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序論

第１節

目的

本論では、東アフリカ・タンザニア・スワヒリ農村のボンデイ族を事例に、ココヤシ利
用の社会的文化的な側面を明らかにする。
本研究で取り上げるココヤシは、ヤシ科植物に属する。ヤシ科植物は、約 180 属 2,680 種
(Dransfield J., Uhl W.N., Asmussen, C. B., Baker, W. J., Harley, M. M., Lewis, C. E., 2008)ある。ヤ
シ科植物は、世界中に分布し、各地で利用されている。特にココヤシは、全ての部位が利
用できる植物として利用価値が高く、“生命の木 Tree of Life”(Giambelli 2001 ) と呼ばれ、日
常生活のあらゆる場面に利用されている。特に油脂作物としての価値が高く、栽培地では
主要カロリー源となっている。
ココヤシの原産地は、東南アジアと推測されている(杉村、松井 1998)。ココヤシの現在の
分布域は、全赤道地域の熱帯・亜熱帯地域の沿岸部である。その一地域が東アフリカの沿
岸部である。ココヤシ栽培は東アフリカへ伝播し、アラブとドイツ及びイギリスによるプ
ランテーションによって、東アフリカ沿岸部に広がった。その後、東アフリカの地元住民
が、ココヤシ栽培を農業の一環として取り入れ、ココヤシ栽培は農村にまでに広がってい
った。
ボンデイ族は、主にトウモロコシ、キャッサバ、豆類、オレンジ、ココヤシなどを栽培
する農耕民である。これらの農作物は、殆どが自家消費用である。このうち換金作物は、
オレンジとココヤシに限られる。オレンジ栽培は、一部の富裕層農家によって行われ、一
方、ココヤシは殆どの家庭で栽培されている。ココヤシの栽培者、利用者、ココヤシ酒の
飲酒者など、多くの村人が「ココヤシはアラブ人がもたらしたものだが、ボンデイ族は、
商売の一つとしてココヤシ栽培を取り入れた。」と、語っている(聞き取り 2010)。この語り
は、商用を目的にココヤシ栽培を導入したことを示唆している。しかし、実際のココヤシ
の利用をみると、村人は日常生活において使用している。
本研究は、①ココヤシの利用、②ボンデイ族にとってのココヤシの意味の 2 点を中心に
明らかにする。東アフリカ・タンザニア・スワヒリ地域に広がったココヤシ利用の多面的
意味を考察するものである。
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第２節

ヤシ科植物

ヤシ科植物は、初期の文明時代から人々の暮らしにおいて重要なものであった(Gunn2004)。
ヤシ科植物は、被子植物門単子葉植物綱ヤシ目ヤシ科に属す。ヤシ科植物は世界中に分
布する。
ヤシ科植物は 5 亜科 183 属に分かれ 2,680 種以上ある(Dransfield, Uhl, Asmussen, Baker,
Harley, Lewis2008) 1。そのうち人が何らかの利用をするヤシ科植物は 300 種あまりである(堀
田 1999)。
人に利用されるヤシ科植物は、
キトゥルヤシ(濱屋 2001)、
パルミラヤシ(阿部 1989、
濱屋 2001)、サゴヤシ(阿部 1989、サゴヤシ学会編 2010)、サトウヤシ(堀田 1999)、ラフィア
ヤシ(伊藤 2010、和崎 1990)、アブラヤシ(阿部 1989、塙 1996、和崎 1990)、ナツメヤシ(阿部
1989、鷹木 2004)、ココヤシ(高村 2012)などである。
本節では、人に利用される主なヤシ植物の特徴、分布を把握し、各々のヤシがどのよう
に利用されているか文献から考察する。

１．ヤシ科植物の特徴と分布
ヤシ科植物の分類は Dransfield, Uhl, Asmussen, Baker, Harley, Lewis(2008)によると、ヤシ科
植物は、5 つの亜科に分かれる。①タリポットヤシ亜科、②ニッパヤシ亜科、③トウ亜科、
④ケロクシロン亜科、⑤アレカヤシ亜科である。そこから枝分かれをしてゆき、連、亜連
と続き、183 の属に分かれ、2,680 以上の種類に分かれる。中でも、アレカヤシ亜科からの
分岐が最も多く、人が利用するヤシ科植物の多くがここに属している(大場 1989)。
ヤシ科植物の成長には、2 種類ある。一つは、生涯１度だけ実をつける１回結実性ハパク
サンシック(hapaxanthic)である。もう一つは、生涯何度でも実をつける多回結実性プレオナ
ンシック(pleonanthic)である。ハパクサンシックは、栄養成長が止まり最後に開花結実し、
その後枯死するヤシである。代表的なヤシはラフィアヤシである。プレオナンシックは寿
命のある限り栄養成長を続けながら何度でも開花、結実を繰り返すヤシである。その代表
的なヤシがココヤシである(濱屋 2001)。
ヤシ科植物の推測される原産地を地域別で見てみると、アジア原産の代表的なヤシは、
ココヤシ、サトウヤシ、サゴヤシ、シュロなどがある(杉村、松井 1998)。アフリカ原産の代
表的なヤシはラフィアヤシ、アブラヤシ、ドームヤシがあるが、東アフリカ沿岸部では主
にアブラヤシ、パルミラヤシ、ドームヤシ(Dharani 2009)等がある。ただし、東アフリカで

1

ヤシ科植物の分類にはいくつかの説があるが、ドランスフィールドとユールによる分類が広く使われ

ている。
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地図 0-1. ヤシ科植物の分布
出典：Dransfield, Uhl, Asmussen, Baker, Harley, Lewis 2008 : 137

人が大量栽培しているヤシ科植物は、ココヤシとアブラヤシである。東アフリカのココヤ
シは、沿岸部で大規模に栽培されている。
ここでは、利用される代表的なヤシの分類、特徴と分布をみていく。
人間によく使用される代表的なヤシ科植物のうち、シュロ、ナツメヤシ、パルメラヤシ、
ラフィアヤシ、サゴヤシ、ココヤシ、アブラヤシを事例に、分類をみてみると、次のよう
になる(図 0-1)。なお、ココヤシの植物学的特徴及び分布については、次の節で詳しく述べ
る。
（１）サゴヤシ(Metroxylon sagu)2
分類は、トウ亜科のサゴヤシ属である。原産地域は、マレー半島～ニューギニアである。
実は一回結実性で、雄雌同株である。樹高は 12m で、葉の型は大型羽状複葉で、長さは 6m
である。小葉の長さは一枚の長さが 100 ㎝で、一枚の葉に 120 枚ついている。実の色は鈍
い黄色で、大きさは径 5 ㎝である。(岡崎, 奥田 2010、仙頭照康 1989:92-93)
（２）サトウヤシ(Arenga innata)
分類はアレカヤシ亜科のクルログ属サトウヤシである。原産地は、東南アジア熱帯気候
地域のアレーシア、インドネシアと推測される。実は一回結実性で、雄雌同株である。樹
2

( )は学名

4

高は 12－17m、葉の型は大型羽状複葉で、長さ 6－7m である。小葉は約 100 対ある。実の
色は褐色で、球形をしている。(村田引之 1989:86)
（３）シュロ(Trachycarpus fortunei)
分類は、タリポットヤシ亜科のシュロ属で、ワジュロ、トウジュロがある。原産地は、
東アジア、インド、ネパール、中華人民共和国湖北省～ミャンマー、日本の九州と推測さ
れる。実は多回結実性で、雄雌異株(同株あり)である。樹高は 10m で、葉の型は扇状で、長
さは 60－120 ㎝である。実の色は青黒色で、楕円形をしている。実の大きさは、長さ 1－2
㎝である。(村田引之 1989:97-98)
（４）アブラヤシ(スワヒリ語名：Mjenga)(①Elaeis guineens と②Elaeis oleifera)
分類は、アレカヤシ亜科のアブラヤシ属で、ギニアアブラヤシとアメリカアブラヤシが
ある。原産地域は、ギニアアブラヤシが熱帯アフリカで、アメリカアブラヤシが中南米の
熱帯地域と推測される。実は多回結実性で、雄雌同株である。樹高は 15-25m で、葉の型は
大型羽状複葉で、長さは 3－5m である。小葉の長さは 30 ㎝である。実の色は黄色、赤色で、
油分の多い多肉質の果肉(中果皮)である。(村田引之 1989:67-68、Dharani N. 2009: 288)
（５）パルミラヤシ(スワヒリ語名：Mvumo)(Borassus flabellifer)
分類は、オオギヤシ亜科のパルミラヤシ属である。原産地は、東アフリカ、アフリカ熱
帯雨林気候地域、インド東部と推測される。実は多回結実で、雄雌異株である。樹高は 15
－30m で、葉の型は掌状で、長さは 2-3m である。小葉の長さは 30-40 ㎝である。実の色は
黒色で、15cm 程の球型である。(阿部登 1989、仙頭照康 1989:74-75、Dharani N. 2009:284)
（６）ナツメヤシ(スワヒリ語名：Mkindu)(Phoenix dactylifera)
分類は、タリポットヤシ亜科のナツメヤシ属である。原産地は北アフリカ又は西南アジ
アのペルシア湾沿岸と推測される。実は一回結実性で、雄雌異株である。樹高は 15－25m
で、葉の型は羽状複葉である。葉の長さは 3m 程で、小葉の長さは 30 ㎝で、約 150 枚つい
ている。実の色は褐色で楕円形、長さは３～７㎝である。(鷹木恵子 2004、仙頭照康
1989:115-116、Dharani N. 2009: 293 )
（７）ラフィアヤシ(スワヒリ語名：Mwaale)(Raphia ruffia)
分類は、トウ亜科のラフィア属である。原産地域はマダガスカル島、アフリカ熱帯雨林
気候地域と推測される。実は一回結実性で、雄雌同株である。樹高は 9m で、葉の型は羽状
複葉で、長さは 15－18m である。小葉の長さは、60－150cm で、400 枚ついている。実の
色は褐色で、楕円形、長さ 5～ 6ｃｍである。(和崎春日 1990、仙頭照康 1989:128、Dharani
N. 2009: 294 )
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図 0-1 主な栽培ヤシ科植物の分類
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出典：大場秀章
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1989：60-63
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一回

多回

多回
Dransfield, Uhl, Asmussen, Baker, Harley, Lewis 2008:138-139

一回

ヤシ科植物の原産地は、人に利用されている代表的なヤシだけでも、熱帯、熱帯雨林地
方の広い範囲に広がっている (地図 0-2)。特に東南アジアには集中している。ヤシ科植物は、
樹高が高く、葉は羽状複葉が多く、小葉は長く、数百枚に渡って一枚の葉についている特
徴を持つ。各地の人々は、その特徴を活かしつつ、どのようにヤシを利用しているのであ
ろうか。

２．ヤシ科植物の利用
ヤシ科植物は、木の各部位の特徴を活かして各地域で人々に利用されている。これらの
ヤシ科植物がどのように利用されているのであろうか、ヤシの種類別に文献からみていく。
2.1. 各部位の利用
（１）サゴヤシ
サゴヤシは幹に澱粉を蓄積する植物である。栽培地の人々は、その澱粉を食料として利
用している。またサゴヤシの葉の特徴を活かし、生活に取り入れている。豊田(2010)は、マ
レーシア、サラワク州に住むメラナウ族のサゴヤシの利用について下記のように論じてい
る。
①

葉の利用 サゴヤシの葉は、葉の部位によって適合した利用がある。
a 葉鞘の皮の利用：サゴヤシの葉の葉鞘の皮を縦に細く裂いて編み、籠や入れ物を作る。
筵、ざる、大きな籠、深さのある籠、魚などを入れる深い入れ物、竹などで丈夫に囲
ったマットである。また、耐水加工を施し、水飲みや皿、水汲み籠、笠などを作る。
b 葉鞘部の維管束の利用：毒塗吹き矢(鳥や猿の狩猟用)。
c 小葉中助の利用：漁具や手箒
d 小葉の利用：屋根葺き材

②

樹皮の利用：燃料、建築材

③

幹の利用：澱粉を摘出して食料として利用。食用に加工した澱粉をサゴという。
物質的利用はこの３つの部位を加工することにより利用しているが、メラネシア地域で

は、サゴヤシは贈与財の一つとして扱われる(豊田 2010)。その一例が婚資である。花婿の親
族から花嫁の親族へ送られる。豚が典型的な婚資であるが、サゴヤシを主食としている地
域では、サゴヤシデンプンを袋にしたものを贈る。サゴヤシは食料の象徴として扱われる。
サゴヤシの作業には、男性と女性の役割がことなる(宮内 1996)。髄を削り、粉砕して落と
すのは女性の仕事で、サゴヤシの植林は男性の仕事である。ボルネオ島では、サゴヤシが
経済的に重要で、現金収入の産業になっている。
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サゴヤシは、葉の葉鞘の皮、葉鞘の維管束、小葉中助、小葉、樹皮、幹が加工され利用
される。物質的な利用だけでなく、食の象徴にもなっていることが提示されている。
（２）ナツメヤシ
鷹木(2004)は、チュニジアにおけるナツメヤシ文化について論じている。ナツメヤシの実
であるナツメは、栄養価が高く、長期保存が可能で生食ができる。古来、砂漠を移動して
生きる人々や旅人などには、ナツメが貴重な食べ物で、6,000 年前から食べられている。幹、
枝葉、繊維、樹液、樹芯、刺、果実の房、種子のすべてに利用価値があり、物質文化的に
みると、
「ナツメヤシ文化」と呼べると論じた。
また鷹木は、ナツメヤシ農業について分業と経済そして社会構造に視野をおいて論じた。
チュニジアでのナツメヤシ農業の仕事は、男性と女性の作業の分業がある。受粉作業や実
の取り入れ作業は一人前の男の仕事である。オアシスで女性は農作業しないが、収穫期は
働く。そして、女性の仕事は、刈り取られた実を品種と品質ごとに分類し、不良品を取り
除き、実を房からほぐし日干しをする。その他に、包装作業、箱詰め作業がある。社会的
地位もナツメヤシ栽培のオアシス農業で社会的人間関係がある。それは、地主、小作農、
見習い、賃金労働者である。オアシス農業は、チュニジアの社会構造も形成している要因
の一つである。
ナツメヤシは、幹、枝、葉、繊維、髄、刺、房、種等、多種多様な用途に用いられる。
実は、食用、傷んでいるものは家畜の餌になる。実の種は砂漠ではコーヒーがないとき、
その代用にする(阿部 1989)。ナツメヤシの種子を煎って粉にし、お湯を注ぐ。味がココアに
近い樹液は、薬(整腸剤、はしか)、発酵させて「キーシム」というお酒になる。幹は、乾燥
して材木となる。枝葉は、燃料(枯れ葉)、屋根葺き、塀、家畜の餌(新緑の葉)、籠、帽子、
蓋、鍋敷きになる。繊維(葉の生え際)は、クッションの中身、紐、綱で、刺は、針(遺体を
白い布で包み、それを縫い合わせるときに使用)として利用される。
ナツメヤシは、チュニジアのオアシス地帯の社会を文化的にも、経済的にも支えている
ことが論じられている。
（３）アブラヤシ
アブラヤシの人類学的研究については、石沢(1987)と和崎(1990)が代表される。
石沢(1987)は、ガーナの一村落において、アブラヤシ利用の具体例を見るとこによって、
西アフリカ熱帯雨林帯を特色づける文化の一端を明らかにしている。
アブラヤシの実には、脂質が非常に多く含まれており、カロリーが豊富な栄養源であり、
スープの基本的な味付け材料として使われる。脂質はパーム油として採取される。
また、石沢は、樹液は酒として利用されると述べている。アブラヤシの樹液は糖分を多
く含み、採取後すぐ発酵を初めて半日後には弱い酒になる。アコラボ村での樹液採取は、
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いったん樹を倒してから採取する倒木採取がとられている。朝と夕方の 2 回、ヤシ酒を回
収する。１本のアブラヤシからは平均２～３週間にわたって採取できる。
アブラヤシ利用は、西アフリカからコンゴ川流域のアブラヤシ栽培地域に共通していら
れる文化と思われる。アブラヤシ利用の文化がかなり強力でたやすく崩れそうもないのは、
それが味覚と結びついているからであると石沢は考察している。
和崎(1990)は、カメルーンにおけるバムン社会のアブラヤシの経済と利用について明らか
にしている。アブラヤシは、バムンの食生活の根幹をなしている。ヤシ油の製造工程には、
ほとんどの女性か子供が関わる。アブラヤシの木に登り、実を切り落とす。川の浅瀬や岩
場で踏みつぶすのが子供の仕事である。採集し管理して売ることは、ほとんどの場合女性
である。実から

核、繊維、ヤシ油が取れる。各々の実の部位は、それぞれの利用法があ

り、核は石鹸、繊維は燃料、ヤシ油は食用、燃料になる。この 3 点は、農村の過程に商品
経済を結ぶ。女性が貨幣経済とつながる生活のカギがここにあると和崎は論じている。
アブラヤシは、食、文化、経済の視点において論じられて、さらに、女性への収入獲得
の手段であることを指摘されている。
（４）ラフィアヤシ
和崎(1990)は、カメルーンのバムン社会において、日常生活でのラフィアヤシの利用につ
いて論じている。
ラフィアヤシの幹は利用価値が高く、竹のように真直ぐに伸びていることから、建築材
に使われる。幹は、天井組み、窓、戸、椅子、ベッド、物干し竿、果実とり、ヤシ油の混
ぜ棒、機織り機、ゴザ、壁(例：儀礼場)、楽器、カゴ、ドラムスティックなどに加工される。
幹の表皮は、の紐、カゴ、ビン運搬機、鶏入れ、玉子入れ、楽器(マラカス、バングー)など
に加工される。
ラフィアヤシは、バムン社会の必需品の原材料であることが明らかにされている。
2.2. ヤシ科植物の樹液
（１）砂糖、酒の原材料としての樹液
多くのヤシ科植物から樹液を採取し、砂糖や酒に加工することができる(阿部 1989、濱屋
2001)。花序を切って樹液を取るタイプは、ココヤシ(酒、砂糖)、パルミラヤシ(酒、砂糖)、
キトゥルヤシ(砂糖)、アフリカサトーヤシ(酒、砂糖)、ナツメヤシ(酒)、ラフィア(酒)等があ
る。また実から酒をつくるタイプもあり、ホシダネヤシがそれにあたる。
濱屋(2001)はスリランカにおいて、ヤシ酒の調査を行った。ヤシの種類によって、樹液を
加工した砂糖と酒には特徴があることを次の通り述べている。
ココヤシ

ヤシ酒生産に最も使用される
ジャグリ(黒砂糖)は、味が劣る
9

キトゥルヤシ

ジャグリは味が最も良い
樹液の殆どをジャグリにする

パルミラヤシ

ジャグリ、トディ双方に利用される
パルミラヤシのトディはキトゥルヤシより濃く、美味しい
カルピスと日本酒を混ぜたような味 アルコール濃度は 5‐6%

ヤシ酒は「人を酔わす」という特性によって、呪術的な使用目的を持つようになった(濱
屋 2001)。各地の文化には、ヤシ酒が慶弔や祭事など各種の行事と密接に結びつき、特別な
役割を担っている多くの例が見られる。
ヤシ科植物の酒は、儀礼に使われることが多い。どのようにヤシ科の酒が利用されてい
るのであろうか。
（２）ヤシ酒の利用
安渓(1987)は、ザイールのソンゴーラ族の酒文化について述べる際、ラフィアヤシとアブ
ラヤシの樹液の採取方法と酒造り、飲み方と栄養、その役割を論じている。
ヤシ酒に関わる仕事には、ジェンダーによる棲み分けがあり、ヤシ酒の製造には男だけ
が携わることができる。しかし、ヤシ酒の中でも蒸留酒は女が作り、男たちに現金で売る。
男の現金収入が男に独占されることはなく、女の収入にもなるというチャンネルが開かれ
ることになると論じされた。
塙(1996)は、コンゴのボンドンゴ社会における酒文化に着目し、ヤシ酒の役割を論じてい
る。
ラフィアヤシとアブラヤシのヤシ酒は、中部アフリカのコンゴ盆地で、サトウキビ、バ
ナナから作る酒と共に最も一般的なアルコール飲料であり、重要な現金収入源として利用
されている。ヤシ酒つくりは、ボンドンゴ社会において、男性の最も重要な仕事である。
野生植物利用の中で、ヤシ科の植物は重要な役割を果たしている。利用部位、利用法と
もに多岐にわたっている。食物、飲料(やし酒)、調味料、薬、物質文化の利用、呪術、儀礼、
食物規制といった文化的な意味づけ、幹内に寄生する幼虫を食べる(間接的な利用)等、薬、
食物、飲料、物質文化としての利用が多いことが明らかにされた。
ラフィアヤシ酒のアルコール度は１－３％であるが、一晩おいたヤシ酒は、アルコール
度が強く苦い。
「甘みがついて旨い」酒は、呪術的な「薬」と意識されている。
ボンドンゴ社会におけるヤシ酒には多義性をもつ(塙 1996)。
① 共同体の人間関係をつなぐ役割をしている。
② 喪明けの儀礼の象徴
ラフィアヤシ酒には、男性の重要な仕事、物質文化的利用、儀礼的利用、人間関係の構
築の役割があることを明らかにした。
伊藤(2010)は、西アフリカのギニア共和国南東部の熱帯林地域の村落を対象に、人々とラ
10

