
たい」と相談をうけた際に話題となった、啓二さんが台湾政府から招聘をうけ渡台したエピソードに、失礼

ながら、わたしは政治色をかぎとってしまったからである。 

 「無名な個人の記憶まで動員して台湾政府は、一体なにをしようとしているのであろうか」というのが、
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 日本の戦争責任が語られるとき、「台湾には親日派がおおい」ことをもって植民地化を正当化する人もいる。
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◆少年期を戦前、戦中の台湾で、戦後は高度経済成長期の日本を生き、現在は再び台湾との交流を続ける、

魅力あふれる人生を歩む著者自身の祖父に焦点をあてることで、一個人の視点から、日本と台湾の歴史、そ
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 欲をいえば、この物語の核心であり副題にもある望郷の意味について、もう一歩踏み込んだ理解を試みて
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1 杯のコーヒーからつながりをはぐくむ 

―タナ・トラジャ県におけるコーヒー産業を事例として― 
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 わたしたちの身近にある 1 杯のコーヒーの裏に広がる世界。 

それは、頭では理解できても、実際に見て、聞いて、肌で感じて理解したことのない、実体のない

遠い世界である。フェアトレード（公平貿易）をテーマとして大学で活動していたわたしにとって、

そのことがいちばんの問題であった。 

そのようななか大学の授業の一環として参加したインドネシア、スラウェシ島のタナ・トラジャへ

のフィールドワークで、「フェアトレード」とは語らずとも現地の農家と強い結びつきを構築し、顔の

見える関係のもとで取り引きをおこなおうとしている、日系企業のトアルコ・ジャヤ社の存在を知る。 

日本にいて、「生産者と切れた関係にある」と言って自分から遠ざかるのは簡単なことであるが、発

想をかえれば、コーヒーというモノを通じて細い細い糸でつながっているとも言えるだろう。本論文

では、トアルコ・ジャヤ社のビジネスを事例に、そんなかすかなつながりをたぐりよせてみる試みを

してみたい。 
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 「フェアトレード」という取り組みがある1。 

 2006 年 2 月 10 日から 21 日にかけて開催されたバングラデシュへのスタディーツアーに参加したこ

とをきっかけとして、わたしはその取り組みについて知ることになった。このスタディーツアーは、

フェアトレードに特化して、現地の生産者を訪問したり関連の NGO に訪問したりすることが目的で

はなかったが、そのプログラムのなかに、たまたまフェアトレードにかかわる機関への訪問が含まれ

ていたのである。その機関というのが、特定非営利活動法人シャプラニール＝市民による海外協力の

会であり2、この団体が主催して 2006 年 8 月 11 日から 8 月 20 日にかけておこなわれたスタディーツ

アーに、本学科を 2006 年度に卒業した野田郁子さんが、実際に参加した。バングラデシュのクムディ

ニハンディクラフトという団体をおとずれ、刺繍の製作に取り組む女性生産者の様子を見学している

［野田 2007: 9-19］。わたしも、はじめておとずれた発展途上国の現状を目の当たりにした衝撃から、

「自分に何ができるのか、何をするべきなのか」を強く考えるようになった。 

 ゼミの先輩である野田さんの研究テーマに関心をもち、同調したということと、みずからのスタデ

ィーツアーで生じたおもいから、自分の問題意識をふかめ、実践していく場として 2007 年 10 月に仲

間とともに大学内でフェアトレードサークル「でら★FT」をたちあげ、活動をおこなってきた。その

活動は、①学ぶこと、②広めることの 2 つの軸で成りたっている。最初の「学ぶ」ことというのは文

献やセミナー、専門家へのインタビューなどから情報収集することで問題意識をふかめ、フェアトレ

ードがかかえる課題について考えていくことである。そしてふたつめの「広める」ことというのは、

情報誌の創刊や実際にフェアトレード商品を販売することなどを通じて、その意義を伝え広めていく

ことである。具体的な活動としては、大学祭やアースデイ愛知など、おもに名古屋市内でおこなわれ

るイベントにブースを出展し、フェアトレードショップからの委託販売というかたちでフェアトレー

ド商品を販売したり、フェアトレードショップへの訪問や講演会などで見聞きしたことをブログに書

き、情報を発信していくことがある。また、情報発信という面からは、2008 年 5 月 21 日に、ZIP-FM

の番組「R18-Radio Eighteen」の「CAMPUS NAVI」に出演する機会をえて、より多くの人びとにたい

して、フェアトレードとサークルの広報をおこなうことができた。さらに、2008 年 4 月から、大学の

山の畑キャンパス生協に、フェアトレード商品を導入することに成功し、サークルの学生が主体とな

って商品のポップ製作などを現在もおこなっている。 

 卒業論文を執筆するにあたり、わたしはフェアトレードをテーマとし、うえに挙げた自分たちのサ

ークルでの活動や、NGO やショップの現場で活動する人びとへのインタビューから、フェアトレード

                                                          
1 フェアトレードの定義はさまざまであるものの、おおよそ共通認識となっているのは、「南北間での

経済格差を是正すべく、発展途上国とよばれる国の生産者にたいして、通常の市場価格よりも高めに

設定した価格で農産物や手工芸品などを取り引きすることを通じ、生産者に経済的利益を保障し、自

立を促進し、発展へと導く、貿易のパートナーシップ」ということである。
2 バングラデシュ、ネパールを中心とした南アジア地域で、厳しい生活を強いられている人びとの生

活上の問題解決に取り組んでいる NGO である［野田 2007: 9］。

の意義について問い、その可能性を導きだそうと考えていた。 

 しかし、サークルでの活動や各種講演会の聴講、インタビューなどを通じて、フェアトレードとい

うテーマを扱うのは壮大だと感じ、つねにその「フェア」ということばをどうとらえるかということ

を思考しつづけてきた。さらに、フェアトレードが目指しているのは生産者との顔が見える関係を築

くことであるにもかかわらず、サークルで商品の販売活動をおこなっている自分自身が、その商品の

裏側にいる生産者と切れた関係にあることを痛感し、現地に行って自分のことばで語ることができる

ことの必要性を痛感していた。 

そのようななか、2008 年 8 月 29 日から 9 月 9 日にかけて、インドネシア共和国スラウェシ島にお

いて、大学の講義の一環とした海外実習がおこなわれた（福武慎太郎先生が担当した本科目は正式名

称を「名古屋市立大学人文社会学部 2008 年度学外実習」といい、以下、「実習」と表記することにす

る）。この実習の目的は、コーヒー産業を基盤として生活しているタナ・トラジャ（Tana Toraja）県セ

セアン・スロアラ（Sesean Suloara）郡レンバン・スロアラ（Lembang Suloara）村の住民の家にホーム

ステイさせてもらい、そのくらしの実態を知るということにあった。わたしも参加する機会をえて、

幸運にもコーヒー農家と仲買人を兼業しているヨセプ・ランデ（Yosep Rande）さんの家に、8 月 31

日から 9 月 4 日の 5 日間ホームステイし、かれらのくらしを体験し、話を聞くことができた。 

しかし、このヨセプさんという魅力的なキャラクターとの出会いや、コーヒーを中心とした仕事、

文化、信仰など、たった数日間の調査では理解することができないくらしの実態がそこにはあると感

じ、再びおとずれてもう少し生活に密着してみたいという強いおもいがうまれた。その後、同年 12

月 2 日から 18 日にかけて、同じくヨセプさんの家にホームステイさせてもらい、コーヒーの生産の現

場でビジネスをおこなう人びとのくらしがどのようなものなのかについて、体験をとおしてふかく考

える機会となった。 

また、タナ・トラジャという地域は、日本の企業であるキーコーヒー株式会社と株式会社カーギル

ジャパンが、合弁会社として、トアルコ・ジャヤ社（P.T. TOARCO JAYA、以下、「トアルコ社」と表

記する）を設立し、自社農園であるパダマラン農園をもち、現地生産者との信頼関係を築きながら、

30 年間にわたるトアルコ・トラジャ事業を展開していることでも知られている。 

以下では、わたしのくらしに浸透しているコーヒーに着目し、ヨセプさんのくらしへの密着体験と

聞き取り調査から、そのくらしの実態を記述する。また、生産者と顔が見える関係を築くということ

はどういったことなのか、生産者の生活が成りたつ「フェア」な取り引きをしていくこととはどのよ

うなことなのかを、トアルコ・トラジャ事業をはじめとする、タナ・トラジャという地域のコーヒー

産業について分析し、生産者と第三者がどのような関係を築きながらビジネスをおこなっているのか

を考察していきたい。 
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表 1 名古屋市立大学人文社会学部 2008 年度学外実習日程表 

2008/8/29（金） 10:00 中部国際空港出発 

15:30 シンガポール着 

19:00 シンガポール発 

21:30 デンパサル着                  （ホテル泊） 

   /30（土） 10:00 ホテル出発 

12:00 デンパサル発 

13:15 マカッサル着 

15:00 オリエンテーション         （マカッサル／ホテル泊） 

   /31（日） 移動日（マカッサル→トラジャ） 

8:00 ホテル出発 

17:00 トラジャ着（悪路の影響もあり、実際には 21:00 頃着） 

（スロアラ村泊） 

     9/ 1（月） 個人調査実習                   （スロアラ村泊） 

      / 2（火） 9:00-15:00 パダマラン農園見学 

個人調査実習                   （スロアラ村泊） 

      / 3（水） 個人調査実習 

17:00-19:00 文化交流会              （スロアラ村泊） 

      / 4（木） ※この日からスロアラ村に滞在するグループと、別の漁村に出発するグルー

プにわかれ、別行動になる。以下は筆者の日程を記載する。 

個人調査実習                   （スロアラ村泊） 

      / 5（金） 移動日（トラジャ→マカッサル） 

8:00 トラジャ発 

16:30 マカッサル着            （マカッサル／ホテル泊） 

      / 6（土） マカッサルにある NGO などの訪問      （マカッサル／ホテル泊） 

      / 7（日） 午前 自由行動 

13:00-15:00 ディスカッション 

16:45 マカッサル発 

18:00 デンパサル着               （バリ／ホテル泊） 

      / 8（月） 9:15 デンパサル発 

11:45 シンガポール着 

午後 戦争博物館見学、自由行動             （機中泊） 

      / 9（火） 1:05 シンガポール発 

8:35 中部国際空港着 

出所：名古屋市立大学人文社会学部 2008 年度学外実習資料をもとに筆者作成 
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Coffee Agreement）の運営を管理するための機構で、1963 年に発足した。コーヒー市場の安定をはか

ることを主目的として、1962年に最初の ICAが作成され、その後5度にわたる更新を経て、現行の「2001
年の国際コーヒー協定」に引き継がれている。現在は統計収集、情報交換、調査・研究・消費振興を

中心に活動している。日本は 1964 年から加盟している［外務省 n.d.］。
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3 位のコーヒーの輸入量（生豆換算で 459 千トンであり、このうち生豆は 423 千トン）をほこる国で

ある。また、消費量に関しては、2005 年時点でアメリカ、ブラジル、ドイツに次いで世界第 4 位であ

る（生豆換算で 433 千トン）。さらに、社団法人全日本コーヒー協会の調べによれば4、日本人は 1 週

間で平均 10 杯強のコーヒーを飲むことから、毎日 1 杯以上はコーヒーを飲むという習慣があるほど、

日本のくらしのなかにはコーヒーが根付いており、コーヒー消費大国であるといえる。 

 現在、コーヒーは世界 70 数ヶ国以上で栽培されているといわれている。コーヒーといっても正式に

は、アカネ科コーヒーノキ属（Coffea）に属する植物の総称である。世界で商業的に栽培されている

ものには、アラビカ種（Coffea arabica L）、ロブスタ種（Coffea canephora var. robusta）、リベリカ種（Coffea 

liberica）があり、これを「栽培 3 原種」という。これらの原種を交配したり、改良したりした亜種は

100 種以上にものぼる。エチオピア南部のアビシニア（Abyssinia）高原を原産地とするアラビカ種は、

生産量が世界の 70 パーセント以上を占め、3 原種のなかでもっとも品質価値が高い。産地ごとの気候

や土壌による個性が明確にあらわれる反面、病害虫や菌、霜などに弱く、栽培地も高地が適している

ため、大規模生産には向いていないとされている（ブラジルを除く）。しかし、各生産地域で品種改良

がおこなわれ、高品質・高価格で取り引きされている。ロブスタ種は、中央アフリカのコンゴ盆地で

自生していたものが 1898 年に発見された。生産量が世界の 30 パーセントを占め、アラビカ種にくら

べて品質は劣るものの、気候や病気に強く、収穫安定までに 3 年と期間も短い。カフェインはアラビ

カの 2 倍近くあるという特長もある。おもにインスタントコーヒー用の原料として利用されている。

リベリカ種は、西部熱帯アフリカが原産であり、1870 年に発見された。自然環境にも耐え低地でもよ

く成長するが、品質は低く、ヨーロッパにごく一部が輸出されるだけで、日本で見ることはない。 

 コーヒーは、原産地であるアフリカの生産条件に近い土地で栽培されることが望ましいとされてお

り、赤道をはさんで南北緯 25 度がおもなコーヒーの生産地域であり、「コーヒーベルト」または「コ

ーヒーゾーン」とよばれている。アラビカ種の栽培最適地は以下のような条件とされている。 

 

1． 南北回帰線（23 度 27 分）に挟まれた熱帯の高原部 

2． 年間平均気温が 18～25 度で湿度が少ない事（昼夜の温度差による霧の発生が良い）（低温が

最大の敵） 

3． 年間総雨量が 1600～1800 ミリ前後（年毎の大きな変化が無い方が良い） 

4． 海抜 600～2500m 

5． 有機質に富む土壌、火山灰が最適、通気性が良い事 

6． 日射が良い事（日射の厳しい栽培地ではシェード・ツリーを植える） 

                                                          
4 1953 年､任意団体として全日本珈琲協会が発足し、全日本コーヒー協会に改名した。1980 年 8 月に、

コーヒー消費のさらなる拡大をはかり、コーヒー業界のいっそうの発展と国民食生活の向上発展に寄

与することを目的に、社団法人としての全日本コーヒー協会が発足した［全日本コーヒー協会 n.d.］。

7． 水捌けがよい斜面 

8． 東、若しくは東南側斜面 

9． 収穫期に晴天で乾季、実がなるときには多雨で雨季の季節 

［広瀬・圓尾・星田 2007: 76］ 

 

 コーヒーノキは、種子をまいてから 40～60 日で発芽し、さらにその約 50 日後に本葉がでる。発芽

後 4～7 ヶ月で約 50 センチメートル前後の苗木となり、1 年弱で農園へ定植をする。コーヒーノキは、

熱帯性モノカルチャー多年生生物であり、早ければ 3 年目、遅くとも 5 年目頃から結実をはじめ、経

済的には 20～30 年間の収穫が可能であり、6 年から 15 年くらいの樹齢のときがもっとも収穫量が見

込める。その後は、新しい芽を吹かせるために再生をおこなう［広瀬・圓尾・星田 2007: 37］。 

ただし、これらは一般的な話であり、以下 8.2 で、実際にトアルコ社の自社農園であるパダラマン

（Padaraman）農園でおこなわれている方法を改めて述べる。また、実際の農家でおこなわれている栽

培から加工の過程については 7.1 以下で詳述する。 

 

2.2 インドネシアにおけるコーヒー生産の歴史―オランダの植民地時代 

 

 エチオピア南部のアビシニア高原にあったコーヒーの木は、1470 年、南アラビアのイエメンに移植

され、コーヒーの有用性が認識されるにつれて、15、16 世紀にはコーヒーの商業的な取り引きがはじ

まるようになった。 

1614 年、オランダ人はコーヒーの栽培に強い関心をもって調査研究を開始し、1616 年にコーヒーの

木をイエメンの首都サヌア（Sana’a）の外港であるモカ（Mocha）からオランダへ移植することに成功

し、1658 年にインドネシアのスラウェシ島でコーヒーの栽培に着手した。1969 年、アムステルダム市

長の勧告で、インドのマラバール（Malabar）から西部ジャワ（Java）のチレボン（Cirebon）とプリア

ンガン（Priangan）へ運ばれた苗木は洪水によって枯死したが、1699 年にヘンリック・ズワールデク

ローン（1718 年のジャワ総督）によって同じ経路で運ばれた苗木が栽培に成功した。これが現在のイ

ンドネシアで栽培されているアラビカ種の原木となるものである。 

 1680 年代にはじまった、ジャワでの義務供出制度5では、西部ジャワのチレボン、プリアンガン地

方に導入されたのがはじまりである。当初は米、綿、コショウなどが中心であったが、18 世紀初頭に

はヨーロッパ向け輸出のためのコーヒーが中心となるにいたった。実際に、1930 年以降にはコーヒー

が義務供出全体の 90 パーセント以上を占めている。1707 年からジャワでの栽培が導入されて以来、

20 年でジャワは世界的なコーヒー生産地となった。18 世紀は 1720 年代にコーヒー生産のピークをむ

                                                          
5 オランダ東インド会社が、各地の現地人首長層に特定産品の供出を義務づけ、特定価格で独占的に

買い上げるというもの。
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かえたといわれており、その後は供給過剰によってヨーロッパの価格が下落し、生産調整が課題とな

っている。 

その後、スマトラ（Sumatra）、スラウェシ、バリ（Bali）島など、オランダ領東インド諸島に栽培範

囲の拡大をすすめ、1750 年にスラウェシ島で栽培が開始される。 

1830 年、総督ファン・デン・ボスによる強制栽培制度がはじまると6、コーヒーの栽培労役を課さ

れた農家は、ジャワ全体で平均して 40 パーセントと割合がもっとも高く、その収益も全体の 75 パー

セントを占めていた。ここで、農園の開設、植え付け、収穫、収穫した豆の倉庫への運搬などの労役

に、周辺の農村から大量の農家が調達された。 

1869 年にセイロン（現スリランカ）でコーヒーの病気であるサビ病7が流行し、1876 年にスマトラ、

ジャワにそれぞれ大発生した。短期間で壊滅的な被害をうけ、耐病性のあるロブスタ種の栽培に切り

替えられたことで、ジャワは高品質のロブスタ生産地として有名になった。 

1870 年代以降になると、オランダの植民地経営は、私的資本によるプランテーション経営を基軸と

する体制へと漸次移行する。それまでおもな輸出対象はヨーロッパであったが、アジアへと比重が移

り、それにともなって石油、ゴムなどの輸出品の割合が増えた。その影響で、コーヒーの輸出も減少

し、輸出額比率が 1880 年は 42.7 パーセントであったものが、1930 年には 3.8 パーセントまで減少し

ている［宮本 2003: 137］。 

 独立後の 1952 年におけるコーヒーの生産額は 1937 年当時の約 3 分の 1 になっている。これは、第

2 次大戦中の日本占領期における食糧生産への強制転作、あるいは戦時期に地元住民が農地を占拠し

て食糧生産に転換したことが理由として考えられる。 

 このような理由から、おなじくスラウェシ島で栽培されていたトラジャコーヒーは、栽培開始当初

は「セレベスの名品8」とよばれて王侯貴族に珍重されてきたが、生産量が減少し、独立後はかつての

農園も荒廃したために、「幻のコーヒー」となってしまう。 

 

 

3 村にはいる 
 

3.1 レンバン・スロアラ村への道のり 

  

                                                          
6 それまでのオランダの負債超過による経済危機を打開するため、農家に村落の総耕地面積の 5 分の

1 で植民地政庁指定の農作物を栽培させ、かわりに地税を免除するというもの。しかし、この原則は

ほとんど遵守されず、地域ごとに独自の規制がはたらいていた。
7 雨季に多発する病気で、サビ病菌が葉の裏側に付着して繁殖し、葉を変色させて枯らせ、2、3 年後

には木全体が枯れる。近隣の栽培地から他国にまで拡大する。
8 スラウェシ島の旧名。

日本からレンバン・スロアラ村へは、名古屋からだと飛行機を乗り継ぎ、インドネシア国内の移動

をふくめると最短でも 2 日かかる。わたしが 2 回目に訪問した際には、経由地が多かったため、到着

まで 3 日間かかった。インドネシア国内に到着すれば、空港のあるスラウェシ島のマカッサル

（Makassar）からバスがでており、トラジャの主要都市であるランテパオ（Rantepao）までは、片道

約 330 キロメートルの距離を 8 時間でたどり着くことができる。そこからスロアラ村までの交通手段

は、バイクを借りたり、レンタカーをチャーターしたりするのが一般的な方法である。もっとも、ヨ

セプさん宅は、スロアラ村のなかでもバトゥトゥモンガ（Batutumonga）という、標高 1360 メートル

に位置する、棚田やランテパオ市街を美しく臨むことのできる地域にある。この地域へはバスが運行

しており、バスでも移動することが可能であるが、ランテパオからバトゥトゥモンガへの道路は曲が

りくねった山道であり、さらにところどころ穴が開き、アスファルトがはがれて砂利道の状態になっ

ているところが多いため、快適に移動できるとはいいがたい。 

 実際に、2 回目の調査では、後述するようにランテパオの家がホームステイの拠点となったが、お

もにバトゥトゥモンガで仕事をするため、ヨセプさんの 2 人乗りバイクの後部座席に座り、ランテパ

オ―バトゥトゥモンガ間を毎日のように往復した。決して良い道だとはいえないガタガタ道で、経路

は 3 通りあるのだが、どの道を通っても片道で大体 45 分～1 時間はかかる。 
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図 2 スラウェシ島全図 

出所：LIWAINE ADVENTURE Tours & Travel［n.d.］に筆者加筆 

（http://www.sulawesi-lw-adventures.com/sulawesi_map.html） 

 

 3.2 レンバン・スロアラ村概況 

 

 調査地となるレンバン・スロアラ村は、標高 1150～1450 メートルの高山地帯にあり、セセアン

（Sesean）山の集落でもある。そこらじゅうに犬が走り回っており、子どもたちもはだしで走り回っ

ている。気候は乾季（5～10 月ごろ）と雨季（11～4 月ごろ）にわかれるが、その境はあまりはっきり

しておらず、1 年中雨の日が多く、高山地帯だけあって天気は変わりやすい。早朝と夕方から夜にか

けて、濃霧が発生する日が多く、ひどいときは対向車が見えず、バイクの運転が困難なほど視界が悪

マカッサル

ランテパオ

くなる。夜になれば街灯もなく真っ暗闇になるため、はじめて村にはいったときに、いままで見たこ

とのないような数の星がきらきらと輝いていたのが印象に残っている。 

 地理的には、スロアラ村はセセアン・スロアラ郡内 5 村のひとつとして位置づけられる。残りの 4

村はそれぞれ、トンガ・リウ（Tonga Riu）村、ランド・ルンドゥン（Lando Rundun）村、セセアン・

マタッロ（Sesean Matallo）村、レンポ・ブルルン（Lempo Berurung）村である。 

また、レンバン・スロアラ村は、ヨセプさんの家があるバトゥトゥモンガにくわえ、トナンカ

（To’nangka’）、バトゥカンバン（Batukamban）、ポンバラット（Pongbalatto’）、タパンキラ（P. Ta’pangkila’）、

リア・ランテ（Ria Rante）、トヤサリウ（To’yasariu）の 7 つの地区（dusun）にわかれる。人口や家族

数などについては以下の表 2 のとおりである。 

 

 

 

図 3 レンバン・スロアラ村全図 

出所：村役場の掲示地図を筆者撮影 
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世代別人口 教育段階別人口 

