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実効ある平等をめざ‾す

女　性　憲　章

女性全国連合の全国会議にて採択　（1994．2．25～27）（虻2）

憲章に関する重要な覚え書き　女性急章は女性全国連合によって採択さ

れたものではあるが、女性全国連合に所属する女性組織は、自分たちが

賛同できない特定な条項に関して自分たちの立場を留保する自由を待つ。

女」陛憲章は南アフリカの女性たちの多様な経験や抱負や志望に表現を与えるものである。

私たちは、沈黙を破ろうとしている。私たちは、人間としての権利と尊厳が認められ、尊重されるこ

とを要求する。これからの南アフリカにおいて私たちの地位と物質的条件の実効ある変化を要求する。

第十条：女」匹巨石こヌ寸する暴力

あらゆる形の暴力が、南アフリカ社会に特有なものになっている。性的および家庭内暴力が蔓延して

おり、すべての女性が、暴力に怯えながら、あるいは暴力に晒されて生活している。

＊　女性は、自己の安全と保全を保障されるべきである。また、いかなる場でも、あらゆる種類の

暴力から自由である権利を持つ。

＊　すへての女性は、健的もしくは人種的な嫌がらせや、あらゆる種類の虐待と暴行から法的に保

護されなければならない。家族内の代弁者にも、被害を受けた女性のために行動を起こす権利が与え

られなければならない。

＊　犯罪性の有鰍こかかわらず、女性があらゆる種類の虐待について相談し、適切な検査と治療を

受けられる、研修を積んだ人材の配置された施設が、政府によって提供されなければならない。

＊　強姦、殴打、性的暴行、近親相姦、その他の虐待の被害から立ち直ろうとする女性たちのため

に、利用しやすく費用が負担にならない、シェルターやカウンセリング・サ▼ビスがなくてはならな

い。
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＊　強姦、殴打、性的暴行、近親相姦、その他の虐待事件を扱う警察、検案、司法官、裁判官、地

域の外科医、その他の関係者のために、適切な教育と訓練が用意されなければならない。

＊　政府は、個人の尊厳と人格の保全に関する公教育に対して責任を待たなければならない〇

第十－粂：健康

女性に国有な健康上の必要に対応し、女性を品位と敬意をもって扱う、低廉で利用しやすく、適切で

平等な健康・保険管理サービスが提供されなければならない。女性は、健康サービスに関する自分た

ちの権利について自覚をもたなければならない。健康サービスは女性の健康上の必要と優先事項に対

応するように適切に方向づけられなければならない。良好な閻剰大磯を保酎‾る、上水道と下水設備

のような基礎的な生活維持サービスか、政府によって、すべての南アフリカ人の利用に供されなけれ

ばならない。

＊　女性は、生殖に関わる決断をする権利も含めて、自分の身体をコントロールする権利を持つ。

＊　女性が自分たちの身体と健康管理について情報を得た上で選択ができるように、情報を入手可

能なものにしなければならない。このような情報には、性的接触によって伝染するエイズのような疾

患、避妊、子宮頸部癌や乳癌、不妊、産前・出産・産後の健康管理等の生殖に関わる健康サービスに

ついての情報がふくまれる。

＊　生殖に関わる健康サービスについての教育は、男女のいずれにた与、しても無料で提供されなけ

ればならない。

＊　すべての人が適切な栄養状態を保障されなければならない。

＊　非婚、既婚を問わず、女性は、性別を根拠にした差別をされずに、あらゆる種饗の医療援助ま

たは保険プランの社員になれる道が開かれていなければならない。
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第十二条　＝　メディ　ア

