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使い捨て文化の裏側から新たな消費文化論へ
─アフリカにおける中古・非正規衣料品の流通・消費から 
文・写真　小川 さやか　 おがわ さやか 

国立民族学博物館助教。専門は文化人類学・アフリカ研究。論文に「タンザニアにおける古着輸入の
規制とアジア製衣料品の流入急増による流通変革」（吉田栄一編『アフリカに吹く中国の嵐、アジア
の旋風』2007年）など。著書『都市を生きぬくための狡知―タンザニアの零細商人マチンガの民族誌』
（世界思想社 2011 年）が、第33回サントリー学芸賞を受賞。

はじめに
アフリカは世界最大の中古品消費地である。アフリカ
諸国では衣料品や自動車をはじめ、家電製品、おもちゃ
に至るまで消費財の多くを、日本を含む先進諸国からの
中古品でまかなっている。近年では、新興国である中国、
インド、タイ等のアジア製の非正規品（偽ブランド品、
コピー製品、バッタ物等）がこれらの中古品と輸入品市
場を二分するようになった。知的財産権保護の観点から
先進諸国で問題視されている「パクリ疑惑」の商品も、
アフリカの消費生活の不可欠な部分を構成している。
この中古品と非正規品は、グローバルな視野に立って
わたしたち先進諸国の消費文化を捉え直すうえできわめ
て興味ぶかいモノである。中古品と非正規品はどちらも
大量生産・廃棄や、イメージ・記号の消費に特徴づけら
れる先進諸国の近代消費文化（ボードリヤール 1995 参
照）から生みだされたものであり、かつ先進諸国の消費
文化・消費文化論の維持・再生産に密接に関わってきた。
モノが廃棄された後の世界や、コピーや流用からはじま
る世界における、モノの流通・消費を明らかにすること
は、生産から消費のプロセスで理解されてきた先進諸国
の消費文化論に新しい視座をもたらすことができるだろ
う。わたしは現在、東アフリカ諸国間の衣料品の越境交
易を事例として、グローバル化の周縁に位置するアフリ
カの消費文化から先進諸国における消費文化・消費文化
論を逆照射し、それを問い直すことを通じて、アフリカ
の消費文化とわたしたちの消費文化とをつなぐ新たな消
費文化論を構築することを目指している。本稿ではその
見通しとなる視座を提示したいと思う。

アフリカの衣料品流通
ここではまず衣料品を事例に中古品と非正規品をめぐ
るアフリカと先進国・新興国との経済関係について歴史

的に概観し、東アフリカ諸国間の越境交易に注目する理
由を説明したい。
植民地期、宗主国の原材料供給地と位置づけられたア
フリカでは、コーヒーやカカオ、綿等の特定産品の生産
が奨励され、その輸出に特化した経済構造が築かれた。
19 世紀後半には、アフリカで生産された綿が宗主国の産
業革命を支え、そこから生まれた古着が植民地経営に利
用されるという循環的な構造ができあがった（Hansen 
2000）。
独立後、自国に広大な綿花畑をもつアフリカ諸国は、
社会主義体制あるいは保護政策のもとで繊維・衣類産業
の振興に力を入れた。しかし多くの国は経済的困難に陥
り、80 年代から 90 年代初頭に IMF主導の構造調整政策
を受け入れ貿易自由化する。この結果、先進諸国から古
着が大量に流入し、衣類産業は壊滅的な打撃を受けた。
近年、アフリカ諸国では古着の輸入規制を求める声が
急速に高まった。規制を求める声には、縫製産業が育っ
ており周辺地域に市場をもっているケニアやナイジェリ
ア等の国々と、競争力をもつ衣類をすぐに生産できる段
階にないタンザニアやザンビア等の国々とでは温度差が
あった（Hansen 2004 など）。しかし 2000 年以降、急速
に推進されているアフリカ諸国間の経済連携において、
各国の足並みをそろえた規制が推し進められていく。
わたしの調査地である東アフリカでは、タンザニア、
ケニア、ウガンダの 3国間で、2001 年に東アフリカ共同
体が再結成され（2007 年にルワンダとブルンジも加盟）、
2005 年には域内関税の段階的廃止と対外共通関税の導入
を目指した関税同盟が結成された。2010 年には共通市場
化への移行が宣言される。この流れにおいて、古着に対
する規制は「自国」ではなく、「域内」産業保護・育成
において検討すべき課題となり、古着にかかる関税が大
幅に引き上げられることとなった。
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しかし、古着にはブランド品などの高グレード品もあ
り、すべての古着と競争できる衣類を域内産業で生産す
ることは困難であった。そのうえ、2000 年以降、対アフ
リカ貿易振興策を掲げた中国をはじめとするアジア諸国
から、非正規品を含む廉価な新品衣料品（以下、新品）
が古着に代替するかたちで流入し、アフリカ市場を席巻
するという新たな問題が生じている（吉田編 2007）。
東アフリカ諸国間交易は、以上のようなアフリカと西
欧諸国との歴史的な経済関係に加えて、アフリカでのア
ジア諸国の台頭、アフリカ諸国間の経済連携の進展と
いった 21世紀のグローバル経済の変化を背景に動いてい
る。中古品、非正規品、地場産品というモノの価値が激
しくせめぎあうこの交易において、末端商人や消費者は
モノを流通させ消費しているだけでなく、それぞれのモ
ノの価値を想像／創造しなおす実践もおこなっている。
つぎに、このような末端商人や消費者のミクロな実践
から、グローバル経済の変化やわたしたちの消費文化を
考察するうえでのヒントとなる視座を、中古品を対象と
した人類学的研究から探りたい。

