
 

 

◆ ◇ 南アフリカとILO:アパルトヘイトとの闘い ◇ ◆ 

◆ ◇ (South Africa and the ILO:  Fight against Apartheid) ◇ ◆ 
 

チリ、ポーランド、アラブ被占領地、ミャンマーなど、ILOは多くの国で人権擁護に向けた活動を展開しています。南ア

フリカではこれはアパルトヘイト(人種隔離政策）に対する闘いという形を取り、ILO史上唯一、脱退勧奨が行われるほ

どの事態に至りました。ILOは、「すべての人間は、人種、信条又は性にかかわりなく、自由及び尊厳並びに経済的保

障及び機会均等の条件において、物質的福祉及び精神的発展を追求する権利をもつ」と厳かに断言する1944年の

フィラデルフィア宣言に反するとしてアパルトヘイト政策を糾弾し、1958年の差別待遇(雇用及び職業）条約(第111号）

に依拠してこの政策に反対する活動を展開しました。ILOの原加盟国であった南アフリカですが、このような事態に直

面して1964年にILOから自主的に脱退し、1991年のアパルトヘイト関連法廃止を経て、1994年 

5月に樹立したマンデラ政権の下、同年5月26日にILOに復帰しました。 

 

アパルトヘイト体制に対するILOの活動は、当初は政府に対する勧告の形を取っていましたが、アパルトヘイトに反

対する国際世論の動員に移り、最後は最も早く制裁措置を課した機関の一つとしてアパルトヘイトを廃止するまで政

府を孤立させるという政策を取りました。最初は労働・社会情勢の分析と情報活動が主でしたが、1970年代半ば以

降はアパルトヘイトに反対する解放運動、後には民主的な労働組合と使用者団体に対する政治的・物質的な支援

を直接提供しました。 

 

2013年12月5日に亡くなった同国のネルソン・マンデラ元大統領は、1990年2月に27年間に及ぶ獄中生活から解

放されて間もなく同年6月に開かれた第77回ILO総会に出席し、このようなILOの粘り強い支持に感謝する演説を行

いました。 

 

I.南アフリカとILO:1919年から始まる長い関係 

 

第一次世界大戦後のパリ平和会議に積極的に参加した南アフリカは、1919年に国際連盟とILOが設立されると日

本などと共にその原加盟国の一つになりました。戦前の南アフリカは条約・勧告を巡るI 

LOの議論に積極的かつ建設的に参加し、多くの条約を批准しました。人種排斥的な社会基盤は当時からしっかり

根付いてはいましたが、初期のILOも国際連盟も加盟国の内政干渉に慎重であったため、 

一部の経済部門における労働条件の幾つかの要素にある程度の影響力を時々行使するに留めました。 

 

II.アパルトヘイト政策 

 

南アフリカは第二次世界大戦後に設立された国際連合の原加盟国ともなりました。1948年に政権を掌握した国

民党がアフリカ系の人々を隔離するアパルトヘイト政策を正式に採用し、差別主義的傾向を強めていくにつれ、ILOと

の関係は険悪になっていきました。戦後のILOのあり方を定めるフィラデルフィア宣言が採択された1944年のILO総会で

は、「属地における社会政策の最低基準に関する勧告 

(第70号）」も採択されましたが、既に人種主義政策を採っていた南アフリカはこの勧告の採択に反対しています。 

 

国際社会が南アフリカの政策に強く反対するようになった理由には、戦後、差別が基本的人権の一つ    と見なさ

れるようになったことと旧植民地の独立によって増加した加盟国が南アフリカのような国に対して強い姿勢を取るよう

ILOなどの国際機関に求めるようになったことが挙げられます。 

 

差別は多くの国に存在するもののアパルトヘイト政策が特に問題だったのは、これが国の政策として  受容された分

離開発のための制度だったことにあります。国土はバンツー(アフリカ系人種の人々）居住区と白人居住区に分離され、

アフリカ系の人々の白人地区への立ち入りは労務の提供を目的とするものに限られました。ILOの観点から見たこの政

策の問題点は、1）就職及び職業訓練における人種差別、2）人種差別を伴う労働強制効果を有する措置、3）結

社の自由と団結権に係わる人種差別の3点  に絞ることができます。 

  

白人以外の人々は技能労働を中心とする一定の職種に就くことが禁じられ、人種分離教育制度の下、アフリカ系

及び混血の人々にはより高いレベルの雇用に必要な訓練の機会が与えられませんでした。アフリカ系の人々だけに適

用される法が存在し、賃金を人種別に設定することも可能でした。白人地区におけるアフリカ系の人々の労働は通常
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家族同伴の仕組みを伴わなかったため、短期の断続的な移住労働となる傾向が高く、訓練や昇進の機会は厳しく

制限されていました。白人地区におけるアフリカ系の人々の就職は厳しく制限され、流入と就労は労働局によって管

理され、その許可を得る必要がありました。白人地区に住居のあるアフリカ系の人々は生産年齢に達すると善意の主

婦以外は就労が義務づけられました。合法的な組合活動が許されるのは欧州系の人々のみで構成された組織だけ

でした。 

 

III.国際社会におけるアパルトヘイト政策との闘い 

 

アパルトヘイト政策に対するILOの活動は、1）基準適用監視機構、2）理事会及び総会における決定、3）アパルト

ヘイトに反対する人々への実際的な支援の三つの道を通じて展開されました。当初は国連と共同の取り組みが行わ

れ、相互補完的な活動はずっと続きましたが、ILOはやがて、基準とその独特の政労使三者構成に基づく独自の取り

組みを開発しました。 

 

ILOと国連の強制労働特別委員会は1953年に、「多数の先住民住民を農業及び肉体労働に送り込 み、したが

って安価な労働力を恒常的かつ豊富に創出する」というアパルトヘイト政策の間接的な効果を報告して、これは強制

労働に匹敵すると指摘しました。1957年の強制労働廃止条約(第105号）採択の過程でILOは特別委員会の報告

に対する南アフリカ政府の見解を検討し、委員会の指摘は依然として通用すると結論づけました。 

 

