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１．イントロダクション
世界では、教育の機会を奪われ働かざるをえない子供たちがたくさんいる。そして、紛争で難民になるだけで
なく、「子ども兵」として戦場に駆り出されてさえもいる。このような悲惨な出来事は、「資源の呪い」により引き
起こされていると指摘されているが、世間ではまだあまり知られてはいない。この文献ガイドでは、この問題
の全体像を把握するのに役立つ、学部生でも入手しやすい邦語文献を主に紹介する。

１－１． 「資源の呪い」・「児童労働」・「子ども兵」とは？
「資源の呪い」とは、天然資源（石油やレアメタル等の「再生不可能資源」やコーヒー豆やバナナ等の「再生可
能資源」）が豊富な国は、それらの輸出に依存して、インフラ整備や医療・教育などへの投資を怠る「モノカル
チャー経済」に陥り、かえって、経済発展が滞ることを言う。「児童労働」とは、就学年齢にある未成年者が教
育を受けずに就業している状態を指すが、資源が豊富な国の多くは、この「児童労働」に依存している。その
上、こうした国では民主主義制度があまり浸透しておらず、資源の取引現場で汚職や横領などの政治腐敗
が蔓延しているとされる。この政治腐敗が更に悪化してしまい、資源をめぐる「資源収奪戦争」に陥ってしまう
国もある。その際、反政府軍などが襲撃した村の子どもを誘拐し兵士として訓練したのが、「子ども兵」である。
最近の紛争地帯では、子ども兵の犠牲が深刻な人道上の問題として懸念されている。

１－２． 学習するにあたってのポイント
「資源の呪い」・「児童労働」・「子ども兵」の背景や原因は、さまざまな専門分野と研究手法により、分析され、
その解決策が模索されているが、研究は困難を極めている。というのも、違法行為・違法状態を分析対象と
するため、政府による公式統計が不十分であり、現地での取材・研究活動が制限されるからである。そのた
め、数少ない公開データには欠損値などが多く、問題の全体像を包括的に述べた文献も見当たらない。その
ため、このテーマでレポートを作成するなら、対象（資源、国や地域）や観点（政治社会情勢、貿易、企業活動
など）を具体的に絞ってレポート作成を進めるのがよい。今回は、テーマの一例として、「児童労働」と関係の
深いコーヒー豆を巡る、先進諸国と発展途上国の経済活動と政治状況を踏まえた文献を紹介していく。

１－３． 一般向け雑誌記事
いずれも一般向けの解説記事。予備知識なしに読むことができ、問題の概要を掴むのに便利

徹底解明! 地球最後の新興市場 アフリカの衝撃. 週刊東洋経済. 6240, 2010-01-09,
pp.38-93.
【書誌 ID=3001037976】 総合図-自動書庫

佐藤 仁, 石曽根 道子. 「資源の呪い」とアフリカ （特集 変貌するアフリカ経済）. 経済セミ
ナー. 639, 2008-07, pp.24-28.
【書誌 ID=3002005251】 総合図-自動書庫
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別府 正一郎, シエラレオネ 豊かな資源が紛争をもたらす--シエラレオネ・紛争ダイヤモン
ドを追う. 世界. 685, 2001-03, pp.250-258.
【書誌 ID=3001037771】 総合図-自動書庫

山田しん, コンゴ民主共和国 資源紛争の最前線に送り込まれる子どもたち. 週刊金曜日.
18（32）[827], 2010-09-03, pp.52-55.
【書誌 ID=3002003955】外国図-書庫 1 階集密

辻村 英之, コーヒーが生む格差 小規模生産者の苦しみ フェアトレードにかかる期待 （知
って驚く コーヒー革命）. エコノミスト. 93（45）[4422], 2015-11-10, p.41.
【書誌 ID=3001036379】 総合図-自動書庫

特集：フェアトレードと貧困削減. アジ研ワールド・トレンド. 15（4）[163], 2009-04.
【書誌 ID=3002007145】外国図-書庫 1 階集密

