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社会が問題なのです FNEW NATIOM8月11日号

ムベキ副大統領のプレーンであり特別法律扁間であるモハンク・グンビ女史

が南アの女性が直面する課題について語る。　（インタとー：JlmyS印諒〉

＠南アには国民の祝日としての「女性のEJが必要だと思いますか？また、「女性の日

」以外は男性の白ということになるのでしょうか？

私は、女性のための特別な目があるべきだと考えますが、だからといってそれ以外の日

が男性の日であるという考えには同意しません。女性の日を私たちの社会が内包する問題

を認識する日であると理解します。それは性によって差別されている人々がまだいるとい

うことを認めることなのです。女性の日は、女性が日常生活で直面している同額を取り上

げようという日なのです。けれども、女性の日それ自体が私たち社会の女性が直面する問

題に対する解決策というわけではないのです。

㊥社会的に認識される必要がある、女性を取り巻く主な閉経点について教えてください。

私は女性が直面する主な閤産は社会制度の聞達と考えています。私たちには平等を保障

する憲法があります。けれども社会が変化するまでわし女性に対する社会の態度を変える

ために努力し、時間を費やすべきだと思います。

また、辺境地に住む女性が直面する問題もあります。改善はほとんど見られていませ

ん。彼女たちが期待できる唯一の日に見える変化は、施設を整えることによって彼女たち

のおかれた条件を向上させるために、成人教育プログラムや健康・デイケアセンターなど

に、より簡単にアクセスできるようになることでしょう。経済的な自立（あるいはお金へ

のアクセス）も重要です。多くの女性がさまざまなプロジェクトを企画しますが、それを

実行する資金がないのです。

㊥南ア文化、さらにはアフリカ文化が女性に対して善別的だと思いますか9　多くの女

阻特に辺犠地に事らす女性たちは、彼女たちが日常生活として受け入れている現状を

変えたいと蘇っているのでしょうか？

私はこれらの全てのことを時間をかけて解決することは可能だと患います。女性を差別

しているのはアフリカ文化だけではありませんが、南ア文化の多くが女性を差別するもの

です。ユダヤ人女性はこれを身をもって体験しています。特に辺境地には、生活のなかの

規範としてある種の抑圧を受けている女性がいることは事実です。私は、彼女たちが状況
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改善とその後の持続を求めていることを確信しています。この国における女性運動は選択

についての運動なのです。

㊥子どもは産むか、夫を持たずに独身を選択する女性が社会構造を破壊してしまうと思い

ますか？

いいえ、そうは思いません。家族についての私たち独居の概念は、変わりうるものです

し、いかなる家族の形態もあり得ます。

私の故郷である自由州のタパンチュウでは、家族というのは普通、祖母と母と子どもた

ちでした。それが後になって、男と女と2人の子どもというふうに変質したわけですが、

この定義こそ家族というものに対する現代の人々の理解です。しかし、女性だけで子ども

を育てた女性たちは昔からたくさんいるのです。女手ひとつで子どもを育てることを選択

した女性も、家族という単位を代表しているという認識を持つべきだと思います。彼女た

ちは家族を形成しているのです。家族とは男性を長として構成するものであるという、常

に男性に支配されてきた欧州文化から由来した支配的な定義を変える必要があります。

㊥堕胎の問題はまだ裁判所によって違法と決められたままです。堕胎は南アにあける全て

の女性の法的権利であると思いますか？

女性に対する全ての選択に関する権利には堕胎も含まれると考えます。私に強制された

親権は否定しますし、堕胎の問題を話すときに権利について語ることができるということ

も信じません。害法には、堕胎と死刑はどちらも違憲であるという意味の、生命に対する

権利を謳った条項があります。私は、生まれてこない胎児に権利があるとは考えません。

人間として生を受けてこそ権利を享受できるのです。

＠HlV感染者と診噺された女性には堕胎を勧めるべきなのでしょうか？

HIV感染者であるかどうかにかかわらず、女性が妊娠についての選択を自分で行うこ

とが認められるべきです。どんな状況であれ強制されて子どもを持つべきではありませ

ん。私は、社会制度費用を節約するためにHIV感染者の全ての女性が堕胎すべきだとは

思っていません。HIVに感染した子どもたちも有意義な生活を送ることはできます。

HIVそのものが堕胎するために十分な理由であるぺきだとは考えていません。人の生命

とその維持にかかる費用とを同じ天秤にかけることはできません。

＠女性のアファーマティブアクションについてお話されるときは白人女性を除外している

のでしょうか？

いいえ、そんなことはありません。女性は集団で差別されてきました。しかし黒人女性

は明らかに白人女性よりも苦しんでいるのです。しかしながら、白人女性と白人男性を比

べた場合、両者の歩み寄りは見られません。白人女性にしても差別を経験しているので

す。白人女性もまだ相当低い水準に置かれています。私は、何も黒人女性だけが社会にお

ける女性の地位向上運動の恩恵を受ける唯一のグループであるべきだと考えているのでは
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ありません。従って、アファーマティブアクションについて話すときに・白人女性を除外

