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【要旨】
　本稿では、国際珈琲流通網が珈琲農園における児
童労働や珈琲権益のための汚職やレントシーキング
をもたらし、珈琲権益を巡る資源紛争で子ども兵を
生み出しているというカフェフードシステムを提示
する。本稿では、児童労働によって引き起こされる
教育水準の低下が、珈琲豆輸出に依存したモノカル
チャー経済の経済発展を阻害するという資源の呪い
を強調している。同様に、我々は、珈琲権益を巡る
賄賂が招く政治腐敗が、貧しい農家と裕福な農園主
間の所得格差を拡大することで、経済発展が阻害さ
れるという政治的資源の呪いを提示する。国際珈琲
豆価格の暴落は、所得格差が珈琲を政治的資源の呪
いから資源紛争へと変化させるという点において、
政治の機能不全を引き起こす。これが子ども兵の増
加を招く。フェアトレードは児童労働に正の効果を
与えるが、資源紛争の回避に役立つ可能性がある。
なぜなら、フェアトレードによる貧困削減は、所得
格差を縮小することで、経済的動機の増加に基づい
た自発的従軍を減少させるかもしれないからであ
る。
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I. はじめに

　机上に佇む一杯の香り高い珈琲に秘められた南北
問題。プランテーションで栽培された珈琲豆輸出に
依存したモノカルチャー経済は、植民地支配を象徴
する経済構造とされてきた。独立を果たした発展途
上国は輸入代替工業化政策を推進したが、その多く
は失敗に終わった。1980 年以降の珈琲豆価格の急
落は珈琲危機を引き起こし、珈琲産業に携わる多く
の人々の生活を困窮させた。フードシステム論は、
この南北問題の解決に向けた有効な施策を見出す
為、こうした国際分業体制を解明する研究を行って

きた 1。
　しかし、従来の研究は、珈琲豆を巡る国際分業体
制が、いかに多くの子ども達の犠牲の下に成り立っ
ているかを明確に論じてはいない。つまり、①珈琲
豆農園における児童労働が、一国全体の教育水準を
引き下げ、経済発展を阻害する資源の呪い、②珈琲
豆の既得権益を得る為の贈収賄が、経済発展を阻害
する政治的資源の呪い、③その既得権益を巡る暴動
をきっかけに、児童労働を子ども兵に転用させてし
まう資源紛争、④フェアトレードが児童労働を促し
てしまう可能性、を見過ごしているのである。これ
ら四点は、どのような相互依存関係にあるのだろう
か。本稿は珈琲豆輸出に依存した経済構造が、児童
労働を介在して、資源の呪いから資源紛争につなが
るというフードシステムを検討し、フェアトレード
が児童労働と貧困を削減する上で抱える問題点を明
らかにする。

II. 資源の呪いとは

1. 珈琲と児童労働
　ILO138 号条約の定義によると、児童労働とは、
就業最低年齢である 15 歳を下回る児童が成人と同
じように働く労働を指す。その原因としては、貧困、
教育水準の低い親の存在、地域社会の労働慣行など
が挙げられる。児童労働は、子ども達の人権や教育
を受ける権利を侵害するとして問題視されてきた。
発育途中の子ども達は、有害な労働環境から肉体的・
精神的負担を受けやすく、重い荷物の運搬などは身
体の歪みを通じて重い障害につながると指摘されて
いる。地域社会で社会的立場が低い女子は、同一労
働でありながら男子よりも低賃金であり、家事・学
校・労働の三重苦に陥り、性的虐待・搾取に遭いや
すいリスクにさらされている。児童労働により就学
機会を奪われた子ども達は、教育水準と所得水準の
低い大人となり、貧困などを理由として子ども達に
も児童労働を強いることで、「貧困の悪循環」が繰
り返されている（ILO 駐日事務所「児童労働」2）。
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　IPEC が行った児童労働に関する報告は、大半の
児童労働が発展途上国における農業部門で行われて
いることを示唆している。2012 年には 5 歳から 14
歳の児童労働が世界で約 1 億 4 千万人にものぼり、
地域別の内訳は、アジア・太平洋諸国が約 6400 万
人、サブサハラ・アフリカ諸国が約 5700 万人、ラ
テンアメリカ・カリブ海諸国が約 900 万人とされる。
5 歳から 14 歳の児童労働の性別も、男子が 50.7%、
女子が 49.3% とほぼ同数である。就業部門の内訳は、
58.6％が農業部門、32.3％がサービス業部門、7.2％
が工業部門である。雇用形態の内訳は、68.4％が無
給の家族労働、22.5％が有給の被雇用労働、8.1％が
自営業である。そして、資本あたり国民総所得が低
い国ほど、児童労働を強いられている子どもの比率
が高い傾向にある（IPEC，2013 3）。
　農業部門における児童労働では、長時間労働に加
え、機械作業や農薬散布を伴う為、子ども達の健康・
身体リスクが他の就業部門よりも深刻である。草刈
り機など成人労働者の使用を念頭においた農業機械
を、子ども達は訓練も受けずに使い、身体の切断事
故に巻き込まれている。また、重い荷物の運搬など
の立ち仕事、前屈み等の屈折した姿勢での反復作業
は、身体への負担が大きく、背骨や手足の変形を招
いている。炎天下でのこうした長時間労働が、成人
より体力の少ない子ども達の疲労を蓄積させ、不注
意による事故を引き起こしている。更に、農園では、
有毒な爬虫類や昆虫が徘徊し、疲労により体力が低
下した子ども達が接触した場合、命の危険にさらさ
れる。病害虫対策の為に農薬が散布されるが、農薬
にまみれた農園での農作業は子ども達の身体をむし
ばんでいる （ILO 駐日事務所「児童労働」4）。
　農業部門での就労は子ども達へ大きな負担を強い
るにもかかわらず、その児童労働需要は高い 5。な
ぜなら、除草・運搬・収穫等、熟練した技術を要し
ない単純な作業内容に加え、種蒔きと収穫の時期に
労働需要が集中し、雇用調整のしやすい季節性労働
者が求められるからである。繁忙期には通学を労働
に代替できる上、低賃金での雇用が可能な児童労働
は、雇用主が求める労働条件とも合致する。その上、
子ども達は大人に従順である為、過酷な労働環境で
も素直に働かせることが可能でもある 6。
　なぜ、子ども達は、過酷な労働環境の中、健康を
損ね教育を犠牲にしてまで働くのだろうか。発展途
上国では、貧困が原因で「生存消費水準」を下回る
消費水準に陥っている家計が多く、親の収入だけで
は家族の生存を維持するだけの十分な収入を得るこ
とができないためである 7。それ故、子ども達を働
かせることで、家計の生存を維持できるだけの収入