0-16 歳 
17 歳 

以上 
幼稚園 小学生 中学生 高校生 会社員 

職業別 

人口 

区名 

男 女 男 女 

家 

族 

数 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

農

民 

公

務

員 

バトゥト

ゥモンガ 
76 55 102 92 81 4 1 42 40 25 13 34 35 10 11 59 23 

バトゥ

カンバン
66 59 75 73 59 0 0 34 51 32 14 16 10 1 0 35 3 

リア 

・ランテ 
44 44 65 59 53 2 2 36 29 6 14 13 12 4 3 49 4 

ポンバ 

ラット 
58 32 42 37 34 1 0 39 24 7 7 9 9 0 0 28 1 

タパン 

キラ 
77 61 74 70 56 1 2 65 39 20 19 15 19 3 1 48 2 

トナンカ 75 86 81 76 79 0 0 63 65 25 16 16 13 3 0 76 3 

トヤサ 

リウ 
88 70 82 76 72 1 2 36 63 17 20 20 10 8 2 58 14 

合計 484 407 521 483 434 9 7 315 311 132 103 123 108 29 17 353 50 

 

 

出所：レンバン・スロアラ村事務所資料をもとに筆者作成 

 

 

 スロアラ村の地域の人びとは、わたしが見てきたなかでは、核家族の世帯は少なく、拡大家族の世

帯が多い。そのため、世帯数の把握はむずかしく、スロアラ村の村長（kepala desa）であるララン・

コルヌリウス（Pak. Lalang Cornelius）さんに世帯数を聞いたところ、データもなく、把握しきれてい

ない様子であった。ヨセプさんにバトゥトゥモンガの世帯数を問うたところ、約 60 軒の家があるとの

ことだった。家族数との比率で単純に計算はできないとしても、スロアラ村全体の家族数から計算す

表 2 2008 年レンバン・スロアラ村人口表 

（2008 年 4 月 レンバン・スロアラ村事務所調べ） 

れば 325 世帯ほどであると推測できる。 

 

 

4 ヨセプさんとの出会い 
 

ヨセプさんとはじめて出会ったのは、実習でおとずれた 2008 年 8 月 31 日の午後 10 時ごろである。

実習のメンバー総勢 40 名（教員含む）が村役場（balai desa）に集合し、村長の話を聞いたあと、各ホ

ームステイ先に案内してもらった。そのときにはじめて、片言の日本語を話す一風変わった青年と出

会ったのである。ヨセプさんは 1969 年 11 月 29 日生まれの現在 39 歳であるが、実年齢より見た目は

若い。 

 

4.1 バトゥトゥモンガの家 

 

バトゥトゥモンガはその地域の中央を東西に走る、アスファルトで整備された幹線道路が通ってい

るが、ヨセプさん宅は、その道を村役場から西に徒歩 15 分のところにある。幹線道路沿いに 1 軒の家

があり、そのわきの砂利道をのぼっていくとさらに 1 軒の家がある。そのままその道をのぼっていく

とヨセプさんの家にたどりつく。しかし、道はまだつづいており、そのままのぼっていけばセセアン

山への登山道となっている。 

約 30 メートル×約 40 メートル（約 360 坪）の長方形の家の敷地内には、生活する住居が 2 棟、ト

ラジャの伝統的な舟形家屋であるトンコナン（Tongkonan）が 2 棟、穀倉（Lumbung Padi）が 4 棟ある。

2 棟のトンコナンのうち 1 棟は建設中であり、わたしはもう一方のトンコナンで寝泊りさせてもらっ

た。住居はトンコナン 2 棟をはさんで 2 棟あり、ひとつはヨセプさんの叔母の家族が住んでおり、ふ

たつの家は出入りが自由のようになっている。 
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ヨセプさんとはじめて出会ったのは、実習でおとずれた 2008 年 8 月 31 日の午後 10 時ごろである。

実習のメンバー総勢 40 名（教員含む）が村役場（balai desa）に集合し、村長の話を聞いたあと、各ホ

ームステイ先に案内してもらった。そのときにはじめて、片言の日本語を話す一風変わった青年と出

会ったのである。ヨセプさんは 1969 年 11 月 29 日生まれの現在 39 歳であるが、実年齢より見た目は
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4.1 バトゥトゥモンガの家 

 

バトゥトゥモンガはその地域の中央を東西に走る、アスファルトで整備された幹線道路が通ってい
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写真 4 ヨセプさん母の家（D）            写真 5 穀倉（E） 

（2008 年 12 月 15 日 筆者撮影）         （2008 年 9 月 1 日 筆者撮影） 

 

住居は平屋で、リビングが 10 畳ほどで、4 畳半ほどの部屋が 3 つある。玄関の扉付近と奥の方にパ

ーチメントの状態になったコーヒー豆が広げられている。トンコナンの内部は、階段を上がってすぐ

の 6 畳ほどのメインスペースと、両脇にふたつ、2 畳ほどの部屋がふたつある。そのうちのひとつの

扉つきの部屋で寝泊りさせてもらった。もうひとつの部屋は扉がなく、コーヒー豆の保管場所となっ

ており、生豆が広げられていた。天井が 3 メートル以上で高いため、こぢんまりとしたスペースだが

開放感を感じられる快適な空間である。内部はひんやりとしていて、寝るときには毛布があればちょ

うどいいくらいの温度である。雨の日には外気の湿度におうじて湿度が高くなるため、内部に洗濯物

を干してもなかなか乾かない。 

 実習でおとずれたときには、このバトゥトゥモンガの家に、妻、息子、母、兄（5 人きょうだいの

長男）、叔父と同居していた。 

 

 

 

4.2 ランテパオの家 

 

 2 回目におとずれた際には、わたしがランテパオでバスを降りたところにヨセプさんが迎えにきて

くれ、再会を喜んでまもなくそのままバイクの後部座席に乗り、とあるランテパオの家に連れて行か

れた。はじめておとずれる家だったので、「なぜ連れてこられたんだろう？」とおもいながらも挨拶を

し、コーヒーをいただいた。 

 あとでそこに着いた理由を聞いて、とんでもないときに調査にきてしまった、としばらく「後悔先

に立たず」ということばが頭のなかをめぐった。ヨセプさんの奥さんのエリス（Ibu. Eris）さんが、11

図 5 バトゥトゥモンガの家の間取り 

出所：筆者作成 
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月 21 日に子どもを出産したばかりで、訪問当日の時点でまだ 10 日ほどしかたっていなかったからで

ある。ランテパオの家にいる理由というのも、子どもを出産する時期をみはからって、病院が近いラ

ンテパオの叔母夫婦の家に移ってきたためであった。帝王切開で出産し、奥さんの体調も万全ではな

いとのことであった。以前実習でおとずれた際は、穏やかなゆっくりとした時間が流れていたことを

記憶しているが、今回は赤ちゃんが泣く一方で、もうひとりの 1 歳の長男からも目が離せず、家のお

となたちはあわただしい雰囲気で、そんな状況のなか来てしまったことに、最初のころは恐縮しっぱ

なしであった。 

家には叔母夫婦のマルテン・タルク・アロ（Pak. Marten Tarruk Allo）さん、マルタ・マビ（Ibu. Marta 

Mabi）さん夫妻とその娘アニー（Ani）にくわえ、パロポ（Palopo）に住む奥さんの母親マリア（Ibu. Maria）

さんと、ヨセプさん夫婦、1 歳 4 ヶ月になる息子アブラハム・キンダ（Abbraham Kinda）、まだ名前の

ない女の子の赤ちゃんの 8 人が生活していた。家の敷地には隣接して家が建っており、ここにも同じ

く母親のきょうだいの家族が住んでいる。日本家屋でいう勝手口だとおもわれる扉は、隣家との自由

な出入りができるようになっており、隣家の奥さんが子どもの世話をしに家に来たり、その娘エッキ

リ（Ekli）がはいってきて子どもと一緒に遊んだり、ということが毎日のようにあった。 

 住居は 2 階建てで、1 階のリビングが 8 畳ほど、3 畳ほどの部屋がこちらも 3 部屋ある。そのうちの

1 部屋を借り、寝泊りさせてもらった。2 階は 8 畳ほどのがらんとしたスペースになっており、叔母夫

婦が生活するスペースとなっている。 

 

 

図 6 ランテパオの家の間取り 

出所：筆者作成 
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写真 6 ランテパオの家族 

（2008 年 12 月 17 日 筆者撮影） 

 

4.3 家族・親戚関係 

 

 滞在中、その把握に困難を要したのが、ヨセプさんの親戚関係である。実際に、2 回目の滞在中に

おいても、すべてを把握できたわけではない。会う人、会う人、「この人は親戚だ」といわれ、そのた

びに「どういう関係ですか？」という質問をくりかえしていたが、その人数の多さに圧倒された。ヨ

セプさんが親戚関係のことを「大家族」と表現したように、まさにヨセプさんは「大家族」のなかの

ひとりであった。 

 その理由のひとつとなっているのが、ヨセプさんの母、ランガ（Ibu. Rangga）さんが 13 人きょうだ

いであるということである。ランガさんの父（ヨセプさんの母方の祖父）は 3 人の奥さんがおり、そ

の 3 人との間でできた子どもが合計 13 人である。その 13 人のきょうだいが、現在孫の顔まで見てい

るわけであるから、単純には計算できないとしても、把握しきれない数になるのは当然だと考えられ

る。ちなみに、13 人きょうだいのうち、上の 4 人はすでに亡くなっており、ランガさんは今年 80 歳

の 5 番目で、ランテパオに住む叔母さんであるマルタさんは、8 番目である。きょうだいはそれぞれ、

トラジャに 5 人（うちバトゥトゥモンガに 3 人）、マカッサルに 2 人、パロポに 1 人、イリアン・ジャ

ヤ（Irian Jaya）に 1 人住んでいる。ヨセプさんの父はすでに亡くなっている。 

この、ヨセプさんの母方の祖父は土地を数多く所有している、当時の有力者だったようで、その証

拠に、1983 年におこなわれた祖父 2 人の葬式は 2 人であわせて水牛 70 頭を屠殺したそうだ。タナ・
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トラジャでは水牛を屠殺する数が亡くなった人の富と権威をあらわす指標となる。ヨセプさんいわく

「規模が大きい葬式」と表現されるのは水牛 20 頭以上を屠殺する葬式である。実際、バトゥトゥモン

ガでいままでおこなわれた、ヨセプさんの知っている葬式のなかで、いちばん大規模な葬式だという。 

 ヨセプさんは 5 人きょうだいの末っ子である。長男のユヌス・バル（Pak. Unus Balu）さんはバトゥ

トゥモンガの家に住んでおり、わたしも少しだけ話をしたことがある。ユヌスさんは、バトゥトゥモ

ンガで葬式がおこなわれるときやその準備などで指示をだしたり、豚などの動物を屠殺する際には、

ユヌスさんの許可がなければ殺してはいけないという、暗黙の共同体のリーダーのような存在である。

普段は穏やかで、わたしが挨拶するとニコッとして返してくれるような人だが、村の人びとは決して

逆らわないとのことで、村人にとっては恐れられている人物のようである。ヨセプさんも同様に「恐

い」と言っており、わたしの 2 度の滞在中にふたりが会話する場面を見たことがない。二男はイリア

ン・ジャヤに住んでおり、滞在中に会っていない。三男のティク（Pak. Tiku）さんはランテパオに住

んでおり、デジタルスタジオを構え、タナ・トラジャで葬式や結婚式がおこなわれるとその映像を撮

影し、編集してディスクにまとめて販売するビジネスをおこなっている。わたしも何度もかれの家に

訪問した。また、長女はマカッサルに住んでいるため、会う機会をもてなかった。 

 さらに、現村長のララン・コルヌリウスさんの弟と、マカッサルに住むヨセプさんの姉が夫婦であ

るため、村長とも親戚関係にある。さらに、バトゥトゥモンガ唯一のホテルであるメンティロティク

（Mentirotiku）のオーナーも遠い親戚にあたるが、そのオーナー自身が自覚しているかどうかもわか

らないくらい遠い親戚であると話していた。 

 

4.4 ヨセプさんの人物像 

 

ヨセプさんというキャラクターにわたしがひかれたのは、かれが日本語を話せるという特異性から

だけでなく、かれの人生経験にささえられた人柄による部分が大きい。以下では、そんなかれの人物

像にせまりたい。 

 

4.4.1 研修生として日本へ 

 

ヨセプさんは、1995 年 1 月 8 日から 1 年間の契約期間で外国人研修生として来日することになって

いた。大学を 3 年で中退し、建設会社の電気関係の請負人（contractor）の仕事をやっていた。ものづ

くりが好きなかれは、日本の技術を学びたいという気持ちがわき、日本へ行く決心をする。3 ヶ月間、

語学学校で日本語を勉強し、当時 26 歳で日本に渡る。研修先は神奈川県の某大手自動車メーカーの下

請け会社で、研修内容は車体の組み立て作業が中心であった。そこでの研修生はヨセプさんをふくめ

て 4 人だった。ものづくりが好きなかれにとって、車体の溶接など、研修内容は面白いものであった

そうだ。しかし、人間関係がうまくいかなかったといい、本人によれば、しばしば日本人の社員にい

じめられたそうである。研修生間のえこひいきなども生じていたらしく、精神的につらかったという。

こうして研修期間が 7、8 ヶ月たったところで、精神的に参っていたヨセプさんは会社を辞め、別の会

社に行くことになる。この時点ですでに不法滞在なのだが、次の受けいれ先の会社がすんなりと受け

いれたそうで、その後は会社を転々とする。社長が暴力団関係者の建設関係の企業で、道路の型枠を

作る仕事をしたり、とび職、農家、木材関係など、合計で 7 社を転々とした。いちばん長かったのが

木材関係の仕事で 5、6 年、いちばん短かったのが農業の仕事を千葉で 1 週間しただけである。東京、

群馬、茨城、千葉、神奈川など関東を中心に生活をし、仕事が変わるたびにアパートなどの住居は会

社が用意してくれた。仕事はインドネシア人のネットワークを通じて、同じインドネシア人に電話を

かけ、仕事を紹介してもらうというかたちで職探しをした。当時の月給は 20～30 万円あり、生活には

困らなかったそうだが、稼いだお金はお酒とパチンコに消えていったと本人は笑っていた。 

 日本での生活が 9 年たとうとしていたある日の朝、仕事にでかけたヨセプさんは不運にも（？）不

法滞在がばれ、入国管理局に拘束されてしまう。その当時の状況は以下のとおりである。 

 近くのコンビニエンスストアで騒いでいる常習犯のパキスタン人がおり、ある日にそのコンビニエ

ンスストアの店員が警察に通報した。警察が来てパキスタン人に職務質問したところ、不法滞在とい

うことが発覚した。そのコンビニエンスストアは、ヨセプさんの職場までの通り道にあり、ちょうど

その道を通りがかったヨセプさんも同じく職務質問され、不法滞在がばれ、入国管理局に拘束される

ことになった。 

 1 年間入国管理局に拘束され、2005 年 12 月にインドネシアに帰国する。5 年間海外への渡航禁止が

定められたため、2008 年現在であと 2 年、海外にでることができない。 

 

 4.4.2 教会のマジェリスに 

 

 タナ・トラジャはキリスト教信者が約 8 割で、そのうちプロテスタントの信者が 6 割強を占める、

マジョリティであることが知られている。バトゥトゥモンガにもプロテスタント教会がひとつあるが、

ヨセプさんも高校生のときに日曜になるとそこに通っていた。当時は信仰心からではなく、単なる暇

つぶしのような感覚であったらしい。その後はとくに教会と接点はなく、来日してからも最初の 8 年

間くらいは教会に行かず、仕事以外の時間はパチンコとお酒が中心の生活をしていた。そんな毎日が

つづいたある日、（かれ曰く神様にみちびかれるように）突然、教会に行きたいとおもいたち、当時群

馬で生活をしていたため近くのインドネシア教会を探し、日曜日の礼拝に、行ったり行かなかったり

を繰り返して 2 ヶ月間たった。そうして、その教会の牧師のすすめもあり、自身の本当の気持ちを言
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う、聖書のみことばを守るための宣言である、告白（pegakuan）をおこなって、マジェリス9（majelis）

となる。 

 最初は雑巾がけの掃除から手伝いはじめ、3 ヶ月たって、新しい人たちがはいってくるということ

で、頼まれて掃除のリーダーとなった。それから 1 年たったある日曜日に、通訳の仕事の代役を任せ

られ10、説教も同時に頼まれたが、日本語も聖書の内容も全然話せないことに悔しさを覚える。それ

以来、日本語と聖書を猛勉強する。その努力が認められ、毎年 1 回おこなわれるリーダー、副リーダ

ー、書記、会計を決める選挙において副リーダーに就任する11。それから、通訳、リーダーの代役（副

リーダーの仕事）、会計（会計に選ばれた人が信用できない人だったために重複してやっていた）の 1

人 3 役をこなし、やつれるくらい大変だったそうだ。そうして 1 年たって選挙でリーダーに就任した。

リーダーになってからはまた多忙で、1 ヶ月の携帯電話料金が、4、5 万円もかかるほど頻繁に連絡を

とっていた。当時の群馬にあるインドネシア教会は 105 人のマジェリスがいた。 

 さらに、この頃、給料の 10 パーセントを教会に寄付することで、神様に仕事をもらって感謝すると

いう意味をもつ「十一献金」を毎月やっていた。月給は 20～30 万円だったので、毎月 2、3 万円を寄

付していた。 

 

 4.4.3 帰国後から現在まで 

  

 2006 年に、現在のコーヒー農家兼コーヒー豆の仲買をはじめた。この仕事の内容については以下で

詳しく述べる。 

 当初は、自分のコーヒー畑があり、コーヒーを売る場所を探していたそうで、人から聞いて、徐々

に仲買のシステムを理解し、儲かると踏んではじめようと考えたそうである。わたしはてっきり親戚

にコーヒー関係の仕事をしている人のつてがあってはじめたと思っていたのだが、そうではなく、ヨ

セプさんが独自にやりはじめたビジネスであるそうだ。 

 最初、ランテパオのトアルコ社に直接話をしに行くことからはじまる。以下で詳述するが、トアル

コ社に豆を販売する際には、農家であれ仲買人であれ、事前に申請し、トアルコ社側が認可し、名前

などのデータが登録されてはじめて豆を販売することが許される。日本語が話せたので有利にことが

運ぶと考えていたそうだが、対応したのは日本人ではなかった。その当時は、バトゥトゥモンガの家

の畑に 100 本くらいのコーヒーが植わっていたため、その状況を伝えることや、また、買い取る豆は

どのようなものなのかについて教えてもらった。以後、トアルコ社への販売の許可をもらうため、公

                                                          
9「評議会」などと訳される。教会に所属し、教会を運営する人たちのことを指す（6.2 も参照のこと）。 
10 この教会はインドネシア人が礼拝などをおこなうため、教会に来た日本人のために、インドネシア

語から日本語への通訳が必要だという。 
11 本来は 2 年に 1 度だそうなのだが、インドネシアに帰国してしまう人がいるため、1 年に 1 度の選

挙となっている。 

式の書類として村長の署名のはいった農業組合の名前のリストを持っていき、何度も話しあいをおこ

なって、同年 6、7 月あたりにはじめてコーヒーを売ることができた。このとき、自宅のトンコナンに

保存してあった豆をそのまま販売したそうで、「豆の質は悪くないが、保存方法が良くない」との指摘

を受け、保存方法の指導をうけた。このときにうけた指導というのは、広げてあるパーチメントを、

両手で下からすくいあげて豆をかき回し、空気をいれることで臭くならないようにするというもので

あった。ヨセプさんは現在もその方法をつづけている。この当時、「同じ臭い豆を持ってきたら（登録

してある）名前を消すと（トアルコ社の職員に）言われ、恥ずかしかった」という。 

 

 4.4.4 バトゥトゥモンガの区長に選出 

 

帰国 2 年後の 2007 年に、レンバン・スロアラ村の村長を決める選挙がおこなわれた。その際に現在

の村長であるララン・コルヌリウスさんが選出される。その後、村長の決定により、スロアラ村内の

7 地区の区長（Kepala Kampung）を選挙で選出することになった。任期 5 年の区長の職は村長が任命

するか、選挙で選出するかを選択することができる。選挙においてヨセプさんがバトゥトゥモンガの

区長として選出され、同年就任して現在にいたっている。 

 区長の仕事は、定期的な仕事と臨時の仕事の大きくふたつにわかれる。前者の定期的な仕事は、道

路など公共施設の清掃である。1 ヶ月に 1 回程度で定期的におこなうことが決められており、住民を

集めて協力しておこなう。やらない人もいるそうだが、ヨセプさん自身も最近あまりやっていないそ

うで、わたしの滞在中に村長に注意をうけていた。 

後者の臨時の仕事は 4 つある。ひとつめは、バトゥトゥモンガで葬式がおこなわれる際に、遺族と

話しあいをおこない、書類を作成することである。水牛や豚を殺すのには政府の許可が必要で、その

ときの書類を作成する。葬式の規模が大きく、水牛を多く屠殺するほど収入も増えるそうだ（詳しい

システムは不明）。ふたつめは、けんかの仲裁である。これは、他地域との住民どうしの仲たがいが生

じた際に、地域の代表として示談に持ちこむことである。みっつめは、盗まれたものを探し、同時に

その犯人を捜すことである。これは、地区の住民が生活に必要な大切なものを盗まれ、訴えてきた場

合、その犯人を捜すことである。しかし、このような事態はいままでには起こっていないそうである。

よっつめは、住人とのコミュニケーションである。ヨセプさん流のやりかたであるが、道でバイクに

乗っていて人に会ったらクラクションを鳴らして声をかけたり、話をしに家を訪問してまわったりし

ている。こちらから声をかけなくても道で会った人からはよく「Kepala!」（「リーダー！」の意味）と

声をかけられているのをしばしば聞いた。 

 実習でおとずれた際に、村長のやりかたに不満をいだいており、関係がうまくいっていないことを

聞いた。具体的には、実習中に日本とタナ・トラジャの文化を紹介しあうという、文化交流プログラ

ムという催しがあり、そこにはヨセプさんも参加するよう村長からいわれていたそうだが、当日ヨセ

『地域研究年報』6 号（2009）

66



う、聖書のみことばを守るための宣言である、告白（pegakuan）をおこなって、マジェリス9（majelis）
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られ10、説教も同時に頼まれたが、日本語も聖書の内容も全然話せないことに悔しさを覚える。それ

以来、日本語と聖書を猛勉強する。その努力が認められ、毎年 1 回おこなわれるリーダー、副リーダ

ー、書記、会計を決める選挙において副リーダーに就任する11。それから、通訳、リーダーの代役（副

リーダーの仕事）、会計（会計に選ばれた人が信用できない人だったために重複してやっていた）の 1

人 3 役をこなし、やつれるくらい大変だったそうだ。そうして 1 年たって選挙でリーダーに就任した。

リーダーになってからはまた多忙で、1 ヶ月の携帯電話料金が、4、5 万円もかかるほど頻繁に連絡を

とっていた。当時の群馬にあるインドネシア教会は 105 人のマジェリスがいた。 

 さらに、この頃、給料の 10 パーセントを教会に寄付することで、神様に仕事をもらって感謝すると

いう意味をもつ「十一献金」を毎月やっていた。月給は 20～30 万円だったので、毎月 2、3 万円を寄

付していた。 

 

 4.4.3 帰国後から現在まで 

  