中古品をめぐる消費の人類学
中古品をめぐる人類学的研究には、アルジュン・アパ
デュライ編の『モノの社会生活―文化的視点からみた
商品』（1986 年）を援用した研究が数多くある（Hansen 
2000; Palmer & Clark ed. 2005 など）。アパデュライは、
モノにも人と同様に生活史があり、モノの交換価値はそ
のモノが辿った交換・贈与・所有のプロセスに関わる、
より広い文化的文脈において理解しなければならないこ
とを指摘した。たとえば、骨董品店で売られている「夏
目漱石の万年筆」は、壊れて使用できなくても、高い値
段がつけられている。もしこの万年筆に漱石が恋人に
贈ったというエピソードがあったとしたら、その価値は

さらに高まるだろう。このようにモノの価値とはモノの
履歴における「ロマンス」といった文化的価値によって
も決められる。
また、同論文集に寄稿したイゴール・コピトフは、商
品とは交換可能か否かにおいて決定されるモノの一局面
であるとみなし、すべてのモノは商品となる可能性（商
品化）と、商品的局面を脱して交換不可能なモノとなる
可能性（個人化）をもっていることを指摘した（Kopytoff  
1986）。もしわたしが文豪になれば、わたしの万年筆も
商品になりうるし、万年筆を娘に形見として渡せば、万
年筆は彼女にとって商品にはなりえない特別なモノとな
るだろう。
古着に関する人類学的研究をおこなったカレン・ハン
センは、このような視座を下敷きに、「西欧人が捨てた
モノ」である古着が、ザンビアの人々にとって、なぜ、
どのようにして「望ましい商品」へと転換されたのかを、
古着が植民地化、西欧化、近代化、開発といった文脈を
通じて人々の生活に浸透していく過程、およびそこでの
消費者の創造的な消費実践に着目して明らかにした。「衣
類」は、機能的、社会的、文化的、政治的等多様な意
味において「着る」ことをめぐる必要性（needs）と願
望・欲望（desire）を媒介するモノである。また「衣類」
は、グローバルとローカル、社会と個をつなげたり、対
立させたりもするモノでもある。ハンセンは、このよう
な衣類のもつメディアとしての機能に着目し、ザンビア
の人々が自分たちの生活世界に古着を取り込んでいく過
程を、モノの価値づけの変化から明らかにした（Hansen 
2000）。以下では、このような人類学的な中古品研究の
視座を出発点にして、先進諸国の一般家庭から排出され
た古着がタンザニアに輸出され、さらにそこから東アフ
リカを循環するまでのプロセスを概観したい。
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（A）「贈り物から商品へ」― 先進諸国の古着市場
アフリカ諸国の業者が輸入している古着の多くは、ア
メリカやカナダ、西ヨーロッパ等先進諸国からのモノで
ある。先進諸国の一般家庭から排出される衣類は、国内
においてリサイクル業者が商品化して国内外の流通に乗
せている。多くは支援や社会貢献、環境保護を謳う慈善
団体等に「寄付」されたり、街角の「衣類専用回収箱（textile 
bank）」に無料でもち込まれたりするが、それらも最終
的にはリサイクル業者に販売される。
リサイクル業者の工場では衣類の分類と梱包がおこな
われている。集められた衣類のうち、ブランド品やヴィ
ンテージ品の質の良い衣類は、国内のブティックや日本
を中心とした他の先進諸国の買い付け業者に卸すために
選り分けられる。残りの大部分の衣類は発展途上国に輸
出される。そのほか、衣類として再利用できないものは、
裁断されて工業用ウエス（機械類の油や汚れを拭く布）
として業者に販売されたりする。
発展途上国へ輸出用の衣類は、種類や対象年齢・性別に
応じて分類され、45㎏から 55㎏程度の塊＝梱（bale）に梱
包される。梱は、輸出先の国の消費者の購買力によってラ
ンク分けされており、業者によって基準は異なるものの、
多くのアフリカ諸国にはランクの低い梱が輸出されてい
る。
ここまでのプロセスを、前述の人類学的な視点からモ
ノの生活史におけるモノの性質の変化に着目すると、つ
ぎのように説明できる。先進諸国の消費者が商品として
購入した衣類はゴミや不用品、寄贈品となり、ふたたび
商品になる。こうして商品となった古着は、先進諸国の
消費者が最初に衣類を購入したときの商品とは異なる価
値をもつ。先進諸国の消費者が様々な目的で購入した衣
類は、いったん不用品や寄贈品となることにより、その
多義的な価値を担保していた衣類の機能性やデザイン性・

