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南北問題とジェンダー

インド・エジプト・他のアラブ・イスラーム諸国の結婚を通しての一考察

鳥　居　千代香

はじめに

　本部がニューヨークにある国連人口基金は 2004年９月 15日に 2004年版「世

界人口白書」を発表し、今年７月の世界人口が 63億 7660万人に達したことを明

らかにした。人口増加の８割以上は開発途上国の貧困層で、富裕層による大量の

資源消費と、貧困層の人口増加が、地球環境への負担が増大している一因となっ

ていると警告している。

　最も人口が多いのは中国で、13億 1330万人、次いでインドが 10億 8120万人、

３位の米国は２億 9700万人で、日本は９位で１億 2780万人であった。2050年

には世界人口が 89億人となると国連人口基金は予測し、インドが 15億 3140万

人になると推計され、世界一となり、中国が 13億 9520万人、米国が４億 870万

人となり、2004年の上位 10ヵ国と比べると、アフリカからさらに２ヵ国加わり、

日本は約 1800万人減少して、１億 970万人で 15位となると予想されている。

　1994年にエジプトのカイロで国連国際人口開発会議が開催された。これは当

時の 2050年の人口予測は 98億人であったので、急増する世界人口の抑制のため

に行動を起こそうと開かれた。参加 179ヵ国が「カイロ行動計画」に合意した。

10年後の 2004年の白書では「各国で政策・制度両面で改善がみられ、以前は無

視されていたジェンダーの問題も定期的に取り上げられるようになった」と成果

を強調している。しかし、98億人から 89億人という人口増加予測の減少は、サ

ハラ以南のアフリカでの HIV感染者・患者の死亡が急増と、先進国の小子化が
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要因と考えられている。そして途上国の問題は依然として残っている。ここでは

南北問題をジェンダーの視点で捉える。

　ジェンダーは「『社会的・文化的に規定される性別分類概念』で、ある社会に

おける男性・女性の社会的役割およびその相互関係を明らかにするための分析概

念である。男性と女性が生まれながらに持っている生物学的な性別（sex）とは

区別して用いられる。例えば妊娠、出産、授乳（母乳）は女性のみが行うことが

できるもので、男性がその機能を代わることはできないが、育児については男性

も行うことができる。しかし、社会的価値規範や慣習は、生物学的性差に基づい

て、育児は女性の社会的役割として規定する。このような性別役割分業観は男女

間の優劣関係、意思決定などの力関係の優劣関係、意思決定などの力関係にまで

影響を及ぼし、女性の社会的・経済的地位と密接に関係してくるのである」（国

際協力用語集）。

　2050年に世界一の人口になると予測されるインドと 1994年に人口会議の開催

地になり、国民の 94％がイスラーム教スンニ派であるエジプトを中心に、チュ

ニジア、モロッコ、スーダン、サウジアラビア、クウェート、イラク、ヨルダン、

アルジェリア、シリアその他のアラブ諸国、非アラブ諸国のトルコやイラン、南

アジアのパキスタンなどのイスラーム諸国について結婚を通して南北問題を考察

する。

１．今日の南北問題

　日本、北米、西欧の少数の豊かな諸国（北・富裕国）と、多数の貧困な諸国

（南・発展途上国・途上国）との関係に関する諸問題の総称を南北問題と言う。

「北」と「南」は国民一人当たりの国民総生産の額で区別される。1997年では一

人当たりの GNPが 9656ドル以上の国が「北」、それ未満が「南」とされている。

「『北』の９億人が世界総生産の 80％を享受しているのに対し、『南』の 49億人

が総生産の 20％を分け合っている。特に、世界人口の 35％を占める低所得国は

総生産の 2.4％、一人当たりでは 350ドルの貧困に喘いでいる」（朝日新聞社　

2000：209）。2001年４月 29日に世界銀行は、世界で約 12億人が 1日１ドル（約
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124円）に満たない生活費で暮らす極度の貧困状態にあり、年間 1000万人が貧

困のために５歳の誕生日を迎えられず死亡しているとの報告をまとめた。報告は、

貧困のために 1億 1300万人の児童が就学していないと指摘し、１人当たりの年

収が 130ドルを下回る最貧国として、エチオピア、ブルンジ、シエラレオネを上

げており、年収が最も多かったのはスイスの３万 8380ドルで、ノルウェー、米国、

デンマーク、日本と続いている。

　世界の過半数の人々がこのような極端な貧困にあることは、諸問題を発生す

る。2004年９月１日にロシア南部の北オセチア共和国で武装勢力が学校を占拠

し、子供達など数百人を人質にとった。チェチェン共和国からロシア連邦軍撤退

を要求するチェチェン独立派の犯行で、テロ戦術を続けている。この事件と前後

してイラクでは人質となっていたネパール人労働者 12人が武装勢力に惨殺処刑

される事件があり、ネパールではこれに怒った市民達がイスラーム教のモスクや

アラブ系航空会社の事務所を焼き打ちする暴動が起こった。

　スペインでは列車同時爆破テロ、イスラエルではパレスチナ過激派による自爆

テロで、バス２台が爆破され、多数の死傷者がでた。イスラエルはこれに「過激

派指導者暗殺作戦」を再開し、報復を宣言した。パレスチナとイスラエルはこの

ようにテロと報復攻撃が繰り返されている。９月 11日の米国同時多発テロから

３年たつが世界でテロが続いている。米国同時テロを起こしたイスラーム過激派

の国際組織アル・カイーダのような国際テロ組織が大量破壊兵器を入手すれば世

界は重大な脅威に直面するという危機感からアメリカはアフガニスタンとイラク

で戦争を始め、両国で政権は崩壊したが、安定には程遠く、治安は悪化している。

イラクでは開戦以来、米軍の死者は 1000人を超している。イラク人の死者数は

多すぎ数字にだされることもない。

　こうしたテロの土壌となっているのが貧困であり、不平等、不公平、差別、失

業などの問題がある。治安の悪化、国際間の紛争、難民の発生、疫病、麻薬使用、

環境破壊など、世界的な問題に発展する危険性がある。途上国の極度の貧困は世

界が協力して解決に取り組むべき問題でもある。南北問題の中心的課題は「南」

の貧困をなくし、貧困から生じる世界的諸問題にたいして南北で協力して対処す

ることである。
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　イラクはサダム・フセイン体制下であったが、近隣のイスラーム国の中でも一

番女性の権利や選択の自由が認められ、男女ともに同一労働同一賃金、５年間の

産休、専門職につく女性達も多く、医者の 38％は女性、女性の国会議員の比率

（1999年）も 6.7％と日本の 4.60％より高かった。筆者は 1994年にイラクで開か

れた女性会議に出席したが、イラクの女性達の服装はジーパン姿や派手なもので

あったし、化粧も濃かった。しかし 2003年４月のアメリカのイラク占領後、女

性の社会進出は阻まれ、後退しているようだ。

　2003年６月にイラクで結成され、自由と民主化のために闘っているイラク女

性自由協会（OWFI）のヤナール・ムハンメド代表が 2004年７月に来日し、語っ

ている。

「イラクでは日常生活は崩壊しています。治安は最低、強盗続発。この８ヵ月

で少なくとも 400人の女性がレイプされました・・米軍は・・報復の大量虐殺

を行い、４月だけで 1400人が殺されました。イスラーム原理主義者は世界中

から集まり、米軍と闘うと言いながら実はイラク人を虐殺しています・・暫定

統治評議会・・が最初に行なったことは、イラクの女性デーを３月８日（国際

女性デー）からマホメット（ムハンマド）の娘の誕生日の８月 18日に変えた

こと。女性労働者を職場から追放し、女性にベールの着用を強要し・・極め付

きは、昨年（2003年）12月 29日、評議会は秘密投票で決議 137を採択したこと、

この決議はイスラーム法（シャリーア法）を復活させ、婚姻、財産相続などの

女性の権利を奪い、“不貞”に対して投石による死刑を復活させるなど、フセ

イン時代よりもさらに女性を抑圧するものです」（全国婦人新聞社　2004）

　しかし、女性達のデモや激しい抗議行動とイラクの 85 の女性団体が『決議

137』に反対し、暫定政府は決議を凍結せざるをえなくなったということである。

このように南北問題から生じる諸問題は女性達にも大きな影響を及ぼしている。

２．南北問題の背景

　南北問題という言葉は米国とソ連を頂点とする資本主義国と社会主義国の二つ

のブロックの間の冷たい戦争の中で発生していく諸問題を指す東西問題という言



南北問題とジェンダー

－ 118 －

南北問題とジェンダー

－ 119 －

葉をもじって 1950年代に作られた。1950年代の南北問題は西ヨーロッパにおい

て、アジア・アフリカの国々が独立後にその経済的な貧困のために社会主義に魅

力を感じるようになり、赤化する危険があるという危機意識を背景に生まれた概

念であるという。これに独立していく旧植民地を経済的につなぎとめておこうと

する英、仏、ベルギー、オランダ等の植民地保有国の関心も加わっていたが、南

北問題は東西問題の副次的な問題として誕生した。

　「発展途上国」、「開発途上国」と言われる国々の大半は第二次世界大戦前には「先

進国」の植民地で、戦後、政治的には独立をし、経済開発に努力しているが、国

際関係においては弱い立場に立たされてきた。「先進国」の大半は地球上北側に、

「発展途上国」の大半は赤道を中心に熱帯・亜熱帯に位置し、「先進国」から見れ

ば、南側にあるという事で、「先進国」と「発展途上国」との問題を南北問題と

呼ぶようになった。

３．南北問題とジェンダー問題との関連

　先に述べた 1994年にカイロで開かれた国際人口開発会議もそうであるが、今

日では、国連主催の会議も開かれ、世界中から人々が集まり、女性の問題も積極

的に取り上げられている。また国や地域レベルでも活発に論議されている。日本

でも人々の意識はかわりつつあるが、身近では女子学生の就職問題、セクハラな

どさまざまな問題が残っている。最近、気にかかるのがジェンダー・フリーにつ

いて、「ジェンダーの偏りからの解放として」のジェンダー・フリーであるが、「ジェ

ンダーをすべて無くすものとか、性差意識の解放と曲解されて非難され」、バッ

シングが行なわれ、バックラッシュ現象が起きていることを日常的に知る。また、

新聞などでも正しく理解されていないことに気がつくことがある。

　『婦人展望』創刊 50周年企画座談会で「『ジェンダー・フリー』バッシングを

めぐって」が話し合われた。ジェンダー・フリーは「鯉のぼりもひな祭りも否定

するのではないか」、「男も女もなくするものではないか」と言われるのを聞く。

また「スポーツをする前の着替えを男女生徒が同室でしたり、小学五年生が一泊

旅行の自然観察で男女が同室で寝たなどという非常識なことが一部で発表され、
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これがきっかけとなり、男女共同参画は性差意識の解消を目指すというように

誤って伝えられ・・・ジェンダーとかジェンダー・フリーという概念について正

しい理解がなく、曖昧な議論のままで感情的にエスカレートしていった」。「さら

にそういう中で、専業主婦の税制上の優遇をなくすということが、その理由や増

税の使途の説明が十分でないまま行なわれ、男女共同参画は専業主婦を軽視する

ととられ」、「このバックラッシュは、ある意味でジェンダー問題に理解の少ない

人達の間に共感をもって迎えられた可能性があった」、「少年犯罪や家庭崩壊、あ

るいは育児の放棄、そういうものすべて男女共同参画社会の推進のためと誤解さ

れるように誘導されていることに大変に危機感を持っている」（市川房枝記念出

版部　2004：6-7）。座談会の出席者、目黒依子はジェンダー・フリーについてそ

の言葉の意味を十分理解しないままにいろんな解釈をして使っている人達が誤解

を生むことに貢献したのではないかと語っている。もう一人の出席者、古橋源六

朗は原ひろ子が「ジェンダー・フリーというのは、性差意識の解消ではなくて性

差別意識の解消であり、これは英語圏の教育分野の研究者も 80年代から使って

いる言葉」と言っているが、そのように皆が理解すればあまり問題にならなかっ

たのだろうと言っている。

　大学など高等教育卒業者が占める女性の割合で日本は OECD（経済協力開発機

構）加盟国 30ヵ国で最低であったことが OECD公表の国際教育指標「図表でみ

る教育（2004年度版）」でわかった。2002年度の統計で、調査対象項目となった

98年以降、５年連続で日本が最低である。文部科学省は「日本では女性が短大

に進学するケースが多いが、OECDの定義では短大卒が高等教育卒業者に含まれ

ないため」と言う。

　また米国務省の報告書で日本は人身売買を防ぐための法整備や被害者保護が

「最低限の基準を満たしていない」として「監視対象国」とされた。日本で外国

人女性を強制売春させる目的の人身売買が目立つ。被害者の数はコロンビアが一

番多く、タイ、台湾、インドネシア、中国、その他と続く。被害者の多くは貧困

層の出身である。日本で高給が得られる、渡航費は働きながら返せばよいといっ

た誘いに乗り、接客仕事とは知らされていても、日本に着くと出迎え役に引き渡

され、ブローカーの仲介でスナックやストリップ劇場などの仕事場に連れていか
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れる。航空券やパスポートなどの渡航手続き費用、仕事紹介料、日本での生活費

など数百万円の借金を負わされ、軟禁状態で売春を強いられ、不法滞在者となる。

摘発されても入管法違反者として彼女達が強制退去させられるだけで、人身売買

ブローカーが摘発され、処罰されることはめったにないのである。政府は、警察

庁、法務省刑事局、同省入国管理局、厚生労働省、外務省による関係省庁連絡会

議を 2004年９月 20日４月に立ち上げたばかりである。

　世界に目をむけるならば、特に南の国々に行くと、私達が守られている人権さ

え奪われている人達の存在を目にするのであるが、日本でも外国人女性を搾取す

るこのような人身売買という組織犯罪で人権侵害が行なわれているという現実が

ある。この問題の背景には、送り出し国と受け入れ国日本との経済格差、まさに

南北問題があり、グローバルな問題である。

　インドでは IT産業が経済成長の中心となり、ソフトウエアなど IT関連輸出は

2003年には 122億ドルに達し、十年で 30倍に成長し、繊維と並ぶ主力産業になっ

た。2050年には中国が国内総生産で首位を占め、アメリカ、インド、日本、ブ

ラジル、ロシアの順に続くと予想されている。インドは貧富の差が大きいが 10

億人以上を占める人口のうち、購買力のある中間所得層は２億人、自動車市場は

生産が追いつかないほどのマイカーブームで、日本のスズキやトヨタとインドの

合弁企業、韓国との合弁企業でつくった車の人気も高い。ホンダとの合弁企業の

スクーターインドは市場シェアの四割を占める。家電はテレビがまもなく千万台

市場に成長する。「韓国勢が優勢で、参入が遅れている日本勢が追っている」（読

売新聞：2004年７月 27日朝刊）。

　インドでは結婚のときに、妻側は結婚に際してダウリー（dowry〔持参金・贈

与財〕）を夫側に持っていくのが慣習になっている。インドの経済成長に伴いダ

ウリーは 20年前にはスクーターであったものが自家用車になり、エアコン、冷

蔵庫、電子レンジ、日本との合弁企業が製造したマルティ・エスティームの高価

な車などさまざまな高価な消費財が含まれるようになった。その上に現金である

が、これも高額になっている。それらの額に不満である、あるいはもっとほしい

と要求されそれが満たされなければ、結婚したばかりの女性が夫や嫁ぎ先の家族
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に苦しめられたり、灯油をかけて焼死させられたりする事件が多くなっている。

デリー警察に設置されている女性室（CAW）だけでも 2004年１月から４月まで

にダウリーに関係した死亡が 37件記録され、ダウリーに関係した虐待は 313件

と記録されている。この女性室に記録されたダウリー死は 2001年に 113件であっ

たが、2002年には 130件と増えている。ダウリーが原因で嫁ぎ先の家族から虐

待を受けた数は 1997年には 855件から 2002年には 1196件に増えた。たいてい

ダウリーの要求に関しての婚姻上の争いは 2003年１月から 2003年４月 15日で

1901件を記録した。社会的な反発を恐れて犠牲者が警察に訴えないダウリーに

関連する事件は多い。このデリー警察女性室に訴えをする女性は 25歳から 35歳

が多く、デリーのあらゆる階層で、高級住宅地の家族は車を、北西デリーの農村

地域の家族はスクーターを要求するというようにあらゆる階層に渡っている。こ

れはデリー警察女性室だけの記録であり、氷山の一角である。

　インド人民党（BJP : Bharatiya Janata Party）は IT産業によりインドに高度経済

成長をもたらし、パキスタンや中国との関係も改善するという成果を上げたので

あるが、５月（2004年）にあった総選挙では人民党の連立与党優勢という事前の

予測を覆し、野党のインド国民会議派（Indian National Congress）が８年ぶりに

政権に復帰することが決まったのである。

　筆者はインドの都市部、たとえばニューデリー、ムンバイ（ボンベイ）、チェ

ンナイ（マドラス）、バンガロールなどの大都市に行き、20年前と比べてみては

るかに物質的にも豊かになったと目を見張ることがしばしばである。しかし、そ

の同じ都市のなかでも富裕階級の人達はますます豊かになり、貧しい人達はさら

に貧しくなっていて、その格差の拡大を感じていた。国民の７割が占める農村で

も貧しい人達の生活はそれほど変わってはいなかった。都市で物価は高くなって

いるが、多くの人達の給料はそれほど上っていない。家族を農村に残し日本で想

像できないほどの低賃金で働いている出稼ぎ労働者が言うには、人口の多いイン

ドでこの給料でいくらでも仕事をしたい人がいる、仕事をやめると他の人にその

仕事を奪われるということだった。2004 年１月に南インドにある避暑地コダイ

カナルに行ったとき、滞在先のホテル従業員の住む農村を訪ねた。５人家族を彼

一人の給料で養っていた。紹介された彼の父親は " I am hungry…" と言っていた。
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　18歳以上の有権者が６億 7500万人いるインドの総選挙で人民党も国民の支持

は硬いと判断していたのであるが、予想しなかった結果になったのは、経済発展

の恩恵から遠い農民や貧困層・低所得層が投票場に足を運んだためであると言わ

れている。人民党はヒンドウー教色が非常に強い政党で 80年代以降に経済発展

の恩恵を受けて育まれた中産階級を基盤としていた。一方、国民会議派は人民党

の経済政策を富裕層重視であると批判し、貧困層重視を訴えていたが、今回のよ

うな選挙結果は世論調査でも予想されていなかった。その世論調査にも貧困層の

声は反映されていなかったのである。

　一部の豊かな人達、そして、多くが苦しむ貧困と原因、そこからくる女性や少

女が直面する問題、インド、さらにエジプトを中心として他のアラブ諸国やイス

ラーム諸国の女性の結婚をめぐる問題からも南北問題が見えてくる。

４．インド

【１】植民地インド
　南北問題やインドの諸問題を考えるときにこの国が世界で最も長く植民地支

配を受けた国であることを抜きにしては語れない。紀元前 2500年頃から紀元前

1500年頃までインダス文明が栄えた、豊かな資源のあるインドは 1510年にはポ

ルトガルにインド西部ゴアを占領され（1961年まで）、さらにオランダ、フラン

ス、最後にイギリスがやってきた。1600年にはイギリスは貿易と植民地経営を

果たす東インド会社を設立しインドを間接支配するようになり、インド支配の

基礎を作った。イギリスの支配に対して起こったセポイの反乱（インド大反乱，

1857－ 1859）をイギリスが鎮圧し、北インドのムガル帝国（1526－ 1857）が滅び、

インドはイギリスの直接統治下に入る。インド人達の手で近代的な国民国家、国

民経済を建設していくことができる前にイギリスの植民地にされたのである。19

世紀イギリスの産業革命は、インドから奪った資源を元にしたものであった。イ

ンドから資源をイギリスに持って帰り、機械を使って加工したイギリスの工業製

品を再びインドに輸入させたのである。インドはこうして植民地型市場にされて

しまった。
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　セポイの反乱から１世紀の間、インド人達はイギリスの植民地支配に対して独

