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lかけ敦子
須11句さんへ

お疲れ礫でした。お一人にまかせっきりでFニコL一一スレター」が終わってしまうのが寂

しい…と言うのは勝手なことだと患います。でも、毎号記念切手が炸■にはってある茶封

筒がもうこないかと思うと一抹の寂しさは隠せません。

何かと動向を見守ってきた南アは一見静かな国になりました。英雄マンデラも世界各国
に行っては金策に腐心する政治家になってしまいました．多くの不平不満がマグマのよう
に南ア国内にtいていることでしょう。

その辺は日本も同じです。もっとさめきっているかもしれません。自分のことしか考え

ない人が当たり前にいて、傍若無人な人間を叱る人も少なくなってきました。中途半頑な
個人主義があふれ、外見はっかり「アメリカ仕込み」です。うわっつらばかり。

失礼を承知で言わせてもらうと、そんな生活の中で、アパルトヘイト撤廃前の南アのブ
レイク寸前の熱気に日本の人たちは励まされていた気がします。恥かしいけど言っちゃえ

ば「人間の尊厳jとか「怒り」に触れたこと。日本人が、と－つても鈍感なものです。日

を転じれば日本国内にも、いえ家庭にもうずまいているのに変ですよね。南アから教えて
もらったことを忘れないようにしたいと思います。

南アに興味を持った時、私はなんと19歳、生意気なガキで自分の知ってる知識を背伸
びして振り回していましたよ。その私ももう20代後半。会社社会に染まりつつあります
が、おかしいことには「何？」と怒っていきたいと思います。

須閃さん、本当にありがとうございました。そして、これからも、宜しくおつき合いお

厳いしますね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（十月八日）

人為抜余技
■旦凛冬号しこ寄せて

昨年度で、SAFEsectionとしての活動を打ち切った私たちは今、それぞれの道でい

ろいろなことを考え、悩みながらも日々歩んでいるところです。
SAFESeCtlOnとして月2匝l開いていた姐強会の中で私たちが学びとったことは、今

でも一人一人の胸の中で大きく響いています。南アフリカのことだけでになく、日本のこ
と、自分自身のこと、そして自分と世界の関わりのことなどです。

私自身が、勉強会の中から学んだいちばん大きなことは、「F豊か』な生活は、誰かの
F犠牲jの上に成り立っている」という事実でした。このことがどんな意味を持っている

のか、私は今も考え掛けています。例えば、自分の今置かれている状況というの旺一体何

なのか、自分がこの国で生活しているというのは即ちどういうことなのか、自分は「世界

Jとどう関わっていけばいいんだろうか、自分の中で向き合っていかなくてはならない問
題はたくさんあります。

これらの問題は、つきつめていくと結局は一日分の生活』に行き着くのではないだろう

か・・・、最近そう患い始めました。r生活」とは、自分の生き方や暮らしそのものを反映し
ている言葉だと患います。「生活を考える」ことは、自分と環境、自分と自然、自分と地
球、そんな閑係を考えていくことになるでしょう。もうちょっと言えば、それは「人間と
は何かJという間庵にもつながってくると思います。

いつも悩み続ける人間でありたい。私も今、自分がこれからどういう生活を送っていく
のか、そのことで頭がいっぱいです。

最後になりましたが、毎月毎月、貴重な南アフリカの情報を私たちに拓けて下さった編
集郡のみなさん、本当にありがとうございました。
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くけたのぞみ

So Far Frorn Africa，So Close to What9

－とんとん速くなるアフリカー

1990年2月にネルソン・マンデラが解放されてから早くも5年の歳月が経とうとしてい

る。手元にあるバックナンバーをひっくり返して見ると、私がニュースレターに参加し始

めたのは198時7月号（第3号〉からだ．笹生博夫さんが南アの週刊紙ウィークリーメイル

やニューネイションから記事を選んで、それを私が翻訳し、笹生さんがチェックして、私

が入力、プリントアウトするというパターンで始まった。

1990年2月からは私もウィークリーメイルを購蓋しはじめたので、記事の選択も自分で

やるようになった。それがどのくらい掛ヽただろうか。途中から、今度は私が記事を選ん

で、弘中敦子さんが訳し、やんわりと、しかし執拗に、連綿を怠らない須関さんを経由し

てファクスが届き、それを怠け者の私がチェックして、かろうじて締切までに送り返す、

そんなサイクルで断続的にしばらく続いた。そして今年の春ころ、私が巨の不義のために

とうとうギブアップ。今も新聞はまだ届いている。でも、この半年ほどの分は未開封のま

ま、こうしている間も私の脇にうずたかく積み上げられたままだ。ああ、どうしよう、こ

れ……。

1988年8月早稲田奉仕園の「アジア・オセアニア・ワークショップ」から始まって、89

年1月にハラレの会議に出席したり、8月に「南ア女性キャンペーン」で走りまわったりし

たころが、私が反アパルトヘイト運動に最も時間と労力を費やすことができた時期だっ

た。その後、ニュースレターの掛拗高柳美奈子さんから頚閑和昭に変り、関わり始め

たころ小学生だった3人の子どもたちもいまでは中学生と高校生になって、見上げるよう

に大きくなり、その分大きな悩みも抱えるようになった。ネルソン・マンデラはいま南ア

フリカの大統領だ。

こうして振り返ってみると、人と人が出会い、行き違い、遠ざかり、また出会い、と実

にさまざまなことが起きたなあと思う。個人的には薫しかったとか、苦しかったとか、ひ

とまとめにしてしまえない、実り多い時間ではあった。
一際の本の翻訳からアフリカに近づいた私だったけれど、そしてこの間、何冊か世に送

り出すことができたけれど、その間に流れた時間について、なかなカらまく言葉にできな

い。ベッシ一・ヘッドの編集F優しさと力の物語』がもうすぐ出ることになっているけ

れど、まだ前途多難だ。

そうこうするうちに、なんだかぐんぐん遠くなっていくアプリ九，

それにしても、長い間、輌集長、須閑さんJどくろうさまでした。

（1995．12．9）



－（小山・もアパルI↑イト二・一スレター　　　　　　1■●■山月181円旦二二二二二三事

l℡ヰ各丘

僕しことっての「了，プリカ行動委員会」

1982年のある臥「南ア領事館へ抗議に行かないか？」

それが、僕がアフリカ行動委員会へかかわった一歩でした。南アのこと、アパルトヘイ

トのこと、ほとんど何も知らないくせに、人とのかかわりのうちに参加するようになりま

した。

いろんな人と知り合いました。世の中の関心が一番高かった噴、恵比寿の事務所には、

入りきれない数の人たちが集いました。山去る者は追わず、来る者は拒まず”という色合

いの行動委員会で実に多くの人を知りました。そして多くの人が去りました。

後年、解散するか、しないかという議論を何度も経て、“やろう”という人間がいれば

やり掛ナようという状況が続きました。その中に僕が居ました。しかし「何をやるのか？

」みつけられないうちに事務所を閉じました。様々な人がかかわったプロジェクトに対す

る通信が多く釆ました。しかし、それにほとんど応えられない自分が居ました。なんで続

けているのだろう？何がしたいのか？・‥叩。自問自答の日々が続きました。最後は「ニ

ュースレターが続く限り看板を降ろさない」という半ば他人まかせ的な根拠しかありませ

んでした。そのニュースレターも閉じることになりました……。

何ができるのか、何をしたいのか、これからも自問自答が続くでしょう。今、思い起こ

せることは、南アのどなたかが言ってらしたこと、「あなた方の世界で蹄うことが我々と連

帯していくことなんだ」という言葉が僕の自閉となっているということです。僕の立って

いる世界（場）で僕を出していくことが、この行動妻から学べたことだと思っています．

今まで様々な力を貸して下さいました多くの方々、どうもありがとうございました。ま

た、どこかで。

せ梼　聴

とうとう『あんちアパルトヘイトニュースレター』も終わってしまう。南アフリカも新

しく生まれ変わり、大いなる矛盾・困難に直面し、そこから何か新しい制度が生み出され

るかもしれない。それなのに日本と南アフリカを結びつけていた一つが終わってしまう。

残念に患う。

アフリカ行動委員会も市民運動ならば、自衛隊のルワンダPKOに対して何も対処でき

なかったのは問題であったと最近反省している。一つの転機にならざるをえないと思って

いる。
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倉林虎男　日本テレビ

ミュージカルのFサラフイナ』をNYで見て、その圧倒的な音素の力と現実の婆に驚

き、そのまま走り出して、マンデラ来日時には巳大講堂で司会までやってしまいました。

ラジオのアナウンサーだった私も、今はテレビの書酪南アの変遷も、大槻巨も横

目で見て、現在はオウム裁判の取材を責任持ってやってます。

植原先生はじめ、皆さんのこれまでの努力に最大の敬意を払います。ご苦労さまでし

た。でも、アパルトヘイトの本質が本当になくなるのはいつなめでしょう？

サラフイナと仲間たちがソウェトの高校で蹄った、差別と貧困の克服が本当に達成でき

る日まで、私もどこかで見守っていたいと思います。

薇本　品

約四年間の購読、とても楽しませて頂き、ありがとうございました。

患えば大学」年の時本誌を紹介され、まがりなりにも自分の望む仕事につくことができ

た今現在に至るまで、日本国内はもとより世界は大きく変わりました。そうした中でも、

やはり南アフリカは私にとって一番三日してきた国であり、今後もいっそう執、をはせる

べき土地となることでしょう。

私のこれからの人生の中で、出会い、そして思い出となっていく種々な毒物とともに、

同じ時代に生きる数多くの地球人に心からのメッセージを送れる人間になっていけたら

と、強く強く患います。
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杉本仁一朝日新聞編集委旦

権力闘争と　「反権力」　闘争

権力蹄争と反推力闘争は、どこがどう違うのだろうか。

簡単な話です。「あいつを権力の座から引きずり落として、オレが座るんだ」というの

が権力貯争。自民党の派閥争い、新進党と自民党の蹴り合い、米国の民主党と共和党の対

立。みんなそれです。

一方、反権力闘争は、「権力とはつねに断っていく」という運動です。その裏には、権

力というのは基本的には悪いことをする存在であるという仮定があります。したがって自

分が権力の座にすわるつもりはなく、権力闘争の外にいて、既成の握力を批判するスタン

スを失わない。たとえば全共閑、べ平連などがそうでした。

それでは質問です。次のグループのうち、反権力財争の組凱まどれでしょうか。

パレスチナ解放機構（PLO）

南ベトナム解放民族戦線

アルジェリア解放戦線

アフリカ民族会議（ANC）

苔え。一つもありません。

PLDは、「支配権力をイスラエルからもぎ取り、自分たちがパレスチナを支配する」

ことを目的とした組織です。南ベトナム解放民族戦線は「南ベトナム政府＝米国」から、

アルジェリアの場合は仏植民地勢力から、支配権力を奪い取ることが目的でした。

ANCにしても同株です。「白人支配を崩壊させる」だけが目標だったわけではなく、

rその後で自分が権力を握るJことが目的だった。まどうべくもない「樺力l将争」だった

のです。

では、部外者である私たちの反アパルトヘイト運動は何だったのか。

これは「反権力闘争」だったことに間違いありません。私たちが南アの権力を握れるわ

けはないのですから．

①黒人大衆を虐げる白人支配権力は間違っており、黒人解放を実現させるべきだ。

②ANCは異人の解放に向けて闘っており、解放連動の主体としての正統性を持ってい

る。

③それは明らかに権力尉争であるが、方向としては私たちの期待と一致している。
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⑳したがって当面、ANCの好いを支援する。