ファッション性ではなく、「重量」によって梱包された「貧
しい人々に必要なモノ」となるのである。つぎに、わた
しの主要な調査地であるタンザニアを事例に、このよう
にして輸出された古着の価値がタンザニアの商人によっ
ていかに変更されるのかをみてみたい。

（B）ローカルな需要に応じた再分類 ― タンザニア国内
の流通システム
タンザニアに輸入された梱には、ほとんど袖を通して
いない最新の流行品から着古されたもの、何十年も箪笥
の肥やしになっていたものまで、様々な衣類が混入して
いる。そのため、輸入卸売業者から梱を仕入れた仲卸人
は、品質や流行を基準として、古着をグレードAから C
までの 3つに分類する。仲卸人はまず最も高価なグレー
ドAと中間的なグレード Bを、都市部で営業する小売
商に販売し、売れ残ったA・Bと、最初にグレード Cに
分類した低価格の古着を合わせて、農村定期市で叩き売
りをする小売商に販売する。
このグレードごとの販路の違いには、都市部と農村部
の経済格差だけでなく、慣習や嗜好の違いも反映されて
いる。破れや汚れがあるグレード Cは、商店やオフィス
で働く都市住民にはドレス・コードとして相応しくない
ものが多い。他方、最新ファッションを反映したグレー
ドAには「ミニスカート」等農村部では売春婦や不良の
証拠とされる衣類が多数含まれる。農村の人々にはシル
クのブランド・シャツよりも、吸汗性が高く丈夫な木綿
のシャツのほうが好まれることもある。つまり、「貧し
い国の人々に必要なモノ」は、仲卸人から小売商に流れ
る過程で、タンザニア国内における購買力や慣習の違い
に応じて、各地域の消費者にとっての必要性と願望の双
方を満たすかたちに再分類され、流通しているのである。
近年、この流通システムが国内で完結せず、東アフリ

ウガンダにおける新品衣料品。同じデザインで違う
プリントのドレスが並ぶ（2011年、カンパラ市）。
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カ共同体へと拡張しつつある。古着を隣国から輸入する
商人が増加しているのである。以下では、その主要因で
あるアジア製新品の流入に着目して、3つのグレードの
古着の価値がどのように変更されたのかをみていきたい。

（C）「オリジナル」と「節約品」 ― 古着 VSアジア製の新
品
上述したように、アフリカ諸国では中古品の輸入規制
を求める動きが進展している。これを受けて古着の梱の
単価が上昇したのだが、末端商人が古着の単価を一律に
引き上げるのは難しかった。2000 年代に入り急増したア
ジア製新品との競争を考慮する必要があったためである。
これらの新品は、タンザニア商人がアジア諸国（中国
やタイ、インドネシア等）に渡航して 1枚 1 枚選んでき
た品や、タンザニア商人がアジア諸国に在住するアフリ
カ系の代理人に依頼してアジア諸国の工場に注文生産さ
せた品である（栗田 2011 参照）。これらは、タンザニア
のその時々の流行を反映しており、それまで出回ってい
た衣料品に比べてデザインが良いという特長をもってい
たが、タンザニア市場で販売可能な価格には制限がある
ことから、その多くが偽ブランド品やコピー商品を多く
含む、粗悪品であるという欠点も併せもっていた。
新品は古着に完全に代替することにはならず、むしろ
消費者に特定の古着の価値を再評価させる結果となっ
た。グレードAに分類された古着は、流行を押さえてい
るうえに品質も良い「オリジナル」だと再評価された。
また新品とグレードAの古着の購入量を増やした消費者
は、グレード Cを日用的な「節約品」として見直した。
しかしグレード Bに分類された古着は、品質面では新品
と同等であり、流行面では見劣りしたため、市場を奪わ
れる結果となった。
ここにおいて、市場が狭隘となったグレード Bも混入