立運動をした。その中心的役割を果たしたのが、1885年に結成されたインド国

民会議派であった。第一次世界大戦ではインド人は植民地軍として約 130万人が

出兵しイギリスに戦争協力し、将兵１万人以上が戦死をしたが、戦後インドの民

族的諸要求に対しては徹底的に弾圧された。そしてインド民衆の絶大な支持と信

頼を得て独立運動を指導したのがマハトマ・ガンディーであった。彼の指導する

非暴力無抵抗運動（サティアーグラハ運動）が展開された。

　1947 年８月にインドはイギリスの植民地支配から独立した。（インドの非暴力

思想は古代インドの世界最長の叙事詩『マハーバーラタ』にさかのぼり、暴力を

激しく禁止するマハトマ・ガンディーに受け継がれ、東西冷戦時代にはインドは

対立に巻き込まれないようにネルーは非同盟中立の立場をとった。しかし、1964

年に中国が核実験を行い脅威を抱いたインドは米ソの「核の傘」に入らないで非

同盟主義を貫き核兵器の独自開発を選び、1974年５月 18日に第一回目、1998年

５月 11日と 13日に第二回目の核実験を行った。その二週間後の５月 28日と 30

日にパキスタンもインドの核武装を理由に核実験をした）。

　そして同時にパキスタンがインドから分離独立した。イスラーム教徒とヒン

ドゥー教徒は融和していたのであるが、イギリスのインド分割統治政策の結果で

あった。（このインドとパキスタンの分離、印パ分離〔partition〕のためにインド

側にいたイスラーム教徒がパキスタンに、パキスタン側にいたヒンドゥー教徒が

インドに移動した数は 1200万人、このときに 100万人が死亡し、10万件以上の

レイプがあったと言われる。今日の印パ間の深い不信と敵意はこのとき受けた傷

が原因でもある）。

　マハトマ・ガンディーは女性が独立運動に積極的な役割を果たせるように訴え、

実際に多くの女性が独立運動に参加した。女性が家庭の主婦から脱して社会の

ために働くべきだ、女性を阻害する悪い社会的慣習から女性を解放しなければな

らない、政治的権利を持つべきだと主張した。ガンディーは糸車で糸をつむいて

服を作り、英国製品を買わないように訴えたが、糸を紡ぐことで、男性が女性の

側面も獲得し、全的人間になるように送ったメッセージであったと言われる。ガ

ンディーは子供を育てる母親に教育を与えることの重要性についても指摘してい
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る。一人の母親に教育を与えることは、その子供たちに教育を与えることだとマ

ハトマ・ガンディーは言っていた。

　インドで紀元前 200年から紀元後 200年までの間に現形を整えたものと推定さ

れる『マヌ法典』（マーナヴァ・ダルマ・シャーストラ）はインド民衆の間に行

われてきた慣習・慣習法となっているものを集成し、成文化したものと言われる

が、これに規定されていることは今日にも民衆に影響を与えている。ジャワーハ

ルラール・ネルーは「当初は異を唱えなかった・・・が、宗教を日々の重要な存

在として位置づけるガンディーに対して、ネルーは宗教を破壊や対立の種をはら

んだ存在とみるようになった」（島田　2001：224）が、その著書『インドの発見』

（" The Discovery of India" ）の中で、マヌが追いやった女性の法的地位は、全く

悪いものであったと言っている。

「法律の最古の解説者マヌによると、婦人の法律上の地位は決定的に悪い。婦

人は常に誰か、父または夫または子に、依存していた。婦人は法律上、殆ど動

産として扱われていた。しかし二大叙事詩にある多数の物語から見ると、この

法律はあまり厳格には適応されず、婦人は家庭及び社会において尊敬された地

位を保っていた。古い立法者マヌ自身も、『婦人の尊ばれるところに、神が在

る』と、いっている・・・女性のあるものは、どこかで学生として修業したに

ちがいない。何故なら、博学多識の婦人に関して、再三述べられているから。

後の時代においても、多数のすぐれた女流学者があった。近代の標準から判断

すれば、古代インドにおける婦人の法律上の地位は悪かったが、古代ギリシャ

やローマ、初期キリスト教、中世ヨーロッパの教育法におけるより、また更に

降って 19世紀初頭の比較的近代におけるよりも、はるかに勝っていたのであ

る」（ネルー 1953：149－ 150）

　この本はネルーがアフマッドナガル要塞の監獄で 1944年４月から９月にかけ

ての５ヶ月間に執筆したものである。

　1947年にインドがイギリスから独立を果たし、ネルーは第一代首相になり、

憲法が 1950年１月 26日から施行された。ネルーは憲法に男女平等の項目を入れ

ることに情熱を注いだ。結婚に関係する法律としては、1954年に特別婚姻法（民

事婚）、1955年ヒンドゥー婚姻法（ヒンドゥー教徒、仏教徒、ジャイナ教徒、シ
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ク教徒に適応。一夫一婦制、異カースト間の結婚、離婚を認める）、1956年ヒン

ドゥー相続法（男女の相続上の差別撤廃）、1961年ダウリー禁止法、1971年中絶

の権利、1829年に幼児婚禁止法ができ、1929年には、男子 18歳、女子 15歳前

の結婚に対し刑罰を与えるという幼児婚抑制法が制定されイギリス領インド（藩

王国は権限外）で適応された。1976年には「ヒンドゥー婚姻法」（1955年）が改

正され、女子は成年に達成前に床入りして結婚を完了したか否かにかかわらず幼

児婚を否認できるようになった。1978年の幼児婚抑制（改正）法では男子 21歳、

女子 18歳以下の結婚を禁止した。現実にはまだ結婚の三分の一は 15歳以下で結

婚している。

【２】インドの結婚感
　10億人以上の人々の生活はそれぞれに違いがあるが、西洋では「個人」、イン

ドでは「家族」、「社会」との結びつきを重視するのが特徴である。多宗教・多民

族・多言語・多文化のインドでは親が決めた相手と結婚するのが一般的である。

2001年のインドの宗教別人口をみるとヒンドゥー教徒が 80.5％、イスラーム教

徒 13.4％、シク教徒 1.9％、キリスト教徒 2.3％、仏教徒 0.8％、ジャイナ教徒 0.4％、

その他が 0.6％であった。インドの英語雑誌『インディア・トゥデイ』（INDIA 

TODAY）が 1998年に「最近の若者の宗教観」について 16歳から 30歳までのム

ンバイ（ボンベイ）、デリー、カルカッタ（コルカタ）、チェンナイ（マドラス）

の都市に住むヒンドゥー教徒 13％、イスラーム教徒 13％、キリスト教徒 11％、

シク教徒５％の男女について調査をした。これによると「神を信じる」は 94％、

神を信じない６％であり、「寺院など崇拝の場所に出かける回数」は一週間に一

回 35％、毎日 14％、月に一度 10％、週に２～３回 11％、その他が 30％、「祈

りをしますか」という質問に対して、定期的に 62％（男 58％、女 61％）、時々

35％、祈らない３％であった。人口の 70％（７億人）を占める農村や 30歳以上

の年齢のものに調査すれば宗教心の高さを示すパーセントはもっと高くなるだろ

う。インドが多宗教の国であり、日本などと比べて宗教的であるのがわかる。

　ヒンドゥー教徒の間には世襲的階級制度、カーストがある。ブラフマン（バラ

モン）［司祭者］、クシャトリヤ［貴族・武士］、ヴァイシャ［商人・庶民］シュー
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ドラ［農民・賎民］と大きく四つのカースト（ヴァルナ）に、サブ・カースト（ジャー

ティー）としては 2000－ 3000以上に分かれると言われ、アウト・カーストとし

て指定カースト［不可触民］・指定部族がいる。1950年施行のインド憲法でカー

ストの差別は禁止され、指定カースト・指定部族には優遇政策がとられている。

サブ・カースト（ジャーティー）によって区分された職業や上下関係は今日でも

結婚や宗教的行事などに強く残っている。特に農村部では慣習や因習はまだ根強

く残っている。

　人種については大きくインド・アーリア系とドラヴィダ系に分かれるが、スキ

ト・ドラヴィダ、モンゴロ・ドラヴィダ、モンゴロイド、その他の先住民族であ

る。言語はヒンディー語がインド連邦公用語で約 35％のインド人に通じる。英

語は準公用語であり、インド人口の約２％が自由に使用できる。その他憲法で

認められている公用語（公認州言語）が 17ある。同じインド人同士でも隣の州

のインド人とコミュニケーションができないということが起こってくる。タミル

ナードゥ州のタミル語を話す者が隣のカルナータカ州に行けばその州の公用語の

カンナダ語がわからなくて、タミル語も英語もわからないインド人と意志の疎通

ができない。また３億人が非識字者である。このような言語の問題、都市部で核

家族も出現してきてはいるが、依然として結婚相手の多くの家族の中に入らなけ

ればいけないのでうまくいかないということからも恋愛結婚は非常に少ない。結

婚の方法には裁判所で民事婚をする方法と家の宗教によって宗教婚をする方法が

あるが、宗教婚の場合は宗教によって結婚に関する法律も異なる。ヒンドゥー教

徒の結婚では女性は身分の高い男性と結婚する上位婚の慣習が残っていて、こう

したことも家族が大きくかかわってくる所以である。

【３】ヒンドゥーの結婚をめぐって
　ヒンドゥー教徒の間でダウリーとは、父親によって「カンヤー」、「カニヤー」、

すなわち「処女」が与えられるときに、結婚で与えられる贈り物だとずっと語ら

れてきた。「処女の贈り物」といっしょに「別の贈り物」がなければならないと

言われてきた。「処女の贈り物」には「ダクシナー」、すなわち、「自発的な寄付金・

寄贈品」が添えられなければならないとヒンドゥー教の導師達は決めたのである。
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娘を黄金で飾り、神（夫）に手渡すのが父親の義務であると宗教の経典にも書い

てある。

　結婚式は女性に許された唯一のサクラメント、聖礼典、最も重要なことであっ

た。そうでなければ娘は天国に行けない、シュードラにも劣るものとなった。有

名な神話で、聖人クニの娘であるシュルは父親が結婚させようとするがそれを拒

んだ。まさに彼女が死にかかっているときに彼女が結婚のサクラメントで浄化さ

れていなかったので、天国に行けないと言われ、息を引き取る前に急な結婚が行

なわれた。こうした神話から、未婚女性が死ぬと、一種の模擬的結婚式を火葬前

に行なった。ヒンドゥー教徒の女性には結婚すること以外に魂を救済する方法は

ないのである。こうしてインドの宗教的・文化的な慣習のもとでは娘をできるだ

け早く結婚させなければならないというかなりの圧力がかかるために、娘を結婚

させようと姻戚になる予定の人達にさまざまな贈り物をする。

　また女性は身分の低い男性と結婚をするのはプラティローマ、つまり、逆毛婚

と呼ばれ好まれず、アヌローマ、すなわち、順毛婚が理想とされた。

「上位婚の慣習も、女性の地位に不利な作用をおよぼした・・・夫婦間には意

志の疎通が欠けるため・・・上位婚を習慣とする多くのカーストで、男子の主

要な関心事は、女性とその家族を経済的に利用するという点にあり、その結果

虐待と辱め、侮辱が、当然のこととして発生した。両親はすべて、娘を最高位

の社会集団に嫁入りさせたがり、それによってみずからの威信の維持・強化を

はかろうとしたため、これらの侮辱を耐え忍んだ・・・あるベンガール（ベン

ガル）出身の大学卒業生が妻に期待したことはといえば、『彼女を、頭のてっ

ぺんから足の先まで、宝石や黄金の装身具で飾らせ、その父親からは・・・ル

ピーにのぼる現金を要求し、さらに、花婿が美装をこらすための・・・持参金

を得ることであった・・・その他の数多くの支出費用が、結婚前、結婚時、結

婚後にふりかかってくるのであって、その結果父親は破産の憂き目にあうので

ある』・・・他の父親たちは息子がもらう持参金をあてにして、今度は娘のた

めの夫を探し出して、父親としての義務をはたそうとする。これは悪循環を生

み、持参金の増大は、上位婚の永続化をよんでいる」（カパディア　1969：170
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　慣習としてダウリーは金持や財産がある階級で一般的であると言われてきた。

女性は財産を取り扱うのに適していないので、結婚で永久に実家を出るときに、

家族の財産をもらい損なわないようにダウリーをえると考えられた。

　1956年にヒンドゥー相続法ができ男女の差別が撤廃されたが、法律に認めら

れていてもほとんど実践されていないのが現状であり、相続を放棄させるために

もダウリーを娘に与える。金持は他の金持と結びつくためにダウリーを授与する。

また、ダウリーを与えることで家族の財産から義理の息子を遠ざけることもでき

たのである。

　貧しい人々の間では男が女の家に貨幣・貴金属・食料を支払う、または、それ

に代わる労役をする花嫁料（bride-price）の慣習が広まった。花婿候補は花嫁を

連れて行くために代価を払わなければならなかった。貧しい階層が社会的階級を

上りたいと考え始めると地位のある印である上層階級のダウリーの慣習をまねる

ようになった。

　1991年の経済自由化から大量消費主義の時代に突入し、物と金に対する欲望

を満足させる近道はダウリーを得ることと考え始めたように思えるほどダウリー

に関係した死亡事件は増え続けている。しかし、これには一つのパターンがある

と言われている。すなわち、最近ではインドで結婚する本人の望まない結婚をさ

せる親は少なくなっているし、幸せな結婚は多いが、問題が起こるのは、本人の

意志より親が娘を結婚させたがっていて、相手の男性を調べないで急いで結婚さ

せた、あるいは過去を知っているのに結婚させた場合である。離婚は女性とその

家族が属するカーストにとっては不名誉なことであり、また妹達がいれば彼女達

の結婚が不利になることで、問題があっても親は娘に「我慢」や「婚家へ順応」

を期待し、実家に受け入れないために、婚家以外に行くところがなく、悲劇を生

んでいる。

　ダウリー死の問題が騒がれ始めた 1978年頃にはダウリーは中産階級の問題で

あり、北インドのヒンドゥー教徒の家族の問題だと考えられていたが、今日では

北や南、西や東にかかわらず小さい農村にまでダウリーの慣習が入りこみ、ヒン
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ドゥー教徒だけでなく、キリスト教徒、シク教徒、インドではイスラーム教徒も

ダウリーに苦しんでいる。これはヒンドゥー教徒の慣習の影響である。

　インドでは金持であっても、貧しい家であっても、読み書きできない家族であっ

ても、教育のある家庭であっても、女児は望まれないことを 2001年の国勢調査

が示している。デリー、パンジャーブ州、グジャラート州、ハリヤーナ州、ラージャ

スターン州といったインドで最も豊かな州で０歳から６歳までの女児の数の差が

最も大きい。主要な都市別に見てみると 2001年のインドの主要な都市の平均が

1000人の男児に対して女児は 927人であるのに、ムンバイ（898人）やデリー（850

人）で平均よりはるかに女児の数が減少している。都市の地域でもインドで最

も裕福な教育のある人たちが住んでいるといわれるデリー南西部で 1991年に 904

人が 2001年には 845人と女児が少なくなっている。男児を望む深く根ざした文

化に特に近年ダウリーの問題が追い討ちをかけるようになり、都市でも農村でも

女児は命を奪われているのがわかる。

　「人口 10億人として、全国的な統計（2001年）によると、現在、インドでは

男性人口よりも女性人口が 6700万人ほど少ない。この数は日本の人口と比べて

みると半分以上の数である。・・・ダウリーの要求が増大し、村人までが都市化

し、娘を持つ親の負担や犠牲は増す一方である。ところが息子は金だけでなく、

車、冷蔵庫、テレビといった品物までもたらしてくれ、それにより、息子の家族

の地位は上がる」（セン　2004：7）。ヒンドゥー教徒の結婚式は花婿側の人達が

花嫁側にきて、招待客も数百人になることが普通であるが、その客を食べさせる

費用も花嫁側の負担となる。1991年にチャンドラシェーカル首相は結婚式やパー

ティーで客は 100人までと制限すると公表した。しかし強い抗議にあってその命

令を撤回せざるをえなかった。

　パキスタンはインドから分離独立した国であり、インドのイスラーム教徒と

同じようにパキスタンのイスラーム教徒達もヒンドゥー教徒の慣習の影響を受け

て、女性の親が男性側にダウリーを払い、結婚披露宴にも高額の費用がかかるの

が一般的で、庶民を苦しめ社会問題になっていた。

　そのためにパキスタン最高裁は 2004年 11月５日にホテルや結婚式場で客に食

事を出すことを禁止する決定を下した。自宅で行う披露宴は除き、ホテル、結婚
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式場、地域のコミュニティーセンターなどの公共の場所では紅茶、コーラなどの

飲料を出すのが許されるだけとなった。

【４】ヒンドゥー教徒の寡婦の地位
　インドに住んでいたころ、筆者の家の隣りに一人の寡婦が住んでいた。いつ

も着ているのは白いサリーに白いブラウスであった。インドに来て日も浅い頃に

はこの白いサリーの意味を分からず、暑い国では涼しげな白い衣服を着るのかと

思った。やがて寡婦という言葉に対して、何かうしろめたい響きがあることに気

がついた。寡婦は何か遠慮して生きていた。寡婦、すなわち、「未亡人」につい

て辞書にも「もと主人と共に死なないことを批判した語。夫に死に別れた婦人」

と出ていたが、インドでは批判どころではない。2001年の国勢調査ではインド

の人口の約 80.5％をヒンドゥー教徒が占めているが、ヒンドゥー教で不吉なもの

とされる中でも「未亡人」は最悪な存在である。朝、最初に見るものが「未亡人」

だと一日中が不運だと信じられた。また旅に出かける前に道で「未亡人」に出会

えば、出かけるのを延期したと言われる。

　これは「未亡人」が前世からの業で夫を殺したのだとか、「未亡人」になるの

は前世で女性が犯した罪に対する罰だと考えられたからである。前世で夫に不従

順、不忠実、あるいは夫を殺したのだと言われた。「夫を食べてしまった」、「飲

みこんでしまった」と言われ、夫の死の責任を負わされた。また、一家に不幸

をもたらすものとして忌み嫌われた。そのために亡くなった夫の火葬の薪の上で

一緒に焼かれて殉死する寡婦殉死「サティー」（貞女）の習慣があったほどであ

る。1829年に法律で禁止されているサティーであるが、インドの新聞でサティー

になろうとした寡婦を警察が説得して思いとどまらせたという記事を見ることが

あった。

　1987年９月４日にラージャスターン州のデオラーラ村で結婚して８ヶ月しか

たっていなかったが、18歳のラージプート族のループ・カンワールが数千人の

群衆の前で 24歳の夫マール・シンの遺体を焼く葬式の火葬用の薪の上で夫の頭

を膝の上にのせて、生きながら焼かれた。群衆の大部分が男であった。女性は葬

式には参加しないからである。村人たちはそれが自己犠牲と純化の神聖で自発的



南北問題とジェンダー

－ 132 －

南北問題とジェンダー

－ 133 －

な行為であったと言った。彼らは彼女の名前をつけた寺院を建てようとした。彼

女のことを "サティー母神 "と呼んだ。母親といっても彼女には子供がいなかっ

たので、言葉は比喩である。当時、このニュースをインドの新聞で読み、サティー

のあったデオラーラ村に行ってみたいと思った。しかし実行できないままであっ

たが、2003年９月にジャイプールから車で３時間くらい走りデオラーラ村に行っ

た。ループ・カンワールの婚家を訪ね、家族と話し、サティー・スタール（サティー

の跡地）を訪ねた。村と言ってもそれほど貧しいイメージではなく、家も大きく、

都市の郊外のようなところであった。ループ・カンワールの嫁ぎ先は大きな柱の

あるりっぱな家であった。村の識字率も低くなく、カンワールは高卒の女性であっ

た。夫は大学の理工系を卒業し、医者を志していた。夫の父親も修士課程を修了

した公立高校の教師であった。

　ラージャスターンの地元の新聞がこの事件を報道した。事件の翌日９月５日に

はいくつかのヒンディー語の日刊紙が記事を載せた。ラージャスターン州の『ラー

シュトラドート』紙は９月６日にサティーを美化する記事を載せている。「18歳

の女性、ループ・カンワールは自分の人生を犠牲にして、夫に一生を捧げる高潔

なラージプート族の女性達の歴史にきわめて重要な伝統であるサティーのスペク

タクルを再演した。輝かしいラージプート族の伝統を身につけたこの勇敢な若い

女性は、独立後 40年たってもサティーというインドの文化的伝統に従って一般

の人々を感動させた」と書いていた。デオラーラ村以外の人々もサティーの跡地

まで巡礼をして奉納物を持ってやってきた。

　カンワールが薪の上にあがる前に麻薬を大量に飲まされていたとか、火の中

から叫び声をあげて三度逃げ出そうとしたが、火のまわりで彼女が心変わりしな

いか警護をし、葬式を見守るラージプート族の男たちが竹竿を使って逃がさない

ようにしたこと、また叫び声もドラムの音にかき消された、サティーは強制され

たものであるとも報告されている。それでも村には巡礼者達の数が増え、地元の

露天商人は商売が繁盛した。カンワールの名前をつけた寺院を建てるための金が

婚家にも集まった。サティーを美化し、宗教的な興奮状態が増す中で、寡婦の死

をこれ以上祝うのをやめてほしいと抗議し、インドの女性団体はジャイプールの

ラージャスターン高等裁判所に訴えた。1987年９月 15日に高等裁判所は、どの
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ような祭典の形であってもサティーを賛美することを禁じる、と州政府に命令を