すべきだと考えているわけではないのです。

㊥権力のある土筆な位正につき、その発雷が真剣に受けとめられるような力のある女性は

いるのでしょうか？

かなりの数の女性が該当すると患いますが、まだ十分ではありませんし、社会が十分な

ことをやってきたとも思いません。例えば閣僚のように糎力を持つ女性はいますし・その

省内では彼女たちの行動は十分な彰書を持ちえます。しかし、女性が其の権力に到達した

とは患いません。重要事項についてはまだ男性が決定権を握っています。例えば、ANC

や他の権力の組織が現段階での女性の代表や副代表でさえ選出するとは思えません。つま

り、樺力の中枢に位置する状軌こはないのです。私は各政党が女性を権力の中枢に位置づ

ける方向にあるとは患っていません。私たち女性は男性から権力を奪回しなければいけま

せん。私たちには投票権があり、味方が大勢います。とても妻軌、リーダーがいるのです。

＠けれども既に形成されている男性支配的な政党を通じて、女性のための組織を作ったり

働きかけていくことが答えになるのでしょうか9

私たちは両方を実行することができます。昨年の選挙に出馬した女性の党は、女性だけ

でも行動できるという事実を示すことができました。この覚は女性の定員配分の問題を

ANCが後に自覚の全国会議で採択するきっかけをつくったのです。女性だけで行動する

ことは重要なポイントですし、これは女性の覚が行ったことです。昨年の選挙は争点につ

いてというよりは、感†削こ基づいたものでした。マイノリティである白人からマジョリ

ティーである黒人へと権力が移動する象徴だったのです。私は、彼女たちは女性だけで行

動できるというはっきりしたメッセージを送ったのだと考えています。それによって与党

も女性比率を提示するに至ったのです。

㊥ANC女性連盟のような女性の組織は個人の相違によって混乱をきたしています鱒、女

性が共に起ち行動することはできると思いますか9

私は女性組織の意見の相違を常に衝突としてしまうことは間違っていると思います。女

性には各自の相違を表現できる権利が与えられています。それらは健全な善果であり、一主

張されるべきです。出ていく人も新しく参加する人も必要なのです。多種多様な立場全て

に賛同することはできませんが、全てを同化させようとした時、私たちは民主主義を失う

ことになるでしょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（訳：青沼真美）
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南アフリカ　ニュース抄

「あ捕アルトイトニュールター」編集部

極右の動き
◇　フォルクスタート（民族国家）の提案

右派のアフリカーナー民族戦線は今週末、彼らの提案を明らかにした。それはアフリカ
ーナーの民族国家を作るというもので、その最終的な境界線は白人による国民投票によっ

て決めるというものである。350ページに及ぶリポート『フォルクスリパプリク』は北ケ

ープ州、かつてのトランスバール州西部、オレンジ自由州西部がアフリカーナーの大部分

が住むにもっともふさわしいところだとしている。

◇　そして反対が

アサニア人民樺隋は、このリポートはその支持者にアフリカーナー・ホームランド建国

にむけて蹄争させかねないと危倶している。「アザニアには一寸たりともアプリカーナⅥ

が独占できる土地はない。救肝はフォルクスタート問題について、日和見主義的な態度は

捨てるべきだ」と、アザ二ア人民機構は週末に声明を出した。　　　　　　（5／6「スター」）

◇　アフリカーナーのホームランドキャぺ－ンが始める

自由戦績のキャンペーン、すなわちアフリカーナーのホームランドのための計画を売り

込むキャンペーンは昨日、自由戦線のリーダー、コンスタン・フユ」ノオン将軍とノース
・ウエスト州のポポ・モレフ上州首相との会談で始まった。ムマパソにおける今回の会読