を何とか得ることができているのである。加えて、
子ども達が通学を労働に代替することで、教育費用
を食費に代替することもできる 8。生存が危ぶまれ
るような生活状況にある家計は、商品作物の中でも
珈琲豆生産に携わっていることが多い。珈琲豆生産
国の少なくとも 2500 万人は生活収入を珈琲豆に依
存しているが、生産単位が家族経営などの小規模生
産者が多数を占めている 9。
　この小規模生産者は、国際珈琲豆市況には脆弱で
ある。1998 年から 2003 年にかけての国際珈琲豆価
格の下落により、小規模生産者は生産コストよりも
低い生産者価格での売却を余儀なくされ、収入は減
少傾向にある 10。その上、珈琲豆生産は天候・気候
条件に左右されやすい為、その価格変動性はとても
高く、珈琲豆価格の短期的な急落を通じて、小規模
生産者の収入を減少させてしまう。こうした短期的・
長期的な収入の減少により、小規模生産者は生存消
費水準に追い込まれ、児童労働による収入に依存す
るようになるのである 11。

図 1. 児童労働と珈琲豆生産量（2001-2012 年）12

　珈琲豆農園での児童労働により就学機会を奪われ
た子ども達は、教育水準が低い為に高収入を得られ
る職業に就くことが困難である。成人後、両親と同
じ様に、児童労働に依存した貧しい生活を送ること
になり、貧困の連鎖が世代を超えて引き継がれてし
まう。こうした悪循環は「貧困の悪循環」と呼ばれ
ている。児童労働に関する経済学研究をサーベイし
た Edmonds and Pavcnik （2005，p210） は、 資 本
あたり GDP 水準の低い国ほど、10 〜 14 歳の子ど
も達の経済的活動率が高いことを指摘している 13。
図 1 は、児童労働水準が高い国ほど、珈琲豆生産量
が多いことを示唆している。図 1 と上述の議論は、
珈琲豆の生産と輸出に依存した経済構造をもつ国々
では、児童労働が原因で教育水準が低下し、長期的
に経済が衰退する可能性を示唆している。経済学で
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は、天然資源の輸出シェアが高い国ほど、一国全体
の GDP 水準や経済成長率が低い傾向にあるという
仮説を「資源の呪い」と呼び、研究を重ねてきた
14。児童労働に依存した珈琲豆生産体制は、発展途
上国の経済発展にどのような影響を及ぼすのだろう
か。

2. 珈琲と児童労働を介在した資源の呪い
　資源の呪いを分析する際には、対象となる天然資
源を再生可能資源と再生不可能資源に分類するが、
数年に渡り収穫可能な農産物である珈琲豆は、再生
可能資源とみなされている 15。資源の呪いに関する
先行研究を Frankel （2010）は、6 つのカテゴリー
に分類している。即ち、①プレビッシュ・シンガー
仮説、②オランダ病、③為替レート、④商品財価格
の変動性、⑤政治的腐敗、⑥国際紛争である。この
内、④が珈琲豆生産を通じた資源の呪い、⑤が珈琲
豆生産を通じた政治的資源の呪い、⑥が珈琲権益を
巡る資源紛争と深い関係をもつ。国際 NGO 団体は、
豊富な鉱物資源を巡る汚職が教育・医療機関への支
出を減らして子ども達の教育・健康水準を減少させ、
鉱物資源を巡る資源紛争が子ども達の死亡率を上昇
させているという現状を報告し、資源の呪いが発展
途上国で暮らす子ども達の生命を危機にさらしてい
ると警鐘を鳴らしている 16。しかしながら、先行研
究は資源の呪いと児童労働の関係を十分に議論して
いない。
　資源の呪いと児童労働の関係を考える上で有益な
のが、Gylfason （2001a,b）と Kruger （2007）であ
る 17。Gylfason （2001a）は、中等教育機関の就学率
が天然資源部門の労働者数と負の相関にあることを
示している。更に、Gylfason （2001b）は、公的教
育支出 / 国富の比率が低い国ほど、国富に占める天
然資源の比率が高いことを実証研究により発見し
た。Gylfason （2001a,b）は、豊富な天然資源が、一
国全体の人的資本をクランデイング・アウトするこ
とで、長期的に経済発展が停滞するという資源の
呪いが起きる可能性を示唆している。この主張に、
児童労働は介在していないのだろうか。Kruger 

（2007）は、ブラジル農村部に関する統計データを
用いた実証分析により、珈琲豆生産が主な収入源で
ある農村部では、国レベルでの珈琲豆生産価値の短
期的な上昇が、低・中所得者層の子ども達の労働時
間を増やし就学率の低下を招く一方、高所得者層の
子ども達にはそうした影響がないことを発見した。
そして、経済の好況時には珈琲豆農園における児童
労働需要が増加し、貧しい子ども達の教育時間が労
働時間に代替され、人的資本水準が低下する可能性