1960年3月にシャープビル町で黒人に身分証明書の所持を義務づけたパス法に抗議する群衆に警察が発砲し、

69人が死亡するという事件が発生しました。これに続く暴動の広がりによって南アフリカ政府は非常事態を宣言し、アフ

リカ民族会議(ANC）とパンアフリカニスト会議(PAC）などの政党の活動を禁止し、民主主義と平等を要求する団体を

弾圧しました。この過程で反アパルトヘイト活動家であったネルソン・マンデラ氏を含む約1万8,000人が逮捕され、ILO

も態度を硬化させることになり、差別主義・抑圧政策の拡大につれ、一連の重要な決定が下されました。 

 

3.1.南アフリカの脱退を求める1961年の第45回ILO総会決議 

 

ILOが取った重要な決定の最初のものは1961年の第45回ILO総会で採択された決議です。この決議は南アフリカ

政府の人種主義政策を非難し、アパルトヘイト政策を放棄するまでILOから脱退することを政府に求めました。この決

議は163票で可決されましたが、89票の棄権票の存在はILO加盟国政労使の間にまだ迷いがあることを示すもので、

政府もこの時点では決議に応える行動は何も起こしませんでした。 

 

一方で、理事会の結社の自由委員会や条約勧告適用専門家委員会といった基準適用監視機構でも、南アフリ

カの法及び慣行が、団体を設立し加入する権利、強制労働、雇用及び職業に関し、人種を理由として労働者を差

別しているとの見解が何度も出されました。 

 

3.2.ILOからの脱退 

 

1963年の第47回ILO総会ではアラブ・ソビエト圏の支持を得たアフリカ加盟国が一丸となって、 

1961年の脱退決議を無視して出席した南アフリカ政府代表の総会における発言を妨害しようと試みました。この騒動

は総会議長の辞任とアフリカ諸国の総会不参加という事態を引き起こしました。問題の処理は理事会に委ねられ、

総会直後に開かれた第156回理事会は、ILO事務局長の活動提案をたたき台に討議を行い、ほとんどのILO会議へ

の南アフリカの出席停止、1961年の総会決議を実効的なものとするためのILO憲章改正提案などを決定しました。プ

レッシャーの高まりを受けて政府は1964年3月 

11日にILOに脱退表明を通知するに至りました(発効は2年後）。 

 

3.3.1964年の第48回ILO総会における憲章改正、アパルトヘイト宣言、行動憲 の採択 

 

南アフリカ政府の脱退意思表明にもかかわらず、1964年6-7月に開かれた第48回ILO総会ではアパルトヘイト政策

の撤廃に向けた2本のILO憲章改正文書、宣言、行動憲 が採択されました。 

 

憲章改正文書はいずれも主要産業国10カ国中5カ国を含む3分の2の加盟国の批准という発効要件を満たしてい

ないため、効力はありませんが、総会に次の二つの権限を与えるものとなっています。 

 

1. アパルトヘイトなどの宣言された人種差別政策を立法によって公然かつ頑迷に続けていると国連によって認定

された加盟国のILO総会への参加を停止させる権限 

2. 国連から除名または追放された加盟国を除名または追放する権限 

 



 

全会一致で採択された「南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に関する宣言」は、機会平等原則を再確認し、南

アフリカは国際の平和と安全保障を乱し、「強制労働からの自由を含む人間の基本的な権利と両立しない立法、行

政、その他の措置によってこの権利を公然かつ頑迷に侵害している」と明言し、アパルトヘイト政策を放棄することによ

って人類全ての自由と尊厳を尊重するという約束を満足するよう求めています。宣言はまた、「労働事項に関する南ア

フリカの情勢を追い、本宣言の適用に関する特別報告を検討を求めて毎年総会に提出すること」をILO事務局長に

求めています。報告にはアパルトヘイト政策をなくすために採用すべき措置に関する必要な勧告を含むことも求められ

ています。これに従い、1965年の第49回ILO総会から1994年の第81回総会まで30回にわたって提出された事務局長

特別報告は、25年以上にわたるアパルトヘイト政策に対する国際社会の圧力が、政府に対する勧告という第1期から

反対意見の動員という第2期を経て、アパルトヘイト政策を採る南アフリカからの投資の引き上げ、ボイコット、孤立化

という第3期へといかに進化していったかを詳しく示しています。 

 

1964年の総会で承認された「南アフリカ共和国の労働事項におけるアパルトヘイト撤廃のためのIL 

O事業憲   」は、労働分野におけるアパルトヘイト政策の影響を詳しく吟味し、それを元に、労働関係からアパルトヘ

イトの差別的な影響を取り除くために政府が講じ得る実際的な措置を提案しています。特に懸念される分野として、

1）雇用及び訓練における機会均等、2）強制労働からの自由、3）結社  の自由と団結権の三つが挙げられています。 

 

3.4.脱退後の取り組み 

 

南アフリカのILOからの脱退は1966年に発効しましたが、批准条約の効力は加盟の有無にかかわらず継続するため、

事務局長特別報告の総会提出とそれを巡る討議に加え、憲章上の手続きが引き続き発動されました。例えば脱退

発効後の1966年3月に世界労連(WFTU）から提起された労働組合の権利侵害の申立ては非加盟国に対する苦情

申立てを審査する確立された手続きに従い、国連の経済社会理事会に提出されました。手続きに従い、国連事務

総長は申立てをILOの実情調査調停委員会に付託する許可を政府に求め、拒絶されたため、申立ては1967年に国

連人権委員会によって設置された特別専門家作業部会に付託されました。作業部会の結論は1968年5月に開かれ

た第44回経済社会理事会に提出され、労働組合の権利侵害の継続と労働組合に加入する労働者の違法な訴追

を非難する決議が採択されました。決議は南アフリカ政府に対し、労働組合の権利に係わる法律を改め、アフリカ系

の人々の労働組合を認め、一定の職を白人に取り置く措置を廃止するよう求めていました。理事会はまた、南アフリカ  

のみならず、その占領下にあったナミビアについても労働組合の権利侵害の問題を引き続き審査する権限を作業部

会に付与しました。 

 

