ警察に止め

られて面倒なことになるかわからない、いわ

ば存在をかけた危険な行為だった。そのこと

が身体的に心理的に大きなトラウマを残して

いる。そういったもろもろの体験を記憶する

ことが大切であり、それをきちんと記憶する

ことがこれから自分たちが生き延びるために

必要なのだと語った，自分たちのサバイバル

はそれにかかっているのだ、と。（この発言

は、合州国の黒人女性作家トニ・モリスンの

姿勢と通じるものがあるなあ、と患った。つ

まり、彼女はアフリカン・アメリカンとして

生き延びるとは、彼らの奴隷としての体験を

いかに記憶していくかにかかっていると発言

している．）

そして3日後の20日午後、ンデペレを鹿

んで何人かの人たちとフリートーキングをし

た。そのとき日本で公開された南アをめぐる

映面が話題にのぼり、いくつかタイトルがあ

げられたが、彼が見ていたのはF遠い夜明け』

、Fサラフィーナ』、Fマパンツーラ』だっ

た。『ワールド・アパート』やF白く渇いた

季節』は見ていないという。

「F遠い夜明け』の原作タイトルはFピコ』

だけど、あの映画の、なんていったかな、あ

の作者の名前、結局は白人のその作家の視点

からみたものだから…ピコについて書いた小

説じゃないし、映画もそうだ。その点では『

マパンツーラ』は黒人の視点から撮っている」

と。また、あくまで原作と映画を区別して語

る温度に（当然のことながら）、彼は作家な

んだと改めて思ったりした。

また、彼のほうから、日本の近代化と天皇

制、発二次世界大戦を場に人々の考えがどん
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なふうに変わったかといった質問が出た。わ