女性の生活と経験の多様性や、公的・私的生活のあらゆる分野での女性の貢献は、メディアに反映さ

れなければならない。その多様性は前向きで、積極的で、人生肯定的な手法で反映されなければなら

ない。女性を否定的、もしくは中傷的に措いたり、女性の役割を狭く限定してしまうような報道は批

判されなければならない。女性の尊厳がメディアによって守られ、広められなければならない。

＊　　女性は、フイルム、活字、電子メディアを含むすべてのメディアにおいて適切に括かれなけれ

ばならない。

＊　　女性は、意思決定者、参加者、消費者もしくは生産者として、メディアを全面的に活用するた

めに必要なトレーニングを受けることができなければならない。

＊　　メディアにおける女性および男性の様々な措かれ方は、監視されなければならない。

（本憲章はアフリカーンス、北ソト、南ソト、ツオンガ、ツワナ、ヴェンダ、コサ、ズールーの各語

版も用意されている。）

（英語版提供：津山直子　日本語訳　大友深雪　監修　林陽子）

（述‖　1955年に採択された自由憲章の10の条文

人民が統治しなければならない。　　　　　　　　すべての人民は平等の人権を享受する。

全民族集団は平等な権利を持たなければならない。　仕事と労働権が保障されなければならない。

人民は南アフリカの盲を分けあわなければならない。学問と文化の扉が開かれならナればならない。

土地はそこを耕す人民に分けられなければならない。住宅、安全、娯楽が保障されなければならない

全人民は法の下で平等でなければならない。　　　平和と友好がなければならない。

（注2）「1992年4月、南アで女性全国連合（以下WNC）が設立された。アパルトヘイトにより

人種別に分断されてきた歴史を越え、‾女性の権利の確立と、平和な国づくりのために協力しあおうと

70以上の組織・政党が参加している。（中略）　WNCは、憲法制定議会樹立のための総選挙にむ

け合意を形成する複数政党間交渉に、女性の意見をもっと反映させるべきだと提言してきた。何十年

もの抑圧の後、やっと話し合いの場が実現したときに、各政党／離職の代表はほとんど男性であった。

「人種差別、性差別もない社会を作るのに、男だけで話されるのはおかしい」と女性たちが声をあげ

た。92年には、女性による助言委員会が設けられ、93年始めには、参加する26の政党／組織は、

代表団に少なくとも一人の女性を含むことが決められた。（中略）　WNCでは、さらに、新政府の

中に女性省を設置することを提言している。また、棚、医療、学校教育、性暴力、性的役割分担、

雇用、財産権、伝統的慣習、政治参加など様々な点で、女性がどの様な状況に置かれているか、どの

様な権利条項が必要かを地域や職場で話し合い、それを全国レベルでまとめている。それをもとに、

女性の権利を保障するための「女性の意章」を作成し、新憲法の一都となるよう秦として出していく

予定である」（津山直子氏「変革の中での南アの女性たち」月刊アフリカ1993．8．号P4）
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南アの犯罪と日本人

危ない危ないと治安の悪さが話題になっている南アフリガ。いったいどのくらいの

犯罪が起きているのか一日でわかる数字が発表された。それが、このページに掲げた

数字だ。

殺人は29分ごとに1件。一目に48件の殺人事件が起きているという。強盗は6

分に1件、一日に240件、そして、レイプは18分に1件、一日に80件だ。家宅

侵入による窃盗は2分に1件、一日720件というのだから半端ではない。この表に

は出ていないが、最近急増しているカージャックは54分に1件、一日27件の割合

である。（「スター」8／4、8／16）

このような犯罪率は1988年から1992年の間に25％も上昇した。

朝日新聞10月1日朝刊の報道によれば、南ア国内の犯罪多発に関して、マンデラ

大統領とデクラーク副大統領が路上でケンカしたという。たしかに、今の南アにとっ

てもっとも深刻な問題の一つが犯罪多発であることに間違いはない。このような犯罪

多発が外国からの投資を鈍らせたり、観光客の足を遠のかせることになるとすれば、

まさに南アの死活問題である。

だが、このように犯罪が多発しているからといって、日常生活ができないはどパニ

ックになっているわけではけっしてない。南アの観光も十分に可能だ。ある宿泊施設

の経営者はこう語った。「スカンジナビアの人たちは選挙前はまったく南アに来なか

った。選挙が終わって新しい南アができたらたくさん来てくれるよ」。では、日本人

は？　「来ないね」。より正確には次のように青くべきだろうか、『日本人はアパル
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南アフリカ　ニュース抄

rあんち印机へイドユースレターJ編集部

◇　6月、土地法秦に関する議論が内閣で行われている。「インフォーマル土地所有

権暫定保護法案」は、元ホームランドにおける土地所有状態を一時的に凍結する。所

有に関する記録がまったくあてにならないこうした地域で、そのために人々住んでい

るところを追われるのを防ぐためである。この法案には土地の没収に関する規定はな

い。不法居住者（スクォッター）は一般的に土地所有者と見傲されたことはないが、

こうした人々を保護する規定もない。　　　　　　　　　　　（6／27「スター」）

死刑違憲の判決に賛否両論

◇各党は死刑に代わる制度がないことに懸念を表明

死刑達意の判決は、多くの政治団体や人権擁護団体に歓迎されるものだったが・‾

方死刑制度に代わりうる有効な制度がないことに懸念の声も上がっている凸

大多数の南アフリカ人は犯罪のはびこる状況に面と向かって暮らさざるを得ない日

常を送っているが、憲法裁判所の判断はそうした現状を考慮していないものだ、との

見解を持つ組織もある。

ANCはこの判断を、南アフリカの「民主勢力にとって大きな勝利だ」と歓迎し、

大多数の南アフリカ人の中に裁判所の高恵さと、法の支配への信頼を促すものだと、

評価している。

NP（国民党）とIFP（インカタ自由党）それにFF（自由戦線）はこの判断に

遺憾の意を表明している。

「我々は今回の判決に非常に失望している。というのもこの判決が戦時中でない団

としては、世界で最も犯罪率の高いわが国に悪影響を与えるのではないかと考えるか

らである」と、NPの司法担当スポークスマン、ダニ一・シャツトは語る。

FFのスポークスマン、ロシャ・ド・ヴィール上院議員は死刑制度について国民投

票を要求している。

IFPのスポークスマン、エイプラム・ムチチは個人的な見解として、今回の決定

はレイプや殺人の被害者の家族に対し、二重の意味で苦しみを与皐ることになるはず

だという。彼らは愛する家族を失い、さらに今度は「犯罪者を衰う費用を払わねばな

らない」かも知れないからだ。彼らは裁判を受ければ終身刑になる可能性もあるので

ある。
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DP（民主党）のスポークスマン・ダグラス・ギブソンは次のように語る。政府は

