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Introduction

ILOの調査によると2016年の児童労働者数は世界で1億5200万人に

上り、世界の子どもの10人に1人が児童労働に従事しています。

「2025年までにあらゆる形態の児童労働を撤廃」することを目指す

SDGs（持続可能な開発目標：Sustainable Development Goal）の

達成への道のりは、未だ遠いままです。

デロイトは、非連続な変化を生む新たなソリューションとして「児童労

働によらない産品の貿易に関する協定の枠組み（案）」を世界に提案

します。すなわち、児童労働のない製品の関税を撤廃し、「企業が児

童労働を用いれば用いるほどコストアップになる世界」をつくる国際通

商協定の提案です。製品市場における苛烈な価格競争を背景に、児

童労働への「需要」を生み出している企業の経済合理性をリ・デザイ

ンすることができれば、児童労働は激減するはずです。本協定の提

案に関する闊達な議論が世界で行われることを期待しています。
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世界の子どもの10人に1人が児童労働

ILOの2016年の調査によると、児童労働者数

は世界で1億5,200万人に上り、世界の子ど

もの約10人に1人が児童労働に従事していま

す。児童労働とは、就業最低年齢（通常15

歳）未満の児童の軽易でない労働及び18歳

未満の危険有害労働等を指し、子どもの健

康な発育や教育の享受を妨げます。

産業別にみると、児童労働の70％以上が農

林水産業において発生しており、産品として

はカカオやコットン、砂糖、コーヒーなど多岐

に渡ります。地域別では、アフリカが世界の

児童労働の48%を占め、次いでアジア太平

洋が41%と多い状況です。特にサハラ以南ア

フリカでは2012年から2016年にかけて児童

労働が増加しています。2020年のシカゴ大学

NORCの調査草案によるとガーナとコートジ

ボワールでカカオ分野の危険児童労働に従

事する子どもの割合は2008年から10年間で

30%から41%に増加しており、更なる対応が

必要とされています。

国連のSDGs（持続可能な開発目標：

Sustainable Development Goals）では、

2025年までにあらゆる形態の児童労働を撤

廃することが掲げられています（ターゲット

8.7）。しかしながら現状のペースでは、SDGs

の目標達成は極めて困難な状況です。

「児童労働のない製品の関税をゼロにする」
国際通商ルールの提案
＜提案の要旨＞

世界の子どもの
10人に1人が児童労働者
（1億5200万人・2016年）

アフリカ
48%

欧州・アラブ・中央

アジア
4%

南北アメリカ
7%

アジア太平洋
41%

児童労働の地域別割合
（2016）

出所：ILO（2017) Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016 

国際通商政策に求められる新しい展開
一方で通商交渉の焦点にも近年変化が生じ

ています。これまでの通商政策が主眼に置

いてきたグローバル企業の製品の流通促進

については、TPP（環太平洋パートナーシッ

プ協定）やRCEP（東アジア地域包括的経済

連携）等の大型FTA（自由貿易協定）の実現

が一巡しました。

次に世界で議論し始められているのは、

SDGsの達成や社会課題解決に対していか

に通商政策が貢献するかという論点です。

2002年に開始された多角的貿易自由化交渉

「ドーハ開発アジェンダ」はその名称が示す

通り、交渉において最も重要な課題の一つと

して貿易を通じた開発途上国の開発を挙げ

ていました。「ドーハ開発アジェンダ」が目指

す世界観は、先進国同士のFTAだけで達成

されるものではなく、開発途上国も巻き込ん

だ新たなイニシアティブが必要となっていま

す。開発途上国の開発は、現在は国家レベ

ルの経済協力やNGO等の支援事業等で取

組が進められていますが、国際的なルール

形成により非連続的な前進を実現できるは

ずです。

SDGs ターゲット8.7

“2025年までにあらゆる形態の
児童労働を撤廃する”
現状のペースでは達成困難

2.46
2.22 2.15

1.68
1.52

2000 2004 2008 2012 2016 2025

世界で児童労働に
従事する子どもの数（億人）

…

農林水産業, 

71%

工業, 12%

サービス業, 

17%

児童労働の産業別割合
（2016）
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デロイトが目指す社会課題

