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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」 

――2014 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 

 

I 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 2014

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だものである。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
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ダ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 2014 年度の活動の成果として、2014 年 12 月 6 日に開催

した社会文化体験演習シンポジウム「現場で育む＜しなやかな知＞―グローバル化のなかの体

験学習の試み」における学生による調査研究活動の報告、外部評価者からのコメント、講演、

さらに 2014年 11月にシンガポールとマレーシアで実施した海外フィールドワーク実習の報告

を編集したものである。シンポジウムの学生報告は、発表当日の原稿を修正、加筆したもので

ある。 

II 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、シンガポール人が所有するマレーシアの選別工場に輸出される。マレーシアの工場では、

古着は 300 種類以上に細かく選別される。その作業を担うのは、インドネシアとミャンマーか

らの出稼ぎ労働者である。工場の守衛を務めるのはネパール人である。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。

低品質の古着は、ウエスに加工され、日本に再輸出される。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

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
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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・加須市、マレーシアのジョホル・バル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。 

III 2014 年度の活動 

2014 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（大学院生を含む）の計 16 人の学生が、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。 

昨年度から本格的に開始した古着の調査だが、昨年度から継続して活動する学生がいなかっ

たため、実質的には一から始める必要があった。「はじめに」で既述したように、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、身の回り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。「身の回りにあるモノ」の一つとして古着に着目しているわ

けだが、全員が今年度からの参加ということもあり、上述の目的を理解できていない学生が少

なからずいた。そのため、学生にとってより身近なモノに注目する必要があった。 
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その第一段階として、100 円ショップで売られているモノを取り上げることにした。学生は

班に分かれて複数の 100 円ショップを訪れ、海外で製造されたモノを探した。その後、製造国

と日本との関係性を調べ、プレゼンテーションを行った。この一連の活動を通して学生は、身

の回りにあるモノの種類の多様さに気付いたようである。 

第二段階では、リサイクル業者への聞き取り調査を実施した。本プロジェクトの前身である

「紙プロジェクト」でお世話になった佐藤商店を訪れ、身の回り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の回

りにあるモノの一つに、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、身の回りにある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）を輪読し、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。 

第四段階において、古着に関する調査を埼玉県内（蕨市、川口市、加須市）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。国内で現地調査の経験値を上げた学生が、

マレーシアにある故繊維リサイクル工場で調査を実施した。日本の古着がマレーシアに運ばれ

ている現場を目の当たりにし、机上の学問では決して得られない情報を入手できたと思う。 

故繊維（主に古着）をテーマとした活動を開始したのは昨年度からであるが、メンバーが全

員新しくなったために、実質的には一年目の活動となった。故繊維に関する基本的な知識もな

いため、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くかたちとなった。前年度か

らお世話になっている方たちはもちろんのこと、今年度から新たにお世話になることになった

方たちの温かいご指導によって、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。調査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、ご多忙中

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プロジェクト活動を記録したものである。ここ

に記した活動のほか、学生は頻繁に研究室に集まり、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、最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。来年度の活動で、中心的な役割を果たしてくれることを期待している。 
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全体の活動 

2014 年 

□4 月 7 日（月） 

社会文化体験演習説明会 6205 教室 12：00~12:55 

＊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」コースの活動計画を紹介 

□4 月 9 日（水） 

第 1 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 

＊履修の方針と登録、2013 年度の成果紹介 

□4 月 12・13日（土・日） 

新入生への説明会 

＊社会文化システム学科フレッシャーズキャンプにおいて、2013 年度の「フィールドワーク

を通じた国際理解」分野についての説明 

□4 月 16 日（水） 

第 2 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 

＊自己紹介、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 23 日（水） 

第 3 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 

＊100 円ショップに関する映像、100 円ショップ調査班の編成 

□4 月 30 日（水） 

第 4 回合同勉強会：学外調査 

場所：池袋 10:50~12:50 

＊池袋地域にある 5 つの 100 円ショップにおいて調査実施、タイ料理屋「アユタヤ」にて昼

食（懇親会） 

□5 月 7 日（水） 

第 5 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 

＊100 円ショップ調査成果の整理、「紙プロ」活動の紹介、貝吹（院生）による東日暮里調査・

三河島に関する事前説明 
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□5 月 10 日（土） 

第 6 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 

＊JR 三河島駅・東日暮里周辺および佐藤商店でのフィールドワーク、荒川区立生涯学習セ

ンターにおけるリサイクル業者による講義、韓国料理屋「済州島」での懇親会 

□5 月 21 日（水） 

第 7 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 

＊JR 三河島駅・東日暮里周辺および佐藤商店でのフィールドワーク（5 月 10 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 

□5 月 28 日（水） 

第 8 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 

＊100 円ショップ調査のプレゼンテーション 

□6 月 4 日（水) 

第 9 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 

＊国内フィールドワークの班分けに関する説明 

□6 月 11 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 

＊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 

□6 月 18 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 6B12 教室 13:00~14:30 

＊文京学院大学環境教育研究センターによる講演「現地と日本を結ぶ：学生が行うフィリピ

ンの海外支援活動」 

□6 月 25 日（水） 

第 11 回合同勉強会：学外調査 

場所：埼玉県蕨市の古着リサイクル工場 10:50~13:00 

＊蕨市にある二つの故繊維（古着・古布）リサイクル業者を訪問・挨拶、工場見学、聞き取

り調査 
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□7 月 2 日（水） 

第 12 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 

＊古着リサイクル工場見学・聞き取り調査の振り返り作業、国内調査班の計画作成 

□7 月 9 日（水） 

第 13 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 

＊古着産業に関する映像、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 

□7 月 16 日（水） 

第 14 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 

＊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、

国内調査に関する計画作成 

□7 月 23 日（水） 

第 15 回合同勉強会 

場所：鈴木研究室（2 号館 708 号室） 13:40~17:30  

＊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、C 社調

査班） 

□7 月 24 日（木） 

第 16 回合同勉強会 

場所：鈴木研究室（2 号館 708 号室） 13:00~15:00 

＊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（D 社調査班） 

□7 月 25 日（金） 

第 17 回合同勉強会 

場所：鈴木研究室（2 号館 708 号室） 12:30~14:30 

＊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（B社調査班） 

□9 月 13 日（土）  

第 18 回合同勉強会 

場所：東洋大学白山キャンパス 5202 教室 13:30~18:00 

＊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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□10 月 1 日（水）  

第 19 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 

＊海外発表班メンバーの確定、各分野のリーダーを決定 

□10 月 8 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 

＊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 15 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 

＊日本語によるプレゼンテーションの実施、最終的な日本語の原稿及びパワーポイントの作 

成 

□10 月 22 日（水） 

第 22 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 

＊海外発表班による英語によるプレゼンテーション 

□10 月 29 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 

＊海外発表班による英語によるプレゼンテーション（最終予行演習） 

□11 月 12 日（水） 

第 24 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（調査データ、気づきシート）を提出、海外研修参加者による

報告、シンポジウム開催通知の郵送手伝いに関する日程設定、国内調査のアポイントメント

をとる 

□11 月 19 日（水） 

第 25 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 

＊社会文化体験演習を通じて学んだこと、成長したこと、経験したことの整理作業、12 月 6

日開催シンポジウム報告のグループメンバーによる PPT データ作成、報告書作成グループの

メンバーは、報告書作成のためのデータ整理 
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□11 月 26 日（水） 

第 26 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 

＊体験演習を通じて学んだことについて具体的なエピソードを交えて話し合い、12 月 6 日開

催のシンポジウムお手伝い人員の確認、データの PDF 化作業、シンポジウム用の PPT・原

稿データ修正作業 

□12 月 3 日（水） 

第 27 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 

＊12 月 6 日開催のシンポジウム発表予行演習（斉木・遠藤） 

□12 月 6 日（土） 

2014 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「現場で

育む〈しなやかな知〉：グローバル化のなかの体験演習の試み」 

場所：6204 教室 13:30~16:45 

□12 月 10 日（水） 

第 28 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 

＊社会文化体験演習シンポジウムの反省会。最終報告書の内容および割り当てについての検

討 

□12 月 17 日（水） 

第 29 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 

＊最終報告書作成、同日夜に新宿にて忘年会 

2015 年 

□1 月 7 日（水） 

第 30 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 

＊最終報告書作成 

□1 月 14 日（水） 

第 31 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 

＊最終報告書作成 
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国内におけるフィールドワーク 

 

□2014 年 6 月 25 日（水） 10：50～12：00 

フィールド：C社（埼玉県蕨市） 

参加者：学生全員、長津（教員）、鈴木（教員）  

＊挨拶と工場見学 

□2014 年 6 月 25 日（水） 12：10～13：30 

フィールド： B社（埼玉県蕨市） 

参加者：学生全員、長津（教員）、鈴木（教員） 

＊挨拶と東京オリンピック開催前後の故繊維業界についての聞き取り調査 

□2014 年 8 月 6 日（水）11：00～13：00 

フィールド：B社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、長谷川 

＊会社概要についての聞き取り調査 

□2014 年 8 月 7 日（木） 11：00～12：00 

フィールド： A社（埼玉県川口市） 

参加者：齋木、青木見、鈴木佑（教員） 

＊挨拶と会社概要についての聞き取り調査 

□2014 年 8 月 8 日（金）11：00～13：10 

フィールド：C社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、梅田、浅沼、丸山、久保 

＊社史に関する聞き取り調査 

□2014 年 8 月 8 日（金）10：00～14：30 

フィールド：D 社（埼玉県加須市） 

参加者：平野、貝吹、鈴木佑（教員） 

＊挨拶と会社概要についての聞き取り調査 

□2014 年 8 月 18 日（月）13:00~14:30 

フィールド：A社（埼玉県川口市） 

参加者：青木見、鈴木陽 

＊ウエスの回収システムに関する聞き取り調査 

□2014 年 8 月 22 日（金）13:00~14:30 

フィールド：D 社（埼玉県加須市） 

参加者：遠藤、平野 
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＊古着の回収システムに関する聞き取り調査 

□2014 年 9 月 2 日（火）11:00~12:30 

フィールド：C社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、梅田 

＊会社概要と従業員への対応に関する聞き取り調査 

□2014 年 9 月 3 日（水）11:00~13:30 

フィールド：A社（埼玉県川口市） 

参加者：斉木、青木見、鈴木陽 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 

□2014 年 9 月 3 日（水）11:00~12:30 

フィールド：B社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、長谷川、青木愛 

＊理念と取り組みに関する聞き取り調査 

□2014 年 9 月 9 日（火）10:00~12:00 

フィールド：C社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原 

＊古着選別作業の体験 

□2014 年 9 月 11 日（木）13:00~14:30 

フィールド：D 社（埼玉県加須市） 

参加者：貝吹 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 

□2014 年 11 月 22 日（土） 13:00~14:30 

フィールド： A社（埼玉県川口市） 

参加者：斉木、青木見、鈴木陽 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 

□2014 年 11 月 18 日（火）11:00~12:30 

フィールド：C社（埼玉県蕨市） 

参加者：元原、梅田、小林 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 

□2014 年 12 月 3 日（水）10:40~12:00 

フィールド：B社（埼玉県蕨市） 

参加者：今枝、長谷川、青木愛 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 
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□2014 年 12 月 3 日（水）10:30~12:30 

フィールド：D 社（埼玉県） 

参加者：遠藤、福田、貝吹 

＊経営者の経歴に関する聞き取り調査 

 

海外におけるフィールドワーク 
 

□10 月 30 日（木）～11 月 4日（火） 

フィールド：シンガポール、マレーシア（写真 1） 

参加者：斉木、元原、今枝、鈴木（陽）、平野、梅田、小林、奥山、（現地合流：遠藤、貝吹） 

引率教員：植野、長津、鈴木（佑） 

＊マレーシア、ジョホル・バルの古着リサイクル工場における聞き取り調査、シンガポール

南洋理工大学における英語によるプレゼンテーション 

 

 

写真 1 マレーシアの故繊維リサイクル工場で働くインドネシア人と一緒に食事 

 

 

最後に、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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第 1 部 

国内調査報告 
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ウエスと共に生きる 

――埼玉県川口市 A 社の歩み― 

 

斉 木 駿（班長）・鈴 木 陽 香・青 木 見 晴・奥 山 拓 実 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

 故繊維（古着・古布）とは、自治体や民間、または市民団体などから不要になった衣料など

を買い付けて、リユースを中心として商品化され扱われるものである。日本の故繊維は質が良

いため、海外から高く評価されており、多くの国に輸出されている。主な輸出先として、シン

ガポール、マレーシア、フィリピンなどの東南アジア諸国があげられる。東南アジア諸国が輸

出先に選ばれる理由としては、消費者の体型が日本人に近いことや、欧米に対して輸送費上の

優位点があることを指摘できる。 

 故繊維と聞いてもイメージを持ちにくい人の方が多いであろう。古着という言葉を使用すれ

ば、わかりやすいかもしれない。しかし、故繊維業界は古着を扱う業者だけで成り立っている

わけではない。故繊維は古着だけでなく、他の古布も含まれているのである。なかでも「ウエ

ス」と呼ばれる古布は、古着の次に私たちの生活に密接に関わっていると考えられる。 

 

 

写真 1 古布からウエスをつくる作業風景 

（鈴木佑記撮影） 
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ウエスとは、家庭から出た古布などを再生して作る、工場などで汚れた機械などを清掃する

ために使われる雑巾のことである（写真 1）。最近ではホテルなどの寝具を回収し、洗ってまた

貸し出すリネンサプライ業者からの損耗品も、ウエスの原料として多く使われるようになって

きている。機械設備をメンテナンスするために必要な道具の一つであることから、「機械あると

ころにウエスあり」と言っても過言ではない。私たちがよく知るディズニーランドなどのテー

マパークでも使われており、実は身近にあるものなのである。 

私たちも調査を開始するまではウエスについての知識を何も持っていなかった。ところが、

故繊維に関する調査をすすめていく過程で、ウエスが私たちの身近な地域で生産されているこ

とに驚き、またさまざまな所で多様に使われていることに興味を持った。ウエス業界がどのよ

うな課題をかかえているのか、どのようにグローバル化の影響を受けているのか、調べたい項

目が次々と出てきた。私たちの班では、別の班とは異なる視点から故繊維業界を調査するため、

古着ではなくウエスを主な調査対象とすることを決定した。 

私たちの班では、ウエスを専門に扱う株式会社 A 社社長の H 氏にインタビューを行った。

主にウエスの現状、課題、組合等について調査し、H氏のライフヒストリーの収集も実施した。 

 

II A 社について 

A社は西川口駅から徒歩 5分の場所に位置する、ウエスを専門に扱う会社である。本節では、

文献［H 1997］を参考に、A社の歴史を紹介する。 

創業は明治 30 年 5 月であり、平成 9 年に 100 年目を迎えた。会社の従業員は約 30 名であ

る。洗濯機設備一式、油圧プレス付き結束機などの設備がある。特許取得品目はハリナイ1で

ある。A 社が故繊維業に携わることになった経緯は、創業者が浅草松葉町に工場を開業したこ

とからである。 

どうしてウエス業に参入したのか。それは創業者が「ウエスの需要は確実に増える」と時代

の風向きを敏感にも感じ取ったからである。実際、明治 30 年代の産業復興期に、日本におけ

る重工業の形成とともに、工場資材としてのウエスに国内需要が発生し、日露戦争期の軍需物

質として目立つようになっていた。当時の浅草松葉町にはボロ屑、菰屑2、紙屑などを扱う屑

物商が多く集まっていた。かつて北町奉行が無職者・浮浪者・軽犯罪者等に対し竹籠・竹鋏等

を与え、屑拾いを仕事とすることを勧めたため、このような人々が浅草松葉町周辺に住みつい

たという説が、今日まで広く伝えられている。 

                                                         
1 金属製の異物が完全に除去されたウエスのこと。 
2 菰樽（こもだる、菰はイネ科の多年草）などを作るときに出る繊維質の屑のこと。 
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A 社は明治 41 年に日暮里に移転した。昭和初期のウエス業界では、アメリカのウエス商社

による買い付けが始まっていた。原料そのものの良さと国内ウエス製造業者の品質管理の努力

により、海外市場で評価された日本のウエスは輸出されるようになった。 

他方で、その頃の日暮里は田園のみで道路状態は非常に悪く、道路補修には多大な労力を要

したという。そのため日暮里地区に集団で移転してきた同業者の結束した労力が必要とされ、

この結束が東京ウエイスト組合を誕生させたといっても過言ではない。また、その頃の荒川は

しばしば雨期や台風シーズンに増水し氾濫を引き起こし、日暮里の町は再々洪水に襲われ水浸

しとなってしまった。洪水が来ない場所に工場を建てるため関係者は奔走した。その結果昭和

6 年に川口横曽根地区に土地を借りることに成功し、川口工場が出来た。また同年に、日本繊

維屑輸出組合が結成された。 

社業は順調であり、昭和 17 年に陸海軍のウエス等の製造のため軍需工場に指定され、陸海

軍のトラックが常に出入りしていた。ところが、昭和 19 年 3 月 10 日の大空襲で日暮里が全焼

してしまったため川口工場に移住する。昭和 30 年頃より社宅を川口工場に建設し増築を重ね

る。この頃勃発した朝鮮動乱により特需景気が起き、この業界も大いに潤った。 

輸出ウエスは昭和 30 年代半ばには停滞の時期に突入し、市場の比重は国内市場にシフトし

ていった。高度経済成長を背景に国内の需要は旺盛であったが、ウエスに適合しないボロが増

えたこともあり、集荷が追い付かない事態も発生していた。 

 

写真 2 A社全景［H.A. 1997：n.p.］ 

そのような時代の中、昭和 32 年にサウジアラビア国営の石油会社であるアラムコ向けの輸

出を新興産業株式会社と契約する。昭和 33 年、川口工場再建のため有限会社 A 社工業所を設

立する（写真 2）。「人員を削減し協力工場を育て、生産の増大を図るべき」、と A 社工業所を

設立したときに隣家の紹介で知り合った公認会計士の尾高先生から示唆を受けた。その後、昭



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

 

17 

 

和 35 年には従業員が 100 人いたのだが、昭和 45年には約 50 人へと半減した。さらに昭和 53

年以降は約 25 人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よる合理化に

つとめた。昭和 37 年、三島工場の敷地を買収するが昭和 55 年に当時の工場長が亡くなってし

まい、運営が事実上不可能となってしまう。そのため昭和 60 年に三島工場を売却した。 

 

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 ウエスの国内需要が発生 

1915 大正 4   屑物営業規制警視庁令 

1926 昭和元   アメリカによるウエス買い付け
開始 

1931 昭和 6 川口工場完成 日本繊維屑輸出組合結成 

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   日本繊維屑輸出組合再建 

東京ウエイスト商工業協同組合
発足 

昭和 20 年代後半   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 

1957 昭和 32 アラムコへの輸出を契約  

川口市始まって以来の大火とさ
れる火災 

  

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 

  

1959 昭和 34 H三代吉商店を改組し A社設立  

A社と有限会社 A社工業所合併 

  

1960 昭和 35 H三代吉商店廃業  

有限会社 A社工業所解散 

関東ウエイスト組合連合会結成 

1961 昭和 36  全国ウエイスト組合連合会結成 

1962 昭和 37 三島工場の敷地を買収  

昭和 30 年代半ば   輸出ウエスが停滞の時期に入る 

1970 昭和 45 従業員半減   

昭和 40 年代後半   紙ウエス・レンタルウエスが登場 

1980 昭和 55 アラムコとの契約が切れる  

三島工場休業 

  

1985 昭和 60 三島工場売却   

1997 平成 9 創業 100 年   

表 1 A社年表［H.A. 1997：1-22；冨田 2003：20-24］をもとに作成 
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ウエス業界では新たに登場した紙ウエスやレンタルウエスとの競合が発生し、次第に価格競

争が激化して構造的な低迷期に入っていた。昭和 55 年にはアラムコとの契約が切れたことを

始め、過激な円高もあり売上高の 70％を失うことになってしまった。会社は存亡の危機に立た

されたが、その後徐々に営業を回復していき、現在に至る。 

III 経営者としての経験―H 氏に対する聞き取り調査から 

１ H 氏のライフヒストリー 

A社の社長 H氏は、現在の工場のある埼玉県川口市西川口の工場内住居に生まれる。3 歳の

時に自宅が火事に遭ったが、父が池袋に土地を持っていたためそこに家を建て、3 歳から父の

会社で働くまでを池袋で暮らす。休みの日は工場へ遊びに行くこともあった。 

大学卒業後は、工場ではなく自動車部品メーカーに就職し、経理部に配属される。H氏はそ

こで自動車に使われる部品の値段を全て計算する原価計算課に配属され、当時導入間もない電

子計算機に入力するキーパンチャーに渡す資料を作る仕事を任されていた。一方でその頃、H

氏の父が営む会社には、三島にある木綿晒し工場から工場を買い取って欲しいという要望があ

った。そこでその工場を買い取り、分工場としてウエスを扱うようになる。しかし、その工場

長が亡くなると、H氏の父が西川口の工場と三島の分工場の両方を受け持つことになった。工

場全体の高齢化もあり、父に「今戻って来ないと会社を辞める（たたむ）」と言われたため、H

氏は自動車部品メーカーを約 2 年半で辞め、父の会社で働くようになった。H氏はすぐに三島

工場を任されることとなり、営業や配達など一通りの仕事をしていた。これまで池袋を中心に

生活していた H氏にとって、遊ぶ所もあまりない三島での生活はつまらなかったという。しか

し約 3ヶ月後三島工場のある土地を買いたいという申し出があった。そのため事業を地元の同

業者に任せ三島から撤退。そこから川口工場一本で会社を運営することとなった。 

三島工場から撤退してすぐにドルショックが起こった。円高が進み、当時売り上げの 70%が

輸出だったため売上がドルショック前に比べ 3割にまで激減してしまった。そこで何をしよう

かと考えた時、これまで専門業者に任せていた選別作業を自社工場で行うことにし、家庭から

集まるボロや中古衣料を買い取り選別するというスタイルに変え、同時に国内のウエス市場開

拓にも力を入れていった。選別業務とウエス業務を扱うにはそれぞれ全く違うことをやってい

るため、それぞれの業務を取り仕切るリーダーが必要になるという。しかし会社にはそこまで

の規模がなかった。そのため選別事業は他の会社に任せ、国内ウエス専門の会社となっていっ

た。 

H氏が社長になったのは昭和 62 年、H氏が当時 32 歳の時だった。H氏が会社に戻って来た

時は、H氏の父が専務、父の兄（H氏の伯父）が社長、常務の 3人が権力を持つトロイカ体制
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だった。H氏が社長になってからも、院政のような体制で権限そのものは父にあった。そこか

ら 10 年くらいしてから H 氏が主体の体制 になったそうだ。H 氏の兄は医者であるため、ゆ

くゆくは自分が工場を継がなければと思っていたそうだが、その時は予定よりもかなり早く訪

れたらしい。H 氏は自動車部品メーカーに勤めていた当時、「経理の H だ！」と言われるほど

有名で、会社内にある派閥を気にせず、比較的自由に振舞っていた。また出世しようという気

持ちもあまりなかったという。それはもし失敗しても「逃げ道（自社）」があるからで、それゆ

えに会社でも自由な振る舞いが出来たと振り返る。私たちが H 氏に、「工場に戻らず、そのま

ま自動車部品メーカーに勤めていたいという気持ちはなかったのか」尋ねたら、「今の方が良い。

小さな会社でも経営する方が楽しい。」と語っていた。 

H 氏は 2004 年頃からネットショッピングを始めている。パソコンに詳しい知人に使い方を

教えてもらったことがきっかけになったそうだ。価格競争になってしまうと、量を重視した大

手の会社に負けてしまう。そのため現在ではネットショッピングを中心に、質を重視したウエ

スを取り扱っている。 

 

２ アメリカでの思い出 

H 氏が 40 代の頃、原宿にある古着屋で有名な X 社の社長と出会う。X 社は、今でこそ選別

量日本一の会社だそうだが元々は同業者で、心斎橋で古着屋を営んでいたのが始まりで、アメ

リカから古着を買い付け売るというスタイルを元に今の会社になった。そんな X社社長が香港

から買い付けた 300kg くらいの新メリヤスを売りに来たことから付き合いが始まった。 

X 社社長と H氏はロサンゼルスへと向かい、アポなしで現地の工場を訪れウエス買い取りの

契約にこぎつける。そこの工場は階層社会で人種によって役職や職場環境が異なった。社長は

アルメニア人、工場長はユダヤ人、そして多くのメキシコ人の不法移民がそこで働いていた。

メキシコ人労働者達はそこで古着の選別をしており、この工場をクビにされると次は炎天下、

屋根の無いグレープフルーツ農園で働くことになってしまう。そのため懸命に働いていた。そ

のメキシコ人よりも階層が下の「ヤッピー」と呼ばれる日本人がいた。ヤッピー達は工場で働

くメキシコ人労働者達が選別しているところに行き、個人的に古着を買い取っていた。メキシ

コ人達にとってこのやり取りは良い小遣い稼ぎであった。 

H氏達が工場を回ったとき、その場にはウエス材となるボロは見つからなかった。そのため

H氏達はそのヤッピー達を通訳として引き連れ、工場長に「これ（ウエス材）が欲しい」と伝

えた。すると、また新しいヤッピーがうろついていると見下していた工場長の態度はコロッと

変わり工場長室に通されてその場ですぐにサイン、契約へとこぎつけた。こうして、アメリカ

からの買い付けルートを確保したのだが、次々とそれは他の会社に真似されてしまった。それ

は、H 氏が「こういうことがあった」と色んな人に話してしまったからだそうだ。そうなると、
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同じものなのに前までは 80 円で買えていたものが 120 円になってしまった。アメリカは日本

のように湿度が高くなく、夏でもあまり汗をかかない。つまり肌着が必要ないのである。着る

としてもそれは防寒用で、コットンで作られている日本のものとは大きく異なる。そのため増

量材にしか使えず、また国内のものが集まればそれは必要なくなる。アメリカからの買い付け

は、短期間で終わった。 

 

３ サーマルリサイクル実現に向けて―H 氏が描く将来像 

 故繊維回収は認知度が低く、回収率が他のリサイクル品に比べ悪い。また、集めた故繊維（古

着・古布）がすべてリユース出来るわけではなく廃棄されることも多い。廃棄は燃やすことが

一般的で、焼却は大気汚染の原因になるため、大規模な工場があるマレーシアでは埋め立てて

処理している。環境問題に対する意識が高まっている昨今、焼却を減らすように働きかける動

きが出てきているが、H氏はさらに一歩すすんだ考えを持っている。 

 H氏は、リユースできない物を燃やすことを敬遠するのではなく、故繊維の高い燃焼効率を

利用して、火力発電の稼働効率を上げる「サーマルリサイクル」という試みを実現させること

が望ましいと考えている。もちろん、現状では故繊維のみですべての火力発電の原料としてま

かなえるわけではなく、「RDF 発電（固形燃料発電）」の原料の一つとして有効活用できるよう

にすることを考えている。さらに、現在、各自治体から収集される「不燃ごみ」と呼ばれる「プ

ラスティックごみ」がコークス（石炭を蒸し焼きした燃料）の補助剤として使われ始めている

ことに目をつけ、リユースできない故繊維もまたプラスティックゴミと並んでコークスの補助

剤としての使い道がないかと模索をしている。 

 H 氏はこのサーマルリサイクルこそが、故繊維を有効利用できる良い方法だと考えている。

しかし、集めた故繊維を燃やすという考えが市民に受け入れられず、話が構想の段階で止まっ

てしまっている。またサーマルリサイクル実現にはもう一つの課題がある。それは古布や不燃

物を燃やしてエネルギーを得る、サーマルリサイクルの実現には安定した原料の供給が必要で

ある点である。サーマルリサイクルの規模はとても大きいため、規模の小さい故繊維業界だけ

で賄うことはで出ず、リユースできない故繊維だけでなく他の可燃性再生資源と共同で行う必

要があると H氏は述べていた。 

 H 氏は、サーマルリサイクルに故繊維業界を盛り返す可能性があると考えていた。しかし、

そのためには故繊維の回収率の問題や、サーマルリサイクルについての理解を市民に深めても

らうことが必要である。とはいえ、サーマルリサイクルを実施するためには組合程度の規模で

は限界がある。そのため、経済産業省のような国の力を借りて、サーマルリサイクル実現のた

めの長期的プランを考えていきたいと語っていた。しかし、現段階では、経済産業省に強く働

きかけるコネクションがないため、地道な宣伝活動で故繊維の回収率を上げていくしかないと
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考えている。 