を示唆している。
　事例研究や実証研究が示唆している珈琲豆農園に
おける児童労働を介在した資源の呪いを、理論研究
は分析していないのだろうか。従来の理論研究は、
豊富な天然資源が人的資本の蓄積を通じて、経済発
展を促進もしく阻害するメカニズムを明らかにしつ
つある 18。しかし、先行研究は、家計が子ども達の
教育時間と労働時間を選択するという労働選択モデ
ルを分析してはいない。オーソドックスな経済モデ
ルで、この点に関する簡単な分析を行えば、以下の
結果が予想される。労働者が農産物を収穫するにつ
れ収穫できる農産物は減って労働者の限界生産性は
低下する為、労働需要が減少して賃金率は下落し、
労働者の労働供給量は減少する。この経路は教育の
機会費用低下を意味している。それ故、子ども達の
労働時間が教育時間に代替され、人的資本水準の上
昇を通じて、経済成長率が増加すると考えられる。
　対照的に、Hamaguchi and Sugawara （2017）は、
農産物などの再生可能資源が、資源財部門の労働生
産性へ与える外部性効果を通じて、教育の機会費用
に影響を及ぼすことに着目した 19。天候・気候条件
などの外生的な要因により、農産物が次々と実って
たくさん収穫できる地域では、労働者が農産物を収
穫しても、収穫可能な農産物はあまり減らない。労
働者の限界生産性は、次々に実る農産物により、減
るどころか増えてしまう。これは農園での労働力不
足を引き起こし、労働需要の増加を通じて賃金率が
上昇し、労働供給の増加を促すことになる。児童労
働が行われている場合、この賃金率の上昇は、子ど
も達にとって教育の機会費用が増加することを含意
する。なぜなら、学校での勉強と引き換えに、働く
ことで得られる高収入を諦めなければならないから
である。こうした時、親の収入だけでは生存消費水
準を維持できない家計は、通学している子ども達を
働かせるという選択をする。子ども達が教育時間を
労働時間に代替することで、家計は生存消費水準を
上回ることができる一方、教育時間の減少は、子ど
も達が成人した際の教育水準を引き下げてしまう。
つまり、長期的には人的資本水準の低下を招いてし
まうのである。こうした経路を通じて、農産物など
の再生可能資源が豊富な場合、児童労働の増加によ
り経済発展が阻害される可能性を、彼らは示した。
　このようにして、珈琲豆農園における児童労働を
介在した資源の呪いが、先行研究によって、着実に
解明されているが、なぜ、発展途上国で、これほど
までに珈琲豆生産が広まり、現在の国際的な生産体
制が形成されたのだろうか。
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3. 珈琲豆の伝播とその末路 20

　エチオピアで自生していたアラビカ種は 9 世紀頃
に発見され、ムスリムの巡礼者や貿易商人を通じて
アラビア半島に伝わり、オスマン帝国などイスラム
世界に普及した。やがて、オスマン帝国と交易のあっ
たヴェネツィアへ珈琲飲用文化は伝播し、欧米社会
に急速に広まった。高まる珈琲豆需要に対し、イエ
メンが当時唯一の珈琲豆供給地であったが、大規模
な生産は行われていなかった。このイエメン産珈琲
豆の中継貿易を担っていたオランダ商人が、珈琲豆
需要に目をつけ、オランダ東インド会社と協力し、
植民地であったスリランカのセイロンやインドネシ
アのジャワで、17 世紀頃に珈琲豆生産を開始する
ことで、労働条件は一変した（小澤，2010，19-34 頁；
マーク・ペンダーグラスト，2002，26-50 頁）。
　セイロンやジャワでは強制栽培制度が採用され
た。村の首長といった現地支配層と共謀したオラン
ダ東インド会社は、珈琲豆の栽培・転作を強制し、
現地民が生産した珈琲豆を安く買い叩く一方、輸出
先の欧米諸国では高値で売りさばいて莫大な富をオ
ランダにもたらした 21。この珈琲プランテーション
は、18 世頃にフランス・スペインを通じ、カリブ
海諸国から中南米の植民地へと広まり、20 世紀初
頭にはドイツ等を通じ、ルワンダ等のアフリカ諸国
でも生産が開始された 22。植民地支配がもたらした
プランテーション栽培は、植民地支配からの独立後、
珈琲豆生産国に新たな軋轢を生み出す要因となり、
政治的資源の呪いや資源紛争へとつながってしまっ
た。
　ブラジルの珈琲豆生産は政府主体で進められ、広
大な土地を焼畑農業で開墾し、不足する労働力を奴
隷貿易で賄い、購入した黒人奴隷を酷使することで、
安価な珈琲豆を大量に生産した。世界各国で奴隷解
放が進み、黒人奴隷の入手が困難になると奴隷間の
結婚を認め、奴隷の子どもを生産に使役するとい
う労働力の再生産を通じて労働力を補った 23。1888
年に奴隷制は廃止されたが、奴隷への財産分与や土
地分配がなかった為、厳しい労働環境でプランテー
ションに雇用される小作農が急増した 24。その一方
で、奴隷制廃止による労働力不足に悩むブラジルは、
イタリアを中心とする欧州移民を大量に受け入れた
が、中には農地獲得に成功する者もいた 25。こうし
て、小作農と自作農の分離が進み始めていた。
　珈琲豆生産による莫大な利益を求め外国企業が進
出し、ブラジルの珈琲豆生産は徐々に外国企業への
依存度を高め、珈琲豆生産により利益を得る大農園
主などのコノネル層と搾取される小作農などのコロ
ノ層が徐々に形成され、両者の所得格差は拡大する