解決の仕組み

：経済合理性のリ・デザイン

「児童労働がない地域」の認証制度

通商協定により企業の経済合理性をリ・デ

ザインする前段階として、その土台のとなり

うる制度が、2020年3月にガーナで設立され

ました。児童労働を抑止する仕組みが整っ

た地域を「Child Labor Free Zone（CLFZ：児

童労働のない地域）」として認証する制度

で、ガーナ雇用労働関係省やILO、現地の

NGOや日本の認定ＮＰＯ法人ACE等の協力

により実現しました。CLFZを認証することに

より、政府は各地域における児童労働の取

組実態を把握できるとともに、地域コミュニ

ティにとっても児童労働を撤廃するインセン

ティブとなります。しかし、本制度だけでは

SDGsの達成に間に合う児童労働撤廃の突

破口とはなり得ないと考えられます。社会課

題解決を重視する一部の「意識の高い」企

業はCLFZ産の製品を優先的に調達すると

考えられますが、その他の企業は非CLFZ地

域で児童労働が関わった製品を調達し続け

るでしょう。

「児童労働を用いれば用いるほど
コストアップになる仕組み」をつくる
ことで、世界を変える

児童労働をしない方が企業が得をする

仕組みへ

児童労働をSDGsが目指す2025年までに撤

廃するためには、世界中の意識が変わるの

を待つ余裕はありません。児童労働を生み

出している社会構造そのものへのアプロー

チが必要です。その際、これまで国際援助機

関やNGO等が長年取り組んできた児童労働

を「供給」する家庭に対する意識啓発や所得

向上等のアプローチに加え、苛烈な価格競

争を続けるビジネス側の児童労働の「需要」

をなくすことが鍵となります。すなわち、

「企業が児童労働を用いれば用いるほどコ

ストアップもしくは売上ダウンになる世界」を

つくり、企業の経済合理性をリ・デザインする

ことができれば、児童労働は激減するはず

です。そしてその世界観の実現に貢献しうる

ツールこそが、通商協定なのです。

0

XX

児童労働なし 児童労働あり

児童労働すれば
コストアップする

世界

＜目指す姿＞
経済合理性のリ・デザイン

写真：ガーナ CLFZ Validation Meeting (2020/Jan)

