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１ 嗜好品生産地の現状：今もつづく児童労働と強制栽培

【下山 2009年a】

（１）アメリカ労働省報告書の分析
アメリカ労働省：
児童労働ならびに強制労働により生産される商品のリスト（2005年〜2008年）
→ 58カ国で122の品目を列挙

!
農産品分野：綿花、サトウキビ、タバコ、コーヒー、米、カカオ
製造業分野：レンガ、衣料品、絨毯
鉱山業・採石場：金、石炭
綿花（15カ国）、サトウキビ（14カ国）、タバコ（13カ国）、コーヒー（12カ国）、米（８
カ国）、カカオ（５カ国）、レンガ（15カ国）、衣料品（６カ国）、絨毯（５カ国）、靴・
靴下・サンダル（５カ国）、金（17カ国）、石炭（６カ国）など

THE DEPARTMENT OF LABORʼS LIST OF GOODS PRODUCED BY CHILD LABOR OR FORCED LABOR Report Required by the Trafficking Victims Protection
Reauthorization Acts of 2005 and 2008
The United States Department of Labor
Bureau of International Labor Affairs
Office of Child Labor, Forced Labor, and Human Trafficking
p.xiii
ILAB（Bureau of International Labor Affairs ） ultimately identified 122 goods produced with forced labor, child labor, or both, in 58 countries. ...... The most
common goods listed are cotton, sugarcane, tobacco, coffee, rice, and cocoa in agriculture; bricks, garments, carpets, and footwear in manufacturing; and gold and
coal in mined or quarried goods. The primary purposes of the List are to raise public awareness about the incidence of child labor and forced labor in the
production of goods in the countries listed and to promote efforts to eliminate such practices.

!

p.13
A number of goods were found to be produced with child labor or forced labor in numerous countries. Examples include cotton (15 countries), sugarcane (14
countries), tobacco (13 countries), coffee (12 countries), rice (8 countries), and cocoa (5 countries) in agriculture; bricks (15 countries), garments (6 countries),
carpets (5 countries), and footwear (5 countries) in manufacturing; and gold (17 countries) and coal (6 countries) in mined or quarried goods.

強制労働の存在が報告された物産と当事国リスト :
2005年〜2008年
（ ** 印は児童労働との関わりも併せ確認された国）
（ # 印は下山が他の資料・研究調査から追加したもの）

!
造花 Artiﬁcial Flowers China
竹 Bamboo Burma
豆類 Beans (green, soy, yellow) Burma
ナッツ Brazil Nuts/Chestnuts
**Bolivia, Peru
レンガ Bricks **Bolivia, **China, **India,
**Nepal, North Korea, **Pakistan,
#Afganistan, #Argentina, #Bangladesh,
#Brazil, #Burma, #Cambodia,
#Ecuador, #Nepal, #Peru, #Uganda
絨毯 Carpets
#Afganistan, **India, #Iran,
**Nepal, **Pakistan
牛乳、牛肉、家畜の世話 Cattle Bolivia,
**Brazil, Paraguay, #Chad, #Ethiopia,
#Lesotho, #Namibia, #Uganda,
#Zambia
セメント Cement North Korea
木炭 Charcoal **Brazil
クリスマス用装飾品 Christmas Decorations China
石炭 Coal #Brazil, **China, North Korea,

**Pakistan, #Colombia, #Mongol,
#Ukraina
コカ Coca (stimulant plant) **Colombia, Peru
カカオ Cocoa **Côte d'Ivoire, **Nigeria,
#Ghana, #Cameroun, #Guinea
コーヒー Coﬀee **Côte d'Ivoire, #Colombia,
#Dominican Republic, #Guatemala,
#Guinea, #Honduras, #El Salvador,
#Kenya, #Mexico, #Nicaragua,
#Panama, #Tanzania, #Uganda
トウモロコシ Corn Bolivia
綿花 Cotton
**Burkina Faso, **Benin,
**China, **Kazakhstan, Pakistan, #Brazil
**Tajikistan, **Turkmenistan, *
*Uzbekistan, #Argentine,
#Azerbaydzhan, #Egypt, #Kirgiz,
#Paraguay, #Turkey, #Zambia
綿実 Cottonseed (hybrid)
**India
ダイヤモンド Diamonds **Sierra Leone,
#India, #Angola, #République,
Centrafricaine, #Guinea, #Libia,
#Liberia, #Congo
電子部品 Electronics **China
刺繍 Embroidered Textiles (zari) **India, **Nepal