フィアヤシの関係を明らかにしている。
ヤシ酒の消費場所は、樹液採取中の木の下、道端、村内、祭りの場である。そして、共
同作業と報酬としても利用される。焼畑の伐開時、収穫時などに共同作業が頻繁に行われ
る。畑の所有者は労働者に昼食とヤシ酒を振る舞う。ヤシ酒は、女性や子供も飲むことが
できる。一人当たりの一日の平均飲酒量は、0.8ℓ で、その熱量は、336kcal である。嗜好品
の酒から 1 日に必要な熱量の 17％を得ることができると報告している。採取期間中は、継
続的な現金収入源となりえる。ヤシ酒バー経営は女性にとって参入しやすい現金収入源と
なる。伊藤は、労働者との関わり、女性や子供の労働の視点で論じ、ヤシ酒の経済的、社
会的な重要性を明らかにしている。
ラフィアヤシ酒とアブラヤシ酒は消費、経済、栄養の点で着目され、論じられてきた。
酒造り、酒販売という経済的視点に焦点を当てると、村民特に女性に金銭をもたらすとい
う重要な役割を担っている。子供にも仕事に携わる役割を持ち合わせている。更に、ヤシ
酒は、人間関係を構築するという社会的に重要な役割がある。アフリカにおけるヤシ酒は、
人々にとって経済的、社会的に重要であることがわかった。そして、呪術、儀礼において
も利用されている。では、どのように利用されているのであろうか。

2.3．宗教・儀礼的利用
① サゴヤシのサゴゼリーと主食としてのサゴ(豊田 2006：332)
マレーシア、サラワク州に住むメラナウ族では、結婚式など、人を招待する機会にサゴ
を振る舞う。ソウォム村では、葬儀の際、サゴゼリーを振る舞う。喪に服すときは、自分
が一番好きな食べ物を食べるのを止めるが、その食べ物にサゴヤシを選ぶ人が多い。サゴ
ヤシは、結婚式、葬儀、喪中に利用させる。
②ラフィアヤシのヤシ酒とアブラヤシのヤシ油
和崎(1990)は、バムン社会では、ラフィアヤシのヤシ酒が白濁色から男性の精液であり、
湧く生命力や精力、性力であると論じた。
結婚儀礼の際、新妻の庭にバナナを埋める。バナナは男性器を象徴している。バナナの
幹に男性の精液であるヤシ酒と女性の愛液であるヤシ油を注ぐ。この儀礼は、性交＝生産
＝親族繁栄＝夫婦両リネージ集団の堅固な協力と結合といった隠喩連鎖が象徴的に表明し
ていると和崎は論じている。
③ラフィアヤシとアブラヤシのヤシ酒
安渓(1989)は、ザイールのソンゴーラ村における酒の宗教的、儀礼的な役割について論じ
ている。そこで利用される酒がラフィアヤシとアブラヤシのヤシ酒とバナナ酒である。ソ
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ンゴーラ村では、酒は多様な人間関係を仲介していることを論じている。①男と男の結束、
②婚約と嫁償の支払完了の儀礼、③相続された妻の地位の確認の蒸留酒、④男女の結びつ
きの確認と強化の儀礼、⑤生きている人々の間の絆を強める、⑥霊的な存在と交渉、であ
る。
塙(1996)は、ボンドンゴ社会におけるヤシ酒は、葬儀喪明けの儀礼に使用されることを論
じた。ボンドンゴの男たちは 45ℓ のヤシ酒を集め、村人と共食共飲が行われ、喪明けが宣言
された。ヤシ酒は通過儀礼で、社会的な境界の越境が劇的に表現される。葬儀ではやし酒
が死の悲しみをやわらげてくれる。ヤシ科植物のヤシ酒が儀礼に関わっていることが明ら
かになっている。特にヤシから作られる酒は、葬儀で使用される。
ヤシ科植物は、葬儀、喪中、結婚など、各儀礼に使用されていることが明らかである。
特に酒は象徴の媒介物であり、儀礼の祭、社会的な道具として作用する(Dietler2006)。アフ
リカにおけるヤシから作られる代表的な酒は、ラフィアヤシとアブラヤシのヤシ酒である。
ヤシ酒は、日常的に飲まれるだけでなく、霊的な存在との交渉、葬儀や喪明けなどの儀礼
に利用されている。アフリカのココヤシからも酒が醸造されているが、ラフィアヤシとア
ブラヤシに焦点が当てられ、ココヤシ酒に関しては十分な研究がされていない。
ヤシ科植物は、各部位を加工して各々の地域の環境に合った方法で使用されている(表
0-1)。物質文化を創るの代表的な植物であるといえる。さらに、儀礼使用され、先祖との交
信の媒介をするという重要な役割を持ち合わせている。
次にココヤシの植物としての特徴を述べ、ココヤシがどのような視点で研究されてきた
かを見ていく。
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地図 0-2．利用される代表的なヤシの推定原産地

上記の文献を基に筆者作成 2013

Dharani N. Field 2009

出典：園芸植物大辞典 1989
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表 0-1．代表的なヤシ科植物の利用

第3節

ココヤシ

1．ココヤシの特徴
ココヤシの学名は Cocos nucifera という。ヤシ科のココヤシ属ココヤシ種に属している。
ココヤシの種類は、一属一種であるが、ココヤシには tall と dwarf の２タイプがある
(Gunn2004:512)。tall は標準的なココヤシ(以下 ココヤシ と呼ぶ)である。dwarf(以下 矮
性ココヤシ と呼ぶ)は、短期間に結実させるための改良種である。
ココヤシの成木の樹高は、約 20m である。寿命は 80 年ほどであると言われている。ココ
ヤシ成長は、寿命のある限り栄養成長を行う多回結実性プレオナンシック(pleonanthic)で、
毎月実をつける。
ココヤシの構造は、樹上部に葉、苞、花序、実があり、樹下部に幹、根、葉痕がある。
葉は、大型羽状複葉といい、全長 4-7m の大きさになる。小葉は一枚 90 ㎝ほどで、葉一枚
に対して小葉の枚数は、250 枚ほどである。
花序とは、雌花と雄花をつける部位で、苞とは、花序を包むつぼみである(図 0-2)。
ココヤシの各部位は、それぞれ特徴があり、ココヤシ栽培地域の人々は、それらの特徴
を利用し、各地域で各々の方法で利用されている(表 0-2)。

葉

苞

樹上部

花序
実
幹
葉痕

図 0-2. ココヤシの木
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表 0-2. ココヤシの特徴

寿命

約 80 年

樹高

20-30m

葉
小葉
苞

葉柄と小葉で構成、大型羽状複葉、長さ 4-7m
年間 10 枚程度出現
長さ 90-140cm、枚数 200-250
長さ約 1.5m、3 週間-4 カ月に１本出現
雄花と雌花をつける花序のつぼみ

花序

雌花と雄花をつける

実

一房 10 個程度、年間 120 程の実が生る

幹

寿命のある限り伸びる

葉痕

葉の跡 樹齢がわかる

２．ココヤシの分布と生産
（１）ココヤシの分布
ココヤシ生育の自然条件は、気温 25～27℃、年間降雨量 1,500～2,500mm である。平均し
て雨が降るほうが適している。更に、日照りが十分あるほうがよい。分布域は、熱帯・亜
熱帯地方の沿岸地域、北緯 20～25 度から南緯 20～25 度の間である。南アジア、インド、
中央アメリカ、太平洋諸島、東アフリカ、西アフリカ等の沿岸部である(地図 0-4)( Moore1948、
杉村・松井 1998、阿部 1989)。
ココヤシの原産地は、メラネシア地域と言われている。そして、紀元前にアジア熱帯か
らアフリカに伝播したと言われている。インドとアフリカ東岸の間にはアラビア人が交易
していたことにより、アフリカへは BC10 世紀にはすでにアフリカに伝わっていたともの
と思われる(地図 0-3)(星川 1987：186-187)。また、ココヤシは、有史前に熱帯太平洋の島々
か ら アジ ア西 部 のイ ンド や スリ ラン カ およ び東 ア フリ カに も たら され た (Chan and
Elevitch 2006：2) 。南アラブは、BC７世紀から 1 世紀まで東アフリカとインド間の海洋
を支配していた(Purseglove 1976：12)。
エリュトゥーラ海案内記3の 16-17 節には、紀元 1 世紀にはインド洋貿易がすでに行われ
3作者不明の『エリュトゥーラ海案内記』(村川堅太郎訳註

1993)は、紀元 1 世紀半ば、エジプト生まれの無
名の商人によって記されている案内記である。エリュトゥーラ海とは、字義的には「紅海」を意味するが、
今日の紅海は当時アラビア湾と呼ばれ、エリュトゥーラ海とはインド洋、ペルシア湾、紅海を含めての総
称だった(14 節)。
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図 0-3. ココヤシの伝播ルート
出典：星川清親 1987『栽培食物の起源と伝播』pp.186-187

ていたことが示されている。案内記には、アザニアのラピタ(タンザニア沿岸部)では、少量
ではあるが椰子油が輸出されていたことが記述されている。
家島 彦一(2006)は、インド洋世界における交流に使用されていたダウ船の研究にココヤ
シの使用について論じた。5－6 世紀のインド洋西海域に使用されていたダウ船には、ココ
ヤシの木、皮の繊維が歴史的に使用されており、ココヤシ油とココヤシ実が現在も積載さ
れていることを明らかにしている(家島 2006)。
ヴァスコ・ダ・ガマが 1497-1499 に第１航海を行った際に残した記録を E.G. Ravenstein が
A Journal of the first voyage of Vasco da Gama 1497-1499 に編著している。498 年にモザンビー
クに到達した際の記録にココヤシについて記述されている。
アラブ商人のインド洋交易に関する記述によると、ココヤシはインド洋貿易との関係が
あり、船の側板、船の紐、交易商品として使用されていることがわかる。東アフリカにお
けるココヤシとの関わりは、2000 年以上に渡っていることが推測できる。
（２）ココヤシの生産
ココヤシの原産地は、東南アジアで、数千年前に東アフリカに伝播したことがわかった
が、現在のココヤシ生産はどのようになっているのであろうか。
2008 年のココヤシの実の生産高上位 20 位 (FAO statistic 2008) をみてみる(表 0-3)。ココ
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ナッツ生産量上位 20 位を大陸別に分類してみると、
アジアが 89.2% (12 ヵ国)、
アメリカ 8.1%
(3 ヵ国)、アフリカが 2.7 % (5 ヵ国)(グラフ 0-1)である。
こうしてみると、主なココヤシ栽培地域は南アジアで、インドネシア、フィリピン、イ
ンドなどである。しかし、スワヒリ地域である東アフリカおよび西アフリカの沿岸部でも
ココヤシ栽培を行っているが、その生産高は上位 20 カ国の生産高中 3％にも満たない。世
界の生産量からみると、アフリカ大陸のココヤシ生産量は 3%に満たないが、この中では、
タンザニアが最もココヤシを生産している国である。

表 0-3. ココナッツ生産量上位 20 位の国
国名

生産量

割合

地域

1

Indonesia

19,500,000 ton

32.9%

Asia

2

Philippines

15,319,500 ton

25.8%

Asia

3

India

10,148,400 ton

17.1%

Asia

4

Brazil

3,223,980 ton

5.4%

America

5

Sri Lanka

2,210,800 ton

3.7%

Asia

6

Thailand

1,483,930 ton

2.5%

Asia

7

Mexico

1,246,400 ton

2.1%

America

8

Viet Nam

1,095,100 ton

1.8%

Asia

9

Papua New Guinea

880,000 ton

1.5%

Asia

10

China

596,191 ton

1.0%

Asia

11

United Republic of Tanzania,

568,499 ton

1.0%

Africa

12

Myanmar

505,014 ton

0.9%

Asia

13

Malaysia

455,408 ton

0.8%

Asia

14

Solomon Islands

432,000 ton

0.7%

Asia

15

Jamaica

329,730 ton

0.6%

America

16

Ghana

316,300 ton

0.5%

Africa

17

Vanuatu

308,000 ton

0.5%

Asia

18

Mozambique

265,000 ton

0.4%

Africa

19

Nigeria

234,000 ton

0.4%

Africa

20

Côte d’ivoire

220,000 ton

0.4%

Africa

出典：FAO statistic 2008 筆者加筆 2012
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FAOSTAT2011

http://www.d.umn.edu/

http://wwwfaostat.fao.org

Uniersit of Minesota Dulth 2011

出典：Dransfield, Uhl, Asmussen, Baker, Harley, Lewis 2008 : 98

地図 0-3. ココヤシ栽培地域と生産量 20 位(2008)(点線内がココヤシ栽培地域)

左記を基に筆者作成 2013

2.7%
8.1%
Asia
America
Africa

89.2%

グラフ 0-1. ココナッツ生産量 20 位の地域の割合(2008 年)
出典：FAO statistic 2008 筆者加筆 2012

（３）ココヤシの栽培(マレーシア、インドネシア、フィリピンなど)
有機質と石灰分に富む軽い沖積土がよく、海兵でも淡水が流れ込んでいることころなら、
ココヤシはよく育つ。内陸部より沿岸部の方がより太く育つ (阿部 1989) 。
ココヤシの寿命は約 80 年であることから、よい種子を選ぶことは大切なことである。大
きくて良い実を選び、それを発芽させることが重要である。よい実とは、胚乳液が十分に
入っているものである。選び方は、実を叩いて、音で胚乳液の量を確認する。
栽培方法は、実を直接土に植えることもあるが、東南アジアでは、苗畑をつくり集中管
理することが一般的である(阿部 1989)。苗つくりは、直接土に植え、発芽するのを待つ。幼
芽が 10～15 ㎝に伸長したら、ポリバッグに移植して、約 1 年間育苗する。その後、よい苗
を選び、苗を掘り起し、農地に定植する。
定植は雨季に行う。肥料は、窒素、リン酸、カリウムを苗に与える(杉村・松井 1998)。
ココヤシの葉が 4－7m の長さがある。隣のココヤシの葉とぶつからないように、苗の定
植は、8－10m の間隔をあける。そのため、木と木の間に空間が広がる。その空間を利用し
て、他の作物を栽培している。

３．ココヤシ利用研究
ココヤシの原産地は東南アジアであり、現在のココヤシ生産量も東南アジアが殆どを占
めている。東南アジアの人々はココヤシを頻繁に利用していると考えられる。ココヤシ利
用及び文化についての研究はどのような視点で行われているのであろうか。
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白蓋(1996)は、スリランカにおけるココヤシの研究を行っている。その研究で白蓋は、コ
コヤシは、経済的、栄養低な日常生活の側面から、暮らしに欠かせないものであることを
明らかにし、スリランカ人の生活はココヤシとともにあると論じた。
白蓋(1996)の報告によるスリランカでのココヤシの利用は、次の通りである。ココナッツ
油は石鹸や洗剤に、ココナッツの中果皮のハスクを燃料とするココナッツ窯で焼かれたも
のは食器に、ハスクはタワシ、ほうき、マットレスの中身に、樹液はお酒に、ココナッツ
の繊維で編んだものは壁掛け、敷物となる。
スリランカにおけるココヤシ栽培は、6 世紀に最初のココヤシ農園が作られ、その後、12
世紀以降、西南地域の海岸沿いで大規模に栽培された。スリランカでは西欧の植民地にな
り、プランテーションの導入があったが、ココヤシ利用はスリランカ人によって始められ、
地元の有力者が栽培し続けてきた作物である(白蓋 1996)。
ココヤシ産業は、経済的貢献が大きい。農場主は、ココナッツミルクとココナッツ油を
作るためのココヤシを栽培し、1ha に 200 本のココヤシを植えている。農場主は、50 人の季
節労働者に、一時的な現金収入をもたらし、さらに輸出品を作り、外貨を獲得している(白
蓋 1996)。
商業プランテーションは、列強が事項の利益のために植民地に送った換金作物の農園で、
プランテーション導入は農民から土地を奪い、食料自給システムを破壊した。しかしスリ
ランカのココヤシプランテーションは、スリランカ人によって始められ、スリランカ人の
食事に欠かせない食べ物である。さらに、ココヤシ産業労働者たちは、農園で働いている
場合、食料が豊富で、ココヤシの葉も自由に使える。白蓋は、ココヤシ産業労働者たちに
とって、ココヤシにおける労働は経済的にも食文化的にも必要なものであると論じている。
Giambelli (2001)は、インドネシアのヌサペニダとバリにおけるココヤシの木の儀礼的象徴
性を論じた。ココヤシの木の森林の木との関係と、ココヤシの木と人間の身体との関係 に
着目した。
ヌサペニダとバリで、ココヤシは次のように利用される。胚乳液は、全ての儀礼におい
て重要で、祝福を意味する。葉はマットや壁に利用される。胚乳は、食されるか、コプラ、
ココナッツオイル、髪や肌用の化粧クリームとして利用される。また胚乳はココナッツミ
ルクにもなる。殻は器になり、幹はバリ人の伝統的な家の建築材として利用される(Giambelli
2001)。
ココナヤシの木は、人間の服を着させられ、
「祖母」として話しかけられ、奉納と食べ物
を与えられる。この儀礼は、祖霊に祈願し、翌年の豊作を願うものである(Giambelli2001)。
Giambelli は、ココナヤシと人間の身体の関係にも着目した。ココナヤシの成長と人間の
人生サイクルは似ているということである。ココヤシは 6-10 年で初の収穫となる。それは
人間の幼児から子供になる時期と相当する。その後、成長して実の生産が減り、80 年～100
年で枯死する。このココヤシンサイクルが、人間の成長と類似しているという。
また、Giambelli は、ココヤシの木と実は男性と女性の身体と同じであると論じた。樹液
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は血液であり、母乳である。葉は髪で、胚乳は肉、実は胸、胚乳液は母乳、実の殻は頭が
い骨であると論じた。
また、Giambelli は、インドネシアでは、ココヤシの実は、誕生から死後までの４つ儀礼
において使用されることを論じた。①出産直後、胎盤と後産は洗われ、ココヤシの実の殻
の中に入れて、台所の前で埋める。②歯の生え変わり
をココヤシの殻に集める。③死の儀礼
礼