 2006 年に、現在のコーヒー農家兼コーヒー豆の仲買をはじめた。この仕事の内容については以下で

詳しく述べる。 

 当初は、自分のコーヒー畑があり、コーヒーを売る場所を探していたそうで、人から聞いて、徐々

に仲買のシステムを理解し、儲かると踏んではじめようと考えたそうである。わたしはてっきり親戚

にコーヒー関係の仕事をしている人のつてがあってはじめたと思っていたのだが、そうではなく、ヨ

セプさんが独自にやりはじめたビジネスであるそうだ。 

 最初、ランテパオのトアルコ社に直接話をしに行くことからはじまる。以下で詳述するが、トアル

コ社に豆を販売する際には、農家であれ仲買人であれ、事前に申請し、トアルコ社側が認可し、名前

などのデータが登録されてはじめて豆を販売することが許される。日本語が話せたので有利にことが

運ぶと考えていたそうだが、対応したのは日本人ではなかった。その当時は、バトゥトゥモンガの家

の畑に 100 本くらいのコーヒーが植わっていたため、その状況を伝えることや、また、買い取る豆は

どのようなものなのかについて教えてもらった。以後、トアルコ社への販売の許可をもらうため、公

                                                          
9「評議会」などと訳される。教会に所属し、教会を運営する人たちのことを指す（6.2 も参照のこと）。 
10 この教会はインドネシア人が礼拝などをおこなうため、教会に来た日本人のために、インドネシア

語から日本語への通訳が必要だという。 
11 本来は 2 年に 1 度だそうなのだが、インドネシアに帰国してしまう人がいるため、1 年に 1 度の選

挙となっている。 

式の書類として村長の署名のはいった農業組合の名前のリストを持っていき、何度も話しあいをおこ

なって、同年 6、7 月あたりにはじめてコーヒーを売ることができた。このとき、自宅のトンコナンに

保存してあった豆をそのまま販売したそうで、「豆の質は悪くないが、保存方法が良くない」との指摘

を受け、保存方法の指導をうけた。このときにうけた指導というのは、広げてあるパーチメントを、

両手で下からすくいあげて豆をかき回し、空気をいれることで臭くならないようにするというもので

あった。ヨセプさんは現在もその方法をつづけている。この当時、「同じ臭い豆を持ってきたら（登録

してある）名前を消すと（トアルコ社の職員に）言われ、恥ずかしかった」という。 

 

 4.4.4 バトゥトゥモンガの区長に選出 

 

帰国 2 年後の 2007 年に、レンバン・スロアラ村の村長を決める選挙がおこなわれた。その際に現在

の村長であるララン・コルヌリウスさんが選出される。その後、村長の決定により、スロアラ村内の

7 地区の区長（Kepala Kampung）を選挙で選出することになった。任期 5 年の区長の職は村長が任命

するか、選挙で選出するかを選択することができる。選挙においてヨセプさんがバトゥトゥモンガの

区長として選出され、同年就任して現在にいたっている。 

 区長の仕事は、定期的な仕事と臨時の仕事の大きくふたつにわかれる。前者の定期的な仕事は、道

路など公共施設の清掃である。1 ヶ月に 1 回程度で定期的におこなうことが決められており、住民を

集めて協力しておこなう。やらない人もいるそうだが、ヨセプさん自身も最近あまりやっていないそ

うで、わたしの滞在中に村長に注意をうけていた。 

後者の臨時の仕事は 4 つある。ひとつめは、バトゥトゥモンガで葬式がおこなわれる際に、遺族と

話しあいをおこない、書類を作成することである。水牛や豚を殺すのには政府の許可が必要で、その

ときの書類を作成する。葬式の規模が大きく、水牛を多く屠殺するほど収入も増えるそうだ（詳しい

システムは不明）。ふたつめは、けんかの仲裁である。これは、他地域との住民どうしの仲たがいが生

じた際に、地域の代表として示談に持ちこむことである。みっつめは、盗まれたものを探し、同時に

その犯人を捜すことである。これは、地区の住民が生活に必要な大切なものを盗まれ、訴えてきた場

合、その犯人を捜すことである。しかし、このような事態はいままでには起こっていないそうである。

よっつめは、住人とのコミュニケーションである。ヨセプさん流のやりかたであるが、道でバイクに

乗っていて人に会ったらクラクションを鳴らして声をかけたり、話をしに家を訪問してまわったりし

ている。こちらから声をかけなくても道で会った人からはよく「Kepala!」（「リーダー！」の意味）と

声をかけられているのをしばしば聞いた。 

 実習でおとずれた際に、村長のやりかたに不満をいだいており、関係がうまくいっていないことを

聞いた。具体的には、実習中に日本とタナ・トラジャの文化を紹介しあうという、文化交流プログラ

ムという催しがあり、そこにはヨセプさんも参加するよう村長からいわれていたそうだが、当日ヨセ
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プさんの顔を見ることはなかった。2 回目の訪問の際にも、村長の顔を見たくもないという状態は変

わっていなかった。具体的には、現在、村長は、スロアラ村全体の土地の区画整理をおこなう計画を

たてており、進めかたに関してヨセプさんに伝えるべきことを何も言ってこないという。そんな状態

であるので、月給制である区長の給料も、数ヶ月間受け取らなかったそうである。 

 ヨセプさんは村長をはじめ上層部の政府にたいして正しいことをやってほしいというおもいが強く、

また、自身も「曲がったことが大嫌いで、正しいことをやりたい」というおもいが人一倍強い。これ

は本人も言っていたが、わたしもかれと話していてその気持ちはよく伝わってきた。 

 そのようななか、12 月 15 日に、わたしの要望で村長にオフィスを見せてもらった際に、ヨセプさ

んと村長が 30 分程度話しあう時間が自然とできた。「（わたしの）頼みなので仕方ないけれど、あんな

村長の顔は見たくない」と言って、いやいやながらオフィスに向かったヨセプさんだったが、帰ると

きにはおたがいの理解がうまれたようで、両者は穏やかな表情をしており、今後給料も受け取ると言

っていた。両者のわだかまりがこんなかたちで解け、少しほっとした瞬間であった。 

 

 

5 ヨセプさんの 1 週間のくらし 
 

 以下では、わたしが 2 回目の滞在で密着した、ヨセプさんの 1 週間のくらしをフィールドノートか

ら抜粋し、より具体的に日常生活を描写してみたい。12 月 2 日から前半 1 週間は、観光地に案内して

くれたりしたため、2 週目からの 1 週間（12 月 7 日～14 日）を記述することで、より日常に近いとお

もわれるくらしを描写する。 

 

12 月 7 日（日） バトゥトゥモンガ泊 

天気（午前→午後→夜）：晴→晴→雨 

8:00 朝食 

9:00～11:00 教会での礼拝 

ヨセプさんは襟付きシャツにジャケット、革靴というスタイル。教会に来た人たちも、襟付きシャツ

などの正装姿である。男女比＝25：40。子どもも数人いる。いつもは 1 時間半で終わるそうだが、今

日は長かった。礼拝が終わると、マジェリスたちが集まって、23 日からはじまるクリスマスパーテ

ィーの準備について話しあう。 

11:30～ コーヒー豆の粉砕機での作業 

焙煎したコーヒーを粉コーヒー（kopi bubuk）にする作業。葬式のある家があり、その人に頼まれた

ので作っておくそうである。 

12:00 昼食 

13:00 ランテパオへ出発 

（1 時間ほどでランテパオ市内に到着） 

→病院にたち寄る 

電話がかかってきて、母のきょうだいの孫の知人の治療費がないからヨセプさんが代わりに払う。ど

んな親戚でも親戚どうしは助けあいが必要だそうだ。 

→プロポリスのビジネスのセミナーに参加 

いままで見てきたなかでいちばん裕福な家。パソコンやテレビゲームがあり、クリスマスの装飾もき

れいにしてある。セミナーといっても家のなかで、参加者はわたしたちをふくめ 4 名。ノートパソコ

ンでパワーポイントを使った説明。 

18:00 ランテパオの家 着、夕食、団らん 

12 月 8 日（月） ランテパオ泊 

天気：晴→雨→晴 

7:00 頃 朝食 

8:00 頃 バトゥトゥモンガへ出発 

（45 分ほどでバトゥトゥモンガに到着） 

9:00 バトゥトゥモンガにある家での葬式の準備手伝い 

竹を使って、葬式の際の弔問客をむかえいれるための仮設住居（Rantan）を作っている。80 人くらい。

若い人は竹を組みたてる作業、お年よりは竹を細く割って、竹を組みたてる際に縛るひも代わりのも

のを作る作業、子どもは切り倒した竹をみんなでひっぱる作業、女性はコーヒーや食事の準備、と分

担ができている。 

13:00 頃 昼食 

豚を 5 頭屠殺して料理する。ご飯と一緒に食べる。雨が降りだしたので作業中断。 

15:00 バトゥトゥモンガの家 着 

15:30～17:00 粉コーヒーの袋詰め作業、コーヒー豆の粉砕を代行 

昨日から粉砕作業をしていた粉コーヒーを袋に詰めて商品化する。わたしも手伝う。75 グラム袋が

60 袋、175 袋が 32 袋完成。 

わたしが袋詰めの作業をしている間、ヨセプさんは、子どもが持ってきた豆を代わりに粉砕するビジ

ネスをやっていた。（7.3.4 参照） 

18:00 ランテパオへ出発 
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プさんの顔を見ることはなかった。2 回目の訪問の際にも、村長の顔を見たくもないという状態は変

わっていなかった。具体的には、現在、村長は、スロアラ村全体の土地の区画整理をおこなう計画を

たてており、進めかたに関してヨセプさんに伝えるべきことを何も言ってこないという。そんな状態

であるので、月給制である区長の給料も、数ヶ月間受け取らなかったそうである。 

 ヨセプさんは村長をはじめ上層部の政府にたいして正しいことをやってほしいというおもいが強く、

また、自身も「曲がったことが大嫌いで、正しいことをやりたい」というおもいが人一倍強い。これ

は本人も言っていたが、わたしもかれと話していてその気持ちはよく伝わってきた。 

 そのようななか、12 月 15 日に、わたしの要望で村長にオフィスを見せてもらった際に、ヨセプさ

んと村長が 30 分程度話しあう時間が自然とできた。「（わたしの）頼みなので仕方ないけれど、あんな

村長の顔は見たくない」と言って、いやいやながらオフィスに向かったヨセプさんだったが、帰ると

きにはおたがいの理解がうまれたようで、両者は穏やかな表情をしており、今後給料も受け取ると言

っていた。両者のわだかまりがこんなかたちで解け、少しほっとした瞬間であった。 

 

 

5 ヨセプさんの 1 週間のくらし 
 

 以下では、わたしが 2 回目の滞在で密着した、ヨセプさんの 1 週間のくらしをフィールドノートか

ら抜粋し、より具体的に日常生活を描写してみたい。12 月 2 日から前半 1 週間は、観光地に案内して

くれたりしたため、2 週目からの 1 週間（12 月 7 日～14 日）を記述することで、より日常に近いとお

もわれるくらしを描写する。 

 

12 月 7 日（日） バトゥトゥモンガ泊 

天気（午前→午後→夜）：晴→晴→雨 

8:00 朝食 

9:00～11:00 教会での礼拝 

ヨセプさんは襟付きシャツにジャケット、革靴というスタイル。教会に来た人たちも、襟付きシャツ

などの正装姿である。男女比＝25：40。子どもも数人いる。いつもは 1 時間半で終わるそうだが、今

日は長かった。礼拝が終わると、マジェリスたちが集まって、23 日からはじまるクリスマスパーテ

ィーの準備について話しあう。 

11:30～ コーヒー豆の粉砕機での作業 

焙煎したコーヒーを粉コーヒー（kopi bubuk）にする作業。葬式のある家があり、その人に頼まれた

ので作っておくそうである。 

12:00 昼食 

13:00 ランテパオへ出発 

（1 時間ほどでランテパオ市内に到着） 

→病院にたち寄る 

電話がかかってきて、母のきょうだいの孫の知人の治療費がないからヨセプさんが代わりに払う。ど

んな親戚でも親戚どうしは助けあいが必要だそうだ。 

→プロポリスのビジネスのセミナーに参加 

いままで見てきたなかでいちばん裕福な家。パソコンやテレビゲームがあり、クリスマスの装飾もき

れいにしてある。セミナーといっても家のなかで、参加者はわたしたちをふくめ 4 名。ノートパソコ

ンでパワーポイントを使った説明。 

18:00 ランテパオの家 着、夕食、団らん 

12 月 8 日（月） ランテパオ泊 

天気：晴→雨→晴 

7:00 頃 朝食 

8:00 頃 バトゥトゥモンガへ出発 

（45 分ほどでバトゥトゥモンガに到着） 

9:00 バトゥトゥモンガにある家での葬式の準備手伝い 

竹を使って、葬式の際の弔問客をむかえいれるための仮設住居（Rantan）を作っている。80 人くらい。

若い人は竹を組みたてる作業、お年よりは竹を細く割って、竹を組みたてる際に縛るひも代わりのも

のを作る作業、子どもは切り倒した竹をみんなでひっぱる作業、女性はコーヒーや食事の準備、と分

担ができている。 

13:00 頃 昼食 

豚を 5 頭屠殺して料理する。ご飯と一緒に食べる。雨が降りだしたので作業中断。 

15:00 バトゥトゥモンガの家 着 

15:30～17:00 粉コーヒーの袋詰め作業、コーヒー豆の粉砕を代行 

昨日から粉砕作業をしていた粉コーヒーを袋に詰めて商品化する。わたしも手伝う。75 グラム袋が

60 袋、175 袋が 32 袋完成。 

わたしが袋詰めの作業をしている間、ヨセプさんは、子どもが持ってきた豆を代わりに粉砕するビジ

ネスをやっていた。（7.3.4 参照） 

18:00 ランテパオへ出発 
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→粉コーヒーを店におろす。75 グラム袋×30 袋 

→ヤシ酒（Ballo）を 2 リットル 20,000 ルピア12で購入。 

19:30 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 9 日（火） ランテパオ泊 

天気：晴→晴→雨 

7:30 朝食 

8:30 バトゥトゥモンガへ出発 

（50 分ほどでバトゥトゥモンガに到着） 

10:00 レンポ村のアヤ（Aya）という地区にある家の葬式参列 

   （家からは徒歩 20 分ほどの距離） 

小規模で、全体の人数は 100 人くらい。会場に着いたらすでに水牛 2 頭と豚 1 頭の解体が広場のまん

なかでおこなわれている。スロアラ村の人たちが集まって座っている仮設住居の席に座らせてもら

う。ヨセプさんは住居の裏で豚を料理している場所にいる。老人の男性による開式の挨拶のあと、1

時間くらい女性の牧師の説教と賛美歌がある。それが終わると、親戚関係者による挨拶が 2 人それぞ

れ 10 分ほどある。 

12:00 すぎ 昼食 

豚と少量の水牛の肉をご飯と一緒に食べる。ヤシ酒をかなり飲まされる。そのあと、切りわけた豚と

水牛を決められた地域のグループに分配する。ここで、ヨセプさんが飲みすぎたということで、途中

で帰ることになる。その後、遺体を納めるそうである。 

13:30 バトゥトゥモンガの家 着 

15:00 まで 昼寝、その後雑談 

15:45～18:00 頃 プロポリスを配ってまわる。3 軒。 

ひとつ 10 万ルピア。お金がはいらなくても、よく効くということを身をもって体感してくれればお

金を払ってくれると考えているそうだ。 

→その後、プロポリスの営業を兼ねて、ヤシ酒をとっている農家の家に行く。ヤシ酒をお土産にもら

って帰る。この家はバトゥトゥモンガの家の近くではいちばん美味しいヤシ酒をつくっているそうだ

（後日たびたび訪問させてもらうことになる）。 

18:30 頃 ランテパオへ出発 

19:30 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 10 日（水） ランテパオ泊 

                                                          
12 1 円＝122.67 ルピア、1 米ドル＝11,050 ルピア（2008 年 12 月 30 日現在）。物価は日本の 5 分の 1 程

度である。 

天気：晴→くもりのち雨→雨 

8:00 朝食 

9:00 頃 バトゥトゥモンガへ出発 

→途中で、12 月 4 日に販売したコーヒー豆の代金を受け取りに行く。この売り先は自宅からバイク

で 20 分くらいのところにある。580 万ルピアを受け取る。 

→プロポリスを販売している家に行き、7 日に受け取っていた商品の代金を支払う。 

12:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着、昼食 

13:00 頃 プロポリスの営業 3 軒 

→小さな商店を営む、トリン・レンバン（Pak. D.L. Toling Lembang）さんの家で雑談。大事な情報交

換のひとつである。 

雨が降ってきたので家に帰り、豆を買いにまわる予定だったが中止。 

17:00 頃 ランテパオへ出発 

雨は降っていたが、ランテパオに奥さんがいるので帰る。いままでの滞在中でいちばん激しい雨。ラ

ンテパオ市内にはいる手前で、土砂崩れが発生し、バイクの男性が 1 人死亡している現場を目撃。こ

のような事故が起こるのは珍しいことだそうである。 

→途中でヤシ酒を買う。 

19:00 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 11 日（木） ランテパオ泊 

天気：晴→雨のち晴→くもり 

8:30 朝食 

10:00 バトゥトゥモンガへ出発 

→兄の家にたち寄って雑談。 

13:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着、昼食 

 家に農家の人がコーヒー豆を売りにくる。詳細は不明。 

15:30～18:00 頃 プロポリスの営業 5 軒 

コーヒー豆の買い取り 1 軒（36,000 ルピア／5 リットル） 

単に営業回りをしているというよりは、区長として、住民の人たちとコミュニケーションをとる場と

しての役割を果たしているようなイメージである。 

→ヤシ酒農家の家に行き、ごちそうになる。 

22:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着 

12 月 12 日（金） バトゥトゥモンガ泊 

天気：晴→晴のち雨→くもり 
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→粉コーヒーを店におろす。75 グラム袋×30 袋 

→ヤシ酒（Ballo）を 2 リットル 20,000 ルピア12で購入。 

19:30 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 9 日（火） ランテパオ泊 

天気：晴→晴→雨 

7:30 朝食 

8:30 バトゥトゥモンガへ出発 

（50 分ほどでバトゥトゥモンガに到着） 

10:00 レンポ村のアヤ（Aya）という地区にある家の葬式参列 

   （家からは徒歩 20 分ほどの距離） 

小規模で、全体の人数は 100 人くらい。会場に着いたらすでに水牛 2 頭と豚 1 頭の解体が広場のまん

なかでおこなわれている。スロアラ村の人たちが集まって座っている仮設住居の席に座らせてもら

う。ヨセプさんは住居の裏で豚を料理している場所にいる。老人の男性による開式の挨拶のあと、1

時間くらい女性の牧師の説教と賛美歌がある。それが終わると、親戚関係者による挨拶が 2 人それぞ

れ 10 分ほどある。 

12:00 すぎ 昼食 

豚と少量の水牛の肉をご飯と一緒に食べる。ヤシ酒をかなり飲まされる。そのあと、切りわけた豚と

水牛を決められた地域のグループに分配する。ここで、ヨセプさんが飲みすぎたということで、途中

で帰ることになる。その後、遺体を納めるそうである。 

13:30 バトゥトゥモンガの家 着 

15:00 まで 昼寝、その後雑談 

15:45～18:00 頃 プロポリスを配ってまわる。3 軒。 

ひとつ 10 万ルピア。お金がはいらなくても、よく効くということを身をもって体感してくれればお

金を払ってくれると考えているそうだ。 

→その後、プロポリスの営業を兼ねて、ヤシ酒をとっている農家の家に行く。ヤシ酒をお土産にもら

って帰る。この家はバトゥトゥモンガの家の近くではいちばん美味しいヤシ酒をつくっているそうだ

（後日たびたび訪問させてもらうことになる）。 

18:30 頃 ランテパオへ出発 

19:30 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 10 日（水） ランテパオ泊 

                                                          
12 1 円＝122.67 ルピア、1 米ドル＝11,050 ルピア（2008 年 12 月 30 日現在）。物価は日本の 5 分の 1 程

度である。 

天気：晴→くもりのち雨→雨 

8:00 朝食 

9:00 頃 バトゥトゥモンガへ出発 

→途中で、12 月 4 日に販売したコーヒー豆の代金を受け取りに行く。この売り先は自宅からバイク

で 20 分くらいのところにある。580 万ルピアを受け取る。 

→プロポリスを販売している家に行き、7 日に受け取っていた商品の代金を支払う。 

12:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着、昼食 

13:00 頃 プロポリスの営業 3 軒 

→小さな商店を営む、トリン・レンバン（Pak. D.L. Toling Lembang）さんの家で雑談。大事な情報交

換のひとつである。 

雨が降ってきたので家に帰り、豆を買いにまわる予定だったが中止。 

17:00 頃 ランテパオへ出発 

雨は降っていたが、ランテパオに奥さんがいるので帰る。いままでの滞在中でいちばん激しい雨。ラ

ンテパオ市内にはいる手前で、土砂崩れが発生し、バイクの男性が 1 人死亡している現場を目撃。こ

のような事故が起こるのは珍しいことだそうである。 

→途中でヤシ酒を買う。 

19:00 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 11 日（木） ランテパオ泊 

天気：晴→雨のち晴→くもり 

8:30 朝食 

10:00 バトゥトゥモンガへ出発 

→兄の家にたち寄って雑談。 

13:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着、昼食 

 家に農家の人がコーヒー豆を売りにくる。詳細は不明。 

15:30～18:00 頃 プロポリスの営業 5 軒 

コーヒー豆の買い取り 1 軒（36,000 ルピア／5 リットル） 

単に営業回りをしているというよりは、区長として、住民の人たちとコミュニケーションをとる場と

しての役割を果たしているようなイメージである。 

→ヤシ酒農家の家に行き、ごちそうになる。 

22:00 頃 バトゥトゥモンガの家 着 

12 月 12 日（金） バトゥトゥモンガ泊 

天気：晴→晴のち雨→くもり 
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8:00 頃 朝食 

午前中 ヤシ酒を飲む 

コーヒー豆を買いにまわる予定だったが、バトゥトゥモンガのヨセプさんと同世代の男性が 2 リット

ルくらいのポリタンクいりのヤシ酒を家に持ってきたので、それを 3 人で飲む。中学生くらいの子ど

ももいたが平気で飲んでいた。水牛の肉を乾燥させたものを揚げた料理を食べる。 

12:00 頃 昼食 

13:00 頃～15:30 コーヒー豆の買い取り 

同行できなかったが、5、6 軒の農家をまわって 100 リットル以上の豆を買い取ったそうである。基

本的にはバイクに乗せられる分だけを持ち帰り、後日車で回収してまわり、販売先に売りに行く。 

15:40 頃 自宅で飼っている豚の餌をとりにいく 

16:30 頃 自宅に農家の人がコーヒー豆を売りにくる（10 リットル） 

17:00 ランテパオへ出発 

→ランテパオ市内でヤシ酒を購入 

18:00 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 13 日（土） ランテパオ泊 

天気：晴→晴のち雨→雨 

5:00 ヨセプさんひとりでバトゥトゥモンガへ出発 

午前中 コーヒー豆の買い取り、販売 

10 軒の農家をまわり、200 リットル買い取る。さらに、いままで買っておいた豆を回収しにドライバ

ーを雇って車でまわる。ちなみにドライバーは母のきょうだいの孫である。 

この日はランテパオの週に一度の市場がある日なので、それにあわせて販売する。総売上高は不明だ

が、全部で 690 リットルを販売。儲けは 10～20 万ルピアだそうである。10 万は車代、30 万はガソリ

ン代として支払う。 

14:00 ランテパオの家に帰宅、昼食 

15:00 バイクを修理にだす 

17:00 ヨセプさん帰宅 

雨が降りだしたので外出せず、家の中ですごす。ヨセプさんは雨のなか、ヤシ酒を買いに行く。 

18:00 頃 夕食、晩酌 

12 月 14 日（日） ランテパオ泊 

天気：晴→雨→晴 

7:00 朝食 

7:30 バトゥトゥモンガへ出発 

→途中兄の家にたち寄り、以前葬式がおこなわれた際の映像 DVD を受け取る。 

8:45 バトゥトゥモンガの家到着、教会へ出発（教会へはバイクで 5 分） 

9:00～10:40 教会での礼拝 

男女比＝25：60 くらい。先週とくらべて子どもが多く、騒がしい。礼拝中も教会の中を走り回って

いる。礼拝後はマジェリスたちが集まってお祈りと 15 分ほど話をする。 

11:00 マジェリスたちが病気のおじいさんの家に訪問し、お祈りをする。 

12:00 バトゥトゥモンガへ出発 

→そのおじいさんの家をふくめプロポリスの営業で 3 軒ほどまわる。 

 →葬式の DVD を渡しに行く。 

15:00 ランテパオの家 着、昼食（帰る途中で軽い食事をとっていた）、雑談 

19:00 頃 夕食 

→夕食後、帰国の日が近いということでランテパオ市内のお店にいろいろ連れて行ってもらう。 

21:30 頃 帰宅、雑談 

出所：フィールドノートから筆者作成。 

 