1973年9月にストライキ中の労働者に警察が発砲し、レソト人を含む11人の死者が出た事件についてレソト一般

労働者組合が行った申立ても特別専門家作業部会に付託され、鉱山の経営者と警察の責任を  認め、遺族、組

合、レソト政府に賠償金を支払うよう南アフリカ政府に求める結論が出されました。 

 

1965年にILO総会に提出された最初の事務局長特別報告は労働力政策・憲 立案、教育政策、職業訓練、労

働者教育、労使関係、所得政策における変更など、1964年のILO事業憲 に含まれる勧告を実施するために政府が

講じ得る一連の追加的な措置を記しています。1966、67年の報告は南アフリカ政府称するところの分離開発政策(ア

パルトヘイト政策）が経済及び労働力にとって持つ意味を分析し、南アフリカ経済の発展はアパルトヘイトの理念に司

られた社会工学に逆行するような人種統合と相互依存をもたらしたであろうと結論づけました。その後の特別報告も

黒人労働の流れ、配置、雇用を統制しようとの政府の継続的な試みとこの措置に対して次第に高まっていった国内

外の反対運動の動向を追跡しました。 

 

「人種主義及び人種差別と闘う行動のための国際年」であった1971年の第56回ILO総会に出された特別報告は

アパルトヘイトとの闘いにおいて労働者及び使用者が演じうる役割に光を当て、総会における決議の採択につながりま

した。この「人種主義及び人種差別と闘う行動のための国際年に対するIL 

Oの貢献とアパルトヘイトに関する決議」は、さらなる活動の追求が可能になるよう、1964年の総会で採択された憲章

改正文書の批准を加盟国に呼びかけると共に、加盟国及び労使団体に向けてアパルトヘイト撤廃の努力を強化し、

アパルトヘイトに関するILOの政策を実行するために取った行動を定期的に報告することを求めていました。決議はまた、

理事会に対し、1964年の宣言とILO事業憲 の有効性を最大化する方法について検討することを求めていました。 

 

ナミビアで1971年12月に発生したゼネストはこの国の労働事情に世界の注目を集めることとなり、 

1973年の特別報告にはナミビアに関する一章が設けられました。報告書は同時に南アフリカにおける労働者の争議行

為の激増に留意し、南アフリカの経済・社会史は後戻りできない地点に達したのではないかと結論づけました。「アフリ

カ系の人々の労働組合の権利とスト権を否定することによって産業平和が確保できるとの考えは打ち砕かれた」として、

報告書は1972年の記述を再び引用し、「真の産業平和は、使用者と従業員の間で自由意思によって締結された協

約、そして自由意思によって解決に至った争議のみを基礎とすることができる」と記しました。 

 



 

1964年からの10年間の活動を振り返った1974年の特別報告は、南アフリカ政府がアパルトヘイト政策を頑固に続

けているにもかかわらず、経済と社会の発展がこの社会モデルに挑戦しているとして、人的資源の分野では、黒人労

働力の技能開発を行わず、一定の職を白人労働者の聖域とする政府の取り組み  によってさらなる経済成長が妨げ

られていると指摘しました。そして、高技能労働者を十分に供給するためには黒人労働者の教育訓練制度の改善が

必要であり、これはアパルトヘイト政策が回避しようとした形で南アフリカの社会地勢を変えることになろうと記しました。

また、少数の白人による経済、社会、政治の独占を維持しようとの政府の決意が持続していることを記しつつ、黒人

労働運動の成長は既に労働関係に強い影響を与えており、この影響力は確実に増大するであろうとの予測を示しま

した。 

国際婦人年の1975年に出された特別報告はアパルトヘイト下のアフリカ系女性の状況に光を当て、アフリカ人であ

ることと女性であることの二重の差別の被害者である南アフリカの多くのアフリカ系女性の恵まれない運命について記し

ました。 

 

IV.転機となった出来事と活動の見直し 

 

アパルトヘイトに対するILOの活動を することになった出来事が幾つか存在します。これをもとにILOは1981、88、91

年の3回の総会で1964年の宣言を更新しました。 

 

4.1.ダーバン市から波及した一連のストと労使団体の活動強化 

 

1973年、黒人労働者の抵抗が活発になりました。同年1月にダーバン市で起こったストライキは各地に波及し、新

たな労働組合が誕生しました。 

 

国連は1970年の総会で世界の労働者に向けて反アパルトヘイト国際キャンペーンにおいて自分たちがどのような役

割を果たせるか話し合うよう呼びかけました。これを受けて、ILO理事会の労働者グループ、国連アパルトヘイト特別委

員会や国際労働組合組織、アフリカ地域の労働組合組織の代表からなる準備委員会が設けられ、1973年6月に、

ILO総会の開催と合わせてジュネーブで反アパルトヘイト国際労働組合会議が開催されました。南アフリカ国内で労

働組合運動が活発化する中で開かれた会議には、合憲で1億8,000万人の労働者を代表する200以上の労働組合

組織の代表が参加し、全会一致で採択された決議は南アフリカに対する制裁を強制力を伴うものとすることを国連に

求め、南アフリカ政府との政治的、文化的、商業的、外交的関係を絶ち、官民の投資を停止することを各国政府に

求め、南アフ リカと何らかの性格の関係を保っている加盟企業に制裁を科すことを使用者団体に提案し、人種主義

少 数派体制に対する闘いに従事している南アフリカの労働者を支援することを全ての労働者とその労働組合に呼び

かけました。労働組合に対する呼びかけにはまた、南アフリカへの技能労働者の移住に反対 し、南アフリカ及びナミビ

アの商品の積み込み・積み出しをボイコットし、消費者ボイコット運動を組織し、南アフリカが関与するあらゆるスポー

ツ・文化活動をボイコットすることも含まれていました。 

 