は、自由戦績のリーダーが各州の首相と会い、自由戦線のアフリカーナーの民族自決への

思いを説明する一連の会議の一環なのである。

フユーリオン将軍は最近作成されたフォルクスタート・カウンシルの作成した民族国家

のための詳細な暫定リポートをモレフェ氏に提示した。

「わたしは知事に自由戦線が新生南アフリカにおいて、どうアフリカーナーを導いてい

くつもりなのかを説明しました。私たちはもはや権力の座にありませんし、もう戻ること

もないでしょう。だからアフリカーナーの役都を見つめ、この国に資するような役割を彼

らが果たし続けられるような方法を兄いださねばならないのです。」フユーリオン将軍は

そう語った。

フォルクスタート・あゥンシルのリポートの中で提奏された計画によると、ノース・ウ

ェスト州の主要都市、ポチェフストルームやクラークスドープが提案の中のアフリカーナ
ー自治国に重なる。

◆

l

◆

◆

1

1

◆



掩）あんちアパルトヘイトニュースレター 1995年10月1日発行　第三種郵便物認可

◇　農民たち

フユ）リオン将軍は各州首相たちとの会議について、「コミュニケーションを始めるた

めのもの」であり、まもなくフォルクスタートについての交渉が始まるだろう1とスター

紙に語った。

会読では自由戦線アフリカ・プロジェクトについても話し合った。このプロジェクトは

アフリカーナーの農民が他のアフリカ諸国の中でも農場を経営できるよう援助するもの

だ。このプロジェクトに参加している農民の多くはノース・ウェスト州出身である0

（5／31「スターJ）

◇　驚き。ANC、フォルクスタート（民族国家）の提案を歓迎

政府のリポートに、初めてフォルクスタートとしての可能性のある境界の精密な策違案

が掲載された。これは南アの地図に広がるアフリカーナーの「自治区」の連なる境界に

沿って考えられている。

暫定憲法によって成立したフォルクスタート・カウンシルのリポートが今遷ネルソン・

マンデラ大統領に提出され、続いて自由戟樽のリーダー、コンスタン・フユ∴－リオン将軍

が「ANC政権とアフリカーナーがお互いを信頼した豊かな実りだ」とこれを歓迎した。

この提案の中心には2つの地域があり、合わせるとハウテン州の15倍の広さになり、

この地域がフォルクスタート（民族国家）とされる。リボ】トによると、プレトリア郊外

の東西は豆の形をした都市の中心部で．フォルクスタートは他の人種38万人とともに、13

7万5千人のアフリカーナーを含む地区になる、としている。

「この地域はアフリカーナーが歴史的に自治の権利を主張してきた土地を代表し、その住

民はアフリカーナーが大多数を占める」とリポートは緩く。

この地区の外に住んでいるアフリカーナーには指定された自治地区に住む機会が与えら

れ、憲法用語でいう新しい形の「集中した少数民族」を形作ることになる。

提案によれば、フォルクスタートは南アフリカ共和国の中にあって、「憲法を制定する

権隈を持つ国家」となり、立法する権限をもつが、南ア共和国の他の地区と同様に南ア憲

法に従うことになる。このため、他言語グループのための制限施設とともに、アフリカー

ンス語学校や文化施設の運営継続に道を開くことになる。

数ある「連邦国家」の一つとして、現在の州と同等の存在としてフォルクスタートは

「南ア政府に委譲した権力を除き、全ての権力を行使できる」と提案は述べる。「構成国

家の寒法は南ア共和国憲法に謳われた普遍的、基本的権利と競合しない」。

騒がしく見得を切る右派がかつて要求したホームランドの、よりマイルドで穏やかな形

態であり、ここに捷奏された国家は平和的な手段によってのみ樹立しうる、とリポートは

書いている。「フォルクスタート建国を促進するために、人々を強制的に移注させるよう

なことはない」とリポートは主張する。

中っててフリカーナーのためのホームランドをという考えに反対してきたマンデラ大統

執ま、今週、この提案について挽くほど暖かい反応を示した。大統領は、政権移行に協力

した右派陣営にはなんらかの地域的自治を与えてもよいとさえ示唆した。しかし、国民党

のプアナス・ショーマンは今週末、次のように語った。フォルクスタートの提案は、かつ
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て保守党が提案し失敗に終わった計画を繰り返す恐れがある。そのときの掟集では、アフ