出した。ラージャスターン州では賛成派と反対派で対立したが、大多数がサティー

賛美賛成派であった。ラージャスターン州には武勇で知られるラージプート族が

多く定住し、伝統的に王族の一員、亡き王の王妃や女の子供や愛人が敵に辱めを

受ける前にサティーになって集団自殺する慣習があったからである。

　ループ・カンワールの場合には誰が積み薪に火をつけたかが問題にされ、サ

ティーを強制したのではないかと婚家の男やマール・シンの主治医が逮捕され、

跡地に寺院を建てることが禁じられた。寡婦焼殺は刑事犯罪とされたサティー禁

止法（1829年）も一部改正され、サティーの取り締まりは厳しくなった。ループ・

カンワールのサティーについては後になって逮捕者全員が罪を問われることもな

く釈放された。

　ダウリー事件についても同じことが言えるが、カンワールの実家に事の次第が

知らされたのは後になってからであった。９月 19日にカンワールの死について、

死を選んだほうがよかったと一人の女性は次のようにコメントしていた。「生き

ていてもラージプート族の未亡人としての生活は地獄で、再婚もできず、宝石も、

よい服も身につけることができない。食事も粗末なものしかとれず、水を汲みに

井戸に行けず、残りの生涯を家の中ですごし、不吉な存在だと一生軽蔑され、家

族の祝事にも儀式にも参加できない。だから死んだほうがよかったのだ」。これ

はインドのヒンドゥー教徒の女性、特に寡婦の地位の低い状況を象徴している。

女性には結婚前の処女性と結婚期を通じての貞節を要求し、男性は妻の死後すぐ

に新しい妻を娶ることが許されてきた。寡婦は再婚を許さず、髪の毛を剃られ、

さまざまな制限を加えられ、生きる屍のような生活を強いられた。

　高いカーストの女性は、特にパティヴラター（pativratā）、すなわち、一人の

夫に献身的に仕えるという理想に従うことが要求された。これは夫に尽くすこと

が妻の唯一の義務であり、人生における唯一の目的だとされていたからである。

妻は夫が生きている間だけでなく、死んでからも夫に貞節でなければならず、再

婚することはサティー、貞女にとって考えられないことであった。

　サティーについては紀元 500年頃から記録が多くなっていくが、これはイン

ドで普遍的なものではない。低いカーストの女性達はこれに従わなかった。ヒン
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ドゥー教徒の高いカーストの寡婦がこれに従った。ラージャスターン州では王族

の一員の慣習であったが、ベンガル州（昔のインドの州）で寡婦殉死は家族の土

地や富を寡婦が受け継ぐのを阻止するために奨励されたのである。いずれにして

も結果は同じで夫を火葬にする積み薪の上で生きながら焼かれた。

　14世紀にインドへきたアラブの旅行者は、サティーの光景を記録に残してい

る。「サティーがヒンドゥー教徒の賞賛に値する行為として考えられたが、強制

的ではなかった。しかし、寡婦がサティーをしたとき、彼女の家族はそれによっ

て威信と貞節の名誉を与えられた。サティーをしない寡婦は粗末な衣服を着て、

惨めな生活をし、貞節でないのを軽蔑された」。

　17世紀にインドにきたフランスの旅行者も書いている。「ヒンドゥー教徒は死

んだ体を焼くだけでなく、生きている妻の体も焼く。彼らが蛇や昆虫さえも殺す

ことをためらうのに、死んだ夫の遺体といっしょに妻が焼かれるのを賞賛にあた

いすると考えている。夫が死ぬと寡婦は夫を偲んで泣くために家のなかに引っ込

む。そして数日後、彼女の髪は剃られ、装身具も全部取り去られる。彼女は残り

の生涯を以前は女主人であった家で奴隷以上の悪い状態に置かれる。この惨めな

状態は彼女に生きることを諦めさせる。残りの生涯を不名誉と考えられて生きる

よりは、夫の体と一緒に生きながら焼かれるために葬式の積み薪に上がることを

選ぶ」。フランスの旅行者はバラモンの僧侶が寡婦達に夫と死ぬことで夫ととも

にあの世で、それまでに彼女達が得たこともない栄誉と安らぎに満ちた生活をす

ることができると説くのを見ている。

　サティーは 19世紀の初めに特に盛んに行われ、当時のベンガル州では 1815－

1826年の 11年間に 7156人のサティーを記録している。「未亡人はサティーをす

ることで自分の夫、彼女の両親のすべての罪が浄められ、サティーをしないなら

何度でも女に生まれ変わる」、「夫を焼く火の中で自ら焼かれる女性は３億５千年、

夫と共に天国にとどまることができる」、「夫と死ぬことであの世で夫と共にそれ

まで得たこともない栄誉と安らぎに満ちた生活ができる」、「彼女は彼女自身だけ

でなく、夫、家族を７代にわたって救済する」、「夫が地獄に落ちるのを救う」・・・

と言われ多くの女性が生命を絶っていった。息子達を産んだ母親である場合にも

寡婦になることは罪人であったが、社会からの悪口や非難は緩和された。子供の
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いない、息子がいない寡婦は憎まれ、嫌悪された。

　サティーの背景には宗教や伝統だけでなく、欲と狡猾さがからんでいることも見

逃せない。その例としてベンガル州には寡婦が夫の財産を受け継ぐ権利を認めた法

律（ダヤバガ法〔Dayabbaga〕）があり、この法律では子供がいない寡婦にも夫の財

産相続ができたため、寡婦の親族はサティーにならせることでこれを剥奪した。

　ループ・カンワールはラージャスターン州のラージプート族の出身であり、子

供を残さないで夫が死んだ場合には寡婦は嫁ぎ先に持ってきたダウリーを全部

持って実家に帰ることができたのである。カンワールは金 440グラム、３万ルピー

の現金、カラーテレビ、冷蔵庫、ガスレンジ、ダブルベッド、応接セットなどを

持って嫁いできた。カンワールが死ねばこれを失わないで済む。このダウリーは

婚家の義理の妹のダウリーにもなるのである。サティーの跡地に寺院を建てよう

と多額の金も嫁ぎ先に集まったと報告されている。結局、警察の監視も厳しくな

り寺院を建てることは今日まで実現していない。

　寡婦の再婚については 1856年にヒンドゥー寡婦再婚法ができ、寡婦の結婚が

法律上認められた。しかし、社会的には受け入れられなかったし、今日でも寡婦

の再婚は一般的でない。

　昔はベンガル州では寡婦の再婚は上層カーストや 19世紀のほとんどの中流

カーストの中で厳しく禁止された。寡婦の再婚は低いカーストの間では許されて

いたが、上層カーストの伝統を共有していた。寡婦の再婚は許されていても、そ

うした夫婦は軽視された。

　インドでは紀元 200年頃から思春期以前の結婚が理想的と考えられ、幼児婚が

広く行われるようになった。高いカーストは幼児婚を宗教的な義務と見なした。

高いカーストで幼児婚が好まれた理由は、同じカーストの者同士の結婚でカース

ト内の団結が図れるからであり、結婚の先取りであった。娘は５歳から 10歳で

結婚をさせられるようになり、10歳を過ぎても娘を嫁がせることができなけれ

ば父親と長兄は地獄に落ちると考えられた。1880年頃、インド全体で寡婦の数

は 2300万人おり、そのうち１万人は４歳以下、５歳から９歳の間は５万 1000人

いた。1881年には 19歳以下の寡婦が６万 9100人もいた。1931年は寡婦が 2550

万人いた。そのうち５歳以下の寡婦は３万人、15歳以下は 2550万人いた。1929



南北問題とジェンダー

－ 136 －

南北問題とジェンダー

－ 137 －

年に幼児婚禁止法ができてはいるが、今日でもラージャスターン州は幼児婚が少

なくないところである。そして少女達は思春期の前に寡婦になりえるのである。

【５】世界の縮図としてのインド
　ダウリーに反対する動きではムガル帝国第三代皇帝アクバルが何かをしようと

したが、政治的判断からやめている。15世紀にはヴィジャイナガルの王が彼の

王国でダウリー死があり、ダウリー禁止法を制定しようとした。他にもいろいろ

な時代にさまざまな試みがなされた。マハトマ・ガンディーや 1875年に設立さ

れたアーリア協会（古代インドのヴェーダ思想を現代に生かそうとする社会改革

団体）、独立後のインドで 1953年にはウマ・ネルーという国会議員が議員の法案

を出した。ダウリーが不満足な花婿が結婚式の最中に立ち去り、遺棄され人生を

破壊される若い花嫁のことを議員達は問題にし、ダウリーを禁止することに賛成、

反対と論争した。当時の首相ジャワーハルラール・ネルーは「法律自体では深く

根ざした社会悪を解決することができない。他の方法でも解決に取り組まなけれ

ばならない。しかし・・・法律は重要である」と彼が首相であったとき（1947 －

64 年）の 1961年にダウリー禁止法を制定した。その後、今日まで女性達の運動

もあり、二回ほど修正されたがダウリーが原因での殺人を抑止できていない。結

婚したばかりの若い女性のダウリーが原因の死亡事件は日刊新聞に今日でもほと

んど毎日のように報じられているが、ダウリー死の裁判は扱いにくいといわれて

いて、有罪判決は珍しい。ただの３％とも言われる。家の中で起こり、現場に犠

牲者の家族はいないし、事件が裁判所に提出されても証拠がないということで取

り消される場合が少なくない。あるいは、地方裁判所、高等裁判所で有罪になっ

ても最高裁判所で「不確かさの恩恵」（the Benefit of Doubt）（Butalia 2002:113）

を与え、無罪放免されることが多い。

　このような無罪放免は犯罪を奨励することになる。被告人は保釈を認められる

と、口実をつけて審問を延期してもらう、出廷しないこともできる。裁判制度で

禁止されているのであるが、裁判中に国外に出ようとするものもいる。裁判は長

引く。スクーターのことが原因で妊娠六ヶ月の娘が焼死した事件で闘っている母

親のサティアラーニー・チャッダーはインドや海外のマスコミでも報じられ、有



南北問題とジェンダー

－ 136 －

南北問題とジェンダー

－ 137 －

名であり、筆者も女性団体のところを訪ねたときに何度か出会ったことがあるが、

彼女は事件が起こってからすぐに告訴せず数年後であったこともあり、「10年も

12年もたっても予審法廷のままである」（Butalia　2002：104）。パルビィーン・ラー

ナーの両親が訴えた事件は高等裁判所で事件がダウリー事件であるかどうか立証

するのに６年かかっている。

　事件が長引くことは弁護士費用（国選弁護士制度もあるが）、約７億人が農村

に暮らすインドで裁判所に行く交通費、宿泊代その他を払っていけるのは金持か

都市の中流階級しか訴訟を起こせず、貧しい人達は訴訟を控えることになる。こ

のように長く時間がかかるのは植民地時代におけるイギリスの官僚主義的裁判制

度の影響であると言われる。特に犠牲者側には不利である。また裁判所・法廷を

非難すれば、法廷侮辱罪として刑事事件扱いである。警察が一般的に庶民の味方

というより、怖い存在となっているのも、植民地時代のインド人に対するイギリ

ス人の警察の姿勢が残っているためであると言われている。植民地時代の遺産だ。

　独立インドになってから半世紀を経過した今日、裁判所の簡素化、近代化が

求められている。インドの現状の諸問題や近代化を遅れがあるところでは実質的

に数百年という長きにわたって植民地支配をしたイギリスを抜きにしては語れな

い。警察、弁護士、裁判官などの偏見があることに対してはダウリー事件を実際

に担当した最高裁判所の裁判官が、裁判官や弁護士は自分達の人生感、偏見、信

条を持ち込むべきでないと言っているがいうまでもない。

　インドには貧困線（Poverty Line）という言葉がある。1987年からでは月収が

農村で月収 131.8ルピー（当時で約 1318円）、都市で 150.1ルピー（当時で約

1501円）の生活を言うのであるが、人口の 29.9％が貧困線以下の生活であった。

1983から 84年では 37.4％であった。必需品は市場で供給過剰になっているのに、

今日でも３億 5000万人が貧困線以下の生活で１日に一食が十分でない。インド

は貧富の格差が著しい国であるが、これは世界の縮図でもある。

５．エジプトとアラブ諸国

【１】エジプトの歴史的背景
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　エジプト（エジプト・アラブ共和国）は国土が日本の約 2.65倍であるが、

90％以上が砂漠で、ナイル川がある南北に流れその恵みを享け、豊かであったた

めに、またアフリカ大陸の玄関口にあり、古代よりさまざまな民族が侵入してき

ている。BC5500年頃の先王時代、初期王朝時代（BC3100－ BC2685年）、古王

朝時代（BC2685－ BC2180年）、ギザの大ピラミッドが建設されたのは BC2500

年頃で、その後、第一中間期（BC2180－ BC2050年）、中王国時代（BC2050－

BC1785年）、第二中間期（BC1785－ BC1565年）、BC1720年頃にアジアからヒ

クソスが侵入するが、1560年頃に追放される。

　新王国時代（BC1565－ BC1070年）の BC1400頃はエジプト繁栄の絶頂期と

なる。BC1508年頃にトトメス一世が王家の谷に王墓を建設し始める。1500年頃

にトトメス三世が即位するがハトシェプストが王権を主張し、共同統治となる。

彼女は記録に残る最初の王女となる。紀元前 1215年頃と 1170年頃にリビアの

方面から「海の民」が侵入しようとするが撃退される。第３中間期（BC1070－

BC700年）、750年頃ヌビア人ピアンキが第 25王朝を起こす。

　後期王朝時代（BC700－ BC332年）の BC667年頃アッシリアがエジプトを征

服、664年追放される。BC525年にアケメネス朝ペルシアがエジプトを支配す

るが、BC404年にペルシア支配から独立。しかし BC343年にまた支配下にはい

る。BC332年にマケドニア王アレクサンドロス（Alexander　111）大王にエジプ

トを征服され、彼はアレキサンドリアを建設する。大王が BC323年に死亡する

とプトレマイオスが即位し、プトレマイオス王朝時代（BC332－ BC30年）とな

る。BC30年にクレオパトラ七世とアントニウスの連合軍がアクティムの海戦で

ローマ帝国に大敗し、BC30年にクレオパトラは自殺し、王朝は滅亡する。ロー

マ帝国支配時代（BC30－ 395年）になり、エジプトはローマ帝国の属州となる。

200年頃にキリスト教が定着し、後にコプト教に発展する。395年にローマ帝国

が分裂する。

　640年にアラブ・イスラーム軍がエジプトを占領し、イスラーム帝国支配時

代（640－ 1517年）になり、イスラーム教が民衆の生活に浸透するようになる。

次いで 1517年にオスマントルコ帝国がマムルーク朝を滅ぼし、オスマントルコ

帝国支配時代になる。1798年にナポレオンがエジプト遠征をし、エジプトを属
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州にする。1801年にイギリス軍がカイロを占領し、イギリス支配時代（1807－

1952年）になる。1952年ナセルがエジプト革命を起こし共和国時代（1952－）

になった。

　このようにエジプトの歴史を振り返ってみると紀元前 3000年頃ナルメル王が

エジプト全土を統一し、BC30年にクレオパトラ（７世）が毒蛇に自分をかませ

て自殺し古代エジプトは幕を閉じ、ローマの属州になってからはエジプト王朝へ

の信仰はすたれキリスト教が広まり、その後もオスマントルコ、イギリスなどに

支配され 1952年のエジプト革命までエジプト人はさまざまな国の支配下にあり

独立国家を持たなかったのがわかる。

　ギリシャのヘロドトスが「エジプトはナイルの賜物」と言ったが、古代文明の

発祥地であり、大ピラミッドやスフィンクスを造営、アメン神信仰をし、繁栄を

極め、王家の谷に墓が造られた古代エジプトの社会の豊かさは今日のエジプトに

はない。また古代社会で女性はそれほど不利な立場に置かれていなかったが、そ

の地位もしだいに劣位になっていく。古代エジプトの壁画に描かれている女性達

の姿は生き生きとしていて魅力的だ。私有財産制と土地所有制が広がり、次第に

劣位になっていったともいえるだろう。

【２】湾岸戦争後のムスリム女性達
　エジプトの人口は約 6398万人（2000年）であり、イスラーム教が国教と定め

られ、イスラーム教徒（ムスリム）スンニ派が 94％を占め、コプト教徒（キリ

スト教徒）が６－７％を占めている。1985－ 1990年の平均寿命は男 58.4歳、女

61.4歳である。15歳以上の非識字率は男性 37.8％、女性 61.8％で、識字率は男

性 100に対し女性 59、６歳から 11歳の初等教育就学率は 82％、12歳から 17歳

の中等就学率は 58％、高等教育就学率は 21％である。

　1990年８月２日に湾岸戦争が起こったが、その後、エジプトをみると原理運

動が活発化し、イスラム教徒の間で一般に保守化の傾向がみられるようになった。

ヴェール（ヘジャーブ〔hejab〕）をつけた女性の姿も以前よりも多くなっている。

過激派による外国人旅行者の襲撃が 1992年秋頃からあいつぎ、1993年１月には

日本人旅行者の観光バスも銃撃事件に巻き込まれた。1991年にエジプトの作家
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ナワール・エル・サアダーウィー（Dr. Nawal EI Saadawi）に紹介された彼女と同

