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序 社会文化体験演習「フィールドワークを通じた国際理解」 
――2015 年度の活動紹介―― 

 

植 野 弘 子・長 津 一 史・鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

 

はじめに 

東洋大学社会学部社会文化システム学科は、「グローバルな視野をもって地域社会に貢献す

る人材の育成」を目標として学部教育を行っている。この目標を実現するために、2012 年度か

ら私たちは、現場での学びを重視した科目「社会文化体験演習」を新設した。2013 年度からは、

学生たちがこの科目の履修を開始した。「社会文化体験演習」科目は三分野にわかれる。本報告

書は、そのうちのひとつ、「フィールドワークを通じた国際理解」分野のプロジェクトの 2015

年度の活動報告である。 

本プロジェクトは、過去 20 年間にわたり進行してきたグローバル化の過程で、日本と世界

の各地域で展開している様々な社会的、文化的現象が互いにいかに関連するようになったのか

を、フィールドワークに基づき個別具体のレベルで理解することを目指している。それは、わ

かりやすく言い換えれば、「現代社会のグローバルな関係性を具体的に探る試み」となろう。た

だし、取りあげるのは、首都と首都、政治家どうし、エリート商社マンどうしが作るような、

私たちの生活世界から乖離したグローバルな関係ではない。私たちが着目するのは、身の回り

にあるモノや「ふつうの人びと」を通じてみえてくる、微細ではあるが私たちに身近な生活世

界で紡がれてきたグローバルな関係である。教育のグローバル化が叫ばれるようになってすで

に久しい。しかし、多くの教育機関が謳うグローバル化は、旧来の「国際関係」をひな形とし

たエリート主義的なものにすぎない。対してこのプロジェクトでは、身の回りにあるモノや「ふ

つうの人びと」が紡ぐ関係、いわば「民際関係」を軸にオルタナティヴな＝もう一つのグロー

バル化を理解しようとする。こうした目的ゆえに、歩き、見、聞くフィールドワークの手法に

特に重点がおかれる。本分野の「国際理解」とは、こうした試みであることを強調しておきた

い。 

「フィールドワークを通じた国際理解」プロジェクトは、2012 年度まで本学科が研究教育プ

ロジェクト「紙の総合学習を通じた地域間連携―文京区を基点とする実践的臨地教育を目指し

て」（通称、紙プロジェクト）として行ってきた活動を引き継いである。ものである。紙プロジ

ェクトは、文京区とその周辺地域において、「紙」・「地域」・「環境」をテーマとして調査活動を

行ってきた。他方、このプロジェクトでは、2013 年度から、「古着」をテーマとして、日常生
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活にあるモノが、世界各地の人々の生活といかにつながっているかを考え、国境を超える民際

関係のである。イナミクスをグローバルな視点から考察することを目指した。 

本報告書は、上記プロジェクトの 2015 年度の活動の成果として、埼玉県の故繊維リサイク

ル会社で実施した研究成果の報告、2015 年 12 月にタイで実施した海外フィールドワーク実習

の報告、2016 年 1 月 15 日に開催した社会文化体験演習シンポジウム「躍動する世界のなかで

学ぶ」における学生による調査研究活動の報告、日暮里繊維街・三河島エクスカーションの報

告、さらに一年間の活動を通した学生による成長の記録を編集したものである。 

Ⅰ プロジェクトの概要 

「フィールドワークを通じた国際理解」プロジェクトは、社会文化システム学科の学生と教

員が、民際関係に重点をおいたオルタナティヴなグローバル化を重視する立場から、われわれ

の日常生活や身の回りのモノと世界のつながりをフィールドワークに基づいて考えようとする

ものである。昨年度からは、テーマを「古着」としてフィールドワークを行っている。「古着」

に注目したのは、これが、かつてのプロジェクトで扱った紙と同様に、生活に密着した国際商

品であり、かつそのグローバルな関係性を学生がより身近に捉えることができるモノであるこ

とによる。 

私たちは、前述の「紙プロジェクト」の一環として、2012 年度に東日暮里において、古布を

回収して工業用の布巾や雑巾を製造するウエス製造業についての調査を行った。その調査を通

じて、古布や古着の再生利用の多様性と、その流通のグローバルな展開に気づかせられたこと

が、昨年来のテーマ設定につながっている。古着は、衣服としての価値をもって再利用され、

また布として加工されて新たな商品としての価値をもって取引される。 

東日暮里から始めた調査では、その加工工場の多くが埼玉県に移転していることを知った。

埼玉県の工場には、同県や東京都内のいくつかの自治体の古着が集められる。その古着の多く

は、マレーシアやカンボジアに輸出される。昨年度訪れたマレーシア・ジョホル州の選別工場

では、約300人のインドネシアとミャンマーからの出稼ぎ労働者が選別作業をおこなっていた。

選別された古着の一部は、インドネシアや中国に「密輸」される。あるいは、遠くアフリカ・

アンゴラに輸出される。今年度訪れたタイ・アランヤプラテートにあるロンクルア市場では、

カンボジア・プノンペンからアランヤプラテートに接する国境の町、ポイペトから古着が輸入

されていた。その多くはバンコクに運ばれる。ロンクルア市場は、もともとカンボジア内戦時

の難民収容キャンプがおかれていた場所である。巨大な市場は、元難民に対する経済的自立支

援の一環としてタイ政府が設立した。古着の調査は、こうしたグローバルな関係性を眼前に展

開させたのである。 

古着の国際流通に関しては、すでに経済学や国際開発学の領域で論じられている。しかしな
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がら、民衆どうしの関係をフィールドワークを通じて丹念に辿り、そこに広がる民際関係とオ

ルタナティヴなグローバル化を具体的に探った研究は、人類学の一部においてようやく着手さ

れたところにすぎない。このように古着は、日常的に出会うモノ、そして私たちの生活がいか

に世界の様々な地域とのかかわりの中で営まれているかを、フィールドワーク教育を通じて知

るための格好の題材であり、また挑戦的な知的課題なのである。 

こうした問題の所在をふまえ、本プロジェクトでは、以下のような目的とそれを実現するた

めの方法を設定した。 
 

（１）フィールドワークを通じた「古着」の諸課題の考察 

学生と教員からなる調査グループが、国内と海外、具体的には、東京都荒川区東日暮里、埼

玉県蕨市・川口市、マレーシアのジョホル・バル、タイのバンコクやアランヤプラテート等に

おけるフィールドワークを通じて、古着に関する諸問題の歴史過程と現状、それらの地球規模

での相互連関性を把握していく。この活動から、まず現場にでかけ、その場からいかに現実を

把握し、考察し、そしてその結果をいかに伝えていくのかを学生は学んでいく。私たちの生活

が、いかにそれをとりまく地域とかかわっているのか、そして、私たちの生活がいかに地球規

模の関連性のなかで成り立っているのかを理解することを目指す。 
 

（２）調査研究の成果の地域への還元 

調査の成果を調査地の人びとと分かち合い、古着をめぐる民際関係ともう一つのグローバル

化についての総合的理解を共有できるような情報チャンネル、つまり調査研究の成果を調査地

の人びとと分かち合えるような仕組みの構築を目指す。 

 以上の目的に向けた活動をおこなう中で、学生自らが調査の具体的テーマの設定、調査スケ

ジュールの決定、調査成果の公開・還元をおこなうことによって、自主性を涵養していくこと

が可能であり、その経験こそが学科の目指す人材の育成へと結びつくものである。 

II 2015 年度の活動 

2015 年度は、社会文化システム学科の教員 5 人が中心になって本プロジェクトを推進した。

これら教員の指導のもと、社会文化システム学科の計 11 人の学生が中心となり（この他、社

会心理学科の学生 1 人が活動に参加）、主に故繊維（古着・古布）リサイクル工場において、

主体的にフィールドワークおよびプロジェクトの活動を組織・実施した。 

古着の調査を開始したのは 2013 年度からである。しかし、本格的に調査に着手したのは昨

年度からである。「はじめに」で既述のように、本プロジェクトではフィールドワークという手

法によって、身近にあるモノから日本と世界のつながりを探求することを目的としている。本

プロジェクトでは「身近にあるモノ」の一つとして古着に着目しているわけである。今年度は、
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昨年度から引き続き活動を続ける学生が 4 人いたことで、プロジェクトの活動が円滑に行われ

た。ところが、今年度から参加した学生もいたため、本プロジェクトの目的を理解できていな

い学生が少なからずいた。そのような学生のために、以下のような段階を踏んでプロジェクト

を進行した。 

第一段階として、昨年度から引き続き参加している学生による、故繊維リサイクル会社で実

施した調査成果に関するプレゼンテーションを実施した。日本から輸出された古着が、マレー

シアを経由してアジア各地に運ばれている事実を、今年度から参加した学生は理解できたよう

である。また、身近にあるモノが、日本と海外を結びつけているグローバルな状況について理

解を深めることができた。 

第二段階では、東日暮里・三河島において、繊維問屋とリサイクル業者への聞き取り調査を

実施した。繊維問屋に関しては、日暮里繊維問屋街にある店舗とそこを訪れていた客に対して

聞き取りを行った。また、リサイクル業者に関しては、本プロジェクトの前身である「紙プロ」

でお世話になった佐藤商店を訪れ、身近にあるモノがどのようにリサイクルされているのか工

場内を見学しながら説明を受けた。学生は、リサイクルされる身近なモノの一つに、故繊維（古

着・古布）がある点を理解することができた。 

第三段階では、身近なモノとしての古着への理解を深める作業を行った。具体的には、ピエ

トラ・リボリ（雨宮寛・今井章子訳）著の『あなたのＴシャツはどこから来たのか？誰も書か

なかったグローバリゼーションの真実』（東洋経済新報社、2007）を精読し、服の生産・流通・

消費という一連の過程において、世界各地の人々が関わっている事実を確認した。 

 

 
写真 1 授業中の風景 

（鈴木佑記撮影） 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

5 
 

第四段階において、古着に関する調査を埼玉県内（蕨市、西川口市）で実施した。主に、故

繊維（古着・古布）を再生するうえで一番重要と考えられている「選別」作業をする工場にお

いて調査を行った。選別を通し、色や素材などを基準に細かく分類されることで新たな価値が

故繊維に与えられ、世界の市場で商品として再生していることを理解した。また、世界商品と

なる過程において、日本のリサイクル業者が独自のネットワークを構築しながら、海外市場と

の関係性を創造・維持していることを、現場で働く人の声を聞くことで学んでいった。 

第五段階は、海外でのフィールドワークである。国内調査でフィールドワークの経験値を上

げた学生が、タイ王国にある古着市場（バンコクのチャトゥチャック市場とアランヤプラテー

トのロンクルア市場）において調査を実施した。昨年度に調査を実施したマレーシアのジョホ

ル・バルの工場で選別された古着の一部が、カンボジアを経由してタイに運ばれており、学生

は古着調査を通じて机上の学問では決して感じることのできないグローバル化の感覚を体感し

たはずである。 

 

 
写真 2 タイ、バンコク・チャトゥチャック市場の調査でお世話になった店員（左の男性）と 

（ラックシカーン［ミントさん］撮影） 

 

故繊維（主に古着）をテーマとした活動を本格的に開始したのは昨年度からである。一部の

メンバーは昨年度に引き続き参加し、彼らが中核メンバーとなり全体の活動を引っ張ってくれ

た。今年度から参加した学生は、故繊維に関する基本的な知識も身についておらず、調査対象

の方たちには忍耐強く学生たちに接していただいた。また、故繊維業で働く皆様の温かいご対

応とご指導によって、学生たちはまがいなりにもフィールドワークを実施することができた。

フィールドワークを通じて出会った方たちに対し、心より感謝を申し上げたい。また、お忙し
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いなかにもかかわらず、学生のために時間を割いていただいた業者の皆様に、厚く御礼申し上

げたい。 

以下は、学生たちが主体的におこなってきた国内外におけるフィールドワークと研究成果の

報告と成長の記録を記したものである。ここに記した活動のほか、学生は頻繁に鈴木研究室に

集まり、文字起こしの作業や発表準備のための勉強会を開いてきた。フィールドワークやその

後のデータ整理といった、慣れない作業に困惑する学生も多かったと思う。それでも、 後ま

でプロジェクトで積極的に活動した学生については、高く評価している。今後、本プロジェク

トに参加した学生には古着だけでなく、様々な「身近なモノ」に関心を払って、グローバルな

視点からモノを取り巻く社会問題について考えてほしい。そのように強く願っている。 

 

 

 
写真 3 市場での調査後、公園でゴザを広げてタイ料理を囲むタイ人と日本人の学生たち 

（鈴木佑記撮影） 
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全体の活動 

2015 年 

□4 月 8 日（水） 

第 1 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊履修の方針と登録、鈴木（教員）による国際理解分野の特色およびフィールドワークの醍

醐味に関する説明 

□4 月 8 日（水） 

社会文化体験演習説明会 6203 教室 12：10~12:55 

＊新 2 年生を対象に、「フィールドワークを通じた国際理解」分野の活動計画を紹介 

□4 月 15 日（水） 

第 2 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊自己紹介、2013 年度参加学生による 2014 年度の成果の紹介 

＊授業終了後、古着に関する映像鑑賞 

□4 月 22 日（水） 

第 3 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊植野（教員）によるライフヒストリー調査の方法に関する講義、長津（教員）によるモノ

に着目する調査の意義に関する講義 

＊授業終了後、100 円ショップに関する映像鑑賞 

□4 月 25 日（土） 

 第 4 回合同勉強会：学外調査 

 場所：三河島・東日暮里周辺 14:00~20:30 

＊東日暮里（特に日暮里繊維街）におけるフィールドワーク、三河島、佐藤商店におけるリ

サイクル業に関する聞き取り調査、韓国料理屋「済州島」での懇親会 

□4 月 29 日（水） 

第 5 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊三河島・東日暮里周辺でのフィールドワーク（4 月 25 日）についての感想、および発見・

疑問等についてのディスカッション・振り返り 

＊授業修了後、鈴木研究室（2 号館 613 号室）において 2014 年度報告書の封入れ作業 
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□5 月 13 日（水） 

第 6 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊ピエトラ・リボリ（雨宮寛・今井章子訳）『あなたのＴシャツはどこから来たのか？誰も

書かなかったグローバリゼーションの真実』東洋経済新報社（2007）の第 1 部から第 3 部の

内容確認 

□5 月 20 日（水） 

第 7 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊ピエトラ・リボリ（雨宮寛・今井章子訳）『あなたのＴシャツはどこから来たのか？誰も

書かなかったグローバリゼーションの真実』東洋経済新報社（2007）の第 4 部の内容確認、

全体講評会 

□5 月 27 日（水） 

第 8 回合同勉強会：学外調査 

場所：埼玉県蕨市 11:20~13:00 

＊故繊維リサイクル工場におけるフィールドワーク、古着の選別作業見学 

□6 月 3 日（水) 

第 9 回合同勉強会：学外調査 

場所：埼玉県川口市 11:20~13:00 

＊故繊維リサイクル工場におけるフィールドワーク、ウエスの生産作業見学 

□6 月 10 日（水） 

第 10 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10 

＊5 月 27 日および 6 月 3 日に実施したフィールドワークの振り返り作業 

＊授業終了後、鈴木研究室（2 号館 613 号室）にて写真整理の作業 

□6 月 17 日（水） 

第 11 回合同勉強会：学外調査 

場所：埼玉県蕨市 11:30~14:00 

＊故繊維リサイクル業者に対する聞き取り 

□6 月 24 日（水） 

 「国際理解分野」公開講演会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6210 教室 13:00~14:30 

＊早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）による講演「一歩ふみだす、



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

9 
 

ぐっと広がる：マレーシアのボランティアで考えた移民と教育と私たち」 

引率者：岩井雪乃、発表者：倉持百花、山田麻里、亀川周真、湯山秀平 

＊14:40~16:10：5402 教室にて茶話会、16:20~20:00：鈴木研究室（2 号館 613 号室）にて

懇親会、20:30~23:00：巣鴨にて懇親会 

□7 月 1 日（水） 

第 12 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊故繊維リサイクル工場フィールドワーク班の編成 

□7 月 8 日（水） 

第 13 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊故繊維リサイクル工場におけるフィールドワーク計画についての話し合い、、KJ 法を用い

た調査項目のブリーフィング 

□7 月 10 日（金） 

第 14 回合同勉強会 

場所：鈴木研究室（2 号館 613 号室） 10:40~12:10 

＊夏期休暇中の調査計画についての話し合い、活動計画書、調査項目の作成（A 社、B 社、

C 社調査班） 

□7 月 22 日（水） 

第 15 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6320 教室 10:40~12:10 

＊故繊維リサイクル工場におけるフィールドワーク計画についての話し合い、故繊維リサイ

クル会社への電話 

□7 月 24 日（金） 

社会文化体験演習 3 分野合同イベント「東南アジアの料理を作ろうの会」 

場所：アカデミー茗谷 実習室 13:00~17:00  

＊キャリア分野はラオス料理、社会貢献分野はインドネシア料理、国際理解分野はタイ料理

を作る。各分野による活動報告プレゼンテーション 

＊終了後は鈴木研究室（2 号館 613 号室）において懇親会 18:00~23:00 

□9 月 13 日（日）から 14 日（月）  

第 16 回合同勉強会：合宿 

場所：鳳明間 15:00~10:00 

＊各班の中間報告、報告内容をもとに今後の調査内容の検討 
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□9 月 25 日（金）  

第 17 回合同勉強会 

場所：鈴木研究室 13:00~15:00 

＊調査データの整理、文字起こし作業 

□10 月 7 日（水） 

第 18 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室 10:40~13:00 

＊報告内容についてのブレーンストーミング、これまでの調査で得たデータの整理 

□10 月 14 日（水） 

第 19 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室 10:40~13:00 

＊これまでの調査で得たデータの整理、国内調査のアポイントメントをとる 

□10 月 21 日（水） 

第 20 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室 10:40~13:00 

＊文献収集、データ整理および 終報告書の作成 

□10 月 28 日（水） 

第 21 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室 10:40~13:00 

＊文献収集、データ整理および 終報告書の作成 

□11 月 11 日（水） 

第 22 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室 10:40~12:10 

＊海外実習参加者は各種書類を提出、データ整理および 終報告書の作成 

□11 月 18 日（水） 

第 23 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室  10:40~13:00 

＊社会文化体験演習海外実習参加メンバーによる PPT データ作成、その他の学生は報告書作

成のためのデータ整理・報告書作成 

□11 月 25 日（水） 

第 24 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室  10:40~13:00 

＊海外実習参加者の日本語によるプレゼンテーション（泰日工業大学発表用） 
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□12 月 2 日（水） 

第 25 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室  10:40~12:10 

＊海外実習参加者はプレゼンテーション原稿の日本語と英語作成、それ以外の学生は 終報

告書の作成 

□12 月 9 日（水） 

第 26 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 6401 教室  10:40~12:10 

＊海外実習参加者はプレゼンテーション原稿の日本語と英語作成、それ以外の学生は 終報

告書の作成 

□12 月 16 日（水） 

第 27 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室  10:40~13:00 

＊海外実習参加者の英語によるプレゼンテーション（泰日工業大学発表用） 

2016 年 

□1 月 13 日（水） 

第 28 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 4 号館 3 階社会学部情報実習室  10:40~13:00 

＊ 終報告書の作成、体験演習を通じて学んたことについて具体的なエピソードを交えて話

し合い、海外実習の振り返りシートの提出、12 月 6 日開催のシンポジウムお手伝い人員の確

認、シンポジウム用の PPT・原稿データ修正作業、シンポジウム用発表模擬練習（今枝・元

原） 

□1 月 15 日（金） 

2015 年度東洋大学社会学部社会文化システム学科・社会文化体験演習シンポジウム「躍動す

る世界のなかで学ぶ」 

場所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 6B14 教室  14:40~16:10 

＊今枝と元原が「モノを通して学ぶグローバル化：国内外の古着工場・市場における調査を

通じた気づき」というタイトルで発表 

＊終了後は、5 号館 5309 教室において茶話会 16:30~18:00 

□2 月 11 日（木） 

 懇親会 

 場所：巣鴨 

 ＊国際理解分野参加者と教員、それに「紙プロ」卒業者で会合 
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国内におけるフィールドワーク 

 

□2015 年 5 月 27 日（水） 11：20～13：00 

フィールド：C 社（埼玉県蕨市） 

参加者：学生全員、鈴木（教員）  

＊挨拶と工場見学 

□2015 年 6 月 3 日（水） 11：20～13：30 

フィールド： A 社（埼玉県西川口市） 

参加者：学生全員、鈴木（教員）、植野（教員）、山本（教員） 

＊挨拶と東京オリンピック開催前後の 

□2015 年 6 月 17 日（水）11：00～13：00 

フィールド：B 社（埼玉県蕨市） 

参加者：学生全員、鈴木（教員） 

＊会社概要についての聞き取り調査 

□2015 年 8 月 5 日（水） 11：00～12：00 

フィールド： A 社（埼玉県西川口市） 

参加者：齋木、鈴木規、小澤 

＊従業員のライフストーリーについての聞き取り調査 

□2015 年 8 月 6 日（金）11：00～13：10 

フィールド：B 社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、遠藤、早川、倉島  

＊U 氏に関する聞き取り調査 

□2015 年 8 月 7 日（土）10：00～14：30 

フィールド：B 社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、早川、倉島 

＊会社についての聞き取り調査、工場見学 

□2015 年 8 月 11 日（火）13:00~14:30 

フィールド：C 社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、中西 

＊社長に対する聞き取り調査 

□2015 年 8 月 24 日（月）13:00~14:30 

フィールド：A 社（埼玉県西川口市） 
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参加者：斉木、鈴木規、小澤、坂口 

＊古着の回収システムに関する聞き取り調査 

□2015 年 8 月 27 日（木）11:00~12:30 

フィールド：C 社（埼玉県蕨市） 

参加者：畑中、安部 

＊従業員への対応に関する聞き取り調査 

□2015 年 10 月 16 日（金）11:00~13:30 

フィールド：B 社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、早川、倉島 

＊会長に対する聞き取り調査 

□2015 年 11 月 10 日（火）11:00~12:30 

フィールド：C 社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、奥山、畑中 

＊従業員への聞き取り調査 

□2015 年 11 月 25 日（水）10:00~12:00 

フィールド：C 社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、奥山、畑中 

＊従業員への聞き取り調査 

 

 
写真 4 2015 年 9 月 13 日に実施した鳳明館における合宿の様子 

（鈴木佑記撮影） 
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海外におけるフィールドワーク 

 

□2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 27 日（日） 

海外フィールドワーク 

場所：タイ（バンコク、アランヤプラテート） 

参加者：今枝、遠藤、斉木、元原、早川、鈴木規、畑中、倉島（現地合流：安部） 

通訳（チュラーロンコーン大学学生）：プイ、ミント、ミャオ 

通訳（東洋大学大学院生）：ジェイ、デーン 

通訳（カンボジア人）：ペン 

＊タイ（バンコク、アランヤプラテート）の古着市場における聞き取り調査 

＊泰日工業大学における英語によるプレゼンテーション、学生交流、 

＊バンコクおよびカンチャナブリー・エクスカーション 

 

 
写真 5 ロンクルア市場での調査前に挨拶に伺った警察署にて 

 

後に、本報告書に関わる調査にご協力いただいたすべての関係者に、心からお礼を申し上

げます。ありがとうございました。 
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非熟練労働再考 

――故／繊維産業を事例として―― 

 

斉 木 駿（班長）・鈴 木 規 隆・小 澤 加 奈 恵・坂 口 こ よ み 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

われわれの社会には、多種多様な産業が存在する。一般的な分類では、第 1 産業（農業、漁

業など）、第 2 次産業（製造業、工業生産など）、第 3 次産業（情報通信業、サービス業など）

に大きく分けることができる。また、産業における労働内容を、熟練労働と非熟練労働とに分

ける見方がある。前者は、特定の技術が必要とされ、時間をかけて身につける労働である傾向

が強い。後者は、特定の技術がなくても従事できる、大量の人員を必要とする労働である場合

が多い。熟練労働の場合、専門の技術を持っている人の代わりとなる人物を探すのが難しく、

失った時の損失が大きいため、会社は熟練労働者を優遇し、社外に流出するのを防ごうとする。

その一方で、大量の人員を必要とし、特殊な技術を要しない非熟練労働者は代わりとなる人材

が多くいるため、待遇は熟練労働者と比べて劣る傾向にある。そのためか、非熟練労働者につ

きまとうイメージは、低賃金や長時間労働など暗いものが多い。 

非熟練労働には、多様な問題が起こりうる。特に、発展途上国において多くの非熟練労働者

が直面している、法律で定められた時間を超過して働かされたり、 低賃金を大幅に下回る給

料で雇用されたりするなどの問題は深刻である。だが先進国の日本では、労働者の権利を守る

法整備が整えられている。労働法の厳格化により労働者の労働時間が細かく規定されるように

なってもいる。生活スタイルの多様化により、自ら非熟練労働に従事しようとする人がいても

おかしくない。さらに、非熟練労働の仕事が多くの雇用を生んでいる事実も無視できない。つ

まり、非熟練労働に従事している人たちについて、暗いイメージのみで語ることは正しくない

といえる。たとえ暗い側面があったとしても、それだけで非熟練労働者全体を理解することは

できないのである。その他、一般に非熟練労働者と語られる人びとについて、「非」という言葉

を用いて説明することが正しいのかどうか、実態を調べた上で検討する必要があるだろう。 

以上の問題関心から、本稿では、社会で「非熟練労働者」に分類される人びとへの聞き取り

を通して、日本で働く彼らの現実の一側面について明らかにすることを目的とする。事例とし

て、繊維産業を取り上げる。構成は以下の通りである。まず日本の繊維産業の歴史を振り返る。

そうすることで、日本の繊維産業が長い間、大量の非熟練労働者によって支えられてきた点を

指摘する。また、かつての繊維産業において、長時間労働や安全性の不備などの問題があった
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ことを確認する。次に、故繊維産業の A 社の略史を振り返り、そこで働く非熟練労働に従業す

る 6 名の労働状況について、聞き取り調査で得たデータを整理する。 後に、6 名の労働状況

について考察を加えることで、非熟練労働という言葉にまとわりつく「長時間労働」や「単純

作業」などのイメージが、必ずしも非熟練労働の実態をともなっていない点を明らかにする。 

II 日本の繊維産業の歴史 

日本における繊維産業は、機械制工業の発展をリードしてきた［ハンター 2008：1］。毛織

物工業は、軍服の供給を支えるために新たに導入されたが、経済的観点から も重要な繊維生

産部門は、生糸・綿糸と織物の生産で、戦間期に生糸・綿糸と織物の生産に携わる就業者は、

繊維全体の約 70％を占めていた［ハンター 2008：38］。 

1930 年ごろ、繊維産業に携わる労働者は数十万人と多くいた。なぜこのように多くの人が集

まったのか、それは繊維産業の労働者の多くが農村の出身者であり、繊維労働が本業である農

業の季節サイクルに悪影響を与えずに、バランスよく所得獲得の機会を得ることができ、副業

に 適であったからである。特に労働者の大部分が農業に従事していたのは若い女性だった［ハ

ンター 2008：49］。農業と製造業の結びつきによって地方の生活は良い影響を受けてきたが、

工場が成長するとともに製造業を専業とする労働者が必要となり、農業と製造業は分離してい

った。このようにして、地方で第 1 次産業を担う若年女性は減少していった［ハンター 2008：

1-4, 295］。 

 

１ 労働者 

製糸工場で働く労働者の多くは女性であった。1880 年代末は少なかったが、第一次世界大戦

期を通じて製糸工場で働く女性が増え続け、1914 年には 10 万人を超えた。しかし、当時の製

糸業は未登録の作業場であったため、この労働者の数値は不明確なものとされている。そうで

はあるが、ハンター［2008：44］は、1914 年には 4000 万人の総人口中、繊維産業の三つの

主要分野である製糸・織物・紡績工場に 100 万人を超える労働者が雇われていたと推測してい

る。 

労働者の募集方法は主に公共の場での通知や掲示板による告知、または家族や友人による募

集・広報活動によって行われた。労働者を増やしたい場合、経営者は既に雇い入れている労働

者に知り合いを推薦してもらっていた。信頼できる既存の労働者の推薦であれば、安心して雇

用することができるからである。働き口を求める側も家族や知り合いが既に働いている工場を

頼る場合が多かった［ハンター 2008：73-74］。 

戦間期（1918 年の第一次大戦の終結から、1939 年の第二次大戦の勃発までの約 20 年の期
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間）になり、労働需要が増大してくるにつれて、募集人と呼ばれる仲介業者や工場による直接

募集活動という新しいシステムが形成されていった。ところが、仲介した人数が多ければ多い

ほど報酬を受け取れる歩合制だったため、次第に質より量が重視されるようになり、1900 年前

後には悪徳の仲介業者も多く現れるようになった。費用は雇用主の負担で、被雇用者の前払賃

金、前貸金、旅費を用意する必要があった。こうした仲介を通した雇用システムは雇用主と被

雇用に不利益をもたらすことが明らかになるにつれ、1920 年代には多くの大工場が直接募集の

雇用方法に戻っていった［ハンター 2008：73, 77-78］。 

 

２ 寄宿舎制度 

独身労働者のための寄宿舎制度が存在した。1890 年代には寄宿舎は製糸、紡績、織物におい

て広く利用されるようになり、第二次世界大戦前には工場の大小に関係なく、繊維産業に従事

する労働者の多くは寄宿舎で寝泊まりしていた。遠い地域から移動してくる女性たちにとって

寄宿舎が用意されているかどうかは重要で、彼女らが働き先を決める判断材料になっていた［ハ

ンター 2008：107-108］。 

1890 年から 30 年間は、多くの寄宿舎の環境は適切なものもあった。その一方で、酷い水準

のものもあったという。夜は外出が許されず、許されても監視される。また、不衛生な環境の

もと質素な食事が提供されたりもした。労働者に関する経費は出来る限り切り詰められ、資金

は資本設備費と原料購入費に割り当てられていたのである。しかし、寄宿舎の状態は第一次大

戦後に著しく良くなった。立法上の改善がなされ、雇用主による労働者に対する監視は緩くな

り、労働者は快適な生活を送れるようになった［ハンター 2008：111-112］。 

その一方で、雇用主は勤務地の往復に費やす時間が無くなった労働者に長時間労働を求める

ようになった。夜における労働は、労働者が所定の場所に住む場合に法的に許され、雇用主は

労働時間の延長を正当化できるようになったのである。このようにして寄宿舎制度が長時間労

働を生じさせ、非熟練労働者の厳しい労働環境がつくられていった［ハンター 2008：113-114, 

111, 117］若い労働者たちは、長時間労働によって極度に体力を消耗し、仕事中に寝入ってし

まうことがあり、安全設備の不備によって労働者が事故に遭うこともあった［ハンター 2008：

118］。 

 