慌てふためいているだろう。というのもどの法律の規定も死刑判決を「適切な処軌

をもって代えるようにはできていないからだ0長期収監されるべき危険な犯罪者がわ

ずか数年で釈放されるという事態になるが、南アはいまやそういう脅威に能かされる

のだ、と彼は言う。「終身受刑者は受刑態度良好といった理由のために服役期間の軽

減を受け、わずか7、8年で釈放されたり、仮釈放になったりしているのが現状だ」

英国国教会のツツ大主教は、死刑制度廃止を歓迎している。「死刑制度を擁護する

ような倫理などどこにもないと私は考えています勺この世のどこにも死刑制度が犯罪

防止に役立つことを実証したものはいないのです」

ブラック・サッシュは死刑制度を支持している。そして、国と市民社会が協力しあ

って刑法の体系を発展させ・犯罪活動を鎮静化させるようにすべきだと語る。

ヶープの検事総長、フランク・カーン氏は次のように語る。いまや懲役だけが犯罪

者を犯行から膳み止まらせるものなのだから・政府は仮釈放のシステム全体について

見直しをすべきだo r法廷で下された判決は（刑務所の監督官によって）そもそもど

んな判決であったのかが分からなくなるくらいに軽減される。他の国々のように裁判

官は判決を下すと削こ・仮釈放についても申し添えるべきだと思うJ

裁判官に残された選択腰の一つに不定期刑がある、と検事総長は続ける0これは司

法においてはいまや最も厳しい判決て、南アでは過去に一度だけ言い渡されたことが

ぁる。ヨハン・エルス判事は3月にアンドレ・バシュフォードに対して、仮釈放の可

能性のない不定期刑を言い渡した。

不定期刑の場合、何年も服役させた後で・そのまま囚人を収監しておくのか、ある

いは減刑して釈放するかについて・判事だけが決められるのです・とカーン氏は語

る。しかし、氏は次のように続ける。これは死刑にとって代わりうる代替案たりえな

いでしょう。というのも、不定期刑の判決に際してはその前に精神鑑定が推奨される

のだが、全ての犯罪者にその政策を適用するのは妥当ではないからです。（6／7rスダ項

◇　死刑囚硬に歓喜の声

プレトリア中央刑務所にある死刑囚棟では刑の執行をひかえた死刑囚が453名い

たが、死刑廃止の報が届くと、棟内はかつてない熱狂と興奮に包まれたp

憲法裁判所での死刑廃止の報は、最臥ラジオのニュース放送で囚人たちの耳に入

ったが、矯正施設部門の連絡将校であるプリンガディア・クリス・オルカース氏によ

ると、その噂は山火事のように素早く広がったという。「刑務所は途方もなく興誓し

たムードに満ちていた。叫ぶ著あり、手を打つ者あり、死刑囚株全体が喜びに満ちて

いた」と氏は語る。

昨日、矯正施設部門は報道陣を刑務所からシャットアウトした。スター紙は刑務所

に近づいたが、その厳しい建物の外観からは内部の熱狂は伝わってこなかった。

死刑囚の中にはかつての保守党の政治家クライブ・ダービー・ルイスや、ジェイ‾ナ

ス・ウオルツらがいる0彼らは1994年の復活祭の削こ南ア共産党総誓記官クリス・ハ
二を殺害したかどで死刑判決を受けた。また、ブタナ・アーモントノフェメラもい

る。彼によって、プレトリア郊外のウラクプラースの警察の農地から指令を出してい
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る殺し屋集団の存在が露見したのである。ノフェメラは農夫殺しのかどで死刑判決を