 1 週間のヨセプさんの生活は上記のとおりであるが、これはあくまでも 12 月 7 日～14 日の 1 週間の

様子を描写したものであり、このサイクルが繰り返されるわけではない。ヨセプさん自身も言うよう

に、日本の会社員のように、毎日決まった時間にすべきことが決まっているわけではない。翌日の予

定は、当日の朝に決まることもあれば、前日の夜に決めることもある。それでも、天候や人とのつき

あいによって、予定を急に変更せざるをえないこともしばしばあるが、ヨセプさんはそのつど柔軟に

対応していた。1 週間のスケジュールで決まっていることといえば、日曜日の朝 9 時からの教会での

礼拝と、夜、家でヤシ酒で晩酌をすることくらいである。また、とくにバトゥトゥモンガでは、午後

7 時になると、外は何も見えないほどの真っ暗闇になるため、よっぽどのことがないかぎり、その時

間から何か仕事をするということはない。 

 

 

6 信仰について 
 

6.1 葬式 

 

 トラジャでのくらしと密接にかかわっているのは、信仰である。ヨセプさんはコーヒー農家や仲買

人であるまえに、ひとりのプロテスタント信者であり、マジェリスである。そのなかでも葬式は、バ

トゥトゥモンガ、スロアラ村、ひいては山間部にある村という村全体でなによりも優先される行事で
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8:00 頃 朝食 

午前中 ヤシ酒を飲む 

コーヒー豆を買いにまわる予定だったが、バトゥトゥモンガのヨセプさんと同世代の男性が 2 リット

ルくらいのポリタンクいりのヤシ酒を家に持ってきたので、それを 3 人で飲む。中学生くらいの子ど

ももいたが平気で飲んでいた。水牛の肉を乾燥させたものを揚げた料理を食べる。 

12:00 頃 昼食 

13:00 頃～15:30 コーヒー豆の買い取り 

同行できなかったが、5、6 軒の農家をまわって 100 リットル以上の豆を買い取ったそうである。基

本的にはバイクに乗せられる分だけを持ち帰り、後日車で回収してまわり、販売先に売りに行く。 

15:40 頃 自宅で飼っている豚の餌をとりにいく 

16:30 頃 自宅に農家の人がコーヒー豆を売りにくる（10 リットル） 

17:00 ランテパオへ出発 

→ランテパオ市内でヤシ酒を購入 

18:00 頃 ランテパオの家 着、夕食、晩酌 

12 月 13 日（土） ランテパオ泊 

天気：晴→晴のち雨→雨 

5:00 ヨセプさんひとりでバトゥトゥモンガへ出発 

午前中 コーヒー豆の買い取り、販売 

10 軒の農家をまわり、200 リットル買い取る。さらに、いままで買っておいた豆を回収しにドライバ

ーを雇って車でまわる。ちなみにドライバーは母のきょうだいの孫である。 

この日はランテパオの週に一度の市場がある日なので、それにあわせて販売する。総売上高は不明だ

が、全部で 690 リットルを販売。儲けは 10～20 万ルピアだそうである。10 万は車代、30 万はガソリ

ン代として支払う。 

14:00 ランテパオの家に帰宅、昼食 

15:00 バイクを修理にだす 

17:00 ヨセプさん帰宅 

雨が降りだしたので外出せず、家の中ですごす。ヨセプさんは雨のなか、ヤシ酒を買いに行く。 

18:00 頃 夕食、晩酌 

12 月 14 日（日） ランテパオ泊 

天気：晴→雨→晴 

7:00 朝食 

7:30 バトゥトゥモンガへ出発 

→途中兄の家にたち寄り、以前葬式がおこなわれた際の映像 DVD を受け取る。 

8:45 バトゥトゥモンガの家到着、教会へ出発（教会へはバイクで 5 分） 

9:00～10:40 教会での礼拝 

男女比＝25：60 くらい。先週とくらべて子どもが多く、騒がしい。礼拝中も教会の中を走り回って

いる。礼拝後はマジェリスたちが集まってお祈りと 15 分ほど話をする。 

11:00 マジェリスたちが病気のおじいさんの家に訪問し、お祈りをする。 

12:00 バトゥトゥモンガへ出発 

→そのおじいさんの家をふくめプロポリスの営業で 3 軒ほどまわる。 

 →葬式の DVD を渡しに行く。 

15:00 ランテパオの家 着、昼食（帰る途中で軽い食事をとっていた）、雑談 

19:00 頃 夕食 

→夕食後、帰国の日が近いということでランテパオ市内のお店にいろいろ連れて行ってもらう。 

21:30 頃 帰宅、雑談 

出所：フィールドノートから筆者作成。 

 

 1 週間のヨセプさんの生活は上記のとおりであるが、これはあくまでも 12 月 7 日～14 日の 1 週間の

様子を描写したものであり、このサイクルが繰り返されるわけではない。ヨセプさん自身も言うよう

に、日本の会社員のように、毎日決まった時間にすべきことが決まっているわけではない。翌日の予

定は、当日の朝に決まることもあれば、前日の夜に決めることもある。それでも、天候や人とのつき

あいによって、予定を急に変更せざるをえないこともしばしばあるが、ヨセプさんはそのつど柔軟に

対応していた。1 週間のスケジュールで決まっていることといえば、日曜日の朝 9 時からの教会での

礼拝と、夜、家でヤシ酒で晩酌をすることくらいである。また、とくにバトゥトゥモンガでは、午後

7 時になると、外は何も見えないほどの真っ暗闇になるため、よっぽどのことがないかぎり、その時

間から何か仕事をするということはない。 

 

 

6 信仰について 
 

6.1 葬式 

 

 トラジャでのくらしと密接にかかわっているのは、信仰である。ヨセプさんはコーヒー農家や仲買

人であるまえに、ひとりのプロテスタント信者であり、マジェリスである。そのなかでも葬式は、バ

トゥトゥモンガ、スロアラ村、ひいては山間部にある村という村全体でなによりも優先される行事で
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ある。 

 わたしは滞在中に 2 件の葬式に参列した。そのうち 1 件目は、12 月 6 日に参列した織物で有名なサ

ダン（Sa’dan）の葬式である。この葬式はヨセプさんが参列する必要のある葬式ではないが、前述の、

ランテパオの兄であるティクさんが、葬式の映像を撮影するカメラマンをしており、ヨセプさんも呼

ばれたそうで、わたしも同行させてもらった。この葬式は参列者が 200 人ほどの規模の大きいもので、

闘牛があり、10 頭ほどの水牛で闘牛がおこなわれた。2 件目は上記の表にあるように、12 月 9 日に参

列したレンポの葬式である。参列した葬式には、ヨセプさんの都合により、両方ともに終わるまで参

列せず途中で退席したため、詳述することができない。 

 

 

 

写真 7 レンポ村アヤの葬式前のようす 

（2008 年 12 月 9 日 筆者撮影） 

 

一般的に、葬式の参列客は供物としてタバコや砂糖を持参する。ヨセプさんも葬式のまえには、ラ

ンテパオのスーパーで砂糖を 2 袋ほどとタバコを 1 カートン購入していた。さらに、葬式の様式はこ

まかく定められたルールがある。たとえば、竹を格子状に作った装飾を、仮設住居に飾ることを許さ

れるのは、20 頭以上の水牛を殺した規模の大きい葬式のみである。今回の場合、サダンの葬式にはそ

の飾りが見られたが、レンポでの葬式には見られなかった。また、結婚式に参列したあとで同日の葬

式に参列することはできない。不吉なものへの移動はタブーとされているのである。ただし、これは

村の伝統的な文化的ルールであり、都市部では関係ないかもしれないとのことである。葬式の様式に

は、このような全体的なルールにくわえて、地域ごとにことなるものも多いため、ヨセプさんも把握

していないようなルールが数多くある。6 日のサダンでの葬式に参列した際、ヨセプさんははじめ、

会場に入ることをためらっていたようで、わたしに「（君は）外国人だから関係ないから入っていって

も大丈夫」と言って、会場の入り口でわたしの背中を押した。そのときヨセプさんも言っていたが、

やはりあまり知らない土地の葬式ともなればその地域のルールがあるので、それを知らない者が入っ

ていくのは気が引けるとのことであった。 

 基本的に葬式は政府からの許可がなければ、おこなうことはできない。バトゥトゥモンガの場合、

人が死ぬと、遺族とヨセプさんが葬式の期間や段取りを話しあい、同時に、水牛や豚を何頭殺すのか

についても相談して決める。その後、その提出書類にレンバン・スロアラ村の村長ラランさんの署名、

セセアン・スロアラ郡の郡長（camat）の署名をもらい、葬式中の万一の事故などに備えた警察への提

出書類を受け取り、記入し、まとめて警察へ提出する。水牛や豚にかんしては、水牛の飼い主が、そ

れを売るときの証明書（買う人のためにある、安心を得るためのもの）をもらい、申請書類とまとめ

て一緒に署名をもらい、タナ・トラジャ県の事務所に提出すると、チケットが発行され、県に代金を

支払うことになっている。 

 トラジャ文化として、葬式の準備や当日の日取りをいったん決めたら何があっても（出産などの大

きなできごとを例外として）変更はできない。また、一度はじまってしまえば途中でやめることもな

いという。トラジャの場合、1 週間は葬式の関連行事がつづき、それまでの準備もかなりの時間を要

する。実際に見学させてもらった、バトゥトゥモンガにある家で 12 月 23 日からおこなわれる葬式の

準備は、12 月 8 日からはじまった。 

 

 

 

写真 8 バトゥトゥモンガにある家の葬式の準備（初日） 

（2008 年 12 月 8 日 筆者撮影） 
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ある。 
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列せず途中で退席したため、詳述することができない。 
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（2008 年 12 月 9 日 筆者撮影） 
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する。実際に見学させてもらった、バトゥトゥモンガにある家で 12 月 23 日からおこなわれる葬式の

準備は、12 月 8 日からはじまった。 
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写真 9 バトゥトゥモンガにある家の葬式の準備 

（2008 年 12 月 16 日 筆者撮影） 

 

 

 このような、くらしに密着した葬式の文化があるが、このような葬式をおこなわない人もなかには

いる。そのような人たちは豚を殺したりせず、売られている肉や魚などを買って食べる。バトゥトゥ

モンガにもいるそうだが、ヨセプさんによれば、そういった人たちは目立つため、周りにすぐわかる

そうだ。 

 

 6.2 プロテスタント信仰 

 

 葬式と同様、くらしと密接にかかわっているのは、教会の存在である。毎週日曜日に、村役場から

徒歩 5 分の教会に住民があつまり、礼拝をする。わたしも滞在中に 2 回参加した。女性は化粧をして

髪もきれいにし、よそ行きの格好でアクセサリーもつけたりして着飾っている。男性は襟付きのシャ

ツを着て、腰巻（sarung）を巻いている人が多い。聖書を持参して真剣に話を聞いている人が多く、7

日に参加した際に隣に座った若者は、聖書のほかにノートを持参し、聖書と牧師の話を聞き、見くら

べながらメモをとって真剣に聞いていた。賛美歌や聖書の、みことばを伝える一連の礼拝の儀式が終

わると、マジェリスによる説教の時間が 30 分ほど設けられている。この説教をおこなうのはマジェリ

スのあいだでローテーションが組まれているらしく、ヨセプさんがこの役まわりになった週の前前日、

前日はヤシ酒を飲まず、寝ないで準備するそうである。 

 

 

写真 10 教会での礼拝 

（2008 年 12 月 14 日 筆者撮影） 

 

 

 クリスマスが近いということもあり、教会の前方には 2.5 メートルほどの大きなクリスマスツリー

が置いてあり、きれいに飾りつけられていた。クリスマスパーティーは 23 日からはじまるようで、政

府によるトラジャ観光へのキャンペーン「ラブリーディッセンバー（Lovely December）」の一環とし

て、今年はトラジャのパーティーに、スシロ・バンバン・ユドヨノ（Susilo Bambang Yudhoyono）大統

領が来る予定で、盛大にとりおこなわれるそうである。クリスマスが近づくにつれ、ひとつの家に子

どもたちがあつまり、楽しそうに歌やダンスの練習をしている光景もしばしば見うけられた。 

 前述のとおり、ヨセプさんはマジェリスであるため、教会を運営する側の人間である。バトゥトゥ

モンガの教会に所属しているマジェリスは全員で 20 人おり、いちばん若い人で 30 歳である。毎週日

曜日の礼拝に全員は来ず、大体 10 人前後である。牧師の人数はわからなかったが、2 回礼拝に行って、

2 回目は 1 回目とは別の人がおこなっていたので、2 人もしくはそれ以上であるといえる。教会は、住

民の寄付で運営されているので、住民の信仰心によって成りたっていることはいうまでもない。その

ため、ヨセプさんが寝ないで説教の準備をすると語ったように、心から神を信じ感謝する心で、聖書

の、みことばを伝えていきたいと考えている。 

 
 
7 ヨセプさんの生業 
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 7.1 コーヒー農家として 

 

まず、ヨセプさんの生業のひとつである、コーヒー農家としての仕事を段階別に述べる。 

実習で訪問した 9 月 3 日に雨の降りしきるなか、実際にヨセプさんの所有するコーヒー畑にはいら

せてもらい、その山を登りながら話を伺うことができた。 

 

 

 
写真 11 ヨセプさんのコーヒー畑 

（2008 年 9 月 3 日 筆者撮影） 

 

 7.1.1 栽培 

 

 ヨセプさんは自宅の山（セセアン山の一部）標高 1200～1300 メートルのところに面積約 2 ヘクター

ルにおよぶコーヒー畑を所有している。ここで栽培しているコーヒーはアラビカ種のみであり、畑に

はコーヒー以外にもカカオやサトウヤシも植えられている。 

この畑はもともと母方の祖父から受け継がれてきた畑で、いまから 60 年前に、オランダ人によって

インドネシアに持ち込まれたコーヒー豆を祖父が植えたことに端を発する。そこからヨセプさんが日

本に行くまえ、つまり 13 年以上まえに、接ぎ木によってさらに新しい木を植え、現在の姿となってい

る。 

栽培には農薬や化学肥料を使用せず、豚の糞や草を発酵させたものを肥料として利用しているため、

有機栽培といえる。また、パダマラン農園でその方法がとられているように、意図的にコーヒーの木

の縦への成長を抑制し、背丈を低くし、横方向に成長させることによって生産性を高め、さらに収穫

しやすくする効果をもつ方法がある。少しずつであるがヨセプさんもこの剪定の方法をとりいれてい

る。 

 

7.1.2 収穫 

 

 コーヒーの実は、1 年中収穫できるが、4～10 月までが収穫量の多い時期になり、7～9 月が収穫時

期のピークをむかえるそうである。実が赤く完熟したレッドチェリーを収穫する際には、基本的には

農家の人を雇うことが多く、ピーク時には 1 人 1 日あたり 500～600 ルピアで、最大 6 人くらいの人を

雇う。しかし、雇われる農家の人の多くが稲作をおこなっており、稲刈りの時期と被ってしまうため

いそがしく、人を雇えないときは家族・親戚総出で収穫をする。子どもたちも手伝える範囲で手伝う

ようだ。 

収穫の方法は、木に登ったり、木を引き下げたりしておこなう。実際の収穫の様子は見ることはで

きなかったが、あたりにはごつごつした岩が多く、平らな地面などないにひとしいため、足場がかな

り悪く、素人目にすると危険な作業であると感じられた。 

2 回目の訪問の際に、ヨセプさんとともにセセアン山の中腹まで登った。地面はぬかるみ、草木も

うっそうとしており、道なき道を進んでいくときもある。小学校卒業まで滋賀県の山間部で育ったわ

たしは、大丈夫だと高をくくってサンダルで登ることにしたのだが、何度も足を滑らせて転倒しかけ

た。もちろんわたしのような素人にできることではないが、このような環境のなかで収穫作業をおこ

なうことは、至難の業であるとそのとき身をもって実感した。 

 

 7.1.3 加工 

 

こうして収穫されたレッドチェリーは、貯水につけて不純物をとりのぞいたあと、赤い皮に包まれ

た果肉をむき、種子をとりだし、表面の粘液質を落とすために 2 日間貯水につけておく。その後、天

日干しにして乾燥させ、取り引きされるパーチメントの状態にする。収穫から売れる状態にまでする

一連の作業は大体 1 週間かかる。実際にわたしの滞在中にも、自宅の敷地に豆を干して広げてあり、

また、家やトンコナンの中にもパーチメントの状態になった豆が広げられているのを見た。 

 また、ヨセプさんは自宅で豆を焙煎・粉砕し、商品化した粉コーヒー（kopi bubuk）の販売もおこ

なっている。そのため、パーチメントを脱穀し、焙煎できる状態である緑色をした生豆の状態になっ

ている豆がトンコナンに広げられているのも見た。 

焙煎の方法は 2 種類ある。通常おこなわれているのは、鉄でできた手回しの円すいの機械に豆をい

れ、ぐるぐると回しながら灯油の火であぶる方法である。もうひとつは、いわゆる炭焼きコーヒーで

『地域研究年報』6 号（2009）

78



 

 7.1 コーヒー農家として 

 

まず、ヨセプさんの生業のひとつである、コーヒー農家としての仕事を段階別に述べる。 

実習で訪問した 9 月 3 日に雨の降りしきるなか、実際にヨセプさんの所有するコーヒー畑にはいら

せてもらい、その山を登りながら話を伺うことができた。 

 

 

 
写真 11 ヨセプさんのコーヒー畑 

（2008 年 9 月 3 日 筆者撮影） 

 

 7.1.1 栽培 

 

 ヨセプさんは自宅の山（セセアン山の一部）標高 1200～1300 メートルのところに面積約 2 ヘクター

ルにおよぶコーヒー畑を所有している。ここで栽培しているコーヒーはアラビカ種のみであり、畑に

はコーヒー以外にもカカオやサトウヤシも植えられている。 

この畑はもともと母方の祖父から受け継がれてきた畑で、いまから 60 年前に、オランダ人によって

インドネシアに持ち込まれたコーヒー豆を祖父が植えたことに端を発する。そこからヨセプさんが日

本に行くまえ、つまり 13 年以上まえに、接ぎ木によってさらに新しい木を植え、現在の姿となってい

る。 

栽培には農薬や化学肥料を使用せず、豚の糞や草を発酵させたものを肥料として利用しているため、

有機栽培といえる。また、パダマラン農園でその方法がとられているように、意図的にコーヒーの木

の縦への成長を抑制し、背丈を低くし、横方向に成長させることによって生産性を高め、さらに収穫

しやすくする効果をもつ方法がある。少しずつであるがヨセプさんもこの剪定の方法をとりいれてい

る。 

 

7.1.2 収穫 

 

 コーヒーの実は、1 年中収穫できるが、4～10 月までが収穫量の多い時期になり、7～9 月が収穫時

期のピークをむかえるそうである。実が赤く完熟したレッドチェリーを収穫する際には、基本的には

農家の人を雇うことが多く、ピーク時には 1 人 1 日あたり 500～600 ルピアで、最大 6 人くらいの人を

雇う。しかし、雇われる農家の人の多くが稲作をおこなっており、稲刈りの時期と被ってしまうため

いそがしく、人を雇えないときは家族・親戚総出で収穫をする。子どもたちも手伝える範囲で手伝う

ようだ。 

収穫の方法は、木に登ったり、木を引き下げたりしておこなう。実際の収穫の様子は見ることはで

きなかったが、あたりにはごつごつした岩が多く、平らな地面などないにひとしいため、足場がかな

り悪く、素人目にすると危険な作業であると感じられた。 

2 回目の訪問の際に、ヨセプさんとともにセセアン山の中腹まで登った。地面はぬかるみ、草木も

うっそうとしており、道なき道を進んでいくときもある。小学校卒業まで滋賀県の山間部で育ったわ

たしは、大丈夫だと高をくくってサンダルで登ることにしたのだが、何度も足を滑らせて転倒しかけ

た。もちろんわたしのような素人にできることではないが、このような環境のなかで収穫作業をおこ

なうことは、至難の業であるとそのとき身をもって実感した。 

 

 7.1.3 加工 

 

こうして収穫されたレッドチェリーは、貯水につけて不純物をとりのぞいたあと、赤い皮に包まれ

た果肉をむき、種子をとりだし、表面の粘液質を落とすために 2 日間貯水につけておく。その後、天

日干しにして乾燥させ、取り引きされるパーチメントの状態にする。収穫から売れる状態にまでする

一連の作業は大体 1 週間かかる。実際にわたしの滞在中にも、自宅の敷地に豆を干して広げてあり、

また、家やトンコナンの中にもパーチメントの状態になった豆が広げられているのを見た。 

 また、ヨセプさんは自宅で豆を焙煎・粉砕し、商品化した粉コーヒー（kopi bubuk）の販売もおこ

なっている。そのため、パーチメントを脱穀し、焙煎できる状態である緑色をした生豆の状態になっ

ている豆がトンコナンに広げられているのも見た。 

焙煎の方法は 2 種類ある。通常おこなわれているのは、鉄でできた手回しの円すいの機械に豆をい

れ、ぐるぐると回しながら灯油の火であぶる方法である。もうひとつは、いわゆる炭焼きコーヒーで

79

眞泉　１杯のコーヒーからつながりをはぐくむ



ある。炭として使用するのは、ヤシの一種（unat）で、トンコナンの柱などの建築物にも使用される

硬い高価な木である。これをもちいる理由は、火のでる時間が長く、安定した火力を保てるために焼

きムラが生じないためである。しかし、値段が高価である（150mm×150mm×2,000mm の角材で 100 万

ルピア以上）ことと、焙煎し終わるまでに 40 分～1 時間もかかるため、コストに見あわず、依頼のあ

ったときにしかできない。いま、ヨセプさんは新しい方法を考えているそうである。というのも、い

まのコーヒーの質に自信をもっているが、もっと良いものをつくりたいというおもいがあるからであ

る。ステンレス製のものがいちばん良いそうだが、新しいアイディアがおもいついてもお金に余裕が

ないとなかなかできないと語っていた。 

豆の粉砕には、ガソリンを動力とする専用の機械を使用する。ちなみにホンダ製である。豆を投入

するためのステンレス製の漏斗がついており、その下にカッターが内蔵された円状の機械がある。そ

して、その下に丸い穴が開いており、そこから粉砕された粉コーヒーがでてくるという仕組みになっ

ている。エンジンをかけるとドドドドドというにぶい音があたりに鳴りひびき、漏斗に豆を投入する

と穴からどんどん粉コーヒーがでてくる。その粉コーヒーを詰まらせないように、木の棒でかきだし

ていく。また、カッターの内部にはカスが溜まっていくので、それも定期的に取り除いてやる必要が

ある。2 リットルの豆で 1 分くらいのペースで粉コーヒーができあがる。 

 