国際使用者連盟(IOE）も南アフリカの労働関係の新たな動向に応え、同じく1973年のILO総会会期中にジュネー

ブで開いた会議で1964年のILO事業憲 に対する支持を約し、南アフリカの使用者に対して国際労働基準の受諾に

必要な条件を促進するよう訴える宣言を全会一致で採択しました。宣言は各国の使用者に対し、アパルトヘイトを

奨励するような活動を差し控えるよう求め、南アフリカの全ての国民の自由と尊厳、経済保障、機会平等を保障する

よう努める活動を支持するよう呼びかけ、南アフリカ政府によるアパルトヘイト政策放棄を支援するようなあらゆる可能

な活動を探求するようILO事務局長に指示することをILOの理事会に要求しました。 

 

国連も南アフリカに対する圧力を強め、1973年9-12月に開かれた第28回通常会期の中でアパルトヘイトと人種差

別に係わる複数の決定を行いました。南アフリカ政府のアパルトヘイト政策と題する決議 集は、南アフリカとまだ協力

を続けている国に対して協力関係を終結させるよう呼びかけ、アフリカ統一機構(OAU）が認める南アフリカの解放運動

を南アフリカ国民の圧倒多数を代表する真正なる代表であると宣言し、これらの団体を会議に招待するよう専門機

関、政府間機関に求め、黒人に隔離した居  住区を割り当てるバンツースタン政策を非難してそのような機構を認め

ないよう各国政府及び組織に呼びかけ、抑圧された南アフリカの民とその解放運動への寛大な支援を求めています。

第28回国連総会は   また、アパルトヘイトを人道に対する罪と宣言し、アパルトヘイト及び類似の人種分離・差別政

策・慣 行に基づく非人間的な行為は国際法の原則に反する犯罪であるとする「アパルトヘイト犯罪の抑圧と処   罰

に関する国際条約」を採択しました。 

 

これらの文書の採択は国際社会のアパルトヘイトに対する対応の変化を典型的に表すものです。もはや説得では

役に立たないと考えた国際社会はより処罰的な性格を持つ圧力に切り替え、アパルトヘイト制度の経済的な心に訴

えることにしたのです。外国投資や南アフリカの使用者、輸出が問題になり、 

1974、75年の事務局長特別報告には外国投資と労働慣行を取り上げた節が含まれました。 

 



 

もう一つの手法の変化として、技術協力憲 、資金協力、政治的な公認を通じて南アフリカの反対勢力に対する支援

が強まりました。 

 

4.2.ソウェト蜂起 

 

1976年に黒人居住区のソウェトで分離教育体制に対する一部学生の憤りに端を発して起こった暴動の鎮圧に動

員された武装警察によって多数の死傷者が発生したことは国際社会が反アパルトヘイト活動を拡大するきっかけとな

りました。1976年11月の第201回ILO理事会は南部アフリカの民を支持する国連の活動にILOがもっと関与することを

求める事務局長の提案を承認し、1977年に開かれた第5回I 

LOアフリカ地域会議では、南部アフリカの民と解放運動に対する支援のさらなる拡大が求められまし   た。 

 

国連が国際反アパルトヘイト年に定めた1978年のILO総会ではアパルトヘイト問題に特化した会合が二つ開催さ

れ、翌1979年の総会でも特別会合を開催し、政府及び労使団体の反アパルトヘイト活動を点検しました。1980年

の第66回総会以降はアパルトヘイト総会委員会が常設になり、ILO加盟国政労使及び国際機関に対して反アパル

トヘイト活動に関する質問票が毎年送付されるようになりました。 

 

ソウェトの暴動を受けて1977年に第2回国際労働組合会議が開かれ、1回目の会議で採択された決定の実施状

況が点検されました。会議では経済制裁の強制化、実効的な武器禁輸、移住・観光・官民投資   の禁止、南アフ

リカの労働組合及び解放運動に対する支援の増大などが求められました。1983年には、南アフリカに対する制裁の促

進、南アフリカの独立黒人労働組合運動に対する連帯の表明及び支援の提供、国際的な反アパルトヘイト活動の

促進を目的第3回会議が開かれました。 

 

IOEも1977年の第63回ILO総会でアパルトヘイト政策に関する声明を発表し、南アフリカの全ての民の自由と尊厳、

経済保障、機会平等を保障しようと努める行動に対する全面的な支援を約しました。声明はアフリカ系黒人労働者

の賃金、労働条件、訓練の改善に向けた南アフリカ内外の使用者の努力に注意を喚起し、南アフリカの使用者の約

9割を代表する南アフリカ労働事項使用者協議委員会(S 

ACCOLA）がIOEの姿勢に全会一致で賛成していることを強調するものでした。 

 

4.3.アパルトヘイト体制の解体とネルソン・マンデラ氏の釈放 

 

1980年代を通じて政治の混迷が深まり、新たに登場した労働運動がアパルトヘイト打倒活動の中心的な役割を

担うようになっていきました。複数の労働組合が歩み寄り、1985年12月に南アフリカ労働組合会議(COSATU）が結

成されました。拘留中の組合活動家や政治犯の釈放を求める声が高まる一方でストや政策的職場退去が増え、職

場問題のみならず政治問題に対する組合員の動員が図られました。 

1987年の全国規模のストライキはアパルトヘイト国家と使用者に対する直接的な挑戦と見られ、1988年  までに

COSATUが展開するようになった労働関係法の差別的な改正に反対する運動は全国的な労働者の運動に火を点

けました。職場が政治闘争の場とされるのを嫌ったより進歩的な使用者は組合との対  話を始め、2年にわたる話し合

いを経て1990年に達成された合意の一環として労働関係法の改正に関して労使は協調して政府に対処することとな

りました。この間、ILOは総会を通じた国際的な圧力に加え、能力構築や助言提供などの直接的な支援も提供しま

した。 

 