たしは自分の親の世代が、あの晩争を増に、

価値観が180度転換する体験したことを話

したが、そういう質問をした彼の頭のなかに

は、南アのアフリカーナーのことがあったよ

うだ．白人、特にこれまでアパルトヘイトが

いいものだと倍じてきたアフリカーナーたち

が、精神的支えを失いパニックになり、ひど

い暴力ざたを起こしたり家族を撃ち殺して百

分も自殺したりするような事件が後を絶たな

いという。彼が「日本はどうだったか」とい

う質問をした裏には、南アのそういう混乱を

きたしている自人たちともいっしょにやって

いかなければならない、ということが頭にあ

るからだろう。だから映画Fサラフィーナ』

はいままで現実を知らずに、きちんと直視し

た教育を受けてこなかった子供たちに見せる

には効果的な映画だと番った。あの映面を見

て、「これは大げさすぎる。こんなこと現実

に起きているなんて思えない」という人たち

がいまもいるんだ、という。ただ、ウーピー

・ゴールドバーグはミスキャスティングだと

患うけど、と彼がいうとみんな大笑い。

まあ、大雑把ではあったけれど、かなりお

もしろい話し合いができたと患う。

その夜は新橋の飲み星を二件も八シゴ。サ

リン事件のあとにもかかわらず、翌日が休日

とあってどこも遅くまで腹やかな居酒量に、

ああ、こういう楽しい雰囲気が好きだよ、ホ

テルはちょっと小綺麗すぎる、と、しきりに

写真を撮りまくっていた．それは、日本製の

ピント手動式の立派なカメラでした。

いたって庶民的な雰囲気がお好きなンデベ

レさん。たった1週間のあわただしい日本滞

在のなれ　この夜は、ナイジェリアの詩人オ

スンダーレも加わって、みんなでいっしょに

飲んで食べて、最後は詩の朗読までやらされ

てしまった。それでもご機嫌で、過密スケジ

ュールのなかでホッと息がつける夜だったよ

うだ。
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吻レジョワ世界の終わ朕』

ナチインtゴーデイマ著

福島富士男訳

ノーベル賞作家ゴーデイマの1960年代の傑作。

1965年6月5日朝、ジョハネスバーケに住む白

人女性エリザベスは一遇の電報を受け取る。

前夫の死。彼は反体制活動家だった。

醜怪さをさらけ出しながらも、なおも維持

されようとする少数白人真否己。60年代前半の

厳い＼弾圧の時期、エリザベスの一日が克明

に描き出される．南アフリカでは十年間発禁

だった作品。　　　　　　　180珊

昭たち』チェンジライ．ホ＿ヴェ薯

碍島富士男訳

野間アフリカ出版賞受賞F骨たち』（請託

社）のホーヴェの最新作。思春期を迎えたば

かりの少女と少年の悲しくせつない恋。

ジョハナを姉のように農う少年マルコ。だ

が、マルコが思いを打ち明けたとき、あたり

には暗い影が忍び寄っていた。いくつもの声

と唄が織りなす、ジンバブェの名もない民衆

明タラ川。．M．クッツェ＿著

赤岩隆訳

ブッカー貰作家クッツエーの衝撃のデビュ

ー作。

第一話「ヴェトナム計画」。ヴェトナム戦争

末期のアメリカ，戦略研究所研究員ユージー

ン・ドーンは「アメリカが父、ヴェトナムが

子供」というプロパガンダ作戦を撞当してい

る。が、上司クッツェーとの確執、妻マリリ

ンとの不和が彼の精神を次第に蝕んでいく。
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第二講「ヤコブス・クッツェーの物語」。17机

