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要旨 

 
近年、急速に進んできたグローバリゼーションは、地球規模で多くの国に多大な富をもたらした。その

結果、多くの国の人々は豊かな暮らしを手に入れることができたが、未だ貧困問題に悩まされている人々

が存在しているのもまた事実である。この豊かさと貧困の二極化を解消すべく、先進国である日本がこの

貧困問題に国際社会貢献の一環として取り組む必要があることは周知の事実である。そこでこれからは、

従来の経済開発だけではなく、政府・企業・国民が一体となって貧困問題に取り組める新しい手段として、

社会開発、人間開発の視点から日本におけるフェア・トレード（以下：FT）の可能性を提言したい。 
 FT とは、途上国の人々の自立・生活環境改善のために生産にかかる社会的・環境的コストを織り込ん
だ価格を前提として行う南北間の公正な貿易である。消費者は FLO などの国際機関によって発行された
認証ラベルを得た FT 製品を購入することで、貧困削減に協力できる。現在 FT 商品はスイス・イギリス
を筆頭に世界１７カ国で流通しているが、日本における FT製品の販売量は先進国の中で最下位となって
いる。近年スターバックスやイオンなどの大企業がＦＴに参入し始めるなど日本で普及の兆しも見え始め

ているが、未だ企業の参入は少なく、国民の認知度が低いのも現状である。そこで効果的にＦＴを日本で

普及させるべく、政府・企業・消費者が一体となって取り組むことに重点を置き、我々はこの論文で以下

の３点を日本におけるＦＴ普及策の柱として提言をしたい。 
１、 政府・企業・ＮＧＯから成るフェアトレード推進機関の設立 
 （企業参入の足掛かりとしてＣＳＲに注目） 
２、 日本のＯＤＡをＦＴの推進・継続のために使用 
３、 日本独自のＦＴ認証ラベルの作成 

FT の普及は途上国の自立的発展を促し、また消費者にとっても買い物という簡単な手段で途上国の
人々と繋がりを持ち、世界中の社会問題に目を向けるきっかけとなる。我々は日本におけるＦＴの可能性

を探る価値は大いにあると考える。 
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はじめに 

 
 
今年は第二次世界大戦終結からちょうど 60年と節目の年となっている。この 60年を振り返ると日本を

始め多くの国が急激な発展をとげ、発展の恩恵をこうむってきた。 だが、このように経済的に豊かな国

が存在する一方、いまだ貧困に苦しむ国が多く存在することも事実である。世界の人口の 5分の 1は 1日
1 ドル以下で生活しているし、南北間格差は縮まるどころか拡大していることからもわかるように、多く
の人は貧困から抜け出せずにいる。 
貧困の問題は途上国だけの問題ではなく世界的な問題であり、テロや環境問題をもたらすなど私達にと

っても関係がないとはいえない。世界的な安定や繁栄をもたらすためには、先進国として、地球の一市民

として我々も積極的に貧困問題に取り組む必要がある。 
では、途上国の人たちは先進国に何を望んでいるのだろうか。1964年 UNCTAD（国連貿易開発会議）

における「プレビッシュ報告書」で途上国の貧困層の人々が唱えた“援助より貿易を”という言葉に私達

は注目することにした。 
途上国援助の形としてはこれまでインフラ投資などハードの側面が重視されてきたが、ここ最近では人

材育成などのソフト面も重要視されるようになってきた。現地の人々自らの手による持続的な発展を目指

すものが行われるようになってきたのである。 
このような流れの中で近年、新たな貿易の形として途上国の生産者の自立支援を目的とした“フェアト

レード”が欧米を中心に急速に拡大している。日本でもイオンやスターバックスなどが導入し始めたが、

規模としてはまだ小さい。私達はフェアトレードがもたらす効果と日本におけるフェアトレードの推進の

2点に注目し、“援助より貿易を”の声に応えるかたちで、民間の手による貿易と毎日の買い物を通じて、
途上国の自立的な発展に日本が貢献できる可能性を探っていきたい。 
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第1章  世界に広がる貧困の現状と  
貧困構造の仕組み 

第1節  貧困と富裕の共存する世界  
近年、急速に進んできたグローバリゼーションは、地球規模で多くの国に多大な富をもたらした。運輸と

通信技術の爆発的な発展や自由貿易の障壁の撤廃など、世界各国の経済をより緊密にするグローバル化の

波の中で、各国家は世界中の国々と国際貿易を行うことによって、急速に経済成長を遂げ、世界中の多く

の国の人達は、より豊かな暮らしを手に入れた。 グローバリゼーションの利益を上手く受けてきたこれ

らの国では、自由貿易で人々はより安い製品をお手にいれるようになったし、途上国に拡大する多国籍企

業の工場は雇用を生んだ。また自国産業製品の輸出により国の産業が大きく成長を遂げ、所得や生活水準

は良くなった。このようにして多くの国が利益を享受してきた。 
しかし、グローバリゼーションには負の側面もある。ここで浮かんでくる問題点として注目すべきは、

このように世界中の多くの国々が益々豊かになっていく潮流のなかで、一方では世界にはいまだ貧困が解

消されていない国や地域も多々存在するという二極化の事実であり、なぜこのようなパラドックス的な事

実が共存しまた一向に途上国の貧困は解消に向かわないのか、という点である。問題意識としてこの拡大

する世界の二極化の原因や背景を考え、この点にアプローチし、取り組みを提案することが必要である。  
次に、第２節では貧困の現状と先進国との比較を簡単にグラフや数字で見る。 

 
 

第2節  世界の貧困の現状(実際の数字) 
 
●現状 

・ 現在、世界で１日１ドル未満での生活をする人々が約１２億人 
・ 世界の人口の約半分が１日２ドル未満で生活 
・ 約８億４千万人以上が栄養不良の状態 
・ 毎年約６千万人の５歳未満の幼児が栄養失調で亡くなっている 
・ 世界全体で識字能力が無い人が約 10億人でその 98%は発展途上国で生活 
・ 約４０００万人がエイズに感染 

●比較 
・ 世界で最も富裕な 200人の資産は、世界人口の総年収の 41%以上 
・ 最富裕層 5分の 1が、世界の肉・魚の 45%を消費している、 
最貧層 5分の 1の消費量は 5% 

・ 最富裕層 5分の 1が総エネルギーの 58%を消費している 
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  最貧層 5分の 1の消費量は 4%未満 
・ 最富裕層 5分の 1は紙の 84%を消費し、 
最貧層 5分の 1の消費量 1.1% 
               引用(世界の貧困 ジェレミー・シーブルック) 
               出所(UNICEF, UNESCO, UN,statistics) 

 
《 貧困のワイングラス(世界の所得分配の格差) 》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出所：UNDP(1992) 

 
これらの数値やグラフは、世界の二極化が拡大している事実が表している。これらの深刻な貧困と、先進

国と途上国の拡大する貧富の差を解決しようとする動きはあるが、動きは極めて遅い。1990 年代、世界
全体の収入は少しずつ上昇していた中、繰り返し貧困の緩和が約束されてきたにも関わらず、貧困層の数

は約 1億人増加していたという。この蔓延する貧困について取り上げ、形と構造を分析する。 

第3節  ２つの貧困の形  
 

① 生きるための基本的な資源の欠如による貧困 
→その土地に食べ物などの資源や生産手段が無く飢餓に苦しむ貧困 
 

② 国際社会の不平等な構造や国際貿易での不公正な取引による貧困 
→国際機関による貧困国に対する救済策の失敗や、自由貿易市場において、 
競争力の弱い途上国の生産者が不公正な取引で搾取され、 
苦しい生活から抜け出せない貧困 
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この論文で注目するのは、②の形であり、グローバリゼーションの失敗や負の部分がもたらしたものであ

る。②の形が、どのように作られたのか、どのように途上国の人に影響を与えているのか。第４節では、

この背景と仕組みを探り、プロセスを見る。 

第4節   不平等なグローバリズム・不公正な貿易の仕組み  
 
《不平等なグローバリズム》 
第３節の②のような貧困の形の原因の１つを挙げる。 発展途上国は、累積債務問題にも 
見て取れるように、資金面で苦しみ、常に援助を必要とする危機的状況にある国が多いが、そのような危

機的状況にある国に資金融資をするための国際機関として、IMF(国際通貨基金)がある。IMFの目的は、
国際レベルで金融、通貨、財政の安定を維持する事である。危機的状況にある国から、IMF(国際通貨基金)
にお呼びが掛かるのは他に手段が無い最終の手段なのだが、しかし、この IMF(国際通貨基金)から資金を
融資してもらうためには、いくつかの付帯条件を受け入れる必要がある。条件を受け入れなければ融資し

てもらえない。この融資計画を、「IMF構造調整プログラム」という。 
 
「IMF構造調整プログラム」 
いくつかの条件があるが、主な条件を簡単に紹介すると、 

 
・金融の自由化：(金利は原則として市場により決定される) 
・貿易の自由化：(輸入割り当てではなく関税・関税率の引き下げ、など) 
・国外からの直接投資受入れ：(障壁を無くし、国内企業と平等に、など) 
・国営企業の民営化 
・規制緩和：(新規参入の障壁や競争を制限するような規制を撤廃) 
・社会福祉や医療・教育にかかる予算の削減 

 
(融資を受けるには、これらの条件を受け入れる必要がある。) 

 
※引用：「世界の貧困」・「世界を不幸にしたグローバリズムの正体」 

 
IMF 側の主張は、「構造調整プログラム」を実施すれば、国内産業は発展し、経済的に成長し、最終的に
豊かになって行き、貧困は効率的に軽減していくと位置づけている。事実、アジアでは IMF の政策が成
功し発展を遂げ、恩恵を受けた国もある。しかし、長い植民地政策の後で、高度な生産手段を持たず、競

争力も弱く、債務を抱えている途上国ではこの「構造調整プログラム」を実施すると悪影響を及ぼすケー

スが多い。例えば、貿易の自由化により、市場は強制開放され関税がかからず国外から流入してくる安価

な外国産品によって、自国産品は売れ残る。輸出をしても先進国は多額の関税をかけるので売れない。こ

のため国内産業は崩壊する。また、国営企業の民営化により、最も収益性のある国営企業が外国資本や合

併企業に引き渡され、国の資産を減少させる。途上国はこのような融資条件を受け入れなければいいのだ

が、債務を抱え、他に選択肢を持たないため、融資を受け入れるために条件を受け入れざるを得ない。こ

のような融資条件の強制受け入れによる「自由化」と「緊縮財政(小さな政府作り)」で、多国籍企業に国
内の市場や産業や企業を収奪されていった。国内産業の崩壊によって、職を失う人々が続出すると、その

ような人々の中には、多国籍企業の工場などで働く者もいるが、しかし、そのような工場では法的・道徳

的基準の低下で女性や子どもでさえも非常に劣悪な労働環境で長時間低賃金労働を強いられている者も

多い。また、自国の輸出品には関税を掛けられるので貿易収支も赤字になり、沙良に累積債務額は増加し

ていく。このように、IMFの主張通りには行かず世界中の多くの国々でこの「構造調整プログラム」とい
う救済策の失敗があった事は事実である。悪しきスパイラルに陥った途上国は、一部の富裕者と大多数の
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貧者へと二極分解され、また世界そのものも貧困国と富裕国に二極分解することになった。先進諸国は豊

かになり、貧困層は永久に安全と経済的自立が望めず苦しんでいる。下図は途上国の債務額の増加を示し

ている。 
 

 
出

所：世界銀

行「Global 
Developm
ent 
Finance 
2004」 

 
《不公正な

貿易の仕

組み》 
  
世界各国

の経済を

緊密化さ

せるグロ

ーバル化

の促進でより貿易障壁も撤廃されている。この貿易の仕組みにおいても不公正な部分があり、貧困から抜

け出せないもう一つの原因である。その部分を例を挙げて見てみる。第２節で見たように、一日 1ドル以
下のお金で生活をしている人は世界に約 12億人いるが、そのうちの 4分の 3（９億人）は農民であり、 
そして、コーヒーは世界の一次産品貿易の中で石油に次ぐ貿易産品である。主に大規模プランテーション