XX%
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デロイトの提案

「児童労働がない製品」の関税をゼロに

（児童労働によらない産品の貿易に関

する協定の枠組み（案））

同制度のインパクトを飛躍的に拡大させ

る一手としてデロイトが提案するのが、通商

ルールを用いるものです。「児童労働がない

地域（CLFZ）で生産された製品は関税がか

からない」ルールを策定し、児童労働を用い

ない方が企業がより利益を得る仕組みを構

築することで、全世界のビジネスを巻き込ん

で児童労働撤廃への動きを大きく加速させ

るのです。カカオの例で見た場合、原材料で

ある豆の生産にかかるコストは、最終製品で

あるチョコレートの価格の約6.6％とごくわず

かな割合に過ぎません。カカオ豆農園で児

童労働を撤廃し子どもの代わりに大人を雇

用した場合、人件費等により生産コストが一

定程度上昇することが考えられます。しか

しこの上昇分はカカオ豆のその後の加工・流

通過程で生じるコストに比べればごく小さい

もので、加工・流通コストの削減によって打ち

消すことが可能となります。カカオ豆は多くの

場合、生産国から豆のまま輸出され、輸出

先の国で中間加工物であるカカオペーストや

ココアバターに加工されます。更にこれらの

中間加工物が場合によっては他国へ輸出さ

れ、輸出先で最終製品であるチョコレートに

加工されます。最終製品となったチョコレート

も多くの国の間で取引され消費されていきま

す。この過程で莫大な加工・流通コストが生

じており、その代表的なものの一つが関税で

す。特にカカオ豆と比べてカカオペースト、コ

コアバター、チョコレートには高い関税が課さ

れています。カカオ豆（HS CODE：1801.00）

の関税率（ＭＦＮ税率）は例えば中国では

8.0％、韓国では5.0%と設定されていますが、

児童労働がない地域（CLFZ）産の
製品の関税を無税化

対象産品の例

カカオ コットン コバルト

ペースト
価格

カカオ豆

価格

チョコ
価格

児童労働
不使用の場合
（GOOD）

関税
ゼロ化

加工費
等

輸入の
関税

加工費
等

関税
ゼロ化

輸入の
関税 チョコ

価格

児童労働
使用の場合
（BAD）

“児童労働
のない”

チョコの方が
安い

GOOD

GOOD
GOOD

BAD

“安く流通させる”ことにより…

“児童労働
のない”

チョコの方が
売れる

カカオ豆

価格
BAD

人件費
等

児童労働
使用の場合
（BAD）

“安く作る”ことよりも…

“児童労働の
ある”チョコ
の方が安い

＋

＋

＋

＋

＋

「児童労働がない製品」の関税撤廃の効果



6

欧米では多くの場合既に無税化されていま

す。一方でカカオペースト（HS CODE：

1803.10等）の関税率はＥＵで9.6%、日本や中

国で10.0％、チョコレート（HS CODE：1806.32

等）の関税率はアメリカで5.6%、カナダで

6.0%、韓国で13.4%、日本で18.4%にも上りま

す。これらの関税を削減すれば、関連企業

にとって大きなコストダウンが見込まれるの

です。Deloitteは、「CLFZで生産された原材

料及びそれを使用した中間加工品、最終製

品」については関税を無税化しなければなら

ない」旨を、WTO等の国際機関のルールで

策定することを提案します。

輸入国

EU USA Canada Australia Japan Switzerland China Mexico
South 

Korea

New

Zealand

カカオ豆(1801.00)
MFN% - - - - - - 8.0 5.0 5.0 -

mil $ 4,564 1,218 180 3 161 132 63 90 29 5

カカオペースト（脱脂）
(1803.10)

MFN% 9.6 - - - 5.0 - 10.0 5.0 5.0 -

mil $ 792 108 80 35 52 38 75 65 17 8

カカオペースト（未脱脂）
(1803.20)

MFN% 9.6 - - - 10.0 - 10.0 5.0 5.0 -

mil $ 183 123 25 46 2 0 3 3 0 1

カカオバター
(1804.00)

MFN% 7.7 - - - - - 22.0 5.0 5.0 -

mil $ 1,130 595 165 98 131 178 72 43 9 19

チョコレート（詰物）
(1806.31)

MFN% - 5.6 6.0 5.0 10.0 - 8.0 - 8.0 5.0

mil $ 73 324 112 75 77 41 71 38 60 26

チョコレート菓子
(1806.32)

MFN% - 3.0 6.0 5.0 18.4 - 10.0 - 8.0 5.0

mil $ 329 524 127 101 153 34 55 25 38 53

チョコレート菓子(1806.90)
MFN% - 2.2 5.2 5.0 17.6 - 8.0 - 13.4 5.0

mil $ 407 1,068 543 302 71 165 163 108 141 75

・MFN %：MFN税率。実行最恵国（Most-Favoured-Nation）税率。WTO加盟国からの輸入の際に一般的に適用される税率
・ml $：2018年の各国の当該製品輸入額（million USドル）
出所: World Tariff, UN Comtrade