 

   
写真 12 果肉の除去作業              写真 13 天日干し 

（2008 年 12 月 17 日 筆者撮影）       （2008 年 9 月 1 日 筆者撮影） 

   

写真 14 豆の焙煎              写真 15 焙煎された豆 

（2008 年 9 月 3 日 筆者撮影）        （2008 年 9 月 3 日 筆者撮影） 

   

写真 16 豆の粉砕作業             写真 17 粉コーヒー 

（2008 年 12 月 7 日 筆者撮影）        （2008 年 9 月 3 日 筆者撮影） 

 

 

7.1.4 コーヒー農家をとりまく現状 

 

とくに今年は雨の日が多かった影響で、コーヒーの収穫量が芳しくなかったようである。トアルコ

社によると、今年のタナ・トラジャ県の年間降水量は 2500～3000 ミリである。雨が降ると収穫作業が

できないため、畑では赤く熟したレッドチェリーをつけたままの木を多く見かけただけではなく、実

が落ちている光景もめずらしくなかった。ヨセプさんはその状況を見て、「もったいない」と落胆して

いた。完熟した実をそのまま収穫せずに放っておくと、木が垂れて枯れてしまうために実は収穫しな

ければならないが、悪天候のため、今年は収穫作業が順調に進んでいないのであった。 
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写真 18 落下したコーヒーの実 

（2008 年 9 月 3 日 筆者撮影） 

 

 

 さらに、農家が直面する問題点として、山火事の問題がある。ヨセプさんによれば、その原因とし

て考えられるのはふたつである。ひとつめが、乾季になると若者が山でキャンプをして火の不始末を

起こすからである。ふたつめは、炭を作って売る商売をしている人が山に火をつけて違法にとるため

である。しかし、証拠がないためどちらの原因なのか、またはそれ以外の原因なのかもわからないそ

うだ。いままで何回も起こっており、ヨセプさんが日本にいたときにもあったし、帰国してからもあ

ったという。幸いなことに、ヨセプさんの畑は被害にあっていない。 

 

7.2 稲作農家として 

 

ヨセプさんはコーヒー畑のほかにも、トラジャの各地に 11 筆の田んぼを所有し、並行して稲作から

生計をたてている。ヨセプさん自身は田んぼにはいることはあまりせず、コーヒーの収穫と同様に人

を雇う。雇う際には食べ物、タバコなどを用意し、1 人 1 日あたり 30,000～35,000 ルピアで雇用する。

実際に 9 月 4 日に 2 人雇う予定になっていたが、雨が降ったので作業ができず中止になった。その時

点では 11 筆所有している田んぼのうちまだ 2 筆しか収穫できていないそうであった。収穫の際には耕

運機でおこなう。田植えの時期は決まっていないそうだが、2、3 月に田植えをおこなうのが一般的の

ようである。 

2 回目の訪問の際に聞いた話によれば、今年の米の収穫量は芳しくなかったようである。正確な収

穫量はヨセプさんも把握しきれておらず、聞きだすことはできなかった。ただ、自宅の田んぼから収

穫した米は、家族だけで食べていくには余る量だったが、家族だけでなくマカッサルやランテパオの

親戚にも配るため、売る分まではなかったとのことである。パロポにある 2、3 筆の田んぼはひとつ 1

ヘクタールくらいあり、それ以外の田んぼはそれよりも小さいそうである。ヨセプさんによれば、バ

トゥトゥモンガで稲作農家を生業としている人は少なく、9 割の世帯が米を買っているそうだ。 

また、興味深いシステムとして、田んぼの質屋システムのようなものが存在する。これは、手持ち

の現金がないときに、担保として田んぼを貸しだし、お金が用意できたら返金して田んぼも同時に返

してもらうというシステムである。田んぼを貸しだしている期間は、借りている人が自由にその田ん

ぼを使ってよく、もちろん収穫した米も自由にしてよいことになっている。 

 

 7.3 コーヒー豆の仲買人として 

 

 この仲買の仕事は、基本的にはバイクを使用して取り引き先の農家をまわり、コーヒー豆（パーチ

メント）を買い付けてまわるのと同時に、自宅で商品化した粉コーヒーを販売してまわる。そうして

買い付けたパーチメントをトアルコ社に販売する。このおおまかな一連の流れが仲買人の仕事である。 

 

 

 

写真 19 ヨセプさんのバイク 

（2008 年 9 月 1 日 筆者撮影） 

 

 

 7.3.1 買い付けの概要 
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 ヨセプさんの取り引き先、つまりコーヒー豆を売ってくれる農家は決まっている。そのため、その

農家を目指して一軒一軒バイクと自分の足を使ってまわっていく。買い付け・販売の対象になる家は

幹線道路沿いにはほとんどなく、すべての買い取り先の農家はバトゥトゥモンガの地区より高い標高

にある家である。それは、良質のコーヒー豆がとれるのは標高の高い山であるため、そういった標高

の高い山を自分の畑としている農家は、必然的に家自体が標高の高い場所になるからである。また、

後述するように、トアルコ社は買い取りの際に良質の豆にたいしてプレミアム価格をつけるため、ヨ

セプさんは良質の豆をとれる標高の高い農家を取り引き先としてビジネスをおこなっている。 

買い付けに行く時間はとくに決まっておらず、行けるときに行くというスタンスであるが、基本的

には早朝に出発して午前中にまわることが多い。実習のときに同行した際には、午後 5 時 30 分に出発

して 8 軒ほどをまわり、帰宅したのが 8 時まえということがあったが、これは 2 回目の訪問の際には

1 度もなかったケースである。これは、7～9 月が収穫作業、買い付け、販売でいちばん多忙になる時

期であるために、ほかの仕事をしていていそがしく、夕方に出発せざるをえないという状況であった

のだと推測できる。また、前日に農家の人から買い付けにきてほしいと電話や SMS がはいる場合も

あり13、翌日の予定が変更できない場合を除いて、買い付けを優先してまわる。それがたとえ 1 リッ

トルや 2 リットルくらいの少量の豆であっても、つぎに買いたいときに売ってくれなくなるかもしれ

ないからまわるとのことである。さらに、12 月 6 日に実際にあったのだが、バトゥトゥモンガの家に

着くと、少量のコーヒー豆が置いてあった。それを見てヨセプさんは「あんまり買いたくないのにな

ぁ」ともらしていたが、それは、農家の人が家に来て置いていったものであり、買いたくない状況で

も買わざるをえない状況がときにはあるそうだ。 

山のさらに上の方の家に買い付けにまわる際には徒歩で行くしかなく、これもまた急な斜面を登っ

て、「ここに家があるのか？」と疑うような場所にまで買い付けに行く。これらの山の上の方で買い付

けたパーチメントは、後日に車で回収してまわる必要があるため、下の方の車で行ける家まで運んで

おかねばならない。ヨセプさんは体の半分くらいあるパーチメントの袋を担いでやすやすと運んでい

たが、わたしは持ち上げようとするのに必死なほどに重かった。 

こうして各農家で買い付けたパーチメントをまとめて袋に詰め、買い付けたいくつかの家に置かせ

てもらっておき、トアルコ社に売りに行くまえに回収してまわる。ただ、バイクに詰める量だけは積

んで持ち帰る。普段であれば、足元に 1 袋と、わたしが座っている後部座席に 1 袋積んで持って帰る。 

 

 7.3.2 買い付けの方法 

 

                                                          
13 ショートメッセージサービス（SMS: Short Message Service）。携帯電話どうしで短文を送受信するサ

ービス。 

缶でできた 1 リットルのはかりは決められているものを持参して毎回使用し、正確な目盛りはつい

ていないが目印がついており、そこを 0.5 リットルとし、山盛り 1 杯が「1 リットル」と決められてい

る（写真 20 参照）。もちろん、はかりはすりきり 1 杯が数字上の 1 リットルであるが、山盛りにした

分で儲けをだしているのである。 

 

 

 

写真 20 買い付けの際のコーヒー豆 1 リットル 

（2008 年 12 月 16 日 筆者撮影） 

 

 

シーズンによって買い付け価格はある程度固定されているため、毎回の価格の交渉は必要ない。4

～10 月の収穫量が多い繁忙期の買い取りで、トアルコ社に売ることのできる良質の豆である場合、1

リットルあたり 10,500 ルピアである。というのは、買い取ったパーチメントの売り先は、この時期は

トアルコ社に絞っているため、見た目のきれいな良質の豆しか買い取らないことになっているためで

ある。良質な豆であればトアルコ社が相応の価格で買い取ってくれるため、ヨセプさんが農家に良質

の豆だけをとりわけるように農家に言って回ったそうである。現在は、良質の豆をだしてくれる家か

どうかは大体把握しており、だしてくれる家から買い、ださない家からは買わないという。しかし、

稲刈りなど、時期的にいそがしい人が多いために、選別してもらう時間がない場合がある。こういう

場合には悪い豆が混ざったまま買い取ってしまって、ヨセプさん自身が翌日の午前中に選別してから

トアルコ社に売る。ただ、選別していない豆を買うと損失がかなり発生してしまう。 

また、2 回目の訪問時のように、11～3 月の閑散期の買い付け価格は、豆の良し悪しにかかわらず、

1 リットルあたり 7,000～8,000 ルピアである。これは、良質の豆を期待できない反面、アメリカなど

を対象として販売するために「見た目のきれいなもの」という制約もなく、買い付け価格を安くして
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儲けをだすことができるのである。これはヨセプさんが農家から安く買いたたいているというネガテ

ィブな状況ではない。農家にとっても、この時期は豆の収穫量が少なく、質のあまり良くない豆でも

全部売って現金収入がほしいというニーズがあり、また、選別の手間も省けるため、ここではギブ・

アンド・テイクの関係が成りたっているといえる。 

 なお、買い取る対象となるのはパーチメントの状態のもののみであり、それ以外の状態の豆を扱う

ことはない。詳細は不明であるが、ヨセプさんが日本に滞在していたころは、レッドチェリーの状態

で取り引きする人もいたようである。現在、その取り引きが廃れている理由は品質の問題が大きく、

中を開けてみて種子が腐っていることで損失が発生する可能性が高いからだそうだ。 

 

 

 

写真 21 買い付けのようす 

（2008 年 9 月 1 日 筆者撮影） 

 

 

 7.3.3 新米仲買人時代 

 

仲買をはじめた当初は、歩きまわってコーヒー農家を探し、2 週間くらい同じようにつづけてやっ

と 1 軒から買うことができたそうである。 

 新人にとって、コーヒーを買い取る際にいちばん重要なことは、はかりを使ったはかり方である。

はかりで山盛り 1 杯が 1 リットルになるが、これをぎゅうぎゅうに押し込んで豆の量を意図的に増や

して得をしてはいけない。これを試すために、あらかじめ農家は自分たちではかりを使ってはかって

おき、リットル数を事前に把握しておくこともある。買い取りの際に仲買人が提示したリットル数が

少なすぎると信用されず、売ってくれないそうである。このはかり方によって農家から信頼され、取

り引き先となるのである。 

 また、ヨセプさんのようなコーヒー豆の仲買人は、バトゥトゥモンガだけでも 5、6 人いる。競合相

手とは、すみわけをしている模様である。以下、インタビューであきらかとなった暗黙のルールを紹

介する。 

ひとつめは、取り引き先の農家が同時にほかの仲買人との複数の取り引きを求めてきた場合には、

そのもともと取り引きのあった仲買人に一度確認するというルールである。 

ふたつめは、ほかの仲買人の取り引き先にまわり、その買い取り価格より高い買い取り価格を設定

して、差をつけて良い豆を獲得するという方法である。高くて 1 リットルあたり 11,000 ルピアまで価

格を引き上げる。ただ、現在のヨセプさんの場合は農家からの信頼があるようで、ほかの仲買人が来

たときには良い豆を隠しておいて「ない」と言い、ヨセプさんが来た時に隠していた豆をだしてくれ

たりする。 

さらに、個人的にはいちばん興味深いとおもったのが、自分の取り引き先に邪魔がはいると、買い

取り価格を徐々に高くして争い、その仲買人が諦めてこなくなるとまたもとの価格に戻すという暗黙

のかけ引きである。価格をもとに戻したことで生じる農家の不満には、説明してわかってもらうとい

う。ただ、このかけ引きは金銭的な余裕のないときにはできない。 

現在のヨセプさんの取り引き先の農家は全体で 30～50 軒ある。上述したようなすみわけのシステム

があるという理由から、取り引き先が増えるということはあまりない。さらに、つねに自分の取り引

き先全体の農家が売ってくれるというわけではなく、農家自身で市場に売ったりすることもある。い

ちばんの大口の取り引き先はバイクで 30 分くらいのところで、多いときで 1000 リットルくらいの豆

の取り引きがある。 

 

 7.3.4 粉コーヒーの販売 

 

 粉コーヒーの販売も買い付けと同時にするために、ヨセプさんは「Kopi! Kopi!」（「コーヒー！ コ

ーヒー！」の意味）といいながら各農家をまわり、反応のあった家や、通りすがりの人たちに売って

いた。 

ここで販売している粉コーヒーは、その時期でサイズの種類がかわる。繁忙期は 70 グラム、17.5

グラム、330 グラムの 3 つのサイズがあり、それぞれ、5,000 ルピア、10,000 ルピア、20,000 ルピアで

販売している。また、閑散期はあまり売れないという理由で 330 グラムを作らず、75 グラム、175 グ

ラムのみであり、それぞれ値段をかえず、5,000 ルピア、10,000 ルピアで販売している。閑散期は繁忙

期よりも安い値段で農家から豆を買い取っているために、グラム数を少し増やしても儲けがでるため、

このような設定になっている。 
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バトゥトゥモンガはコーヒー農家が多いが、自宅で粉砕の工程までおこなっている家は少ない。そ

のため、製品化した粉コーヒーの需要はあると考えられる。 

しかし、需要はあっても、コーヒー農家の人たちも自分の家でとれたコーヒーを自宅で日常的に飲

む。そういう場合、ヨセプさんが 1 リットルあたり 1,000 ルピアで粉砕を代行している。粉砕機はガ

ソリンが動力となるので、ガソリンの価格によって粉砕代行の値段も変動する。12 月にはいるまえま

では 1 リットルあたり 1,500 ルピアでおこなっていたが、12 月にはいってガソリンの価格が下がった

ので、現在の 1 リットルあたり 1,000 ルピアという価格になった。ところが、ガソリンの価格が高い

ときも 1,000 ルピアしか払わない人もいるそうである。0.5 リットルなどの端数がでたときも 500 ルピ

アを請求したりせず、サービスとしてやってあげる。 

さらに、個人で営業している商店にも、粉コーヒーを卸している。全部で 10 軒以上の商店に卸して

いる。わたしが滞在中に確認できたのは 5 軒ほどである。そのうちの 1 軒である、レンポにあるティ

ニンバヨ・レストラン（Tinimbayo restaurant）は、ちょうどランテパオからバトゥトゥモンガへつづ

く主要道路にあり、また、レストラン自体が崖の上にあり、絶景を見られるスポットとなっている。

このように立地が良いという理由もあって、ヨセプさんの卸したコーヒーは良いときで 2 ヶ月にあわ

せて 100 袋も売れる。店に卸す際の店の取り分は、売り上げの 10 パーセントで、売り上げは後払いで

あるため、回収してまわる。1 度卸したコーヒーが店で売れ残っている場合は、べつの売り上げの良

い店に移動させることもある。また、トラジャ以外にも少しずつ手を広げており、100 袋以上をマカ

ッサルに郵送した。 

この粉コーヒーは、ヨセプさんが個人で商品化しているものである。インドネシア保健省

（Departemen Kesehatan Republik Indonesia）からだされる、政府の販売許可を示す登録番号（Depkes RI 

SP No.）をまだ取得していないことが懸念でもある。たとえば、もし誰かがヨセプさんの粉コーヒー

に作為的に異物を混入させて、それを飲んだ人が損害を被った場合、刑務所行きだからである。取得

すれば自分も安心を得られ、また、お客さんにも安心して買ってもらえると話していた。そんな心配

をしている理由は、具体的には、ヨセプさんが販売している粉コーヒーより安い値段で商店に卸して

いた人がおり、そこにヨセプさんの商品がはいってきてからその人の商品が売れなくなったことがあ

った。そういう人の嫉妬をかってしまって、そういった事件が起きかねないと危惧するのである。 

今年販売した粉コーヒーが、来年の 5、6 月の時点でもし余っていたら、古くなってしまうために売

らずに、自宅用にするか量が多ければ近隣に無料で配る。 

 

 

   

写真 22 粉コーヒーを袋に入れる          写真 23 粉コーヒーの計量 

（2008 年 12 月 3 日 筆者撮影）         （2008 年 12 月 3 日 筆者撮影） 

  

写真 24 袋に封をする              写真 25 粉コーヒー 

（2008 年 12 月 3 日 筆者撮影）         （2008 年 10 月 20 日 筆者撮影） 
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今年販売した粉コーヒーが、来年の 5、6 月の時点でもし余っていたら、古くなってしまうために売

らずに、自宅用にするか量が多ければ近隣に無料で配る。 

 

 

   

写真 22 粉コーヒーを袋に入れる          写真 23 粉コーヒーの計量 

（2008 年 12 月 3 日 筆者撮影）         （2008 年 12 月 3 日 筆者撮影） 

  

写真 24 袋に封をする              写真 25 粉コーヒー 

（2008 年 12 月 3 日 筆者撮影）         （2008 年 10 月 20 日 筆者撮影） 
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写真 26 粉コーヒーの販売        写真 27 ティニンバヨ・レストランでの販売 

（2008 年 9 月 1 日 筆者撮影）         （2008 年 12 月 3 日 筆者撮影） 

 

 

 7.3.5 コーヒー豆の販売―トアルコ社にたいして 

 

7.3.2 で述べたとおり、ヨセプさんはコーヒー豆の売り先を、4～10 月の繁忙期をトアルコ社に、11

～3 月の閑散期をアメリカなどに販売している仲買人に販売している。年間の扱い量で比較すれば、

約 8 対 2 の割合でトアルコ社にたいして販売する豆の方が多い。 

トアルコ社への販売は、ランテパオにあるコーヒー豆の集買所でおこなわれる。トアルコ社によっ

て登録されている 200 名の仲買人と農民がここにあつまり、取り引きをおこなう。いうまでもなくヨ

セプさんもそのひとりで、日本語を話すインドネシア人として有名である。 

 買い取られるパーチメントは、その大前提が「見た目がきれいなもの」である。ヨセプさんは、「多

少色が悪くても味には影響しない」と語っていたが、日本の消費者向けであるため基準が厳しく設け

られていることを理解しているようだった。質の悪い豆を持っていくと買い取ってもらえない。ここ

はビジネスの観点からシビアな点である。 

わたしが実習の際に聞いた、2008 年 9 月時点での 1 リットルあたりの買い取り価格は 8,500 ルピア

であった。この価格は固定ではなく変動する。さらに、3 段階のテストでそれぞれ基準値をクリアし

た場合、1 リットルあたり 350 ルピアを上限としてプラス方式でプレミアム価格が上乗せされる。3

段階のテストというのは、①見た目、②欠点率の算出、③カップテストである。 

まず、①見た目というのは文字どおりそのままの意味で、集買所で豆を買い取る際に、現地スタッ

フによって豆の状態を見たり、その香りをたしかめたりしてチェックされる。香りはフルーティーな

香りがするものが良いとされている。 

つぎに、②欠点率の算出というのは、200 グラムの豆のなかにどの程度の悪い豆（未熟豆、虫食い、

砕け豆など）があるかをチェックするものであり、その数値が 5 パーセント以内であれば買い取りが

可能となる。また、4 パーセント以内であればプレミアム価格が上乗せされる。 

最後に、③カップテストについては、決められた量を焙煎・粉砕（中煎り、あら挽き）し、グラス

にいれて湯を注ぎ、鑑定士がテイスティングする。テイスティングは、買い付けた豆から無作為に選

ばれた豆から焙煎・粉砕されたものからいれた 3 杯のコーヒーと、トアルコ社の基準を満たすサンプ

ル豆からいれた同じ 3 杯のコーヒーとをくらべておこなう。テイスティングには大体 3 人くらいの現

地スタッフによっておこなわれる。 

買い取られる単位は容積であり、1 リットルあたりの重量も計測される。この重量が 500 グラム以

上 600 グラム以下であれば良い状態で乾燥しているパーチメントということになり、600 グラム以上

になると乾燥が不十分ということになる。 

9 月 2 日に同行させてもらった際に買い付けた豆を、ヨセプさんがトアルコ社に販売した。販売し

た総容積は 865 リットルで、1 リットルあたり 8,500 ルピアなので、売り上げ合計 735 万 2,500 ルピア

であった。ただし、ランテパオの集買所までは車を借りて行くため、ガソリン代もコストとしてかか

る。農家から買い付けた価格にくわえ、車代・ガソリン代をふくめると 740 万ルピア以上で売らなけ

れば利益はない。今回の場合、利益はないが大きな損失もなかったので、かれはそこまで落胆してい

なかった。このように、車代などのコストが発生するため、豆はまとめて売らないと儲けがでない。 

今回利益がでなかった原因は、1 週間経って乾燥しきった豆と乾燥の足りない新しい豆が混ざって

いたため、豆に含まれる水分量がことなり、トアルコ社の買い取り価格が安くなったとかれは分析し

ていた。わたしは、この原因からプレミアム価格が上乗せされることなく、利益が生まれなかったの

であると理解した。 

通常、トアルコ社に売ったあとの利益は、1 トンで 20～30 万ルピアで、多いときで 50 万ルピアに

なるそうである。 
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であった。この価格は固定ではなく変動する。さらに、3 段階のテストでそれぞれ基準値をクリアし

た場合、1 リットルあたり 350 ルピアを上限としてプラス方式でプレミアム価格が上乗せされる。3

段階のテストというのは、①見た目、②欠点率の算出、③カップテストである。 

まず、①見た目というのは文字どおりそのままの意味で、集買所で豆を買い取る際に、現地スタッ

フによって豆の状態を見たり、その香りをたしかめたりしてチェックされる。香りはフルーティーな

香りがするものが良いとされている。 

つぎに、②欠点率の算出というのは、200 グラムの豆のなかにどの程度の悪い豆（未熟豆、虫食い、

砕け豆など）があるかをチェックするものであり、その数値が 5 パーセント以内であれば買い取りが

可能となる。また、4 パーセント以内であればプレミアム価格が上乗せされる。 

最後に、③カップテストについては、決められた量を焙煎・粉砕（中煎り、あら挽き）し、グラス
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地スタッフによっておこなわれる。 
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上 600 グラム以下であれば良い状態で乾燥しているパーチメントということになり、600 グラム以上

になると乾燥が不十分ということになる。 

9 月 2 日に同行させてもらった際に買い付けた豆を、ヨセプさんがトアルコ社に販売した。販売し

た総容積は 865 リットルで、1 リットルあたり 8,500 ルピアなので、売り上げ合計 735 万 2,500 ルピア

であった。ただし、ランテパオの集買所までは車を借りて行くため、ガソリン代もコストとしてかか

る。農家から買い付けた価格にくわえ、車代・ガソリン代をふくめると 740 万ルピア以上で売らなけ

れば利益はない。今回の場合、利益はないが大きな損失もなかったので、かれはそこまで落胆してい

なかった。このように、車代などのコストが発生するため、豆はまとめて売らないと儲けがでない。 

今回利益がでなかった原因は、1 週間経って乾燥しきった豆と乾燥の足りない新しい豆が混ざって

いたため、豆に含まれる水分量がことなり、トアルコ社の買い取り価格が安くなったとかれは分析し

ていた。わたしは、この原因からプレミアム価格が上乗せされることなく、利益が生まれなかったの

であると理解した。 

通常、トアルコ社に売ったあとの利益は、1 トンで 20～30 万ルピアで、多いときで 50 万ルピアに

なるそうである。 
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写真 28 ランテパオでの集買のようす       写真 29 豆の水分量をはかる 

