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世界で1億5,200万人の
子どもたちが児童労働で
就学チャンスを失っている

　ILO（国際労働機関）と国際人
権団体のウォーク・フリー財団が
IOM（国際移住機関）と協力して
作成した報告書「現代奴隷制の世
界推計：強制動労と強制婚姻」で
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知らずに「奴隷労働の手先」になってはいないか

知っておくべき
“サプライチェーンのいま”〈後篇〉

明らかにしている数字では、2016
年現在、世界全体で4,000万人以上
が現代奴隷制の被害者だという。
うち約2,500万人が強制労働、約
1,500万人が強制結婚の被害者と
なっている。女性・少女は被害者
全体の71％を占めている。
　現代奴隷制の被害は女性や少女
などの弱者に集まる。

　弱者という点において最も犠牲に
なりやすいのは子どもたちである。
　ILOの2017年の推計によれば、
2016年時点で、世界の５〜17歳の
うちの１億5,200万人が児童労働従
事者となっている。これは世界の
子ども10人に１人が従事している
ということになる。さらにうち半
分の約7,300万人が危険有害労働に

子どもたちを守ることは、自分と未来を守ること

　奴隷として労働を担っている人たちが、この同じ地球に4,000万人以上いる
と前編で述べたが、さらに驚くのは、１億5,200万人の子どもたちが本来受け
られるべき教育を受けられずに強制労働をさせられているという事実だ。長く複
雑化したサプライチェーンがその実態を隠している。それだけではない。長く複
雑化するサプライチェーンは、水問題や森林破壊、温暖化、貧困など他のさま
ざまな問題の主因、遠因となっている。大きく複雑で厄介な問題ばかりだ。た
だ完全ではなくとも改善することはできる。技術の進展やコミュニケーションの
深化が解決をもたらすこともあるはずだ。諦めてはいけない。
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従事している。
　危険有害労働とは子どもの健康
や安全、道徳を害する可能性が高
い労働を指す。具体的には、夜間
労働や長時間作業、肉体的・心理
的・性的虐待に晒される作業、化
学物質や高温、騒音に晒される作
業などが含まれる。
　世界的会計コンサルティング会
社であるデロイトトーマツと特定
非営利活動法人ACE、サステイナ
ブル経営コンサルティング会社の
オウルズコンサルティングがまと
めた「児童労働白書2020」によれば、
児童労働の発生件数でみると産業
別では農林水産業が最も多く、全
体の70.9％を占める。次にサービス
業が17.2％、工業が11.9％となって
いる。機械化が遅れている、ある
いは機械化しにくい産業で児童労
働が起きやすいことが見て取れる。
　同報告書では児童労働が起きや
すい産品も取り上げており、前述
したカカオ豆をはじめ、コットン

（綿花）、コーヒー豆、サトウキビ、
ゴムなどが挙がっている。また漁
業ではエビなど挙げられている。
サービス業ではホテル、レストラ
ン、小売、自動車整備・修理、輸
送などのほか、家事労働などが挙
がっている。
　児童労働が世界中で問題視され
るのは、貧困と密接な関係がある
からだ。児童労働は子どもたちの
就学機会を奪う。しかるべき時期
に受けられるべき就学機会を奪
われた子どもたちは、大人になっ
てからも高収入の機会を失うた
め、貧困から抜け出せない。貧困
家庭では働き手としての子どもを
期待するため貧困が世代を跨いで
いく。現代では世界的なNGOや
NPOが教育機会の創出やサポート
を行っているが、親が児童労働を

体験していると子どもを就学させ
ないケースも多く、児童労働問題
の解決には子どもたちだけでなく
親の教育・カウンセリングも必要
となる。一筋縄ではいかないのが
実情だ。

日本の貧困に投資をする
ゴールドマン・サックス

　子どもたちを児童労働から解放
することは当人だけではなく、社会
全体のメリットにも繋がる。高い教
育を受けた人間ほど付加価値の高
い職に就けるだけでなく、より高い
付加価値を生み出し、社会をより
良くしてくれる可能性が高まるから
だ。貧困を温床にした犯罪も減り、
役人の汚職や賄賂も減るため、組
織が効率よく動くようになる（アフ
リカなどの国々でODAが国の経済
成長に結びつかないのは汚職や賄
賂が蔓延し、組織やシステムが機
能しなくなっていることが大きい。
日本も例外ではない）。
　子どもたちの人権を守る取り組
みは、自社を含む社会の未来への
投資なのである。
　前編で紹介したゴールドマン・
サックス（GS）は子どもの未来に
熱心に投資するグローバル企業と
して知られる。