ではなく、その大半は農民家族が営んでいる小規模農園で栽培されている。このコーヒーを例に不公平な

貿易ルールについて見てみる。 
現在コーヒー市場は危機に直面している。価格は 30 年来の安値に下落、かつてはコーヒーで利益をあ

げていた生産者も、現在はコストより低い値段で豆を売り、貧しい生活に苦しんでいる。 
この原因として、コーヒー市場管理の崩壊や新規参入や需要の停滞などが挙げられる。 

1989 年までは、生産国の輸出割当量の設定や豆の価格を高い水準で安定させるための安定価格帯の設
定など、ICA(国際コーヒー協定)が管理してきた市場で他の一次産品を同様に取引されてきたが、それ以
降 ICAが破綻し、コーヒー豆の価格は、先物市場で取引され、暴落した。 

1990 年代にベトナムが政府の補助金で農家にコーヒー栽培を奨励し、2000 年には、世界第 2 位の生
産国となった。世界最大の生産国であるブラジルも栽培方法と産地の変化で生産量が大きく伸びた。コー

ヒーが輸出される先進国では、他の清涼飲料水の消費の伸びが大きく、コーヒーの需要は停滞した。 
しかし、このような危機の最中にも消費する先進国側の焙煎業者や小売業者は、巨額な利益を上げてい

る。オックスファムによると、世界の４大コーヒー焙煎業者の売り上げは、それぞれ年間 10 億ドルを超
え、インスタントコーヒーで 26％近い利益をあげている業者もあり、その利益率はその他の食品や飲料
品と比べても高い。 

※引用(コーヒー危機 オックスファムインターナショナル) 
 
ここにも、サプライチェーン全体の中で、先進国の企業は儲けをあげるが生産者は貧困に苦しむという

不公正な構造があることがわかる。この不公正な構造の原因として、取引交渉において生産者が支配され

やすい状況がある。 
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自由貿易における貿易業者と一次産品生産者の交渉力に大きな差がある。生産者側は生産性も低く商品

に付加価値を付けるための資本や技術的な知識も不足しており、膨大な数の零細経営で成り立っているコ

ーヒー貿易の場合は商品協定に合意することも難しい。また、識字能力の無い者もいるし、取引側との情

報の格差もある。これに加え、生産者は市場の価格動向や新しい収穫技術などの情報が不足している状況

で業者と取引交渉せざるを得ない。このように、生産者側が支配されやすい状況で交渉することで、買い

取り価格は下落する。そのような状況下でも、生産者の多くは多額の借金を抱えているので取引業者の言

い値を受け入れざるを得ないし、また他の作物への転換しようにも莫大なコストが掛かるために出来ずに

いる。更に、先進諸国の保護貿易主義により途上国の農民が他の作物で競争して利益を得ることは難しい

という構造もあり、途上国の農民は少ない選択肢に頼るしかなく、結局他になす術も無い状況がすでに出

来上がっているのである。 
このような流れで悪しきスパイラルに陥り途上国の人々が長い間貧困に苦しんでいる。これまで見てき

たグローバリゼーションの負の側面と、南北に拡大していく格差と一向に解消しない貧困という事実の中

で、注目すべき点はいずれにも先進国の人間が関わっている点であろう。国際機関を動かしているのも一

次産品を買い取る業者の多くも先進国の人間である。この貧困は先進諸国が導いた帰結でもあり、また今

や世界平和も脅かす原因になっている。 

第5節  先進国である日本が担う役割  
 
 
先進諸国は、このような永久に負債を背負い技術や生産手段の発展や経済的自立が望めず苦しんでいる

多くの人々に対し、環境や安全な生活や人権を守り、公正な労働・貿易をする機会を提供し、経済的に自

立が出来るきっかけとなる支援を長期的プランで行う必要がある。 しかし、我が国の国民の大半がこれ

らの世界の途上国に存在している問題を知らない。 豊かな先進国で生活していると、どうしてもこのよ

うな問題には、真剣に考える機会が少なく、盲目的になってしまう。 まずは国民への説明責任を含めて

世界の途上国に存在している問題を事実として伝えて認知度を高め、子どもも大人も知識の共有が出来る

環境や基盤を整え、国民一人一人が簡単に出来る透明性のある国際貢献の形を提案し、貧困という国際問

題へ参加する門戸を開いてやる必要もあるのではないだろうか。 先進国である日本が国際社会への責任

として支援する際、どのような視点からアプローチしたら良いか、先進国として政府・民間企業・国民が

一体となって同じ方向へ意識を向け、どのような形で途上国支援を行っていけば良いだろうか。 以下で

は、貧困へのアプローチ方法を研究し、一体となって出来る支援方法の可能性を探り、政策として提言す

る。 
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第2章  貧困へのアプローチ 

 

第1節   経済開発と人間開発  
 
貧困へのアプローチ方法について、現代の学説では経済開発と社会開発からアプローチすることが主流

となっている。 経済開発により発展途上国の経済規模をある程度大きくした次の段階の貧困削減には、

社会開発の視点からのアプローチが有効である。  
 市場原理の適用しない貧困地域に住む人々は、人権を無視した労働をせざるをえなかったり、根強く残

る古い風習のもと女性が虐げられていたりする。社会開発とはそうした人々に近代的かつ人間的な生活を

提供することを目的としたもので、人権問題、そこから派生してジェンダー、医療、教育、労働問題など

を主に扱う対象とするものだ。 
開発経済学は新しい学問で第二次世界大戦の終結と共に旧植民地の開発のために生まれた。当初の開発

パラダイムは、途上国は先進国に従属して経済活動を行えば富が自然と移転するというトリックルダウン

理論に基づいていた。確かにそうした経済発展パラダイムに基づいた開発は途上国に GNP の向上をもた
らしたが、従属という形をとるがゆえにそれは同時に不平等な経済構造の中に取り込まれていくことを意

味した。市場原理が機能する地域ではそうした開発パラダイムにより成果がでている。しかし同じ国の中

でも農村部をはじめとした市場メカニズムが機能しない地域では発展が望めず、一国内での経済格差が広

がり社会分裂を引き起こす結果となってしまった。 そうした地域には住民が自発的に発展に参加する社

会開発、人間開発が必要である。 
 
 

第2節  開発経済のパラダイム  
 
《 社会開発パラダイム》 
経済開発にとって、社会開発が重要であるとする認識は、既に一九六〇年代の高度成長期に現れていた。

この時期に、社会開発とは社会資本の開発を意味し、継続的な経済成長のためには、社会インフラ（エネ

ルギー、道路、通信網、港湾、運輸、工業団地等）が必要であり、これを充実しなければならないとの認

識を示していた。しかしながら、一九八〇年代の人間の基本的ニーズ（ＢＨＮ）重視期を経て、経済開発

の目標が、経済成長から人間開発へと移動するとともに、社会開発の考え方自体も変化してきた。 ＢＨ

Ｎ重視期には社会開発とは、衣食住、保健、教育などＢＨＮ関連分野に社会支出を増大させることを意味

した。 
ところが、この時期における新自由主義の台頭、グローバル化の広がりのなかで、貧困や失業、社会分

裂（南北、南南格差、特定社会層の排除）が大きな社会問題になってくると、社会開発とは、これらグロ
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ーバル規模の社会問題の解決を指すようになった。 一九九五年にコペンハーゲン市で開かれた国連の社

会開発サミットはこのような問題意識に発するものである。 
 しかし、このサミットでは同時に、これら世界大の社会問題を解決するためには、政府のみならず市民

社会の参加、政府とのパートナーシップの形成が不可欠であることが確認された。  つまり、社会開発

とは次第にグローバル及びナショナルな社会問題の解決のために、市民社会が参加すること、即ち市民社

会の自己発展を意味するようになったのである。 
こうして、社会開発パラダイムは、経済開発のための社会資本形成から、今では経済開発をコントロー

ルする市民社会の自己発展を指すようになってきた。 
 
 
 《ＢＨＮ，人間開発パラダイム》 
一九八〇年前後に国際機関の場で、人間の基本的ニーズのパラダイムが提起された背景には、高度成長

時代を通じて、貧富の格差が増大し、経済開発の目標としての貧困軽減が達成されないばかりか、貧困や

社会分裂がむしろ増大している、との認識があった。そのため、援助の重点を間接的な社会インフラ充実

から、直接的に人間の衣食住、保健、教育等の分野に向けていくこと、主張されたのである。 
従って、ＢＨＮは政府の社会分野支出を増大させる開発パラダイムだが、一九八〇年代を通じて、赤字

財政の増大等「政府の失敗」が世界的にクローズアップされた結果、むしろ「小さな政府」が望ましいと

いうことになると、ＢＨＮ政策の限界もまた、自ずと露わになってきた。 
ここから、ＢＨＮ政策の延長線上に、開発目標を人間に置きつつ、しかし、その手段としては、社会支出

の増大とともに、人間の開発過程への参加を重視する考え方が登場した。 これが、人間開発の理論と政

策である。人間開発パラダイムでは、開発目標を人間の自由な選択範囲の拡大に置く。 人が自由な選択

の幅を広げるためには、保健、教育等ＢＨＮ面が重視されなければならない。 また、同時に安定した雇

用によって人間らしい生活を家族とともに営む収入が保障されなければならない。一九九〇年から国連開

発計画（ＵＮＤＰ）は、『人間開発報告書』を毎年発刊するようになり、保健（期待寿命）、教育（識字率、

就学年数）、実質購買力平価に換算した所得を人間開発の基準と考える人間開発指数（ＨＤＩ）をそこで

発表し、人間開発を新たな開発目標に据えることとなった。 今やＧＮＰ成長率は必ずしも開発を表す基

準とはならなくなったのである。一人当たりＧＮＰとＨＤＩは、所得を開発評価の一要素として据えてい

るために、共通する面もあるが、必ずしもつねに一致しているわけでもない。それは、政府の社会政策の

努力によって、一人当たり所得は低くても、保健や教育はある程度の伸びを示す場合が見受けられるから

である。 反対に、一人当たり所得は高くても、ＢＨＮ指標が低い場合もあり、多くの産油国はこのカテ

ゴリーに入る。すなわち、ＧＮＰ成長は高くても、人間開発は低い場合、またＧＮＰ成長はそれほど高い

レベルでなくても、人間開発が進んでいる場合（多くの社会主義国）が、それぞれある。 それゆえ、Ｕ

ＮＤＰでは、経済開発の目標を人間開発に置くこと、そのために、国際援助は、社会支出が政府支出の二

〇％以上の国に対して、援助の二〇％以上を社会支出に向けるべきこと（２０：２０原則）を勧告してい

る。これは、国際開発における注目すべきパラダイム変化といえる。また、人間開発を重視する発展路線

は人間中心型開発（human-centered development）とも呼ばれる。 
 
 
《参加パラダイム》 
一九八九年に OECD の DAC（開発援助委員会）はその年次報告を「一九九〇年代の開発援助」と題して、
一九九〇年代の新たな開発理念として、「すそ野の広い成長」(broad-based growth)と「持続可能な発展」
の二大スローガンを打ち出した。 後者については、次に取り上げるが、前者は、これまでの途上国にみ

られた経済成長が都市や富者層を潤したものの、必ずしも民衆一般には広がらず、かえって貧困層を増大

させたことの反省に立つ。すそ野の広い成長とは、民衆一般に広がるような経済成長が必要であり、その

ために、民衆が発展過程に計画、実行、モニタリングのあらゆる面で積極的に参加することが課題となる、

とする考え方である。 そのため、参加パラダイムに基く開発は、民衆中心型発展（people-centered 
development）とも呼ばれる。 
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参加型発展の具体的形態としては、二つの手段が挙げられる。一つは、エンパワーメントであり、これ

は、開発過程から落伍あるいは疎外されるような「社会的弱者」を積極的に開発過程に参画させることを

重視し、これら弱者層のグループ作りを援護し、そのための政策的サポートを講じることである。社会的

パワーをもたない、また、もち得ない人々にパワーをつけていくことが、エンパワーメントに他ならない

(注７)。  
第二は、コミュニテイ開発であり、これは都市あるいは農村での地域社会レベルで、全員参加型の発展

方策（インフラ建設や植林、産業多角化等）をすすめることである(注８)。 
エンパワーメントもコミュニテイ開発もともに、今まで発展と無縁であったような人々が、開発過程に