上年、探検家ヤコブス・クッツェーは南部アフ

リカ探険の旅に出る。そこでの歓待と屈辱．

2年後、彼は後半と段数の旅へ．ひとりの男

の自意識がひとつの村を地上から消し去って

しまう。

仕掛けは完璧である。鬼才クッツェーが贈

る奇奇怪怪のコロニアリズム根絶作戦のはじ

まり。　　　　　　　　　←　1800円

＊続刊＊・‥1995年秋刊行予定

暇しさと加物熟ベット．ヘッド去
くぼたのぞみ訳

肌の色とは鯛係に、ひとりの人間として

愛し、愛されることを求めた女性ベッシ一・

ヘッド．彼女が語る言葉には、いつも静けさ

がただよう。そして、その静けさがわたした

ちの心を癒す。村の暮らしを愛着を込めて措

いた「村の人びと」をはじめ、亡命先のボツ

ワナで、自らの傷ついた精神を施しつつ、ベ

ツシ一・ヘッドがつむぎ出す優しさと力に満

ちた物帯の数々。　　　　　180岬1

『さあ、すわってお聞きなさい』

エレン・クズワヨ薯

南アフリカの最年長女性作家が、若い人た

ちに贈る、男気と知恵に満ちた菜しい物語。

クズワヨおばあちゃんの楽しい語りに耳をか

たむけるだけで、つちいことなど吹きとんで

しまう。ダチョウを恐がって逃げ出してしま

った男の人生を語った「ダチョウにお開き」

結婚式に花婿の茎が押しかけてきて大騒ぎに

なる「ふた股をかけた第」などを収める。

曙李のおとず抽チヤ＿ルズ．ムンゴシ著

アフリカ文学ネットワーク訳

1995年3月1日発行　第三挿郵便物認可

少年は学校が嫌いだった。心配する両親を

よそに、毎日祖父と一緒に狩りに出かけてい

た。近代化にともなう農村の変化を、少年の

視点であざやかにとらえた「いつになったら」

。故郷の村に帰るに帰れない都会の青年の一

日を描いた表題作などを収める。親子のきず

な、農村と都市のつながり、夫婦のあり方が、

作者の優しい日で観察される。

職　ジャビ昌．ンデベレ著
中野嗣・他沢

1970年代の南アフリカ。黒人意謁連動

が若い人たちの心をとらえていく。大きな変

革のうねりのなかで、くっ垂1と浮かび上が

る新旧ふたつの世代の対立．表題作「愚者た

ち」では、いまは酒に溺れるかつての活動家

ザマ二が、若者ザ二の情熱に打たれて、ふた

たび闘争に参加していく。ほかに、トランペ

ット奏者の叔父と少年との心温まる交流を措

いた「叔父さん」を収める。　　2000円

＊以下は1996年秋刊行予定＊

Fマ小サンズ・ストリー』（南ア）

ナデイン・ゴーデイマ著

抽れらは酌なかっ魁（酢）
ロレッタ・ンゴポ著

囁いた奥蜘ら』（南ア）
J・M・クッツェ一書

哩まれてくるものたちへ』（甫ア）

モンガーン・セローテ著

山田裕廃駅



7ンチ　7パルト′Yu・ニュースレク‾　　　　　　　　　1995年3月1F発行　第三種郵便物認可（111

人種闘争、イデオロギー闘争の時代を抜け出した

南部アフリカニケ国の近代化

渋二谷　勇！轟三

1、アブ相を椚巻く世界の術の変貌

ァジアと同じようにかつては第三世界の貢因の代名詞のように語られていたアフリカは、全体的に言え

ば、80年代のアフリカの後退の時代以降の、冷戦終了後の90年代に到っても・民衆の生活の賃臥外

貨の不足といった間掛ま全くと言ってよいほど変化をしていない。冷戦終了直後の90年代初頭に・ほと

んどが一党独鼓、または軍事政権下にあり・経済活動も統制されていたアフリカ各国でも東欧の民主化運

動の影響を受け多数党制を認めろという動きが挺き・幾つかの国で多数党制が認められ・経済が自由化さ

れた。しかし、自由化後たった数年しか経っていないにしても、インフラストラクチャー、東アジア諸国

が工業化に努力してきた時間の長さといった面でも、アフリカ諸国は東アジア諸国にかなう訳は無く、よ

ってアフリカ諸国の経済自由化はまだその効果を、各国政府にも、貧困に苦しむ民衆にも何も持たらして

いないといってよい。それにアフリカの多くの国々で軋工業基盤や・流通基盤といった将来の工業化社

会に必熟こなってくる経済基盤を・旧宗主国が噸民地時代に整備していなかった場合が多く・独立した時

点で国の経済を運営していこうにも何の工業化社会に必要な経済機構も無かったという国ばかりであっ

た。アフリカ各国は、60年代初頭の独立した時点で・没収してしまうべき将来の工業化社会に必要な経

済基盤塵ほとんど得ることができないまま出発せざるを得なかったのである。

1980年代に白人政樺から黒人旗に移行し、国名もローデシアから変わったジンバブエも、独立当

初から約10年間は他のアフリカ諸国とは比べ物にならないような規模の白人支配時代の経済機構を受け

紘首、比較的安定した経済運営を行っていたが・80年代未から90年代初頭にかけての冷戦終結と・人

稜闘争、イデオロギー闘争に代わる経済戦争の時代の到来の中で・92年の大草魅の影響もあって他のア

フリカ諸国と同じような経済停滞の中にある。93年よりは増しになったというものの・現在のハラレに

は経済も好韻で、80年代初頭より掛、ていた内戦の終結宣言の出された90年の頃のような軽やかな雰

囲気は無い∴経済混乱により食えなくなった人達が物乞いやストリートチルドレンになり・農村部から

は同じように食えなくなった若者達が首都ハラレに読々と出てきて、ハラレは人で溢れかえり・街もやや

薄汚れてきた。しかし、良く日を凝らしてみると、ジンバブエでは異性や通貨切り下げ、官僚制度改革に

伴う経済腐乱、社会混乱の中でも、例えばアフリカ人の間の上中、下の各階層間で大幅な入日の移動が

起きるといった大規模な社会変化は起きていない。90年代に私が最初にジンバブエを訪れた時に・ノ＼ラ
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レのかつての白人居住区にはかなりのアフリカ人が居住していたが、それがこの4年間の社会混乱・経済