　GSの 日 本 法 人 は2010年 か ら
「GS・ギブズコミュニティ支援プ
ログラム」として日本の貧困撲滅
に取り組んでいる。日本の相対的
貧困率は15.4％（2019年：国民生
活基礎調査/厚生労働省）。6.5人に
１人が貧困で、子どもの貧困率が
13.5％。7.5人に１人が貧困だ。い
わゆる先進国クラブと言われる
OECD（経済協力開発機構）加
盟国35カ国のなかでは下から10位

（2017年）と、低い。国際比較の
場合、為替の変動を加味しないと
的確な状況は把握しにくいが、日
本は長引くデフレで賃金が頭打ち
となっており、大卒初任給では新
興国と言われたブラジルや韓国よ
りも下となっている。少なくとも
賃金・所得比較では貧困国に近づ
いているのである。
　GSが日本で行っている支援プロ
グラムの主なものは、児童養護施
設で暮らす子どもたちへの「進学
支援」、ひとり親への「就労支援」、
GS社員がNPOなどとともに様々
な社会貢献に取り組む「プロボノ・
プロジェクト」などがある。もと
もとGSには「ゴールドマン・サッ
クス・ギブズ」という世界的なプ
ログラムがあり、GS・ギブズコミュ
ニティ支援プログラムはその日本
版と考えていい。GS日本法人がこ
のプログラムを打ち出したのは、
日本で貧困問題が広がっているこ
ともさることながら、教育が高い
投資効果を生むという事実を理解
しているからだ。

貧困に対する投資は
１人あたり7,000万円から
１億円の社会的利益を生む

　国立人口問題研究所の試算で
は、貧困投資は１人あたり7,000万
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円から1億円の社会的利益を生む
という。
　仮に18歳から2年間短大や専門
学校などの職業訓練学校に通って
20歳から65歳まで正社員として働
くとすると、その間に約4,500万円
から5,100万円の税金や社会保険料
を納付できる。
　一方、職業訓練学校に通うチャ
ンスがなくてスキルを得ることが
できず、20歳から65歳まで生活保
護を受け続けるとすると、その間
の支給額は5,000万円から6,000万
円となる。その差が7,000万円から
1億円になるというのだ。
　単純化した例だが、教育の投資
効果の高さがわかる。
　また投資という視点からみると、
児童労働が起こりやすい産業が農
林水産業であることを考えれば、
その機械化やロボットやAIを使っ
た省力化に投資することが、子ど
もたちの解放に繋がることは理解
できよう。日本では機械化やロボッ
ト化は主に高齢化対策として進ん
でいるが、海外では児童労働対策
にもなるということである。

日本は
バーチャルウォーターの
世界最大輸入国

サプライチェーンで問題となっ
ているのは、奴隷労働や児童労働
だけではない。かなり前から話題
となっているのが、水問題である。日
本では気候変動の影響で洪水や大
雪が問題となっているが、海外に
目を向けると飲料水や生活水、工
業用水の確保が問題となっている。
「水ストレス」という言葉がある。
利用できる真水のなかからどれだ
け取水できるかを示す言葉で、真
水利用率が高いほど水ストレスが

高い、となる。たとえば真水利用
率が80％である地域は、100ある
真水の80を常に使っているため、
母数量が減った場合たちまち危
機に晒されることになる。

ワシントンにある世界資源研究
所（WRI:World Resources Institute）
の分析によれば、この値が80％
以上となると一番高いExtremely 
High Stress（極高ストレス状態）
となり、常に水不足の危険と隣
合わせ状況となる。極高ストレス
状態にはサウジアラビアやモロッ
コ、イラン、カザフスタン、モンゴ
ルなど砂漠地域が多い国が入って
いる。その次が40〜80％のHigh 
Stress（高ストレス状態）で、日本
はここに位置する。意外に高いの
だ。このゾーンにはインドやオー
ストラリア、韓国、リビア、メキシコ、
スペイン、イタリア、トルコ、ペルー
などが入る。その下が20〜40％が
Medium to High Stress（中から高
ストレス）で、世界の穀倉地帯を
持つ米国や中国が入っている。10 
〜20％がLow to Medium Stress（低
から中ストレス）となり、ここには
ロシア、カナダ、エジプトなどの
ほかフランス、ドイツ、ポーランド、
フィンランドなどが入る。
　人口が増え続けるアフリカやイ
ンドなどで、それに対応する食糧
を確保しようとすれば、農作物を
増収させる必要がある。単位あた
りの収穫量に変化がないとすれば、
灌漑などによって農地を広げるし
かない。そのための水の獲得紛争
が世界中で起こり始めているのだ。
できた作物がその地域で消費され
るだけならそのエリアの問題だが、
サプライチェーンが伸びた現在で
は、国境をまたいで水が往来する。
この水は、商品が作られる過程で
使われた水の総量、いわゆる「バー