具体的にかかわることにより、開発マネジメントの知識、ノウハウ、経験、自信を身に付け、自ら発展動

因となっていく手段にほかならない。その意味で、人間開発の大きな方法であると、いえる。 
参加パラダイムに基く発展方策は、こうして、今日多くの地域社会で地域興しの実践的 
手段として採択されている。 
 

 《持続可能な発展パラダイム》 
この概念は 1980 年代中葉に国連環境計画や世界野生生物基金、世界自然保護連合などの NGO によっ

て提唱され、1987 年には国連の設置した「開発と環境に関する独立委員会」（通称ブルントラント委員会）
の報告にとり入れられ（注９）、間もなく DAC の前述報告「一九九〇年代の開発協力」でも、一九九〇
年代グローバル発展の柱の一として取り上げられて、一躍有名になった。 
「持続可能な発展」（sustainable development‐SD）とは、開発と保全とのバランスを重視する発展パ
ターンをいう。 ここで言う「開発」とは、現在の世代が周囲の自然から最大の利益を得るような行動を

指し、「保全」とは、現在の世代のみならず、将来の諸世代もまた、周囲の自然から最大の利益を獲得で

きるような行動をいう。即ち、保全とは、時間を通じて人類が、自然と調和した発展を続けていきうるよ

うな行動なのだが、現実にはわれわれ人間は、短期的な最大利益を追求するあまり、周囲の自然や生態系

をそこない、将来世代が自然から獲得し得る利益を大幅に損なっている。一九五〇年代から七三年石油シ

ョックに至るまでの先進国の高度経済成長、その後一九八〇‐九〇年代のアジア、中東、ラテンアメリカ

の高度経済成長により、世界的に環境破壊、生態系異変が進行し、人間が周囲の自然から得られる資源ベ

ースがそこなわれるばかりか、相次ぐ天災、文明病（エイズ／HIV、白血病・ガンや恐牛病等）により、
発展や人間の再生産さえ脅かされるようになってきた。 そのため、一九九二年にはリオデジャネイロで

「地球サミット」が開催され、「アジェンダ２１」が採択されて、SD が大きな発展のキーワードとなった。 
一九九〇年代には SD パラダイムに従い、地球温暖化防止や生物多様性など、環境保全を目指す国際条約
がいくつか締結され、各国レベルでも、「アジェンダ２１」に伴う国別行動計画や、日本でのように「リ

デュース（発生抑制）」「リサイクル（再利用）」「リユース（再使用）」の３R をスローガンとする循環型
社会をめざす環境法制の制定などが、行われるようになった。 SD では従って、開発に伴う環境アセス
メント、原料資源の節約、廃棄物・排出物の抑制、自然エネルギーの利用、中古品の再利用などが課題と

なる。これらを有効に遂行するためには、国家や営利ビジネスによる大規模工事ではなく、地域レベルで

住民参加による開発がもっとも望ましいことになる。 なぜなら、住民主権のもとでは、住民は自らの周

囲の環境を破壊することを望むはずはなく、また、地域レベルの工事であれば、環境破壊の程度もそれが

起こったにせよ、自ずと限定され、先ず住民によってチェックされ得るからである。このようにみると、

環境保全の可能性は住民主権、自治権、地方分権、住民参加等と緊密に結び付いていることがわかり、新

しい諸開発パラダイムはそれぞれ相互に関連していることが知られる。このように今日の開発パラダイム

は人間的で環境にも配慮したものへと移行している。 
市場原理の適用しない貧困地域に住む人々にも近代的で人間らしい尊厳をもった生活を市民に提供す

るためにも社会、環境、人権面での開発によって市場原理が適用しない地域でも所得を生み出し自発的に

発展していけるエンパワーメントの枠組みを作ることができる。 こうした地域住民の手による自主的活

動が貧困の解消につながるのではないか。 貧困改善のためのアプローチ方法として、このような視点か

ら捉え、途上国の人々の経済的・社会的自立を促すことの出来る支援策として、我々はフェアトレードに

注目した。 次章では、フェアトレードの本質と仕組みについて説明する。 
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第3章  フェアトレードとは 

 近年グローバル化の進展により、スーパーなどで私たちは多くの外国製の商品を手にすることができ

る。その中でも農産品や衣料品などの１次産品には途上国で生産されたものが多く含まれている。メイド

インジャパンのものと比べて、これらの途上国で生産された商品は一般的に安いが、なぜ安くなっている

のだろうか。商品が安くなるメカニズムを途上国における生産から貿易、販売までの商品の流通ルートを

追ってみていくと、流通ルートの終着点となる先進国の消費者が安い商品を求める結果、価格低下の圧力

がこの流通ルートの川上である途上国の生産者にかかっていることがわかる。これは、途上国の生産者に

様々な弊害の形で表れていて、たとえば、仲買人、商社などの流通業者がコストを可能な限り抑えるため

に生産物を不当な安値で生産者から買いあげることなどの現状がある。それでも商品作物を作っている生

産者は商品を輸出することによって生活を続けていくために、劣悪な条件で長時間低賃金労働を強いられ

る、子供を学校に行かせる代わりに働かせるなどの労働的な側面の問題や、安く生産するために森林を見

境なく伐採する、生産量増加のための過剰な農薬使用などの環境的な側面の問題が生じている。 
不公正な貿易が行われる要因としては前章で述べた通り、途上国生産者の交渉力の無さ、市場や技術に関

する知識の無さ、農産品価格の変動性向などがあげられる。 
 
 このようなフェアでない貿易に変わる新たな貿易の形としてフェアトレードが日本でも、イオンやスタ

ーバックスのフェアトレードコーヒー導入の動きに見られるようにわずかながら注目されてきた。 
 

第1節  フェアトレードとは  
 
 フェアトレードとは、途上国の立場の弱い人々の自立と生活環境改善をはかるために、生産に関わる社

会的なコスト（生産者や労働者の生活、人権を守るコスト）と、（持続可能な環境のために配慮する）環

境的コストを織り込んだ価格を前提とした南北間の公正な貿易のことを言う。 
（大和総研経営戦略情報 http://www.daiwa.jp/branding/sri/050406csr.pdf p.3より引用）  
フェアトレードは１９６０年代に南北問題を緩和し、開発途上国の人々を支援する開発援助の一環とし

て始まった。最初は教会や途上国援助団体が途上国の生産者から商品を買ってその収益を援助に充てると

いう草の根活動であった。８０年代後半から日本でも NGOを中心として少しずつ活動が始まるようにな
る。それが最近では世界的なフェアトレードのネットワークが構築されるなどして、「援助」とう概念か

ら「経済行為」という概念も持たれるようになっている。 
フェアトレードの目的としては大きく分けて二つあり、一つは途上国の生産者が適正な報酬を得てつく

ったものを欧州や日本など先進国の消費者が継続的に買うことによって、生産者に定期的な現金収入の手

段をもたらし彼らの経済的・社会的自立と環境保全を応援することである。もう一つは先進国側の消費者

にとって、身近な買い物において途上国の生産者支援という観点で国際協力に貢献することが可能になる

ことである。最近スローフードやグリーンコンシューマーという現象に象徴されるように、心が豊かにな

るような消費のあり方や社会環境に対する影響を考慮した消費のあり方を追求するなど消費者の消費活

動の価値観が多様化している動きが見られる。このような潮流の中、買い物において商品を選ぶ時にどこ
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で誰が、どうやって作ったか、なぜこのような値段になるのかを意識して買うことを可能にするフェアト

レードは、消費者の途上国支援の意思を（持っている場合だが）消費活動に反映させることを可能にする。 
フェアトレードの役割も大きく分けて二つに分かれる。一つ目は既存の貿易システムにおける、途上国

での問題点（労働問題、環境問題）を改善させた条件“フェアトレード基準”（←後述）のもとでの貿易

に切り替えることである。二つ目は働く能力はあるのに、仕事を得られない人たちに上記の条件で仕事の

機会を提供することである。いくつかの途上国では、民族差別や、人種差別、女性差別などが存在し、仕

事を得る上で差別される風習が根強く残っている。これらの人に雇用の機会を与えることも重要な役割で

ある。 
 また、フェアトレードは援助とは何が違うのか。途上国支援の方法としては、他に ODAや IMFによる
融資など大規模で期待効果の大きいものがあり、長期間にわたり継続的に行われてきた。これらの支援と

比べて、フェアトレードは働く機会を通じて途上国の人々に“直接”収入という形で持続的にお金を行き

渡らせることに意義がある。これはフェアトレードが途上国の人の生活の安定、向上に直接寄与できると

いうことである。また、南北格差の是正という大きな課題に対して寄付でも融資でも援助でもなく、先進

国の人と途上国の人の対等な貿易を通して民間主導で共に取り組んでいける可能性をもたらす。 
 
 

第2節  フェアトレードの扱う商品  
 
現在フェアトレード商品として取り扱われている商品には、主としてコーヒー、紅茶、カカオ、果物（バ

ナナ、マンゴー、パイナップル）、はちみつ、砂糖、米などの農産品や、現地の伝統技術を使った衣料品、

アクセサリー、小物などの手工芸品がある。 
フェアトレードと認められる生産物の条件としては、以下のことが考えられる。 

a） 第３世界で伝統的に栽培されてきた生産物で、外貨獲得のきわめて重要な資源となるもの。 
b） 紅茶やコーヒーのように、生産物それ自体として、すでに確立されている市場に参入できるもので、
ほかの製品のごく一部を構成するものではないもの。ただし、チョコレートの 60％を占めるカカオは
受け入れられている。 
（「フェアトレード」マイケル・マハット・ブラウン著 P334参照) 

第3節  フェアトレードの基準と認証ラベル  
 
現在、フェアトレード商品が実際に途上国の生産者に貢献しているか、環境に考慮された商品であるの

かなどを公に示すことと、消費者にフェアトレードを認知させ、商品を選ぶ時の判断の基準にしてもらう

ことを目的として、フェアトレード認証のためのラベルが国際的に使われている。フェアトレード認証ラ

ベルには 2種類あり、店頭に並ぶ個々の商品に添付し、商品自体がその生産から販売までの過程で一定の
フェアトレード基準を満たしていることを認証するラベルと、フェアトレード商品の輸入、販売を行う会

社、団体自体を認証するラベルがある。 
前者のラベルを統括する機関は、FLO（Fairtrade Labelling Organizations International） であり、

後者のラベルを統括する機関は IFAT（International Federation for Alternative Trade）である。 
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 ＊１            ＊２                                                                                     
 FLO の認証ラベル     IFAT の認証ラベル                          

＊ 1: http://www.fairtrade-jp.org/index.html 
＊ 2: http://www.ifat.org/ 

 
フェアトレードを扱う業者や団体は、ラベル取得によりフェアトレード商品と一般の商品との違いを明

確にしてフェアトレード商品の市場価値を高め、消費者の信頼と関心を得ることが可能になる。フェアト

レード認証ラベルを取得するためには、一定の基準を満たしている必要がある。下にそれぞれ、FLO、
IFAT のフェアトレード認証のための基準を示す。 
 
＜FLO のフェアトレード基準＞        
① 生産者へのフェアトレード価格を保障する 
 例）   最低価格：  コーヒー豆 1ｋｇあたり：約 300円     市場価格：約 162円 

（2004年 5月ニューヨーク市場価格） 
②生産者の社会的な発展を保障する 
 ・生産者組合が透明性のある、民主的な活動をしている(役員選挙や議決のプロセスなど) 
・ フェアトレードで得た利益の一部が生産者組合の社会発展の事業（学校建設など）のために使われ
る 

③ 生産者の経済的な発展を保障する 
・ 生産物が輸出品質基準を満たしている  
・ フェアトレードによる利益の一部が経済発展の活動（設備投資など）に運用される  

④ 生産者の労働環境と労働条件を保障する 
・ ILO（国際労働機関）に準拠した安全な労働環境 
・ 強制労働と児童労働の禁止（児童労働に関して、教育や成長に支障が無い限りは家庭内労働を認め
る） 

・ 労働者が団結交渉権を持つ 
⑤ 生産地の環境保全を保障する 
・薬品の使用、水質保全、森林保全、土壌保全、廃棄物の扱いに関して国際規約を遵守 

（出所・フェアトレードラベルジャパン HP 
http://www.fairtrade-jp.org/About_Fairtrade/standardcoffee.pdf） 