（2008 年 9 月 5 日 筆者撮影）       （2008 年 9 月 5 日 筆者撮影） 

  

写真 30 カップテストのための焙煎           写真 31 豆を挽く 

（2008 年 9 月 5 日 筆者撮影）         （2008 年 9 月 5 日 筆者撮影） 

  

写真 32 カップテスト          写真 33 カップテストのようす 

（2008 年 9 月 5 日 筆者撮影）        （2008 年 9 月 5 日 筆者撮影） 

 

 

7.3.6 コーヒー豆の販売―トアルコ社以外にたいして 

 

トアルコ社以外への販売は、ちょうどトアルコ社の集買所からバイクで 15 分ほどのところにある、

仲買人の家でおこなわれる。その仲買人は、アメリカの取り引き先などに販売するそうである。ヨセ

プさんが事前に電話をして値段交渉をしてから集買所へと向かう。16.2 リットルはいるペンキの入れ

物で豆をはかる。すりきりいっぱいだが、軽くいれて豆の量を少なくし、売る側が儲けをだす。12 月

4 日の販売では、入れ物 7 杯の豆がはいった袋を 6 袋と端数で、全部で 692 リットル、580 万ルピアの

売り上げであった。12 月 17 日の販売では、2 袋と 43 リットルで 270 リットル、229 万 3,300 ルピアの

売り上げであった。車代やガソリン代を引いたヨセプさんの儲けは毎回大体 15 万～20 万ルピアだそ

うである。プレミアム価格が上乗せされるため、トアルコ社に販売する方が儲けがでるとのことであ

る。 

そもそも、トアルコ社以外へ販売する理由は、トアルコ社は閑散期になると集買所を閉め、買い取

りをおこなわなくなるからである。今年、2008 年は 11 月で閉まった。実際に 12 月 11 日に集買所を

おとずれた際、閉まったことを知らない農民が売りにきていた。その豆は、その人本人が作ったもの

でも集めたものでもなく、頼まれて販売しにきたということであった。閉まっている間は、ヨセプさ

んがそうしているように、アメリカなどを取り引き先としている仲買人に販売するしかない。しかし、

その仲買人も取り引き先が買い取りを休止するために、12 月 20 日に閉まるらしい。 

 このような、トアルコ社以外の売り先に関しては、人づてでどこがいいのかを知るそうだ。売り先

がアメリカなどの場合、トアルコ社に販売するときと違って、悪い豆を選別して売ることはしない。

たとえ悪い豆が多量に混入していても、故意に選別せずに販売してしまう。実際にわたしもその豆を

見たが、トアルコ社に売るときの豆からすれば考えられないような黒い色の豆、砕けた豆のくずまで

がはいっていた。この理由は、買い取る側の豆の品質チェックなどがないため、リットル数をかせぎ、

儲けをだすためである。また、アメリカなどの売り先は、まさに「質より量」であって、トアルコ社

とアメリカの豆の買い取り量には大差があり、アメリカがトアルコ社の 10～20 倍の買い取り量である。 

ヨセプさんによれば、トアルコ社が求める豆のレベルは把握しているが、売り先によって求める豆

のレベルがことなるため、そのレベルをあわせて自分の儲けをだしていくことが必要であるという。

こういった情報も人づてで売り先の状況を把握していくことが必要になる。この背景には、天候の影

響など、努力とは関係のないところが原因となって、質の悪い豆はどうしてもでてきてしまうわけで

あり、トアルコ社に売れないような、質の落ちる豆を無駄にしないためにもほかの売り先を探してい

く必要があるのである。 
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そもそも、トアルコ社以外へ販売する理由は、トアルコ社は閑散期になると集買所を閉め、買い取
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おとずれた際、閉まったことを知らない農民が売りにきていた。その豆は、その人本人が作ったもの

でも集めたものでもなく、頼まれて販売しにきたということであった。閉まっている間は、ヨセプさ

んがそうしているように、アメリカなどを取り引き先としている仲買人に販売するしかない。しかし、

その仲買人も取り引き先が買い取りを休止するために、12 月 20 日に閉まるらしい。 

 このような、トアルコ社以外の売り先に関しては、人づてでどこがいいのかを知るそうだ。売り先

がアメリカなどの場合、トアルコ社に販売するときと違って、悪い豆を選別して売ることはしない。
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がはいっていた。この理由は、買い取る側の豆の品質チェックなどがないため、リットル数をかせぎ、

儲けをだすためである。また、アメリカなどの売り先は、まさに「質より量」であって、トアルコ社

とアメリカの豆の買い取り量には大差があり、アメリカがトアルコ社の 10～20 倍の買い取り量である。 

ヨセプさんによれば、トアルコ社が求める豆のレベルは把握しているが、売り先によって求める豆

のレベルがことなるため、そのレベルをあわせて自分の儲けをだしていくことが必要であるという。
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あり、トアルコ社に売れないような、質の落ちる豆を無駄にしないためにもほかの売り先を探してい

く必要があるのである。 
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写真 34 販売への出発準備            写真 35 車に積む 

（2008 年 12 月 4 日 筆者撮影）        （2008 年 12 月 4 日 筆者撮影） 

   

 写真 36 広げられたパーチメント           写真 37 豆の計量 

（2008 年 12 月 4 日 筆者撮影）         （2008 年 12 月 4 日 筆者撮影） 

 

 

7.3.7 ヨセプさんのビジネススタイル 

 

ヨセプさんは自称ビジネスマンである。わたしも滞在中に、いくつかの商売に勧誘された。粉コー

ヒーの日本での販売、新しくはじめた（少し怪しげな）プロポリスの商売、バトゥトゥモンガ近くに

手織りの布を織る人がおり、そこでわたしも腰巻を購入したのだが、それの日本での販売などである。

いたるところにアンテナをはりめぐらし、ビジネスチャンスを逃すまいとする姿勢には脱帽である。 

コーヒーの仲買人の関連でいうと、一種の金貸しのようなこともやっている。コーヒーの閑散期に

農家は金銭的に苦しい状況になることが多いらしく、その場合には無利息で現金を貸す。繁忙期にな

ればコーヒーを売ってくれるからそれで成りたつという。さらに、携帯電話のプリペイドカードを貸

したりもする。ただし、これはヨセプさん独自のやりかたであり、まったく何も貸さない仲買人もい

る。かれはこういったことをする理由を、「お金がないときに助けられるとすごく感謝されるから」と

表現したが、わたしはそれを聞いてすぐに「情けは人のためならず」ということばをおもいうかべた。

もちろん、地域で助けあいながらくらしているという側面もある。しかし、これはヨセプさん流のビ

ジネスのやりかたであって、確実に取り引き先をつなげておく、ある程度の経済力のあるヨセプさん

にしかできないやりかたで、おたがいが持続的に取り引きをつづけていくことのできる方法であると

感じた。 

さらに、電気工事の仕事がある。前述のとおり、ヨセプさんには大学を卒業して、建設会社で電気

関係の仕事をしていた経験があるため、工事をすることができる。ある村全体がまだ電気が通ってい

ないらしく、全体で 40 軒の工事予定がある。この工事をおこなって全部の収入がはいれば、バイク 1

台くらいの収入になる14。しかし、自分でおこなうのではなく人を雇って仕事をする予定である。と

いうのは、それだけに時間をとられるのを避けるためである。 

 ヨセプさんはそのほかにもオーストラリア産のプロポリスの営業をおこなっている。これに関して

は、インドネシア土着のものではなく世界的なビジネスだそうなので、詳述は避ける（もっとも、そ

のビジネスの説明をうけてシステムが怪しすぎると感じたという理由もある）。 

 

 

 

写真 38 プロポリスの営業 

（2008 年 12 月 14 日 筆者撮影） 

 

 

                                                          
14 バイク 1 台はおよそ 1 千万ルピア～1 千 5 百万ルピアである。平均的なインドネシアの家庭の月収

5～10 倍に相当する。
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このように、できることは全部やるという姿勢であるが、収入源の大半を占めるのがコーヒー仲買

人としての仕事からである。月収は流動的なので、なんともいえない。また、区長の月収も聞きだす

ことができなかったので、ヨセプさんの全体の月収がいくらなのかは不明である。ヨセプさんによる

と、実際にバトゥトゥモンガに住んでいる、妻が小学校の校長、夫が高校の会計というある公務員の

夫婦の月収は 500 万ルピアだそうで、これはかなり裕福だとのことである。完全に推測であるが、と

もに生活した感覚からすると、インドネシアの平均的な家庭の月収が 100～200 万ルピアだといわれて

いるから、ヨセプさんはその平均とさきの公務員の家庭の中間くらいだとおもわれる。 

 最近の支出の面で大きなものは、奥さんの出産にかかわる費用である。国の制度によって出産にか

かわる入院費は無料だったが、その後は出産した病院とは別の近くの病院に通院したため、全体で 400

万ルピアくらいかかった。 

ところで、スロアラ村のほかの農家には、コーヒーや米の収穫期以外の時期には、トラジャの伝統

的なナイフやナタをつくって生計をたてている世帯もある。さらに、ヤシ酒をつくる農家は商店に販

売して生計をたてている。毎日販売して 1 ヶ月で 600 万ルピアの売り上げになる。ヨセプさんによれ

ば、トラジャの伝統として、教会や儀礼のために寄付する文化があるため、収入がある程度あっても

生活をやっていくのは容易ではない。 

 

 

 
写真 39 ナタ・ナイフを作る家 

（2008 年 9 月 1 日 筆者撮影） 

※写真はヨセプさんである。 

 

 
8 トアルコ・ジャヤ社のビジネス 

 

 8.1 事業史 

 

 2.2 でも述べた、幻のトラジャコーヒーの復活をかけたプロジェクトがキーコーヒーによってはじめ

られる。1970 年の春、役員室に一握りのコーヒー豆がもちこまれる。これがそのトラジャコーヒーの

生豆であった。1973 年に予備調査としてスラウェシ島に入った、当時副社長であった大木久さんは、

トラジャ地方の農家にコーヒーをもらい、その味に感動したという。しかし、かつてオランダ人が経

営していたコーヒー農場は、領主がいなくなって以来ジャングルと化して荒れ放題であり、また、あ

まりにも品質を無視した現地の粗放的な精選加工の実態に、大木さんは再興を決意した。その後、パ

ダマランに農場を作るため道路をつくることからはじめ、同時に農家にたいして栽培の技術指導や啓

蒙活動にも着手した。 

1976 年に現地法人トアルコ・ジャヤ社を設立し、翌 1977 年にはトアルコ社産のトラジャコーヒー

が初めて日本に輸送される。その翌年の 1978 年に商品名が「トアルコ・トラジャ」に決定し、3 月 10

日に全国一斉発売され、このとき初めて市場にでまわり、復活を遂げる。1979 年にパダラマン農園に

コーヒーの苗木 1 万本が植えおわり、収穫可能な土台ができあがる。1984 年には農園内に精選加工工

場が完成した。1994 年にはその工場の一部を焙煎工場に改修し、1995 年にインドネシア国内での焙煎

事業もはじまった。2000 年以降はコーヒーの品質を高めるため、定温 15 度輸送のコンテナの導入や、

認証の取得、新品質規格の策定などがおこなわれ、現在 30 周年をむかえるにいたっている。 

 

 8.2 パダラマン農園 

 

 トアルコ社の自社農園であるパダラマン農園は、ランテパオから 18 キロメートルのところにある。

標高 900～1250 メートルのところに、530 ヘクタールの広さがある。作付面積は 315 ヘクタールで、

現在、合計 35 万本のコーヒーの木が栽培されている。豆の生産量は 100～140 トンであり、平均 120

トンほどである。農園にくわえて精選工場、焙煎工場も有し、季節労働者を雇っている。その大半は

女性である。 
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写真 40 パダマラン農園 

出所：キーコーヒー株式会社［n.d.］「Key Coffee News Release」 

（http://www.keycoffee.co.jp/archive/news/071218-1.pdf） 

 

栽培の方法を伺った。種子を苗床にまいてから 2 ヵ月後に根付き、出芽する。豆は 2 センチメート

ルおきにまくそうである。その後、8 ヶ月で農園へ植樹する。その際には、根はまっすぐ伸びた状態

の苗しか移植することはできない。というのも、根が曲がっていれば、植樹しても枯れてしまうから

である。植樹の際は、1 ヘクタールに 1000～2000 本の割合でおこなう。肥料は化成肥料をもちいるが、

標高 1200 メートルのところで 10 ヘクタールの広さに約 1 万本、有機栽培のものもある。 

 

 

    
写真 41 出芽した苗のようす             写真 42 苗床 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）        （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

 

       
写真 43 パダラマンのコーヒー         写真 44 収穫されたレッドチェリー 

   （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）         （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

  

 

収穫時期は 3～8 月で、最盛期が 6 月である。収穫にたずさわるのも女性の労働者が多い。肥料など

が入っていた袋をリサイクルし、首からかけられるように手作りした袋を使って、どんどんそのなか

に摘んだレッドチェリーを入れていく。わたしも体験させてもらったが、赤い実だけをただ単に摘ん

でいくだけでなく、葉や茎などを傷つけないように注意しなければならない。農園内の木は 1.6 メー

トルに剪定されており、収穫が容易におこなえ、生産性を高めた効率的な栽培をおこなっている。 

摘んだ実は精製作業に入るが、農園では水洗式という方法がとられている。農園にかぎらず、水の

豊富なトラジャは水洗式でおこなわれる。水洗式のほかにも乾燥式と半水洗式がある。乾燥式は、収

穫された果実を広げ、天日に 4～10 日間、干す。自然発酵して剥離しやすくなった果肉を果肉除去機

で除去し、パーチメントの状態にする。この方法は、比較的作業が簡単であるが、時間がかかり、天

候にも左右される。アラビカ種ではおもにブラジル、エチオピアなどで採用されている。半水洗式は、

果実を水槽で洗い、果肉除去後の処理工程を乾燥式でおこなう方法である。選別の精度をあげる目的

などのためにブラジルの一部で採用されているが、品質の評価はあまり良くない。同農園で採用され

ている水洗式は、収穫した果実を水槽に入れて不純物をとりのぞく。その後、果肉除去機にかけて、

果肉を除去し、1、2 日間以上発酵槽に入れて、粘液質を除去する。そして天日乾燥と乾燥機を併用し

て最適な水分量に調整する。 

この果肉除去機は、以前は手動のものを使用していたが、ここ 6 年で導入された機械では粘液質を

すべて取りさることが可能であり、発酵の過程が省けるため、時間と手間の短縮ができるようになっ
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た。また、乾燥には天日だけだと豆の水分量が 50 パーセントくらいにしかならないため、乾燥機を使

って 10.5 パーセントにまで乾かす。農園には乾燥機が 9 基あり、ひとつの機械で 1 度に 1 万リットル

の豆を乾燥することができる。 

乾燥を終えた豆は、脱穀され、選別の工程にうつる。ここでも女性が机に向かってひたすら選別の

作業をおこなっている。色のついた豆や未熟豆、虫食い豆、くず豆、変形豆など不適格な豆はすべて

除去される。わたしも実際に体験したが、この作業は素人には無理だと断言できるほど、その判別が

むずかしい。色がついているものはわかりやすいが、未熟豆とか虫食いといわれても、なかなか区別

がつきにくい。 

 選別されたあとの豆は、欠点率の算出もおこなわれる。200 グラムのなかに、たとえば色のついた

豆は 1 粒たりとも混ざっていてはいけない。味に影響をおよぼすおそれがあるからである。形の悪い

豆などは 3、4 粒であれば可とされている。同時に鑑定士によるカップテストも実施される。 

テストに合格した豆は麻袋に入れられて倉庫に保管され、マカッサルの支社へと輸送される。雨季

は雨天の日が多く、湿度も高くなるため、マカッサル支社にある倉庫は保管に適していない。そのた

め、豆がマカッサルに到着するとカップテストなどのテストをへて、最大 5 日、平均して 3 日以内に

はコンテナに積んで輸出される。 

 

 

 

写真 45 レッドチェリーの発酵槽 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

 

      
写真 46 自動果肉除去機           写真 47 豆の水洗作業 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）       （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

   

写真 48 水洗を終えた豆             写真 49 乾燥工程へ 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）         （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

    

写真 50 広げられたパーチメント         写真 51 豆の乾燥機 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）        （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 
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写真 52 脱穀機               写真 53 選別作業 

（2008 年 9 月 2 日 筆者撮影）       （2008 年 9 月 2 日 筆者撮影） 

 

 

8.3 インタビューから 

 

 2 回目の訪問で、12 月 15 日にトアルコ・ジャヤ社ランテパオ本社のプロダクトマネージャー佐々木

徹さんと、12 月 19 日にトアルコ・ジャヤ社マカッサル支社の副社長米田俊二さんに話を聞く機会を

えて、トアルコ社の事業や事業にたいするおもいについて詳しく伺うことができた。なお、佐々木さ

んへの訪問は、ヨセプさんにも同席してもらった。 

 

 8.3.1 インタビュイーについて 

 

 現在、トアルコ・ジャヤ社ランテパオ本社のプロダクトマネージャーである佐々木徹さんは、キー

コーヒーから出向というかたちでトアルコ社に勤めて 3 年目である。上述のように、ランテパオ本社

には豆の集買所を構えており、契約している農家や仲買人から豆の購入と、その際にテストをおこな

っている。実習でわたしが見学した際にはインドネシア人のスタッフが 10 人ほどおり、佐々木さんは

そのスタッフを統括するマネージャーとしてトアルコ社に赴任している。トアルコ社に赴任する以前

は、キーコーヒーの製造の現場で働いていたそうで、なぜ自分がこんな場所にきたのかわからないと

笑っておられた。 

 また、同社マカッサル支社の副社長である米田俊二さんは、わたしの勝手な予想を裏切り、まだ赴

任してから 1 年で 40 代前半の若い方であった。大学を卒業してから食物の専門商社である、株式会社

東食に就職したが、会社が経営破たんを起こし、2000 年 9 月、カーギルエイシアパシフィックリミテ

ッドが 100%親会社になる。2007 年 6 月、社名が株式会社カーギルジャパンとなり、そこで穀物を扱

う部署にいたそうである。現在、出向としてトアルコ社のマカッサル支社に赴任している。このマカ

ッサル支社の役割は大きくふたつあり、輸出業務と管理部門の財務・経理・労務である。また、パイ

ロット的な取り組みとして、小規模の精選工場もある。 

 

 8.3.2 集買に関して 

 

上述のとおり、トアルコ社は、登録されている 200 名の農家と仲買人を対象に、その豆の集買をお

こなっている。登録制にする目的としては大きくふたつが挙げられる。 

ひとつめは、登録している人がどのような人であるかを把握するためである。これには、もし登録

制にせず、だれかれからも豆を買っていれば歯止めがかからないという背景がある。登録に際しては、

素性がはっきりしない人は断り、村長の署名のはいった推薦状などと身分証明書の提示を必須要件と

している。 

ふたつめは、持ち込まれる豆がどのようなものであるかを把握するためである。これは、ひとつめ

の目的と重なる部分があり、登録制にすることで、その人の持ってくる豆がどのあたりの標高であり、

きちんとその地域のものかどうかを把握するためである。他地域、たとえばエンレカン（Enrekang）

県のものなどを持ち込まれれば、純粋なトラジャコーヒーではなくなってしまうため、こういった事

態を防がねばならない。また、標高に関しては、標高のより高いところで栽培された豆が良いとされ

ているため、買い取り価格を決定するときの情報として使用される。 

詳しい登録のシステムについては、1 年契約となっており、登録したが 1 年間豆を持ってこなけれ

ば登録は解除になる。「農民→仲買人→農民」というサイクルで 2 年に 1 回登録を更新している。登

録している農民と仲買人の割合は、農民の方が圧倒的に多いが、当然ながら豆の取引量は圧倒的に仲

買人の方が多い。 

さらに、集買の際に、持ち込まれた豆の品質をチェックし、買い取れる豆かどうかを判断し、買い

取れる豆である場合、プレミアム価格を設定するために、3 段階のテストがおこなわれる。佐々木さ

んの話によれば、2 段階目の欠点率の算出では、実はその欠点数が多いだけなら、品質の面ではあま

り問題なく受け取れるそうである。というのも、集買後の豆は、悪い豆をふるいにかける選別作業を

へてから出荷を待つことになるからである。しかし、この選別の手間と、ふるいにかけた悪い豆の分

の損失が発生するため、買い取ることはできない。ディスカウントさせてくれるなら、受け取れなく

もないそうであるが、理解してもらうことがむずかしく、現実にはできないそうである。 

この欠点率のテストに関して、ヨセプさんは以下のような意見を聞かせてくれた。 

「売ろうとしている豆が、ほかは全部いいのにたまたまひとつふたつ悪い豆がはいっていたときに
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も断られる場合があるが、これは困る。どれだけ頑張って選別しても、欠点のある豆は混入してしま

う。コーヒーの全体を見て判断すべきである」 

この件について佐々木さんに質問すると、以下のような回答をえられた。 

「仲買人が悪い豆がはいっていることにたいして、『たくさんの豆のなかのちょっとだけならいいだ

ろう』という考えかたではだめで、悪い豆が混ざっているのは農家ではなく仲買人の責任であるのだ

から、仲買人は農家の人に教えていくことが仲買人の責任である。受け取れなくはないが、それを許

してしまうと先々に影響するというリスクを犯してまではやれない。この事業はボランティアではな

くビジネスであるからそのあたりは厳しくやっていく」 

また、3 段階目のテストであるカップテストについては、輸出までに 5、6 回、日本国内でも 4、5

回おこなうそうである。品質の悪い豆が見つかるのは確率の問題であるから、何度もおこなって万が

一というのを防いでいる。 

 さらに、集買にかかわる重要な問題が、その買い取り価格の設定である。佐々木さんによれば、1

リットルどのくらいで買えばニューヨークの国際相場の指標に見あうかをつねに意識しているそうで

ある。さらに、トラジャでトアルコ社と同じようにコーヒーの買い取りをおこなっている他社との比

較も考慮にいれる。その 2 種類の相場をかんがみ、差をつけてどれくらいが適切かを決める。どのよ

うにして差をつけるのか、そのシステムについて詳しいことは聞けなかったが、その理由として、コ

ーヒー豆の品質を維持したいという考えがある。また、事業を 30 年つづけてきたその経験から、現地

の農家や仲買人の生活レベルを考慮し、買い取り価格に見あうのかを判断し、差をつけるのである。

これは、国際相場が下がれば価格も下がる可能性が往々にしてあるともいえる。米田さんによれば、

地域の相場を荒らしにくる人（これは、地場の仲買人などのことを指しているとおもわれる）もいる

そうで、買い取り価格を高く設定してくる人もいるから、トアルコ社の買い取り価格は地域の相場に

も左右される。 

 トアルコ社は、豆の集買に際して農家と仲買人の登録制というシステムをとっているが、「契約農家」

はもっていない。米田さんによれば、このことによって、農家の選択の自由があるそうである。トラ

ジャにはトアルコ社のほかにも売り先はさまざまで、アメリカをはじめドイツ、カナダ、オーストラ

リアの企業が買い取りをおこなっているため、需要があり、農家は売り先で困るということはない。

トアルコ社としては、「良い豆を持ってきてくれたらプレミアムをだしますよ」という姿勢である。品

質を確保するためにプレミアムをだし、その利益を求めてトアルコ社に販売してくるように、仲買人

にうまくはたらきかけるのである。このことを米田さんのことばでいえば、「仲買人はトアルコ社を利

用し、トアルコ社もかれらを利用する」ということである。しかし、仲買人とだけ取り引きするので

はなく、農家とも取り引きし、少量でも買い取りをおこなっている。このことが大事だと米田さんは

言っていた。 

 