混乱を経た94年の時点でも篭らは生き残っていた．

2、ハラレのアフリカ人中産轍の家庭

ノ＼ラレに滞在中、あるアフリカ人中産階級とも云うべき人の家にお邪魔する機会があったbその人はコ

チ夫人と言い、ノ、ラレの中心から約3キロのプリンス・エドワード高校の近く・プリンス・エドワード・

ロードとジョ㌢ユア小ンゴガレア・アヴェニューの交わる交差点の一つ北の筋にコチ夫人の豪がある。

その家は緑深い木々に閤まれ、庭は広く、テラスもあり、プールは無かったものの・一家はマツダの新車

を所有していた。ちなみに、コチ夫人もその母親も車の運転ができる。乱コチ夫人はご主人はエンジ二

ァをしているそうで、夫人自身も若い白人旅行者向けの値段の安いロッジを磋営している。私はそのロッ

ジに宿泊していたのであった。コチ夫人は40代くらいか13人の子供がおり・その中の12才の娘さん

は近くの小学校に通っている○家の居間には応接セット・JVCのテレビがあり・パナソニックのビデオ

もあった。また、上の娘さんはゲーム・ボーイを持っていた。家の中にバス・ルームは二部屋あり、その

バス・ルームの洋式の便器にはまるで白人や日本人の家庭のように便座カバーが掛けてあった。その家で

は白人の家庭のようにメードを雇っており、また番犬も飼っている812才の娘さんの話す英語も、現地

のアフリカ人の話す英語のような靴りが殆ど無く、その話の内容を聞いているとその娘さんの洗捜された

容姿とも相まって、まるでアメリカのアフリカ系アメリカ人の中産階級のお嬢さんと話をしているように

錯覚してしまう程であった。

普通便座カリーなど、白人や日本人の家庭では当たり前のことであろうが、項実の話として収入の少な

いアフリカ人や白人文化の影響の薄いアフリカ人の闇で軋やはり衛生観念は白人や日本人の感覚とは達

ぅか、衛生的な生活にお金を割ける余裕が無いと言わざるを得ず・依然彼らは我々先進国に住む者の目か

ら見れば、前近代的な衛生生活をしていると言わざるを得ない。現に南アフリカで臥「アフリカ人は食

べ終った酬寸善の肉をそのままバケツに入れて、それに蝿がぶんぶんたかってもそあままにしておく。だ

からアフリカ人とは一掛こは住めないo」と言う白人がいる。それはアフリカ人居住区の中では事実の話

であろう。仮にそうであれば、このアフリカ人中産階級の家庭の便座カバーの話など・いかなる人種であ

ろうともある程鮎金を持ち始めると人の考え方は変わっていくと言う事になってくるのではないか。ま

た、ゲーム・ボーイで思い出したが、ジンバブェに行く途中で・プルカ＝ノアのソフィア空静刀ロビーでハ

ラレ行きの飛行機を待っているジンバブエ人の母子が、ゲーム・ボーイで遊んでいるのを目撃した。この

ような現代の最先端を行くゲーム機器でさえ・アフリカ人のある程度裕福な家庭の中には入り込んで来て

．いるということであろう0

3、近代化と世鯛樹鴨

最近テレビで、中国・広東省の経済改革・開放の影響を受けた若者達のドキュメンタリー番組の中で・

広州市で衝動的に街を歩いている人から草盗をしてしまった農村出身の少年の話が出てきた■話によれば
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日本の明治、大正時代のレベルだと云われる中国の農村から出て来たその少年の友人連は皆ファミコンを