 
＜IFAT のフェアトレード基準＞    
① 経済的に立場の弱い生産者に仕事の機会を提供する 
② 生産者や消費者に対し、事業の透明性を保つ 
③ 継続的なパートナーシップを築き、生産者の資質の向上を目指す 
④ フェアトレードの目標と活動について広報や啓発を行う 
⑤ 生産者に仕事の公正な対価を払う 
⑥ 性別に関わりなく平等な機会を提供する 
⑦ 安全で健康的な労働条件を守る 
⑧ 子供の権利を守る 
⑨ 環境に配慮し、持続的に生産できる原料や適正技術を用いる 
（出所・フェアトレード・カンパニー株式会社「ソーシャル・レビュー」） 
 
 

第4節  フェアトレード商品の価格の決め方  
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３ｒｄ‐４ th Dec.2005 

 17 

フェアトレードでは、途上国の生産者に仕事に対するフェア（公正、または適正）な賃金が払われるこ

とになっている。しかし、フェアとは概念であり、抽象的で一概には決められないものである。そこで、

実際に現在はどうなっているのか、フェアトレード商品の価格の決め方の一例として、前述した FLO の
価格設定について見ていく。 

FLO は商品ごとの値付け方式によって商品価格を設定している。まず、商品ごとに最低価格をもうけ

る。製品とそれが生産される地域に対して、維持されるべき生産のコスト（CoP）と、維持されるべき生
活のコスト(CoL)を規定し、最小限の CoPと CoLをカバーする商品の価格を最低価格とし、これを満たす
ことが決まりとなっている。さらに最低価格を満たした価格の上に FLO が民主的に定めたプレミアムと
いう上乗せ価格を設定する。このプレミアムは生産者組織によって社会的経済的または環境的改善のプロ

ジェクトへの投資の目的のもとで使途が決定される。 
 また、賃金に関して FLO は国際的に認知されている基準、特に労働者の権利を認めるものとして ILO
（国際労働機関）の基準を尊重して賃金を設定する。FLO の賃金に関する基準として基本となるものを一
つとりあげる。 
「賃金はその地域の平均賃金、並びに同種の職業の最低賃金以上を支払うものとする。」 

（FLO 「小規模生産者組合のためのフェアトレード基準」より抜粋） 
 
コーヒー豆やカカオなど一次産品の多く は 激 し

い価格変動にさらされている。 
コーヒー豆相場を表す右図から見て取れ る よ う

に、一般の貿易では生産コストすらまかな え な い

ほどの低価格で取引されることがあった が、フェ

アトレードでは最低価格保障により生産 者 の 安

定収入がのぞめる。 
 
 
 
(図出 所：フェ

ア ト レ ー ド ラ ベ ル ジ ャ パ ン HP 
http://www.fairtrade-jp.org/news/news_index.html） 

 

第5節  フェアトレードのしくみ  
 
フェアトレードは先進国の企業、NGO などと途上国の生産者団体（労働組合、農家の協同組合、現地

の NGOなど）との間で行われる。先進国側と途上国側の橋渡し役には IFAT を始めとする国際的なフェ
アトレード機関や各国の NGOが相互の仲介を担うケースが多い。IFAT に加盟している日本企業の一つ
フェアトレード・カンパニーのフェアトレード支援サイクルを次ページに示す。 
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（「国際協力ガイド」を参考に作成） 
 

一般の貿易と比べた場合のフェアトレードの特徴として、以下のものがあげられる。 
・地方に住む女性、小規模農家、都市のスラム居住者、少数民族、難民、障害を持つ人びとなど、社会

的・経済的に立場の弱い人々からなる団体とも取引を行う。 
・ 最低価格保証、代金 50％前払いのサービス、小額融資、技術面でのサポートなど必要に応じて生産
者を支える。 

・ 取引価格の一部（フェアトレードプレミアム）が、地域の発展のために利用される。 
 

第6節  フェアトレードの効果  
 
フェアトレードは途上国の貧困層の人々に労働する機会、貿易により公正な賃金を稼ぐ機会、交渉をす

る機会、また地域社会への投資による地域発展の機会（学校、井戸、病院など社会インフラを整える機会）

を与える。しかし、はたしてフェアトレードは実際に途上国の貧困状態の改善、そして持続的な発展にと

って有効であるのだろうか。このような疑問をもとに、フェアトレードのもたらす効果を個々の生産者の

生活に与える効果（＝ミクロ的効果）と、GDPなど経済指標として数字に表れる効果（＝マクロ的効果）
に分けて考えていく。 
初めに、具体的に現地の生産者にどのような影響があるのか、ミクロ的効果を調べるためにフェアトレ

ードを取り扱っている二つの団体に焦点をあててみた。 
まず、前述のフェアトレード・カンパニー（FTCo）について。FTCoはフェアトレード団体として使命

に則した活動を行っているかどうかを生産者、顧客、スタッフ、融資者などステークホルダーに評価して

もらい、その結果や改善目標などを｢ソーシャル・レビュー」として隔年ごとに社会に公表している。こ

こから生産者の声を参考にする。2004 年度版のソーシャル・レビューでの事業活動の評価の一例を次に
示す。 
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【生産者に対するアンケートの結果】対象:生産者パートナー72団体 
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（参考・フェアトレード・カンパニー（FTCo）｢ソーシャル・レビュー」より製作) 

 
フェアな価格で取引していると答えた生産者の割合は「大変満足している」「満足している」合わせて

96,6％、FTCoの環境ポリシーとその実践のための支援に満足していると答えた割合は 76.7％と、フェア
トレードが実際に現地生産者に正当な報酬をもたらしていること、現地環境の保護を考慮した生産活動が

行われていることがうかがえる。 
次に、私達はWSDP（Women's Skill Development Project）というネパールの女性からなる手工

芸品の生産者団体と連絡をとって、フェアトレードの効果について尋ねた。ＷＳＤＰは、低カースト、障

害者、ハンセン病患者など社会的に不利な立場にある女性を優先的に採用し、職業訓練や製品の生産など

を通して、女性の自立を目的としている団体である。WSDPにメールを出してフェアトレードを始めて変
わったことを聞くと以下の点が挙げられた。 
・ 布の裁断、縫製、染色や仕事の管理などに関する訓練の機会を与えられた 
・ 生活の水準が良くなった 
・ 子供に教育を与えることが可能になった 
・ 健康状態が良くなった 
このように、仕事を持てなかった女性たちが仕事を与えられることによって、彼女達の生活に良い影

響が出ていることがわかる。また、仕事を持つことによってやりがいを感じる、自分でお金を稼ぐこと

による満足感と自信を得るなどの効果を確かめることができた。 
 
一方、マクロ的な効果は確かめられるのだろうか。フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLO の日本

組織）によると、2002 年時点でフェアトレード製品の全世界での売り上げは 4 億ドルを突破し、また南
アメリカ、アフリカそしてアジアの 40 カ国で 500 万人の生産者がフェアトレードの恩恵を享受している
と推定されるなど、フェアトレードの規模は拡大していることがわかる。しかし、フェアトレードが途上

国経済にどれくらいの効果を与えるかを示すデータはまだ存在しないため、手に入る資料をもとにマクロ

的効果の観測を行ったがフェアトレードが与える正の効果を確かめることはできなかった。 
 

（分析方法：①コーヒー市場の２割をフェアトレードコーヒーが占めるイギリスと、コーヒー貿易の相手

国の間のコーヒー貿易量、貿易額を調べる。②過去５年間におけるイギリスと貿易相手国間の 貿易額
の増加量(£)／貿易量の増加量(ton) をそれぞれ調べる。③コーヒー貿易においてフェアトレードをやっ
ていない国の貿易額の増加量(£)／貿易量の増加量(ton)とフェアトレードを行っている国の貿易額の増
加量(£)／貿易量の増加量(ton)を比較する。） 
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フェアトレード商品価格は、他の商品価格よりも一般的に高い。そのためこの比較によって後者の貿易額

の増加量(£)／貿易量の増加量(ton)が前者のものと比べ、高くなっていれば、その差×貿易量に比例して
フェアトレード生産者に利益がもたらされることを確かめたかったのだが、イギリスとフェアトレードを

行っている国の間においてのみ貿易額の増加量(£)／貿易量の増加量(ton)が高くなっているという相関関
係は見出せなかった。 
 
 フェアトレードだけで、一国の経済規模にマクロ的経済効果を見出すのは難しいことがわかった。しか

し、これは仮説であるが、フェアトレード自体だけによるマクロ的効果は見出せないが、フェアトレード

によってもたらされる教育機会や人材育成、スキルアップ、医療システムの構築、そして安定した長期雇

用などのミクロ的効果が将来的に、または間接的に一国のマクロ経済に（フェアトレードの規模がさらに

拡大すればするほど）大きな影響を与えることが期待できる。 
すなわち、「フェアトレードは経済発展の過程で取り残された人々に対して、先行研究で触れた社会開

発、人間開発、持続可能な発展の側面での直接的な効果をもたらし、また同時にインフラ整備などの経済

開発と平行することによって長期的には貧困国に大きな経済的効果をもたらす」とここで結論づける。 
以上のことから、貧困削減・持続可能な発展という２１世紀の最重要課題に私たちが取り組む時に、フ

ェアトレードは大変有効である。よって、フェアトレードを促進させることは重要であるといえる。 
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第4章  フェアトレードの現状分析 

 
 

第1節  世界(欧米などの先進国)でのフェアトレ
ードの状況  

 
前章で述べたとおり、途上国の生産者が貧困の悪循環から抜け出して経済的・社会的に自立するために

はフェアトレードは一つの有効な手段であり、その規模が拡大することが望ましい。では、実際にフェア

トレードは現在世界でどの程度行われているのであろうか。 
上記で説明したラベルの認証を受けている生産国は現在 40 カ国以上あり、ラベルつき商品が流通して

いる消費者国は 17 カ国である。これは各国共通で取り組んでいる政策としては多いように感じられる。
そこで先進国でのフェアトレード普及状況を見てみようと思う。（図１参照）フェアトレードの発祥の地

となったヨーロッパでは多くの人がフェアトレードという言葉や認証ラベルを知っている。フェアトレー

ド認証マークの認知度はドイツでは消費者全体の５0 パーセント、イギリスでは５１％、そしてオランダ
では 90 パーセント以上になると言われている。（以下でも述べるが日本は 5 パーセント未満と推測され
る）また欧米では、多くのスーパーやカフェにはフェアトレード商品が並び、企業、（ex イギリスのＢＢ
Ｃ放送、マイクロソフト、メリルリンチ社）や政府（ex 欧州委員会、アメリカ連邦会議）、学校などのオ
フィスでもフェアトレードのコーヒーや紅茶が使われている。代表的なフェアトレード商品であるコーヒ

ーの流通量はオーストラリアでは全体の 2 パーセント、スイスでは５パーセントを占めている。（ちなみ
に日本は 0.1パーセント未満）そして世界の四分の一のコーヒーを輸入するアメリカでは、流通している
コーヒーの 0.20～0.2７パーセントがフェアトレードコーヒーであるといわれている。（大和総研 HP 参
照）ｺコーヒー以外の商品では、スイスではバナナの四分の一がフェアトレード商品になっており、イタ

リアでは 16 万 5 千個のフェアトレードサッカーボールが販売された。このように世界のいくつかの国で
はフェアトレード商品は身近にある一般的なものとなっているようだ。 
しかし、問題点もある。フェアトレードは生産者と取引企業の相互関係に基づくものなので、一方の取

り組みだけでは成り立たない。市場は伸びているものの生産サイドの伸びに比べ需要はまだまだ少ないと

いう。例えばメキシコのフェアトレードコーヒー認定生産組合の場合、出荷量の 2割程度のフェアトレー
ドコーヒーしかフェアトレードコーヒーとして取り扱われていない。残りの 8割は一般のコーヒーとして
販売されている。これは、先進国側の買い手が供給に対して圧倒的に少ないためである。（大和総研 HP
「経営戦略研究 2005・5.7 44ページ引用」）ただしフェアトレードが急激に浸透し始めたのは欧州でもこ
こ数年のことなので、この点に関してはあまり悲観的になる必要はないかもしれない。 
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第2節  日本でのフェアトレードの状況  
 