３ 労働時間 

戦前期の日本において、繊維産業は労働時間が長い産業の 1 つであった。1880 年代までは

電気があまり通っておらず 1 日の労働時間は日中に限られる傾向にあった。しかし、その後に

電気が普及し、暗くなってからも工場での労働が可能になった［同上：114］。特に綿紡績業で

は、労働時間が延長されることが多かった。1880 年代半ばから、多くの工場が夜間の操業を始
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め、24 時間労働は瞬く間に広まった。一般的なパターンは、午前 6 時と午後 6 時に交替する 2

回交替 12 時間労働制であった。実質労働時間は休憩時間を抜いて 11 時間ほどと雇用主に主張

されていたが、労働者たちは時折それより長く働かされていたという。24 時間操業は、1929

年に違法とされるまで、綿紡績業では標準であり続けた。埼玉、栃木、群馬諸県のような有力

な手機織物産地では、働く時間は季節ごとに変化するものであり、繁盛期には 1 日 16～17 時

間に及んだ。また一部の織物工場では 低限の生産量のノルマが割り当てられ、その量を規定

の時間内に達成しなければ、労働者は強制的な残業を行わねばならず、日の出から真夜中まで

働くこともあった［同上：115］。 

勤務時間中の休憩時間は一般的に 大 30 分であった。戦間期に入ると、工場における休憩

時間は長くなり、場当たり的ではなくなった。深夜操業の廃止により、1 度か 2 度の休憩を加

えた 9 時間労働の交替勤務が当たり前となった。しかし、比較的小規模な作業場の労働者は、

戦間期になっても長い時間働かされ続けた［同上：116］。 

 

４ 戦後の繊維産業 

日本は戦前の「富国強兵」「殖産興業」から、戦後の「復興」「国際競争力の強化」「産業構

造の高度化」へと目標を転換していった。日本の化学繊維産業は 1938 年にレーヨンの生産で

世界第一位になったが、第二次世界大戦によってほとんどの生産設備を喪失した［窪田 1992：

414；古川 1992：418］。 

戦後、日本の経済の発展とともに円のレートは徐々に引き上げられていった。1985 年の米国

とのプラザ合意により 1 ドル 250 円から 1 ドル 100 円へと円の価値が引き上げられ、一時は 1

ドル 70 円台になることもあった。しかし、円高によって海外への輸出条件は厳しくなり、後

に日本の繊維産業は輸入が輸出を上回るようになった。さらに雇用賃金の安い東南アジアの

国々が、繊維産業の生産規模で日本を上回るようになり、日本における繊維の輸入過多の要因

となっている［山路 2014：31-32］。このような逆境に立たされながらも、日本の繊維産業は

技術革新を行ってきた。古川［1992：418］は、日本の技術革新の要素に「製品の高付加価値

化」「新素材の開発」を挙げている。合成繊維は天然の繊維とは違い、原料段階で差別化や個性

化を行うには限界がある［山路 2014：37］。更に消費者のニーズの多様化に伴い、高機能・高

性能素材が次々と登場した［古川 1992：419］。 

繊維産業のなかでも、故繊維産業は、戦後に市場が急速に拡張した。1950 年に朝鮮戦争が勃

発すると、朝鮮と日本でアメリカ軍が各種物資を求めるようになり、兵器が生産される中で工

場におけるウエスの需要が急激に増大した。ウエスとは、家庭や企業などから出た古布を再生

して作る、機械設備の油汚れを拭き取るために用いられる「雑巾」のことである。主に、機械

の多い工場で用いられることが多い。 
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写真 6 梱包される前のウエス 

（鈴木佑記撮影） 

 

ところが、1960 年代まで需要の高かったウエスであったが、70 年代に入ると売り上げが伸

び悩むようになった。技術革新により化学繊維の生産が伸び、古着の需要も減少していった。

以上のように、日本の繊維産業は時代の流れとともに、何が需要とされるのかが変わり、非熟

練労働者の労働環境も変化してきたことがわかる。 

次節では、A 社を事例として取り上げ、戦前から戦後にかけての歴史について振り返ること

にする。 

III A 社略史 

A 社は京浜東北線「西川口」駅から徒歩約 10 分の場所に位置する故繊維会社である。A 社

は 1897 年（明治 30 年）に創業された。A 社を立ち上げたのは経営者として持ち前の才覚と行

動力を併せ持った創業者 X 氏である。「ウエスの需要は確実に増えて来る」と時代の風向きを

感じ取った X 氏は、ウエス製造を軌道にのせるべく、東京の市街を早朝から陽が落ちるまで駆

け回った。1908 年（明治 41 年）に東京府北豊島郡日暮里町に本社を構えた。敷地 700 坪に住

居、工場、家作、防火のための土蔵三棟が設備され、当時の故繊維問屋としては立派な構えで

あった。 

事業が順調に拡張し、活況の気運が盛り上がってきたのは昭和初期である。しかし、その頃
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の荒川は雨期や台風シーズンに増水し、しばしば氾濫を引き起こした。そのため日暮里の街は

現在では想像もできないほどに洪水に再三襲われ水浸しとなり、住民をひどく悩ませたという。

当時のＡ社は、洪水のこないところに工場を建てることが重要と考え、川口に敷地 42 坪の土

地を借りることに成功した。こうして、現在の川口工場ができたのである。またこの頃に日本

繊維屑輸出組合が結成された。 

 

 

写真 7 A 社全景［H.A. 1997：n.p.］ 

 

1942 年（昭和 17 年）には陸海軍のウエス、梳解糸製造のため軍需工場に指定され、社業は

安定していった。しかし、1944 年（昭和 19 年）3 月 10 日の大空襲で日暮里本社が全焼した。

こうして、空襲後は川口工場に操業の場を移動することとなった。終戦後、幸いにして戦火を

免れた A 社は引き続き梳解糸製造を続ける。その利益は大きく、高圧梱包機の導入や漂白施設

の増設の計画が進められた。1947 年（昭和 22 年）には戦火を避けるため、川口工場倉庫二棟

を解体し、保存していた材料で工場と倉庫の再建にも取り組んだ。またこの頃輸出事業が計画

される。輸出梱包機のシリンダーとピストンの材料を横須賀海軍上廠より払下げを受け、水圧

式の高圧梱包機の製作とともに一気に事業が良い方向に向かった。 

1955 年（昭和 30 年）には、ウエスの除埃機が開発され、これによりウエス製品の品質は一

段と向上する。また朝鮮動乱による特需景気で経営は軌道に乗っていた。そんなとき、不運に

も梳解機の軸受メタルの過熱が原因により北町の工場を全焼させる火事が起こってしまう。鉄

製の煙突は倒れてしまったものの、人的被害はなく、梱包機、ボイラーなどの機械も破損を免

れた。住民からの反対運動が強く出されたという工場再建だが、地域への金銭的支援などの貢

献度から、厳しい条件付きではあったが許可が下りた。こうして 1958 年（昭和 33 年）1 月 21
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日、川口工場再建のため有限会社 A 社工業所が設立されたのである。 

 

【A 社と故繊維・ウエス業界の年表と動向】 

西暦 元号 A 社 故繊維・ウエス業界 

1897 明治 30 創業  

1908 明治 41 日暮里に移転 ウエスの国内需要 

1931 昭和 6 川口工場完成 日本繊維屑輸出結成 

1942 昭和 17 陸海軍の軍需工場に指定される  

1944 昭和 19 川口工場に移転  

1947 昭和 22 輸出事業を計画 故繊維統制令 

1951 昭和 26  ウエス市場が急速に成長 

1955 昭和 30 社宅を川口工場に建設、増築 朝鮮動乱により特需景気 

1958 昭和 33 川口工場再建のため有限会社 A 社

工業所を設立 

 

1961 昭和 36  全国ウエイスト組合連合会結成 

1970 昭和 45 従業員半減 輸出ウエスが停滞の時期に入る 

1980 昭和 55  紙ウエス・レンタルウエスが登場 

表 1 A 社年表［H.A. 1997：1-22；冨田 2003：20-24］をもとに作成 

 

従業員数が 100 名ほど在籍していたのが 1978 年（昭和 53 年）には約 50 名と半減し、それ以

降は約 25 名前後で運営している。人手不足を補うため可能な限り機械化につとめた。しかし、

人員不足による経営困難は続いており、今もなお若い労働力は求められている。そんな厳しい

時代におかれている故繊維業界で、現社長の H 氏は「いつまでたっても人海戦術でやる産業と

いうのは日本でやっていて世界に対抗ができるのか」という経営者ならではの悩みを明かした。 

IV A 社従業員の労働状況 

これまでに、日本の繊維産業における非熟練労働の歴史、そして故繊維産業 A 社の略史を辿

ってきた。長い間日本の繊維産業を支えてきた多くの非熟練労働者には多くの苦労がみられた。

しかし、現在の日本では彼らを取り巻く状況も変わっているはずである。本節では、A 社で実

施した 6 人の従業員に対する聞き取り調査をもとに、「非熟練労働者」という言葉で語られる

傾向のある人びとの、個別具体的な事例を取り上げたい。そして、「非熟練労働」という言葉だ

けでは語ることのできない、人びとの多様性を示したい。 
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●A 氏の事例 

A 氏は 1941 年（昭和 16 年）生まれの 74 歳で、埼玉県の北浦和出身の男性である。小学校

と中学校は地元の学校に通い、高校は夜間学校に通いながら、昼は桶川で働いていた。しかし、

仕事と学校の両立は難しいと感じ、高校を半年で中退した。その後、千葉、立川などを転々と

しながら、30 歳を過ぎた頃に新聞の折り込み求人をきっかけに A 社で働き始める。 

A 社では、OJT（On the Job Training）という方法が採られている。OJT とは企業内教育

として数多くの日本の企業で実践されているもので、現場において、実際の仕事をしながら学

ぶという意味である。OJT のメリットとして作業員や現場全体など、個々のレベルに合わせて

無理なく、確実に活動できる点と、仕事をしながら学べるため、本やセミナーで聴くよりも自

分が何をしていくかを具体的に理解でき、実践できる点がある。また、単に仕事を円滑にして

いくためだけに OJT があるのではなく、個人の自立、成長、巣立ちを援助・支援していくシス

テムとしても期待されている。このような従業員の教育方法は、非熟練労働を主とする故繊維

産業においても効果的である。各作業場を経験することで、自分に合った作業を見つけられる

可能性もあるからだ。 

A 氏はその典型といってよいだろう。A 社には、10 工程ほどの作業があり、ローテーション

で仕事を回している。大多数の従業員は多数の仕事工程ができるのに対し、A 氏は 1 つの作業

しかできない。作業内容は秤を使ってウエスを決められた重さにして、袋詰めにするものであ

る。秤を使ってはいるが、感覚で重さがわかるようで、作業を一瞬でこなしていく。A 氏はそ

の仕事をしていた先輩の姿を見て作業を覚え、約一週間で慣れていったという。A 氏がこの作

業に特化しているのは、裁断の作業や、畳む作業などが不得意ということもあるが、作業中、

長時間腰を曲げ、普通の人なら 1、2 時間が限度の作業を A 氏は長時間行うことができ、効率

的に袋詰めを行う事が出来るからである。自分の手の感覚でウエスの重さを感じ、綺麗に早く

袋詰めできる時に、この作業の楽しみを感じている。 

 

●B 氏の事例 

B 氏は 1937 年（昭和 12 年）生まれの 78 歳で、三重県志摩郡磯部（現、三重県志摩市）出

身の男性である。地元の中学校を卒業後、東京都板橋区志村にある会社に就職をした。当時は

就職難の時期で、どの仕事に就く際にも試験が行われていた。そのため、地元で働くところが

なく、ほとんどの人が東京に出るか、家業を継ぐかの二択を迫られていた。B 氏は学校の先生

の紹介で東京の会社に就職することになった。その会社では営業をおこなった。しかし、話す

のが苦手なこともあって、2 年で会社を辞めた。 

その後は埼玉県にある旋盤会社に勤めた。仕事内容としては主に機械作業が中心で、主な仕
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事は車についているボールジョイント（タイヤのサスペンションをスムーズに動かすために必

要）の部品を製造する仕事である。その会社で順調に過ごしていたが、1973 年（昭和 48 年）

に石油ショックが起きたことにより、会社の情勢が厳しくなり、18 年目で辞めることになった。

次の職場が決まらなかった場合、田舎に帰ろうと思っていたが、友達の紹介により食品会社で

働くこととなった。そこでは製造ラインの機械の調整と、生産された商品をリフトで倉庫に運

ぶ仕事をしていた。B 氏はそこで定年を迎え、仕事を退職した。 

その後食品会社でお世話になった方から、A 社で働いてみないかと誘われ、働くことを決心

した。当時、A 社は人手不足だったため、H 社長が従業員の方にいい人がいたら紹介してほし

いと声をかけていた。B 氏は前の食品会社で、リフトの免許を取得していたため、それを活か

せる作業を担当している。リフトの仕事は B 氏と H 社長にしかできない作業である。他にも

商品の梱包を担当している。現在 B 氏は、月曜日から金曜日まで、8 時から 17 時まで働いて

いる。定年を過ぎてからの仕事時間としては過酷に見えるが、本人曰く、「あまり苦には感じて

いない」という。彼がそのように感じる背景には、以前就いていた仕事が関係している。かつ

てボイラー関連の仕事をしていた時、ボイラーが調子良く動く時は仕事が順調に進むが、動か

なくなったら急に仕事が中断するため、働く時間が不規則であったという。そのため、毎回決

められた時間に始まり終わる今の仕事は、彼にとっては苦にならないのである。 

B 氏は、定年後に A 社に勤めることになったため、仕事を始めるには歳をとりすぎたと思っ

ていたが、周りの従業員の年齢が自分より高いことを知り、自分が比較的若いことに大変驚い

たという。年齢を言い訳にしていられないと感じ、ここが新たなスタートだと思って働いてき

ている。現在も働くことによって、できなかったことができるようになったり、生活に余裕が

できたりと生きがいを感じながら働いている。 

 

●C 氏の事例 

C 氏は 1937 年（昭和 12 年）生まれの 78 歳で、栃木県出身の女性である。中学校を卒業し

たあと 6 年間、実家の農業の手伝いをしていた。その後、友達の紹介により A 社で働くことに

なった。C 氏は上京してからは A 社の 2 階にあった女子寮で生活していた。5 年間働いた後、

職場で知り合った男性と結婚し、一旦仕事を退職した。子供が成長したら仕事に復帰し、現在

も A 社から歩いて 2 分のところから通っている。仕事内容は、「切り屋（きりや）」と呼ばれる

シャツやシーツを裁断する仕事、「伸し屋（のしや）」と呼ばれる布を伸ばす仕事、布をたたむ

仕事などをしている。C 氏は 60 年近く働いており、A 社では一番のベテランである。 

 

●D 氏の事例 

D 氏は 1938 年（昭和 13 年）生まれの 77 歳で、栃木県真岡市出身の男性である。中学を卒
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業した後、洋菓子店に勤め羊羹を作っていた。その後は、東京都杉並で甘納豆を作っていた。

そこで 1 年間勤めたが、長男の体調が悪いこともあり栃木の実家に戻り、土方などの力作業を

していた。A 社に来たのは 1959 年（昭和 34 年）の 1 月、D 氏が 21 歳の時である。 初は日

暮里の工場で、200 キロから 250 キロぐらいのものを運ぶ仕事をしていた。まだフォークリフ

トなどの機器がなかった時代である。体力勝負の相当辛い仕事ではあったが、土方で鍛えた力

が役に立った。現在は、川口の工場におけるほぼすべての仕事をこなせるが、主に「調合」と

呼ばれる難しい作業を担当している。「調合」とは、種類ごとに分けられた布を混ぜて平準化し

ていく作業である。この作業をしなければ、特定の種類の布だけが在庫として残ってしまうの

で、会社に損益を出さないためには大変重要な作業である。一見同じに見える布を適度に混ぜ

なければならないため、この作業に従事する人は布の種類をすべて把握している必要がある。

そのため、D 氏と H 社長以外にはできない作業である。 

 

●E 氏の事例 

E 氏は 1946 年（昭和 21 年）生まれの 69 歳で、福島県出身の女性である。1 歳の時に宮城

県の石巻に引っ越し、そこで育った。中学を卒業した後、花嫁修行として和裁や編み物、お花

などの習い事をしていた。20 歳で結婚した。夫は一人で東京に働きに出ていたが、事業が失敗

し、夫が埼玉に移動する際に、E 氏も埼玉に行くことになった。埼玉に来てからはずっと専業

主婦をしていた。50 歳の時、娘さんを送り迎えする関係で、川口まで来ることになった。娘を

送った後から迎えるまでの時間で働こうと思い、駐車場のある仕事を探していたところ、見つ

けたのが現在の職場である。学校からの急な呼び出しに対応できることや、送り迎えの時間に

合わせて出勤・退社できるなど、融通が利く点から A 社を選んだ。仕事は、 初の 1 年は「切

り屋」の作業をしていた。ある時、社長から新製品の相談をされ、それ以降その製品に関する

作業を担当している。決められた長さに切られた布やタオルやシーツを畳み重ねていく作業で

ある。長さは 40 センチや 70 センチというように、規格が決められている。通常であれば、布

は半分に畳めば袋にはいるが、袋に入らない大きさのものはE氏の判断で折り方を変えている。

袋の大きさに関して、より適したものを使用したいと社長に意見を述べることもある。社長か

らも信頼されており、新製品に関する作業について任されている。E 氏は、より良い製品を提

供するために、布の裁断には特に気をつかっていると述べた。 

 

●F 氏 

F 氏は 1969 年（昭和 44 年）生まれの 46 歳で、ペルー出身の女性である。中学校と専門学

校をペルーで卒業した。専門学校では経理を学び、銀行に就職した。日本に来たのは 20 歳の

頃である。F 氏の祖母が日本人ということもあり、日本で少しだけ住もうと訪れた。ところが、



非熟練労働再考：故／繊維産業を事例として 

26 
 

仕事を見つけ、日本人男性と結婚したことで、現在まで日本で生活している。来訪後は製品を

組み立てる仕事や旅行会社の仕事など様々な業種を経験してきた。夫と知り合い結婚してから

川口に移住した。F 氏が A 社で働き始めたのは、子どもの体調が悪くなったなどの急な出来事

が発生した場合、休むことができるといった融通が利くからという理由からであった。A 社で

担当している作業は、「切り屋」である。仕事を始めた 初は、数種類の布しか扱えなかったが、

今ではすべての布の種類を把握し、そつなく作業をこなせるようになった。 

V おわりに――考察にかえて 

日本における繊維産業の歴史を振り返ると、非熟練労働者として雇用されていたのは、多く

が女性であった。非熟練労働分野における単純作業はふつう、長時間同じ作業をすることが前

提で成立している業務形態である。その為、労働者は技術よりも、体力や精神力が必要とされ

る。古くは、繊維業では昼夜問わず操業されていたことは、第Ⅱ節でみてきた通りである。一

部の労働者は、17 時間もの長時間働かせられていた。しかし時代は変わり、社会福祉制度の発

達や労働法の改正、被雇用者側の労働に関する法律の知識量の増加などにより、非熟練労働の

分野においても職場環境は良くなっているように思える。 

非熟練労働は熟練労働に比べると、作業工程は単純であり、技術や経験がない人でも行うこ

とが出来ると考えられてきた。また、厳しい労働環境のもとで働き、労働災害がつきもののよ

うな、負のイメージが先行してきたように思える。たしかに、かつての日本の繊維産業では、

寄宿舎が用意され、夜間も働かされるなど労働時間が長かった。また、安全性が確保されてお

らず、怪我をする人もいた。その他、仕方なく働くことになった人も少なからずいたかもしれ

ない。しかし、それらの負のイメージは過去のものとなりつつある。それは、本稿で取り上げ

た A 社の 6 人の従業員の事例をみれば、上記のような負のイメージだけで語るのが正しくない

ことだとわかる。 

その点は、A 氏において顕著である。彼は A 社において、他の人では代替できない作業をし

ている。A 氏は自らの特性（忍耐強さ）に合う、袋詰めという作業を長いあいだ担当してきた。

「袋詰めの作業」という言葉だけを切り取ると、そこには非熟練作業の「単純さ」や「単調さ」

ばかりが前面に出てしまうかもしれない。しかし、A 氏は、そうした「単純」な作業の中でも、

こだわりを持ち、楽しみを見出している。一見すると「単調」にみえるが、袋詰め作業をする

その都度、微妙に大きさや重さの異なるウエスをまとめなければならない。この袋詰め作業に

は、繊細な感覚が求められるのである。また、非熟練労働の一つとみなされる袋詰めの作業に

おいて、忍耐強さや瞬時の的確な動きが求められていたことにも注意を払いたい。忍耐強く一

つの作業をこなし続けるのも、立派な能力の一つではないだろうか。A 氏の事例からは、ある
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種の「熟練労働」に通じる専門性が、袋詰め作業に必要とされているようにみえる。 

B 氏は 16 歳から働き始め、多くの仕事を経験してから A 社に入社した。それまで様々な経

験をしてきたが、A 社内では一番下っ端（新人）であると感じている。彼は、どんな作業でも

得るものがあると考えている。78 歳と社内では一番年長であったが、現在も学び成長しようと

する姿勢がうかがえた。C 氏と D 氏は A 社で 60 年近く働くベテランである。C 氏は、子ども

が生まれて仕事から離れた後、社会に出て働いている。D 氏は日暮里に本社があった時代から

働いており、二人とも現在の仕事に対して愛着度がかなりあるということがわかる。二人とも

あらゆる仕事をこなし、会社の操業に欠かせない存在となっている。このように、単純作業で

あったとしても、長年続けることで獲得できる能力があるのではないだろうか。E 氏の場合は、

社長の指示通りに作業をするだけでなく、作業の効率化のため、新しい方法の提案をしてきた。

社長から任された仕事を単調にこなすだけでなく、自らの頭で考え、折り方を変えたり、でき

るだけ綺麗に整えたりするために、社長に意見を述べてより良い仕事をすすめようとしている。

彼女の提案が通ったことからも、雇用主と非雇用者との関係が良好であり、従業員が単に単調

作業を受動的に行っているわけではないことがわかる。F 氏はペルー出身者であり、言語や社

会文化的側面で、日本で暮らしていて苦労する点が多かったかもしれない。しかし、A 社では

従業員の都合が考慮されており、働く時間について融通が利かされていた。 

以上のように、非熟練労働を暗いイメージのみで語ることが正しくなく、必ずしも単純で単

調な作業をすれば良いというものではないことが明らかになった。実際に働く人は淡々と作業

をこなしているのではなく、より良い仕事をしようと考え、成長しようと前向きに仕事に従事

していることがわかる。また A 社では社長の方針により、従業員に配慮した職場環境が整えら

れていた。従業員は、自らのライフスタイルに合わせて仕事に従事している。非熟練労働は誰

にでも代替のきく分野のように思えるが、実際には一人一人が重要な「職人」なのであり、会

社にとっては欠かすことができないのである。 
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故繊維業界における企業間の人間関係の構築 

――U 氏と N 氏との関係性に着目して―― 

 

今 枝 晃 一（班長）・・遠 藤 大 輔・倉 島 千 佳・早 川 寛 康 

 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

昨今、「グローバル化」という言葉をよく耳にするようになった。この言葉から多くの人は、

「英語」や「多国籍企業」などの単語を連想するだろう。私たちは、エアコンのよく効いた会

議室で、日本人が白人と流暢に英語で会話をしている場面を浮かべてしまう。少なくとも、社

会文化体験演習を履修する前までは、そうであった。しかし、そうした英語や一流企業を中心

とするグローバル化とは別のかたちで、グローバル化が存在することを私たちは調査を通じて

徐々に学んでいった。かつての私たちが思い描いていた、大企業を中心とするグローバル化は、

グローバル化のほんの一部でしかない。私たちの身近には、違った形のグローバル化も存在す

る。その例を、故繊維業界から見て取ることができる。 

 

 
写真 8 今枝・元原・安部がマレーシアの工場に 2015 年 8 月に訪問 

インドネシア人従業員がベルトコンベアーで流れる古着を選別している 

（元原孝大撮影） 
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私たちは昨年度、故繊維業者 B 社を事例として取り上げ、日本で捨てられた（処分された）

古着が、その後どのような形で再利用されているのかについて調べた。そこで明らかにしたこ

とは、日本からマレーシアへ古着が運ばれ、色、サイズ、生地を基準としてインドネシア人が

中心となって選別されている状況である。マレーシアの工場で選別された古着の一部は、カン

ボジアへ海路で輸出されて、陸路でタイに運ばれることも分かった。そのようなモノの流れに

ついて明らかにできた一方で、不明な点も多く残った。そのなかの一つに、故繊維業界で働く

人びとは、どのようにして人間関係を構築しているのだろうか、というものがある。私たちが

想像する一般的な会社でのオフィス間でのやり取りによる人間関係の構築とは違うやり方が、

故繊維業界にはあると感じた。しかし、具体的にどのように人間関係を構築しているか昨年度

の調査では明らかにすることは出来なかった。私たちは、この疑問を解決するべく、再び B 社

とマレーシア工場を訪れ、どのように B 社と N 氏が人間関係を構築しているのか調査を実施

することにした。 

II B 社概要と N氏との関係性 

前節でも触れたように、B 社と N 氏の持つマレーシア、ジョホル・バルに位置する工場は約

20 年前から提携を行っている。では、どのようにして B 社と N 氏は提携するに至ったのか。

この節では我々の調査対象者である B 社前代表取締役 U 氏、そして B 社と提携しているマレ

ーシアの古着選別工場社長 N 氏について、また、B 社が N 氏の工場と提携するまでの過程を

説明する。 

 

１ B 社と U 氏の概要 

B 社の前代表取締役の U 氏は、1964 年（昭和 39 年）から 2014 年（平成 26 年）までの 50

年間、B 社で務めた現在 75 歳の男性である。親類が戦前、地下足袋の大きな会社を経営して

いる一族にうまれた。文京区本郷の小学校に通い、中高は当時赤坂に位置していた日大三中・

三高で学生時代を過ごした。B 社はもともと親類の地下足袋の会社の取引先であり、当時 B 社

を継ぐ人がいなかったために、1 ヶ月間、故繊維産業について勉強した後に U 氏が大学卒業後、

1964 年（昭和 39 年）に継ぐこととなった。 

埼玉県南部に位置する B 社は、古着の回収から選別、輸出までを担う故繊維会社である。古

布を市民団体・民間・行政などから回収した後に、埼玉県蕨市・埼玉県戸田市・茨城県つくば

みらい市・茨城県常総市の選別工場にそれぞれ搬入する。各工場は、蕨市の工場が本工場、つ

くば市の工場が伊奈・つくば工場、常総市の工場が菅生工場と称される。現在、菅生工場はほ
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とんど倉庫として使用している。選別工場に搬入された古布の一部は未選別のまま圧縮梱包さ

れて、東南アジアのマレーシアにある故繊維業者に輸出される。B 社は 20 年以上マレーシア

の会社と直接提携をしている。B 社の前代表取締役である U 氏は、マレーシアの会社の社長 N

氏と出会ったことがきっかけとなり仕事を一緒にするようになった。このように個人的な関係

に始まり、今では仕事以外の場でも家族ぐるみの付き合いとなっている。 

マレーシアの N 氏の会社に輸出された古布は、同社の従業員によって選別・加工される。こ

こで選別・加工されたウエス及び古着の一部はまた日本へと再輸出されて、日本で使用される。

また、B 社は以前、古布の大部分をウエスとして利用していたが、現在では埼玉県と東京都か

ら集められた古布を古着として輸出しており、ウエスを扱う量は減少している。 

 

２ U 氏と N 氏が提携するまでの過程 

N 氏と提携する以前から B 社では海外の企業と提携を結んできた。そのきっかけには、高度

経済成長期の時代にウエスの需要が高くなり、B 社が生産するウエスだけでは十分に供給でき

なくなったため、海外の企業の手を借りるようになったという背景がある。 

はじめて B 社が海外の企業と提携するようになったのは 1985 年頃のことである。東京オリ

ンピックの開催を皮切りに、工業化が進み、機械の油を拭くためのウエスの需要が急激に高ま

った。そのため、日本国内でウエスを作るためのウエスの素材が足りなくなっていった。急激

なウエスの需要に B 社を含む、故繊維業界は供給する対応に苦労していた。B 社では、当時取

引していた中国を拠点とする日系の会社から、中国のある繊維工場では下着のメリヤス地の布

の切れ端、裁断くずがたくさん出るという話を聞いた。それを聞いた、当時社長であった U 氏

は、その裁断くずを繋ぎあわせて、ウエスを作れるのではと考え、中国の繊維工場と取引する

に至った。 

その後、B 社のウエスの提供は国内の工場だけでなく、海外の工場にも及ぶようになった。

海外の工場では主にイタリアの工場にウエスを提供していた。当時、ヨーロッパにはあまり故

繊維業者もなく、アメリカ等より輸入してウエスを使用していたが、それらには化学繊維（化

繊）が混入しており、拭きづらかった。使い古された日本の古着は木綿の混入率もよく、何回

も洗濯してあるため、油気はないため、B 社では、使い古された木綿の古布をウエスにする。

B 社のウエスの噂を聞きつけたイタリアの工場と取引を開始した。 

イタリアの工場と取引する同時期に、裁断くずで作ったウエスの供給先の中国の工場が頻繁

に値上げ交渉をするようになった。国内外でウエスを提供している B 社はこの値上げ交渉に悩

まされていた。その頃に、オランダにも大きなウエス工場があると紹介され、オランダの工場

と取引するようになった。 

その後、30 年程前に、N 氏が日本の工場と取引するために日本に降り立った。N 氏は当初、
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名古屋にあるいくつかの故繊維業者を中心に複数の企業と取引していた。その後、U 氏と N 氏

