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支配体制を揺るがす黒人労働者のスト
過去 1年 半の出来事 は、白人 が支配す る南アを根底か ら播 り動か してきた。ANC(ァ フリカ人民族会議 )に

よるゲ リラ闘争 は、劇的な強 まりをみせた。それだけではな く、全国的なネルソ ン .マ ンデ ラ釈放 キ ャンペー ン、

民衆の不買運動、継続 した学生の抗議行動、 そ して｀自人共和国 、に対する広範な民衆の拒否が続 いてきた。あ

らゆる分野 での抵抗闘争が、新 しい段階 に突入 したのだ。

しか し、 もっともアパル トヘイ ト体制 を震撼 させたのは、黒人労働者 による闘争の高 まりで あったにちがいな

い。政府の規制 を無視 し、人種 に関係 な く結成 されたアフ リカ人労働組合は、飛躍的に拡大するとともに政治的闘

争性 をもっていた。とりわけ、工業部門における黒人労働者の闘争が高 まりをみせた。そ して、何 といって も最

大の インパ ク トにな ったの は、 これ らの組合 に よる大規模 なス トの波であった。

黒人労働者 による'80年以降の闘争経過 とともに、アパル トヘイ ト体制下での労働者 ・労働組合の状況を簡単

に報告 する。

労働者総動員の年 (1980年 )

南ア労働組合評議会 (SACTU)が ｀南ア労働者総

動員の年 、と決 めていた '80年 は、 フォー ド自動車 ポ

ー ト・エ リザベスエ場 のス トで幕 をあけた。そ して こ

のス トは、労働者側 のほとんど完全な勝利 で終結 した。

その後、 フォルクス・ ヮーゲ ン、ジェネラル・モータ

ースなどの自動車工場 でも、労働者がス トに突入 した。

ケープタウンでは、食肉産業の全労働者 がス トを行

ない、 20工 場で 3ケ 月 の闘争が続 いた。 このス トは、

ウエスタン・ケープの民衆による ｀食肉不買運動 、に

支援 されて続 いた。

8月 になると、単独 のス トと しては南アの歴史上最

大 のス トが展開 された。ヨハネスブルグ市職員である

アフリカ人労働者 11,000人 が、賃上げを求 めてス ト

に突入 したのだ。

織物工場 のス トでは、労働者が表に出てデモを した

り、タウンシップにバ リケー ドを築 いたりした。

80年全体で、 40,000人 の黒人労働者がス トに参

加 した。そ して、207件 のス トが行 なわれ、 174,000

日分の生産がス トップ した。 これは、 74～ 79年 の

全期間を合計 した数字を上 まわるものだ。ス トは、こ

れまで最 も抑圧 されていなが ら、組織 されにくかった

農場労働者 をも巻 きこんで行 なわれた。

労働組合と解放闘争の結合 (1981年 )

81年 になって、すでに 70件 の大規模なス トが行

なわれた。ある時期には、平均 して 1日 1件 のス トが

行 なわれたこともある。

自動車工場労働者 は、 シグマ社 と レイラン ド社でス

トに突入 した。自動車組立労組 (MACWUSA)は 、

ファイアース トーン社で解雇 された労働者復職 のため

の支援 ス トを打 ち、巨大なアメ リカ多国籍企業 2社 を

完全 に停止 させた。 イース ト・ロン ドンで も、 ロウン

トリー社 の子会社であるウィルソン・ロウ ン トリー社

での南ア合同労組 (SAAWU)に よる 7ケ 月間のス ト

を含 めて、一連 のス トが頻発 した。

大部分 のス トが生産業 に集中 していたとはいえ、鉱

業の部門で も4件 の大 きなス トが行 なわれた。その中

で も、プ レジデ ン ト・ステイ ン金鉱山では、 10,000

人 の鉱山労働者がス トに突入 した。

これ らは、氷山の一角にすぎない。ジャーナ リス ト、

バス運転手、建設労働者、人夫、運輸労働者 、倉庫労

働者、その他多 くの労働者 たちが、飢餓賃金、劣悪 な

労働条件、労働災害、人種 による差別待遇、彼 らの労

組 に対する非承認 などに抗議 してス トに突入 した。

体制側の弾圧 が強 くなればなるほど、黒人労働者の

団結 と闘争力 も強 まっていった。例えば 8月 には、政

府 の規制 を無視 して結成 され て い るア フ リカ人 労組

29団 体 の指導者 100人 以 上 が集 まって、前例 のな

い歴史的 ｀サ ミッ ト、を開いた。 そして、労組 がス ト

参加者 に払 う補償金を禁止 しようとする政府 の計画に



断固反対 すると―ともに、 これを無視することを決定 し

た。 さらに、 こ
の新 しい妹律

1こ
対 する反対闘争を統 一

`調 整する目的で、各地に特llj連帯委員会を設立する

ことも決定 した。

今 日、御用組合は、かつてないほど労働者の信用を

失 っている。また、有色人労働者にス ト権を与えない

かわりに設置されている政府 ・企業 きもいりの産業評

議会や連絡委員会などの｀疑似労組 、は、完全に労働

者から拒否されている。そして、労組の 登`録制 、に

対する抵抗が、ますます強まってきている。

しかしもっとも重要な点 は、多数の黒人労働者が、

解放闘争ならびにSACTUの 長年の課題を公然 と受け

入れていることだ。労組の闘争 は、アパル トヘイ ト体

制全体に対する広範な政治闘争 と結合 されねばならな

ぃ、とSACTUは 主張 してきている。

飢 餓 賃 金

アフリカ人労働者は、飢餓賃金 しか支払われていな

い。一方の白人労働者は、はるかに多 く受け取 ってい

る。 '79年 の平均的な 1ケ 月賃金を示すと、次の表の

ようになる6

(単位はランド。 1ラ ンド=約 290円 )