IV おわりに 

調査を通して初めて知ったことの一つに、日本の故繊維業界が低迷している事実があった。

今回調査を行った A 社は、国内でウエスを専門に扱う会社である。A 社の社長 H 氏は、日本

の故繊維業界の低迷理由の背景には、海外企業の影響が大きいと述べていた。 

 日本故繊維業界における国内リサイクルの歴史は長い。産業構造の変化や環境問題、廃棄物

を取り巻く社会状況の変化を受け、様々な問題に直面してきたが、これらを乗り越えて連綿と

続けられてきた。しかし、海外企業の影響力が増大し、むしろ状況は悪化している。 

 近年、世界的に環境問題に対する意識が高まっている。国内では環境問題を解決するため、

家電リサイクル法をはじめとする様々な商品リサイクル法の制度化が、国家レベル、世界レベ

ルで取り上げられている。しかし、故繊維産業は形態が選別、加工、輸出等が細分化しており、

これまで業界が一丸となって需要の維持、拡大、回収率の増加に尽力する機会がなかった。そ

の結果、故繊維を原材料としてきた分野では、ほかのリサイクル素材に代替される傾向にある。

このような「失われつつある市場」を確保することが故繊維業界の課題の一つである。 

 さらに、二つ目の課題は、海外の故繊維業界との競争にある。海外の故繊維業界は日本と比

べて経営規模が大きい。中小企業が中心となって故繊維業界を支えている日本とは異なり、海

外企業は大企業が中心に経営を行うのが一般的なため海外進出が容易である。そのため日本は

海外企業に比べ競争力が劣っている。 

 日本はこれから海外企業と競うため、国内での故繊維の回収率増加を目指していかなければ

ならない。そのためには故繊維についての正しい知識と、古布・古着をリサイクルに出す習慣

を根付かせていく必要がある。現段階では、故繊維を一定量回収する方法が確立できていない

ため、故繊維の回収方法を示すチラシを発行しているが、他のリサイクル品と比べルールが多

いため、市民からは故繊維は回収が面倒なものであるという認識をもたれてしまっている。こ

の面倒という認識を変えることが故繊維回収率の増加につながる。そのため早急に対応しなけ

ればならないことは、故繊維について多くの人に知ってもらうことである。 

多くの問題を抱えながらも、一つ一つ解決を図りながら経営している企業は多くある。問題

解決には時間と手間がかかるが、企業はそのたびに工夫を凝らして対応していった。A 社もそ

うした企業のうちの一つに数えられよう。A 社のような企業のおかげで、選別の正確性が向上

し、ウエスの質が向上してきた。その結果として、日本のウエスは信頼を獲得し、世界との強

いつながりを獲得することができた。この点が、日本の故繊維産業の強さであると実感した。 
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古着を通して知るグローバル化 

――埼玉県蕨市 B 社のフィールドワークから―― 

 

今 枝 晃 一（班長）・長 谷 川 晴 加・青 木 愛・村 田 佳 桜 里 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

 2000 年以降、ユニクロに代表されるようなファストファッションの台頭が著しくなっている。

誰もが洋服を低価格で容易に買えるようになった一方で、気軽に捨てるようにもなっている。

洋服を捨てる際、一般的に、不要になった服は、１）ゴミとして捨てられるか、２）廃品回収

でリサイクルされるか、３）故繊維（古着・古布）回収業者に売られるかの三つのルートを辿

ることになる。ゴミとして捨てられた中古衣服は、焼却炉で燃やされることになるだろう。 

しかし、廃品回収で集められた古衣服や、古着屋で買い取られなかった残りの販売品の行き

先について、私たちはほとんど知らない。考えてみれば不思議なことである。私たちは、捨て

た缶やビンがリサイクルされているのを知っているし、スーパーで売れ残った食品の一部が廃

棄処理されていることも知っている。ところが、不要になった服の行き先についての具体的な

知識はほとんどない。そうした使われなくなった古着はどこにいくのだろうか。私たちはこの

問いを明らかにするため、故繊維業者 B社へ調査することにした。 

調査を開始して最も驚いたことは、古着を通じて日本と世界がつながっていることであった。

多くの人は、国内で出た古着が海外と結びつくとは想像もしないであろう。私たちも、B 社に

訪れるまではそうであった。ところが、フィールドワークを行ううちに、日本の古着が国内の

市場だけでなく、海外の市場にも広く行き渡っている事実を知った。一度不要とされた服が、

国内外の業者の手を渡りながら商品として蘇り、また新たな消費者の手もとに届いている。古

着は新たな雇用を生み出し、多様な人びとが国境を越えてその売買に関わっている。さらに、

古着からグローバル化の一側面をみることができるのである。 

以下では、私たちが調査したⅡ）B 社の概要、Ⅲ）近年の故繊維業界の動向、およびⅣ）B

社と契約を結んでいるマレーシアの古着選別工場の業務内容について、調査で得た資料をもと

にまとめる。そのうえで最後に、古着を通したグローバル化について考えてみたい。 

II B 社について 

 私たちは今年度、埼玉県蕨市に本社を構える B 社の前社長である U 氏へ聞き取り調査を行

った。U氏は私たちの調査に快く応じてくれた。私たちは調査を行う前は古着について、また、
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この B 社や U 氏についてほとんど何も知らなかった。しかし、U 氏は我々に丁寧に一から教

えてくれた。このおかげで、私たちは、B社はどのような会社なのか、また、U 氏はどのよう

な人生を歩んできたのかを知ることが出来た。第二章では、この U氏への聞き取り調査の内容

や、U 氏から頂いた資料をもとに B 社の概要、また U 氏のライフヒストリーについて記述す

る。 

 

１ 会社概要 

U 氏は、B社の代表取締役を 1964 年（昭和 39 年）から 2014 年（平成 26 年）まで 50 年間

務めていた、東京都出身の 74 歳男性である。U 氏の父親は、東京都千代田区神田岩本町で衣

料品卸問屋を営んでいた。B社はもともと、U氏の親戚が営んでいた会社の取り引き先の会社

であった。当時の B社の社長の跡を継ぐ人がいなかったため、大学卒業を控え就職先を探して

いた U氏に、B社を継ぐ話が持ち上がり、1964 年（昭和 39年）5 月に社長に就いたのである。

U 氏は B社を継ぐ前に、一か月間その親戚の下で古繊維産業について勉強をした。U 氏が就職

した 1964 年（昭和 39 年）当時は、東京都荒川区東日暮里にウエス組合があった。東日暮里に

は、ウエス業者が 150軒近く集まっていた。現在日暮里は、日暮里繊維街といわれる生地商の

集まる地区となっている。ウエス業が活発だった頃からの影響で、今現在も日暮里は繊維街と

して栄えている。 

 1985 年（昭和 60年）頃までは、B社で扱っていた古布のうち 70～80 パーセントがウエス、

残りの 10～25 パーセントが反毛であった。反毛とは、毛織物や毛糸のくずなどを機械で処理

して原毛の状態に戻したものである。また埼玉県では、同年頃から市町村ごとの分別回収が始

まったため、ゴミの量が増え始めた。ゴミ捨て場の少ない埼玉県では、焼却場でゴミを燃やす

ようになった。このときから B 社は、行政の委託を受け、「古布」として回収された古着を回

収するようになった。現在はウエスの取り扱う量は少なく、埼玉県内から集められた古布を中

古衣料として販売することを事業の柱としている。 

 回収から選別、輸出までの作業は次のとおりである。B 社では、まず行政・民間・市民団体

などから古布を回収し、選別工場へ搬入する。選別工場は、埼玉県蕨市、茨城県つくば市、茨

城県常総市に置かれている。蕨市の工場は本社工場、つくば市の工場は伊奈・つくば工場、常

総市の工場は菅生工場と称されている。加えて 2年前には、埼玉県戸田市に新たな選別工場を

建設した。菅生や戸田の選別工場に搬入された古着は、未選別のまま圧縮梱包をし、東南アジ

アのマレーシアの＊＊社へ輸出される。マレーシアの会社とは、25 年ほど前から直接提携をし

ている。マレーシアの＊＊社の工場に搬送された古着は、同社の従業員の手によって 120 種類

以上に細かく選別され、選別加工されたウエス及び古着の一部がウエスになる。ここで作成さ

れたウエスは、再び日本の B 社に再輸出され、B 社と提携している企業へウエスが運ばれる。
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1 年のうちで古着を扱う量が多いのは、衣替えの時期である 5 月で、同月には 1 日 100 トンほ

どの古着を選別する。 

 

２ 国内・国外における取引 

 次に U 氏が社長に就任した 1964 年（昭和 39 年）当時の B 社の会社概要や国内・国外にお

ける取引について述べる。1964 年（昭和 39 年）、B 社はウエスを専門に扱う会社であった。

当時の従業員数は 35 人程度で、一カ月の給料は一番高い工員で 3 万円ほどであった。その頃

の都市勤労者世帯の平均月収は 2 万円程であった。U 氏は、古繊維業界についての専門知識を

持っていなかった。しかし、自ら努力をして販売先を開拓し、凸版印刷の各工場、日本航空、

日産ディーゼル、新日鉄、北海道自衛隊等にウエスを納めるようになった。 

日本が高度経済成長期である 1950 年代（昭和 30 年代）に入ると、鉄鋼・船舶・自動車など

の重化学工業が急速に発展した。1962 年（昭和 37 年）から 1964 年（昭和 39 年）までにかけ

ては、東京オリンピック開催決定に伴い、新幹線が開業し、高速道路や競技施設が整備された。

その際、重機のメンテナンスに欠かせないウエスの需要も急激に増加し、高価格で取り引きさ

れるようになった。この頃は好景気で、自ら営業を行わなくても、U氏のもとにはウエスの買

い取り注文が次から次へと入ったという。 

1965 年（昭和 40年）頃 U氏は、イタリアのトリノにある会社から、日本のホテルのシーツ

が欲しいという連絡を受け、ウエスを輸出していたことがある。日本製のシーツは綿 100 パー

セントであり、吸水性・給油性に優れているためである。ヨーロッパのシーツには化学繊維が

30 パーセントほど含まれており、熱が加わると固まってしまう。そのため、ウエスとしての品

質は低い。ウエス用の布として綿 100 パーセントのホテルのシーツだけでなく、綿の割合が高

い蚊帳や下着が重宝されていた。 

 

３ 聞き取り調査を終えて 

私たちはこの聞き取り調査で、初めてウエスという存在を知ることになった。このウエスが

古着や古布から生成されているということにまず驚いた。そして、ウエスについて調べていく

うちに、日本の経済発展にウエスはなくてはならない存在だということを知ることが出来た。

日本の 1950 年（昭和 30 年）頃から東京オリンピックが開催された 1964 年（昭和 39 年）頃

までの高度経済成長期をウエスが支えてきたと言っても過言ではないかもしれない。そのくら

い、ウエスは当時重要視され、需要が高かった。そして、このウエスは日本国内にとどまらず

海外からも需要があることを知り、驚いた。その背景には、日本の古着や古布の材質の良さや、

ウエス生成の技術が高く評価されたものである。U 氏への聞き取り調査でウエスについて知る

ことが出来、ウエスとグローバル化という意外な関係性も知ることが出来た。 
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III 古着回収の取り組み 

 第二章で記したように、B 社は埼玉県蕨市内の古着を廃品回収によって集めマレーシア工場

へ輸送している。では、B 社が行っている家庭で捨てられる古衣料はどのように、古着業者の

手に渡り、リサイクルされるのだろうか。第三章では B社から頂いた B社とは別の古布回収業

者（X 社、Y 社）が家庭に配布している、古衣料に関するチラシを参考に説明していく。そこ

には現在古着業界が抱えている問題点も浮かび上がってきた。 

 

１ X 社の古衣料回収  

 

 

図 1 U氏提供 古衣料家庭リサイクルチラシ 

 

図 1 は「全国ウエイスト組合連合会」が各家庭に配布した古衣料家庭回収リサイクルチラシ

である。家庭でごみとなってしまうことの多い古布や、着なくなった衣服をリサイクルに出す

よう促している。このように家庭に直接的に働きかけているのは、古衣料回収に効果的だろう。

では、どういったものがリサイクルの対象になるのだろうか。多くの人がイメージしやすいも
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のとしては、T シャツやズボン、スカートなどの普段私達が日常的によく着る衣服である。そ

の一方で特に人々がリサイクル品として認識していないのが、布団カバーやカバン・スポーツ

バックである。「古着」、「衣」という文字を目にすると、人が着る物や羽織る物をイメージする

だろうが、実はそう単純な話ではない。帽子などの既成製品も 縫製をとってしまえば立派な古

布へと変化するのである。チラシでは、回収できる布地の素材（綿・羊毛・絹・麻・化繊・皮

革）を詳細に記し、衣類や帽子、かばんなどのイラストも入れて、多くの人の印象に残るよう

な工夫がなされている。  

 

２ Y 社の家庭中古衣料の回収 

 

図 2 U氏提供資料 古着・古布リサイクルにについて 
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図 2 は、X 社とは異なる会社の Y 社が家庭に配布している、古衣料に関するチラシである。

Y 社は X社とチラシの内容で違う点が二つある。一つは、中古衣料の回収を、一般家庭に限定

している点である。工場や事務所、病院や商店などからは一切受け取っていない。工場では汚

れた布が多く集まっていることが予想でき、病院では血液がついた布がある可能性も考えられ

るからである。もう一つは、X 社では回収していたカバンや帽子などを、Y 社では回収してい

ない点にある。 

 

３ X 社・Y 社の古布回収の問題点と改善点  

B社も X 社も、回収できるもの、回収できないものの詳細を記載しているにも関わらず、回

収できないものが回収袋の中に入っていることある。不要になった布であれば、どんなもので

もリサイクルできると勘違いされているためか、泥のついた汚れた雑巾が入っていることもあ

るという。このように、回収を受け付けていない物がリサイクルに出されてしまうのは故繊維

業者の責任だけでなく、家庭ごみをだす側の知識や認識の低さの問題でもある。  

だがこの古衣料回収にあっての問題は、B社と X社で比較してみたように、業者によって回

収可能な古布の種類が異なるという、自治体同士でゴミの分別の仕方が統一されていない点に

あると考える。いらなくなったもの（古布）をリサイクルにだそうとする際、それが回収可能

なものかそうでないものかを私たちは確認しているだろうか。「だいたいこんなもんだろう」、

といったいい加減な判断に基づいて、リサイクルに出しているのではないか。古布に対する関

心の低い私たちに、しっかり分別してリサイクルに出してもらおうとするのは、現状では難し

いであろう。そこで改善点として考えられるのが、古布を回収する業者の間で、回収出来るも

のとできないものの表示を統一することである。各家庭に、古布のリサイクルに関する知識の

統一をはかり、業者だけにリサイクルを頼るのではなく、私達自身も積極的にリサイクルに関

わることが求められるのではないか。 

IV グローバル化する古着、広がる懸念 

 第二章から第三章にかけて国内における B社の事業について記してきた。第四章からは国外

における B社の古着事業について記していく。我々はここから、古着とグローバル化に関係性

があることを知った。そこには、B 社の前社長 U 氏とマレーシア工場社長である N 氏との 25

年以上も続く関係がある。では、どのようにして日本とマレーシアを古着で結びつけているの

か。この章では、古着とグローバル化について B 社とマレーシア工場、U 氏と N 氏の関係性

を記したうえで考えていく。 
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１ ウエスの加工 

B 社は、上記でも記述したように、マレーシアにある古着工場と契約を結んでいる。B 社の

所有する 4 つの工場のうち戸田工場では、地方自治体の廃品回収や古紙回収業者から回収され

た古着や古布、靴などを集め、選別・梱包したのちにマレーシア工場に送っている。古布のな

かには、日本のホテルから回収したシーツも含まれる。日本のシーツは、化学繊維が入ってい

ないものが多く、上質なウエスができるためである。前述の通り、このようなシーツからでき

た良質なウエスは海外の企業からの需要も高い。B 社では以前、イタリアの自動車会社とも契

約をしていたこともある。 

マレーシア工場へ送られた古着は、そこで働いている従業員たちの手によってウエスにされ

る。マレーシアで作られたウエスは B社の所有する工場に送られる。最終的に、マレーシア工

場から B社に送られたウエスは、取引先の企業に販売される。では、なぜ、わざわざマレーシ

アに古布を送り、そこでウエスをつくるのか。それは、日本でウエスをつくると、従業員のコ

ストがかかりすぎてしまうという背景があるからである。日本よりもマレーシアの方が、人件

費や土地代などが圧倒的に安い。また、もし日本でウエスをつくろうとしても、自ら進んでウ

エス加工の作業をする日本人は少なく、人材を探すのも難しく、その分コストがかかってしま

うからである。 

実際に東京（日本）と、クアラルンプール（マレーシア）で一般工職者の平均賃金を比較し

てみると、東京の平均賃金は月額で約 26 万円である。それに対し、クアラルンプールの平均

賃金は月額約 1400 リンギット、日本円にして約 4 万 6000 円［日本貿易復興機構（JETRO）］。

東京とクアラルンプールの一般工職者の平均賃金は約２２万円もの差がある。このことからも、

コストが圧倒的に日本よりマレーシアの方がかからないことが分かる。このような理由から、

B 社では、日本ではウエスを作らず、わざわざ古布をマレーシアの工場へ輸出し、そこで古布

をウエスにし、そのウエスを輸入している。 

 

２ U 氏と N 氏の関係について 

 B社の前社長である U 氏と、古着選別、古着輸出入を行っているマレーシア工場の社長であ

る N 氏は、約 25 年前から家族ぐるみで親密な関係が続いている。N氏は潮州系移民三世でシ

ンガポールに在住している。N氏は英語、マレー語、中国語、日本語もの言語を流暢に話すこ

とができる。このことからも、N氏は非常にグロールな人物ということが分かる。U氏と N 氏

は約 25 年前、初めて出会った。N 氏が当時、日本に来た理由の一つに日本の古布企業と共に

事業を行いたいというものがあった。また、U氏もウエス事業のコスト削減を行いたいと考え

ていた。そのため、U 氏と N 氏はすぐに意気投合し、それ以降、U 氏と N 氏は家族ぐるみの

親密な関係にある。そして、私たちが、マレーシア工場へ行ったときに、N氏ヘのインタビュ
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ーで「日本人は他の国の人たちよりも信頼できる」と話していた。この、N 氏が日本人に対し

て抱く信頼感は、25 年以上も友好的な関係にある U 氏の存在が大きいと考えられる。 

親密な関係にある U氏と N氏ではあるが、U氏は N 氏に念を抱いている。それは、N氏の

テレビなどのメディア出演である。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られてほしいという理由からメディア出演を行

っている。しかし、そのことが U氏を含む同業者にとって脅威となりうる。我々が毎日何気な

く見ているテレビや新聞、雑誌などのメディアも、同業者にとってそれらの情報は重要な情報

となりうる。そのため U 氏は、故繊維業界のノウハウがメディアを通して外部へ漏れてしまう

と心配しているのである。 

また、N氏のメディア出演によって多くの企業が共に事業を行ってしまうことに不安を感じ

ている。N氏がメディアに出演することによって多くの企業（産廃業者等）が、N氏の経営す

るマレーシア工場と提携するようになった。B 社では、廃品回収された古着をそのまま工場へ

輸出しているので、比較的良質な品を送っている。また、マレーシアでウエスになったものを

自社工場に輸入しているので、輸出入に関してある程度対等な関係にある。それに対し、古着

屋からマレーシア工場に輸出されるものは売れ残ったものなので、比較的質の悪いものが多い。

質の悪い古着は再びきることが出来ないような使えないものも含まれる場合があり、結局、捨

てられてしまうこともある。そのようになってしまった場合、ゴミが増えるという問題も起こ

ってくる。また、メディアの情報をきっかけに、簡単に稼げると思ってしまい、何の知識もな

いまま古繊維業界に参入する者出てくる可能性もある。選別作業を行う理由の一つとして、古

着に含まれるゴミを除去するという重要な目的がある。そのような知識がないまま、理解せず

に仕事がすすめられる場合も出てくるであろう。仮にゴミが混入された状態の古着が海外に輸

出された場合、ゴミを輸出したと捉えられ、国際問題にまで発展する可能性もあるのである。 

 N 氏のメディア出演によって、古着業界が世界中に知られるということは一見いいことに思

えるかもしれない。しかし、それは諸刃の剣であり、多大な危険性が含んでいる。それは、重

要な情報がライバルである他企業に盗まれてしまう危険性があったり、多くの企業とマレーシ

ア工場が提携したり、古着事業を軽視して起業してしまい、選別作業を怠ってしまうため、ゴ

ミ問題が発生してしまうという危険性が発生してしまう可能性がある。 

V おわりに 

今年度の調査を通じて私たちは、古着という一般的に見れば、一見、グローバリゼーション

とは関係のないモノから、日本と海外の結びつきについて考えることができた。フィールドワ

ークを開始した当初は、古着に関する知識はまったくなかった。ウエスという用語も初めて聞
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いた。まさに一からの勉強であった。しかし、フィールドワークを繰り返すにつれて、どのよ

うに古着が流通しているのか、どうして日本のウエスの需要が高いのかなど、古着業界に関す

る知識を少しずつ身につけてきた。たとえば、日本のシーツは海外のものと比べて化学繊維が

使われていないために、質の良いウエスに加工することができ、そのウエスを求めて海外の企

業から注文が入るなど、日本と海外との結びつきを知ることができた。 

また、B 社は他班が調査を実施した工場と比べ、海外とのつながりが強いということが分か

った。前述した通り、B 社は 25年以上前からマレーシアの工場と古布の輸出入を行っている。

このように海外とのつながりを維持するために、U 氏は人間関係をとても大切にしていた。そ

れだけでなく、古着の選別を丁寧に行うことで、N 氏から絶対的な信頼を得ていた。 

私たちのグローバル化に対する印象は、フィールドワークを行う前と後で大きく変わった。

フィールドワーク実施前は、グローバル化というのは、マクドナルドやトヨタなどに代表され

るような世界的に有名な大企業のみが関係しているものと思っていた。そのような価値観は私

たちにはあまり密接な関係ではなく、そのような大企業が国と国をつないでいるという漠然と

したグローバル化についての価値観であった。しかし、古着という何気なく着て、いらなくな

ったら、何気なく廃品回収に出したり、古着業者に売ったりと、私たちと密接に関係している

モノでさえも国と国とをつないでいるということを理解することができた。また、古着を通し

て国同士が結びつく背景には、各地に暮らす故繊維業者の多大な努力があるということが分か

った。 
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古着と共に生きる 

――埼玉県蕨市 C 社の歩み―― 

 

元 原 孝 大（班長）・梅 田 成 槻・小 林 未 来・浅 沼 碧 海 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

 1990 年代後半以降、発展途上国における低賃金労働による大量生産を背景として、日本及び

世界各地で販売される衣料品は急速に安価になった。同時に、衣類の購入から消費、廃棄にい

たる時間的サイクルはかつてないほど短くなっている。2000 年代に入ってから、日本では各地

に古着販売店が登場するようになり、私たちの間で古着の購入が一般的になった。ただし、国

内における古着の流通量は、国内で取引される衣類の全体のごく一部でしかない。そうではあ

るが、大量の古着がリサイクルされていることも事実である。 

 私たちは、2014 年 6 月 25 日に、東京都荒川区の東日暮里および三河島でリサイクル業に関

する調査を行った。その調査のなかで、故繊維（古着・古布）を扱う業者の多くが東日暮里や

三河島から埼玉県へ移転していることを知った。さらに、埼玉県内のリサイクル工場で集めら

れた古着が東南アジアに輸出され、それらはさらに遠くの国々へ運ばれるという、モノが国境

を越えて移動するグローバルな展開を知った。 

 故繊維リサイクル業者は、集荷した古着を選別し、海外に輸出する。またコスト削減を目的

として選別作業自体を海外の企業に外注することもある。このように日本で生まれた古着が海

外市場で流通する経済状況は、グローバル化の典型的な現象といえるだろう。しかし、コスト

削減のために、選別作業を海外で行えば、日本の故繊維リサイクル選別会社の需要は減ってし

まう。そのようななか、日本では、故繊維を海外へ積極的に輸出しようとする故繊維業者とそ

うでない故繊維業者とに分かれつつある。 

 私たちの班では、故繊維を海外へ輸出することに消極的な立場にある有限会社 C社を取りあ

げる。具体的には、C 社の概要を紹介し、C社社長 N 氏のライフヒストリーを考察する。そう

することで、日本の故繊維業界が直面する問題の一部を明らかにしつつ、C 社における故繊維

の海外輸出に対する考えについて分析したい。 

 

II C 社について 

１ 会社概要 

 C 社は埼玉県蕨市にある。現在、従業員は約 20 人で、ほとんどはパートタイムである。パ
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ートの従業員は 10～13 人いる。東京近辺の古着選別工場の規模としては、比較的大きな規模

である。C社社長の N氏によると、この業界でパート従業員を 5人以上雇っている場合、その

工場の規模は大きいとみなされるという。C 社より小さい規模となると、ほとんどの場合は家

族経営の工場である。 

 

    

写真 1 蕨市に位置する C社の外観     写真 2 古着の選別の種類が書かれた紙 

（小林未来撮影）              （浅沼碧海撮影） 

 

故繊維業界では、選別作業に携わる従業員のほとんどが女性である。その理由を N 氏は次の

ように考えている。女性は男性よりも服に興味がある傾向にあり、約 200種類に細かく分類さ

れる古着を正確に選別するのに長けている。そのため、古着選別業界では女性の労働力が重要

視されている。その一方で男性は、選別の他に、選別作業場の周りや工場内の片づけを行って

いる。また、男性従業員はプレス機を使用した梱包作業や、トラックを使った納品作業をして

いる。パートに関しては、年齢による仕事の役割分担はされてない。従業員は 60 歳で定年の

ため、C社では定年退職者を自己申告により再雇用する場合もある。 

C 社の就業時間は次のようになっている。従業員は、午前 8 時から仕事を始め、10 時に 15

分の休憩をとり、12 時から 13時まで昼休みをとる。15 時からまた 15 分の休憩をとり、17 時

で 1 日の仕事を終える。1 階で集められた衣類を袋から出し、3 階の選別作業場へベルトコン

ベアに乗せて送る。3 階で古着の選別作業を行っており、二つの作業場に分かれている。一つ

の作業場では素材、色別などのように大まかに分けることを専門にしている。もう一つの作業

場でさらに細かく分類され、白いワイシャツ、カラーのワイシャツ、アロハシャツ、Tシャツ、

ポロシャツなどのように分けられる。 

C社は古着を回収する作業を自社で行ってはおらず、古紙問屋に回収作業をお願いしている。

回収を委託している古紙問屋は日暮里に本社を構えており、資源回収会社を子会社化し各地に

営業所を持っている。C 社は古紙問屋に古紙を回収する際に古着の回収をお願いすることで広
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い地域から多くの古着を集めることができる。 

 C社の売り上げの金額ベースによる内訳は、海外へ輸出した古着（服・原料）60％、国内売

上 30％、ウエス 5％、反毛材 5％である。 

 