じく医者であり作家であるファラーグ・ホウダ（Dr. Farag Foda）と話したが、話

す機会は一度きりになってしまった。翌年の 1992年６月に原理主義過激派に暗

殺されたからである。ホウダはイスラーム教徒で、言論の自由を訴え、政教分離

を主張していた。原理主義者達はムハンマド・ホスニー・ムバーラク（Muhammad 

Hosni Mubarak〔1929─〕）現政権転覆とイスラーム国家建設をめざしており、イ

スラーム法（シャリーア法）の実現こそがイスラーム教徒の務めであり、シャリー

ア法を憲法として政治と宗教を一致させるべきだと考えている。こうした立場を

取る原理主義者に暗殺されたのである。1993年にはカイロの繁華街にある喫茶

店「ナイルの谷」が爆破され４人が死亡した。イスラーム原理主義過激派が外国

人観光客をねらったものであった。

　イラクが 1990年８月２日にクウェートに約６万の兵力と 350台の戦車で進攻

し、湾岸戦争が始まった。アメリカからやってきた女性兵士やクウェートから家

族を乗せてヴェールもかぶらず車の運転をして避難してくる女性の姿がサウジア

ラビアの女性に影響を与えたという一面もあった。サウジアラビアでは女性は車

の運転が許されず、外国人女性にも許されないが、1990年 11月７日の午後に首

都リヤドの繁華街に女性達 47人が集まり、女性にも車の運転を認めるべきだと

訴えた。サウジの法律で認められている国際免許書を持っている女性が車の運

転をして道路を走った。ほとんどが大学教師で、コロラド大学の博士号をとり、

ファッションからコンピューター研修センターまで手広く事業を経営するビジ

ネス・ウーマンもいた。デモの前に、「王族の一人でかなり進歩的だと思われる

リヤドの知事・・・に嘆願書を送り、ファハド国王に車の運転という“人道に適

した要求”に“ご温情溢れるお心”を開いていただくように取り次いでほしいと

頼んでいた。『預言者ムハンマドの時代に主要な輸送手段であったラクダに女性

達は当時乗っていたのですから』と書き添えて」（白須　2003：14）。彼女達は警

察に連れていかれたが、国際免許書を持っていたということもあり、『コーラン』

にも女性が車を運転することを禁止するような解釈ができるところはないとし

て、宗教的にも問題がないということで女性達は始末書をとられ、放免された。

　しかしこの事件が外国メディアによって報道され、保守的な一般市民数千人が
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彼女達の行為をイスラーム的でないと怒って騒ぎ抗議したために女性達は職場を

解雇され、パスポートを没収された。デモから１週間後にイスラーム最高宗教学

者会議に議長は女性の車の運転はサウジアラビア国民が従ってきたイスラームの

伝統に矛盾するというフアトワー（法的見解）を読み上げ、政府はそれまで女性

の車の運転を違法行為として摘発しないことがあったが、これからは法律的に禁

止すると発表した。女性達は車の運転を禁止はされていたが非常時ということで

大目に見られていたのが今回のデモで禁止の法律ができ後退したのである。

　イラクに侵攻され湾岸戦争が始まったクウェートの女性達は 1992年にプラ

カードを持ち、1996年の選挙において選挙権を求めてデモをした。

　サウジアラビアでは女性が旅行に行く場合、国内、国外共に夫あるいは身近な

親族の男性の付き添いが必要であり、男女混合の水泳が禁止され、男女が交わっ

て働くことも禁止されているが、男性が経済低責任を担っていることもあり女性

の貯蓄額は多いといわれている。

　サウジアラビアはイスラーム教スンニ派が 97％、シーア派が 2.5％を占めてい

るが、女性はサウジアラビアのイスラーム教徒以外の男性とは結婚できない。サ

ウジ以外のイスラーム国では例えばエジプトはスンニ派であるが、イスラーム教

徒であればエジプト男性でなくても結婚できる。イスラーム教徒以外の男性がエ

ジプト女性と結婚しようとすれば改宗してイスラーム教徒にならなければならな

い。イスラーム教徒の男性はイスラーム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒の女性

と結婚できる。その他の宗教の女性であればイスラーム教徒に改宗しなければな

らない。

　非アラブ諸国のイランはイスラーム教シーア派が 96％、スンニ派３％である

が、エジプトとは違いキリスト教徒、ユダヤ教徒の女性も結婚契約書を作成する

前にイスラーム教徒に改宗しなければならない。男女ともムスリムでなければな

らない。

６．イスラーム諸国の多妻の問題と現実

　結婚でほとんどのイスラーム国（人口の 70％以上がイスラーム教徒である国）
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で、現在でも夫は四人まで妻を持つことが法律的に認められているが、それは次

のような『コーラン』（『クルアーン』）第４章「婦人章」３節の解釈による。しかし、

イスラーム教国のすべてではないし、多くの国で条件をつけている。

「あなたがもし孤児（の女）たちにたいし、公平にしてやれそうにもないならば、

あなたがよいと思う２人、３人または４人の女を娶
めと

れ。だが公平にしてやれそ

うにもないならば、只
ただ

１人だけ（娶るか）、またはあなたがたの右手が所有す

る者（奴隷の女）で我慢しておきなさい。このことは不公平を避けるため、もっ

とも公平である」（日本ムスリム協会　1983：92－ 93）

これはヒジュラ３年（624）にあったオホド（ウッド）の戦役の後、700人のム

スリム軍の中から 74名の戦死者を出し、その妻が寡婦になったが、彼女達の

救済や孤児の保護に関する啓示であるが、「戦後の収拾のために下った啓示が、

後年に至るまでムスリムの日常を律するものとなった」（日本ムスリム協会　

1983：92）。『コーラン』にはさまざまな解釈があり、この部分について、そもそ

も公平に扱うことなど不可能なのだから、本当は多妻を認めていないのだと考え

るイスラーム教徒の女性達の声を筆者も聞く。４人にしても必ず持てとはどこに

も書いていないし、一番よいのは一人であるというのであるが、ほとんどのイス

ラーム国が法律的には多妻を認めている。

　イスラーム文化を誇りとし、アラビア語を母国語とし、アラブの歴史と文明へ

の帰属意識を持ち続けるアラブの国々を見ると、1985年から 1990年には多妻の

割合が一番多いのはスーダンで1000人の既婚男性につき多妻者数は168人であっ

た。次いで、サウジアラビアが多く多妻者数は 120人であった。多妻をする場合、

裁判官や仲裁委員会（パキスタン）や最初の妻の許可がいる場合が多いし、違反

すれば刑罰が科せられることもあるので現実には簡単ではない。

　一つの例としてたとえば非アラブのイランを見てみると「1975年のイラン家

族保護法第 14条では、夫が他の女性と婚姻を望むとき、裁判所にその許可を求

めなければならない。裁判所は夫の経済的能力と公正な取扱いに関し、現在の妻

からの事情調査を含め、いっさいの必要な措置を取り、許可するに足りると判断
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したときに複婚の許可を与えることができる、と定められている。裁判所の許可

を得ないで第二の結婚契約をした者は６ヶ月以上、２年以下の禁固刑の刑罰が科

せられる」（真田　1985：237）と厳しい。

【１】チュニジア
　アラブ民族が 97％、ベルベル族が３％で、99％がイスラーム教スンニ（スンナ）

派であり、国教はイスラーム教であるが、チュニジアは一夫多妻を国家法（チュ

ニジア法）で禁止（完全廃止）している。これに違反した者には刑事罰を科すと

いう制度をとっている。コーラン第４章第３節を再解釈し、この聖句が結婚だけ

でなく愛情も平等に取り扱わなければならないと要求しているのだからこれは不

可能であると推定し、この意味において一夫多妻制を廃止したのである。

　チュニジアは紀元前 814年にフェニキアの女王エリッサ、すなわち、デイドー

が現在のチェニジアに首都チュニスの北東にフェニキア人の町としてカルタゴを

つくった。地中海沿岸諸国との交易はもとよりアフリカ西海岸、バルチック海、

大西洋と広範囲に行なわれ、莫大な利益を生じ、領土も拡大し、カルタゴは「地

中海の女王」と呼ばれ繁栄したがこれがチュニジアで女性を大切にしようとする

精神に影響を与えたと言われる、その繁栄は逆にローマ帝国の標的にされ、３世

紀から３度の戦争をするがローマ軍に負け、エジプトと同じようにローマの属州、

７世紀にはアラブ支配、16世紀にはオスマントルコに征服され、1881年にフラ

ンスの保護領となり、1956年フランスから独立した。

　人口増加率がおよそ 1.72％でアフリカ大陸でも最低の伸び率であるために子供

や女性を大切にしていかなければ国家存続の危機に陥るチュニジア（1990年の

人口は 790万人）では、国が女性を支援している。

　既婚男性 1000人当たりの多妻者数は 1985年から 1990年で 0.5人であるが、

これは 1956年の一夫多妻の禁止以前の結婚によるものであり、特例として認め

られているものである。

　イスラーム世界では一夫多妻制の完全廃止のチュニジア法に対しては批判が

強い。ある一定の条件の下で一夫多妻制を許可する『クルアーン』（『コーラン』）

第４章３節の定めるところを否認し、イスラームの精神に違背する（真田　
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1985：228－ 229）というのがその根拠である。

【２】トルコ
　非アラブ国であるトルコは人口 6164万人（1995年）のうちイスラーム教徒が

98％、他にキリスト教徒、ユダヤ教徒がいる。男女の非識字率は他のアラブ諸国

と比べて 19.3％（1990年）と低く、大部分の国民が読み書きできる。言語はト

ルコ語で、他のイスラーム諸国と比べて「世俗化」が強力に推進されている。19

世紀末にはヨーロッパで教育を受けた官僚、軍人、知識人、西欧化への改革推

進者達によって西欧的な価値観や思想、生活習慣が紹介されるようになった。ト

ルコは早くから女性の地位改善に着手している。19世紀に女学校が設立された。

伝統的な見合い結婚、一夫多妻、女性隔離（パルダー）の風習が見直された。

　20世紀の初頭に青年トルコ革命によって成立した第二次立憲制期（1908－

1919年）にはイスタンブールで女性達によって多くの雑誌が出版され、女性の

地位向上をめざして論議が行なわれた。1917年に女性のほうから離婚を申請す

ることができるようになった。夫が２人以上の妻をもつことを拒否できる権利も

認められた。1922年 11月にトルコ大国民議会はスルタン制を廃止し、オスマン

帝国のスルタンを国外に追放し、23年７月にローザンヌ条約を締結して解放運

動の勝利を国際的に承認させ、トルコ共和国の成立を宣言した。

　女性の地位を大きく変えたのは 1923年に成立したトルコ共和国の初代大統領

（1923－ 1938年）となったムスタファ・ケマル（Mustafa Kemal〔1881－ 1938年〕）

であった。中東イスラーム世界でも希有な世俗主義国家現代トルコの基礎を築い

た彼は 34年にアタチュルク（Atatürk）「トルコの父・父なるトルコ人」の称号

を送られ、建国の父として現在でも尊敬を集めている。共和国以前の改革はイス

ラーム改革であったが、トルコ共和国政府は 24年３月にカリフ（ハリーファ）（オ

スマン朝トルコ国王）制とシャリーア（イスラーム法）法廷を廃止し、新憲法

を採択して新生共和国の政体がイスラームではなく西欧的なものに基づくもので

あることを内外に表明した。新憲法の条文から「イスラームを国教とする」とい

う一文を削除した。「ケマルにとりイスラームは後進性の象徴であった。ケマル

はイスラーム教そのものを禁止したわけではなく、個人の信仰の自由のもとに行
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う『私的』な領域に限定し、イスラーム教が国家や政治という『公的』な領域に

関わることを拒否した」（中山　1999：27-28）。トルコはイスラーム教徒が大多

数であるが、政治・社会制度からイスラームを一掃し、「政教分離」、「世俗主義」

の改革を採用したのである。女性のヴェール禁止令は出さなかったが、服装の義

務化を撤廃した。小学校は義務教育となり、無料となった。1924年には大学を

はじめすべての高等教育機関に女性も男性と同等に入学できるようになった。

　1926年にはスイスの法律を模範とした民法を導入し、一夫多妻を禁止するな

ど結婚、離婚、子供の養育権、相続において男女が法的に平等に扱われるように

なった。同じく男女が平等に教育を受ける機会も与えられた。

　トルコは例外を残しつつも、一夫多妻制を原則として廃止している。第一婚の

配偶者の生存中に第二の婚姻をした場合には、第一婚を無効にするという制度を

とっている（トルコ民法第 112条１項）。

「何びとも重ねて婚姻してはならない。但し、前婚が、配偶者の一方の死亡あ

るいは離婚、または無効の定めにより解消していることを証明したときは、こ

の限りではない」（トルコ民法第 93条）

「裁判所は、第二婚につき、婚姻時に生存配偶者を有していたことを理由に、

これを無効とする宣言を為すことができる」（第 112条１項）

「すでに婚姻を為し、それに伴い前婚が解消した者を善意に婚姻したときは、

第二婚は無効と宣言されることはない」（第 114条）（これは一種の例外規定で

ある）

　トルコ法はイスラームの原理からすれば反論と批判を招く可能性があるために

トルコ民法はその第 114条で次のように規定している。「この問題に対するクル

アーンの立法は『イスラーム以前のアラビアの無制限な一夫多妻制に対する偉大

な改善であり、したがってその指向性は一夫一婦制の道にあった』。そして、ト

ルコ人の社会的・経済的諸条件が変化したために、一夫多妻制を定めたクルアー
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ンの諸条件はすでに『非現実的なもの』となってしまった」（真田　1985：229）

と明文化している。

　1934年という早い時期に、女性は選挙権と被選挙権を与えられた。国政への

参政権が与えられ、1935年の総選挙で 17人の女性議員が選出された。婦人参政

権が日本で与えられたのは 1945年、フランスは 1944年、イタリアが 1945年、

スイスは 1971年であったのをみてもトルコは進んでいた。

　トルコで高等教育を受けることができ、機会をつかむことができれば女性が社

会で活躍する機会は日本より開かれている。1993年にはタンスゥ・チルレルが

女性で首相になった。しかし、高等教育を受け、男性と対等に社会で活躍してい

る女性達でもイスラームの伝統やイスラーム教徒としてのアイデンティティーを

放棄しようとしている人はほとんどいないと言われている。

　都市部と農村とは違い、村の人達はイスラームの教えを中心とした日常生活を

送っている。またイスタンブールをはじめとするトルコ西部と東部でも大きな経

済格差が地域格差を生じていて、文化差に結びついている。

【３】エジプト・アルジェリア・他のアラブ諸国
　エジプトは今でも４人まで妻を持ってよいと法律で認められている国の一つで

あるが、既婚男性 1000人のうち既婚男性の多妻者数は 38人で、現実には以下の

ように男性に経済的責任が課せられていることもあり、この国でも容易ではない。

『コーラン』第４章婦人章 34節には次のようにある。同じ節ではあるが訳が違う

ので二つの訳をここに載せる。

「男は女より優位である。というのは、神がおたがいの間に優劣をつけたもう

としたからであり、また男が金を出すからである。それゆえに善良な女は従順

であり、神が守りたもうたものを留守中も守るのだ。逆らう心配のある女たちは

よく説諭し、寝床に放置し、また打ってもよい。もし彼女たちが言うことを聞

くなら、それ以上の手段にはしってはならない・・・」（中央公論社　1990：

118）
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「男は女の擁護者（家長）である。それはアッラーが、一方を他より強くなさ

れ、かれらが自分の財産から（扶養するため）、経費を出すためである。それ

で貞節な女は従順に、アッラーの守護の下に（夫）不在中を守る。あなたがた

が、不忠実、不行跡の心配のある女たちに諭し、それでもだめならこれを臥所

に置き去りにし、それでも効きめがなければこれを打て。それで言うことを聞

くようであればかの女に対して（それ以上の）ことをしてはならない・・・」

（日本ムスリム協会　1983：98）

　『コーラン』はムハンマド（マホメット）が 40歳の 610年から 632年に没する

まで神アッラーからアラビア語で直接啓示を受けたと信じる啓示、戒律、祭儀に

関する規定記録した、神の言葉そのものである。ムハンマドは学校に行ったこと

もなく、地位も財産もなかったが、寡婦で事業を行なっていた金持ちのビジネス・

ウーマンで 15歳くらい年上の最初の妻であるハディージャと結婚をしていた（彼

女の死後、数人の女性と結婚し、最後の妻アーイシャとは父娘ほど年が違ってい

た）。

　ローマ文明での女性の地位は「(a)女性には法律上認められる権利はない。(b)

子供であれ、成人であれ、女性は常に父または夫の監視と保護を受ける所有物で

ある。女性には行動の自由はなく、その財産は相続の対象であったが、女性自身

には相続権がなかった」（日本比較法研究所　1978：38）。イスラーム以前にアラ

ビア半島での女性の地位も低いものであった。こうして７世紀初めに男性の二分

の一ではあるがまったく女性の権利を認めていなかった時代に、女性にも財産権

を認め、それまでのアラブの習慣として男は何人の妻でも持つことが許されてい

たのであるが、妻の数を４人までと制限し、先にも述べたが、４人を持てとはいっ

ていないし、一番よいのは一人であるといっている。寡婦や離婚した女性や孤児

の保護にも配慮した。インドでは 21世紀になった今日でもヒンドゥー教徒にお

ける寡婦や離婚者への差別がまだ続いている。彼女たちが再婚をするのも一般的

に簡単ではない。

　カトリックでも再婚を賞賛していない。しかし、イスラーム教では女性が再婚

し、また男性が離婚した女性や寡婦と結婚することを不名誉なことと考えない。
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『コーラン』では次のように言っている。

「あなたがたが妻を離別し、定められた期間が満了して双方の合意の下に、妥

当に話しがまとまったならば、かの女らの結婚を（前）の夫は妨げてはならな

い・・・」（雌牛章 232節）

　イスラーム教は成立した７世紀初めの時代が「古代史上稀にみるあらゆる野蛮

と残虐にみち充ちた時代」であり、「階級制度と特権階級の支配する時代」であり、

「弱肉強食の世界は人定法と不合理な伝統によって是認・公認さていた」時代で

あったが人間はすべて平等であるという考えを説いたと言われている。

　「富者が貧者よりすぐれ、アラブ人が非アラブ人よりすぐれ、白人が黒人より

すぐれるなどということがあってはならない」（日本比較法研究所　1978：9）と

した。遊牧民であった彼らの間で女児が生まれると生き埋めにする習慣もあった

が、女児のこうした間引きを禁止するなど革新的であった。女性は男性と人間で

ある点で平等である旨を宣言した。女性には行動に自由があり、自分の権利を享

受する権利があると宣言したのである。

　その後、13世紀が経過した現在、イスラーム教国でこうした『コーラン』の

規定やシャリーア法が現代に合わせてさまざまに解釈され部分的に施行されてい

る国やサウジアラビアのようにシャリーア法が憲法にまでなっていて全面的に施

行されている国がある。

　サウジアラビアのワッハーブ派（Wahhabi）はイスラーム教でも最も厳格であ

る。これはサウジアラビアで 18世紀にムハンマド・ビンアブドゥル・ワッハー

ブというサウジアラビアの宗教学者が７世紀のイスラーム教にもどそうとし復活

させ、現代に合わせて解釈することは許されていない。女性には特に厳しい。

　フランスは欧州の中でもイスラーム教徒の国民、長期滞在者が最も多い。フラ

ンス月刊誌で「不貞な妻には顔を傷つけない限り、顔を殴るなどの体罰を加えて

もよいというのが『聖典コーラン』の教えだ」と発言したモスク（イスラーム教

礼拝所）の導師を以前から彼の言動を問題視していたフランス法務省は「女性の
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誇りを傷つける公的発言を許容しない」と彼を拘束し、2004年４月 22日に出身

