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要旨 

 

フェアトレードとは公正な取引のことである。産品が生産者から消費者に届く間の介在者を減らすこ

とで、生産者の利益を多くすると共に、生産者と消費者の間に密な関係を築くことにある。その役割は、

過酷な児童労働からの解放させることで子どもの権利を守ることや、最低の労働賃金を保証し、労働条

件を守り、持続可能な生産ができるようにすることで、生産者が安全で健康的な労働環境を作ることに

ある。 

 第1章ではフェアトレードの定義、意義及びあり方を検討する。フェアトレードはイギリスをはじめ

欧米で広がってきた。最初のフェアトレード運動は1946年にアメリカ・サウザンド・ビレッジ（元セル

フ・ヘルプ・クラフト）とプエルトリコの刺繍職人の交易から始めたと考えられている［フェアトレー

ド・ラベル・ジャパン HP 2016/01/08］。70年間の運動を行ってきて、欧米ではフェアトレードが既に

盛んになっている。 

 第 2章で、日本におけるフェアトレードの状況について述べる。日本国内のフェアトレードの推進は

欧米とは比べものにならなくても、アジアではかなり成功していると言える。2015年に日本のフェアト

レードの認知度は 29. 3% にも達したほか、フェアトレード製品を購入した経験のある人も 2012 年の

9.1％から 12.4％へと上昇した［日本フェアトレード・フォーラム HP 2016/01/10］。また 2015 年 9 月

19日、日本では、名古屋は熊本市に続き二番目のフェアトレードタウンとなった。日本でのフェアトレ

ード運動の成功は明白である。 

 第３章では中国安渓県祥華卿新寨村を対象とする。第1節では、中国におけるフェアトレードの現状

について述べる。第２節では、安渓県祥華卿新寨村における茶の生産政策の現状、特に環境問題、教育

問題、労働賃金についてフィールドワークに基づいて分析する。第３節では、安渓県を想定して、お茶

のフェアトレードの可能性を分析・検討する。日本の経験を踏まえて、大企業がフェアトレード商品を

扱う可能性を検討し、それらを踏まえて、中国における茶のフェアトレードの可能性、また課題につい

て分析・検討を行う。 

 長期的に見ると、フェアトレードを中国で成功させるには、NGO（Non-Governmental Organization=

非政府組織）だけではなく、協働組合と企業のサポートも必要である。偽物の天下だと言われている中

国では、どのように人の信用や信頼を確保するのは大きな課題となっている。大企業がフェアトレード

の茶を扱えば、そのブランドの下でフェアトレード商品を販売すると、顧客がもっと安心して購入する

と考えている。フェアトレード運動を行うにつれて、多様な課題が出てくると思うので、終章で中国の

大企業がフェアトレードの茶を扱う可能性と今後中国でのフェアトレード運動の推進及び展開について

論じる。 
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