1990年2月にネルソン・マンデラ氏をはじめとする政治犯が釈放され、ANC、PAC、南アフリカ共産党(SACP）といっ

た政党の活動禁止が解除され、政府はアパルトヘイト体制の改革に着手しました。マンデラ氏は同年6月にはANC副

議長としてILO総会で演説し、刑務所の壁の厚さにもかかわらず釈放を求める声がはっきりと聞こえたとして、忘れるこ

とを拒み闘争に疲れることもなくアパルトヘイトに対する闘いを粘り強く続けたILOに謝意を表しつつ、「最後の一マイル

を共に歩いて」くれるよう要請し、さらなる支援の必要性を指摘しました。 

 

4.4.政策の更新と活動の見直し 

 

南アフリカ国内における動向に対応して、ILOはアパルトヘイトに反対する活動を見直し、1964年の総会で採択さ

れた「南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に関する宣言」を3度更新しました 

(1981、88、91年）。1981年に開かれた反アパルトヘイト活動国際三者構成会議でまとめられた反アパルトヘイト活動

リビングストン提案に基づき、1981年の総会では南部アフリカ地域に対する技術支援憲 

 のステップアップを求める宣言の更新が行われました。ILOはこれをもとに複数国の任意資金協力を得てナミビアの戦

災障害者の職業リハビリテーション、雇用及び開発憲  立案に対する実務訓練、南 

アフリカと国境を接する前線国家におけるインフォーマル・セクター活動の育成と促進、南部アフリカの移民労働者に対

する労働者教育の支援、ナミビアの農村開発に対する憲 立案などのプロジェクトを実施しました。 



 

 

1984年までにアパルトヘイトに係わるILOの活動は、1）反アパルトヘイト活動のモニタリング、 

2）調査研究・情報提供、3）人権擁護及び国際労働基準の実行に関わる活動、4）技術協力の四つに  絞られまし

た。南アフリカとナミビアの国家解放運動を促進する技術協力活動は拡充され、南部アフリ カにおける移住、雇用促

進、労働行政、協同組合、労働力憲  、職業訓練などの事項が取り扱われるようになりました。 

 

しかし、非妥協的な南アフリカ政府の態度に業を煮やした加盟国は1986年のアパルトヘイト総会委員会で南アフリ

カ政府に対する包括的な制裁の促進をILOの目的とするなどの内容を含む結論を採択しました。1986年に行われた

技術協力活動の見直しで南アフリカの黒人労働者及び労働組合への支援、アパルトヘイトの犠牲者である女性、小

企業促進、労働力憲 ・開発の4分野における活動拡充の必要性が指摘され、1988年の第75回ILO総会で1964年

の宣言を「南アフリカとナミビアの反アパルトヘイト活動に関する宣言」と改名し、反アパルトヘイト行動憲 を添付する

改正が行われました。アパルトヘイト政策に反対する活動の強化に向けたILOの決意を反映するものとして、新しい宣

言は、南アフリカとナミビアの情勢に強調を置き、この邪悪な制度の被害者に代わって、さらに一層アパルトヘイト体制

に反対する行動を取ることを政府、労使団体、ILOに呼びかけています。反アパルトヘイト活動宣言を青写真とする

ILOの技術協力憲 は、亡命労働者に技能開発などの支援を提供すると同時に近隣諸国の南アフリカへの経済的・

社会的依存が低減するよう支援し、民主主義国家への移行に向けて国家解放運動と労働組合の改革立案・管理

能力を強化することを目指すものでした。 

 

1988年の反アパルトヘイト活動総会委員会の結論で制裁その他の反アパルトヘイト活動の実行をフォローアップ及

びモニタリングする独立専門家グループの設置が提案されたことを受けて1989年に現在の制裁措置の効果を調査・評

価し、調査研究・事例研究を実施し、年3回見出した事項を発表することを任務とする独立した3人の専門家からな

る特別モニタリング・グループが設置され、1993年2月まで活動を続けました。その後、1991年の第78回ILO総会で、ナ

ミビアが1990年に独立したことを受けて、同国に関する言及を宣言から除去し、「南アフリカの反アパルトヘイト活動に

関する宣言」と改名する改正が行われました。 

 

1988年にCOSATUが南アフリカ政府による結社の自由に関する様々な侵害をILOに申し立てました。政府の同意

が得られたため、この案件はILOの実情調査調停委員会に付託され、その最終報告がILO理事会から国連経済社

会理事会に送付されました。理事会は報告書の内容に満足をもって留意し、同国の労働法の作り直しについての技

術支援を政府及び労使に提供するようILOに要請しまし た。 

 

新たな立憲統治に向かう交渉が不均等ながらしっかりとした歩調を示し始めたため、ILOも制裁と技術協力という活

動内容の調整を始めました。1992年の反アパルトヘイト活動総会委員会では、移行過程を補佐する最も効果的な

方法について検討が行われ、アパルトヘイト後の社会及び経済的なニーズを支援するILOの活動憲 は雇用創出、小

企業振興、協同組合、職業教育、労働法改革と労働基準の向上、平等促進、労働安全衛生、移民労働といっ

た事項を扱うべきことが提案されました。さらに、労働法が農業、家事労働、公務部門の労働者にも拡大されるよう

求めている労働組合の取り組みを支援し、暫定政権樹立後に労使団体に提供される予定の技術支援の準備を開

始するよう求められました。 

 

民主主義に向けた足取りが確固たることを認めたILOは、1993年11月の第258回理事会で行動憲 の実行を許す

ために反アパルトヘイト活動宣言の適用を停止することを決定し、1994年の総会で宣言の見直しを行うこととしました。

1994年4月に実施された南アフリカ史上初の民主的な多人種自由選挙によって、マンデラ氏率いるANCが勝利し、ア

パルトヘイト体制は正式に解体されました。マンデラ政権の下、南アフリカは同年5月26日にILOに復帰し、6月17日か

ら開かれた第81回ILO総会で反アパルトヘイト活動宣言は正式に廃棄され、事務局長の特別報告も同年で最後に

なりました。 

 