」私たちの運動は、そういう論趣に基づいていたのではないでしょうか。つまり・視

点はつねに「黒人大衆の解放」にあるわけで、ANCはその補助的な役割を果たしていた

にすぎません。ANCは、いわば脇役なのです。

しかし、長い運動の過程で、ともすればその認識が甘くなりがちでした、運動の目標が

「ANCこそすべて」に短縮してしまったケースが多々あったのではないでしょうか。

そうした思い違いは、日本の反権力運勤を混乱させる原因となってきました。たとえば

ベトナムの場合、「南ベトナム大衆の解放」が主役で奉るにもかかわらず、脇役の解放戦

線を葦投と軌、違えてしまった。その結果、人々は新しいベトナム権力の腐敗や人権抑圧

の事実に日をつぶろうとし、それが隠しようのない事実だと分かると、挫折し、運動から

つぎつぎに手を引いてしまうのです。

アルジェリアについて、「元活動家」たちから私の記事を非難されたことがあります。

「アルジェの戦いを英雄的に競い抜いた彼らが腐敗するはずがない。解放戦線政府の腐敗

がイスラム原理主義の台頭を招いたというお前の記事は違っている」というものです。

しかし、権力が欲しくて闘ってきた勢力が、手に入れた権力にしがみつこうとするのは

当然ではないでしょうか。権力を他者に渡したくないから、批判を封じ込めようとする。

やがて新しい准力による人権抑圧が始まる。そこで腐敗が生まれます。

権力は腐敗する。絶対裾力は絶対に解散する。これは真理です。PLOのアラファト議

長の人権抑圧と腐敗は、残念ながら事実です。彼軋　自分の権力維持の方を、パレスチナ

大衆の幸福より優先させてしまったのです。そうしたことが起きたときひどい目にあうの

は、私たちの主役であるべき大衆なのです．ANCとて、それから逃れられるものではあ

りません。

私たちの運動が「反権力闘争」であるなら、私たちの視点はつねに大衆とともになけれ

ばいけない。新しい襟力が大衆を虐げているなら、今度はそれをきちんと監視し、批判し

ていかなければいけない。そのスタンスを忘れてはいけないのです。

1985年当時、ウィ二一・マンデラの、大衆を忘れた傲慢ぶりを記事にしたことがあ

りました。ところが、一⊥部の読者から「朝日はアパルトヘイトを助けている」と非難され

ました。ANCについても、ベトナムやアルジェリアと同じ「取り違え現象」を起こして

いる人たちがいるな、と感じたものです。

やがてネルソン・マンデラが釈放され、来日しました．そのときマンデラは、反アパル

トヘイト運動を続けてきた市民組織より先に∴経団連に振動こ行ってしまいました。それ

に腹を立て、反アパルトヘイト運動から離れてしまった人がいると聞きました。やはり、

取り違え現象だと思います。

権力を握るものにとって、経済基盤を確立するのは大切なことです。権力闘争の勝利を

確定したマンデラがそうした行動を取ったことは、むしろ当然だと患います。ちょっと正
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直すぎる感はありますが、それは取り巻きが意かったのでしょう。むしろマンデラに私た

ちが期待しなければいけないのは、挨拶の順番ではなく、早く経済基盤を確立し、公正な

政治を行って、苦しむ大衆を救済してほしい、ということであるべきです。

ANC幹部の中には、権力の座につくや早くも腐敗し始めたものがいます。大衆の敵で

す。黒人大衆の解放を目指して反アパルトヘイト運動に関わってきたなら、こうしたAN

C権力の腐敗に対しても、継続的に厳しい監視と批判を続けていかなければならないはず

です。「白人権力の黒人抑圧は許せないが、黒人権力の場合は仕方がない」と考えている

としたら、それこそまさに人種差別ではないでしょうか。

権力闘争の場合は「これで目的達成」というゴールがあります。しかし、反権力尉争に

ゴールはありません。権力が存在するかぎり、永遠に続く好いなのです。しんどいけれ

ど、粘っこく続けていかなければならないものです。そこら辺、間違えてはいけないと思

います。しかし、現実はそうはいかない。

ANCが合法化されたのは1990年。アパルトヘイト廃止が91年。「取り違え現

象」的な意味での運動目標は、次々に消えてしまいました。「取り違え派」は目標を失

い、南アの大衆の状況になど日もくれなくなりました。

そんなやりにくいご時世の中で、『あんちアパルトヘイトニュースレター』はよくがん

ばったと思います。そして、編集にたすさわった須関知昭さん、ごくろうさまでした。

95年5月、元朝日ジャーナル編集長の伊藤正孝さんが亡くなりました。25年も前

に、日本にアパルトヘイトの実情を初めて詳しく報告したジャーナリストであり、「反権

力」「大衆の視点」という腰がまえを決して忘れない人でした。伊藤さんの死とニュース

レターの廃刊。なにか時代的なものを感じます。

しかしr反権力」のわれわれとしては、休むわけにはいきません。まあ、一息入れて、

またシコシコと始めましょうよ。
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山17三人

－つの摺瀞

いよいよ終刊だときく。一つの時代が終わろうとしているのだろう。先ずはFニュース

レター月を支えつづけてくれたヴォランティアの人たちに∴値入的な感謝を捧げたい。

五年まえ不慮の鵬骨折に遭っていらいとり材ナそうだが，スタミナ欠如ゆえに行動力

が萎えて集まりにも出られなくなったぼくは、ほとんどもっぱら『ニヱ∴－スレター』にの

み情報源を求めてきたといえるからである。とりわけ「草の軌の動きについて私

淡路・阪神大敵につづいて地下鉄サリン要件で始まった今年は、戦後五十年であった

だ捌こ、この宰慨掛こおける日本の歩みの大きな歪みそのものを浮彫りにすることにもな

った。奇妙きてれつな連立政椎に儲罪米酢はもとより（不離越紗ができようはずも

なく、国際的に醗憩をさらすにとどまったことにぼくはけっして驚かない．

南柘アフリカで「名誉白人」ではなくなったとしても∴独善的憾日本人の実体じたいが

変わったわけでないことも、少なくともわれわれ仲間には明々白々であろう。南ア人民の

脱アパルトヘイトの建設が「覇ユタで成るべくもない、多年を要する樹業であることも

心得ている。そして、かれらが建設的努力を放奏しないであろうことも。

この弓なり汚染列島にこだわりすぎたと見えるだろうぼくはこの“こだわり”を墓場

まで持っていくしかないが、いたずらに絶望に陥るまいと踏んぼっている。㈱から

もほとんど何ひとつ学ばなかったこの国では、大学においては文部省主導の「教諜部」解

体が着々と進み、冷戦鱗茎の崩壊にも関連して例えば「日本アジア。アフリカ作家会勤

は解散を議事日程にのせた。「つの時代の終焉を想わざるをえない所以である0

しかし、バブル経済が崩壊し金融機関の犯罪的破廉恥が露艶しても、行政紳すべてに

わたる官僚政治の賃乱等々はまだ終わらない。政治。外交の蕃鱒柊の地・数ある不易の

現象から〈人権後樹だけを、これにつけ加えておくとしようか。

だが、ぼくたちは断じて初心を忘れないだろう．概は、四半世紀まえよりはるかに意

図的にくあいまい〉であり－それゆえ目に見えぬ困難さを増してはいるが、新たな「かた

ち」を探りつづけるばかりである。また半世紀（ぼくは消えるが）、南ア人民の建設の闘

いに熱いまなざしを注ぎつづければ、新たに見えてくるものがきっとあるだろう○

火が消えたのではない．個人的な感謝を超えて、連綿と未来の諾世代に松明を渡し継ご

う。
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全山思え

タニ／‾ヴ二アから

タンザニアに住んで、もう六年がすぎました。この間、何をしていたかといえば子供を

二人、当地で出産し、タンザニアの人に助けてもらいながら育てているといったことだけ

で特に何もしていません。

私はここに住んでいる人たちと同じ目線で物を見語り合いたいというのが長年の夢な

のですが、もともと友達を作るのが下手ということもありますが、そのはかにも経済的な

ことなどいろんな要素がからまって悲しいかな、心からのタンザニア人の友人を得るのは

なかなか難しいことでした。でも最近、ちょっとうれしいことがありました．

10月から11月末にかけて2週間ほどキリマンジャロ山麓のルカ二村というところに

行ってきました。知人のタンザニア人、アレックスのふるさとで、彼ら十家が帰省時に使

う家があいているので、そこに泊めてもらいました。

タンザニアの一・番暑い時斯でも、朝晩、長袖の上着が必要なほど涼しく、3、4軒が共

同で使う水道からはキリマンジャロの湧き水が出てくるといったとてもよいところです。

私と子供たち（夫は仕事の都合で乗られず）の行ったときはちょうど年に一∵度のコーヒー

収穫のシーズンで山の斜面の畑には背の高いバナナの木に守られるようにして赤い実を付

けたコーヒーの木が一面に並んでいました。

実は去年もここに果たのですが、アレックス一家と一緒だったうえに下の子知世の人見

知りの激しい時期だったこともあって彼らに頼り切ってしまい、．浅津とちょっと料理を手

伝うくらいであとはボーッとすごしていたんでありました。けれども今回はアレックスの

家には留守番役を仰せ付かっているアレックスの甥っ子（22才）とお父さん（82才）

が寝泊まりしているだけで、二人は畑仕事で忙しいので、私が水改み（10m先の共同水

道から汲んでくるだけだけど）、炊碧（炭火のコンロを使って。ほかのママたちは近所か

ら取ってきた木を乾かして薪にしてる。火起こしがけっこうたいへん）、藩（もちろん

手洗い。固形せっけんで）、掃除（コンクリートの床の場合、雑巾がけ。雨が降るとドロ

ドロになりたいへん。土の床の場合、ほうきがけ）、買い物（私は歩いて10分の雑貨屋

と肉屋しか行かなかったが、バラエティに富んだ野菜を食べたかったら遠くの市場まで行

かないとだめ）、畑仕事のお手伝い（コーヒー摘みとか。ほんのちょっとだけだけど）と

冒いっぱい（でもないか．水汲みと掃除に関しては大分甥っ子に手伝ってもらいました

し、鰍こ住んでるアレックスのママにもいろいろと助けていただきましたし）やったの

で、たるみ気味だったお腹も2週間で見事にシェイプアップされ、足にはフンザ（やわら

かい皮膚から虫が入り込んで卵を産む．こわいよ～。でももう治ったから大丈夫）うおの

日までこさえてしまいました。少しは田舎のママたちのたいへんさがわかったのでは・・・と

思っています。
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5才の篤史と2才の知世が村の子供たちといっしょになって、おもちゃなんかはM