が親しくなるにつれ、N 氏自身、B 社が一番信頼できると考えるようになった。 

この B 社の海外との提携の過程をみると、横のつながりが強いように感じる。例えば、取引

していた日系企業にウエスになる下着のメリヤス地がないと話したところ、中国の繊維工場を

紹介してもらったことや、親しかったオランダの友人に中国の取引先のことで困っているとい

う話を持ちかけたら、その友人のオランダの工場のウエス材料を提供してもらうことになった

という話に「横のつながり」をみることができる。また、N 氏と仕事上で提携するようになっ

た過程から見ても、個人間の信頼関係が、故繊維業界ではとても重要であることがわかる。 

III B 社とその周りを取り巻く環境 

1958 年から 57 年間続いている B 社だが、現在に至るまで様々な企業と取引を行ってきた。

これらの企業は時代が経つに連れ、企業が求めるウエスの需要が変化していき、その都度 B 社

では、企業の需要に合わせ、ウエスの種類や取引方法を変えてきた。本節ではウエスの需要が

時代によってどのように変化し、B 社ではその需要にどのように対応していたのかについて取

り上げる。 

 

１ 高度経済成長期のウエスの高需要と変化 

B 社は、故繊維の回収・分別・運送のほかに、ウエスの生産を行ってきたため、いくつかの

企業との結びつきがあった。例えば、凸版印刷、日本航空、日産ディーゼル、新日鉄、自衛隊

などがあげられる。ウエスは、汚れをふき取る質のいい木綿の布きれであるため、取引を行っ

てきた当時は、機械を扱う工場からは需要があった。高度経済成長期である 1950 年代には鉄

鋼・船舶・自動車などの重化学工業が発展し、1964 年の東京オリンピックの時には、新幹線や

高速道路、競技施設の整備がすすめられた。その際、重機のメンテナンスに欠かせないウエス

の需要は急激に増加し、高価格で取引を行えたため、ウエスを生産することは会社にとって利

益になった。当時の状況を、B 社前社長の U 氏は、好景気で次から次へと買い取り注文がきた

ので、自ら営業を行わなくても取引ができたという。しかし、ウエスの沢山の需要があるがゆ

えに、今度はウエスの原料となる木綿の故繊維が不足し始めた。当時、新しい服は作られるが、

捨てられる服があまり多くなく、ウエスの材料となる古布は、なくなりかけていた。 

 

２ 新しいウエスの台頭 

材料不足を解消するため、また技術の発展によって、新しい技術や方法が取り入れられるよ

うになり、紙ウエスやレンタルウエス（洗濯ウエス）というウエスが登場した。本来のウエス
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とは、様々な点で異なるため、B 社にとって、取引先との関係や日本のウエスはどうなるのだ

ろうという不安を持っていた。 

ウエスは大きく分けて、2 種類あり、布ウエスと紙ウエスである。通常、布ウエスは、B 社

が扱っているように、油などをふき取るために古布などの端キレを用いたもので、使い捨てさ

れることを目的としている。そのため、ウエスはウエス会社から工場に送られ、使われ、捨て

られるという一方向の経路をたどる。同じくレンタルウエスも布ウエスを用いるが、工場で使

われたウエスが捨てられることなく、洗濯会社に送られ、洗濯をしてもう一度工場に送られる

という循環する形をとっている。そのため、工場で出されるごみの量は減ることになる。紙ウ

エスは、布ウエスに比べたら見栄えがよく、衛生的に良いという点で好まれている。 

見栄えが良く、破棄するのも簡単で、低コストであるレンタルウエス（洗濯ウエス）、紙ウ

エスの到来で、世の中のウエスに対する需要も変化してきた。例えば、清掃業務を中心に行う

ダスキン等がレンタルウエスを始めてからは、機械を扱うたくさんの会社がレンタルウエスに

変えるようになった。そのため、B 社にとって取引先が少なくなるのは、大きな痛手だった。

一見、レンタルウエスというのは、洗濯することで使い回しをすることができ、また取引先の

ごみの問題を助ける一面があり、双方にとってレンタルウエスはいい取引であると思われる。

しかし、問題はウエスを洗濯する方にあり、重機の油などがしみ込んだウエスを洗濯するとな

ると、強力な洗剤や薬品を使わなくてはならない。その油や洗剤、薬品が含まれた廃液を排水

溝から流すということは、環境に甚大な被害をもたらすことは、誰もがわかる。レンタルウエ

スが普及し始めた頃は、取り決めなどが曖昧だったため、洗濯会社は好き勝手に廃液を流し放

題だったのである。例えば、検査があるときには、事前に工場をとめて、廃液を流しているこ

とがばれないようにしたり、田舎のやくざ系の産廃業者（産業廃棄物業者）と取引をして、廃

液をドラム缶に入れて、田舎の山奥に埋めたり、捨てたりさせていた。環境への配慮より、会

社の利益を考えて、お金をかけて廃液をきれいにする機械を取り入れることは二の次になって

いたようだ。 

 

３ 高度経済成長期以降のウエスの需要の変化  

1960 年ごろは、重化学工業が発展し、機械が使われる場が多く、ウエスも自ずと需要があっ

たが、年が進み、産業構造が変化するに連れて、ウエスを必要とする会社が少なくなってきて

いる。昔は取引をしていたが今はしていない会社もある。しかし、B 社では、取引先の要望に

あった形に裁断して送るほど、取引先を大事にしている。 

現在、故繊維市場に関してもグローバル化が進み、日本国内だけでは故繊維やお金が動かな

くなる。そのため、B 社のように海外を拠点とした会社と結びつくことが大切である。実際は、

賃金の安い東南アジアの人たちに選別作業をしてもらうために、日本で回収した古着を輸出し
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て、利益を出すわけれど、B 社の場合、前社長である U 氏の国問わず他社と結びつきがもてる

力やリユース品のウエスを大事にしている。故繊維市場はグローバルな場ではあるが、商社を

かえさない小さな工場同士のつながりを見出して、それを続けてきたのが今ある B 社の姿だと

いえる。 

IV 古着のグローバル化の影響 

U 氏は私たちに「現在日本の故繊維業界は危機的状態」だと語った。その原因の一つとして

N 氏の影響がある。この節では古着がグローバル化したことによって生じる日本での古着業界

の影響を取り上げ、また、B 社ではこの危機的状況に対しどのように対策を行っているのかを

論じる。 

 

１ N 氏のメディア出演とその影響 

Ⅱ節で触れたように、数年前まで N 氏は U 氏の経営する B 社だけ提携を行っていた。しか

し、ここ数年、N 氏は複数の中国系商社と取引するようになった。その要因の一つとして N 氏

のメディア出演がある。N 氏は近年、頻繁に日本や海外のメディアに出演している。N 氏は自

分の行っている事業を広く世界中に知ってほしいという理由から、喜んでメディア出演を行っ

ている。しかし、このメディア出演が日本の故繊維業者にとって脅威となっている。我々が毎

日何気なく見聞きしているマスメディアも同業者にとっては貴重な情報になりうる。そのため、

故繊維業界のノウハウがメディアを通して外部に漏れてしまうと懸念がある。同じ、故繊維を

扱う企業でもその経営方法は同じではない。N 氏がメディア出演することによって、企業のノ

ウハウが盗まれてしまう可能性がある。くり返すが、N 氏の工場は B 社としか取引を行ってこ

なかった。それは長年培った信頼関係のもと、暗黙のルールとして他企業とは取引をしないと

いうものであった。しかし、近年、N 氏のメディア出演によってマレーシア、ジョホル・バル

に非常に大規模な古着工場があるということが知られてしまった。このことにより、多くの企

業、特に、近年では中国系商社が頻繁に N 氏のもとに足を運び、取引を持ちかけている。N 氏

自身、古着をもっと集めたいと考えているため複数の中国系商社と取引している。 

 

２ 中国系商社との提携と日本の故繊維業界への影響 

前述したように、N 氏のメディア出演によって多くの企業にマレーシア、ジョホル・バルの

古着工場のことが知れ渡り、多くの企業、特に中国系商社と取引するようになった。中国系商

社と取引するようになり、日本の故繊維業界に大きな影響を及ぼした。中国系商社は全国の古

紙回収業者と取引を行っている。中国系商社は全国の古紙回収業者を通し、日本の故繊維を多
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く回収するようになった。故繊維回収のノウハウが浅い中国系商社は N 氏が古着を高く買い取

ってくれるため、日本中あらゆる場所から回収し、N 氏に売る。これが、日本の故繊維業界に

大きな影響を及ぼしている。 

服の消費は都会になればなるほど多くなる。そのため、古着の質も比較的良いものが集まる。

これは、都会には服を多く消費する若者がたくさんいるという事が要因となる。そのため、洋

服屋も都会の方が多くある。逆に、田舎に行けば行くほど、服の消費は少なくなり、比較的質

の悪い古着が集まる。故繊維業界では、木綿の古布はウエスにし、質の良い古着は古着屋に売

る。比較的新しい古着と、使い古された古着を分けるために、故繊維業界では選別作業を行う

という事は一番大事ということは基本である。しかし、中国系商社は、このような古着回収の

知識が分からず、どこでも同じだと思い込み、日本中、沖縄から北海道まで古着を集めて N 氏

の工場へ送る。このことによって、古着の価値が下がってしまい、古着業界に大きな影響を与

えた。現在、N 氏の工場は古着で一杯であり、工場に古着が入りきらないため、マレーシアの

港にコンテナを置かしてもらっている状況である。 

『月刊ウエイストリサーチ』というウエス専門雑誌にもこの状況が掲載されている。この雑

誌では現在の日本の故繊維業界の置かれた状況に対し、以下のように述べている（2015 年 9

月号：23-24 頁）。 

 

   マレーシアのジョホル・バルに巨大選別工場を持ち、来日しては込ボロ価格の狂乱騒擾

を演出した例の N も、今の中古衣料市場の悪化に音を上げ、原料である込ボロ価格の値下

げと買い止めを打っている。特に質が劣る地方のボロに対してその傾向が浮き上がってい

る。世界一の中古衣料業者、中古衣料業界のキングになろうという野望を持つ（たぶん）

N はとにかくボロを集めようと数年前に中国系古紙商社 NT に声をかけた。「高値で買う。

量はいくらでも受ける。とにかく集めてくれ」というようなことを口にしたのだろう。そ

れを受けて NT は北海道から九州まで古紙業者に高値で買うからボロを集めるよう触れて

回った。NT はボロの知識は皆無だから、汚れていようが傷んでいようが流行遅れだろう

がお構いなし。何でも良いから集めろとなったわけだ。これに廃棄物処理業者や運送業者

なども参入してきたものだから、日本全国でボロが掘り起こされた。故繊維バブルの発生

だ。（略）先月号で触れたように、日本から無選別の込ボロが洪水のように輸出された。

通関統計によると、2009 年に 14.4 万トンだった輸出量は、2010 年 16.2 万トン⇨11 年 21

万トン⇨12 年 21.3 万トン⇨13 年 21.6 万トン⇨14 年 24 万トンと増え続け、今年も 1〜7 月

累計は前年同期を 6000 トンほど上回る。2009 年を基準にすると 5 年間で約 10 万トン、

1.7 倍にも急増した。異常な増え方といえる。ボロは重量ではなく枚数が基準になる。夏

物スーツが上下で約 1kg。10 万トンの増加はスーツにすると 1 億着になる。こんな大量の
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中古衣料を投入したら市場が崩壊しないわけがない。中古衣料市場はそれほど大きくはな

い。ましてや無限ではない。こうした『マーケットサイズ』もわからず素人が寄ってたか

って手を突っ込んだあげくがこの有様だ。 

 

世界中にメディアを通して古着事業が知れ渡るということは一見すると良いことに思える。

しかし、それは諸刃の刃であり、故繊維業界全体を崩壊させてしまう可能性さえある。 

 

３ B 社における信頼関係による対策 

現在の故繊維業界の危機的状況に対し何か対策はあるのかと、Ｕ氏に質問したところ、「言

えないけど、大丈夫でしょう、N さんと僕は切っても切れない関係にあるからね。」と話した。

日本あるいは世界の故繊維業界は危機的状況であり、一見すると、コスト削減などにより N 氏

にいつ切られてもおかしくない状況にあるように見える。しかし、このような発言をした理由

に B 社と N 氏との信頼関係にあるものではないか。Ⅱ節で触れたように U 氏と N 氏は 20 年

以上の仲である。会社間での取引以外にも、家族間の交流を親密に行っている。このような、

他企業には見られない、人と人とが親密に関わり合う信頼関係の構築が B 社と N 氏に見られ

る。 

このような家族ぐるみの関わり合いによる信頼関係がみられるエピソードがあった。B 社か

らでたコンテナのなかにコンテナの中身がずぶ濡れになったものがあった。これを N 氏が見て、

B 社が濡れたものを送ったと疑って連絡をした。しかし、実際はマレーシアでのスコールが原

因だった。それは違うというと、笑い出して「そうだ」と言って間違いを認めた。他の企業で

あったらすぐには認めないという。このようなエピソードからも、お互いに信用し、信頼し合

っている関係性を確かめることができる。 

V おわりに 

今年度の調査を終え、ビジネスに個々のつながりが必要不可欠だということがわかった。日

本の会社同士では、ビジネスを行う際に商談などをするが、そこで大事になってくるのは、お

互いの役職であることが多い。おそらくそこには、「この役職の人は信用できる」といった考え

が基盤にある。そのため、人事異動でその役職を離れることのなっても、その役職の後釜の人

が相手会社と、引き続きビジネスを行うことができる。しかし、華人の考え方は異なる。ビジ

ネスを行う際に大事になってくるのは、個人であり、役職はあまり関係ない。華人系商人の頭

にあるのは、「○○さんだから取引をする」といった考えである。そのため、取引先の担当が変

わると、商談は初めからやり直しなる。今回取り上げた U 氏と取引を行っているのは、華人系
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シンガポール人の N 氏である。古着リサイクル業界では個人同士のつながりが特に重要なのか、

取引相手が華人であるため、個人の関係が重要視されているのかはわからない。しかし、相手

や業界に合わせて柔軟なビジネススタイルをとることは、グローバル化が進展する現代社会に

うまく適応していると考える。N 氏のメディア出演や、他の会社との取引など取引相手の嫌が

ることは、日本の企業間同士で行えば、すぐに取引はご破算になるだろう。しかし、U 氏が語

った「大丈夫でしょう、N さんと僕は切っても切れない関係にあるからね」という発言からわ

かるように、彼らには、ビジネスを通して、ビジネス以上の関係にまで発展している。それが、

先に述べたような信頼に繋がっていたとみることができるのではないだろうか。 
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古着と歩む 

――故繊維業で働く人びとの仕事との関わり方―― 

 

元 原 孝 大（班長）・奥 山 拓 実・畑 中 祥 枝・中 西 真 里 菜 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

近年、ファストファッションの台頭により、主に発展途上国における大量生産を背景として、

安価な衣料品が世界で売られるようになっている。そのため、現在では購入した商品が廃棄さ

れるまでの時間が大変短くなっており、生産速度が上がる一方で、消費速度も同じように上が

っている時代となり、大量生産・大量消費が根付いた社会へと変わってきている。そうした動

きと関連して、衣料を「捨てる」、「寄付する」、「売る」行為も、目立つようになった。捨てら

れ、寄付され、あるいは売られた衣料は、古着として世界を駆け巡る。昨年度の調査で私たち

は、日本国内の古着がマレーシアへ運ばれ、選別されてさらに違う国々に輸出されているとい

う事実を知った。そうした古着のなかには、日本で集められたものにもかかわらず、日本の会

社のコストを削減するために、海外の企業に選別をまかせられているものもある。このように、

日本国内の古着選別業界では、世界情勢を見ながら、自身の会社を経営している。 近では、

インドネシアの古着輸入規制強化の方針は、日本の故繊維業界に強い影響を与えている。日本

の故繊維業界は、世界情勢を読まなければ生き残っていけなくなっている。 

しかしその一方で、世界情勢だけに気をかけていても、会社の運営はうまくいかない。会社

の中における経営者の仕事に対する考え方や、そこでの人間関係にも、経営は左右される。経

済全体の不況の煽りも受けて、近年の日本の故繊維業界では、仕事に就く人たちの考え方も、

以前のものとは大きく変化してきているようである。経営する立場にある人は、海外に目を向

けると同時に、社内の人間関係にも目を配る必要がある。私たちは、このような厳しい環境の

なかで、故繊維業社では、どのような人間関係のもと経営が成り立っているのか、昨年度から

調査を続けている C 社を事例として論じたい。 

昨年度は、C 社における故繊維の海外輸出に対する考え方を中心に取り上げた。今年度は、

C 社の社長やその夫、従業員の人たちから、普段の仕事の中で、何を思い仕事をしているのか、

またどのような人間関係がみられるのかを明らかにしようと考えた。 

本稿の構成は、以下の通りである。まず II 節において、C 社の概要を説明する。次に III 節

において、C 社の社長である N 氏へのインタビュー調査をもとに、N 氏が仕事に見出すやりが

いや楽しみ、また、経営をするうえでの戦略や従業員との関係性について明らかにする。IV 節
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では、N 氏の夫が故繊維業の仕事に就くまでの過程と仕事への思いについて紹介する。続く V

節では、C 社の従業員が故繊維業の仕事に就いたきっかけと仕事中に起きたエピソードを取り

上げる。 後に IV 節で、C 社における経営陣と従業員との考え方の相違点と共通点について

考える。そして、N 氏の仕事への取り組みを振り返り、C 社の独特な立ち位置について考察を

加える。 

II C 社概要 

埼玉県蕨市に工場を構える C 社は、代表を N 氏として、20 名ほどの従業員（内 10～13 名

がパートタイム労働者）が働いている。東京近郊にある故繊維選別工場としては、大規模な会

社である。N 氏によると故繊維業界では、パートタイム労働者を含め、従業員を 5 人以上雇っ

ていれば、それは大きな会社に分類されるという。蕨にある工場では主に古着の選別が行われ

ている。工場は 2 階建であり、従業員は地上階と 2 階の二手に分かれて選別作業を行っている。

主に選別作業をしているのは女性のパートタイム労働者である。N 氏は、約 200 種類にも布を

選別する作業はとても細やかであり、男性よりも女性に向いている仕事だと考えている。この

ような背景があることから、故繊維業界では一般に、女性労働者が男性よりも求められる傾向

にある。男性従業員は、主にプレス機やトラックを使用した作業を担当している。C 社では 60

歳が定年退職と定めているため、従業員のなかで退職後に働きたいと申し出た人を再雇用する

場合がある。 

かつての故繊維業界では、従業員の研修制度は存在せず、先輩従業員の作業を見て覚えるこ

とが主流であった。古着を選別できる人間は職人としてみなされていたため、仕事現場は教育

面でとても厳しいものがあったという。しかし現在では、従業員に対する形態も少しずつ変わ

ってきている。 

時期にもよるが、繁忙期で 1 日に約 6 トンの古着を選別している。古着の回収方法は、3 種

類（行政回収、集団回収、産廃回収）ある。こうして回収された古着は、（1）衣類を綿に戻し

車や家の断熱材として使われる反毛材、（2）ウエス（ウエスト）いう工業用品、（3）東南アジ

ア方面に輸出販売する古着、という大きく三つに選別される。アフリカなどの発展途上国から

多くの需要があるが、N 氏は「日本人の体型を考慮すると、アフリカの人びとには服の大きさ

が合わない。日本人の大人サイズの服が、アフリカでは子どもサイズになってしまう。東南ア

ジアであればそのまま輸出しても良いが、アフリカに輸出するなら工夫しなければならない」

と語っていた。古着として選別されたものでも、すべてを東南アジアに輸出しているわけでは

なく、国内向けにも販売をしている。古着の質に関して、海外のバイヤーから低い評価を受け

ることがなく、選別の質の高さも海外からも評価されている。 
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III C 社社長と仕事との関係性 

１ N 氏の仕事のやりがい 

C 社代表の N 氏は、自社の商品（選別された古着）が海外の市場で高く評価されていること

に、仕事のやりがいを感じている。 

N 氏によると、近年、海外における古着業界の状況が刻々と変化してきているという。例え

ば、2014 年 10 月 20 日にインドネシアの大統領にジョコ・ウィドドが就任すると、インドネ

シアにおける古着の輸入規制が強化された（１）。それに伴い、インドネシア国内での古着の販

売も取り締まられるようになった。そのため、C 社では、2014 年度に比べると、古着を海外で

売りづらい状況になってしまった。そのような状況の中で、古着業界においてこれまで多くみ

られた、「品質が多少悪くても安いものを売る」という考え方から、「品質を向上させて高いも

のを売る」という考え方に業界全体が変化してきているという。つまり、良い商品を提供しな

ければ、販売できないように、市場が変化してきたのである。 

C 社の商品（選別された古着）が、海外から注文が入る背景は次の通りである。C 社は、商

社を通して海外のバイヤーへ販売している。そして、そのバイヤーから海外にある現地の小売

店へと販売されていく。それらバイヤーや小売店での評価が何よりも肝要である。通常、バイ

ヤーと小売店は、取引会社の商品に対して評価を下している。例えば、C 社がバイヤーへブラ

ウスを売る場合、ブラウスを 1 梱（100 キロ）単位で販売している。それをバイヤーは複数購

入する。そして同じバイヤーは、他の会社からもブラウスを購入している。バイヤーは、どの

梱がどの会社から購入した商品か管理するために、会社ごとにナンバーをふっている。そして、

小売店や客からの評価が高かった場合、どのナンバーの梱かを確認し、評価の高かった会社か

ら再度古着を仕入れるのである。C 社でも、そのような過程を経て、バイヤーから再度仕入れ

たいと申しこまれることがあるという。 

その他、商社によっては故繊維会社の通信簿のようなものが存在し、C 社へ古着のランク表

を購入後に送ってくるという。ランク表には、A、B、C と書かれており、古着の評価付けがな

されている（A が 良、B が良、C が普通）。C 社がこれまでにもらった商社からの「通信簿」

で、 低評価の C をもらったことは少ない。「C 社の古着は、品質が良いのでぜひ買いたい」

と言うバイヤーが多くいるようである。そのため、海外のバイヤーや小売店では、C 社の古着

は売れ残りが少ないようである。このように N 氏は、自社の商品が、海外の市場で認められて

いることにやりがいを見出している。 

 

２ N 氏が見出す仕事の楽しさ 

C 社は、古着を選別する工場だけでなく、2 つの古着販売店を経営している。その内 1 店舗
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は、主に品質が良いものやブランド品を販売する店であり蕨にある。残りの 1 店舗は、安い古

着を販売する古着店であり、三ノ輪にある。これらの古着店で販売している古着は、全て C 社

で選別したものである。したがって、C 社が、他の店に買い付けにいくことはない。どの店舗

にどの古着を送るのか選ぶ際、工場で選別作業が行われた後、本社に送り、工場より明るい倉

庫で再度選別をしている。選別をするのは、N 氏の妹と叔母である。工場では、しみや破れが

なく新品同様の古着を、古着店で販売するために保管している。 

上記の古着の選別をする時に、N 氏は仕事の楽しみを見出しているようである。N 氏は選別

作業をしている 中、ベルトコンベアーで流れてくる古着を見ながら（ある時は手で感触を確

かめながら）、「この商品（古着）は小売店で×××円くらいの値段で売れて欲しいなぁ」と、

考えながら選別しているという。例えば、ユニクロやしまむらのような 1 枚 500 円くらいでし

か売れない古着ではなく、良いブランドやジーンズがベルトコンベアーで流れてくると、服の

販売値を考えながら、「これは海外に輸出するのではなく、自社の店に出したほうが売れる」、

「ブランド物だけど型が古いなぁ」などと考えながら作業することが楽しいという。そのよう

にして、ベルトコベア―から流れてくるのがユニクロやしまむらの商品であれば三ノ輪の古着

店、良いブランドやジーンズであれば蕨の古着店へと送るそうである。ヴィンテージ物の場合、

その古着にもよるが、高いものだと 6000 円、7000 円の値段がつくときもあるという。 

 

３ N 氏の経営戦略 

蕨に展開する古着販売店の顧客の約半数は、古着販売店の経営者やネットで古着を販売して

いる人たちである。これら顧客は、C 社と特別な契約をしているわけではない。そのため、そ

の客たちとの面識はほとんどないそうである。客との面識があるのは、フリーマーケットで顔

見知りになる客くらいだという。蕨の古着店に買い付けに来た客の顔を覚えておき、その客が

もしフリーマーケットに訪れた場合、B 氏は相手に同業者かどうかを確かめるという。そして、

客が自分の店を持っていると答えた場合、親しい顧客として覚えておくそうだ。そのようにな

った客からしばしば、「私も古着店を経営しているので、半額で商品を売ってくれ」、という要

望もあるらしいが、そうした要望は全部断っているという。 

C 社では、客からのニーズに応えられるよう、古着の在庫を常に確保している。通常、古着

店で販売する古着は、その季節にあった古着を展示する。しかし、工場に運ばれてくる古着が、

その季節に適した服とは限らない。例えば、10 月に工場へ運ばれてくる古着は、衣替えでいら

なくなった夏服が多く運ばれてくる。そのため、工場で選別した後すぐに古着店に持っていき、

販売することができない。気温が下がる時期に夏服は売れないからである。したがって、10 月

頃に工場に集められた良い品質の古着は、来年の夏まで蕨にある工場で保管する。N 氏いわく、

「保管してある古着は、特定の時期に一斉に古着店に卸したい」そうなのだが、なかなかうま
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くいかないという。例えば、蕨の古着販売店では秋ごろまで夏服を販売しているため、蕨店に

秋冬用の服を卸す時期がどうしても遅くなってしまう。そのような状況を改善するため、N 氏

は対策を練っている。それは、ある店舗で多くの古着、例えば夏物が売れたからといって、そ

の売れた分（夏物）を再度供給することはしない、といったものである。つまり、需要に左右

されずに、N 氏の判断で一定の量を供給していくという方法である。 

 

４ N 氏と従業員の関係性 

C 社は、もともと家族で経営していた会社であった。家族で昔から行っていた仕事が大きく

なり、従業員を外から雇う現在のような会社になった。親が働いていた仕事が、家族だけでは

手に負えなくなってしまったため、従業員を雇うようになったというのである。そして、従業

員を雇うためには、個人商店から会社にすべきであるという助言があり、会社という形態とな

った。そのため、B 氏の家族全員が、雇用した従業員をサポートしていくという体制がとられ

ている。このような経営形態のため、N 氏は、従業員の仕事に対する考え方が自分のもとのは

大きく違うと感じている。 

N氏が育った時代は、故繊維業は職人の世界であった。職人となると平日はもちろんのこと、

休日も働くことは当たり前であった。仕事が大変であっても、働いたら働いた分だけ収入を得

ていた。そのため、金を稼ぎたいから毎日仕事をしていた。しかし現在は、古着の選別をする

人が職人とみなされていた時代とは大きく異なる。従業員であれば、法律上、1 週間に 低 1

日は休日を設ける必要がある。また、従業員には、「そこまでお金儲けをしなくても良いから、

休日を多く欲しい」というような考えがあると N 氏は考えている。 

C 社では、N 氏と N 氏の夫の他に、部署ごとにリーダーを設けている。リーダーを設けたの

は、N 氏の父が亡くなったときからである。とはいえ、リーダーに重い責任を取らせるような

ことはしていない。N 氏は会社を継いだ時、会社のあり方や社長がどういう仕事をすれば良い

のか分からなかった。そこで、従業員に、リーダーを設けて、リーダーを中心に仕事がまわる

ようにお願いをした。しかし、当時の従業員はリーダーになることを拒んだ。なぜなら、リー

ダーになることでプレッシャーがよりかかることや、普通の従業員より倍以上働かなくてはい

けなくなることを恐れたからである。 

では、なぜ従業員たちはこのように思ったのだろうか。それは、男性の従業員の多くが、中

途採用の人たちだったからであると N 氏は回想する。彼らの多くは、1 番下の立場でこきを使

われるのを嫌がり、その一方で上の立場に立つことで重い責任を課されるのを拒むような人た

ちであった。彼らは C 社に就職する前に働いていた会社で、プレッシャーを感じて仕事を辞め

てしまっていた。中途採用の人は、会社になる前の個人商社の時代から多かった。会社設立時

から、4 月の新規採用は行っていない。すでに働いていた従業員がいたからである。会社も小
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さいため、誰かが辞職しないと募集もできないことも理由の 1 つにある。N 氏の見解では、中