日本では、1980 年代半ばからオルタナティブトレードを取り入れ始めたが、フェアトレードの普及という

点では、世界の先進国の中でも遅れている国の一つであろう。 フェアトレード製品の販売量は 2003 年

ベースで 38 トン。（図 1 参照） 

 
 世界のフェアトレード状況（図 1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
出所：フェアトレードラベルジャパンHP info@fairtrade-jp.org 

 

 

イギリスの約 600 分の一にしか満たない。ただし現在日本でもフェアトレードが普及する兆しがあるよ

うだ。 主に NGO が普及のための活動をしているのだが、最近ＣＳＲ（社会的責任）への関心から企業が

フェアトレードに取り組み始めているのである。 例えばスターバックスやイオングループ、小川珈琲、

共和食品、ワタルなどがフェアトレード商品を取り扱っている。（スターバックスは 2002 年から、イオン

は 2003 年から） このようなメジャーな販売店で取り扱われるようになってきたのでこれから普及が伸

びていく可能性がある。 表に現在日本で手に入る主なフェアトレード製品とその価格を載せた。（表 1） 

全体的に１割から２割一般の商品より高いが、高すぎるという印象はない。 食品は価格に見合った味

や安全性が保証されるならば問題のない価格であるし、衣類はそもそもデザイン性が大きなポイントにな

っているので、特徴を生かした商品を生産すれば多少価格が高くても十分競争力がある。 
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フェアトレード商品の価格例（表 1）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そこで日本の消費者にどれくらいフェアトレード商品が認知されているのか？ある調査では全体の 5％

という結果がでている。 一般の消費者にはフェアトレードという考え方が浸透していないようだ。 

我々も周りの人々がどの位フェアトレードを認知しているかを調べるためアンケートを取ってみた。フェ

アトレードを知っているかとの問いに対して『１、知っている 3％ ２、名前だけ知っている 4％ ３、

知らない 95％』という結果がでた。（母体数 100 人）（ちなみに知っていると答えた人は経済学部の学生、

商品に関心の強い主婦、などである）さらにフェアトレードを知らない人にフェアトレードのシステムや

フェアトレードの商品を簡単に説明し、「存在を知ったことをきっかけに少し余分なコストを支払ってで

も商品を買うか？」というアンケートをとったところ、『１、買う 56％ ２、買わない 16％ ３、どちら

とも言えない 28％』という結果になった。（同じく分母数 100 人）（図 2） 

 

アンケートに基づく日本人の認知度調査（図 2） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フェアトレード商品の価格例 
・コーヒー豆（２００ｇ）          ＝３９８￥～４９８￥ 
・紅茶（５０パック）            ＝９５０￥ 
・チョコレート（１００ｇ）         ＝４８０￥ 
・ﾈﾊﾟｰﾙｶﾚｰ（四人分二袋）          ＝４８０￥ 
・オリーブオイル（２５０ｃｃ）       ＝１０００￥ 
・サッカーボール              ＝２５００￥～５０００￥ 
・石鹸（オリーブオイル入り）        ＝４５０￥ 
･ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝの大人用 T ｼｬｯﾂ         ＝３５００～４９００￥ 
・ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝのﾊﾞｽﾀｵ            ＝３５００～４０００￥  
・その他衣類（手織りや草木染め）      ＝４０００～２００００￥ 
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 またフェアトレード商品を買う理由、買わない理由のアンケートを合わせてとったところ、買おうと

思う主な理由は『1、途上国の生産者に貢献したい。2、手工芸品などの独自な製品に興味がある。3、品

質が良さそうなイメージがある』である。 逆に買わないと思う主な理由として『1、値段が高い 2、商

品を買うことで生産者に貢献できるという実感がわかない 3、品質に不安がある』と言う答えが返って

きた。  またアンケートの中でフェアトレード商品を買う、買わない、わからない、という人すべてに

共通して見られたことは、身近にフェアトレード商品が見られないし大々的な宣伝もないから、特に肯定、

否定の気持ちが湧かずピンとこないというようなことだ。 このアンケート結果から分析すると、日本で

はまだまだ認知度が低いが、これからもっと認知度が高まり商品が身近で購入できるようになれば、フェ

アトレード商品が普及する可能性が大いにありそうである。 日本では欧州に比べて商品にフェアトレー

ドや環境保護という付加価値を認める考え方もまだあまり普及していないと思われる。（環境に関しては

最近かなり増えてきているようではあるが）そういった考え方もフェアトレード商品と結びつけて広めて

いくとよいのではないか。 

 

第3節  日本と世界の状況の違いの考察  
 
ここでは二つの事例をあげて分析してみよう。 

《イギリスの事例》 

まず数年でフェアトレードの製品売り上げが著しく伸びたイギリスの事例を紹介する。    イギリス

では 2000 年にランカシャー州のガースタングから「フェアトレードタウン・キャンペーン」という運動

が始まった。 これはフェアトレードの理念に賛同する地方自治体が「フェアトレードを宣言する町」と

なって認定証を受け取り、町の住人が積極的にフェアトレードに参加することのできる地域環境を作ると

いうものである。この活動の具体的内容は以下の通りである。 

 

 

1 地方自治体がフェアトレード促進の決議案を可決する。地方議会などの食堂で、フェアトレードコー
ヒー・紅茶を使用するなど、市民の先駆けとなる。 

2 地域の消費者がフェアトレード製品にアクセスしやすい環境を作る。 
例えばフェアトレードを提供する店や喫茶店などを増やしたり、店先に認定フェアトレード取扱店と

いう表示を設置したりする。また取扱店一覧表の発行などをする。 
3 地域の職場や学校、協会などの地域組織に浸透させることによってフェアトレードの認知度を上げる。 
4 マスメディアの関心を引きつけ、住民からキャンペーンの支持を取り付けることで、フェアトレード
に関与する地域の企業のイメージを上昇させ、地域経済を活性化させる。 

5 フェアトレードを推進する運営委員会の設置 
このグループは地方議会からの代表、企業代表、地域住民代表、地域の学校や協会の代表といった人

たちで構成されることが望まれ、上記の目的を果たしているか年次評価などで監査する。また若者へ

の教育活動等も行う。 

 

この活動は始まって以来、多くのメディアに取り上げられ、議員や住民の関心を集め現在では 100以上の
市町村約 1500万人がフェアトレードタウン宣言を行っている 
（参考、引用：特定非営利活動法人フェアトレードラベルジャパン「フェアトレードタウン・キャンペ

ーン概要（フェアトレード財団：ｲｷﾞﾘｽ）」） 
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出展：））フェアトレードラベル・ジャパン 
 

イギリスでは 2000 年以降フェアトレード製品売り上げの急激な伸びを記録しており、この事例から公的
な機関がフェアトレードに関与する効果が大きいことがわかる。 さらに根本的なものとして国民や政

府、企業がそれぞれ理念を持って進むべき方向に一体となって進んでいくという国の在り方が考えられ

る。 このように正しいと思ったことは実行に移し、同じ意見の人々を巻き込んで社会に一つの動きや運

動を起こすといったイギリス国民の行動力や国の在り方に、日本との違いを感じる。 
 
《次にカナダの事例を挙げる》 

Global Village store のスタッフの方の話に基づく 

（※これはメンバーの一人がカナダで直接聞いた話である） 

 

・カナダでフェアトレードの認知度が高い原因として 

1 大学の基礎科目の中にフェアトレードという科目を組み込む大学が多い。 
2 国民の利用するスターバックスがフェアトレードコーヒーの販売を始めた 
3 社会的な問題に対する国民の関心が高い 
4 フェアトレード商品を大手スーパーなどが取り扱っている 

といったことが考えられる。 

 

カナダではボランティアが盛んで、国民の 80％がボアンティアの経験を持つといわれている。 
その仕事内容は日本的なボランティアも含め、職業や、バイトのようなものまで多岐にわたる。 
また自分のスキルアップや老後を楽しむためにといった様々な理由でボランティアをしているようだ。 

このことから一般の人がフェアトレードのような社会的な問題に対して、積極的に考える基盤があるとい

える。 
 この二つの事例から分かることの一つは、フェアトレードが根付きやすい国は社会的な問題に対する

国民や企業、政府の対応が日本とは大きく異なるということである。 これは風土や宗教、歴史の中で培

われた国民性に由来する部分が大きい。 日本人には日本人のスタイルがある。     しかし、グロ

ーバル化が進み、環境問題や貧困問題が身近で深刻なものになってきている今、日本人も世界の様々な情

勢を見極め見習うべきところや参考になるところを取り入れ、日本独自の国際貢献のあり方を世界に示す

べきである。 フェアトレードもその一つとして、公的機関（地方自治体、学校など）や大手スーパー、

ブランド力のある企業が率先して取り組むことが望まれる。 そうすることによってフェアトレードに対

する日本の消費者の認知度が向上し商品の流通に大きな影響を及ぼすことができるはずである。 
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第4節  日本における今後のフェアトレードの        
展望  

 
昨今、値段だけにこだわらず、『健康や環境』等の付加価値のある商品を購入したいと考える消費者が

増えてきた。 企業側もトヨタのプリウスのように環境に配慮した製品の販売を促進するようになった。 

これらのことからみて日本でもフェアトレードという政策が浸透する地盤ができつつある。 フェアトレ

ード商品の意義と商品を正しく広めていくなら、消費者の心を捉え日本でも一般的な商品として購買され

るようになる可能性が大きい。 

そこで、今の日本で、どのように働きかければフェアトレード商品を欧米のように普及させることがで

きるかを考えてみる。 まず、政府は政策によりフェアトレードを広め、ODA などにより必要な資金を援

助する。 企業は社会的責任に基づいた商品の取り扱いを心がけ、それにマッチしたフェアトレード商品

の販売を促進する。 消費者は商品価値をよく考え、問題意識を持つとともに生産者との繋がりを大切に

する、といったことが必要である。  

しかしながら、はじめから理想通りに事が進まない可能性も大いにあるだろう。 フェアトレードとい

うのは、依存心を持たせる温床にならないよう配慮しながら、途上国を自助努力により自立させようとす

るものである。 その観点から『フェアトレードのもつ発展途上国の自立という意義が反映されていない』

とか、『現在の欧米でのフェアトレード商品の拡大は、消費者趣向にあった人目を引く包装デザインの導

入などの洗練されたマーケティング展開が相当大きく貢献しており、これは消費者資本主義の波に乗るブ

ランド商品となりかねない』（「フェアトレードとは何か」デイビットランサム著 P208 参考、引用）とい

った批判がある。  

しかし同情心やマーケティング戦略的な要素も日本において早期にフェアトレード商品を普及させる

ためには必要なことと思われる。 フェアトレードの趣旨にそって商品を普及させるにはまず認知を促

し、購買意欲をそそらなければならない。フェアトレードは商品を流通させてこそ働く支援である。 最

初は同情心や、イメージによって商品を買っていたとしても、後に商品に対する問題意識を持つきっかけ

となったり、商品の特性（丁寧な仕事だから、有機農法で作られていて安心だから等）の発見に繋がった

りする可能性が十分ある。まず商品の流通があり、次に根本的な問題へとリンクさせていくという流れを

作ることが必要である。 

日本人の日常の消費行動実態やアンケート結果の考察から、消費者がフェアトレード商品を買う動機と

して『１、商品に対するイメージ ２、商品に対する問題意識 ３、商品自体が持つ特性や価値』があげ

られる。 まず、商品に購買意欲をそそるイメージを与える事が必要である。 

そして、消費者の問題意識が「貧困に対する同情心」から始まっても、差し支えはなく、 

後に問題意識を深め、商品に対する価値を個人個人が認めることができればよいのである。 

フェアトレード商品と似た物として最近日本で普及しているものにホワイトバンド（白いゴムバンド

で、これを通じて貧困国に対する問題意識を高揚させると共に売上の一定額を途上国のために使用すると

いう趣旨で売られている）というものがある。こちらは有名人を使った CM のおかげもあり認知度は高い。

ホワイトバンドを購入する理由として、貧困国に貢献したいという気持ちや、CM に有名人が使われており

さわやかなイメージがあるといった好印象、ファッション的実用性などがある。これは今後フェアトレー

ド商品を普及させる参考になるかもしれない。しかし、完全なブランドイメージによる急速な普及は一過

性の流行で終わってしまう危険性があるので、その点は考慮して、政府や企業、NGO が協力してうまく長

期的に継続させていく必要はあるだろう。 

 
参考）フィールドワークから学んだこと（フェアトレード取扱店にて）  
   フェアトレードの普及に関して 

【People Treeスタッフの方のお話】 
「急激に広まりすぎることで、フェアトレードのイメージや名前だけが先行し、フェアトレー

ドの概念が軽視されたり取り違えられたりするのは問題。消費者の方に深くフェアトレード

についてその意義と役割を認識してもらうことが大事である。」 
【ぐらするーつスタッフの方のお話】 
「フェアトレードが日本で拡大することは大事だが、ブームで終わってしまってはいけない。