国アルジェリアへ国外追放したということだ。アルジェリア（1954年以来フラ

ンスから独立戦争を戦い 62年に独立を達成）とはどのような国であろうか。

「1984年に制定されたアルジェリアの新しい家族法では、婚姻面でのイスラー

ム的権利（特に婚姻の監督『女性の婚姻の取り決めはその保護者に属する』〔ア

ルジェリア法第 11条１〕）、男女間の平等な権利、相続、遺言に法的規制を取

り入れ、私生活にいたるまで男女は不平等になっている。・・・『女性に可能な

限り自分の子供に授乳すること』を厳しく命じ、家父長制度が割り当てた母親・

妻の役割を、否応なしに義務づけている」（牟田口・水口　1991：56）

　『コーラン』の規定では将来の夫を誰が決めるかについての制約権を娘の父親

と兄弟にのみ認めている。1962年の国際条約では「いかなる婚姻も両当事者の

充分かつ自由な合意なしでは合法ではない」と規定されている。これは『コーラン』

の規定に反するものであるが、チュニジアと南イエメンの二つの国は、法令によっ

て社会の近代化を図っている。アラブ世界では異例のことではあるが、両国とも

女性の地位に関するすべての国際条約を批准している」（牟田口・水口　1991：

56）。アラブ諸国の半数は、女性の権利を擁護する国連の主要な条約のすべてに

署名していない。また離婚に関して夫が持つ簡単な一方的離婚の権利をチュニジ

アと南イエメンは禁止している。

　石油資源に恵まれたサウジアラビア、クウェート、アルジェリア、イラク、ア

ラブ首長国連邦、カタールなどアラブの OPEC（石油輸出国機構）加盟国は女性

の政治的権利に関する条約にも署名していないと言われたが（1991年）、イラク

戦争後のアメリカの民主化圧力の影響を受けてか 2003年５月にカタール（1966

年英国の撤退とともにトルーシャル・コースト〔アラビア湾沿岸〕にある９首長

国の連邦化が推進されたが、71年単独で独立）で女性の教育相が誕生した。ま

た湾岸アラブ諸国でも女性閣僚が相次いで誕生している。

　バーレーンで４月 21日に国で初めての女性閣僚が誕生し、女性参政権も拡大

の方向にある。イスラーム原理主義者達の大きな不満の一つは女性の解放である
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と言われ、彼らはそれを逆行させようとしている。（タリバン政権下のアフガニ

スタンの女性の状況が端的にそれを表している）。（アラブ首長国連邦は 1968年

英国軍が撤退表明し、71年７首長国〔アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマー

ン、ウンム・ル・カイワイン、ラッス・ル・ハイマ、フジャイラ〕が連邦を作り

独立宣言した）。

　一夫多妻の問題は各国において実際に減少しており、それは女性の識字率とも

関係している。スーダン（1955年イギリス・エジプト共同統治から独立。イスラー

ム法導入によりイスラーム過激派と非イスラーム教徒双方の確執が激化）は非識

字率（15歳以上）が男：55.5％であるのに対し女：82.1％である。サウジアラビ

アは男：26.8％、女：66.6％読み書きができない。

　サウジアラビアでは今日でも女児に教育を与える法律的義務はないし、多く

の男達が娘を学校に行かせていない。そしてサウジアラビアで現在使用されてい

る歴史教科書の内容はサウジを含めた中東イスラーム世界に関する記述が 98.5％

を占め、中東イスラーム世界以外の歴史は、わずか 1.5％にすぎないほど「視野

が狭い」とリヤドのキング・サウド大学言語翻訳学部のリーマ・ジャルフ教授は

2003年５月下旬にリヤドで開かれた学術会議で指摘している。テロ防止のため

にもっと広い世界の歴史を学ばせるべきだと彼女は主張した。サウジアラビア出

身テロリストについて、サウジの教育制度に問題があるとアメリカから強く批判

され、サウジアラビア政府も教育改革の見直しを進めているというが、教育省は

宗教界の影響下にあり、改革の必要性を全面否定している。

　モーリタニア（1960年フランスより独立。80年からイスラーム法が適用され

るようになった。政情不安が続いている）は非識字率が男 72.6％、女 90.1％であ

るが、多妻の割合は 1000人の既婚男性につき 60人と多くない。

　ソマリア（1960年イギリス領とイタリア領からそれぞれ独立し合併。政情不安）

も非識字率が男：89.4％、女：97.3％と高い。多妻の割合は不明である。

　北イエメンも男：92.4％、女 98.4％と非識字率は高い。現在のイエメン共和国
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は 1990年に北のイエメン・アラブ共和国と南のイエメン民主人民共和国が統合。

旧北イエメンはアラブ諸国で最も遅れていると言われている。

　イギリスのバーミンガムで育った二人の姉妹が十代半ばでイスラーム教徒の父

親によって本人たちも母親も知らぬ間に結婚契約書を作られ、父親と母親の出身

地である北イエメンに売られたノン・フィクション“SOLD”には、水くみから

始まる農村の女性達の過酷な仕事と父親が支配する強固なイスラーム的家父長制

下にある家庭の様子が描かれている。

　北イエメンはソ連型の社会主義を目指していた南イエメンとは確執があった。

旧南イエメンは 1967年にイギリスより独立した。

　人口が 220万人と少ないクウェート（1961年イギリスの保護領から独立。国

民は民主化を要求している）は非識字率は男：17.8％、女：42.4％と他のアラブ

諸国と比べても高くなく、就学率が高いにもかかわらず多妻が 11％を占めてい

る。

　イスラームの国々でも地方と都市部の格差や貧富の差は大きい。都市部の高等

教育を受けた階級の間では一夫多妻制に戻る可能性はないと言われている。チュ

ニジアのように一夫一婦制を合法とし 4人妻を禁止していなくても、２人目以上

は裁
カーディー

判官の許可（シリア［シリアは 1953年のシリア法第 17条で「裁判所は、す

でに婚姻している男性が、二人以上の妻を扶養することができないことにつき確

証が得られたときは、他の婦女との婚姻に許可を与えることを拒絶することがで

きる」と規定している］、イラク［サダム・フセイン政権下 1959年のイラク法］、

イラン、ソマリア、パキスタン［パキスタンは仲裁委員会の許可を得なければな

らないが複婚は非常にむずかしい］）がいる国もある。第一婚の最初の妻の生存

中の第二婚はその目的のために任命されたカーディーの許可を得ておかなければ

ならないがそれほど簡単ではない。

　シリア法はアラブ世界において夫の複婚契約権を制限する最初の法律であった

ので、アラブ世界においては非常に画期的なものであった（真田 1985：235）。（シ

リアは 1946年にフランスより独立）。
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　モロッコではモロッコ法により「複数の妻達の間に公正を維持しえないおそれ

があるとしても、複数の妻は禁止されることはない」（第 30条 1項）と規定し、

夫が複婚の婚姻契約を結ぶにあたり、複数の妻達の間に公正を維持する能力があ

るかどうかは公権力がこれを問う規定はない。しかし、第一に「女性との第二婚

は男性がすでに結婚している意思表示を当該女性に行うのでなければ、これをな

すことはできない」（第 30条２項）。第二に「女性は自己の婚姻契約のなかに夫

の複婚をする権利を禁止するという条項を定めることができる。夫がこの契約条

項に違約したときは、妻は婚姻を解消する権利を有する」（第 31条）。第三に、「こ

うした条項が存在していない場合でも、第二婚が第一婚の妻に権利侵害を生じる

ときには、裁判所は彼女の婚姻を解消することができる」（第 30条２項）といっ

た妻の保護規定を定めている（真田　1985：232─ 233）。

　モロッコやヨルダン、エジプト、アルジェリアのように、すでに結婚している

妻の了解がいると条件をつけ制限をしている国もある（モロッコは 1956年フラ

ンスより独立。ヨルダンは 1923年イギリスの委任統治下でトランスヨルダンと

して成立、1946年イギリス委任統治領から独立）。イスラームの国の大多数の結

婚は一夫一婦制である。

　アラブ諸国には入らないが、インドには 2001年度のインドの宗教別人口で

80.5％を占めるヒンドゥー教徒に対し、イスラーム教徒が 13.4％暮らしている。

インドのイスラーム教徒の妻については、結婚契約の中で、「夫は第二の妻を

娶ってはならい」という条項を定めておくことである。夫がこれに違反して第

二婚をしたときには、妻は 1939年のムスリム婚姻解消法（Dissolution of Muslim 

Marriage Act）により離婚を請求できる。こうした契約条項がない場合でも、夫

の第二婚は第一婚の妻に対する不公平な取り扱いであり、1939年法により離婚

を請求できる（真田　1985：239）。

　ヨーロッパやアメリカや日本も同様であるが、男性はもとより、女性の解放に

反対する発言や運動をする女性達がいる。これはイスラームの国々でも同じであ

る。保守的な社会では世論が変化についていけないのであるが、長期的な傾向と

しては、自由を求める方向に向かっている。高等教育を受けた女性達やヨーロッ

パやアメリカに留学して教育を受けた女性達は大きな影響力を持っている。サダ
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ム・フセインのクウェート侵攻は外部の軍事介入を誘発したが、高度なテクノロ

ジーの発達した時代に女性の問題も国際基準への引き上げる努力が日本における

のと同様に各国で行なわれていることも確かである。

７．エジプトとイスラーム諸国における婚姻法

【１】イスラーム教徒の契約としての結婚
　イスラーム教徒の結婚は契約であるので結婚契約書（marriage contract）を作成

し、役所に届出をしなければならない。花嫁、花婿と証人として男性であれば２

人、女性は男性の半分の価値であるので４人の立会いのもとで結婚登録官か裁判

官、エジプト大使館であれば大使館員が、小さい村では手続きに通じた長老が署

名し、作成する。これはエジプトに限らず、国がちがっても、シーア派であって

もスンニ派であってもイスラーム教徒の間では基本的に同じである。この結婚契

約書のある結婚以外は男女間の肉体関係は認められない。

　契約のときに男性から女性に婚姻契約金・結納金（マフル〔mahr〕）が支払わ

れないと、それはたとえ１ポンド（エジプト）であっても書きこまなければ契約

書は作れない。『コーラン』に「そして（結婚にさいしては）女にマフルを贈り

物として与えなさい」（第４章婦人章４節）と書かれているのである。マフルの

支払い方法は二種類あり、一度に双方が合意した金額を払う場合と、結婚時に前

納のマフルと離婚や夫の死亡時に後納のマフルに分けられる場合がある。離婚や

死別のときにいくら支払うかが結婚のときに決められるのである。夫には「理由

なしの一方的離婚の権利」があるために、女性が不利にならないように保護する

ためである。離婚時に支払わなければならない金の額を多くすることで男性が一

方的に離婚しにくいようにすることもできる。しかし、エジプトのような国では

マフルの金額に税金がかけられるので男性がそれも支払える額の範囲になってく

るが、できるだけ高額にしてもらうことが離婚されてしまうことを防ぐ策である。

　結婚契約書に女性が自分の承諾がなければ第２、第３、第４夫人との結婚を認

めない、これを破れば女性のほうから離婚を申し立てる、というように書き入れ

てもらうこともできる（実際に結婚契約書に何でも条項を書き入れることができ
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るし、いったん書き入れると有効となる）。しかし、こうしたことを結婚契約書

に書いてもらえるのは女性が経済的にも社会的にも有利である場合に限られるで

あろう。現実には、一般的に、結婚をしようとするときにこれらの条項を書いて

もらうのは困難であるだろうし、金の額も控えめになる。

　男性のほうはマフルの未払い分を離婚時に払うことができれば、「おまえを離

婚する」（タラーク）と一回言うだけで夫は妻を簡単に一方的に離婚ができる。

しかし、夫は離婚後の最初の３ヶ月間（エル・イッダー）（待婚期間）はたとえ

妻の意志に反していても妻を取り戻せる。『コーラン』に「離縁された女の方では、

三回だけ月経を見るまでは独身のままで待たねばならぬ」と言っている。

「おまえたちが妻を離婚する場合には、一定の期間が過ぎたあとで離婚するが

よい。その期間を計算し、神を畏れよ。おまえたち、目にあまるみだらな行為

もしていないのに、彼女たちをいたずらに家から追い出したり、また出てゆか

せたりしてはならない」（『コーラン』第 65章「離婚の章」１節）

「おまえたちの妻のうちで月経がないときまった年齢に達したものでも、おま

えたちが疑惑をもつものであれば、その期間は３ヶ月とする。月経をまだ見な

い者も同じである。妊娠している者の期限は、お荷物を生みだすときまでとす

る」（『コーラン』第 65 章「離婚の章」４節）

　この期間中は夫の所有物、この期間をすぎないと夫から別れられない。妻を離

婚してまた復縁できるのは二回までで、「タラーク、タラーク、タラーク」と三

回言うと、正式に離婚が成立してしまう（同じ女性に三回正式の離婚宣言をした

らもはや復縁は許されない）。喧嘩などでそのように宣言してしまい、後で後悔

しても許されないのである。インドの雑誌でこのように後悔するイスラーム教徒

の夫についての記事を読んだことがあるが、村や共同体が厳しく見張っていて、

違反を許さない。それでも復縁したい場合は、その妻がいったん他の男性と再婚

し、正式にその男と離婚した後で、新しい結婚契約書を作らなければならない。
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【２】離婚について
　エジプトの政府の機関紙『イスラームの旗』に 1988年頃に「女性は感情的だ

から、男性と同様の離婚の権利を持つべきでない」という記事が載ったことがあっ

た。エジプトのほとんどの女性がこの記事に対して抗議の声を上げなかったが、

前述のナワール・エル・サアダーウィーやその他の黙っていられない少数のエジ

プト女性達が抗議の声を上げた。しかし、（2003年３月まで）エジプトの女性に

は男性のように理由なしの離婚の権利はなかった。「女性は感情的だから」とい

う理由で裁判に訴えなければならなかった。裁判官の判断で離婚できるが、次の

理由が成立しなければならなかった。（1）性的不能（2）扶養能力の欠如（3）不

治の病（4）妻への精神的・肉体的危害（5）長期の不在（6）長期の投獄、であった。

裁判を起こすには弁護士を雇わなければならず、これに高い費用がかかる。法律

の理解も必要である。経済的にも裕福であり、教育のある女性でなければ裁判は

起こせなかった。

　2003年３月にエジプトの家族法が改正された。この法律ではエジプト女性も

理由を説明する義務を負わないで一方的な離婚の権利を持つ国になった。しかし

男性の一方的な権利と違い、女性はそれでも裁判所に離婚請求をしなければなら

ないのには変りがない。男性には時間がかからないが、女性には時間がかかる。

女性からの離婚申し出で離婚が認められた場合に女性はマフルを返さなければな

らない。

　イスラーム法（シャリーア）のもとでは経済的・社会的に優位な階層の男性は

事実上、いくらでも妻を替えられる。女性も恵まれた階層に生まれて教育を受け

た人たちが専門職につく割合は欧米より多いくらいだと言われ、法律を勉強する

人の割合も高いため、結婚契約を自分に不利にならないようにしっかりチェック

することができる。「イスラーム法に準拠した家族法は事実上、男女ともに“強者”

に有利になりやすく、本来、弱い者を保護するための法が本末転倒になりがちだ」

（白須　2003：94）。しかし、イスラーム法が国の法律として適応されるサウジア

ラビアやスーダンなどでは古い妻達を離婚し、若い妻達と結婚するのは大変に簡

単である。
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　これらの国で女性から離婚を求めることは難しく、仮に離婚に夫が同意したと

しても、あるいは夫から離婚をされると、いずれにしても、子供の養育権を女性

（母親）が持たないので、子供を手放さなければならないという辛い現実がある。

夫がそうしたければ子供に二度と会わせてもらえないこともある。自分の子供と

の接触を完全に断たれてしまうこともあるのである。電話もかけられなくなって

しまう場合もある。すべて夫の意志しだいである。そのためにそうした権利を持

つ夫を、表面的にどうであっても、妻達は恐れて暮らさなければならない。夫の

許可なしに外出も、何もできない。妻達は従順に暮らさなければならないのであ

る。夫の決定に従うしか選択肢はないのだから。

　アラブ諸国の 1985年から 1990年の統計を見ると、ジブチ（旧フランス領ソ

マリランド、1977年独立）のように統計が出ていない国もあるが、男性の識字

率も高くはないが、女性はそれよりもっと読み書きができない。北イエメンでは

15歳以上の男性の 92.4％、女性の 98.4％が読み書きできないのである。南イエ

メンでは男女で大きく異なり、男：52.3％、女：92.1％が読み書きできない。モー

リタニアで読み書きができるのは男が 30％、女性が 10％にすぎない。ソマリア

では非識字率が男の 89.4％、女の 97.3％であり、男性で 10％、女性は３％しか

読み書きができないのである。

　男女の識字率を比較してその差を見てみるとサウジアラビアでは男 100に対し

て女 45.6である。スーダンでは男 100に対して女 40である。モロッコを見てみ

ると男 100に対して女 45であり、非識字率は男：51％、女 78％である。モロッ

はアラブ諸国の中で外国への留学生数が３万 1464人と最も多い。そのうち 78％

がこの国を植民地にしていたフランスへ留学をしている。次いで留学生が多い

のはレバノンであり、主な留学先はアメリカ、フランスである。アルジェリアも

外国への留学生数が１万 3500人と３番目に多い国であるが、留学先はフランス

が 79％である。チュニジアでも同じ傾向がみられ、１万 860人の留学生のうち

75％がフランスに留学をしている。アラブ首長国連邦、クウェート、カタール、

リビアなどはアメリカが主な留学先である。イギリスが主な留学先になってい

るのはイラクである。スーダンも１万 1260人の外国への留学生がいるが、その
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72％はエジプトに留学、12％がその他のアラブ諸国に留学をしている。エジプト

ではアズハル大学（Al Azhar）でイスラーム教の勉強をする学生が多い。オマー

ンの主な留学先もエジプトである。

　カイロにあるアズハル大学はイスラーム教学の最高学府として 1000年以上の

歴史を持ち、世界各国からイスラーム教を学ぶためにやってくる。1966－ 97年

の学生数は総数 165,877人とエジプトの大規模校で一番学生数が多かった。こ

のうち女子学生数は 46,064人で 27.7%であった。この年にエジプトで二番目

に学生数が多かったカイロ大学は学生数が 147,630人で、女子学生は 63,371人

で 42.9%、三番目の大規模校がアイン・シャムス大学で学生総数 117,369人、女

子学生数は 56,999人（48.5%）で一番女子に人気があった。ザガジーク大学は

111,543人中 44,389人で 39.7%アレキサンドリア大学は 103,530人中、女子は

47,372人で 45.7%であった（伊能　2001:56）。

　このパーセントはエジプトの大都市での近年の女性の高学歴化を表している。

女性の識字率は 55.5%であるので、読み書きできない、あるいは農村の女性達

との差は大きい。（女性の結婚年齢は 1969年が 19.8歳であったが、1996年には

26.7歳になっている）。

　サウジアラビアは 8320人の留学生のうちアラブ諸国への留学は 9.8％と少な

い。このようにして見ても強者と弱者の格差、男女の格差をなくす要は識字率を

上げることであるというのがわかる。

　アラブ諸国では女性の法学部への進学率は欧米より高いと言われている。女

性裁判官や女性弁護士は必要とされているが、エジプトでは「女性は感情的だか

ら」という理由で女性裁判官はまだいない。モロッコでは女性の裁判官は全体の

20％を占め、アメリカより高い比率である。モロッコでは教育を受ける機会があ

れば女性だからということで仕事を制限されることはないが、読み書きのできな

い女性の比率は 78％と高く、国の中で貧富の差が大きいことが問題である。

【３】ジハーン法
　エジプトでは長く 1929年の結婚に関する法律が適応されていたが、サダト大

統領が妻ジハーン（Jehan Sadat）の影響で 1979年に家族法がかわった（ジハー
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ン法と言われる）。これはジハーンにエジプトの女性達が改正を訴えていたもの