受けたが、弁護士に宣誓供述書を渡し、絞首台へ行く直前、あと数時間で死刑執行と

いうときに刑執行の延期が認められた。

近いうちに絞首台は撤去されるだろうと、オルカーズ氏は言う。また、死刑囚棟に

いる囚人が誰かを公表するつもりはないという。それは彼らの利益にはならないし、

彼らの家族の保護も重要だ。それに、公表は社会の利益にもならない0「それに加え

て、囚人たちの被疑者や、その家族も公表しない」と氏は言った。

武器輸出問題

◇　各地の紛争は防衛力の増強が必要なことを示唆している8

下院議会にて一日本による真珠湾攻撃、チェチェンやボスニア、ソマリアにおける

苦々しい紛争の教訓は、我が国を予想だにしない攻撃から守るために防衛力増強に投

資することの重要性を指し示している、と昨臥ロ二一・カスリス国防副大臣が論じ

た。

最後の3つの国々はr破滅的破壊」を被らなければならなかった。それはその国々

が布く、自国を守ることができなかったからである、と副大臣は国防予算の投票に際

して論じた。「国防に予算を費やさないのは、家の玄関のドアのカギを開けておくよ

うなものだ。我が国の無数の世代は財産を奪われてきたが、それは彼らが軍事技術に

おいて相手と互角ではなかったからだ。

◇　ツツ大主教は武器問題について見解を明らかにするよう求められるだろう

キャメロン委員会の質疑において、英国国教会のツツ大主教の代理人が応答した

が、その中で明らかにされたある見解について、懸念を表明する南ア市民は、デズモ

ンド・ツツ大主教自身に教会の立場を明らかにするよう求めるだろう。

論争の中心にいるのは、ツツ大主教が英国国教会のために提案を行うよう指名した

テリー・クローファド・ブラウン氏である。彼は元銀行家であり、迎賓館の所有者で

もある。r懸念を表明する市民」とはアームスコ一社（国営兵器公社）の会長ヨハン
・ムールマン氏で、氏は6月22日のクローブァド・ブラウン氏の声明に反対した。

rァームスコ一社とそのロクでもない兄弟のデネル社はなかなかくたばらない化け

物だ。それらはアパルトヘイトのように、改革などではおぼつかなく、破壊されるべ

きものなのだ。」と、クロープァトブラウン氏は書類上また口述上の提案の中でそう

述べている。その提案とは武器輸出を禁止し、南アの兵器産業を解体することを要求

する＿もので紘一　＿　＿＿【～　V＿

双方の準国営企業には数千人もの従業鼻があり、その多くは英国国教会の信者であ

って、彼らはそうした声明には反対するだろう。そうムールマン氏は語る。彼はクロ
ーブアドブラウン氏に、その発表から反兵器産業の主張を削除するよう求めている。

それは教会グループには適切ではないとの理由からだ。　　　　　　（6／23rスト」）
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◇　兵器貿易を中止するよう要求

委員会のヒアリングで、兵器貿易は南ア経済へは些細な貢献しかしていないとの報

告がなされた。国防エコノミストは防衛産業における外貨獲得能力と雇用機会創出は

限界に近いと考えている。

兵器輯出は中止し、その資臆は雇用創出と南アの民間製造業の効率と競争力の改善

に使われるべきである。6月20日のキャメロン委員会で国防エコノミスト、ス一・ウ

ィレット博士が報告した。

南アの対外武器貿易に関し、費用・便益分析にもとづいて行った経済的研究による

知見を示しながら、博士は兵器貿易産業の南ア経済に対する責献は、主張されている

よりはるかに少ないと指摘した。

もし兵器抽出助成金と、見えないコストが考慮された場合、経済的貢献は取るに足

らないレベルだという。これまであった利益も短期に限ってのもので、長い百で見れ

ば武器輸出は高い機会原価を持つものであったし、南アの産業の発展と経済的成長に

有害な影響を与えていたはずだと、ウィレット博士は指摘する。

先だって南ア防衛産業協会（Sa揖扇　は防衛用の機器の貿易は1994年の南アの国際収

支に3億3500万ランドの利益をもたらした、と主張している。国庫は8億5700万ランド

の収入を当産業からの税金と配当から得ている、とSadiaのスポークスマン、ジュリ

アス・クリエルは主張する。「防衛産業は南アの産業、工業部門の発展に戦略的な役

割を果たしてきた。ほぼすべての防衛機器企業は自ら持てる技術力を民生品の生産に

応用することが可能だ。こうした技術の中には、採鉱時に作動させる環境コントロー

ルシステムや、スポーツライフルやその弾薬、クリケットのバット、民生航空桟のエ

ンジンのトランスミッション、ウオークスルーの金属探知機や地方の電話システム、

複合材料を使った自転車、海上遭難用発火信号なども含まれている」と彼は語る。

アームスコ一社（国営兵器公社）とデネル社、それに地方の武器産業を構成してい

る　800の民間企業は、昨年GDPに約1パーセントしか責献していない。武器産業の

従業員が製造業の全雇用者数の05パーセント（7万人）を占めるのにである。ウィ

レット博士はそう指摘する。武器輸出は国内の絵武器生産高の約20パーセントを占

め、1万5千の雇用を生み出している、それはすなわち全武器産業従業員の20パーセ

ントにあたる。

昨年の武器輸出額8億5400万ランドは全輸出額の1パーセント、工業製品の2パー

セントを占めるのみだ。こうした数字から、防衛部門の南ア経済に対する貢献は弁護

者が主張するよりはるかに小さい。また外貨獲得や、国際収支や雇用機会も十分とは

いえないと博士は反論する。

国内武器自給のために努力をし、国家からの莫大な投資をしているにもかかわら

ず、南アは一責してかなりの軍事関連技術を輸入しなければならないのが現状だ。全

調達費用の朝パーセントは直接、間接に輸入に費やされる。つまり兵器輸出による外

貨獲得量はかなり減ることになる。
南アフリカ軍備公社が中東への兵器販売した際の大失策のために、南アの国際兵器

マーケットへの再参入は暗い影を投げかけられることになった。　　　（6／21「スターJ）
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◇　スキャンダル