２．学習用資料
２－１． 資源の呪いと国際紛争、復興支援策
収奪の星 : 天然資源と貧困削減の経済学 / ポール・コリアー [著] ; 村井章子訳
理論経済学の視点から資源の呪いを論じた文献。資源の呪いのメカニズムを説明している。近年注
目されている、汚職などの政治的要因が資源の呪いを引き起こすという「政治的資源の呪い」にも言
及。
【書誌 ID=2004241290】 総合図-B 棟 2 階 TA 選書 334.7/COL

比較政治学の考え方 / 久保慶一, 末近浩太, 高橋百合子著
比較政治学の分析視点で、天然資源が政治制度に及ぼす影響を述べている。
【書誌 ID=2004402121】 総合図-B 棟 2 階 TA 選書 311/KUB

貧困,紛争,ジェンダー : アフリカにとっての比較政治学 / 戸田真紀子著
アフリカを例にして、政治制度が崩壊して資源収奪を巡る資源戦争へと陥る過程を分析。
【書誌 ID=2004380266】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 312.4/TOD

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction to international development
studies : an interdisciplinary approach to development studies / 大坪滋, 木村宏恒, 伊東
早苗編
紛争後の復興支援策に関する学際的研究手法を述べている。
【書誌 ID=2004150856】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 333.8/OTS
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２－２． 児童労働・子ども兵
ここでは、児童労働と子ども兵の実態を述べた文献を紹介する。

世界の児童労働 : 実態と根絶のための取り組み / OECD 編著 ; 豊田英子訳
【書誌 ID=2003660187】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 366.38/ORG

児童労働撤廃に向けて : 今、私たちにできること / 中村まり, 山形辰史編
【書誌 ID=2004272489】 経資 366.38/NAK

グローバル化の中のアジアの児童労働 : 国際競争にさらされる子どもの人権 / 香川孝三
著
【書誌 ID=2004161747】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 366.38/KAG

世界の子ども兵 : 見えない子どもたち / レイチェル・ブレット, マーガレット・マカリン[著] ;
渡井理佳子訳
子ども兵に関する邦語文献は数がまだ少ないので有益。
【書誌 ID=2003513204】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 369.4/BRE

戦場から生きのびて : ぼくは少年兵士だった / イシメール・ベア著 ; 忠平美幸訳
子ども兵として実際に活動していた子どもへのインタビューを記録。
【書誌 ID=2004063562】 外国図-3 階開架 936/175

２－３． ケーススタディーとしてのコーヒー豆
資源の呪いを引き起こすものとしては石油・レアメタル等の鉱物資源も有名であるが、児童労働とより深い関
連があるのはコーヒー豆である。

コーヒーが廻り世界史が廻る : 近代市民社会の黒い血液 / 臼井隆一郎著
プランテーション作物であるコーヒー豆が、西欧列強による植民地支配と相まって、どのように世界
に伝播したかを述べている。
【書誌 ID=2003036352】 総合図-A 棟 3 階 文庫・新書 089/CS/1095

おいしいコーヒーの経済論 : 「キリマンジャロ」の苦い現実 / 辻村英之著
発展途上国に定着したコーヒー豆生産が、どのようにして資源の呪いに陥るかを事例研究により説
明している。
【書誌 ID=2004363012】 総合図-A 棟 2 階 シラバス指定図書(貸出可) 617.3/TSU

コーヒーのグローバル・ヒストリー : 赤いダイヤか、黒い悪魔か / 小澤卓也著
コーヒー豆の産業構造をまとめた上で、その主要生産地におけるコーヒー豆に関する近代史を概説
している。コーヒー豆生産を巡る政治的駆け引きが、資源の呪いから政治的資源の呪い、そして、資
源収奪戦争に陥る過程を示している。
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【書誌 ID=2004160087】 外国図-3 階開架 617/68

コーヒー危機 : 作られる貧困 / オックスファム・インターナショナル著 ; 日本フェアトレード
委員会訳
現代のコーヒー豆生産構造が貧困を生み出す社会構造を描いている。
【書誌 ID=2003715408】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 617.3/OXF

２－４． 国際支援・フェアトレード
コーヒー豆の産業構造が生み出す貧困を解消する援助策として、ＮＧＯ団体などによるフェアトレードが
注目を集めている。資源収奪戦争後の援助策として、国際機関などによる復興支援策も注目されてい
る。