リカーナーの多数を確定するため、他の住民を巻き込んだ境界線引きが行われた。「プレ

トリアのある居住地区が含まれ、他が含まれないというのは、考えがたいことだ凸それは

つまりある通りの片価の住人はフォルクスタートに住むことができるが、その反対側の住

民はこぼれてしまうということだ。」「塾を縦断していわゆる昭治区　を作るという試

みは、グループ・エリア政策を強く思い起こさせる。」

フユーリオン将軍はアフリカーナーに警告する。南アフリカで絶対的権力の座に戻ろう

とするのはやめるべ孝二だ、と。「我々が権力の座についた時、いつもその権力が我々の目

を豊らせた。」「主権を持つ理想は臓ことどめるべきだが、国際社会から要求されている

条件があるということを受け入れ、この程度の自治で満足すべきだろう。それも今は存在

していなと、が。」と将軍は続けた。　　　　　　　　　　　　　（5／28rサ湧才イ最」）

◇　ANC、新しい州の仕組みについて討議

週末にジョハネスパーグで開かれたANCの憲法会議で、これまでの州政府に代わるも

のとして新たな州議会を設置することが提言された．会講では、州議会は「各州に関係す

る法律の処理を行い」そのことによって国政の一翼を担い、国と州政府の関係を円滑に

し、地方の声を国政に反映させる役目をもつ、とされた。この「協力統治」は、、今年はじ

めにANC琴堵傘革で発表されたものだが、州政府に対し「南アフリカのエ且として実効

的な権限」を与えようとするものである。

クワズールー／ナタールおよび西ケープ州の基本法案はANCが作るとしているが、A

NCが掌握している他の州についてはこの限りではないという。州のシンボルとして紋章

を定めるのは認めているが、州旗は認めていない。州旗を禁止するかどうかは各州で議論

してきたことである。

今回の会議は前回提案されたほとんどを受け入れている。その中には選挙のシステム、

上院の改編、1999年までに統合された国家の政府を完成させること、首相が大統領を補佐

すること、州の基本法や州政肝、伝統的リーダーの権限の制限なとが含まれている。

（7／31「スター」）

◇　警察博物館、アパルトヘイトの過去を展示

警察がアパルトヘイトの暗黒時代の自らの罪を認めたのだろうか？もちろん、そうで

はない。だが、プレトリアにある警察博物館を訪ねれば、誰しも驚くだろう。最初の部屋

には当時の品物などが並べられてい夢。＿忌まわしいパスブック、シャープビル虐殺の写

真、血痕のついた石、被害者の体から取り出された弾丸ネルソンqマンデラのリボニア

裁判のときの写真や・弾手を後ろ手に縛られ併せにさせられているスティーヴ・ピコの横

型、1963年9月5日から1987年3月26日までに拘禁中死亡した人のリストもある。′

別のコーナ「に選挙前のおびただしい数の爆破事件、ボックスバーグの自宅前の路上で

血まみれで倒れている暗殺されたクリス・八二の横型、貿易センターに投石するAWBに

ついての詳しい記述などがある。
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博物館の責任者マチルダ・スマル氏は、「警察側の視点からだけでなく、さまざまな角

度からの展示をすることにしました」と言う。けれども彼女の仕事はかなりの困難を伴う

ようだ。「年配の警察官の中には、こういった展示に反対する人も少なくありません。こ

ういう展示をするのは間違っていると考えているのです。しかし、過去において警察が忌

まわしい存在だったことはよく知られていることですし、それは認めないわけにはいきま

せん。ですから、私たちは客観的な展示をすることに決めたのです∴解釈は見る人次第で

す」。

スマルは、これらを展示した主な理由は、このようなことが二度と繰り返されないため

だ、と言う。博物館は南アフリカ人のみならず外国の人々にも何を展示してほしいか調査

した。5月にこの展示が始まってからの人気は上々で、博物館の人の話では開館後一度に

300人を越える生徒が訪れたこともあるという。スマルは現在の博物館の階上にさらに2

倍分の増設計画が進行中だと言う。　　　　　　　　　　　　　　　（7／31「スター」）

◇　英AAMを率いてきたトレバー・ハドルストン大主教（84）は7月、南アで余生を送

るために帰国したが、心変わりして英国へ戻るという。「南アへ着いてすぐ、ずっと心に

ひっかかっていた。私には英国でできることがまだある。ゆっくりと贅沢な宰らしをする

ことは出来ない」。　南アー英国の二重国語を持つハドルストンは、ウェストランドの養

護センターにいたが、この2ケ月間で体調が悪化しており、糖尿病を患っているという。

（9／15「スターJ）

◇　マーキノール調査によると、マンデラは圧倒的人気のある政治家だという．主要大都

市から農村部に至るまで全州に渡り3500人にアンケートしたところ、マンデラは80％の票

を得た。ムベキ（62射、デクラーク（51％）、プチレジ（2．5軋自由戦線のフユーリオン

（24％）と続く。黒人はマンデラを最も多く遥び、白人・カラード・インド人はデクラーク

をトップに選ふ白人の選ぶ二番削こマンデラが出てくる。　　　　（9／9「サントスクー」）

◇　ANCは、新憲法の基本的人権に関する条項の中で、財産権について、この権利が土

地改革を妨げないものとするなら憲法内にとどめるべき、との統一的考えを明らかにし

た。アズマル水問題相は、ANCは財産権を基本的人権の中に含むという方針をずっと

とってきたのだから、変更するべきではないと主張し、一方ハネコム土地相は、白人が土

地の没収を恐れていた時にこの条項が含まれてはいたが、そのような没収は行われないの

だから、財産権の部分を削除すべきだと主張し、ANC内で対立していた。

（9／10「サ桝イムズ」）

◇　ある火曜の午後4時、ルアンダーサンベ高速道路でユニタ（アンゴラの反政府ゲリ

ラ）の軍服を着た兵士たちに救援物資を積んだ車が止められた。13ケ月たった今も、車に

乗っていた二人（アンゴラ人と、アメリカのNGOアプリケア職員と結婚していたコンゴ

人）の消息はつかめない．同じような場所で、方法で、70人もが行方不明になっている。
一人も家族が誘拐されずにすんだアンゴラの家庭はほとんどないと言われる。アンゴラの
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2時の戦争の間に誘拐された人は何千人にものぼると言われる。　　　（9／2lrかJ）

◇　77年に殺されたスティ）ヴ・ピコの妻ンツィキ・ピコははじめて夫が死んだプレトリ

ア中央刑務所を訪れた。父親が殺された時2才と4才だった息子、そしてAZAPO（ア

サニア人民機構）の幹部らが付き添った。ピコのいた独房（2mx4m）は、新しくペン

キが塗られた様子で、小さなベッド、そしてトイレと洗面所があった。「夫が殴り殺され

た時ここにベッドがあったとは信じられません」と言い、ンツィキは床の上に花を置い

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／11「スターJ）

◇1980年以来・南アは年ごとに真因化しているという。ABSA（南ア銀行協会）経済

調査部によると・80年～94年までに、一人あたりの生活水準は11％（1年間に09，‘）低

下したという060年から70年には平均5．7％だった経済成長率も、この期間には11％であ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／18「スター」）