花火 Fireworks **China, #India
靴・靴下・スリッパ Footwear China
衣料品 Garments **Argentina, China, **India,
Jordan, Malaysia, **Thailand, #Brazil,
金 Gold **Burkina Faso, North Korea, **Peru,
#Bolivia, #Colombia, #Congo, #Mali,
#Ecuador, #Ghana, #Guinea, #Senegal,
#Indonesia,#Mongol, #Nicaragua,
#Niger, #Philippines,#Tanzania
顆粒氷菓 Granite **Nigeria
砂利 Gravel (crushed stones) **Nigeria
鉄 Iron North Korea
翡翠 Jade **Burma釘 Nails China
ヤシ油 Oil (palm) Malaysia
茅葺用ヤシ Palm Thatch Burma
モモ Pcach #USA
ピーナッツ Peanuts Bolivia
唐胡麻の実 Physic Nuts/Castor Beans Burma
ポルノグラフィー Pornography **Russia,
#Thailand
米 Rice **Burma, **India, **Mali, #Brazil,
#Dominican Republic, #Philippines,
#Uganda, #Kenya

ゴム Rubber **Burma
ルビー Rubies
**Burma
ゴマ Sesame Burma
エビ Shrimp Burma, **Thailand
石材 Stones **India, **Nepal
サトウキビ Sugarcane **Bolivia, Brazil
**Burma, **Dominican Republic,
Pakistan, #Belize, #Colombia, #Kenya,
#El Salvador, #Guatemala, #Philippines,
#Panama, #Thailand, #Uganda, #Mexico,
ヒマワリ Sunﬂowers **Burma
チーク材 Teak
**Burma
織物 Textiles North Korea
ティラピア Tilapia (ﬁsh) **Ghana
木材 Timber Brazil, Peru
タバコ Tobacco **Kazakhstan, **Malawi,
#Argentina, #Brazil, #Indonesia,
#Kenya, #Kirgiz, #Lebanon, #Mexico,
#Mozambique, #Nicaragua, #Zambia,
#Philippines, #Tanzania, #Uganda,
トマト Tomato #USA
おもちゃ Toys **China
小麦 Wheat Pakistan
バニラ Vanilla #Uganda, #Madagascar

＊ THE DEPARTMENT OF LABOR’S LIST OF GOODS PRODUCED BY CHILD LABOR !

!

OR FORCED LABOR Report Required by the Trafficking Victims Protection !
Reauthorization Acts of 2005 and 2008!

p.30（Emerging Patterns）
ILO 調査では、児童労働の69%は農業分野。ただし、ILAB 調査では、グローバル市
場に出回る商品では、Christmas decorations, fashion accessories, and soccer balls
なども増える傾向にあるとされる。そうした傾向は、旧来の長年はびこって来た社会習
慣や宗教的信念、社会的弱者へのお決まりの慣例による「伝統的強制労働の要因」との
強固な結びつきもさることながら、近年のグローバル化進展による営利企業活動やワー
ルドワイドな移民（+ 難民）激増によりもたらされたと読み取るべき。

＊上に引用したアメリカのDOLの公式調査報告は、最後に僅か２頁の「アメリカ合衆国にお
ける児童労働ならびに強制労働 Child Labor and Forced Labor in the United States」の項
目を設け、「2008年には 4,734 人が違法労働を課された。その内、41％は児童労働で、危
険、有害な作業に劣悪な環境のもと使役され、違法な機器を使用する作業に従事していた」
と記述しているが、巻末の膨大な参考文献にアメリカ関連のものは一つも無く、拙著『世界
商品と子供の奴隷』で一部紹介したようなアメリカにおける過酷な児童労働の事例には全く
言及されていない。また、2010年版では、「Market for Goods」の項目を設けて、わざわざ、
「グローバル市場とのつながりはあまり見られない」とのコメントが書き込まれている。
☟
ダイヤモンドやおもちゃや電子部品も大半は途上国の国内消費に回る？？