である。以下、ジハーン法を見てみる。

(1) 離婚せずに夫の家を離れた妻は夫のもとに戻らなければならず夫は警察の

力を借りて妻を連れ戻すことができた。これを従順の家（ベイト・エル・ター

アー）という。ジハーン法により夫の家に帰りたくない妻は裁判官に判断をゆ

だねることができるようになった。

(2) 妻が旅行するときに夫の許可書がいるのであるが、以前は１年間有効であっ

たが、1979年以後は５年間に延びた。サダト大統領時代に女性の外務大臣が

公務で外国にでかけようとしたが、カイロ空港で、彼女が夫の許可を求めてい

なかった（夫からの許可証を持っていなかった）という理由で夫に離陸を阻止

されたことがあった（二人は夫婦仲が悪かった）。これをきっかけに現在の法

律では働く女性は夫の許可書が必要なくなった。

(3) 1979年のジハーン法でも一夫多妻は認めるが、第一に、夫が新たに結婚す

る場合は結婚登録官にそれをつげ、登録官はそれぞれの妻に事実を知らせるこ

とを義務づけた。第２の結婚を理由に、最初の妻は結婚の事実を知って一年以

内なら離婚を請求できるようになった。第二に、夫がすでに婚姻していること

の事実を隠しているときは新しい妻による離婚請求の原因となる。

(4) 夫は妻が傍にいてもいなくても離婚を一方的にできるために、離婚された

という事実を知らない場合があったがそれを避けるために夫は妻に離婚の事実

を書留郵便で知らせることが義務づけられた。その知らせから一ヶ月以内に請

求すれば離婚手当が受けられる。誤った住所にわざと送った場合は罰則。

(5) 子供の保護権については裁判所で裁判官の判断で離婚した夫婦の子供は男

の子の場合には 15歳まで、女の子は結婚まで母親の保護下に置かれる。（以前

は男の子が７歳、女の子が 10歳まで母親に保護権［養育権］があった）。さら

に夫は離婚した妻が子供の保護権を持つ場合、その妻に家を明け渡すか、それ

に見合う別の家を与えなければならない（以前の法律では、離婚された妻は家

から放り出された）。ただし、現在でも子供のいない妻や子供の保護権を持た

ない母親は、法律的に守られていない。
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　現ムバラーク大統領のもとで 1985年５月４日に 1979年の改正（ジハーン法）

が無効になったことがあった。ジハーン法に対しイスラーム教徒の強い抵抗に

あったこともあり、大統領がこの法律の立法手続きに対して違憲判決を下し、

1929年の法律に戻ったのである。しかし、また一ヶ月足らずでエジプト政府は

1979年法に戻した。これは政府が「国連婦人の十年」のナイロビ会議でエジプ

トの近代化の意志を示す必要があったからだとも言われている。国際会議はこう

した意味でも有益と言える。

　しかしエジプトの法律ではシリアやパキスタンなどの国々のような複婚の婚姻

契約について裁判所の許可を必要とするという要件を定めた法律はいまだに存在

しない。

【４】2003 年改正の離婚に関するエジプト家族法
　2003年３月に発効した法律により、エジプトの女性は一方的に理由を説明す

る義務を負わず離婚を請求することができるようになった。エジプトはチュニジ

アに次いでアラブ諸国で２番目の、女性が男性と同じような離婚の権利を持つ国

になったことを意味している。「これは、根本的に革命と呼べるものです」と語っ

たのはエジプトの弁護士で活動家のモナ・ズルフカーであった。彼女は 15年間

キャンペーンをし、勝利へ導いた１人であった。今回の家族法改正で子どもの養

育費や別居手当の取り立てが簡単になり、また、離婚に関する複数の手続きが一

緒になり、１人の裁判官が審理することになったのであるが、夫は今までと同じ

ように妻よりはるかの容易に離婚をすることができ、必要なのは地元の結婚登録

所で１時間もかかるかかからないかの手続きである。女性は裁判所で調停手続き

をしなければならず、女性が結婚のときに受け取った現金や資産のマフルを夫に

返さなければならない。

【５】女性は夫または父親の許可がなければ外出できない
　エジプトで 2003年３月に家族法が改正され、新しく前述の法律ができた。代

わりとして、宗教の保守派や家庭生活における支配権が冒されることに脅威を覚

えた男性達が法改正に反対して新しい法律に代わる何らかの妥協点を要求した。
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立法手続きが進行する中で、女性は夫または父親の許可なくして外出できるとい
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

う条文が削除された
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

。

　この法律より以前であるがナワール・エル・サアダーウィーが語った言葉を二

つここに記しておく。

　「イスラーム教徒の聖なる義務の一つに夫への完全服従がある。妻は夫と意見

を異にしたり、質問したり、あるいは何かについて議論することさえ許されてい

ない。夫のほうはといえば、妻に従うべきだとはみなされていない。それどころ

か妻が提案したり、頼んだりすることをやるのは男にとってふさわしくないこと

だと考えられる」

　「私はエジプトを愛するイスラーム教徒ですが、宗教のありさまに批判的です。

アラブ社会における圧倒的な男性支配はおそらくイスラーム誕生以前からの部族

的な慣習ですが、宗教はこの種の因習をさらに悪くするほうに導きました。エジ

プト女性についていうならば、妻にとって夫は永遠の牢獄のようです。女性が独

身で生きていくことは極めて困難です。婚外交渉も結婚外の恋愛も女性には厳禁

されていますが、男は自由放任です。モラルの二重基準がまかり通っています」

（しかし、サアダーウィー自身について言えば、一人で、あるいは夫とともに、

世界を飛び回っている。そして夫が一番の理解者であり、協力者である）。

【６】レイプに関する刑法規定の一部を撤廃
　エジプトではレイプを犯した男が被害者に結婚を申し込めば投獄を免れるとい

う刑法があったが、1999年の法改正で撤廃された。

８．イスラーム社会と性

【１】「永久婚」と「一時婚」（temporary marriage）

　イスラームの社会では結婚証明書を作成して正式に結婚をした夫婦でないもの

が性的な関係を持つことに対しては厳しい。ホテルに男女が宿泊するにしても結
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婚証明書の提示を要求される。このような場合に一時的に期間を決めた（１時間

から 99年まで）男女双方の合意で成立する「一時婚」（ムトア〔mut'a〕）の制度

もある。マフルも少なくて済む。ムトアは「喜び」（enjoyment）を意味する。こ

の一時婚はスンニ派では「売春と同一視されている」（塩尻・池田　2004：184）が、

シーア派の多いイランなどではラフサンジャーニー（Rafsanjani）大統領がイラン・

イラク戦争後、戦争未亡人も念頭に置き「一時婚」を復活させようと奨励し、相

手の宗教に関係なく、「一時婚」の証明書さえ見せれば恋人同士がホテルに泊ま

れるようになったという。イスラーム法では、スンニ派でもシーア派でも、永久

婚であれ一時婚であれ、れっきとした既婚者以外の性関係は厳重に禁じられてい

て、罰則もきびしい。「婚外性交も同性愛も御法度である。・・・イスラーム法で

は、殺人罪でも死刑にならない場合があるのに、合法的に性欲を満足させること

のできる配偶者がいるにもかかわらず不義を犯したものは死刑と決まっている。

姦通者が未婚か、あるいは不義を犯した時点で配偶者が病気もしくは遠方にいた

場合は、鞭打ち百回に減刑される。イランやサウジアラビアでは、既婚者の姦通

は今でも石打（投石）による死刑が執行されている」（白須　2003：100－ 101）。

そして「男性は腰まで、女性は胸まで土に埋められ」石打ちの刑にされる。

　神の使徒ムハンマドの言行を伝える伝承『ハディース』では姦通について次の

ように言っている。

「姦通に近づいてはならぬ。これは実にいまわしいこと、なんと悪い道である

ことか」（刑罰 20）

「イブン・アッバースによると、神の使徒は『人は姦通するとき信仰者ではなく、

盗むときも信仰者ではなく、酒を飲むときも信仰者ではなく、殺すときも信仰

者ではない』と言った」（刑罰 20〔2〕）

「アブー・アッラー・ブン・マスウードは言った。わたしが神の使徒に『どの

罪が一番重いですか』と尋ねたとき、彼は『お前をお創りになった神に並べて

偶像を拝することだ』と答え、『次は何ですか』と尋ねたとき、『口ベらしのた
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めに子供を殺すことだ』と答え、『その次は何ですか』と尋ねたとき、『お前の

隣人の妻と姦通することだ』と答えた」（刑罰 20〔4〕）

　既婚の男女、有夫の妻と有妻の夫に死に至るまで行われる石投げの刑罰は本来、

厳格で、イスラーム法（シャリーア）が定めた用件をみたさない限り、適用する

ことはできないのである。

　有罪になるには、その人達が４度この罪の行為を犯したことを自白し、厳粛な

宣誓により自白が補強されなければならないか、あるいはその男女二人が、清廉

潔白であると証明された４人の善意の証人により一点の疑う余地なく黒であると

認定されなければならない。証人はたとえ過去の信用性について名声が高くても、

証人の数が４人にみたなければ、その証人たちは嘘つき、偽証者とみなされ、そ

の理由で処罰される。『コーラン』には「貞節な女を非難して４名の証人を上げ

られない者には、80回の鞭打ちを加えなさい。決してこんな者の証言を受け入れ

てはならない。かれらは主に掟に背く者たちである」（第 24章御光章４節）とある。

　「石打の刑」については『コーラン』には書かれていない。ムハンマドの言行録『ハ

ディース』の「刑罰」のところで「既婚の者の石打ち」（21）「姦通を犯した者に

は石打ちの刑」（23）、「姦通し、妊娠した人妻に対する石打ちの刑」（31）とあり、

また、女を、男をモスクの床（24）で、礼拝所（25）で石打ちにしたことが書か

れている。

　『コーラン』には、「２人で罪を犯した者は（２人とも）処罰しなさい。だが、

その罪を悔いて身を修めるならば、そのままに放って置け」（第４章婦人章 16節）

とある。しかし、不貞を働いた妻に対しては「あなたがたの女たちの中、不貞を

働いた者には、あなたがたの中から、かの女らに対し４名の証人を立てなさい。

かれらがもしこれを証言したならば、かの女らを家の中に監禁しなさい。死がか

の女らを連れ去るか、アッラーがかの女らのため、（別の）道を決められるまで」

（第４章婦人章 15節）と書かれている。

　未婚の女性についても同様である。４人の証言があれば「死ぬまで自宅監禁」

される。実際に死ぬまで食事を出し入れできるところがあるだけの日もあたらな

い家の中のコンクリートでつくった一室に閉じ込められたサウジアラビアの女性
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について本で読んだことがあるが、この『コーラン』の 15節に書かれているこ

とが今日でも守られたのである。この女性は精神に異常をきたし亡くなった。

　『ハディース』では未婚者男女の性交については、男女に 100回のむち打ちの

刑を、手加減を一切許さず行い、追放の刑を科している。

「姦通した未婚の者は鞭打ちと追放の罰を受ける。姦通した男と姦通した女に

は、それぞれ百回の鞭打ちを加え、もし汝らがアッラーと最後の日を信じてい

るなら、アッラーの宗教のことで、彼らに同情などしてはならない。彼らの刑

には数人の信仰者が立ち会うこと・・・」（刑罰 32）、「・・・預言者が、姦通

した未婚の者について、百回鞭打ちし、一年間追放するように命じるのを聞い

た・・・」（刑罰 32〔1〕）、「・・・神の使徒は姦通した未婚の者について一年

間追放の罰を定めた、という」（刑罰 32〔2〕）

　トルコの 2003年３月に発足したエルドアン政権が、今年（2004年）に「姦通

罪」を復活させようと法案を国会に提出する方針を明らかにした。これに対して

欧州連合（ＥＵ）のフェアホイゲン委員（ＥＵ拡大担当）は「姦通罪はトルコが

イスラーム法へ接近している、との印象を与える」と姦通罪法案を批判した。ト

ルコはイスラーム初のＥＵ加盟を目指し 2005年初めに交渉を始める予定である

が、姦通罪の法制化はＥＵ加盟の障害になることがあると警告し、ＥＵ加盟国で

姦通を刑法罪としている国はないためにＥＵは一ヶ月以内に同法案を取り下げる

ようにトルコに要請した。1998年にトルコの憲法裁判所が姦通罪規定を女性だ

けに厳しいと言った理由で違憲として、姦通罪がなくなったばかりである。トル

コ国内でも姦通罪復活に反対が起こった。現政権は今回の法案が男女平等に適応

されると説明したが、刑罰の内容は不明であるが、最長２年間の投獄が想定され

ていたという。

　日本では妻にだけ貞操を義務づける姦通罪は男女不平等という理由で 1947年

に廃止された。筆者が聞いた女性は相手の男性の妻に訴えられて６カ月刑務所に

入れられた。当時の日本の法律によって相手の男性は何の罪にも問われなかった。
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【２】家族の名誉・名誉殺人
　強固な家父長制の支配する社会で女性に対して、生む性であり妊娠していれば

隠せない女性に対して、刑罰は男性より重く科せられる。エジプトの女性につい

てサアダーウィーは「家族にとって娘の処女性は最も大切で、無傷の処女膜は目

や手足を失うよりも大切である。罪を犯した未婚の娘達の殺害はある地域で、特

に上エジプト（カイロ以南のスーダン国境に至る地域）で伝統的に認められてい

た。結婚で、娘が処女であった証拠として血のついた布を披露することは結婚式

のクライマックスであったし、それは現在でも行なわれることがある」と語る。

この言葉を証明するような記事（毎日新聞：1997年８月 21日）が載っていた。

　「一家の不名誉とエジプトの父親」が「婚前旅行の娘の首、切り落とす」とい

う見出しであった。８月 19日にエジプトのカイロ近郊で娘が結婚前に恋人と旅

行をし、一家に恥をかかせたと怒った 44歳の父親が娘の首を切り落とし、首を

掲げて近所を行進するという事件で、父親は逮捕された。25歳の娘が交際中の

28歳の男性と地中海のリゾート地に１週間の婚前旅行に出かけたことを知った

父親は二人の結婚を許可していなかったために、家で娘をナイフで刺し、首を切っ

た。父親は「不名誉をそそいだ」と叫んだという。「エジプトでは親の承諾なし

に結婚できず、結婚前の男女の性関係はイスラーム教で厳しく禁止されている。

これを破ると家の『名誉』を汚したとされる風習がある。以前にはこうした殺人

は地方でよくあったが、最近は珍しい」と記事は結ばれていた。これはイスラー

ム社会で「名誉殺人」、「名誉のための殺人」と言われる。こうした殺人の罪はた

いてい軽減される。

　国連人権監視委員会の 1999年の報告ではパキスタンで「名誉殺人」が急増し

ているが、これらの犯罪はほとんど処罰されないという文化的・社会的背景があ

る。イスラーム以前からの慣行であると言われている。

　パキスタンで少しでも不貞の疑いがあるという理由でも妻、娘、姉妹、母親が

殺されることがある。実際に性的関係を持った女性と、そう疑われただけの女性

とを区別することはまったく意味がなく、男の名誉を傷つけるのは疑惑であり、

名誉は真実と関係がないとまで言われている。2001年にパキスタンで二人の兄
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弟が若い男性を銃殺し、妹も殺すという事件があった。兄弟は男に家のそばをう

ろついて妹を冷やかすのをやめるように警告していた。妹がこの男と不義の関係

を持った疑いがあり、叱っても聞かなかったからというのが殺人の動機であった。

「妻の態度に疑いを持っていた」という理由で妻と子供５人が斧で惨殺された。

二人の少年と少女が川で裸になって水浴びをしていた。二人は性的関係を持って

いたという村人の告発で家族の手で二人は公開処刑された。若い女性が夫となっ

た男性と婚前交渉を持っていたことを兄に打ち明け殺された。

　パキスタンの女性に対する、ジェンダーに基づく暴力が増加しているのだが、

「名誉の殺人」の多くは罰せられることはない。警察も司法もたいてい加害者側

に立ち、法律の特定の条項では「軽視できない、かつ突然の挑発」による犯罪刑

罰が軽減されている。主として西アジア、北アフリカ、南アジアの一部で、いわ

ゆる「名誉の殺人」によって毎年何千人もの若い女性の命が奪われている。パキ

スタンでは 1999年に少なくとも 1000人の女性が殺害されたということだ。

　また世界中で女児がレイプされたという「不名誉」のために自分の家族に殺さ

れており、レイプをしたものが親族であることも多いということであるが、この

ようにして殺害される女性や女児は毎年 5000人もいると報告されている。この

ような殺人も「家族の名誉を守るため」という理由で罰を受けないか、裁判所か

ら軽い刑を言い渡されるかである。

　英国で博士課程を終えたスーダン人の男性はその大学の職がなくロンドンに子

供と妻を残し、サウジアラビアに単身赴任した。年に一度だけ妻のところに帰っ

たが自立してきた妻から離婚を求められた。彼もこれに同意した。しかし英国に

帰って別の男性が留守中に家に出入りしていて、それを近所の人に目撃されたか

もしれないと思い取り乱した彼はスーダン人の友達のところに行って妻のことを

話した。スーダンでは男にとって身内の女性の不義は最大の屈辱であったが西欧

の教育を受けたこの男性は、妻の浮気が人に知られないで行なわれていたのなら

許せたと法廷で語ったという。スーダン人の友人に知られた以上、妻の他の男性

との関係が公になれば、彼の一族の社会的面子にかかわる問題になる、不面目を

血で払拭するしかないと妻を殺害した「名誉殺人」と思われたが、英国の陪審員
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は一時の激情による殺意なき殺人と判断し禁固６年を求刑した。この事件からほ

どなくして発表された家庭内暴力に関する英国の研究によると、ムスリム社会の

出身者、生活者であった男性と結婚している女性は、英国の他の女性よりも 8倍

も配偶者によって殺害される可能性が高い（白須　2003：110）。

　司法制度の枠外の略式処刑に関する国連特別報告官による 2000年度の年次報

告書の中でこれらの犯罪者は、「ほとんどの場合殺された女性の親族の男性であ

り、〈家族の名誉〉という信条のために殺人を犯しても正当化され、罰を受けな

いとか、あるいは減刑処置を受けている」と指摘し、「報告書によればこのよう

な殺人はバングラデシュ、ブラジル、エクアドル、エジプト、インド、イスラエ

ル、イタリア、ヨルダン、モロッコ、パキスタン、スウェーデン、トルコ、ウガ

ンダ、英国で報告されている」（国連人口基金　2000：29）。

　パレスチナでは毎年約 40人の女性が婚前、あるいは婚外性交が身内の恥であ

ると父親や兄弟に殺されている。ヨルダンでは毎年 25人から 50人の女性や女

児が「名誉の殺人」の犠牲になっているが、一人娘の 12歳の少女が父親に家族

全員の名誉を傷つけたと棒や鉄の鎖で殴り殺された理由は父親の許可を得ないで

散歩に出かけたという理由であった。34歳の女性が兄弟に銃で撃たれたのは彼

女がキリスト教徒と結婚したという理由からだった。このような名誉殺人はイス

ラーム教徒が多数を占める国で一般的に行なわれているが、それだけに限らない。

イスラーム教の指導者はこの風習を禁じていて、「名誉の殺人」には宗教的根拠

はないとされている。

【３】女児割礼
　1898年にマフディー国家はイギリスの侵攻によって滅ぼされる。以後 1956年

の独立までスーダンは英・エジプト共同統治下に置かれるが、エジプトが 1882

年以降イギリスの占領下にあったので、実質的にはイギリスの単独統治下にあっ

た。スーダンの独立以前からその後権力を握ることになったアラブ人と関わりが

あったのはヌビア人、フォール族、ベジャ族だけであった。そのために独立直後

から南部では南部の自治を求める闘争が起こっている。スーダンには 19種類の
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民族集団がいて、それらの民族が使う言葉は約 100種類ある。69年には陸軍クー