している梱を購入するよりも、価値の高まったグレード
Aだけを隣国から仕入れることでより大きな利益を得よ
うとする商人が増加したのである。当然、隣国からの古
着の輸入は、東アフリカ諸国間の経済連携の進展に後押
しされた。以下では、東アフリカ諸国間の交易により古
着の価値が変えられていくプロセスを、タンザニア商人
によるケニアからの買い付けを事例にみていきたい。

（D）モノの需要を創りだす ― 東アフリカ諸国間の越境
交易
タンザニアの古着商人は、ケニアにおいて卸売店や仲
卸人から一度に大量に買い付けることはせず、「宝探し」
を意味するクペレンバという仕入れ戦略を採用している。
ギコンバー市場は、ケニアの首都ナイロビ市にある東ア
フリカ最大の古着市場である。タンザニア商人は、朝か
ら昼過ぎまでキコンバー市場に連なる何百軒もの露店を
駆けずりまわり、1枚ごとに値段交渉をしながら古着を集
める。これは非常に時間がかかる方法であり、参与観察
した中古靴の商人はたった 68足の仕入れに 5日もかかっ
た（靴や鞄も梱で輸入されるため、アフリカ諸国ではこ
れらも「古着」として同じ市場内で販売されている）。
このような仕入れ戦略を採用するのは、この交易がケ
ニア人とタンザニア人、あるいは民族ごとのわずかな需
要・嗜好の違いに対応した宝―隣国の市場でグレード
Bに分類され、自国でグレードAとして販売できる商品
―を探しあてることで成立しているためである。
たとえば、中古靴にはつぎのような需要・嗜好の違い

インド人卸売店に並ぶ古着の梱
（2001年、タンザニア、ムワンザ市）。

古着の定期市（2004年、タンザニア・ミスングウィ県）。
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リカ都市研究では、多様な民族が混住する都市では、ス
テレオタイプ化されたエスニック・イメージにより他民
族の性向を強制的に了解し、寛容と親密さを引きだすた
めに「冗談関係」が利用されることが指摘されてきた
（松田 1996 など）。この交易における「冗談関係」にも
同様の効果があるとともに、国や民族ごとの複雑な需要・
嗜好の違いを瞬時に把握し、ニッチを分けあうという効
果があると考えられる。
以上で述べたように、現在、衣類に対する需要や嗜好
の違いを活かした、東アフリカ共同体の各都市の市場を
結ぶ交易ネットワークが形成されつつある。モノの価値
の変化に着目してみると、この東アフリカ諸国間の越境
交易とは、隣国の商人が、国内で価値を失ったグレード
Bを需要・嗜好の異なる自国へともち込むことにより、
グレードA、すなわち「デザイン性」を獲得して人々の
必要性と願望に即したモノへとその価値を変える実践で
あるといえる。先進諸国の人々がリサイクルや社会貢献
等の価値により、不要となったモノの命を引き延ばして
も、アフリカの人々がそれらの価値によってモノを消費・
再利用できるわけではない。衣料品の「生活史」の後半
生において、アフリカの商人がおこなっている実践とは、
国や地域、民族等による需要・嗜好の違いを巧みに嗅ぎ
分けて、モノを何度も再分類しながら、地域や国境を越
えて運ぶことを通じて、輸入された梱―先進諸国の人々
の「不要品」―すべてを「誰か」にとって価値のある
モノへと変えていくという実践である。