つばと葉のやすり掛けでできた粕

若いココナッツを故人の灰で満たす。④神格化儀

新しい神聖な祖先は胚乳液に表現される。若い胚乳液はよい祖先とみなされる。

Giambelli は、この４つの儀礼が、基本的に人の誕生から死後までを象徴していると提示し
た。
Giambelli は、経済的、象徴的な理由より、ココヤシは、ヌサペニダとバリで最も重要な
木であり、そして、人間にとって儀礼的な容器であり、身体であり、その成長サイクルは
人間の人生のサイクルと並行していると論じた。
森本(1996)は、マレー半島のココヤシ採集にサルを使用していることを論じた。漁村であ
るが、ココヤシ商売も日常行い、現金収入源となっている。ココヤシ商売には、サル使い、
運搬業も加わり、様々な範囲の職業に現金収入をもたらしている。アブラヤシの進出によ
って、ココヤシ栽培は、減っていることをも論じた。
赤嶺(1996)は、フィリピンのココヤシ酒に着目した。西洋の植民地者たちと接触する以前
の 15 世紀に、共通性をもつ「東南アジア世界」があった。共有されていた生活を「基層文
化」と呼んでいる。赤嶺(1996)は、ココヤシ酒も東南アジア基層文化を構成する要素の一つ
であると論じた。
フィリピンのココヤシ・プランテーションが広がる景色は、100 年足らずに形成された人
口の景観である。ココヤシは現在、フィリピンの重要な輸出品である。胚乳からとれるコ
コナッツ油が外貨をもたらす。フィリピンの日常生活に欠かせない植物である。フィリピ
ンの田舎では、日銭を稼ぐことは難しい。ココヤシ酒つくりは、数少ない仕事の一つであ
る(赤嶺 1996)。
赤嶺(1996)は、ココヤシ酒の名前についても次のように論じた。フィリピンでは、ヤシ酒
の状態で呼び名が変わる。トゥバは、ヤシ酒全体、新鮮な甘いヤシ酒や醗酵する以前の樹
液もさす。バハルは、酸化前のヤシ酒で、バハリナは、一か月以上たったヤシ酒である。
バハリナは、1 年もすると、色も透明度も醤油のようになり、良い香りを放ち、まるでワイ
ンのようにである。
赤嶺は、インドネシアのココヤシ酒の飲酒についても論じた。イスラームは飲酒を慎む
宗教である。スマトラ島のミナンカバウ社会は、厳格なイスラームの実践で有名だが、コ
コヤシ酒は今世紀初頭まで呑まれていた。スマトラのムスリムが禁酒するようになったの
は、19 世紀末から 20 世紀初頭であった。
インドネシア諸言語では、ヤシ酒をトゥアック tuqak

もしくは トゥワック tuwak

フィリピンではトゥバ tubaq という。
フィリピンとインドネシアは同じ単語だと考えている。
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カトリック到来以前の基層文化とイスラーム到来以前の基層文化はつながっていた。
赤嶺は、ココヤシが経済活動において重要な作物であることを示し、ヤシ酒が東南アジ
ア周辺では、基層文化としてヤシ酒がその一つであることを証明した。
マジュプリア(1989)は、インド・ネパールの聖なる植物の一つとしてココヤシについて論
じた。
・人頭の代わりに犠牲として神への捧げもの
・多産の象徴
・花嫁の花婿へココヤシの実の贈与 そのココヤシの実は結婚生活の安泰を期して、
一生大切に保存される。
・花嫁の悪霊防御
・海を鎮めるための捧げもの
・ヒンドゥーの信者が水の神にココヤシの実を奉納
・家の守護神
・ヒンドゥー教徒の死者の代理
・医療(ココナッツオイル) 火傷や薄毛と軟膏に効果的
インド・ネパールでは、ココヤシが儀礼に頻繁に使用されている。ココヤシの実は祈願
成就のための捧げものと論じている。仏教、ヒンドゥー教の神殿で、ココヤシの登場を見
ない宗教行事はない(マジュプリア 1989)。
ココヤシ原産地域であるアジアのココヤシ研究は、経済的視点、儀礼的観点を中心に論
じられている。ココヤシの経済価値、儀礼的価値は重要であることは明らかである。では、
伝播先であるアフリカでは、どのような視点でココヤシ利用が論じられてきているのであ
ろうか。次の節で東アフリカのココヤシについて整理する。

第４節

タンザニア・スワヒリ地域におけるココヤシ栽培

１．東アフリカにおけるココヤシの拡大
東アフリカ・スワヒリ沿岸部のココヤシ利用は、長い歴史におけるインド洋貿易がかか
わってきた。その後は、アラブによるプランテーションが始まり、引き続きドイツによる
プランテーションが行われ、ココヤシ栽培がタンザニアに広い地域に拡大したと言われて
いる。東アフリカのココヤシについては、どのように論じられているのだろうか。
鈴木英明(2008)は、19 世紀のスワヒリ世界について下記の通り論じた。
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19 世紀のスワヒリ世界は 1820 年代にグローブ栽培に成功した。グローブ、象牙、犀
角、コプラ、奴隷を求め、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツからザンジバル島
に押し寄せてきた。インド人たちの語りによると、19 世紀前半あるインド商人が象牙
やココナッツ油の貿易に従事していた(鈴木 2008:64)。
チェンポング(1985 川端訳)は、アラブ人のザンジバル島におけるココヤシ栽培について
論じた。
1829 年アラブ人マスカットのスルタンであるサイイド・サイドはウングジャ(ザンジ
バル島)に強固な帝国建設した。サイイドはココナッツ栽培とともに丁子の耕作に力を
注いだ。象牙と奴隷および丁子とココナッツの海外市場を開拓することに関心があっ
た。

Cooper (1997)、は東アフリカにおけるプランテーション奴隷労働と、栽培作物について論
じた。
19 世紀、東アフリカ沿岸部における奴隷は、プランテーション経済発展に巻き込ま
れた。東アフリカでは、クローブはザンジバルとペンバ、穀物とココナッツは大陸に
面する地域というように、プランテーションはその作物が土壌と気候が各作物に適切
な場所で行われた。奴隷市場と伴って貿易ルートが広がった時代である。(Cooper
1997:3)
18 世紀下旬から 19 世紀上旬にかけて、小規模農業からプランテーションへ移ってい
った。1840 年代にそれが主流になっていった。大陸側では、ココヤシの木の栽培を広
げている時期である 1840 年から 1880 年にかけて、スワヒリ人とアラブ人が穀物栽培
のためにさらに土地を購入した。(Cooper 1997:6)
最初のプランテーションを建てた人は、オマーン人であった。(Cooper 1997:23)
1819 年には、ココヤシの木は、ほぼザンジバル全土に広がった。1840 年代には、コ
コナッツは紅海、アラブ、マダガスカル、インドに送られた。クローブ栽培に熱心に
なると、ココヤシの木は根こそぎ抜かれていった。しかし、1850 年代後半ころから以
前のような状態に戻っていった。クローブの価格が下落し、1860 年代までココヤシの
人気は上がり続けた。
主な海外の客はフランスで、凝縮ココナッツオイル用に乾燥ココナッツ(コプラ)を買
った。(Cooper 1997:62)
ココヤシの木は現地の経済に全て集約された。多くの人々が様々な種類の木を植え
た小さな土地を所有した。ココヤシはそれらの木の一つである。大規模地主はココヤ
シの木を家の近くに栽培し、そして奴隷にもココヤシの栽培を許可した。 (Cooper
1997:63)
その後、多くの人々は、ザンジバルの全作物であるクローブ、ココヤシ、マンゴー、
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キャッサバ他を栽培している小規模農地を所有した。(Cooper 1997:70)
Cooper は、18 世紀から 19 世紀にかけて大規模農業プランテーションが手掛けられ、プラ
ンテーションの所有者は、働き手として奴隷を使っているが、奴隷たちにもプランテーシ
ョンで栽培する作物を各自で栽培する許可を与えたと論じた。

Sheriff (2002)もアラブ人と東アフリカでのプランテーションについて論じた。
ザンジバル島とペンバ島はクローブ、ココナッツ、砂糖の輸出用製品を基本とした
奴隷が発展した(Sheriff 2002:116) 。
ザンジバルでは、ココナッツは沿岸地形の不変の特徴があり、島と大陸間でココヤ
シ生産物の定期的な貿易があり、そしてアラブとインドとの昔ながらの貿易があった。
フランスへのココナッツ製品の輸出は 1859 年の約 MT$96,000 から 1860 年上旬の間
に約 MT$169,000 に上がった(Sheriff 2002:134)。

Moore（1948）は、東アフリカのココヤシ栽培について調査した。
東アフリカ沿岸部で大規模にココナッツは栽培されている。最も重要な東沿岸生産
国は、ポルトガル領東アフリカのモザンビークである。1941 年には 142,000 エーカー
の農地で、年間 155,000,000 個、42,000 トン/年(1935-39)のココナッツの実を生産した。
生産のほとんどは輸出されている。ケニアと現タンザニアのタンガニーカとザンジバ
ルは、1945 年に 30,000ton のコプラを生産した(Moore 1948:131)。
Schabel(1990)は、1891 年から 1919 年の 28 年間のドイツ植民地時代タンザニアの林業に
ついて論じ、ドイツがココヤシ栽培をタンガニーカで成功し、数十年ココナッツを輸出し
たことを論じた。
1800 年代から東アフリカ沿岸部でココヤシ生産が盛んになり、アラブ商人およびインド
人、そしてドイツ人たちのプランテーションとフランスのココヤシ油の需要等の影響が強
いことが明らかになった。特に影響しているのはアラブ人である。プランテーションの地
主は、奴隷は農民にも作物の生産を許可していることから、プランテーション従事者以外
の人々にもココヤシ栽培が広がっていったと考えることができる。
東アフリカにおけるココヤシ栽培についての記述は、交易、プランテーション、奴隷貿
易の関連の中で、栽培作物として論じられているものばかりである。ココヤシ栽培導入の
経過の中で現地民の生活にも浸透し、ココヤシの東アフリカにおける文化的価値は高い。
しかし、地元住民の視点にたったココヤシ文化研究は皆無であった。ここに東アフリカ・
スワヒリ地域に広まったココヤシ文化を研究する意義があると考えている。
アフリカにおけるココヤシの生産高が世界の生産高の 3%で、アジアのココヤシ生産高は
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約 90%である。生産量の圧倒的な差異がある。ココヤシ住民との関係は、アジアがより深
く、より長い時間の経過の中で関わっている。ココヤシに関する人類学的研究はアフリカ
よりアジア(白蓋 1996、Giambell 2001)のに焦点があてられてきたと考えられる。
本研究では、東アフリカ・タンザニア・スワヒリ地域のボンデイ族の農村に焦点を当て、
ココヤシ栽培から利用までを中心に、スワヒリ農村におけるココヤシの多面的利用を論じ
ていく。
２．タンザニアにおけるココヤシ栽培
タンザニアのココヤシの代表的な種類は、East African Tall(写真 0-1)と Kitamli(写真 0-2)と
呼ばれる 2 種類がある。Gunn(2004)のココヤシの種類の分析によると、East Afrian Tall は、
tall の種類で、Kitamli は dwarf の種類に入る。East African Tall は、現地ではスワヒリ語で
Nazi ya kawaida と呼ばれ、標準的なココヤシ(以下 ココヤシ と呼ぶ)とである。Kitamli(以
下 キタムリ と呼ぶ)は、混種のハイブリッド種で、別名赤ココヤシ(Nazi nyekundu)、ペン
バココヤシ(Nazi ya Pemba)とも呼ばれる。Kitamli の語源は定かではないが、
「甘い、美味し
い」という意味の tamu から由来している説がある(観光局からの聞き取り 2012)。
呼称の通り、標準ココヤシは、誰もが想像するココヤシで、樹高が 20m あるものである。
キタムリは、生産を早くするためにかけ合わせてあるため、樹高は 10m 以下、最初の実は
3 年で実る。ただし、実の胚乳は少なく、胚乳液が多いため、飲料用に使われることが多い。
幹や葉は、建築材に使用される。
タンザニアにおけるココヤシ栽培の適所は、ペンバ島、ザンジバル島、マフィア島を含
む沿岸地位で、大陸では、ムトワラ州、リンディ州、プワニ州、タンガ州である(Haule, Tonya
1995)(地図 0-3)。大陸側では、特にタンガ州がココヤシの生産が高い。2 種類ともこの地域
で栽培されるが、キタムリは特にペンバ島、マフィア島、ザンジバル島に多く栽培されて
いる。タンガ州のパンガーニ県の沿岸部にも栽培されている。
気候、土壌の条件が適合し、歴史的背景として、アラブやドイツによるココヤシのプラ
ンテーションが大きく関係している。ペンバ島、ザンジバル島では、ココヤシ栽培は盛ん
であったが、1800 年代下旬にアラブがペンバ島、ザンジバル島でココヤシ栽培を積極的に
行ったが、その後、クローブの生産に変換していったためココヤシ栽培は低迷し、ココヤ
シ栽培は大陸側であるタンガ州を中心に行われるようになった(Cooper1997)。現在でもタン
ガ州のココヤシ栽培は積極的に行われている。
タンガ州では、特にパンガーニ県の MAUYA という地域に大規模農場がある。1860 年代
にサトウキビ農場と供にココヤシ農場がつくられた。
近年のタンガにおけるココヤシ生産量は、2003 年のみ生産量が低かったが、平均して 5
万トン以上ある(表 0-4)。タンガの中でも、ココナッツの生産量はムヘザ県が一番多い。ム
ヘザ県が 18,757 トンであるのに対し、パンガーニ県は 3,400 トン、タンガ県は 1,135 トン、
26

ルショト県は 64 トンである。ルショト県は、標高が高く、気候もココヤシ栽培には最適な
場所ではない(グラフ 0-2)(Tanga Regional Socio-Economic Profile 2008 :40)。
タンガにおける換金作物収穫の土地利用の割合は、コットン、カシューナッツ、ゴマ、
ココナッツ、フルーツで比べると、ココナッツの約 56％で過半数を超える。次に多いのが、
フルーツの約 34％、次がカシューナッツの約 8％、コットンとゴマは１％未満である(Tanga
Regional Socio-Economic Profile 2008 :38)。
ココヤシは、タンガ州の重要換金作物である。

ココナッツ生産量（トン）
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

18,757

ココナッツ生産量（トン）
3,400
1,135

64

グラフ 0-2. タンガ州内地域別ココナッツの生産量(2005-6 年)
出典：Tanga Regional Socio-Economic Profile 2008 :40

表 0-4.タンガのココナッツ生産量

年

生産量(ton)

2001‐2002

55,802

2002‐2003

64,447

2003‐2004

10,940

2004‐2005

57,930

出典：Tanga Regional Socio-Economic Profile 2008：37
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タンガにおける換金作物の土地利用
1%

1%

8%

ココナッツ
フルーツ
カシューナッツ
コットン

34%

56%

ゴマ

グラフ 0-4．タンガにおける換金作物の土地利用割合
出典：Tanga Regional Socio-Economit Profile 2008 : 38

写真 0-1．キタムリ

写真 0-2．標準ココヤシ
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写真 0-3．パンガーニ

Mauya のココヤシの実収集所

地図 0-3．タンザニアのココヤシ栽培をしている地域
出典：Haule R. J. and Thonya L. N. 1995 Wafanya kazi wa Tanzania, Wizara ya
Elimu Taifa ：55.
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第５節

調査期間と調査方法

本研究では、タンザニアおけるフィールドワークによって得たデータと文献資料をもと
に、タンザニア北東部に居住するボンデイ族のココヤシ利用の動態をみていく。
筆者は、一つの村での長期的滞在と、近隣の村での短期的滞在によって調査を行った。
特定の村に長期に滞在するのは、不定期に行われるボンデイ族の慣習行事、儀礼に参与参
加し、農業の年間行事、農村の変化を明らかにするためである。
フィールドワークでの調査は、筆者がスワヒリ語を使用して、村民に直接聞き取りを行
った。調査におけるボンデイ族の助手には、村内の案内をしてもらった。
本研究のもととなった現地調査(11 回 22 ヵ月)の主な経緯は下記の通りである。
(１)2004 年 7 月～9 月(3 ヵ月間)：ボンデイ語のことわざと社会教育の調査
(２)2005 年 7 月～9 月(3 ヵ月間)：ボンデイ語のことわざとボンデイ語の語彙調査
(３)2006 年 7 月～2007 年 1 月(7 ヵ月間)：ボンデイ語のことわざ、語彙、社会言語調査
(４)2007 年 3 月(2 週間)：ケニア・ラム島と周辺の島々 東アフリカ沿岸部イスラーム地域
の文化調査
(５)2007 年 8 月～9 月(2 ヵ月間)：ボンデイ語のことわざ、語彙、文法調査
(６)2008 年 3 月(2 週間)：在日アフリカ人の母国及び母村調査、ボンデイ族の冠婚葬祭調査
(７)2008 年 8 月～9 月(2 ヵ月間)：ウガンダにおける在日アフリカ人の母国及び母村調査
タンザニアのボンデイ族の口頭伝承と社会言語調査
(８)2009 年 3 月(2 週間)：ウガンダにおける在日アフリカ人の母国及び母村調査、
タンザニアのボンデイ族の冠婚葬祭調査
(９)2010 年 2 月～3 月(１ヵ月半)：ウガンダにおける在日アフリカ人の母国及び母村調査
タンザニアのボンデイ族のココヤシ文化調査
(１０)2011 年 2 月 25 日～3 月 19 日(3 週間)：ボンデイ族の宗教とココヤシ文化調査
(１１)2012 年 4 月 13 日～5 月 14 日(1 ヵ月)：ボンデイ族ココヤシ栽培調査
以上の調査は、以下の 6 つの共同研究と笹川科学研究助成の支援を得た。
(1~2)：平成 13～16 年度科学研究費補助金(基盤研究(A)(2))「アジア・アフリカにおける多言
語状況と生活文化の動態」(課題番号 13301027) 研究代表者梶茂樹、高知尾仁
(3)：2006 年度笹川科学研究助成
(4)：平成 17～18 年科学研究補助金(基盤研究(A))「アフリカ・イスラーム圏の白色系民族と
黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学的研究」(課題番号 18251006)研究代表者嶋田義仁
(5)：平成 18 年「人文学フィールドワーカー養成プログラム」「魅力ある大学院教育」イニ
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シアティブ事業
(6~9)：平成 2007～2009 年科学研究補助金(基盤研究(A))「滞日アフリカ人の生活戦略と日本
社会における多民族共生に関する都市人類学的研究」(課題番号 19202029)研究代表者和
崎春日
(10)：平成 21～23 年アジア・アフリカ学術基盤形成事業「伝統的生活様式の崩壊と再宗教
化をめぐる現代アフリカにおける宗教動態」研究代表者嶋田義仁
(11)：平成 20～25 年科学研究補助金(基盤研究(S))「牧畜文化解析によるアフロ・ユーラシ
ア内陸乾燥地文明とその現代的動態の研究」(課題番号 21221011)研究代表者嶋田義仁

本論文のもととなった既出論文
①2005 年「タンザニア・タンガ州 ボンデイ族における生活とことわざ―消滅傾向にある民族語とこ
とわざの現状から―」
『スワヒリ＆アフリカ研究』第 15 号、大阪外国語大学地域文化学科スワヒリ・
アフリカ地域文化研究室 pp.57－66.
②2005 年「タンザニアの民族語 ボンデイ語から見る多言語状況と生活文化の動態」
『アジア・アフ
リカにおける多言語状況と生活文化の動態』
、平成 13 年度～平成 16 年度科学研究費補助金 研究成
果報告書、編集梶茂樹・石井溥、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 pp.115－130.
③2007 年「タンザニア ボンデイ族のことわざ」
『伝統知識と技術の再活性化によるアフリ
カの草の根開発と環境保護』
、嶋田義仁編、平成 19 年度「国際協力イニシアティブ」
、名
古屋大学文学研究科嶋田研究室 pp.113-116.
④2007 年「タンザニア北東部のボンデイ族の結婚前夜祭とボンデイ語」『「人文学フィール
ドワーカー養成プログラム」調査報告』
、第 2 号メタプティヒアカ、pp203-206.
⑤2008 年「ラム島報告書」
『イスラーム圏アフリカ論集』Ⅳアフリカ･イスラーム圏におけ
る白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学研究

平成 18-20 年度科学研究費

補助金成果報告書(基盤研究 A)、研究代表嶋田義仁編、pp.163-169.
⑥2013 年「タンザニア女子中学生の妊娠から引き起こる負の連鎖－シングルマザーの
HIV/AIDS 感染事例報告－」
『イスラーム圏アフリカ論集』Ⅴ、アフリカ･イスラーム圏に
おける白色系民族と黒色系民族の紛争と共存の宗教人類学研究