持っていたという。経済開放、近代化の中で貫しい者と富める者が生まれ、それが青少年達に富める著に

対する羨ましいという感情を芽生えさせる。私は、このような諸であれば、今のノ＼ラレで起きてもおかし

くはないのではないかと思った∴現在ハラレでは、早掛こよって農村で食えなくなった若者遠が、大挙し

て出てきて、街角にたむろしている。そして、冷戦終結後のハラレでは、以前とは遣って菅が金を追う空

気が支配している。そういった若者達の中にも結局職が見つからず、犯罪に走る者も多く、ハラレの治安

はかつてよりも悪化している。その街角の電気屋に並んでいるのは、経済改革によって流入したコードレ

ス・ホンなどといった最先端の輸入電気製品だ。八ラレ在住のアフリカ人の中には、前に出てきたように

ゲーム・ボーイなど最先端の製品を持っている者もいる。それまで農村の世界しか知らず、生まれて初め

てそんな最先端の家電製品を見た、純朴な若者の感情はどう変化するのか。必ずしや、羨ましいという感

情を生じさせずにはいられないであろう凸それが犯罪につながっていくのである。その事情吐、経済開放

の進む中国などと全く同じと言わざるを得ない。冷戦終結後の経済戦争の時代は、そのような世界同時代

性の様相を生んでしまっている。

4、アジア人の滴とジンバブ1ボツワナ

ハラレからワンゲ国立公園に行く飛行機の中で、20代後半くらいのシンガポール人に会った。ちょう

ど彼は、英連邦圏にネットワークを持つスタンダード・チャータード銀行の関係でジンバブエに銀行のト

レーニングに来ているとのことであった。「ルワンダ国立銀行総裁眉記」という60年代半ばに書かれた

本が中公新書から出ているが、かつてはアフリカの国造りの段階で日本人が携わっていた領域に、現在で

はアジア人が進出して来ているということである。

また、現在ボツワナの首都ガポロネやフランシスタウンでは、まるで中国の経済特区にある都市と見間

違うようなオフィス・ビルの建設ラッシュである。ボツワナは独立当初は、凶の存続を危ぶむ声が強かっ

たのだが、ダイヤモンドが発見されたためにその収入により、今やアフリカ有数の豊かな国になった．鉱

業の他に、今では韓国の自動車メーカー現代自動車も工場進出し、工業化にも力を入れている。また、現

召三建設中のオフィス・ビルは、地元の人の話によると多くは中国の投資によるものであるという。そのた

めか、現在ガポロネ市内には中国人の姿が多く見受けられる。1年か、2年ほど前、アジアの株式市場か

ら資金がアフリカや南アジアなどに流れているという詔を聞いたことがあるが、それらのお金がこのよう

な形で使われていたということである。これは投登というよりも、投機という性格のほうが強いであろ

う。ガポロネ市内は、現在アフリカの都市とは思えないほどインフラが整えられており、ガポロネ駅前に

は、先進国並のショ・ツビング・センターが有り、同じく駅前のバス・ターミナルは近代的なコンクリート

造りで、そのトイレにもノ＼ンド・ドライヤーが備えつけられ、またボツワナ国鉄の車両も一等や二等だけ

でなく、アフリカ人庶民の乗る三等車も冷暖房完備な上に、パナソニック製のウォーター・クーラーが備

えつけられているなど、偽のアフリカの国ではまず見られないレベルの物を見ることができる，とにか

く、前回アフリカを訪れた4年前よりもアジア人の進出が目立ってきているという印象である。



5、まとめ

現在のノ＼ラレ市内は、見かけ上ではジンパフェでさえも他の60年代初頭に独立したアフリカ諸国の

陥った近代化、近代文明の消化不良とも言うべき外貨の不足、政府の資金不足、官僚制度の腐敗、教育の

停滞、涜通制度の非能率といった病気に陥っているように見える。しかし、ジンパブェkL　92年の大羊

膜からまだ2年しか経過していないのであり、経済が今よりも好調であった90年、91年頃のレベルに

戻るにはあと2、3年はかかるように思える。従って、冷戦後の世界においてジンバブエカ弓堅済的にも生

き残ることができるのかを判断するには、まだ早い。2、3年後くらいの時期に判断を下すべきではない

か．

また・現地ではいまだに旧宗主国の英国を信奉する声が聞かれる。ボツワナ国内のある駅で会ったジン

バブエ人が私に言ったのは、「お前はロンドンに行ったことはあるか。」だった。これは時代錯誤も甚だ

しいのではないか。とにかくアジアがいかに変貌を遂げているかという現在の最先端のニュースが、アフ

リカ人達にいかに知られていないかを痛感する。これは4年前には感じられなかったことではあるが、ア