ブームが去ると同時に生産者への注文が途絶えてしまえば、彼らは仕事を失って生活に困窮

する。確実に長期安定取引をすることが生産者の持続的発展の支援につながる。」 
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第5章  CSR とフェアトレード 

第1節   CSR とフェアトレード  
 
しかし、フェアトレードにはそれなりのコストも労力もかかる。 とすると、企業がフェアトレードに

取り組むメリットがなければ、参入を期待することは難しい。そこで我々は、企業の CSR に注目した。 
CSRとは、企業が社会的責任を果たすことにより、ステークホルダー（投資家、消費者、労働者など）の
信頼を得る目的で行うものである。近年 CSR はマスコミ等で取り上げられるようになり、徐々に日本で
も浸透しだし、２００５年度３月期の日本経団連が実施した約５７２社対象のアンケート調査では、７

５％の企業が CSRに興味を示している。（図１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

出所（（社）日本経済団体連合会） 
 
近年日本において、CSRが注目された背景として日本の企業において企業不祥事が問題となっている。 

企業における不祥事は、年々悪質化・巨大の一途を辿り、人命にかかわる事件も発生している。最近では雪印に

よる企業不祥事が記憶に新しく、不祥事を起こしてしまうと経営再建が非常に難しく、倒産に追い込まれるケースも

珍しくなくなった。 

日本経団連は、かねてから企業倫理の確立を重要な使命として位置付け、企業行動憲章の策定とその普及に

大きな努力を払ってきた。このような取り組みは、反社会的勢力との決別等の点で成果をあげたが、昨今、特に消

費者・ユーザーとの関係で企業不祥事が相次いで発生し、当該企業のみならず、経済界全体が社会の強い批判

にさらされている。 企業活動の存立の基盤は、社会の信頼と共感にある。最近の事態は、これを損ねるのみなら
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ず、市場経済への不信にもつながりかねない。このため、日本経団連としては、企業行動憲章の実効性をより高め

るべく、 (1)企業倫理に関する経営トップのイニシアチブ強化、 (2)不祥事防止のための実効ある社内体制等の

整備促進、 (3)不祥事が起きた場合の対応の観点から具体的対策を実施し、改めて会員企業の自発的、積極的

取り組みを促すこととした。 特に経営トップに対しては、法令遵守に誰よりも高い感度を持ち不祥事の防止に努め

るとともに、問題が生じた場合には、事実関係を早急に把握し社会に説明すること、ならびに有効な再発防止策を

講じること等を求めたいとしている。 

 出所： （http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/cgcb/charter3.html） 

上記のように日本企業が企業不祥事防止に対し、取り組む必要性が非常に高まってきているといえる。 また(図３)

からも、日本企業におけるフェアトレード拡大は急速に行われていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

出所（（社）日本経済団体連合会） 

・またもうひとつの背景として、SRI「社会的責任投資」がある。 

（SRI：企業への株式投資の際に、財務的分析に加えて、企業の環境対応や社会的活動などの評価、つまり企業

の社会的責任の評価を加味して投資先企業を決定する投資手法） 

日本において２００４年５月現在 SRI 系ファンドは 1300 億円程度とまだ十分に普及しているといいがたいが、アメ

リカでは２００３年に約２兆ドル、イギリスでは２００１年で約２４００億ポンドとなっている。世界的に見ると SRI の規模

は約３００兆円に達しておりアメリカではファンドの１割が SRI とされている。 またイギリスでは、２０００年に年金法が

改正され、年金運用の際に、SRI の視点が必要となり、急増の一因となった。海外では巨額な運用資金を持ち、株

主への積極的な提案も行われている。 SRI は株式公開市場にとって大きな影響力を持つようになってくるため、

SRIの機関投資家から高い評価が得られれば、市場での資金調達能力が向上する可能性がある。最近は、CSRを

行っている企業だけに投資する、SRI 投資家なども増加しており、今後も増加の一途を辿ると予想できる。 
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出所（http://www.csrjapan.jp/csr/what/） 

第2節  CSR 推進のメリット  
 

では、企業がCSR を推進していくメリットはどのようなものがあるのだろうか。そのメリットとして、次の５点に注目して

みたい。（ＣＳＲマネジメント導入のすべて 東洋経済新報社 Ｐ29‐33 より抜粋） 

① 顧客満足度の向上で売り上げ増加  

「顧客」は企業にとって重要なステークホルダーであり、その顧客の満足度を高めることは CSR に必要不可欠な取

り組みである。顧客の要求を積極的に経営に反映させる顧客満足（CS）活動を推進すれば、結果として売り上げ増

加が期待できる。 

② 社会からの信頼性の確保 

CSR 推進によって社会から信頼される企業に変身できる。企業の事業活動で環境汚染が発生するならば、事実を

誠実に情報開示しつつ汚染物資削減やCO2 削減、ゼロエミッション等の環境保全運動活動への取り組みをする

ことにより、社会的信頼を得ることができる。 

③ 株主・投資家からの支持 

CSR 推進によって投資家支持を獲得し、株価の安定・上昇を期待する。SRI は IR(投資家向け情報)活動推進上も

無視できない存在になっており、今後ますますその傾向は強まると考えられる。 

④ 経営リスクの軽減 

CSR の実践によって経営リスクを軽減することができる。企業統治委員会の設置や、執行役員制度の導入、社外

取締起用等、企業統治（コーポレート・ガバナンス）の強化によって、経営の暴走を事前措置できる。また、倫理規

定の策定や倫理委員会の設置等、コンプライアンス体制の充実をはかることで、法律違反リスクを軽減することが

できる。 

 

⑤ ステークホルダーからの評価・敬愛 

社会的責任を果たす企業としてのイメージが定着すれば、CSR取り組みを積極的に評価する顧客や消費者、投資

家等の間での認知度が高まり、「信頼できる企業」としてのコーポレート・ブランド価値が向上する。                      
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これらの目標が達成されるならば、企業価値の向上も結果として実現するだろう。 

現在の CSR 取り組みは日本でも、環境への取組状況から企業を選定するエコ・ファンドや、より広範な観点から

企業を評価する動きが活発化しており、こうした動向が日本企業に与えるインパクトは無視することができないと考

えられる。 

 一方で、産業界の中にも、CSR を企業に新たな強みを与える鍵として積極的に活用しようという動きも広がってい

て、特に欧州では「CSR＝企業の競争力強化」という位置づけが一般的に受け入れられつつあり、大企業を中心

にCSR への自主的な取り組みが盛んになってきている。 

 そればかりか、国の産業政策としてCSRを推進しようとする国まで現れており、（イギリス、フランスなど）。日本でも、

グローバル企業を中心にCSR に対する新たなアプローチは既に始まっています。CSR は 21 世紀の企業経営にと

って重要なキーのひとつとなると考えられる。 

先にも述べたように、日本企業の環境保全対策は世界でもトップクラスである。しかし欧米で CSR というと、現在

一番重要視されているのは労働問題である。特に高い失業率が社会問題になっている欧州でその傾向が強い。

日本では最近までの終身雇用制・年功序列賃金制と労使協調路線中心の会社別労働組合と低失業率のおかげ

で、労働問題への注目度合いは低かった。 しかし、バブル崩壊後、若者を中心とする失業率の上昇、終身雇用

制の崩壊と成果報酬制度の導入、流動化する労働市場と、労働を取り巻く環境が激変するなかで、労働問題への

関心が高まってきた。 

 
では、企業に求められる労働分野のＣＳＲ活動において具体的にどのようなものが重要であろうか。国

連広報センター、グローバルコンパクトより、以下の３点を挙げたい。 
 

①企業が事業を営む場合においては、まず関係国の労働状況を考慮すべきである。例えば日本では考えに

くいことであるが、法定な保護が十分でない国においては、労働組合と、指導者の身の安全と秘密性を守

ることを必要としている。 
 
②あらゆる形態の強制労働を排除し、職場における、労働者の権利を守る雇用契約を、全ての労働者に提

供する。先進国において合法的に活動している企業であれば、通常自社においての強制労働の慣行はない

としても、取引先や下請け企業において強制労働が慣行される可能性が残っており、これは間接的に企業

が強制労働に加担することになるので十分考慮する必要がある。 
 
③児童労働を実効的に排除するために、まず国内労働法の規定や、規則の最低就業年齢に関する規定を尊

守し、国内法が十分でない場合には国際基準を参考とする。また児童労働をなくすために、取引先や下請

け工場を指導する。 
 
 
これらを考慮すること必要性を表す、代表的な具体例として９０年代後半の欧米諸国でのナイキ製品の

不買運動がある。スポーツ用品メーカーのナイキは、東南アジアの下請け工場で、児童労働を使っている

ことが人権団体の調査によって明らかになった。この調査では、（１）安全・衛生面での無配慮（２）長

時間労働・低賃金（３）賃金を低く抑えるための児童労働の３点を具体的に指摘され、この報道が世界各

地に広まったことから、欧米諸国でナイキ製品の不買運動が急速に展開された。当初、同社はこれらの問

題は、協力会社（工場）の問題であり、同社で直接的な対応を行わない方針でいたが、同社の売り上げが

減少する事態に陥り、信頼回復の手段を取らざるおえなくなった。まず、同社では協力会社の実態把握の

ために、「労働環境調査」を全世界に実施し、「パートナー倫理行動規範」の尊守を徹底させた。協力会社

の実態も積極的に情報開示するようにし、彼らの労働環境の改善に関しては、ＮＧＯの意見も取り入れる

ようにした。 
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以上のように企業が労働者の基本的な権利を保全しつつ主に途上国や先進国における単純労働の基本

的権利を確保することに加え、途上国の下請け工場などにおける児童労働や強制労働や劣悪な労働条件を

見直し、その基準を守り、維持することは、企業にとって必要不可欠な活動であると考えられる。 
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第6章   政策提言 

第1節  はじめに  
 
 途上国に住む最貧困層の人々にとって、今なにが必要か。それは、短期的ではない、持続可能な発展や、
社会的問題への対応・解決である。ここでいう社会的問題にはジェンダー・労働・エイズ・飢餓・教育問

題などがあげられる。 
 一方で、先進国に住む消費者たちにとって何が必要か。それは、生産者をよく知り、商品への安心を得

ることや、社会的な問題への関心を持ち、それに取り組み始めることである。 
 我々は、これらのことを達成するためのもっとも有効な手段として、“フェアトレード”に注目し、こ

の新しい貿易の、日本や世界における現状を分析してきた。そしてその結果、日本でフェアトレードを広

めることを目標に、以下の政策を提言する。 
 
提言１：企業・日本政府・NGO から成る“フェアトレード推進機関”を設立する。  
提言２：日本の ODA をフェアトレードの推進・継続のための資金として使用する。  
提言３：日本独自のフェアトレード認証ラベルを作成・配布する。  
 
第４章では、それぞれの政策提言について、順を追って具体的に説明していく。 

 

第2節   フェアトレード推進機関  

＜提言１＞．企業・日本政府・NGO から成るフェアトレード推進機関の設立 
Ⅰ、推進機関の構造  
 我々は、現状分析で紹介したイギリスのフェアトレードタウン・キャンペーンの事例から、公的機関が