平成 18-20 年度科学研
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第6節

論文構成

本論文は、序論、１章から５章と考察から構成される。
序論では、本研究の問題の視座を提示した。研究対象栽培植物であるココヤシについて
論じ、ココヤシの世界の生産及びその文化背景を論じた。ココヤシ文化研究を検討し、東
アフリカのココヤシ文化研究が十分に行われてこなかったことを明らかにした。
第 1 章では、ボンデイ社会のタンザニア国内での地理的状況、農村における生活事情教、
自然環境、社会環境について論じる。
第 2 章では、ムクジ村におけるボンデイ族のココヤシ栽培の全体像を論じる。ムクジ村
におけるココヤシの栽培と共に、ココヤシの成長を整理する。
第 3 章では、ムクジ村のボンデイ族によるココヤシの葉の利用について論じる。葉をど
のように加工して物を作り、どのように使用するのかを明らかにする。その作業による経
済活動にも着目する。
第 4 章では、ムクジ村のボンデイ族によるココヤシの実の利用について論じる。実をど
のように加工して利用するのかを明らかにする。実にまつわる作業に着目し、経済活動に
ついて論じる。
第 5 章では、ムクジ村のボンデイ族によるココヤシの樹液の利用について論じる。樹液
をどのように利用するのかを明らかにする。樹液にまつわる作業を分析し、どのように経
済活動が行われているか、論じる。
考察では、本論をまとめ、ムクジ村におけるココヤシ栽培と利用が、ボンデイ族の生活
にどのような意味をもっているのかを論じる。
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第１章

ボンデイ社会
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第１章
第１節

ボンデイ社会
タンザニアにおけるボンデイ族

１．タンザニア連合共和国
タンザニア連合共和国(United Repablic of Tanzania)(スワヒリ語名：Jamhuri ya Muungano wa
Tanzania) は、南緯 1 度から約 12 度、東経 29 度から 40 度に位置する。国土面積は、945,000
㎞ 2 で、日本の国土面積の約 2.5 倍である。人口は、約 43,739,000 人(2009)で、日本の人口
の約 3 分の１である。
タンザニアは、ケニア、ウガンダ、ブルンディ、ルワンダ、コンゴ、ザンビア、マラィ、
モザンビークに国境を接し、インド洋に面している。
タンザニアは、湖と川が豊富にある地域である。ウガンダに接している地域には、ビク
トリア湖があり、コンゴに接している地域には、タンガニーカ湖がある。マラウィと面し
ている地域には、ニャサ湖がある。その他、マニャラ湖、ニャシ湖、ルクワ湖がある。川
は、パンガーニ川、ワミ川、ルフィジ川、マタンドゥ川、ンブウェンブル川など、水域は
豊富にある。タンザニアを 21 に分けられ、こうした湖と川は、タンザニア国土全体に水を
まかなっている(Adimola, B. Gahima, C. Kivuva, M. Mmbando, J. 2006)。
自然環境は、ほぼ赤道直下に位置するが、標高があるため、涼しい気候の地域は広い。
標高は、200m 以下から、1,000m、2,000m、更に 5,000m 以上の地域に分かれている。東ア
フリカ沿岸部は、200m 程のなだらかな土地であるが、内陸に行くと、1,000m 以上の土地が
続く。
タンザニアの雨季は、3-5 月の期間が大雨
季、10 月末から 12 月が小雨季で、年 2 回の
雨季に恵まれている。雨量は、インド洋沿岸
が、年間降雨量 1,000mm 以上であるが、内
陸部では、年間降雨量 600mm 以下であるた
め、砂漠化している。
タンザニアの殆どの人が、農業を営んでい
る。価格価値からみる上位 20 位までの 2011
年のタンザニアの主な生産物は、バナナ、牛
肉、米、牛乳、トウモロコシ、キャッサバ、
豆、野菜、ピーナッツ、サツマイモ、ひまわ
りの種、タバコの葉、柑橘類の果物(マンゴ
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地図 1-1．アフリカ大陸とタンザニア

ー、マンゴスティン、グアバなど)、ジャガイモ、プランテーンバナナ、綿、ひよこ豆、ソ
ルガム、トマト、蜂蜜である(FAO 2013)。
タンザニアでは、スワヒリ語でカビラ(kabila)と呼ばれる集団が 120 以上存在する。カビ
ラは、同じ言語を話し、同じ出身地の人々の集団である。カビラがタンザニアの人々の帰
属意識を担うものである。本論では、このカビラを部族と呼び、英語では Ethinic Group と
する。
言語は、スワヒリ語と英語が公用語である。初代大統領のニエレレは、スワヒリ語をタ
ンザニアの国語とすることを提案し、1967 年のアルーシャ宣言でスワヒリ語で演説を行っ
た(Harries1969)。スワヒリ語は Lugha ya Taifa(国家の言語)とされた。スワヒリ語は、リンガ
フランカ(共通語)として、タンザニア全土のみならず、東アフリカのケニア、タンザニアと、
ウガンダ、ブルンディ、コンゴ、ザイールの一部で使用されている(Whitely1956)。スワヒリ
語の広がりに反して、部族語 Kilugha の使用は、減少傾向ある。さらに、英語の重要性が広
がりだしている。
２．ボンデイ族
本研究では、ボンデイというカビラ(kabila la wabondei)の人々に焦点を当てる。ボンデイ
の人々(スワヒリ語呼称 単 Mbondei/複 Wabondei)をボンデイ族と呼ぶ。ボンデイ族の人口は、
約 146,000 人(2009)である1。タンザニア国内におけるボンデイ族の割合は約 0.3％である。
小さな部族だということがわかる。
タンザニアの言語分類を示す Ethnologue のデータによると、ボンデイ語の位置は、イン
ド洋沿岸部から内陸に入ったところである(地図 1-2)。言語分布の地図からも、ボンデイ語
の使用者の地理的範囲は狭いことがわかる。タンザニアの州別の地図では、ボンデイ語が
主に話されている地域は、タンガ州のムヘザ県である(地図 1-3、1-4)。
2002 年の国勢調査によりと、タンガ州の人口は、160 万人あまり、タンガ県は約 24 万人、
ムヘザ県は約 28 万人、コログウェ県は約 26 万人、ルショト県は約 41 万人、パンガニケン
は約 4 万人、ハンデニ県は約 25 万人、キリンディ県は約 14 万人で、ムヘザ県は 2 番目に
人口の多い県である(表 1-1)。
タンガ州に住んでいる主な部族は、ディゴ族、ボンデイ族、セゲジュ族、ダイソ族、サ
ンバー族、ルブ族、キリンディ族、ムブグ族、ジグア族、ングウ族などである(表 1-1)。こ
れらの部族は、おおよそ県ごとに分かれて住んでいる。ムヘザ県に住むのは、ボンデイ族、
セゲジュ族、ダイソ族である。
ボンデイ族が住む周辺には、サンバー族、ジグア族、ディゴ族が居住している。サンバ
ー族、ジグア族、ボンデイ族は「セウタ」と呼ばれる同じ先祖(asili)を持つと言われている
(Nkondokaya 2003)。そのため、言語、文化は類似している。この 3 部族の呼称の由来は、
1Peoplegroups.org(2009)による
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次の通りである。ジグア(Zigua)は、
「彼らは国を獲得した（waziguhaizisi）
」ことから名付け
られた。サンバー(Sambaa)は、紛争によって「山地に散らばり(wamesambaa)住んでいる人々」
という意味から名付けられた。ボンデイ(Bondei)は、
「谷に(bondeni)残留し定住している人々」
という意味から名付けられた(Nkondokaya2003、ボンデイ族の長老 2005)。
ジグア族は主にパンガーニ県に主に居住している(表 1-1)。パンガーニ県のパンガーニ市
の港は、かつて奴隷貿易の港であった。当時パンガーニ市には多くのアラブ人が居住して
いた。アラブ人は、パンガーニから出港する奴隷と象牙、ジグア族と奴隷が栽培していた
ミレットをザンジバル島に送っていた(Sheriff 2002)。この奴隷時代の様子から、パンガーニ
という地名が付けられている。奴隷たちが港に着くと、アラブ人たちが「ワパンゲ
(Wapange)(彼らを整列しろ)」と命令し、男、女、子供、老人別に分けていた。Wapange と
は、
「整列する(ku-panga)」に目的辞 wa(彼らを)を付けた言葉である。この言葉が、地名と
して残った(パンガーニ環境局より聞き取り 2012)
サンバー族は、コログウェ県とルショト県に居住している(表 1-1)。アラブ人の交易ルー
トの一つは、キリマンジャロ山とメル山まで続いている草原に広がったパンガーニ渓谷だ
った(Sheriff 2002)。この途中にサンバー族が存在していた。

地図 1-2．ボンデイ語使用地域
出典：Ethonologue

http://www.ethnologue.com
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アラブ商人たちの交易ルートは、東沿岸部から 1,000 ㎞以上の内陸部へ伸びている。その
途中で様々な部族に影響を及ぼした。ボンデイ族の居住地は、直接の交易ルート通過地で
はかったが、アラブ商人たちの停留地であったタンガとパンガーニの後背地で、アラブ商
人の交易ルートの狭間にあり、ウサンバラ山脈の麓近辺に位置しており、交易ルートの近
辺ということから、その影響を受けている(地図 1-5)。
このような歴史を経過して、現在、タンガ市、ムヘザ市及びパンガーニ市には、アラブ
商人の子孫であるアラブ人、イギリスの保護領時代にタンザニアに来たインド商人たちが
住む。特にタンガ市とパンガーニ市には、アラブ人居住地とインド人居住地がある。
アラブ人とバンツー族との交流でできたのが、スワヒリ文化である。ボンデイ族は、歴
史的にアラブ商人たちとの交流があり、スワヒリ文化の影響を受けている部族の一つであ
るといえる。

表 1-1．タンガ州県別人口と部族名
地

名

人

全タンガ州(MukoawaTanga)

口

1,642,015 人 ―

タンガ（Tanga）市

243,580 人

ムヘザ（Muheza）県

279,423 人

ムクジ（Mkuzi）村

主な部族名

7,477 人
(1,666 世帯)

ディゴ、サンバー、ボンデイ、ジグア、
セゲジュ
ボンデイ、セゲジュ、ダイソ
サンバー、ディゴ、ジグア、マコンデ

ボンデイ、サンバー、ジグア、マコンデ

コログウェ（Korogwe）県

261,004 人 サンバー、ルブ、ジグア

ルショト（Lushoto）県

419,970 人 サンバー、キリンディ、ムブグ、パレ

パンガーニ（Pangani）県

44,107 人 ジグア、マコンデ、ヤオ

ハンデニ（Handeni）県

249,572 人 ジグア、ングウ

キリンディ（Kilindi）県

144,359 人 ングウ、ジグア
出典：国勢調査 2002 年
Nkondokaya(2003)
Tanga Regional Socio-Economic Profile(2008)
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2012 年筆者作成

地図 1-3．タンザニア タンガ州

地図 1-4．タンガ州

地図 1-5．アラブ人の交易ルートとボンデイ族居住地
地図＠：アラブ人の交易ルートとボンデイ族居住
出典：Sheriff2002 に筆者加筆
出典：Sheriff 2002 に筆者加筆
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３．部族語のボンデイ語と国語のスワヒリ語
ボンデイ語は、タンザニアの民族語の一つで、北東部タンガ州でのボンデイ族の間で使
用され、ボンデイ語使用人数は、約 80,000 人2といわれている。ニジェール・コンゴ語族、
ベヌエ・コンゴ語群、バンツー諸語 シャンバラ（G20）に属す。タンザニアの人口と比較
すると、その割合は、0.03%となる。まだ言語調査が施されておらず、言語の正書法3が確立
されていない言語である。そしてスワヒリ語の影響が大きく反映しており、衰退傾向にあ
る言語である。
筆者は、家庭内における言語使用について、ムクジ村とムザンバラウニ村の民家におけ
る参与観察と、10 代から 80 代の 174 名に口頭質問を行った。その結果、ボンデイ語は高齢
者及び高齢者夫婦の言語となりつつあることがわかった。ボンデイ族自身も自分たちのア
イデンティティを構成する要素の中から近々ボンデイ語は消えるであろう、と予測してい
る(Legère 2002:166)。家庭内では、親子間でボンデイ語を使用しなくなっており、市場、通
り、店などの各場所や結婚式、葬式などの各場面においても、既にスワヒリ語が優勢にな
っている。ボンデイ族が主に居住する地域でさえ、母語であるボンデイ語よりスワヒリ語
が優勢になっていることがわかった(高村 2005)。
そして、ボンデイ語に対する一般の人々の意識というのは、危機感が低いこともわかっ
た。ただ、15 年後にはボンデイ語は消滅するであろうと予想し、ボンデイ族の文化や深い
ボンデイ語の消滅を危惧する人もいた。その危惧していた人は、教育に携わったことのあ
るものや、仕事上で様々な民族と接触したことのあるもの、それにボンデイ語話者の高齢
層であった。
スワヒリ語が優勢になる理由はいくつかある。まず一つ目の理由は教育である。タンザ
ニアでは、初等教育 7 年生までが義務教育であり、その教授用言語はスワヒリ語である。
ボンデイ族の親たちは、生業である農業を子供に継承してもらうより、現金が獲得できる
会社へ就職をしてほしいと願っている。それより、高い学歴を得てほしいと考え、ボンデ
イ語への価値観が薄れ、スワヒリ語に価値を置いている家庭が多い。家庭内でボンデイ語
のみ使用する場合、スワヒリ語の理解が遅くなり、子供の授業の理解度に影響してしまう。
さらに、セカンダリー以上になると、教授用言語は英語になるため、最近では、小学生の
子供を持つ親が英語にも力を入れる傾向が出てきている。
２つ目の理由は、他部族との交流である。ボンデイ族が居住している地域は大型農地を
所有する者もあり、期間仕事を求め、地方から出稼ぎに来る人々がいる。ボンデイの地域
では、桑によって耕作を行っているため、農地の持ち主や家族だけで耕作することは不可
能である。タンザニアの中部地方や南部地方から出稼ぎ労働者は、タンガへ来訪し農地の
所有者を訪ね期間労働者として雇われる。例えば、ココヤシの木を所有している農家がす
2Ethnologue

Language of the World (2009)による

3言語の綴りを正しく綴る方、正字法
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べてココヤシの木に登れるわけではない。その際は、誰かを雇って、ココヤシの木に登っ
てもらう。その雇われる人は地方から出稼ぎに来た人である場合もある。農地所有者と労
働者間では、ボンデイ語での会話は不可能であるから、スワヒリ語が優位となる。
３つ目の理由は経済面に関係する。経済の面でもスワヒリ語は重要である。人々が買出
しに行くムヘザ市の市場には、各地方から商人たちが商売にやってくる。特に、定期市に
は、タンガ市に住むチャガ族がムヘザ市まで商売をしに来ていた。ムヘザ市では、ボンデ
イ語は理解不可能でありまたチャガ語も使用できないため、民族語よりスワヒリ語が優位
となる。取引の場面の誤解や購買者の金額交渉に対する誤解を生じさせないためにも、共
通語であるスワヒリ語が優勢になるのは必然的である。
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４つめの理由は、マスメディアである。新聞、テレビのニュースやドラマ、ラジオ、小
説等、様々な場面でスワヒリ語は広く使用され、人々は出身族や部族語に関係なく娯楽も
楽しむことが出来る。ボンデイ族の居住地域の村々には、電気のない家庭が半数以上ある。
そのうちテレビを所有する家庭は、ときどきビデオ上映を行い、近所の子供たちはテレビ
のドラマや音楽を観賞しに集まり楽しんでいた。
以上のように、学校、商売、仕事、多民族との交流、地方での居住、娯楽等、様々な場
面でスワヒリ語は重要となり、ボンデイ語は使用頻度が少なくなっている言語となってい
る。

第２節

ボンデイ族居住地

タンガ州ムヘザ県ムクジ村の環境

１．自然環境
ボンデイ族の主な居住地は、タンザニア北東部のタンガ州ムヘザ県ムクジ村及びその周
辺のムヘザ市である。タンガ州の州庁所在地タンガ市、沿岸に接するパンガーニ県にも居
住する。ムヘザ市はインド洋沿岸からから約 40 ㎞内陸に入ったところである。
タンガ州は、タンザニアの北東部に位置し(地図 1-2)、南緯 5-6°東経 39-40°である。ムヘ
ザ県ムクジ村及びムヘザ市(地図 1-3)は、タンガ州の北東に位置している。月別最高気温が
30-34 度で、
月別最低気温が 21-24 度の安定した気温である(グラフ 1-4)。雨季は年 2 回あり、
4 月―5 月と 10 月―11 月である(グラフ 1-4)。特に 4 月―5 月は大雨季といわれ、多量の雨
をもたらす。年間降雨量は、年間 1,200-1,400mm の地域である(地図 1-7)。
ムクジ村の標高は 200m-250m 程で、丘陵地帯である。インド洋沿岸部から緩やかに標高
が上がっていく。ムヘザ市は標高 180m で、ムクジ村までは丘陵を登るが、ムクジ村内は、
標高 250m の平原が続いている(地図 1-5)。ムクジ村はインド洋から約 40 ㎞離れているが、
丘陵になっていることから、インド洋からの風が吹いてくる。
タンガ州に駐在する農林水産省の資料によると、ムヘザ市からムクジ村近辺の土壌は、
柑橘系、サイザル、ココヤシ、キャッサバ、カシューナッツ、ひまわりの栽培に適してい
る(地図 1-8)。プランテーションによってサイザルの大規模農園が広がり、さらにココヤシ
が適している。このボンデイ族居住地より内陸に入ると、ココヤシ栽培は行われなくなっ
てくる(地図 1-9)。
ボンデイ族の居住地は、ちょうど気温、雨量がココヤシ植物に適合する地域の境界の地
域である。国土交通省が出している土地利用の地図によると、ココヤシ栽培が盛んに行わ
れている地域は、このボンデイ族が居住する地域が最西端である。農業生態地帯としては、
この地域では様々な作物が育つ。例えば、サイザル、カシューナッツ、トウモロコシ、キ
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ャッサバ、米である(Tanga Regional Socio-Economic Profile 2008)。それより西に進むと、サ
イザルや紅茶、コットン、米、トウモロコシ、ミレット、豆などが育ち、ウサンバラ山脈
では、コーヒー、紅茶、カルダモン、メイズ、ジャガイモ、バナナ、豆、スパイス、フル
ーツ、野菜が豊富になる(Tanga Regional Socio-Economic Profile 2008)。ムヘザの西方でもコ
コヤシを時折見かけるが、まばらで、商用作物として栽培はしていない。

表 1-2．ムヘザ県の換金作物

(単位：トン)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

ココナッツ

12,350

12,200

12,000

11,238

11,175

11,180

オレンジ

60,520

60,800

61,020

65,000

65,200

65,300

20

21

20

15

17

18

500

498

494

490

485

480

3,510

3,610

3,902

3,116

3,990

4,082

24,300

24,125

23,928

18,620

17,803

16,126

カシューナッツ
カルダモン
紅茶
サイザル

出典：Izamuhaye Jean Claude 2008 p17-18

ムクジ村

地図 1-6．タンザニアの標高
出典：Afrika ya Mashariki Sura ya Nchi 2000 Machillan Aidan :32 に筆者加筆 2012
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地図 1-7．タンザニア雨量
出典：Tanzania TabiayaNchi 2000 Machillan Aidan :20 筆者加筆 2012

ムヘザ県の平均月間降雨量と気温
300
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250
227
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月間降雨量ml
最高気温℃
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50
-
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30
22

76
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33
33
25
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21

最低気温℃

125

30
21

30
21

31
23

32
24

33
24
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グラフ 1-4．ムヘザ県の平均降雨量と気温
出典：Tanzania Meteorological Agency 2010a “MonthlyRainfallTanga”, 1979-2009.
--2010b “Monthly TemperatureTanga”, 1979-2009.
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地図 1-8．ムヘザ県の自然環境