◇　米慈善団体ヘンリーり・カイザーファミリー基金が南アのNGOに委託した調査で

は、黒人家庭で家の中に水道があるのは20％、16％がトイレなし、約60，6が電気なしとい

う。そして3分の2以上（農村地帯では4分の3以上）が月900ランド（約字万5千円）

以下の収入で暮らしている。一方、約3分の2の白人家庭は2000ランド（約5万4千円）

以上の月収がある。農村に住む黒人の3分の1が一番近いクリニックまで1時間以上かか

り、2時間待つのに診療時間は5分以下だと不満を持っている。　　　（10／4「スター」）

◇　元暗殺部隊の隊長ユージーン・デコックは199時、ダークtコツィエ（同じく暗殺部

隊員で、のち数々の暗殺について暴罵し、ANCメンバーへと転じた）を殺害するため英

国のスパイチャールズ・シンプソンに会ったという．シンプソンは、コツィ工を殺すアイ

ルランド人を探すよう委託された。また、デコックは90年当時ザンビアにいたコツィエに

小包爆弾を送ったが、返送されたためソウェトの弁護士ベキ・ムラング二を殺害したと、

元隊員は証言している。　　　　　　　　　　　　　　　　　（9／27「スター」）

◇　看護婦のストライキが全国的に起こっているが、トランスカイでは7000人の看護婦が

解雇された。900人だけが政府の警告をきいて仕事に戻ったという。解雇された労働者は

復職願いを出さねばならない．看護婦の給料はそれほど安いのかという反論が多く、3～

4年の経験者でR3900／月と言われるが、2時勤めてR2000／月という現削からの主張もあ

り、病院により条件も異なる。　　　　　　　　　　　　　　　（10月各紙）

翻訳：野口正雄、弘中敦子他
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『コラム』

冷戦剛のタ己進国の援助が－　アフリカのノし
ノ宅】の．亡、に与え六三もう一つの悪影響

－「アフリカの現代日＝奉ノヽ達」の覇者カで一

男斬肝宝島EX「東アフリカ（言秀責整）読本」
の言己事もこ思う－

渋谷幾≡三

私は、九十年に取材し、昨年発刊した著書「アフリカの現代日本人達」の中で、ア

フリカ人男性と遊ぶ若い日本人女性について書き、先進国の女性と結婚することによ

ってお金を得たいがために日本女性とつきあうアフリカ人男性と、廃されやすい日本

女性の姿を追った。

ところが昨年秋に発行された別冊宝島EX「東アフリカ（誘惑）読本」によると・

私がアフリカで取材した九十年と比べてもその傾向は更にエスカレートしているよう

なのである。この本の中では、今やケニアでは外国人女性旅行者相手の男娼が登場し

てるとも報告されている（ダイヤモンド社・地球の歩き方■東アフリカ編の中でも）。

今から五年はど前、日本でもちょっとしたケニア・ブームが起こり、特に若い日本

人観光客がドッと押し寄せた。当時はハワイやバリ・プーケットなどで良く見られた

ィェロー・キャフ現象がケニアにも押し寄せ、若い日本人女性旅行者とアフリカ人男

性との交遊が現地の在留邦人遠のひんしゅくをかっていたものであった0他にも日本

の三十歳前後のモラトリアム青年達の現実逃避の場になったりと・目を背けたくなる

光景が見られたものである。観光ブームが通り過ぎた後の観光地というのは洋の東西

を問わず荒れるものと決まっているが、ケニアでもご多分に漏れず掛光ブームが現地

の人々の心に与えた影響は大きかったようだ。

かつては彼ら日本人女性と遊ぶアフリカ人男性は、彼女らとつきあって結婚まで行

けばしめたもので、その後は車、家電製品、家具等を獲得した彼は全然働かなくなる

といった程度のものであったのだが、現在ではケニア東海岸の観光ガイドを兼ねた“

ビーチ・ボーイ【が外国人女性観光客（日本人どころか、白人女性までも）をガイド

料をもらって観光地を案内し、その上その女性に気に入られれば夜には男娼と化す。

うまり金目当てのスケコマシがビジネス化：セックス産業化しているのである。

ちなみに若いケニア人男性達の現実は、いくら真面目に働いても生活が楽になるわ

ごけ貢もなく、増し耳前出の自動車、家電艶臥家具などを買えることなど夢の夢であ

る。ケニアでは平均月収は日本円換算で一万円以下、失業率は実質七十％くらいであ

る。
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私が五年前に取材した当時は、ケニア東海岸地域では白人男性とケニア人娼婦の姿