フェアトレードに参入することによる認知度拡大の効果を確認した。 
そして、第 3章でも述べたとおり、日本の大手スーパーなど、消費者に身近な一般企業が、フェアトレ

ードに取り組むことにより、日本におけるフェアトレード認知度を拡大させることができ、それによって

消費が徐々に拡大すれば、持続的にフェアトレードを行い、日本や相手国で根付かせることができると認

識した。 
以上の事例から我々は、日本国内に、企業・政府・NGO から組織される、フェアトレード推進機関を

設立することを提案する。この機関の狙いは、日本でのフェアトレード環境を改善・構築し、一般企業や、

政府などの公的機関を、積極的にフェアトレードに参加させること、それによって、日本にフェアトレー

ドを根付かせることである。 
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以下では、フェアトレード推進機関の構造について説明していく。 
 

まず、下の図４‐１‐１を解説する。これは、フェアトレード推進機関の構造を表したものである。この

機関の基本は、企業、NGO、政府の３つのグループから派遣される人間で構成される。図中の矢印は、そ
れぞれの団体から団体へ与える影響を表している。 
 
図４‐１‐１ 

 
 
以下では、図中の矢印の番号順に、その影響・役割を説明していく。 
①  
NGO は、それまでフェアトレードを行ってきた経験を生かして、これからフェアトレードに取り組み

始める企業にアドバイスを与える。企業はこのアドバイスから、それまでの反省点を考慮したうえで、よ

りスムーズにフェアトレードに参加することができる。 
また、ナイキの事例でも取り上げたとおり、今や企業にとって重要なステークホルダーのひとつとなっ

た“NGO”と協力することで、企業は、より多くの CSR評価や投資家の信頼を獲得できるのである。 
NGO の側のメリットは、フェアトレードを行っていく上での注意点や、生産者を大切にする姿勢を企

業側に伝えることができることである。 
② 
逆に企業は、日本の消費者についてのさまざまな情報を持っており、商品開発の分野で NGOに貢献す

ることができる。 
商品を見る目がとても厳しいといわれる日本の消費者に、継続的にフェアトレード商品を購入させるた

めには、“その商品がフェアトレード商品である”、という価値だけでは不十分である。つまり、フェアト

レードの持続拡大のためには、商品自体に魅力があることが必要不可欠なのである。 
 実際、イオングループに商品をおろしている企業の方のお話を伺ったところ、 
 
「今は、“フェアトレードだから”という理由だけでは、商品は売れない。消費者には、リピーターの方も

多いが、その人たちは、商品自体を気に入ってきてくれることがほとんどである。 

企業 

NGO 政府 

① 

フェアトレー
ド推進機関 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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世界の貧困者を助けたい、という気持ちがきっかけとなって、一度商品を買ってもらったとしても、そ

のときだけで終わってしまっては、フェアトレードによる、途上国の持続的発展は望めない。つまり、現

在では、消費者の商品を見る目がどんどん高くなっているため、商品として魅力がないようなものが一時

的に売れたとしても、それは、“フェアトレード”という言葉や、印象に対するブームであって、すぐに

終わってしまう可能性があるということだ。 
フェアトレードを行う団体も、企業であれば、ひとつの営利団体なので、商品が売れず、利益が出なけ

れば、生産者に対して発注ができなくなってしまうし、それどころか、経営ができなくなってしまう。ブ

ームによって一時的に増大した発注が、ブームの終わりによって再びできなくなれば、生産者はまた職を

失い、元の状態に逆戻りである。 
では、ブームで終わらないために何が必要かというと、流行にあったデザインや、丁寧な仕事で作られ

た製品、味がよく、環境や人の健康にやさしい農産品など、フェアトレードという価値以外の魅力を持っ

た商品を提供していくことである。 
商品開発によって、安定した量の発注を継続させていくことは、フェアトレードを持続的に行っていく

うえでとても重要なことなのである。」 
 
ということであった。現在フェアトレードを行っている NGOなどの団体も、より魅力的な商品を生み

出すことがフェアトレードの継続には必要不可欠であり、そのためには、商品開発の技術やノウハウを待

っている企業との連携が役立つのである。 
③ 
企業がフェアトレードを行うことで、フェアトレードがうまく広まり、イギリスの事例のように、市場

の大きな部分を占めるようになれば、政府にたいして、フェアトレードの経済への効果を示すことができ

る。 
イギリスでは、コーヒー市場の約二割をフェアトレードコーヒーが占めており、そのほかバナナなどの

市場でも、フェアトレード商品は、大きな役割を示している。すなわち、フェアトレードは一国の経済に

とって無視することができないほどの市場規模になり得るのである。 
政府は大きな経済力を持つこのような企業の活動によってフェアトレードの重要性をより認識すること

ができる。 
 
④ 
 フェアトレードを行う団体は、公平な取引価格・フェアトレードプレミアム・小規模なために割高な

輸送費など、たくさんのコストと労力を負担する。そこで、これは政策提言 2で説明することでもあるが、
日本の ODAを使って、要請のあった企業に対して、フェアトレード資金の援助を行う。 
⑤ 
それと同じく、政府は、フェアトレードを行う NGO に対しても資金援助を行う。NGO は、規模が小

さいこともあり、資金不足が企業よりも深刻になってくるので、より真剣な検討が必要である。 
⑥ 
NGO は、今まで自分たちがフェアトレードを行ってきたノウハウや経験を政府にも教えることができ

る。政府は、このフェアトレード推進機関に加盟して、フェアトレードを政策の一部として行う以上、そ

れに関する知識が必要になってくる。 
ODA の一部をフェアトレード推進のために使う場合、どこにどれだけ必要かということは、これまで

実際にフェアトレードを行ってきた団体が一番よく理解している事項である。そこで、NGO から政府へ
のアドバイスが有効である。 

 
このように政府・企業・NGO は、お互いに協力することで、それぞれにとって、フェアトレードを推

進しやすい環境を作ることができるのである。では次に、この機関の機能や役割について説明していく。 
 

Ⅱ、フェアトレード推進機関の機能・役割  
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① 定期会議・報告会 
この機関は、定期的に会議を行う。 
この定期会議では、図 4‐1 で示したような情報交換の場として、また、1 年に 1 度の活動報告や、消

費者、生産者などのステークホルダーに対する満足度調査を行い、毎年、日本のフェアトレードの質や、

環境を改善するための場として使われる。 
第３章で紹介した、ピープルツリーが隔年で発行しているソーシャルレヴューがその報告書のひとつの

例である。 
 

② フェアトレードの広告活動 
 積極的に広告活動を行うことはもちろん、政府がフェアトレードに取り組むことによって、マスメディ

アがそれ自体をとりあげ、国民の関心を上昇させることが期待できる。また、温暖化対策として政府自ら

も取り組んだ、“クールビズ”の活動のように、政府の人間が率先して、この活動に参加していることを

示す。 
たとえば政府内で使うコーヒーなどをフェアトレード商品に切り替え、政府が率先してフェアトレード

商品を取り扱うことによって、国民の関心を上昇させる。 
 クールビズ実施により、温暖化ガスの 1％削減が実現されたという報告もなされており、そのような効
果を見ても、政府が取り組むことによる宣伝効果というのは、大変重要なのである。 
 
③ フェアトレードに関する教育活動 
 フェアトレード販売量世界第 2位を誇るイギリスでは、高校、大学、教会などにおける、フェアトレー
ドの教育活動が盛んであり、日本でも、若い世代に対する教育活動を実施するべきであると考える。 
欧米における教会のような、民衆が集まるコミュニティーが少ない日本においては、小学校や中学校な

ど、義務教育の場でフェアトレードを取り上げることが、効果を発揮すると考えられる。現在日本では、

一部の服飾系の専門学校の教科書で取り上げられているが、より広範囲における教育活動が必要である。 
  
④ 仲介 
推進機関は、生産者団体と日本のフェアトレード団体をつなぎ合わせる役割を果たす。推進機関に集め

られた企業や NGOは、自分たちの取引する生産者団体の情報提供なども行い、新規参入者が、取引相手
を見つけやすい状態を作る。 
日本側の団体の経営が悪化して、発注が滞った場合、生産者団体の収入を減退させないために、他の日

本加盟団体を紹介するシステムなど、協力体制を構築することができる。 
また、フェアトレード相手国との情報交換も積極的に行い、日本とフェアトレード相手国の協力的推進

に貢献する。 
生産者団体の紹介を現在までも行ってきた団体として、IFAT など、既存の、世界中にたくさんのコネ

クションを持つ団体に協力を仰ぐことが考えられる。 
 
 
 
 
 

⑤ 資金援助 
 資金援助については、詳しくは政策提言 2 で扱うが、ODA を使って、日本のフェアトレード促進に貢
献しようというものである。また、この場合、推進機関に政府の参加が必要不可欠である。 
 
⑥ 認証ラベルの作成・審査 
 認証ラベルについては、詳しくは政策提言３で扱うが、このフェアトレード認証ラベルを取り扱う機関

として、フェアトレード推進機関が機能する。 
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以上が、我々が考えるフェアトレード推進機関の機能・役割である。この機能・役割も、推進機関で定

期的に開催される会議において、議論され、追加される可能性がある。 
企業・政府・NGO は、それぞれにフェアトレードを行う必要があり、その環境構築や改善のための機関
として、フェアトレード推進機関を設立する。 

第3節   フェアトレードと日本の ODA 
 
＜提言 2＞ 日本の ODA をフェアトレードの推進・継続のための資金として使
用する 
 
Ⅰ、フェアトレード団体の資金不足問題 
 フェアトレードにおいては、生産者に対する公正な賃金の支払いや、環境に配慮した生産活動、フェア

トレードプレミアムや、代金 50% 前払いなどのような、フェアトレードの特性上かかる、たくさんのコ
ストが、フェアトレード団体にとって、大きな負担となっている。この点いついて、実際フェアトレード

を行っている企業 2社にお話を伺った。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
この話からもわかるとおり、フェアトレード団体には、その資金不足から市場競争の上で不利な立場に

追い込まれたり、商品開発や宣伝に十分な資金を投入できなかったりという場合が少なくない。 
我々は、そのような団体に少しでも多くの資金を与えるために、日本の ODA の１部をフェアトレード

推進資金として使うことを提言する。 
 
 
Ⅱ、日本の ODA 
日本は、1990年代の好景気から、ODAの最大の供与国として、世界に貢献してきた。近年景気後退に

より、その額は減退したものの、今なお、多くの資金を ODAとして、使用している。 
図４‐２‐１ ODA 予算の推移  

 
 
 
 
 

例Ⅰ：企業１のスタッフのお話  
「うちはひとつの企業として経営しているから、ちゃんと売り上げを出さなければ継続してい

かれないのだけど、フェアトレードは、その特性上、前払いの義務があったりだとか、入荷

した商品が売れなかったとしても返品できないっていう在庫リスクも負わなければならない

ので、結局セール品として安く売らなければならなかったりして、やはり資金不足に陥って

しまいます。でも、だからといって生産者団体に支払うお金を減らしてしまっては、フェア

トレードにならないので、資金援助があれば助かると思います。」 

例Ⅱ：企業２のスタッフの方のお話  
「輸送は、規模や量が小さければ小さいほど、コストがかかります。大量生産している大企業

の一回の輸送にかかる値段と比べると、不利です。資金不足という状況は、確かにあります。」 
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図４‐２‐２ DAC 主要国の ODA 実績の推移（1956～2003 年） 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
出典：図４‐２‐１，４‐２‐２共に 2004年版 ODA 政府開発援助白書 CD-ROMより引用 
 
 
まず、日本の ODAの経緯について、軽くふれておく。 
 
日本の ODA の変遷 
１９５４年、コロンボ・プランに参加したことによって開始されて以来、日本の ODA は、途上国支援

における重要な位置を担ってきた。しかし、その意味や、使い道は、多くの変化を遂げてきている。 
開始当初、日本の ODA は、戦後賠償の一環でもあり、国際社会における日本の地位を回復させるため

の手段であったり、輸出市場拡大のための手段であったりした。しかし、１９６０年代に入ると、高度経

済成長によって、財政に余裕が生まれ、ODAの日本の市場拡大のための援助という意味が薄れてくる。 
 以下の図は、日本の ODAの形態の変化の推移を簡単に表したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２００５発表論文  ３ｒｄ‐４ th Dec.2005 

 38 

１９６５年、青年海外協力隊が創設され、援助に初めて国民参加の視点が盛り込まれる。 
                ↓ 
１９７０年代、日本の輸出市場拡大のために行ってきた”タイド支援“から”アンタイド支援“への大転