（２）アメリカ司法省と多国籍企業
アメリカの公共機関 = 企業との間に「回転ドア revolving door」が存在
☟
行政、司法、警察、軍隊、教育など公的なものを個人や企業が私物化（ハワード・ジン）

!
すでに植民地時代、独立革命期から、国家や州や地域の政治経済を上位数％の富裕層
が支配（中央政府の不在・不備と人種的摩擦による、草創期からの差別•格差社会の展開）
【下山 2013年】

＊ 奴隷主プランターによる農業中心社会の共和制的支配（Plantocracy）から
全産業分野にわたるグローバルな企業専制体制（Corporatocracy）へ
!
＊ 1980年代、90年代以降、「南部化」するアメリカのグローバル化が加速して、世界中の国家や伝統社会
を変質させているのではないか？ ＝営利企業による世界の日常生活と嗜好・心性の確定、フラット化
☝️
主要資源、鉄道、軍備、公共事業など「国家が顧客」の諸産業のアメリカにおける急激な発展
と「コルテス＝ピサロ方式」による国家指導者層の取り込み支配

米司法省

企業起訴を避ける傾向顕著に

http://democracynow.jp/video/20080410-3

2008 / 4 / 10（木）

!
ＮＹタイムズ紙によると、2008年までの3年間に50件以上の企業犯罪が
不起訴になりました。企業の起訴件数は激減しており、特に注目される企業
犯罪事件で「訴追延期合意」が目立ちます。起訴延期を延期する代わりに罰
金を課し 業務改善命令の実行を外部機関が監視する制度ですが、合意内容
はほとんど公開されません。すでに2005年に『企業犯罪レポーター』は訴
追延期合意の乱用を警告しています。
訴追延期合意は本来、軽犯罪のための制度です。それを大きな企業犯罪に
も適用し、示談で解決しています。企業は刑事責任の追求で企業イメージに
傷がつくのを恐れるあまり、ホワイトカラー犯罪を扱う弁護士や司法省検察
官を抱き込み、示談で済ませることにしたのです。その結果 この５年間大
手企業が有罪判決を受けることはほぼなくなりました。この背景には、企業
の刑事責任を廃しようとする企業犯罪ロビーによる民主・共和両党への長年
の働きかけがあったといわれます。
cf. ボパール化学工場爆発事故、各種公害訴訟、東電事故…

２ 嗜好品生産の基層：プランテーション経済から企業社会へ
嗜好品など世界商品の生産を主軸としたプランテーション経済拡散社会から企業が主役の社会は
どのように展開してきたか？

（１）南蛮船の外身と中身
!
商船としての南蛮船
!
＊輸入品
ヨーロッパ産火縄銃、火薬、地球儀、地図、眼鏡、南蛮菓子
中国・アジア産生糸、絹織物、カボチャ、スイカ、鮫皮、鹿革
アメリカ産タバコ、砂糖、ジャガイモ、トウモロコシ
（鹿革、トウガラシ）

!
＊輸出品
銀、銅、銅銭、硫黄、刀

!
すでに15世紀から、薬用としてナツメグ、ターメリック、
リカリスなどの輸入は有り。
スパイス戦争から東インド会社、各種特許会社の
角逐時代へ

奴隷貿易船としての南蛮船
1543年、種子島にポルトガル船漂着
1540年代の終わり頃から日本人奴隷を輸出
1560年代、マニラ〜アカプルコ間に奴隷貿易ルート確立
1582年、天正の少年使節団の日誌に日本人奴隷の記録
秀吉謁見の際には、モルッカ産のクローブ、バンダ産
のナツメグ、セイロン産シナモンなどを献上
1587年、秀吉、バテレン追放令
1614年、家康のキリスト教禁止令
【下山研究室HP「奴隷制度史研究」のサイト】

