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■ 調査実施日：2015年 11月26日 

■ 調査場所 ：ハウテン州*エクルレニ市テンビサ地区の一般家庭 

■ 調査対象 ：ゾリーソ（仮名）さんの一家 

■ 為替レート ：1 南アフリカ ランド ≒ 8.60 円（2015年 11月26日 平均値） 

*：ハウテン州（Gauteng ：5ページ地図⑥）は、経済都市のヨハネスブルクと、政治都市のプレトリアの2大都市を含む。 

人口は、国内の約23.7％を占める1200万人。経済規模は、国内最大の34%を誇る。 

家族構成 
 

夫：ゾリーソ（仮名）さん（52歳） 
妻：（主婦、39歳） 
長男：（19歳） 
次男：(17歳) 
長女：（7歳）  

世帯収入 月額：17,000～23,000ランド 

職業 飲料品配達トラック運転手(夜間) 

勤務日数および 

勤務時間 

月曜日～金曜日 ※土日休み 

午後6時～午前4時（平均） 

出身地 夫：リンポポ州  妻：レソト王国 

【職業紹介】 

業務内容 

ABI社という南アフリカのコカコーラの 

販売店で夜間配送のトラック運転手を 

している。平均して、毎日6件ほどの取引 

先に配送を行っており、配達量の変動や、 

件数の変動により勤務時間と収入に 

若干変化がある。 

通勤方法：自家用車で自宅から5分程度 

真ん中の二人
はお友達 

次男 

夫：ゾリーソさん 

【職業紹介】 

学校帰りの生徒に、道端で 

以下のような 、駄菓子や 

アイスクリーム（自家製）を 

販売している。 

収入は、1日当たり、約100 

～150ランドあるとのこと。 

妻 

1 

真ん中の2人は
お友達 

 妻（39歳）  
職業：主婦（時々、駄菓子売り） 

月収：約2,000～3,000ランド 

 ゾリーソさん（52歳） 
職業：夜間トラック運転手 

月収：約15,000～20,000ランド 
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リビングルームには、3人用、2人用、1人用のセットの黒の 

革のソファーがあり、サムスン社製の最新の液晶TVを見 

ながらくつろげるようになっている。 

ソファーは、セットで購入するのが普通のようで、1つだけ 

というのはあまり見かけない。家族で一緒にくつろぐ時間 

が一番長いリビングに最もお金をかけている。 

【住居】 

入口の門

玄関

長女部屋
長男・次男
部屋

リビング

台所

ダイニング

車庫①

車庫②

クロー
ゼット

夫婦寝室

風呂
トイレ書斎

【車庫】 
【外観】 

【書斎】 【風呂・トイレ】 

【夫婦寝室】 

【台所】 

【長女の部屋】 

ベッドはとても豪勢 
なつくりで、化粧台 
との組み合わせで 
20 ,000ランド以上 
したとのこと。 
奥のクローゼットは 
物置状態。 

書斎には本棚も 
あるが、基本的に 
はPC部屋。 
近所の子供も遊 
びによく来る様
子。 

治安が悪く、入口の門と、その中に 

もう一つ門がある。さらに番犬も 

いる状態。 

2つの車庫のうち、１つは物置。 

もう一つには、カローラが止まっ 

ている。家族の移動手段は、この 

車での移動がメインだ。 

【リビング】 

【玄関】 
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【長男・次男の部屋】 

台所は、コンロが壊れているのが一 

番困っている様子。簡易式の電気 

コンロを上に置いてしのいでいる。他 

の扉もズレて、上手く機能しておらず、 

リフォームしたいとゾリーソさんは 

本音をもらしていた。 

子供部屋には、ベッドのみが置かれている。それ以外の勉強机や 

本棚は無い。備え付けのクローゼットに洋服が雑然と押し込まれ 

ている。TVやオーディオ機器も無い。 
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カーリース 

21% 

住宅ローン

(20年) 

22% 

ローン 

（TV） 6% 

ローン 
（ベッド×2）
5% 

インターネッ

ト（5GB） 2% 

電気代 

6% 

公共料金 

5% 

食費 

17% 

学費（長男の

短大） 3% 

学費（次男の

高校） 7% 

学費（長女の

小学校） 6% 

夫（トラック 

運転手）88% 

妻（駄菓子 

売り）12% 

住宅所有の有無 中古で購入（2003年） 

築年数 不明（2003年に購入） 

トイレ 洋式 

水道の有無 水道有り、上記共益費に含まれる 

家賃/購入額 頭金：25,000ランド 
住宅ローン：月々3,700ランド 
共益費：800ランド 
※水道代、ゴミ処理代などが含まれる 

電気の有無 
/料金 

引かれている/月々800～1,000ランド 

インターネット 月々400ランド 5GB分（TELKOM社） 

テレビ 2015年11月に購入（新品・サムスン社製） 

13,000ランドを18ヵ月ローンで購入 
（月々1,000ランド支払っている） 

冷蔵庫 LG製 10年前に購入 

固定電話 無し 

携帯電話 1人1台所有 

洗濯機 1台  

エアコン 無し 

コンロ 4口電気コンロ（2口故障中） 

二輪車 無し 

【家計事情】  

月収入内訳 

月支出内訳 

月支出項目 
金額 

（ランド） 

カーリース 3,700 

住宅ローン（20年） 3,700 

ローン（TV） 1,007 

ローン（ベッド×2） 800 

インターネット（5GB） 400 

電気代 1,000 

公共料金※1 800 

食費 3,000 

学費※2（長男の短大） 600 

学費※2 （次男の中等教育） 1,150 

学費※2 （長女の初等教育） 1,020 

※1：公共料金は、水道代も含む自治体への 
支払い。持ち家であっても必要。 

※2：学費は、月毎の支払いで、全員私立へ 
通っている。 

夫の収入は1 5 , 0 00 ～ 
20,000ランド（配達件数、 
配達量により変動）、妻 
の収入は2,000～3,000 
ランド、合わせて家庭収
入は、17,000～23,000 
ランドで変動する。 