途採用で野心を持って入社する人はほとんどいない。職を失ったから、どんな仕事でも良いか

らという考え方で仕事に就く人の方が多いように感じられるという。 

N 氏は、従業員に対し命令という形ではなく、お願いをして働いてもらうという形をとって

いる。例えば、トラックの運転が必要な作業時に、誰かに運転を命令するのではなく、「この仕

事が間に合わないので、トラックを運転できる人はいますか」などという形で仕事をまわして

いる。N 氏がこのような形をとる理由として、人間関係を大事にしていることがあげられる。

N 氏の考えとして、「従業員に命令して、嫌々働かれて怪我や事故を起こされても困る。それ

ならば、お願いをして気分よく働いてもらったほうが、後々の人間関係もよくなる」というも

のがある。しかし、全ての仕事を下手に出てお願いをしているわけではない。例えば、「1 ヶ月

前からこの仕事は決まってるからお願いできる？やってね」というような言い方は、一見する

とお願いをしているような形だが、半分は命令する気持ちも入っている。また、新人に成長し

て欲しいという願いをこめて、難しい仕事を頼むときもあるという。仕事をしっかりとできる

従業員に対しては、少しずつ仕事を与えていく。他方で、あまり仕事ができない従業員であれ

ば、特定の枠の中で仕事、つまり単純な決められた作業をさせるそうだ。 

N 氏は、「現代の若い人は、自分のやりたいことと今やっていることは違う、自分にこの仕

事は合わないといったような理由で、入社してすぐに仕事を辞めてしまう人が多い」と感じて

いる。N 氏はそのような一部の若者の考えではなく、自分が行うべき仕事の中で自分の楽しみ

を見つけていくべきだと考えている。自分のやりたい仕事に就き、自分のやりたい仕事ができ

ることは非常に良いことだが、そのようなところで働ける人はほとんどいないと語った。その

ため、たとえ第 1 希望の会社に入れなかったとしても、その会社の中でどうしたら自分が楽し

めるのか、どうしたら自分を生かしていくことができるのかが重要であると指摘した。入社し

て 1、2 年目は、会社全体や自分の部署を理解し、その中で自分がどうしていきたいかという

ことを見つけていくべきだとも語った。 

C 社は、人間関係を良好に保つために工夫していることは、特にないそうである。個人個人

で、例えば、同じ部署の人たちや、年齢が近い人たちで、食事やお酒を飲みに行くことはある

そうだ。しかし、C 社が歓迎会などをすることはない。同様に、N 氏がプライベートで従業員

を食事に連れて行くようなこともない。なぜなら、食事会のような場は、会社への不満を言う

こともあると考えているため、上司である自分が行くべきではないと考えている。しかし、食

事会などがあると聞けば、補助を出すこともある。 

N 氏は、古着が必ずしも環境に良いとは言えないと考えている。現在の洋服は、半分以上が

化学繊維である。紙であるならば、もう 1 度ということもできるが、洋服や生地はリサイクル

をすることができない。確かに今は、もう 1 度フリースの素材にする、マテリアル素材にリサ
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イクルできると謳っている会社もある。しかし、それらにかかるコストは莫大である。そのた

め、「リサイクルをしましょう」という宣伝目的で古着を集めてもらい、回収はしているが、環

境に良いかどうかは断言できないそうだ。また、紙やアルミ缶、ペットボトルなどはもう 1 度

資源として使用できるが、古着はその原料とはならない。 終的には焼却処分されてしまう。

また、国内で選別する会社も減り、マレーシアなどで選別することが多くなった。そして、再

び古着として日本や近隣の国々に運ばれていく。この流れには、必ず輸送手段が必要となる。

それには多くの燃料を必要としてしまう。それに対し、果たして古着は環境に良いのかと考え

るそうだ。 

IV Ｔ氏の仕事との関係性 

１ 古着業界との出会い  

Ｎ氏の夫である T 氏が、C 社に入社したのは 35 歳の時である。元々は建築関係の仕事をし

ていたが景気が悪くなり見切りをつけて、妻である N 氏が勤めている C 社に入社した。N 氏

とは T 氏が 29 歳の時に結婚し、当時から自身の建築関係の仕事をしながら C 社の手伝いをし

ていた。N 氏と出会って古着業界を知るまでは C 社のような会社があることをほとんど知らな

かった。建築の現場では油やペンキを使いふき取るためにウエス使っていたため、ウエスの存

在を知っていた程度である。古着についても古着屋があるということぐらいしか分からなかっ

た。初めて古着業界を見た時は衝撃を受け、職業間の大きな違いを感じた。服関係の仕事はお

金をくれる人がお客様であるというのが固定観念だった。しかし、古着業界では仕入れ先もお

客様であり、とりわけ大事にしなくてはいけない存在である。他の業種であれば仕入れ先と上

手くいかなければ変更したりできるが、この業界では簡単にはできないため、お客さんとの関

係が大事であることを実感している。 

 

２ N 氏の父、先代から引き継いだこと 

T 氏が C 社に入社した当時の社長は N 氏の父（先代）であった。先代の仕事に対する熱意や

理念は T 氏の仕事に対するモチベーションにつながっている。先代は仕事に対して厳しい人で

あり、一言で言い表すなら「昔の人」であった。T 氏は先代から言われた言葉をよく覚えてい

る。「人のを見て盗め」「自分で考えてやれ」「やりながら覚えろ」はよく言われていた言葉であ

る。一から説明して教えるのではなく、自分でやっている姿を見せる。これが「昔の人」のや

り方なのだ。 

ある日、T 氏はまだ乗りなれていないフォークリフトを操作しているときにガラスに当てて

割ってしまった。先代にひどく叱られるだろうと思っていたが、そのようなことはなかった。
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失敗してしまったことに対しては寛大な人だった。一方で、人がいる場所に機材を動かしてし

まった場合など危険な操作をすると厳しく指導された。また、先代は多くのアイデアを持ち出

す人だった。多方面からものを見て積極的に働く人だった。古着業界は先にも示した通り、重

労働であると同時に、行政回収で仕入れる量を見定めて仕事を回す頭を使う仕事である。T 氏

は率先して力仕事をし、常に考えて行動する先代の仕事スタイルを引き継いだ。先代は T 氏が

C 社に入って 3 年目で亡くなり、まだ仕事に慣れていない時だった。亡くなった後に聞いた話

によると、先代は T 氏を C 社で 5 年育て、5 年以降に業界の組合等に連れて行こうと考えてい

た。 

 

３ 事務仕事から重労働へ 

T 氏の職業は建築関係の会社の事務仕事から、C 社での体を張って働く重労働へと一変した。

スポーツをやっていたこともあり、体力には少しなりとも自信があった。しかし、慣れるまで

は厳しかった。中でも暑いときに衣類は熱がこもるため作業が厳しく、体に応えた。こういっ

た日々の重労働から第一線で働いている状況を大きく感じている。C 社では工場の総括という

位置にあたり、工場内で行っている作業をオールラウンドにこなしている。事務仕事では夏は

涼しく、冬は暖かい室内で仕事ができる環境だが、今はそれの真逆の環境で働いている。それ

でも事務仕事に戻りたいと思ったことはない。T 氏はサラリーマン時代にあまりいい思い出が

なく、接待や飲み会の席、人間関係の面でプレッシャーを感じていた。その経験から C 社では

歓迎会や飲み会などを T 氏から呼びかけることはない。「上に立つ人間はそのような場にいな

い方がいいのではないか」という考えを持っている。また C 社では社長である N 氏を補佐し、

従業員の上に立つ存在であるが、人を使うのは苦手で自分でやってしまうことが多い。そのた

め、従業員に強く言ったりすることはない。忙しい衣替えの時期などは、夕方 5 時、6 時に原

料調達のため、往復 4 時間かけて茨城の倉庫へ向かうこともある。帰ってくるのは夜の 10 時、

11 時であり、朝の 5 時からまた仕事に戻る。非常に過酷なスケジュールであるが、「自分でや

って済むならそれでいい」という考えの元で仕事を進めている。 

 

４ 流れを読むことの重要性 

C 社で働いている中で一番難しいことは行政回収の量を見定めて仕事を回していくことだ。

行政回収では一般市民が仕入れ先となり、時期によって量に差が出てしまう。多く仕入れるこ

とができたからといってたくさん捌くのではなく、供給がなだらかになるように流れを読むこ

とが重要である。「供給を一定にすること」は先代からの C 社の理念である。この作業は難し

く見定めが上手くいかないときも多い。衣替えの時期で大量に原料が出ると読んでいても、天

候や経済状況により想定よりも少ない場合などがある。すると、茨城の倉庫に運んでいた原料
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を再び調達しなくてはならず、読みが失敗するとその分仕事は多くなるのである。しかし、こ

の読みがピタッと当たり、仕事がうまく回せたときは達成感があり、一番やりがいを感じるこ

とでもある。 

V 従業員の仕事との関係性 

１ S 氏 

（1）経歴 

先代（N 氏の父が社長）の時代から C 社で働いており、約 17 年間勤めている。親がとても

おしゃれで、それを日々見ていたことから洋服に興味を持ち始め、洋服に関する仕事に携わり

たいと考えるようになった。C 社に就職する前は流通センターに勤めており、そこでも洋服に

関する仕事をしていた。その後、広告で C 社の仕事を見つけ、応募し現在まで働いている。 

 

（2）仕事中のエピソード 

入社した当初は、輸出関係の作業場で働いており、選別をしていた。そこでは、3 日から 1

週間間隔で選別作業する場所を順々に入れ替わり、ベルトコンベアーの一番後ろで選別をする

ようになるまでに 7～8 年くらいかかった（一番後ろで作業する人は、ベルトコンベアーで流

される故繊維を 終確認する重大な役割を持つ）。先代の社長の時代で働いていたために、先輩

に仕事の内容を教えてもらったことはなく、見て覚えていた。そのような職場環境であったた

め、S 氏がどのように選別して良いかわからない古着が流れてきた時は故意に次の人に流して、

その人が選別するのを見て、どのように選別するべきかやり方を覚えていった。しかし、初め

のうちは見る余裕もあまりなかったため、先代から直接「これはここだ」と指導してもらった

こともある。 

古着を選別するイメージは就職する前から持っていたが、想像以上に品物が多いことに驚き、

仕事に就いたばかりの時は、これからやっていけるか不安にもなった。17 年間仕事を続けてい

るが、まだまだ向上できる部分があると思っており、今でも作業中にどうすべきか迷ってしま

うことがある。品質のパーセントがちょっと違うだけで、入れる箱が変わるので慎重にやって

いる。時には社長に聞くこともあり、なかなか判断が難しいものがある。10 年前と品質が変わ

っており、10 年前の洋服の感覚だと、触っただけで選別することができるものもあるが、今の

洋服だと品質表示を見ないとうまくいかないことがあると話す。入社した人から投げかけられ

た質問に対し、「すぐになんでも答えられないと」と思うこともある。毎日、まわりの人に支え

られており、ここまで長く続けてこられたのも周りの人の支えがあったからこそだと思ってお

り、信頼関係がとても大切だと感じている。 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 
 

47 
 

 

（3）その他 

カフェに行ったり、古着屋にいったりして休日は休日で楽しんでいる。古着屋に行ったとき

は、繊維を気にしてしまうなどと日々の仕事の感覚が抜けないと笑っていた。休憩時間にラン

チをするなどして、従業員同士で仲良くやっており、主婦が多いため、家の愚痴や子供の悩み

などいろいろ話していると時間があっという間に終わってしまい、毎日楽しいと話している。 

 

２ A 氏 

（1）経歴 

C 社の仕事に就いて約 5 か月である。以前は洋服関係の仕事をしており、結婚後は何もして

おらず、子供が大きくなったため、再び仕事を探した。洋服が好きで興味があったため、洋服

関係の仕事を探している時に広告で C 社のことを知った。普段の買い物だと、自分の興味があ

るものしか見ないが、ここでといろいろと見ることができると考え、応募した。子供の学校行

事などがある際、仕事を休めて学校行事へ参加できるのが就職する大きな決め手となった。 

 

（2）仕事中のエピソード 

C 社に入社する前に選別作業をしたことはなく、入社してから選別場所を覚えることに必死

で、あっという間に 5 か月が過ぎてしまった。まわりの従業員がとても親切に作業を教えてく

れるため、仕事を楽しんでいる。これまでは、洋服の品質表示を細かく見ることはなく、どの

素材が何パーセントであると気にすることがなかったため、それを覚えることと、選別ボック

スのある場所を覚えることが今でも大変であると話す。しかし、休憩時間や終わった後に、他

の従業員と一緒に仕事の話や、子供の話などをしているととても楽しいという。 

近では、ベルトコンベアー上の古着を選別する作業を自分でやってみて、何となくスピー

ドに追い付いてきたくらいであり、慣れてきたとはだまだ言えないと話す。始めた当初は腰と

肩がきつく、作業中は緊張して無我夢中でやっているため大丈夫だが、家に帰ってから疲れが

一気にくることもあったそうだ。今ではだいぶ慣れてきたため、そのようなことはない。今後

は、自分で古着選別の判断ができるようになりたいと話す。 

輸出用の古着の選別を担当しており、先輩の従業員から「昔はこういうものが需要があった」

とか、短パンでも、「昔はこういうタイプだったが、今はこんなタイプが売れる」などと教えて

もらうと、これまで全然気にしていなかったことであったので、とても新鮮に感じるという。 

 

（3）その他 

休日は、家庭があるため、家事をしてあっという間に時が過ぎてしまい、自分の時間をほと
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んど確保できていないという。買い物に行く際は、古着屋があると気になるそうで、つい店内

に入って商品をチェックしてしまうそうだ。プライベートの時間は取れないがストレスを感じ

ることもなく、仕事でもストレスを感じることもないという。笑いながら、「選別中に服を投げ

るので、それで解消しているのかも」と話していたことが印象的である。 

VI おわりに 

今回の調査で、C 社の人たちは、多様な経歴を持ち、様々な思いで日々働いていることが分

かった。働く中で、上に立つ立場の人と、その下で働いている人との間にある、考え方の違い

も知ることができた。それが如実に表れたのは、「古着が環境に良いか、良くないか」という問

題に対する考えである。N 氏とその夫は、古着は必ずしも環境に良くないと語っていた。古着

は 終的には、焼却処分しなければならず、リサイクルの原料にならないことや、海外で古着

を選別する際や、海外で選別した古着を他国へ輸出する場合にかかる燃料を大量に使ってしま

っている、というような理由があるためである。しかし、今回聞き取りをした従業員は、古着

は環境に良い（優しい）と考えていた。こうした考えの違いからうかがえるのは、上の立場に

立つほど、環境に対する価値観が変わっていくことということである。 

その一方で、両者には同じ考えもあった。それは、仕事をするうえで心がけていることであ

る。N 氏とその夫は、仕事を円滑に進めるためには、何よりも人間関係を大事にしていると語

っていた。また従業員も、N 氏をはじめとする様々な人たちに支えられているため、日々の仕

事ができていると感謝を述べていた。つまり、C 社の人間にとって、仕事をするうえで何より

も重視していることは人間関係だということが分かる。相手を思いやってこそ、仕事を順調に

進めることができると考えているわけである。 

グローバル化が進展する現在、繊維産業全体でより安価な労働力が求められている。古着の

選別作業は たるもので、人間でなければ良い選別はできないため、機械化に頼ることもでき

ず、東南アジアを中心とする発展途上国へ日本から大量に輸出されている。労働力の高い日本

で会社を経営するうえで、C 社はとても厳しい環境に置かれているといえる。しかし N 氏は、

他では真似できない自社の丁寧な選別作業に誇りを持ち、自社商品（選別された古着）に自信

を持っている。それは、グローバル化が進み、多くの会社が海外に輸出する今日においても、

いまだに商社やバイヤーから良い評価を得ていることが背景にある。また N 氏は、海外への販

売だけでなく、日本への流通販路を自社で持つことにより、リスクを分散させてもいた。廉価

品向け販売店舗と高級品向け販売店舗と古着販売店を分けることで、幅広い需要に合わせてい

た。厳しい環境下であっても、N 氏のように従業員に対する気遣いをしながら、商売を多角化

経営することで、故繊維業に迫りくる数々の困難を乗り越えていくことができるかもしれない。 
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注 

（1）ジョコ・ウィドド大統領新内閣で商業省大臣に就いたラフマット・ゴーベル氏による政

策方針といわれている。しかし、そのラフマット氏は、2015 年 8 月 12 日に行われた改

造内閣において退任を余儀なくされた［毎日新聞 2015 年 8 月 13 日］。つまり、今後の

古着の輸入政策に変化が訪れる可能性がある。 
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海外実習（タイ古着市場調査）の概要 

 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

I 背景 

「国際理解分野」コースでは、2013 年度から、国内において故繊維リサイクル業者への聞き

取り調査を実施してきた。今年度は昨年度に引き続き、埼玉県内にある 3 つの故繊維リサイク

ル業者で調査を行い、その成果は本書の第 1 部で明らかにした通りである。各会社への調査を

続けることで、日本の故繊維業界は国内のみで完結しているわけではないことがわかった。な

かでも B 社は、N 氏との関係性が深く、マレーシアとの結びつきが強い。このような、故繊維

をめぐるグローバルな状況について、現場を歩き、見て、聞くことで学ぶことを、海外実習で

実践してきた。 

2013 年度には、長津（教員）と植野（教員）の引率のもと、B 社と取り引きしている工場へ

見学に訪れた。2014 年度は、鈴木（教員）も加わり、学生を引率して同工場での調査を実施し

た。その目的は、日本の故繊維がマレーシア、ジョホル・バルの故繊維リサイクル工場におい

て、日本から輸出された古着や古布がどのような過程を経て選別されているのか理解を深める

ことにあった。また、調査成果の還元をはかるため、日本とマレーシアで実施してきた調査の

成果を、シンガポールの南洋理工大学において英語で発表した。それらの成果は、2014 年度社

会文化体験演習活動報告書（第 1 分冊 国際理解分野）『古着の現場から学ぶ：埼玉、マレー

シアの故繊維業の人びと』（2014 年 3 月、東洋大学社会学部社会文化システム学科発行）に掲

載している。 

本年度は、マレーシア、ジョホル・バルの故繊維リサイクル工場から輸出された一部の古着

を追い、カンボジア経由でタイに運ばれた古着について、市場調査を実施した。 

II 目的と内容 

本年度の海外実習の目的は、タイの古着市場において、日本から輸出された古着がどのよう

な過程を経て届いているのかを理解し、市場で働く人々へのインタビュー調査を通じて、古着

産業が抱える構造的問題について考えることである。 終的には、古着をめぐる日本と海外と

の結びつきについて学び、身近な「モノ」がどのようにグローバル社会とつながっているのか

について考察を深めることを目指した。 

学生はタイ語通訳（教員を含む）を介して、現地の人びととコミュニケーションをとった。
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また、学生が古着市場で調査を実施する際には適宜英語による意思疎通もはかった。通訳とし

て、日本語の話せるタイ人、タイ語を話せるカンボジア人にお世話になった。 

海外実習（タイ古着市場調査）の活動内容は、（1）ロンクルア市場における聞き取り調査、

（2）チャトゥチャック市場における聞き取り調査の二つに大別できる。実際には、ロンクル

ア市場における調査の前に、チャトゥチャック市場で聞き取り調査を実施したが、古着の流通

過程を分かりやすく提示するために、ロンクルア市場における調査成果を先に掲載する。それ

ぞれの調査概要については、以下の通りである。 

 

（1）ロンクルア市場における聞き取り調査 

昨年度調査を実施したマレーシア、ジョホル・バルの古着リサイクル工場で選別された一部

の古着は、カンボジアに輸出される。プノンペンからタイとの国境を接するポイペトに運ばれ

た後、タイ、アランヤプラテートにあるロンクルア市場に入る。ロンクルア市場はタイ領内に

あるが、そこで働く人びとのほぼすべてがカンボジア人である。学生は、タイ 大の古着市場

であるロンクルア市場において、カンボジア人労働者に対して聞き取りを行った。また市場を

歩きまわり、古着に関する様々な業者に出会い、それまで国内やマレーシアで実施してきた向

上における調査では知ることのできない販売の実態を知ることができた。 

 

（2）チャトゥチャック市場における聞き取り調査 

チャトゥチャック市場は首都バンコクにある、週末のみ営業されている（一部は金曜日も営

業）巨大な市場である。一般に「ウィークエンドマーケット」と呼ばれている。この市場の一

角に古着専門店が軒を連ねている。それらの古着専門店で取り扱われている商品の多くは、ロ

ンクルア市場で仕入れたものである。大量の古着がチャトゥチャック市場を通して、さらに多

くのバイヤーが仕入れていく。学生は、古着専門店で働く従業員だけでなく、そこに訪れるバ

イヤーに対しても聞き取り調査を実施した。 

III 行程 

2015 年度に実施した海外実習の主な行程を、以下に表として示す。 

月日 活動内容 宿泊場所・その他 

12 月 19 日 ＊タイへ移動（TG683 便） 

10：45 羽田発→直行 

15：45 バンコク（スワンナプーム）着 

◆現地在住日本人と夕食 

ホステル 

（バンコク） 
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12 月 20 日 ◆チャトゥチャック市場で調査 

 10:00～14：00 

・チュラーロンコーン大学文学部日本語学科学

生の 3 名のタイ人通訳 

◆タイ人学生と昼食と夕食 

ホステル 

（バンコク） 

12 月 21 日 ＊バンを 2 台貸し切り、アランヤプラテートへ

移動 

◆ロンクルア市場エクスカーション 

・東洋大学大学院生 3 名（内タイ人 2 名）と共

に生鮮市場を歩く 

ホテル 

（アランヤプラテート） 

12 月 22 日 ◆ロンクルア市場で調査 

・タイ人通訳、カンボジア人通訳 

ホテル 

（アランヤプラテート） 

12 月 23 日 ＊バンコクへ移動 

◆発表準備 

ホステル 

（バンコク） 

12 月 24 日 ◆発表準備 

◆バンコク・エクスカーション 

・寺院、チャオプラヤー川、ナイトマーケット

等を訪問 

ホステル 

（バンコク） 

12 月 25 日 ◆泰日工業大学（ Thai-Nichi Institute of 

Technology）にて学生交流 

・東洋大学学生の英語によるプレゼンテーショ

ン、泰日工業大学学生とグループワークを実施

◆タイ人学生と夕食 

ホステル 

（バンコク） 

12 月 26 日 ◆カンチャナブリー・エクスカーション 

・連合軍共同墓地、クウェー川鉄橋、泰緬鉄道

（戦争）博物館等を訪問 

ホステル 

（バンコク） 

12 月 27 日 ＊日本へ帰国（TG660 便） 

 14:50 バンコク（スワンナプーム）発 

 22:30 羽田着 

 

＊マークは、移動を示す 
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IV 調査地関連地図 

 図 1 タイ（Google Map を改変） 

出典 URL：https://www.google.co.jp/maps（図 1 および図 2） 

＊図 1 内、四角枠拡大部分↓ 

 
図 2 チャトゥチャック市場とロンクルア市場の位置（Google Map を改変） 
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図 3 カンボジア 

出典 URL： 

 httpwww2m.biglobe.ne.jpZenTechworldmapCambodiaProvinces_Map_of_Cambodia.htm 

 

図 3 のカンボジア西部に位置するパイリンが、タイのアランヤプラテートと国境を接する

州である。パイリンのなかでも、アランヤプラテートと接する町がポイペトである。ロンクル

ア市場は、アランヤプラテートのなかにある、カンボジアと国境を接した巨大な市場である。 

次ページより、ロンクルア市場およびチャトゥチャック市場における海外実習の成果報告を

掲載する。文章中に出てくる地名は、本「調査地関連地図」の項目を参照のこと。なお、調査

当時（2015 年 12 月）の換算率は、1 バーツが約 3.2 円であった。
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ロンクルア市場概要 

 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

 

タイには多くの外国人労働者が存在する。特に、カンボジア、ラオス、ミャンマー諸国出身

の労働者が多くタイで働いており、彼らはまとめて CLM 労働者と呼ばれている［cf. 竹口 2011, 

2014; 山田 2014］。2014 年にはタイで、ラオス人が約 27 万人、ミャンマー人が約 170 万人、

カンボジア人が約 80 万人働いていたという［堀間・水谷 2015：34］。ただし、この数値はタ

イ政府が把握している労働者数であり、不法に滞在して働く人びとを加えると、300 万人を越

えると考えられる。2015 年 10 月時点のタイにおける労働人口総数は約 3847 万人なので、13

人に一人の割合で CLM 出身者がタイで働いていることになる。 

 

 
写真 9 タイ 大の古着市場ロンクルア、至る所に古着が積まれている 

（鈴木佑記撮影） 

 

学生が調査を実施したロンクルア市場は、カンボジア人が多く働く巨大な古着市場である。

ロンクルア市場はカンボジアと国境を接する町アランヤプラテートにあり、バンコクから東方

に約 300 キロ―メートル離れた場所に位置している。この地は、ポルポト政権時代（1975～1979

年）には、カンボジアから避難する人びとで溢れかえっていた。その後、カンボジアの政情が

落ち着き、インフラ整備が整い、カンボジアが経済成長するとともに、アランヤプラテートは

物流の一大通過地点として成長してきた。現在では、メコン圏経済回廊の南部経済回廊にも組
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み込まれている。タイの経済特区（SEZ）の一つであり、外資系の企業が続々と進出し始めて

いる、今後さらなる経済発展が見込まれる地域である。ロンクルア市場は約 20 ヘクタールの

敷地の広さがあり、徒歩で移動するのは大変である。そのため、市場を訪れるバイヤーはバイ

クや貸出カート（ゴルフ場で使用される移動手段）で移動している。このロンクルア市場で働

く人は、ほぼすべてがカンボジア人である。 

 

 

写真 10 物資を運搬するカンボジア人 

（鈴木佑記撮影） 

      
写真 11 アイロンがけをするカンボジア人  写真 12 ビザ取得用写真を撮るカンボジア人 

（鈴木佑記撮影）             （貝吹一成撮影） 
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ロンクルア市場とその周辺で働くカンボジア人の業種は 3 つにわけられる。（1）物資運搬、

（2）故繊維関連（縫製、加工、アイロンがけ、販売）、（3）ビザ取得関連（写真撮影、発行代

行）である（写真 10 から 12）。いずれも 1 月の稼ぎは 4～6000 バーツ（約 1.2～1.8 万円）で

ある。 

 

 
写真 13 アランヤプラテートからポイペトに移動する途中に建つクメール調の門、これより先

はカンボジア領であることを示す。ロンクルア市場で働くカンボジア人は毎日ここを通る。 

（鈴木佑記撮影） 

 

 
写真 14 イミグレーションカード 

（鈴木佑記撮影） 
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これら 3 分野の職種に就いている人たちに共通しているのは、一日の生活スタイルである。

彼らはカンボジア・ポイペト近郊に暮らしており、毎朝イミグレーションを通過してアランヤ

プラテートに入り、ロンクルア市場で仕事をして、夕方にアランヤプラテートからポイペトに

帰るという生活をくり返している（写真 13）。 

彼らは皆、イミグレーションカードを所持している（写真 14）。カードの下にはタイ語で、

「このカードは、朝 7 時から夜 8 時までの間、ロンクルア市場においてのみ有効である」と記

載されている。毎朝、彼らはイミグレーションオフィスにこのカードを提示し、10 バーツを支

払うことで国境を越えることが許されている。今回の海外実習で学生が主に聞き取り調査をし

たのは、故繊維関連の業種に就くカンボジア人労働者である。以下、学生による調査成果を、

「ロンクルア市場調査報告①」と「ロンクルア市場調査報告②」の二つに分けて掲載する。 

参考文献 

堀間洋平・水谷俊博、2015「タイの CLM 労働者の実態」『ジェトロセンサー』11 月号、34-35

頁。 

竹口美久、2011「タイにおける外国人労働者受容の制度的変遷」『南方文化』38、89-108 頁。  
竹口美久、2014「タイの外国人労働者（1）：誰なのか、どこにいるのか」『タイ国情報』5 月

号、79-87 頁。 

山田美和、2014「タイにおける移民労働者受け入れ政策の現状と課題：メコン地域の中心とし

て」山田美和編『東アジアにおける移民労働者の法制度』アジア経済研究所、141-177

頁。 
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ロンクルア市場調査報告① 

 

斉 木 駿・元 原 孝 大・鈴 木 規 隆・倉 島 千 佳・畑 中 祥 江 

 

12 月 22 日、私たちはタイ東北部に位置するサケーオ県アランヤプラテート郡のロンクルア

市場で調査を行った1。 

調査を実施した 1 店舗目は、10 年以上ロンクルア市場で店を構える「ミー」という古着専門

店である。「ミー」では主に韓国から仕入れした婦人服を販売している。店を開いたきっかけは、

店主の兄が古着店を経営しており、服の売れ行きが良いことを知ったからである。しかし、

近、軍政2になってから売り上げが落ちた。前インラック政権時は、古着の売れ行きが好調で、

商売が上手くいっていた。取扱商品は、タイ人向けのもので、発注元のバンコクへ運ぶ。バン

コクに運ばれた後の行き先は分からないという。 

 

 
写真 15 左から元原、畑中、倉島、サミット氏、ペン氏、斉木、鈴木（規） 

（鈴木佑記撮影） 

 

2 店舗目は、主に冬物を扱う店である。店頭にブランドものが多く並んでいた。その内の一

つにノースフェイスの製品があり、値段を店員にたずねると 200 バーツ（約 650 円）だという。

                                                           
1 聞き取りは、鈴木佑記（東洋大学教員）による日本語・タイ語、ペン氏のタイ語・カンボジ

ア語の通訳を介して行った。 
2 2014 年 5 月 22 日、タックシン元首相派のインラック政権がクーデターにより倒された。新

憲法が制定されるまでの間、暫定政府として軍が政権を握っている状況である。 
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ブランド名のロゴはこれまでに見たことのないものであり、値段から判断しても偽物であるこ