デターで革命評議会のヌメイリ議長が政権を取り、83年にイスラーム法を導入

し、南部のキリスト教系黒人中心のスーダン人民解放軍と内戦が始まった。スー

ダンの難民は 165万人になっていたが、この８月初めから 30万人増加している。

　アラブ人は人口の 40％であるがアラビア語を話す人口は 53％になり、この国

の最大の民族集団であるアラブ人が権力を独占している。イスラーム教スンニ派

が 72％、アニミズム信者が 24％、キリスト教徒が４％いる。

　スーダンでは一番荒っぽい割礼（女性性器切除）（FGM）が今でもたいてい麻

酔などしないで行なわれている。大陰唇部を除く小陰唇部、クリトリス全体など

外部生殖器の切除、クリトリス全体と小陰唇部、大陰唇部を切除し、両外陰部を

後部に尿と生理血の出る小さい穴を残して膣の上で閉じる切除と陰部封鎖（ファ

ラオ式割礼）である。

　直接スーダンの女性に聞いてみる必要があると思い、スーダンで最初の女性国

会議員で、1965年から 1969年まで任期を務めたファティマ・イブラヒム（Fatima 

Ibrahim）に何度か会って、スーダンの女子割礼についてたずねてみたことがある。

スーダンで組合運動をしていた彼女の夫は投獄後ただちに処刑され、彼女も女性

の権利を求める活動のために何度も投獄され、スーダンから“追放”の身で、ロ

ンドンで生活をしていた。自分の祖国に帰れない、あるいは亡命中のスーダン人

男女が国外に多くいた。筆者は 1993年６月にウィーンで開かれた国連世界人権

会議に出席したとき、スーダンのシンポジウムにも参加した。ビデオから独特な

スーダンの歌が流れるたびに、ファティマ・イブラヒムは声を上げて泣いていた

のを思い出す。

　割礼はスーダンの法律では禁止されているが、男性が割礼をしていない女性を

結婚相手に望まないため、父親が金を出し、祖母や母親が幼い娘にこの割礼を行

なうのだとファティマ・イブラヒムは言った。結婚式の夜に花嫁が割礼をしてい

ないことがわかると処女性を疑われ、離婚される。結婚式の夜に男性の生殖器が

入るように鋭いメスか剃刀で膣の片方か両方を切り開き、何度も試みて、生殖器

が入るように慣らしていくとも彼女から聞いた。離婚をするとき、再婚したけれ

ば、セックスができないようにもう一度、膣の入口が縫われ、再婚すればまた開



南北問題とジェンダー

－ 168 －

南北問題とジェンダー

－ 169 －

くのである。ファティマは自分もこのファラオ式割礼をされているが、エジプト

のナワール・エル・サアダーウィーのように正面からこれを批判することには反

対だと話した。スーダンにも女性運動があり、高い地位についている女性もいる

が（スーダンの女性国会議員の数は 5.30％で日本の 4.60％より多い）、女性の非

識字率（15歳以上）が 82.1％で、教育を普及させていくことが先決だと話した。

当時の在日スーダン大使オマール氏や、大使の紹介で日本に留学中の二人のスー

ダン人女子学生にもスーダンの女性の状況について聞いてみた。

　アラブ諸国の女性で初めて割礼に大きな反対の声を上げたのは、エジプトのサ

アダーウィーであった。６歳のときに、４歳の妹と一緒に自宅の風呂場で割礼を

されたのである。エジプトで 1931年生まれのサアダーウィーの世代はすべての

女性が割礼を受けている。もちろん麻酔などなしである。現在でもエジプトの都

市に住む女子の半分、農村ではほとんどが割礼をされている。

　エジプトの男子の割礼は、古代エジプト王ファラオが君臨した時代からの慣習

で、古代エジプトの壁画にも若者の性器の包皮を切り取っている図が残っている

そうであるが、イスラーム教をはじめエジプトの宗教は男子割礼を奨励し、割礼

を受けたことで、真の教徒とみなす。医者達も男子の割礼に限っていえば、「割

礼で性器を常に清潔に保つことができ、癌になることも防ぐ。成人して性生活に

も利点が多い」と奨励の態度をとるが、エジプトの医者も女性の割礼には「性の

誘惑から女性を遠ざけようとして行なわれる女子の割礼は、健康に極めて有害だ」

と反対している者も少なくない。イスラーム教の教えではないが、現在でも女子

割礼はアフリカ、中近東、アジアなどの国々で推定１億１千万人以上の女児に行

なわれている。イラク人の友人が「イラクに女子割礼がない点で私達は幸運だ」

と話していたが、割礼はイスラーム以前、その地域の古くからの文化に由来する

ものなので、イスラーム教国でも行なわれていないところもある。

　1994年のカイロの国連人口開発会議にも筆者は参加した。ここでは「女性や

子供の体を害する伝統習俗を考えるインター・アフリカン・コミティ（IAC、本

部・エチオピア）の NGOフォーラムに参加した。このフォーラムでは女子割礼

の実態をリポートしたビデオが公開された。割礼をされている少女が泣き叫ぶ姿



南北問題とジェンダー

－ 168 －

南北問題とジェンダー

－ 169 －

を正視できなかったことを覚えている。このフォーラムにはイスラームの女性達

や西欧やアジアの女性達が多く参加していた。このフォーラムの様子を参加して

いた読売新聞の永峰好美記者は「アメリカの女性が“割礼経験のない国の女性が

口を出すことは迷惑か”と質問。コロマさん（IAS　代表のキャロライン・コロ

マ）は“健康を犠牲にして、夫に奉仕するためだけに生きている女性の存在を知っ

てほしい。彼女らに教育を与え、割礼の無意味さを分からせたい。力を貸して下

さい”と強調した。南と北の女性が、今、新しい接点を求めている」（読売新聞：

1994年９月 12日）と書いている。

　カイロでこの国連人口会議の開催中に CNNが女子割礼のドキュメンタリー・

フィルムを放映したことで、番組制作者と割礼の施術者が投獄されるという事件

があった。1997年６月にエジプト行政裁判所は、95年以来 FGMを禁止する行

政命令を出していたエジプト政府に対し、禁止を解除させる判決を下した。これ

に対し、インター・アフリカン・コミティ（IAS）は次のような抗議の公式発表

をした。

「1995年 10月に保健省による公立病院などでの FGM（女性性器切除）禁止の

通達、96年保健大臣による FGM禁止令などは FGMの慣習廃止のための積極

的な措置だったが、今回の判決はこれらに逆行するものである。13年間 FGM

廃絶運動を続けてきた IASをはじめ各国の組織はこの退行を深く憂慮する。

1993年ウィーン国連世界人権会議、94年カイロ国連人口開発会議、95年北京

世界女性会議以来、FGMは女性に対する暴力であり、リプロダクティブ・ヘ

ルスに深刻な危険をもたらすものと認識されている今、今回の判決は国際的に

も違反する」

今後の展望

　すでに前述してきたアラブ、エジプトを代表する作家ナワール・エル・サア

ダーウィーを筆者がエジプトに訪ねていったのはフランス・アラブ友好文学賞を

受賞した作品『０度の女』を 1987年に翻訳出版し、次の『女子刑務所─エジプ
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ト政治犯の獄中記』（1990年）の出版直前であった。ちょうどイラクがクウェー

トに侵攻した 1990年８月２日にインドのデリーからクウェート航空で発ち、ク

ウェートで飛行機を乗り換えてカイロに行く予定であった。クウェートに着陸す

る直前に飛行機の隣の席の男性が「何かあったらしい」と話していたが、何のア

ナウンスもなく飛行機は到着地を変えていた。イラク軍の侵攻があったからだ。

行き先がアラブ首長国連邦のドバイに変更になり、そこからカイロ行きに乗り換

えた。初めてサアダーウィーや同じく医者であり作家である夫のシェリフ・ヘタ

タ（Dr. Sherif Hetata）氏に「アラブ女性連帯機構」のカイロ事務所で会った。こ

れは 1986年にアラブ世界の女性運動家達により設立されたものであった（しか

し後にエジプト政府により閉鎖された）。それから 10数年の歳月が流れた。その

間に彼女の作品をさらに５冊翻訳出版し、エジプト、アメリカ、イギリス、イン

ドなどで会ってよく話をした。彼女は 1996年にシカゴのイリノイ大学、1994年

にイギリスのヨーク大学で共に文学の名誉博士号を授与された。さまざまな賞も

受賞している。

　子供のときから作家希望であったが、カイロ大学医学部を 1955年に卒業し、

医学博士にあるが、そのころから積極的に著作を始める。その後、米コロンビア

大学を卒業し、精神医学の学位を得て、エジプトの保健省の保健教育所長の地位

に就き、雑誌『保健』を発行し、編集主任をしていたが、貧しい農村で内科医と

して働き、村の女や男の苦しい生活を知る。麻酔もしないでカミソリを使って行

われる割礼をされ、生命を落とす少女や急性や慢性の感染症・破傷風・敗血病・

泌尿器障害にかかり一生なおらない少女たち、性的・心理的に歪められる少女達

に接し、1972年に『女性と性』を書く。そして６歳のときの割礼をされた体験

をもとにアラブ女性として初めて女子割礼について書き、非難した。保健省の所

長と『保健』の編集主任を解任され、『保健』が廃刊になったのはこのことが原

因だと言われている。彼女の出版物は発売禁止になり、厳しく検閲された。その

ためにレバノンのベイルートで本を出し、書き続けた。彼女の作品は 1970年代

までアラビア語だけであったが、夫が英語に翻訳した作品も多い。そして国際的

に知られるようになり、作品は日本語だけでなく、さまざまな言語に翻訳され、

世界中で読まれている。
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　前述したが、1992年６月に彼女の友人であるやはり医者であり作家のファラー

グ・ホウダがイスラーム原理主義の過激派に暗殺されてから、身の危険を感じた

彼女は同じ６月にイタリアに行ってから、イギリス、スイスと転々とし、アメリ

カで生活するようになった。最近ではカイロにいるときもあるが、創作活動をし

ながらアメリカのさまざまな大学やスペインの大学などでアラブ文学や主に自分

の作品について学生に講義し、講演をしている。

　2004年５月 29日にカイロにいたサアダーウィーからメールを受け取った。17

年前にカイロの出版社からアラビア語で出され、後に 14の他の言語に訳された

“The Fall of the Imam”（日本語版『イマームの転落』は筆者が 1993年に翻訳出版）

のアラビア語版がエジプトのカイロで２年前に再版された。これをイスラーム学

では世界最古の名門カイロのアズハル大学によってにイスラームの教義に反目し

ているとして発禁処分されたというものであった。

　「背教者」という告発によって、エジプトではすでに数人の命が奪われているの

で、エジプトの知識人や作家達はすぐに発禁処分に抗議を始めた。サアダーウィー

もいうまでもなく抗議し反論した。

　ナセル大統領が過労で心臓発作のために 1970年に死亡し、同年にアンワール・

サダトが大統領に就任した。1979年にエジプト・イスラエルが平和条約に調印し、

アラブ諸国のほとんどすべてからエジプトは孤立する。国内の不満を解決できない

で、逆に反対勢力を厳しく弾圧した。1981年９月５日にサダト大統領は反政府的

傾向を持った者を弾圧することを目的とした緊急事態措置法を出し、それによって

1035人の反政府派と一緒にサアダーウィーも逮捕された。そして 1981年 10月６

日戦勝記念軍事パレードの最中にサダト大統領はイスラーム原理主義過激集団「ジ

ハード」に暗殺されるのであるが、サアダーウィーが“The Fall of the Imam”の

一部を書き始めたのは逮捕され、刑務所に入れられていたこのときで、「イマーム」

は「サダト」のことで、サダトについて書いたのだと反論した。「新聞なども味方

となり記事を書いてくれたのでもう大丈夫」と夫のヘタタ氏も電話で話していた。

　これより２～３年前には新聞に彼女が書いた記事が問題にされ、彼女も夫のヘ

タタ氏も望んでいないのに、強制的に離婚させられそうになったことがあった。
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彼女の記事はイスラーム的でなく「彼女は『背教者』だからイスラーム教徒の夫

と離婚させるべきだ」と訴えを起こされたのであった。彼女の場合には裁判所か

ら離婚の判決は下らないで済んだ。

　しかし、この話を聞き思い出したのは数年前にエジプトで騒ぎになったカイロ

大学アラビア語科教師のナスル・アブゼイド助教授のことであった。女性は男性

の半分しか遺産を受けられないが、その遺産相続制度について、「女性の権利を

認めなかったアラブ社会の慣習を変えた点で、『コーラン』は画期的だった。し

かし今では時代に合わなくなっているので、男も女も平等にすべきだ」と著書の

中に書いた。それが反イスラーム的と非難され、彼は背教者であるためにイスラー

ム教徒である妻との結婚生活は許されない、離婚命令を出すべきだと裁判所に訴

えられたのである。「離婚そのものよりも、ナスル・アブゼイドが背教者である

ことを裁判所に認めさせることが主目的」と訴えを起こしたのは元最高裁副長官

で、原理主義派の弁護士モハメッド・アブデルサメドだった。妻は「妻の意見も

聞かずに、他人がこんな訴訟を起こせるものなのか」と語り、離婚を望んでいな

かったのであるが、最高裁判所の判決で離婚が確定してしまった。訴えを起こさ

れてから夫妻はテロの恐怖にさらされ、「背教者は死ぬのが当然だ」と脅迫電話

が自宅にかかってくるようになった。判決後、夫妻はエジプトを離れた。

　「イスラーム教では男性に経済的な責任を全部負わせているので、平等になる

と女性はもらいすぎになる」という意見を聞いたことがある。しかし、遺産相続

についてもイスラームの国でトルコのようにすでに男女が平等になっている国も

あるのである。

　サアダーウィーから 2004年７月 13日にはよい知らせが届いた。ポルトガルの

「ヨーロッパ審議会南北センター」（North-South Centre of the Council of Europe）

より「南北賞」（North-South Prize）を与えられることなったという知らせであった。

　このセンターは 1995年から人権保護の分野で、多元的民主主義、南北間の協

力と連帯のために著しく貢献があった者を「北半球」と「南半球」から毎年各一

名選出し、賞を授与している。この賞はポルトガルのリスボンで公式な儀式のも
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とでポルトガル大統領から授与されるもので、2004年は 10月 25日に受賞式が

行われた。

　イランの 1947年生まれの人権活動家シリン・エバディ（Shirin Ebadi）もイスラー

ム教を統治原理とする政教一致のイランで告発や投獄されながらも「人権とイス

ラームは対立しない」と主張して人権問題に取り組み、2003年にノーベル平和

賞を授与された。2003年 10月の授与式ではアメリカを批判し、「受賞はイラン

と中東で人権と民主主義に奮闘する人々のもの」と語った。彼女が受賞式にヴェー

ルなしで現れ、男性と握手したことに対して、イランの強硬論者達は彼女があえ

てそうしたことに対して後でその代価を払わなければならないだろう、と警告し

たといわれる。

　テヘラン大学法学部卒業後に裁判官になったが、1979年のイスラーム革命で、

革命政権が女性裁判官を認めないと宣告し、裁判所の事務職員に配置転換された

ために弁護士になった。父親もこの革命で判事を辞職することを強要され、弁護

士になり、女性や子供の権利を守る活動を始めた。娘の彼女は 25年にわたって

政治犯の弁護や女性の地位を向上させるための民法改正、児童虐待を防ぐ法整備

などに尽力し平和賞を受けた。市民団体「革命イラン」の代表であり、「イラン

の子供の権利支援協会」を創設した。彼女はイランについて、イスラーム教が体

制による抑圧を正当化する手段に使われているが、イデオロギーや宗教が人権を

侵害する理由に使われてはならないと批判している。しかし彼女は過激な言動は

しない。逮捕をされたが、「常に法の範囲内で活動してきた」と語り、弱者差別

はイスラーム解釈の誤りだと言う。

　2004年のノーベル平和賞を受賞すると 2004年 10月８日（受賞式は同年 12 月

10 日）に発表されたケニアの環境・天然資源・野生動物省の副大臣で環境保護

活動家のワンガリ・マータイ（Dr. Wangari Maathai）はアフリカ女性で初めての

受賞となる。「ケニアおよびアフリカ全土で、環境を維持できる社会、経済、文

化を発展させる戦いの最前線に立っている。民主主義、人権、女性の権利を尊重

した持続可能な開発に向け、全体的な取り組みをしている」ことが受賞理由であ

ると発表された。
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　仕事のない貧しい女性を集め、最初は７本から植樹活動を始め植樹の中で女性

達に資金、技術、教育、家族計画の知識を提供し、生きる目的を考えるきっかけ

を与えているという。現在アフリカ中、20ヵ国以上で約 3000万本以上の植林を

したグリーンベルト運動の創設者であり、地球環境保護への貢献は評価されたと

いう。1940年生まれ 64歳で、米国の大学で修士号を、71年にナイロビ大学博士

号を取得した生物学者である。ナイロビ大学で教授をしていたが、ケニアの民主

化や女性の権利保護などの運動家として知られ、1978年から 2002年の独裁体制

のモイ前政権時代にはたびたび逮捕された。1998年の米タイム誌に「惑星（地球）

のヒーロー」として取り上げられた。彼女は「多くの戦争は天然資源をめぐって

引き起こされる。天然資源を守るために我々は平和の種をまいているのです」と

語っている。

　2000年の世界人口は 60億 6000万人であり、年間 7500万人ずつ増加している。

ムスリムの総数については正確な統計はないが、1989年の推定では９億 2400万

人といわれ、実質的には 10億近い人口は占めている。先進国でのイスラーム教

徒の数はアメリカ合衆国では「800万人（90年代末）、またヨーロッパでは西欧

諸国だけでもフランス、ドイツ、イギリスを中心に 80年代末にすでに 600万人

をうわまわっていた。これに東欧諸国を加えると、かなりの人口にのぼる」（伊

能　2001：17）。それに東南アジアや南アジア、アフリカのイスラーム諸国、中

東諸国は世界で最もムスリム人口が多い。そして総イスラーム教徒（ムスリム）

数は 13億から 16億人といわれるようになった。さまざまな気候や政治体制下で

暮らしているが、先進国や産油国の中でもアラブ首長国連邦やクウェートなどの

豊かな国もあるがこれはほんの少数で、ほとんどが発展途上国といわれる地域に

属している。高い出生率（農村の女性たちは特に生む、生まないの権利を持って

いない）と厳しい気候条件、不安定な政治状態、経済的困窮などムスリムは困難

な生活を余儀なくされている。

　そして、人口増加の 95％以上は開発途上国で起きている。約３億人の子供の３

分の２は女児であり、約８億 8000万人の読み書きできない成人の３分の２は女性

である。「開発途上国全体としては、初等教育の段階でのジェンダーの格差は減少
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したが、サハラ以南のアフリカ、北アフリカ、南アジアでは依然として格差がある・・・