各国のカカオ関連製品に対する輸入関税率

関税の恩恵を受けるために
「児童労働がない製品」
を優先的に調達

「児童労働がない製品」
が多く売れるため、
児童労働撤廃への
支援が集まる

「児童労働がない製品」
が多く売れるため、
児童労働撤廃の取組が加速

企業

生産国

地域
コミュニティ

「児童労働がない製品」の関税撤廃
の波及影響

「児童労働がない製品」の関税撤廃の効果

CLFZ産の製品の関税撤廃が実現すれば、

「意識の高い」企業に限らず利益追求を第一

とする全ての企業が関税の恩恵を受けるた

めに「児童労働を用いた製品」ではなく「児童

労働がない製品」を優先的に調達するでしょ

う。児童労働がない製品の需要が高いと気

付いた生産国では、児童労働撤廃の取組が

加速すると考えられます。企業が生産国の

児童労働撤廃の取組を支援するインセン

ティブも働くでしょう。さらに、児童労働を抑止

する制度が整ったコミュニティの製品がより

多く売れる姿を見て、草の根の生産地域

コミュニティにおいても児童労働をなくし教育

環境の整備等を行うインセンティブが増大す

るでしょう。
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IT製品や医薬品など、社会のため
の「無税化」の事例は存在。
次のアジェンダは「人権」へ