白 人 ア フ リ カ 人

製 造 業 805 188

鉱 業 899 140

建 設 業 814 149

電 力 業 779 184

最近の資料によると、次のような数字 も報告 されて

いる。

◇ ミュレー・ロバーッ社の女子労働者は、 80年に週

給 10ラ ン ド以下だった。

● ウィーネンの農場労働者は、 '79年以降、週給 45
ランドのままである。

●アフリカ人労働者と自人労働者の賃金較差は、 '61

,年 の 127ラ ン ドから今日の 600ラ ン ドに拡大 した。

●インフレと生活費の上昇は、アフリカ人労働者の賃

金上昇 をはるかに上まわっている。過去 1年間でたは

60%、 '81年 8月 1日 にはパ ンが 30%も 値上げされ

た。ヨバネスブルグのアフリカ人労働者の購売力は、

80年 に 20%も 低下 した。

劣悪な労働条件

労働条件 はきわめて悪 く、労働者 の安全性はほとん

ど考慮 されていない。

◇毎年、 32,000人 の労働者が仕事 中に死亡 したり永

久廃失 になっているが、 その 95%は アフリカ人労働

者 である。

C'78年 、公表 されたものだけで 194,000件 の事故

があ った。 これは、わずか 29工 場 における数字 だけ

である。

◇ '78年 だけで、鉱山では 877人 の ア フ リカ人労働

者 が死亡 し、 24,700人 が負傷 した。

● アフリカ人労働者の職場 には、 ほとんど労働安全基

準 がな く、その適用 も強制 されていない。

C雇用主が、過失 による事故で責任 を問われることは

ない。

C家事従事労働者 は、何の保護 も受 けていない。

◇粉塵 による病気 は、とくに危険である。 しか し、例

えばアスベス トを扱 うアフ リカ人労働者の安全基準は、

英国の 10倍 の濃度になっている。

雇用 主によって用意 された宿舎 は、｀ホステル 、や

｀コンパ ウンド、と呼ばれるバ ラ ックのような建物で、

とても室舎 といえるようなものではない。 ウィットウ

ォーターズランド地区の出稼 労働者 4,000人 は、 1905

年に建設 された｀コ ンク リー ト製棺 、に押 しこめられ

ていることが、昨年、暴露 された。もちろん、毛布や

マ ットレスは支給 されていない。寝 台が狭 くて寝返 り

もできず、近隣諸国 からの出稼 労働者 は、｀死体置場

の死体 、のような状態で寝 ることを余 儀なくされてい

る。

職 業 制 限

アフ リカ人 は、きび しく職業を制限 されている。大

部分 の職業制限は、自人労組 と政府の協定で決められ

たものだ。熟練労働および管理業務は、自人 に確保 さ

れている。アフ リカ人は、自人 をおびやかさないかぎ

り、 これらの仕事 に従事できる。ただ し、同 じ仕事を

する場合でも、アフ リカ人の賃金は白人 より低い。

アフ リカ人 は、自人の経済が彼 らの労働力を必要 と

す る時のみ、 ｀白人地区 、で働 くことを認 められる。

最近、アフ リカ人に対す る職業 のコン トロールは、ま

すますきび しくなってきた。労働管理事務所 は、 コン

ピューターを使 ってアフ リカ人の ｀流入制限 、と仕事



の振 りわけを行 な っている。

職業制限によ って、アフ リカ人 は大量に失業 してい

る。バ ンツースタ ンに住む男子 の 75%は 、失業中だ。

｀白い 、都市のなかでは、失業 していることが犯罪

にな る。 1979年 、プ レトリアの ア フ リカ人 失業 者

1,000人 は、裁判所 によって政府の｀強制労働収容所、

に送 りこまれた。

白人労働組合

労組 の中には、アパル トヘ イ ト体制 と一体 にな り、

その継続を助 けているもの もある。南ア労働組合協議

会 (TUCSA)は 、立て前 と しては人種差別反対だが、

実際 には、その多数を占める白人労働者の利益だけを

追求 している。TUCSAは 、1973年 以降、白人 か ら

切 り3‐lさ れたアフリカ人 の｀疑似労組 、に替成 してき

た。 しか し今 日、白人 が主導権を もつ｀多人種労組 、

に方向転換 している。TUCSAは 、っねにアフ リカ人

労働者の利益 になることに反対 し、政府の規制を無視

した労組 に対 する弾圧を勧迎 してきた。 TUCSAは 、

60組 合 から構成 されている。

南ア労働者同盟 (SACOLA)は 、白人労働者だけ

で構成 され、公然 と人親差別主義の立場 をとっている。

'80年 に |ま 、 アジア人 を組織か らえi放 した。SACOLA

は、白人 の職業確保 と有色人 より多い産別賃金 を求め

て活動 してきた。当然の ことなが ら、人種差別反対 の

労組やアフ リカ人の労組 の立場 に反対 している。

真の労働組合

TUCSAも SACOLAも 、黒人労働者の利益 にはな

っていない。例 えば、近隣諸国 か らの出稼労働者 は組

合加入 を認 められない。そこで彼 らは、政府 の規制を

無視 して結成 されたアフ リカ人労組 に参加 してきた。

政府 は、これ らの労組 をきび しく弾圧 して きたが、

破壊 することはできなか った。今 日、政府 はこれ らを

コ ントロールす る方向 に転換 してきてい る。すなわち、

これらの労組 を政府に｀登録 、させ、その規制 に従わ

せ ようと している。

人的資源活用大臣ファニー・ボータは、次の ような

警告 を行 なった。「 これを拒否する者は、｀生 きてい

る値 うちがない 、ことに気付 くことになるだろう。 J

彼 のオ ドシにもかか わ らず、 これ らの労組 は｀登

録 、を拒否 しつづけて きた。彼 は今 日、何 がなんで も

命令に従 わせようとして新 しい法律 を準備 した。その

中には、｀非合法 、ス トの参加者に対す る組合か らの

補償金支払 を禁止する内容 も含 まれている。

アフリカ人労働者のス ト

アフ リカ人労働者 によるス トの大部分 は、` 非合法 、

である。 これまでに 1件 だけ、合法的なス トがあった。

それは、 79年 に ピルキング トンで行なわれたものだ

が、ス ト参加者全員の逮捕 で容赦 な く弾圧 された。

'73年 まで、アフリカ人労働者 によるス トは、すべ

て禁止 されていた。そして、ス ト参加者 には、500ラ