一方であった。こうした中、珈琲豆生産・輸出業で
利益を上げた珈琲大農園主の政治的影響は増してい
き、生産地と輸出港を結ぶ河川や道路といった交通
インフラの整備など珈琲豆生産・輸出業を優遇する
政策・税制が実行され、コロノ層への所得再分配政
策は後回しにされた。こうした結果、両者の政治的
対立は激しさを増していった（小澤，2010，82-85 頁）。
　ブラジルと対照的なコスタリカの珈琲豆生産は、
当初、政府主体で進められたが、国土は狭い上に急
峻であり、珈琲豆生産に適した土地が不足していた。
その為、農地を開墾する農家に土地所有権を認めた
が、労働力は主に家族労働に依存していた。珈琲豆
増産政策にあたって財政難に苦しむサンホセ市は、
未開墾地や共有地を小区画に分けてコーヒーノキの
苗と共に住民に分配し、零細ながらも多数の自作農
を生み出した。もともと奴隷制が定着せず、人の移
動を阻む高低差の大きいコスタリカでは、移動性・
季節性労働者はわずかしか存在しなかった。それ故、
自作農の多くは兼業農家であり、農閑期には職人な
どの仕事をする一方、農繁期には家族総出で農業に
勤しんだ。自作農は少量の高品質な珈琲豆を生産し
たが、その生産構造は児童労働を含む家族労働に依
存していた。一部の富裕層は珈琲豆の付加価値を飛
躍的に高める精製業に投資し、その独占を図った。
精製業者は独占利潤を背景にして政治的影響力を強
め、自作農ら貧困層と対立した。珈琲豆権益を後ろ
盾にした政府は、不正選挙などの政治腐敗を招き、
都市中間層の不満がデモ・ストライキへと拡大し、
政治の不安定化を招いた（小澤，2010，124-150 頁）。
　珈琲権益を巡る政治的対立が長期的な内戦を生み
出したのがコロンビアである。独立直後から、新興
ブルジョワ、職人、小農からなる自由党と、教会、
地主、旧貴族からなる保守党が激しい政治対立を繰
り広げてきた。コロンビア北東部や西部の珈琲豆生
産地では、中小農地を所有する兼業農家や労働者と
雇用契約を結び企業家的な大規模農園主が多い一方
で、中部では大規模農園で酷使される元先住民の半
奴隷的な農民が多かった。珈琲豆生産を支えたのは
借地農や分益小作人などの小農であるが、借地農は
収穫期には子ども達も働く家族労働に依存してい
た。珈琲豆の栽培・輸送・販売を束ねる珈琲独占企
業が形成され外資への依存が高まる中、珈琲豆価格
が急落し、農家の困窮を招いた。富裕層と貧困層と
の経済対立が深まる中、累進課税制度の導入や小農
達への土地再分配等の政治改革は頓挫し、寄生地主
による封建的な社会構造への批判運動はボゴダ暴動
を招いた。自由党と保守党による国民戦線が進めた
農地改革も大土地所有制を崩せなかった。その為、
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困窮していた小農は土地の再分配を求めてゲリラ集
団を形成し、自衛地区と称した区域を武力支配した。
珈琲豆価格の下落に悩む農家も、珈琲豆よりも高値
で売れるコカノキに転作したり、進んでゲリラ兵に
志願するようになった。その結果、ゲリラ軍と政府
軍によるコロンビア内戦が 2016 年の和平合意まで
続くことになった（小澤，2010，163-201 頁）。

III. 政治的資源の呪い

1. 政治的資源の呪いとしての珈琲
　資源の呪いの例外として、ノルウェー、アメリカ、
ボツワナなどがある。これらの国々は、石油などの
天然資源が豊富にあるにもかかわらず、資本あたり
GDP 水準が高い。この逆説に答える仮説が、「政治
的資源の呪い」である。つまり、天然資源が豊富な
時、成熟した政治制度が存在していれば、天然資源
は経済発展に生かされるが、政治制度が未成熟であ
る時、豊富な天然資源はかえって経済発展を阻害し
てしまうという仮説である 26。
　Bhattacharyya and Holder（2009）は、世界各国
を対象とした分析で汚職指数と天然資源は負の相関
にあるが、分析対象国を民主主義国と非民主主義国
に分けて分析すると、民主主義国では正の相関であ
る一方、非民主主義国では負の相関であることを発
見している 27。成熟した政治制度の下では、資源収
入を政治家や役人が横領することが少ない。その為、
資源収入を教育やインフラ整備に充てることで、経
済発展を促すことができる。しかし、非民主主義国
では、成熟した政治制度が欠けている為に、資源収
入を既得権益として横領してしまう。こうした政治
腐敗は国民の政治不信を招くものだが、資源収入の
一部を所得再分配や減税などに用いることで国民の
不満を緩和し、政治体制の維持を図っている。独裁
国家や権威主義国家では、既得権益を守る為に行わ
る放漫財政が教育支出や公共投資を減少させ、経済
発展を停滞させている。

図 2. 汚職水準と珈琲豆生産量（2001-2008 年）28

　この政治的資源の呪いは珈琲豆にもよく当てはま
る。なぜなら、植民地支配や独立直後に確立された
珈琲豆生産構造が引き継がれ、既得権益と化す事例
が多いからである。図 2 は珈琲豆生産量と汚職の程
度を示す CPI 指標をプロットしたものだが、珈琲
豆生産量が多い国ほど汚職水準が高い傾向にある。
その上、珈琲豆等のプランテーション作物は、未成
熟な政治制度を通じて経済成長率の低下をもたらす
と指摘されている 29。図 1 と図 2 を照らし合わせる
と、資源の呪いに陥っている国ほど汚職水準が高い。
では、この政治的資源の呪いは児童労働とどのよう
な関係にあるのだろうか。

2. 政治腐敗と児童労働
　図 3 は児童労働と CPI 指標を、図 4 は児童労働
と私的所有権制度の程度を示す CPIA 指標をプロッ
トしたものであるが、児童労働水準が高い国ほど、
汚職水準が高く私的所有権制度が低い傾向にある。
この結果を図 1-2 と照らし合わせると、珈琲豆生産
量が多く、私的所有権制度が未発達な国では汚職水
準が高く、児童労働への依存度も高いと言える。

図 3.　児童労働と汚職水準（2001-2008 年）32
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図 4.　児童労働と珈琲豆生産量（2001-2012 年）33