こうした事態のせいで、キャメロン委員会の質疑や・マスコミの報道（南アが国連

の武器禁輸措置を意に介せずにルワンダやクロアチア、アンゴラ全面独立民族同盟に

武器を供給してきたというもの）につながったのだ・とウィレット博士は指摘する。

こうしたスキャンダルのために、政府の責任になる武器売り込みに対する悪念が沸き

起こり、新たな武器貿易政策を早急に見直す必要性が認識された。

◇　ルワンダへの兵器輸出の受益か1億ランドに

6月21臥199畔5月の国連によるルワンダに対する武器輸出禁止措置の発効以前に

南アは兵器輸出によって1億ランドの収入を得ていた、とジョー一・モディセ国防相は

下院で語った。

下院議会において、同国防相は1980年代後半から199時の相までに、南アフリカ

軍備公社は40ミリ・グレネイドランチャーや、107ミリ・ロケットランチャー、81ミ

リ迫撃法、R4ライフル、各種の口径の弾薬などの歩兵用武器、2600万ランド相当を

ルワンダ政府に輸出した、と語った0この契約は・1992年4月にデネル社がアームス

コ一社（国営兵器公社）から引き謎いだ0　　　　　　　　　　（6／22rスターJ）

貧困の実態を把握する

南アの半数の人々は葺しいということがどういうことなのか知っている0我が国の

芸圏について新たな調査から利札　　　　　　報告＝ノーマン・チャンドラー

南アにおける貫臥不公平、今後の発展について新しいレポートが提出された。こ

のレポートの焦点は、国際社会においては「中の上の平均収入を得る軌と評価され

ながら、この国がいかに富める者と貫しい者との格差とともに、子どもを取り巻く貴

国の問題に苦しんでいるかという点である。

国際社会によるランク付けの逆がおそらく真実だろう。というのも、人口の多数が

絶対的な貧困レベルのうちに生活しており、そこから抜け出すチャンスもほとんどな

いからである。こうした貧困は主に地方にはびこり、その主体は黒人であるロだが都

市軌こおいても大きな問責があり・そこでは黒人だけでなくカラード、アジア系、白

人社会の中においても真因は存在するロ

「そうした状況にも関わらず、貧困撲滅政策の策定は、貢園に関する基礎的な情報

不足のために滞っている」とレポートは指摘する。このレポートは・ホワイトフォー

ドとテレサtケラトワン（HSRC）が作成し・ケープタウン大学の行った生活水準

と開発についての調査データに基づいている。彼らによれば・199時においては、持

てる者と持たざる者の貧困格差は150億ランドを超えるほどの掛こなっており、これ‾一

は国内総生産の5パーセントにあたる数億であるロ「南ア経済の規模からすれば貴国

の間掛ま小さいものではあるが、質者の数が多いために・その撲滅を達成するのは容
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易ではない。」