２ 歴史 

C社の歴史は、N氏の曽祖父の時代まで遡る。N氏の曽祖父は、新潟で織物の会社を経営し

ていた。ところが、経営不振により昭和初期に家族と共に東京へ移動した。新潟から東京への

アクセスは上野が良く、その近くの日暮里に住むことになった。 

 日暮里で曽祖父が何をしていたかは明らかではない。N 氏の祖父にあたる息子は、小学校を

卒業した後に寿司屋で丁稚奉公をした。その後、祖父は独立して家族を持ち、寿司屋を営むよ

うになった。しかし、太平洋戦争後、当時、戦前から政府が米をはじめ、食料を管理、統制し

ていた食糧管理制度により、「寿司は高級品」となってしまった（N氏による）。そのため、客

が減り家族を養っていけなくなり、廃品回収業を始め少しずつ古着を回収するようになった。

ここから、祖父の名前をとった C社が始まることになる。 

 会社を設立した当初は、それまで寿司屋しか経験がなかった為に、戸惑いながら経営をして

いたという。洋服だけでなく紙や足袋なども回収した。1970 年代には、工業用雑巾のウエスが

古着回収業の売り上げ項目のトップであった。そうしたなかで古着そのものを取り扱っていた

為、他社から馬鹿にされることもあった。 

 祖父は日暮里に本社を置き古着回収の仕事をしながら、蕨に土地を買い長屋経営もしていた。

長屋とは 1 つの建物の中を壁で区切った集合住宅である。そこには N 氏一家も住んでいた。

1970 年代前半、N 氏が幼稚園に入園する頃に、日暮里から蕨へ仕事場をシフトしていった。

その頃はニクソンショック後で１アメリカドルは 300 円以上の価値を持っていた。その時期か

ら、海外と貿易をしている会社と連携をし始め、古着の輸出の売り上げが年々上がっていった。

そのため規模を大きくするために長屋を少しずつ潰して蕨での仕事場を大きくしていった。N

氏の祖父が亡くなった後、叔父が継いだが、持病があり若くして亡くなってしまう。叔父が個

人商店を継いだとき、個人商店から会社へと変わった。また、日本が初の１アメリカドルに対

して日本円が 100 円を切った。そのため、輸出だけでは運営できなくなり、A商店はフリーマ

ーケットなど自分達で古着を国内で売るようにもなった。叔父の後はバブル期に父親が社長を

継いだ。 

 この頃、当時ＯＬとして働いていた N氏が選別作業の手伝いの為に退職し、古着の選別作業

を手伝うことになる。詳細は後述するがバブル経済期には古着ブームが生じた。洋服の消費－

廃棄のサイクルは速くなり、古着の回収量は急増した。このバブル期がC社の全盛期であった。

約 10 年前（2004 年頃）、父は亡くなった。その跡は N 氏が継ぐことになった。バブル崩壊後
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からは売上額は下り坂となっている。 

 C社には、N 氏が社長に就任してから初めて年間計画書が導入されるようになった。父は経

営に関する知識を体系的に学んでおらず、「曖昧」に運営をしていた。そのため、従業員もパー

トも時給制であり、従業員の休日は日曜日と祝日のみであった。特に祝日は、前日の夜に従業

員が会社に来て仕事の量によって休みにするかどうかを判断するなど、就業時間に関する従業

規則も存在していなかった。その他、時代の移り変わりに対応せざるをえなかった。1970 年代

まででは、従業員は先で述べた丁稚奉公のように、男性が祖父の経営をしていた長屋に住み込

みながら働く形式が古着回収業界でも一般的であった。しかし、会社の売り先の要求が細かい

ものから次第に安ければよいというものに変わっていた。そのため、簡単な仕事が多くなり、

一般人でもできるような仕事になった。そして、30 歳を超えた中途採用者を会社で雇用するよ

うになり、比較的安い賃金で雇用することができる一般の主婦などをパートとして雇うように

なっていった。 

 

３ 学生（元原孝大）による作業体験 

 

 

写真 3 選別作業の様子 

（浅沼碧海撮影） 

 

2014 年 9 月 9 日、私は C 社で古着選別の作業を体験した。今回体験したのは、ベルトコン

ベアから流れてくる古着を、ポロシャツ、ワイシャツ、ボタンのないジャンパー、ダウン、ジ

ャージに分類し、それらを一つの箱に入れる作業である。選別をする中で、ベルトコンベアの

流れについていくことが出来ず、思うように古着を分類することができなかった。従業員の方
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たちが慣れた手つきで選別している姿を見て、感動すると同時に、相当な経験が必要な仕事で

あると感じた。ただし、どんなに経験をつんだ人でも、選別の際のミスは免れないという。N

氏の旦那さんが語った、「この仕事に 100％（正しく選別できること）はない」という言葉がと

ても印象に残っている。服を選別する作業は、我われが想像する以上に難しい作業である。選

別作業をしている最中に、服の中にベルトが紛れ込んでいることや、袋に入ったままの服がコ

ンベアから流れてくることもあった。服以外のものが混じっている場合それらを取り除き、袋

から取り出さなければならないため、とても手間がかかる作業であると感じた。自分が体験し

た作業は全体の業務のなかのごく一部であり、従業員の方たちは全員で 1日をかけて約 6トン

もの服を選別しているという。実際に体験することで、服を選別するという一見単純に思える

作業がかなり重労働であることを、身を持って知ることができた。 

III 国内で売られる古着と海外に売られる古着 

１ 集められる衣類 

C 社には、1 日に約 10 トンの古着が集められる。日本には衣替えという文化があるため、5

月ゴールデンウィークや 6 月の梅雨前は 1 日に 20～30 トンもの古着が工場に集まる。年末の

大掃除の時期も同様に、工場に集まる古着の量は多くなる。それとは逆に、全く集まらない時

もある。それは、雨の日の場合である。雨が降ってしまうと、いくらビニール袋に衣類が入っ

ていたとしても、袋が破けて中身が濡れてしまう可能性がある。これが 1枚や 2 枚だけ、もし

くは 1袋だけなら乾かす場所を確保することが出来る。しかし、集められた全ての衣類が濡れ

てしまうと、乾燥のための場所は確保できない。そのため、やむなく焼却処分しなければなら

なくなる。こうなると、会社は本来売れたものをゴミとして処分しなければならず、大きな損

失になる。こうした理由から、C 社では雨の日の場合は回収を断っており、結果として雨の日

は古着が全く集まらない状態となる。古着が集まらない状態を防ぐために、C 社では茨城県の

水戸市の地域に約 200 坪の倉庫を用意し、古着が多く集まる時期に余計な古着をその倉庫で保

存している。梅雨が続く 6 月や寒い日が続き人々が古着の整理を怠りやすい 1 月や 2 月は古着

の回収量が少ない時期であり、その他にも真夏の 8 月は働きにくい環境であるため、保存して

ある古着で選別する量を調節し、従業員が作業しやすいように工夫している。また、12月は年

始のための大掃除があるため、大掃除によっていらなくなった古着が多く回収される。 

C 社では、集められた古着を大きく分けて 4 つに分類している。1 つ目は、国内向けに売ら

れる古着である。2 つ目は、衣類を綿に戻し車や家の断熱材として使われる反毛材と呼ばれる

ものである。3 つ目は、ウエスと呼ばれる工業用品になるものである。そして 4 つ目は、東南

アジア各国にもう一度古着として売られるものである。 
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国内向けに売られる古着は、まず日暮里にある本社で、値段を付けハンガーにかける作業を行

い、C 社が所有する 4つの店舗で売られている。これらの店舗は、蕨市にある古着屋「リバー

ストン」と、日暮里の繊維問屋商店街にある着物専門店の 2 店舗、またジョイフル三ノ輪とい

う商店街にある古着屋である。 

 

 

写真 4 集められた古着の山 

（浅沼碧海撮影） 

 

C社に集められた大量の衣類のうち、古着として売れるものは全体の 60％程度である。しか

し反毛材に関しては使用できない場合がある。反毛材への加工途中で針が引っかかると、その

針が折れてしまうため利用できなくなってしまう。また、家庭から出たゴミといった、衣類と

は全く関係のないものも衣類のなかに紛れているという。C 社では、取り扱っていない枕やク

ッション、それにゴミは収集しないようにお願いしているものの、状況はほとんど変わらず、

それらの不要物がいまだに全体の 15％を占めている。こうした不要物を会社で廃棄する必要が

あるため、本来の仕事以外のことで時間と労力を費やさざるをえず、N氏の大きな悩みの一つ

となっている。 

 

２ 海外へ輸出される古着 

 C 社で取り扱われる古着は、日本で販売されるものと東南アジアまたは中国に輸出されるも

のとに分けられる。後者の場合、国の環境によって輸出する古着の種類が異なってくる。例え

ば、東南アジアは暖かい気候なので半袖の Tシャツや半ズボンを多く輸出される。その一方で

中国の山間部は寒い地域であるため長袖の上着や長ズボン、厚手の服を輸出している。また N
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氏によれば、本来は古着を輸入することを政府が認めていない国があるが、東南アジア、香港

を経由することで以降、発展途上国における低賃金労働による大量生産を背景として、日本及

び世界各地で販売される衣料品は急速に安価になった。 

 日本で売られる古着の量は、国外へ売られる古着の量と比べると少ない。N 氏によると国外

へ売られるはずだった古着の中で良い品質のものや有名ブランドのもののみ国内用の古着とし

て売っているためである。 

C 社がなぜ東南アジアや中国の山間部などに輸出をしているかというと、輸出対象地域が東

南アジアや中国の山間部などに集中しているからである。また、日本人と似た体型の人が多く

住んでいる国だからである。アフリカからもオファーがあり、アフリカ向けとして子どものサ

イズを輸出している。N氏はこれからアフリカへの輸出は多くなるのではないかと考えている。 

N 氏によると、東南アジアなどの海外へ輸出される古着は、1 つ 100 ㎏に梱包し輸出される。

それが海外の市場に運ばれ、現地のバイヤーが枚数単位ないし重量単位で購入していく。古着

が売れ残った場合、次の日はさらに安い値段でバイヤーに売りさばかれていく。現地では、デ

ザインやブランドが重要ではなく、破けていないか、作りがしっかりしているかといった品質

の点に注意が向けられる。 

N 氏によると、海外へ古着を輸出するようになったのは、今から約 40 年前のことである。

ある貿易会社で働く人物と知り合いになり、「海外で日本の古着を欲しがっているからやってみ

ないか」と誘いを受けたことがきっかけで始まった。当時はまだ、ウエスが日本の主要な輸出

品目であったため、同業者からは「なぜ売れているウエスではなく、古着を海外に売るのか」

と馬鹿にされていた。ところが、1970 年代前半のニクソンショックの影響で、1アメリカドル

が 308 円というドル高であった。そのため、海外への輸出による売り上げは増加していった。

しかし、1980 年代降はドルの価値が下がり続け、180 円まで下落すると売り上げも減少してい

った。また、N 氏によると近年海外の富裕層、特に華人系の富裕層が古着産業に進出してきた

ことが影響し、日本の古着産業に大きな影響を与えている。この海外の富裕層の影響はとても

大きなもので現在も成長し続けており、マレーシアのジョホル・バルにある複数の工場が 24

時間稼働する工業特区が設けられているという。 

IV N 氏のライフヒストリー 

１ 誕生から中学時代まで 

N 氏は 1967 年に埼玉県蕨市に生まれた。それ以来、現在に至るまで蕨で生活をしている。

N 氏が生まれた当初、N 氏の父は日暮里にある祖父が経営する古着選別会社を手伝っていた。

そして、日暮里にある祖父の会社が蕨に移り、両親も蕨にある古着選別工場で働くようになっ
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た。 

 N 氏が小学生の頃（1970 年代）、N氏の同級生の両親には古着の選別を仕事としている人は

いなかった。そのため、N氏は両親の仕事をうまく理解できないという悩みを持っていたとい

う。小学校の授業で親の職業を書かなければいけない時に、何を書いていいのかが分からない。

友達が家の前を通った際に「お父さんは何の仕事をしているの」と聞かれると答えられない。

両親の仕事が嫌なのではなく、どのような仕事をしているのか説明できなかったのである。同

級生に対して、「古着を集めてそれをウエスにしているんだよ」と説明しても、同級生はウエス

自体を知らないことがあった。そのような、同級生に両親の仕事を説明しても理解してもらえ

ないという悩みがあった。 

 N 氏が中学生の頃（1970 年代後半から 1980 年代前半）、N氏の中学校は 1 クラス 40 人で 7

クラスあった。１学年上の世代は丙午（ひのえうま）と呼ばれた世代であり、子どもの数が少

なかった。なぜなら、丙午の年に生まれた女性は気性が荒く、夫を死なせてしまうという迷信

が広まっていたからである。N氏が中学生になる前までは、A商店では古着を回収する際にち

り紙交換を行っていた。ちり紙とは今でいうところのトイレットペーパーである。トラックで

各家庭を回り、ちり紙をわたすことによって古着をもらっていた。 

 

２ 高校時代 

N 氏が高校生のころ（1980 年代半ば）の日本は、バブル経済期で景気が良かった。1985 年

のプラザ合意以降、日本は急激な円高不況に見舞われた。その不況脱出のため、日本銀行（日

銀）は低金利政策を実施した。その結果、余剰資金が土地や株に流れ込み、さらなる投機を生

んだ。そうした資産効果によって、1991 年まで消費需要が拡大した。この 1980 年代末の経済

好況期をバブル経済期と呼ぶ［高木 2000：16］。このバブル経済期あたりから、古着が流行し

始め、原宿などではよく古着が着られていた。なぜ古着が流行したのか、N 氏には次のような

考えがある。それは、当時大人気であったアイドル歌手の小泉今日子がインタビューで「ショ

ッピングはどこに行きますか？」と質問されたときに、「原宿にあるシカゴさんとかで古着を買

います」というような返答をしたため、地方から原宿シカゴに古着を求めて客が殺到したとい

うものである。 

 二つ目は、当時流行していたブランドが安く購入できたからである 1980 年代、バブル期は、

大学生といった若者たちの多くが高級ブランド品を着ている時代であった。その頃のブランド

は DC ブランドと呼ばれていた。DCとは、Designer’s & Character’s の略で、1980 年に、日

本国内で社会的にブームになった、日本の衣服メーカブランドの総称である。例えば、COMME 

ÇA DU MODE（コムサ・デ・モード）やピンクハウスなどが有名である。そのようなブラン

ド商品を、お金を稼いでいないはずの若者でも買えてしまうという時代であった。その当時の
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若者は、必ずマルイのカードを持っていて、月賦で良い洋服や高級な洋服を買うのが当たり前

の時代であった。そのため、洋服を買ったとしても同じ服をずっと着ているというのは、みっ

ともないという感覚があった。そのため人々は 1,2 回しか着ていない洋服をリサイクルショッ

プに売って、お金に換えてまた新しい服を買うというサイクルができていた。 

N氏によると、講演時には、PINK HOUSEの商品を取りそろえている古着屋があった。PINK 

HOUSE とは、婦人服など販売しているブランドである。そこでは、普段は 3万円もするピン

クハウスのスカートが半額の 1 万 5 千円で買えた。つまり、DC ブランドの人気商品が、古着

で安く買えるため、古着が流行ったのである。その背景には、バブル期特有の服を大量に買い、

すぐに捨てるというサイクルがあった。そのため、古着の需要が高くなったと考えられる。な

ぜブランド物を古着になったものも手に入れようとしたのだろうか。N氏の考えでは、当時ご

く富裕層ではない人でもブランドものや高級品を持っている時代であった。そのため、ブラン

ドものや高級品を持っていないと、自分のステータスが下がってしまい、周囲から批判的な目

で見られてしまうと考える人々が多かったためである。例えば、N氏の周りでは大学生でさえ

も、グッチのリュックサックで学校へ通う、または、ルイヴィトンのトートバッグで学校へ行

くということが当たり前であった。このような商品は決して安くはない。しかし、バブル期は

お金が入ってくるのが当たり前という時代であった。アルバイトの給料でさえ、右肩上がりに

給料が上がっていくという時代であった。このようなことから、古着が流行し始めたと考えら

れる。 

 N 氏は、このような状況に関して周りと違う目で見ていた。アルバイトをしていたが、ブラ

ンド品を買えるような給料ではなかった。そのため、ブランド品はあまり買わなかった。また、

N 氏の金銭感覚は周囲の人々とは違う。C社は商売の際、カードではなく現金を使用していた。

それを N氏は幼いころから見ていたため、N 氏はカードを使うのではなく現金が全てという感

覚であった。そのため、N氏は欲しいものはカードを使いローンを組むのではなく、お金を貯

めてから買っていた。また、N 氏には 3 万円の服をカードで買ったとしても、すぐに破れるよ

うなことが起これば、それはもったいないことであるという考えがあった。しかし、N氏の友

達は、現金は使用しない。多くはマルイのカードを使用し、欲しい服があればその場で買って

いた。友達の考えは、N 氏とは反対であり、ローンをしたとしても今が楽しければそれでいい

ではないか、というような考えであった。 

 

３ 1990 年代以降 

 1990 年代に入ると、N 氏の叔父がなくなったため父が社長になった。そして、父から会社

に入ってくれと頼まれ、N 氏が 25 歳くらいの時に、C 社に入社した。期間としては、N 氏の

父が亡くなるまでの、約 10 年間を C 社の社員として働いていた。父が亡くなった後には社長
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に就任した。社長に就任した理由は 2 つある。1 つは、子どもの頃から自分が社長になると言

われていたからである。N氏の父は 5 人兄弟である。構成は、長男（叔父）‐次男（父）‐長

女‐次女‐三女である。叔父には子どもがいない。だから、長男の家族には C社を継がせる後

継者がいなかった。そこで、叔父、叔母が C社の後継者として考えたのが、N氏であった。そ

のため、N 氏は、子どもの頃から、親戚中から「お前が将来 C社を継ぐんだよ」と言われ続け

てきた。父からは、社長に関して何か言われることはなかったが、親戚中から言われ続けてき

たため、社長になることに対して、「まあしょうがないのかな」という気持ちがあった。そのよ

うな、半ばあきらめの気持ちもあった。しかし、別の理由もある。それは、自分が従業員の生

活を守らなければならないという使命感である。以上二つの理由から、N氏は社長に就任した。 

社長に就任した後、少なからず社長業に不満を持っている。例えば、1 年間の休みがだいた

い 10 日しかないことだ。日曜日も仕事としてフリーマーケットで働いている。そのため、1

か月に 30 日も働いている。時間外労働をしても残業代は全くでない。そのような状況のため、

自分の趣味をすることができない。さらには、N氏の子どもたちにも影響を与えてしまってい

る。N 氏の子どもが保育園児であった時、N 氏が仕事のため、学童保育所に通わせていた。N

氏は仕事が長引いてしまうと、学童保育所の閉園時刻までに迎えに行くことができなかったこ

とが多々あった。その場合は、学童保育所の近くの公園で、先生と一緒に待ってもらっていた。

また、先述したとおり、N 氏には休日がほぼない。そのため、子どもが休みの日でも、一緒に

遊ぶことや、旅行があまりできなかった。N氏は、以上のように子どもたちに対して、一緒に

遊んであげられなかったことを、後悔している。N 氏は自分のことよりも。子どものことを優

先して考えていた。しかし、このような大変な状況下でも、以前勤めていた OL にはない楽し

さがあった。それは、古着がたくさん売れることを実感できるということだ。C 社では、フリ

ーマーケットに古着を出品して販売している。その販売している古着が売れることに、N 氏は

喜びを感じている。 

V おわりに 

今回の調査において、古着選別業界の実情を知った。その中で、1 つの古着選別会社がどの

ように経営をし、さらにその社長がどのような思いで仕事を行っているのかを知った。古着確

保の競争が激化するなか、C 社は国内への販売だけにとどまらず、海外への輸出を行うことで

会社を成り立たせている。国内への販売は、会社が経営する古着専門店やフリーマーケットで

の販売が主である。その一方で、海外への輸出に関しては、主に東南アジアへ輸出している。

ところが、このように海外へ輸出しても、業績はあまり伸びないのが今の状態である。そのよ

うな状況下でも、N氏は N氏なりに仕事に携わってきていた。 
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N 氏は、C社の子どもとして生まれ育ち、親戚から跡取りとして育てられてきた。そのため、

C社を古くから知り、社内でいくつもの出来事を経験してきている。N 氏の故繊維業界の海外

進出に対する考えは、日本国内において事業が成り立つのであれば、海外へ進出する必要はな

いという極めて明快なものである。海外への輸出には、大量のガソリンが必要となることから、

環境に負荷を与えるというデメリットがある。その点を考慮すると、N氏のように、国内のみ

で事業を展開するのが 1 番良いという考えになる。N 氏の言葉を借りるならば、「地産地消が

良い」ということになる。この「地産地消」という言葉はもともと、農林水産物（食用）に対

して使用される言葉であるが、N氏は古着にあてはめて考えていた。例えば、関東で生産され

た洋服は、関東でリサイクルをする。このようなサイクルの流れをつくることが大事だと語っ

ていた。 

ただ他方で、現在の日本の故繊維業界では、海外に進出するのが生き残りをかけるための戦

略の一つになっていることも事実である。もはや、国内のみにとどまって古着を扱うだけでは、

利益が出にくくなっているのである。ところが、N氏の考えは主流派のものとは真逆であった。

日本の古着を求めてバイヤーが海外から大挙して押し寄せるなか、N氏のやり方でこの業界で

生き残れるかどうかは分からない。しかし、国内で事業展開がうまくいかないからといって、

海外へ進出するだけで事業が安定するとも限らない。このように、日本の故繊維業界は現在、

転換期にあるといえるだろう。 
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夢を紡ぐ世界で働く 

――調査を通じて考える労働のあり方―― 

 

遠 藤 大 輔（班長）・平 野 志 歩・福 田 菜 花・貝 吹 一 成 

東洋大学社会学部社会文化システム学科 

I はじめに 

本屋の雑誌コーナーをのぞくと、多くのファッション雑誌が並んでいる。テレビでは、ファ

ッション雑誌の人気専属モデルが様々な番組に出演していて、彼らを見ない日はない。今日の

日本において、ファッションモデルは若者から絶大な支持を受けている。そして、若者の多く

はモデルが身に付ける服を身にまといたいと思っているのである。もちろん、ファッションに

興味があるのは若者だけに限らない。ファッションモデルに幅広い年齢層のモデルがいること

からもわかる。街中を歩けば、ユニクロ、H＆M、GU、Forevere21 などの、流行のファッシ

ョンを手ごろな価格で手に入れることができるファストファッションの店があちらこちらにあ

る。価格が廉価だからといって、種類が少ないわけではない。それらの店で陳列される商品は、

流行に合わせて日々変化している。 

このような「ファッション戦国時代」ともいえる現状は一見華やかではあるが、消費社会特

有の問題も発生している。それは、衣類の大量廃棄という問題である。衣類がタンスに入りき

らなくなった時、あるいは着ている服が流行遅れになった時などに、ためらいもなく捨ててし

まう人が増えているのである。しかしながら、そうして「捨てられた」服もまた限りある資源

である。一度不要とされた衣類を資源ごみ（再生資源）として回収し、リサイクルしている会

社が、私たちの生活のすぐそばにある。多くの人はファストファッションを扱う業者ばかりに

目を向けがちであるが、リサイクルされた衣類を扱う業者もまた、私たちを取り巻くファッシ

ョンの一部分を構成している。ファッションをめぐって、実に多様な労働のあり方が存在する

のである。 

本章では、私たちの班が調査した D 社を取り上げて、会社の概要や工場における事業内容に

ついて紹介し、会長である K氏のライフヒストリーを提示する。そのうえで最後に、労働に対

する価値観について考えてみたい。 

II D 社について 

１ 国内工場  

D 社が設立されたのは 1973 年のことである。D 社は、もとは日暮里において、リアカー1
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台で故繊維（古着・古布）の回収を行う仕事から始まっている。埼玉県与野市に本社工場はあ

ったが、周辺が宅地化したために 2005 年現在の加須市に移転をした（写真 1）。D 社の故繊維

の回収先は、埼玉県を中心としており、東京の西方地区や栃木、群馬等からも回収をしている。 

 

 

写真 1 加須工場内の風景 

（貝吹一成撮影） 

 

一般的な故繊維回収の流れは、以下の通りである。まず地域の自治体 が古紙や古着等のリ

サイクル品を回収する。そして、その中に含まれる古布（業者間でボロと呼ばれる）を、D 社

をはじめとした故繊維回収業者が買い取るというものである。近年、故繊維の市場価格は高く

なってきているため、新規参入業者が増加してきている。そのため、国内の故繊維回収業者で

はなく、直接海外の故繊維回収業者へと売ってしまう傾向があり、国内で故繊維を回収するこ

とが難しくなっている現状がある。また故繊維回収の際に、靴や鞄は回収を断っているが、市

民にそのことが浸透していないため、故繊維とともに工場に入ってきてしまう。再利用ができ

そうなものは輸出される場合もあるが、多くは必要な金具が不足していたり、片方の靴しかな

かったりするなど、売り物にならないものが多いためにゴミとなる。 

工場では常に 30 名程度が作業をしている。ベルトコンベア上を流れる古着と古布を仕分け

る作業には女性従業員が多い。これは一般的に男性よりも女性の方がファッションに関心が高

いこと、生地の種類の見極めが得意なことが理由に挙げられる。仕分の基準としては、古着と

してお店で販売されるもの、ウエスになるもの、反毛材料になるもの(ウエス材にならない古衣

料)、マレーシア工場に送られるもの、ゴミにしかならないものに分けられる。最終的には、季

節物、色などを基準として細かく 20 種類程度に分類される。特にメリヤス（機械によって編
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まれた生地）の白い布は一番高く売れるという（写真 2）。マレーシア工場に運ばれた中古衣料

は、再び分別される。着物やウエスは海外での需要がないので、日本で売るために再度日本へ

運ばれる。 

マレーシア工場に運ぶ前には一度に多くの古着を運べるようプレスをして圧縮する。地下に

掘られた穴に古着を入れた後、上下からプレス機で圧縮され、ひとつの「コリ〈梱〉（業界用語

ではカクと呼ばれる）」にまとめられる。 

 

 

写真 2 選別作業の風景 

（鈴木佑記撮影） 

 

２ マレーシアペナン州の自社工場  

D 社では、マレーシアのペナン州に自社工場を所有していることが特徴としてあげられる。

繊維リサイクルを通して環境貢献を進める企業を目指している。工場では物流部門、選別部門、

梱包部門、断裁部門（工業用ウエス）、洗濯部門（工業用ウエス）の５つの部門に分かれている。

そして、これらの部門で各工程を終えた物は商品倉庫に運ばれ、日本の商社を通じて、マレー

シアから主に ASEAN 諸国へ再輸出される。選別したうち、ウエス用の故繊維は国内のウエス

業へ売られている。  

 D 社で回収した古着のうち、国内向けに販売される古着は 15％程度であり、残りがマレーシ

ア工場に運ばれている。国内と海外では故繊維の需要に違いがあり、国内ではファストファッ

ションブランド（ユニクロ等）の衣類は、身近で手ごろな価格で購入できるために古着屋での

販売が難しい。しかし、海外においてはファストファッションへの抵抗は低いため、特にメー
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カーに関係なく売ることができる。回収した古着はおおまかな選別（国内における販売の可否

判断、靴やゴミなどの不純物の除去）だけを行い、中古衣料として輸出している。アジア圏内

では大きな流行の差はないが、まれに体格の小さい男性が女性ブランドのジーンズを履くこと

がある。大きな流行の差や日本人との体格の差があまりないからこそ、マレーシアでの仕事は

成り立っているといえる。  

マレーシア工場の設立の発端には、当時マレーシアペナン州で事業に関わりコンサルタント

の仕事をしていた東京都檜原村出身のおじいさんの存在がある。その方の援助で 2001 年に D

社は自社工場をマレーシアに持つこととなった。タイ、カンボジア、ベトナムの国境周辺には

大きな市場があるため、マレーシアのペナン州は利便性の高い土地である。古着の輸送には大

量の故繊維を一度に運ぶことのできるトラックを用いている。聞き取り調査をした 2014 年現

在、マレーシアは貿易上の制約が少なく中古衣料の輸出が可能であるため、マレーシア工場を

中心にビジネスを進めている。今後、マレーシアにおいても故繊維の輸出入についてどのよう

な制約がかかるかはわからないため、柔軟に対応できる体制を整えている。  

 

 

写真 3 マレーシア工場において加工されたウエス 

（鈴木佑記撮影） 

 

マレーシア工場の従業員は約 170 名いるが、もともと（2001 年）は 5 人程度で運営を開始

した。従業員は女性が全体の 6～7 割を占めている。仕分けは、男性よりも女性のほうが向い

ているようで、このことは国籍が違ってもいえることかもしれない。通常、機械メーカーの工

場のラインでは同じの規格の均一な部品が流れてくるが、故繊維の選別作業のラインではシャ

ツやズボン等の種類の違う様々な物が流れてくる。従業員の中には、そうした多種のものを扱
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うことに楽しさを見出す人もいるという。 