 8.3.3 事業に関して 

 

トアルコ社は、パダマラン農園でのコーヒー栽培よりも集買での取り引きに注力している。実際に、

取り引き量（生産量）の割合は「100 トン：500 トン＝パダマラン農園：集買」である。標高の高い場

所のコーヒーほどおいしいとされる原則にしたがえば、農園はその環境には遠いという現状がある。

さらに、農園は精選工場を有しており、人件費など運営資金がかかり、その維持費も安くはない。ま

た、農業案件であるため自然と闘わなければならない。このように、一見その存在意義がどこにある

のか疑問に感じられる農園であるが、その存在意義に関して米田さんに聞いた。それは、トアルコ社

のインドネシア人スタッフ、パダマラン農園の周辺から働きにきている精選工場での季節労働者など、

農園の存在によって現地の人との関係が生まれてきた。商売ベースで儲からないからきってしまうと

いうわけではない。集買だけやっていたのでは、いまのような人とのかかわりが生まれなかったはず

である。また、30 年間地場で事業をおこなってきたという事実をかたちとしてあらわす、一種の「証」

としての役割を果たしているという話を聞くことができた。今後は、その「証」を具体化しなければ

ならないと考えており、2007 年 12 月 10 日に農園がグッド・インサイド（Good Inside）認証を取得し

たことを皮切りに15、レインフォレスト・アライアンス（Rainforest Alliance）認証取得に向けても動き

だしている16。 

 トアルコ社は、「良質の豆を確保する」という大目的のために、農家にたいして大きくふたつの取り

組みをおこなっている。 

ひとつは、農家へのコーヒー栽培にかんする技術指導である。1 年に 1 回、閑散期になると 7、8 箇

所の村を訪問し、講習会というかたちで農家に技術指導をおこなう。その際にコーヒーの苗木を無償

で配布し、1 シーズン全体で計 2、3 万本のコーヒー苗を配布する。その講習会では、コーヒーの苗木

を植える際にはほかの木を切らずに植え、また、1 度植えたものを大事に育てていくことが大切であ

るという話をしているそうだ。それは、ほかの木を切りすぎることによって、コーヒーの木に日光に

当たりすぎると葉だけが茂るため、シェード･ツリー（庇陰樹）17となる木がある程度必要であるから

である。これには、農家の人たちが、土壌が悪くなるとその土地を手放す→放置→さらなる荒廃とい

う悪循環があり、その連鎖を断ち切る意味もこめられている。佐々木さんによれば、自分たちのため

                                                          
15 オランダに本社をおく、国際的なコーヒー認証プログラムのひとつで、コーヒー焙煎業者のための

行動規範である。食物の安全性と、環境的、社会的に適正な栽培の実践に対し基本的な保証を規定。

零細農家の組合だけでなく、大規模農園のコーヒー豆も対象としている。買い手と生産者との間の長

期にわたる取り引き関係を規定。買い手が市場価格と通常の品質特別価格にくわえて、「持続可能性の

ための特別割増価格」を支払うことを奨励している。
16 自然と熱帯雨林の保護を目的としており、持続可能な農場経営を推進するものである。認証された

製品は、害虫・疫病管理や土壌や水の保護、適切な労働者への待遇など、環境的な責任をおった経営

方法で生産されたことを保証する。労働者には最低賃金と団結権が保障される。
17 コーヒーの木に直射日光が当たりすぎるとその生育に障害をきたすため、適度に日陰をつくるため

に植える木のこと。
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も断られる場合があるが、これは困る。どれだけ頑張って選別しても、欠点のある豆は混入してしま

う。コーヒーの全体を見て判断すべきである」 

この件について佐々木さんに質問すると、以下のような回答をえられた。 

「仲買人が悪い豆がはいっていることにたいして、『たくさんの豆のなかのちょっとだけならいいだ

ろう』という考えかたではだめで、悪い豆が混ざっているのは農家ではなく仲買人の責任であるのだ

から、仲買人は農家の人に教えていくことが仲買人の責任である。受け取れなくはないが、それを許

してしまうと先々に影響するというリスクを犯してまではやれない。この事業はボランティアではな

くビジネスであるからそのあたりは厳しくやっていく」 

また、3 段階目のテストであるカップテストについては、輸出までに 5、6 回、日本国内でも 4、5

回おこなうそうである。品質の悪い豆が見つかるのは確率の問題であるから、何度もおこなって万が

一というのを防いでいる。 

 さらに、集買にかかわる重要な問題が、その買い取り価格の設定である。佐々木さんによれば、1

リットルどのくらいで買えばニューヨークの国際相場の指標に見あうかをつねに意識しているそうで

ある。さらに、トラジャでトアルコ社と同じようにコーヒーの買い取りをおこなっている他社との比

較も考慮にいれる。その 2 種類の相場をかんがみ、差をつけてどれくらいが適切かを決める。どのよ

うにして差をつけるのか、そのシステムについて詳しいことは聞けなかったが、その理由として、コ

ーヒー豆の品質を維持したいという考えがある。また、事業を 30 年つづけてきたその経験から、現地

の農家や仲買人の生活レベルを考慮し、買い取り価格に見あうのかを判断し、差をつけるのである。

これは、国際相場が下がれば価格も下がる可能性が往々にしてあるともいえる。米田さんによれば、

地域の相場を荒らしにくる人（これは、地場の仲買人などのことを指しているとおもわれる）もいる

そうで、買い取り価格を高く設定してくる人もいるから、トアルコ社の買い取り価格は地域の相場に

も左右される。 

 トアルコ社は、豆の集買に際して農家と仲買人の登録制というシステムをとっているが、「契約農家」

はもっていない。米田さんによれば、このことによって、農家の選択の自由があるそうである。トラ

ジャにはトアルコ社のほかにも売り先はさまざまで、アメリカをはじめドイツ、カナダ、オーストラ

リアの企業が買い取りをおこなっているため、需要があり、農家は売り先で困るということはない。

トアルコ社としては、「良い豆を持ってきてくれたらプレミアムをだしますよ」という姿勢である。品

質を確保するためにプレミアムをだし、その利益を求めてトアルコ社に販売してくるように、仲買人

にうまくはたらきかけるのである。このことを米田さんのことばでいえば、「仲買人はトアルコ社を利

用し、トアルコ社もかれらを利用する」ということである。しかし、仲買人とだけ取り引きするので

はなく、農家とも取り引きし、少量でも買い取りをおこなっている。このことが大事だと米田さんは

言っていた。 

 

 8.3.3 事業に関して 

 

トアルコ社は、パダマラン農園でのコーヒー栽培よりも集買での取り引きに注力している。実際に、

取り引き量（生産量）の割合は「100 トン：500 トン＝パダマラン農園：集買」である。標高の高い場

所のコーヒーほどおいしいとされる原則にしたがえば、農園はその環境には遠いという現状がある。

さらに、農園は精選工場を有しており、人件費など運営資金がかかり、その維持費も安くはない。ま

た、農業案件であるため自然と闘わなければならない。このように、一見その存在意義がどこにある

のか疑問に感じられる農園であるが、その存在意義に関して米田さんに聞いた。それは、トアルコ社

のインドネシア人スタッフ、パダマラン農園の周辺から働きにきている精選工場での季節労働者など、

農園の存在によって現地の人との関係が生まれてきた。商売ベースで儲からないからきってしまうと

いうわけではない。集買だけやっていたのでは、いまのような人とのかかわりが生まれなかったはず

である。また、30 年間地場で事業をおこなってきたという事実をかたちとしてあらわす、一種の「証」

としての役割を果たしているという話を聞くことができた。今後は、その「証」を具体化しなければ

ならないと考えており、2007 年 12 月 10 日に農園がグッド・インサイド（Good Inside）認証を取得し

たことを皮切りに15、レインフォレスト・アライアンス（Rainforest Alliance）認証取得に向けても動き

だしている16。 

 トアルコ社は、「良質の豆を確保する」という大目的のために、農家にたいして大きくふたつの取り

組みをおこなっている。 

ひとつは、農家へのコーヒー栽培にかんする技術指導である。1 年に 1 回、閑散期になると 7、8 箇

所の村を訪問し、講習会というかたちで農家に技術指導をおこなう。その際にコーヒーの苗木を無償

で配布し、1 シーズン全体で計 2、3 万本のコーヒー苗を配布する。その講習会では、コーヒーの苗木

を植える際にはほかの木を切らずに植え、また、1 度植えたものを大事に育てていくことが大切であ

るという話をしているそうだ。それは、ほかの木を切りすぎることによって、コーヒーの木に日光に

当たりすぎると葉だけが茂るため、シェード･ツリー（庇陰樹）17となる木がある程度必要であるから

である。これには、農家の人たちが、土壌が悪くなるとその土地を手放す→放置→さらなる荒廃とい

う悪循環があり、その連鎖を断ち切る意味もこめられている。佐々木さんによれば、自分たちのため

                                                          
15 オランダに本社をおく、国際的なコーヒー認証プログラムのひとつで、コーヒー焙煎業者のための

行動規範である。食物の安全性と、環境的、社会的に適正な栽培の実践に対し基本的な保証を規定。

零細農家の組合だけでなく、大規模農園のコーヒー豆も対象としている。買い手と生産者との間の長

期にわたる取り引き関係を規定。買い手が市場価格と通常の品質特別価格にくわえて、「持続可能性の

ための特別割増価格」を支払うことを奨励している。
16 自然と熱帯雨林の保護を目的としており、持続可能な農場経営を推進するものである。認証された

製品は、害虫・疫病管理や土壌や水の保護、適切な労働者への待遇など、環境的な責任をおった経営

方法で生産されたことを保証する。労働者には最低賃金と団結権が保障される。
17 コーヒーの木に直射日光が当たりすぎるとその生育に障害をきたすため、適度に日陰をつくるため

に植える木のこと。
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になるような植林をしていけるようになることが必要で、トアルコ社は、土地のことも考え、将来の

ことも考えて、こういった内容を話すそうである。この指導の成果は、具体的な数字などになってあ

らわれることはないが、米田さんによれば、多くの農家の人たちが良質の豆を持ってきてくれるよう

になったということが指導の効果を生んでいると感じる瞬間である。 

 もうひとつは、地域への援助である。これは、キーコーヒー本体が中心となっておこなっている。

1990 年 8 月に創業 70 周年記念事業の一環として、社員が資金を拠出し、設立した財団である「キー

コーヒーLACS70 記念財団」（以下「LACS70」と表記する）では、大規模災害などが発生した際の見

舞金の寄付やコーヒー生産国への物品の贈呈などをおこなっている。具体的には、2006 年 6 月中旬か

ら下旬にかけて、インドネシア南スラウェシ州にて、多数の死者が発生した豪雨災害にたいして、ト

アルコ社もくわえた 2 社 1 財団で見舞金 1 億ルピア（約 130 万円）を同州政府に寄付している。さら

に、LACS70 では、コーヒー生産地の子供達の IT 学習に寄与するとともに、町から遠く離れた地域の

情報活性化促進を目的に、人工衛星によりインターネット回線に接続したパソコンを設置したスペー

ス（「ワールド PC ステーション 1 号館」）をトラジャに建設している［キーコーヒー株式会社 n.d.］。 

これらは、キーコーヒーの考えのもとで進められた企業の社会的責任（CSR: Corporate Social 

Responsibility）としての取り組みであるため、インタビューでその実態を詳しく聞くことはなかった。 

トアルコ社独自の援助としての取り組みで、わたしが興味深いとおもったことは、標高 1800 メート

ルにある、トラジャで最も標高が高く、良質のコーヒーがとれるとされているプルプル地区の農家の

人たちに馬を貸与していることである。わたしはおとずれたことはないが、標高が高いということも

あってインフラが整っておらず、豆は良質なものがとれるにもかかわらず、車やバイクで販売しにく

ることができない。そのため、トアルコ社が馬を貸し、農家の人たちは集買で得たお金を使い、ラン

テパオの市場で生活に必要な砂糖などを買って、その馬で家まで帰る。この話を聞いて、ヨセプさん

のビジネススタイルである、取り引き先の農家に現金を貸すかわりに収穫期に豆を売ってもらうとい

う方法と似ていると感じた。つまり、このトアルコ社がおこなっている方法も、トアルコ社とプルプ

ル地区の農家がおたがいに持続的に取り引きをつづけていくことのできる方法なのである。 

 

 8.3.4 今後の展望について 

 

トアルコ社が直面している課題および今後の展望について、いくつか伺うことができた。 

まず、米田さんの赴任しているマカッサル支社の役割についてである。現在、マカッサル支社には、

そのオフィスのすぐとなりに、出荷するまえの豆を保管するための倉庫にくわえ、パダラマン農園に

あるものを小規模にした精選工場がある。去年の 2007 年からその操業がはじまったが、生産量でいえ

ばまだ全体の数パーセントしかないため、新しいもっと規模の大きい工場もつくる予定で、その土地

を探している最中である。工場をつくる理由は、効率化が前提にあり、豆の品質の追求とコストの削

減のためもある。環境にやさしいものづくりという側面からも、パダラマンにある豆の乾燥に使用す

る乾燥機 9 基は、二酸化炭素を排出するうえ、燃料費もかかり、環境の面でもコストの面でもよくな

い。天日干しにすれば、環境の面でもコストの面でも改善される。パダラマンは雨天の日が多いため、

乾燥をおこなうには不向きである。したがって豆の乾燥にはボイラーを焚いて乾燥機を使わざるをえ

ない場合が多い。一方、マカッサルは乾季の陽射しがきついので、乾燥に適している。また、天日干

しは時間をかけておこなうために品質も良くなるという人もいる。 

もし、パダラマンにある乾燥機を今後使わないのであれば、乾燥と精選の過程がマカッサルに移る

ことになる。そこで生じるのが、パダラマンとマカッサルでその過程の比率をどうするかが課題にな

る。パダラマンでの雇用を維持しながら、マカッサルで作業をおこなっていくことが課題であると米

田さんは語っていた。 

つぎに、売り先を増やすということが挙げられる。現在、トアルコ社はキーコーヒーのみを売り先

にしておらず、アメリカの外資系の企業ともここ 3 年間で取り引きがあり、わたしのおとずれた 2008

年 12 月中に輸出予定であった。さらに、アメリカの小規模の焙煎会社から高い評価をうけ、今後、取

り引き予定であるという。高い評価というのは、グアテマラなどの産地で知られる中米以外の国ぐに

で、収穫から加工まで、一連の管理がしっかりしているのはトアルコ社だけだという評価をうけたそ

うである。しかし、トアルコ社は一貫してスペシャルティコーヒーとしてトラジャコーヒーを販売す

るという姿勢であるから、価格を安くして売れず、専門店などをターゲットにして売るために、狭き

門になってしまう。また、専門店などは取扱量が小さいので売り上げが格段に伸びるということも期

待できない。 

そうはいうものの、2008 年はトアルコ社の売り上げが予算の 64 パーセントにしかなっていないそ

うである。アメリカや、ヨーロッパにも販路を拡大し、輸出していくことが必要になってくると同時

に、トラジャコーヒーを広めていくという側面からも、そのことが地域の貢献につながるとおもい、

やっていくそうである。 

さらに、集買の際に生じる、トアルコ社のインドネシア人スタッフによる、癒着の問題がある。ヨ

セプさんから聞いた話で、ほかの仲買人たちも言っていた様であるが、ヨセプさんが仲買人をはじめ

たころ、集買の際に買い取ってもらえない期間が長くつづき、ほかの仲買人と話しても同じ状況であ

ったという。上述のとおり、プルプル地区のコーヒー豆は良質であるとされており、それを販売しに

きた人が断られているのを見て、いままでそんな事態はなかったと同じ仲買人に聞き、癒着が起こっ

ているのではないかと疑ったそうである。実際に、集買にかかわるインドネシア人スタッフのトップ

がマカッサル支社に異動になってから、売れるようになりだしたこともある。 

この話を佐々木さんに聞いたところ、人からいろんな話があるが、証拠がないために判断できない

とのことであった（ヨセプさんによれば、佐々木さんが赴任するまえの出来事であるため知らないの

かもしれないと言っていた。また、あとで聞いた話だが、佐々木さんに話を聞きに行ったランテパオ
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になるような植林をしていけるようになることが必要で、トアルコ社は、土地のことも考え、将来の

ことも考えて、こういった内容を話すそうである。この指導の成果は、具体的な数字などになってあ

らわれることはないが、米田さんによれば、多くの農家の人たちが良質の豆を持ってきてくれるよう

になったということが指導の効果を生んでいると感じる瞬間である。 

 もうひとつは、地域への援助である。これは、キーコーヒー本体が中心となっておこなっている。

1990 年 8 月に創業 70 周年記念事業の一環として、社員が資金を拠出し、設立した財団である「キー

コーヒーLACS70 記念財団」（以下「LACS70」と表記する）では、大規模災害などが発生した際の見

舞金の寄付やコーヒー生産国への物品の贈呈などをおこなっている。具体的には、2006 年 6 月中旬か

ら下旬にかけて、インドネシア南スラウェシ州にて、多数の死者が発生した豪雨災害にたいして、ト

アルコ社もくわえた 2 社 1 財団で見舞金 1 億ルピア（約 130 万円）を同州政府に寄付している。さら

に、LACS70 では、コーヒー生産地の子供達の IT 学習に寄与するとともに、町から遠く離れた地域の

情報活性化促進を目的に、人工衛星によりインターネット回線に接続したパソコンを設置したスペー

ス（「ワールド PC ステーション 1 号館」）をトラジャに建設している［キーコーヒー株式会社 n.d.］。 

これらは、キーコーヒーの考えのもとで進められた企業の社会的責任（CSR: Corporate Social 

Responsibility）としての取り組みであるため、インタビューでその実態を詳しく聞くことはなかった。 

トアルコ社独自の援助としての取り組みで、わたしが興味深いとおもったことは、標高 1800 メート

ルにある、トラジャで最も標高が高く、良質のコーヒーがとれるとされているプルプル地区の農家の

人たちに馬を貸与していることである。わたしはおとずれたことはないが、標高が高いということも

あってインフラが整っておらず、豆は良質なものがとれるにもかかわらず、車やバイクで販売しにく

ることができない。そのため、トアルコ社が馬を貸し、農家の人たちは集買で得たお金を使い、ラン

テパオの市場で生活に必要な砂糖などを買って、その馬で家まで帰る。この話を聞いて、ヨセプさん

のビジネススタイルである、取り引き先の農家に現金を貸すかわりに収穫期に豆を売ってもらうとい
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本社で同席していた、もうひとりインドネシア人スタッフが、当時の癒着の問題を佐々木さんに訴え

て、いまマカッサルにいる元マネージャーが集買の仕事に戻らないようにお願いしてくれとヨセプさ

んに頼んだそうである）。というのも、佐々木さんもよく癒着の話を耳にしており、そのうわさはつね

につきまとう問題である。その理由は、仲買人や農家が自分の豆を買ってくれないという状況がつづ

けば、自分の豆のよしあしを棚に上げて他人の素行が気にかかるものであるからである。しかし、佐々

木さん自身も実際にあるかもしれないと表現しており、証拠をつかんで解雇にしたこともあるそうで

ある。それを防ぐために、癒着を防ぐというまえに人を代えるということをおこなっている。ジョブ

ローテーションの管理を日本人がすることで、公平性を保っているという。国民性としても、癒着が

おきかねない状況下にあるそうだ。日本人としては誰にたいしても公正であるべきで、インドネシア

人のマネージャーの判断で動かないようにし、良い悪いの判断は基本的に日本人がするという。 

最後に、米田さんが指摘していたふたつの課題を挙げる。ひとつめは、時代の流れに取り残されな

い取り組みをしていくことであり、ふたつめは、次世代を育てていくということである。

1978 年に着手して以来、事業が 30 年たったいま、先代の苦労は認めるが、その取り組みをかたち

にしていかないと今後は通用しなくなってくるため、時代の流れを読みとり、レベルを上げていく必

要がある。さらに、たち上げ時は命令に近かったインドネシア人への教育のしかたを、インドネシア

人に自分たちで考えてやってくれるように支えるという立場で、教育の方法もシフトしていくべきで

あるという。 

この点を指摘した米田さんのことばをそのまま使うと、「過去の栄光にひきずられて『ごっこ』に興

じている。将来的にどうしたいというのがない」「（トアルコ社のコーヒーを）認めてくれる人に飲ん

でくれればそれでいいという姿勢もあるから、ビジネスとしては劣っている」という。 

具体的には、前者に関しては、8.3.3 で挙げた認証の付加価値をつけてコーヒーを売っていくことで、

アメリカやヨーロッパにも販路を広げていくことである。後者に関しては、トアルコ社のスタンダー

ドを上げるべきであるとしており、現地スタッフのレベルアップを目指している。スタッフにも地域

の格差、たとえば、ジャカルタ支社との差（英語を話せるなど）があるそうで、その格差を埋めてい

くことが必要になる。また、社員自身で何をやりたいのかをいえるようになることが最大の目標であ

る。 

 8.3.5 事業にかけるおもい 

 

最後に、佐々木さん、米田さんの、トアルコ･トラジャ事業にたいするおもいについて、インタビュ

ーした内容やわたしが感じた印象からまとめてみたい。 

佐々木さんからは、赴任して 3 年目であって、「30 年つづいた事業の歴史を、自分で終わらせたく

ないという意地」のようなものが感じられた。それは、佐々木さんの「憎まれようが、なにしようが、

妥協をせず粘り強くやっていく」ということばにもあらわれている。また、このトラジャという土地

がコーヒー栽培に適しているために良質な豆がとれることや、もともとの豆の資質が良いという理由

ももちろんあるが、それだけではない。トアルコ社の取り組みが根底にあるのであると語っていた。 

収穫量はトラジャの 10 倍あるスマトラ島のコーヒー豆だが、トラジャの豆は現時点でスマトラの豆

の 1.5～2 倍の価格をほこっている。今後もトラジャのコーヒーのレベルを上げて、世界に広く認知さ

れるようにしたいという。また、トラジャでは、競合となる焙煎会社が多く進出しているが、それら

の競合にたいしては歓迎の姿勢であるそうだ。それは、価格競争が起きて価格も上昇し、トラジャコ

ーヒーが広く認知されていくという意味で、良いことであると考えているためである。しかし、一方

で、「トラジャ」の名前を簡単にコーヒーの銘柄としてだして商売する会社にたいしては裁判を起こし

てでも争う覚悟である。それは、低品質のものを広められるとトラジャ全体のイメージが下がり、損

害をこうむるからである。こういった姿勢から、トアルコ社はトラジャコーヒーを独占しようといて

いるといわれたこともあるが、上記の考え方に基づくもので、独占とはことなる思想である。 

また、トラジャという地域にたいするある種の使命感のようなものも感じられた。トラジャの次世

代を担う若者にたいしてできることは何かを、トアルコ社はつねに考えている。コーヒー産業として

の基盤を固めて、仕事として確立していくことで、若者たちの流出を防ぎ、過疎化を防いでいかない

といけないと考えている。 

他方、米田さんは副社長という立場から、これからの事業をいかにして発展させていくかというこ

とが話の中心であり、会話の節々に責任感の強さがうかがえた。話のなかに何度もでてきたフレーズ

として、「レベルを上げる」「時代の流れにあわせる」「認証をとる」「うまく商売をやっていく」など

があり、米田さん個人というよりはその立場からでてきたとおもわれることばが多かった。 

事業にたいしては、社員がまじめにやってくれたから 30 年つづいてきたという表現をしており、ま

た、地域の人たちとの関係なしにはやっていけないとも考えている。「トアルコ社が高品質を求めたこ

とによって、地場の人たちとの関係性を生んだのではないか」という米田さん独自の指摘は、興味深

く感じられた。 

また、米田さんのことばをそのまま引用しておもいとして表現する。 

「他社の商売はうまいし、プロモーションもうまい。モールや空港で『Toraja』と書いたコーヒー

が売られていることにたいして悔しさもある。それゆえに、トラジャのなかだけでじっと我慢してや

っていくことだけではだめである。一歩でたところは冷たい世界である。もっとプロモーションをか

けるとか、商業ベースに乗せていく。いままでの歴史があるのだから、脚色する必要がなく、それを

認証という付加価値をつけて売っていく。トアルコ社は外資が手伝っているだけでローカルな会社で

あり、田舎の中小企業というイメージである。キーコーヒーのサポートから離れてどこまでやれるか。

ビジネスとして成立させていく」 
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 8.4 ヨセプさんのおもい 

