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1.はじめに 

2019 年 12 月 11 日（水）、当 NPO 第 12 回情報交換会が（一社）日本繊維機械学

会・繊維リサイクル技術研究会 135 回情報交換会と共催の形で開催された。今回は“繊

維製品はいかに作られ、いかに処分されようとしているのか！”を大テーマに、以下

の 3 つの講演が行われた。 

①「ユニフォームリサイクルの現状と将来展望（SDGｓと服育）」 

     中村尚弘 氏(株式会社チクマ 環境推進室 環境プロジェクト担当) 

②「ITMA2019 バルセロナ視察記、とくに繊維リサイクル機器について」 

     嶋田幸二郎 氏((一社)日本繊維技術士センター 理事長) 

③「持続可能な衣服の生産と消費を考える―南アジア（バングラデシュとインド）の

事例から」 

     長田華子氏（茨城大学 人文社会科学部法律経済学科 准教授） 

 いずれも興味ある講演であったが本号ではとくに③の講演について紹介する。 

 

2.持続可能な衣服の生産と消費を考える 

講師の長田華子先生はお茶の水女子大学で博士号を取得された後、日本学術振興会

特別研究員として東京大学社会科学研究所で研究を進められ、2014 年から現職に就

かれるかたわら 2018 年にはロンドン経済政治学院に留学されるなど活発な活動をさ

れている経済学者であり、とくにアジア経済、南アジア地域研究、繊維・縫製産業、

ジェンダーなどを研究のキーワードとされている。 

2013 年 4 月にバングラデシュの縫製工場が入ったビルが崩落し、1100 人以上の死

者を出した大惨事のニュースは瞬く間に世界中に広まり労働環境に関して大きな問

題提議になったことは記憶に新しい。長田先生は学生時代から現地の縫製工場で働く

女性工員の実態調査を続けられており、この大惨事の背景にあるものを 2016 年 1 月

に「990 円のジーンズがつくられるのはなぜ？～ファストファッションの工場で起こ

っていること～」と題して書籍を出版されました。繊維リサイクル技術研究会では

2016 年 3 月開催の 118 回情報交換会で長田先生をお呼びして、書籍の内容等を直接

お聞きすることができ、バングラデシュの劣悪な労働環境や我々が安く手に入れてい



る衣服の製造現場の実態をお聞きしてショックを受けるとともに、我々は何をすべき

かを考える機会となりました。 

 長田先生は最近になってインド西ベンガル州の縫製産業についても実態調査され

ました。そこで今回の情報交換会では SDGs との関連性にも言及して頂きながらイン

ド西ベンガル州の縫製産業から何が読み取れるかについて講演をしていただきまし

た。長田先生のお話は主に「縫製産業」に焦点が当てられていますが、未利用資源の

事業化を目指している当 NPO にとっても“作る責任、つかう責任”を考えることや

ジェンダー問題に関する知識は非常に重要と考えます。 

 

３．講演内容抜粋 

以下は主に長田先生の講演当日の配布資料からの抜粋です。要点が整理されている

ため細かな説明は省略しますが講演内容をご理解いただけると思います。 

---------------------------資料------------------------- 

③女性の人権、ジェンダー平等と SDGs：その評価 

英文雑誌 Gender and Development 24 巻 1 号（2016 年）、SDGs を特集 

１. 女性の人権を含む人権概念の尊重を優先事項に 

２．目標５：暴力、有害な慣行の撤廃、無償のケア・家事労働に関する項目の明記。

ジェンダー平等、女性のエンパワーメントの多面性 

３．その他の目標、ターゲットにもジェンダー課題について言及 

--------------------------------------------------------- 

 

上記資料にはジェンダーに関することが記載されていますが、以下は SDGs のゴー

ル５に記載されているジェンダーに関する実態部分の原文です。まだまだ女性が弱者

であることが読みとれます。 

77 cents 

Women earn only 77 cents for every dollar that men get for the same work.  

1 in 3 

35 percent of women have experienced physical and/or sexual violence. 

13% 

Women represent just 13 percent of agricultural landholders. 

750 million 

Almost 750 million women and girls alive today were married before their 18th 

birthday. 

2 of 3 

Two thirds of developing countries have achieved gender parity in primary 

education. 

24% 

Only 24 percent of national parliamentarians were women as of November 2018, a 



small increase from 11.3 percent in 1995. 