チャルウォーター（仮想水）」と
して知られる。
　たとえば１kgのトウモロコシの生
産には1,800リットルの灌漑用水が
必要となる。さらに家畜である牛
はこうした穀物を飼料として消費
して育つ。よって牛肉１kgにはトウ
モロコシ１kg分に使われた2,000倍
の水が使われたことになる（環境
省は、バーチャルウォーターの基
準値を製品ごとに表示している）。
　水はこうした農産物、畜産物だ
けでなく、工業製品にも大量に使
われている。日本は年間804億ト
ンのバーチャルウォーターを輸入
しているが、輸入量では世界最大
だ。日本の年間降水量（2019）は
1,668mmで、英国の1,220mm、フ
ランスの867mm、米国の715mm
に比べても遥かに高いので、いさ
さか理解に苦しむだろう。理由は
水消費の大きい牛肉や豚肉、大
豆、小麦を大量に輸入しているこ
とがある。日本の水ストレス値が
高いのは、輸入によるバーチャル
ウォーター量の影響が大きい。日
本の輸入元は米国、カナダ、オー
ストラリアの３カ国に集中してい
る。このうち米国とオーストラリ
アは今後水ストレスが上がってい
く可能性があり、日本の食糧事情
を大きく変える可能性もある。
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高まる大豆需要が
アマゾンの森林を
破壊していく

　日本では人口が減り続けるが、
世界人口はまだ伸びる。バーチャ
ルウォーターのサプライチェーン
問題は、食糧のサプライチェー
ン問題に絡み、食糧のサプライ
チェーンは、森林破壊、さらなる
温暖化の進行につながっていく。
　バーチャルウォーターが増える
のは、世界的に農畜産物の需要が
増えるからで、これは人口が増え、
生活水準が上がるにつれ、増え続
ける可能性が高い。なかでも牛肉
需要の高まりは、水を巡っての争
奪を激化させ、大豆需要を引き上
げ、結果森林破壊を進める。
　事実大豆は主要な野菜穀物類の
なかでもっとも需要を伸ばしてい
る。1961年から2020年までにその
生産量は1312倍に増大した。畑の
面積も519倍に広がっている。
　ブラジルはこの大豆の生産量を
増やしている代表国だ。生産畑は
この半世紀で141倍に広がった。
その多くがアマゾンの熱帯雨林地
帯である。なぜそうするかという
と、熱帯雨林の土壌が豊かだから
だ。痩せた土地を開墾して畑をつ
くるよりも土壌の豊かな熱帯雨林
のほうが手っ取り早い。
　実は森林破壊はほかにも、パー
ム油の原料となるアブラヤシの栽
培面積の増大で起きている。パー
ム油は石鹸やマーガリン、スナッ
ク菓子、チョコレート、洗剤など
の原料として幅広く利用されてい
る万能油だ。パーム油はマレー
シアとインドネシアの主力産品と
なっており、この2カ国だけで世界
の8割以上を産出している。需要拡
大に伴い2国の熱帯雨林は焼き払わ

れアブラヤシ畑に変わっていった。
　熱帯雨林破壊はカカオ豆栽培で
も起こっている。現代奴隷の舞台
となったコートジボワールはガー
ナと並ぶカカオ豆の２大産地の１
国であり、コートジボワールでは
熱帯雨林を焼き払ってカカオ豆を
植えていった結果、かつて国土の
４分の１を占めていた熱帯雨林は
４％にまで縮小してしまった。
　地球温暖化は人類の課題だが、
かと言って彼らの行為を止めるべ
きだとは誰も言えない。彼らにも
豊かになる権利があるからだ。な
らばCO2を吸収する森林を自分た
ちでつくっていくしかない。

カカオ豆、パーム油…
産品ごとに
国際認証制度が普及

　森林を破壊せず再生拡大させる
ためにはどうすればいいか─。有
効なことは、そこに何らかの規制
をかけることだが、これまでは規
制を制定してもその規制が遵守さ
れるかの確証が取りにくかった。
　そこで増えているのが国際的な
認証である。パーム油については
生産時に森林破壊を伴っていない
ことを証明する「RSPO認証」の
取得が求められるようになった。
ユニリーバやネスレはパーム油の