　図 1-4 の結果は、ブラジルのケースによく当ては
まる。植民地時代から続く大土地所有制が維持され、
富裕な農園主と土地を持たない小作農の所得格差は
広がる一方であった。資産を蓄えた大農園主達は、
生産・輸出業の独占を図り、その独占利潤を目当て
に外資が流入した。彼らは、政府高官への贈収賄を
通じ、珈琲豆生産者に有利な政策を要求し、利益誘
導政治が展開された。加えて、珈琲豆の輸出枠割当
を巡る汚職も絶えなかった。国際珈琲豆価格の安定
化を目的とした国際珈琲機関（ICA）は、各生産国
に珈琲豆輸出枠を割り当てていた。割り当てられた
珈琲豆輸出枠の下、各国のコーヒーボードは、公定
価格で生産者から生豆を買上げ、加工・輸出してい
たが、汚職やレントシーキングが横行した。高騰す
る輸出価格よりも公定価格が低く設定され、その収
益は、珈琲豆生産農家に還元されなかった 30。その
上、珈琲豆輸出税収の一部が、政府や役人にリベー
トとして還流していたのである 31。
　一般的に、珈琲豆農園主や珈琲産業への課税で得
られる珈琲豆輸出税収は所得再分配政策の財源と
なっており、小作農や日雇い農民の所得を増やし、
貧困率の削減に寄与する効果をもつ 34。それ故、汚
職やレントシーキングによる所得再分配政策の停滞
は、所得格差を拡大していたのである 35。こうした
中、珈琲豆価格の暴落は生産農家の収入を激減させ
た。生計が維持できない農家は、就学児童を児童労
働へと代替せざるをえなくなった 36。その為、富裕
層と貧困層の政治的対立が激しくなり、政治が不安
定化したのである。所得格差が拡大していたブラジ
ルでは、焼畑農業で農園を拡大した為、広大な土地
が次から次にやせていき、「貧困と環境の悪循環」
が繰り返された。
　では、私的所有権制度の普及が望ましいのか。そ
の点に疑問を呈するのがBbalotra and Heady（2003）

と Basu, Das, and Dutta（2010）であり、広い農地
を持つ農家ほど、児童労働の依存度が高いという「資
産パラドックス」を指摘している 37。広い農地を所
有していても、労働市場が不完全である場合、必要
な労働者を雇うことができず、家族労働で補うから
である。険しい地理により生産地が分断されたコス
タリカでは、元々少ない季節性労働者の労働移動が
活発ではなく、生産地内での家族労働に依存してい
た。その為、自作農が主流であるものの、児童労働
が数多く見られたのである。
　資源輸出国における汚職や不完全な私的所有権制
度は経済発展の足かせとなる。天然資源の輸出に関
わるレントシーキングは経済成長率を低下させるが
38、その程度は民主主義の成熟度に左右されると考
えられる。民主主義的な政治制度が未成熟な資源国
では、天然資源に関わる汚職が増加するからである
39。そして、天然資源が経済発展を促進するのか阻
害するのかは教育水準と政治参加の程度に依存し、
天然資源に対する汚職活動が教育支出を減少させ
て、経済成長率の低下を招くと言われる 40。
　しかしながら、従来の研究は児童労働との関連を
考察してはいない。今までの議論を踏まえると、国
際珈琲豆価格の急落による収入減少を緩和していた
所得再分配が汚職により減少することで、最低消費
水準以下に陥る家計が増加し、児童労働に依存する
家計が増加すると考えられる。更に、珈琲豆生産に
関わるレントシーキングや汚職が珈琲豆税収の減少
を招いて公的教育支出を低下させて、児童労働を誘
発することで人的資本が減少し、結果的に、経済の
衰退を招く可能性が考えられる。この場合、政治制
度の透明性が高まることで、政治的資源の呪いを回
避できるかもしれない。Kolstad and Wiig（2009）は、
資源国における政治制度の透明性が汚職を減少させ
ると指摘している 41。政治制度の透明性が高まれば、
汚職やレントシーキングが減少して財政状況が改善
され、政治的資源の呪いが回避される可能性がある。
しかし、どのような政治改革が実行されるかによっ
て、その帰結は大きく異なる。
　珈琲豆を含む資源輸出国で国有企業や政府高官に
よる汚職やレントシーキングが頻発する中、世界銀
行と IMF により推進された構造改革プログラムは
市場競争を通じた効率化を図る為に資源国内の流通
自由化を進めた。しかし、改革が成功する国が存在
する一方で失敗に終る国も多く、その不公正な所得
分配を巡り、ますます政治的混迷が深まる国も生ま
れた（Akiyama et al.，2003 42）。
　豊富な天然資源を経済発展につなげる為に必要な
政治制度を明らかにする分析が求められている。な
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ぜなら、所得再分配政策を通じて所得格差を緩和す
べき政治が、汚職などにより機能不全に陥れば、内
戦を誘発するからである。児童労働を介在した政治
的資源の呪いが重要なのは、天然資源を巡る政治対
立が更に悪化して政治的資源の呪いが資源紛争へ陥
ると、児童労働は子ども兵へと変質するからである。

IV. 資源戦争

　従来、紛争の原因は人種差別とされてきたが、最
近では経済的動機も重視されるようになってきた。
資源紛争とは、天然資源がもたらす利益を、政府や
反政府軍等が武力を通じて奪い合う紛争である 43。
内戦を経験した珈琲豆主要生産国は多く 44、珈琲豆
権益を巡る政治的対立を資源紛争の原因と捉える分
析が増えてきた 45。その一例がルワンダである。
1. 資源紛争とルワンダ
　ドイツ本国（後にベルギー）は、農民であるフツ
族と牧畜民であるツチ族から構成されるルワンダを
植民地支配する際、既存の統治機構を利用する間接
統治を採用した。植民地政府はツチ族に現地支配を
委ね、現地での道路敷設などを課す代わりに徴税権
を認めていた。その為、二部族間の社会的軋轢が増
していた。独立後、権力を握り独裁制を築いていた
ハビャリマナ大統領は、珈琲主導による経済開発を
実行する。コーヒーノキを植樹する農家に補助金を
配り、珈琲への転作を奨励したのである。当時は国
際珈琲豆価格が高騰していたので、珈琲豆輸出によ
る政府収入はかなりの額に上った。珈琲豆生産農家
の収入は高い上に安定しており、政府も公共サー
ビスを充実させ、経済は順調であった（Verwimp，
2003 46）。
　1986 年まで国際珈琲豆価格は高水準で推移し、
国際珈琲豆価格から生産者価格を差し引いた中間
マージンは十分にあったが、1987 年以降、珈琲豆
輸出割当制度の廃止に伴い、国際珈琲豆価格の下落
が始まり、中間マージンはほぼ消失した。珈琲豆収
益の分配シェアを見ると、政府機関シェアはほぼ一
定であり生産者シェアが高まる一方、流通・輸出業
者シェアは減少傾向にあり、収益格差は拡大する一
方であった。この収益格差に加え、珈琲豆の国内取
引価格の安定化を目指していた政府機関が、珈琲豆
輸出税収からレントを得ていたことも、国民の不満
を高めてしまった。珈琲豆国際価格の下落に伴う珈
琲豆輸出税収の減少は交通や教育などの社会サービ
スの低下を招き、国民の生活を逼迫させたが、珈琲
豆輸出税収の減少による財政悪化に悩む政府は所
得格差を緩和する再分配政策を実行できなかった