なくても一日中ころげまわって遊んでられたのは、こりゃ私たちにとって財産だなと思い

ました。差別しない子に育てたいというのが私と夫の」細lですから。

その分、淵がたいへんでしたけど。赤土で服も体もドへ1コドロ。子陰って本来はめち

や汚いもんなんだという議抽約こしました。もっとも村の子供たちは2、3日はおん

なじものを着ていますが、（合理的だと思った）それでも他のママたちも天気のいい目は

ほとんど毎日疏渚していたようです。水筍で洗濯をしながら近所のママたちと子供たちの

ことや、コーヒーのこと、選挙のこと（10月29日がタンザニアで初めての複数政熟こ

よる総選挙でした）などをおしゃべりするのが、私にとってはとってもうれしく薬しい時

間でした。

アレックスのママが摘みたてのキリマンジャロコーヒーを煎ってくださいました。細か

くくだいたそれを沸騰したお顔に入れト案恭しを使ってマグカップにそそぐ。もともとそ

んなにコーヒー好きでない私でもうっとりするような香りと体に染みわたるような深い味

わレヽそれはコーヒ「収穫の苦労と楽しみを（ほんの一部分ではあっても）目のあたりに

したからでしょう机そんな贅沢なコーヒ…を葉しみながらあせらす、気負わず、ここの

土地でここの人たちに淵こなりながら自分のできることを少しずりやって1、こうと

思いました。

村の大医者が鼻の血を弟子に飲ませている．

飲み終わった弟子は一人前の医者となる．
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一′　根本利通

民衆と国家
－1995年タンザニア総選挙から一

11月22日、タンザニアの総選挙の結果が出た。大統領、国会議員、ザンジバル大統

阻ザンジバル議会の4つの選挙全てが政権与党であり、過去18年、その前身を含めれ

ば30年以上にわたってタンザニアを一党独裁してきたCCM（革命党）の勝利に終わっ

た。この間、世界最貧国の下から2番目に落ち込み、r変化」を熱望していたかに見えた

民衆の選択の結果で昂る。独立30年余のアフリカの一国にとって「民主化Jとき何だっ

たのだろうか。

タンザニアは本土（タンガニーカ）と島憐郡（ザンジバル）かに成る連合国家である。

タンガニーカは1961年に、ザンジバルは63年にそれぞれイギリスから独立した。ザ

ンジバルで64年1月に起こった革命を期に、同年合邦してタンザニア連合共和国が誕生

する。中央政府以外にザンジバル自治政府があり、国防、通貨、外交以外は大幅な匂治権

を持っている。

タンザニアがアフリカの中で名をなしているのは、「独立の父」二エレレ初代大統領が

67年アルーシャ宣言でうちだし、行われた「ウジャマー」と呼ばれるアフリカ社会主義

の建設であろう。自助・相互扶助の精神に基づく共同体主義は、タンザン鉄道の建設等の

成功例もあり、一時第三世界の旗頭としてのタンザニアの地位を高め、南器アフリカ解放

のリーダーとして活躍した。しかし国際交易条件の悪化や78年に始まるウガンダとの戦

争によって、その精神主義的な社会主義の経軌ま80年代に入って破綻してしまう。

ムウィ二が85年ニエレレの後継者として第二代大統領に就任したときは、彼がザンジ

バル大統領として本土に先駆けて実施した経済の自由化が、軌道修正を迫られていたタン

ザニアに期待をもたれていたことは間違いない。そして、彼の飾らない誠実な人柄も好感

をもって迎えられた。

85～95年のムウィニ政権の評価はどうであろう－か。私は経済のことは良く分からな

いし、ただこの10年間住んできた実感で物を言うしかないのだが、ムウィ二が誠実な人

だと言う人は今や誰もいない。′ムウィニ政権になって世銀・IMFの樹下による経済の

自由化が着実に進んだ。タンザニアの社会主拳体制の根幹であった国営企業・公社の解

体、民営化が進み・銀行を含めた外国資本の投資が奨励され・農村でも協同組合の瓦隠

土地保有権の売買が行われている。その一方で最貪国として日本を含めた擾助（ODA）

が大豊に流ポ込み、援助漬けになってきている。

かつて「ウトジャマー」で、貧しくともプライドのあったタンザニア人の面影は殆ど消え

たかに見え或ムウィニ政権の随僚たちは皆肥え太り、いろいろな役所で′1、役人が賄賂を

要求し、非能率でなかなか進まない。75年に初めてタンザニアを訪れた私はも能率的と

は言えなかったものの、他のアフリカ諸国と比べはるかに清潔だった記憶があるだけに、

この変容には落胆していた。

今回の総選挙の一方の主役となったムレマは、90年第2次ムウィニ内閣で内相にな
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り、書寮を握って汚職・腐敗摘発キャンペーンで名を上げ、92年からは副首相に昇格し

ていた。国民特に貧しい一般民衆にかなりの人気があり、何か困ったらムレマに駆け込も

うという風潮が一時出来上がった。しかし当然それは他の大臣からすれば∴自己の縄張

り、権益を侵されるわけで、閣内でのムレマの孤立は公然の事実であった。そしで昨年

12月の内閣改造で副首相を解かれ、労相に降格させられていた。’

95年2月になり、インド人実業家を巡る大スキャンダルが発生した暗、ムレマはその

発言から労相を罷免されることになった。その後は急展開で、魅力あるリーダーに好ける

野党による争奪鼓の結果、ムレマはCCM＃党、NCCR（建設と改革のためのEg民会議

）の議長兼大統領侯補となり、一躍政治の焦点になってしまった。3月はムレマの行く所

大集会になって、若者・女性が踊り回り、大変な盛り上がりを見せた。ムレマの主張の眼

目は「汚臓の摘発」であり、ムウイニはじめ腐敗大臣の裁判を公言し人気を博した。

CCM側の大統領候補はトップランナーと目されていたマリチェラ前首相が、昨年11

月のニエレレの批判で降格されてから混沌としていた。新旧入り交じった15名の立候補

者の中から中央委鼻会で3名に絞られ、更に全国執行委員会で下馬評の低かったムかパ高

等教育相が当還した。この間はっきりしたのは、「国父」ニエレレのキングメーカーとし

ての役割である。公的には何ら資格がないにもかかわらず、2つの委員会に乗り込み、他

の有力候補を下ろし、自分の推薦するムカバの多数派工作をしたと広く信じられている。

ムカバは遅れている南部の出身であること、ジャーナリストから外交官を経て、情報相、

外相等比較的利椎の少ない官庁の大臣を歴任、清潔であること、有能な官僚としての評判

がニエレレのお気に召したと言われる．

8～9月に行われた選挙人登録でも地域にばらつきはあったものの、約81％の登録率

になった。ただ有力な野党－NCCR，CilADEMA（民主開発党），CUF（市民統
一戦線）の紡一大統領候補としてムレマ、そしてザンジバル大統領候補としてCUFのハ

マドがほぼ決まっていたのが、NCCRが副大統領候補として亡島中であったニエレレの

政敵′け－を指名したことにより亀裂が入り、CUFは独自候補リブンバを擁立し、当初

から独自路線を鮮明にしていたUDF（統一民主党）のチェヨも加えて野党価の大統領候

補者ま3名となり、国会議員選挙でもささやかれていた選挙共蹄はお流れになった。

今回の選挙の焦点軋大統領選挙と共に、ザンジバル政府の選挙であった。ザンジバル

はその歴史からアラブ系地主によるアフリカ人奴隷支乳複数政党制による人種対立を絡

めた醜烈な選挙、暴力による革命とそれに続くアラブ系の人々の虐殺、海外亡命という複

雑な背景を持っている。ここで詳述するのは避けるが、ザンジバルではCCMに対しハマ

ドという切り札を持つCUFが厳しく対決し、もし自由で公正な選挙が行われればCUF

が勝つだろうと信じられていた。

10月22日、総選挙の1週間前にザンジバル大統領と議員選挙が行われた。4日間と

いう長い常葉期間、その間にCげFの勝利がテレビ・新聞で報道されたが、ザンジバル選

管の公式発表では、大統領選挙ではCCM候補の現職が5げ．2％の得票率でハマドを破

ったとされ、議会もCCM26、CUF24の結果とされた。

さてザンジバル選挙の不正が表面化する中で、rCUFが総選挙ボイコットの姿勢を見せ

たが、結局10月29日予定通り13覚が参加して、総選挙が行われた。しかしダルエス

サラームを始めとして、各地で大きな混乱が起こった．投票箱・用紙の不足、選挙立会人

の不在で投票できない人が続出した。ダルエスサラームやはCCMのボスラ」を貼った車
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が、投票用散と270万シリングの新札を運んでいるのを見つけられ、袋叩きにあった。