工場での使用言語はマレー語を基本としているが、華人同士は中国語で会話をするなど、現

場では様々な言葉が飛び交う。話を伺った S さんは 8 年間、その後任者は 10 年間マレーシア

に勤務していたため、マレー語を話せる。しかし日本人でマレー語を話せると、従業員が家庭

の問題など、プライベートな話を持ち込み面倒にまきこまれることがあるため、マレー語を使

用するのは挨拶程度にとどめ、基本は英語でコミュニケーションをとっていた。 

 

３ TeRA（Textile Recycling Association）について 

 近年、ファストファッションが国内外で勢力を伸ばしてきている。ファストファッションと

は、流行をとり入れつつ低価格に抑えた衣料品を大量生産し、短いサイクルで販売するブラン

ドやその業態のことを指す。日本のブランドとしては、ユニクロ、GU、しまむらなどが有名

であり、海外ブランドでは GAP（米国）、Forevere21（米国）、H&M（スウェーデン）、ZARA

（スペイン）などを代表格としてあげることができる。世界的に不況下にあるため、安価で流

行をおさえた服の需要は高く、今やファストファッションのブランドが運営する直営店は世界

各国に存在する。そのため、売り場では流行に合わせて常に商品が更新されるが、短期間で商

品から消費者が離れる傾向がある。価格も安価に抑えてあるため、流行に合わせその都度、最

新のファッションを取り入れることも容易である。一昔前の時代では、流行の服は欲しいと思

っても、店舗が近くに無いといった理由から手に入れることが難しかった。また手に入れたと

しても、流行が終わったという理由では捨てず、おさがりとして活用するなどして、服として

機能しなくなる限界まで着古すことが一般的であった。さらにそのようにして着古された服の

多くは、古着回収に出され、故繊維回収業者により回収される光景がよくあった。しかし、近

年は流行が過ぎた服は簡単に捨てられてしまう傾向が強い。服の価格が安価であるため、服を

捨てるという行為にためらいがないのであろう。 

このような現状から国内の故繊維の回収量が減少してきており、需要に供給が追い付かなくな

ってきている。そこで平成 22 年に TeRA（一般社団法人繊維リサイクル協会）が設立された。

この協会には 11社が参加しており、故繊維の回収を行っている会社はD社を含め 6社である。

主な活動内容は埼玉県川口市の故繊維の回収であり、B 社がそのうち一か月に約 200ｔの故繊

維を 6社で分割している。 

また川口市では行政主体の資源回収も行われている。その事業開始以来 TeRAが携わってき

たが、川口市がほかの企業との競争形式にしてしまったため、 TeRA が独占して集めた故繊維

を手に入れられないことも増えてきていることが、通年、抱えている大きな問題である。 

 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

 

49 

 

III 会長 K 氏のライフヒストリー 

１ 生い立ち 

K 氏は昭和 14 年に東京都荒川区東日暮里で長男として生まれた。中学 2 年生までは、東日

暮里にある小学校、中学校に通っていた。K氏が現在の故繊維業界に携わるきっかけは、祖父

の代に遡る。祖父は福井県で農業をしていたが、明治時代に福井から東京へと、青雲の志を抱

き、出稼ぎにきた。しかし、東京の中でも当時の日暮里は、「日暮の里」と呼ばれ、田んぼや畑

が多く残っていた。K 氏の祖父は、この風景をみて、「まだ東京に田んぼがあるのに俺は農業

を捨てて、東京に出てきた」と心配したそうだ。そこで太っ腹な奥さんから、「今更、くよくよ

しているのよ、出てきた以上頑張りましょう」と背中を押されたという。 

その後、東日暮里で盛んであった古布回収（ボロ）と出会い、扱い始めた。その後、K氏の

両親が大正時代に店を引き継いだ。両親が東日暮里で回収業を営んでいた際、古着や古布がな

かなか集まらない時には、集荷先を新潟県まで広めたこともあったという。しかし、現在のよ

うにユニクロやしまむらなどの衣服店が全国にあるわけでなく、関東と地方では着ているもの

に若干の異なりがあった。例えば、関東では洋服が流行っていても、地方ではまだモンペを履

いていた。そのため、地方には古着や古布の質が良いものは少なくかった。ただし、少しでも

集荷量を上げるために地方を回るときがあった。このような状況であったために、K氏が小さ

い頃の商売は今以上に安定しておらず、よく手伝いをしていた。 

K 氏が中学 2年生の頃、故繊維の集荷量が多くなってきたことから作業場が不足した。両親

は東日暮里で仕事をすることに限界を感じ、埼玉の与野へと移転した。この頃に地方へと移転

する店は少なかった。結果的には、現在の都心から地方へと移転する企業の先駆けにみられる

が、当時はそのようなことを考えて移転をしたわけではない。 

K 氏は中学校を卒業した昭和 30 年から両親の下で働き始めた。当初は、普通科に進学する

か、ランクを落としてビジネスに直結する商業高校に進学するか悩んだ。しかし、経済的に厳

しかったため、昼間は働き、夜間の定時制高校に通うことに決めた。当時の古着業界では丁稚

奉公が主流であったが、両親のお店には余裕がなかったことからすぐに両親のお店で働き始め

た。両親と同様、両親の兄弟にはリサイクル業に携わった人もいた。そのため、K氏のように

従兄弟にも店を継いだ方もおり、仕事のやりとりがあった。しかし、現在続けている方は K 氏

以外にいない。 

高校を卒業した 18 歳の頃、正式に両親からお店を継いだ。理由として、兄弟が姉 2人、妹 1

人と、男性が K氏だけであったため、必然的に店を継ぐことになった。仕事を始めると、日々

余裕がなく、追われるように働いていた。K氏は当時の忙しい状況を「生活即仕事」と語って

いた。 
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社会に出たことを「社会大学に入学」と、現在も「社会大学に在学中」と語っていた。高校

に入学しようとした意思として、中学を卒業すれば新聞も読むことができ、社会一般の最低限

の知識は得られるが、高校に入学すれば図書館が無料で利用できることが大きな理由と述べて

いた。 

31 歳の時、結婚した。奥さんは当時 19 歳だった。結婚の決め手は相性であり、この人とな

ら二人三脚でやっていけると考えた。子どもは 3人おり、息子 1人、娘 2 人いる。子どもたち

に仕事を継いでほしい、と強制することなく育てた。同じ業界では、窮屈に感じてしまうだろ

うという配慮もあった。娘さんたちは、他業界で働いているが、息子さんが結果的に継いだ。 

息子さんに店を引き継いだのは、4、5 年前であった。理由としては、K 氏自身のスタミナが切

れてきたことや、新しい発想を生むことが難しくなってきたことを挙げ、若い人へと選手交代

することで新しい発想が生まれると述べている。またいつの時代も若い人たちの方が勢いもあ

り、無茶もでき、若さがその時代を作っているという考えを持っている。息子さんは、社員に

仕事を振り分けるのが上手く、ワンマンであった K 氏と正反対であると語っていた。 

 

２ なぜ繊維業界で働いているのか 

衣類は、衣食住の 3要素の中の 1 つである。K氏は、この「衣食住」のうち、なぜ 1つ目に

「衣」がきているのかを疑問に感じた。「食べる」＝「生きる」という視座にたてば、第 1 に

「食」があり、第 2 に身体を守る「衣」がくるのではないかと考えた。またそうすると「食・

衣・住」でも良いのではないか、と疑問に感じた。 

しかし、世の中には「糸」（いとへん）の漢字が多くあることに気がつく。衣類は繊維から

作られている。「繊維」＝「糸」であり、「糸」は人間生活とのつながりが強くある。古代に遡

れば、「シルクロード」があり、「衣」は、古代からグローバル化のとっかかりであったはずだ。

そして、人間の歴史が始まって以来、衣服はあることを考えると、「衣」の比重が大きいのでは

ないかとも考えるようになった。 

現在では、裕福になればなるほど、個性を表すファッションとして「衣」は使用される。天

然繊維から化学繊維へ変化してきているが、「人」にまとわりつくものであり、永遠に続くもの

である。K 氏の言葉で表現すれば、故繊維は「エンドレスな世界である」。そこから「夢を紡

いでいる」という意識の芽生えから、繊維へと専業としてふみこんだとのことである。 

 

３ 経営者としての想い 

 D 社は、これまで「どうにか食べてこれた」と K 氏は語っている。これまでに一度も安定し

たと考えたことはないそうだ。K 氏には、「企業は成長か衰退しかない」という考えを持って

いる。企業を継続していくためには、「アクセルを踏み続けなければならない」と考えており、
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「進歩、進展、発展」が重要であると語っていた。 

 そのため、経営者は 24 時間営業であり、いかなる時も仕事のことを頭に入れておくべきで

あると考えている。従業員を背負っているというプレッシャーを絶えず持ち、企業の利益を上

げることへ全力を注いでいる。 

 一方で、企業成長のためには、単に自分自身の意見で物事を考えるのではなく、社員の意見

を聞き出すことを重要している。人それぞれ意見や考え方は異なり、K 氏の言葉でいえば、「10

人いれば十人十色」であるという。社員それぞれが会社のためにアイデアを考え、社員一人ひ

とりが経営者以上の能力を持ってくれることが理想であるそうだ。しかし、会議などではなか

なか意見はでないので、懇親会での「飲みニケーション」の場を大切にし、本音トークで語り

合うことが必要であると指摘している。 

また常に「社会に何か還元できないか」と考えている。K 氏は、税金で作った道路を無料で使

用させて頂いていると考えているために、企業として利益を上げることで法人税により、社会

貢献することを意識している。 

 勉強のために、松下幸之助を見本にしている。例えば「個人の欲をいかに小さくするか」と

いう考え方も見習って仕事をしてきたそうだ。また企業自体を真似ることはできないが、考え

方を真似ることはできると語り、K 氏自身経済界で行われている企業セミナーに通うことが多

いという。 

 

４ グローバル化への想い 

 現在ほどのグローバルな時代になるとは、K氏は予想していなかった。東京オリンピックは

1 つのターニングポイントであり、当時の東京には首都高速や新幹線がつくられ、人の移動が

簡易的になった。またオリンピックを目当てに世界各国から多くの人びとが訪れ、徐々に世界

へと視野を拡げられるようになった。現在は、飛行機を用いれば数時間で海外に行くことがで

きる。そのため、K 氏は日本を「県」と考えることができるのではないか、と語っていた。日

本を「県」と考えたとき、マレーシアをはじめ、世界各国も同じ「県」と考えることができる。

そうすると、工場をつくるにしても、日本の中だけで考える必要はなくなり、適地を探すにも

選択の幅が広がるという。 

D社でもマレーシア工場を作った。理由としては、国内での従業員不足がきっかけであった。

1990 年代には、フィリピン人を国内工場で 30人程雇っていた時期もあった。しかし、日本で

の外国人労働者に対する規制が厳しくなり、国内で外国人労働者を雇用することに限界を感じ

た。そのため、海外で工場をつくった。 

 特に現在の社長をしている息子さんは海外志向が強く、マレーシア工場作る際も息子さんが

全て行った。 
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IV おわりに 

故繊維を回収して、再び商品として売り出すという、単純な仕事のように見えるリサイクル

業だったが、調査を重ねるたびに、捨てられた服を再び商品にする難しさ、D 社が企業として

どのようにあるべきかなど、多くのことを知ることができた。選別のためのコンベア、服を輸

送しやすくするためのプレス機は、普段は決して目にすることのない物で、現地に行ったから

こそ見ることができた。 

さらに、インタビューをすることで、文献などからは知ることのできない、故繊維に対する

こだわりや、会社に対する熱い思いを、声の調子や、言葉と言葉の間合い、顔の表情などから、

知ることができた。今回の調査を通じて考えさせられたことは多い。 

なかでも特に一番考えさせられたのは、労働に対する価値観についてであった。K 氏にライ

フヒストリーを伺った際に、仕事することに対して、現代の若者と違う考え方を持っているこ

とに気が付いた。K 氏は、会社に入社することを「社会大学に進学」と表現していた。「大学

は授業料を払って学ぶけれども、会社は給料をもらえて、そのうえ多くのことが学べる、こん

なに素晴らしいことはない」と語っていた。休みを欲しいとは思わず、積極的に出勤していた

と振り返る。しかし、現代では、「ブラック企業」という企業を揶揄する言葉が流行っている。

辛い仕事であったり、長時間労働であったりすると、すぐにブラック企業呼ばわりする風潮が

あるようだ。残業が半強制的というのも、ブラック企業に対する文句としてよく耳に入る。そ

の背景には、多くの若者が給料をもらうことを最終目的にしている点を指摘できないだろうか。

彼らが消極的な労働姿勢なのに対し、K 氏の語りからは、労働を通して自ら成長することを最

終目的とした、積極的な労働姿勢を垣間見たように思える。 

私たち 20 代前半の世代は、上の世代から皮肉を込められ、「ゆとり世代」と呼ばれている。

長時間労働に耐えられず、すぐに仕事を辞めていく者も多い。確かに、劣悪な労働環境の企業

もあるが、仕事を長続きできない要因の一つとして、若者の労働に対する価値観があるように

思われる。K氏が主体的に出勤したり、残業にも力を入れたりしていたのは、自らを追いこむ

長時間労働に美徳を見出していたからではない。学ぶことがたくさんあるから、仕事をしてい

たのである。もちろんそこには、職場環境も関係してくるであろう。K 氏の話によると、D 社

のような中小企業では、少ない社員に活躍してもらって企業が成長していくのだという。個々

が独立して活躍出来る環境だから、成長が出来たし、仕事を面白いと感じたのである。それが、

結果的に積極的な労働へとつながった。K 氏の労働に対する考え方は、これから社会に出る私

たちにとって、とても参考になるものであった。
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海外実習（マレーシア・シンガポール）の概要 

 

鈴 木 佑 記 

東洋大学社会学部 

Ⅰ 背景と目的 

「国際理解分野」コースでは、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。第 1 部の国内調査報告書でも明らかにしたように、埼玉県内にある 4つの故繊維リ

サイクル業者は、それぞれに海外とのつながりを意識し、またときに取り引きを行ってきた。

特に、B社と D社を対象とした調査報告書で明らかにしたように、日本の故繊維産業はマレー

シアとの結びつきが強い。2013 年度には、長津（教員）と植野（教員）の引率のもと、B社と

取り引きをしているジョホル・バルにある工場へ見学に訪れた。本年度は、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することになった。 

2014 年度の海外実習の目的は、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することも行った。 

Ⅱ 内容 

 基本的には、学生は現地の人々と英語でコミュニケーションをとった。ただし、工場労働者

に対してはインドネシア語・マレー語通訳（教員の長津を含む）を介して、コミュニケーショ

ンをはかった。海外実習の活動内容は、（1）故繊維リサイクル工場における参与観察、（2）故

繊維リサイクル工場の従業員に対する聞き取り調査、（3）大学（シンガポール）における学生

交流、の三つに大別できる。具体的には、以下の通りである。 

 

（1）故繊維リサイクル工場における参与観察 

故繊維リサイクル工場において、日本から輸入された古着と古布の選別作業を見学するだけ

でなく体験し、どのように選別されているのか理解した。また、工場労働者と食事を共にする

ことで、交流を深めた。 

 

（2）故繊維リサイクル工場の従業員に対する聞き取り調査 

工場において働くのは、ほとんどがインドネシア人女性とミャンマー人男性の出稼ぎ労働者
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であった。シンガポールではなくマレーシアに工場があるのは経費を抑えられ、マレー語とほ

ぼ同じ言語を話すインドネシア人を安い賃金で雇いやすいという背景がある。そのような背景

を理解した上で、インドネシア人女性やミャンマー人男性へ、どのようにして出稼ぎ労働者と

なったのか聞き取り調査を行った。 

 

（3）大学（シンガポール）における学生交流 

南洋理工大学において、現代班、古着班、ウエス班の三つに分かれ、主に日本で実施した調

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、A社（「第 1部国内調査報告書」における社名）で実施した調査成果を発表した。 

Ⅱ 行程 

2014 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 宿泊地 

10 月 30 日 ＊成田空港発―（飛行機）→シンガポール 機内 

10 月 31 日 ＊シンガポール―（車）→マレーシア 

・選別作業体験、聞き取り調査 

工場内 

（マレーシア） 

11 月 1 日 ＊マレーシア―（車）→シンガポール 

・南洋理工大学で英語によるプレゼンテーション 

ゲストハウス 

（シンガポール） 

11 月 2 日 ・長津（教員）引率によるエクスカーション 

・チャイナタウン、リトルインディア訪問 

ゲストハウス 

（シンガポール） 

11 月 3 日 ・博物館訪問、南洋理工大学学生との交流 

＊シンガポール―（飛行機）→日本 

機内 

11 月 4 日 羽田空港着  

＊マークは、移動をあらわす 

 

 次ページより、学生が執筆した海外実習報告書を掲載する。第 2 部はマレー シアの故繊

維リサイクル工場における調査報告、第 3 部はシンガポー ル・南洋理 工大学での英語発表

の概要である。
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工場概要・作業工程 

 

社会文化システム学科 1年 梅 田 成 槻 

 

マレーシアで調査した工場は、シンガポールの対岸に位置するジョホル・バルにある（地図

1）。ジョホル・バル中心部から内陸へ車で 5分ほどすすむと、欧米や日本のメーカー工場が立

ち並んでいる。そのなかの、5 階建て（作業場は 3 階建て）のひと際目立つ大きな建物が、調

査で訪れた工場である。 

 

 

地図 1 地図中の A地点が、マレーシアにある古着工場の位置 

（Google Maps を改変） 

 

一階は搬入をする場であり、コンテナを積んだ大型トラックが入るスペースが十分に設けら

れている。工場奥にある搬入場所でコンテナが開かれ、その中に収まるプレスされた古着の塊

を、従業員がフォークリフトで次々に運ぶ（写真 1）。一つの塊は一辺 2 メートルほどの立方体

となっており、100 キログラムの重さがある。1 階奥には、それらの古着の塊が高さ 10m 以上
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に積み重ねられていた（写真 2）。 

 

 

写真 1 フォークリフト 

（鈴木佑記撮影） 

 

 

写真 2 プレスされ積み重ねられた古着 

（貝吹一成撮影） 

 

搬入された古着の塊は、エレベーターで作業場の 3 階（通常階では 5 階）へ運ばれる。そこ

には、約 20m のベルトコンベアが 4 列並んでいる。まず、男性作業員がエレベーターで運ば

れてきた古着の塊を、フォークリフトでベルトコンベアのスタート地点まで運ぶ。 
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写真 3 男性従業員がコンベアの上に乗って古着を流している 

（鈴木佑記撮影） 

 

写真 4 古着の分別をする女性従業員 

（元原孝大撮影） 

 

次に、青色の T シャツを着たミャンマー系の男性が、古着の塊を解体し、次々とコンベアに

乗せる（写真 3）。後に知ったことだが、シャツの色によって、国籍や仕事の階級が判断できる

ようになっており、青色の上着はミャンマーから出稼ぎに来ている人々であった。コンベアに

は 4～5m 間隔で女性が付いており、次々に流れてくる古着を手に取る（写真 4）。後述するよ

うに、この工場では古着を 18 種類に分けており、従業員は各自の担当する種類の古着だけを

手に取るよう指導されている。手に取った古着は、彼女らの横にある直径 30cm ほどの筒に投
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げ入れられる（写真 5）。 

 

 

写真 5 この筒を通して分別した古着を下の階に送る 

（貝吹一成撮影） 

この筒は 2 階に続いており、筒を通して古着は 3 階から 2 階へと運ばれる。2階にもコンベ

アが存在し、さらなる選別作業が行われている。また、コンベアだけでなく、いくつものミシ

ンと裁断機がコンベアとコンベアの間に設置されており、主にマレー人の女性がウエス加工の

作業を行っている（写真 6）。 

 

写真 6 ウエス加工の作業を行っている女性従業員 

（鈴木佑記撮影） 
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また 2階には、大まかに分けられた古着を種類によって細かく分けて畳み、梱包する空間が

ある。いたる所に古着が入ったボックスやテーブルがあるので非常に狭いなかで作業をする必

要がある。畳むのは女性の仕事で、一枚畳むのに 3 秒ほどの時間をかけていた（写真 7）。 

 

 

写真 7 天井から伸びている筒を通して上階で分別された古着が送られてくる 

（貝吹一成撮影） 

 

 

写真 8 プレス機で作業を行っている男性従業員 

（鈴木陽香撮影） 
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写真 9 プレスされた古着 

（貝吹一成撮影） 

 

その他、プレス機が 2 階にあり、一つのプレス機に二人の男性が付き、選別された古着の束

を一つの塊にする（写真 8）。一回のプレスに 3 分ほどを要する。従業員は皆、服を圧縮するプ

レス機のまわりで、機器の型からはみ出た服を素手で押し詰めている。気が緩めば大事故につ

ながりかねない、危険な作業である。 

プレスされた古着の塊は、2 階からつながる他の棟の倉庫へ運ばれ、フォークリフトによっ

て高く積み上げられる（写真 9）。このようにして、工場に運ばれた古着を、細かく種類に分け

ることにより、新たな商品として生まれ変わるわけである。 

2 階、3 階ともに大きな扇風機が壁に設置してあったが、非常に蒸し暑く、綿ぼこりが宙を

舞っており、職場環境の衛生状況は必ずしも良くなかった。大きなスピーカーも 5 つほど天井

に取り付けられており、会話が困難になるほどの大音量で音楽が鳴り響いていた。服の選別は

単調な作業なので、従業員が飽きないようにするための工夫である。
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経営者ナイ氏について 

 

社会文化システム学科 2年 今 枝 晃 一 

 

 

写真 10 真ん中に写るのがナイ氏 

（貝吹一成撮影） 

I 基礎情報 

 ナイ氏は、今回の調査で訪れた工場の最高経営責任者（CEO）である。ナイ氏の本名は、ナ

イ・スーチンという。ナイ氏は潮州系移民の 3 代目である（写真 10）。英語、マレー語、中国

語、潮州語、日本語を流暢に話すことができる。 

ナイ氏には 2 人の娘と息子がおり、長女は現在アメリカの大学に留学している。第 1 部で取

り上げた B社社長の U 氏によると、彼女はとても流暢に英語を話すことができるという。 

ナイ氏の長男は現在 19 歳である。シンガポールには徴兵制度があり、2年間兵役に就かなけ

ればならない。ほとんどのシンガポール人は 18歳から 20 歳のあいだに兵役についている。彼

との会話のなかで、「兵役が終わったら、日本の大学へ留学したい」と語っていた。 

現在、ナイ氏はシンガポールの一戸建てに住んでいる。シンガポールは地価が非常に高い。

そのため、シンガポールに住む人々は一般的にはマンションかアパートに住んでいる。このこ

とからも、ナイ氏が裕福であることがうかがえる。また、ナイ氏は日本が非常に好きなことも

あり、家の門に日本産の一本松を使用しており、庭にある池には錦鯉を飼っている。 

 ナイ氏は約 20年前、名古屋へ行ったときに B社社長の U氏と出会った。その後、U 氏と取
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り引きを開始し、現在も関係が続いている。 

II インタビュー内容 

 10 月 31 日、マレーシア工場で調査を行った際、ナイ氏に聞き取り調査を行った。まず、マ

レーシアに工場を建てた理由について質問をした。それに対し、「シンガポールに住んでいるた

め、ジョホル・バルとの往来が容易だから」という答えが返ってきた。また、マレーシアは地

価や人件費も安価なため、マレーシアに工場をつくったとも語っていた。 

ナイ氏によると、日本では服をリサイクルするという習慣が他の国に比べ定着していないと

いう。日本では一日約 45 トンもの服が捨てられていることから、ナイ氏は「日本の空はいつ

もかすんで見える。マレーシアや他の国では空は綺麗だけど、日本は汚い」と語気を強くして

語っていた。この発言には、ナイ氏のビジネスに対する信念が関係しているのかもしれない。

ナイ氏のビジネス信念は「リサイクル」だという。ナイ氏は世界中あらゆる古着をリサイクル

したいと話していた。ナイ氏によると、日本では一日に捨てられる服のうち 25 パーセントが

再利用されている。他の国と比較すると、インドネシアでは 40 パーセント、中国は 25 パーセ

ント、パキスタンでは 20 パーセント、その他は 5 パーセントもの服が再利用されている。つ

まり、まだ「リサイクル」できる余地が日本には多くあることを意味する。 

ナイ氏がどうして日本人とビジネスをするのかという質問に対しては、「信頼できるから」

だという答えが返ってきた。日本人は他の国の業者と比べると信頼度が高いという。U氏とビ

ジネスを続けているも、このような信頼性があったからだと考えられる。
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従業員について 

 

社会学研究科社会学専攻博士前期課程 1 年 貝 吹 一 成 

社会文化システム学科 2年 今 枝 晃 一 

 

 

写真 11 一番左に座るのが Aさん、立っている女性が Bさん 

（貝吹一成撮影） 

  

以下の文章は、調査した工場で働く労働者を対象とするインタビューのまとめである。 

 

（1）なぜ出稼ぎ労働をしようと考えたのか。 

A さんはマレーシア工場に住み込みで働いている出稼ぎ労働者である。彼女はインドネシア

の東ジャワ島のガウィ出身で、現在 27 歳（聞き取り時）である。出稼ぎ労働としてマレーシ

アへ訪れる前は、インドネシアから出たことはなかった。もともと彼女は 5 人兄弟の末っ子と

して生まれた。両親は水田をもっており、農業に従事している。兄弟は全員結婚しており、皆

もガウィで農業に従事している。彼女は 2002 年、15 歳の時に別の村の出身である男性と恋愛

結婚をした。夫も水田で農業をしていたため、出稼ぎ労働を行うまでは彼女も水田を手伝って

いた。しかし、農業だけでの収入では月に 100 万ルピアしか稼ぐことができず、貧しい生活で

あった。また彼女には、11 歳と 2歳になる 2 人の息子がおり、将来的に子どもを中学校や高校

に入学させたいという思いからお金がより必要と考えた。そこで、知人の紹介でマレーシア工

場での出稼ぎ労働を決心した。 

 



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

 

65 

 

（2）マレーシア工場での生活 

Aさんがマレーシア工場で働き始めたのは 2013年である。工場での仕事の 1か月の半分は、

深夜のシフトがあり、大変である。ただし、工場内に住み込みしている従業員の多くはインド

ネシア人であり、皆が優しいためなんとか仕事を続けている。しかし、家族と会えないことで、

寂しい思いがある。とくに子どもと会えないのは寂しく、早くインドネシアへ戻りたいと考え

ている。家族へは、月に 300 万ルピア（日本円で 3 万円程度）の仕送りをしている。もともと

出稼ぎ労働にきたきっかけがお金を稼ぐためであり、休日は無駄遣いをしないように過ごすこ

とを心がけている。例えば、工場から買い物をするときに市街地へ出掛ける際、タクシーやバ

スは使わず、距離があっても徒歩で行くようにしている。 

 

（3）今後の展望について 

今後、長男が中学校に入学するまでの残り 1 年は働くつもりである。彼女は子どもへの想い

が強くある。彼女は工場での仕事が重労働であることを知っているため、子ども達には自分が

携わっているような肉体労働には就いてほしくないと語った。できれば公務員などの頭脳労働

を希望している。 

 

（4）B さんについて 

B さんは、インドネシア出身の 35 歳女性である。工場においては、主に夜間勤務を担当し

ている。工場では、朝から夕方までの通常勤務と、夜から朝までの夜間勤務の二つの勤務形態

に分かれている。日本のアルバイトと同じように、通常勤務よりも夜間勤務の方が時給は高い。

給料は働いている人それぞれの階級によって違うのだが、Bさんは通常勤務よりも自給が 8ド

ル高い夜間勤務を選ぶ。夜間勤務の人たちは通常勤務の人たちと同じで、1 ヶ月 20 日働き、土

日は休みとなっている。二人の子供と夫と両親を、インドネシアにある実家（バリ島近くの島）

に預け、彼女一人でマレーシアへ出稼ぎに来ていた。子どもは彼女の夫が面倒をみている。夜

間勤務で得た給料のほとんどは、インドネシアにある実家に送金している。彼女は「子供の頃

は貧しく、ろくな教育を受けられなかったので、今のような苦しい生活になっている。自分の

子供にはそのような苦しい生活をしてほしくない、ちゃんとした職に就いてほしい」と語って

いた。給料のほとんどを仕送りに回し、自信の子供の教育費にあてている。彼女は 2年間の労

働契約をしており、あと 1 年間の期間が残っているが、契約終了後は更新せず実家に戻ると話

していた。また、一刻も早く子供に会いたいとも言っていた。彼女のスマートフォンの待ち受

け画像には、彼女の二人の子供がうつる写真が使われていた。日本では、多くの人が当然のよ

うに教育を受けているが、単に日本の環境が恵まれているだけで、世界を基準にすると当たり

前のことではないのだと気づかされた。
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コラム① 古着選別体験 