 

滞在中に何度か、ヨセプさんにトアルコ社にたいするおもいを聞いた。トアルコ社のビジネスにた

いして、「かれらはあんまり儲かりすぎないようなバランスをとっている」、「ルールを守ってビジネス

をやっている」と表現した。ヨセプさんは、トアルコ社が求める豆の品質にあわせ、買い取ってもら

えるように農家として良質の豆をつくることや、仲買人として農家にたいして指導している。仲買人

をはじめて最初のころは買い取ってもらえないことが多かったそうで、そのときは癒着の問題とも関

連性を指摘していたが、その当時が大変だっただけで、それ以後はとくに問題ないという。ただ、2008

年の場合、トアルコ社が 11 月に閉まってしまったように、1 年中買い取りをおこなわないため、トア

ルコ社の高い買い取り価格で売ることができないことは残念そうであった。 

トアルコ社が、農家や仲買人にたいして高品質を求めることは、それだけ農家の手間となり負担と

なることは事実である。しかし、良質な豆を持っていけばそれなりの価格で買ってくれるという認識

から、「悪い豆は買わないと強く言ってくれれば次から持っていかないし、努力するからそっちの方が

よい。ガソリン代や労力が無駄にならない」と言っていた。 

また、ヨセプさんはトアルコ社のおこなう講習会に参加したことはなく、苗をもらったこともない。

それはただ単にタイミングがあわず参加できなかったり、配っているのは聞いたことがあるが、実際

にもらったことはないという理由からである。しかし、ヨセプさん自身はとくに必要性を感じておら

ず、参加したいというおもいもなさそうであった。 

 

 

9 「フェア」な取り引きとは 
 

 9.1 トラジャコーヒーの販売価格（国内） 

 

 タナ・トラジャ全体として、コーヒーは日常的に飲まれている。わたしの滞在期間中には、平均し

ても 1 日 4.5 杯は飲んでいる。多いときで 1 日 6、7 杯のコーヒーを飲んだ。日本ではわたしは 1 日に

多くても 2 杯程度飲むくらいであるから、やはり普段の 2 倍以上も飲んだ計算となる。その理由はも

ちろん、「お客さん」としての扱いをうけるからであるともいえる。しかし、そういう理由だけではな

く、現地の人たちにとっても日常生活のなかにあたりまえのようにコーヒーがあるからだといえる。

人の家にお邪魔したときはコーヒーでもてなすということが日常的におこなわれ、また、ヨセプさん

もコーヒーが好きだといっており、朝昼晩の食事まえと寝るまえ、家に帰ってきたときには必ずコー

ヒーを飲んでいた。 

 このように、コーヒーは国内においても高い需要があるため、トアルコ社は、集買で買い付けたコ

ーヒー豆を加工し、日本やアメリカなどに向けて出荷すると同時に、国内市場向けの販売もおこなっ

ている。一般消費者向けに 5 品目の製品を出荷しているが、そのうちのいくつかについて卸売価格を

聞くことができた。また、ランテパオにあるスーパーマーケット ABADI で販売されているものに関

して、トアルコ社以外のコーヒーの価格も調査できたので比較してみる。 

 トアルコ社の販売する粉コーヒーのなかでもいちばん庶民的な銘柄が、「Kopi Melodi」（250g）であ

る。これは、5 で登場したバトゥトゥモンガの小さな商店を営む、トリン・レンバンさんの店にも置

いてある。卸売価格は 10,300 ルピアであり、ABADI での販売価格は 13,000 ルピアである。ちなみに、

レンバンさんの商店では 13,500 ルピアで売られている。ヨセプさんによれば、この商品は昨年よく売

れたそうである。つぎに、「Toraja Espresso」（200g）は、卸売価格は 14,850 ルピアであり、ABADI で

の販売価格は 17,500 ルピアである。さらに、わたしもおみやげとしていただいた、「Toarco Toraja Coffee 

Medium Ground Arabica」（100g）は、卸売価格が 14,300 ルピアで、ABADI での販売価格は 19,000 ル

ピアとなっている。このコーヒーは、さきに挙げたなかで唯一箱にはいっており、湯を直接注いで飲

む粉コーヒーではなく、日本で一般的によく見かけるあら挽きの粉コーヒーである。そのため、観光

客や国内の上流階級をターゲットとして販売されている。さきに挙げた 2 種のコーヒーの豆がどんな

ものを使用しているのかは不明であるが、このコーヒーは、日本に輸出するものに劣らない品質のも

のを使用しているそうである。なお、トアルコ社のコーヒー製品はすべてアラビカ種である。 

 スーパーマーケット ABADI ではほかにも、インドネシア国内のメーカーが製造している、「Kapal 

Api」（165g）を 7,500 ルピアで、「Rumah Toraja」（100g）を 13,500 ルピアで販売している。前者のコ

ーヒーは、テレビのコマーシャルでも流れているほど一般的なものである。また、そのほかに、ネス

カフェの製品もとりそろえており、「Nescafe classic」（200g）は 42,500 ルピアである。 

 ヨセプさんの販売している粉コーヒーが 10,000 ルピア／165-175g であるから、トアルコ社の国内向

けに販売するコーヒーが特別高いというわけではなさそうである。また、トアルコ社は幅広い階層を

ターゲットとして販売している状況もうかがえる。それよりも気になるのが、ネスカフェの製品の価

格である。これだけ銘柄を挙げたなかでも飛びぬけて高い。聞いた話によれば、ネスカフェのコーヒ

ーは「高級品」としての扱いをうけているそうだが、わたしがこのネスカフェのコーヒーの価格をメ

モしている際に、ヨセプさんは、「こういうコーヒーがいちばんおいしくない」と言っていたのが頭に

残っている。 

 ヨセプさんから聞いたのだが、とくに市場などで売られているコーヒーに関して、値段が安ければ

ロブスタ種を混ぜたり、他地域のコーヒーを混ぜたり、何をやっているのかはわからないという。ヨ

セプさんもトアルコ社と同じコーヒーの販売人という立場でもあるため、自分の販売しているコーヒ

ーには自信を持っており、良いものをつくりたいというおもいも強い。同じように「Toraja」と書い

たコーヒーでも、そういった「にせものまがい」のコーヒーを安く販売し、私腹を肥やすようなビジ

ネスにたいしては、良い印象をいだいていない。 
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 8.4 ヨセプさんのおもい 
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ロブスタ種を混ぜたり、他地域のコーヒーを混ぜたり、何をやっているのかはわからないという。ヨ
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 9.2 トラジャコーヒーの販売価格（日本） 

 

 それでは、日本でトラジャコーヒーはいったいいくらで販売されているのであろうか。 

 トアルコ社のコーヒーは、その標高別にストレート品とブレンド品に大別される。標高 1500 メート

ル級の地区のコーヒーをストレート品とし、パダラマン農園をふくむ標高 1000～1300 メートル級の地

区のコーヒーをブレンド品としている。ヨセプさんの買い付けるコーヒーは、地理的に標高が 1400

メートル級のものであると考えられるうえ、本人もそう言っていたため、ストレート品としての扱い

であるとおもわれる。 

  ストレート品は 2 種類で、「トアルコトラジャ（200g）」は 1,970 円18、「トアルコトラジャピーベリ

ー19（200g）」は 2,050 円となっている。一方、ブレンド品は焙煎の方法の違いで 3 種類あり、「トラジ

ャブレンド マイルド（200g）」は 1,170 円、「トラジャブレンド ロイヤル（200g）は 1,260 円、「ト

ラジャブレンド フレンチロースト（200g）」は 1,130 円となっている。 

 次に他社から販売されているトラジャコーヒーの価格について述べて比較してみたい。先日、全国

の高島屋に店舗をもつ、産地ごとに並べられてショーケースに入った豆を選び、その場で挽いて提供

する店舗を偶然にも発見することができた。三喜屋珈琲株式会社が展開する、焙煎工房珈夢亭という

店舗の「トラジャコーヒー（200g）」は 1,050 円であった。また、名古屋市中区に店を構える、加藤珈

琲店の「トラジャマウンテン（200g）」は 966 円で販売されていた。さらに、純粋なトラジャのコーヒ

ーではないが、参考として、同じスラウェシ島のコーヒー豆を使用している、スターバックスコーヒ

ーの「スラウェシ（250g）」は 1,400 円である。 

 いくらの差があれば高いか安いかの判断はむずかしいが、トアルコ社のコーヒーがトアルコ社以外

のコーヒーとそれほど大きな差がないようにも感じる。コーヒーは嗜好品である以上、やはり個々人

の好みによる部分が大きいのかもしれないが、良いものをそれ相応の値段で買うという行為であれば、

ビジネスとして成立しえる。実際に、フェアトレード商品を扱うショップに何軒か訪問し、話を聞い

た際も、手作りや安全性といった生産過程の個性にはじまり、その商品固有の質の高さをアピールし

て販売しているとのことで、消費者も商品そのものに納得しているという。 

 逆にいえば、たんなる価格やブランドイメージに左右される購買行動をおこなってきた消費者の選

別眼こそが試されているのであるといえる。商品についているさまざまな認証ラベルはあくまでも目

安にすぎず、消費者が商品を選ぶときの決定打とはなりえないはずである。商品の裏にある企業の真

意を汲みとっていく努力が必要になってくるのではないだろうか。 

                                                          
18 円表示の価格はすべて税込みである。また、豆で売られている商品について述べている。
19 丸豆という。通常であればひとつのチェリーのなかにふたつのフラット・ビーンズが成長するが、

突然変異でフラット・ビーンズが成長せず、丸いままになった豆のこと。味が良く、珍重される。

 

 

9.3 「選択肢」のある取り引き 

 

コーヒーの「フェア」な取り引きとはなにか。 

このような疑問をいだき、その答えをだすべくインドネシアに 2 度訪問した。 

 調査から帰ってきたいまでも、「フェア」ということばを普遍的なことばで定義することはむずかし

いが、ヨセプさんのような仲買人や農家の人たちの目線でいえば、トラジャでのコーヒー取り引きは、

「選択肢のある取り引き」であるといえる。 

7.3.5 と 7.3.6 でも述べたように、ヨセプさんは、トアルコ社に売る豆はできるかぎりの良質のもの

を売るよう努力し、プレミアムを獲得して儲けをだそうとする。一方で、トアルコの集買が終了する

閑散期には、アメリカなどを取り引き先とした仲買人に、「質より量」の考えかたで多くの豆をかき集

めて販売し、儲けをだす。2 回目の滞在中にも会ったように、バトゥトゥモンガのコーヒー豆の仲買

人には、アメリカなどの取り引き先のみを売り先として販売している仲買人も存在する。かれらは売

り先を変えていくということを戦略的におこなっていることから、いわば、売り先をうまく「利用し

ている」ともいえる。 

トアルコ社は、高品質の豆を、決して安くはない価格をだしてまで買い取ろうとする反面、品質の

悪い豆に関しては見向きもしない。そのことが良い悪いではなく、これがプレミアム志向であるトア

ルコ社の「量より質」の一貫した事業における姿勢である。その品質の悪い豆に関しては、このトア

ルコ社とは正反対で、「質より量」の姿勢をもつアメリカなどにたいして売ることができるという状況

が存在することによって、摩擦が生じず、バランスのとれたビジネスが展開されている。 

8.3.2 でも述べたように、トアルコ社の米田さんもその「選択肢のある取り引き」について自覚して

いる。トアルコ社は、トラジャにあまたある売り先のひとつであるため、取り引き先を確保する必要

がある。そこで、品質を確保する目的でプレミアムをだすという仲買人や農家にとってのメリットに

なる条件を提示することで、その条件をのんだ人たちと取り引きをしているのである。 

わたしは、2 回目の訪問のまえに、京都精華大学人文学部環境社会学科の細川弘明先生から、「もの

の売買をする際に、売り手に選択権が与えられていることがフェアな取り引きだ」との指摘をうけた。

「フェア」のとらえかたはさまざまでも、まさにこのトラジャでのコーヒー取り引きにおいて、ヨセ

プさんのような仲買人や農家の人にとって、その売り先が複数存在し、それをみずからの意思で選ぶ

権利がある状況は、一種の「フェア」な取り引きの状況が存在するといえる。 

 

 

10 おわりに 
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  ストレート品は 2 種類で、「トアルコトラジャ（200g）」は 1,970 円18、「トアルコトラジャピーベリ
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の高島屋に店舗をもつ、産地ごとに並べられてショーケースに入った豆を選び、その場で挽いて提供

する店舗を偶然にも発見することができた。三喜屋珈琲株式会社が展開する、焙煎工房珈夢亭という

店舗の「トラジャコーヒー（200g）」は 1,050 円であった。また、名古屋市中区に店を構える、加藤珈

琲店の「トラジャマウンテン（200g）」は 966 円で販売されていた。さらに、純粋なトラジャのコーヒ

ーではないが、参考として、同じスラウェシ島のコーヒー豆を使用している、スターバックスコーヒ

ーの「スラウェシ（250g）」は 1,400 円である。 

 いくらの差があれば高いか安いかの判断はむずかしいが、トアルコ社のコーヒーがトアルコ社以外

のコーヒーとそれほど大きな差がないようにも感じる。コーヒーは嗜好品である以上、やはり個々人
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9.3 「選択肢」のある取り引き 
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10 おわりに 
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日本で 1 杯のコーヒーを飲む。そのコーヒーがどうやってつくられているのかを想像してみるとき、

その裏側には、いつも生産者の搾取や環境問題、児童労働などというネガティブなイメージがつきま

とっていた。たしかに、世界に目を広げれば、わたしの知らないところで、まずしいコーヒーの生産

者が、貧困という負のサイクルを繰り返しながら生活を送っているという現状もある。その現状をど

うにかしないといけない、というおもいからはじまったさまざまな活動が世のなかではおこなわれて

いる。わたしもそのひとりで、まがりなりにも大学で活動をおこなっている。 

そのことをいちばん最初に意識するようになったきっかけとして、イギリス最大の NGO であるオ

ックスファム・インターナショナルの編集による著書『コーヒー危機―作られる貧困』を読んだこと

にある。著書によれば、｢コーヒー危機｣が 2,500 万人にのぼる世界のコーヒー生産者の生活を苦しめ

ている。コーヒー豆の価格は、過去 3 年間で 50％も下落し20、この 30 年来最低の水準になり、長期的

な見通しもくらい。途上国のコーヒー生産農家はその多くが貧しい小規模農民であり、生産コストよ

りはるかに低い値段でコーヒー豆を売っているという現状がある。また、コーヒーに現金収入を頼っ

ている家族は、子どもの教育費や医療費、食費などを削りながら生活を営んでいる。さらに、苦しい

のは農家ばかりではない。その生産国の経済自体が圧迫され、大幅な財政赤字に陥っているのである。

そのため、このコーヒー危機は、途上国の経済に長期的に影響を及ぼしうる、巨大な危機としての人

為災害となりつつある。 

それでは、なぜこのような危機が生じてきたのであろうか。その要因として以下の 4 つが挙げられ

ている。①市場構造の変化：市場の管理が失われ、需給バランスが崩れている、②市場の支配力の格

差：ひどく貧しい生産者と大きな利益をあげる焙煎業者、③新しい焙煎法・技術：低品質のものが市

場に流入するのを可能にする、④代替作物の欠如：農村開発の困難の 4 つである。 

このようなコーヒー危機を打開するために生まれたのが、プレミアムつきのコーヒーであるスペシ

ャルティコーヒーや、フェアトレードである。 

しかし、トラジャでヨセプさんのくらしに密着し、そのくらしをともにしたことでひとつ見えてき

たことは、わたしのそれまで考えていたような「まずしいコーヒー生産者」のイメージではとらえき

れないゆたかなくらしの実態があったことである。ヨセプさんは生業としてコーヒー農家と仲買人の

仕事をしているが、バトゥトゥモンガでのくらしのなかではそれは一部でしかない。文化としての葬

式や結婚式への参列や、区民、村民が協力しておこなうその準備、シュッとした格好をしてみんなが

集まる毎週日曜日の教会での礼拝、区長としての人びととのささやかなコミュニケーション、そのほ

かのさまざまなビジネスなど、コーヒー豆の商売以外にもくらしを構成する要素がたくさんあり、わ

たしのほんの数週間の滞在ではとらえきれないくらしの実態がそこにはあった。 

                                                          
20 著書の発行は 2003 年。 

タナ・トラジャでのコーヒー取り引きの事例は、世界にあまたある取り引きのなかでの、あくまで

1 例にすぎない。タナ・トラジャは水が豊富なことなどから、コーヒー生産地としてゆたかな風土に

めぐまれているといえる。 

しかし、このタナ・トラジャという土地でも、わたしたちの飲んでいるコーヒーが生産されている

のはまぎれもない事実であり、タナ・トラジャでのコーヒー取り引きにおいて、仲買人や農家の人た

ちが、みずからの意思で戦略的にコーヒーを販売していたことをかんがみると、すべてのコーヒー生

産者が貧困にあえぎ、助けるべき対象であるというイメージをもつことは早計である、と考えを改め

る契機となった。もちろん、タナ・トラジャのすべての農家や仲買人がそうであるとはいえないが、

すくなくとも、わたしの見てきたスロアラ村の農家や仲買人たちは、わたしのおもいえがいていた「消

極的な生産者像」にはあてはまらず、むしろその真逆でわたしが想像もしなかった「積極的な生産者

像」がぴったりあてはまるといえる。さらに、トアルコ社の事業について学んだことで、第 3 者であ

る外国企業が他国で事業をおこなっていくということについての意味や直面する課題、その可能性に

ついて考える機会となった。 

 わたしの家族はコーヒーが好きで、コーヒーを日常的によく飲む。調査から帰って、ためしにその

コーヒー豆がどのような木に、どのような状況で実っているのか知っているかを質問してみると、予

想どおり衝撃的な答えが返ってきた。ここで、わたしは家族の無知を責めているわけではない。わた

しも現地に行くまではかれらとおなじような状況であったのである。現地に行って自分の目で見、耳

で聞き、肌で感じて知ったことは、自分にとって大きな財産となったと感じている。 

実際に、現地に行ってみて、単なるよそ者のわたしが、現地に何を還元できるのかということを調

査中、幾度となく考えた。それは、大変な時期に行ってしまったという後悔からと、スロアラ村の村

長ラランさんに何度も聞かれたことだからである。還元するもののないわたしにとってひとつできる

とすれば、やはりこの論文を通じて、タナ・トラジャ、スロアラ村のくらしや、コーヒーの生産にか

かわる人びとのおもいをより多くの人びとに知ってもらうことである。そのおもいもこめて、くらし

の詳細な記述を心がけたつもりである。 
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 コメント 

◆バングラディシュを訪問したことを契機としてフェアトレードに関心をもち、みずからもフェアト

レード製品を販売したり、フェアトレードについて啓蒙したりするサークルをたちあげた著者が、コ

ーヒーの産地として名高いインドネシアのスラウェシ島のトラジャ地域で体験した生活は、意外なほ

どに豊なものであった、という。もちろん、旱魃や内戦に苦しむアフリカや南米などのコーヒー産地

とトラジャとを同一視することはできないはずだ。しかし、そもそも「フェアトレードらしい」コー

ヒーの産地がすべからく貧困であるにちがいない、と思い込んでいたみずからの視点の脆弱さに気づ

いた点は、「百聞は一見にしかず」どおり、フィールドワークの賜物ではないだろうか。そして、この

ことが、コーヒー生産のみならず、教会を軸とした村の生活の描写にも多くの筆をさく結果となった

ものと察せられる。 

わたしたち地域研究ゼミは、鶴見良行の提唱する「モノ研究」を勉強してきた。単にコーヒーの記

述におわれば、いくら、その記述がすぐれていても、それはコーヒーの研究であって、鶴見のいうコ

ーヒー研究ではありえない。その点、本論文はコーヒーに着目してトラジャ村の生活をとらえた、す

ぐれた民族誌といえる。また、著者がお世話になったヨセプさんの日本での経験も興味深い。トラジ

ャのコーヒーが、単に日本で飲まれているから、ではなく、ヨセプさんのような研修生制度を通じて

もインドネシアと日本が結ばれていること、そういう時代にわたしたちは生きていることを考えさせ

てくれる意味においても、コーヒー研究の意義はある。（赤嶺淳）

◆ 著者は、評者が担当するフィールドワーク実習に参加した後、論文執筆のために再度単独で現地

調査を実施した。この二度目のフィールドワークでは、ひとりで現地に赴くことの若干の不安と興奮、

謎解きのスリル、新しい発見による喜びを体験したかと思う。その決断と行動力に敬意を表するとと

もに、インドネシア島嶼社会でのフィールドワークに魅せられた仲間が新たに増えたことを喜びたい。

本論文のデータの大半は、二回目の単独調査によって得られたものである。帰国後数週間でこの水準

にまで論文をまとめあげたことは驚異である。

 何よりも感心したのはとても丁寧に村での生活の記録をとっていることである。著者の主要な関心

はコーヒーとフェアトレードであるが、この主題とは無関係な事象──葬儀や教会行事、インフォー

マントが関わる多様な経済活動──について詳細な記述を残している。実はこのような一見無関係に

思える記述が、トラジャ社会を理解するための多様な主題を提供しているだけでなく、終章のフェア

トレードに関する考察にさらなる可能性を与えている。

 フェアトレードに関する考察は若干の不満が残る。フェアであることの一つとして著者は「選択肢

のある取引」を挙げている。評者はそれを否定はしないが、彼が得たデータからすればもっと深みの

ある考察ができたのではないか。トアルコジャヤの活動を著者は「農民に選択肢を与えている」とい

う点のみで評価しているのだろうか。フェアであることについて著者は定義することを避けているが、

私はやはり定義を明らかにした上でフェアトレードについて批判的検討をするべきだったと考える。

フェアであることは良いことだという前提を不問に付している点も不満である。

 インフォーマントが日本語に堪能であったことは、著者の調査上の強みであり弱みでもある。ヨセ

プさんはこの社会の代弁者として果たして適切だろうか。バイヤーに関してもトアルコだけでなく、

米国、欧州系企業関係者の語りも聞きたいところである。

 以上の問題点は、時間的な制約、現地語の能力の問題からくるものであって、現時点ではあまりに

多くのものを求めすぎているのかもしれない。ただ、それだけ多くのことを期待させてしまう研究で

ある。（福武慎太郎）
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