とは明らかであった。多くは、日本から仕入れているが、中国と韓国から輸入されたものもあ

る。 

3 店舗目は、主に女性向けの古着を扱っている店である。店主は 39 歳のサミット氏という男

性である。販売しているものは、婦人服や下着が多い。その他、男女兼用の冬服が少量だが扱

われている。バイヤーが好んで買う古着は日本製のものである。彼らはブランドよりも古着の

輸出元に注意を払う。日本から輸出されてカンボジアに運ばれた古着は、汚れや傷みが少なく

質の高いものが多いためである。古着として状態が良いため、売れるのである。特に下着は商

品価値が高い。NPC と表示された箱に入るものが冬服であり、BCO と表示された箱に入るも

のが薄手のシャツである。このように、3 文字のローマ字で、あらゆる商品が分別されている。 

店は 1 年前に開店した。店舗ブースを借りるのに、1 ヶ月 7000 バーツかかる。サミット氏

が古着店を開店したのは、友達が古着店を始めたからという単純な理由からである。この数カ

月、店の売り上げは良くない。8 月にバンコクで爆破事件があってから、バイヤーが買い付け

に来なくなったからである。爆破事件に関与した人物が、アランヤプラテートで逮捕され、警

察による国境管理が厳しくなったためかもしれない。それとの関連性は確認できないが、事件

後に東北タイ出身者はこの市場に買い付けに来なくなった。 

顧客をつかむことで努力しているのは、客の電話番号を積極的に聞き出すことである。客が

探している服を聞き出し、もしその場になかった場合、入荷後にすぐ連絡するようにしている。

古着を販売する上で、個人的な関係を築くことが何よりも大事である。 

サミット氏は古着店を開店する前、さまざまな職に就いていた。サミット氏はカンボジアで

生まれ高校を卒業した。高校卒業後は、カンボジアで 15 年以上カジノのディーラーとして働

いた。カジノの仕事のランクとして、下位からディーラー、インスペクター、スーパーバイザ

ー、マネージャがある。サミット氏は、ディーラーから始め、仕事を辞めるときにはインスペ

クターの地位にいた。その後、友人の誘いがあり、タイのピンクラオ地区にある「ローイファ

ー」という名前のカジノで働くことになった。そこでは、バカラとルーレットのディーラーを

していた。そのカジノの従業員の出身国別の割合は、カンボジア人が 70％、タイ人 20％、ラ

オス人 5％、ミャンマー人 5％であった。タイではカジノの営業は違法である。他方、カンボ

ジアでは合法である。そのため、カジノ就労経験者の多いカンボジア人がディーラーとして働

き、他の国出身の従業員は、清掃や見張り番などの仕事をしていた。タイのカジノでは、1 日

1000 バーツ稼げた。2 年ほど働いていた頃、突然軍に摘発された。カジノを運営する上で、タ

イ人の経営者はその地区を管轄する警察に裏金を払っていたが、警察は守ってくれなかった。

軍による摘発後、カンボジアに戻り、タイとの国境近いポイペトで洗車業を始めた。当時のポ

イペトは舗装されておらず、車もバイクもすぐに土で汚れた。そのため、洗車する客が多く、
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とても儲かった。平均して 1 日 1500 バーツの稼ぎがあった。しかし、朝 8 時から深夜 24 時ま

で毎日働かなくてはならず、一人で仕事をしていたため休むこともできず、体力がもたなくな

り、一年が過ぎた頃にやめた。ちょうどその頃、ロンクルア市場で古着店を始めた友人がおり、

自分も開店することにした。 

サミット氏には、41 歳の妻と 14 歳の娘がいる。妻は体が弱いため、子供を 1 人しか産めな

かった。娘は祖母と一緒に、ポイペトの北に位置するバンテアイメンチェイ（BANTEAY 

MEANCHEY）に住んでいる。祖母は行商をしている。娘は学生である。サミッド氏の父は、

存命であれば、アメリカに住んでいると思われる。サミット氏の父は、ポルポト政権時に、妻

子を捨ててアメリカへ難民として渡った。当時、ポルポト政権による知識人を中心とした虐殺

行為が行われており、多くのカンボジア人はアランヤプラテート周辺の難民キャンプに避難し

た。その際、結婚しておらず、子どものいない独り身であれば、申請するとアメリカへ難民と

して移動することができたのである。サミット氏の父は、妻子がいないと嘘をつき、アメリカ

へ移った。そのようなカンボジア人男性は、当時かなり多くいたらしい。 

 

 
写真 16 カンボジア経由で輸入された古着の梱 

（鈴木佑記撮影） 

 

4 店舗目は、ヴィラという、開店してから 20 年以上経つ、主にジーンズを扱っている古着店

である。ジーンズは、日本や韓国から仕入れている。売値は、男物が 45 バーツ、女物が 40 バ

ーツである。ジーンズの短パンの場合は、男物 28 バーツ、女物 25 バーツである。ジーンズは

50 枚ずつ束ねて 1400 バーツで売っている。T シャツは 1 枚 18 バーツである。ポロシャツは

25 バーツである。T シャツは１袋 100 着で 1800 バーツの値段で売っている。 
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5 店舗目は、店名がなかった。ゲート名と番号、つまり「コークワーイ（ゲート名）シップ

（10 を表す番号）」で呼ばれていた。主にジーンズを扱っている。その多くはアメリカから仕

入れたものであり、1 着 50 バーツで売られている。短パンのジーンズは香港と韓国から仕入れ

た物であり、1 着 30 バーツで売られている。 

6 店舗目は、スポ氏という 49 歳の男性が経営している帽子店である。出身はカンボジアのバ

タンバン（BATTAMBANG）である。開店してから 6 年経つ。スポ氏は、多額の利益を上げる

のではなく、少しの仕入れで少しの利益をあげれば充分という方針で経営している。どの国か

ら輸出された古着（帽子）かは分からないが、おそらくベトナムか中国であるとスポ氏は語っ

ていた。この店はゴールデンゲート会社からスポ氏が借りたものであり、月 3000 バーツを払

うことで契約している。営業時間は朝 6 時半から 18 時半の約 12 時間である。3 年前は今より

も売り上げが良かった。現在は経済状況が悪く、売り上げが低い。土日は客が多いが、それで

も 10 人前後来ればいい方である。1 番人気の帽子は、外で働く労働者が被る、広いツバのつい

た帽子である。農業従事者や建設労働者に人気があるという。スポ氏には息子が 2 人、娘が 1

人いる。10 年前は、3 年間建築労働者としてタイで働いていた。高所などの危険なところの作

業は 1 日 180 バーツで、コンクリートをつくる作業では 1 日 120 バーツの稼ぎであった。当時

のカンボジアでは、1 日に 60 から 70 バーツしか稼げなかったため、タイに出稼ぎに出ていた。 

 

 
写真 17 学生が聞き取りをしている光景 

（鈴木佑記撮影） 

 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 
 

65 
 

ロンクルア市場調査報告その２ 

 

今 枝 晃 一・遠 藤 大 輔・早 川 寛 康・安 部 遼 

 

12 月 22 日、私たちはタイ東北部に位置するサケーオ県アランヤプラテート郡のロンクルア

市場で調査を行った3。以下は同市場における聞き取りの記録である。 

 

 
写真 18 マレーシア、ジョホル・バルの N 氏（第 1 部に登場した B 社と取引をしている会社

の社長）の工場から運ばれた古着の梱、会社のマークである複数の星印で気づいた 

（早川寛康撮影） 

 

1 店舗目 

カンボジア・プノンペン出身、現在バンテアイメンチェイ在住の 33 歳の女性ラーさんが店

主である。ロンクルア市場に出店して 15 年が経つ。客層は主にタイ人である。古着の流通経

路は次のとおり。古着は韓国から船でプノンペンの倉庫に運ばれる。そこでラーさんが古着を

買い付け、アランヤプラテートに運んでいる。ラーさんは主に女性用の服を扱っている。ラー

さんは、 終学歴についてカンボジアにある大学の教育学部を卒業といっていた。しかし、年

齢から考えると高卒であろう。彼女のこだわりは服のデザインで、生産国は関係ない。韓国製

だから買わないというお客さんもいない。売れ残りに関する質問に対し、売れ残りという概念

がないと答えた。理由は、袋詰めで出荷することがほとんどないので、すべての服が入荷して

                                                           
3 聞き取りは、日本語・タイ語の通訳を介して行った。通訳は東洋大学大学院社会学研究科修

士課程院生のテン氏（女性）が務めた。 
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はすぐに出荷されるためである。 

倉庫の在庫によって、買う量は様々である。タイはバンコクに旅行しに行ったことがあるだ

けである。バイヤーの連絡先を聞き出し、こちらから連絡するのが、多く売るためのテクニッ

クである。古着の値段は出荷地によって様々で、服の質・ブランドには関係ない。バンコクか

ら買い付けに来た人には高く、地方から来た人には安く売っている。理由は、その古着はバン

コクでは高く売られ、地方では安く売られるからだという。一着単位だと 50～100 バーツで売

っている。 

 

2 店舗目 

店主はティアスという男性である。出身はカンボジアのカンダール州（カンボジア南部、プ

ノンペンの近く）、現在はバンテアイメンチェイ州に住んでいる。妻と子供二人も、バンテアイ

メンチェイで一緒に暮らしているが、現在は出産のためにカンガルに戻っている。 

開店してから 18 年目が経つ。外国に行くことが多いタイ人向けの冬物をメインで取り使っ

ている。一番高いものは一着 250 バーツ。質が良く、汚れも少ない女性もののロングジャケッ

トを扱っている。それらは売れないと 30 バーツで再度売り出される。アメリカと日本からの

輸入品を扱う。流通経路は日本からプノンペン、そしてアランヤプラテートへという流れであ

る。店で売る商品はプノンペンで購入している。プノンペンでの購入時に、すぐにプノンペン

にあるアイロン屋へ運び、アイロンがけをしてもらう。作業終了後、アイロン屋がアランヤプ

ラテートの店へ運んでくる。日本もアメリカも、どちらの国で買っても、 近は一袋の中に入

っている汚い古着の数が多くなっている。だいたい、一袋の半分はその場で捨てる。理由はプ

ノンペンからアランヤプラテートに持ってくるときに、重さで税金が課せられたためである。

古着一袋の値段も高騰している。理由は古着を売る人が多くなって需要が生まれたためである。 

 

3 店舗目 

ジーンズ専門の古着店、開店 15 年目である。アメリカ・メキシコ・カナダからジーンズを

購入している。バイヤーから人気の高い形にするため、輸入したジーンズに手を加えている。

ジーンズ専門店にしたのは、ジーンズが売れそうだと思ったからだ。バイヤーは主にタイ人で

1 日に 200～300 枚売れる。ジーンズの値段は 80 バーツから 200 バーツである。ジーンズは

50 枚 1 セット、あるいは 100 枚 1 セットで売る。どちらも一枚 100 バーツの値段になってい

る。古く見えるジーンズは安く買える。裾の部分に汚れがひどいものは、裾を切ってショート

パンツにし、レースの刺繍を施し、一枚 80 バーツで売る。出身はコンポンチャム州（カンボ

ジア東部）、現在はバンテーメンチェイ在住。兄は学校をやめ、店のお手伝いをしている。妹は

カンボジアの学校に通っている。タイへの店には兄が送迎している。母と兄はアイフォンを持
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っている。店の管理は iPad で行っている。 

 

4 店舗目 

カンボジア人女性が経営する。店の名前は「M205」である。番地を店名として使っている。

店主は、現在タイ・アランヤプラテート在住である。カンボジアの倉庫から国境に運ばれた靴

を選んで、持ってくる。ほとんどの靴は韓国製である。売り上げは日によって異なる。タイ人

のバイヤーが 200~300 足一気に買っていく場合がある。通常は一足 300 バーツで販売してお

り、まとめて買うバイヤーには一足 200 バーツで売る。靴屋を始めたきっかけは母親が靴屋を

やっていたからである。5 年前から靴屋を始め、1 年前に現在の場所に引っ越した。ナイキが

人気である。 

 

 
写真 19 ナンバープレートに文京区と書かれた日本製のオートバイ 

（早川寛康撮影） 

 

5 店舗目 

シーツや毛布を再利用しているものを販売している。枕カバーを主に扱っている。ただし、

大きい袋には枕カバー以外のものもあり、それも売っている。日本製、韓国製が主である。日

本人が直接売りにくる。日本製のバイクを持っている。このバイクは、マレーシアにおいて 3

万バーツで買った。貧しい人にコルセットの使い方を教え、販売している。コルセットは新し

いものだと 1000 バーツ、古いものは 20 バーツになる。カンボジアからアランヤプラテートへ

行き、買ったものをタイ・ロッブリー県で売っている。寄付で日本やシンガポールから毛布が

プノンペンにやってくる。プノンペンに届いた毛布はバイヤーが買ってしまう。バイヤーが買
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った毛布はアランヤプラテートへ運ばれ、また違うバイヤーが購入する。 

 

6 店舗目 

チェックシャツを売っているお店である。店主はメオさんという 41 歳の女性である。商品

はアメリカ製のものが主である。アランヤプラテート市場周辺でチェックシャツを買ってくる。

タイとカンボジアの農民が主な客である。買うときは 100 バーツで、売るときは 150 バーツに

する。10 年前、アランヤプラテート市場は古着しか売られていなかったが、5、6 年前から新

品の服も売られるようになった。新品は偽物が多いが、安くて新品が良いため偽物でも買う人

が多い。まったく売れない日もある。袋売りをする場合は一着 120 バーツで売る。17 歳と 12

歳の息子がいる。この店を始めたきっかけは、昔は中古衣類が多く売れていたため、その流れ

に乗った。昔は服が安かったため、一着 80 バーツで売っていた。カンボジアからタイに入っ

てきた袋をカンボジア人から買っていたので安くすんだためである。 

 

 
写真 20 大量に購入していたタイ人バイヤー 

（早川寛康撮影） 

 

●市場を歩いている 中に出会ったおじさん 

ブラスさん、男性、62 歳。20 年間バイヤーをしている。35 歳の息子がいて、タイ人の息子

は軍人。一ヶ月 750 バーツを売り上げている。80～90 バーツで買い、100～150 バーツで売る。

車に荷物を乗せてくれるお手伝い二人の給料は仕事歴によって異なる。300 バーツと 200 バー

ツ。車に詰められた毛布全体の値段は 10 万バーツ。 
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チャトゥチャック市場概要 

 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

 

 
写真 21 BTS モーチット駅のホームから望むチャトゥチャック市場 

（鈴木佑記撮影） 

 

チャトゥチャック市場は、バンコク都チャトゥチャック区、パホンヨーティン道路沿いに位

置する。1999 年 12 月に開架した高架鉄道 BTS 駅ではモーチット駅、2004 年 7 月に開通した

地下鉄 MRT ではチャトゥチャック駅（以前はカムペーンペット駅）が 寄り駅である。チャ

トゥチャック公園に隣接しており、タイ人だけでなく、外国人観光客も多く訪れる。もともと

は、1948 年に王宮前広場にあったサナームルアン定期市が前身であり、1982 年に現在の場所

に移設されたものである。 

1.3 平方キロメートルの広大な敷地には、手工芸品、芸術品、古美術品、食器、衣類、ペッ

ト、アクセサリー、靴、食堂、プラ・クルアン（タイのお守り）、植木、バッグ、土産物、ソフ

ァ、日用雑貨などの店舗が 1 万 5 千店以上出店している。それら多くの店は、土日のみの営業

であることから、ウィークエンドマーケット、または JJ マーケット（JJ はチャトゥチャック

の「チ」から由来）と呼ばれている。古着（中古靴・中古帽子も含む）を専門に扱う店舗は 5

番ブースと 6 番ブースに集中しており、400 店以上あると考えられる。 

以下、チャトゥチャック市場における学生による調査成果を三つに分けて掲載する。
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チャトゥチャック市場調査報告① 

 

今 枝 晃 一・遠 藤 大 輔・倉 島 千 佳 

 

12 月 20 日、私たちはチャトチャック・ウィークエンド・マーケットで調査を行った4。この

市場はタイで も大きい市場の一つで、毎週土曜、日曜に営業している。この市場ではタイ人

だけでなく、外国人観光客も多くいた。 

初にインタビューを行ったのは「Remake USA」という名前の古着屋である。そこで働い

ている従業員のクンさん（女性）にインタビューを行った。この店は店長と従業員の二人で経

営をしている。チャトチャック市場が始まった頃（1982 年頃）からずっと経営をしている。こ

の店は主にデニムを取り扱っている。 

次に、「KUM-KUB-NHAHG」という店にいた日本人バイヤー（女性）にインタビューを行

った。この店では、アメリカ製のバックを中心に取り扱っていた。彼女は月に一回、チャトチ

ャック市場で買い付けに来ている。彼女の知り合いのつてで、雑貨や古着を買い付けにきてい

る。1 ヶ月に 30 から 40 着買い付けに来ている。 

2 店舗目は、冬物の古着を扱っている古着屋で調査を行った。この店は開業したばかりのた

め名前はまだない。この店ではイギリス製の古着のコートを売っている。それらはすべて、イ

ギリスから直接輸入している。主な販売対象は外国人観光客である。彼らの中には、一人で大

量に買っていく人も多くいる。そのため、何枚か買うと値下げをするようにしている。 

3 店舗目は「tim」という古着屋である。ここでは店主のティムさん（男性）にインタビュー

を行った。この店は 10 年前から経営している。この店では、ユニクロ、無印良品、GU などの

ファストファッションの古着を取り扱っている。服の形がきれいなため、ユニクロの古着はタ

イで人気がある。毎週、「アシロー」という日本の企業から古着を輸入している。知り合いがこ

の日本の企業を教えてくれた。ティムさんは服が好きだから、この古着屋を経営するに至った。

以前は、機会販売の会社で働いていた。しかし、給料が月 1 万バーツ（約 3 万 2 千円）と安か

ったため辞職し、古着屋を開いた。現在は月に 20 万バーツ（約 65 万円）を稼いでいる。 

                                                           
4 聞き取りは、日本語・タイ語の通訳を介して行った。通訳は、チュラーロンコーン大学文学

部日本語学科のスティーラー氏（女性、通称ミャオ）が務めた。 
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チャトゥチャック市場調査報告② 

 

元 原 孝 大・畑 中 祥 江・鈴 木 規 隆 

 

 
写真 22  ジャッキーさん（左下）と撮影 

（ラックシカーン撮影） 

 

12 月 20 日、私たちはチャトゥチャック・ウィークエンド・マーケットで調査を行った5。

初に、61 番地にある、主にジーンズを販売する「ジャッキーショップ」で聞き取り調査を実施

した。店名は、店主のジャッキーという名前に由来する（写真 12）。ジーンズはすべて、タイ

東部に位置するサケーオ県にあるロンクルア市場から仕入れている。聞き取りを行った店は支

店であり、市場内に本店がある。本店では、ハワイ風のシャツを主に売っていた。開店してか

ら約 14 年が経つという。シャツは、ロンクルア市場やタイ南部から仕入れている。従業員数

は 3 人である。ラルフローレンやトミー・ヒルフィガーなどのブランド製品も販売している。

客層は外国人が多く、ヨーロッパ人とアジア人が半々の割合で訪れる。バイヤーが店に仕入れ

に訪れることもある。彼らは 1 回の訪問で 2000 枚程度購入していく。単に店内を覘く客も含

めて、1 日に 3000 人が店に訪れる。ヨーロッパ人の客は、古着のブランドよりもデザインを

重視して買っている。日本のバイヤーも 2 週間に 1 度程度仕入れに訪れる。 

聞き取りをした人物はターンという名の女性である。タイ・チャチュンサオ県出身である。

中学卒業後、古着販売店で 2 年間恋人（現在の夫）と働いていた。その後、恋人と一緒に「ジ

                                                           
5 聞き取りは、日本語・タイ語の通訳を介して行った。通訳はチュラーロンコーン大学文学部

日本語学科のラックシカーン氏（女性、通称ミント）が務めた。 



チャトゥチャック市場調査報告 

72 
 

ャッキーショップ」を始めた。 初の頃はジーンズのみを扱っていたが、シャツの需要が高く

なり、シャツも販売するようになった。販売するときに気をつけていることは、客への話し方

である。なるべく客には友達のように接することを心がけている。客との会話は、タイ語だけ

でなく英語も用いている。英語は独学で勉強した。 

2 店舗目は、431 番地にあるレザージャケットを中心に販売している店舗である。商品は、

主にパキスタンから仕入れている。季節によって仕入れる服が変わる。現在（12 月下旬、タイ

では一年の中で も涼しい季節）は、ムートンコートの売れ行きが良い。冬服を販売している

ため、外国人の客が多く訪れる。海外に出かける予定のあるタイ人も訪れる。タイでは 3 月と

4 月は 1 年で も暑い。そのため、売り上げは減少する。外国人の客は、日本人、オーストラ

リア人、ニュージーランド人が多い。店は 11、12 年前から経営している。ジャケットを販売

している理由は、店主が好きな服だからである。取り扱っている商品の平均的な値段は 1600

バーツ6である。高い商品には 26000 バーツのジャケットがある。安いものは 800 から 900 バ

ーツで販売している。従業員は店主１人である。 

3 店舗目は、「B．LONG SHOP」という古靴の店である。仕入れ先はすべて、ロンクルア

市場である。靴、なかでもスポーツ向けの靴を売っている。調査時は割引価格であったが、300

から 400 バーツ（約 1000 円から 1300 円）で売っているものが多かった。業者には卸してお

らず、個人のみに販売している。タイ人やヨーロッパ人、アジア各国の人びとなど様々な国か

ら客がくる。 近、客が減っている。 

 
写真 23 ハワイ風のシャツの値段を記録中 

（元原孝大撮影） 

                                                           
6 2015 年 12 月の時点で、換算率は 1 バーツは約 3.2 円であった。 
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チャトゥチャック市場調査報告③ 

 

斉 木 駿・安 倍 遥・早 川 寛 康 

 

12 月 20 日、私たちはチャトチャック・ウィークエンド・マーケットで調査を行った7。 

チャトゥチャック市場は、基本的には週末のみ店の営業が認められている。そのため市場で

働く多くの人は、平日は他の場所で働いている。チャトゥチャック市場は、日本の商店街とは

違い、大きな平屋にいくつもの店が入っている。一つの平屋の中に複数の店が入っているため、

店と店の境界が曖昧である。多くの店は、隣の店との間に服を配置することで自らの店の空間

をつくっている。しかし、初めてチャトゥチャック市場を訪れた人には、その境が不明瞭であ

るため、値段を聞くときなど、どちらの店の従業員に話しかければよいのか困惑する。私たち

は、「隣の店との境界が明確でないことで不都合はないのか」と従業員に質問した。返ってきた

答えは、「どこも同じようなつくりのため、気にしたことは無い」というものであった。 

 

 
写真 24 市場内を移動するには狭い通路を通る必要がある 

（早川寛康撮影） 

 

チャトゥチャック市場内の道は狭い。その上、店舗前の道（つまり店外）にまで商品を置い

てあるため、一層歩きにくい道となっている。日本では店ごとに火災報知器が設置され、避難

経路が確保されているが、そのような対策をしている店は見当たらなかった。市場内は、場所

                                                           
7 聞き取りは、日本語・タイ語の通訳を介して行った。通訳は、チュラーロンコーン大学文学

部日本語学科のジャントラー氏（女性、通称プイ）が務めた。 
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によっては市場外の景色が全く見えない。さらに、建物の構造が似ているため、自分のいる位

置を把握しづらく道に迷いやすい。そのような造りにも関わらず、燃えやすい衣類を扱う店が、

特別な対策をしないでいることに驚いた。チャトゥチャック市場は非常に広大である。そのた

め、ところどころに現在地を示す看板が設置されている。看板と言っても番地と思われる数字

が書いてあるだけの簡易的な物のため、観光客などの初めて訪れる人にとっては分かりにくい。

またひとつのブロックに 60 近くの番地が割り振られている。ブロックを 20 以上確認できた。 

 

 
写真 25 積極的に店員に話しかける学生たち 

（鈴木佑記撮影） 

 

チャトゥチャック市場では、複数の店舗を経営する商売人がいる。市場内のそれぞれ離れた

場所に店舗を構える商売のあり方は、広いチャトゥチャック市場ならではの商売方法である。

複数の店舗を構えている経営者の多くは、親族にも店を任せていることが調査で判明した。 

チャトゥチャック市場で 初に調査を行ったのは、「M SHOP」という店である。店名は店

長の名前に由来している。店を開いたのは 4～5 年ほど前（2012 年頃）である。普段は店長一

人で店を営業している。商品は新品から古着まで取り扱っている。店の売りは、ユニクロの古

着である。なかでも、現在は販売されていない、過去に一定の時期のみに販売されていたユニ

クロの服を中心に取り扱っている。こうしたユニクロ商品は「ビンテージ物」として人気が高

く、一定の顧客が店を訪れることも多い。このような「ビンテージ物」はタイの市場に集まり

やすく、国内外からバイヤーが多く訪れる。外国人バイヤーの中には、そのままタイに定住す

る人もいるという。 

「M SHOP」では新品の服と古着の他に、未使用の古着、いわゆる「新古服」と呼ばれる商
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品を扱っている。一部の新古服は、時間が経つほど商品としての価値が上がるという。店主の

話によると、タイでは新古服とビンテージ商品は同じものとして捉えられており、新古服は時

間がたつほど高値が付くのである。古着も同様に、状態が良いものであれば、時間が経てば経

つほど、その商品としての価値があがるという。特に、ユニクロ商品のように、年度ごとに異

なるデザインが施され、素材が変わるような服は、それが販売された時にのみ購入可能である

ため、商品価値が高くなる。そのような製品は生産された年代が明確なため、経過年数を確か

められるのである。 

調査をした 2 店舗目は、店名のないジーンズ専門店である。店名を持たない店舗は、チャト

ゥチャック市場では珍しくない。店名をつけない理由をたずねたところ、「多くの顧客が店の場

所を覚えているため、今更名前を付ける必要がない」という返答であった。店主の男性は娘と

二人で共同経営している。娘の誕生年に店を開いたという。娘の年齢は現在 25 歳であるため、

営業して四半世紀が経つことが分かる。店で販売しているジーンズはアメリカから輸入してい

る。店の売り上げは一日 15000 バーツほどで、購買者のほとんどがリピーターである。 

3 店舗目も店名はない。聞き取りを実施した店を経営していたのは女性であった。チャトゥ

チャック市場内に他の店を出しており、そちらの店は夫が営業しているという。どちらの店も、

開店してから 10 年が経つ。店で扱う商品は、すべてロンクルア市場（カンボジアの国境を接

するアランヤプラテートにある巨大古着市場）で仕入れたものである。仕入れ方法は、「ザック」

と呼ばれる古着がたくさん入っている箱を丸ごと買うというものである。ザックの中身は確認

することができないが、大量の古着を安値で仕入れることができるため、そのような仕入れ方

法を採用している。購入したザックの中には、商品価値がないものも含まれているため、検品

を行ってから店頭に並べている。店内で売られている古着の値段は、平均して 150 バーツ（約

500 円）であった。 

4 店舗目の店名は「the cowboy」である。店主はカウボーイに憧れを抱いており、この名前

にした。開業してから 32 年が経つ。開店時間は、朝 8 時から夜 9 時までである。店内は西部

劇に出てくるような服が多く並べられていた。普通の洋服も販売しており、カウボーイ関連商

品よりも売れているという。店主は平日になると、ロンクルア市場で開いている店で働いてい

る。チャトゥチャック市場には二つの店舗を構えている。購買層はタイ人の他に日本人とオー

ストラリア人がいる。私たちが店に訪れた 12 月下旬は、行事が多く行われる時期であるため、

商品の売れ行きが良いと話していた。この店の仕入れ方法は、商品を検品してから大量購入す

るというやり方である。この方法は大変な手間がかかるが、商品価値のないものを仕入れ段階

で排除できるという利点があるという。 

以上のように私たちは、4 店舗で聞き取り調査を行った。結果、それぞれの店の仕入れ方法

の違いが明らかとなった。 
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海外実習（学生交流）の概要 

 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

 

「国際理解分野」コースでは、日本で実施してきたフィールドワークの成果を、海外におい

て英語で発表することを、活動の一つとして重視している。昨年度は、シンガポールの南洋理

工大学において、英語によるプレゼンテーションを行った。その際、「現代班」、「古着班」、「ウ

エス班」の三つに分かれ、原宿と埼玉県にある故繊維リサイクル会社、そしてマレーシアの故

繊維リサイクル会社において実施した調査成果を発表した。現代班は「Contemporary Part」

において、一部の日本人の間で流行しているコスプレ・ファッションについて紹介し、古着班

は「Used Clothing Part」において、日本とマレーシアの故繊維リサイクル工場で実施した調

査成果を報告し、ウエス班は「Uesu Part」において、埼玉の故繊維リサイクル会社で実施し

た調査成果を発表した。 

本年度は、泰日工業大学（Thai-Nichi Institute of Technology）において、日本人大学生の

生活と故繊維リサイクル会社で実施したフィールドワークの成果を発表した。発表は、

「Japanese Culture and University Life」と「Globalization Consciousness of Japanese 

‘Used’ Clothing」の二つのパートに分けられる。 

 

 
写真 26 泰日工業大学におけるプレゼンテーション（2016 年 12 月 25 日） 

（鈴木佑記撮影） 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 
 

79 
 

Toyo University Presentation 
 

Section 1: Japanese Culture and University Life 

Our presentation is divided into two main sections, each with several subsections. 

The first section focuses on Toyo University life, ending with some Japanese humor 

concerning a form of flirting made popular by Japanese Manga. The second section is what 

we really came here to say, namely that how does the Japanese used clothing move to many 

countries in southeast and east Asia, especially Malaysia and Thailand.  

To start our presentation, we would like to introduce you to who we are and what 

types of culture is popular among Japanese college students nowadays. 

First, this is Toyo University, located in Tokyo city. When many of you think of 

Tokyo, the image of a subway and “subway pushers” known as Oshiya may come to mind. 

While train culture is essential in Tokyo to move its 10 million residents in and out of the 

city center, many of the busiest times of the day are during rush hour, which as a student 

we try to avoid. Few students have to be pushed into trains like those seen here, but all of 

us have experienced train congestion on a daily basis. Experiencing a crowded train is the 

daily experience for most Japanese college students.  

Most Toyo students live within an hour train ride to Toyo University (show the 

Toyo slide). Similarly, Toyo University is also an hour train ride from Narita International 

Airport. This university was established in 1887 and has a total enrollment of 30,000 

students. These students take classes in two types of classroom: a large lecture classroom 

that holds several hundred students, or smaller ‘presentation’ classrooms that hold around 

forty students. Other than classrooms, we also have several computer rooms for our use. Of 

all these rooms, the cafeteria is the most popular. With its many of cheap meals costing 

around 500 yen (150 Baht) a piece, this room is regarded highly by students and faculty 

alike.  

Japanese students typically spend long hours in class, but university life is also 

where Japanese learn to function in society through students’ extracurricular activities. 

One of these includes part-time employment. In Japan, it is common for university 

students to work a part-time job. According to statistical data, more than 90% of university 

students work part-time jobs sometime during their four years at university. At any given 

time, 70% of students participate in part-time jobs as a convenient method of receiving 
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spending money. This graph shows three of the most common part-time jobs. These include 

in order from least to most important. 3. Working at a café like Starbuck’s Coffee, 2. 