購入に際しRSPO認証、または同
等の認証をパーム油提供メーカー
に求めることを、企業ポリシーと
して打ち出し、実行している。

カカオ豆については、持続可能
なカカオ豆の生産を推進する世界
カカオ財団（WCF）が、「フレーム・
ワーク・フォー・アクション」を
2017年に発足させている。カカオ
栽培による熱帯雨林伐採を阻止す
るために、ネスレ、ハーシー、マー
ス、ゴディバ、穀物商社のカーギ
ルなどが参加し、実現に向けたア
クションを起こしている。このア
クションでは、カカオ豆の流通の
認証・モニタリング制度を導入し
て、人工衛星画像分析を行いなが
らサプライチェーンの透明性を担
保している。
　こうした仕組みはコーヒー豆で
も取り組まれている。

曲がり角に来た
フェアトレード
理念をさらに発展させる
仕組みづくりが
求められている

コーヒー豆やカカオ豆のサプラ
イチェーンの透明化では、フェアト
レードの活動が有名だ。

フェアトレードでは、たとえば
フェアトレード促進組織のフェアト
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レードインターナショナルが、最低
価格の保証などの「経済的基準」、
安全な労働環境の整備、児童労働・
強制労働の禁止などの「社会的基
準」、農薬の使用低減と適正使用
などの「環境基準」など３分野の
基準を満たした生産者にフェアト

レード認証を与えて
いる。その対象産物
は、コーヒー豆やカ
カオ豆のほかバナナ、
りんご、オレンジ、アボ
ガド、はちみつ、カシュー
ナッツ、ごま、オリー
ブ、大豆、米、じゃがい
も、コットンなどの

農産物に加え、サッカーボール、
フットサルボールなどの工業製品
にも及ぶ。

フェアトレードインターナショ
ナルによれば、2016年現在、世界
73カ国、1,400以上のフェアトレー
ド生産者認証組織を通じて約160
万人の小規模生産者、労働者に適
正な利益が提供されている。日本
でも多くのメーカーや小売が参加
し、認証製品を扱っている。
　ただ問題なのは、フェアトレー
ドには複数の認証団体があるほ
か、近年では企業が独自基準で
フェアトレードを謳う例も増えて
いることだ。
　またフェアトレードは恩恵を受
ける生産者が個人や小規模組織で
あることから、大企業が求める量
に届かず、市場が拡大しにくいと
いう問題もある。
　さらに、既述したような現代奴
隷などに対応する基準が盛り込ま
れていないなど時代の要請に対応
しきれていない部分もある。この
ためフェアトレード団体もそのよ
うな環境変化に対応しようと基準
の見直しなどを進めている。

フェアトレードの最大の問題
は、アンフェアな取引をした商品が
店頭に並んでいても、これを排除
する強制力がないことだ。取り組
み自体は称賛されるべきだが、よ
りフェアな交易を実現するために
は、こうしたフェアトレード団体
が規制力を持てるかがポイントに
なってくるだろう。その点から
も欧米の人権デューデリジェンス
を柱とした国別行動計画に融合し
ていくことも有効だろう。

目の前の商品の
先にいる人たちのことを
少し思い描いてみる

　英国に拠点を置く会計系コンサ
ルティング会社のアーンスト・
アンド・ヤング・グローバル・リミ
テッド（EY）は、現代奴隷法の対
応として次のようなステップを掲
げている。

①  自社のグローバルなサプライ
チェーンにおいてどこに現代
奴隷・人身売買が行われてい
るかの「現状把握」　

②  サプライチェーンの透明性や
人権リスクに対応する自社の
既存の方針・手続を洗い出し、
国際基準およびステークホル
ダーの期待水準との「ギャッ
プ分析」③ それらのギャップ
改善に向けた自社の「コミッ
トメント」公表