標高、年間雨量、農作物

出典：農林水産省タンガ支部 2006 ムリンガーノ研究所資料

に筆者加筆 2012

地図 1-9．タンガ州沿岸部の土地利用
出典：Map of East Africa MUHEZA 1989, TANGA 1990, PANGANI 1988, HALE 1988,
MNYUZI 1989, KIGOMBE 1989. に筆者加筆
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２．生活環境
（１）ムクジ村の地理的交通事情
ボンデイ族が主に居住している場所は、タンザニア北東部タンガ州のムヘザ県ムクジ村
である。交通事情は、長距離バスが運行されており、交通の便はよい。ムクジ村へは、首
都ダル・エス・サラームからタンガ州タンガ市方面を向かい、途中、ムヘザ県の都市ムヘ
ザ市を経由する。
タンザニアの首都ダル・エス・サラームからタンガ州の都市タンガまでの距離は、約 350
キロである。ダル・エス・サラームから都市タンガまでは広い幹線道路(舗装道路)が通って
おり、毎日、数社のバス会社が早朝、午前、午後の３便を運行している。所要時間は高速
バスで 6～10 時間である。経由地のムヘザ県ムヘザ市は、タンガへ着く途中に位置してい
る。ムヘザ市で別の交通機関に乗り換え、村へ向かう。
ムヘザ市の街からムクジ村へは未舗装の幹線道路が通っており、７キロ程である。交通
機関は、小型乗合バスか、2012 年から主流になったバイクタクシーである。乗り合いバス
での所要時間は 45 分程度で、バイクタクシーは 20 分程度である。またこの幹線道路は、
ムヘザ市と隣県であるパンガーニ県の都市パンガーニ市を結び、一日 2 便のバスが往来し
ている。距離は 30 キロほどで、所要時間は 3 時間である。
タンガ州の都市タンガからムヘザ県ムヘザ市の街までは、幹線道路(同上)が繋がっており、
30 キロ程である。交通機関は乗り合いバスがあり、所要時間は 1 時間強である。この区間
のバスは毎日随時運行しており、乗客が満員になり次第出発する。
ムヘザ県の都市ムヘザ市は、交通事情がよいため商人が往来し、商業の街でもある。そ
のためムヘザ市の街には、タンガ州内および他の州を結ぶ大型バス用のバスターミナルが
あり、様々な地方の人々が集まる場所となっている。

写真 1-1．ムクジ村の中心部

写真 1-2．ムクジ村の定期市 2012 年から
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このように、タンガ州における現在の交通状況は便がよく、村への移動も交通の不便さ
はない。タンガ市とムヘザ市間、ムヘザ市とパンガーニ市間で幹線道路があることにより、
商人の移動は容易に行われる。2011 年まで定期市はムヘザ市の街まで行かなければならな
かったが、2012 年から、週一度タンガ市から商人たちがムクジ村へ集まり、定期市が開催
されるようになった。
（２）ムクジ地域の構成
ムクジ村の現在ムクジカティと呼ばれる場所に、130 年以上前にはすでにクンバ(Kumba)
家が住んでいた。その後、この村に移住する人が徐々に増えてきた。現在ムクジ村に住む
住民は、5 世代から 4 世代以降人々が住んでいることになる4。
1884 年、アングリカン教会を建設するためにイギリス宣教師たちが到来した。この村に
は目印となるムクズ(Mkuzu)と呼ばれる木があった。宣教師たちがその木の名を報告書に記
名するさい、ムクジ(Mkuzi)と書き、そのまま村の名前となったと伝承されている5。
ムクジ区の総人口は、7,477 人(国勢調査 2004 年)で、その構成は、マフェレ村、ムクジ村、
ルサンガ村、ミンドゥ村の４つの区からなっており、その中心区がムクジ区である。
ムクジ区の中心であるムクジの人口は、2,607 人(国勢調査 2004 年)で、ダイ・サーマ、マ
ウェニ、ムクジカティ、クウェア、クンバ・ムトニという 5 つの部落で構成されている。
本稿での主な調査地は、ムクジカティである。その人口は 1320 人(2004 年)で、ムクジ村
の過半数が集中して居住している地域である(表 1-3)。村役場の調査によると、家の戸数は
502 の内、女性世帯主は 187 人、男性世帯主は 315 人であり、女性世帯主が 3 割を超えてい
る。この地域では、女性が家族を養っている家庭が多いことを示唆している。ムヘザ県に
おけるハンセン病、身体、視力、先天性白皮症などの身体障害者は、ムヘザ県の人口の 1.69％
いる(Tanzania Census 2002)。その中で、体が不自由な人の割合は、0.8％存在する。ムクジ村
にも、幾人かの身体障害者を確認することができる。
ムクジ村には、主にボンデイ族が住んでいるが、その他、サンバー族、ジグア族、ディ
ゴ族、ゴゴ族(中央タンザニア)、スクマ族(北西タンザニア)、ニャキュサ族(北部タンザニア)、
マコンデ族(南部タンザニア)、パレ族(北タンザニア)、ヘヘ族(南部タンザニア)等が住んで
いる。遠方出身者では、ヘヘ族以外は集団出稼ぎのたまに北東部へ往来し、そのまま住み
ついた人々であるが、それ以外は、仕事または結婚によってムクジ村に住んでいる人々で
ある。近隣に居住しているサンバー族とジグア族は、村で商売をして生計を立て、住民と
して住んでいる。

4チャンバイ氏の語りより(2012)
5同上
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表 1-3．ムクジ地域(Mji)の構成

ムクジ地域(Mji) 総人口
４村(4Vijiji)

7,477 人(2004 年)
マフェレ(Mafere)村
ムクジ(Mkuzi)村
ルサンガ(Runguza)村
ミンドゥ(Mindu)村

ムクジ村(Kijiji) 人口
５部落(5 Vitongoji)

2,607 人(2004 年)
クンバ・ムトニ(Kumbamtoni)
クウェア(Kwea)
ムクジカティ(Mkuzikati)
ダイ・サーマ(Dai saama)
マウェニ(Maweni)

出典：Tanzania Census 2004
村役場の資料より(Ofisi ya Kijijini)

表 1-4．2004 年度ムクジ村の人口と戸数

部落名

家の戸数

住民数

クンバ・ムトニ

57

247

クウェア

65

430

ムクジカティ

232

1320

ダイ・サーマ

92

340

マウェニ

56

270

計

502

2607

女家主 187

女 1327

男家主 315

男 1280

出典：村役場の資料より(Ofisi ya Kijijini)
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写真 1-3．ムクズの木

図 1-1．ムクジ村の部落
2008 年調査を基に筆者原図作成

（３）ムクジ村の公共施設
ムクジ村は、タンザニアのウジャマー政策によって、小学校、中学校、病院、井戸等
が建設され、教会 3 種類及びムスクも建設されている。小学校は基本的に自宅から通って
いる児童が殆どだが、中学生は遠方出身者が多く、ムクジ村内で宿舎を借り、中学生同士
で家をシェアしている。よって、ムクジカティは、住民が集中している場所である。
病院は、平日 10 時から 16 時まで開診している。新生児のケア、病人の診療が行われ、
入院する施設も整っている。
2000 年頃から乳牛を飼育し、搾乳を行う家庭が増加してきた。それより、牛乳の収集所
が 2009 年に新設され(写真 1-7)、牛乳を１ℓ600tzs(約 50 円)で販売できる。牛乳を販売する
ことにより、専業主婦の女性たちも収入を得られるようになった。
ムクジセンターの水場は、掘り井戸が 2 つとポンプが 2 台ある。ムクジ村の井戸は、
ムクジセンターとクウェアの２か所あるが、ほとんどのムクジ村の人々がムクジカティの
井戸に集まる。この水場は幹線道路から１ｋｍ程離れており、50m 程下がっている。雨季
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は掘り井戸に水が十分溜まるが、乾季では水が底をつく。ポンプには長い行列が並ぶため、
夜中までその列は続く。水汲みは毎日必要であるが、バケツに入れた水を運ぶのは重労働
である。よって、村の中で自転車をもっている男性は、水運び商売を行っている。15 リッ
トル入るバケツ 2 個で一回 400 シリングである。男性は一日 5 回から 10 回ほど水運びを行
う。それより、水運び商売を行う男性は、日常生活用の収入が得られる。
他方、この井戸のある場所は、洗濯場にもなっている。子供や学生、村の若者たちがこ
こに集まって洗濯をする。ここは、出会い及び友人と楽しむ場所の一つになっている。
電気は、電線がダイ・サーマまで通っていることより、電気の供給も十分ある。ただし、
電気を引いている家は、ムクジ村の戸数の三分の一ほどである。これは、各家庭の収入に
よるものであるため、全家庭に電気は行き届いていない。電気とテレビのある家では、時
折近所の子供たちが集まり、一緒にテレビを見る。もしくは、入場料 100tzs(約 8 円)でテレ
ビもしくは映画を放映している場所もある。
村には、小さな店数軒、携帯電話店、仕立屋、八百屋、鍛冶屋、自転車修理店、酒場、
飯屋、トウモロコシ製粉機等があり、生活に必要なほとんどのものは村内で揃う。
ムクジ村は、役場、学校、病院等の公共設備が十分に整っている。宗教は、土着信仰、
イスラームとキリスト教３派があり、争いなく共存している。水の供給は、井戸は２か所
あることにより、乾季以外は、ムクジ村の住民全てが確実に水を得ることができる。そし
て、様々な種類の店や商売が行われているムクジ村は、生活に必要なモノが十分に整う場
所である。
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写真 1-4．ムクジ小学校

写真 1-5．ムクジ中学校

写真 1-6．ムクジ村の病院

写真 1-7．ミルク収集センター2009 年建設

写真 1-8．井戸 1

写真 11-9．井戸 2
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地図 1-10．ムクジ村の概観(2012) 筆者原図
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第３節

ムクジ村におけるボンデイ族の生活

１．家族構成
現在、年齢が 70 代以上の人々を第１世代とすると、次世代からは、他部族間との結婚が
行われるようになってきた。2 世代目では、まだボンデイ族同士の結婚の方が多いが、孫の
代の 3 世代目になると、他部族間との結婚が目立っている。それは、教育課程において、
遠方の高校及び大学への進学や、仕事による遠方への遠征によることが影響している。ま
た、スワヒリ語という共通語を使用することにより、言葉の壁がなくなったことの理由が
大きいだろう。
ボンデイ族の家族の構造がどのようになっているか、ある１家族を紹介する。
家族構成例 チャンバイ家
氏名： ジョージ マイケル チャンバイ George Michael Chambai
誕生年：1929 年
年齢： 81 歳（2012 年現在）
出生地：タンガ州 ムクジ市 ムクジ村
部族： ボンデイ族 (両親共にボンデイ族)
学歴： 初等教育 8 年

中等教育 4 年 教員学校

職業： 教員 大工 現在は農夫
その他：ボンデイ語の危機を感じ、1982 年よりボンデイ語のことわざ収集を行なう。
家族構成
Chambai 夫妻 妻ボンデイ族
第一子 長女（パンガーニ市居住）小学校教員
第二子 長男（他界）
第三子 次男(PL)（タンガ市居住）公務員
第四子 3 男(ED)（ムクジ村居住）小学校教員
第五子 次女（タンガ市居住）専業主婦
第六子 3 女（ダルエスサラーム市居住）
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PL 妻

ED

妻

図 1-2．チャンバイ家の婚姻相手の部族

チャンバイ氏は、現在 81 歳(2012 年)である。祖父がムクジ村に移住し、そのままムクジ
村に住んでいる。祖父の時代であるから、チャンバイ家がムクジ村に住みだしたのは 100
年以上前のことになる。
チャンバイ氏は、生粋のボンデイ族で、ボンデイ族である女性と結婚した。6 人の子供も
ボンデイ族である。父系社会であるため、他部族と婚姻関係をもったとしても、彼らの間
にできた子供は、父方のボンデイ族を受け継ぐ。
チャンバイ氏が成人したころまでは、他部族との婚姻は、殆どなかったが、次の世代
である息子や娘の時代になると、他部族間との婚姻が出てきている。婚姻関係を結んだ相
手の出身部族を見てみると、第一子(女)は、ジグア族と結婚し、ムクジ村を出ている。第二
子(男)は、他界しているが、ボンデイ族と結婚した。生前は都市のダル・エス・サラームに
住んでいた。第三子 PL (男)は、ボンデイ族の女性と結婚し、ムクジ村に家を建てている。
第四子 ED(男)は、ボンデイ族の女性と結婚し、ムクジ村に家を建てている。第五子(女)は、
他部族と結婚し、タンガの街に居住している。第六子(女)は、他部族と結婚し、ダル・エス・
サラームに住んでいる。こうしてみると、息子たちはボンデイ族の女性と結婚しているが、
娘たちは他部族と結婚し、ムクジ村から出ている。
PL の子供たちは 6 人中 4 人が既に子供を構える相手がいたり、婚約をしている。4 人の
内、2 人が婚約をしており、他 2 人は子供をもうけた女性がいる。
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PL の長男は、2 人の女性との間に子供が一人ひとりいる。この女性たちはムクジ村内の
ボンデイ族である。彼女たちとは、婚姻関係を結ぶことはなかった。現在、彼は婚約中だ
が、その相手は他部族であるチャガ族である。彼が遠方に働きに出ていた際、出会った相
手である。両親は、特に反対することもなく、二人の仲を承諾した。第二子の長女は、ボ
ンデイ族男性との間に子供をもうけたが、結婚まで至らなかった。その後、子供が 11 歳こ
ろ、病気のため他界した(高村 2013)。その子供は、彼女の両親に引き取られた。第 3 子の次
男は、マコンデ族との間に子供をもうけている。しかし、結局性格の不一致もあり、結婚
まで至らなかった。子供は、父親である次男が引き取り、彼の母である祖母が育てている。
子供をもうけ、交流が始まった当初から、ボンデイ族である両親はマコンデ族に不満をも
ち、二男当人も互いに理解できない点に不安を覚えていた。第四子である次女は、子供は
いないが、サンバー族の男性と婚約を交わしている。両親に結婚を認めてもらうため説得
している間は、両親は娘の将来を心配し、すぐには認めていなかったが、本人の人格を認
め、婚約まで至った。
PL 家族の息子たちの子供の母親及び婚約者と娘の子供の父親及び婚約者を見てみると、
出稼ぎや働いている場所によって、結婚相手や子供をもうける相手を選んでいる傾向にあ
ることがわかる。現在 80 歳代であるチャンバイ氏の時代には、ボンデイ族は村外のボンデ
イ族と結婚することが望ましかった6が、現在は、他部族でも容認されるようになっている。
２．居住空間
ボンデイ族は親族・家族を大切にし、敷地内に集まって居住することを好む。他の家族
では、一家の部落となっている場所もあり、また丘一つが一家の敷地となっている場所も
ある。一家の家々があつまっているが、墓場も敷地内にある。
結婚すると、娘は嫁いで夫の家族のもとへ行き、息子たちは嫁を家に連れてくる。新居
を構える息子たちも多いが、多くの場合、両親の家の近くもしくは親族の家の近くに家を
構える。チャンバイ氏一家の敷地利用を図 1-3 に示した。チャンバイ氏の 2 人の息子は、父
であるチャンバイ氏の近くに家を構えている。息子家族のみならず、チャンバイ氏の兄弟7家
族、従兄弟8もチャンバイ氏の家の近くに家を建てている。更に、墓地も敷地内にある。チ
ャンバイ家は、
「揺りかごから墓まで」一緒にいるということである。
近年の家は、2 つの様式がある。１つは、コンクリートのブロックで壁が作られ、コンク
リートで塗られ、屋根はトタンである。2 つ目は、ムクジ村で採取される赤土から煉瓦を作
り、石灰もしくはコンクリートで壁を塗る様式である。この 2 形式の家が増えている。伝
統的な家は、土壁で葺き屋根の家である。

6近親相姦を避けるため
7チャンバイ氏の兄弟は、既に他界しているため、その息子たちが相続している。
8結婚しておらず、子供もいない。
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チャンバイ氏の家の構造は図 1-4 の通りで、大家族が住めるよう、部屋数が多く、家禽類
用の飼育小屋もある。以前は山羊を 10 頭程飼育していたが、盗まれてしまい、山羊の飼育
をやめてしまった。山羊小屋だった場所を現在は賃貸の部屋に立て直していた。山羊を飼
育していた頃は、親族内で祝い事の際、その山羊を使用して、料理の一品としていた。現
在は山羊の飼育を行っていないため、その山羊を調理することはないが、冠婚葬祭がある
場合、チャンバイ宅の台所に近所の女性と親族の女性が集まって、調理を行う。
家の間取りで重要な場所は、中庭とベランダである。この中庭とベランダは、親族、近
所の人々が集まる交流の場所である。もちろん、室内にも居間はある。客人が訪問してき
た際は、その居間に通される場合が多い。その一方、親族や近所の人々または交流の深い
人の場合、中庭またはベランダに通されることが多い。中庭やベランダで交流ができると
いうことは、
「客」という一線を越え、より近い関係になったという証拠にもなる。そこで
は、親族や近所の人が集まるだけでなく、食事をとる場所、洗濯をする場所、外の空気を
あたって家族がゆったりとできる場所でもある。そして、妻や娘、近所の女性や友人が、
調理の下準備を行う場所でもある。例えば、トウモロコシの実を芯から剥がしたり、豆を
サヤから外す作業、葉物野菜を茎から取る作業、野菜を切る作業などする。このような日
常的な親族、近所の人々、友人との交流が重要になる。それが、中庭とベランダで行われ
るのである。
伝統的な家(図 1-5)は寝室と物置兼居間の 2 部屋の構造が一般的である。小さな家である
が、台所と家の間の空間が重要な場所である。この空間で近所の人々、友人、家族が集ま
るのである。場所は狭いが、チャンバイ家の中庭と同じ役目を果たす。

図 1-3．チャンバイ家敷地利用
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家禽小屋

台所

賃貸

(アヒル、鶏)
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部屋
浴場/トイレ

中庭

台所

居間

賃貸
部屋

賃貸

賃貸

ベランダ
図 1-4．チャンバイ氏宅の間取り

コンクリートつくり、屋根はトタン

寝室

居間

台所
図 1-5．伝統的な土壁の家
木と赤土の壁

屋根は葺き屋根

写真 1-10．伝統的な家の骨組み

写真 1-11．伝統的な家
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３．生業
ボンデイ族の主な生業は、農業である。主に栽培している作物は、トウモロコシ、キャ
ッサバ、サツマイモ、豆、ピーナッツである。その他は、トマト、ナス、ゴグウェ(ナス科
植物)、オクラなどの野菜を栽培している。50 ヘクタール以上の広い農地を所有している農
家は、その他にパイナップル、オレンジ、パパイヤ、カシューナッツ、ココヤシなどを栽
培している。換金作物は、パイナップル、オレンジ、カシューナッツ、ココヤシである。
特に、カシューナッツ、ココヤシは以前より栽培が盛んであり、10 年ほど前からオレンジ
栽培が人気になってきた。その理由は、カシューナッツは病気に弱く、ココヤシは実をつ
けるのに 7 年の歳月が必要であるが、オレンジは 3 年もすれば実が付き始めることが大き
い。それより、毎年オレンジ栽培者は増加傾向にある。この 1 年ほどで、オレンジ栽培に
よる利益によって、バイクを購入する人が増え、バイクを利用した別の商売にも発展して
いる。
しかし、これらの換金作物は、管理に費用がかかる。自家消費作物用(トウモロコシ)の農
地以外に専門の農地を必要する。さらに、農薬に費用が掛かる。
オレンジとカシューナッツは、木の大きさと生産量を考慮すると、最低１ヘクタールは
必要である。オレンジの樹高は 2-3m ほどで、幅は直径 2-3m である。オレンジ 1 本が必要
とする土地は、直径約 3m 程である。カシューナッツは、樹高が 5m 以上あり、幅は直径 7-8m
以上にもなる。カシューナッツ 1 本が必要とする土地は、直径 10m 程ということになる。
カシューナッツの木は、葉が密集しているため、枝の下に日光があたらない。そのため、
他の作物との混合農耕ができない。商用のオレンジを栽培している農家は、オレンジの木
を 30 本は最低植えている。商用のカシューナッツを栽培している農家は、10 本ほど植えて
いる。オレンジとカシューナッツ栽培は、専用の土地使用となる。
オレンジ栽培は、樹元はライムで、オレンジの枝で接ぎ木を行う。全体をオレンジの木
にしてしまうと、耐久性がないといわれている。前者の場合、30~40 年、果実を実らせるが、
後者の場合は、20 年ほどしかもたない。そのため、ボンデイ族は、ライムの樹元とオレン
ジの木で接ぎ木を行うのである。しかし、この方法でオレンジを栽培するには、費用がか
かる。そのため、一部の富裕層の農家しか栽培することができない。
オレンジとカシューナッツは、害虫がつきやすいため、果実が実りだすと、農薬を撒か
なければならない。農薬にも経費がかかるのである。オレンジとカシューナッツは、管理
費がかかる商品作物であるため、経済力のある農家が栽培できるだけである。
一方、ココヤシは、樹高が高く、葉が大型羽状複葉であることから、地面にも日差しが
あたる。栽培は、ヤシの実を土に植えれば発芽する。管理費用も、害虫駆除のために農薬
を使う必要がない。害虫は、カブトムシ系の害虫が樹上部にいるが、木に登った際、手で
捕まえて駆除するのみである。その他に栽培時に注意する点は、雨量のみである。ムクジ
村ではココヤシに必要な雨が十分ふる。
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図 1-6．トウモロコシとオレンジ栽培の農業暦