Teaching junior high school and high school students at a ‘cram’ school, 3. Working at a 

Japanese bar or nighttime restaurant called an “Izakaya”. Most of these jobs pay between 

900-1000 yen (about 300 Baht) depending on the time and location one works.  

To give you a sense of what is popular among Japanese youth these days, we would 

like to introduce a style of flirting practiced by men directly influenced by Japan’s Manga 

industry. The ‘Kabe-don’ practice, as it has come to be called, has been made popular by a 

series of Japanese Manga that target young Japanese girls. Aoharaido is the name of the 

first Manga that published this type of practice, capturing the attention of many readers. 

Since then, this practice can be seen on television, dramas, commercials, and even 

Japanese movies. The word ‘Kabedon’ comes from the Japanese Kabe, which means wall, 

and Don, which is the sound one makes while hitting a wall. The left is the correct way of 

doing a ‘Kabedon’.   

The ‘Kabedon’ technique requires a few key points. First, hitting the wall must be 

done carefully without attracting too much attention from those around you. So, punching 

the wall is not good. Next, for an affective ‘Kabedon’ you have to be an attractive looking 

man and have a certain way with women. Unfortunately, we don’t have any males of such 

attractiveness in our group at this time, but Mr. Motohara has chosen to demonstrate the 

‘Kabedon’. Please pay attention carefully.  

What did you think? Men, maybe you too can become popular by doing the 

‘Kabedon’ practice with a girl you like. Just be careful you are not too forceful and get 

slapped in the face instead. Thank you.  

 

Section 2: Globalization Consciousness of Japanese ‘Used’ Clothing 

In this section, we would like to talk about our main topic—the issue of recycled 

clothing and global consciousness. 

Our group is here today because we are interested in studying the effects Japanese 

consumption of clothes has on other parts of the world. As an introduction, I can safely say 

that few Japanese are aware of the vast geographical distance their clothes travel or the 

lives these clothes affect. For the most part, when Japanese think of globalization they 

think of companies like 7-11, Uniqlo, Subway or McDonalds, as you can see in Thailand. 
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Few consider the clothes they wear as being directly connected to our global economy. 

Before experiencing clothing recycling plants in Japan and Malaysia, we too were ignorant 

of such connections. Now, we will introduce our experiences and what we have learned 

about recycled clothing. 

Japan, and especially Tokyo, is known for its high cost of living and its 

fast-changing fashions. Uniqlo and GU are very popular among Japanese as Fast fashion 

companies. Due to Japan’s four seasons, clothing styles are constantly changing from 

clothes for not only cold and hot weather, but also cool and humid weather. The desire for 

clothes has led the Japanese to dispose of mass amounts of clothes every year. Fortunately, 

some of these clothes find their way to recycle centers in Japan and other countries where 

they are repackaged and sold.   

The trends of clothing in fashion change very quickly in Japan. Most Japanese 

repeatedly dispose of clothing not because their clothes are damaged, but because they are 

perceived as being ‘old’. When these clothes are thrown away, T-shirts, sweaters, long 

sleeved shirts, and other types are exported to foreign countries.  

By using two corporations, company N based in Malaysia and company T based in 

Japan, we can see how this exporting and repackaging is carried out. At first, company T 

collects old clothing from many small local recycle shops. These are then shipped in large 

quantities to company N where they are sorted and processed. Sorting and processing 

require high levels of labor costs, so company T frequently saves money by associating with 

developing countries.  

Japanese over-consumption is nothing new. The relationship between these two 

companies began more than 20 years ago. The former company T president Mr. Ueda 

happened to know Mr. Nai, the president of company N. Mr. Nai is a Chinese-Singaporean 

polyglot who speaks Malay and Japanese in addition to Chinese, Teochu, and English. He 

visits Japan monthly in order to purchase old clothing. Mr. Ueda is a close friend with Mr. 

Nai, having taken him to many locations throughout Japan. Mr. Nai considers Japanese to 

be “reliable business partners”, a sentiment based on his years of personal relations with 

Mr. Ueda.  

Perhaps the most important part of our meetings with these two founders and 

seeing their factories was the realization that our old clothes are crossing borders in a 

dynamic way. This picture, for example, was taken at factory N in Japan. Although it is 

difficult to see the man standing next to this large pile of clothes, this gives a sense as to 
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the amount sent from Japan to other countries daily. In fact, not only this container, but 

three of its kind are sent almost daily from factory N throughout the world. These 

containers are loaded into large ships and exported from a port near Tokyo to Johor Bahru, 

Malaysia where Mr. Nai’s company and factory are located. Ironically, despite Mr. Nai 

living in Singapore, he has chose to base his company in Malaysia for its cheap taxes, labor 

costs and rental fees. As seen with these pictures of the inside and outside of the factory, we 

can see how the factory is overflowing with clothes. In a pile of these closes, we found some 

labeled “Don Don Down” which is one of the most famous recycle shops in Japan, proving 

the valuable support Japanese consumers play in this company’s survival.  

In these factories clothing is unpacked and sorted by hand into the quality of 

clothing. Some clothes can be resold, while others are turned into cloth for linens or 

cleaning material. Over half of the 400 workers are employed from Indonesia and 

Myanmar to work here. In spite of the factory being located into Malaysia, most of the 

workers come from other countries. When these migrant workers sort the clothes, they 

send them abroad once again to countries such as Cambodia, Indonesia and China.  

A few days ago we went to visit a large market for old cloths called Rong Klua. 

Here, we found many used clothes that came from factory N via Cambodia. This market 

has become a kind of distribution center where owners of clothing stores throughout 

Thailand visit to purchase clothes they will see within Thailand. An example of this is 

Chatuchaku’s weekend market where many used clothes are sold. While visiting Thailand, 

we met one Japanese who bought an old t-shirt at this market just last week. It is possible, 

that his shirt may have been shipped from Japan. In this way, old clothing is made, shipped 

to Japan, and even after its original purchase is shipped several other times around the 

world.  

The massive extent of globalization and how our lives are impacted by this culture 

of trade opened our eyes to how we are linked to this capitalist system. Clothes, whether 

old or new tell us an important story of how Japan is linked to the rest of the world. 

Through further research, we hope to increase our knowledge of this trade and better 

reflect about the responsibility we hold within this global market.  

We hope you have enjoyed our two presentations. Thank you very much for your 

kind attention. 
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コラム① 言葉の大切さ 

 

社会文化システム学科 3 年 今枝晃一 

  

私たちは 12 月 20 日に、タイバンコク市内にあるチャトチャック・ウィークエンドマーケッ

ト、12 月 22 日に、タイ、カンボジア国境のアランヤンプラテートにあるロンクルア市場で調

査を行った。この調査において、気づいた事、感想などを述べる。 

まず、この二つの調査を終え、感じた事は、二つの市場の共通点として、古着を売っている

店が多くあった事であるが、市場の雰囲気は全く違っていた事に驚いた。チャトチャック市場

は外国人観光客、外国人バイヤーが非常に多くいた。それに対し、ロンクルア市場では、外国

人観光客、バイヤーはほとんどおらず、カンボジア人、タイ人がほとんどを占めていた。チャ

トチャック市場では、いくつかの店でコートなどの冬物の古着を売っていた。外国人観光客や

バイヤーは値段が安いため大量に買ってくる。年中暑いタイで冬物の古着を売っていて、それ

が非常に人気だということに驚いた。また、ある店では、日本から来たユニクロや無印良品な

どのファストファッションの古着のみを取り扱っている店もあった。日本から来たファストフ

ァッションの古着も値段や色、形などから、外国人観光客に非常に人気だという。日本ではあ

まりファストファッションの古着を売っている店は聞いた事がないし、買うのであったら、新

品のものを買うのが普通であることから、人気である事に驚き、文化の違いを感じた。 

ロンクルア市場で驚いた事は、この市場で店を開いている人のほとんどがカンボジア人だと

言う事だ。毎日、カンボジアから国境を渡りロンクルア市場で商売をしている。日本では考え

られない事で、私は驚いた。また、売っていた古着のほとんどがカンボジアから渡ったという

ことにも驚いた。ロンクルア市場で売られている古着は、カンボジアの倉庫に大量に保管され

ているものが毎日、ロンクルア市場に運び込まれてくる。ロンクルア市場での調査を終え、カ

ンボジアの倉庫はどのようなものか、また、どのようにロンクルア市場へ運び込まれるのか興

味が湧いた。 

また、二つの市場での調査を終え、言語の大切さを感じた。昨年度、私たちは、マレーシア

のジョホル・バルにある工場で調査を行った。その時の調査は現地の学生に英語で質問し、現

地の学生が、マレー語で通訳するといったものであった。私たちの英語能力が低いという事も

あり、昨年度の調査は簡単な質問しかする事が出来なかった。 

しかし、今年度の調査は日本語が通じる現地の学生が通訳についてくれた事もあり、かなり

掘り下げて質問する事ができたと思う。タイでの調査を終え、いかに言語というツールが重要

であるか身にしみて感じる事ができた。また、非常に暑いなか、調査に協力してくれた、現地

の学生達に感謝したい。 
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コラム② 中進国タイのイメージと実感 

 

 社会文化システム学科 3 年 元原孝大 

 

私は、今回初めてタイに訪れた。マレーシアとシンガポールには、2 回ずつ訪れたことがあ

るが、それ以外の国に訪れたのは初めてであった。ここでは、私がタイを実際に歩いて感じた

ことや気づいたことを書きたいと思う。 

私はタイに訪れる前のイメージとして、寺院が街中にあり、仏教徒が街中に多くいて、日常

生活に溶け込んでいるようなイメージを持っていた。また、都会でも東京ほどは発展していな

いといったようなイメージを持っていた。 

しかし、宿泊先であるバンコク、アソークに着いてみるとそこはイメージと違い都会であっ

た。ビルが立ち並び、街頭ビジョンまであった。そこで、アソーク駅に近くにある Terminal21

という百貨店に立ち寄った。そこには、世界各国のブランド品が売られていた。階層が国ごと

に分かれており、フランスエリアや日本エリアがあった。日本エリアには、日本のゲームであ

る太鼓の達人が置かれていた。しかし、日本語でもタイ語でもなく、中国語の設定になってい

たのは驚いた。これもタイに多くの中国人が訪れるからであろう。 

また、タイで出会った学生に連れて行ってもらったサイアムは、日本の渋谷であるように感

じた。偶然訪れた日は祭りを行っており、さまざまな店があり、さまざまな国のパフォーマー

が来ていた。私が見たのは日本人によるマジックショーと、韓国人による大道芸であった。そ

して、サイアムにある百貨店も訪れた。そこには寿司屋があった。店には入らなかったが、メ

ニューを見ると日本と同じようなメニューであった。アソークとサイアムの百貨店は、日本の

百貨店に似ているように感じた。 

このようにタイの首都を歩いてみて私が感じたのは、タイ人よりも観光客向けのものが多い

ことだ。タイ人であっても富裕層向けのタイ人向けだと感じた。例えば、先述した百貨店では、

タイの相場よりは高いように感じた。私が行った店は、安くても 200 バーツ、円で 600 円くら

いだが、それでも高く感じた。やはり、ブランド店であるということもあるだろうが、ターゲ

ットを富裕層、観光客に絞っているように感じた。 

私は、初めてタイに訪れて自分のイメージが根本から崩された。タイの首都バンコクはとて

も発展しており、生活に何不自由なく生活できると思った。しかし、その中でタイ国内での格

差も見ることができた。これは、実際にタイに行かないと分からなかったと思う。また、タイ

に訪れ今回行けなかった場所にも行ってみたいと思う。 
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コラム③ ロンクルア市場から見る made in JAPAN 

 

社会文化システム学科 3 年 遠藤大輔 

 

古着について勉強していると、made in JAPAN はどれほど需要があるのかが分かる。確か

に、日本製のものは服に限らず、人気だ。世界からも日本製のものはいいものだというイメー

ジがあるだろう。実際にチャトチャック市場やロンクルア市場の古着店を見てみると日本製の

古着が多く陳列されている。あるところには、日本製品しか扱っていないという特徴を持った

店まである。しかし、ロンクルア市場には、ここ以外にも、メイドインジャパンの需要を感じ

る部分があった。 

一つはロンクルア市場で使われている乗り物から見ることができる。ここで、店のスタッフ、

バイヤー、観光客が使用しているのは、ほとんどが原動機付自転車か、バイヤーの場合は白の

ハイエース、または、軽トラックだ。いずれもタイで使用されているナンバープレートが付い

ている。そんななか、文京区ナンバーを付けている原動機付自転車を乗っているお店のスタッ

フに出会った。彼女の原付はかなり古いように見えたが、未だ現役だ。彼女は私たちが日本人

だとわかると、すぐに自分の原付の自慢をし始めた。「これは 12 年も乗っている。」「まだまだ

使える」と自慢げだった。さらに隣の店に買い付けに来た白のハイエースは、ナンバーこそタ

イ仕様だったが、車に「S-Pulse V2」（清水エスパルス、リーグ 2 連覇目指せの意）のステッ

カーが貼ってあった。ステッカーの色は褪せて車の白と同化していた。おそらく 2000 年あた

りに貼られたものだろう。タイ人のエスパルスサポーターが貼ったことも考えられるが、可能

性は低いだろう。結果、その白いハイエースは日本から来たと言えよう。ロンクルア市場で外

国車を見かけたがほとんどが日本のメーカーだ。私が見た原付と白のハイエースに関しては日

本から来ている。日本製品の評価の高さに感心した。 

またそのハイエースに積まれているのは、日本から来た古布だという。小さい毛布のような

ものから、枕カバーまで様々だ。タイ中部から買い付けに来た男性はそれらの古布について次

のように解説した。「これらの布は日本、アメリカ、シンガポールからカンボジアへ寄付された

ものだ。多分ほとんどが日本から来ている。しかし、寄付されたものの半分はカンボジア人商

人の手に渡り売買される。寄付されたものは綺麗で質がいいんだよ」と笑顔で買い付けた布を

叩いた。私はこの話を聞いて、質のいい布を手に入れるまでの苦労に驚いた。一方で、綺麗な

毛布を見て嬉しそうにするバイヤーの姿を見ていると、日本製の毛布に誇りを感じた。 

市場調査だからといって、売っているものばかり気にしても、面白い発見はあまりないかも

しれない。私はロンクルア市場で、日本製がどれだけ信用されているかを原動機付自転車、ハ

イエース、バイヤーから教えてもらった。調査中のこのような発見も非常に面白いと感じた。 
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コラム④ 泰見聞録 

 

社会文化システム学科 3 年 斉木駿 

 

 タイ実習では疑問に思う点が多々あった。疑問に思う点は些細なことが多く、小さな子ども

が親に質問した場合、十中八九、返答に困るものだと思う。返答に困る理由として、そうある

のが当たり前である物事に対して、疑問を感じてしまう点である。親からすると昔からそうあ

るべきものとして捉えていたため、物事の本質を理解する必要がなく、無意識に物事を受け入

れる。 

しかし、子どもには経験がないため、無意識に受け入れることができず、疑問を感じてしま

う。それは年を取るに従って、無くなってしまう感覚である。しかし、タイを訪れるのは初め

てということもあり、様々な当たり前と思われることに疑問を感じることができた。 

これまでも何度か海外調査を行ってきたが、今回の調査では初めてカルチャーショックを感

じることができた。私は他の人より物事を漠然と捉えるところがあるため、意識を持って物事

を見ない場合、当たり前のものだと捉え、驚きを感じることは多くない。 

しかし、調査の合間に訪れた「ワニ」のショーを売りにしている動物園ではとても大きな衝

撃を受けた。驚きを受けたのはワニのショーである。ワニのショーでは中国人観光客が多く、

キャストは中国語で観客に話しかける。そして中国人向けにショーは進んでいく。それに対し

て驚きはしなかったが、観客の反応に驚かされた。ショーを見た観客はチップをショーの 中、

進行などお構いなしに投げ入れていくのである。大半の人は見せ場が終わって一段落したとこ

ろで投げ入れるが、中には何度も何度もチップを投げ入れ、まるで自分の財力を誇示している

かのような振る舞いをする人もおり、不快に感じた。 

またショーの内容にも不快に感じる点があった。ショーではワニを扱うため、棒でワニを叩

いてコントロールする。その様子は日本で行われたら確実に動物愛護団体から苦情が入るもの

だった。そのため、ショーを楽しめる余裕はなく、驚きと不快感を受け入れることで一杯にな

った。この時は不快な気持ちが残っただけだったが、この時の経験が自分の価値観を大きく変

える要因になったと思う。 

今回の海外調査では日本にはない風習や文化などを多く感じることができたため、見聞を広

げることができたと思う。調査期間が昨年よりも長かったことも様々な発見があった要因だと

考えている。調査期間が長い分、調査のほかに学生交流会などもあり、多くの人と交流するこ

とができたことがとても刺激になり、新しい考え方を持てるようになったと思う。 

 

 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 
 

87 
 

コラム⑤ タイで気づいたこと 

  

社会文化システム学科２年 鈴木規隆 

 

私にとってタイを訪れたのは初めてであったが、東南アジアの国を訪れたのは、カンボジア、

ベトナムに続いて三ヶ国目であった。タイに着いた時、雰囲気の違いに特に驚きはしなかった。

買った水しか飲めないことや食事、独特の蒸し暑さやにおいなど日本とは違うものを感じ、東

南アジアの国に来たなという感じを受けた。そのような中でタイで気づいたこと、驚いたこと

に関して書いていきたい。 

タイで 初に驚いたのは思っていたより屋台の数が少ないことである。東南アジアと言えば

道路一面に屋台がならんでいるだろうというイメージがあった。だが実際はあまりなく、屋台

同士が数十メートル以上離れているところもあり驚いた。先生に尋ねると、昔は屋台がたくさ

んあったらしい。 近政権が軍政に変わり、路上屋台の規制が強化されたことによって屋台が

少なくなったそうだ。なぜ軍政は屋台を規制しているのだろうか。私のように東南アジアとい

えば屋台だろうと思い浮かべて、楽しみに来る人も少なくないはずだ。屋台営業を営んでいる

人からも不満が漏れている。もちろん一般市民からは歩道がスッキリし歩きやすくなったとの

声もあるようだ。だが屋台は重要な資源であると思う。観光客や市民が屋台に通い、多くの金

を費やすはずだ。実際多くの人が屋台に通う姿を目にした。軍政もこのことは憂慮しており、

屋台の規制はお試し期間であるという。はやく本来の東南アジアの形に戻って欲しいと思う。 

次に驚いたことはタイの大学である。タイではチュラーロンコーン大学と泰日工業大学に訪

ねた。チュラーロンコーン大学は日本の大学で言うと東大にあたる大学で、タイで も古い歴

史を持つ大学である。18 の学部と多数の研究施設があり、タイでも一、二位を争うほど大きな

大学で、端から端まで歩くのに 10 分以上かかった。道が舗装されており、車や自転車等でキ

ャンパス内を移動するという。東洋大学の 20 倍以上は広く、東洋大学は小さな大学だと感じ

た。留学するならこういう景観の大学がいいと感じた。泰日工業大学は学生交流で訪れた。皆

日本人よりも日本語がうまいのではないかと思うぐらい上手で驚いた。日本人の先生も 10 人

以上いて、日本人とのハーフの学生も多いらしい。交流の時間に UNO をした。世界共通のル

ールであると思っていたが違った。例えば日本ではワイルドカードと言うと、出したプレイヤ

ーが好きな色に変えることができるカードだが、タイでは一枚下のカードと同じカードになる

という効果があるようだ。身近な UNO でさえも国が違ったら変わってくるんだと感じ驚いた。 

今まで想像していたものと違っていたものが多くあった。これはタイに行かなかったら一生

勘違いしたままであったと思う。実際に行って見ることの大切さというものを感じた。タイの

大学のように世界は広いと思う。より多くのことを知っていきたい。 
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コラム⑥ 市場調査から見えてきたタイ 

 

社会文化システム学科 2 年 早川寛康 

 

2015 年 12 月 19 日から 27 日までの 9 日間、タイで海外研修を行ってきた。20 日はチャト

ゥチャック市場、22 日はロンクルア市場で調査を行った。 

チャトゥチャック市場は、タイ王国の首都バンコクに位置する 大級のウィークエンドマー

ケットである。私たちは、午前 10 時にホテル近くのアソーク駅に集合し、通訳をしてくれる

チュラーロンコーン大学の女子学生 3 人と共にチャトゥチャック市場に向かった。市場調査は

3 班に分かれ 2 時間行った。市場調査は売られている古着を見るだけでなく、販売員にインタ

ビューをして、古着の仕入れなど製品に関することから店員の職歴など個人に関することまで

聞き込みをする。チャトゥチャック市場は、タイ 大級の大きさだけあって全ては回れなかっ

たが、いくつかの店でインタビューすることができた。私たちは調査前から先生に、「自分から

声をかけようとしなくては、調査は始まらないよ」と言われていたが、タイ語は使えないし、

未熟な英語能力が通じるか分からないという不安から、なかなか自分から行けず、通訳の女子

大学生に頼ってしまった。調査において、伝わる言語を知っていることはとても重要だと感じ

た。しかし、うまくインタビューが出来なくても、全ての店が嫌がることなく応答してくれた

ことは、とてもうれしかった。調査中、タイ人のおおらかさというものを感じることが出来た

から、自分から声をかけてインタビューしようという気が起きたと感じる。チャトゥチャック

市場は、日本のバザーを思わせるものだったけれど、実際は日本では見たことない大きさの市

場だった。週末に毎回開催されるほど、この市場は人やモノが集まるところだと感じた。 

ロンクルア市場は、カンボジア国境沿いのアランヤプラテートという町にある市場である。

外部の通訳者とタイ語の話せる東洋大学院生の方に同行してもらい、2 つの班に分かれて市場

調査を行った。大きな市場であったけれど、チャトゥチャック市場に比べて人は少ないように

感じた。また、カンボジアから古着が輸入されることもあり、古着の数と古着を運ぶバイヤー

の人数は多かったように感じる。調査に関しては、忙しそうにしている店員が多くなかなか聞

きづらい感じもしたが、いろいろ聞くことが出来た。例えば、ロンクルア市場はカンボジアか

らバンコクへと運ぶ仲介地点であるため、人やモノの移動の話があった。聞いていて、とても

勉強になった。一方、調査中に物乞いをする女の子や学校に行けない子供たちがいることを知

った。また貧しい生活に向き合い、今の商売を続けていくことしか考えていない人もいた。生

活状況において、都市と地方でこんなにも目に見える貧富の差があることに驚いた。同時にそ

の場で、知ることしかできない自分の無力感を感じた。まだはっきりとは自分のすべきことは

分からないけれど、この体験はこの先、世界を意識して行動に移すときに活きてくると思う。 
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コラム⑦ 今後につなげる 

 

     社会文化システム学科２年 畑中祥江 

 

タイ実習は私にとって初めての海外であり、楽しかったことや悔しかったこと、たくさんの

思い出ができ今後に生かしていきたいと思うことばかりであった。 

1 番印象に残っていることはタイの学生との交流である。チャトチャック市場での調査では

チュラ大生３人に同行してもらった。私の班に同行してくれたミントさんとは特に仲良くなり、

後日再度みんなで遊ぶ約束をし、実際にタイの若者の間で流行しているナイトマーケットに連

れて行ってもらった。このように海外の友達ができて、連絡先を交換するということは今まで

なかったことであり、交流を深められたことをとても嬉しく思った。また、この出会いを大切

にして今後も交流が続けられればよいと感じた。 

泰日工業大学でのプレゼンテーションでは古着のことや日本の文化を発表し、意見交換とし

てタイ人学生とグループワークを行った。そこではタイの流行や 近見た日本の映画の話がで

きた。私のグループには日本語の得意な生徒と、まだスムーズには話せない生徒がいた。それ

でもスマホで撮った画像や映画のポスターの写真を見せながら会話ができ、言葉の壁があって

も伝えようという姿勢があればコミュニケーションはできるということを実感した。私は普段

から人見知りであまり話をするのは得意ではないが、せっかくのタイ学生との交流ということ

で思い切って自分から話しかけることができた。また、どちらの大学の生徒とも日本語で会話

をしたが、同年代の学生が日本語という外国語をここまで習得していることに刺激を受け、自

分も語学の学習に力を入れようと思った。 

次に、タイ実習で感じたことは事前学習が不十分だったことである。ロンクルア市場で調査

をした際に、店主の方から昔の話や今の政治状況や経済を話してくれても、その場では理解で

きなかった。事前にタイの政治情勢や歴史を調べてあればこのような状態を防げたのであり、

悔しく感じた。実習直前まで国内の調査のまとめばかりに重点を置いてしまい、いきなりタイ

に来てしまったという感じだった。知らないことが多いほうが新鮮な感想は持てるかも知れな

いが、予備の知識があったほうがより理解を深められるはずだ。これは海外実習だけにいえる

ことではなく、この授業以外でも大切なことである。知りたいのであれば分かるところまで調

べておく。そして分からないところを質問するということを普段から心がけていきたいと思っ

た。 

これらのように私がタイ実習で得たことは多くある。思い出は大切に、全てを今後に生かし

ていきたい。 
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コラム⑧ 知らないことを知る 

 

社会文化システム学科 倉島千佳 

 

今回１週間以上タイで生活して、自分やその周りについて知らないことをたくさん知れた実

習だった。そもそも、私にとって初めての海外であったためそういった意味でも多くの収穫を

得られたと思う。 

初めての海外、そして初めて一人で飛行機の座席に座り、すごく怖かった。しかも、隣の外

国人に話しかけられてしまってもっと怖かった。飛行機ですら怖いのに英語で話しかけられて

戸惑ったけど、あとから考えてみると、めったにない良い経験になったと感じた。誰かと一緒

にいたらこうして話すこともなかったと思うし、英語で会話はできないと思ったけど話そうと

思えば話せることに気付いた。それ以外にも、調査で自分の伝えたいことを英語で伝えようと

思ったら意外と話せた。たしかに思い通りに伝えられなくて、ほしい答えを得られないことも

あったけど、そういうことも含めてなんでもやってみないと分からないなと感じた。 

また、タイにはなじめない部分もたくさんあった。まず一番が食事だ。パクチーが食べられ

ず、タイの料理はほとんどが口に合わないと感じていた。気候もそうだし、水や水回りもすべ

て日本から出たことのない私からすると、慣れない事ばかりで辛かった。それよりも私がタイ

で一番辛く感じたのは、タイの物乞いの人だ。もちろん、日本にもホームレスや家を持たない

人たちはいるが、なんとなくそれとは違う印象を受けた。夕方、みんなでアランヤプラテート

の市場を回っているとき、一人の少年に服の裾を引っ張られ、手を差し出された。一瞬何が起

こったかわからなかったがすぐに理解した。周りを見ても親らしき人はいなくて、男の子は一

人でフラフラとどこかに行ってしまった。すごく悲しくなったし、自分ではその状況を変える

こともできなければ、つい 近まで無知であったことも恥ずかしくなった。知らないことを知

れた機会ではあったけど、決して良い経験にはならなかった。さらに、外にはたくさんの野犬

もいた。狂犬病の可能性もあったし触ることは出来なかったけど、犬を飼っている私からする

と余計に辛くなった。犬はすごく汚くて、フラフラと歩く犬もいれば死んだように眠る犬、吠

えて走って追いかけてくる犬もいた。日本にも野犬はいるけど、大体は保健所に保護されて殺

されてしまう。早い犬で、保護されて１日で殺される犬もいる。外で満足なご飯を食べられな

いが生きていられる犬と、日本で保健所に連れて行かれる犬と、決してどちらが良いとは言え

ないが、少なくともこうした犬における問題についても考える良い機会になったことは確かだ。 

想像していたよりもタイに行って得たものはたくさんあった。良いことも悪いことも、全部

知らなかったことについて考える良い機会になった。正直、もうタイに行くことはないとは思

うけど、日本以外のもっと他の国について、知らないことをもっと知りたいと思った。 
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コラム⑨ 古着から見るグローバル化 

 

安部遼 

 

「古着でグローバル化を考える」というテーマを話すと、知らない人には「なにそれ？？」

と言われる。私も聞いたときはイメージができなくて、ただ「面白そう」という気持ちから始

めた。夏にはマレーシアに行き、古着の巨大工場で搬入・選別・出荷の現場を実際に見たり、

工場の社長にお話をお伺いすることができた。そこでは国の政策などにより古着の輸出がしに

くくなったことや、古着の質が落ちてきているというお話を聞けた。日本での事前調査も合わ

せて、昨年末にはタイに足を運んだ。チャトチャックでは日本の古着が見られる一方で、アメ

リカから来ているものも多くあった。また、経営戦略として「ジーンズだけ」のお店や「シャ

ツだけ」、「ある一つのメーカーだけ」というお店があり、ただ販売するだけでなく他と差を

つけることを意識しているお店や、全く考えていないというお店のばらつきがあることに気が

ついた。 

3日目に訪れたロンクルア市場では古着だけではなく、新品の服、靴や食料品といったもの

が売られる巨大な市場であった。そこでは、日本から来た古着が見られた一方で、韓国から輸

入をしている店も多く、日本の古着とどちらがより需要があるという差はない、と言われたこ

とが印象的だった。ただ、ほとんどのお店は「日本の古着は質がいい」と言っていた。市場で、

マレーシアの古着工場で見たマークと同じ塊をカートで運んでいたおじいさんに出会った。彼

から「これは質がいいから、7000バーツで売るんだ」という話を聞いた。マレーシアでは、タ

イにも輸出している話を聞いていたが、実際にその現場を見ると、古着が国を超えて移動して

いることを実感することができた。ロンクルア市場で暑さとその巨大さに悪戦苦闘しながらも、

インタビューを続けていると、「古着が以前より売れなくなっている」という話や、「以前は

市場では扱われていなかった新品を売るお店が増えてきた」という話を聞けた。そもそも国政

策で古着の輸入が困難になるのが懸念される中、それで家計を養っている者にとっては他人事

ではいられない話だなと考えられた。 

その中でも、一店のジーンズ屋さんを発見した。そこではジーンズを仕入れをし、自分たち

で選別も行うし、破れや汚れがひどい物にはリメイクを自分たちで施して販売していると言っ

ていた。そこには3台のインターネット機械があり、相当儲かってるのではないかと考えられ

た。「古着」で生活をしている人たちにとってこれからの生活は決して楽なものではないかも

しれない。それは経済変的化もあるだろうし、なにより国が発展してくると日本のように古着

自体に需要がなくなるかもしれない。しかし、今の段階ではタイと古着、その古着を輸出した

日本とその選別などを行うマレーシアは密接に関わっていることを感じることができた。 
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写真27  元原孝大の英語によるプレゼンテーション風景 