（２）奴隷制プランテーション革命
：Staples の強制栽培と日常生活の変貌
16世紀初頭以来、奴隷制度・強制栽培制度を基軸とする主要商品（Staples）の
プランテーションでの生産が継起的に「発展」、宗主国と植民地双方の日常生活
を大きく変貌させていった。
16世紀初頭〜 ヴェネズエラのカカオ革命
1510年代〜1640年代 東南アジア香辛料革命
1620年代〜1776年 ヴァジニアのタバコ革命
1660年代〜 バルバドス砂糖革命
1690年代〜1776年 英領カロライナ米作革命
1700年〜1720年代 ジャワ、ブラジルのコーヒー革命
1720年〜1776年 カロライナ藍作革命（産業革命とセット）
1800年〜1863年 綿花革命（産業革命とセット）

!
!
他に、バナナ、パイナップル、コチニール、ログウッド、茶、塩、船舶資材、
毛皮、ゴム、ヴァニラ、ヤシ…etc…

（３）プランテーションと営利企業：東インド会社の先例
•

1600年

東インド会社創設

•

1602年

ジャワ島バンテンに商館設立

•

1613年 インド西海岸スラトに商館設立
•

（実は奴隷貿易会社であり、「コルテス・ピサロ方式」
で徴税権や通貨発行権、立法権などをインドから奪取）

•

日本の平戸に商館設立

1773年

茶法制定。イギリスは北米13植民地での紅茶の販売力強

化による会社救済を目指したが、植民地住民の反発に遭いボストン

•

1623年

アンボイナ事件 日本から撤退

茶会事件が起こる。その10年後の1783年には、アメリカ合衆国が

•

1640年

マドラスにセント・ジョージ要塞完成

独立することになる。

•

1650年

東インド会社の商船が初めて香港に停泊

•

1808年

長崎フェートン号事件

•

1661年

ポルトガル領ボンベイ、英領に贈与

•

1811年

インド軍、オランダ領ジャワ侵攻

•

1696年

カルカッタにウィリアム要塞完成

•

1813年

インド貿易の独占権喪失

•

1708年

連合東インド会社創設

•

1818年

マラータ同盟を解体

•

1711年

広東に商館設立

•

1820年

マラータ帝国を直接支配地とする

•

1746年

フランス軍マドラス占領

•

1826年

海峡植民地創設

•

1757年

プラッシーの戦い、ベンガルにおける会社の覇権確立

•

1833年

中国貿易の独占権喪失に伴い商業活動停止

•

1761年

仏領ポンディシェリ占領

•

1841年

アヘン戦争（ - 1842年）

•

1765年

ロバート・クライブ、初代ベンガル知事に就任

•

1858年

セポイの乱によりインド管轄権を失う

•

1773年

ウォーレン・ヘースティングズ、初代ベンガル総督に就任

•

1874年

会社解散

!
アヘン戦争はイギリス vs 清国の戦争？

!
サッスーン財閥とジャーディーン・マセソン商会（東インド会社の後継）が暗躍、林則徐に
没収された２万箱のアヘンの奪回、賠償をもくろんでジャーディーン本人が帰英して有力経済
人、議会を煽動したことがアヘン戦争の直接原因

!
cf. 「イラク戦争はベクテル社とハリバートン社のための戦争」

３

嗜好品と伝統社会の変貌

（１）排除し隔離し差別される嗜好品：タバコ
初代アメリカ合衆国大統領ワシントン、第３代大統領ジェファーソン
など独立革命を主導した「建国の父祖」をはじめ、歴代の中心的指
導者層の多くは奴隷主プランターないしはその子孫
ワシントン、ジェファーソン共に5000エーカー（20㎢）の私邸を
持ち、150人以上の奴隷を使役したタバコプランターで、先住民掃滅
隊のリーダー
（それが社会的に最高の栄誉を保持）

!
プランテーション = Military Agriculture 且つ営利企業体
☟
独立後も、「戦争中毒国家」とまでいわれる体制で奴隷制プラン
テーションと「フロンティア」の拡張・開拓（exploitation）へ。
= 江戸時代中期から、日本のすぐ隣の国アメリカで、日本の
総面積の十数倍の奴隷制社会の「発展」が、先住民社会と
エコシステムの崩壊を伴いながら進展した。
：このことの意味、は……?
• 【下山 1992年、2009年b、池本／布留川／下山 1995年、】

禁煙運動の広まりの背景
「エもいわれぬ良い香りがする万能薬」と感受され、
世界中にたちまち普及したタバコが、今日ではなぜ、か
くも「臭くて健康に悪い毒物」として排撃されるのか？
（「医学的識見の進歩」の一点のみで解決済み？）