時点で米国、EU、日本、中国を含む18の国

と地域が参加して検討を行っています。

以上の3例のように、国際通商の対話におい

て社会・経済の発展に資する製品の関税の

削減・撤廃が議論されてきました。

次なる交渉の焦点として、児童労働を含む

人権保護・尊重の促進に注目が集まるのは

必然です。2011年の国連総会における「ビジ

ネスと人権に関する指導原則」の採択以降、

「ビジネスと人権」への対応が世界で急速に

広まっています。イギリスやフランスなど欧

州を中心に、児童労働を含む人権侵害を防

止・是正するための人権デューディリジェン

ス（人権への負の影響を回避・緩和するため

に影響を評価し、防止・是正するプロセス）の

義務化の法令の制定も進められています。

しかし現状はグローバル企業間でも人権対

応の足並みが揃わず、真面目に対応した企

業が損をする事態になりかねないとの不安

感が広まっています。その流れの中で、企業

行動を遍く変革する力を持つ強力なツール

である国際通商ルールが、いかに課題解決

に貢献できるか。通商政策の真価が問われ

る局面にもなっているのです。

新たな開発アジェンダのTop Priority

としての「ビジネスと人権」「児童労働」

特定の製品が「良いもの」であることを以て

関税を無税化するというルールが国際的に

認められ得るのか、という疑問があるかもし

れません。しかし実はこうした通商ルールは

既に存在します。例えばIT製品や医薬品に

ついては多くの国家間で関税がゼロとされて

おり、環境製品の関税引下げについても過

去にAPECやWTOで議論が本格化しました。

ＩＴ製品については、1997年に情報技術協定

（ITA：Information Technology Agreement）が

発効し、ＩＴ技術の世界的な普及を促進し生

活を豊かにすることを目的として、ＩＴ関連製

品の関税を無税化することが複数国間で合

意されました。2018年5月時点で82の国と地

域が参加し、対象品目の世界貿易額の約

96%もの割合をカバーしています。

医薬品については、医薬品の自由かつ経済

的な研究開発と生産、国際流通を実現する

ことを目的として、1994年のモロッコ・マラケ

シュ条約において医薬品及び医薬品中間体

関税の撤廃が合意されました。この関税撤

廃はINTERCEPT（医薬品関税相互撤廃民間

協議会）により主導され、ＥＵ、米国、カナダ、

日本等が参加しています。

環境製品の関税引下げ交渉は環境物品協

定（EGA：Environmental Goods Agreement）

交渉と呼ばれています。2001年ドーハ閣僚

宣言において「環境関連物品及びサービス

に係る関税及び非関税障壁の撤廃及び削

減」に関する交渉の立ち上げが盛り込まれ

ドーハ・ラウンドの中で議論が行われました

が、交渉が停滞しAPEC（アジア太平洋経済

協力）に場を移して議論されました。2012年

には、APECウラジオストク首脳会議で関税

削減対象となる54品目について合意され、

首脳宣言にも盛り込まれました。2014年から

再びWTOに議論の場を移し、2018年7月

技術情報協定（ITA）
Information Technology 

Agreement

・82の国と地域が参加（2018年5

月時点）し、対象品目の世界貿易
額の約96%をカバー

医薬品及び医薬品中間体
関税の撤廃

・ＥＵ、米国、カナダ、日本等が参加

・現在約1万品目の関税が無税化

環境物品協定（EGA）
Environmental Goods 

Agreement

・2012年にAPEC首脳会談にて
対象となる54品目について合意

2011年
・国連ビジネスと人権に関する指導原則
採択

2015年
・イギリス現代奴隷法施行

2017年
・ISO20400（持続可能な調達）発行
・フランス人権デュー・ディリジェンス法施行

2019年
・オーストラリア現代奴隷法施行
・オランダ児童労働人権デュー・ディリ
ジェンス法制定

ビジネスと人権に関する年表

薬の
関税
ゼロ

IT製品
の関税
ゼロ

環境製品
の関税
引下げ
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協定文の構成

：「児童労働によらない産品

の貿易に関する協定の

枠組み（案）」

を受けたCLFZ認証機関が各国のCLFZを認

証すると定めます。これは他の国際的な認

証制度と同様の仕組みを採用しています。

具体的なCLFZの認証基準には、児童労働

に関する効果的な啓発活動やモニタリング、

救済メカニズムが存在することや、教育環境

の整備等を定めています。この基準は、

2020年にガーナ雇用労働関係省が策定した

「Establishing Child Labour Free Zone in 

Ghana – Protocols and Guidelines」を参考と

しています。

第四条は、関税撤廃の適用を受けるための

通関手続きについて定めています。一般の

通商協定で「原産地規則」として定められる

原産地証明書を用いた仕組みに倣う形で、

CLFP証明書（Child Labor Free Productであ

ることの証明書）を用いた仕組みを提案して

います。CLFP証明書の発給要件として、

CLFZ産のカカオ等の完全生産品（CLFZで

完全に生産された産品）については、CLFZ

で完全に生産されたことを証明する典拠書

類（関連インボイス、製造証明書等）の提出

が必要となります。CLFZ産のカカオを原料と

するチョコレート等のその他の製品について

は、原料にCLFPを使用していることを証明

する典拠書類（関連インボイス、製造証明書

等）の提出に加え、最低含有率基準としてす

べての原料に占めるCLFP原料（原料として

用いられたCLFP）の割合が20%以上であるこ

とや、マスバランス基準として、CLFPとされ

る加工産品の数量が加工の歩留りとロスを

「児童労働によらない産品の貿易に関

する協定の枠組み（案）」の構成

上記の提案をより具体化するため、デロイト

は児童労働がない製品の関税を撤廃する通

商協定の骨子となる「児童労働によらない産

品の貿易に関する協定の枠組み（案）」を作

成しました。

同案では第一条で締約国のうち附属書に定

める国（先進国）が児童労働によらない製品

（CLFP：Child Labor Free Product）の関税を

撤廃することを宣言します。第二条では用語

の定義を定めており、児童労働によらない製

品（CLFP）とは、「児童労働の発生しやすい

全ての生産・加工工程が、児童労働のない

地域（CLFZ：Child Labor Free Zone）で実施

された産品、もしくはそのような産品を原料と

し一定の基準を満たして加工された産品」と

定義します。また児童労働のない地域

（CLFZ）とは、「児童労働の防止及び子ども

の権利と福祉の保障のための総合的で一貫

性のあるシステムが継続的に機能し、児童

労働がない状態を維持可能な地域、行政単

位に限らない一定の地域」と定義し、CLFZの

所在地域は開発途上国に限定するとしてい

ます。

第三条では児童労働のない地域（CLFZ）の

認証制度を定めます。各国の代表者からな

る国際組織であるCLFZ委員会が認定機関

となり各国のCLFZ認証機関を認定し、認定

第一条 目的

第二条 一般定義

第三条 児童労働のない地域の認証

第四条 CLFP証明書

第五条 確認

第六条 不正行為に対する罰則及び
措置

第七条 経済協力

「児童労働によらない産品の貿易に関する
協定の枠組み（案）」の構成

CLFZ委員会
（国際機関）

CLFZ認証機関 CLFZ認証機関

CLFZ CLFZ CLFZ CLFZ

認定

認証

児童労働のない地域（CLFZ）の
認証の仕組み

関税無税化の適用要件

完全生産品

その他製品

CLFZで完全に生産されたこと
を証明する典拠書類の提出

原料にCLFPを使用しているこ
とを証明する典拠書類の提出

最低含有率基準（全原料に占
めるCLFP原料の割合が20%
以上）

マスバランス基準
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最後に第七条は、締約国が開発途上国にお