全体的に教育水準の低い地域ほど、ジェンダーの格差が大きい」（世界人口白書　

2000：41）。例えば、インドでも農村を見れば村で学校が近くになく交通の手段が

なければ少女は学校にいくことができない。義務教育で授業料はいらなくても履

物や衣服代、交通費がない場合も学校に行けないのである。子供に教育を与える

意味がわからない親は娘を学校にやらないで家事手伝いをさせる。

　またアラブ諸国について 15歳以上の非識字率について前述したが、男性も女

性も非識字率が非常に高い。男性の半分、女性の過半数が読み書きできない国が

多い。こうした識字率を見ても南北の違いが歴然とする。またそのような国の中

では富裕層と貧困層の格差が大きいのがわかる。貧困の解決、イスラーム教の解

釈、女性の地位向上、割礼、人口問題や環境問題の解決にも、まず男女の識字率、

特に女性の識字率を上げることが重要である。

　ここで筆者はインドとエジプトの歴史を中心に振り返ったが、他国に支配され

る前は共に豊かな国であった。植民地支配が貧困化の元凶である。現在エジプト

ではカイロのような都市に住む家族を養わなければならない庶民の男性達は二つ

の仕事を掛け持ちして働いている。そうしなければ妻子を養えないのである。大

学卒で就職した青年の給料も安い。大学を出ても職につけない青年も少なくない。

エジプトでそうした現状の不満が原理主義の青年を生み出す要因にもなっている。

　アラブ世界においても第一次世界大戦前にヨーロッパ列強のアラブ支配は始

まっていて、イギリス、フランス、イタリア、スペインなどの支配を受けた。エ

ジプト・スーダンはイギリスの植民地であり、アラビア半島もイギリスの影響下

にあった。モロッコ、アルジェリア、チュニジアはフランスの植民地であった。

第一次大戦後でドイツ側についたトルコは大敗し、アラブ地域でのトルコの支配

は終わり大戦中にイギリスとフランスはロシアと組んで中東地域を分割する秘密

協定を結び、この地域は戦後にイギリスとフランスで分割された。イギリスはイ

ラク、パレスチナ、トランスヨルダンを、フランスはシリアとレバノンをそれぞ

れ委任統治領として支配下においたのである。

　第一次大戦を契機としてヨーロッパ列強により歴史的民族的背景にかかわりな
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く国境線が定められ、民族の意思は反映されないで国家体制が作られた。そして

さまざまな民族や宗教を含み独立国になったために、今日まで問題は残っている。

対立が激化し、内戦があれば貧困化は進む。それを現在難民 165万人といわれる

スーダンの現状が示している。経済的困窮は政治的不安定によるものが多い。

　南の国々の貧困化・近代化の遅れを招いた内的要因はそうした国々にもあるだ

ろうが、しかし、ヨーロッパ列強や他の国が他国の資源を奪おうと殖民地化した

ことにある。このようにしてアラブ諸国を見ても独立したのが近年である国がほ

とんどである。

　サウジアラビアやアラビア湾岸地域で 1938年に豊かな良質の油田が発見され

た。そしてアメリカやヨーロッパ列強の中東への関心が高まった。石油採掘は

1973年にイラクで、1979年になってサウジアラビアで国有化されたばかりであ

る。「それまで豊かな石油収入の殆どはアメリカ、イギリスなどの欧米大国へ流

れていた」（ＮＨＫ学園　1991：165）のである。

　この地域の人々は過酷な自然と政治的不安定の中で生きている。地球環境保護

活動家ワンガリ・マータイが言うように私たちは天然資源を守るために自然を育

み、平和の種をまいていくことが必要だ。過去の歴史が示してきたような他の国

の資源を奪おうとすることはもうやめにしなければならない。そうしなければ南

の国々の貧困化・近代化・民主化の遅れ、南北問題は解決しない。

付記
　本稿のなかで何度か論じたエジプトの作家ナワール・エル・サアダーウィー

（ナワル・エル・サーダウィ）（1931－）と夫で作家のシェリーフ・へタタ氏か

ら 2004年 12月 28日にメールで「よい新年を」というメッセージと共にエジプ

ト大統領選に出馬する計画であるという 2004年 12月８日付けの「計画の概略」

（Broad lines of the program presented by Nawal El Saadawi for Presidential Elections in 

Egypt）が届いた。

　現エジプトのムバーラク大統領は 1981年からずっと長く大統領の地位につい

ている。

　サアダーウィーの目的は現在の制度を真の民主的なものにすることを目指し
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ている人々の運動を強化する役割を果たそうというものである。彼女は立候補

を計画している理由を、社会改革をする上で重要と考える６つの点に要約して

いる（後出）。エジプトの現憲法で大統領に立候補する前に日本の国会にあたる

議会の三分の二の承認を必要としている。エジプトの議会は二院制になってい

るが、日本とは異なる。議会は人民議会と諮問議会の両院からなる。人民議会は

454 議席のうち 10 議席を大統領に指名され、諮問議会では 264 議席のうち三分

の一を大統領に指名される。人民議会には法案を出す権限があり、諮問議会には

ないのである。ムバーラク大統領の属する支配政党である国民民主党（National  

Democratic Party：NDP）に両院の議員の 90％以上が属していて、自由に立候

補できない。憲法が改正されるのを待っている立候補候補者達もいるが、現状で

は負ける闘いをして無駄に時間を使いたがらない。しかし、彼女は結果ではなく、

建設的努力をすることに価値を見出していると思う。

　こうしたメールを受け取り、筆者は電話で新年の挨拶とともに、現状を尋ねて

みた。彼女達がやろうとしているのは、まず誰でも自由に立候補できるように現

在の憲法を変えることであり、これにはすでにエジプトの幾多の人々の賛同を得

ていると話していた。

　それから少したった 2005 年１月 12 日の読売新聞朝刊には「気になる？　中東

民主化の動き、対立候補歓迎だ　－　5選目指すエジプト・ムバーラク大統領」

という見出しで次のような記事が載っていた。

「1981年以来の長期政権を誇るエジプトのムバーラク大統領がこのほど、テレ

ビ番組のインタビューで、自身 5選目の出馬が確実視されている今秋の大統

領選について、『誰であろうと対立候補は歓迎だ。民主主義とはそういうもの。

百人でもいい』と述べた。ムバーラク氏はサダト大統領暗殺（1981年 10月）

を受け、副大統領から大統領に就任して以来、副大統領も任命せずワンマン体

制を維持していた。大統領選での対抗馬を歓迎する発言をした真意は不明だが、

パレスチナ自治政府議長が複数候補による自由選挙となるなど、中東で民主化

の動きが実感されるようになった現状を意識した発言とみられる。同大統領は

『（対立候補が出ても）私が怒るかって？　怒るわけない』と寛大な立場を強調。



南北問題とジェンダー

－ 178 －

南北問題とジェンダー

－ 179 －

その上で、『エジプト大統領のいすに座る者は時間と神経をすり減らし、私生

活はまったくない。私は壁に囲まれているのだ』などと大統領がいかに激務で

あるかを子細に説明、暗に常人では至難の職務であることをにおわせた」

　このムバーラク大統領の言葉を読むと、エジプトでは「民主的」に「候補者」

は自由に立候補できるような印象を与えるが、そうであろうか。エジプトの現憲

法では国家元首は大統領と規定されていて、任期は６年と決められている。しか

し、もともと大統領任期の再任について規定が存在しなかった。それを 1980 年

５月にサダト大統領が再任できるように憲法改正をした。その前例にならってム

バーラク大統領は 1993 年の二期目終了時に、任期を二期までとする条項を修正

する憲法改革を行い、「事実上の終身大統領制を可能にしたのである」が、これ

を「非常事態令が継続する中で」行ったのである。「しかし議会は 99 年になって

同大統領の 4選を支持する決議を行ない、それに基づいて・・・国民投票が実施

された。その結果、ムバーラク大統領は、対立候補なしで 90％以上の支持を得て、

再選」（伊能　2001：21）され、今日に至っているのである。ムバーラク大統領

は今年 76 歳になるが、上記の記事からもわかるように五期目の出馬に意欲的だ。

　エジプトの友人に電話で聞いてみた。エジプトで彼女の立候補は大評判になっ

ているらしい。彼は「エジプトを民主化しようとして立候補することはよいこと

だ。自分にできることがあれば助けたい」と話していた。彼女についてはこれま

でにも述べてきたが命の危険に身をおきながら活動をし続けている。

　以下に「計画の概要」の日本語訳をサアダーウィーの承諾を得て載せておく。

　エジプトの大統領選挙に向けてナワール・エル・サアダーウィーの計画の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2004 年 12 月 8 日、カイロにて）

　大統領選に立候補しようとする彼女の目的は大統領になることではない。エ

ジプトの憲法で彼、あるいは彼女が立候補をする前に議会の三分の二の支持票

を獲得しなければ立候補者になることができないと決められている。
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　彼女の目的は現体制を本当に民主的に変えていくことを目指している人々の

運動を強化する役割を果たすことである。彼女の立候補計画は広く知的・政治

的・経済的・文化的な主題に基礎を置き、次の点に要約できる。

１． 教育制度は、自由な審議に基づいたもので、障害を克服し、知性を取り囲

む足かせをなくし、あらゆる分野で創造的な仕事を絶えず奨励するものでな

ければならない。それはさまざまな思想の流れを結びつけることを追及する

べきであるし、社会の現実、社会の問題やそれらの解決方法を理解できる能

力を発育させるために公使共に考えることを求めなければならない。それは

知識の分野の隔たりを乗り越え、芸術と科学、法律、社会科学、歴史、哲学、

医学と文学、国内問題と国際問題、国内と世界間の結びつきを回復しようと

するものでなければならない。

  批判的な自由な思考の創造は科学、芸術、人生のあらゆる領域において進

歩の基盤である。

２． 支配体制のイデオロギー的見解を分散させ、絶え間ない更新に耐えうるも

のに変えなければならない。それはトップの座についた一人の指導者、けっ

して悪くはないが、利益を生むことがない、ほとんど神聖化されている指導

者からなるピラミッド形の組織、固定化した構造に基づくべきではない。

  大きな権力は大きな責任が伴わなければならない。正反対であってはなら

ない。免責（特権）の法律は廃止しなければならない。そして、最高の権威

者は言うまでもないことだが、すべての権威者は、国家元首であれ、アズハ

ル大学の学長、大臣、国会議員、団体の長、責任者であれ、その人達の行動

に責任を取らなければならないし、監視と民主的なコントロールに従わなけ

ればならない。

  すべての権威者達が彼らの金や財産が集まる源を調べることを許可する法

律を含め、同じ法律に従うべきである。責任ある役所、特に立法府（議会）、

司法、行政機関に対して選挙というよりはむしろ指名されて選ばれる支配体

制を廃止しなければならない。
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  これにはアズハル大学のシャイフ（教主）、学部長、理事、研究機関の教授、

人権や女性問題、その他を扱う人達やそれぞれに異なった分野の国内にある

審議会の議長なども含めるべきである。

３． 宗教、ジェンダー、階級、庶民、党派、家柄に基づいて国民を差別するこ

とを認める法律や立法は廃止すべきである。

  大統領を含めて、国家のすべての地位に就くための選挙に立候補できる道

は例外なくすべての男女に開かれなければならない。そしてそれらの要職は

大きな権力や影響力を振り回す人々にではなく、その地位にふさわしい人々

によって占められることが保証されなければならない。

  発布される法律は、個人に関する法律や家族法であっても、すべての宗教

的なものから自由でなければならない。そうした男と女、夫と妻、父親と母

親の間の正義と平等に基づいた市民の法律にならなければならない。

  すべての子供達は等しく私的・公的権利を享受すべきである。そして結婚

した両親から生まれたとか、そうでなかったことで誰ひとり差別されるべき

でない。

  女性や子供の権利は普遍的な人権であり、国家や宗教的なアイデンティ

ティー、その土地だけの伝統や文化的相対主義、その他に関連づけた口実で

権利を侵してはならない。

４． 思想の自由や意見を自由に表現することを制限する、組織や政治的・社会

的活動を制限する法律を全部廃止しなければならない。

  これは他の文化、情報を提供する機関や組織と同様に、軍事に関係する法

律や、あらゆる財政上の法律、新聞、雑誌、映画会社、ラジオ局、テレビの

チャンネルの設立の制限を含んでいる。政党、労働組合、協同組合、社会的・

文化的な分野で活発な市民団体の協会などを設立することに対して、経済的

な制限や他の制限をすることも廃止すべきである。

５． 国の経済が独立して発展し、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、イスラエルと
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の間の新植民地主義による隷属から自由を確保し、経済的推測ではなく、工

業製品や農業生産物を奨励する必要がある。多国籍企業の人々のため、それ

ゆえに輸出に向かうのではなく、私達の国の人々の必要を満たす経済を築く

ことが必要である。

  私達には土地改革が必要である。農地代を削減し、農業活動や中小の工業

や商業を協同組合方式にかえる必要がある。税金は貧しい人々や固定した収

入を稼ぐ人々からよりもむしろ人口の中の金持から徴収すべきである。社会

的に高い階級や闇で売買する人達から生じる腐敗をなくさなければならない

贅沢品の輸入は廃止しなければならない。

  社会保障や保険制度はその資金が行政機関によって盗まれることや、他の

目的のために利用されることがないようにするために、異なる独立した行政

機関のもとで受益者達の必要を満たし、統制されなければならない。

６． 戦争に反対する、団結した資本家の搾取、グローバリゼーション、アメリ

カ合衆国やヨーロッパやイスラエルの新植民地主義による略奪や侵略に反対

する世界の人々の運動と団結し、協力することはきわめて重要である。

  国内、アラブ、国際的なレベルでこうした力に対して新しいより創造的な

方法を創り出す努力、最も金を持つ強力な企業で行使される経済的・政治的・

軍事的・文化的・仲介的な覇権主義の足かせから私達を自由にする努力をす

るべきである。私達の資源、水、石油、文化遺産といった宝物が略奪される

ことに打ち勝つために、他のアラブの人々と同じように、外国の占領や侵略

に対する闘いでパレスチナやイラクの人々と協力するべきである。

　以上の６つの点はナワール・エル・サアダーウィーが立候補を計画している

基本となるものである。これらは彼女が社会改革をする上で最も重要であると

考える概要を示すものであるが、もっとも具体的で詳細な計画が必要である。

しかしながら、こうした概要を考える彼女の主な目的は、政治的欝滞、硬直、
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腐敗がはびこり、人々が無関心や希望の喪失に陥っている状況の中で、政治的・

知的討論や討議を開始することである。

　現エジプト憲法では大統領選の立候補になるには前もって議会の議員の三分

の二の賛成を得なければならないとなっている。しかし、このことが自由な大

統領選挙の障害になっている。つまり議員の 90パーセントが支配政党である

国民民主党（NDP）に属していて、都合のよいように選ばれ、支配されている

からである。

　憲法が変わるまで待っている立候補希望者もいる。彼らは負けるのがわかっ

ている闘いをして時間を無駄にしたがらない。しかし、ナワール・エル・サアダー

ウィーは無駄とは考えない。彼女にとっては結果ではなく建設的努力をするこ

とに価値を見出しているからである。

［引用文献・参考文献］

【１】アルンダティ・ロイ　加藤洋子訳　2004年『誇りと抵抗』集英社

【２】伊能武次　2001年『エジプト──転換期の国家と社会』朔北社

【３】エトマッド・コルシェッド　鳥居千代香訳　1998年『目撃者』三一書房

【４】M.K.インディラ　鳥居千代香訳　1993年『幼い未亡人』三一書房

【５】近藤治　1977年『インドの歴史』講談社

【６】J.ネルー　辻直四朗・飯塚浩二・蝋山芳郎訳　1956年『インドの発見　上』

岩波書店

【７】K.M.カパディア　山折哲雄訳　1969年『インドの婚姻と家族』未来社

【８】サナ・エル・カヤット　鳥居千代香訳　1994年『アラブの女─イラク女

性の素顔』図書出版社

【９】真田芳憲　1985年『イスラーム法の精神』中央大学出版部

【10】塩尻知子・池田美佐子　2004 年『イスラームの生活を知る辞典』東京堂出

版

【11】島田卓　2001 年『図解　インドのしくみ』中経出版



南北問題とジェンダー

－ 182 －

南北問題とジェンダー

－ 183 －

【12】白須英子　2003年『イスラーム世界の女性たち』文藝春秋

【13】ジャミラ・ヴァルギーズ　鳥居千代香訳　1988年『焼かれる花嫁─イン

ドの結婚』三一書房

【14】田辺繁子訳　1953 年『マヌの法典』岩波書店

【15】鳥居千代香　2002 年『紙幣が語るエジプト　5000 年の歴史と文化』『郵便

貯金 vol. 610』郵便貯金振興会

【16】中山紀子　1999 年『イスラームの性と俗─トルコ農村女性の民族誌』ア

カデミア出版会

【17】ナワル・エル・サーダウィ（ナワール・エル・サアダーウィー）　鳥居千代

香訳　1993年『イマームの転落』草思社

【18】ナワル・エル・サーダウィ　鳥居千代香訳　1996年『女性に天国はあるのか』

未来社

【19】ナワル・エル・サーダウィ　鳥居千代香訳　1988年『神はナイルに死す』

三一書房

【20】ナワル・エル・サーダウィ　鳥居千代香訳　1987年『０度の女─死刑囚フィ

ルダス』三一書房　

【21】バーナード・ルイス　白須英子訳　2001年『イスラーム世界の二千年』草

思社

【22】フラン・P・ホスケン　鳥居千代香訳　1993年『女子割礼─因習に呪縛

される女性の性と人権』明石書店

【23】藤本勝次　責任編集　1979年『コーラン』中央公論社

【24】マラ・セン　鳥居千代香訳　2004年『インドの女性問題とジェンダー─

サティー（寡婦殉死）・ダウリー問題・女児問題』明石書店

【25】マドゥー・キシュワール／ルース・バニタ編　鳥居千代香訳　1992年『イ

ンドの女たち─「マヌシ」からの報告』明石書店

【26】牧野信也訳　1994年『ハディース　下巻─イスラーム伝承集成』中央公

論社

【27】牟田口義郎・水口章　日本語監修　1991年『情報アトラス─アラブの世界』

集英社



南北問題とジェンダー

－ 184 －

近頃気になる日本語　－三－

－ 185 －

【28】Carmen Bin Ladin　2004“Inside the kingdom-my Life in Saudi Arabia”

Warner Books

【29】Derek Hopwood　1991“Egypt Politics and Society 1945-90”Routledge

【30】Subhadra Butalia　2002“The Gift of a Daughter-Encounters with Victims of 

Dowry”Penguin Books

【31】Zana Muhsen and Andrew crofts  1991“Sold-One Woman's True Account of 

Modern Slavery”Time Warner

【32】日本比較法研究所　1978『イスラム法への招待』中央大学出版部

【33】朝日新聞社　『朝日現代用語　知恵蔵』2000年１月１日

【34】市川房枝記念出版会　『女性展望　第 561号』2004年７月 10日

【35】ＮＨＫ学園　『イスラームの世界』1991年 10月１日

【36】国連人口基金　『世界人口白書　2000』2000年

【37】全国婦人新聞社編　『女性ニューズ』2004年７月 30日

【38】日本ムスリム協会　『聖クルアーン』1983年６月 30日

【39】India Today　1998年 10月 5日号

【40】朝日新聞　2004年  5月 14日 朝刊

【41】朝日新聞　2004年  7月 17日 朝刊

【42】朝日新聞　2004年  7月 27日 朝刊

【43】毎日新聞　2004 年 11 月  9 日 朝刊

【44】毎日新聞　2004年 10月  9日 朝刊

【45】毎日新聞　2004年  9月 15日 夕刊

【46】読売新聞　2005 年 1 月  12 日 朝刊

【47】読売新聞　2004年 10月  9日 朝刊

【48】読売新聞　2004 年  9 月 18 日 朝刊

【49】読売新聞　2004 年  9 月 16 日 朝刊

【50】読売新聞　2004年  7月 27日 朝刊

【51】読売新聞　2004年  7月 10日 朝刊

【52】読売新聞　2003年  6月  5日 朝刊