４．現金獲得活動
ボンデイ族の生業は自家消費用の作物栽培であるが、日常生活での生活費を得る必要が
ある。主に現金獲得活動として行われるのが、食品販売、野生動物の肉販売、建築材料販
売、薪販売、ほうき販売、ファッションや携帯電話関連の仕事など、農業の合間にできる
小さな商売である。
食に関する商売は、パン(ムカテ mkate)、揚げパン(マンダジ mandazi)、米粉揚げパン(ムカ
テ ヤ ミメア mkate ya mimea)チャパティ、フライ魚、乾燥サメ(パンパ panpa)、トマト
(nyanya)・ゴグウェ(ナス科)(gogwe もしくは nyanya chungu)・オクラ(bamia)・キャベツ(kabichi)
等の野菜、ココヤシの実、牛乳、酒造り、飯屋等を自宅もしくはその場で調理し、販売す
るものである。もしくは、狩猟で捕まえた野生動物の肉の販売もある。
パン、フライ魚などの加工食品は、女性が販売している。パン、揚げパン、米粉揚げパ
ンなど、穀物を加工する食品は、女性が前日の夜から仕込む。夕食を作っている最中もし
くは、食後に仕込みを始める。パンの生地を作り、分けやすいように生地を小さく丸め、
間を置きながら鍋の中に並べておく。一晩かけて、パンの生地を発酵させる。翌朝には、
パン生地はふっくらとなり、小さく丸めた生地は隣の生地とくっつき、一つの塊になって
いる。女性たちは朝 5 時ころ起き、鍋の中で醗酵して一塊になったパン生地を焼き始める。
パンを焼くには、まず火を起こすことから始まる。ガスはムクジ村にはなく、電気コンロ
もない。薪で火を起すのは慣れているが、十分な火力になるまで 15 分程かかるため、パン
作りは短時間にできるものではない。子供がいる家庭では、子供たちを起し、学校へ行か
せる支度も同時に行う。一塊になった鍋に並んだパンを焼きあげるには、30 分程かかる。
パン売りの女性は、3－5 塊のパンを毎日焼く。そのため、全てを焼きあげるには 2 時間は
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かかる。市場には、7 時半から 8 時ころにパンを並べて販売しにくる。
フライ魚は、女性がムヘザ市の市場に行き、魚を仕入れ、自宅で揚げて販売される。女
性たちは、昼食、夕食用にこのフライ魚を販売している。大きな街まで下りて魚を仕入れ
なければならないため、毎日魚が販売されているわけでもない。また、それらの魚が新鮮
というわけでもない。タンパク質である肉類の入手も困難であるため、フライ魚は貴重で
ある。貴重ではあるが諸経費が含まれるため、買う側にとって、フライ魚は高価な食材で
ある。夕方には 2‐3 名程がフライ魚を販売している。村の市場だけでなく、酒場でも販売
している。
加工食品ではない野菜の販売は、男性が主に行っている。販売だけであるため、足に障
害を持つ男性も販売を行っている。ほとんどの家庭は、畑で穀物のトウモロコシ、キャッ
サバを栽培しているが、葉物野菜は畑に水が少ないためか、栽培をしていない。数軒の家
庭が野菜を栽培しているか、もしくはムヘザの街の市場でしいれてくる。もちろん、ココ
ヤシの実も販売している。小さな八百屋で扱っている青果農産物は、トマト、赤玉ねぎ、
キャベツ、ニンジン、ゴグウェ(ナス科)、オクラ、ココヤシの実、バナナが主流である。青
果農産物ではないが、乾燥サメも扱っている。ココヤシの実については、第 4 章で詳しく
論じる。
野生動物の肉販売は、狩猟の技術を持つ男性が行う。但し、毎日狩猟をしているわけで
はない。時折、猟師は、農閑期に狩猟に出て狩猟を行う。獲物を収穫すると、買ってくれ
そうな家を訪れて交渉する。イノシシだと、1 ㎏ 1,500tzs(約 120 円)ほどで、街で購入する
飼育された牛の 1 ㎏約 3,000tzs(約 250 円)よりも手軽な値段で購入することができる。
その他、ココヤシ酒、サトウキビ酒、穀物酒などを販売して、現金獲得を行っている。
ココヤシ酒・他の酒に関しては、第 5 章で論じる。
住宅に関する商売は、屋根の屋根葺き作り、家の骨組みとなる木材探し、地元の赤土で
作る日干し煉瓦作りなどがある。
屋根葺き作りは、女性、年配者の男性などの体力の少ない人々が行っている。木材探し、
日干し煉瓦つくりは、体力のある男性が行う。これらの仕事は、日雇いもしくは一つ一つ
の商品の単価で支払われる。屋根葺きつくりに関しては第 3 章で詳細に述べる。これは、
女性のみならず、年配の男性も現金獲得の手段の一つの仕事としている。
ボンデイ族の伝統的な家は、太さ 5 ㎝程の木を建てて家の骨組みとする。その骨組みの
間にムクジ村で採取できる赤土を水に混ぜ、粘土にしたあと骨組みの間に埋めていく。こ
れで壁ができる。そのため丈夫で、同じ様な太さの木を探してこなければならない。それ
も一つの現金獲得の仕事の一つである。ボンデイ族の伝統的な家の壁は木材と赤土と述べ
たが、この赤土を日干しにすれば、丈夫な煉瓦ができあがる。但し、この煉瓦つくりは体
力が必要であるため、若い体力のある男性が行う。赤土は、ムクジ村全体に広がってため、
どこからでも採取できる。しかし、壁を作るには大量の赤土が必要となるため、直径 5ｍ深
さ 1‐1.5ｍ程の穴を掘って採取する。土を採取しながら、煉瓦用の型にはめ込み、形を作
59

り、日干しにする作業を繰り返し行う。
身だしなみ関する商売は、仕立屋、男性のヘアーカット女性のヘアー編み込み、などが
ある。仕立て屋は、男性も女性も行う仕事である。男性のヘアーカットは男性のみ、女性
のヘアーセットは女性のみの仕事である。男性のヘアーカットは、バリカンが必要なため、
店を構えて営業を行っているが、女性のヘアーセットの場合、サロンと自宅でわかれる。
その他に、キオスク、携帯電話のプリペイドカード屋、充電屋、水販売、薪拾いなどが
ある。これらは全て小規模な商売で、農業を行いながら生活費を稼いでいる。
村での現金獲得するための仕事は、重労働が多い。女性、高齢者や身体障がい者など、
体力がない人々には、勤まらない。そのため、彼らにできる仕事は限れれてくる。しかし、
仕事のなかでも、作業を分配することで、現金を獲得している。

5．宗教(土着宗教と外来宗教)
ボンデイ族の宗教は、土着宗教と外来宗教のイスラーム、キリスト教がある。イスラー
ムとキリスト教が到来してからというもの、土着宗教が否定され、現在では土着宗教の信
仰および儀礼も行われなくなっている。ムクジ村に居住するボンデイ族は、人口のほぼ半
数がイスラームに属し、残りのほぼ半数はキリスト教に属す。ただし、イスラームを信仰
している人々の中には、まだ土着宗教を信仰しているものもいる。長老たちによると、キ
リスト教徒でも、土着宗教を信仰している人もいるとのことであるが、秘密に行われてい
るため、確認はできない。
アングリカン教会建設のために宣教師たちが 1890 年代に到来した。それ以前は、ほとん
どの人々がイスラームであった。よって両親が元々イスラーム信仰者でも、キリスト教信
者に改新しキリスト教信者が増加していった。現在では、キリスト教信者は人口の半数と
なった。
（１）土着宗教
このムヘザ県には、ムリンガ(mlinga)と呼ばれる山(写真 1-10)がある。伝承によると、この
山には神が存在するということである。
ムリンガ山の最高峰高は、海抜 3,500 フィート(約 1,060m)(Farler 1879)である。東ウサン
バラ山脈の更に東部に位置する。ボンデイ族が移動している時期、山から白い「ケムリ」
が上がっていた。それを見た人々が、「ここに神が住んでいらっしゃる、神が私たちを歓迎
して下さっている。
」と思い、ムリンガ山が見える場所を居住地として選んだと言われてい
る(長老より聞き取り M 氏 2011)。
ボンデイ族は、ムリンガ山以外にバオバブのような巨木に神が住んでいると信じている。
もう一つは、祖霊信仰をもち、先祖が眠るお墓にも祈願をする。
村全体のために祈願する場合、ムリンガ山に登る(Morshead1955, 長老より聞き取り C 氏
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2009)。その場合の祈願は、主に雨乞い、村に起きている災い、病気などの問題を解決に導
くものである。山に登るとき、生きた山羊、食べもの、酒を持っていく。祈願する場所で、
山羊を屠り、その山羊の血と肉、持参した食べ物と酒を捧げ、神へ祈願する。山で祈願し、
ムクジ村に帰ると、すでに願いは叶えられ、雨が降り、災いや病気などの問題がおさまっ
ていたということだ。筆者は、ムリンガ山に登り儀礼の経験のある長老を探したが、出会
うことはできなかった。現在(2012 年)70 代の長老は、最後にムリンガ山で儀礼がおこなわ
れたのは 60 年以上前のことで、当時の長老たちがムリンガ山に行ったのを見たのが最後と
語っていた。
小さな地域のために祈願する場合は、近所の巨木に祈願する。その場合の祈願は、地域
内の人の病気や、農作物に関する問題のためである。巨木のふもとに行く際、生きた鶏、
食べ物、酒持参する。巨木のふもとで鶏を屠り、その血と肉、食べ物と酒を捧げ、神へ祈
願する。すると、家庭以内での問題が解決されるというものである。この信仰は、表立っ
て行っていないが、隠れて現在も行っているとのことである。
家庭内の問題のために祈願する場合は、先祖の墓に行き祈願をする。主な祈願内容は、
家族の病気や災いである。先祖の墓に行く場合も、生きた鶏、食べ物、酒を持参する。墓
で鶏を屠り、血とその肉、食べ物と酒を捧げ、先祖に祈願するというものである。これも、
ほとんど行われなくなっている。ほとんどの人々がイスラームかキリスト教に属している
ため、家庭内の儀礼を行う際は、イスラーム式で行うか、キリスト教式で行っている。よ
って、祈祷にはイスラームの先生もしくはキリスト教の牧師が訪問し、儀礼がおこなわれ
る。
時折、先祖のために儀礼を行っている。ウカー(Ukaa)と呼ばれる儀礼がある。精霊を身体
に持っている人が集まり、先祖のために踊りを奉納する儀礼である。これは、人が亡くな
った３日後に行われることが多い。もしくは、先祖が望んでいると感じ取った呪術師が開
催する。ウカーを行うきっかけとしては、呪術師やその家族もしくは精霊を身体に持って
いる人が不治の病にかかることである。この精霊は、狩人、マサイ族、ライオン等があり、
太鼓の音でその精霊が活動し、精霊を持っている人は憑依する。これは、先祖がウカーを
要求していると合図を送っているのである。しかし、ウカーも外来宗教が禁じていること
により、行われる回数は減っている。
（２）イスラーム
アラブがインド洋交易でタンザニアの沿岸部のタンガやパンガーニに滞在したことから
影響を受け、イスラームが浸透したと考えられる。ボンデイ族が居住するムクジ村、クウ
ェア、マフェレ等、各村に必ず一つのモスク(写真 1-13)が存在している。イスラーム学校も
あり、毎日小学校が終わると、子供たちは夕方この学校へ行き、イスラームの勉強をして
いる。毎週金曜日は、ムスリムはモスクに昼間行くため、ムスリムが経営する店は休みに
なる。小学校、中学校も金曜日は午前中で授業が終わる。
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イスラームの人々が結婚、葬式をする場合は、すべてイスラーム方式で行われる。一方、
ボンデイ族の慣習も残っており、宗教儀礼の前に慣習儀礼を行う。イスラームを信仰して
いる人の中には、禁じられている土着信仰を継続している人もおり、前述した精霊を身体
に住まわせている。ウカーに参加して憑依をする人は、ほとんどがイスラーム信仰者であ
る。
（３）キリスト教
イギリス人宣教師の到来の影響もあり、キリスト教の教会は、アングリカンを始め、カ
トリックとペンテコステ派の 3 種類ある。アングリカン教会は、1884 年にイギリス人の宣
教師によって石で建設され、130 年の歴史を持つ(写真 1-14)。建築後、しばらくイギリス人
宣教師が滞在し、ボンデイの地にキリスト教を広めた。カトリック教会とペンテコステ教
会は、ボンデイ族の伝統的な建築方法で建設され、木材と泥で建設されている(写真
1-15,1-16)。
アングリカン教会の牧師は、教会の近所に大きな家を借り、住み込みで教会の仕事に従
事している。ムクジ村のキリスト教信者の内、90％ほどの人がアングリカン教会に所属し
ている。毎週日曜日には欠かさず礼拝に訪れ、午前中は教会に時間を費やす。
キリスト教の教えによって、キリスト教信者の土着信仰は禁止され、近年ではキリスト
教信者による土着信仰儀礼は行われることはなくなってきている。たとえ行われても陰で
行っているため、関係者以外見ることはない。ただし、結婚、葬式の前後に慣習儀礼は行
われている。
６．冠婚葬祭
（１）結婚
タンザニアでは結婚が決まると、親同士の婚約式であるウソナ Usona が行われ、その後
前夜祭のウィヤ Wiiya が行われ、最後に、結婚式 Harusi が行われる(高村 2008)。
ウソナ Usona とは、新郎側の家族が新婦側の家族を訪ね、家族間での子供の結婚の約束
をするものである。その場には新郎新婦は同席しておらず、親、親の兄弟、祖父母、祖父
母の兄弟など、親世代以上の親族だけが集まる。そこで、婚資のやり取りが行われる。
婚資は、一度に支払わず、数回に分けて払ってもよい。現金 20 万シリング、雄鶏、山羊
など、合計 50 万シリングかかる。これを親族でも用意するのは大変である。しかし、その
一部を新婦の親族に渡し、残りの婚資の約束をすれば、婚約は成立である。そこで、新婦
側はココヤシ酒を用意し、それを飲み交わす。新郎側の宗教がイスラームならば雄鶏を焼
き、新婦側が新郎側にその肉を食べさす。こうして、互いに飲ませ合い、もしくは食べさ
すことによって、両家は一つの家族となったとことになる。
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ウソナが終わると、結婚式の前に行うウィヤ(Wiiya)9という女性だけで行う子宝祈願の慣
習行事が行われる。これには、既婚者と経産婦のみが参加できる。未婚者は参加できない。
それは、このウィヤの中に含まれている女性の通過儀礼であるキアンガ(kianga)が重要な意
味をもっている。ボンデイ社会では、キアンガを受けることで一つの節を通過し、「大人の
女性」となるのである。ここで新婦は、結婚について夫婦について、
「大人の女性」から教
えてもらう。新婦以外の女性は、新婦の家の前で子宝祈願の踊りであるキブングブング
(kibungubungu)を踊る。その後、結婚式(Harusi)が行われる。これは、キリスト教式、もしく
はイスラーム式と、外来宗教の方法に従って行われる。

前夜祭
参加可能

老女(Wau)
経産婦(Mwenyewana)
未経産婦(Mvyee)

新婦(Mwai ya kivyee)
前夜祭
参加不可能

処女(Mwai)
(

子供(Mwana）

)内はボンデイ語

2006 年の調査を基に 2007 年筆者作成

図 1-7. 女性のライフステージと Unyago(kianga)の関係

（２）葬儀
葬式の全体を(msiba)という。ボンデイ族が亡くなると、殆どの場合生家の庭に埋葬される。
嫁ぎ先でも埋葬してもよいが、生前に希望を聞いている。たとえ遠方で亡くなっても、遺
体は生家に運ばれる。それが、外国であっても、タンザニアの生家に運ばれる。その場合、
火葬される場合もあるが、多くの場合は火葬せず運ばれる。筆者が滞在中、ムクジ村出身
のアメリカ在住の男性が亡くなり、遺体はダル・エス・サラームを経由して、ムクジ村ま
で運ばれてきていた。
遺体が生家に届くと、近所の人々が弔問し、死を悲しみ、遺族を慰める。遠方から弔問
に来た人々は、その家に宿泊し、葬儀が終わるまで共に過ごす。
翌日は、埋葬の日(Siku ya kuzika)である。村の男性たちは朝から埋葬用の穴を掘る。深さ
1m 以上、縦 2m、横 1.5m の穴を掘るには時間がかかり、重労働である。穴を掘っている間、
女性は近づいてはいけない。一方、女性たちは弔問者に施す朝食と昼食の準備で大忙しと
9高村(2008)「タンザニアにおけるボンデイ族の儀礼‐女性だけの結婚式前夜祭‐」
『メタプティヒア』第

号, 名古屋大学大学院文学研究科 pp.203-206
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2

なる。弔問者たちは、親族以外に村中の人々であるため、100 名以上の食事を用意しなくて
はならない。食事の準備は、村の中の近所の女性たちが集まって、一斉に用意をする。朝
食、昼食を終え、埋葬用の穴も掘り終り、外来宗教のイスラームの先生もしくはキリスト
教の牧師10が来ると、村中の男性たちが棺桶を代わる代わる持ち、埋葬場所まで運ぶ。イス
ラームの場合、女性は埋葬場所に行ってはいけない。一方、キリスト教の場合、女性も埋
葬場所に行ってもよい。但し、棺桶を運ぶことはない。その埋葬場所は、一家の敷地内が
殆どで、先祖の墓も同じ敷地内にある。ボンデイ族は、死後も家族と一緒にいることがで
きるようになっている。

写真 1-12．ムリンガ山

写真 1-13．モスク

10故人の宗教による
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写真 1-14．アングリカン教会

写真 1-15．カトリック教会

写真-16．ペンテコステ教会
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ボンデイ族のココヤシ栽培
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第2章
第１節

ボンデイ族のココヤシ栽培
ココヤシの栽培

東アフリカにおけるココヤシの種類は主に 2 つある。一つは、Tanzanian Tall(英語名) 、
Mnazi wa Kawaida(スワヒリ語名)と呼ばれる樹高 20m で実の色は緑か茶色のものである。他
方は、Mnazi wa Pemba(スワヒリ語名)もしくは Mnazi wa Kitamli(スワヒリ語名)と呼ばれる樹
高が 10 以下で実の色が赤茶か黄色のものである。Mazi wa Kawaida は、胚乳を利用するた
めに栽培されるもので、Kitamli は、胚乳液を利用するために栽培される。ボンデイ社会で
は、胚乳の利用を重点に置いているため、Mnazi wa Kawaida を栽培する。