フェアトレードを学ぶ人のために / 佐藤寛編
【書誌 ID=2004327386】 外国図-3 階開架 678.2/47

フェアトレード学 : 私たちが創る新経済秩序 / 渡辺龍也著
【書誌 ID=2004160010】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 678.2/WAT

ともに、フェアトレードの歴史・仕組み・問題点を概説している。フェアトレードの概要を掴むのに便
利。

フェアトレードの人類学 : ラオス南部ボーラヴェーン高原におけるコーヒー栽培農村の生活
と協同組合 / 箕曲在弘著
フェアトレードの実際の現場を説明している。
【書誌 ID=2004366845】 外国図-3 階開架 678.2/53

フェアトレードのおかしな真実 : 僕は本当に良いビジネスを探す旅に出た / コナー・ウッド
マン著 ; 松本裕訳
フェアトレードの現場を取材し、フェアトレードの有効性に疑問を投げかけている文献。
【書誌 ID=2004308094】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 678.2/WOO

はじめての国際協力 : 変わる世界とどう向きあうか / 内海成治編
フェアトレードを通じた復興支援策や子ども兵たちの教育支援など幅広い支援策を紹介。
【書誌 ID=2004338668】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 333.8/UTS

紛争・災害後の教育支援 / マーガレット・シンクレア [著] ; 小松太郎訳・解説
【書誌 ID=2004379553】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 373.1/YUN/3

紛争後の教育再建 : 開発援助としての教育支援 / 世界銀行 [編] ; 村上美智子訳
【書誌 ID=2004019541】 外国図書庫 372/176

ともに、紛争を経験した子どもたちの実態と支援策を説明している専門的文献。
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２－５． 入手しやすい邦語学術論文
今回のテーマに関する入手しやすい邦語論文を紹介している。いずれも大阪大学内で手に入るもの、あるい
は Web 上に本文の PDF が公開されているもの（URL 記載）であり、興味ある読者は参照されたい。フェアトレ
ードに関する論文 2 本は、学生団体や地域社会でも実践できるフェアトレード活動を紹介している。

篠田英朗. アフリカにおける天然資源と武力紛争―「内戦の政治経済学」の観点から.
IPSHU 研究報告シリ-ズ. 35, 2005-11, pp.153-172.
（http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00015472）
天然資源の管理を巡って、どのようにして紛争が起き、どのようにすれば紛争を解決できるかについ
て、理論的分析と世界各地の事例研究を通じて、概説している。

吉田 栄一. ウガンダ軍のコンゴ内戦派兵とその資源収奪について―紛争地資源のつくるコ
モディティ・チェーン. アフリカレポ-ト. 36, 2003-03, pp.11-15.
【書誌 ID=3002113357】 外国図-書庫 1 階集密

江連 恭弘. 子ども兵士をなくすために （特集 子どもたちと戦争）. 歴史地理教育. 853,
2016-08, pp.16-21.
【書誌 ID=3001034612】 人図

六 辻 彰 二 . シ エ ラ レ オ ネ 内 戦 の 経 緯 と 課 題 1991-2001. ア フ リ カ 研 究 . 60, 2002,
pp.139-149. （http://doi.org/10.11619/africa1964.2002.139）
シエラレオネ内戦の経緯を詳細にまとめている。その上で、政治腐敗と結びついた資源管理が、紛
争の再発を招くと指摘している。
【書誌 ID=3002113253】 外国図-書庫 1 階集密

武内 進一. 「紛争ダイヤモンド」問題の力学－グローバル・イシュー化と議論の欠落－. ア
フリカ研究. 58, 2001, pp.41-58. （http://hdl.handle.net/2344/541）
アフリカでの紛争の原因と指摘される「紛争ダイヤモンド」の概要をまとめている。特に、アフリカ各国
の政府が、戦費調達の手段としてダイヤモンドを利用している事態を問題視している。

笹尾 有樹. フェアトレードの効果的な普及活動とその可能性 : 熊本市のフェアトレードタウ
ン運動を事例にして. 学生法政論集. 9, 2015, pp.35-51.
（http://hdl.handle.net/2324/1513720）
「フェアトレードタウン」運動を概説した上で、日本で初めて認定された「フェアトレードタウン」である
熊本市の事例を分析し、その取り組みを紹介している。