 

社会文化システム学科 2年 平 野 志 歩 

 

マレー人従業員の案内で、工場の見学をさせていただいた。従業員はラインを流れてくるた

くさんの衣類を見分け、まるで自分も機械の一部になったように作業をこなす。ラインを流れ

る古着の数は多く、また目の前をすぐに通り抜けてしまうため、種類を見極められるようにな

るためには慣れが必要だろうと感じた。作業にはいくつか種類があり、私たちはまず、工場の

上の階で大まかに分別された古着をさらに細かく、素材や種類別に分ける作業を教えていただ

いた。上の階からドサドサと落ちてくるズボンやパーカーを軽くたたんでから素材別、衣類の

形別に分け、机の上に重ねていく。ジャージ素材、スウェット素材、ビニール素材のジャンパ

ー、チャックがついているからこれはこっち、間違えた位置に置くとすぐに従業員の方が訂正

する。慣れれば単純作業であり、分けていく基準もわかってきてはじめのうちはゲーム感覚で

楽しい。だが、上層階から衣類が落ちてくる仕組みになっているためか、埃がかなり舞う環境

である。私たちはマスクをつけ、従業員たちはスカーフで口元を覆ったりして防がなければな

らなかった。イスラム教の関係でヒジャブと呼ばれる布を使って頭を覆っている女性従業員は

多い。それにさらにスカーフで口元まで覆っているので、イスラム教徒の従業員たちは普段非

常に暑い中で毎日働いているとわかった。 

 さらに別の作業場では、半そでのＴシャツと襟のついたポロシャツを机の上に広げてたたむ

作業を教えていただいた。その 2種類を分け、そしてたたんで重ねて、ある程度の枚数になっ

たら縛る。従業員の方があまりに素早くきれいにたたむので、負けていられないと、我々国際

理解コースのメンバーでタイムを競い合うことになった。30秒間にどれだけの枚数のＴシャツ

を襟のある・なしで分けていくことができるか、そしてこの作業は、どれだけ日頃から家庭で

洗濯物をたたんでいるかがすばやく作業をおこなうポイントであった。やはり大切なのは慣れ

である。しわになっているものは、しわを伸ばしつつテンポ良くたたむのである。テンポよく

丁寧にというのはなかなか難しい。というのも、しわが強くついているものもあれば、大変に

大きいサイズのＴシャツも一緒に作業をおこなわなければならない。その段階ではすべて一括

でＴシャツという扱いとなるため、素人では従業員のように一定のテンポを保てないのである。

メンバーは平均して 30 秒で 3枚のＴシャツをたたむことができた。 

 毎日、蒸し暑い工場の中で坦々と作業をこなす従業員たちの仕事内容は決して難しいもので

はない。しかし、蒸し暑い工場の中で、坦々と作業をこなすのは想像以上に辛いものである。

熟練度を上げていくことで毎日運ばれてくる大量の古着の山に対処をしているのだと考えると

やはり簡単にまねをできることではないと感じた。 
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コラム② プレス機との「格闘」 

 

社会文化システム学科 1年 奥 山 拓 実 

 

 海外調査の一つとして、マレーシア工場で実際に体験した作業は、主に、選別された古着を

プレス機で包装し、貯めておく倉庫に台車を使って運ぶという単純な作業であった。しかし、

この作業は大変危険である。なぜなら、プレス機に古着を入れる際も、機械は動いており、少

し間違えれば手を待っていかれてしまうくらい危険なのである。 

実際に体験している時の緊張感はとてもすごかった。まわりは日本語の通じない外人で、バ

ックには聞きなれた洋楽が流れており、多くの人が休むことなく淡々と作業をこなしていた。

そこに混ぜてもらい、作業工程の説明を受けたらすぐに実践にうつることになった。見た目で

はあまり力のいらなさそうな作業をしていたが「これでもか！」というほど、包装したものを

ひもで固定するのには力が必要であった。そして、固定する作業を必死でやっていると、次の

工程である倉庫に運ぶ作業も自分がやることになったのである。 

包装されたものは 10 ㎏以上あり、持ち上げるのも大変であったので、台車に乗せることだ

けでも一苦労だった。台車に乗せると、まわりの人が指さすほうに全力で押していった。他の

大学生が点々と体験をしている中、まわりの作業をしている人たちはみんな注目するように、

僕が押しているのを応援してくれた。運び終わって戻ってくる時には、わざわざ近くに来て、

「疲れるでしょ？」や「大変だからそんなにやらなくていいよ」などとやさしい声をかけてく

れる人が多くいた。しかし、戻ると「つぎ、つぎ！」といわれ、すぐに 2個目の作成に移るこ

とになった。まだ 2 回目の作業であったため、難なくこなすことができ、なぜだか作業を教え

てくれた人たちのテンションが上がり「いいねいいね！頑張れがんばれ！」と作業をしている

間、応援してくれるようになりこなしていた。3 回、4 回と回数を繰り返しこなしていると、

徐々に作業メンバーとの距離感が近くなるのを感じた。作業工程の順序を間違えてしまったと

きは、みんなで一緒に笑い合うなどして、短時間ではあったが、仕事の作業を通して、通じ合

うことができ、とても面白い体験であったと思う。 

日本との気候の差が大きく、とても暑いマレーシアでは、少し動けばすぐに汗がでるという

状態で、よくあの作業が行われているなと感心した。一つの作業を通して、異国であれだけ多

くの人と関われ、お互いに笑い合えるなんて、とてもいい経験をした１日となったと考えてい

る。 
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選別作業について 

 

社会文化システム学科 2年 斉 木 駿 

I 服の選別 

工場は 3 階建てで、フロアごとに作業内容が異なる。3 階ではベルトコンベアから流れてく

る古着を種類ごとに分ける作業が行われる。3 階で大まかに選別された古着は 2 階に送られ、

そこでさらに細かな選別を行う。そうして選別したものを 1 階の倉庫に保管する。古着はバウ

アー、コットン、ジャケット、コート、ガウン、スウェット、トレーナー、パジャマ、シャツ、

T シャツ、Y シャツ、ロングパンツ、ショートパンツ、ジーンズ、ブラウス、スカート、ベビ

ー服、ドレスの 18 種類に分ける。 

 

 

写真 12 選別作業について聞き取り調査をする学生たち 

（鈴木佑記撮影） 

 

3 階での選別方法はベルトコンベアの近くに 6 人の従業員配置し、各々が担当する古着をベ

ルトコンベアから取り出し種類ごとの筒に入れて選別していく。基本的にはA担当（ジーンズ、

ブラウス、スカート、ガウン）、B担当（ベビー服、シャツ、ショートパンツ担当）、C担当（Y

シャツ、T シャツ、パンツ）、D 担当（パジャマ、トレーナー、スウェット担当）、E 担当（ジ

ャケット、コート）、F 担当（バーブァー、コットン、ドレス）に分けられる。担当ごとに古着

を大まかに選別した後、2 階の作業場でより細かな選別が行われる。 

 2階での選別は3階から送られてきた古着の質を確認しながら古着を畳んでいく作業を行う。
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ここで大まかな選別の時にできなかった質の悪い古着を取り除く作業を行う。畳まれた服は種

類ごとに荷台に置かれていく。3 階での選別作業の精度が悪いと、2 階での作業効率が落ちる

ため、従業員作業の精度、速さ、集中力が求められる。 

 

A担当 ジーンズ ブラウス スカート ガウン 

B担当 ベビー服 シャツ ショートパンツ なし 

C担当 Y シャツ T シャツ パンツ なし 

D 担当 パジャマ トレーナー スウェット なし 

E担当 ジャケット コート なし なし 

F 担当 バーブァー コットン ドレス なし 

II 靴の選別 

 古着工場では古着以外のものも紛れて入ってくることがある。マレーシア工場では古着以外

に使われた靴が入ってくることがあり、靴の選別にも基準が設けられている。工場に送られて

くる靴は、古着と同じ袋に入れられている場合があるので、古着の選別作業中に靴が出てきた

ら取り除き別の場所に運ばれる。 

 靴は運ばれた先で本格的に選別を行われる。まず袋から出され一か所に山積みにされる。そ

こから靴のペアを探す。捨てられて送られてくる靴の中には片足のみしか送られてこないもの

がある。そのため、最初に靴のペアを探すことから始まる。ペアが見つかったものは質ごとに

分けられて保管され、片足のみの靴は質が良くなければ捨てられる。このように靴の選別にも

基準が設けられており、三段階に分けられている。 

一つ目はアがそろっており状態が良いもの。二つ目は、ペアでそろっているが状態が悪いもの、

もしくは片足のみで状態が良いもの。三つ目は、靴としての役割を果たせないほど状態が悪い

ものである。 

 このように選別を行うことによって、捨てられた靴に商品価値を付け加えていく。ブランド

ものであればさらに価値が高まるため、ナイキやリーボックのようなブランド品は重宝される。

そして選別された靴は SATU・DUA・TIGAの 3 種類があり、ランクごとに袋に入れられ選別

が完了する。 

注 SATU・DUA・TIGA は数字の 1・2・3 の意味である。

靴のランク 選別の基準 

SATU（良い） ペアである 状態が良い 

DUA（普通） 片足のみ 状態が良い ペアである 状態が良くない 

TIGA（悪い） 靴としての役割を果たさないもの 
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Understanding Our World through Clothing 

 

I Contemporary Part 

In order to relate our experiences of clothing in Tokyo to the global market for which it is a 

part, I will begin by explaining how brand name clothes are consumed in Tokyo, one of the 

largest cities in Asia. Seeing as all of us here live in Tokyo, one of the centers of clothing 

fashion, it is fortuitous to consider how clothing consumption begins by considering the 

unique trends of one of Japan’s fashion centers for contemporary youth: Harajuku.  

Those who first travel to Harajuku station might be alarmed at the number of 

people shopping at Takeshita-dori, a favorite location of youngsters interested in the latest 

fashion. The thousands of people crowding the streets of Harajuku have become so famous, 

its existence is known throughout Asia, Europe, and the Americas. Some popular 

musicians like Kyary Pamyu Pamyu have modeled their image around Harajuku bringing 

the fame of this uniquely colorful district with them as they tour domestically and globally. 

Some stores in Harajuku have capitalized on this international image by hiring 

foreigners to manage their stores in hopes of targeting foreign tourists who speak 

languages other than Japanese. Stores dotting the Harajuku sector of Tokyo sell various 

kinds of the latest fashion varying in price and attractiveness. It seems to me that a district 

like Harajuku with its heavily congested streets and myriad clothing shops is rare in 

Japan.  

A type of rival to the eccentric fashion of Harajuku is the popular subculture of 

Japanese dress called cosplay. Making a habit of dressing like Halloween, these youth work 

hard to buy the exact style of clothes they see their favorite professions, celebrities, or 

manga characters wearing. Costume play, or Cosplay as it is known in Japanese, has 

become a phenomenon in its own right. 

Some very uniqUesu bcultures exist in Japan including unusual sites such as the 

comic market seen here (show picture). For entertainment value, I would like to humor you 

with some entertaining Cosplayer’s clothing styles. We have the international animation 

hit seen here. The boy with the yellow hair is the main character, while the boy with the 

black hair is his rival. In order to test your animation knowledge, does anyone know the 

names of these characters?  

It is really shocking the extent of information out there on anime, manga, and 
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cosplay. This magazine titled (Cosplaymode) is a major hit among cosplayers many use to 

find useful information such as where to buy makeup kits, where to find famous cosplayers, 

and not to mention where shows are held. For those interested, I encourage you to come up 

and take a look. The detail listed here is truly amazing. As revealed in this magazine, 

cosplay and the culture of Harajuku have become popular worldwide. If you search for 

cosplay on the Internet you can find many pictures of cosplayers from different countries. 

Moreover, starting in 2003, there has been an annual World Summit for Cosplay held in 

Japan where the best cosplay was event offered an award. This summit offers an 

innovative location for cosplayers to form new relationships domestically and globally. 

After having talked briefly about some recent trends of youth clothing culture, it is 

important to consider the high rate of turnover this clothing culture produces. Clothing 

stores change their styles frequently, producing need for youth to buy the latest brand , 

producing clothing waste and invariably used clothes.  

Next, let us take a look at what happens after clothes become old and are sold to recycle 

shops.  

 

II Used Clothing Part 

 [Show T-shirt to the audience] 

What is this?...It is a T-shirt you might find anywhere.  

However, if we try to guess where exactly this shirt “came from”, the answer is 

much more complex. To begin, according to the label, this shirt was manufactured in China 

[or Vietnam?] and was then exported to Japan for sale. After it was bought and worn, the 

purchaser sold it to a recycled shop, where it was never bought. From this recycle shop it 

was shipped to a clothing distribution center where it was sent to Malaysia to be sold once 

again. Incidentally, this store was managed by a Singaporean.  

We first chose this T-shirt from this Malaysian recycle center. But the story of the 

majority of the clothes we found there does not end here. Instead of being sold in Malaysia, 

most of the clothes at the center we visited were shipped to Southeast Asian countries such 

as Thailand, Cambodia, and Indonesia. Others still were shipped to African countries. In 

this way, the story of this seemingly “normal” shirt is much more complex than any of us 

could have imagined.  

Now that we understand better the complexities of “recycling”, lets turn to the 
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conditions of the center we visited. From the outside, this enormous structure was five 

stories. The first two floors were dedicated to receiving, the first floor being designated for 

clothes coming from Japan. From the third to the fifth floors we saw many migrants from 

neighboring Indonesia who were employed due to sharing a common language with 

Malaysians. From what we gathered, most of the staff was employed at cheap wages and 

required to perform very physically demanding work. For example, please look at this 

picture of a cube of clothing. Clothes arrive in this shape after being compacted by a press 

machine. Each cube weighs approximately 100 kilograms. Men workers carry these cubes 

by forklift to a separate center where women sort these by color, shape, and fabric. Despite 

the extreme heat within the center, women folded clothes with amazing speed. We had the 

opportunity to compete with them folding clothes. The average time it took most women to 

fold clothes was three seconds an article. By comparison, it took us over ten seconds. 

Despite the harsh conditions, the efficiency of these workers was amazing.  

Let us take one step back and consider the export centers here in Japan and their 

relationship with the used clothes business. By comparing two companies I call company A 

and company B, I will explain the diversity of business practices related to used clothes.  

 

１ The Case of Company A 

To begin, from what was explained to us, company A collects used clothes and separates 

these before exporting them abroad. This company has three shipping centers in Japan. 

These shipping centers have been sending clothes to their receiving center in Malaysia 

since 2001. Moving their center overseas was a rare move for most used clothing operations 

in Japan at that time, but has become increasingly the choice many companies take to 

survive. 

After the consumer feels they no longer desire to wear an article of clothing, many 

will donate them to one of the export centers in Japan, which will then repackage them and 

ship them to an affiliate company in Malaysia. Finally, these shipments are opened and 

resorted into two groups: one of used clothing, and the other raw waste used to make Uesu 

products.  

Before being shipped to Malaysia’s distribution center, the Japanese branch of 

company A sells roughly 15 percent of its clothes domestically. The remaining clothes are 

sent to Malaysia because used clothing, especially Japanese used clothing, are in high 

demand in Malaysia. Considering most clothes are donated by Japanese, the Malaysian 
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side has very little production costs. The costs incurred are shipping and employment costs. 

This allows them to sell used clothes comparatively inexpensively in comparison to “new” 

clothes like those seen in Harajuku. Moreover, because the shape of body of people living in 

Southeast Asia is similar to Japanese, it is easy to find clothes that match these consumers. 

These factors make selling used clothes in Malaysia and other Southeast Asian countries a 

very profitable business.  

 

２ The Case of Company B 

We had the pleasure of interviewing the president of this company Ms. B.Ms. B’s father 

established this company in the late 1940s, shortly following the end of the Second World 

War. Soon after its establishment the Japanese economy began to improve, resulting in 

huge profits during the Bubble Era. As can be seen in this picture of a luxurious disco, 

many women wore glamorous and luxury clothing as a kind of status symbol. Due to the 

fast rotation of what was considered popular clothing, many clothes were discarded and 

sold to make money for the newest brands. During the Japan’s Bubble Era, there were 

large amounts of used and semi-used clothing that could be resold relatively easily in 

Japan. When the economic bubble burst, Company B had to make fundamental changes to 

stay in business. 

After Japan’s economic bubble burst in the late 1990s many companies began 

sending operations overseas to reduce labor costs. Due to financial costs, Company B could 

not afford this business decision. From this section we have seen two separate models of 

used clothing business. Company A, that has enlarged its consumer base by expanding to 

Malaysia, and Company B that has decided to target exclusively Japanese and their 

changing desires toward used clothing.  

 

III Uesu Part 

In this section, we will discuss the use of a little-known product amassed during clothes 

production called Uesu.   

Uesu, or Waste, is a type of product excess produced in the over consumption of 

cloths like linens. Processed Uesu products include hand cloths and old fabric businesses 

use to clean dirty machines and manufactured tools. Uesu products vary from paper Uesu 

to even rental Uesu.  
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The history of Uesu products can be traced back to the beginning of the 20th 

century following the increase of the industrial demand in the 19th century. After the USA 

purchased its first shipment of Uesu products in the 1930s a positive image of Japanese 

Uesu began to circulate within the global market. The upward market trends during WWII 

continued to develop even after this war, however, success in domestic markets led to a 

reduction of consumer costs in order to remain competitive. One situation in particular that 

produced the economic downturn of the Uesu industry was internal competition between 

Paper Uesu and Rental Uesu that drove prices downward.  

This might all be very abstract for you to understand, so let me provide you with a 

very real example of Uesu by considering business hotel linens and Japnaese oshibori 

towels. Business hotels in Japan that are frequented by businessman on trips around the 

country are often equipped with inexpensive linens that are sent abroad after they become 

warn. If we take a look at this picture (show picture) we can better understand this 

connection between business waste and foreign export. After sheets are used, they are 

commonly cut into fine pieces and reassembled into factory products. This is possible 

because most sheets used in business hotels are made from 100% cotton and are especially 

useful in water absorption. In addition, due to most customers desiring high-quality bed 

sheets, many are disposed after relatively little use.  

After being “reshaped” into Uesu products, these are then sold domestically and 

internationally to companies such as automobile companies or other international factories. 

In this fashion, despite the relatively unused sheets being wasteful, they are “rebirthed” 

into new products that can be used abroad, effectively reducing waste. 

Business hotels are not the only area where Uesu products are used. In fact, their 

use is felt across Japanese society from household to industrial use. Yet, due to the interest 

of time, I have focused only on some examples, including business hotels. Now, let me 

mention about oshibori towels used in restaurants. 

Most of you are probably familiar with the culinary scene in Japan and the way to 

eat at a restaurant. A highly favored trait of the Japanese dining experience is being served 

with a hot towel called an oshibori customers use to wash their hands and even face. These 

types of towels would be good Uesu due to the necessity that they be soft and have the 

ability to retain high quantities of water.  

Uesu products, despite their dearness to Japanese culture, in recent years they 

have been replaced by the less expensive alternative of paper Uesu to reduce operation 
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costs. In addition, companies that handle Uesu have also moved overseas to reduce their 

production and employee costs. This trend has had unequal repercussions on small and 

medium sized corporations that cannot afford to move overseas, leaving them at the mercy 

of competing with large global companies with far greater capacity to influence public 

policy in their favor. In this regard, through both of our experiences observing used clothing 

centers and Uesu production opened our eyes to larger market trend toward business 

mergers, internationalization, and unfettered capitalism.  

 

IV Conclusion 

In today’s presentation, “Understanding Our World through Clothing” we began by 

focusing on contemporary Japanese culture in Harajuku as an example of the latest trends 

of clothes being consumed by the Japanese. From then, we took a look at used clothes by 

considering clothing centers in Japan and Malaysia. Finally, we discussed products known 

as Uesu and how Japan’s desire for clothing produces considerable waste, which appears in 

the form of industrial clothes and paper products “recycled” from linens and clothing 

scraps.  

The brands of our clothes often provide us with the illusion that they are produced 

in the same place they are sold. Saitama, Tokyo, Harajuku, all of these place names deceive 

us to believe that the shirts on our backs came from close to where we live, and affect only 

our immediate environment. As we have seen, the reality is much more complex. Fashion, 

and the stimulus it provides us to desire more than we need, is related to the tons of clothes 

we consume initially at clothing centers like Harajuku or export abroad to be re-consumed 

as used clothing, Uesu products, or just plain trash. We think we can understand how 

Japan is connected to the global world by focusing the clothing.  

Our presentation will end here. Thank you very much for your kind attention. 
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コラム① シンガポール南洋理工大学における気づき 

 

社会文化システム学科 2年 遠 藤 大 輔 

 

 

写真 1 右端に立つ人物が遠藤 

（鈴木佑記撮影） 

 

南洋理工大学における発表は、私たちを大きく成長させた。出発の一ヶ月前から発表の準備

をすすめていたが、簡単には進まなかった。大学の英語の授業で発表するのとは要求されるレ

ベルが大きく異なる。英語を母語とする国の大学で発表するのである。もちろん発表する際に

使用する言語は英語である。私も含め全員が、原稿作成に頭を悩ませた。完璧な原稿はできな

いが、各々が南洋工科大学の学生に自分たちの調査していることを伝えようと必死に作成した。

この過程も私たちの貴重な経験値となった。原稿が完成したら、発表の準備は終わりというわ

けではない。原稿をそのまま読むのは、発表とは言わない。どれだけ前を向いて発表できるか

も重要な要素だ。それに伴い、声の大きさ、話すスピードにも気を付けて練習を重ねた。 

発表の練習は、現地に行ってからもおろそかにはしなかった。みんなで一緒に練習はできな

いので、各々、飛行機の中や、寝る前に時間を見つけて練習した。発表当日、南洋工科大学の

Chinese heritage centerに集まったときは、皆、多少の不安はあるものの、原稿作成の時に見

せていた表情とは大きく異なり、自信のある顔つきになっていた。本番は、どの練習よりもう

まくいった気がした。立派なホール、大きなスクリーン、真剣なまなざしで私たちの発表を聞

く南洋工科大学の学生たち、すべてがこの発表を輝かせていた。私たちだけでは、この発表は
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完成しなかったのだと思った。 

発表の後は、学生たちだけで食事に行った。シンガポール独自の集合屋台レストランのホー

カーズに案内してもらった。その道中は、一緒に写真を撮ったり、連絡先を交換したりした。

ホーカーズにはいろんな食事があり、南洋工科大の学生が私たちに説明してくれた。私たちは

ホーカーズに行ったとき、そばで、パサマラと呼ばれる屋台が多く出店していた。たまに表れ

るパサマラは貴重な存在らしく、南洋工科大のマーシャに誘われて 2 人でパサマラに足を運ん

だ。マーシャは「これは美味しい、これはまずい、これ食べたことある？」と質問攻めだ。と

ても楽しそうだった。マーシャは、パサマラに売っているココナッツウオーターが好きらしく、

2 人で一緒に買って飲んだ。一口飲むと、たちまち笑顔になり、親指を立てて、ナイスと言っ

ていた。タピオカを食べておいしいと叫ぶ日本の女子大生を見ているようだった。 

 

 

写真 2 南洋理工大学の学生と一緒に撮影 

（貝吹一成撮影） 

 

食事中は、午前中の緊張が嘘のように、皆、とても笑顔で楽しそうだった。行く前は英語が

話せるか心配していた学生も、上手にコミュニケーションが取れていた。発表の準備、本番を

経て自分に自信がついたのだと思う。私もそうだ。この貴重な経験値は必ずこの先、生きてく

るはずだ。私も積極的に活かしていきたいと思う。 
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コラム② 初めてづくしの海外滞在 
 

社会文化システム学科 2年 元 原 孝 大 

 

 

写真 3 右の人物が元原 

（貝吹一成撮影） 

 

私にとって、今回の海外研修で行ったシンガポールとマレーシアが初の国外滞在経験である。

ここでは、私がシンガポールを歩いて感じたことを書きたいと思う。また、その中で自分が成

長できたと思う部分も書きたいと思う。 

私はシンガポールに行くまで、どのような人たちが住んでいるのか知らなった。東南アジア

だから華人系の人が多いのではないかと想像していた。実際シンガポールの街を歩いてみると、

確かに華人系の人が多くいた。しかし、そのほかにも、さまざまな民族が暮らしていた。まず

は、ブギスという地域である。この地域にはイスラム教徒が多く住んでいる。この地域にはイ

スラム教のモスクが建立されていた。私たちは実際にこのメッカに入ることができた。入口に

は、イスラム教のさまざまな言語に翻訳された経典があった。私たちは、その経典をコーラン

と呼んでいるが、アラビア語の発音により近付けて呼ぶならば、クアラーンということを知っ

た。そして、中に入ると、正装した男性が 1 階で礼拝を行っていた。一方で女性は、2 階で礼

拝を行っていた。女性はヒジャブと呼ばれる布で、頭や顔を隠していた。町並みは、チャイナ

タウンとは異なり、中東のような雰囲気を醸し出していた。 

 次にリトルインディアという地域での経験を紹介したい。この地域には、インドの人が住ん
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でいる。この地域は、名前のように本当にインドに来たかのように錯覚させる場所である。そ

のように感じた理由として、中国系の人を見かけなかったからだ。町並みもインドのようなも

のなのだが、そこは完全なインド人街として成り立っていた。インド人系が多く住んでいるた

め、この地域の人々はヒンドゥー教を信仰している。そして、ヒンドゥー教の寺院もあり、そ

こで参拝を行っている。私たちは、この寺院も実際に訪れた。中に入ると、たくさんの神々の

像が祀られていた。そして、その神に対し、土下座をするような形で祈る人もいれば、完全に

うつ伏せになり祈る人もいた。また、多くの人が祈るわけでもなく、地面に座り談笑したり像

を見ているだけの人もいた。また、ヒンドゥー教の像は、色鮮やかな印象を受けた。 

以上のように、私は実際に歩き回ることによって、シンガポールという国が、多民族国家で

あり多宗教国家であるということを知ることができた。また、歩き回ることで、さまざまな疑

問が生まれた。特にヒンドゥー教に関しての疑問がたくさんできた。このように、実際に現地

を訪れることにより、知識が増えさらに興味を持つことができる。そうすることにより、より

自分の世界観を広げることができると思う。実際に歩き回るというのは、どんなものよりも学

べることができるものだと感じた。 

 

 

コラム③ 今も続く交流 

 

社会文化システム学科 1年 小 林 未 来 

 

 

写真 4 左のメイドの格好をした人物が小林 

（貝吹一成撮影） 
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 11 月 1 日にシンガポールの南洋工科大学の日本愛好会の学生との交流会で出会った学生と、

現在も SNS を通じて交流をしている。つい最近は、1 年ゼミの調査に協力してくれたり、お互

いのクリスマスの過ごし方について話したりと楽しい時間を過ごしている。あちらの学生が日

本語を話せることによってこうして仲を深めていくことが出来ているが、自分が少しでも英語

を話せるようになればどんなに良かったかを痛感している毎日である。 

 11 月の交流会は本当に楽しかった。私は日本のサブカルチャーであるコスプレを紹介するた

めにメイドのコスプレでプレゼンというなかなか恥ずかしいパフォーマンスを行った。これが

意外にもというか、予想以上にうけシンガポールの学生や教授を喜ばすことができた。内心と

ても安心した。これでうけなかったら人生最大のトラウマになっていたに違いない。楽しいだ

けでなく、シンガポールならではの事実を少し知ることができた。シンガポールの男子学生は

兵役があるため、早くて 21 歳から大学 1 年となる。だから、男女の間で必ず年に差が出るの

である。これは日本ではまずありえないことで、関心を持った。兵役がどのようなものなのか

についても少し教えてもらった。ホームシックになったというある学生の話を聞いて親近感が

湧いた。 

 交流会の後の学生のみの食事は、お互いリラックスした状態で話すことが出来た。シンガポ

ールの屋台街で食べたワンタン麺やレモンティーは日本のものより味が濃く、最初は抵抗を感

じたものの美味しく感じ完食してしまった。また、シンガポールは食べたお皿などをそのまま

にして帰ってよいという風習がある。楽ではあるが、日本人の感覚からするとスープなどがテ

ーブルについたままの光景は良い印象を受けなかった。そのあとは、ホテル近くの駅まで一緒

に行動を共にし、彼らと別れた。帰り道に私の荷物をショーンさんがずっと持ってくれてあり

がたかった。ただ、彼の女子友達から「チャライ！」とからかわれていたのが面白かった。ま

ず、シンガポールでチャライという日本の若者言葉が聞けたことに驚いてしまつた。意外にも

日本文化はシンガポールに浸透しているようである。 



 