ンド以下の罰金または 3日 以下の投獄 が科 されること

にな っていた。今 日、一部のアフ リカ人労働者にとっ

て、手続 き上はス トが合法になっている。 しか し、そ

の権利は非常に多 くの制限がつけられているため、実

際 には意味がない。また、 ｀重要な業務 、に従事す る

労働者 は、今 だにス トを禁止 されている。大 臣は、 い

かなる仕事 で も｀重要な業務 、に指定 することができ

る。

このような状況にもかかわらず、ス トは続発 し、規

模 も拡大 してきた。 '73年 には、工業労働者の大 きな

うね りがみられた。'74-75年 は、 317件 の非合法

ス トが行なわれた。 '76年 、 ヨハネスブルグとケープ

タウンでは、労働者の 80%が 在宅ス トに突入 した。

今 日、ス トの威力が強 まったため、軍隊 までが労働

争議 に介入 してきている。 '80年 5月 、 トランスバ ー

ルの鉱山労働者 4,500人 のス トでは、これを弾圧する

ために軍隊が導入 された。また同年 6月 、ユイテ ンハ

グでは、軍隊がス ト参加者に発砲す る事件 が起 きた。

そ して 81年 3月 、 イース・タン・ トランスバールの鉱

山では、ついに 2人 の鉱山労働者が射殺 された。

ス ト参加者の首切 り

ス ト開始と同時 に、 ほとんどの労働者は解雇 される。

実例 を示 すと、次 のようになる。

0フ ァイアース トー ン社では、 '81年 1月 のス ト直後、

アフ リカ人労働者 1,500人 が首 を 切 られた‐、 と推定

されている。

◇賃上げを求 めて '81年 5月 にス トを行 なった レイラ

ンド社の労働者 2,000人 は、全員が解雇された。

◇ ラウン トリー社の労働者 500人 は、ス トの再継続 を

理由に首 を切 られた。



これ らは、 ほんの数例 にすぎない。 81年 7月 まで

に、推定 36,000人 の労働者が首 を切 られたといわれ

ている。 イースタン・ケープだけでも、 4,000人 に

のぼる。

解雇 されたことにより、多 くの労働者は賃金や仕事

以外 の ものまで失 なうことにな る。つまり、 居`住権 、

まで も失ない、政府が勝手 に指定 した ホ`ームランド、

に送 り返 され ることになるのだ。 '80年 8月 、 ヨハネ

スブルグ市職員であるアフ リカ人労働者の賃上げス ト

では、 1,000人 が解 雇 され、警察 によってバ ンツー

スタ ンに ｀追放 、された。

抵抗の代償

きわめて行動的な組合活動家は、 それだけ高価 な代

償 を覚悟 しなければな らない。 これまでに、数千人が

禁足 (集 会参加や旅行 など、行動の自由を制限 される

こと )・ 逮捕 ・投獄 されて きた。

SACTCは 、 160人 のオル ガナイザー逮捕、 3人

の幹部指導者処刑 を含 む大弾圧 を受 け、地下活動を余

儀 なくされた。 5年前 には、 24人 の幹部 が 5年間の

禁足令 を受 け、組合活動 に従事 できな くな った。また

4年前 には、 3人 の組合活動家が ｀拘留中に死亡 、し、

5人 が終身刑 で投獄 された。

労働組合 ｀改革 、の年、と政府が決めた '80年 には、

次 のような弾圧が行なわれた。

● ヨハネスブルグ市黒人労働組合 の中心的指導者 3人

が、ス ト指導 を理由に ｀サボタージュ法 、違反で起訴

された。

●食肉労働者 の指導者 5人 が、逮捕 された。

● フォー ド社 のス ト指導者 1人 が、逮捕 され禁足令 を

受 けた。

O食料 ・製缶労働者の指導者 19人 が、逮捕 された。

●南 ア合同労組 (SAAWU)の 組合員 125人 が、 大

規模な集会 に参加 した理 由で逮捕 された。

◇ベテランの組合活動家 オス カ ー ・ムペ タはこ高令

(71歳 )と 病弱 にもかかわらず、起訴な しで約 5ケ 月

間 も独房監禁 された。

これ ら以外 にも、多 くの実例がある。 しか し、 '81

年 にな って、事態 はさらに悪 くなった。 1～ 7月 の間

に、 140～ 210人 (情 報 によって人数が異 なる )が

逮捕 された。逮捕以外 にも、多数が禁足、投獄 された。

数例 をあげ ると、次のとお りである。

o SAAWU組 合員の少 な くとも 121人 が拘留 され、

その中には、議長 と菖」議長 も含 まれていた。

③ 自動車労組 の活動家 22人 が 拘留 され、その中には

自動車組立労組 (MACWUSA)の 議 長 と 3人 の幹部

も含 まれていた。

●マスコ ミ労働者協議会 (MWASA)の 議長、運動部

長、 4人 の幹部が禁足令 を受 け、数人 の家 が差 し押 さ

え られた。

O郵便労働者 4人 が、労組 を結成 しようと して拘留 さ

れた。

C黒人 自治体労組 (BMWU)の 書記長が、再拘留 され

た。

これ らの弾圧以外にも、労組 の指導者 ・活動家 は、

さまざまないやが らせ、脅迫 を受 けてきている。ダー

バ ン織物工業労組 の会計 は、街頭で暗殺 された。指導

者の自宅 は、 しば しば投石 された り爆破 される。 また、

労組 の集会は禁止 され、事務所は警察 の手入れを受 け

る。 しか しなが ら、労働者のたたかいは続 けられてい

る。

(※ 本文 は、英国の Anti― Apartheid News'81年

9月 号か ら訳出 )

[6ページよりつづく]

は、ほとんどない。

その上、西 ′フリカー帯 で空手の三流ゲテモノ映画

が流行 してお り、空手が出来 るか、 と必ず声 をかけら

れる。前の手紙に書いたかもしれないが、奇声 をあげ

て私のまわ りに子供 たちが集まって くると、またか、

と思 って しまう。ただ、駅 やバス停で寝 る時には、必

ず中国拳法の準備運動 を してお く。 (私 は、学生時代

に中国拳法をや っていた。 )何 せ ドロボウが多いので、

これを見せておくと効果がある。

これまで、 日本人 の旅行者 とは一人 も出会 っていな

い。アフリカにいると、疲 れた時や ビザが思 うように

取 れない時に、日本のことを思 い出す。 しか しそれ以

外 には、 アフ リカを歩 きまわることで頭 がいっぱいだ。

身体の調子 もよ く、楽 しい旅を続 けている。 (1981.

5.6記 ) (つ づ く )