（Verwimp，2003，pp170-174）。
　政府への不満は、新政府派と反政府派の対立から
民族対立の様相を帯び、富裕層と貧困層の政治闘争
が暴動へと拡大してゆき、資源紛争が勃発し、つい
には 1994 年のルワンダ大虐殺へと至ったのである。
こうした資源紛争が人道的観点からも深刻な問題で
あるのは、単に多くの犠牲者を出すだけでなく、紛
争に巻き込まれた子ども達が兵士として利用される
からである。

2. 子ども兵とは
　資源紛争の犠牲となるのが子ども達である。資源
紛争の最中、ゲリラ軍に誘拐された子ども達は、日
常的な暴力にさらされながら兵士としての訓練を受
け、子ども兵として戦場に駆り出される。子ども兵
の肉体的・精神的苦痛は甚大である。子ども達の従
軍意識を高める為、襲撃した村で捕らえた親や親族
の殺害が命じられ、コカイン等の麻薬投薬で中毒状
態にして戦闘意欲を高めてもいる。更には、殺人行
為への罪悪感を拭う為に、殺害された兵士や家族の
人食いや血の飲用などの蛮行が行われている。子ど
も兵の任務は様々であり、戦闘行為を行うこともあ
るが、主に料理係や見張り役などの単純な任務に就
く傾向にある。司令官の身辺警護にもあたるが、子
ども兵が女子である場合、性的対象とみなされて性
的搾取を受け、男子の子ども兵も、戦闘での負傷に
より、片足・片腕の喪失など肉体的損傷を被ってい
る。現在、世界で確認されている子ども兵の数は推
計30万人に上る（レイチェル・ブレット, マーガレッ
ト・マカリン，2009 年 47）。
　子ども兵は和平調停後の復興期にも深刻な陰を落
とす。性的搾取や戦闘行為による肉体損傷が、労働
生産性を著しく低下させ、就労機会が奪われてしま
うのである 48。更に、紛争による教育機関の閉鎖に
より、十分な教育を受けていないことも、就労機会
を奪う要因となっている 49。紛争後、社会復帰を果
たそうと教育や就労訓練を受ける際に壁となるの
が、性的搾取や肉体損傷、殺人行為などによる著し
い精神的トラウマである。子ども兵を経験した子ど
も達は、他の子どもに比べて暴力的で怠惰な傾向に
あり、日常生活が送れない状態に陥っている 50。
　元子ども兵の社会復帰には手厚いサポートが必要
であるが、それを妨げるのが元子ども兵への社会的
偏見や差別である。ゲリラ軍の襲撃を受け、家族や
親類を殺害され、村を焼かれた村民は、元ゲリラ軍
関係者に激しい憎悪を抱いている 51。そこに、積年
の民族差別感情が加わることで、和平後も敵対心が
解けないのである。こうして、社会復帰を果たせな



大阪成蹊大学紀要　マネジメント学部篇　第 4 号

— 120 —

い元子ども兵と被害を受けた村民の対立が和平期に
解消されない時、再び、紛争が勃発するのである
52。
　こうした悲惨な結末を回避する一助となるのが教
育である。教育機関への就学は、識字率の向上や異
文化理解などを通じ、就業時の生産性向上だけでな
く、対立民族への敵対心を和らげると言われる 53。
その一方で、紛争地域での教育は紛争を悪化させる
リスクをはらむ。反政府派の教育機関では、政府等
の敵対勢力へのプロパバンガが行われ、子ども達の
敵対心が助長されている 54。その上、技術教育を通
じ工具等の扱いに慣れることは、武器等の扱いを容
易にする 55。更に、特定の民族に偏った公教育や教
師 - 生徒間が対立民族である場合、対立の火種とな
る可能性がある 56。その為、紛争地域での教育は、
適切な制度設計の下に実施されなければ、子ども達
の社会復帰を促すものではなく、戦闘行為を助長す
るものに悪用される危険性がある。

3. 資源紛争と子ども兵 
　政治的資源の呪いから資源紛争への凋落は、児童
労働にどのような影響を与えるのだろうか。紛争地
域では、誘拐により従軍を強制される子ども達が存
在する一方で、生計を維持する目的で自発的に従軍
する子ども達が存在する。生存消費水準以下の収入
しか得られない家庭の子ども達は、ゲリラ兵に入隊
して賃金収入を得ることで生計を維持しようとして
いる 57。また、貧困が原因で就学できずに中途退学
を余儀なくされる子ども達や卒業後に就職の見込み
がない子ども達は、学校に代わる居場所として従軍
を選択している 58。それだけでなく、家庭内での性
的虐待や暴力等から逃れる為に、ゲリラ軍に参加す
る子ども達もいる 59。
　経済・家庭事情から従軍を志願する子ども達が存
在する中、コロンビアでは国際珈琲豆価格の下落が
ゲリラ活動を促したと言われる。なぜなら、価格下
落は珈琲豆農園での賃金収入を下落させ、ゲリラ軍
入隊による略奪行為の機会費用を減少させるからで
ある 60。コロンビアのゲリラ活動は違法薬物取引に
より支えられているが、紛争のリスクが高まる中、
違法薬物の栽培機会が生まれると、珈琲豆生産農家
はコカノハ等の違法薬物への転作を選択する傾向に
ある 61。そして、コカノハ栽培が活発な地方ほど、
その栽培に児童労働が利用され、違法薬物の収益を
巡るレントシーキングや暴力行為が頻発している
62。理論研究も国際価格の急落が従軍行動を誘発す
ると指摘している 63。
　このように、国際珈琲豆価格の下落が、珈琲豆農