各地で不正が行われた状況証拠はいくらでもあるが、ダルエスサラームでは翌日に投票を

延長しても収まらず、3週間後に再選挙になった。しかしこの間各地の開票は進み、CC

Mの圧勝がはっきりしてきた。野党は選挙無効、それが駄目なら大統領選挙の開票結果発

表停止を求めたが、裁判所に却下され、ダルエスサラームの再選挙をボイコットする姿勢

を示したが、足並みが乱れ11月19日の再選挙に突入した。

総選挙の最終結果は次の通りである。

☆大統領選挙　当選　4，026，422　ムカバ　　　（CCM）

1，808，616　ムレマ　　　（NCCR）

418，973　リブンパ　　（CUF）

258，734　チェヨ　　　　（UDF）

333，936　無効票

☆国会議員選挙　CCM　186、　CUF　24、　NCCR16、

CliADEMA　3、UDP　3　　　　　　　　計　232

女性代表（比例制）37、ザンジバル議会代表5　総計　274

NCCRはムレマの出身のキリマンジェロの他、マラ、アルーシャで健脚、CUFはザ

ンジバル、UDFはチェヨの出身のシニヤンガだけだった。

CCMの得票率は、大統領選で62％、国会議員選で59％であった。これを強いと見

るか否か臥意見の別れるところだが、一時のムレマ人気のことを考えると大勝利といえ

よう。それは唯一の全国組織が特に地方において威力を発拝したこと、「国父」ニエレレ

の精力的なキャンペーンがまず上げられよう。野党側の足並みの乱れ、またCCM側の資

金に物を言わせた物量攻勢も目立った。これはムレマに危機感を持ったインド系商人がC

CMに援助を注ぎ込んだこと、タンザニア人実業家のCCMからの立候補、さらに親裁大

臣・高級官僚による役所の金を流用した選挙運動と枚挙に昭がない。このため地方の公務

且の給料遅配はおろか、公共事業がストップして再開のメドも立たないのもある。勿論、

投票・開票における不正も公然の事実であり、全国4万カ所以上にのぼる授票所を、25

0人程度の国際監視団が監視しきれないのは自明であるから、CCMの勝利は最初から決

まっていたと言える。

それは現体制下で利益を享受している暦がなりふり構わず利権を守ったということだ

が、さて圧倒的多数の民衆はどう行動したのか？　私の親しい友人たちと雑談していて得

た感触は次の通りである。

総計18名（内女性5名、20代8名、30代7名、40代3名）

出身－キリマンジェロ3、モロゴロ5等、ダルエスサラームなし

大卒1、高卒2、中卒4、小卒9、小中退2

支持政党　CCM lO（投票者－1匝旧9、2匝旧5）

NCCR　　5（投票者－1回目3、2匝旧1、非登録1）

CUF　　　3（投票者－1回日2、2匝旧1、非登録1）

私の友人たちは官公庁に勤めたりしているエリートはいず、裕福な層も一人だけしかい

ない。水道や電気の職人や非熱磯労働者で、収入面から見ると中の中クラス、ただ失業者



■んもアルトヘイトニ1‾スレト　　　＿　　　1岬L1月．甲折車＝≠キ二二革1111

はいないという一般的な民衆層である。首段は役人の汚職、非能率を非薙あるいは笑い飛

ばす非体制側の人々であるが、その投票行動まかなり保守的である。特に2回臼の投棄に

は、野党支持層は殆ど参加していない。これは焦点であった大統領選挙の大勢が決してい

たため、止むを得ないところもあるが、このためダルエスサラーム選出の国会議員の7議

席の内6議席までCCMに与え、腐敗で名高い前ダルエスサラーム市長や大蔵次官の当選

を許す結果になってしまった。

勿論CCMに投票した人間が企て熱烈に支持していた訳ではない。夜書をやっている男

はCCM党員であることを公言している（一党独裁時代は身の安全のため党員になる者が

多く、また今でも100万人以上党員がいるという）が、CCMの候補者が野党支持ない

しは浮動層と見られる者の登録証を2万シリング（＝約3500円、最低賃金クラスの

1カ月分の給与）で買っている（そして焼き捨てる）と蘭くと、必死に売り込みに歩き、

CCM党且であることが分かって当然貰ってもらえないのだが、「CCMなんて皆泥棒

だ」と毒づきながら翌日はCCMに入れたと言う。またザンジバルのCUF支持執ま、自

分はCCMと娩烈に対決しながらr本土はCCMに勝ってほしい」と言う。

そうした消極的なCCM支持は、一つは反体制閲の有力候補であったムレマの「汚綴摘

発」一点ぼりの連動に何とはなしに不安を持っていたこと。最も教育レベルの高いキリマ

ンジェロのチャガ人が各地の実業界に進出していることから、漠然とした反発が－「椴にあ

ることもチャガであるムレマが伸び悩んだ一因であろう。

私は75～76年というウジャマー政策の高揚期にタンザニアに滞在し、「国」を建設

するという熱気を垣間見た。その後84年に再びやってきて、経済の破綻、人々の苦境・

無気力を見、その民衆に「開発税」という名の人頭税を課す国家に対し、「観民地時代の

方がましだ」と言う人々。更に「もう一度植民地にして、行政を外国人がやらないと駄目

だ」と放言する「援助」専門家の言に本音では同意する日本人の多いことを見るにつけ、

「国家」というのはタンザニアを含め、アフリカの民衆に何をもたらしたのだろうかと本

当に疑問に思った。西欧や日本のようなr国民国家」を課せられて、民衆にいいことがあ

ったのだろうか。当時解放を目指して戦うANCの若者たちも、いったん南アフリカが解

放された時、国家官僚として民衆を収奪する側に立つのだろうと思った．－

私は帽家」「権力」に対してかなり決定的な不信感を持っているが、それでもタンザ

ニアで生活するためには「日本国Jとある程度折り合いをつけないと生きられない。タン

ザニア人にとって「タンザニア国」の存在がかなり負担になっているという事実と、でも

そういう「国家」でも必要だというところをタンザニア人はどこで折り合いをつけている

のか。植民地支配を経験したことのない沖縄以外の日本人には分からないのかもしれな

い。「国家」が存在しないような状態になってしまったソマリア、「国家jの有り様が変

わると、その度に「国家」の名で殺されたり、百万単位で難民とされるルワンダ、プルン

ディのことに思いを馳せると、タンザニアには一度もクーデターや内戦がなく、タンザニ

ア難民がいないことに気づく。ということは、今回の総選挙でのタンザニア民衆の選択

は、その気質（厳しい独立闘争を経験していないことから来る温厚さ、やさしさあるいは

根性なし）に掃せられるだけでなく、もっと大きなタンザニア人の知恵なのではないかと

考えさせられる。口では汚く罵り合っても、翌日は実って十掛こ仕事をしている人々。こ

の人たちは慌てず「国家」という厄介な物を飼い馴らしていくのではないかと、ふと幻想

してみるこの頃である。　　　　　　　　　　（1995年11月26日記、未完）
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補席　弟
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－豊かな関係（交わり）を求めて－

アパルトヘイトとは、南アフリカの白人少数政権が多数の黒人・カラード・

アジア系の人々を支配するためにつくりあげた国家装置だった。それは、皮膚

の色や人種・民族の違いを基準にした「隔離」と「胡旧：」と「支配」の法体系

であり経済・文化のシステムだった。そのなかで人々はさらに、牲・学歴・障

害・出自…などの養いによって、二重に三重に互いに引き裂かれた。その上に

人々はまた、かかる装置・システムによって、自然や精霊や神々との豊かな「

関係」（交わり）からも無残に引き裂かれたのだった。

アパルトヘイトとたたかってきた人々は、抽象的な抑圧や差別とたたかって

きたのではなく、衣食住に勝るとも劣らず大切な、この人と人、人と神々や精

霊、人と自然、人と歴史…などとの豊かな「関係」（交わり）を取り戻した

り、つくりなおしたりするためにたたかい続けてきたのであった。

マンデラ新政権が誕生し、民族や人種によるアパルトヘイト（隔離）は法的

に禁止されたがさ人々の不幸と悲しみの元凶たる現実の貧富や性や障害の相違

に基づいた「隔離」「引き裂き合い」、それにまた人々の自然や神々との歪ん

だ関係は消滅したわけではない。ア・ルッタ・コンティヌーア（Stru毘les

∽ntlnlle）！、たたかいは続くのである。

これはまた、私たちのたたかいでもある。

■・彙・蝕

1963年暮れに開始された日本の反アパルトヘイト連動が、最も大きな盛

り上がりを見せ始める時期である1987年に刊行され、マンデラ新政権誕生

後の今日までほぼ毎月絶えることなく掛、てきた本誌「あんち・アパルトヘイ

ト二ュ‾スレク」が、今号をもって終わる。最初の編集費任は言い出しっぺ

の森下ひばり（裕子）さんが引き受け、すぐに高柳美奈子さんに引き継がれ、

そしてアンか－は須関知昭さんだった。本当に御苦労様でした。今も葡訳で

かかわっておられる現在岩手在住の弘中敦子さんなどは、最初っからのコント

リヒュ‾クーだった。このニュースレターを運動の情報紙として不動のものに

したのは高柳さんであり、一番困難な時期をささえたのは須関さんとそのご家

族の方々であった。再度、こくろうさん、と言わせて下さい。

現在酉ケープタウン大学は世界各国の反アパルトヘイト運動の資料・文献を



1995年11月1日発行　築三種郵便物認可‘（17）あんちアパルトヘイトニュースレター

集め、保存・展示する動きを始めているという。日本の各地で出され続けてき

た反アパルトヘイト運動の資料・パンフ・ポスター・文献などとともに、本誌

も合本・製本して西ケープタウン大学に送り届けたいものである。これらの資

料等は、一部は日本国内に一括して保存されなければならないだろう。

私たちが運動にかかわるようになってからの「名誉白人」の30年の歴史（

政府・企業・市民のアパルトヘイトとの具体的な関係）は、しっかりと記線さ

れければならないからである。

とくに日本政府や企業と南アフリカのみならずアフリカ諸国やアジア諸国と

の関係のありように対する監視・批判・告発の力や意志が、市民社会のなかに

衰弱しつつある今日、こうした作業は重要だろう。それと違ってマンデラ新政

権の健康さは、新生南アフリカ社会内部にたくさんの批判勢力を抱えていると

ころにある。　新生南アフリカ社会への私たち市民のさまざまな援助・支援は

、かってのアパルトヘイトへの加担にほおかぶりしたまま、以前同様国益と法

、　人利益を優先させてポスト・アパルトヘイトの新生南アに食い込もうとしてい

る政府や企業を監視・批判する運動と同時になされなければ、私たちは三度日

の「名誉白人」の時代を迎えることになろう。

そうした姿勢がなければ、自衛隊のモザンビークやルアンダへの派兵、ナイ

ジェリア政府によるケンtサロウィーワ氏への処刑といった事態になんら迅速

な対応ができ甘いだろう。しかし、こうしたことは他人に求めても始まらない

のであり、そう考えた人がまず動き出すほかはないのである。

過去に学びながら、今と明日に向かって！

豊かな交わりを求めてt

7・ルッタ・コンティヌーアI



（1坤あんちアパルトヘイトニュースレター　　　　　　　　199時11甲鱒桁第三鱒間堅

高林歌と

南アフ　リカカヽら西サ′ヽラヘ
一民族解放の問題は擦っていない－

ァプリカ現代政治史に関心を持つ研究者の卵として、反アパルトヘイト運動に∴本当に

外縁のところで、関わってきました。集会への参加、南ア産品ボイコット、アフリカ協会

に在書した折りのささやかな協力位しかしませんでしたがtそれでもt自分の思いを多少

なりとも行動で表現していなければ、本当に大きな悔いが残ったでしょう。ただアフリカ

について研究して知議だけを得て、榔こ入っているなんてこと臥したくはなかった。

JAACは、いろんな問題に関与したり関心をもつ、雑多な人々の集合体だったと・認

識しています。おそらヽ親治郎こアバルトへ1トが終結した後1それぞれのカが新しい活

動に踏み出しておられることでしょう。僕の方は数年前から・アフリカ大陸北西部こある

直立△亘の岡掛こ関わっています・アパルトヘイト＃給後、三三旦盟友掛こ残った最後空

地艮盤国展です。この文は皆さんに西サハラ同席を知り・関心を持っていただきたいと陸

い、その概要を紹介するものです。

西サハラ闘癌とは

このニュースレターの読者の方でも、西サハラと聞いてすぐにピンとくるカは、多くは

ないと思います。酉サハラはかつてスペインの植民地でしたが・堂！通史′〔晒サハラ住

民）の独立運制の高まりと、国際社会の圧力によって．櫛民地の地位からの解放を目前に

していた出払」迫鱒個モロッコが35五△旦国産萱艶弘と剛左

痘i里茎旦致皇豊丘＿此た。スペインはその圧力に屈し・モロッコと・モーリタニア（

西サハラの南の隣国）に西サハラを分詞譲渡してしまいましたb独立当時からこの地域へ

の「歴史的領有権」を主張していたモロッコが・国際司法裁判所によってその主動鳩め

られなかったことと．住民投東で独立掛こ薪つ自信がなかったことから・力づくの占領を

強行したのです（奇しくも、土之旦茎とアによる東ま圭＝辿占魔と園£隼竺した）。

以後塾生ミモロッコ旺西サハラに居座り続すくモーリタニアは79年に撤退）、まZ互とも

いわれるサハラウイ難民が，アルジェリア領内の難民キャンプで生活し続けています。彼

らは亡金慶應Lt堂∠上皇二Z＿皇Z藍錮旦Lと独立運動組織垂且堂旦互戯豊

里もとに自らを組織化し，アルジェリア政府やヨーロッパのNGO・キューバなど各国の

支族を受けながら、キャンプ内で行軋学校・病院・試験農場などを運営しています。彼

らの祖国西サハラ軋モロッコが建設したサハラ版万里の長城．勉壁⊥によって国土の

ほぼ全てを囲い込まれサハラウイ薙民やゲリラの入国ははば不可能になっています。モ

ロッコ占領軍は南アフリカ製の武鰹も使用していたことが知られており・一節まキャンプ

内の捕獲兵監展示場で公悶されています。
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国連和平プランの行者詰まり一挺泰政府の態度