繭y。 フオードエ場磯

轟人勢繭書のたたか袂

今年 (81年 )の 9月 、思いもかけず南アフリカ

を訪れる機会を得た。 ヨハネスブルグから南部の

ケープ地方、ダーバ ンなど各地をわずか 2週間で

回るというあわただ しい旅で、春の訪れまで待つ

こともできなか った。

とはいえ、「 アパル トヘイ ト」による抑圧 と搾

取の下で、苛酷な弾圧にさらされつつ、なお決然

と解放へのたたかいに身を投 じる黒人たちに出会

い、強い感銘を うけた。

ことに印象的だったのは黒人労働運動の盛 り上

りであった。76年、ソウェ トの大衆蜂起 と結びつ

いた黒人意識運動は、いま黒人労働者に受け継が

れているという感 じが した。

日本 :こ帰 ってきてか ら、 PARCに 届いている

い くつかの資料 二
―「サザン・アフリカJ誌や「ニ

ューヨーク・ガーディアン」など一― が相次いで

南アの労働運動の進展を伝えているのをみて、や

はりそれだけ大 きなうねりなのだと知った。

私自身が見闘 したことは、『 世界か ら』第11号

に報告を載せたので読んでいただければ幸いであ

る。そこで伝えきれなかったことのなかに、79年

末のフォー ドの労働者のたたかいがある。この闘

争は、80年代に入 った南アの黒人労働運動の広が

りと深化に重要な役割を果 したといわれるが、資

料 もあまりなく紹介 もされていないので、私が知

り得たかぎりのことを書いてみたい。

黒人労働運動の新 しい波の第一波 となった79年

のフォー ド労働者のス トは、賃上げ闘争ではなか

った。それはケープ地方最大の産業都市ポー トエ

リザベスの黒人居住区で激発 した大衆運動 と結合

するという、それまでにないユニークなス トだっ

たのである。

ポー トエリザベスのアレゴア湾に面 してフォー

ドエ場がある。東側一帯に 6つ の黒人居住区が隣

加 地 永 都 子

接 している。西側 にも 1つ ポツンと離れたアフリ

カン・タウンシップ (黒 人居住区の呼称 )が ある。

タウンシップ (町 )と いっても要するにスラムで、

黒人たちは堀立て小屋や単身の移民労働者用ホス

テルにつめ込まれている。単身者用ホステルとは

名ばかりで、 1部屋に 2家族が住むという例 もめ

ずらしくはない。「 ホームラン ド」で食いつめた

家族が夫や父親を頼って出て くるか らだ。

東恨1の タウンシップのひとつは、以前フォー ド

ビレジと呼ばれていた。 1948年 にフォー ド自動

車工場が提供 したパッキング・ ケースを材料に堀

立て小屋をたてて、黒人を住まわせたのがは じま

りだったか らである。 この小屋に住民は79年当時

で月11ラ ン ド(約 2750円 )の家賃を払 っていた。

このフォー ド・ ビレジがついに撤去され、住民は

別の居住区へ移されたのだが、そこでは収入に応

じて (月 給 150ラ ン ドから250ラ ン ド以上まで 4

段階に分けられた )毎 月20～ 41ラ ン ドの家賃の支

払いを命 じられた。 しかも新 しい家は壁 も塗って

いなければ電気の配線 もされていなかったという。

フォー ド・ビレジの跡地は、家賃・水道料あわせ

て85ラ ン ドという、エ リー ト向けの小 ぎれいな団

地に変身した。他の居住区で も事態は似たり寄 っ

たりだった。西側の、自人地区に隣接する居住区

はプラックスポッ トとして完全に撤去されること

になった。

ポー トエ リザベスだけでなく、こうしたことは

南ア中で進行 しつつある一一「 ホームラン ド計画」

の名の下でcだがここの住民たちも、他の地域の

住民が しば しばやるように、互いに結束 し住民連

合をつくった。 これかのちにペブコ (ポ ー トエ リ

ザベス黒人市民連合 )と して知 られる大衆組織に

発展することになる。住民たちの リーダーとなっ

たのが トザマイル・ボタ。 1948年 生まれ、東ケ

ープ出身のボタは、フォー ドの労働者だった。



79年 10月 に結成 されるとすぐにペブコは、アパ

ル トヘイ トの下での人種差別と収奪をはねのけた

いと願 う黒人大衆のより所になった。周辺の各地

に支部が組織 され、80年 1月 にはペブコの会員は

3000人 を越 し、 2週 に 1度 開かれるペブコの集

会には 1万人以上が参加 した。

南ア政府は黒人にたいしいっさいの政治組織を

非合法化 している。政治活動はすべて、犯罪であ

リテロリズムであるとされる。 こうした政治状況

の中で、ペブコは最初か ら「 市民連合」と名のり、

地域の住民運動に徹 し、家賃や水道料 といった身

近かな問題だけをとり上げるという方針をたてた。

にもかかわらず、 リーダーのボタは、政治組織に

かかわっているという理由で、フォー ドを解雇 さ

れたのである。

ボタの解雇撤回を要求 して、700人の黒人労働

者が職場を放棄 した。そのうち 8割 はペブコのメ

ンバーだったといわれる。最初の 3日 間の山猫 ス

トで、フォー ド労働者の半数を組織する自動車労

働者組合 (UAW)が 黒人労働者に職場に帰れ と

説得 したことから、黒人労働者の組合にたいする

不満が一気に噴 き出 した。彼 らは、ボタの解雇撤

回が認められるまで、頑 として職場に戻 ろうとし

なかったのである。

黒人労働者はさらに自分たちの要求の リス トを

つ くり、第二波のス トに起ち上った。 10月 21日 か

ら翌年の 1月 9日 まで続 いたこのス トの期間中、

組合 (UAW)は 「政治 ス ト」ときめつけ、労働

者を完全に見捨てた。そ こで黒人労働者は自分た

ちの代表を選びフォー ド・コルティナ労働者委員

会を結成、 1月 に入 って ようやく、この委員会 と

会社側、 UAW、 アメリカ領事をふ くめた交渉の

場が もたれ、争議は一応の解決をみた。だがこれ

と同時に、ペブコにたいし弾圧の波がおそいかか

ることになる。 1月 10日 、ボタをは じめペブコ指

導部が「 テロリズム法」で一斉に治安警察の手で

捕えられた。ボタと 3人の リーダーは 2月 27日 に

釈放されたが、直ちに 3年間の追放令をいい渡さ

れた。フォー ド側はこれによリボタの解雇撤回は

現実的に不可能になったと発表。ペブコの リーダ

ーとして脚光を浴びたボタに、国際的支援が集ま

ったが、ペブコ自体は組織 として確立する間 もな

くたたきつぶされて しまったのである。

5月 、ボタはついにポー トエ リザベスを去り、

トランスカイを通 って国境を越え、政治亡命者と

してANC(ア フ リカ民族会議 )に加わった。 フ