アフリカの消費文化とわたしたちの消費文化をつなぐ
中古品と非正規品は、アフリカの消費者のあいだでは、

「古いが良いもの」と「新しいが悪いもの」という鏡像的
な位置づけにある。この比較に基づいて特定の古着は「オ
リジナル」という価値を獲得したわけであるが、これに

がある。舗装道路が普及しオフィス文化が発展している
ケニアでは革靴の需要が高く、そうでないタンザニアで
はスニーカーの需要が高い。スニーカーのなかでも需要・
嗜好の違いがある。ケニアではスニーカーは通学用とし
て広く普及しており、黒または白のアメリカサイズ 8番
から 10 番が売れ筋である。タンザニアでは購買層が広
いことに加えて、自分の足のサイズより大きな靴を好ん
で着用する習慣があることから、多様な配色の 12 番以
上の靴に高値がつく。より細かくみれば、茶系統かブルー
系統か、「プーマ」か「ナイキ」か、といった点にも出
身国や民族ごとの好みの違いがある。ほかの衣類にもそ
れぞれ地域ごとの需要・嗜好の傾向がある。
ここではケニアから買い付けるタンザニア商人の事例
を説明したが、タンザニアから買い付けるケニア商人の
動きもある。さらにタンザニア商人はウガンダやルワン
ダ、ブルンジの市場にも買い付けに行くし、それらの国
の商人もタンザニアの市場に買い付けに来る。そのため、
商人は東アフリカ全域の各国・地域・民族間の需要・嗜
好の違いを把握して商売をする必要がある。
この交易では、こうした衣類の需要・嗜好の違いに着
目した商人どうしの「冗談関係」が広くみられる。たと
えば、大きなスニーカーを履いた人間をTZ（タンザニ
ア人）と呼ぶ、革ジャンをキソマリと呼ぶ（牧畜民は革
が好きだ）、タペストリー柄のレーヨン・シャツをキボ
スキボスと呼ぶ（このシャツが好きなケニア系ルオ人は
タンザニアでボスとして威張っている）等である。アフ

グレード Aの古着。これにチノパンを合わせたスタイル
が流行していた（2003年、タンザニア、ムワンザ市）。
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貧しいのか」と質問された。わたしは「ジーンズをはき
つぶしたからといって、貧しいとは限らないのではない
か」と疑問を投げ返した。彼はこのジーンズのもち主だっ
た人間は貧しかったはずだと譲らなかった。その日、彼
は客に「これは、中国製品のようにファッションとして
わざと破ったり汚したりしてある偽物ではなく、アメリ
カにいる俺たちと同じ貧乏な黒人がこんなになるまでは
いた本物のゲットースタイルの品である」と説得し販売
に成功した。
モノのエージェンシーを借りてモノの生活史に対する
想像力を働かせ、顔のみえないアメリカの消費者と同じ
地平で共感をもってつながり、モノを販売することでモ
ノに新しい人生を与える。このようなアフリカの人々の
実践こそが、使い捨て文化の裏側から新しい消費文化論
を展望するヒントであるように思えるのだ。
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は「偽物ではない」以上の含意がある。
古着を好む消費者からは「自分だけのおしゃれは新品
では難しい」とよく聞く。アフリカ市場向けに大量生産
された新品は、「世界規模で展開しているファストファッ
ションメーカー」と同様に、みな同じ規格品であり、個
性を表現することが難しいのである。それに対して、今
年の流行品から 20 年以上前の流行品まで多様な衣類が
混入している梱として輸入される古着では、同じデザイ
ンの衣類をみつけるのは困難である。中古品の「オリジ
ナル」は、このように「私らしさ」にも関わっている。
ここには同時代を生きるアフリカの消費文化とわたした
ちの消費文化とを同じ地平で論じうる可能性―ファッ
ションとは、若者とは、個性とは何かといった問い―
を見出すことができる。
またここでは、グローバルな商品流通の世界に対する
アフリカの人々独自の見方を発見することもできる。こ
の中古品の「オリジナル」は欧米とその他の世界との関
係についてのアフリカ人のイメージにも基づいている。
アフリカの商人や消費者からは「西欧＝オリジナル」「中
国＝コピー」というイメージをよく聞く。彼らは多くの
モノの創造において西欧以外の国は西欧の真似をしてい
るだけだと主張する。しかし、先進諸国では批判の強い
コピー商品やそれを生産し商う中国人に対する彼らのイ
メージは必ずしも悪くない。西欧人の技術やデザインを
真似して粗悪かつ安価な商品を生産し商う中国人は、「本
物」を知らない自分たちアフリカ人をだまして儲けてい
る人々である一方で、お金がなくとも自分たちが西欧人
と同じ速度で流行や技術を消費することを可能にしてく
れる巧みな人々でもあると語られるのである。
最後に印象ぶかい出来事に触れたい。ある日、はきつ
ぶした中古ジーンズをしげしげと眺めていた行商人から
「アメリカの貧乏人とふつうのタンザニア人とどちらが