④  社内の関連規定を設定し、そ
れに合わせた従業員の能力開
発、NGOとの連携などを通じ
た「実行」　

⑤  取り組みが効果を上げている
かKPI(重要指標)を設定して

「追跡、検証」する。
⑥ 上述の①〜⑤を回す。

　取り組みは大掛かりなものに
なるかもしれない。

　前編で紹介したANAグループ
は、日本初の「人権報告書」を発
表しているが、まず自社事業を分
析し、人権リスクが「外国人労働者」

「機内サービス・物品・機内食のサ
プライチェーン上の労働環境」「人
身取引」「贈収賄」分野にあると特
定し、その進捗を開示した。
　人権分野だけでない、たとえ
ば水の移動に関しては、ウォー
ターフットプリントという追跡規
格が、ISOで定められている。同
様にCO2排出に関してはカーボン
フットプリントがあり、日本で
は経済産業省、環境省など４省が
カーボンコミュニケーションプログ
ラム（CFP）を設立し、一定規格
によって削減率を明記した「CFP宣
言認定製品」制度がある。
　こうした制度を取り入れること
は、サプライチェーンのなかに埋
もれた問題の発見解決につながっ
ていく。だが資源の限られた中小
企業にとってはかなりの負担だろ
う。しかしそこで諦めても目を背
けてもいけない。むしろフット
ワークが軽い分、大手ではできな
い取り組みが可能だ。量ではなく、
達成率やスピードで先行すること
もできる。
　 商 品 や サ ー ビ ス の サ プ ラ イ
チェーンはどんどん延長し、複雑
化していく。今後はマイクロプラ
スチックやナノプラスチックのよ
うな人類全体で取り組むべき難題
が持ち上がってくるだろう。それ
には企業やその従業員、そして一
般の消費者の意識をより高めてい
くことが重要となる。できること
を見出し、着実に進める。
　まずは少しだけでも想像力を広
げてみよう。目の前の商品のサプ
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■ 現代奴隷といわれる強制労働を強いられている人々が世界に 4,000 万人以上いる
■ 現代奴隷とは別に５〜 17 歳の児童労働を強いられているこどもたちが１億 5,200 万人がいる
■ 英国で現代奴隷法が 2015 年に成立
■ 英国奴隷法は売上高 60 億円以上の外資を含めた企業が対象
■ 欧州、北米、南米、アフリカでも人権侵害に対しての国別行動指針が発表される
■ 企業はサプライチェーンにおいて奴隷労働、児童労働など関わる企業や人物を排除
　 しなければならない
■「人権デューデリジェンス」を取り入れる世界各国政府
■ 社員を大切にする文化を持つ日本企業でも奴隷労働対応は鈍い
■ 外国人技能実習生制度では大手を含む事業者の 7 割が違反
■ 移民に頼ることが不可避の日本では奴隷労働により高い意識が求められる
■ 人権に対する対応は企業のブランド価値を上げ、株価で 5％以上も高くなる
■ 世界中で 1 億 5,200 万人の子どもたちが児童労働を強制され、就学機会を奪われている
■ 児童労働は貧困を引き継ぐ
■ 日本でも貧困問題がクローズアップされている
■ 日本の貧困投資は 1 人あたり 7,000 万円から 1 億円の収益を生む
■ 日本はバーチャルウォーターの最大輸入国
■ 高まる大豆需要がアマゾンの熱帯雨林を破壊する
■ パーム油はマレーシア、インドネシアの熱帯雨林を破壊してきた
■ カカオ豆は、コートジボワールの熱帯雨林を縮小させた
■ 産品ごとに進む国際認証
■ 曲がり角に来たフェアトレード
■ まず目の前の商品の先にいる人を思い描いてみる

POINT

【参考】
【図書】●『現代奴隷に終止符を！ いまわたした

ちにできること』ケビン・ベイルズ［凱風社］
●『データでわかる 2030 年  地球のすがた』夫
馬賢治［日経プレミア］●『この 1 冊でわかる
世界経済の新常識 2021』大和総研編・熊谷亮
丸監修［日経 BP］●『ニッポンの貧困』中川雅
之［日経 BP］●『発展する地域　衰退する地域』
ジェイン・ジェイコブズ［ちくま学芸文庫］●『国
家はなぜ衰退するのか　権力・繁栄・貧困の起
源』ダロン・アクセモグル＆ジェイムズ・A・ロ
ビンソン

【WEB】●「日本 経 済 新 聞 」●「 児 童 労 働白書 
2020」●「GD Freak」●「SUSTAINABLE BRANDS」
●「Sustainable Japan」●「日経 ESG」●「フェ
アトレードジャパン」●「環境省」●「ILO」●

「Quick ESG 研究所」●「アーンスト・アンド・
ヤング・グローバル・リミテッド」●「HUFFPOST」
●「ANA グループ」●「Panasonic」  ほか

ライチェーンの途中にどんな人が
かかわり、どんな思いで製品や
サービスを提供しているのかを思
い描いてみるのだ。少なくとも誰
かが泣いていないか、痛い思いを
していないかを想像してみるだけ
で、私たちの明日は少しでもより
良いものに変えられるはずだ。■