ォー ドの労働者は、80年 9月 、自前の労働組合を

結成 した。

ペブコは一貫 してフォー ド労働者のス トを支援

しただけでなく、この間に組織的にも大 きく飛躍

した。79年 11月 30日 に逮捕 された22名 のス ト参加

者は全員ペブコの会員証を没収 された。

大衆組織 としてのペブコは、政府・地方当局 だ

けでなく、政府機関に参加 している団体、組織 と

もいっさい交渉を しないという原則をたてて、黒

人大衆をひきつけた。南アの黒人闘争の歴史は、

交渉戦術がいかに不毛であるかを大衆にいやとい

うほど思い知らせてきた し、黒人の行政参加が拒

まれている以上、交渉の余地はないとするペブコ

が支持 されたのは当然 といえる。

だがアパル トヘイ ト体制の中にはいかなるもの

であれ交渉・協調は しない、黒人の連帯をこそ強

化するというところから、その先どう進むのかと

いうところまで行かないうちに、ペブコはっぶさ

れて しまった。 ソウェ トの十人委員会 との結 びつ

きなど、全国組織への準備 もようや く始まったば

か りであった。

だが、ペブコのたたかいは80年代に入った黒人

運動に大きな影響を及ぼ した。それがいちばんよ

く現われているのは、家事労働者や食品労働者な

ど黒人底辺労働者を組織する南ア合同労働者組合

(SAAW)の たたかいである。 SAAWは 、合

法的黒人労組をめざすFOSATU(南 ア労働組

合同盟 )と 対照的に、政府の承認は拒否するとい

う決議を採択 し、商業・産業労働者の週給50ラ ン

ド、有給休暇 4週間、時間外労働の規制、家事労

働者の最低賃金値上げ (月 80ラ ン ドに )な どをか

かげて、 1980年を「 労働者の年」としてたたか

った。

「 アパル トヘイ ト」とそれを支 え る外国資本

(も ちろん日本資本 もふくむ )をゆるがすのは、

黒人労働者の力をおいてない。

ぽ尋嘗壇二ぶ[1重言つYI祗∬。|



F~ナ イジ ェリア

4月 4日 、ナイジェリアの国境を通 り、 ソコ トに着

いた。 ソコ トからカ ドゥナまで、 ヒッチがつかまらず、

乗合 タクシーで行 く。

4月 8日 、首都 ラゴスに着 いた。まず、 カメルーン

のビザ を取 ろうと思 って大使館へ行 ったが、 3週間 ま

たなければダメだという。本国照会 をするためだとい

う。他の コーロ ッパ人旅行者は 1日 で取れるのだが、

い くら頼んで も、 日本人 はダメだという。そこで、隣

国のベニ ンに行 こうとしたが、旅行者には ビザを発行

しないとい う。仕方 なく、いったんニジェールにもど

ることに した。

ラゴスで、 はじめてゲ リを した。 ビザが取れず気落

ちしていたか らかもしれないが、 3日 間、 YMCAで

寝 こんで しまった。

ラゴスにある日本大使館へ行 ったのだが、「す ぐさ

まナイジ ェリアから出て行 けJの 一点 ばり。「 ラゴス

は物騒で、先 日も日本人がおそわれた。」 と言 ってい

た。 まあ、面倒な旅行者など早 く出て行 って もらいた

い、 ということなのだろうか。 日本企業の人にも、 ラ

ゴスはあぶない、 と言 われた。

しか し、何 といって もラゴスはひどい。物価が高い

(世界一 といわれる )だ けでな く、道路 もせまく、そ

の上、 すさまじいばか りの車の洪水。公園などがまる

でな く、おまけに高層 ビルが次 々と建設 されているも

のだから、息かつまる。 1週 間 もいると頭がおか しく

なる町で、一緒 にYMCAに 泊 まっていたアフ リカ人

など、「 ラゴス イズ ク レー ジー、 クレージー/J

と叫んで、おど りだす始末。 まさに、ラゴスはクレー

ジーだ。

ラゴスは、ブラック ,マ ーケ ットが非常にさかん。

町の中を歩いていると、売 り子から声 をかけられる。

ブラック・マーケ ットの発生 自体、 自国の通貨 に不安

をもつ商人 が多 いことの証明だろうか。ナイジェリア

は、通貨交換のチェックがきび しい、 といわれている。

私 1ま 、ナイジェ リアのカノからニジェールのマ ラデ ィ

へ抜 けたのだが、お金 をか くすのに苦心 した。だが、

国境では国頭の調べだけでパ ス。お金 も見 なければ、

荷物検査 もなかった。

ナイジ ェリアは、鉄道が主要都市間を結 んで、かな

り発達 している。だが、道路網の方 が、 ほぼ舗装 もさ

れているし、早 くて便利。大型バスの料金は、鉄道の

1等 より安 く、 2等 より少 し高 い。 もっと安 いのは、

｀地獄 トラック 、とい って、客 を屋根 の上 にまでのせ

る トラックが走 っている。 2～ 3台 ほど見かけたが、

よく人間が落 っこちないものだ、 と思 った。

4月 17日 、ラゴス を早朝 に出発 して、夜にはニジ

ェール国境 に近 いカノに着いた。道路 が比較的に良い

ため、すさまじいスピー ドでとばす。 この日だけで、

約 1千 キロを走 ったことになる。

●ニジ ェール

4月 18日 、国境 を通過 してマラデ ィーに着いた。

ここでは、警察への屈出が必要だ。 ここの警官、とて

も親切で、警察か らバス停 まで巡回のついでに送 って

くれたのだが、途中でホテルや レス トランに一緒に立

ち寄 った。 ホテルに寄 ると、必ずスプライ トを 1本 だ

して くれ る。 l軒 くらいな らいいのだが、 2～ 3軒 も

まわると、腹がい っぱいにな って くる。飲 まないと変

な顔 をされるので、もう途中でヤケになってきて、全

部飲 んでまわ った。バス停 に着 いた時はゲ ップの連続

で、いささか腹が苦 しか った。

4月 20日 、首都 ニ アメに着いた。 ラゴスではベニ

ンのビザを くれなか ったが、ニアメの大使館 では 3日

間のビザ をくれた。それで、途中のパ ラクーまではバ

ス、あとは汽車 でコ トヌーまで行 く計画を立てた。

4月 24日 に出発 したが
‐
、同 じバスに一人旅のフラ

ンス人女性 と二人 のス ウェーデ ン人国連職員 がのって

いた。このフランス人女性、バスの中で「ああ、 これ

がアフ リカ、 これがアフ リカ /」 と叫び通 しで、いさ

さかまい った。国連の連中もアフ リカを知 らない様子

で、 さんざんの旅 にな った。おまけに、バスが途中で

パ ンクはするし、エ ンジンの調子 は悪 くな るしで、ひ



どいバスに乗 って しまった。

●ベニン

4月 26日 、国境 を通過 してベニ ンのパ ラクーに着

いた。そして 27日 、 パ ラクーからコ トヌーまで汽車

にのる。国連の連中、いつのまにか私の分 まで 1等 の