この西サハラで、塾生に国連の仲介による停戦が成立、国連の和平プランに従い・」旦

津西サハラ住民投票組縫ミッション1（MINURSO）の監視のもとで、住民投票が92

年1月にも行われる予定でした。ところがモロッコはすでに同意済みだった有権者資格に

異論を唱え、その後も監視要員の人選などにさまざまな難癖をつけるなど妨啓を掛ナ・住

民投票は延期され続けたまま、4年を過ぎようとしています。この間モロッコは駐留軍の

削減を実行しないばかりか，即＿2万人ともいわれる自国民の駆け込み入植・モロッコの国

政選挙の占領地での実施など併合強化策をとりつづげ、独立派サハラウイの抗議行動に弾

圧をつづけています。92年に就任したガリ国連事務総長はユーゴやソマリアで示した熱心

さとは妾腹に、西サハラ問題ではモロッコに譲歩し続け、今年に入って、国連財政の封化

と和平の行き詰まりを理由に、MLNURSO撤退の方針を打ち出し・安保理からも了承

されました。サハラウイ叢民の帰国の夢軋4年も引き延ばされたあげく・遠退こうとし

ています。

日本ではPKOをめぐる議論があれほど盛んだったにもかかわらず・MfNURSOの

件は国会でもメディアでも．ほとんど問題にされませんでした。内戦再発の危険がまだ大

きかったモザンビークや、フランスのアフリカ政兼の尻ぬぐいのためルワンダに自衛隊を

送るのなら、なぜ西サハラの住民投棄監掛こ人を送ろうとしなかったのか。もし日本が人

を送っていれば、モロッコに対する暗黙の圧力になり得たのに。それどころか停戦直後の

91年9月に、皇太子がモロッコを「王室間の友好親善のためj訪問しているのです。日本

政府はモロッコに誠実な住民投票への協力を求めるべき時に、塩をおくったわけです。露

骨な皇室の政治利用でした．

西サハラ同塵と南ア、アフリカ

さて、西サハラと南アの関係です机サハラウイの亡命政府RASDとポリサリオ戦線

は、 として、南アのANCや

ナミビアのSWAPOと友好関係を保ってきました（rわたしたちのナミビア』をお持ち

の方は、弟1部をもう一度ご覧下さい。西サハラとポリサリオへの言及があります）。ナ

ミビアは90年の独立臥ただちにRASDを国家承認しました。ところが94年にスタート

した南アフリカのマンデラ政権は．RASD承認に踏み切ろうとしませんでした・

壁生にマンデラ氏が投獄されたころ、西サハラの解放運動はまだ出現していませんでし

た．それどころかモロッコがモーリタニアの併合さえ主張していた時代で・モロッコはア

フリカの榊分化に反対するものだと自己の立場を正当化して．アフリカの急進的なリーダ

ーたちを味方につけていました。マンデラ氏はこの時期モロッコから援助を受けていまし

た。彼が獄中にある1970年代に西サハラでは急速に独立運動が台頭し、モロッコの占領に

対して7時にはRASDの建国を宜言、82年にはアフリカ続一機横（OAU）にも加東を
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認められマンデラ氏が釈放された9時までには払国（すべて第3世界ないし非同盟の

国）の承認を得るまでになっていました。アフリカでは承許国が㍊カ国に上。・アフリカ

は外交的・精神的にサハラウイ解放常争の風大の支援者でした。しかしマンデラ氏にとっ

て酌ソ＼ラの猥立運針ま事実上・未知の存在であ。・モロッコを分裂させる分＃主義遅効

と見えたのでしょう■釈放後のマンデラ氏はモロッコを再三訪闘Lt明らかにモロッコに

対し友好的な姿勢を示しました。

マンデラ氏が釈放されたころにはtアフリカ全体が独裁打倒卜民主化の波に洗われ外

交面でRASDを支援してくれた政権も少なからず退陣しました。民主化後の政府は（共

産隋崩鰍か影野もあ。）例外なく経済再建・援助獲得を最優先し、西側先進国や国際金融

朋の要求する耕自由化政東に黙々と従っています。当然ながらフランスがバックにつ

いたモロッコの抱き込み工作に乗る国が増えt国連和平プランのスタートによってこの傾

向が目立ってきました。最大のRASD支援国アルジェリアの内乱キューバ（同じ旧ス

ペイ渦としてサハラウイの宵学生受け入れや医療援助など鮎な支恩をしてきた）の苦

祝が重な。、住民投票がいっこうに実現しない中・サハラウイの独立闘争は一転して桝

に立たされています○この状況はマンデラ大統領率いる新生南アの誕生によって皮内にも

悪化しました。アパルトヘイトの終結によってアフリカでは棚民地化の諌顔は完全に終

結したとのムードが広が。・旦幽基盤型強敵豊里皇蛙。ソマリアやルワ
ンダ、シエラ・レオネなどの内戦が礫。返し諸掛こ取。上げられるにもかかわらず1酉サ

ハラ同産はOAUで全くといっていいほど扱われなくな。ましたqサハラウイはOAUに

「独立国」の資格で加盟しているのだから、西サハラ「非嗟民地血の問題は存在しない

のだと言わんばか。に、アフリカ諸国の「民主化J政権は頬かむりを決め込もうとしてい

るようです。アフリカで大きな発言力を持つことになった新生南ア・マンデラ大鵬のモ

ロッコへの友好的な態度が、この傾向をいっそう強めたことⅠま‥否めません血

生生里馳ヱL息Z蚕ついにRASDを農蕗遇左。ポリサリオ鱗と友好関係

にあった若手のANC相や・マンデラ大統領と親しいキューバのカストロ議長が・同大

蹄を粥したものと考えられます。これによってサハラウイの窮状が大きく変わるわけ
ではあ。ませんが∴停戦発効後初めての承認でもある南アのこの承諾は、西サハラ問頴の

在任をアフリカで再び喚起しなし崩し瞑併合の既成事実化をすすめるモロッコに対す

る牽抑こはなるでしょう○ナイジェリアの人権周癌と同様・西サハラの帽でも公正な住

民投票の実現のために鯛的な役割を果たしてくれることを・アパルトヘイトをついに打

ち破った南アに期待したいものです。

窄幣ラ間廼解決に支援を隻

＿．断ち臥鮒ハテにおけ・る公正な自決住民投票の実現を支断るため、1991年にrR

村ハラウイ隆会jという・ささやかな支援活動をスタートしました。その後、前述のよ

う脚祝の変化もあれ∴剛鱒素の状盛で愈んとかやってきれた。この間⊥各癌旅行ガ
ィけックの酉サハラ説の改正（モロッコと統合したことになっている地図や記述を改
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めさせる）、サハラウイ女性組織への多田議子人権賞授与の実現など1いくつかの成果を

あげてきましたが、まだまだ力不足です．

3年前から、／川（グえと生し二芝良二姓二乏旦二が西サハラ占領地を通過するように

なりました。多くの難民が国外で蓉らしていることも．占領地の人権侵害も全く知らせる

ことなく、モロッコ統治の平穏ぶりを見せつけるかのように1ラリーは全世界に衛星中経

されているわけです。国際紛争地帯を占領国の後押しのもとに通過するラリーは・あから

さまな政治的イベントです。当乱ラリーへの抗議を風大の課題と考えています。なんと

か中止こ追い込めないものか。

フランスの核実験が植民地ポリネシアで実行された事実が示すように・植民地問題はま

だ地球上から消え去ってはいません。ドゴール主義者のシラク大統領率いるフランス政府

軋その任期中（1998年）に住民投棄が予定されるニューカレドニアの独立阻止を狙って

います，核実験は植民地堅持のデモンストレーションでもあるのです■そのフランスにと

って、ハツサン国王率いるモロッコはアフリカ政策の重要な先兵であり，西サハラ非植民

地化の妨割こ最も加担している先進国がフランスなのです。こうして撰実験の問掛ま西サ

ハラにつながってきます．西サハラと同じタイプの占領問題である東チモール同産もあり

ます。植民地に限らず、チベットやクルドなど、少数民族・先住民の自決の間鹿は世界中

にあふれています．民族解放の閥掛は過去の問題ではなく、現在進行形の問題です。

千島列島をアイヌ民族など先住民へのことわりもなしにロシアとの間で分割し・そゐ条

約をもとに北方4島を「歴史的に固有の領土」だと強弁する日本の植民地主義根性（ロシ

ァもこの点は同じ）。モロッコといかに似ていることかl西サハラの自決闘争を直視する

ことは「北方領土」問顔を先住民の存在を視座に入れて考え直すことに、直結している

と考えます。

植民地の岡乱　掘族自決」の憫掛こまだまだこだわりたいと思われる九ぜひサハラ

ゥィ支援連動づくりに協力して下きい○知慮を貸して下さい。同心のある方はぜひ下記ま

で連絡をよろしくお願いします。

㊦154東京都世田谷区上馬1－26－2　柳沢荘　高林気付く暫定住所）

日本サハラウイ協会　凪／弛　03－3422－5173

は手紙またはFAXの方が連絡は腐実です。）
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日本の反アパルトヘイト運動において中心的な役割を演じてきたJAAC東京（アフリ

カ行動委員会）が四半世紀に及ぶその活動に終止符を打つ、との報に接し、感じた卓を記

してみたい。

昨春のマンデラ政権の誕生と多人種協調・民主社会への南ア再編着手、という劇的な出

来事は、とりもなおさす、南ア内外での反アパルトヘイト運動の主要目標が実現したこと

を意味していた。従って今回の事態の到来は、いわば時間の問題であったし、また執ばし

いものとして受け止めるべきものなのであろう。

心かし私自身は以下の理由から今回の事態を率直に薯ぺないのである。

第一は、日本政府・財界が過去に人種差別主義政権の延命に大きく責献するような諸々

の行動をとり続け、従ってJAACは言うまでもなく南アの反アパルトヘイト勢力やOA

Uや国連等からも厳しい批判をあぴてきたにもかかわらず、黒人多数派政糎が成立するや

いなや、一転して、アパルトヘイト政策・体制の犠牲者であった暴人社会への共感と支援

を活発に主或いはじめたからである。例えば今夏のマンデラの国賓としての来日中の7月

3日にSATA師部アフリカ貿易懇話会）がそのメンバー企業と共に英字紙『Asahl

EvenlngⅣevsjに由した来日歓迎の大きな広告は“歴史健忘症”が、いかに深刻な状態に

あるかを如実に示したものと言えるのではないだろうか。

我々はプレトリアが重大な危機に直面していた1984年という時点においてSATAが日

本政府の暗黙の支持の下に設立されたこと、また、SATAが国際社会の南ア制裁強化の

要請に抗するかのように人種差別主義政権との人的交流や通商貿易関係の維持、強化に努

力することによってプレトリアに大きな物的、技術臥財政的、心産的支援を与えてきた

事実（1986年、87年と連続して日本は南アにとって最大の貿易パートナーとなる）を忘れ

ることは出来ないのである。

1983年1月20日に東京で開かれたシンポジウム『南アフリカの人種差別主義政策と日本

の役都』（主催：朝日新聞社、国連広報センター）において基調報告を行った駐日タンザ

ニア大使アーメド・ハツサン・デリア氏が、当時の日本の行動について次のような厳しい

批判・注文をした事実を想起することは有益であろう。「まず第一に巨額な貿易を通して

南アフリカのアパルトヘイトを支援することをやめ、日本の総合商社がナミビアの資源を

輸入し、ナミビアへ投資するのを禁止すべきです。私たちはアフガニスタン閻魔で日本が

どのようにソビエトに対して経済的制裁を課したか、目のあたりにしてきました。従って

これは可能です。日本は南アフリカに対して経済制裁を課すべきです。J（国連広報セン

ターFアパルトヘイト一日本にとっての意味－』1983．5．1．P14）

しかし残念なことに、これまでのところ政府・財源の過去の問題行動や、それをあたか

もなかったかのようにふるまうことに対する批判や反省を求める動きは、政界、マスコ

ミ、学会、宗教会、労働界、等においても十分に出されているとは言えず、むしろ

ODAの積極的供与によって“免罪符”を与えているかのような状況にある。
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そうした大きな“無責任体系”の存在が今回のJAAC東京の解散を率直に喜べない第