V.ディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事）に向けて 

 

1994年選挙から1年も経たないうちにILOと南アフリカ政府はプレトリアにILOの事務所を開設することで合意しました。

ILOは主として実情調査調停委員会の認定事項をもとに技術協力・訓練憲 

 を開始しました。政府は1995年に新たな労働関係法を制定し、1996年には結社の自由と団体交渉権に関するILO

の第87号及び第98号条約を批准し、ILOの行った勧告のほとんどを実現させました。 

 

政府はアパルトヘイトの負の遺産からもたらされている深く根付いた社会と経済の不均衡に取り組  み、経済成長

の成果の公平な分かち合いを特徴とする包摂的な社会の構築に向けて一連の転換イニシアチブを実施しています。

新たな民主体制の幕を開けるものとして1996年に制定された新憲法と再建開発憲 が法及び政策の幅広い基盤を

提供しています。憲法の権利章典は、平等、平等待遇と不公平な差別からの保護、人間の尊厳、表現・結社の自

由、公平な労働慣行、社会扶助を含む社会保障への公平な権  利など、国民全ての権利の尊重、保護、促進を



 

掲げ、保障しています。 

 

ビジョン2014と2009-14年を対象とする政府の中期戦略枠組み・行動憲 の中心的な目標は2014年までに貧困と

失業を半減し、経済成長の利益のより公平な分配を確保することです。ANCとその連立パートナーは2008年の選挙

においてディーセントワークと雇用の促進をはっきりと公約に掲げました。 

 

ILOは現在、2019年の創立100周年に向けて社会、政治、経済の発展に寄与してきたこの機関の役割を正式に

文書化する一世紀プロジェクトを実施しています。この一環として2013年11月14日にヨハネスブルクで南アフリカの労

働運動と反アパルトヘイト闘争に対するその影響を振り返る円卓会議が開かれました。会議では南アフリカに変化をも

たらした労働組合、使用者団体、政府機関、市民社会、そしてILOをはじめとした国際社会の役割に光が当てられま

した。 

 

VI.南アフリカの労働市場 

 

豊富な天然資源を擁する南アフリカは現在、BRICSの一 として成長を続けている中所得新興経済諸国に分類さ

れています。十分に発達した金融、法律、通信、エネルギー、運輸部門に、有望な株式 市場を抱え、近代的な基

盤構造が整っています。かつては豊富な鉱物資源に依存していましたが、今の  南アフリカ経済は多角化が進み、観

光業、鉱業、自動車組立産業、情報通信技術、化学産業が基幹部門  となっています。国民総生産の半分以上

が輸出入に由来し、1994年以来、貿易自由化が開発戦略の中心  的な政策の一つになっています。貿易自由化

は金額ベースでも数量ベースでも輸出の増大をもたらしたものの、期待されるほどには雇用成長や貧困率削減につな

がりませんでした。鉱業や製造業などの資本   集約性は未熟練労働者及び半熟練労働者の雇用喪失に寄与して

います。 

 

民主化後最初の10年間の国内総生産(GDP）の伸びは平均3%に達し、2007年に5.6%のピークを迎えた後、未曾

有の電力不足や金利上昇、原油・食料価格の上昇、個人消費の低迷、世界的な金融・経 済危機の結果としての

外国投資と輸出の減少などのマイナス要因の影響を受けてしばらく低迷しましたが、2011年からは再び3%の伸びを回

復し、2012年のGDPは3兆2,091億ランド(約32兆円）と見積もられています。1人当たりGDPは2006-12年の期間にほ

ぼ倍増し、2012年に6万1,300ランド(約61万8,000円）に達しています。南アフリカは高い貧困水準と人種集団間・集

団内の高い所得格差を特徴とし、1993年に0.66だったジニ係数は2008年に0.70に上昇しています。公式の貧困線が

存在しないため、貧困水準のモニタリングは行われていませんが、1日1人当たり1.25ドルの購買力平価尺度を用いる

と2008/09年度のデータで貧困率は10.7%、1人当たり月額577ランド(約5,800円）という貧困線上限値を用いると

52.3%となります。どちらの測定法を用いても貧困水準は2000-06年に低下した後、増加に転じていることが示されてい

ます。 

 

南アフリカはHIV(エイズウイルス）及びエイズの流行が最も激しい国の一つであり、2013年現在、感染者は530万人

に達すると推定されます。感染率は女性に不均衡に高く、30-34歳の妊婦の推定 

42.2%が出産前診察時にHIV陽性であったことを示すデータもあります(2011年）。HIV/エイズの流行は世帯の所得保

障にマイナスの影響を与えているだけでなく、生産年齢人口におけるHIV感染 

率が15.3%(2012年）と推定されていることから示されるように、運輸、鉱業、建設、金属加工、アグリビジネスといった部

門を中心に産業にも相当の影響を与えています。 

 

6.1.雇用機会 

 

2006-08年の平均22%強という高い失業率は大きな問題で2010年末に発表された新成長路線文書は 

2020年までに500万人分の新規雇用を創出し、その時までには生産年齢人口の半分以上が賃金雇用に就き、失

業率は15%近くまで低下すると見込んでいましたが、最新の2013年第1四半期データでも25.2%と目標値を大きく外れ

ています。職探しをあきらめた人を失業者に算入すると失業率は36.2%(2012 年）に達すると推定されます。人種間の

違いは依然として大きく、2012年第4四半期のデータでは、アフリカ系黒人28.5%に対し、混血23.5%、インド・アジア系

13.0%、白人5.5%となっています。他の国の例に漏れず、就学も就職もしていない若者(15-24歳）の割合も高く、

31.6%(2012年）に達しています。職探しをあきらめた若者も加えると、若者の失業率は66.2%(2012年）と推定されます。 

 