切符を買 って きて しまい、 1等 にのることにな って し

まった。白人 は、 1等 に しかの らないようだ。

コ トヌーに着 いて ビザの延長を申請 したが、 2週間

しか くれず、ベニンは旅行者の長期滞在 をあま り認 め

ていない らしい。

コ トヌー ・ホテルに泊 まっていたら、夜になって娼

婦がや ってきた。金が無い、 とい うと、彼女 は商売 を

あきらめて色々な話を しだ した。姉 と一緒 に旅行 して

いる、 という。まあ、巡回娼婦とい うか、出稼 ぎ娼婦

といったところだ。次の日は雨だったので外 に出る気

になれずいると、また彼 女が部屋 にやってきた。 自分

の部屋 に遊 びに来 いというので、その 日は彼女の部屋

でゴロゴロしてぃた。みて いると、次々に色々な人間

が入 って くる。同業者仲間 だ ったり、昨 日の客 だ った

りする。そんな中で、彼女 ら姉妹 は、シャヮーをあび

たり、化粧 したり、髪 をとか した りしている。女性 を

金で買 うのは私の主義 に反 するし、実際問題、買 うよ

うな金 もないので、彼女は私 を友だち扱 い して、何 か

と親切 に して くれた。

彼女 たちの母親 は、ガーナの首都 アクラで布 を売 っ

ているマーケ ッ ト・マ ミーだとい う。彼女たちは、 ト

ーゴの首都 ロメからここに来 たところで、 これか らナ

イジェリア、ニ ジェール、オー ト・ボルタ、 コー ト・

ジボア ールの順 にまわる予定だという。彼女の写真 を

とったので住所 を聞 いたところ、 コ トヌーの友人 の住

所をお しえて くれた。 もう少 し年配 になった ら、彼女

たちはマーケ ット・マ ミーにで もなるのだろうか。

5月 3日 、首都ギ弾 卜・ ノボに行 く。この町、名 目

上は首都 になっているが、行政機関 のほとんどは コ ト

メーにあ り、本当に名目だけだ。タクシーも少な く、

その上にボラれる。住民の足は、オー トバイのようだ。

安 ホテルもな く、 1日 で引きあげることに した。

5月 4日 、国境 を越 えてナイジェリアの ラゴスに向

かう。 コ トヌーか らラゴスまで、海岸 にそって新 しい

道路 が出来ていて、車で行 くことができる。

ナイジ ェリアのチ ェックはきび しいといわれている

が、 ここの国境は割 といいかげんで、お金の申告 など

しな くていいか ら早 く行 け、 といわれた。反対 に、こ

ちらの方が出国の時のことを考 えて、どうか申告 させ

て くれ、とい う仕末 。

③西 アフ リカ雑感

私は、 たいてい食事は露店で食べている。 この方が

安 いか ら。 ライスやバナナから作 ったもちに、肉や魚

を煮 てカラシをきかせたスープをかけて食べ るものが、

各地 に多い。 もちは各地で特色があるが、スープの辛

いのは共通 。パ ンは、仏語圏では固 いフランスパ ン、

ナイジェリアは英領だ ったので、やわらかい食パ ンが

ある。

マ ンゴーは、市場や頭の上の皿 にのせて売 り歩 いて

いる売 り子から買 うのだが、ベニ ンのアボナーでは町

中に多 くの木が生えていて、これを勝手 に取 って食べ

られ る。大人 や子供 が、マ ンゴーの木に登 ったり、長

い棒 で落 と したりしている。 これを.集 めて市場で売 る

のだが、取 っているのを手伝 ったり、私 も自分で木に

登 ったりして、 もぎたてのマ ンゴーを食べた。 もぎた

ては、格男ll lこ おい しい。

西 アフリカでは、日本製のラジカセや時計 などが、

やたらと目につ く。ラゴスでは、「 ゲイシャ」 という

名前の魚の缶詰 が多量 に出回 っており、 YMCA住 人

の常食 になってい る。 また、ラゴスには醤油まであり、

日本企業の進 出で 日本人 が多 く住んでいるか らだろう。

しか し何 といっても、日本の車の量 には驚 く。 ラゴス

の車の 8割 は、 日本製ではないかと思われ る。

西アフ リカには、かな リムス リムが多 く、各都市に

は必ずモスクがあるし、 1日 5回 のネL拝 もよ く見かけ

る。バスの旅で も、 日暮 には必ず停車 して、ムス リム

のネL拝 が終 るのを待つ ことにな る。ニジェールのニア

メーでは、バス停の前 にモスクがあり、ネL拝時になる

と道路 を うめつ くして ムス リムが集 まり、い っせいに

コーランを唱えだすのは、見ものであった。

いまのところ、 フランス語 は基本的なあいさつと数

字を話せるだけだが、それでも何 とか旅行 を続 けてい

る。西 アフ リカー帯 で、ハ ウサ語が かなり通用 するよ‐

うだが、 まだ、まるでわか らない。

西 アフ リカを歩 いて いると、必 ずとい ってよいほど

中国人 とまちがわれる。 タイや フィ リピンの人 とまち

がわれることもあり、最初 か ら日本人 と呼ばれ ること

[4ペ ー ジ下 段 へつ づ く ]



『鯛の小骨』

『 世界 』 10月 号 の土屋哲「 アフリカニズムの高揚 J

(南 ア フリカのく黒人意識運動 >を 中心に )を 読んで

みた。何 か変だ。鯛の焼魚を食べた後のように何 か変

だ。何 かひっかか っているようだ。まるで鯛 のガヽ骨が

のどの奥 にひっかかっているよ うだ。すっきりしない

んだよなあ～、この後味の悪 い読後感。なんとか しな

くては。御飯 をかまずにのみこんでみようか。それと

も、大 きく目を開 いて鏡 をのぞいてみようか。 このま

までは、今晩 おちおち眠 ることもできない。納得でき

るまで究明 してみる必要がある。それでは、頑 張 って

もう一度読んでみるとしようか。

冒頭 でこんなことを言っているc「長年の無力感 と

白人への劣等感を払拭 し、黒 い肌 とアフ リカの自然の

尊厳 に目覚めることからアフリカ人の自立 が始まったJ
これを土屋哲流 に、南アフ リカの<黒 人意識運動 >を

軸 に して、解釈 してゆ くとつぎのよ うになる。

<ソ エ ト暴動 から5年 >
1976年 6月 16日 、 南 アフリカ共和国 のソエ ト

で起 った暴動 が世界 を震撼 させてか ら、 5年 になる。

(ソ エ トとは、 ヨハネスブルグの南西部約 6キ ロの処

に位置す る、南ア最大のアフ リカ人 ロケイションであ

る。 85平 方 キロとい う広大な面積をもつこの地域 は

1963年 に 26区 に区分 されて ヨハネスブルグ市委

員会の管轄下に置かれ、その時か ら正式 には SOuth

Western Townships、 略 し て 一 般 的 に SOWeto

と呼ばれるようになった。 )