83 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 部 

シンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2014 年度 社会文化体験演習シンポジウム基調講演 

84 

 

2014 年度 社会文化体験演習シンポジウム基調講演 

 

「現場で育む知の営み」――アクティブラーニングとしてのスタディツアー 

 

日時：2014 年 12 月 6 日（土）  場所：東洋大学 白山キャンパス 6 号館 6204 教室 

 

 

写真 1 講演者：藤原孝章氏 （同志社女子大学 教授） 

I はじめに 

ご紹介いただきました同志社女子大学の藤原と申します。同志社女子大学は同志社大学と同

じ法人ですのでセットなのですが、全国的には同志社大学のほうがよく知られていると思いま

す。社会学関連の学部といたしましては、私どもの大学には現代社会学部というものがござい

ます。同志社大学のほうは社会学部で非常にたくさんの学科を持っておりますが、私どもの現

代社会学部といいますのは、社会システム学科と、それから私が今所属しております現代こど

も学科という 2つの学科に分かれています。 

 一学年 400 名おりまして、300 名が社会システム学科で、先ほど紹介がありましたように、

国際理解コース、京都学・観光学コース、法システムコース、それから心理学系のライフマネ

ジメントコースとか、幾つかのコースに分かれております。学生は、ゼミを選択するときに、

それらのコースで選択するようになっております。現代こども学科では、保育士課程、幼稚園

課程、小学校課程の教員免許が取れるようになっておりまして、私は教職の科目も持っており

ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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 私自身の紹介をさせてい

ただきます。私は今、日本

国際理解教育学会の会長を

させていただいておりまし

て、国際理解教育が専門の

一つです。もう一つの専門

は社会科教育と申しまして、

教職系の科目の小学校社会

科、中学校社会科、高等学校では地理・公民の教職を担当しておりました。今までは同志社大

学の高校でも教えていましたが、ちょっと忙しくなりまして、今は教えておりません。一つは、

国際理解教育学会の特典研究のようなもので、「特集 海外研修・スタディツアーと国際理解教

育」という共同研究を何人かの先生といたしました。また、この東洋大学の先生方もたくさん

入っておられますが、海外体験学習研究会というものがございまして、そこの研究にも大変学

ばせていただきました。それからもう一つは、今日後半にお話ししますが、私どもの現代こど

も学科の学生が主に参加します「海外こども事情 A」という授業科目が学生の学びにどういう

影響を与えたのか、ということを書いたもの。それが『海外こども事情 A（海外体験学習）の

場合』です。今日はこの 2つを中心に話をさせていただきます。 

II 国際理解教育 

１ 紀要誌『国際理解教育』「特集 海外研修・スタディツアーと国際理解教育」 

「特集 海外研修・スタディツアーと国際理解教育」といいますのは、明石書店から発行さ

れております、学会のこういう紀

要誌の特集です。書店にも並んで

おりますので、もしよろしかった

ら見ていただけたらと思います。

［日本国際理解教育学会編『国際

理解教育』Vol.20（明石書店）］本

誌は、さまざまな体験をした人が

集まって作りました。まず、高校

の海外研修等の経験のある高校の

先生が非常に多いです。それから、

スタディツアーで大学生を連れて
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いった体験者、教師海外研修といって現場の先生が毎年 JICA のプログラムで世界の途上国へ

出かけておりますが、そういう体験をした人もいます。私も含めまして全員が何かのコーディ

ネーターをしています。特に中央大学の森茂［岳雄］先生、帝京大学の中山［京子］先生たち

が中心にやっていますハワイ真珠湾ワークショップは本にもなっておりますし、非常に優れた

成果を上げております。 

 

２ 国際理解教育から見たスタディツアー 

 図 1の「国際理解教育から見たスタディツアー」は、海外体験学習をする場合の一種の全体

図を作ってみたものです。 

 A の「プログラムづくり」はプログラミングに関わるものです。これについては、先日海外

体験学習研究会がこの東洋大学で行なわれました際に少し紹介させていただきましたし、今日

スタッフをされています箕曲［在弘］先生もプログラミングということで発表され、先ほどか

らご紹介のラオスにおけるフィールドワークについて聞かせていただきました。 

 もう一つは、先ほどご紹介がありましたように、そこに参加する学生はどういう体験を得て、

そこからどういう学びを得たのかというのが、B の「学びと変容」というところです。スタデ

ィツアーは教育の一つの考え方ですので、単に「プログラムを作って学生を連れていきました」

だけでは、教育の視点からするとちょっと不十分だとわれわれは考えるわけです。ですので、

参加者はどのように変容したのか［を重視します］。あるいは、開発教育的にいうと、ホスト社

会はどうだったのか、相手側にどんなインパクトを与えたのかということも非常に大事な点か

なと思いました。それが Cの「相互交流」のところです。最後の D の「授業づくり」というの

は、今日の話とは直接関係はないですが、学校の先生たちも海外研修に行きます。それをどの

ように自分の授業の教材にするか。 

 このような 4つの観点から特集を組んだわけです。この目的はグローバル人材の育成ではな

いですが、やはり社会貢献、社会参加、社会参画という一つの最終的な目標、ゴールと、さら

には、海外と関わることによってグローバルなシティズンシップがどう生まれるか。“グローバ

ルシティズンシップ”というのは最近、ポスト ESD（Education for Sustainable Development）

の関連でユネスコが非常に強調しており、国際的な概念にもなりつつあります。したがって、

スタディツアーを単なる大学の教育活動にとどめず、グローバル人材の育成という観点で見て

いただくのもいいのではないかなと思います。 

 

３ 研究の枠組み（4 つのアプローチ） 

今話したようなことを文章にしたものが、研究の枠組み（四つのアプローチ）です。時間の

関係もありますので、ここは簡単にしたいと思います。(1)の“スタディツアー論”というのは、 
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どういうプログラムを持つのかを考察します。特に若者は今、スタディツアーだけでなく多

くの旅行に行きます。今はちょっと円安局面ですからお金がかかるかもしれませんが、そうい

うものをどのように考えていくかというところです。また、(2)の“学び論”は、先ほど言いま

したように、参加者の学習及びその変容を考察します。われわれは、海外体験学習の先生方も

取り入れておられました J.メジローの学習変容論をもとに少し考えたこともありました。(3)

の“相互交流論”といいますのは、相手方の社会へのインパクトの問題を分析します。あるい

は、交流するときの相手側の例えば若者や高校生との関わりみたいなところも対象になります。

(4)は先ほどの“授業づくり論”でして、教員の問題ですので今日はスキップします。 

  

４ 国際理解教育から見た海外研修・スタディツアー研究の意義 

 国際理解教育から見ますと、先ほどご説明しましたように、教育の“学び論”の視点［(1) 教

育的視点の獲得］と、それから、海外という空間で獲得できるグローバルな視点［(2) グロー

バルな視点の獲得］、さらには、帰ってきてからの社会参加や社会貢献も含めて、それをグロー

バルシティズンシップとしてどういうふうに見ていけばいいのか［(3) 地球市民的視点の獲得］。

この 3つの点が、特に国際理解教育という観点から見た場合の研究の意義でした。 

 

５ 若者の海外旅行のかたちの変遷 

 私は文化学園大学の栗山丈弘先生と一緒に、スタディツアーにおけるプログラムの課題を少

し担当しました。これはある意味観光学の内容に入っていきます。 

 例えば若者の海外旅行のかたちについてお話ししますと、1960 年代頃は、今から考えられな

いほどの超円安で 1 ドル＝360 円でしたし、円の持ち出しも制限されていました。皆さん、ま

だ生まれていませんよね。私たちが中学生、高校生ぐらいの時期で、誰もが海外に行けるわけ

ではなかった時代です。海外に行ける人といえば、フルブライト奨学生という非常にエリート
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の人か本当のお金持ち、そのどちらかだけでした。 

 1970 年代になりますと、日本の若者たちが徐々に国境を越え出しました。私はこのころ皆さ

んとほぼ同じ年代の学生でしたが、留学も海外旅行もほとんど遠い世界のことでした。いわゆ

る周遊記が出てきた時代です。 

 1980 年代に、今でも書店に並んでいますが、沢木耕太郎さんの『深夜特急』という紀行文が

出ました。これを読んで私も、「絶対に世界を回りたい」と思ったりしました。バックパッカー

という人たちが、70～80年代に出てきました。例えばタイでいうとバンコクのカオサンという

場所が、バックパッカーの人たちがたくさん集まるところでした。一方で、この時期、日本の

人たちもお金が少し増えてきて海外に行くようになりましたが、残念ながら集団で買春をする

ようなことも若干ありました。 

 1990 年代はバブルの頃でして、日本の若者たちがいちばんたくさん海外に出た時代ではない

かと思います。ただ、一方で、日本に入ってくる外国人労働者もたくさんおりました。皆さん

の生まれた頃ですね。ちょうど円高にもなりまして、1 ドル＝180 円、160 円とか、そんな感

じになっていった時代です。360 円時代からするとすごい円高です。残念ながらバックパッカ

ーが見られなくなってきた。このころの旅行記として蔵前仁一さんという人の本があります。

私も読みましたが結構面白い本で、マンガになっています。最近もまた彼の本が出たんですが、

そういう時代でした。 

 2000 年代になると、今はかなり円安に振れていますが、2、3 年前までは超円高で、近い外

国にちょっと行って買い物をして遊んで帰ってくる、旅行雑誌に『るるぶ』ってありますね、

そういう「見る、食べる、遊ぶ」という旅が出てきました。 

 このときに言われたのが、「内向き志向」の学生が増えてきたということです。海外に自ら出

ようとしないと。しかしながら、今大学の政策においては、海外に留学生を何人以上派遣する、

海外から留学生を何人以上迎える、というのが課題になっております。 

 

６ 「海外ボランティアの旅」 

 ただ、学生さんにはボランティア的な旅行への関心はあります。先ほど言いましたように、

「社会貢献」というのがこの学科のコースにあるように、若い人たちの社会貢献に対する潜在

的な需要は、国内にしても海外にしてもたくさんあるんですね。そういうことから、「地球の歩

き方」や HIS の「海外ボランティアツアー」というものが出てきていまして、春休み近くなる

と必ず、大学前の路上で HIS の人たちがパンフレットを配っています。これは私の学生時代に

は考えられなかったことです。そもそも HIS がなかったですから。ところが今は、「地球の歩

き方」とか HIS が、バックパッカーが少なくなってきた代わりにこういうものを旅行商品とし

てつくり出した。それが最近の状況ではないかと思います。 
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 ですから、私たち大学が企画する海外スタディツアー、海外体験学習の需要は潜在的にはあ

るので、大学がきちんとプログラムをすれば、もっといいプログラムが出せると思います。私

の企画する海外スタディツアーは、あとで紹介しますが 10 日間です。海外ボランティアツア

ーは、値段はほぼ変わりませんが、一週間の中にボランティアはせいぜい 2、3 日しかしませ

ん。あとは世界遺産などの観光の要素が入っています。ただ、「海外のどこかでボランティアし

たい、子どもと触れ合いたい」というビギナー的な学生からすれば入門編としていいのか、う

ちの学生たちは意外と食いついていきますね。このようなものも最近はあるということです。 

これに仮に「海外ボランティアの旅」と名前をつけますと、「海外ボランティアの旅」の特

徴は、“体験”が中心で、“学び”があとに来ます。しかも、HIS の人たちがコーディネーター

になっているわけではなくて、現地の NGO の人たちに手渡して、ある意味丸投げのようなか

たちでされています。ですから、“学び”については、参加者同士でお互いの感想を言い合うこ

とはあっても、事前事後学習もありませんし、現地での講義や講習も学習指導もありません。

「ちょっとボランティアをした」気持ちになれるというのが、おそらく「海外ボランティアの

旅」の特徴ではないかなと思います。 

 でも、“何か貢献したい”という学生のニーズには応えているので、このプログラムはいまだ

に減っていないというか、むしろ増えているのではないかと思います。東洋大学の学生さんも、

こういうものを作られたら面白いんじゃないかなと思ったりもします。 

 

７ NGO スタディツアー 

もう一つ、NGO がやっているスタディツアーがあります。箕曲さんなどは NGOの経験もお

ありかと思います。これはだいたい開発教育の関係から出てきたものでして、いわゆる［マス

ツーリズムの弊害に対す

る］オルタナティブツア

ーとして欧米などで出て

きました。旅行社のパッ

ク旅行では、大量の人が

航空機などで途上国へ行

きますね。そして、先進

国の資本で作られたホテ

ルに泊まり、なんとなく

現地の異文化的な踊りを

見たりする程度のもので

す。それが観光開発の一
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種の弊害みたいなものとして文化的な破壊等々と言われるということが、欧米の開発計画の文

脈にあり、それに代わるオルタナティブツアーとして 80 年代頃に出てきました。 

 そのなかの一つとして、じゃあ、スタディツアーをしましょうということで出てきたのが

NGO のスタディツアーです。これは NGOの人たちが特に自分たちの活動をするところを紹介

する、あるいは、なぜこういう国際協力活動を NGO がやっているのかということを現場に行

って学ぶ［という内容です］。私も 1990 年頃に神戸の YMCA がやっている「タイ・ワークキ

ャンプ」というものに参加しました。農村にホームステイして、やったことはブランコを作る

というようなことにすぎないのですが、そのときの経験［の影響］がかなり大きくて今もタイ

に関わっています。そういう意味でいうと、私も、こういうスタディツアー的なところ、開発

教育のところから出発していると言えます。NGO スタディツアーの内容は、最近の「海外ボ

ランティアの旅」とそれほど変わりません。例えば日本ボランティアセンター（JVC）が「タ

イ・スタディツアー」でしていることを紹介したり、スタディツアー研究会というものが開発

教育協会の一環としてあるんですが、そういうところが、日本の NGO がやっているスタディ

ツアーをリストアップしたりもしています。 

今は、NGO のホームページに入ると、夏休み、冬休み、春休みのスタディツアーの企画が

必ず出ています。ですから、関心のある若者たちはこれにも参加すると思います。つまり、HIS

のボランティア体験学習、ボランティアツアーではちょっと物足りない人はこちらに来る、と

いうこともあると思います。特徴としては、“体験”がその枠の中に入っていて、“学び”が中

心になっている。“現場での学び”というものが中心になっているのではないかと思います。 

 

８ 大学の「海外体験学習」 

 3 番目にやってくるのが、

私たちが企画する海外体験

学習です。これは本当に最

近のことでして、大学の海

外研修というと、たいてい

は語学留学、特に英語圏へ

の留学でした。90 年代、国

際化時代と言われたときは、

とりあえず英語学校に入れ

たり、夏休みに大学のサマ

ープログラムに入れたりと

いう語学留学が中心でした。
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私どもも、女子大ですのでそういう志向は割に高くて、今もまだやっています。 

 ところが、語学研修だけでは海外体験学習にはならないと［いう考え方があります］。海外体

験学習研究会でも、「海外体験学習とは何か」といったときに「語学研修を除く」と一応書いて

いますので、語学研修は海外体験学習に入れないという文脈で考えていただいたらと思います。 

 海外でスタディツアー的なことをやりましょうという動きが出てきたのは、実は HIS とか

「地球の歩き方」がああいう旅行商品を出したのとほぼ同時期です。それが可能になったのは、

私もある意味そうかもしれませんし、東洋大学の場合、箕曲さんは人類学のプロパーで海外に

何年もおられました。そういうフィールドワークの専門家、NGO と関係を持っている人たち、

私はチェンマイ YMCA と関わりを持っているわけですが、それから JICAの専門員だった人た

ち、そのような国際協力や NGO の分野で活躍していた人たちが、いま大学の教員になりつつ

あるわけです。大学にそういう人材が揃い出した結果、今まで NGO でやっていたものが大学

の授業でもできるようになる。あと必要なのは、授業科目にする等、いわゆる大学の教務的な

サポートです。そういうことが出てきて、大学全体が組織としてこういう学習プログラムを実

行することが可能になった、というのが現在の状況です。 

 海外体験学習研究会は 2003 年に創設したので、今年でちょうど 10 年です。先日 10 年の大

会がありました。データ的には結構調査されています。これは ICU か恵泉かどちらかが調査し

たものですね［掲載略］。かなりたくさんやっています。授業単位として組織的にバックアップ

されているものはそれほど多くありませんが、増えつつあるという状況です。 

これは、清泉女子大学のプログラムです［掲載略］。もちろん東洋大学のものもこういうも

のの一つですし、もっといい事例かもしれません。このプログラムは 2005 年度、10 年ほど前

になりますが、フィリピンに行って 15 日間で 13～17 万円。今だったら 20 万円ぐらいします

かね。大学としてきちんと単位にしています。 

 先ほどの図版でいうと、“体験”があり、スタディツアーのプログラムがあり、さらに、それ

を“学び”として、“成果”として捉えていく一つの方略があるというのが海外体験学習プログ

ラムの特徴です。連れて行って、「よかった」「終わりました」だけでは学習として少し物足り

ないんじゃないですか、というのが私なりの考えでもあります。 

 

９ まとめ 

 国際理解教育からスタディツアーを見ると、スタディツアーの成立要件の 1 つは、国際理解

に関わるコンテンツがプログラムの中にあるということです。国際協力も当然あっていいこと

ですし、東洋大学のようにコーヒー栽培の農村にホームステイするのも一つです。あとでまた

紹介しますが、私どものものは、現地の子どもたちと交流したり、フェアトレードの農家に行

ったりもしますし、山岳民族の人たちと話したりもするというコンテンツです。2 番目は、海
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外での学習を学びにつなげ

ていく学習方法であること

です。3 つ目として、この

ようなものについては一つ

の評価規準が必要なのでは

ないかと私は考えますので、

参加者の学びの変容をはか

る評価規準（到達目標）が

あるかどうか、ということ

です。学生さんにとっても、

事前に調べていたものは、

現地に行くとやはり違って

いますし、結構ショックを受けます。それをわれわれはよく“ゆさぶり”と言いますが、そう

いう“ゆさぶり”が出てくる。それを自分なりに消化していくなかで海外体験学習が成立する

のではないか、と私は考えております。 

 これは旅の形とテーマの変遷を表にしたもので、「るるぶ」の旅から「学ぶ」旅への変容をあ

らわしています。いちばん下に「つながる、変える」とありますが、例えば、帰ってきてから

社会貢献していくことが挙げられます。 

 東洋大学さんがリピーターとして一年後に行って浄水器を作ったりしたのも、一つの貢献だ

ったと思います。 

III アクティブラーニングとしてのタイ・スタディツアー 

１ 問いを持った旅、学びを創る旅 

 ここからは、私どものタイ・スタディツアーの話をさせていただきます。私はまず学生たち

に、事前学習でできるだけ自分なりの問いを持たせるようにしております。そして、机上学習

でもいいから、できるだけ事前に調べていくようにしています。現地で、それとどれだけずれ

があるかとか、知識上の精査は別にしまして、実際に体験したことから得られる学生たちのゆ

らぎみたいなものをできるだけ見つけて、ふりかえりでリフレクションの時間に返していく、

ということをしていきます。私 1 人で 20 人ぐらいを連れていきます。現地のパートナーがあ

りますから 1 人で行けるわけですが、これが全体の学習過程です。 

 

① 参加動機（作文・面接） ② 事前学習：学ぶ目的・課題の発見 ③ 事前学習：私のテーマ・
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目的 ④ 問題状況への参加・体験（現地、10日間）  ⑤ テーマ・目的の検証、学んだことの

確かめとふりかえり（現地、10 日間） ⑥ 事後研修：プログラム評価と自己評価、事後レポ

ート ⑦ 報告書、DVD 作成 

 

 事前学習は大学の授業コマ数で 5～6 コマ分ぐらいです。現地ではだいたい 10 日間です。こ

の 10 日間の学習があるので、15 コマ分の単位にしていただいています。帰ってきてからは、

評価シートやレポートを出したり、報告書を作成したり、また、DVD を作成したりもしてい

ます。これは学生が編集しますが、写真だけでなく動画も入れています。 

 2005 年から 2 年に 1 回、10 年間にわたって実施しております。来年 2015 年にはまたチェ

ンマイに行きます。そうしますとチェンマイは 5 回になります。2 年生と 3 年生が中心です。

表の中の数字が、2013 年は 111となっていますが、11 の間違いです。 

 

２ 主な訪問先と活動内容(1) 

 どんなところに行くかというと、最初は観光をします。タイといえば象です。女子学生は「象

に乗れるぞー」と言うと、みんな象に行きますので、象に乗ってもらいます。ただ、なぜタイ

に象がいて、なぜ象使いさんがいて、なぜ象の背中に観光客を乗せるのか［という問いを提示

します］。これは観光開発の問題ですね。象使いさんはだいたい山岳民族であるカレン族の人た

ちが多いです。では、カレン族の人たちはなぜ観光客のための象使いさんになるんですか、み

たいなことも含めて、「楽しかったね」と言って帰ったあと 1 時間ぐらい、問いをあげます。 

 学生たちは「そんなことまで考えないかんの」などと言っていましたが、結局、われわれは

見る側です。10 日間ですからそれほど深く関わることはないからです。ところが、向こうから

はどう見られているのか。そういう 2つの視点、複眼の視点をいつも提案しています。 

 また、性産業の現場に行ったりもします。女性ですので、やはり性産業の現場を見ておいて

もらったほうがいいかなと思っています。それから HIV/AIDS の子どもの施設に行くなど、結

構盛りだくさんにしています。タイでは今、持続可能な農業にも［取り組んでいます］。まった

くの開発途上国ではなく中進国になっていますので、格差［もあります］。特に農業は変容して

いますので、そのようなところをチェンマイ YMCA のスタッフと一緒に［見て回ります］。こ

れらはすべてチェンマイ YMCA のスタッフの普段の活動成果をもらっている、というところ

もあるわけです。 

 それからチェンライまで行きます。国境ですね。また、Wakatake ホームといいまして、熊

本 YMCA が支援している、山岳民族アカ族の若者が多く暮らすホームがあるのですが、そこ

へ行ったりもします。国境の警察では、薬物とか移民労働者とかの話もしていただきます。日

本人の女性はタイ人に比べて肌が白いので、この国境では北朝鮮からの脱北者に間違えられる
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ことがあります。ということは、通っているんでしょうね。それから、バンコクのクロントイ

ほど大きくはないですが、スラムがありますので、そこではストリートチルドレンとか児童労

働の問題も話します。ですから学生は消化不良になります。ものすごい消化不良になりまして、

現場では頭がぐちゃぐちゃになっております。だけど何か強烈な体験をした、あれもこれも体

験したと。ちょっと放り投げ過ぎるところもあります。箕曲さんの話を聞いていると、ラオス

のコーヒー農家に定点で行くというプログラムをされていますが、私の場合は結構盛りだくさ

んに作り、その都度ふりかえりをします。そして、スタディツアーの最終日には、自分に合っ

たテーマを中心に、現地のチェンマイ YMCA のスタッフに向けて「自分が学んだこと」とい

うかたちのプレゼンテーションをしてもらいます。 

 このように、「行って、帰ってくる」ではなくて、「行って、自分が学んだことを発表して、

帰る」というふうになっています。それが非常に大事ではないかと思います。そして全体像、

例えば関心のある格差社会とか貧困というテーマを中心に、学んだことを見ていきます。 

 

３ 主な訪問先と活動内容(2) 

 写真をご紹介します［掲載略］。これは象に乗っているところです。次は、チェンマイの有名

なドイステープ寺院で、山岳民族の人が民族衣装を着て物乞いをしている状況です。それから、

左上が NGO エンパワーファンデーションです。性産業の女性の捉え方にはいろいろな説があ

りますが、ここでは性産業の女性をセックスワーカーというかたちで捉えます。そして健全な

売買春――と言ったらおかしいですね。言葉が矛盾しているかもしれません――［を支援する

NGO です］。やはり何もしなければすごく危険な仕事ですから。従事しているのは山岳民族の

女性たちが多いため、タイ語も日本語も英語もわかりません。ですから、そこで語学の勉強を

したりもしています。そういう NGO に行って話を聞きます。これはチェンマイ YMCA の人た

ちのつてで紹介してもらいました。下の写真がスラムですね。道路が非常に狭いです。 

 もう一つは、あとにも話しますが、われわれにはサークル活動があります。国際子ども研究

会（DEC）といって、私が作ったものです。現地から受け取るだけでは駄目だから、何か差し

出すもの、プレゼンテーションするものが必要だと考えて、2 年に 1 回タイに行きますので 1

年ぐらいかけて［準備をします］。シャンティ［国際ボランティア会］に学びまして、翻訳のシ

ールをいただきまして、絵本にタイ語の翻訳シールを貼って送ると同時に、その絵本の 1冊の

人形劇を拙いタイ語でしたりもます。小学生の子どもたちはくすくすと笑っていますが。その

ように普段からの活動も入れてやったりしています。 

 これは、タイのバンロンサイにあって、日本の人がやっている有名なエイズの子どもたちの

ための施設です。ただ、支援の必要な子は特別施設に入れたらいい、ということだけが特別支

援ではないですよね。なので、必ずもう一つ、地域で支援するコミュニティ・ベースド・サポ
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ートの考え方に拠った支援の施設にも行きます。これはチェンマイ YMCA が非常に力を入れ

てやっているもので、カウンターパートの神戸 YMCA も一緒にやっています。われわれはそ

の成果をもらっているだけの話です。 

 そして、日本に帰ってきたときに、学校にはよく統合教育とかあって、教室の中に特別支援

の子がいますね。なので、特別支援の児童等を単にエクスクルードしたらいいんじゃないかと

いうことではなく、インクルードが非常に大事だということも、こういうことをふりかえるな

かで話したりします。 

 

   

 

これは先ほど言ったものです。［「M小学校の子どもとの交流・人形劇、絵本の贈呈（地域支

援型）」「M小学校の子どもとの交流・人形劇、絵本の贈呈］ 

 これは、2011年のときでしたか紹介されましたが、こういう地産地消的な試みとしてフェア

トレードのコーヒー農家が出てきているというのも、チェンマイはタイ北部ですけれど、タイ

の新しい現象かなと思います。私はタイを 1990 年頃から断続的にずっと見ていますけれど、

新しい変化ではないかと思いました。タイ人がやっています。 

 もう一つ、ドイトンプロジェクトという王室が行なっているロイヤルプロジェクトがありま

す。山岳民族にアヘン、麻薬の代わりに 1 本のコーヒー苗をということでやっているもので、

タイでは結構普及しています。ドイトンコーヒー。日本のカルディという［店をやっている］

会社［オーバーシーズ］も輸入していますね。あれがフェアトレードかどうかちょっとわかり

ませんが、いずれにしてもタイの王室による山岳民族支援の一つかなと思います。 

 タイの 1000 メートルぐらいの高地、クン・ラオ村というところに行きました。既にコーヒ

ーになっていまして、クン・ラオ・コーヒーですね。コーヒープランテーションのような単一

種の栽培ではなくて、ミックスフォレストでやっているので、ここでは生物多様性の問題とし

ても学生たちに考えてもらいます。これは国境警察です。川向こうがミャンマーのメーサイと
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いうところです。それから、これがリフレクションとプレゼンテーションです。学生たちのプ

レゼンテーションのキットと制作［物］です。そして、必ずこういう履歴カードを作らせまし

て、報告書に各自が書き入れるようにしています。発表は、学生がこの写真のようなものを提

示しながら、拙い英語で発表することになっています。 

 