成分を調べてみると、取り立てて危険、というほどでもなく、国際会議でタバコの健康障害
が集中的に討議された折も、32の論文のうち「危険性を立証」と唱えたのは２本のみ

＊アメリカの保守化・南部化
原理主義宗教団体の布教熱
（禁煙キャンペーンは盛んでも、銃規制、反核運動、医療制度改革、投機
規制など、もっと影響の大きな問題には消極的）
医学界の取り込み
修正データの教科書化
＊タバコ産業に対する弁護士団のタカリ
＊バブル損失補填の穴埋め策 + 製薬会社の営業・広告戦略、課税対策
＊通信産業や建設業者がタスポカードや町の改造で丸儲け
＊喫煙者のマナーの過度な悪質さ

排撃に代えて普及促進がはかられているものは…
たとえば、後遺症の臨床試験さえも曖昧な遺伝子組み換え食品

着々とすすむ遺伝子組み換え種子の普及
地元の伝統的な植物の大半を枯死させる強力な農薬（ラウンドアップ）と抱き合わせで販売。
その農薬に耐える遺伝子組み換えの種子を毎年、世界中で買いつづけてもらう、という
モンサント社の戦略。
なお、添加物、成分などの厳格な表示が必要な日本であるが、「遺伝子組み替え種子使用」
の表示は「しないことにする」という…。

世界中で親しまれ、よく知られた企業が
奴隷制（slavery）のロゴで批判される事例

現在、途上国（多くの嗜好品の生産国）は30余の商品作物のモノカルチャー
だけを認められ、その生産物の価格はロンドン、ニューヨーク、シカゴなどの
商品先物取引市場で決定され、投機やマネーゲームの対象にまでなっているの
が現状。
また、海外展開で「少しでも仕事を作り出してあげた」とする多国籍企業の生
産現場の実態が、sweat shop（搾取工場）、との調査も多々ある。
さらに、「生産国にまわるお金は、世界の貿易総額のわずか１％のみ」との指
摘もある。

おわりに
!
あらゆるモノを世界商品にした近代世界。特に、人間を「黒い積荷」として
取引した奴隷売買の「繁栄」に関しては、もっと敏感な洞察が共有されて然る
べきはず。（「赤い積荷」「黄色い積荷」もあった）
イギリス枢密院の議事録（Acts of Privy Council）などを読むと、すでに18
世紀に「黒人は、あらゆる観点からみて、goods であり products であり、
commodity である」などと結論づけられたことが判る。今では、「民営化」
を錦の御旗に、あらゆる国境や文化圏を越えて、プライベートな営利組織にし
か過ぎない大手多国籍企業や個人商人が、遺伝子組み換え商品や人身売買、戦
争まで含めてあらゆるモノを取引し、需要や消費を半ば強制的に作り出してい
る現状。
嗜好品も、そうした「おかしな取引」との関わりでいろいろと考え直して
おく必要がある、のでは？

James B. グラットフェルダー「世界をコントロールしているのは誰か？」
Who Controls the World? www.ted.com, Feb. 2013
= 2007年からの1300万件の所有権（ownership：支配権）データベースから、
複雑系の理論を応用して多国籍企業のネットワークを分析
→ 43,000の多国籍企業の存在を発見
→
→

60万のネットワーク接点（nodes）と100万のリンクを検出
中核部36％の企業が世界の95％の利益を占有
多国籍企業全体の 0.123％、737の大株主が多国籍企業の価値の
80％を保有
0.024％が価値全体の40％を保有

全球治理
インドにおける 社会 活動 訴 訟 ( so ci a l a ct io n l i ti g a t i on：識字能力の
無い者など社 会的 弱者 に代 わ って 弁 護 士など が 児童労働の廃絶を州政府
や中央政府に 訴え 、解 決を せ ま る 訴 訟)、 NP Oの 活用、C S R とコンプラ
イアンスの徹 底、 嗜好 品フ ェ ア ト レ ードの 推 進
（世界貿易の 14％ が フ ェ ア ト レ ー ド になる と 、世界中の子供たち
が小学校に通 える 、 と の 推 計 ア リ 。 ）
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