二の理由として述べられよう。

問題は脱冷戦、脱アパルトヘイト時代への移行を背景にアフリカ一般や特に南アでの援

助活動を積極化させつつある日本のNGOや、そのゆるやかな連合体としての「アフリカ

日本協議会」においても上述した憂慮すべき傾向がみられることである。

例えば過去の日本のアフリカとの関係は基本的に“対等かつ非搾取的であったのか否か

？”という問題意識から日本政府・財界のこれまでの主登や行動を多面約・総合的に検討

し、間瞳点があれば、その旨率直に提示し、反省と改善嶺を求めることはNGOとしての

立場から言えば当然なすべき責任であり、義務でもあると考えるが、残念ながらそうした

取り組みは不十分なままに放置されている。

だがそうした傾向のもつ問題性は第一に、政府・財界の自省や自浄能力の欠如、また新

生南アは日本のODAや直接投資を必要とするから過去の車はとやかく言わないであろ

う、といった“力は正義”的な発想の存在。第二にマンデラ政権側の弱い立場、つまり

「復興発展計画」（RDP）の成功を最優先させる立場では旧人種差別主義政権の支持者

であった欧・米・日に対しても和解＝免罪政策を適用させることによってRDPへの参

加、協力をとりつける必要、といった文脈の中で捉えるならよりよく理解できよう。

しかし、ことは“歴史健忘症〝に対する曖昧な姿勢だけにとどまるものではない。とい

うのは、そうした豪勢の原因及び結果でもあろうがNGOの諸活動－①援助、②教育啓

蒙、③人的交流、④監視や調査研究に基づく批判、注文、代案の提示を含む、
Watch一血gとしてのそれ一、において本来的に大きな意義をもつ㊧の活動が二次的に取り

扱われている傾向が認められるからである。

巳本－アフリカ関係において主導的な役割を演じてきているのは政府・財界であり、N

GOのそれは末だ残念ながらマイナーなものであること。またNGOによるアフリカ民衆

支援は現地での活動のみならず、日本国内でも政府・財界の思考、行動様式を好ましい方

向に漸進主義的でも変革していく、という方法によっても又可能であることを考えると、

NGO側の陶tch－dog活動に対する消極的な姿勢、言い換えれば政府・財界に対する宥和

主義的な姿勢は、活動面から言っても、NGOとしての自立性の確保という観点からも、

バランスがとれているとは言い難い。

JAAC東京の解散を率直に喜べない第三の理由、それは以上の状況の原因及び結果か

もしれないが、新生南アの誕生を機会に日本における反アパルトヘイト連動の歩みを跡づ

け、そこから様々な教訓を引き出し、今後の日本一アフリカ関係の発展に生かそうといっ

た関心や対応がNGO（界？）においても鈍いように思われるからである。

日本の反アパルトヘイト運動が新生南アの誕生にいかなる責献をしたか、という問いに

対して過大な評価を与えることには慎重であるべきであろう。しかし、他面、広範かつ持

続的な教育啓蒙活動の展開によって日本国内でのアパルトヘイト問題やナミビア問題等、

さらにまたそれらの間縁と日本との関係について関心を惹起し、広め、深めてきたこと。

また外交官やビジネスマン中心で“白人一名誉白人”間中心の人的交流に対して、反人種

差別主義的な民衆間の交流を試み、定着させてきたこと。さらに一斉した厳しい恥玩h－血g

活動によって日本政府・財界の行動を一定程度にせよ規制してきたこと等については過小
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評価すべきではないだろう。

1957年のガーナ独立以来、多くのアフリカ諸国が独立を達成したが、その内実は乏し

く、対外的徒屏性の克腋や民主的な国民統合、経済社会発展の実静ま大きな課題となって

きた。脱冷戦、脱アパルトヘイト時代への移行をむかえた今臥そうした課題への取り組

みがアフリカ内外で再び声高に叫ばれつつあるqそうした状況下で未だ発展途上段階にあ

る日本のNGO軋いかに考え、行動したら頼のであろうか。膠俣諸氏はその点に関し

て“相互変軒の理念を紹介しつつ次のように述べる。†すなわち、経済的に優位にある

日本が、経済的に劣位にあるアフリカを開発を通じて援助するという従来の考えから一歩

進み、日本価もこの民際交流を通して、自らと自らの屈する日本の社会を変革していくと

いう姿勢である．」（川端正久編Fアフリカと百本過勤葦書房1994P273）

同氏の主掛こ共感しつつ、一筆書は次のように補足してみたい。つまり、相互変革といっ

ても日本一アフリカ関係は力関係の大きな格差を背景に昌泰優位で行われてきたのみなら

ず、関係の中身も名誉白人＝ジャパニーズやエコノミックアニマルという言葉が象徴する

ように、自由、平等、社会的公正さ、人間の尊厳、といった民主主義的な価値に基づく関

係とはいえないものが支配的であったことを考えると　変革は相互に必要であっても、特

に日本僻のそれが、そしてまた変革は個人や社会にとどまることなく政府のアフリカ外交

政策や財界のアフリカ民間経済外交に対する民主的コントロールの実現をまた視野に入れ

たものが必要となろうし、望まれるのである。

外交の民主的統制ということを考え、機能させることの重要性についてE－H・力】は

その書幅桟の二」や　暦渡番店1952〉P3に別、て次のように記している。「1ら14－18

年の戦争は、競争が単に威斐軍人のみに関係ある事態だとする見解に終止符を打ち、同時

にこの見軌こ対応して抱かれていたところの、国際政治は駿兼的外交官の手に委ねておい

てよいという漠然とした考えをも消散させた。匡際政治を民衆のものにするという運動が

英語国家において秘密集約反対の世論をわきたたせるという形で始ま？た。秘密集約に対

する非難は、政府のとった邪選にではなく、国民の示した無関心の態度にこそ掛すられる

べきものであった。そのような条約が締結されたということは、誰もが承知していた。け

れども、1914年の戦争以前は、これらの条約について大部の人は関心をもつこともなく、

また異議を唱えてもだめだと感じていたのである。しかしながら、秘密条約反対の世論を

わきたたせたことは、きわめて重要なことであった。それは、国際政治を民衆のものにし

ようという要求の最初のきざしであり、一つの新しい学閥の誕生のさきぶれをなすもので

あった。」‾

日本のアフリカ外交と民衆との関係は菜だ1914年以前の段階にあるのでは、と感じてし

まうのは恐らく私だけではあるまい。

最後にJAAC東京は解散となっても、これまでの成果や教訓を生かしながら，そして

また各地のJ‘AAC（広島、大阪、京都、名古屋、熊本等）における活発でイノぺ－ティ

プな活動赤らも刺激を受けつつ∴南アに限らず広くアフリカ地域一般と日本との関係のあ

るべき姿について考えたり議論したりする場合なり空間が、近い将来生まれることを斯持

してペンを置きたい。
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キ鳴保夫

T靴MBELIHLE夜の物語

シャテラックと二人、夕暮れの適を行く。茜色の空とその上にわずかに残っているブル
ーの空間に星が輝き出した。Campの家並と広い空が前面にひろがり、疲れた体にはこ

の下り坂の道は心地よい。昼間の暑さを忘れさせてくれるように最が通りぬける。そし

て、帰れば部屋には薪ストーブに火が入れられ、程良い酌ゝさになって、夕食が迎えられ

るだろう。

僕とシャテラック軋ずいぶん前から手をつないで歩いている。醸したい気持ちもある

が、何か悪い気がしてこのままでいる。早く家に帰りたい僕なのだが、シャテラックが会

う人ごとに立ち話をして、もう何人になるだろうか。「本当に君はおしゃべりだね、まる

でスピ‾カーだ・そうだ、これからスピーカーと呼ぶことにしよう。」と僕が冗談を言う

と「OK、ヤシオ」と彼が言い、握手をして、それから手を振ったままの状態なのであ

る。

また、彼が立ち話を始めた。家に普くまで、まだ大分かかりそうだ。ここらで握った手

を難し・道端にしゃがみこんで彼を待つことにしよう。もう居候して一遇間になる、ここ

T旺舶ELI鳳E（テンベリーヘル）Campの様子や、彼と妻のグローリーのライフヒスト

リーなどを忘れないうちにメモしておこう。そして、僕の切れ切れに語ったライフヒスト

リーのことも。

T旺細孔Ⅰ臥Eとは即Dd－hopeという意味があるそうだ。1980年代中頃から人々が集まり始

め、今では35，000もの人々が暮らしている。コミュニティーセンター（保育園とその調理

場・簡易保健相諜所・スポーツ振興所、それにシャテラック、アイザック、ウィリアムズ

の三人でつくっている農業事務所がある）を取り囲むように家々は隆やかな南斜面に並ん

でいる。方々の農村から職を求めヨハネスブルグに来た家族が多いようだが、この

Campから市の中心街まではクンビ（小型バス）で40分はかかる。また、8時代中噴か

らの反アパルトヘイト連動の高まりのな夕ゝ白人家族がイギリスなどに帰ってしまい、そこ

を解雇されこの地に移り住んだ人達もいる。夫と妻が定職についている家族の子供は近く

の学校に通っているようだ。しかし、老人やかなりの若者が厳に就けずにいて、時々その

若者が僕を見つけるとrカラチを数えてくれないか」と声をかけて来る。

庭の広さも、家の大きさもまちまちだが、おおよそ70坪から150坪くらいの庭には、そ

のほとんどの家で野菜類（カボチャ、トマト、青葉、サツマイモ、レタスなど）を栽培し

ており、マリーゴールドやバラを植えている家もある。家のつくりはいわゆるバラック建

てで、トタンやレンガ、それにビニールを使っていたり、また木を使った家もある。シャ

テラックの家は屋根と外壁がトタン張りで、夕方など雨が障るとタカタカという音が聞え
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る。家々臥外から見ると貧相に見えるつくりだが、部屋に入ると夷によく掃除が行き届