４ 学びの文脈づくり・学びの変容のみとり 

  まとめますと、このように、“状況”と“イシュー”があって、それの“活動・交流”、“ふ

りかえり・プレゼン”というものが“学びの文脈”を生み出していく。そして最終的には、日

本に帰ってきたときに自分の生き方に問いかけていく。参加者全員が 100％、丸ごと変容する

わけではありません。個人差はものすごくありますが、そのようなみとりの図になっています。 

 私自身は、この変容のみとりの 4 つの観点［参画性、状況性、関係性、連結性］から質問し

て、このようなアンケートに答えてもらうようにしています。帰ってきてから、このような「フ

ェアトレードすごろく」というものを作りまして［掲載略］、学生が小学校や中学校に行ってフ

ェアトレードの話をしたりします。また、これは京都新聞に紹介していただいたものですが、

大学で大阪の NGO を通してフェアトレードのチョコレートを仕入れまして、大学の生協で販

売するという活動です。東洋大学さんに比べますとほんのわずかな活動です［掲載略］。 

それから、これは、こういうスタディツアーが学生の学びにとってどうだったかという産経

新聞の記事です［平成 26 年 3 月 1 日］。もう一つ、昨年［2013 年］、［海外体験学習研究会創

設］10 周年を記念しまして、現地のスタッフにわが大学に来ていただきましたときの様子です。

つまり一方通行ではなくて、できるだけ日本にも来てもらおうということです。大学のお金で

来てもらったのですが、そういうプログラムも実施しました。 

 右下は学生が作った

DVD です。これも現地に

送っておりますので、現地

で飾られている写真です

［掲載略］。時間がオーバー

しました。申し訳ありませ

ん。以上でございます。あ

りがとうございました（拍

手） 
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古着を通して学ぶ 

――埼玉、ジョホル・バルでの調査体験をもとに―― 

 

斉 木 駿・遠 藤 大 輔 

社会学部社会文化システム学科 

I どうして古着に注目するのか？ 

斉木  それでは、これより国際理解分野の発表を始めます。私たち国際理解分野は、古着と

いう私たちの生活にとって身近なものをテーマに、日本と海外のつながりを考えることを目的

にして、グローバル化について学んできました。それでは、グローバル化について考える際に

なぜ、私たちが古着をテーマに調査を行ったのか、その背景についてこれから説明したいと思

います。 

 

 

写真 1 発表メンバー：左から斉木、遠藤、元原 

（鈴木佑記撮影） 

 

突然ですが、彼（元原）が着ている T シャツはどこから来たと思いますか（写真 1）。先に答

えを述べると、マレーシアからやって来たものです。なぜマレーシアにあった服を今、彼が着

ているのでしょうか。その経緯について説明したいと思います。 

この Tシャツの原産国は中国です。中国で作られ、日本のユニクロでファストファッション

として売られたものが消費者の手に渡り、やがて着られなくなった服として古着屋に売られま
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した。そして、国内にある古着工場で選別され、コンテナに詰め込まれます。選別を通して、

古着は商品としての価値を得ることができます。選別された古着は、コンテナに詰め込まれま

す（写真 2）。 

 

 

写真 2 コンテナ（鈴木佑記撮影） 

 

コンテナ一つで古着 22 トンを詰め込むことができます。コンテナの右に女性が立っていま

す。この女性と比較していただければコンテナの大きさがイメージしやすいのではないでしょ

うか。そしてコンテナはタンカーに詰め込まれ、マレーシアに運ばれます。マレーシアの工場

には、コンテナが一日に 8台分搬入されるので、毎日約 176 トンの古着が搬入されることにな

ります。工場内には大量の古着が山のように積み重ねられております。これらの古着は工場に

おいて選別された後、タイ、インドネシア、カンボジア、さらにはアフリカにまで運ばれます。 

このように古着は、世界各国をまわっていることが分かります。古着は私たちの身近なもの

ではありますが、グローバル化について考える際に有効なテーマとなりうるわけです。 

それでは次に国内調査の報告をしてもらいたいと思います。それでは遠藤君お願いします。 

II 国内調査報告 

遠藤  みなさんこんにちは、国内調査を担当する、社会文化システム学科二年の遠藤です。

よろしくお願いします。まず、この表の左を見てください（表 1）。今年度私たちが調査をした、

古繊維を取り扱っている会社です。真ん中は、いろいろ書いてありますが、簡単に言うと ACD

社は国内の自社工場にて古着を選別、販売しています。B 社はウエスというものを製造販売し
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ています。ウエスとは、主に工業用

の精密機械を拭く布のことです。デ

ィズニーランドでもアトラクション

整備のために使用されています。み

なさんが安心安全なパークライフが

送れるのはウエスのおかげと言って

もいいかもしれませんね。最後に表

の右側です（表 1）。ここは海外調査

報告の場で詳しく説明します。お楽

しみに。国際理解コースは海外調査

があるので、そちらがクローズアップされがちですが、国内調査も非常に面白いです。気にな

るところをすぐに聞けるのでどんどん新しい知識が増えていきます。多くを学んだ中で、特に

皆さんに伝えたいことを今から紹介します。 

 

 

（写真 3）工場内の様子 

（浅沼碧海撮影） 

 

写真を見てください（写真 3）。ここは、工場の中です。後ろに見えるのが古着の山です。こ

こには 10 トンの古着が常にあります。一見汚そうに見えますが、近くで見てみると、まだま

だ着られそうな服がたくさんありました。このような現象が起こってしまう理由として、ある

経営者の方はこう分析しています。近年ユニクロや GU、H＆M などのファストファッション

が増えてきたせいで、新しい流行りの服に手を出しやすくなっている、これが原因だという。 
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（写真 4）ウエスの山（鈴木佑記撮影） 

 

一方、ほかの経営者はこう分析していました。確かに、ファストファッションは増えてきて

いるが、昔と今では日本人の意識が変わってしまった。昔にも流行の服はあるし、それが欲し

いという物欲もあった。しかし、まだ着られる服を捨ててまで買おうとは思わなかったという。

みなさんはどうですか。1 年くらい前、学食でトランプやウノをやっていた学生の 3 人に 1 人

は肩にかけていた薄手のカーディガン、今やかけている人はいません。まだ使っていますか、

タンスの奥にしまってしまいましたか、それとも、捨ててしまいましたか。私は、この古着の

山を見て、私たちの服の購入の仕方も考え直す必要があると感じました。 

次はウエスについてです。この写真はウエスです（写真 4）。白が多いのは、汚れが取れてい

るかが、一目でわかるからです。そして、日本のベッドシーツは海外から非常に高い評価を受

けています。布の目が細かく、汚れが取れやすいことがその要因です。 

最後になりますが、日本には以下のブランド力があります。先ほど話した古繊維の質の高さの

ほかにも、古着選別の丁寧さ、取引の際の対応の誠実さの 3 つが海外から高評価を受けていま

す。では、次の海外調査に移ります。ありがとうございました。 

III 海外調査報告 

斉木  それでは、これから海外調査の報告を始めたいと思います。私たちは今回、シンガポ

ールの近くに位置する、マレーシア・ジョホル・バルにある古着工場で調査を行ってきました。

シンガポールの面積は、東京 23 区とほぼ同じ大きさです。国境を超える際には、自動車や電
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車で超えることができます。そのため、シンガポールから毎日マレーシアに通勤している人も

います 

私たちが調査したマレーシア工場を経営している社長も、マレーシアから通勤している人の

一人でした。彼の名前はナイ氏というシンガポール人で、潮州系移民の三代目にあたります。

潮州とは、中国の広東省の東に位置する地域です。彼は、北京語、潮州語、マレー語、英語、

日本語の 5 か国語を話すことができます。私たちとの会話では、英語と日本語を混ぜながら話

してくれました。埼玉、名古屋を往来して古着を買いとっています。先ほど国内調査報告で遠

藤君が話していましたが、日本の選別の質の高さや対応の誠実さを信頼しているため取引を行

っているそうです。工場では、マレーシア、インドネシア、ミャンマー、ネパール人が働いて

おり、その多くが出稼ぎです。工場に住み込みで働いています。 

 

 

写真 5 古着の選別作業     写真 6 古着の梱包作業 

（いずれも鈴木陽香撮影） 

 

次に、選別作業の説明をします。これは選別作業の写真です（写真 5）。ベルトコンベアから

流れて来る古着を種類ごとに分けていきます。種類ごとに決まった筒に入れられ、服は筒を通

って下の階に送られます。そして下の階で細かい選別を行います。従業員は、とても速いスピ

ードで送られてくる服を、一瞬で見極めて選別しています。この作業が雑に行われると下の階

で行われる作業が滞るため正確さが求められます。ベルトコンベアの間では、女性従業員が古

着を裁断するという、ウエスを作る作業を行っています。ここでは速さ、正確さ、集中力が必

要な過酷な作業が続きます。 

古着を折りたたむ作業もあり、学生も体験しましたが、一枚につき 10 秒かかりました。従

業員は 3 秒で一枚畳むことができました。畳まれた服はプレス機によってまとめられ、写真の

ような形になります（写真 6）。そして輸出されるため倉庫に運ばれます。これが一連の作業工
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程です。 

IV 現場で知るグローバル化 

私は今まで、グローバル化はユニクロなどの大企業が進め、それによってよい面、悪い面が

出るものだと漠然と理解していました。メディアでは、安くものが買える、物流の活発化、通

信の発達といったよい面と、経済格差成り立っている、文化の画一化が起こるといった悪い面

の二つで語られます。しかし、実際に調査を行うと事実は異なります。調査を行うと、仕方な

く働いている人は見受けられず、自分の意志で働きに来ている人たちに多く出会いました。 

ここで実際に行ったインタビューを一つ例に出したいと思います。彼女はこの工場に住み込み

で働いている出稼ぎ労働者です。彼女はインドネシアの東ジャワのガウィという地域からやっ

て来ました。インドネシアに暮らしていた彼女は、結婚もしており、2 人の息子もいます。も

ともとインドネシアでは、旦那さんや両親とともに農業をしていたそうですが、農業で稼ぐこ

とができる金額は月に 100万ルピア（日本円で 1 万円）程度にしかならず、貧しい暮らしを強

いられていたようです。また、子どもたちが中学校に入学するにあたり、よりお金が必要にな

り、知り合いを通じてマレーシア工場で

2013 年（1 年前）から働き始めました。 

工場に住み込みであるため、家族と会

うことができず、寂しい思いがあるそう

です。とくに子どもが恋しく、早く戻り

たいと考えています。ただし、工場には

多くのインドネシア人がおり、皆優しい

ため、仕事を続けていけているという。

仕送りは月に 300 万ルピア（日本円で約

3 万円）程度送っている。休日はなるべ

く無駄遣いをしないように過ごすように

心がけているそうです。例えば、市街地

へ出掛ける際、タクシーやバスは使わず、

徒歩でいくようにしているとのことでし

た。 

今後は、子どもが中学校に入学するま

での 1年間は働くつもりだといいます。

自分自身は工場で働いているが、子ど

写真 7 インドネシア人従業員が Facebookにあ

げた写真（斉木が改変） 
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も達にはこのような肉体労働には就いてほしくないと語っていました。できれば公務員などの

頭脳労働を希望しているそうです。 

フィールドワークによって現場でしか感じられない感覚、そこに行って初めて知ることがで

きる情報があります。私は実際に、マレーシアの工場で働くインドネシア人と寝食を共にしま

した。そうすることで、私の目には従業員の人たちは仕方なく働いているわけではないことを

知りました。友人を作りながら、家族の生活費のためにたくましく働いている人たちの姿がそ

こにはありました。また、彼女らと一緒に撮った写真は、Facebook にすぐにアップロードさ

れました（写真 7）。私たちと同じように SNS を利用しながら暮らしているということを知る

ことができました。 

この一年間、国内外でフィールドワークを行ってきましたが、たくさんのことを得ることが

できたと思っています。まず一つ目はコミュニケーション能力です。調査では会話をしなけれ

ばいけません。会話がなければ何も知ることができません。マレーシアの従業員に聞き取り調

査を行う際は、シンガポールの南洋工科大学の学生に通訳を頼みました。彼女たちは英語とマ

レー語を話すことができますが、日本語を話すことはできません。そのため私たちはつたない

英語で通訳に質問を翻訳してもらうところから始まります。そしてマレー語を英語にしてもら

って答えを得ることができます。このように自分の意思を伝達することが必要になる機会が多

いため、私たちはコミュニケーション能力を身につけることができました。 

二つ目は物事を多角的に考える力です。私は今までグローバル化について良い面、悪い面の

二つの視点でのみしか考えることができませんでした。しかし、今回の調査でよい面でも悪い

面でもない面が物事には存在するということを知ることができました。そのため、私は物事を

多角的に考える力が身についたと考えています。 

最後の三つ目は現場で問いを生み出す力です。これはフィールドワークを行う中で物事を表

面的に捉えるのではなく、その奥にある本質を発見し、新たな問いを見つける力です。私はこ

の 三つをフィールドワークの中で身につけることができたと考えています。 

最後になりましたが、私たちがここまで調査を行うことができたのは協力していただいた

方々のおかげです、私たちは報告書という形で調査協力者の方々に還元したいと考えています

ので、これからも調査に協力していただけたら幸いです。 

それでは、以上で国際理解分野の発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。
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外部評価者からのコメント3 

 

渡 邉 暁 子 

文教大学国際学部 

 I 良かった点 

（1）原稿をまったく読まず、聴衆に向けて話しかけるように、堂々とプレゼンテーションを

行っていた。 

（2）国際理解分野を代表して発表した二人（斉木、遠藤）は、他の分野の発表者に比べて、

参加者から投げかけられた質問に対して、しっかりと返答できていた。 

 II 改善すべき点 

（1）発表内容では、海外調査に重点が置かれており、国内調査の情報量が不足していたよう

に思える。発表全体のバランスを見直した方が良い。 

（2）誰に向けて発表しているのかが不明であった。印象としては、自分達（国際理解分野に

関わる学生）向けの内容であり、調査報告というよりも成長記録の報告のように感じた。

一番伝えたい相手は誰なのか、誰に対して話をするのかを、もう一度よく考えるべきであ

る。 

（3）発表における、マレーシア、ジョホル・バル工場の位置づけが伝わりにくかった。発表

全体の中で、マレーシア工場を取り上げる理由について、もう少し丁寧な説明が必要だと

感じた。 

（4）発表の流れに改善の余地があった。最初は衣類の流通の話をしていたが、途中から急に

「人間」へと焦点が移っていった。説明をする流れを考えた方が良い。 

（5）結論部分が、「借り物の言葉」に聞こえた。簡単な言い回しで構わないので、自分の言葉

で話せると、もっと相手に伝わるし、発表の印象も良くなる。 

（6）グローバル化の二つの側面以外の面についても見ることができるようになったと言及し

ていたが、具体的にどのような面なのか説明をしてほしかった。 

                                                         
3 2015 年 2 月 18 日（水）に実施した、活動報告説明会の場において、外部評価者から頂いた

コメントに基づき作成したものである。活動報告説明会は東洋大学白山キャンパス 5号館 5403

教室で行った。参加者は、外部評価者の渡邉先生の他に、本学教員の植野、長津、松本、三沢、

鈴木の合計 6 名であった。なお、コメントの中には、外部評価者以外の教員からの発言も含ま

れている。特に、「IV 今後の活動について」の部分は、主に本学教員による発言である。文

責はすべて鈴木佑記にある。 
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 III その他（アドバイス等） 

（1）結論部分において、「物事を多角的に見ることができるようになった」という発言があっ

たが、具体的にどのような物の見方が身についたのかを知りたい。 

（2）マレーシアにおける調査の際に、工場しか訪問していないらしいが、現地の古着を扱う

市場にも足を運んだ方が、より濃密な調査になると考える。 

（3）外部審査に時間がかかりすぎだと感じた。（シンポジウムから 2 カ月経ってからの活動報

告説明会ということもあり、外部評価のコメントを発表学生に対して還元できる時期が遅

くなってしまう） 

 IV 今後の活動について 

（1）「周辺化された（見えにくい）世界のグローバル化」＝「オルタナディブのグローバル化」

を見ることが、国際理解分野の核の部分であるが、学生にいまひとつ伝わっていない。ど

のように伝えていくか再考すべきだろう。 

（2）国際理解分野に参加する学生が、教室や研究室以外の場所で、自分達で勝手に集まるよ

うなかたちをつくってあげる。（ただし、場所は大学構内とは限らない） 

（3）調査対象者との、アンオフィシャルな場（調査以外の場）における付き合いを、もっと

大事にするべきである。 

（4）他大学において、国際理解分野と同様の活動を行っているグループとの交流を深めてい

くべきである。（交流会の開催を計画） 

（5）学生が主体的に、授業時間外で活動を行えるような、インセンティブを与える必要があ

る。 

（6）学生は、年を越すと「お休みモード」に入ってしまう傾向にある。年越し後も報告書作

成に集中してもらうための工夫が必要である。また、2 月と 3 月における活動も今後は必

要になってくる。 

（7）調査方法を、学生にどのように教えるのかについて課題が残っている。（学生は、人に聞

く／聞かれる訓練が必要である。） 

（8）調査対象者への還元と学生への還元の問題について、引き続き考えていく必要がある。 
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コミュニケーション能力の向上 

社会学部社会文化システム学科 2 年 斉 木 駿 

私はこの国際理解分野の活動を通して、コミュニケーション能力を向上させることができた

と考えている。調査に必要なものの一つに、初対面の人と会話をする能力がある。この能力が

なければ調査を始めることはできない。私は国内調査を行っていくなかで、会話を続ける困難

さを感じる事が多々あった。そのように感じた背景には、聞き取りをする相手との年齢差や出

身地の違いなどが原因であると考えている。初めての調査では疑問を生み出す力が乏しく、調

査対象者に気を使わせる機会があった。聞き取りがうまくできず、調査対象者に一方的に説明

してもらうかたちになってしまった。 

ところが、調査を繰り返すうちに、調査中の独特の雰囲気にも慣れ、疑問に思ったことを質

問することが徐々にできるようになった。しかしながら、質問を思いつくまでに間が空いてし

まうことが何度かあり、そんなときに会話を始めるのは学生ではなく、調査対象者や教員、大

学院生であることに気づいた。彼らが調査とは直接関係の無いような雑談をしていることに気

づき、それからは調査とは関係の無いような話も会話に取り入れるようにした。雑談を交える

ことによって、質問を考えるまでの時間が長くなり、調査にゆとりができたと感じるようにな

った。また雑談のなかから調査対象者が何かを思い出し、調査が進むこともあったため、雑談

を交えることは重要なことであると考えるようになった。 

このように雑談を会話に取り入れることを覚えたため、他の授業や生活のなかでも生かすこ

とができたと考えている。他の授業で聞き取り調査を行なうことがあり、雑談を交えながらの

調査は問題なく終わり、1 人でも調査を行える自信をつけることができた。調査は個人で行っ

たため、聞き取り調査の際に間が持たなくなるのではないかと考えていた。しかし、国際理解

分野で調査の雰囲気に慣れたため、過度な緊張をせずに調査を行なうことができた。約 2時間

の聞き取り調査では、雑談のなかから生まれた疑問や調査対象者への気づきがあった。前半は、

あらかじめ用意していた質問項目に答えてもらっていたのですが、後半では雑談を交えて聞き

取り調査をすすめることができた。個人的には、後半のほうが良い雰囲気で調査を行なえたと

感じている。 

このように国際理解分野で行なってきた調査のなかで、教員や大学院生の話し方を学び、調

査のなかで実践を繰り返したことによって、会話の方法を身につけることができたと思ってい

る。また様々な場所でたくさんの人々と接するので、初対面の人と会話することに苦手意識を

持たなくなった。 

以上のように、国際理解分野で学んだ一年間で、コミュニケーション能力を向上させること

ができたと感じている。 
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虎穴に入らずんば虎児を得ず 

社会学部社会文化システム学科 2 年 元 原 孝 大 

 私は、国際理解分野の授業を履修するまで、人とコミュニケーションをとることが苦手であ

った。しかし、国内調査を行い、コミュニケーション能力を向上させることができたと感じて

いる。また、実際に行動に移さなければ、何も得られないということを海外研修に参加するこ

とで学ぶことができた。 

 私は、国内調査で埼玉県蕨市にある、古着の選別会社の社長にインタビュー調査を行った。

インタビューは私にとって初めての経験であった。そのため、最初は何を聞いて良いのか分か

らないのであまり質問ができず、自分が得たい情報を入手できなった。この悔しさをもとに、

私は常に相手の発言に対して疑問を持つこと、相手が発言しやすい環境づくりをすることを考

えた。疑問を常に持とうとすれば、相手の発言をより集中して聞くことができる。そうすると、

疑問を持たずに聞く時よりも、相手の話を理解しながら聞くことができる。また、疑問を持つ

ことで、相手の発言の中の細かいところも気になるようになる。さらに、内容を深く知ること

ができ、インタビュー内容がより濃いものとなる。ただし、疑問を持って相手に接するだけで

は、時に相手に不快感を与えてしまう可能性がある。そうならないために、相手が発言しやす

い環境を作らなければならない。そのためには、相手との信頼関係を築くことが重要だと考え

る。どんなに疑問が浮かんだとしても、コミュニケーション能力がなければ調査は行えない。

私は国内調査において、自分のコミュニケーション能力を向上させることができたと思う。な

ぜそのように思うかというと、最後に行った 4 回目の調査の時は、1 回目の調査の時よりも、

調査をスムーズに行うことができたからである。そうとはいえ、自分の調査の仕方には改善の

余地が多くあるので、もっとコミュニケーション能力を向上させていきたいと考えている。 

 次に、海外研修を通じて得たことである。私はシンガポールにある大学で英語による発表を

行った。発表前は、日本語でも緊張するのに英語でできるのか心配だった。また、私は英語で

文章を書いたことがほとんどなかったため、本番直前まで原稿を完成できず、発表の練習があ

まりできなった。このような状態だったので心配だったが、前日に練習を繰り返したため、当

日の発表は成功することができた。この経験を通じて感じたことは、何事もやってみなければ

分からないということである。失敗を恐れて何もしないと、何も得られない。しかし、不安を

抱きながらでも何かをすれば必ず結果はついてくると感じた。 

 私は、国内調査と海外研修で、今までにない体験をすることができた。そして、以上のよう

なことが成長できたと思う。まだまだ成長できる部分は多くあると感じているので、さらに努

力をしていきたい。 
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「挑む」 

社会学部社会文化システム学科 2 年 遠 藤 大 輔 

私は国際理解コースを履修し、さまざまな部分で成長できた。人前で発表するのがうまくな

ったり、調査相手の方といい関係を築くことができるようになった。しかし、これらは国際理

解コースに所属していれば、誰でも習得できるものではない。自らが成長するためには「挑む」

ことが必要ではないかと考える。国際理解コースの中で様々なことに「挑む」ことで、成長を

実感できる。文化体験演習は、その名の通り体験型の授業のため、講義形式の授業よりも多く

の「挑む」チャンスがある。その機会を逃さずチャレンジすることが重要である。 

私は今年、国際理解コースで挑んだことが二つある。 

一つ目は、インタビュー調査である。私は正式なインタビュー調査を国際理解コースに入る

までしたことがなかった。現場に行くのが初めてだったので、相手とうまく関係が築けるのか

が心配だった。ここからが、私の挑戦だ。班員にすべてを任せて、自分はメモをとるだけでは

何も成長できない。私は、極力相手の目を見て話を聞く、そこに頷きも加えた。会話がなくな

ってしまった時は、自分の気になることや、今までのインタビューの中で疑問に思ったことな

どを積極的に聞いた。その甲斐あってか、私が調査している会社とは、その後もいい関係のま

ま調査を進めることができた。 

二つ目は、シンガポールの南洋工科大学において英語で発表したことである。私は、日本生

まれ、日本育ちで、海外の長期滞在経験はない。もちろん、英語はうまくないし、日常会話が

精一杯である。そんな私が、英語圏にある大学で、私たちの調査内容を英語で発表するのは容

易なことではない。私はこれにも「挑む」ことにした。原稿作成の段階から、非常に難しかっ

た。会話で使わないような単語も多く、発音にも気を付けた。発表なので、原稿ばかり見てい

るわけにはいかない。前を向くタイミングや、強調したい部分なども決め、原稿片手に何度も

練習した。空港での待ち時間や就寝前の時間なども、有効に活用した。本番直前、まだまだ不

安は残っていたが、出来るのではないかという自信もついていた。発表が終わり、シンガポー

ルの学生と日本の学生でご飯に行った。その時、発表の感想を聞いてみたら、「古着はよく着る

のに、今日初めて知ったことが多かった」と口をそろえて言ってくれた。完璧な発表ではなか

ったかもしれないが、私たちの伝えたかったことは、しっかりと伝わっていた。わたしは、こ

のことが非常にうれしく、自信になった。 

上記の二つ以外にも多くのことに挑戦した。国際理解コースでは本当にたくさんの経験を積

める。それは、経験を積むチャンスが多いということである。来年度も履修し、多くのことに

「挑む」つもりである。そして、自分自身をさらに成長させていきたい。 
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人と話し、人に伝える 

社会学部社会文化システム学科 2 年 今 枝 晃 一 

 社会文化体験演習国際理解コースを受講して、大きく成長した所は、人とのコミュニケーシ

ョンをとる力や発表をする力が身についたということである。この授業をとる前、私は人とう

まく会話し、人の前に立って発表するということが苦手であった。特に、人の前に出て発表す

るときは、いつも緊張してしまい、ほとんど上手くいかなかった。 

しかし、この授業を受講し、人とうまくコミュニケーションする力や、人前に出て発表する

力がついたと思う。なぜなら、この授業では普段会うことのできない人に会うことが多く、イ

ンタビュー調査を行い、人前に出て発表する機会が多いからである。この授業を受講しなけれ

ば、古着業界の人たちに会うことはなかった。そのような滅多に会うことのできないような業

界で働いている人たちと話すことは、とても新鮮であった。その一方で、古着についての知識

はほとんど無かったので、お会いした方々にインタビューをするのは難しかった。何を質問す

れば良いのかわからなかったり、質問するタイミングがつかめなかったり、質問する勇気が持

てなかったりと、結局何も言えぬまま終わってしまったという時もあった。授業では、質的調

査法のやり方やインタビューのやり方などを学んでいたけれど、いざ実践してみると、質問す

るタイミングがつかめなかったり、聞いたことをうまくメモできなかったりと、想像以上に大

変であった。ところが、回数を重ねるにつれ、先生からのアドバイスなどもあり、今では、う

まくインタビューをすることができるようになったと思う。 

マレーシア、シンガポールへ行ったときは、マレーシアにある古着工場の従業員やシンガポ

ールの南洋大学の学生と交流する機会があった。特に印象に残っていることは、シンガポール

の学生やシンガポールの人達とご飯を食べたりして交流したことである。シンガポールの学生

とご飯を一緒に食べたりして、facebookを交換し仲良くなるという経験はとても新鮮な経験で

あった。そこでは、今の日本の流行や、アニメの話などをしていた。日本のサブカルチャーは

世界中に知れ渡っており、話題として誰に対しても使えると感じた。もちろん、ほとんど全て

英語で話していたので、コミュニケーションをとるのが大変だったけれど、それ以上に他国の

人々と交流しコミュニケーションをとる楽しさを覚え、気持ちが通じたときの喜びがあり、と

ても楽しい経験となった。 

この授業では発表する機会も多くあった。調査後にデータを整理して日本語で発表すること

はもちろんのこと、シンガポールでは英語で発表する機会もあった。最初は緊張して上手く発

表できなかったけれども、人前で発表する回数を重ねていくにつれ、今では自分の思ったよう

にできるようになったと感じている。このような経験から、私は人とコミュニケーションをす

る力、人前に出て発表する力が身につき、成長したと思う。 
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「知る」という姿勢 