全人口の457パーセント（1809万9652人）もの人々が貧困生活を送っているという

ことを知っている南ア人はそう多くはない。この数字からすると、南アの310万世帯

の3分の1が極葺の生活を送っているということになる。もっともひどいのが北トラ

ンスバール州に住む世帯で、次が東ケープ州、クワズールー・ナタール州、北ケープ

州の順である。貫しい中でも最も「裕福」な生活をしているのは、西ケープ州とハウ

テン州の世帯だ。

地方の人々は本当に貧しく、1300万人もの人々が政府の食料配給を受けている。そ

の多くが黒人で、ついてカラード、アジア系の暖である。一万、3万5千世帯の白人も

貴国ラインに迫っている。だが、人徳を問わず、女性と子どもが真の犠牲者である。

南アの全女性の半数が貫園ラインを下回る生活を送っているというのは恐ろしい現実

である。これは∴彼女たちが仕事にありつける機会が少ないがゆえに、より厳しい貧

困を押しつけられているためである。もし仕事につけたとしてもきまって賃金は低

い。また、家庭内の物資の割り当てもいつも公平になされているわけではない。

「女性が家計を切り盛りしている家庭では、貫囲状態に障る危険性が相当高くなる」

とレポートは指摘する。「地方の女性には仕事につける機会がことのはか少なく、し

たがって地方において女性が家計を預かる家庭には葺園の危険性がかなり高まる」。

家庭内においては子どもにはっきりした真因のつけがあらわれる。リポートによる

と、貧困を軽験した子どもは心身の発達に歪みが生じる危険性が高く、その結果、箕

囲状態から抜け出せない限り、一生不利な立場に置かれることになる、と報告してい

る。

東ケープ州とクワズールー・ナタール州にはそれぞれ210万人もの、北トランス

バール州には190万人もの貧しい子どもたちがいる。はかの地区を見てみると、オレ

ンジ自由州では63万5735人、東トランスバール州では63万6157人、ノースウェスト州

では58万5890人、ハウテン州では55万5426人の子どもたちが貧画に苦しんでいる。

全世帯のうち葺しい側の40パーセントで総収入の6パーセントしか稼いでいない一

方、裕福な側の世帯10パーセントで全世帯総収入の半分以上を稼いでいる事実も重要

である。

「こうした状況は、社会的な緊張を助長するばかりでなく、経済成長への足かせに

もなる」と著者は指摘している。「経済計画の立案者に課せられた課題は、経済成長

を隠語に伸ばし、その成長の多くの部分を社会の貧困な部分に分配することであ

る」。1993年に個人の捻収入額は2798億ランドに達したが、人口の4分の3を占める

黒人の取り分は、そのうちの3分の1しかない。このような状態は国際的な基準で見

れば、収入の不均衡の古典的な例といえる。

「ジーニ係数」として知られる不公平さの指標を使ってみると（この係数は0であ

るときに完全に公平であることを、1であるときに完全な不公平であることを表す）

南アにおける指数は0▲65で．ほかの発展途上国の数値、台湾（0．27）、シンガポール

（0．42）に比べ高い。

個々の世帯間にだけ収入の不公平があるのではない。ハウテン州と西ケープ州は

もっとも豊かな州である（もっとも、双方の境界線の中には200万人の宜しい人々が
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専らしている）が、北トランスバール州と東ケープ州はもっとも葺しい州で、760万

人もの登園者がここに住んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　（6／12「スト」）

敗北選挙区の失地回復へ厳しい戦い

◇　西ケープ州の粟を取り戻すためANCの苦しい戦いは続く

「もし我々が西ケープ州の地方選に負けるなら、この州を1999年に失うことになる

だろう」と、ANC筋は語る。しかし、昨年の我が国初の民主選挙で敗北した二州の
一つであるこの州を取り戻すのは容易ではない。カラードの有権者が持つ不安、国民

党の優勢、その他の問題が頭を儲ます。ショーー’ン・ジェイゴブスのリポート。

11月に予定されている地方選は、ANCの西ケープ州における地位改善に重要な意

味を持っている。同地区は昨年の初めての民主選挙でANCが敗北した二つの地区の

ひとつである。事態はANCにとって芳しいものではない。国民業は当地区のカギと

なる二者への影響力の強化に成功している。カラードの保守派の台藩や、労働組合鼻

の減少、内部抗争も助けにはならない。「もしも我々が11月の選挙に負ければ、

1999年には我々はこの州を失うだろう。昨年の選挙で得た得票率33％から今回40％ま

で引き上げられれば、1999年の国政選挙で勝つのにあと11％の得票率が必要だ」と語

るのは、この地区のANC報道官ブレント・サイモンズ氏である。

昨年の選挙では、国民党は西ケープ州の白人とカラードの票の3分の2をもぎ取

り、全体で53％の得票率をあげた。これに対し、ANCはアラン・プーサック氏の指

揮のもと、黒人からの90％の得票に加え、カラードの有権者の27％の得票を得た。だ

が酉ケープ州は黒人のしめる割合が南アの中で最も少ない（19％）ために、こうした

得票も、全体では当地区の3分の1を獲得するにとどまった。

西ケープ州のANC選挙参謀は今回の地方選の勝算は我々が一般の人たち、特にカ

ラードの人たちに、いかに自分たちがANCのやり方で利益を受けてきたかというこ

とを理解してもらうかにかかっている、という。だが、この戦略も国民党がこの地区

の基盤をかため、大臣、特に住宅供給大臣と州政府と警察を影響下に置いているため

難しいものとなっている。

◇　差別

新政府がカラードに対してこの地区で基本的サービス、すなわち住宅供給や差別撤

廃の適用に関して差別しているという噂もANCには不利に働いている。「我々が全

国レベルで行っているRDP（復興開発計画）の主導で人々が利益を得たときでも、

我々は国民党のジェラルド・モーケル住宅問題担当大臣を信頼しなければならないの

かい？」とある活動家は問う。

しかし、この地方政府のANCの大臣は自信にあふれるものではない。票を集めら

れるのは保健機構の閻鯨であるエイプラヒム・ラスールだけとみられる。彼は保健行
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政の全面的見直しを提案し、その中でカラードやアフリカ人のタウンシップに優先的