家の収入を最低消費水準以下に押しやることで、違
法薬物の転作を通じ児童労働が増加し、その収益を
巡る略奪行為が子ども兵の増加を招いていると考え
られる。しかし、先行研究は珈琲豆生産国における
資源紛争が児童労働を子ども兵へと駆り立てている
事実を突き止めつつあるが、その相互依存関係まで
は分析できておらず、今後の研究が待たれている。
植民地支配が遺した珈琲豆生産体制が現代の珈琲紛
争をもたらし、児童労働を子ども兵に駆り立ててい
るが、その遠因が現代の国際珈琲豆流通体制である。

V. 国際需給構造

1. 珈琲豆の国際流通経路
　珈琲豆主要生産国が赤道近くの発展途上国に集中
しているのは、コーヒーノキの生育に適した気候を
供えているからである。それ故、コーヒーベルトと
呼ばれている。2007 年から 2011 年の国別珈琲豆生
産量は、ブラジル（34％）、コロンビア（7％）、ウ
ガンダ（2.3％）等である 64。主要な珈琲豆消費国は、
アメリカ（23％）、ドイツ（9.8％）、日本（7.8％）、
イギリス（3.3％）等であり、先進諸国が占めてい
る 65。珈琲豆の需給構造は、南北格差問題をそのま
ま反映している。
　珈琲豆の主要品種はモカ種・アラビカ種・ロブス
タ種の 3 種類である。高級品種であるモカ種とアラ
ビカ種は高値で取引されるが、日照りや大雨などの
気象条件や病害虫に弱く、手摘み等の丁寧な栽培が
必要とされる一方、アラビカ種に比べ味が劣るロブ
スタ種はこうした悪条件に強く機械収穫されている
66。
　珈琲豆農園での主な農作業は植樹・除草・収穫な
どの労働集約的な作業である。珈琲豆農家が収穫し
た生豆は中間業者に売却されてから精製場に運ば
れ、天日乾燥や水洗作業を通じて、果肉が除去さ
れ、輸出用の珈琲豆に加工される 67。輸出用珈琲豆
は、国内の輸出業者によって、国際商品市場である
ニューヨーク取引所やロンドン取引所等での取引を
通じ、国際貿易商社に売却され、消費国の焙煎業者
に売り渡される。消費国で焙煎された珈琲豆は、小
売業者に売却され、消費者が店頭で購入する。フェ
アトレード等のように、生産国で協同組合を設立し
て輸出用珈琲豆に一括加工し、国際貿易業者や小売
業者に直売するケースもある。
　世界全体で 40％もの珈琲豆を国際的に取引して
いるのが、ニューマン・カフェ・グルッペ AG、ボ
ルカフェ・ホールディングス、エコム・アグロイン
デスティアル・コーポレーションズ、ドゥレイフス
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の四大珈琲企業である。そして、インスタント珈琲
とレギュラー珈琲の世界シェア 45％近くを占める
のが、ネスレ SA、クラフト・フーズ株式会社、プ
ロクター・アンド・ギャンブル（P&G）、サラ・リー・
コーポレーション、チボー・コーヒー・インターナ
ショナルの五大焙煎企業である。寡占状態にある国
際珈琲豆市場において、珈琲多国籍企業は、1998
年には欧州焙煎珈琲市場で 58.4% もの市場集中度を
維持していた 68。

2. 珈琲豆生産の搾取構造
　チボーを除く四大焙煎企業が 2001 年に得た利益
が約 171 億ドルにも上る一方で 69、零細農家が受け
取った収入は最終小売販売価格の僅か 7-10% にし
か過ぎない 70。なぜ、珈琲豆農園の労働者や零細農
家は、僅かな収入しか得られないのだろうか。それ
は、①労働集約的生産工程での低い付加価値、②国
際珈琲豆価格の高い変動性、③珈琲多国籍企業の独
占力、④汚職、⑤輸出枠割当レント、に由来する。
　珈琲豆の品質は、豆の品種・精製・焙煎の 3 項目
に左右されるが、品質はほぼ焙煎で決まる 71。焙煎
工程に関わる生産者は高い利益を得ることができる
が、焙煎と同時に品質は急速に劣化する上、大型の
焙煎機は高額である。その為、高い独占力を背景に、
消費国で資本集約的な焙煎作業を行える五大焙煎企
業が利潤を得るのである。それに対して、零細農家
は、利益を生み出す焙煎工程を担えない。精製され
た生豆は長期輸送中にも品質はそれほど低下しない
が、焙煎された豆は輸送中に品質が悪化して商品価
値が損なわれるからである。最終小売販売価格に占
める各生産業者のシェアは、焙煎業（29%）、小売
業（22%）、加工業（21%）、輸出入業（16%）、農業

（10%）、保険・運送業（2%）であり 72、生産者数が
圧倒的に多い農業のシュアは、生産者数の少ない焙
煎業・加工業のシェアの約 1/5 に過ぎない。生産業
者別のシェアは、珈琲豆生産に伴う所得格差を物
語っている。
　その上、収入が低く貯蓄などの資産がない零細農
家は国際珈琲豆価格が暴落した際に、生計の危機に
立たされる。一方、珈琲多国籍企業は高い資金力と
情報収集力を駆使し、価格変動が激しい国際珈琲豆
市場において、リスクヘッジが可能である。植樹か
ら収穫可能な状態に成長するまで約 5 年かかるコー
ヒーノキは、気象条件により未収穫のまま枯れる可
能性もあり、生産リスクが高い投資財の側面があ
る。この不確実性による損失も零細農家が負担して
いる。
　こうした不確実性から零細農家を守る為に、珈琲

豆輸出税収は零細農家への再分配政策に利用されて
いる。しかし、その珈琲豆輸出税収も官僚や政治家
の汚職やレントシーキングで減少している。更に、
国際珈琲協定が機能していた時代には、国内の中間
業者や輸出入業者は輸出枠の割当てを通じたレント
で私腹を肥やし、農地拡大や加工業参入などの投資
を行うことができた。現代の珈琲豆流通体制下では、
こうした要因が重なり、零細農家の収入が生存消費
水準を下回り、児童労働が増えているのである。