や日本人女性と現地の男性の婆は見かけても、白人女性と現地人男娼の姿は見かけな

かったわけだから、これはここ二三年の傾向と言えよう。これも日本人女性で＿上手

くいきすぎ、つまりうまくモノを獲得するのに成功して味をしめた彼らが、今度は白

人女性にまで手を出し始めたと、私は睨んでいる。

彼ら外国人女性旅行者を騙す男娼遠だけでなく、騙される女性達にも問題がある。

私は昨年ジンバブエでプレイ・ボーイのアフリカ人男性に騙されるオーストラリア人

女性を見たことがあるが∴彼女らのほとんどはアフリカの政治・経済その他の事情、

貫しき、危険さについてはほとんど理解していない（かつては若い白人女性旅行者で

も、アフリカの事情やその危険さを良く知った人が多かった。）。これはアフリカを

旅する日本人女性と事情は全く同じである。そんな無知な旅行者が彼らアフリカ人男

娼にとっては格好のカモなのである。

ちなみに、このプレーボーイのアフリカ人男性が、そのオーストラリア人女性とさ

んざん逆んで、数日後私に言ったことは、「私は今お金を持っていないし、二日間何

も食べていない。だから私に、お金を五十ジンバブエ・ドル貸してくれ。」という、

浅ましい、しまりのない言葉だった。

ケニアのこんな傾向には、多分にこの国の政治の在り方が影を落としている。この

国の大統領及び政府関係者は、冷戦時代に西側資本主義陣営が政治戦路上、アフリカ

の資本主義国ケニアに投下した援助を着服し、そして特定の民族のみを優遇し、彼ら

のみでなく彼らの家族までが皆これらの外国政府の援助、多国籍企業のプロジェクト

に寄生して飲み食いをし、そして貧困な生活を送る庶民の苦しみをよそに豪勢な生活

をしているわけである。「お偉いさんが外国政府、企業から恥知らずにもお金をかす

め取っているのなら、我々も彼らと同じようなことをやっても構わないのではないか。」

そんな彼らが外国政府、多国籍企業ではなく、“外国人女性”から何とかしてお金を

かすめ取ろうとするために考えた手段。それが外国人女性を誘惑することである。そ

してその結果、彼ら男娼達が得られるのは、車、家電製品、家具等である。

かつてマルコス時代のフィリピンは、幼児売春、ホモの外国人男性の慰みものの少

年達、観光客目当ての獣姦ショーなど、その腐敗もひどかったが（現在もこれらの問

題は続いている）、現在のケニアはそれを上回るのかも知れない。また、か｝つてのフ

ィリピンも日本政府、企業との癒着が言われたが、ケニアの場合も最大の援助国は旧

宗主国のイギリスを抜いて日本であった。

「般約にマスコミでは、援助による弊害が（例えば現地政府の腐敗といったもの）、

良く言われるが、それとは別にも観光公害といった次元でも、その弊害はあるようだ。

（1995年9月22日）
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南ア旅行のすす朗　柵隈編

先月号に『敬遠せず、みんなで出かけましょうゝ虹の国へ』と書いたら、異体的なノウ

ハウを知りたいというお問い合わせをいただきました。おそらく本誌の読者諸兄諸姉の多

くは、「綬光旅行」よりは「人々との触れ合いを求める旅」あるいは「状況の格心にせま

る旅Jを指向なさっていると患いますが、ここではより気軽に出かけるrただの観光旅行

」を中心にした初級編としてまとめてみました。

『彼とヨーロッパに行こうと貯金してきたけど、南アのほうがおもしろそうだから変更

したわ』F家族旅行でハワイに行こうと思ったけど、ケープのほうがきれいそうだから南

ァに変えたよ』という声が巷にあふれなければ、いつまでたっても南アは遠いまま・そし

て■特別な国”であり続けてしまうでしょう。ただし、以下の【鉄則】はお忘れなく■・■。

（Tom）

画つ’レ）旅

鉄月号その1
現他の人（南ア人、日本人を問わず）に迷惑をかけない！

南ア在住者からの招待あるいは特別に親しい友人ならばいざ知らず、初めて会う人に足

や宿の世話までさせるなんて失礼千瓦手ぶらで現地に乗り込み、「反アパ」を掲げて目
一杯甘えかかったおバカたちが掃いて捨てるほどいましたね・乱

移動手段と宿泊場所は自分の責任で確保したうえで、いろいろ教えていただくのが最低

限のエチケットというもの。

鉄貝uその2
“ただの脚アに、「反ア／〈」や「支乱のトッピングをまぶさないt

具体的な運動を担っているわけでなく、また、将来的な展望もないのに、それらしいこ

とを匂わせて現地の人と接する人がいました。間感をもって行くのはすばらしいけれ

ど∴現地の人が耕するような言動は慎まなければ・・・。『反アパを口にするたくさんの日

本人がやってくる。しかし、彼らは何もしてくれない。もうたくさん払』という痛烈な

批判を肝に錦じておきましょう。

銑員qその3
身の安全は自分の責任でⅠ

無神経な行動をして概を呼び寄せておきながら、「治安の悪さ」をあげつらうのは愚

の骨頂です。

貴重品がここに入っていますよと宣伝しているみたいなウエストポーチを着けていれば

掬われるのが当然、高価なカメラをむき出しでぷらさげていれ【窮tったくられるのが当

然。また、ひとり歩きができる場所、案内してくれる人が必要な場所、夜も外出できる場

所、いろいろあります。その場所に応じた行動をとり、それなりの注意を怠らなければ南

ア旅行を怖がる必要は少しもありません。
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南アへのアクセス
南アへの東行機の手配は、アフリカに軌lF道祖神』 、J●