に病院を作るよう予算を計上することをうたっている○

彼の同僚であるレオナード・ラマトラケイン氏（運輸閣僚）とレルモ・カラコ氏（

スポーツ閣僚）は必死に動き出している。ラマトラケイン氏はまだ黒人のタウンシッ

プに道路を作るということを公約していない。黒人のタウンシップには満足な道はほ

とんど無く、運輸に関する白書の作成につまづいているありさまだ。カラコ氏は・当

初、環境と観光担当であったが、オーストラリアへの公式訪問のあと、省内のスキャ

ンダルで大臣の資格を剥奪された。だが、後の尋問で罪は晴れている。その後、省は

二分割され、国民党の閣僚が任命された。

ANCのこの地区のリータ」、クリス・ニッセンは経済問題担当の閣僚として行動

している。つまり彼はRDPの実行の責任を負っているのだ。彼は同時にANCのリ
ーダーとしての仕事と閣僚としての仕事の責任を果たさねばならないのだ。クリス・

ニッセンはANC仕切ることを通じて代わりに経済担当の大臣陰を求めるつもりだと

批判されている。当該大臣磯はANCの幹部会議でかつてのCOSATSU（南ア労

働組合会議）の活動家タスニーン・イソップが適任とされた後のプーサックの退陣を

継ぐものである。

プーサック問題はANCにも再びダメージを与えるだろう。ANCの全国、地区幹

部は、ブーサックのFPJ（平和と公平のための組織）によるいわゆる不正事件の発

覚後のダメージコントロールをきちんとやったのか、という批判を浴びせられてい

る。ANCの中ではプーサックが不正に関わったのかどうかについて意見が分かれて

いる。ANCを信じているがFPJにだまされた地域の人々は、果たしてプーサック

に断固たる対応をしなかった組織に投票するのだろうか、という問題がある。

だが、ANCは国民党のこの地区でのミスに乗じて票を取り戻せるのでは、と期待

をかけている。カラードの代議士が抱いている国民党の白人優先イメージを変えるぺ

きだという不満に、同党は取り合わなかったのだ。

◇　停滞

国民党の議員も選挙以来活発な活動を見せていない。国民党の一支部全体が暴力の

はびこっているマネンバーグにおいて見られるように、ANCの行動をともにしてい

るようなケースがいくつか見られる。

カラード民主党や、ユージン・テレプランシュのAWB（アフリカーナー抵抗運

動）とつながりのあるクリュアリング・ヴェイアズタンビエジンといったカラードの

右巽組織があらわれたことも、不満を抱える国民党支部の票で議席をとった同党に

とっては間宮の種である。rANCにとって必要なのは保守派に自分たちの本当の婆

をつきつけてやることだ。彼らは40年間この国を支配し、その間に堕落し南アを破囁

してきたのだ」とシモンズは語る。「選挙の前に仕事や住むところがなくなるのでは

ないかと不安にかられていたカラードたちには、ANCが選挙に勝ったことによっ

て、その不安が現実のものになった　か認識してもらわねばならない。我々にはカ

ラードの不安を安心に変える必要があのだが、そのためには今回の選挙は絶好の機

会だ」。
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時代　＝ま変わった

鈴木智英

『週刊金曜日』第90号に筑紫哲也がフランス核実験反対に関してこんなことを書

いています。「暴動はよろしくないと言われ、声高に反対運動をすると［ヒステリー

］（フランス首相の表現）と片付けられる。なかで不買運動を心がけることは平和的
だし、実効がありそうだ。個人的にはシャンパンを始め、フランスワインに遠ざかる

のはいささかつらいが、近年、イタリアとカリフォルニアのこの領域での台頭は目ざ

ましい。他にもスペイン、チリ、オーストラリア、ハンガリー産などがおすすめ。ブ

ランド付加価値の達人であるフランスの呪縛から目をさますよい磯会かもしれない。

」ちょっとまった！筑紫さん。どこか一つ忘れている国がありはしませんか。まさ

か、故意に落としたのではないでしょうね。かつて不買運動の対象だったから、まだ

名前を出すのはヤバイかな、なんて思っていたりして…。

売るべきではない時に売りまくり、売るべき時には一斉に商品を引いてしまう、そ

れが我が日本の訳の分からぬ企業です。今、南アワインを置いている酒屋やデパート

はけっして多くありません。今も苦も、酒屋で私は同じことを訊きます。「南アのワ

インありますか？」。かつては抗議をするために、今は南アワインを欲しがっている

客がいることをアピールするために。

読者の皆さん、なぜあなたは南アのワインを飲まないのですか？　まだ不買運動の

後遺症でネタバーグのマークを見ると鳥肌が立ちますか。それとも、どうせ白人経営

者を富ませるだけだとお考えですか。資本家を経由せず労働者とダイレクトに繋がる

ものでないと、お金を出す意欲が出ませんか。すべて正論、ごもっとも。しかし今の

南ア（資本家も労働者もひっくるめて）にとって、何よりも大切なのは1ランドでも

多くのお金が動くこと、そして1セントでも多くのお金が外囲から入ること。なら