換。 
                ↓ 
１９７６年、日本の賠償支払い完了。ODA 資金の拡大。ODA に対する意識の変わり目を迎える。（世界
では、貧困問題に対する支援が重要視され始める） 
                ↓ 
１９８０年代は、ODA 資金の拡大や、理念の体系化（人道的支援・途上国、資源国との相互依存関係の
構築）と共に、ODA供与国としての世界での地位を確立していく。 
８０年代後半から、草の根レベルでの援助を促進する動きが始まる。（１９８９年 NGO事業補助金制度） 
                ↓ 
１９９２年、政府開発援助大綱が閣議決定される。理念の明確化。 
                ↓ 
インフラ整備などのハード面への援助から、人間開発、貧困解消などソフト面への援助への重点移動。 
                ↓ 
２００３年、政府開発援助大綱改正。 
 
 

 
 
以上が、現在までの日本 ODAの変遷である。 
これを見ると、日本の ODA が、戦後賠償や市場拡大を目的とした援助から始まり、現在に至るまで、

資源の確保や国際的地位の向上は意識しつつも、徐々に途上国との協力体制を構築し、途上国の自助努力

を尊重した、貧困解消や人間開発の部門への援助に努めようという姿勢が多くうかがえるようになってき

ている。これらは、フェアトレードによってもたらされる効果と同じである。 
 
Ⅲ、日本 ODA の理念、重点のシフト 
１９９９年、ODA 中期政策が策定された。ここでは、重点目標の中で、インフラ整備に重点をおきつ

つも、それまで以上に貧困削減・ジェンダー問題・平和構築・人材育成などの人間開発分野を重視してい

く姿勢がうかがえる。また、現地住民の参加を促しながら、援助をすすめることも重要であるとされ、そ

のために、青年海外協力隊や、NGO などとの連携を図るという記述もなされている。政府の姿勢が、よ
りソフトの面の支援に重点をシフトさせ、民間参加型の持続的発展を目指していることがわかる。 

 
Ⅳ、日本の ODA 理念と、フェアトレード理念の一致～ODA 転用は可能か～ 
 次に、２００３年に改定された、ODA大綱の、理念についてふれる。 
 １９９９年の中期政策を基に作られたこの大綱で重点課題とされたのは、やはり 
ⅰ、貧困削減（人間開発・社会開発）ⅱ、持続的成長（民間の活力や資金を十分活用しつつ、民間経済協

力の推進をはかる（引用：ODA白書 2004年版 pp177.））ⅲ、地球規模問題への取り組みⅳ、平和の構築 
であり、第２章で紹介した、持続的発展を目指す、貧困削減のための手段であり、環境にも配慮するとい

う、フェアトレードの基準理念と一致することがわかる。すなわち、フェアトレード推進のための ODA
使用は、理念上十分可能である。 
 また、この大綱の中では、“内外援助関係者との連携”として、“国内の NGO 、大学、地方公共
団体、経済団体、労働団体などの関係者が ODA に参加し、その技術や知見を生かすことができる
よう連携を強化する。”（引用：ODA 白書 2004 年版 pp179） 
“ODA の戦略性、機動性、透明性、効率性を高めるとともに、幅広い国民参加を促進し、わが国

の ODA に対する内外の理解を深める”（引用：ODA 白書 2004 年版 pp175）という記載がなされ
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ており、フェアトレードを ODA を使って推進することは、この目標の達成のための効果的な手段となり
うる。 
ハード面の援助から、ソフトの面の援助に重点がシフトしていることや理念の一致、目標の達成のため

にも、ODAをフェアトレード推進のための資金に使用することは、有効である。 
 
 

 
Ⅲ、日本の ODA に対する批判  
 近年日本の ODAは、国内外からのさまざまな批判を受けている。 
いくつもの批判があるが、我々がここで注目するのは、国内の問題として、ODA を扱う外務省が、何

年か前に横領事件を起こしたことなどがきっかけで、“国民の税金から成る ODA がどこに使われている
のかわからない。”という不信感が国内に生まれたこと、ODAの不透明性への批判である 
 ODAでフェアトレードを支援することは、その問題へのひとつの解決策となる。 
それはフェアトレードが、“買い物”という、日常的に行う行為によって、途上国への協力ができるとい

う、消費者である日本国民にとってもっとも身近な援助の形だからである。もしその援助を政府が ODA
を使って支援しているということがわかれば、国民の ODA に対する不信感も、解消されることが期待で
きる。 
 

第4節   フェアトレード認証ラベル  
 
＜提言３＞日本独自のフェアトレード認証ラベルの作成 
 
フェアトレードが持続的に行われるためには、消費者の理解が必要不可欠である。そこでフェアトレー

ド推進機関が、生産過程でフェアトレードの基準が満たされている製品にラベルを与えることを提言す

る。 
 
Ⅰ、一般企業の参入 
 
 まず、前にも述べたとおり、日本でフェアトレードを根付かせるためには、一般企業の参入が効果的で

あり、そのためには、一般企業が参入しやすいようなフェアトレード環境を構築する必要がある。 そこ

で、フェアトレードの厳しい基準を満たした商品に対して、推進機関がラベルを与えることで、新規参入

企業の取り扱う商品にも信頼性があることを、消費者に示すことができる。 
さらに、現在取り扱われているフェアトレードの基準を満たす商品の中にも、コストや労力がかかるた

めに FLOや IFATの発行するフェアトレード認証ラベルを取得していない商品がある。 
 そのような商品にも、日本で発行するフェアトレード認証ラベルを与えることで、消費者が“フェアト

レード商品だと判断できるモノ”にアクセスしやすい環境を作り、フェアトレードの認知度を上げること

ができる。 
また、”エコマーク“が消費者に、環境への配慮意識を持たせたように、フェアトレードマークは、途

上国において、過酷な労働や生活環境にいる人々に貢献しようという意識を日本人にもたらすという効果

が期待される。 
 

参考事例 エコマーク～環境ブランド～  
エコマークとは、そのマークがつけられた商品が、厳しい環境基準をクリアして作られていることを表し、

環境に優しい商品を好む消費者が、その商品を選択しやすくなるようにつけられたものである。このマー
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クは、日本国内で発行しているものであるが、大変多くの人々に認知されており、消費者が身近なところ

から環境を考えるきっかけともなったといえる。現在一部の外国環境ラベルとの相互認証も可能になって

きており、その利用は、ますます増加すると考えられる。 
図４‐３‐１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
図：））エコマーク事務局 HP より引用 
エコマークの事例を参考に、フェアトレードという分野においても、日本独自のラベルを作成し、それ

を管理する仕組みを創設する。そのために、フェアトレード推進機関はその内部に、フェアトレードラベ

ル管理委員会を設置する。まず、図４‐３‐２を見てほしい。これは、エコマーク事務局を参考に作成し

た委員会の構造である。 
図４‐３‐２ フェアトレードラベル管理委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

フェアトレードラベル管理委員会  

品目調査管理局 
 

審査局 

ワーキンググループ 加盟団体管理局 

ラベル発行・管理局 
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まず、品目調査管理局は、フェアトレードラベルを与える品目を制定し、それについての情報を管理

する。品目とは、例えば“コーヒー豆”・“サッカーボール”・“オーガニックコットン製の衣料品”など大

まかな分類である。ここで認可されている品目に関しては、ワーキンググループがそれぞれについての

評価基準を制定する。ワーキンググループの構成員は、推進機関各団体の代表や、消費者・生産者団体の

代表、その品目に関する専門家などが挙げられる。 
また、品目調査管理局によって認可されていない品目についても、新しく申請することによって、認可

が可能となる。ここで認められた品目に該当した商品は、ラベルを申請することができる。 
ラベル申請をした商品は、審査局で、フェアトレードの国際的基準や、ワーキンググループの定める評

価基準を満たしているか、審査を受ける。 
それと同時に、その商品を取引している団体は、加盟団体管理局に活動報告を提出し、審査を受ける。 
これらの審査をクリアした商品に対しては、ラベル発行管理局がラベルと認証番号を与える。ラベル

発行管理局は、ラベルを与えた商品に関する情報や、番号を管理し、不当な無断ラベル使用などを取り締

まり、その信用維持に努める。 
 
以上が、フェアトレードラベル管理委員会の構造である。 
 
Ⅱ、FLO ラベルだけではなぜ足りないのか 
 現在一般企業のもので FLOラベルを添付している商品としては、スターバックスのフェアトレードコ
ーヒー２種類と、イオングループ（ジャスコ・ミニストップ）のトップバリューコーヒーが挙げられる。

しかし、消費者の中でこのマークの認知度が低いことから、これ自体がもつ、社会への影響力は非常に少

ないといえる。 
 そこで、作成から日本の推進機関が取り組むことによって、その認知度を高め、そのラベルを商品に添

付することで、エコマークのときにあったような、消費者へのメッセージ性・ブランド力を持たせる。 
 また、FLOラベルは、認定されると、ラベル添付商品の利益の多くを FLOに還元しなければならない
ので、余裕のない小規模団体や新規参入者などにとっては、大きな負担となりうる。この問題に関しては、

フェアトレード推進に ODA の一部を使うことによって、ラベル管理委員会の運営費や、フェアトレード
マークの作成にかかるコストの、加盟団体負担部分を大きく減らすことができる。 
 その点からも、基準をしっかりしておけば、国内フェアトレードラベルは、国内フェアトレード環境の

構築に役立つ。 
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Ⅲ、国内フェアトレードラベル認定までの手順と、その効果 
 フェアトレードラベルには上で見てきたような効果があるが、もちろんこのラベルを無差別に与えてい
ては、”ブランド性“だけが重視され、フェアトレード従来の目的がなおざりにされかねない。そこで、

先ほど説明した、フェアトレードラベル管理委員会の構造を使って、ラベル管理を厳格に行い、乱用など

の防止に努めると共に、信用を維持できるように努める。 
 下の図は、フェアトレードラベルの取得までの大まかな流れと、その効果についてである。 
 
図４‐３‐３ 
  その商品が、品目調査管理局の定める品目に該当するか確認する 
                 ↓ 
  該当品目であれば、ラベル申請。該当品目でなければ、品目認可申請後、ラベル申請。 
           ↓ 
① 審査局による商品審査（フェアトレードの国際的基準を満たしているか、ワーキンググループの定
める評価基準を満たしているか） 

② 加盟団体管理局による団体審査（団体は、活動報告などの提出） 
           ↓ 
  基準を満たしていれば、ラベル発行管理局が、商品に対して認証ラベルと認証番号を与える。 
           ↓ 
ラベルを得た商品は、消費者の信頼や、フェアトレードの基準を満たしたというブランド価値を得るこ

とができる。 
           ↓ 
 その商品がフェアトレードラベル認証に値するか、定期的な審査をすることで信頼性を保つ。また、ラ

ベル発行管理局は、ラベルの厳格な管理を行い、乱用・無断使用などを防ぐとともに、ラベルの信用維

持に努める。  
           ↓ 

一般企業でもフェアトレードに参入しやすくなる 
           ↓ 
    ★ フェアトレード商品の一般化・認知度拡大 
 
なお、乱用を防ぐための対策としては、フェアトレードマークの、無断使用したものは、何らかの手段（罰

金など）で罰せられる。という決まりを作ることなどが考えられる。 
 このような枠組みのもとで、日本は、国内のフェアトレード環境を改善・構築し、フェアトレードを日

本で根付かせる。それは日本国民の意識を変えるとともに、国際社会の中で、日本の責任を果たすことに

もつながるのである。 
 

第5節   まとめ  
 
我々は今まで日本がフェアトレードに取り組む重要性を示してきた。政府、企業、消費者、NGO が協

力してフェアトレードに取り組むことによって、フェアトレードの概念が日本の人々に根付くことが期待

できる。フェアトレード商品を購入することによって、先進国の人々は社会的問題に対する意識を持ち、

その問題に取り組み始めるきっかけとなる。日本でこの政策を実施した際に、どのような問題が生じるか

は定かではないが、（例えばフェアトレード商品が日本人に継続的に受け入れられるかなど）フェアトレ

ードは日本の人々と途上国の人々の間の良い関係を築きつつ、途上国の持続的発展に貢献するのに極めて
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有効な手段である。
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