を二重義挙
や簡安券大手のF打I S』を使う人が多いようです，

かし、経済制裁破りの前歴から前者を嫌う人もあり、

た大きな会社だと迅速丁寧な応対を期待できないという　　一一ノ／171

人もいます。そこで、比較的小規模で良心的な店をさが

すとよいでしょう。さしあたっての問い合わせ先を知らないという方には池袋のFUPエ

アーサービス（㈱うちくら）』（℡03－3971－4166）をご紹介しましょう。他

社より高く買うことにならないようこまかく配慮してくれますし、仕事は丁寧です。

なお、航空会社はストップオーバー（途中降機）をしたい国、郡市によって選定するの

が一一二般的です。シンガポールに寄るならシンガポール航空、クアラルンプールに寄るなら

マレーシア航空というように。ストップオーバーの予定がなければ値段で比較することに

なりますが、どの躇線も日本からの直行便はありませんから、接続の良し慈しも考えて選

ぶとよいでしょう。所要時間は接続の待ち合わせ時間抜きで、17－9時間（東南アジア経由

便）です。

料金はシーズンや航空会社、ストップオーバーの有無によって異なりますが、往復で10

万円台後半から20万円台前半が現在の相場です。（ただし、ヨーロッパ程由便はかなり高

額になります。）

国内の交通
鉄選りパス等の公共交通はとても使いにくいので、レン

二　㌦∵　一‥∴∫．棚、＝－（
車をもたないアフリカ人が移動のためにどれだけ苦労する

かを知るために、あるいは多くの人との触れ合いを求めてあえてレンタカーを使わないの

も　旅の方法のひとつですが、短期間の旅行者にはおすすめできません。また、場合によ

ってはヒッチハイクをせざるをえなくなり、それは【鉄則3】に反します。

南アの幹線道路はとてもよく整備されており、道路地図一冊あれば着いた日から車を運

転しても大丈夫。日本と同じ左側走行、右ハンドルです。ただし、信号のない交差点での
一時停止厳守、「フォーウェイ・ストップ」（すべての車が一時停止する交差点で、交差

点に入ったI削こ一台ずつ動き出します。）のルール厳守、速度制限（ハイウェイで1201Ⅶ／

h）の厳守は怠りなく。

レンタカーの予約は日本でできます。（例）AVIS BO120－311911

ハーツ80120－489882　（料金はかなり高く、日本国内よりいくらか安い程度）

普帥舶酬白人居住区に限られ岬その嘉H一

冊　南アにはアパルトヘイトの後遺症があちらこちらに残っています。安心して′こ
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南アへのアクセス
南アへの鈍行横の手配は、アフリカに軌、『廼祖神』

蔓二義秦多
や格安券大手のFHIS』を使う人が多いようです。

かし、経済制裁破りの前歴から前者を嫌う人もあり、

た大きな会社だと迅速丁寧な応対を期待できないという　　一㌢′′‾て・I

人もいます。そこで、比較的小規模で良心的な店をさが

すとよいでしょう。さしあたっての問い合わせ先を知らないという万には池袋のFUPエ

アーサービス（㈱うちくら）』（℡03－3971－4166）をご紹介しましょう。他

社より高く貰うことにならないようこまかく配慮してくれますし、仕事は丁寧です。

なお、航空会社はストップオーバー（途中降機）をしたい国、都市によって選定するの

が一般的です。シンガポールに寄るならシンガポール航空、クアラルンプールに寄るなら

マレーシア航空というように．ストップオーバーの予定がなければ値段で比較することに

なりますが、どの緯線も日本からの直行便はありませんから、接続の良し悪しも考えて選

ぶとよいでしょう。所要時間は接続の待ち合わせ時間抜きで、17～9時間（東南アジア経由

便）です。

料金はシーズンや航空会社、ストップオーバーの有無によって異なりますが、往復で川

万円台後半から20万円台前半が現在の相場です。（ただし、ヨーロッパ経由便はかなり高

額になります。）

国内の交通
鉄道㌧パス等の公共交通はとても使いにくいので、レン

：‥∴もチ　十十日ト∴：●（
車をもたないアフリカ人が移動のためにどれだけ苦労する

かを知るために、あるいは多くの人との触れ合いを求めてあえてレンタカーを使わないの

も　旅の方法のひとつですが、短期間の旅行者にはおすすめできません。また、場合によ

ってはヒッチハイクをせざるをえなくなり、それは【鉄則31に反します。

南アの幹線道路はとてもよく整備されており、道路地図一冊あれば着いた日から車を運

転しても大丈夫。日本と同じ左側走行、右ハンドルです。ただし、信号のない交差点での
一時停止厳守、てフォーウェイ・ストップJ（すべての車が一時停止する交差点で、交差

点に入った順に一台ずつ動き出します。）のルール厳守、速度制限（ハイウェイで12Oh／

b）の厳守は怠りなく。

レンタカーの予約は日本でできます。（例）AVI S　80120－311911

ハーツ80120－489882　（料金はかなり高く、日本国内よりいくらか安い程度）

督摘設が旧白人居住区に限られているのも、その一つの例藍。；日

命　南アにはアパルトヘイトの後遺症があちらこちらに残っています。審心して
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JAAC同窓会（最後の全国合宿）のご案内

みなさん、いかがお過ごしでしょうか。今頃、突然に何の案内だ、と驚かれた方も多いかもしれま
せん。実は今年の6月、梼原彰、古橋稔、牛嶋保夫、下垣桂二の4名が会食する棟会があり、その場