き、気持ち良い。台所には必ずと言ってよい程、この国でつくられたキゥチンストーブが

あり、煮炊きにはこれを使う。なかにはお手伝いさんをしていて・その“マダム”からも

らい受けたという立派な電気コンロを持っている家もあり・やがてこのT旺舶乱Ⅰ札巳に電

気がひかれるようになれば、使われる日が来るのだろう。水は共同水道がCampの何か

所かにあり、水汲みは主に子供達の仕事のようで・一輪車や頭に乗せて運んでいる。定職

に掛、ている家の多くにはバッテリーで見られる白黒テレビがあり・夜になると家族で見

ている。

またホームレスキャンプと言っても、皆、ANC発行の証明幸を持っており・来年から

は新しく住宅建設が始まっていくようで、その説明会も開かれているらしい。しかし・そ

の建設資金や返済方法などは、一人ひとり皆解釈が違っていて（もちろん僕の英語力のな

さが原因だが）はっきりしない。いずれにしても、この地が新しい住宅地として生まれ変

わるにはかなりの時間が必要だろう。
一方で、もうCampのすぐ陰りにはインド人や黒人の高級建売住宅が並んでいる。遣

一本隔ててだ。これはTlIE舶ELI鮎の秩序の良さを示しているとも言えるだろう。さまざ

まな土地から、さまざまな言葉を使う人々がここに集まり、曽肩を寄せ合って生きてい

る。少なくとも、この地域では日本でよく言われる“部族抗争ガの様子はない0もしそう

したものが起こるとすれば、それはきわめて政治的に仕組まれたものに逮いないのだ。コ

ミュニティーセンター内にある保健相談所を手伝うズールー出身の若い女性は、r私は

ANCの支持者」と言って、その少年少女のブラスバンドの指導にあたっていた。また

シャテラックの仲間で、ウィリアムの妻であるンデベレ出身の女性は、夫の政治的無関心

と違い、夫婦二人の寝室にびっしりとANCとマンデラの写真が張ってあった。少数だ

が、地方選挙の最中でPACのポスターを家の塀に張ってある家庭も見受けられたが、そ

の家のママは、この地域のANCの勝利集会には、朝早くから祝いの炊き出しに参加して

いた。このママは、私を見かけると「また、そんな汚いかっこうして。洗濯してあげるか

ら全部服を脱ぎなさい」と言ってくれるのだった。また、ちゃっかりと朝食などをとらせ

てもらった時など、その早口のしゃべりで「もし政党やANC内部でポスト争いばかり

やっていれば、W止eup裾alnApartbeid」と言い、「今までは黒人がたくさん死んだけれ

ど、もし逆戻りするようなことになれば、今度は白人もたくさん死ぬよ」と私に言ったも

のである。

僕もこの地でひとつの点を見ているにすぎないが、人も社会状況も、複雑で混沌として

いる。‘ズールー　イコール　インカタ、コザ　イコール　ANC”などというつくられ

た「部族抗争」の図式は、日本人の限りない黒人に対する差別感を表したものだと思う。

自分もたびたびおかすように、人は自己の都合よい情報と愚考を組み合わせ、状況を理解

したくなるのかもしれない。それを辛うじて払いのけてくれるのが、新しい人々の出会い

であり、交流なのだろう。僕はこの地で過ごさせてもらい本当にありがたい。

最初はこのT雄略臥柑LEの住所が詳しくわからず、大分苦労した。もう他のCampを

＿さがさねはと諦めかけていたその時、ヨハネスの中心地で僕よりもやや年上のプレッタと

いう日の美しい温血の女性に会ったのが、このCampに入るきっかけだった堅▼喝如まち

ょうどその時、街の歩道という歩道を占領したかのように並んでいる茶店（r馳ⅣkerJと

いう名称で、洋服から時計、電気製品やおもちゃの類い、それに野菜にくだもの、惣菜な
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どあらゆるものが売られている。この人たちも許可書を持っている）で野菜を貰っている

ところだった。その露店の脇にベンチがあり、たまたま疲れてそこに腰をかけたら、互い

に目が合って声をかけたのが始まりである。

「あなた、どこから来たの？名前は？」と彼女。「呂本から、名前はヤスオと言いま

す」。「Oh、ヤスオ、それはどういう意味？」「どういう意味って…。ル保夫け－そ

う、keepb闇bandって意味になる」と僕が言うと、彼女は腹をかかえて笑い出し、「あな

た結婚しているんでしょう」「YeS」、「じゃ、なんで一人で旅しているの？」と聞き

返して来た。そしてまた僕と二人で大笑いして、心が打ちとけたのである（自分の名前

を、こんなふうに言ったのは初めてだった）。そこで、思い切ってrlenaslaにあるホー

ムレスCamp行きたくて捜しているんだけど、知ってる？」と訊ねると「その

Campなら、私の街のすぐ隣りにある、心配しないで、明旧にでも行きましょう。それ

と、来年、私勉強で3ケ月日本に行くのだけれど、あなたの蒙にホームステイ出来る？」

と彼女。「もちろん。じゃ今日、あなたの家に泊めてもらえるかな」と僕が聞くと「もち

ろん0R。子供たちも喜ぶでしょう」との返事。（数日後の日曜日わかったのだが、彼女

は英国教会の牧師になるために勉強している人だった）。“捨てる神あれば拾う神あり”

というところか。

それというのも、プレッタに会う2日前には、これも僕の泊っていたホテル近くのクン

どの停留所で、夕方近郊の家に帰る人々の様子を見ていたら、人の良さそうな中年の男性

と出会った。しばらく話をしていると、「明日からなら、自分の家に来てもいいよ．小さ

くて貧しいけど・・・。」との言葉。翌日夕方待ち合わせの時間に行くが、いくら待っても彼

は現われずやや腐ってフラフラしていた。そのところに今度は若者たちに囲まれ、持ち物

をあっという間にとられる始末。フツと気が抜けたその時だった。ちくしょう、俺もやら

れたか、という思いが先に来た。物はどうでもいいが、インドのボンベイの飛行場で知り

合い、彼はニューヨークへと行き、そこで別れを告げた同年齢の本当にいい舅の住所と、

これまたカルカッタで貰った老眼鏡をとられたのは悔やまれる。おそらく、彼が僕発てに

便りをくれなければ、もう一生会うことは出来ないだろう。この時ばかりは“まったく何

をしているのか”と自問することしきりだった。今思えば、彼が飛行機の待ち時間に

「コーヒーでも飲もう」と僕を誘ってくれたのも、言葉も出来ない自分を慮ってくれての

ことかもしれない。彼の顔が浮かぶ。「スマンな」とつぶやいた。

こんなことがあったから、よけいに彼女との会話は僕にとってうれしかったのかもしれ

ない。翌日、妓女の車でようやくTlIE組EuELEに辿り着いたのだった。その後、何かとお

世話になった、このプレッダとその家族のことは詳しく自分で書きとめて置かねばいけな

いだろう。今ひとつ言えることは、彼女の家庭のように中間階層が南アの都市部では確実

に形成・増加しており、その誠実な仕事ぶりと技鋸は南アの基礎経済を支える上で、重要

な役割を担っているように僕には思える（このように外国人でしかも乱暴な言い方は僧越

だが）．

白い砂と赤い土とが斑模様に見えるこの土地に着いたのは午後の2時をまわった頃だっ

た。皆がじっと僕たち二人を見ている。コミュニティーセンターにます行き、ひと通りの

挨拶をすませた。フレツタは砂ぽこりを残して家に帰っていった。さて、これから何をし

ようかと木陰で休んでいると、畑に水をやっている人物がいる。それがシャテラックだっ

た。何とも優しく野菜をいとおしむかのようにそれをしている。この人物なら大丈夫、自
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分を受け入れてくれるはずだと決め込む。勝手に僕も側にあるジョーロで水やりを始め

た。彼がこちらを見ながら、笑っている。彼に近づき握手。「どこから来た？」・「日本

だよい「トーキョーか？」、rそのすぐ近くだ」、「飛行機で来たのか」、「15時間

以上かかるよ」、rそれは遠い」と牧。

よく工夫された畑である。極力農薬を使わないらしい。一つひとつ野菜の名前を教えて

く1れる。彼がその名前を言う前に僕が答えると、書いたように「イグザクトリー」rザッ

ッライト」と言葉が返って来る。「僕も日本で畑仕事をしたことがあやんだ」と言うと、

「それじゃ、君は百姓か？」と乱「いや、今は木で家具をつくっている。去年から始め

た。そして、去年の夏、ケガをした」と右手の′j、指を見せると、「ヒャ一、それは痛かっ

たろう」。あたり前だよ、それは痛かった。そんな会話の後、r今夜、泊めてもらえない

かな」と図々しく言うと、予想したように「OK、ノープロブレム」の答え、それでも少

しほっとした。
、最初、鏡と出会った時は髪の毛も白く、髭も白いので（人のことは言えないが）、もう

60才近い年齢かと患ったが、僕とほぼ同世代であった。あと二人の仲間であるアイザッ

ク、ウイリアムとでこの300坪の土地の菜園の野菜や地鶏銅のニワトリを売ったり、病

院の土地を借りて、そこの患者に野菜を提供したりして、暮らしを立てているようだ。鶏

（これが実にうまかった）が一羽15ランド（1ランド＝30円位）、青菜の一乗2ラン

ド程だ。売れ行きは、今一つというところ。それでも畑仕事を彼らは秦しんでいる。

この三人のお陰で、ずいぶん知り合いも出来、こっちの家、あっちの親類へと連れてい

ってもらった。僕が後で名付けた「チブタ（地酒で酸っぱい濁り酒）ハウス」には時々行

き、皐からママたちと飲んだ。少し飲むと皆踊り出し、また飲む。このママたちと道で会

ったりすると「チプク。ヤシオ」と呼ばれたものである。
一日目は抵抗があった腰かけ式の昔なつかしいポットン便所も2日目からしっくり来

て、久しぶりに新聞紙で用を足した。音の自分たちの生活と似ている（もちろんアパルト

ヘイト問題ぬかしてだけれども）。

そして、お世話になって．一・週間が過ぎようとする夜に「君たちのライフヒストリーを聞

かせてくれないかな」と切り出した。妻のグローリーは、すこし照れくさそうにしながら

皿洗いを始めたけれど、シャテラックは「OK、え～と、生まれたのが・・」と語り出して

くれたのである。

彼は、1948年の6月生まれ、グローリーは1944年9月生まれ。共にナタール出身。シャ

テラックは小学校を2年で辞め、12才から白人農場で働き始めたというい彼女は14才で白

人家庭で家事労働を始め、半年で25ランドの貸金を得た。30年以上前にしても、あまり

にも安い金だ。シャテラックは1965年からホームランドを出てヨハネスブルグに釆たが、

これという定職に就けず、2年間に何度も居住区に連れ戻されたという。r何臥刑務所

に入れられたか分からないよ」と笑いながら苦ってみせる。その後、徹髪屋の見習いにな

り、r今でも上手だよ、ヤシオの髭もきれいに出来る」と僕を冷やかす。そこを3年程で

辞め、今度はスーパーマーケットなどで使われる針金で出来ている艶をつくる会社に就職

する。一週間の貸金が7．5ランド。ようやく落ち着いたと患ったら、白人の社長が他の土

地に会社を移してしまい、一7年間いたが放り出されてしまった。1972年、二人は桔増し、

二人の子供をもうける。76年にシャテラックが紘会社を解雇された時は、本当に生活が苦

しかったらしい。「76年という年はソウェト（凱Ⅶ¶）の賄いの年じゃないのか？」と僕
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が訊ねると、rイグサクトリー、ヤシ才、君はソウェトの好いのことを知っているのか」

と彼が聞き返す。

お互い、議が乗ってきて、僕のひどい英語も素子が出て来たようだ。78年囁からは、二

人でビル掃除の仕事を始めたという。シャテラックは主に窓ガラスを拭く仕事。「ロープ
一本で高いビルから降りて乗るんだよ、風が吹くと…。」「僕も日本でやっていたんだ、