かつて南ア フリカ黒人 たちの反逆の原点 は、 シャー

プビルだったものが、その日からソエ トに変 った。白

人政府 の弾圧 に血塗 られたソエ トは以来、南ア黒人解

放闘争の聖地 とな り、… ‐。

ソエ トにまつわる私の思い出。 1973年 に 私 をソ

エ トに案内 して くれたのが、 ソル・プラーキの研究家

として著名 なテ ィム・カズ ンだ。カズンは「 この中は

迷路 のよ うにな っていて一度入 ったら生 きて出 られ る

保証はない Jと 凄むので、あきらめた。 そういえば く

すんだマ ッチ箱のようなプ レハブ小屋が、赤茶 けた丘

一面に立 ち並ぶ、曇 り空のソエ トは、 どことな く無気

味 さを漂 わせていた。代 りにインド人 ロケイション、

レシアにヌ、った。

<穏健路線 か ら強硬路線 へ>
1948年 の総 選挙 で人種差別 と｀黒禍 、を正面に

押 し出 した国民党 が勝利を収 め、南アではじめてアフ

リカーナによる国民党単独内閣が成立、他 のアフ リカ

地域 の解放 の動 きとは逆行 して、南アに人種差別政策

が一段 と強化 されるに及んで、白人黒人平等共存の積

年の夢破れたアフリカ人の強硬路線 が、もはや これま

でと一挙 に噴 出する。く目には目を>と い うゎけで、

国民党政府が自人ナ ショナ リズムを煽 り立てれば立て

るほど、 これに呼応 して黒人は黒人 ナショナ リズムを

昂揚 させ、武力闘争 によって白人 をアフ リカ大陸から

叩 き出す という過激 な意見 まで飛 び出す始末 で、対決

の姿勢 をあらわにす る。

レムベーデが指導 し 49年 にく行動プロクラム>を

採択 した「青年連盟 J、 59年 にANCを 割 って出た

ソブクウェ主導 のパ ン・アフ リカ人会議 (PAC)、
69年 ビーコを中′とヽに結成 された学生運動組織南ア フ

リカ学生機構 (SASO)、 これ らの運動 は他人種の

共存 共闘を忌避 し、黒人 だけの純血ナショナ リズム

を鼓吹 した点に特色 をもつ。 10年 を飾目に噴出する

これら突出部 をつなぎ合わせ ることで、 80年 代以降

の南 ア情勢 の展望が大 きく開けて くるように私には思

える。

<冬 の時代 を経て意識革命へ>
マシューズ、ムチャー リ、セローテ Sに 代表 される

<詩 の時代>が 、倉U作 の可能性を潜在意識面に追求す

る、内向の時代が、 70年 代南アに訪れ る。 この文学

の分野での潜在意識志向は、ビーコら若い学生を中心

に 70年代南アに展開 された、黒人 に意識の変革 を追

る<黒人意識運動>の 志向 と奇妙に符合す る。そのい

みでは南 ア 70年代は、<黒 人 にとって>断絶の時代、

内向の時代、意識革命の時代だ ったともいえる。

自らの根 (ル ーッ )を 掘 し起 こし、黒人 である誇 り

の自覚 を通 して、黒人の精神的 自立 と自助 を目ざすこ

の運動 (ケ ニアの識字運動 と近似の目的を もつ。各面

で南アとケニアの類似を比べると面 白い )は 当初、教

会を本拠 に黒人 に医療を施 し、読み書き ,裁縫 ・保健

教育 などを教え込む<ブ ラック・コ ミュニティ・プロ

グラム>と 連帯 しなが ら、活動実践の場 を、黒人 一般

民衆の実生活を求 め、 その向上を目標 と していた。

くアフリカニズムの拡が り>



それでは 70年代南ア黒人の抵抗運動を見 る上での

キイ 。ポイントであるこの黒人意識運動とは、アフリ

カ人にとって一体何であったのか。 ｀

一言でいえばまず第一に1 黒人の潜在意識に根深 く

ひそむ劣等感の払拭清算に始まり、第二にく黒 さ>の

尊厳ヽの自覚を通 して黒人を、精神的自立と自力更生

に目覚めさせ、最終的には南ア黒人の解放へと進む。

そしてこの三段階のそれぞれの過程 でく黒い皮膚 。白

い仮面>を もつ二重国籍者 ファノンの自己検証、サ ン

ゴールのネグリチュー ド、カウンダの人道的社会主義

とりわけニエレレの自立更生の思想の影響を強 く受け

る。その限 りでは、現代アフリカ思想の集大成 ともい

える。

黒人意識運動 とは、内なる自らの心に目を注 ぎ、植

民地支配を合理化するために自人が造 り出 した神話に

すぎない自人優位の思想 とその裏返 しの黒人の劣等感、

そういった困定観念の厚い壁を打破 し、黒人に意識の

改造を追る運動、その上でく黒人よ、自らの責任で主

体的に自らの道を切 り開 くのだ>と 、託宣する運動 と

いえる。さてこの種のアフリカニズム、純潔ナショナ

リズムは、なにも南アだけの専売特許ではな く、パ ン

・アフリカニズム、ネグ リチ ュー ド運動 といった形で

'そ

た本書絶物あら、ら

'シ

リカたぬ存在しそj、 を、ガリ

:と 自薪しj、 もあそはなjゝ 。たが花あケシ)力 藷lilた 立
人を暮真な港史をもらli3,た 蔽ちをJゝ えな、ウシウカ

ニ交去あ裏税あ提噌著は、ナシトシ・立 .レ 去夫上ナ

をお乞。

<(黒人意識 )と 現代世界>
このような黒人意識運動は、どのような普遍的意味

を、 アフリカ全体にもつものなのだろうか。昨年夏、

セネガルとガ ーナとナイジェリアを歴訪 して、セネガ

ルでの盛んな俳句熱、ガーナの日蓮正宗信者三千人を

発見 したことは、ここ数年来アフリカと日本の比較文

化に興味をもつ私 にとって驚きであった。理由を探 る

とそこに、現在アフリカ人 に共通の、意識革命を希求

する精神志向が浮び上って くる。

自然 と対等の関係で向かい合い、自然の生命を自分

によび込む俳句は、セネガルの人たちに苛烈な自然 と

立 ち向かう励みを与え、季節に目覚めることによって、

それは同時に自己を発見 し、自己を主張する契機とも

なったとい うことである。ということは、主体性なき

まま伝統的な共同体的価値観に理没 し、無為の毎 日に

身を任せてきたアフリカ人に、生の喜びを、自らの主

体性の自覚を写えた俳旬は一つの精神革命 として大き

な意味をもつ。

そしてガーナでの日蓮正宗の浸透 も、この俳句とほ

ぼ同 じ効用を仏法が、ガーナ人にもっている例証とし

て理解できる。つまリカルマ (宿業 )の 呪縛 から自ら

を解き放 ち、人間が人間の生命の自立に目覚めるとい

う、人間革命の道を説 く仏法が、先祖の呪いにがんじ