南アフリカは自営業者の割合が比較的低く、2012年のデータで見ると、就業者の84.8%が被用者で、使用者は

5.2%、自営業者・個人事業主は9.3%に過ぎません。雇用契約もなく、年金などの基礎的な給付の受給資格もないイ

ンフォーマルな就業形態にある人々は就業者の4分の1強(2012年28.7%）と見られます。 

 

就業率は比較的低く、2006-08年に44%強でしたが、世界的な金融・経済危機の影響を受けて2010年にはさらに下

がって40.8%となり、2012年でも41.0%とほとんど回復していません。 



 

 

6.2.収入 

 

南アフリカには全国一律的な最低賃金はありませんが、労使の指名するメンバーで構成される労働大臣諮問機関

である雇用条件委員会の提案によって指定される、特に脆弱と見なされる一部産業部門、そして産業別交渉協議

会によって結ばれた協約を通じて一部の産業部門には最低賃金が存在します。農業、土木工学、請負清掃、家事

労働、林業、接客業、民間警備、タクシー運行、卸売り・小売業などといった労働大臣の指定する11の産業の就業

者は2013年に就業者全体の半分近い580万人近くに達し、これに産業別協約が適用されている約2割の就業者を

加えると相当割合の労働者が実際には最低賃金によって保護されていると言うことができます。 

 

低賃金労働者の割合を示すものとして、その収入が平均月収中央値の3分の2を下回っていた農業外労働者の

割合は2012年に全体の3分の1弱に留まっています。低収入者の割合は被用者よりも自営労働者、男性よりも女性、

都市労働者よりも農村労働者に多くなっています。 

 

6.3.労働時間 

 

基本雇用条件法では週所定労働時間は45時間となっています。週労働時間が48時間を上回る労働者の割合

は2008年に28.0%を記録しましたが、その後激減して2012年には23.1%となっています。これは世界経済危機の影響に

よるものと推測されます。2012年に労働者の72.9%が長すぎず短すぎない妥当な労働時間であったと見られます。 

 

他の諸国同様、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和）は課題で、2010年の時間利用データ分析からは18歳

以上の女性が無給のケア労働に費やす時間は日中1,440分中平均256分であるのに対し、男性は平均104分と、無

給の家事、ケア労働の大部分を女性が担っているという国際的なパターンが検   出されました。基本雇用条件法によ

り女性は出産時に最低連続4カ月の出産休暇を取ることができます。同法には休暇中の給与に関する規定はありま

せんが、失業保険法によって保険料を支払った被用者には賃金・給与の一定割合が支払われることになっており、

2011/12年度に10万人以上がこの制度を利用しています。 

 

6.4.廃止すべき労働 

 

強制労働は憲法、基本雇用条件法で禁止されています。就労の最低年齢は15歳であり、2010年の労働力調査

追加モジュールによれば、2006年調査(10-17歳対象で84万7,000人）より少し少ない78万4,000人の児童(7-17歳）

が児童労働と推定できる状態にあったことが示されています。 

 

6.5.雇用の安定 

 

世界的な金融・経済危機の影響と企業の全般的な正規雇用離れ傾向に鑑み、雇用の安定性がますます 重要

な関心事項となってきています。2012年末に被用者の64%が正社員契約、14%が有期雇用契約、 

22%が期間の定めのない契約労働であったと見られ、70%以上が正社員契約であった2006年と比べると雇用の安定

性が低下してきています。 

 

解雇その他の不公平な処遇について不満を持つ労働者は、法定協議会、交渉協議会または斡旋調停仲裁委

員会(CCMA）に申立てを行うことができます。2011/12会憲年度に委員会に付託された紛争の 

8割に当たる12万3,458件が不当解雇に係わるものでした。 

 

6.6.機会平等・均等待遇 

 

機会平等・均等待遇の問題は雇用衡平法で扱われており、法は障害に加え、人種、性別に重点を置い    てい

ます。性、人種による雇用構造における不均衡は明らかで、アフリカ系の人々が最上級管理職に占める割合はわず

か12.3%、上級管理職に占める割合は18.4%になっています。同様に女性が最上級管理職に占める割合は19.8%、上

級管理職に占める割合は10.7%になっています。 

 

自営業者も含む農業外就業者の男女収入格差は2012年に28.6%で、自営業者に限ると52.4%の格差が導かれま

す。男女の職業分布が不均等なことがその一因としてあげられます。政府は現在、同一価値労働同一報酬の規定

を盛り込む法の改正を検討中です。 

 

6.7.安全な労働環境 

 



 

労働安全衛生分野の統憲は信頼度が低いものの、労働省に届け出られた業務上負傷の件数は22万 

6,000件を超えた2006/07年度から漸減し、2011/12年度はその半分以下の約9万4,000件でしたが、これは実際の

件数の減少というよりも新しい補償処理制度が導入されたことに起因すると思われます。監視が行き届かない要因の

一つに監督・執行業務に携わる人員が不足していることが挙げられますが、 

2009年に755人だった労働監督官数は2012年に930人に増え、賃金労働者1万人当たり0.8人の割合になっています。

労働省はさらに専門監督官の増員を図る予定で、既に予算の割当を受けています。 

 

業務上の負傷及び疾病に対する補償は職業上の負傷・疾患補償法に規定され、企業から徴収された資  金を

元に負傷、障害、死亡時に支払いが行われます。政府内での労働安全衛生に対する責任は、労働省   に加えて、

特に危険が高い鉱山については鉱物資源省が責任を負っています。 

 

6.8.社会保障 

 

南アフリカには古くから高齢者、障害者、児童、退役軍人に対する社会的保護の一環として、非拠出型の老齢給

付金が存在し、資力調査を通過した60歳以上の男女に支払われています。2012年3月現在、   受給者は55歳以

上人口の半分近い270万人近くに達しています。 

 