でJAACの同窓会あるいは最後の全国合宿のようなものを呼びかけてはどうかという話になりまし

た。
93年版の反アパルトヘイトカレンダー発行を最後に、JAACの名前を便わなくなって久しく

なります。全国合宿は、92年10月の名古屋での第14回で途切れたままです。この時は、名古屋
から7名、東京と広島から各2名、大阪から1名の合計12名が集まりました○しかし、かつてのよ
うに翌年の開催場所や日程を決めるところまでは至りませんでした。（ちなみに・第1回全国合宿は
78年5月に静岡で約20名が集まって開かれ、映画F南アフリカ解放への道月の自主製作などを決

定しています。）
みなさんご承知のとおり、JAACは規約を持った組織ではなく（その方向性を話し合った時期も

ありましたが）、各地のグループが自主的に集まっていたものですから、今臥みんなが集まる必要

性を感じなくなったのなら、このまま自然消滅しても良いのではないかという考え方ができます。‾

方、これまで14回も続、てきた集まりの坦なのだから、ひとつの区切りをつけて消滅してはどうか
という考え方もできます。私たちは後者の考え方に立ち、何人が応えてくれるか分からないけれども

とにかく呼びかけをしてみようということになりました．

集まりの性格は、JAACの運動の総括をするといったものではなく、同番会的なものにしたいと

思っています。かつて全国合宿に参加した人あるいはJAACの名前で行われた活動に参加した人
が、お互いに今は何をしているのか、何を考えているのかなどを自由に語り合う場になればと思って

います。それは、JAACの最後の全国合宿になるとともに、参加した人の間に新しい関係が生まれ

るきっか研こなるかもしれません。

この呼びかけ文は、上記4名と、とりあえず連絡が取れて賛同した2名の連名で発送します。全国

合宿に参加した人だけでも、かなりの延べ人数になります。現在、外国に住んでいる人、呼びかけ人
が消息を知らない人も多数にのぼります。別紙の発送リスUlに載っていない人の消息を御存じでし

たら、コピーを送るなどで知らせていただけれは幸甚です。
お会いできることを楽しみに、ご秦内いたします。

1995年9月

呼びかけ人
牛嶋保夫　大畠隆平　楠原彰

下垣桂二　秒野宰稔　古橋稔

記

日時　1996年3月30日（土）～31日（日）

場所　　栗東またはその近郊

参加費　宿舎代の実費

その他　とりあえず出欠の意志の確認をしたいと思いますので、10月31日までに同封の葉書暮2にてご

回答ください。出席を希望された方に軋来年2月頃、詳細な案内を含めて再確認の連絡を
差し上げます。

連絡先　〒578東大阪市若江南町1－6－3　下垣桂二　m〝瓜06－723－0929

【編集部注　発送リスト“は掲載しませんでした∴葉書損も同封しませんでした。遠路先にお問い合
わせください。］
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『南アフリカ』現代政治史の鳥取図
堀江清一郎薯　国際書院　　￥3500

在プレトリア日本国捻領事軌こ勤務したことのある著者が、その貴重な軽験を生かして

書いた“学術論文集ガ。詳細な記述で、参考になることが多い。

著者の基本的な姿勤ま・「アパルトヘイトにまつわる感情論を排し」・できるだけ政治

分析に徹して、「アパルトヘイトの神話」の呪等をとくことにあるらしい。

日本においてアパルトヘイトを悪と断定する〟錦の御旗”をもてば、教条主義やナイー

ブな正義感を振りかざしても官軍扱いされてきたと按は指摘するdそして、「正面切って

のアパルトヘイト形成史の解明は事実上タブーであったと言える。まかり間違えば、南ア

政権の支持者としてのレッテルをはられかねないからである0」とも青く。

しかし、「正面切ってのアパルトヘイト形成史」にしては陳腐なアフリカーナー中心史

観と紙一重であり（第1部第1牽アパルトヘイト形成史）、鳩状分析の乱にしては情

報の羅列に終わっている（掛こ第1部第3章ナタール地方における黒人間の抗争）ことに

物足りなさを感じる。
一掬の御旗”をもって自由な論議をタブー化する者がいるというなら、その相手を具体的

に明示すべきだし、政治分析に徹するというなら本当に徹してほしい凸より本質にせまる

新たな論考を期待する．

・通常の内容の発行は今月号が最終となります。次回は・読者諸兄諸姉から寄せられ

た文章や、いままでお世話になった皆さんにお掛、した文章を載せます。・最後の最

後になって翻訳協力者をさがすために大騒ぎしてしまいしまた。プチレジ関係の記事

など掲載したかったものがたくさんあったのですが、断念bお忙しいにも関わらず・

締切日厳守で翻訳してくださった青沼真美さんに心から感表れ、たします。（Tom）

発行　アフリカ行動委員会Fあんち・アパルトヘイトニュースレター』編集部
〒343埼玉県越谷市上聞久里1051－2－716　FAXtD489－78■5280

郵便振替　00100－6－549592（口座名「反アルトイにユールター編集乱）

発　行　日1995年10月lE碇価3百円・年間購読料3千円