 

以下の資料には低価格の下着生産の実態、インド西ベンガル州の事例が示されてい

ます。 

-------------------------------資料-------------------- 

インド西ベンガル州の縫製産業：その特徴 

①インド国内市場向けの商品生産が中心 

（⇔バングラデシュ：海外市場向け） 

②主な生産品目：メリヤス（特に下着や子供服） 

（⇔バングラデシュ：布帛、ニットともに生産） 

③生産工程ごとに工場が分断：工場の規模は小 

（⇔バングラデシュ：一貫生産工場、工場の規模は大） 

④縫製労働者の多くが男性。ただし、家内労働者としての女性の存在（⇔バングラデ

シュ：多くは女性） 

------------------------------------------------------- 

見えない家内労働者（homeworker/home-based worker）の存在 （UN Women 2018） 

•家内労働者：企業（多くの場合はその下請け）の注文に応じて家庭内で生産し、生

産量に応じて賃金を得る労働者。原材料は下請け企業から支給され、賃金は通常、出

来高払い。≠自営家内労働者（self- employed home-based-worker） 

•極めてジェンダー化され、大半は女性。他のインフォーマル労働者に比べて、平均

賃金は低く、貧困のリスクが高い 

------------------------------------------------------- 

見えない家内労働者の存在：何が問題なのか？ （UN Women 2018） 

１．サプライチェーンに不公平な条件で参入 

（⇔企業にとっては、「恩恵」） 

①需要の変動リスクへの対応 

②本来支払うべき生産コスト（設備費用、電気代、通勤代等）を家内労働者へ転嫁 

③機械化できない特殊な技術（刺繍などの手作業）、完成商品に不可欠な手作業（糸

切作業） 

２．ディーセント・ワークが提唱する４つの戦略目標のすべてを欠き、常に貧困のリ

スクに直面している 

------------------------------------------------------ 

賃金が低いにもかかわらずなぜ、多くの女性たちは家内労働者を選ぶのか？ 

１．賃金の安さ（最低賃金をはるかに下回る水準） 

月換算、1500～2000 ルピー（1 ルピー＝約 1.59 円） 

⇔西ベンガル州の下着の縫製工場で働く女性、月 5000 ルピー 

※西ベンガル州の最低賃金（日給ベースの労働者、2018 年）は、387～398 ルピー 

２．作業量に見合わない賃金 



３．職業選択の理由：家庭内のケア・家事責任（その判断に配偶者の意向が反映）＋

収入源の確保 

------------------------------------------------------ 

労働現場の劣悪さ：「単純」でない理由 

１．インド西ベンガル州の低価格の下着生産の問題 

例えば、 

①労働環境の劣悪さ 

②家内労働者の低賃金 

ひとつのエピソード： 

家内女性の低賃金の実態を知った長田は女性たちにこう質問した。「この賃金ではあ

なたたちは生きていけない。今までにあなたたちは、賃金を上げて欲しい、と工場経

営者に頼んだことはあるか？」 

その女性たちの答えは…「頼んだことはない」、その理由とは？ 

２．われわれは「労働環境が悪い。だから、改善を」というが、すぐに改善できない

理由がある。その根底にある、「貧困」という問題 

----------------------------------------------------- 

 

４．持続可能な衣服の生産と消費：何をなすべきか 

長田先生はまとめとして次のような提案をされました。 

-----------------------------資料----------------- 

１．「一点集中的」な見方から「全体把握的」な見方へ 

cf. from spotlight to flood light perspective （Kabeer 2019） 

２．影に隠れた存在（本講演ではインド）にも、「光」を 

３．縫製工場労働者だけでなく、家内労働者も含めた議論と対策を⇔「国連 

グローバル・コンパクト」、「ビジネスと人権に関する指導原則」だけでは不十分 

４．ジェンダー平等の促進：無償のケア・家事労働の可視化と再分配 

５．最低賃金のみならず生活賃金の保障＝人権（Clean Clothes Campaign 

2014、西谷 2011）。そのために必要な結社の自由と団体交渉の保障 

（Pillinger and Wintour 2019） 

６. 特に、「５」を共通認識とすることのできる社会づくりとそのためのグローバルな

連帯の必要性 

----------------------------------------------------- 

 

５．おわりに 

 SDGs は、「誰一人取り残さない－No one will be left behind」を理念としている。

この理念に対して当 NPO はどのように貢献できるか？会員の皆様とともに考えて行

きたいと思います。そして実行したいと思います。 

 



 

写真 長田華子先生の御講演 

 

 

 

６. 次回発行予定 

 2020 年 1 月 

主な内容：第 13 回情報交換会のご案内/鉄ミネラル技術の最新情報/etc 

  

 

 

編集後記 

謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

近年、企業の事業活動を行う中でも、環境や経済、社会に与える影響を考慮する 

「サステナビリティ（持続可能性）」の重要性が問われています。 

2020 年もみなさまが取り組むさまざまな感動と挑戦を紹介してまいります。 

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

ぜひ、今後とも未利研メルマガをご愛読ください。 

内容についてのご意見、希望する話題・内容、および配信停止・解除の連絡は下記、

田村までメールして頂ければ幸いです。 

 

無断転載禁止 
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