3. フェアトレード
　珈琲多国籍企業が莫大な利益を上げる一方で、発
展途上国の零細農家は児童労働に依存しなければ生
計を維持できない状況に追い込まれている。こうし
た国際珈琲豆市場での不公正な貿易を正す目的で、
近年フェアトレードが広まりつつある 73。
　フェアトレードの導入は、零細農家の所得水準の
向上と取引価格上昇を促すと共に、減農薬の導入な
ど環境に優しい取り組みをもたらしている。この所
得水準向上により所得の不平等が縮小することで、
児童労働が減少し、子ども達の就学率が向上してい
る。しかし、フェアトレードが労働市場と人的資本
に与える影響は未だ明確ではない。なぜなら、収入
が増加することで、手続きや品質管理が厳しいなど
手間のかかるフェアトレードから離脱する零細農家
が現れるからである。家族労働に依存している零細
農家では、フェアトレードに参加することでかえっ
て児童労働を伴う家族労働の増加を招く可能性があ
る。フェアトレード対象外農産物から対象農作物へ
の転作ではなく、その両方を栽培し労働力が不足す
るからである（Dammert and Mohan，2015 74）。
　Kruger （2007）は、先進国に輸出されるフェア
トレード対象珈琲豆の生産が、かえって、ブラジ
ル国内の児童労働を増加させていると指摘してい
る。なぜなら、珈琲豆需要の増加により、労働力不
足が起きるからである。フェアトレード対象珈琲豆
を生産する農園では児童労働の雇用は禁止されてい
るが、先進国向けのフェアトレード対象珈琲豆は成
人労働者のみで生産し、ブラジル国内向けの低品質
珈琲豆を生産する際に、児童労働が行われているの
である。Baland and Duprez（2009）は、フェアト
レード商品の導入が、先進国に輸出されるフェアト
レード商品を生産する企業から、賃金率が低いなど
劣悪な労働環境の下で国内消費される商品を生産す
る企業へと、児童労働を代替させるという配置効果
を発見している 75。また、Davies（2005）は、人件
費のかかる成人労働者を雇って先進国向けのフェア
トレード商品を生産する企業は、児童労働を雇って
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低賃金で国内消費される商品を生産する企業に比べ
て、生産コストが高くなり、国内向け企業との価格
競争に敗れることを事前予想し、フェアトレード商
品を生産しない為、フェアトレード商品が児童労働
の削減につながらないことを発見している 76。多く
の理論研究も、フェアトレードが児童労働を削減す
る効果に懐疑的である 77。
　では、フェアトレードは児童労働の削減に寄与し
ないのだろうか。今まで見てきたように、所得再分
配政策には、国際珈琲豆価格の急落により最低消費
水準に陥る家計の増加を抑え、児童労働の増加を抑
制する効果があるが、汚職やレントシーキングによ
り、その政策効果は低下している。それに対して、
生計を維持する為に必要な取引価格を保障するフェ
アトレードは、国際珈琲豆価格の急落による収入減
少を緩和することで、最低消費水準に陥る家計の増
加と所得格差の拡大を防ぎ、児童労働を抑制する効
果があると考えられる。所得再分配政策の代替的な
手段になりうる可能性を秘めたフェアトレードに
は、貧困削減を通じて所得格差による経済的・政治
的対立を緩和し、経済的動機に基づいた従軍意欲を
阻害することで、政治的資源の呪いと資源紛争の発
生を抑制する可能性がある。
　しかし、フェアトレードと児童労働の関係に関す
る研究は始まったばかりであり、広範な論点を分析
しているわけではない。加えて、児童労働は、そも
そも違法活動を研究対象とするため、統計データの
収集が難しく、精度の高い統計データに基づいた分
析が困難である。フェアトレードの有効性を判断す
るだけの研究成果や事例報告が十分に蓄積されてい
ないのが現状である。それ故、導入され始めたばか
りのフェアトレードの改善を図りつつ、フェアト
レードが貧困削減を通じて児童労働や子ども兵を減
少させる効果を明らかにする研究が必要とされてい
る。

VI. おわりに

　本論文は、児童労働と子ども兵が資源の呪い・政
治的資源の呪い・資源紛争とどのような関係を持つ
のかを、カフェフードシステムの観点から論じ、そ
の解決策として注目されるフェアトレードの問題点
を概略的に論じた。この論考を通じて、フェアトレー
ドによる貧困削減は、単に貧困層の経済環境の改善
だけではなく、政治腐敗や資源紛争の緩和に寄与す
る可能性を示唆した。しかしながら、カフェフード
システムを論じる一方で、各論点の相互依存関係を
明らかにはしていない。今後、各論点の分析を精緻

に行うことで、このフードシステムのメカニズムを
解明していくことが今後の課題である。
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Child Labour in the Coffee Market
Natural Resource Curse and Fair Trade Challenge

【Abstract】 
This article presents the coffee food system as an international distribution system for coffee which 
uses child labour on coffee farms, corruption and rent-seeking for coffee interests, and child soldiers 
in resource wars over coffee interests. The article highlights the resource curse that a decrease in 
education level caused child labour inhibits economic development in monoculture economies dependent 
on coffee exports. We also present the political resource curse that political corruption via bribery for 
coffee interests increase income inequality between poor farmers and rich planters, and thus inhibits 
economic development. A plunge in international coffee prices causes political dysfunction in that 
income inequality changes coffee from a political resource curse to a resource war. This increases the 
number of child soldiers. Fair trade has a positive effect on child labour, and it may help avoid resource 
war. This is because poverty reduction via fair trade decreases income inequality, and thus may reduce 
voluntary military based increase on economic motivation.
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Child labour; Political Resource Curse; Resource War; Child Soldier; Fair Trade.

HAMAGUCHI Yoshihiro ＊


	2018-01 114.pdf
	バインダー1.pdf
	2018-01 115
	2018-01 116
	2018-01 117
	2018-01 118
	2018-01 119
	2018-01 120
	2018-01 121
	2018-01 122
	2018-01 123
	2018-01 124
	2018-01 125
	2018-01 126