（鈴木佑記撮影） 

 

 

 
写真28 泰日工業大学における日本人とタイ人によるグループワークの様子 

（鈴木佑記撮影） 
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2015 年度 社会文化体験演習シンポジウム概要 
 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

 

2016 年 1 月 15 日金曜日、東洋大学白山キャンパス 6 号館 6B14 教室において、2015 年度

社会文化体験演習シンポジウムを実施した。国際理解分野からは、リーダーの今枝晃一と元原

孝大の二人が代表として発表を行った。4 限（14:45～16:15）の一年生ゼミの時間を利用した

ため、主な聴衆者は社会文化システム学科に所属する一年生である。その他、社会貢献分野、

キャリア分野、国際理解分野に関わる二年生、三年生、四年生も集まった。 

国際理解分野の発表タイトルは、「モノを通して学ぶグローバル化：国内外の古着工場・市

場における調査を通じた気づき」である。発表者の二人が取り上げた「モノ」は古着である。

しかし、古着以外にも私たちの身のまわりにあるモノが、多くの労働者の仕事のうえに生産さ

れており、国境を越えて流通している現状について論じた。 

シンポジウム終了後は、5 号館 5309 教室に移動し、社会文化体験演習履修メンバーと、社

会文化体験演習の活動に興味のある学生（一年生）が集まって、茶話会が行われた。 

本報告書では、今枝晃一と元原孝大による発表内容を以下に掲載する。 

 

 
写真 29 発表メンバー：今枝（左）と元原（右） 

（鈴木規隆撮影） 
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モノを通して学ぶグローバル化 

――国内外の古着工場・市場における調査を通じた気づき―― 

 

今 枝 晃 一・元 原 孝 大  

社会学部社会文化システム学科 

 

 

写真 

（鈴木佑記撮影） 

I グローバル化とは何か？ 

今枝  皆さんこんにちは。社会文化システム学科 3 年生の今枝と申します。よろしくお願い

します。今回、私たち国際理解分野では「モノを通して学ぶグローバル化」というタイトルで

発表させて頂きます。タイトルにもある「グローバル化」ですが、みなさんは、色々なところ

でこの言葉を見聞きしていると思います。みなさんは「グローバル化」についてどのようなイ

メージを持っていますか？突然ですが、何人かに聞いてみたいと思います。 

 

1 年生 A  地球化かな？ 

1 年生 B  国を越えて色々なものが移動するイメージ。 

 

今枝  ありがとうございます。皆さんはいろいろなところで「グローバル化」という言葉を

見聞きしていると思いますが、おそらく多くの人は漠然としたイメージしか持っていないので

はないでしょうか。広辞苑で「グローバル化」について調べてみると、次のような説明文が書

かれています。 

 

政治、経済、文化など、様々な側面において、従来の国家、地域の垣根を越え、地球規模で資

本や情報のやり取りが行われること。（広辞苑）  

 

私はこの説明文を読んでも、はっきりとは理解できないような感じがします。私も、みんな

と同じくらい、1 年生の時に「グローバル化についてどのようなイメージを持ちますか？」と

聞かれたら次のようなことを言っていると思います。例えば、マクドナルド、ユニクロ、トヨ

タなどの大企業です。これらのような先進国で生まれた大企業が主導している現象をイメージ
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します。また、高層ビルのエアコンの効いたオフィスで、一部の偉い幹部が集まり会議してい

る、そのようなイメージを持っていました。そして、そのような大企業のもと、低賃金で酷使

される単純労働者がいるという構図をわたしは思い浮かべていました。わたしはグローバル化

についてそのようなイメージしか持っていなかったので、この授業を履修した際、古着でグロ

ーバル化を考えると聞いたとき、古着がグローバル化とどのように関係しているのか、全く想

像出来ませんでした。 

しかし、調査を行うにつれて、古着が国境を越えて世界各国の人びとと繋がっていることを

知りました。また、古着以外にも、私たちの身近にあるあらゆるモノが、世界と繋がっている

ということを知りました。そして、漠然としていた「グローバル化」についてのイメージが、

いまではより明確なものになったと思います。 

II 古着はグローバル化とどのように関係しているのか 

それでは、どのように古着が世界と繋がっているのか、これまでに実施した調査で得た知見

をもとに、説明したいと思います。まず、皆さんが今着ている服はどこから来たか知っていま

すか。どこから来たか聞いてみたいと思います。分からない人は、自分が着ている上着のタグ

を今確認してみてください。 

日本製だった方は手を挙げてください。アメリカ製という人は手を挙げてください。では、

中国製だった人はどのくらいいますか？手を挙げてください。（聴衆のほとんどが中国製に挙

手） 

おそらく、ほとんどの人が着ている服は中国から来ていると思います。皆さんが今中国で製

造された服を着ているように、中国でつくられた服はまず日本へ輸出され、消費者によって買

われます。では、購入された服はどうなるかというと、着古されてボロボロになったり、サイ

ズが合わなくなったり、様々な理由から、いつかは捨てられます。では、みんなは服を捨てる

際どうしていますか。これも、聞いてみたいと思います。ゴミとして捨てる方？リサイクルに

出す方？古着屋に売る方？（それぞれ、少人数が挙手）  

私たちは、資源ゴミとしてリサイクルに出された、また、古着屋で売られた服のその後をた

どってきました。資源回収された服、また、古着屋で売れ残った服は、日本の古着を回収する

工場へと運ばれます。ここでは、主に運ばれた服の選別作業を行っています。古着業界におい

て、選別作業は非常に重要な作業です。この作業で顧客のニーズにあった服を見分けるためで

す。年中暑い東南アジアに送られる古着に冬物の服が入っていたら意味がないですよね。そし

て、選別された古着はコンテナに詰められ、海外に輸送されます。コンテナ一つに 22 トンも

の古着を入れることができ、一日 3 回も運ばれます。 
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写真 30 コンテナに積み込まれた古着の梱 

（斉木駿撮影） 

 

この古着はどこへ運ばれるのでしょうか。実は、マレーシアのジョホル・バルという場所に

ある工場へ運ばれます。なぜ、マレーシア、ジョホル・バルに位置しているのでしょう。その

答えはこの工場の社長に関係しています。この古着工場の社長はシンガポール人です。地図を

見ても分かるようにジョホル・バルはシンガポールと非常に近い距離にあります。 

彼は、毎日シンガポールからマレーシア、ジョホル・バルへ通勤しています。日本人にはあ

まり想像できないことですが、彼は毎日国境を越えて通勤をしています。彼は、ジョホル・バ

ルがシンガポールから近いこと、また人件費と土地代が安いことから、工場を建てる場所とし

てここを選んだと言っていました。この社長は英語、マレー語、中国語、日本語を流暢に話す

ことが出来ます。彼は、毎月日本に訪れて、新しい取り引き先の開拓や、以前から付き合いの

ある古着業者との話し合いをしています。古着をめぐって、人間が国境を頻繁に越えている様

子が分かると思います。 

このシンガポール人が経営する工場は、マレーシアに位置しているにもかかわらず、工場で

働く従業員の多くはマレーシア人ではありません。マレーシア人の従業員は少なく、インドネ

シア人、ミャンマー人、ネパール人が従業員のほとんどを占めています。彼らの多くは、主に

経済的な理由から出稼ぎにやってきています。あるインドネシア人女性は家族をインドネシア

に残し単身でこの工場へやってきたと話していました。インドネシアでは給料が安いため給料
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の高いこの工場で働き、給料のほとんどをインドネシアにいる家族の生活費や子どもの養育費

のために仕送りしているそうです。国家間の経済的な格差を背景として、人びとが移動してい

るさまをみてとることができます。 

 

 
写真 31 マレーシアの古着選別工場で働くインドネシア人女性（手前 3 名） 

（奥山拓実撮影） 

 

選別作業をご覧ください。非常にすばやく、正確に選別作業を行っていて驚きでした。ここ

までの話を聞くと、単重労働に従事している彼らは、あたかも搾取されているように思われる

かもしれません。私も、この工場を初めて訪れたときはそう思っていました。しかし、従業員

達にインタビューを行うにつれ、彼らは単純労働を否定的に捉えているのではなく、むしろ、

肯定的に、前向きに捉えていて、この仕事を誇りに思っているように感じました。現場に足を

運び、実際に人に話を聞くことによって気づくことがあるということが分かりました。選別さ

れた服は包装され、また、コンテナに積まれ、世界各国、主に発展途上国に送られます。去年

の 12 月、私たちは、運ばれた古着を追ってタイへ調査を行いました。次はその報告を行いた

いと思います。 

III タイにおける古着市場調査  

元原  それでは、タイでの調査について話します。タイの調査では、2 つの古着市場に行き

ました。1 つは、バンコクにあるチャトチャック市場、もう 1 つはカンボジアの国境の近くに

あるロンクルア市場に行きました。まず、ロンクルア市場について話します。 
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写真 32 ロンクルア市場の様子 

（元原孝大撮影） 

 

ロンクルア市場は、カンボジアの国境のすぐ近くにあります。その大きさはとても広く、東

京ドーム 4 個がすっぽりと入るほどの大きさです。ここには、先ほど紹介したマレーシアの工

場から、カンボジア経由で輸入された古着が多く運ばれています。この市場では、ほとんどが

古着を扱う店が並んでいます。私たちは、それらの店にインタビュー調査を行いました。調査

で分かったことは、まず古着店で働いている人の多くがカンボジア人ということでした。彼ら

は、朝早くにカンボジアからタイに来て、そして夕方には店を閉めカンボジアに帰っていくこ

とも分かりました。つまり、古着を扱う人が、毎日国境を越えている状況がここにあるわけで

す。この方は、カンボジア人のサミッドさんで 39 歳の方です。彼もまた、毎日国境を越えて

タイの市場で働いています。彼の店で扱っているものは、主に日本製の古着です。日本の古着

は、他の国のものよりも質がいいので高く売れることを理由にあげていました。店では韓国の

古着も扱われていますが、日本製の古着の方が人気が高いそうです。このように、古着のなか

でも、どの国から輸入されたのかによって、消費者に古着の質が判断されている状況がありま

す。 

次に紹介するのは、チャトチャック市場です。チャットチャック市場はバンコクにある巨大

ウィークエンドマーケットです。このなかに、古着のみを扱う巨大なブースが存在します。こ

こで扱われている古着の多くは、先ほど紹介したロンクルア市場から買われてきたものです。

ここで働く人たちはタイ人です。ここでもインタビュー調査を行いました。ここで紹介したい

のは、ジャッキーショップという、Y シャツをメインに売っているお店です。この店はターン
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さんという女性の方が経営しています。仕入先はロンクルア市場やタイ南部から仕入れていま

す。客はタイ人だけでなく、ヨーロッパ人とアジア人が半分の割合で訪れます。単に服を見る

だけの人も含めると、1 日 3000 人から 4000 人がお店に訪れるそうです。ヨーロッパ人の客は

ブランドよりもデザインを重視して買っているそうです。また、日本人のなかに、2 週間に 1

回の割合で仕入れに来るバイヤーがいるそうです。 

このように、2 つの市場をみるだけでも、古着だけでなく、各地に暮らす人びとが国境を越

えて移動している、グローバル化の様相を確認することができます。日本を出た古着がシンガ

ポール人が経営するマレーシアの工場に運ばれ、その後カンボジアを経由してタイに入る。そ

こではカンボジア人に売られており、バンコクではタイ人が売る。そして、その市場では日本

人を含めたアジア人、ヨーロッパ人などがその古着を買い付けに来ています。このように、各

国の人びとが古着というものに関わり、国境を越えている状況があることを、私たちは知るこ

とができました。 

 IV 変化した私たちのグローバル化に対するイメージ  

冒頭で述べたとおり、調査を始める前の私たちは、グローバル化について、漠然としたイメ

ージしか持っていませんでした。そもそも、グローバル化について深く考えたことはなかった

と思います。しかし、身近にある古着がこんなにも世界各国の人びとを結びつけ、国境を越え

て移動しているとは思いもしませんでした。一つのモノが国境を越えて、各国の人びとを結び

付けている様子を、私たちは調査をしている過程で目にしてきました。このような現象は、古

着だけで起きていることではないと思います。私たちの身の回りにある、身近なものは、いろ

いろな形で世界とつながっているはずです。たとえば、私たちが学食で口にしている食材にし

ても、その一部は外国で生産されたものが含まれています。来年度からも、私たちの身のまわ

りにあるモノを通してグローバル化について探求していきたいと考えております。 
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日暮里繊維街における調査 

社会学部社会文化システム学科 3 年 今 枝 晃 一 

私たちは、4 月 22 日、午後 14 時に、日暮里駅前に集合し、フィールドワークを行った。ま

ずは、日暮里駅から徒歩 3 分ほどにある、にっぽり繊維街にて、調査を行った。繊維街は土曜

ということもあり、非常に活気にあふれていた。繊維街で買い物をしている人は若者から年配

の方まで幅広い年齢層の人たちがいた。性別は女性が圧倒的に多かった。また、中には、外国

人観光客も何人かいた。 

私たちはまず、（有）要藤商店に入り調査を行った。なぜ、この店を選んだのかというと、

ここが老舗の雰囲気で、にっぽり繊維街の歴史や、なぜ、布で有名になったか聞けると思った

からである。このお店では、主に布生地を扱っていた。生地の多くは日本製であったが、中に

はイタリア製のものもあった。 

そして、私たちは、（株）エレガンスへ向かった。残念ながら、ここのお店の社長兼にっぽ

り繊維街の理事長である、浜浦章雄さんは外出中だったため、お話を聞くことはできなかった。

しかし、お店の方に、お話を聞くことができた。ここのお店はほとんどの商品が日本製である。

また、客層はほとんどが年配の方だそうだ。 

次に私たちは、（株）トマトというお店に入った。ここのお店は繊維街の中でも非常に大き

なお店で、数多くの洋裁製品が売られている。その中の二階に、「インドコーナー」という売り

場があったので、行ってみた。インドコーナーでは、さまざまなエスニックな布生地が売られ

ていた。また、インドコーナーといいながら、メキシコ産の布生地も売られていた。その中で、

バティックという布があった。長津先生曰く、この布は蝋で模様をつけているインドでは有名

な布とのことだった。残念ながら、お店が大変混雑していたため、お店の人にお話を聞くこと

はできなかった。 

次に、革の And Leather というお店に入った。ここのお店では、名前からも分かるように主

に、革を扱っていた。革の値段というのは良く分からないのだが、山羊の皮一枚 1500 円で売

られていたのを見て、非常に安価だったため、驚いた。お店の人に話を聞くと、ここの革は、

すべて海外から直接取り寄せているとのことだった。だからこのように値段が安く済むという

ことだった。 

その後、遠山商事というお店で働いている 60 代ほどの女性に 10 分ほどお話を聞くことがで

きた。遠山商事はこの、にっぽり繊維街で何十年もお店を構えていたため、なぜ、繊維街の歴

史や、なぜ、ここで洋裁が有名になったのか、話していただいた。 
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繊維問屋と三河島リサイクル業者訪問 

社会学部社会文化システム学科 3 年 元 原 孝 大 

4 月 25 日土曜日、日暮里でフィールドワークを行った。主に行ったことは、日暮里で店を構

えている布販売店や古着店へのインタビュー調査と、リサイクル会社を営んでいる佐藤ヒロ子

さんへのインタビュー調査である。 

初に行った店舗は、有限会社要藤商店ある。この商店は、主に布の販売をしている。販売

方法としてはメーカー毎によって異なり、ロールで販売する場合や切り売りして販売をする。

この商店は 30 年の歴史がある。現在の社長は 2 代目である。2 つ目に行った店舗は、ZAKZAK

である。ここでは、主に布を扱っている。この店の社長はイラン人男性が経営をしている。名

前はキアニさんといい、現在 52 歳である。日本人の妻がおり、25 歳、24 歳、12 歳の子供が

いる。彼は 1985 年 5 月 10 日に来日した。彼が日本に来日した理由は、当時イランで放送して

いたドラマ「おしん」を見て。日本に興味を持ったからである。1 年間半日本語学校に通って

いた。以前は、貿易会社で働いていたが、アメリカの影響で貿易がアンフェアでないと思うよ

うになった。また、兄がおりイランで働いていたが、戦争で工場がなくなった。そこで、兄か

ら日本にいるなら生地を探せと言われ、吉野原で染色工場を見つけた。そして、現在の店舗開

き兄を呼び貿易をするようになった。店の歴史は 10 年である。昔は、青山に会社を持ってい

た。3 つ目に行った店舗は、黒岩一郎商店である。新中古衣料を扱っている。新品や中古品を

同じ値段で販売している。現在は 2 代目である。初代の本名は、黒岩八十吉である。黒岩一郎

は、あくまでも屋号である。彼が言うには、古着屋は片隅でちまちまやるものでそうだ。戦時

中は、中国の青島にも出店していた。彼は、インタビュー中に昭和 16 年に刊行された日暮里

古物商親睦組合の会報を見せてくれた。 

日暮里の繊維街を探索した後、佐藤商店へ行った。佐藤商店は廃品回収を行っている会社で

ある。扱っているものも多種多様である。例えば、ビニールがある。ビニールは汚れているも

のは価値が下がってしまう。ビニールはプレスされ、１かたまり 200 円で売れる。ウレタンや

木材はリサイクル品と見なされず商品とならない。アルミ缶やスチール缶はプレスされ、それ

ぞれ 16kg ほどある。商品価値はスチールなどの鉄より、アルミのほうが高い。その理由とし

て、鉄のほうが、需要があるからである。そのため、広く流通するので値段が下がってしまう。

アルミ缶は、鉄よりも需要が低いため、値段が高くなる。新聞や雑誌も回収している。背表紙

がホチキスなどで留めてあるものは、新聞として扱われるが、糊で留めてあるものは、雑誌と

して扱われる。新聞の回収が少なくなっている。その理由として、スマートフォンの発達によ

り、新聞を読まなくなったことがあげられる。現在は新聞と雑誌はほぼ同じ値段である。 
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工場探索した後、事務所で佐藤ヒロ子さんにインタビューを行った。佐藤さんは 3 代目であ

る。昔は、佐藤商店周辺にある種類のものを専門に回収する店も多数あった。例えば、良い紙

専門の店である。それらは、後継者不足などの理由によって廃業した。1930 年代は、経営する

にあたり、保健所にと溶けて 5 年の許可をもらっていた。そして、消毒屋が来て、店を消毒し

ていた。レントゲンの写真や髢(カモジ)と呼ばれる人毛のカツラなどを、買いに来る人もいた。

昔は、バタ屋が日曜日にお金を借りに来た。そのため、店を休むことができなかった。バタ屋

にはいろいろな人がいて、東北の人もいた。多くの人が集団就職で失敗した人が、古着回収を

行っていた。また、良いバタ屋には引き抜きがあった。昔は、韓国人がたくさんおり、廃品回

収業を行っていた。だが、長続きしない場合は、だいたいカバン屋になり、 後は焼き肉店に

なった。 

今回の調査において、日暮里で 低でも 10 年以上にわたり、故繊維業界携わる人々や廃品

回収業界に携わる人々と関わることができた。彼らを知ることにより、それぞれの業界を深く

知ることができた。今回の調査で、新たに、日暮里の繊維街を調査することが重要だと考えた。

工場だけではなく、実際に販売している人々はどういったルートで古着を仕入れているのか、

調査する必要あると考える。 

 

 

 
写真 33 日暮里繊維街における聞き取り調査 

（奥山拓実撮影） 
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日里繊維街調査記録 

社会学部社会文化システム学科 3 年 斉 木 駿  

日暮里繊維街を散策し、気づいた点について。繊維を取り扱っている店に共通している点は

取り扱っている繊維に白やベージュの落ちついた色が多い点である。それらの繊維は水色や橙

色のものより材質の種類が多いように思われた。また客層は学生から年配の方と幅広いが、男

性客と女性客の比率は 1:9 ほどだった。その中には外国人の方もいる。店の方に話を聞くと、

日本人以外のお客も多く見受けられるそうだ。常連客の中に外国の人がいることに驚いたが、

さらに驚いたのは繊維店の店員にイラン国籍の方が働いていることである。繊維街のイメージ

は年配の方や服飾系の学校に通っている学生が訪れる場所だと考えていたため、今回の日暮里

散策ではそれらの考え方を改めることが必要だと思った。 

繊維街には繊維を商品として取り扱う店が多い一方、服として売る店は少ない。そんななか

『新中古衣料黒岩一郎店』は新品の服と古着を取り扱っている数少ない衣料販売店である。そ

の店は新品と古着の両方を仕入れている。新品と古着で分けることをせず、仕入れたものを売

る販売方法は他の中古衣料店では見られないものである。客層は５０代以上と思われる年配の

方が多く、新宿、渋谷のような若者が古着を買っている光景はなかった。 

古着の仕入れ先を聞いてみたが、古着の仕入れルートは教えてもらうことはできなかった。

これは今まで調査してきた古着屋と共通している。店の主人に話しを伺うと古着とはひっそり

と営むものであり、テレビなどのメディアに出るのは間違っていると話していた。 

今回の日暮里散策では昨年度の散策とは違い、自分の中で何をするのかが明確になっており、

店の人から積極的にお話を伺うことができた点が良かった。そのため二回目となる今回の散策

の方が得られた情報が多かった。また新中古衣料店では戦時中の資料を借りることができたた

め、今回の散策のなかで一番評価できる点だと考えている。借りた資料を基に故繊維業につい

ての知識を深めて行きたいと考えている。 
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日暮里繊維街で出会ったイラン人 

社会学部社会文化システム学科 2 年 奥 山 拓 実  

今年の調査は 14:00 に日暮里駅に集合をし、調査が開始した。今年も、前回と同様に古着調

査であったため、東日暮里に向かって歩きながら日暮里中央通り（にっぽり繊維街）を通り、

いくつかの古着屋を見てまわった。何気なく入った「激安生地の倉庫 ZAKZAK」と看板を出し

ていたイラン人（キヤニさん 54 歳）の営むお店でいろいろ聞くことができました。お店自体

は、10 年ほどしか営んでいないため、繊維街の中では歴史は浅いといっていた。そのため、あ

まり、この地域が昔はどんな場所であったかはあまりわからないといわれたが、なぜ、イラン

人のキヤニさんが古着業界に入ったのか、なぜ、東日暮里でやっているのかなど、ライフヒス

トリーを聞くことができた。 

イランのペルシャ地域で生まれ育ったキヤニさんは、日本でやっていた「おしん」がイラン

で放送され、それを見たことがきっかけで日本に興味を持ったそうである。そして、当時、航

空会社に勤めていた父から日本とフランクフルトをつなぐ航空券をもらったという。この航空

券を使い日本に来た。その後、日本で日本語学校に 1 年半通い、多くの日本人にやさしくして

もらいながら過ごした。その間に、女性と出会い恋におち結婚することが決まったのだが、は

じめのうちは、相手の親に挨拶をしに行くが、「本当に好きなら、1 年ちょっとイランに帰って

迎えに来い」と言われ、全く意味が分からなかったという。そこで、その出会った女性を通し

て、詳しく意味を聞くと、アルバイトなどではなく、ちゃんとした職についてから迎えに来る

ようにとのことだった。そのため、すぐにイランに帰り、貿易会社に勤めた。また、イラン戦

争によって兄は、勤めていた工場が空襲によって燃えてしまい職がなくなってしまったため、

アパレル会社に勤めなおした。これが日本で古着を売る 初のきっかけである。日本にいるこ

とを知っていた兄はキヤニさんに良い繊維が売っているところはないかと尋ねた。そこで、キ

ヤニさんは多くの場所に行き、繊維を見てまわった。そこで発見したのは、吉野原にある染色

工場だった。そして、そこに兄を連れていき、兄はそこの繊維を買い取る話を持ち掛け、古着

繊維を取り扱うことになった。他には三菱レイヨンなどと契約をし、青山に事務所を立ち上げ、

金沢や北陸で多くの生地を仕入れて、海外に輸出したりして、その商売がうまくいったため、

ドバイにも店を出し、今でも輸出をメインで行っている。昔から繊維などのお店を多く扱って

いる東日暮里でも商売をし始めようと考え、輸出品のうちの少しをここで売っている語った。

なかなか、貿易がフェアでなくなってきたため、アメリカの制裁など政治に関しても不満も多

く持っているようだった。 

このようにして、我々のために 10 分以上も時間を割き、友人からの電話も出ることをやめ、
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真剣に話を聞いてもらい受け答えをとても丁寧にしてもらった。今回のフィールドワークでは

去年とは違い、お店に入り自ら聞くという調査ができたことは自分の中でも驚きつつ、よかっ

たと感じた。また、何気なく見ていた去年の日暮里と違った目線で歩くことができたことは、

当日の自分でもわかるくらいであった。今後の調査でもこのような違った目線で調査ができれ

ばと思った。 

 

 
写真 34 日暮里駅東口の騎馬像前で集合 

（奥山拓実撮影） 

 

 

佐藤商店 

社会学部社会文化システム学科 2 年 早 川 寛 康  

14 時に日暮里駅に集合して、16 時に佐藤商店に着くまでの間繊維街にある店、故繊維、客

層などを調査してきた。約 80 店舗加盟しているどのお店も海外からの輸入品が多く、商品の

種類も豊富だった。セール期間ということもあり幅広い年齢層の多く人で賑わっていた。エレ

ガンスというお店では、イタリー製などヨーロッパからの輸入を中心にシルクや綿など上品な

生地が売られていた。革の And Leather というお店では、世界から輸入された動物の毛皮を多

く扱い、また動物の毛皮を様々な形に加工されたものが安い値段で売られていた。5 店舗も持

つ TOMATO というお店では、商品の種類に加え、その商品の価格が事業拡大につながってい

ると感じた。トマトホームページより品揃えの豊富さ、仕入れから販売までの経費のスリム化
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による安い商品の実現、業態変化への対応がその秘訣だと感じる。客層に関しては、服飾関係

の仕事の人や専門学生、また趣味で布地を扱う人など年齢関係なく大勢いた。ただ比較的、主

婦や女子学生など女性の方が多かった。どのお店も希望通り裁断してくれるため、趣味として

布地を扱う人に配慮されたシステムだと感じた。 

衣服に関して、すでに加工され商品化したものとは違って、布地は流行とかに流されること

なく、安定した需要がある。そのため、客層の変化はあるけれど、伝統を感じさせる発展した

町になっていると考える。 

佐藤商店までの経路にも産業の発展を感じさせる商店や住宅街、朝鮮学校やキリスト教会な

どがあった。 

産業廃棄物収集運搬業の佐藤商店は、様々なところから出る産業廃棄物を収集、選別、運搬

をする。敷地のほとんどを分別ボックスでうめつくし、収集・運搬車に効率よく運べるような

仕組みになっていた。雑誌や新聞紙、マンガなどの古紙類は、本をつなぐ留め具の有無で分類

していた。マンガに関しては、世代を感じさせる年季の入ったものが主であった。また、現代

のネット化による古紙類不足から 5，6 年前より業者間で取り合いになっている。ビニール類

に関しては、3 回プレスした 1 つ 20ｋｇの塊が 200 円で売られる。金属類に関しては、鉄やア

ルミ等とそうではない銅や真鍮等に分類される。調理器にとりいれられているＩＨなどから分

かるように、現在鉄の需要が増えたため、鉄やアルミ等は安い値段で買い取られる。一方、蛇

口などに使われる真鍮や銅などはさびにくいという理由などから高い値段で買いとられる。導

線に関してもきれいな状態の方が高い値段で売られる。これらの廃棄物はほとんど中国に送ら

れるが、ダイオキシンが発生する木やウルタン、ガラス類は売れない。売れないようなものは

海沿いにある新木場周辺に運ばれる。また、すぐに着られるような衣服（チントボロ？）は、

フィリピンに送られる。 

1930 年、40 年代はレントゲンに含まれる銀や人毛でつくられる髢などを引き取ったり、ば

た屋に金貸ししたりして日曜日も休む暇がなかった。ばた屋の多くは定住している韓国人で、

当時秋葉原にあった強進や太陽はリヤカーを貸して回収に当たらせていた。食事に関しては、

火炊き場というものがあり、各々火を焚いて自炊していた。 

当時の生活状況において、佐藤商店のような回収業者は、町の発展に必要なものだと感じた。

作る、買う、捨てる、回収する、作り変えるといったサイクルの一部として回収業者があった

ことで、日暮里が昔から続く伝統の残る町であると考えられる。 
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人とふれあう事の重要さ 