苞

handa/mahanda

葉

kuti/makuti

実

nazi

幹 kigogo/vigogo
葉痕 tako/matako

図 2-1. 各部位のボンデイ語呼称

花序の枝

nyambaa/nyambaa

花序 kilele/vilele

繊維質の皮

図 2-2.
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efu/maefu

各部位のボンデイ語呼称

ココヤシの部位名には、ボンデイ語名がある。図 1-1、1-2 は、ムクジ村で使われている
呼称である。
１．栽培
ココヤシの種子は、実の果皮を取り除いたものに当たる(写真 2-1)。種子の内部にある胚
乳から発芽する。胚乳を包む内果皮には 3 つの発芽孔がある。そのうち 2 つは退化してい
る。発芽する発芽孔は、3 つの内一番大きな胚乳孔である。但し、植えるときは、果皮が付
いたままの状態でよい。
ボンデイ族が行っているココヤシの栽培方法は、次の通りである。まず 50 ㎝ほど穴を掘
り、ココヤシの実をそのまま植える(写真 2-2)だけである。種子を植える間隔は、最低 10m
である。等間隔で植える場合もあれば、不均等に植える場合もある。
2 カ月ほどで根が付き(写真 2-3)、3 カ月ほどで土から芽が出てくる。根が付いた頃に雨季
に入れば、水分が種子に補給され、順調に芽が土から出てくる。大雨季は 3 月後半から始
まるため、種植えは 1 月から 2 月頃に行うのが最適である。一年後には、葉が数枚地上に
出ている(写真 2-4)。この時期はまだ、ココヤシの葉の特徴である羽状複葉にはなっていな
い。そして 7 年ほどたつと、最初の苞が出現する(写真 2-6, 2-7)。この最初の苞はまだ細く、
内部にある雄花と雌花の発育は不十分で、受粉しない場合がある。しかし、その後は、毎
月１本の苞が出現し、実ができるようになる。
東南アジアでの大規模栽培の場合、直に土壌に植えず、よい種を選定するため苗を育て
る(阿部 1989)。まず、実の発芽する個所を切り落とし、発芽しやすくする。実を一つ一つポ
ットに入れ、発芽させる。これは、数個程度の単位ではなく、数十個単位で行う。苗の栽
培では、根が付き、発芽し、その後の数カ月間は、水の管理が重要となる。時間の経過に
伴い、良い苗と悪い苗を選定する。そして、良い苗だけを植えるようにするのである。し
かし、東アフリカのボンデイ社会には、苗を栽培する習慣はない。これは、ココヤシのみ
ならず、トウモロコシ、キャッサバ、豆等、殆どの作物についても同じである。農家は、
自分の農地で実った種を使って栽培をする。たとえ自前の種がなくても、苗ではなく、種
を購入して播種する。街や都市では、苗を販売している店を見かけ、ココヤシの苗も見か
けるが、農村であるムクジ村では、苗を育てている農家はない。種を農地にそのまま植え、
発芽を待つ方法で栽培を行っている1。

1

オレンジ、パイナップル、バナナ等、一部の作物は苗を購入し、農地に植える。キャッサバは、茎を 10
㎝程切ったものを農地に直接植えるが、これは苗ではない。ボンデイ族はキャッサバの栽培用の茎を「種
mbegu」と呼ぶ。
68

表 2-1．ココヤシの木の成長
種植え後の経過

木の成長

2 カ月後

根が出る

3 カ月後

発芽する

1 年後

葉が１ｍ程度になる
羽状複葉ではない

7 年後以降

最初の苞(つぼみ)
受粉や樹液採取は難しい
2 本目以降の苞
実の収穫と樹液採取が可能になる
毎月苞は出現しつづけ、実が生る

80 年後以降

葉の根元に弾力性がなくなる
苞の出現が少なくなる
枯死する

２．実の成長
種を植えた後、約 7 年後に初めての苞が出現する。この苞が花のつぼみである。苞は 2
枚の皮に覆われており、中には雄花と雌花がある。苞が破裂すると、雄花と雌花がついて
いる花序が外に出現する(写真 2-8)。花序が外に出ると雌花は受粉して(写真 2-9)、成長して
いく。この雌花がココヤシの実となる。
表 2-2 の①から⑦の成長過程は、出現した苞全てにおいて繰り返されることである。一つ
の苞が破裂し、その花序には 10 個前後の雌花が受粉する。9 カ月後には一つの花序に 5～
10 個のココナッツがなる。毎月一つの苞が出現し、1 つの花序に 5～10 個の実が実ること
から、1 本あたり年間 60～120 個の実が収穫できることになる。ココヤシの寿命は約 80 年
といわれており、このサイクルはココヤシの木が枯死するまで続く。
ココヤシ栽培における注意点は、種植えを行ってから収穫するまでに７年以上かかる点
と、害虫と乾季の水不足の点である。しかし実の収穫が始まれば、ココヤシは十分な収益
をもたらす植物である。
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表 2-2．実の成長段階別
①

経過
雄花(苞内)

常態
雌花(苞内) 受粉前の雌花

②受粉後 1 カ受月から 4 カ月

胚乳がない

③受粉後 4 カ月から 6 カ月

胚乳が形成しはじまる

④受粉後 6 カ月から 8 カ月

胚乳液が沢山ある

⑤受粉後 8 カ月

胚乳液が少ないが、果肉はま
だ柔らかい

⑥受粉後 9 カ月

胚乳液が少なくなり、果肉が
多い

⑦9 カ月以上

成熟過程を過ぎ、胚乳水がな
くなり、地面に落ちる

写真 2-1．ココヤシの種子

根

写真 2-2．種植え

写真 2-3．種植え 2 カ月後

地下約 50 ㎝
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根が付く

写真 2-4．種植え 1 年後

写真 2-5．種植え 3 年後

1ｍ弱の若葉が地上に出現

苞はまだ出現していない

数枚の葉がそろう

写真 2-7．種植え後の最初の苞
まだ細く、花序及び雄花雌花の発育は不十分

写真 2-6．種植え 7 年後

苞の出現
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雄花

雌花

写真 2-8．苞が裂けた後の雄花と雌花
雄花 s.g.upunga/p.l.mapunga
雌花 s.g.ntondoo/p.l.ntondoo

写真 2-9．受粉後の雌花
s.g.ntondoo/p.l.ntondoo もしくは s.g.kidaga/p.l.vidaka

写真 2-11．受粉 6-8 カ月後

写真 2-10．受粉 4-6 カ月後

胚乳液が多い。胚乳は柔らかく少ない

胚乳液形成期 s.g.tae/p.l.matae

s.g.dafu/p.l.madafu
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写真 2-12．受粉 9 カ月後
成熟し、胚乳液は少ない。胚乳は硬く多い

第２節

s.g.nazi/p.l.nazi

ココヤシ栽培労働

１．ココヤシ所有者
通常、ボンデイ族は自家消費用作物を栽培するための畑を所有している。ココヤシ栽培
を目的とした畑を所有している人は、自家消費用作物の栽培に必要な畑以外の農地を所有
している者ということになる。ところが、同じように自家消費作物栽培に必要な畑以外の
農地を所有している者でも、ココヤシ栽培を目的にせず、他の作物、特にオレンジ栽培を
行う人々が多くなっている。その理由の一つは、数年前からオレンジ栽培が盛んになり、
オレンジ栽培の方がココヤシ栽培より有益であると信じているからである。その証拠とし
て、2011 年から、オレンジ販売によって得た利益でオートバイを購入し、バイクタクシー
を始めている若者が増えている。オレンジは、はじめての結実が 4 年から 5 年で、ムヘザ
県では、年に 2 度収穫することができる。収穫された実は、タンザニア国内及びケニアか
らの商人が大量にオレンジを購入していくため、オレンジ栽培農家は、一度に多額の収入
を得ることが可能なのである。
2 つ目の理由は、ココヤシの収穫が重労働ということがある。栽培自体はさほど大変では
ないが、ココヤシの収穫はオレンジの収穫より重労働なのである。ココヤシの収穫に関し
ては、第 3 章で詳しく述べる。
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3 つ目の理由は、収穫するのに、種植えから最低 7 年は必要とすることも一つの要因であ
る。オレンジの場合、4－5 年で実をつける。農家の人々は、日常使える金銭が必要となる
が、7 年以上待てないのが実情であろう。
以上のような理由により、近年はオレンジ栽培を重視する傾向にある。よって、ココヤ
シ栽培の価値に重点を置く農家が、減っている傾向にある。その一方で、子供たちへの財
産を残すために、新たにココヤシを栽培する人もいる。
２．ココヤシ畑
（１）自家消費用栽培と商用栽培
ココヤシを栽培する土地としては、2 種類ある。ココヤシ自家消費用栽培(写真 2-13)と商
用栽培(写真 2-14)である。自家消費用栽培は、トウモロコシ、キャッサバを主に栽培してい
る畑に数本のココヤシを栽培する方法である。商用栽培は、ココヤシを 10m 間隔に植え、
ココヤシを主に栽培し、その間にオレンジやキャッサバを植える方法である。双方、混作
畑である。
商用栽培の場合、一つの畑に 20 本程度のココヤシが栽培され、収穫された実は、販売さ
れる商用作物である。ボンデイ社会におけるココヤシの商用栽培の土地の広さは、約 50m
四方のものが多い。ココヤシの葉の長さは、4m－7m ほどあるため、最低 10m は間隔をあ
けて植えなければ、葉が当たって傷んでしまう。ココヤシの樹高は約 20m と高く、また葉
は羽状になっているため、太陽の光はその間を通って、土まで届く。このココヤシ栽培の
特徴を利用して、ココヤシとココヤシの間にオレンジ、キャッサバ、豆等を栽培している。
自家消費用栽培の畑では、3 本から 5 本程度のココヤシが栽培され、自家消費される。こ
の畑の場合、広さは約 50m 四方で、ココヤシ自家消費用栽培畑と広さは変わらないが、主
に栽培する作物が異なる。ボンデイ族の主食はトウモロコシが原料になっているため、ト

写真 2-13．キャッサバ畑の中のココヤシ

写真 2-14．ココヤシ畑(全て 14 歳 2012 年)
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ウモロコシ栽培を重要視している。トウモロコシを金銭で買う必要がないように、自家消
費用に栽培している。自給自足をするため、ボンデイ族のほとんどの家庭がトウモロコシ、
キャッサバ、豆類などを栽培し、ココヤシは同じ畑に数本栽培する程度の家庭が多い。コ
コヤシの商用栽培の畑と自家消費用栽培の畑の場所も異なる。
（２）用途別のココヤシの木
栽培するココヤシには、用途によって異なる 2 種類専門の木がある。一つは、実の収穫
用のココヤシの木である(写真 2-15)。他方は、樹液採取用ココヤシの木である(写真 2-16)。
実の収穫用のココヤシの木は、実を育て、収穫し、販売する商売である。樹液採取用は、
ココヤシの苞を切り落とし、そこから滴る樹液を採取し、酒の原料として販売する商売で
ある。
樹液採取用は、実が生る苞及び花序を切り落とすため、実が生らない。そのため、実の
収穫用と樹液採取用の木は、別々の木である。
双方とも、初めての収穫には 7 年ほどかかり、収穫寿命は 80 年間程である。木の成長、
葉の成長、苞が出現する期間など、すべて同じである。よって、双方において、利用価値
は同じである。

写真 2-15．実の収穫用の木

写真 2-16．樹液採取用の木
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（３）相続と管理
ココヤシの成長過程や寿命約 80 年というココヤシの木の特徴を考慮すると、ココヤシは
3 世代にわたって管理される植物である。相続の祭は、ココヤシの木は農地と共に、息子た
ちに相続される。
以前は、娘たちは嫁に行き、そこで夫の畑を耕して生計を立てていくため、実家の農地
を相続させるのに意味がなかった。しかし最近では、離婚し実家に戻る娘や、未婚で子供
を出産し、そのまま実家に居住する場合が増えたため、娘にも農地やココヤシの木を相続
させるようになってきている。それは、実家に戻ってきたか否かに関わらず、娘にも土地
の相続をさせる考えが生まれている。例えば、筆者が滞在している家族(図 1-2 パウロ家族)
の PL の妻は、結婚の際、結婚の祝いとして１ヘクタールの土地を父から贈与され、現在も
トウモロコシを栽培している。この家族の娘2は、将来 5 ヘクタールの土地を相続できるこ
とになっていた。男兄弟も 5 ヘクタールの土地が相続されることになっている。
東南アジアでは、子供が生まれると、その子供に見立て、ココヤシを植える習慣がある
(Giambelli 2001)。そのココヤシはその子供そのものである。同時に所有者もその子供になる。
ボンデイ族にはその習慣はなく、栽培するためにココヤシを植えるのみである。ボンデイ
社会におけるココヤシの所有者は、多くの場合が栽培者である。
ココヤシの木には、カダンカダン病と呼ばれる病気がある(杉村、松井 1998)(写真 2-17)。
ココヤシ畑にも、ことろどころ、この病気にかかり、放置されている畑を見かける。所有
者たちは、ココヤシがこの病気にかかると、手の打ちようがないようである。その他、所
有者たちは、カブトムシ類の害虫にも気を付けている。

写真 2-17．害虫の被害にあったココヤシの木
今後、実が生ることはない

2

姉がいたが、病により他界した(高村 2012)。
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３．雇われ労働者
ココヤシの木の所有をするものが、ココヤシの収穫をするというわけではない。後述す
るが、ココヤシの収穫には、全身の筋力が必要とする重労働であることから、若い時期の
みできる作業である。たとえ、所有者が自ら木に登り作業を行っても、40 から 50 歳代以上
になると、体力の限界がくるため、20m もあるココヤシの木に登って実の収穫や樹液の採
取をすることはできない。息子や孫に渡って収穫及び樹液採取が行われるが、それが行わ
れない場合、ココヤシの所有者は、実の採取者もしくは樹液の採取者を雇う。
ココヤシの木に登って作業をする職人は、2 種類ある。実の採取をするムクウェジ(Mkwezi)
と樹液の採取をするムゲマ(Mgema)である。実を収穫する場合、毎日は収穫できないため、
ココヤシの所有者は、その都度ムクウェジを雇う。樹液採取用のココヤシを所有している
場合は、毎日木に登る必要があるため、長期間にわたって人を雇ったり、木を使用する権
利を賃貸する。ムゲマを雇う場合は、住み込みの場合と自宅からの通いの場合がある。住
み込みの場合は、地方から出稼ぎに来た若者が多い。この金銭のやりとりは、ココヤシの
所有者とムゲマとの間で折半される。
例えば、ある 90 歳代の男性は、ココヤシの木を 50 本以上所有している。ほとんどの木
を樹液採取用にしている。彼の父が栽培を始めた木であるから、樹年は 100 年前後である。
そして成長しきっているため、樹高は 30m 近い。この 90 歳を超える男性は、体力的に木に
登ることが不可能である。そのため、男性は住み込みで若い男性を雇っていた。
この男性は出稼ぎであったことから、住居と食事を提供してもらえることもあり、雇わ
れることになった。賃金の支払い方法は、雇い主の 90 歳代の男性から支払われるのではな
く、採取した樹液を販売する曜日を 1 日置きに行うという、折半の方法をとっていた。彼
らが行っていたのは、月水金は 90 歳代の男性が樹液を販売し、売上を手に入れていた。火
木土は雇われた若者が樹液を販売し、売り上げを自分のモノにしていた。この折半の方法
のことを、彼らは相互扶助(kusaidiana)と言っている。
別の例だと、ココヤシを所有する樹液採取職人が、他のココヤシを賃貸する方法がある。
樹液採取人は、年間 10,000tsh の木の使用料を、一年に一度所有者に支払う。この場合、コ
コヤシから得た利益は全て使用者の収入となる。
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第3章

ココヤシの葉利用
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第３章

ココヤシの葉利用

本章では、ボンデイ社会におけるココヤシの葉のり利用について論じる。ココヤシ原
産地及び栽培地域では、ココヤシの葉の特徴を活かして、生活に取り入れている(白蓋
1996)。では、東アフリカ沿岸部では、どのように使用されているのであろうか。

第１節

ココヤシの葉

ココヤシの葉は大型羽状複葉で、長さは 4~７ｍあり（これを以下複葉と呼ぶ）、これに小
葉が 200~250 枚ついている。小葉は、葉軸を中心に左右対称についている。小葉の大きさ
は、幅５㎝、長さは約１ｍある。小葉は固く弾力があり、編み込みが容易である。
木が成長するにつれ葉は枯死し、葉柄の元から地上に落ちる。その際、ココヤシの幹に
は、葉痕が残る。葉は年間 10 枚ほど出現することから、葉痕の数によって、ココヤシの木
の年を推測することも可能である。
ボンデイ族は、複葉の弾力性及び耐久性を利用して、生活に必要な様々なモノを作成し
ている。家の扉、塀、葺き屋根の材料、籠などである。本章では、ココヤシの葉を加工し
たモノの作り方とその利用を紹介する。

葉柄(sg.kumbaa/makumbaa)

葉軸(sg.kumbaa/makumbaa)

葉身

小葉(sg.kongo/makongo)
小葉の軸(jiti/jiti)

図 3-1．ココヤシの葉

（

）はボンデイ語

大型羽状複葉(sg.kuti/pl.makuti)
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第２節

葉の利用

ボンデイ族が、ココヤシの葉の特徴を活かして、葉の各部位をどのように加工して、モ
ノを作っているか、どのように利用しているか、具体的に紹介する。
（１） 籠(pakacha/mapakacha)(写真 3-1－3-6)
複葉の中央部分を使用する(写真 3-2)。複葉３列分を切ったものを３から 4 枚用意し、小
葉を交互に重ね編み込んで籠を作成する。最初に１枚目の左側と２枚目の右側の小葉を写
真 3-3 のように編み込む。同じように 2 枚目の左側と 3 枚目の右側の小葉、次に 3 枚目の左
側と４枚目の右側の小葉、次に 4 枚目の左側と１枚目の右側の小葉を編み込む。これを３
回ほど繰り返し編みこむと、適度な大きさの円柱(写真 3-4)ができる。
次に、あまった小葉の刃先を折りたたみ、裂いた小葉やバナナの木の皮を細く裂いた紐
で縫いこみ、
底を作る(写真 3-5)。
すると撓りのある頑丈なココヤシの籠(写真 3-6)が出来る。
ココヤシの葉があれば袋を持参していなくても、果物、トウモロコシなどを運ぶ即席籠
を用意できる。既製品の鞄やナイロン製の袋と違い、捨てても自然にもどる籠である。

写真 3-2．3 列の複葉
写真 3-1．籠作り

複葉
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写真 3-3．籠作り

写真 3-5．籠作り

写真 3-4．籠作り

小葉の編みこみ

写真 3-6．籠

籠の底

紐通し

pakacha

（２）扉(mlango/milango)、塀 (ukuta)(写真 3-7－3-9)
1 枚の扉を作成するために、２枚の複葉を用意する。それぞれの複葉の葉軸を中心にして
左右の小葉を折り重ねあわせた後、重なりあった小葉を編み込む。2 枚目の複葉も同じよう
にして小葉を編み込む(写真 3-7)。
その後、編み込んだ 2 枚の複葉を、葉軸が外側になるように重ね合わせ、外側に木の枝
でつくった木枠を縄で縛る。
外枠を固定しても、内側は柔らかい小葉の編み込みのため不安定である。さらにこの小
葉の編み込み部分を固定するため、細い木の枝 2 本を、木枠の右上から左下へと、左上か
ら右下へと交差させ、内側の編み込み部分をこの枝に縛り付けて、固定する。または、扉
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の中心に 1 本の棒を縦に固定し、横に数本の棒を固定し、扉を頑丈にする(写真 3-8)。これ
で扉の完成である。完成した扉を家の扉の枠に縛り付ける。
近年は、木の板で作られた頑丈な扉を使用する家屋が増えている。ココヤシの葉を使っ
た扉の家を見かけるのは少ない。
塀も扉作りと同じ要領で編み込んで作成するが、広さに応じてその枚数を増やす。そし
て写真 3-9 のように固定する。簡易壁の出来上がりである。
ムクジ村では、ココヤシの葉でできた塀は、家の庭先の塀、酒場の囲い塀、アヒル小屋
の壁として使用されている。

写真 3-7.

写真 3-8.