ける児童労働撤廃に向けた経済協力を行う

ことを宣言しています。児童労働によらない

製品の需要が上がったとしても、開発途上国

の地域コミュニティが一足飛びに独力で児童

労働を撤廃することは難しい場合が多く、国

際機関やNGO等と連携してリソースやノウハ

ウを提供していくことが必要となります。その

ため、各締約国の政府代表者から成る

「CLFZに係る経済協力推進委員会」を設置

して、開発途上国における児童労働撤廃の

ために専門家の派遣や設備・資材の供与を

含む経済協力を実施します。生産国におい

てCLFZ（児童労働のない地域）を構築する

活動に対しても、支援を集めます。通商協定

によりマクロ的に企業行動変革を促すととも

に、ミクロ的な草の根の児童労働の防止活

動を加速させ、それらを両輪で回していくこと

により、開発途上国に対して健全な変化をも

たらすことが期待されます。

考慮の上でCLFP原料の数量を上回ってい

ないことが必要となります。これら基準は、

通商協定の原産地規則や国際フェアトレード

認証における監査確認項目を参考に策定し

ています。

第五条及び第六条では、CLFP証明書発行

時の事業者の申請内容の正確性を確認す

る手順と、虚偽等があった場合に罰則等を

課すことを定めています。輸入締約国の税

関当局が要請した場合、輸出締約国の政府

当局は、CLFP証明書の記載情報の証拠要

求のために輸出者等の施設の検査等の実

施に協力すること等を定めています。もし自

国の輸出者等に不正行為があった場合、各

締約国は自国の法令に従って適切な罰則や

制裁を行います。これは一般の通商協定で

「検認」として定める内容であり、非CLFZ産

の製品に対しても関税の恩恵受けようと情

報操作を試みる事業者に対して牽制する意

図があります。

関税無税化の
適正な運用のための措置

確認
CLFP証明書の証拠
要求のため、輸出者等の
施設の検査等を実施できる

罰則等
不正行為があった場合、
各国の法令に従って
罰則や制裁を実施

通商協定による
経済合理性のリ・デザイン
（CLFZ委員会がルール化）

経済協力による
児童労働の防止活動の加速
（CLFZに係る経済協力推進

委員会が統括）

両輪で
児童労働撤廃
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SDGsの達成のために。

ご意見をお待ちしています

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015年

の「国連持続可能な開発サミット」で採択され

た成果文書の中で掲げられたものですが、

この文書の題名は「我々の世界を変革する：

持続可能な開発のための2030アジェンダ」で

す。「我々の世界を変革する

（TRANSFORMING OUR WORLD）」という言

葉に表れている通り、SDGsの達成のために

は既存のルールを飛び越えた大胆な発想で

社会の仕組み自体を変えていくようなアプ

ローチが必要とされています。

児童労働の解決のための一手として、本

協定の提案に関する闊達な議論が世界で行

われることを期待しています。是非、これを

読んでいる貴方の知識と経験、リソース、そ

して情熱を貸してください。本協定に関する

ご意見をいつでもお待ちしています。

“Transforming our world 

the 2030 agenda for 

sustainable development”

お問い合わせ先

[作成]

Deloitte Tohmatsu Consulting LLC
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

所在：東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

担当：羽生田慶介、小野美和、大久保明日奈、潮崎真惟子

socialimpact@tohmatsu.co.jp

[協力]

認定NPO法人 ACE
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