社会学部社会文化システム学科 3 年 今 枝 晃 一 

社会文化体験演習国際理解分野の授業を 1 年終え、私はグローバル化に対する意識に変化が

生まれたと感じる。昨年度もこの古着のグローバル化に関する調査を行い、グローバル化に対

する考えに変化したが、今年度の演習で、また変化したと考える。 

昨年度の調査では、マレーシアのジョホル・バルにある古着工場で調査を行った。そこでは、

様々な国の従業員が古着の選別作業などの労働を行っていた。工場の中は非常に蒸し暑く、埃

っぽく、過酷な状況の中で作業をしていた。工場の従業員にインタビューも行ったが、工場に

は一日しかいる事が出来なかったため、工場にいる人々とあまり、話をする事なく、終わって

しまった。そのとき、私は、過酷な工場の中にいる従業員達に対し、「かわいそう」と感じた。

もし、私がこの工場で働く事になったら耐えきれないだろうと感じた。そして、そのような従

業員を生み出している、グローバル化に対し、マイナスのイメージを持っていた。 

今年度グローバル化に対するイメージが一気に変化したのは、夏休みに行ったマレーシア、

ジョホル・バルでの調査によってである。工場での作業風景を撮影するため、私たちはマレー

シア、ジョホル・バルの古着工場へ再び訪れた。今回は工場に二泊三日と長期間滞在した。そ

こで、前回とは違い、多くの従業員と交流する機会があった。従業員たちと話や食事など、交

流をするにつれ、彼らは工場での仕事を楽しんでいるように感じた。彼らと話をしている際は

いつも笑顔であったし、工場内も、作業しながら談笑する従業員が多くいたことなどから、前

回の調査とイメージが変わり、皆、楽しんでいるように感じた。 

12 月に行ったタイでの調査でもグローバル化に対する意識に変化が生まれた。タイの市場で

は、日本の古着を売る事で生活をしている人々がたくさんいた。彼らの生活も決して良いもの

とは言えない。しかし、インタビューを行い、彼らは日本の古着を売るという事に誇りを持っ

ていると感じた。市場で古着を売っている人々はただ単に古着を売っている訳ではない。それ

ぞれ、お店によって接客の仕方、陳列の仕方など商売の仕方が違い、彼らは服を売る事に誇り

を持ち、楽しみながら商売をしているとインタビューをして感じた。 

私はこの調査をきっかけにグローバル化に対し様々な所から意見を聞いた。そこには良いも

のだとか悪いものだとか様々な意見があった。しかし、私はこの調査を通してグローバル化は

良いものだとか、悪いものだとか一概には言えないと思う。グローバル化の中に生きる人々は

多様である。その中で生きる人々は様々な感情を抱いていると、生の声を聞いて分かった。私

は、この調査を通し、文献を読むだけではなく、実際に赴いて、人々と話をしてでしかわから

ないことがあるということが分かった。 
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広がる視野、変わる価値観 

社会学部社会文化システム学科 3 年 元 原 孝 大 

私は、昨年度の調査と今年度の調査で、いかに自分の考えが狭かったのか、物事に対して深

く考えていなかったのかを気づくことができた。そのようなことを気づかせてくれたのは、や

はり国内調査、海外調査である。 

私は、国際理解分野に入る前は、特に身の回りのことに対し、無関心であった。古着に対し

ても、古着に関わらず働くということに対して、何の興味もなかった。また、このプロジェク

トのテーマである、グローバル化に対しても興味を持っていなかった。しかし、それらに興味

を持たせてくれたのが、昨年度から続けている調査である。 

国内調査では、社長や従業員の方たちの仕事に対する思いについて聞いた。彼女たちは、自

分たちなりに、毎日の大変な仕事の中に楽しさを見出しながら働いていた。また、インタビュ

ーの内容は、私たち学生からすると、今までの仕事に対する考えを変えるようなものであった。

私を含め、若い世代は、おそらく仕事はやりたいことをやりたい。できなければ辞めればいい

というような考えを持っている人も多くいると思う。しかし、彼女たちの話を聞いて、その考

えは甘いということが分かった。彼女たちと出会うことができて、自分の職業に対する考えを

変えることができた。 

海外調査で 1 番自分の視野を広げてくれたのは、やはりシンガポールでは工場の従業員、タ

イでは古着店の従業員との出会いであろう。私は、発展途上国で、先進国の大企業によって働

かせている人々は、毎日不当に働かされ、つらい思いをしながら働いていると思っていた。し

かし、実際彼らに話を聞くと、必ずしもそうではないということが分かった。シンガポールで

働いている従業員は、週末はショッピングに行ったり、Facebook などの SNS で友人と交流す

るなど、自分なりに楽しさを見出していた。タイでも週末はサッカーをして楽しんでいるとい

うような人にも出会った。彼らに出会うことによって、自分なりにグローバル化について考え

ることができた。 

このように、私は 2 年間さまざまな人に出会うことで、自分の持っていた考え、価値観を変

えることができた。今までの私は、なるべく人に関わらないように生活をしていた。そのため、

無関心であったり、浅い考えしか持てていなかったのだろう。私は、多くの人に出会うことで、

自分の考えが変化し、自分の成長に繋がるということを気づけた。これからも、多くの人に出

会い成長していきたいと思う。 
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授業仲間からチームメイトへ 

社会学部社会文化システム学科 3 年 遠 藤 大 輔 

私たちを変えたのは、タイ実習だった。タイ実習へ行く前は、2015 年度国際理解分野のメン

バーはただの同じ授業の仲間だった。私が担当した班は、授業時のみ集まる。そこで調査内容

を決めたり、インタビュー内容を決めたり、報告書を作成したりしていた。授業以外で集まる

のも、せっぱつまってからだった。どこよりも報告書執筆の進みが遅い中、タイ実習へ出発し

た。 

私は、昨年度の調査は途中参加だった。そのため、今回は初めからみんなと行動できること

を楽しみにしていた。初めから参加すると、メンバーの、今まで見えていなかった一面がよく

見えてきた。いい面もあるし、あまりよくない面もあった。自分勝手だった人、調査に消極的

だった人、初めは、いやな面が多く見えた。しかし、それではいけないと思い、いいところを

探すと、こちらのほうがたくさん見つかった。意外と全体がよく見えている人、盛り上げるの

がうまい人、まじめにコツコツとやるタイプだった人、様々いた。 

国際理解の授業の中で、この人はこんな人だろう、と決めつけていた分驚いたこともあった。

毎回化粧バッチリの後輩が、スッピンでいるのだけでも驚いたが、ロンクルア市場で売ってい

た虫の唐揚げを食べたことには驚きを隠せなかった。そんな彼女は、初日、「タイにはもう一生

来ない」なんて言っていたが、 終日の前日、カンチャナブリへ行った日には、「アユタヤとか

プーケットなら行きたい」と少しタイを好きになっていた。 

今回は、全員で古着市場の調査という共通の目的をもって行動した。その中で、様々なこと

を共有した。楽しいことも、辛かったことも両方ある。特に、ロンクルア市場での調査は難し

かった。人によって、言っていることが違っていたり、聞きたいことが聞けなかったりした。

そんな経験を共にしているうちに、私たちの中にある種の一体感のようなものが生まれていっ

た。 

帰国後残っていたのは、やりかけの報告書である。偶然にも私が担当した班は、全員がタイ

へ実習に行っていた。授業外でも積極的に集まり、各自の分担を確認した。原稿提出日を設け

ると、ほとんどのメンバーが期限以内に提出した。実習へ行く前とは打って変わって、皆、協

力的になった。私たちは、同じ授業の仲間から、担当班の報告書を書くチームになった気がし

た。 

個人を知って、集団が変わるということをこの実習を通して学んだ。 
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二年間の経験 

社会学部社会文化システム学科 3 年 斉 木 駿 

一年間、国際理解分野の活動を通して成長したことは、調査を続けられるか断念するかを見

極める力がついたと思っている。 

今年で、古着の調査は 2 年目になり、昨年度の調査経験をもとに今年度はインフォーマント

との関係性を見極める能力が付いたと思う。今年度の調査では昨年度は調べることができなか

った細かい内容を調査するのが目的だったため、調査協力者のプライバシーや会社の利益に関

わるような質問が自然と多くなった。そのため、調査前のアポイントメントの段階で、このテ

ーマで調査を行っても、深いことは聞くことができないだろうという予測をすることができる

ようになった。 

調査をする際、聞きたいことが聞けない経験はとてももどかしく感じた。思い通りにいかな

いことも多かったため、そのたびに新しい調査テーマを考え、それに合わせた質問を考え、少

しでも多くの情報を得ようと努力した。そのような経験から調査の目的を改めて考える機会が

多く、何を明らかにすることが目的で、そのために何を聞く必要があり、その答えを得るため

にはどのような質問が適切なのかを考える力が向上したと思っている。 

報告書を書く際には、自分のなかで調査目的と調査過程がはっきりとしていたため、グルー

プ内で自分の考えを共有する際に要領よく伝えることができたと思う。伝える際には、自分の

考えを文章化し、簡単な図を作り、わかりやすくまとめることができた。わかりやすくまとめ、

自分の考えを共有するということは昨年度ではできなかったことなのでこの点が成長したと思

う。 

国際理解分野で身に付けたことはこれからの生活にも活かせる重要なスキルだと考えてい

る。自分の意見を持つことは大切なことだが、それを他の人に伝えられなければ意味がないと

思うようになった。そして自分の考えを共有する技術は国際理解分野のプレゼンや中間報告会

などで鍛えることができたと思っている。そして、鍛えることができたという実感から、自信

を持つことができ、昨年度よりも活発的に行動することができるようになったと思う。 

これからは就職活動の時期になり、企業の担当者と話す機会が増える。しかし、調査の経験

があるので、他の学生と比べて気おくれせずに対応することができると考えている。そのよう

な気持ちの面でも成長することができたので国際理解分野での活動はとても有意義なものにな

ったと思う。 
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「信頼」という言葉 

社会学部社会文化システム学科 2 年 奥 山 拓 実 

今年も、東日暮里・西三河島の調査から始まった文化体験演習だが、昨年の反省を生かし、

調査を行うことができた。昨年は自ら店に入り、調査を行うことがなかなかできなかったが、

今年は、一人ではないが質問など多くのコミュニケーションをとることができ、とても楽しく

調査をすることができた。この調査をしている時に感じたことは、誰かの動きを見てついてい

くのではなく、自分から行動をすることができ、積極的な行動を心がけることができたという

ことである。そしてさらに昨年と違うことは、今年はなかなか時間もなくできなかったが、東

日暮里エリアで調査したお店にとても興味ができ、自ら調べてみたいことを発見することがで

きたことである。 

1 年次はなかなか次につながる発想などすることはできなかったが、経験してきたことを生

かして調査することで新しい発見や発想をすることができた。さらに今回は、イシカワ班の一

人として、国内調査を行った。秋学期の初めから、何度か調査地に足を運び、忙しい中、時間

を割いていただき、仕事に対してのやりがいなど、職業観などを調査することができた。調査

が押したことから、なかなかうまくまとめることができなかったが、昨年とは違う調査をする

ことができた。しかし、これらの調査をして多くの人が口にした言葉がある。それは「信頼」

という言葉である。布や古着を売るにはいいものを売り出し、顧客のニーズに合わせることで

あり、物を売ったり買ったりしているが、その中にも信頼があるということもわかった。この

信頼があるからこそ、売ることができるし、多くのものを買ってもらえるのであるために、そ

れを守るために多くの人が努力をしていることもわかった。 

今回の授業を通して残念なことも 1 つある。昨年は参加できた海外調査に参加することがで

きなかったことである。日本語だけでない調査をすることで、コミュニケーションの大切さを

改めて知ることができた昨年の調査を活かして、今年はもっと積極的に話して、知らないこと

を知ろうと考えていたのに残念であった。 

しかし、国内での調査は行うことができ、知ってみたいと思うこともできたため、来年など

に時間を割いて更なる調査を行ってみたいと考えている。このように、現地に直接行き知らな

いことを知って、疑問を自ら解決していく演習の授業を受けられるのは、社会文化システム学

科特有であり、普段の大学生活ではなかなか体験することができないので、履修して本当によ

かったと思う。大変な部分も多くあるが、得るものもとても多く、楽しい時間を過ごすことが

できる演習型授業であった。この経験を来年の授業に活かしていき有意義な学生生活を送りた

いと考えている。 
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学ぶ姿勢 

社会学部社会文化システム学科 2 年 鈴 木 規 隆 

今年社会文化体験国際理解分野の授業を受講して、いろいろと成長できた。特に貪欲に学ん

でいく姿勢である。自分から学んでいこうという姿勢がないと何も得られないということを感

じた。 

まずインタビュー調査である。インタビュー調査は今までしたことがなかったことに加え、

人とうまく話すことは苦手であったので、 初はうまくインタビューができなかった。初めて

の人と何を話せばよいのかもわからなかったし、聞きたいことがあっても、話の流れを遮れず

聞けなかった。 初の頃の調査はそんなことばかりで、何も聞けなかったことに対する後悔し

かなかった。だが周りの先生方や先輩たちは違っていた。調査対象者にどんどん質問していく

姿に凄いと感じ、私もあんな風にうまくインタビューをしてみたいと思った。そこでその人た

ちの技術を盗もうと精一杯観察した。そこで気づいたことは調査とはあまり関係のない質問も

して、調査対象者とよい関係を築こうとしていたことである。今までは調査に関係のある質問

しかしてはならないという思いがあり固くなっていたが、気づいてからは関係のない話も取り

入れ、調査対象者とよい関係を築こうと心がけた。そのおかげで調査対象者ともよい関係が築

けるようになり、調査がうまくできるようになったと感じる。 

次にタイでの海外実習である。タイでは調査時間以外も調査だと思って生活しなさいと先生

から言われたので、その思いで生活していた。そうすることで普段は何も思わないようなもの

でも疑問に思うようになった。なぜここに木が植えられているのか、なぜこの企業がタイに進

出しているのかなど多くの疑問が出てきた。それを先生に問うてみると、そのことに対する社

会的背景等を教えてくれ、何気ないものでも背後の社会を垣間見ることができると感じた。一

年間古着を通してグローバル化について見てきたが、身近なものすべてから多くのものを学ぶ

ことができるのだと知ることができた。 

この一年間成長したいという思いがあって、国際理解の授業を受けてきた。学んでいく姿勢

一つで得れるものの違いを感じた。先生、先輩、モノ一つからでも学んでいこうとする思いで

歩めたからこそ、この一年間いろいろな面で成長できたと思う。来年も国際理解をとっていき

たい。調査においても、身近なモノからでも学ぶ姿勢を忘れず、今年以上にチャレンジしてい

きながら成長していく一年間にしていきたい。 
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フィールドワークを通して考える 

社会学部社会文化システム学科 2 年 早 川 寛 康 

社会文化体験演習、国際理解分野を履修してからの一年間を振り返ると、何事にも疑問を抱

き、考え、発想する力が身についたと思う。きっかけがなければ知ることのなかった、古着の

流通や業界の構造といった知識を文献資料だけでなく、フィールドワークを通して学べたこと

は、身近なものとして捉えられるいい経験になった。授業の始めのころは、具体的な方向性と

か分からず、何をしていいのか戸惑っていたけれど、国内調査やタイスタディツアーでのフィ

ールドワークを経験することで、実際に見て、聞いて、辿って、考えられるようになった。そ

して、「古着を通して、グローバル化について考える」というテーマをが、より身近なものに感

じ、調査をして知ることが楽しいものとなった。 

この一年間で、成長したと思うところは、フィールドワークの体験を通して多面的に物事を

捉えられるようになったことである。国内調査にしても、海外調査にしても、自分が今まで見

たり、聞いたりしてこなかった情報が沢山あり、どれも新鮮なものだった。そして、その情報

からどのようなことが考えられるかを常に思い続けていたことが成長だと思う。国内調査にお

いて、自分が担当した U 氏へのインタビューは、自ら会社を軌道にのせた本人であるため、世

界の古着業界や社会情勢に詳しく、話を伺っていてとても魅力的だった。古着業界や会社経営、

他者との結びつきのことなど業界以外の視点から話してくださって、自分が古着を通したグロ

ーバル化について考えるきっかけを作ってくれた。国外調査において、まずタイという環境が、

個人的にとても刺激的なものだったので、見るもの全てに考えさせられていた。例えば、「どう

して外国人観光客があんなに多いのだろうか」とか、「どうしてタイの人はあんなに古着を売っ

たり、買ったりするのだろうか」といった身近なことから疑問に思うことは沢山あり、その都

度考えさせられていた。 

しかし、一方でフィールドワークをすることで自分の力不足を感じるようになった。インタ

ビューは、その場その場で質問を生み出し、調査対象者から新しい情報を聞き、自分たちの調

査を濃くすることに意味がある。1 年間を振り返っても、相槌を打つだけのコミュニケーショ

ンが結構あり、事前の知識や質問を生み出す柔軟性をもっと高めなければいけないなと感じた。

また、実際タイに行って、インタビューをするなかで、言葉の違いを強く感じた。言葉を知っ

ているかどうかで、得られる情報も違い、コミュニケーションを図るには言葉は必要なものだ

と感じた。社会文化体験演習という授業をとったことで、考える力や自分に足りない力が実感

できた。また、直接タイでフィールドワークをしたという経験が、自分の視野を世界に向けて

くれた。授業の先輩方や先生、出会った人たちのおかげで貴重な体験ができたので、感謝した

い。 
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成長のきっかけ 

社会学部社会文化システム学科 2 年 畑 中 祥 枝 

私は文化体験演習国際理解コースを履修して、成長したと感じることが多くある。まず、今

まで注目してこなかった周りのことに興味を持つようになったことだ。調査してきた古着は、

まさに新しく興味を持ったものである。このコースを選択した理由は単純に「海外に行ってみ

たい」「いい経験になりそう」という軽い気持ちからだった。古着に関しては今まで買ったこと

もなく、古着のグローバル化を調査すると聞いた時はイメージが付かなかった。しかし、国内

で会社や工場を訪問することによって徐々に理解することができ、興味がわいてきた。そして、

普段でも古着屋に行って服を買ってみたり、自分で従業員の方に聞いてみたい質問事項も増え

てきたりした。海外研修に関しても、私自身が初めての海外であったため様々な光景が新鮮で

刺激的であった。日本との違いにも興味を持ったし、ワット・ポーやカンチャナブリの鉄道博

物館に行ってタイの歴史も、もっと知りたいという気持ちがあふれてきた。このように様々な

ことに興味が持てたのは、このコースの先輩や先生たちが様々なところに連れて行ってくださ

ったおかげであり、とても感謝している。 

次に成長したと感じたことはコミュニケーション能力の向上である。国内でも海外でも人と

話す機会が増え、特に海外ではあいまいな言葉ではなく、はっきりとした言葉で伝えたり質問

したりすることがより求められ、いい経験になった。しかし、コミュニケーションは上手くい

ったことばかりではなく、むしろ上手く伝わらなかったことの方が多かった。タイの市場調査

では英語でインタビューをしたが、質問したいことを上手く英語で伝えられず沈黙してしまっ

たり、違う意味で捉えられてしまったりと難しく感じた。自分の英語能力の低さや、伝えよう

とする姿勢が足りなかったことが原因だと考えられる。私は以前から英語を大の苦手として勉

強を避けていたが、今回の伝えられなかった悔しさからしっかり勉強していこうと思い直した。

また、コミュニケーションで嬉しさを感じた場面もあった。タイの学生との何気ない会話から

ハングルを勉強しているという共通の話題を発見し、簡単ではあるもののハングルで会話をし

てみた。少しの会話だったが、外国語で会話ができたということに感動し、語学の楽しさを感

じた場面だった。 

履修によって得た成長はまだ遂げたわけではなく、成長の一段階である。興味を持ったこと

に対してより深く考察することや、コミュニケーションが得意と言える段階まではまだまだ到

達できていない。この経験は自分のモチベーションを上げ、成長のためのきっかけになった。

今後も経験を生かして様々なことに挑戦していきたいと思う。 
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人との繋がり 

社会学部社会文化システム学科 2 年 倉 島 千 佳 

社会文化体験演習国際理解コースを履修して、ちゃんとしたフィールドワークを行う上での

楽しさややりがいを学んだ分、いかに大変で覚悟のいる作業かを知った。もともと、人前で何

かを発表したり何か言うことは緊張せず、そうした面では困ることはないだろうと考え今回の

授業を選んだが、そこで要求されるのは個人の能力だけでなく、周りと協調性をもってうまく

効率的に物事を進めていくことであった。しかし、この授業からは自分が考えていたよりも大

きなものを学べた。 

まずは、こうした作業に触れることが出来たことだ。この授業を履修していなかったら、こ

んなに何か一つに対して本気で根気強く臨むことなんてなかった。正直、誰かに話を聞いてま

とめれば終わると思っていたけど全くそんなことはなく、相手との信頼関係であったり、私た

ちの質問の仕方であったりと、想像をはるかに超える作業だった。でもこうした経験を経て、

前の自分と今の自分を比べれば、今回頑張ってよかったかどうかは一目瞭然だ。 

しかし、それとは反対にどれだけ忙しくて根性がいるかも知った。想像していたよりもフィ

ールドワークは時間もかかるし、それと同じくらいの体力も使った。2 年生になって今まで以

上に授業も忙しい中で、文化体験演習にもたくさん時間をとられて大変だった。正直、自分は

古着に興味がないところからスタートしたため余計に辛いこともあったし、ついていけてない

ことが悔しかった。でも、辛いからこそ周囲との協調性もより必要とされ、自分だけでは成し

遂げられなかった調査結果を残せたと思う。 

全体を通して、得たものはマイナスよりプラスが多かったと感じている。特に海外へ行けた

ことは自分の人生の中でも、かなり大きい収穫になった。自分が知らない世界が 1 つの国に数

え切れないほど詰まっていて、自分の知識の無さを感じるとともに、もっと何かを知りたい・

得たいと思えた。いかに狭い世界で物事を結論付けてしまっているかが身に染みた海外調査と

なった。これを機に、自分の知識をもっと増やしたいとも思うことは当然ながら、もっとたく

さんの人と関わりたいという目標を持てた。 

結局、知識を得ようにも自分ひとりではどうしようもないし、根気強く何かを続けていくに

もひとりでは上手くいかない。まずは多くの人と関わるところから始めたい。一人でも多くの

私の知らない人と信頼関係を築いていくことで、今よりもっと成長できると思う。結果として、

いろんな障害はあったが、こうして社会文化体験演習国際理解コースを履修してよかったと感

じた。 
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一年間の社会文化体験演習を通して 

社会学部社会文化システム学科 2 年 小 澤 加 奈 恵 

社会文化体験演習の国際理解分野は 1 年生の時から知っていて、2 年生になったら履修しよ

うと決めていた。なぜならシンポジウムで今の 3 年生が発表し、発表後の質疑応答でも堂々と

自分の意見などを話している姿が印象的だったからだ。そして 1 年生では 1 年間を通して何か

に専念するようなことをしてこなかったため、「古着」という大きなテーマがあり、1 年を通し

て調査を行い、報告書や報告会などで発信し、記録に残すという活動をしてみたいと思ってい

た。 

国際理解分野に入って、すぐに 3 年生との大きな差を感じた。4 月に日暮里で 2015 年度初

めての調査を行ったが、3 年生は視界に入った気になったもの、話の中でちょっとでも疑問だ

ったことをどんどん聞いていたのにも関わらず、私はただ後ろで 3 年生がした質問の回答をメ

モしているだけであった。また 3 年生が静かになる場面がほとんどなかった気がした。 

私は 1 年生の時にゼミの授業で 3 人グループになって東南アジアの国に関する調査を行った

ことがある。その時の調査はアジア料理店で店員さんに協力してもらったのだが、話を上手く

発展させることができず、一問一答のようになってしまった。そのため一旦話が終わると沈黙

になってしまっていた。そのような調査を経験していたため、3 年生の調査をしている姿を見

て驚いた覚えがある。 

夏休みには 3 年生 1 人、2 年生 3 人の班になり、ウエスを生産する会社への調査を行ったの

だが、調査の時にボイスレコーダーで録音させてもらい、それを文字おこししたものを見てみ

るとほとんど 3 年生が話していて、全然質問ができていない自分が情けないと思った。調査は

貪欲に前のめり気味に行うことが大切だと感じた。 

今年度、国際理解分野に入り、自分の情けなさを実感したが、それでも少しは調査に関する

力がついたと感じている。国際理解分野に入ったことで、入らなかった場合より色んなことを

経験でき、 終報告書を含め、何度も報告書を作成する機会があり、調査も何度も経験させて

もらえた。貴重な調査を経験してきたことで、着なくなった古着がたどる道、ウエスが色んな

現場で使われていて、自分がアルバイト先で使っていた布が実はウエスであったこと、このよ

うなことは国際理解分野に入ったからこそ知れたことである。 

1 年間本当に貴重な経験をすることができ、国際理解分野に入って良かったと思う。 
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ウエスを通して学ぶ 

社会学部社会文化システム学科 2 年 坂 口 こ よ み 

社会文化体験演習の国際理解コースでは、「古着」というひとつのテーマを通じてグローバ

ル化について学び、理解することを努めてきた。しかし、この授業ではそれだけでなく日本の

故繊維業界の現状を知り、その苦悩にも直面した。 

私は主にウエス工場で働く従業員に関する調査をしてきたが、ここでは長年働くことで職人

としての経験が積まれ、その洗練された技術はウエスを扱う上で質の向上に非常に大きな役割

を果たしているという。日本製品というのは海外でも上ブランド扱いのようで、やはりそこに

はＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮが誇るプライドを感じた。 

しかし、今後の発展を考えるとやはり問題となってくるのが従業員の高齢化と若年層の薄さ

である。私が調査したＡ社でも年齢層は圧倒的に年配の方が多く、調査対象者の方はほぼ定年

を迎えていた。彼ら／彼女らは二、三十代の若い頃にそれぞれの目的で入社し、現在に至るま

で何十年も働き続けてきた人たちだ。仕事はすべてこなすことができ、質の良い製品を生産す

ることは可能であるが、肝心な跡継ぎがいない現状に海外との差を感じる。海外では工場など

は高賃金で入れ替わりの激しく、若者たちが多く働く職だそうなので、やはりこの点でも日本

とは違うと思った。特に、日本では若い世代に「ウエス」自体よく知られていないのが現状だ。

調査していく上でウエスには様々な用途に応じた種類があることを知ったが、どれも工場や塗

装などで多く利用されるため、その類の職種につかない限りはウエスの存在を知る機会は少な

いだろう。 

より多くの人にウエスを知ってもらい、故繊維業界を振興させるためにはやはり今の時代、

ＳＮＳに頼らなければならないと思う。 近話題に上がった「おじいちゃんの方眼ノート」は、

どのページを開いても見開きが水平になるという画期的なノートだが、製作者の孫がＴｗｉｔ

ｔｅｒで拡散するまでは全く売れないノートだった。しかしＳＮＳサイトを活用したことで品

切れになるまで注文が殺到し、ホームページのアクセスも普段より 200 倍以上増えたという。

このようにＳＮＳサイトは今の時代には 高のＰＲ方法であり、若者の目にも止まりやすい。

時代が少しずつ変化していく中で、経営方法も時代に応じた変化が必要なのではないかと思っ

た。私はこの社会文化体験演習国際理解コースで故繊維業界の人員不足問題と海外との従業員

の差に直面し、日本ブランドの質を落とさずにこれからも続けていくためには若年層の認知度

を上げることも打開策の一つになると考えた。調査をしていく上で故繊維業界の情報や知識を

などを得ることができ、これらすべての経験は私がこれからも国際理解について考えていく上

で重要な収穫となった。 
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古着を通した成長 

社会学部社会心理学科 3 年 安 部 遼 

私は社会心理学科所属だったのにも関わらず、社会文化システム学科のみんなと 1 年間古着

を通して授業を一緒に受けさせてもらった。「社会文化システム学科って何をしているんだろ

う」と同じ社会学部なのに、全くイメージもつかないまま、遠藤くんの勧めで軽い気持ちで始

めた。 

一年間を通して、古着について調べたり実際に日本の工場を訪れた中でも、海外”実習”とし

てタイに行けたことが本当に良い経験だった。しかし、日本での調査実習も簡単なことではな

いのに、タイという地での実習は言葉も全てが通じるわけではなく、一番大切なコミュニケー

ションの面で苦労した。タイのチャトチャックで案内をしてくれたプイちゃん・ミントちゃん・

ミャオちゃんと泰日米大学に通う生徒たちが日本語が本当に流暢で、驚いた。私は外国に行く

たびに日本語しかできないことに劣等感を感じることがよくある。だからその分、自分のでき

る範囲でやれることをしなければならないと再認識した。タイのチャトチャックでは言語の壁

を感じながらも、タイ人の人たちの力を借りつつ、インタビューに何度も挑戦した。その中で、

必死になって聞こうとすれば相手も優しく対応してくれるな、ということを感じた。 

この古着実習を通して自分の知らなかったことがたくさんあった。夏にマレーシアに行った

ことも刺激的であった。マレーシアで出会ったナイさんは本当にパワフルな方で、社長として

厳しい一面がありつつ、従業員から信頼されている方だった。「忙しい」と言いつつ、私たち

のためにインタビューの時間を設けてくれた。インタビュー中も電話や従業員の話にはしっか

りと対応し、一時も休みがないといったような様子であった。彼が古着で成功したのは、その

人間性からもきているんだな、と実感した。 

また、マレーシアの工場では出稼ぎにきたというマレーシア人以外の人が多くいた。そこで

は子供と息子を残して出稼ぎに来ている女性の方がいた。日本だと考えられないようなことだ

が、年に数回しか会うことがないと言っていたその女性は、この生活にとても満足していると

言っていた。 

この古着を通して、2 箇所の外国に行くなんて当初は考えてもいなくて、どちらもとても良

い経験ができた。そして何より性格も趣味も何もかも違うような 3 年生、それぞれ本当に個性

があって、その仲間に私が入れたことは本当にとても幸運なことだと思っている。また、この

古着を通して社会文化システム学科の先生たちのことや社会文化システムの学生がどんなこと

をしているのかを知ることができた。同じ学部でも行っている授業内容にここまで差があると

は思ってもいなかったので、すごく興味深かった。また、社会文化システム学科の先生たちは、
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困っていることや自分がやりたいと思っていることに関して生徒たちに救いの手を出してくれ

る先生が多いなと感じた。実習で気軽に私を迎え入れてくれた古着のみんなや、演習で一緒に

活動することを承諾してくれた鈴木先生、私にいろんな刺激をくれた長津先生、本当に感謝し

ている。古着の授業は本当に楽しかった。 

 

 
写真 35 2015 年 6 月 24 日開催、WAVOC による講演会 

（鈴木佑記撮影） 

 

 

 
写真 36 講演会終了後、WAVOC メンバーと交流を深める 

（鈴木佑記撮影） 
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写真 37 ロンクルア市場における調査 

（ペン氏撮影） 

 

 

 
写真 38 2015 年 12 月 22 日、ロンクルア市場での調査の振り返り作業 

（鈴木佑記撮影） 
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写真 39 2015 年 12 月 25 日、泰日工業大学におけるプレゼンテーションの様子 

（遠藤大輔撮影） 

 

 

写真 40 バンコク・エクスカーションで訪れたワットアルン 
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