ば、私たちの買うワイン1本も大きな意味をもっとは思いませんか。

それでは、ちょっと南アワインの宣伝を。日本で南アワインといえば『ネタバー

グ』か輸出専門のFKWV』くらいですが、実際には数え切れないほど多くのワイナ

リーで多種多様なワインを生産しています。おそらく、世界で最も変化に富んだワイ

ンを作っているといっても過言ではありません。その中から、私の個人的な好みでい

くつかご紹介します。酒屋で南アワインのリクエストをするときにでもご利用くださ

い。

『TveeJOngegeZellenl　南アでは200円台で買える安いワイン。しかし、軽やかで

すっきりした白ワインは気軽に飲むワインとして最良。ドライ～セミスイート。

陀oschendal』　「Grand Vin Blanc」はバランスのよいドライな白。しゃれたボトル

だが値段は安い。
『Nederburg且「Edelkeur」…シャトーディケムも真っ青の本格的貴腐ワイン。

「PrlVate Bln　00い…オークションワインで、00にはR103とかR354のような記号

が表示される。それぞれが個性的で良質。

『Meerlust』　rMerlotJ・・・南アとしては高価で1000円程。重厚なフルボディの赤とし

てフランスワインと十分に対抗できる極上ワイン。
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1－▼亡⊃」▲▼⊂コ一一▼⊂コ一一▼⊂コー▲▼⊂コ」－▼⊂コJ▲▼

くくぞ
今年の南ア音楽寛が発表された。その中で、今。虜ワ

ップを一番賑わせているのか、『ベスト　ニューアーティスト』

つまり新人賞を獲得したソウェト・ストリングカルテットのアル

バム『ゼブラ　クロッシング』だ。

一般のC Dの倍近い金額（邦貨換算約3000円）にもかかわらず、

C D店では特設のコーナーで売りまくっている。

英国マンチェスターの王立青菜院でヴァイオリンを学んだサン

ディールを中心とするケメセ兄弟とマコシー二・ムングー二によ

る弦萎四重奏団。しかし、青葉はモーツァルトやベートーベンで

はない。アフリカのリズムにあふれた軽快で楽しいユニークなオ

リジナルだ。一聴に価する。

発売は、BMGレコード（南アフリカ）。 ㌦
‾L▼⊂コ一一▼⊂コー▲▼⊂コーL▼⊂コーL▼⊂コ▲▼⊂コ一一

新聞販売率
ジョハネスバーグにおける日刊新聞の販売率が分かった。トップは『スター』で、

57・4％をしめる。二位は『シチズン』で19・2％、三位は『ビジネスデイ』の

9・9，6。黒人に人気の『ソウエタン』は9．2％だ。

しかし、その『スター』紙も売れ行きは芳しくない。なぜなら、1994年1月には1

ランドだった販売価格が、6月には1ランド10セントになり、今年はじめには1ラン

ド50セントに値上げされたからだ。わずか1年間で50％の価格上昇である。また、カ

‾ジャックなどの犯罪が急増したため・これまで一般的だった路上販売による購入が

減ったことも大きな要因と考えられる。（路上販売による売り上げは全体の拓をしめ

ている）。　　　　　　　　　　　　　　　（「スター」7／31参考）
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『マンデラの南ア』天柏人音　サイマル出版会　　紺0
「政府の内側に身をおく私が、この問題について語るには制約がある」と前置きして書

いた官僚のエキスキューズの乱だから、日本企業や日本政府を反アバの視点から批判し

続けた市民運動については一言も触れないし・もちろん正当な評価もしない。また、瀬崎

氏には触れても、東原領事やその黒幕の熊谷総領事の言動には一言も触れないし、反省も

しない各部会の悪いことにはまったく触れない態度は見事に一貫している。そして・反ア

パルトヘイトに誠心誠意尽くした良心的エリート外交官が歴史に名を残すというわけか0

悪夢だ。

『新生南アフリカ共和国』吉田一法著草の出版会￥2266
悪意に満ちた本よりも、善意に満ちた本で連発される「部族」のほうがタチが悪い。ま

た、「ホームランド」と「タウンシップ」を混同するなど、著者の勉強不足が気になる。

『南アフリカの歴史』レトド小ンプソン書明石書店＿￥6800
ボリュームのある本格的な南ア通史。訳語にも十分な配慮がなされており、南アを知る

ためのポピュラーな一冊になる可能性がある。巻末の解説（峯隆一）も充実している0

・11月号、12月号を廃刊特集号として編集します。そこには読者諸兄諸姉の文車

をたくさん載せたいと思います。どんどんお寄せください。たくさん原稿が集まった

ら12月号まで発行、少ない場合は11月号を最終号とします。・吉田氏の本を読ん

でいると、いかにも無防備でオメデタイ日本人観光客の姿と二重写しになります。自

分から犯罪を招くようなことをしている者に、その国の治安の悪さを指摘する資格は

ないと私は患います。敬遠せず、みんなで出かけましょう。虹の国へ。（Tom）
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