社会学部社会文化システム学科 2 年 青 木 愛 

古着で世界を見るってなんだろう。そんな疑問を抱きながら私は文化体験演習を受けること

にした。古着の知識も一切なく、古着を買ったこともない自分を支えていたのは、何かを「知

りたい」という気持ちだけであった。 

最初のフィールドワークで足を踏み入れたのは東日暮里にある佐藤商店であった。10ｍ程山

積みになった衣服とアルミ缶がプレスされたもの、まだ十分使えそうである真っ白いベッドの

数々、履き古された靴や雑貨が東京の住宅地の一角にあるこの商店に集められていることに衝

撃を受けた。何も知らない私にとって、そこは使えないガラクタとしか思えないような物が大

量に置かれている空間であり、何故ここに集められているのだろうか、とさえ思った。そこで

ふと、自分の今までの生活を振り返ると、何度か家でいらなくなった服や靴を資源回収に出し

たり、資源回収トラックも何度か見かけたりしたことがあったなと思った。しかし、その捨て

た古着がどのような経路をたどってどうなるのか、また誰の元へ行くのか考えたことがなかっ

たし、気にも留めていなかった。だが佐藤商店の訪問を通して家庭で回収された古着などがこ

ういった小さな商店、工場に集められていることを不思議に、そして驚きを感じ、もっと詳し

く古着や古着業者・工場を調べてみたいと思った。 

佐藤商店の調査を踏まえて、次に私はウエスを主に扱う業者に聞き取り調査を行った。私は

特にこの調査を通して成長できたと感じた。それは、調査中に、分からないことは恥ずかしい

と思わずに相手に聞けるようになったこと、すぐに自分で調べる癖がついたことである。当た

り前のことかもしれないが、いかにそれを実践できるかが、調査の質を決めるということを知

った機会でもあった。初めて業者の方に会って話を聞いたときは、この授業のキーワードとな

る「ウエス」という単語すら分からず、知ったかぶりをして相手の話に相槌を打つのが精一杯

だった。話を掘り下げて聞くことが出来ず、このままでは意味のない調査になってしまうし、

何よりも知ったかぶりをしている自分を恥ずかしく思った。 

「知りたい」なら自分の意識を変えなければならないと感じ、それからは授業での書籍や映

像学習を通して、古着について学び、調査後はその日に分からなかった単語をすぐ調べるよう

にした。もちろんインターネットで調べても出てこない、いわゆる昔の造語も多かった。そこ

で私は、分からない単語があったらその場で本人に聞いてしまうのが一番だと思ったのである。

これを実践したことで、調査後に、分からない単語で迷うこともなく、また聞き取り調査中に、

その話に一歩踏み込んで聞くことが出来た。「知りたい」と思ったら迷わず聞くこと、それが物

事を学ぶ時の一番の近道だと身を持って実感した 1 年だった。 
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百聞は一見にしかず 

社会学部社会文化システム学科 2 年 鈴 木 陽 香 

わたしは社会文化体験演習を通し、たくさんの貴重な経験ができたと感じている。一年生の

時、フィールドワークやライフヒストリーなどといった言葉を授業でよく耳にしていて、なん

となく面白そうだとは思っていたが、実際にそのような調査を行う機会は無かった。そのため

二年生になってからは、実際に自分もやってみたいという思いからこの授業を受講した。3 つ

あるコースの中でも、国際理解分野を選択した理由は、ただわたしが服を好き、古着に興味が

あるといったすごく漠然としたもので、古着というものからこんなにも世界とのつながりを見

れるとは思ってもいなかった。 

特に 10 月から 11 月にかけてのシンガポール・マレーシアにおける海外研修は、とても貴重

な経験となった。マレーシアの工場では工場内をまわり、作業工程や設備など気になった点を

質問したり、従業員の方へのインタビュー調査などを行ったりした。その中でもわたしが印象

に残っているのは、実際に古着の選別作業をさせてもらったことだ。わたしは半袖のシャツ類

を襟のあるもの・ないもので分け、それを半分に畳む作業をしたのだが、一見簡単そうに思え

たが、全然うまく出来なかった。従業員が 30 秒で約 10 枚選別するのに対し、わたしは 4～5

枚ほどと、彼女らのほぼ半分のペースでしか選別することができなかった。さらに、選別する

中でサッカー日本代表のユニフォームやユニクロの T シャツなどをよく見かけ、これらの大量

の古着は、本当に日本から送られてきているのだなということも実感することができた。 

また、すごく個人的な話ではあるが、わたしは海外研修に行く前まで東南アジア系のいわゆ

るエスニック料理と言われるものに対し、あんまり食べたこともないにも関わらず苦手意識を

感じていた。しかしシンガポール、マレーシアで食べた料理はどれも美味しく、帰国してから

も東南アジア料理屋にご飯を食べに行くようになった。それまで苦手意識を持っていたのが嘘

のように、今ではすっかり好きになってしまった。これは何にでも言えることだと思うが、食

べてみないと味はわからないし、実際に見て聞いて体験しないとわからないことばかりだとい

うことである。フィールドワークでは、机上の学習では出来ない、その土地の文化や暮らしに

関する知識を得られるといわれるが、この体験演習を通して身をもって感じることができた。 

この一年間活動を通し、自分自身の反省点はたくさんある。しかし、古着というひとつのモ

ノを通して様々な体験をし、たくさんのことを知ることが出来た。また、この活動をする中で

自分がやりたいことを見つけ行動に移すこともできた。このようにこの社会文化体験演習の活

動は、自分の価値観や知識を広げただけでなく、自分自身を見つめ直すひとつのきっかけにも

なり、自分にとってとても大きな糧になったと思う。 
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古着をめぐる今昔 

社会学部社会文化システム学科 2 年 長 谷 川 晴 加 

 私は社会文化体験演習の授業で、フィールドワークに初めて取り組んだ。フィールドワーク

では現場でしか得ることのできない知識や感覚があった。文献やネットを使い調べるだけの調

査と違い、実際に現場に入り、人と関わりながら情報を集めることは新鮮であり、思ってもい

なかった発見をすることができた。 

私たちは、ウエスを製造販売したり、古着の回収販売・輸出を行ったりする会社にお話を伺

いに行った。50 年間社長を務めていた方が古着業界に進出したきっかけや、戦後の社会情勢や

仕事内容、ウエスの変遷など、自分の全く知らなかった世界の話を聞けるのはとても興味深か

った。 

故繊維の世界については全く関わりがないと思っていたが、衣服というのは日常生活を送る

うえで私たちとは切り離せないものである。調査対象者の方は、「昭和の頃は古着というものは

浸透しておらず、むしろ生活に困っている人が着るようなものだった。」「パッチワークという

ものがあったように、昔の人は洋服一着を大事に使っていた。」と語っていたことから、衣服に

対しての捉え方自体が現在とは全く異なっていることがわかった。今の私たちは、古着をおし

ゃれなものとして扱うことが多いし、洋服はファッションを楽しむものとして考え、すぐ捨て

新しいものを買う。数十年前と今とでは同じ衣服でも捉え方が違うという発見は、興味深いも

のであった。 

また、フィールドワーク全体を通して思ったことは、コミュニケーション能力の重要性であ

る。聞き取りをする際は必ず会話をしなければならない。相手が話しやすい環境を作るには、

事前調査の他に自分たちのコミュニケーション能力も大切とされる。またフィールドワークで

は、現場に行ってみて自分の知らない業界について詳しく知ることができるので、そのものに

対して高い関心を持つようになる。 

実際に私は、以前何気なく着ていた服もどこで生産されどこから届くのかなど、日常生活を

送るうえで興味をもつようになり、物に対する意識が変わった。見たままを捉えるのではなく、

そのものの深くに意識を向けられるようになった。しかし初めてフィールドワークを行ったと

いうこともあり、調査対象者に対して上手く会話できず、事前調査が不足していたために自ら

が満足する聞き手になることができなかったので、この失敗を生かして次に繋げていきたいと

思う。 
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インタビューする／される関係性 

社会学部社会文化システム学科 2 年 平 野 志 歩 

この授業に参加して、工場での聞き取り調査やマレーシアでのフィールドワークなど様々な

新しい経験をした。私はこの社会文化システム学科という、何を勉強しているのか人に説明の

しにくい学科に入って、何をしたらいいのかよくわかっていなかった。そこでこの授業が社会

文化システム学科の売りだと知り、参加すればこの学科に所属している意味を少しは見出せる

かもしれないという、気軽な気持ちで授業をとることにした。 

古着に関しては、古着店で服をたまに購入する程度の関心しかなく、「国際理解分野」とい

うコース名にあるように、古着が国際理解の側面とどのようにつながっていくのか想像もつか

なかった。そして古着企業への調査を通して、企業へのアポイントメントのための連絡方法や、

インタビュー方法など学ぶことが多く、成長することができたと思う。 

特に日本の古着取り扱い企業への初めての訪問では、学ぶことが多く自分の成長につながる

きっかけになったと感じる。インタビューが始まると、調査経験豊かな先輩と先生に圧倒され、

緊張して頭で考えていた質問がほとんどできなかった。古着業界について始めて知ることばか

りで、質問はたくさんあるはずなのに、話の途切れるタイミングをうかがいすぎて、その話題

が終わってしまう。インタビュー方法については他の授業で学んだが実際にやってみると、相

手が話しやすいように聞き手にまわりつつ、うまく聞きたい情報についての質問を、話の流れ

にあわせてすることが大変難しいと感じた。 

その初めての調査を経て、少しずつインタビューにおいてのコツや質問のタイミングがわか

ったと思う。国内工場やマレーシア工場の従業員との交流をしていくにつれて、気づいたこと

は、初めて会う人にインタビューをするのは緊張する、怖いと思っていたが、緊張しているの

はむしろこちらよりも相手側のほうなのではないかとわかった。おしゃべりな人、寡黙な人、

人の性格等いろいろあるが、インタビューされるのになれていない限り、何を聞いてくるのか

わからないような初めて会う人に、警戒心を抱くのは当たり前である。 

インタビューをする際に、相手の緊張をほぐして相手に安心感を与えることができれば、聞

こうとしていた以上のことを知ることができる。自分が相手のことを知りたいと思うなら、初

めての相手だからこそ、笑顔と元気な挨拶が必要であるとわかった。授業を通して日本の古着

工場、マレーシア工場でのインタビューをすることでこれから先、人との関係を作っていく際

に、重要なスキルを学べたと思う。 
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「近くて遠い存在」から「近くて近い存在」へ 

社会学部社会文化システム学科 2 年 青 木 見 晴 

 私はこの授業を受けるまで古着について全く知らなかったので、古着からどのようにグロー

バル化を見ていくのか、本当にグローバル化を見ることが出来るのか、と疑問に思っていた。

しかし、実際に現場へ行って調査をしてみると、すぐに中国やマレーシアなど様々な国名が出

てきて、想像以上に古着は海外と結びついているということに気付かされた。それと同時に故

繊維業界は自分が想像していたよりずっと昔から存在していたことなど、今まで知らなかった

故繊維業界の歴史や現状などを知ることが出来た。 

調査に行くといっても、今まで現場に行って直接話を聞くという経験がなかったためとても

不安だった。最初は自分から質問することができず、また何を聞けばいいのかわからずひたす

ら話を聞いているだけだった。しかし、二回三回と調査を行ううちに、少しずつ自分から質問

してお話を聞けるようになったことは、自分の中では大きな変化だった。 

私は故繊維業界について全く知らなかったので、ウエスというものの存在を知らなかった。

ウエスという機械手入れ用の雑巾があり、それを専門に扱う企業があること自体驚きだった。

回収された古着は古着屋で売られるか捨てられるかのどちらかしかないと考えていたが、ウエ

スを知ってからその考えは間違っていたことに気づいた。回収された古着が全く別の物に生ま

れ変わっていた、ということを知る人は少ないのではないだろうか。 

ウエスを専門に扱う業者でお聞きしたお話はとても印象に残っている。ウエスといっても用

途別に様々な種類があることはとても驚いた。ウエス業界の競合には海外のウエス会社も深く

関わっており、これからどのように日本のウエス会社が海外と競わなければならないのか、古

着の回収率をどのように上げていくべきか、などウエス業界の将来に関わる多くの課題がある

ことがわかった。また、調査対象者のライフヒストリーのお話では、今の会社に勤める前に勤

めていた会社でのお話や、そこから故繊維業に関わるようになった経緯、アポなしで海外の工

場に突撃したときのお話はとても面白く興味深いものだった。 

私は川口市に住んでいるが、同じ川口市内に故繊維を扱っている企業があるということすら

知らなかった。蕨にある企業も、電車に乗っているときによく見かけていたのに気にしたこと

もなかった。自分の身近にこんなに故繊維を扱っている企業があることに驚いた。自分が住ん

でいる地域や、地元にある企業のことについて意識したことがなかったが、きっかけを与えて

もらうことで意識して見てみることができるようになった。 

私は海外研修に参加しなかったので調査に参加できたのは国内だけだったが、実際に現場に

行ってみることで今まで知らなった故繊維業界について知ることができ、古着という身近なも

のを違った視点からみるきっかけになった。これは体験演習を受講しなければできないことだ



社会文化体験演習活動報告書 第 1 分冊（国際理解分野） 

 

117 

 

と思う。普通に生活していて、かつ学生であればほとんど関わりを持つことがないであろうウ

エスについて知ることも調査することもなかっただろう。1 年を通して、蕨と日暮里でフィー

ルドワーク、企業に調査依頼をした後実際に現場に行ってインタビュー調査、質問を考えなが

ら相手の話を聞いたり、報告書の作成、プレゼンテーション行ったりと様々なことを経験して

きたことは自分を成長させてくれたと感じる。 

 

 

2014 年 6 月 18 日、「国際理解分野」講演会後の懇親会の様子 

（鈴木佑記撮影） 

 

 

2015 年 1 月 22 日、鈴木研究室で報告書を執筆する学生たち 

（鈴木佑記撮影） 
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初めて知るフィールドワーク 

社会学部社会文化システム学科 1 年 奥 山 拓 実 

本来この授業は、2年生からのプログラムであるため、履修として 1 年生は取れないのだが、

4 月のフレッシャーズキャンプにおける先輩方の紹介がきっかけで参加することに決めた。何

もわからないなか、新しいことをしたい好奇心で参加することにした。 

授業は、初めは国内調査から始まり、海外調査まで発展していく内容であった。国内調査で

は、100 円均一ショップで売られている商品の産地を調べ、その商品が日本で売られる背景に

ついて調べ、紹介するものであった。 

また、東日暮里におけるフィールドワークを通して、調査というものを初めて知った。実際

に足を運び、自分の考えを失礼のないように質問することは、とても簡単なことではなかった。

また、何を質問すればいいのか内容を考えるうちに、何も思い浮かばなくなってしまうことも

あり、今までにない貴重な経験となった。この経験は、自分のゼミ活動に大きな影響を与えて

くれたと考えている。わからないことは、積極的に調べて、どのように発言すれば相手に理解

してもらうことができ、自分の疑問をうまく回答してもらえるのだろうか。そのように、一つ

先を考えながら行動することができるようになってきたのではないかと思う。 

海外調査では、自分の全く知らない地に行き、英語での調査であったが、慣れていない「英

語で話す」ということの大変さを改めて実感したものであった。英語をうまく頭の中で組み立

てることができず、何を話していいかわからない中で、必死に単語をつなぎ合わせて説明した

ことを今でもよく覚えている。しかし、必死に話していると、相手になんとなく通じることが

あることに気づいた。この感覚を覚えてからは、あまり躊躇することなく、話せたのではない

かと思う。「とにかく何でも聞いてみる」という積極的な姿勢で臨んだ海外調査では、物事を深

くまで考えることもできたため、自分にとってこの調査に参加したことはとても大きな成長す

るきっかけになったと感じている。また、知識のない中、授業で学んだことはとても多く、一

年間を有意義に過ごせたとも感じている。今後も、学内だけでなく学外でも多くの人と出会い、

年齢差も気にせず話すことのできる、幅広い視野を持てるようにこれから心がけていきたいと

思う。 

このような体験型授業科目は他になく、不慣れなためうまくいかなかったことも多くあった

が、この一年間で学んだことを来年度の授業にしっかりと活かし、来年度の授業では積極的に

活動し、周囲をリードしていきたいと考えている。この一年間は大変だったと感じるとともに、

自分にとってとても大きな成長ができた、貴重な時間であったと思っている。 
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現場で見る・聞く・感じる 

社会学部社会文化システム学科 1 年 小 林 未 来 

社会文化体験演習・国際交流分野で一年間活動し、フィールド調査の重要性や古着産業に関

する情報を知ることができた。また、初めて海外へ行き、日本国外の人々と交流できたことで、

とても成長することが出来たと感じている。 

 この一年間で、これまで目を向けてこなかった古着産業の実態調査を通して、日本国内の古

着産業が現在厳しい状況であることを知り驚いた。近年、古着は若者のファッションで人気と

なっているため、むしろ好調だと思い込んでいたからだ。ところが、日本の古着産業の規模は

海外に比べて小さいことや、時代が移り変わるとともにウエス産業が大きく衰退していること

などが明らかになった。私は某古着選別会社の社長に聞き取り調査をするなかで、その厳しい

現状を知ることになった。 

実際に現場を訪れ、そこで働く人々の声を聞くことは大変興味深い作業であった。文章を読

むだけでは現場の実態をつかむことは出来ない。その場に行くことが大事な情報収集作業だと

思った。現場で感じた印象やその時抱いた感情が、調査の原動力になるということも分かった。

このことは、海外研修でマレーシアの古着選別工場を訪れ、そこで働く従業員の姿を見たとき

に自覚したことである。私はここを訪れるまで、従業員の人々は辛い気持ちを抱きながら日々

の過酷な労働をこなしていると思っていた。実際に作業現場を見学した際に、埃だらけの蒸し

暑い作業場で黙々と仕事をする従業員を見て、「大変そう」「かわいそう」といったネガティブ

な感想を抱いた。ところがその後、作業員にインタビューをして私は大変驚いた。みんな笑顔

で楽しそうな様子だったからだ。彼女たちが自分の意志でこの仕事をしているようにみえた。

これは意外なことであり、私はその理由を質問した。このように、質問と返答を繰り返すこと

で新たな関心が生まれる。また、聞き取り調査は堅苦しい雰囲気のなかで行うより、朗らかな

雰囲気のなかで行う方が相手の情報を引き出しやすいことも知った。雑談することで深い内容

の話を聞き出しやすいこと、仲良くなることで次の調査の機会を作りやすくなることなどを、

経験を積むなかで分かった。 

 1 年生でこれほどの内容の濃い活動に参加でき、充実した生活を送ることが出来たと思う。

大学生活は自由であるが、それ故に 1年間、もしくは 4年間を無駄にしてしまう可能性がある。

私の大学生活最初の 1 年は無駄な時間にならずに済んだ。それはこの社会文化体験演習の活動

が大きく関係している。初めて海外へ行き、一般の観光旅行では決して行くことはないような

場所へ行き、シンガポールの大学生と友人関係になることもできた。この活動の経験を踏まえ、

残りの大学生活で、自分自身の成長のためにさまざまことにチャレンジしていきたい。 
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一期一会を大切に 

社会学部社会文化システム学科 1 年 梅 田 成 槻 

 私は「海外へ行ってみたい」、「経験したことがない新しいことをしてみたい」という、漠然

とした動機でこの社会文化体験演習の授業を受講した。この授業では、古着を通してグローバ

ル化の実態を明らかにすることがテーマで、国内、国外の様々な場所で現地調査を行った。私

はこの現地調査でとても素敵な経験をし、日常生活や他の授業にも有益になるような刺激を多

く受けた。 

私にとって初めての調査は、東日暮里での佐藤商店という回収業者の調査であった。普段だ

ったら気にせずに通り過ぎてしまうが、改めてじっくりと見て、そこで働く人の話を聞くこと

で、一つ一つの会社や人が繋がっているのだと、当たり前の事に気づかされた。私は社長の話

を聞くときに、一度も発言する事ができなかった。どんどんと流れる話についていくのに精一

杯であった。後に疑問が思い浮かんだときはもう遅く、悔しさでいっぱいであった。その後の

石川正利商店への聞き取り調査でも発言する事が出来ず、調査に貢献することが出来なかった。 

 そんなときに、同じグループで活動をしていた先輩に、「調査をさせてもらうだけでなく、相

手にも何かを与えることができる事が理想」とアドバイスをして頂いた。質問をしてそれに答

えてもらうだけではなく、相手と自分の共通点などを見つけて会話形式でインタビューを行っ

たり、その場で生まれた疑問をすぐに質問したりすることで、会話が弾み、お互い緊張せずに

情報を出し合えるのだと知ることが出来た。ここでの気づきは、日本語が通じない、国外での

調査でも活かすことが出来た。 

 国外調査では、マレーシアの工場で社長と女性労働者へ聞き取り調査をし、シンガポールで

は現地の大学生とコミュニケーションをとった。英語でのコミュニケーションは英語力の乏し

い私にとっては大変であったが、自分の伝えたい事を伝え、相手の話をしっかりと聞くという

事は日本語でのコミュニケーションと変わりはないと感じた。もちろん英語力の大切さは身を

もって実感する事ができたので、英語の学習への熱は一層高まった。 

 調査でのコミュニケーションの他には、1 年間という長いスパンをかけて一つの事に取り組

むという経験ができた。目標を決め、実際に足を運んで調査をし、本には載ってない、自分の

目で見て感じたことを発表することは、計画性や行動力、情報を整理する集中力がなければな

かなか出来ないことであった。この経験を自分のゼミの発表でも役に立たせることができた。

目標を決めて調査をする事はこの授業外でも来年度以降行うつもりだ。 

 私は 1 年間を通して以上のような経験をする事ができた。これらの経験を無駄にせずに、自

分の目標に向けてこれから取り組んでいきたい。また、今年度これらの活動において国内、国

外で多くの人と出会うことが出来た。すべての人に感謝している。 
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世界とのつながり 

社会学部社会文化システム学科 1 年 福 田 菜 花 

 私が大学に入学する前に決めていた目標がいくつかある。そのうちのひとつに「世界に目を

向ける」というものがあった。大学に入るまで私は世界に全くと言っていいほど興味がなかっ

た。高校の留学システムを利用して海外で学んだ経験を持つ友人や頻繁に海外旅行に行く友人

も多い中、私は日本から外に出たことなく興味もなかったため自分は一生日本でしか生活しな

いだろうと漠然と思っていた。だが今考えてみれば当時は、日本よりもはるかに広い世界とい

うものを前にして何からどう学んでいけばよいのか分からず、手をつけられないでいたのだと

思う。そのため大学に入ることをきっかけに世界に目を向けることから始めようと考えていた。

丁度その頃、入学直後のフレッシャーズキャンプで社会文化体験演習という授業と国際理解コ

ースの存在を知り、参加を決めた。 

 授業では身近なものと世界とのつながりについて学ぶため、100 円均一でのフィールドワー

クを行った。このフィールドワークでは複数の班に分かれ、各班がより遠くの国から輸入され

ている商品を探しその国について調べ発表するというものであった。私の所属する班はブラジ

ルから輸入しているコーヒーを見つけ、ブラジルとコーヒー産業について調べた。その時私は

ブラジルのコーヒー産業について調べることとなった。文献研究を進めていくうちに、私は自

分がいかに無知であったかを思い知った。コーヒー産業と密接なつながりがあるとは考えもせ

ずにコーヒーの値段が上がったなどと文句を言い、コーヒー産業が奴隷制度の下に成り立って

いた大規模農業であるとは知らずに私は今までブラジル産のコーヒーを飲んでいたのである。

またこの授業の他の班の発表ではブラジル以外の国についても知ることが出来た。一度得た知

識や情報というのはなかなか忘れることはなく、それは新たな興味関心へとつながる。この調

査の後、ニュースや新聞等でブラジルが話題に上がっていると注目をするようになった。 

またここに挙げた調査以外にも授業では一年を通して古着をテーマに多くの社会調査を行

った。古着と海外は切っても切り離せない関係にあり、世界中様々な国とその繋がりがある。

日本の古着業界についてインタビュー調査を行うと必ずと言ってよいほど各国の名前があがっ

た。その過程で日本と世界との繋がりや情勢を知ることができ、さらにその繋がりの中に生き

る方々のお話を伺い、それによって今まで見ていたニュースや新聞の記事が違ったように見え

ることも多々あった。一年間の社会文化体験演習の授業を通して私は「世界に目を向ける」よ

うに思う。今後はこの授業で得た力を生かして目を向けるだけでなく、調べ考え「自分の意見

を持つ」という目標に向かって進んでいきたい。 
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情報整理の重要性 

社会学部社会文化システム学科 1 年 村 田 佳 桜 里 

私は国際理解コースの授業を通して、様々なことを学ぶことが出来た。私は 1年生というこ

ともあり、社会調査の方法についてほとんど何も知らなかった。フィールドワークおよび聞き

取り調査でたくさんの「気づき」を見つけ、吸収し、まとめるという過程の大切さを知った。

それにつけ加えて、現場で起こったことや聞いたことをその日のうちにまとめることが自らの

理解を深め、新たな疑問を生むのに役立つと感じた。 

私がとても印象に残っていることの一つは、聞き取り調査で得た情報を、全て書き起こして

文字化する作業があったことである。とても大変な作業であり、正直書くと、最初の頃はその

作業の重要性を認識できないでいた。しかし、話者の 1 語 1語を拾い、文字化することで情報

が整理されることで、最終的に正確で、必要な話題が揃った報告書にすることが出来るのだと

感じた。そのほかにも、この授業では、パワーポイントや報告書作成時の出典の記載ルールな

どをいちから学ぶことができた。これらの経験を、来年度のゼミ活動や学習に役立てていけた

らと考えている。 

 

 

 

2014 年 11 月 1 日、マレーシアの故繊維リサイクル工場にて従業員と一緒に撮影 

（長津一史撮影） 
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古紙から古着へ 

東洋大学大学院社会学研究科社会学専攻博士前期課程 1年 貝 吹 一 成 

これまで私は東京都荒川区東日暮里において、古紙を中心としたリサイクル業界を調査して

きた。古着は古紙のリサイクルとは異なり、海外へ輸出され、再利用されることが多い。古紙

以上に海外との繫がりが強い古着に着目し、調査できたことは国内に留まらないグローバルな

学びがあった。海外の現地工場へ訪れたことで、日本から輸出された古着が海外でどのように

扱われているのかを直接見ることができたことも貴重な経験であった。このような経験を通し

て、国内調査で得た経験と、海外調査で得た経験が私の成長に繫がった。 

国内調査では、古着を取り扱う企業の会長へ聞き取りを行った際、古着の現状だけでなく、

仕事への一生懸命さに心を打たれた。会長は中学を卒業し、すぐに現在の仕事に就いた。当時

は、目の前の仕事をこなすことに必死であったという。仕事が終わってから定時制高校に通っ

ていた。高校に通った理由に無料で図書館を利用できることを挙げていた。また社会に出て働

くことを「社会人大学」に入学し、現在も在学中と表現していた。社会に出ることは「学び」

で溢れており、常に勉強でき、そして給料まで頂ける環境が素晴らしいと強調していた。経営

者としての意識も高く、睡眠時間以外、常に仕事のことを考えているそうだ。 

私は「図書館を利用できる」理由から、学校に通おうと考えたことはなかった。今後の学生

生活や卒業後も周りの環境を当たり前と考えず、感謝しなければならないと痛感した。そして、

会長の仕事へのひたむきさを忘れず、一生懸命過ごしていきたい。 

次に海外調査では、聞き取りを英語で行うことへの躊躇がなくなったことが成長である。私

は 2011、2012 年の 2 度、フィリピンの農村部に訪れた。そこでは、女性の就労支援のため、

果物の木や皮の繊維を用いて紙を作り、ノートやメモ帳へ加工し、フェアトレード商品として

販売していた。そこで働く女性へ聞き取りを行った際、緊張や恥ずかしさから英語での質問が

全くできなかった。しかし、今回は積極的に質問をすることを目標として臨んだ。英語が達者

ではないため、簡単な質問が多かったが積極的に話すことで、相手との信頼関係を築き、結果

的に相手も様々なことを話してくれた。英語能力に関係なく、コミュニケーションの重要性を

知る経験ができた。 

最後に、大学院生として学部生の授業に参加させて頂いたことに感謝したい。学部生との調

査は新鮮であり、良い刺激になった。私が学部生であった頃と比べて、共に行動した学部生は

積極性があり、一生懸命に学んでいた。この積極性や懸命さは、私にとって良いプレッシャー

となり、より一生懸命にならなくてはいけないと再確認できる機会になった。ありがとうござ

いました。 
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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 
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