がらめにされ、身動 きが取れないで一生を暗潜とした

気持で悶々の日をすごしてきたアフリカ人 にとって、

自力でアフリカの伝統的価値観に由来するさまざまな

呪縛を断ち切 り、自らの道 を切 り開 く希望の光明とも

なったのだ。とりわけエンクルマの死後続 く政情不安、

極度の物資不足と悪性インフレ、望 みなきどん底の生

活苦に喘 ぐガーナ人の現在であってみれば、なおさら

である。文字通 りの啓蒙である。

近代化を軸に近代国家建設を達成するには国民の自

発的エネルギーの、総力をあげての結集が必要である。

とすれば、 (こ れは第二世界の国々に共通 しているこ

とだが )自 立更生とは、伝統的な家族共同体的価値観

の中に深 く逃避埋没、沈澱 して容易には国家建設の戦

列に就 こうとはしない腰の重い民衆を社会参加 させる

ための、国民 に意識変革を追る切札としての思想 とみ

られるからである。

「・・・・・ Jで示 した鯛 の小骨を抜いてゆくうち

に、最後の<(黒人意識 )と 現代世界>で大 きな鯛の

骨 をみつけて しまったようだ。日蓮正宗と南アの黒人

意識運動を結 びつけようとした土屋哲氏がみじめだ。

彼の論理 からはとても普遍性をみいだせない。ァフリ

カをみ くびっているようだ。なめんなよ。

鯛の小骨を抜いたにもかかわらず、まだすっきりし

ない。チク、チクチク、チク、小骨の傷が しみる。私

自身にとって「黒人意識運動」とは何なのか。チク、

南アのアパル トヘイ トとは何なのか。考えなければ。



O⑩ ⑤
回昨年 10月 10～ 11日 、静岡で「第 4回反アパル

トヘイ ト全国集会」が開かれた。 この集会には、東京

静 岡 。名古屋・京都・大阪などの各地から30名弱が

集まり、各グループの活動報告、情報交換、今後の運

動課題などについて真剣な討議が行なわれた。

い くつかの内容を簡単に報告すると、 o京都に「南

部 アフリカ問題研究会」が発足 したこと、 o東京で「

日本・南ア問題研究所」の設立が準備 されていること

o日 本で禁止された薬品が、在庫処分 としてアジア、

アフリカ諸国にバラまかれていること、 oすでに南ア

が核兵器を生産 していると思われることのアッピール

(近 々、アフリカ行動委員会から翻訳パンフが発行 さ

れ る予定 )、 。日本におけるアパル トヘイ ト反対運動

の今後の方向に関する論議、などがあげられる。

最後に、今年の全国集会は名古屋で開 くことを決め

て閉会 した。

日昨年 11月 、ケニアの作家グギ・ワ・ジオ ンゴ氏が

来 日し、川崎市での「アジア・アフリカ・ ラテンアメ

リカ文化会議J、 京都でのシンポジウム「第三世界の

民衆と文化運動」 などで講演 した。グギ氏のことにつ

いては、彼の帰国直後に刊行 された『 民族・歴史・文

学一一 アフリカの作家グギ・ワ・ジオンゴとの対話』

(ア フリカ文学研究会編、三一書房 )の 一読をおすす

めする。本書によって、「ケニアの新 しい民衆像」 と

「 グギという一個のアフリカ的人格を通 じて、広 くア

フリカ人民衆が置かれてきた歴史的状況を細部に至 る

まで洞察できるはずである。」 (あ とがき、より)

なお、本書は当委員会でも定価 2千 円の 2割 引 (送料

別 )で 取 り扱っている。

口特定の政党や団体などに左右されないことを運営の

基本にし、市民、労働者、文化人などの熱意 と協力だ

けで大阪に「 アジア会館Jと「 アジア図書館」を創 り

出そうという運動が、大阪アジア会館設立準備会によ

って続けられている。「アジア・アフリカ・ラテンア

メ リカなど、いわゆる発展途上国の人びとの暮 らしや

ものの考え方がわかる資料や図書を揃え」、講演会・

語学講座・シンポジウム・映画などを行なう構想で、

図書の提供 と資金カ ンパを呼びかけている。同準備会

の活動内容や目的の詳細 については、次の連絡先へ。

〒533 大阪市東淀川区淡路 5-16-21グ リーン東

洋 ビル 2F 電 話 325-1651、 322-3958(夜 )

回大阪の国立大学 において、本格的にアフ リカを学べ

る道が開かれようとしている。 これは、大阪外国語大

学 のアラビア語学科内にスワ ヒリ語 コースが新設 され

た ことによるもので、すでに 2名 の専任教授 も決 まっ

て いる。文部省 が学科の増設に難色を示 しているため、

最 初か ら独立 したスワヒリ語学科 としてのスター トは

実現 しなかった。 しか し、 スワヒリ語の習得だけでな

く、 アフ リカ史やアフリカ文化史などの講義が新 たに

予定 されており、独立 した学科 に匹敵する内容 になっ

て いる。専任教授のひとり宮本正興氏 は、「 まだ第一

歩 を踏みだした段階だが、年 ごとに内容を充実 させ、

で きるだけ早 く独立 した学科 に したい。」、 と抱負を

語 っている。すでに、 アラビア語学科の学生 7～ 8名

が、 アフリカを専門に学ぶ決意 を固めているとい う。

なお、 スワヒリ語 コースの新設 にともない、 アラビア

語学科の入学募集定員 は、今年度か ら25名 が 35名

に拡大 された。

日 当委員会の古参メ ンバー T夫 妻 に、長女が誕生 した。

タイヘ ン、 タイヘ ンと言いなが ら、 うれ しさいっぱい

の様子。授乳は別に して、育児 は二人で平等に分担す

るとのこと。育児 をめ ぐって も、アパル トヘイ ト反対

運動 と基本的に共通す るたたかいがあるように思 える。

T夫 妻 と新 しい生命 に祝福をお くり、あわせて健闘を

祈 る。

日 82年 用カ レンダーを発行 したところ、読者の方か

らも多数の申込をいただき、本当にありがとうござい

ました。降矢洋子氏の協力を得 た木版画の作品が好評

で、 これまでにない大 ヒッ トにな りました。 まだ 50

枚 ほど残 っていますので、 ご希望め方 は当委員会 まで

ご連絡 ください。 1枚 500円 (送 料込 )。

日本誌に対する御意見、投稿 などをお寄 せ ください。

スタ ッフにとって、読者の方か らの反応 は最高 に勇気

づ け られ るものです。 たとえ一言で もけっこうですの

で、お待 ちしています。
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