【住宅環境】  

品名 支払期間 
月々の支払い 
金額（ランド） 

最終金額 
（ランド） 

購入価格 
（ランド） 

自動車 6年 3,700 266,400 不明 

自宅 20年 3,700 888,000 
(頭金 25,000別) 

不明 

TV 18ヵ月 1,007 18,126 13,000 

ベッド（×2） 6ヵ月 800 4,800 4,400 

 旺盛な消費意欲 

家庭収入は、17,000～23,000ランドと、 

購買力のある中間層。月々の支出と収入 

もなんとか釣り合ってる状態だが、貯金を 

するよりも、より良いものを買って、より良 

い暮らしをするんだという消費意欲が強 

いことがよく伝わってくる。 

 

 夫が財布を握っている 

家計を管理しているのは夫のゾリーソさ 

んである。妻は、家計は一切知らないよう 

で、全ての回答はゾリーソさんが行って 

くれた。 

 

 大きな買い物は全てローン 

ローンで支払っているものの中に「ベッド」 

とあるが、これは長男・次男用のベッド2台 

のことだ。家具屋にはローンを組むサー 

ビスが充実していることもあり、この辺り 

の金額でもすぐにローンを組んで購入し 

ている。 

〔ローン詳細〕 
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【家財】  

月支出合計：17,177 ランド 
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【時間】 ゾリーソさん一家の１日  

●夫：ゾリーソさん 

17:00 出勤 17:30 

18:00 

勤務 

  

19:00   
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23:00   
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15:00 自宅で 
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●次男（学年：Grade 12） 

教育段階 該当年齢 概要  

幼児教育 
Pre-School 

6歳以下 
幼稚園（Nursery School）と 
保育園（Play School）の2種類がある。 

初等教育 
Primary School 

7～13歳 Grade 1～Grade 7 の7年間。 

中等教育 
Secondary School 

14～18歳 Grade8～Grade12の5年間。 
中等教育の最後の学年の生徒を一般に 
Matricと呼ぶ。 
Matricは、年1回の国家試験に合格する 
と、中等教育の卒業と、大学の入学資格 
を得ることができる。 

※7歳で始まるGrade1から中等教育のGrade9までが義務教育となっている。 

5:00 起床 5:30 

6:00 出発 6:30 

7:00 始業 7:40 
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●妻 

流行のドラマ 
Muvhango（ムブハンゴ） 
1997年から続いている国民的 
ドラマ。平日21：00から21：30の 
30分間で、妻のお気に入り。 
 

駄菓子販売 
 

 販売機会 
学校の休憩時間が2回 
（10：00、12：00）と、終業後の 
帰宅時の合わせて1日3回の
販売機会がある。 
 
 1日当たりの収入 
約100～150ランド 
 
 取り扱い商品および単価 
20セント～1ランドの駄菓子 
 
 生徒数 
幼児教育、初等教育、中等教
育の生徒が全員いるので、約
1,600人の生徒がいる。 
 
 授業中の待機時間 
タバコのバラ売り（1本2ラン
ド）などを行い、駄菓子販売
以外でも生計を立てている。 

 朝食 

家族全員でテーブルについて食べる習慣は無く、 

各自パンなどを食べて、出勤、登校している。 

 昼食 

子供達は給食が出ないため、路上でサンドイッチ 

を購入して食べる。値段は約10～15ランド。 

 夕食 

主食はパップと呼ばれるトウモロコシの粉をすり 

つぶしたもの。おかずに鶏肉を食べることが多い。 

鶏肉は安価なため、毎日食べるとのこと。赤身の 

肉を食べることは少ない。 

1ヵ月のゾリーソさん一家の食費は約3,000ランド。 

 備考 

家族で集まり、団欒を囲み、一食一食を楽しむと 

いう食文化は薄い。料理は妻が作り、各自ソファー 

でTVを見ながら、あるいは部屋でパソコンを操作し 

ながら食べるなど、様々だ。 

【食事について】 

学費項目 月々の支払い金額 

長男の短大 600ランド 

次男の中等教育 1,150ランド 

長女の初等教育 1,020ランド 

【学費と教育制度について】 
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http://www.southafrica.info/about/geography/geography.htm#.VVGvAvmqpBc 

国名 南アフリカ共和国（Republic of South Africa） 

面積 約122万km2（日本：約38km2） 

首都 
プレトリア（行政） 
＜ケープタウン（会議）、ブルームフォンテーン（司法）＞ 
※経済の中心はヨハネスブルク 

人口 約5,400万人（2014年推計値） 

民族 黒人79％、白人9.6％、アジア系2.5％ 

言語 英語、アフリカーンス語、ズールー語等計11言語が公用語 

宗教 キリスト教（80％）、ヒンズー教、イスラム教 

独立 1910年5月31日 

 

 海岸線2,500km（大西洋、インド洋） 
 

 海岸沿いの平地は狭く、急斜面が
内陸部の台地と海岸を隔てている 
 

 米国の約1/8、フランスの約2倍、 
    ドイツおよび日本の約3倍の面積 

 
 南北、東西にそれぞれ1,600km程 

 
 ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、 
     モザンビーク、スワジランド、レソト 
     の6ヵ国と国境を接する 

 

【概 況】 