ジアとアフリカの間には今ではかなり格差がついてきているという実感が確かにある。これからは投資、

企業進出、工場進出といった面で頼りにすべきなのは、ベンチャー精神を失ったヨ本企業では無く、韓国

企業、華僑系企業、中国企業であるべきである。

それに日本人達も、それまでのような日本人としてアフリカで何を見るか、日本人として何をやるか、

日本人として何を残すかといった、30年一日の如き、時代遅れな発想をやめ、現在アジアの人達がアフ

リカで何をやろうとしているのか、またはアジア人として何を成すべきかといったことを考えながら、ア

ジアの人達と共同でアフリカを開発していくという発想に転換しなければいけない時期と必要に迫られて

いると言える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（95年3月7日）

12ページ　第2章の1行目　中産階級とも云うべき　→　中産階級とも言うべき

〟　　第2章の15行目　白人や日本人の家庭では当たり前のことであろうが、現実の…

皿

白人や日本人の家庭ではあるのが当たり前である。が、現実の…
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～崩皆のぬ知らせ～

1994年5月10日、ネルソン・マンデラ氏が大銃猟こ就任してから、早くも1年が経過

しようとしています。「平和で繁栄した南ア」というビィジョンを掲げ、一歩一歩前進

を始めた南ア。その民主化の過程における人々の状況は、モして今後の展望とはどのよ

うなものなのでしょうか。

選挙前の民王化へ向けての始動開始時点から、選挙後の本年3月初旬まで約2年間に

渡って南アを見守り続けてきた、本紙でもおなじみの広島アフリカ講座所属の藤本義彦

さんにお話をお伺いしたいと思います。

藤本さんは、広島大学大学院から南アフリカのヴィノトヴァーテルスラント大字に客

員研究員として2年間留学し、この3月下旬に日本に帰乳成匹に到着したその足で東

京に立ち寄L上講演をして下さいます。

先月号では、レセディ問題についての見解とレセディメン′く一に対するインタビュー

等を客観的立場かbの考察に基づき、原稿をまとめて下さいました。そこでも述べられ

ているような、南アで形成された小さなコミュニティーが灯す希望の光についても、語

っていただければと思います。

どうぞ、皆さまお誘い合わせの上、ご参加いただきたく存じます。

摘／哺1日封　硝2時～瀾劉時制

場所／文京区翫ンターi都苦地下鉄三由　幡鋸乳上！

講演／森本義彦きん腫島大学大学院・広島アフリカ講座き

入場／500円椅8号酎

立像／写真最橋アの人々j達線会取掛3葛13－748日永井手折肉高柳

喜連舶）掛9番空欄23神奈川遵揚会宮野まで
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前田春人写真展 

姻連広舶九一ブックシリーズ『国連とアパルトヘイト1948－1994』刊行

南アフリカが、非人道的なアパルトヘイト下の状況から、人種差別のない民主的民家と

なるまでの歴史的な移行に焦点を当てた包括的な参考図書を、国連広報局が発行しまし
た。事務総長による序文、詳細な年表、歴史的な国連文書などの資料で構成されていま

す。英文表記、全565ページ。入手方法等については国連広報センター（か03－54
67－4451）にお問合せください。なお、アフリカ行動委員会関係者で御覧になりた

い方は、本誌編集部までご連絡ください。

さんでていねいに印刷していただいている本誌ですが、金銭的な事情により今月号か 

らしばらくの間、別の場所で質を落とした印刷を行うことになりました。できるだけ 

早く本来の読みやすい印刷に戻すよう努力しますので、読者の皆さんには事情をご推 

寮のうえご容赦くださるようお願い致します。tドカッと新規申し込みの入金があっ 

た夢を見ました。そんな夢を見るのも、現実は厳しすぎるからです。正夢になるとい 

いなあ。・ナイロビ支局長になった川崎剛さん。朝日新聞にさっそく一味違った記事 

が掲載され（3月2日夕刊など）、今後が楽しみです。でも、3月21日の記事には 

ガッカリ。これほど“部族”が話掛こなっているときに、「部族間の衝突」と露骨に 

書くなんてちょっと信じられません。あえて使用し続けたいのなら、私たちのように 

異論を唱える者を説得する努力をすべきだし、論拠も明示すべきです。（Tom） 
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