亀が吹くと体が左右に振られてね。」と、後に続く。「本当にその仕事やっていたのか？

」と故が聞き返す。時は異なるが、共に風に吹かれながらビルの窓拭きの経験を持つ。ま

た共通の話題が出来、うれしくなった。「それに、ビルの掃除も長い間やったよ、中学2

年から高校卒業までね」と加えると、彼が「だけど日本は豊かな国なんだろう？なぜ勤

かなければならなかったんだ」と、また聞き返して来た。この辺からどちらが聞き役なの

かわからなくなり、語り合いになってしまった。「いや、30年以上前、日本も貪しかっ

た。それに僕の父勤ま、自分が生まれた時、もう54才だったんだ」と言うと、rそれはグ

ランドファサーじゃなくて、本当に父親が54才だったのか。本当か？」と彼は繰り返し訊

ねて来た。「それに、毎年夏になると病院に入院して、2・3ケ月は動けないんだ」。

「病気は何だったんだ」。「マラリアだった」と僕が言うと、アイロンをかけているグ

ローリーの手が止まった。彼女はさっきから僕の短いGパンにアイロンをかけてくれてい

るのである．

シャテラックが、「ヤシ才、君のライフヒストノーも聞かせてくれ」と言ってきた。本

当は、もっと彼らの細かい暮らしの事を聞かねばと患いつつ、自分のことをしゃべり出し

てしまった。時々辞書をひきながら。「父親は65才まで庭をつくる仕事（植木鼠）をして

いた。だけど・もう体が弱くなり、僕たち兄弟でも出来る掃除の仕事に変わったんだ。そ

れがちょうど僕が中学に入り、しばらくたってからのことだよ。学校の月謝がなかなか払

えなくて…。それに、日曜日が来るのが僕はイヤだった。だって友達と約束しても仕事が

あってタメだったし、日曜日にも学校のユニホームを着なければならなかったから」。

「何年やったんだ、掃除の仕事を？」と彼が聞く。「5年間かな」。「父親は生きている

のか」「いや・もう20年前に死んだよ、大学を卒業する前にね」と僕が答えると、二人が

声をそろえて「ん・・・・」と長いため息。「お茶、もう一杯飲む？」とグローリーが言って

くれる。rいや、もうけっこう、ありがとう。そうだ、最後に二人の夢を聞かせてよ、こ

れからの。」と再び僕が質問をした。

「そうだな・3つか4つの認屋を持つ新しい家が欲しいな。もう3時も40年もアパルト

ヘイトの下で働きに働いて来たんだ。これ位の夢を持ってもいいだろう、ヤシオ。早けれ

ば来年から新しい家が建ち始めるらしい」とシャテラックが結んだ。rIhOpeSOjと僕。

彼が「30年も40年もアパルトヘイトで餞れ、て来たのだから‥・」と言った時、いつもの表情

とは違う、強い調子の表現だった。それはおそらく厳しい生活を軌、てきたものへの怒り

と・今度こそ自分たちの生活を自らの手でつくり上げていきたいという意志であったよう

に僕には思えた。

まだ短い滞在だが自分なりに考えるに、社会の宵とあらゆる権利が白人社会に流れ込む

巨大なダムのようなシステムを強固につくりあげたのがアパルトヘイト体制ではないか。

その宮と権利を人種や民族を越え民衆一人ひとりに循環させていく道筋をつくり始めたそ

の時期のように思える。350年の歴史のツケはあまりに大きい。しかし、南アフリカの民

衆は偉大な第一歩を踏み出したことに間違いない。
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ところで、僕が彼らに再び質問を向けたのは美は自分で話しているううに、もう言葉に

諾ってしまったからだった。r今日は寝るよ、少し疲れたから、明日また」と僕は挨拶し

た。それにグローリーは明朝早くヨハネスブルクに頗きに行かねばならない日だったのに

気付いたからだ。時計を見ると、11時近くになっている。もう一度、彼女が僕の寝るベッ

トを見てくれている。シャテラックが僕の日を見ながら「じゃ、また明日な、ヤシオ00

X、OK」と言う。「また、明臥少し働くから。お休み」と僕。

長いような気がする一日が終わった。挽いたてのシーツに包まれたベッドのなかに身を

すべらせる。頭だけが起きているようで、寝つけない。彼らには話せなかった父が死んだ

目のことなどが頭をよぎる。もう、あの日ごと頭のなかで辿るしかない。

F初めて行動委員会の仕事（葉書の宛て名等き）を手伝ったその夜、親父は死んだ。自

分だけが死に目に会えなかった。その日の午前中に見舞いに行ったけれども、自分には普

段とあまり変わらないように見えたので「親父、行って来るからな」と言うと「ああ、気

を付けて」と細い声．この時から、かなり悪くなっていたのかもしれない。午後病院に来

た母や姉、見違は、いったんは病院を引き上げたが、揉子のおかしいのに気付いて病室に

戻っている。その後、父は息を引き取った．自分は最後まで父とつながれなかった。

何も知らす夜中に自宅に戻ると、明りが坦々とついていて母たちが掃除をしている。r

何してんだ、こんな時間に」ト・お父さん亡くなったよ。大学にも連絡して、何度も呼び

出してもらったんだけど。まだ病院にいるから行ってあげなさい。待っていたんだから…

」妙に落ち着いた声だった。家を飛び出し、夜の霧のなか病院に走った。力が抜けた体に

霧がからみつく。地下の霊安室に入ると、父は少し微笑をたたえながら気持ち良さそうに

眠っている。肌の色も悪くない。だが合掌した手に包帯が深く喰い込み、その部分が鬱血

している。その手と痛みを感じていない父の微笑。父はやっぱり死んじまったんだ。意を

少し撫でると、自分の息で傍らの蝋燭が揺れた。rよく生きたよな、親父」と呟く。こん

な言葉は死の実感からほど遠い言葉と自分で意識しつつ、それ以上には言葉が出なかっ

た。

見守っていた兄と二人、霊柩車に乗って家に戻る。事の中ゆっくり車は進む。自分の住

む街が、こんなにも静かに感じたことはなかった・・・j

いつでもはずれちゃうんだよな、自分は。そして俺にはどうにも分からないところがあ

る。それにしても、なんでこのⅧ媚臥Ⅰmuで過去の自分のことや父親のことなど思い出

すのか、それも分からない。そして時々、ここがアフリカなのか日本なのか分からなく

なってしまう時がある。柄にもなくこんな感情になっているのは、旅の感傷だろう。しか

し、それを自分で排除する気はない。図らずも運動に参加した呂、父は死んだ。今、その
一連勤が終わる時、馳まアフリカに居る。この地は自分にとって一つの帰結点なのだろう。

また、同時に僕はここで「父への旅」のスタート地点に立ってしまったのかもしれない。

「チブタ　ヤシ才、チプク　ヤシオ」とシャテラックが僕の体を揺すっている。どうも

道瑞で居眠りをしてしまったようだ。彼の大きな手がまた僕の体の前に差し出された。そ

の手を僕は再び握って二人で歩き始めた。
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渋谷さんへ
H－1ト1弓手1■・

先月号lコラム」の渋谷幾三さんの記事を読んで・疑問に思ったので手紙を善幸まし
た。（念のため；私は渋谷さんの善書rアフリカの現代人達』も、別冊宝島EXl東アフ
リカ（誘惑）読本」も読んでいません。）
渋谷さんの記事を読んでいると、あたかも日本人女性が－ビーチポ】イ”を発生させた

かのように受け取れます。それに（）付きで、－“日本人どころか、白人女性まで

も・－相手にする一・男娼と化す・－と削、てあります。しかし、ビーチボーイとは、昔
から、日本人女性がアフリカで気掛こ遊ぶ以前から存在していたのではありませんか？

私がアフリカへ初めて行ったのは83年。強烈な印象を受け、日本へ掃ってからむさぼ
るようにアフリカに関する本を読みました○私の－ビーチボーイ升の和議は、それらの本
の中から得たものです．ビーチボーイとはケニヤのモンパサなど海岸地方で、保養に来て
いる裕橋なヨーロッパの白人女性達のお相手をする美しい黒人青年達とあったと患いま

す。
私は去年は3カ月、今年は9月始めからひと月半、タンザニアのインド洋に浮かぶ島ザ

ンジバルに滞在しました。ここへはヨーロッパやアメリカからの団体客は来ても日本の団

体客は来ません。日本人は、毎日一人二人ポッンポッンとやって来る程度です。ここに住
んでいる日本人は、宵年海外協力隊の人も含めてせいぜい6・7人だと思います。

しかし、ここにも・1ご－チボーイ”と呼ばれる人達がいます。観光客を街に案内した

り、観光地へ連れていってホテルを紹介したり、女性の相手をする人達です。去年、この
島へ行く軋スワヒリ語の先生から（枚もザンジバル出身）・「女性が一人で居るとビー
チボーイが声をかけてくるから気をつけるように」と忠告を受けました。実際、声をかけ
られましたが、「今、一人で居たいから」と断われば・「そう・じゃあ」とあっさり立ち

去りました。

私は、この畠に二年掛ナて行ったので友達が沢山できました。彼等はバンガローの経営
者、ミュージシャン、アーティスト、アンティークショップを経営している夫婦といろい

ろですが、中でも多いのがビーチボーイと呼ばれる人達です。按等の勧誘を断わり掛ブる
私を彼等は】お客”ではなく】俺達の友達”と呼ぶようになりました0時には、「金を貸
してくれ」と言われ、友達になると大変なこともあるのですがサでも、彼等は親切で・い
ろいろ私を助けてくれました。おとな達は、彼等は問粗が多い・ウソばかりつくと私に忠
告します。仕事はいくらでもあるのに、彼等は重労働や汚れる仕事をいやがって、簡単に
金が入ってくるきれいな仕事をしたがると批判的です。

しかし、タンザニアは巨木よりも学歴重視の傾向が削、ようで・二つしかない大学に入
れる人の数が限られているので、進級試験に落ちた人達は自分の凛ぷ仕事の範囲がせばめ
られてしまうようです。大学を出さえすれば女性も自分のしたい仕事につく書ができると

日本の医大の大学院に留学中のタンザニアの女友達が言っていました。
ピーチボーイの仕事を傍で見ていると、そう簡単でもないようです。観光客に声をかけ

てもうるさがられたり、断わられたりする事が多いし、約束を取りつけても客からすっぽ
かされたり、ピーチボーイ同士で客の取り合いになってケンカになったり・天候に左右さ
れたりといろいろあるのです。それでも、「∃あいいさ・明別は仕事にありつくさ」と彼

等は楽天的ですが。
“女性のお柏手”に関しては、私の服につかない所で交渉されるようなので、私にはよ

くわかりませんが、去年、若い白人女性が毎臥星も夜も同じ黒人青年と連れだって歩い
ているのを目撃しました．友達に蘭くとrあの白人女はあいつに金を払っているのさ」と
いう返事でした．その白人女性のお相手をしていた男性は、今は私の友達の一人です。今

年もまた、ビーチボーイを連れたおしゃれな若い白人女性を見かけました。

ザンジバルのビーチボーイ達はこんな様子ですが・彼等が日本人女性の憲影書でビーチ
ボーイという仕事を始めたとは思えません○渋谷さんはビーチボーイについてもう一度調
べ直して欲しいと削、ます。それに、タイトルの■冷戦時代の先進国の援助がアフリカの

人々の心に与えたもう一つの憲影■”とは何なのでし上うか？ここでいう“先進団の援
助・とは、＃されやすくお金持ちの日本人女性がアフリカの男性と結婚し彼等に悠々自適
の生活をさせてあげる場を言うのですか？
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産なのです。これまでいろいろな図南からご支掛、ただいた方々には本当にお詫びの

言葉もありませんが、新しい出発をめざしていったん閉じさせて頂きます。・本号の

ために力の入った煎絹がたくさん集まりました。ありがとうございました。菩没に蒲

ちた文車の中に、傍は希望を読み取りたいと熟、ます。かつて本誌の「猪さ」にケチ

をつけてきたオメデタイ御仁もいたけれど、アパルトヘイト廃止後の南アは明るく描

くべきだ式の陣馬なスタ・－リニズム的発想とは別の次元で僕たちは希望を語りたいと

思います．しかし、そのためにこそ今の日本と世界の、そして自分自身もそこに含ま

れるおぞましい妾を直視せざるを得ませんぐ。在プレトリア日本国絶領事館の領事だ

った頓、公然と「南アに求められる公正な社会とは、現行の白人摩位をくつがえし、

表面上マジョリティとされる黒人支配の頭家を建設することではない凸」と藩き（198

5位）、ANCやUDFを「暴力革命を梓跨する一部の黒人」と訣誘した栗原麻夫が、

12月18日付で南アの隣国ジンバブエの大使になりました。なんということでしょう。

南ア同様、かつて少数派白人の独裁的支配を「表面上マジョリティ」の黒人が倒した

ジンバブエ（旧ローデシア）で、いったい彼は何を語り、何をするつもりなのでしょ

うか。こういう問題ある人物を平気で南部アフリカに戻すのが我が冒太の政府である

以上、呑気に官民協力のNGOなんて言ってられません。
竺三三竺二三」
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