南アフリカには企業年金給付について規定する国内法はありませんが、2010年の調査によれば民間交渉協議会

40中29で憲43の退職基金が設置されていることが判明しています。協議会に参加していない使用者でも大企業の

多くが従業員のために年金基金に拠出しており、2012年の調査によれば、被用者の 

49%がそのような企業で働いており、32%が企業の提供する医療扶助給付の受給資格を有しています。 

2010年のデータによれば、15の民間交渉協議会に何らかの種類の医療または疾病給付基金が設けられています。す

べての市民に必要不可欠な保健を提供することを目指して現在試行段階にある国民健康保険が正式に導入され

れば医療費の支払いや拠出を巡る状況は大きく変わるものと考えられます。 

 

6.9 .社会対話 

 

雇用に関連した結社の自由は憲法の権利章典に含まれる重要事項と見なされ、社会対話と労使代表性  を促

進する堅固な基盤となっています。2013年8月現在の登録労働組合数は190、使用者団体は164になっています。

2012年のデータでは組合員数は340万人近くに達し、うち4割が女性です。 

 

スト件数は2006年(99件）から2009年(51件）にかけて漸減したものの、2010年に再び74件に増加し、2012年は99

件でした。2012年の労働損失日数は約330万日ですが、この8割以上が賃金・賞与を理由とするものでした。 

 

南アフリカの伝統的な社会的パートナーが話し合う最上位の社会対話の場は全国経済開発労働協議会 

(NEDLAC）で、労働法改正などの様々な案件がこの場で話し合われています。 

 

VII.ディーセントワーク国別憲  

 

ILO加盟国は現在、ディーセントワーク国別憲 を通じてILOが提唱する「ディーセントワークを全ての人へ」という課題

の達成を目指しています。政府、企業団体、労働団体、非政府組織の代  表で構成されるNEDLACを通じてまとめ

られた南アフリカのディーセントワーク国別憲 は2010-14年を対象期間としています。脆弱な労働者と貧困層に深刻

な脅威をもたらした世界金融・経済危機 を背景として策定されたこの憲   は危機の影響緩和にも焦点を当てていま

す。 

 

南アフリカ政労使とILOの密接な協力によってディーセントワークが不足している分野を明らかにした上でこの問題に

対処する戦略の開発に焦点を当てて策定された国別憲 は、ディーセントワークを構成する四つの柱に対応する四つ

の優先分野において以下の九つの成果を達成することを目指して  います。 

 

1. 就労に係わる基本的な原則と権利の強化 

a. 最新の国際労働基準を批准し、それを遵守し、報告義務を果たすこと 

b. 労働行政が最新の労働法制を適用し、効果的なサービスを提供すること 

2. 雇用の促進 

c. 誰も置き去りにしない包摂的で仕事を豊かに生む成長を通じて全ての男女、とりわけ若者と障害者

に人間 らしく働きがいのある生産的な雇用の機会が与えられること 

d. 持続可能で競争力のある企業(協同組合を含む）がとりわけ女性、若者、障害者に人間らしく働き

がいのある生産的な仕事を創出すること 



 

e. 技能開発が労働者の就業能力と成長における包摂性を高めること 

3. 社会的保護の強化と拡大 

f. より良く運営され、男女により公平な社会保障と健康給付を利用できる人が増えること 

g. 労働者と企業が職場の安全・衛生状態の改善から利益を得ること 

h. HIV及びエイズの流行に仕事の世界が効果的に対応すること 

4. 政労使の三者構成原則と社会対話の強化 

i.  強化された労働市場関連機構と適切な能力を備えた社会的パートナー(政労使プラスa）が実効的な社

会対話と健全な労使関係に寄与すること 

 

VIII.ネルソン・マンデラ元大統領とILO 

 

2013年12月5日に亡くなった南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領は、27年間の獄中生活から解放された後の最

初の外遊の際にANC副議長として1990年の第77回ILO総会に出席し、アパルトヘイト体制への闘いにおけるILOの支

持を感謝し、「最後の1マイル」を共に歩んでくれるよう訴える演説を行いました。南アフリカはマンデラ政権下の1994年

5月26日にILOに復帰しました。マンデラ元大統領はまた、ディーセントワークの知識の増進に対する際立った貢献を行

った人物を顕彰するものとしてILOが2007年に設けたディーセントワーク研究賞の最初の受賞者の1人でもあります。氏 

は、ディーセントワークについて、「生き残るだけでなく、富み栄え、尊厳と充足のある生活の質を達成する権利」と表現

しています。この賞は、差別と抑圧から自由な仕事、そして発展に必要不可欠な基盤としての社会正義と対話の理

念を促進し、ディーセントワークが南アフリカのみならず世界中の政策課題の中心的な目的となるよう支援してきたマン

デラ氏の継続的な努力を認め、讃えるものとして授与されました。 

 

獄中から精神的な支柱として南アフリカの労働運動を支え続けた氏の逝去の報に接し、当時、南部アフリカ諸国を

訪問中だったガイ・ライダーILO事務局長は同日、「この真にまれに見る人類、ネルソン・マンデラ氏の逝去を悼み、一

つの国、一つの大陸、そして世界中が本日、一つとなって悲しみに沈 んでいる」と述べる声明を発表しました。そして、

「気品、謙虚、尊厳をもって、氏はその平和と社会正義の追求において、私たち皆の上にそびえ立ち」、「その情熱、

献身、忍耐、高潔さ、そしてとりわけ人間性によって世界は豊かになった」として、「自由、寛容、対話の擁護者」を失

ったことに対する悲しみを表明しました。その上で、「悲しみつつも、私たちはまた、非常に謙虚であった氏の生活、知恵、

寛容さを祝す」とし、氏は永遠にインスピレーションの源泉であり続けるだろうと結びました。事務局長は訪問日程の合

間を縫って、12月10日にヨハネスブルクで開かれた追悼式にも参列しました。 