箕曲 在弘. ラオス産フェアトレードコーヒーの製造販売プロジェクトの活動経過 （特集 大
学生によるボランティア活動）. 国際地域学研究. 18, 2015, pp.26-45.
（http://id.nii.ac.jp/1060/00007086/）
東洋大学の学生たちによるラオス産フェアトレードコーヒーの製造販売プロジェクトの活動を紹介し
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ている。フェアトレードの運営方法など、フェアトレードの具体的な実践方法を知ることができる。

３．レポート・論文執筆用資料
３－１． 検索サイト
CiNii Articles （http://ci.nii.ac.jp/）
日本語で書かれた論文を探すための代表的な文献データベース。論文の本文が Web 上に公開され
ている場合には、ダウンロードできるサイト（機関リポジトリなど）へのリンクが検索結果に表示され、
効率的に文献を集めることができる。

検索の工夫
CiNii Articles で検索する際、今回のテーマである「資源の呪い」「児童労働」「子ども兵」だけをその
ままキーワードにして検索すると、検索漏れが生じ、思うように論文が見つからないことがある。例え
ば、以下のようにキーワードを工夫して検索することで、より多くの論文を集めることができる。
「子ども兵」→26 件
「子ども兵 OR 子供兵 OR 少年兵 OR 少女兵 OR 児童兵」→77 件

Google 等の検索サイトの併用と注意点
検索サイトを併用すると必要な文献や統計データを発見できる場合がある。たとえば、Google で検
索すると、統計データや調査レポートを公開している NGO 団体の公式サイトや画像データが見つか
る。しかし、Web 上には、公式データのように有用なものが公開されている一方で、信憑性の疑わし
いデータや情報公開の方法に著作権上の問題があるものも存在するので注意が必要。 また、Web
上に公開されているデータやレポートであっても著作権は存在するので、自身のレポートなどで利用
する際には、出典を明示するなど、きちんとした形で引用するよう心がける。さらに、利用の条件や
制限が設けられていることもあるため、確認した上で使用すること（特に画像データ）。

３－２． 最新情報が確認できる資料： Web ページ
このテーマに関する最新情報や統計データを収集するには、各分野の国際機関や国際団体の公式サイトが
有用である。特に統計データの収集と利用に関しては、データが探しやすい上、扱いやすい形式で提供され
ていたり、簡単な解説レポートが付されていたりすることが多い。

フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ） （http://www.fairtrade-jp.org）
国際フェアトレードラベル認証などを行う国際フェアトレードラベル機構（Fairtrade International）の日
本支部。フェアトレードに関する取り組みや資料などを紹介。

セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン （http://www.savechildren.or.jp/）
子どもの権利の世界的実現を目指す、子ども支援を専門とする国際ＮＧＯ団体。人道支援などの活
動レポートを公開。紛争地帯での子どもたちの現状を知る際に便利。
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FAO 駐日連絡事務所 Liaison Office in Japan （http://www.fao.org/japan/jp/）
国連食糧農業機関駐日連絡事務所のサイト。食糧や農業をめぐるレポートや統計データが豊富。コ
ーヒー豆やバナナなどのプランテーション作物のデータは、このサイトの「FAOSTAT」を利用するとよ
い。

ILO 駐日事務所 （http://www.ilo.org/tokyo/lang--ja/index.htm）
国際労働機関駐日事務所のサイト。労働をめぐるレポートや統計データが豊富であり、児童労働に
関する資料も公開。児童労働に関する詳細なデータは、このサイトの「ILOSTAT」を使えばよい。

世界銀行東京事務所 （http://www.worldbank.org/ja/country/japan）
世界銀行東京事務所のサイト。世界経済をめぐるレポートや統計データが豊富。とりわけ、サイト内
の「World Bank Open Data」には、分析に必要な世界経済データや幅広い関連データが豊富に取り
揃えられている。汚職や人権侵害の程度など、民主主義やガバナンスに関するデータも、取り揃え
ている。

Child Soldiers International （http://www.child-soldiers.org/）
子ども兵の実態を調査している団体の公式サイト。子ども兵に関するレポートや統計データを公表。

本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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