扉作り

扉 (mlango)

写真 3-9. 塀 (ukuta)
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（３）屋根葺き(kiungo/viungo)(写真 3-10－3-16)
ボンデイ族は、家作りの際にココヤシの葉を使用して 2 通りの屋根を造る。一つ目はコ
コヤシの小葉のみを使用して、屋根葺きのパーツを作る。もう一つは、扉作りと同じ作り
方で、葉柄に沿って二折にし、小葉を編みこんでパーツを作る。前者をノレン型屋根葺き
とし、後者を二つ折り編み込み型屋根葺きと名付けることにする。
①

ノレン型屋根葺き(paa ya kiungo)
複葉を乾燥させた後、小葉を複葉の軸から一枚一枚取り外す。長さ１ｍの細い木の棒を

用意する。耐久性を高めるには、作る前に小葉を 1―2 日間水に浸しておくとよい。しかし、
大量の水と広い場所が必要になるため、水付け作業をする人はほとんどいない。2~3 枚重ね
の乾燥した小葉を、小葉の真ん中あたりで木の棒を巻き、細く裂いたバナナの皮で括り付
ける。括り方は、２通りある(写真 3-12、3-13)。括り方Ａは、バナナの紐を小葉に一周させ
て括り付ける。括り方Ｂは、バナナの紐を小葉に一周させ、更に紐を結ぶようにくぐらせ
る。Ｂの方が時間はかかるが、小葉がしっかりと固定される。これを繰り返し行い、幅１
ｍ位の長さになるまで行う。
これが、
ココヤシ屋根を葺く場合の 1 単位となる(約 1m×50cm)。
このような１単位をキウンゴ(単 kiungo/複ヴィウンゴ viungo)という。キウンゴは一軒の家
に 150 枚から 300 枚ほど必要となる。数百枚にもなるキウンゴを作るのには時間がかかる。
時間に余裕のある男性、もしくは女性が余暇の時間や豆や肉をじっくり茹でている最中の
手隙な時間などを利用して作っている(写真 3-11)。
300 枚のヴィウンゴを、一枚一枚 15 ㎝間隔で屋根の骨組みに載せ、ロープ及びバナナの
木の皮の紐でキウンゴを屋根の骨組みに括りつける。10 ㎝間隔の方がより雨漏れの心配は
ないが、費用の節約のため設置間隔を広くする傾向にある。
このノレン型屋根葺きの場合は、屋根として 2 年間ほど使用できる。その後、自然風化
の影響や、人が火種として引き抜いて使用するため隙間ができ、交換する必要が出てくる。
②

二折編みこみ型屋根葺き(paa ya mbae)
二折り編み込み型屋根葺きは、葉軸と小葉を使用する。葉を乾燥させた後、葉軸に沿っ

て二つに折る。そして壁や扉作りと同じように、小葉を編みこむ。小葉の先まで折る必要
はなく、途中で編み込みを終わらせてもよい。この二折り編み込み型は一枚が大きいため、
50-60 枚ほど用意すればよい。二折編み込み型の場合、作成に時間がかからないため、誰か
に注文をすることなく、家族内で作成することが多い。
屋根への取り付け方は、二折編み込み屋根葺きもノレン型葺き屋根と同じ要領でできる。
一枚一枚 15 ㎝程の間隔で屋根の骨組みに載せ、屋根の骨組みに括りつけていく。小葉の先
端まで編み込んでいるわけではないため、雨漏りがある。よって、この二折り編み込み型
は、家の外にある台所によく使用されている。
二折り編み込み型屋根の耐久性はノレン型よりよくはない。屋根として使用できるのは
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せいぜい半年である。台所の煙や日光、雨、風などの自然によって風化する。しかし、作
り方も簡単で時間がかからないため、人々は耐久性について気にしていないようである。

写真 3-10. キウンゴ作り用に葉を乾燥させる

写真 3-11. 屋根葺きキウンゴ作り

nukamavi という木を使用

葺き用のココヤシの葉

写真 3-12．キウンゴの括り方 A : mchalazo

写真 3-13．キウンゴの括り方 B : mafundo

写真 3-14．ノレン型屋根葺き

写真 3-15．暖簾型葺き屋根の家屋

ヴィウンゴ
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写真 3-16．2 種類のココヤシの葉の葺き屋根
左：暖簾型：キウンゴ
paa ya kiungo

右：二折り編み込み型：ンバエ
paa ya mbae

（４）燃料（写真 3-17）
ココヤシの葉柄と小葉は、燃料として利用される。ただし、木から人が葉を切り落とし
た場合、水分を含んでいるため燃えない。この場合は乾燥させなければならない。自然に
枯死して地上に落下した場合は乾燥しているため、そのまま燃料として利用することがで
きる。
ココヤシの葉柄は、幅が 20~30 ㎝、長さが 50 ㎝~1m 程、厚みが 5 ㎝ほどある。これは、
長時間燃え続ける薪となる。長時間燃えて火持ちがよいココヤシの葉柄は、長時間盛大に
火を燃やさなければならない大型鍋を使った料理の薪材として適している。結婚式、葬式
などの行事の際、多くの人が一か所に集まる。行事を行う家庭では、来客におもてなしと
して紅茶と揚げパン、もしくは食事を振るわなければならない。その際、大量の薪が必要
となる。料理の手伝いに来る近所の女性たちは、行事を行う家へ一つの贈り物として木の
薪や乾燥したココヤシの葉柄を薪として持参する。それらの薪を使用して来客用の食事の
用意をする。
葉柄の他に、乾燥した小葉は点火材となる。他の点火材がないときは、葺き屋根から数
枚の乾燥した小葉を引き抜き、これを丸めて、マッチで火をつけ火種とする。その上に細
かい木を乗せ、火を起こす。葺き屋根のヴィウンゴは既に乾燥しているため、萌えやすく
点火材として最適である。毎日点火材として使用すると、葺き屋根に隙間ができてしまう
が、その部分のヴィウンゴを新しいものと交換すればよいだけである。
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葉柄

写真 3-17．燃料

kuni

葉脈

写真 3-18．小葉の葉脈(複葉の裏) jiti

写真 3-19．ほうき(乾燥した葉脈の束) fagio

（５）ほうき(写真 3-18－3-19)
ココヤシの葉でほうきを作ることもできる。小葉には葉脈がある。この葉脈は弾力があ
り、よくしなり、そして簡単には折れない特徴がある。
乾燥した小葉の葉身の部分を剥がし、葉脈だけにする。集めた葉脈を一つにまとめると、
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強く弾力のあるほうきができる。砂地の掃除に最適である。
ココヤシ葉脈ほうきは、小学校の掃除に使用するため、学生は学校にほぼ毎日持参して
いる。家庭内では、中庭の砂地や家の周囲の掃除に使用する。コンクリート張りやタイル
張りの場所では、隙間からゴミが逃げてしまうため不向きである。砂や土の場所では、束
ねた葉脈の隙間から砂や土が逃げ、ゴミだけを集めることができる。毎朝、各家庭からシ
ャッシャッシャッとこのココヤシ葉脈ほうきで掃く音が聞こえてくる。
以上、ココヤシの葉から作られる物とその利用を述べてきた。複葉からは、籠、扉、塀
を作ることができる。小葉からは、屋根葺きのヴィウンゴ、点火材として使用することが
できる。葉柄は燃料として利用できる。小葉の葉脈はほうきとなる（表 3-1）
。
このようにボンデイ族は、ココヤシの葉を余すところなく全ての部位を利用し、生活に
取り入れている。
そして、これらのココヤシの葉から作られた加工品は、その役目が終わると全て自然に
帰る地球にやさしいモノである。

表 3-1．葉の利用
部位

用途

複葉と葉軸

籠、扉、塀

小葉

屋根噴き材料のキウンゴ(一枚)/ヴィウンゴ(複数枚)、
燃料(点火材)

第３節

小葉の葉脈

ほうき

葉柄

燃料

葉の加工と販売

ココヤシの葉を加工したものが、屋根葺きのヴィウンゴ、扉、塀や壁、籠であるという
ことを本稿で述べてきた。ココヤシの葉は枯れると、葉元から地面へ落ちる。この枯れて
しまった葉も生活に利用できるとは、ココヤシの葉はそれ自体商売用品であると言える。
ココヤシの葉の利用に着目してみたが、ボンデイ社会における現金獲得の手段や分業も見
えてくる。
女性たちは、ココヤシの落ちた複葉を拾い集める。ココヤシは 20m にもなる高木である。
その葉は樹上部に生えているため、木に登って葉を木から切り落とすのは女性や子供には
困難であるが、古い複葉は自然に落ちるため容易に集めることができる。落ちた葉だけで
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は不十分である場合、男性が木に上り葉を切り落とす。木に登り葉を切る作業は、男性の
仕事である。
ココヤシの葉を利用して作製するものに対して、分担がある。扉と塀作りは技術を必要
とするため、多くの場合、大工職人が作る。その大工職人というのは男性である。そして
葺き屋根のヴィウンゴ作りは、時間を有する作業のため、時間に余裕のある男性、高齢も
しくは体が不自由で農業が行いない男性、若年層から高齢層の女性が行う仕事である。籠
作りは、年齢、男女問わず、作り方を知っている人が行っている。
ボンデイ社会では、扉とヴィウンゴを商品として製造販売することができる。扉は一枚
500 シリング(約 48 円 2010 年) で販売される。
キウンゴ一枚は 50~100 シリング(約 4.8 円~9.5
円 2010 年)で販売される。
扉作りと扉の取り付けは、同じ職人が行う。よって、職人は、扉販売で 500 シリング、扉
付けの手数料として 500 シリング程度の合計 1,000 シリング(約 95 円 2010 年)が支払われる。
ヴィウンゴは、一軒の家に必要な枚数は 150~300 枚であることから、時間のかかる仕事
である。販売方法は、依頼者からの直接注文であるが、受注して直ぐ大量の枚数を作るの
は不可能である。ヴィウンゴ作り人は、毎日家事の合間や時間がある時に作って保存して
おく。大量受注で 1 人では作成不可能な場合、娘や親族もしくは近所の女性とともに共同
もしくは分担作業を行う。
ヴィウンゴ販売による収入は、一枚 50~100 シリングであるから、必要枚数 150~300 枚で
7,500~30,000 シリング(約 714 円~2,860 円 2010 年)(依頼者との交渉による)である。ココヤシ
の葉は、自宅の庭先や畑に生えているココヤシの木から調達すれば、ココヤシの葉の仕入
れに費用はかからない。ヴィウンゴ販売は、余暇の時間で収入を得ることができる、有益
な仕事であるといえる。この販売により、高齢者や農作業ができない体の不自由な男性、
女性が現金を獲得することができる。
ヴィウンゴを必要枚数そろえた依頼主は、屋根にヴィウンゴをつける。ヴィウンゴの取
り付け方は男女共に知っているが、女性は屋根の修繕を行わない。屋根に上って行う危険
な屋根修繕の仕事は男性の役割である。まず、古くなったヴィウンゴを屋根から外すこと
から始まる。そして、新しいヴィウンゴを一枚一枚約 15 ㎝ずらしながら重ね、屋根の骨組
みに縛り付けて完成である。
ココヤシの葉に関わる収入を伴う仕事には、棲み分けがあることがわかった(表 3-2)。健
康な男性は、ココヤシの葉の切り落しと扉を作り、ヴィウンゴ屋根の修繕と取り付けを行
う。高齢者や身体障がい者、若年層から高年層までの女性が屋根葺きのヴィウンゴを作り
販売する。
ココヤシの葉に関わる仕事から得られる収入は十分ではないが、ココヤシの葉は金銭を
生み出し、女性、高齢者、身体障がい者に現金収入をもたらしている、救済的な葉である
と考えることができる。
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表 3-2. ココヤシの葉に関わる仕事の分業
健康な男性

高齢者、身体
女性
障がい者
葉の採取

○

×

×

籠作り

○

○

○

扉作り

○

×

×

屋根葺き作り

×

○

○

葺き屋根修繕

○

×

×
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販売価格、手数料

販売価格
500tsh
取付手数料
500tsh
総額 1,000tsh
販売価格
50~100tsh/１枚
受注量
150~300 枚/１軒
総売上金額
(50～100tsh)ｘ(150～300 枚)
=7,500-30,000tsh
葺き屋根修繕代

5,000tsh~

第４章

ココヤシの実利用
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第4章

ココヤシの実の利用

本章では、ボンデイ族によるココヤシの実の収穫からその利用までを論じる。前述した
が、数千年前にはココヤシは東アフリカに伝播したと言われているが、ココヤシの原産地
は東南アジアである。ココヤシの実の生産量は、現在、東南アジアが約 90％を占めている。
しかし、アフリカ大陸においてもココヤシの実を栽培生産している。アフリカ大陸の中で
一番生産量の高い国がタンザニアであり、世界の中で 11 番目の生産量を持つ。
そのタンザニアでは、どのようにココヤシの実が利用されているのであろうか。本章で
は、ボンデイ族のココヤシの実の収穫からその利用までを考察する。

第１節

ココヤシの実

成熟した実は、縦外周 60cm、横外周 50cm ほどの縦長の球形である。外側の緑色のうす
い外果皮と、分厚い繊維質の中果皮をむくと、固い殻(内果皮)に覆われている種子があらわ
れる(写真 4-1)。この種子は、マカデミアンナッツ、ピーナッツとは異なるが、一般的にナ
ッツと呼ばれ、一般的にココヤシの実はココナッツと呼ばれている。種子には三つの発芽
孔がある。そのうちの一つからココヤシの芽がでる(写真 4-2)。その他の二つからは発芽し
ない。内果皮につつまれた種子の内部には、胚乳と胚乳液がある。つまり、ココヤシの実
の全体構造は、最外側に外果皮、その内側に、中果皮、内果皮、胚乳、胚乳液があるとい
う構成になっている（図 4-1）
。ココヤシの各部位の名称を表 2 に整理した。

外果皮 fui
フイ fui
中果皮 fui

内果皮 nkombe

胚乳液 mazi ya dafu/nazi

胚乳 nyama ya nazi
図 4-1．ココヤシ実の構造
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種子 nazi

退化した発芽孔
meso ya nazi
中果皮 fui
種子 nazi

胚乳
nyama ya nazi

発芽孔
jiso la nazi
写真 4-1．ココヤシの種子

写真 4-2．9～10 カ月の胚乳

胚乳は多く堅い

表 4-1．ココヤシの実の部位名
日本語

ボンデイ語
単数/複数

スワヒリ語
単数/複数

英語

苞

handa / mahanda

panda / mapanda

bract

花序

kilele/vilele

kiwele/viwele

inflorscence

雄花（苞内）
雌花（苞内）
実
外果皮
中果皮
内果皮

upunga / mapunga
ntondoo / ntondoo
nazi / nazi
fui / mafui
fui/mafui

upunga / mapunga
tondoo / tondoo
nazi / nazi
kumbi / makumbi
kumbi/makumbi

nkombe / mankombe

kifuu / vifuu

種子
発芽孔
（内果皮の 3 つの目）

nazi / nazi

nazi / nazi

jiso la / meso ya nazi

jicho la /macho ya nazi

胚乳液（ココヤシ水）
胚乳（実の果肉）

mazi ya dafu/nazi
nyama ya nazi

maji ya dafu/nazi
nyama ya nazi

male flower
female flower
coconut
exocarp
mesocarp, husk
endcarp, empty
coconut shell
coconut seed
three pore
three eyes
three
indentation
coconut water
endosperm

スワヒリ地域では、実は成長によって呼び名が変化していく。苞の中にある雄花はウプ
ンガ(s.g.upunga/p.l.mapunga)、雌花はトンドー(s.g.ntondoo/p.l.ntondoo)と呼ばれる(写真 2-10)。
受粉後の雌花トンドーの呼び名が、成長過程によって変化する(表 2-1)。
受粉後の 1 カ月から 4 カ月の小さな実は雌花と同じトンドー(s.g.ntondoo/p.l.ntondoo)また
はキダカ(s.g.kidaka/pl.vidaka)と呼ばれる(写真 2-9)。この段階では種子の中に胚乳水、胚乳は
まだ形成されていない。
受粉後 4 カ月から 6 カ月の小さな実はタエ(s.g.tae/p.l.matae)と呼ばれ、種子の中に胚乳液
が形成される過程である(写真 2-10 )。
受粉 6 カ月から 8 カ月頃は、ダフ(sg.dafu/p.l.madafu)と呼ばれ、胚乳液が種子の殻の中に
たくさんあり、甘くておいしく飲料水として飲める時期である。胚乳も柔らかく、おやつ
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として好まれている。
受粉 8 カ月頃は、ほとんどの胚乳に変化する時期で、ンビンダ(s.g.nbinda/p.l.manbinda)と
呼ばれる。この時期の胚乳液は甘みが少なく、おいしい飲料水とは言えない。胚乳は柔ら
かいが、ダフよりか硬くなっている。
受粉 9 カ月頃は、ほぼ全ての胚乳液が胚乳に変化し、ココヤシミルクを絞るのに適した
状態になっている。この状態になった実をナズィ(s.g.nazi/p.l.nazi)と呼ぶ。この頃の胚乳は、
油分を沢山に含んでおり、油を沢山とることができる。ココヤシミルクとココヤシ油の作
り方は 3 章で紹介する。

第２節

実の収穫から種子の販売

（１）実の収穫
ココヤシは、地面から 20ｍ程にある樹上部に実をつける。この実を取る方法は、木に登
る以外ない。木登の方法は二通りである。一つは、木に足かけ用の切り込みを入れ、登る

写真 4-4.
写真 4-3．ココヤシの木登り

尺取虫式

ココヤシの木登り

階段式

樹液採集者 Mgema が主に階段式で登る

実の収穫者 Mkwezi が主に尺取虫式で登る

93

方法である。ココヤシの成長につれて上側に切り込みを入れていく。その切り込みを使
って階段のように木を登っていく(写真 4-4)。もう一つは、足首にロープを張り、足の裏と
ロープを幹に引掛けて尺取虫のように登る方法である(写真 4-3)。階段形式の登り方は、通
常樹液採取人が使い、後者の尺取虫型を実の収穫者が使う。樹液採取人は、毎日 10 本以上
のヤシの木に登らなければならず、尺取虫型の登り方では体力がもたないからである。実
の収穫者は、実が成熟した木に登るだけだあるため、尺取虫型でも登ることができる。コ
コヤシの木に登るには、全身の筋力が必要となる。全身の筋力がなければ、木から地面へ
落ちて大けがをしてしまう危険な仕事である。
樹上部に到達するとヤシの大きな葉の葉元に座り、実をもぎ取り地面に落とす。あるい
は実がなっている花序を伐り、地上へ運ぶ。実は地上に落とされても、堅い繊維の塊であ
る外果皮と中果皮に覆われているため、胚乳が傷つくことはない。
ココヤシの実から種子を取り出すには、外果皮と中果皮をナタ(panga)で切り裂くか、地
面に固定した鉄の棒(kifuo)に実を突き刺して皮をはぎとる(写真 4-5)。これも重労働である。

写真 4-5．種子の取り出し
鉄の棒(kifuo)に刺して、外果皮・中果皮をはがし、
種子を取り出す
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（２）種子の販売
ココヤシ栽培には二種類ある。専用の畑で商品としてココヤシを大量に栽培する大規模
栽培と、自給作物として屋敷庭で数本のココヤシの栽培する自家栽培である。
大規模栽培者は、ココヤシの実を、村の商店や八百屋に売るか、他の村や町で実を販売
する行商人に売る。店で売られるココヤシは、第 4 段階と第 5 段階のンビンダ nbinda とナ
ズィ nazi である（表 4-2）
。商店や行商人は、仕入れた種子を 1 個あたり 100～200 シリング
(約 8～16 円)1で販売する。実は毎日の食事に 2、3 個使用するので、一つ 150 シリングとは
いえ、食費に占める割合は高い。

表 4-2．ココヤシの実の成長段階
日本語
① 雄花(苞内)

ボンデイ語
upunga/mapunga

スワヒリ語
upunga/mapunga

雌花(苞内) 受粉前の雌花

utumba/ntumba

tumba/matumba

②受粉後 1 カ受月から 4 カ月
胚乳がない

ntondoo/ntondoo
kidaka/vidaka

tondoo/tondoo
kidaka/vidaka

③受粉後 4 カ月から 6 カ月

tae/matae

kitale/vitale

small coconut from 4 -6 month

④受粉後 6 カ月から 8 カ月
胚乳液が沢山ある

dafu/madafu

dafu/madafu

coconut which has a lot of
water inside

⑤受粉後 8 カ月
胚乳液が少ないが、果肉
はまだ柔らかい
⑥受粉後 9 カ月
胚乳液が少なくなり、果
肉が多い
⑦実の落下
成熟過程を過ぎ、胚乳水
がなくなり、地面に落ち
る

nbinda/mandinda

koroma/makoroma

between dafu and nazi
small amount of water inside

nazi/nazi

nazi/nazi

matured coconut

nguta/nguta

nguta/nguta

too matured coconut which fell
down from a tree

第３節

英語
male flower
female flower before being
polinated
small coconut till 4 month

実の利用

ボンデイ社会の一般家庭におけるココヤシ実の利用についてみてゆく。
１．果皮と周辺部の利用
（１）フイ(外果皮、中果皮)
1

100 タンザニアシリング(tsh)＝約 8.3 円(2010 年 3 月)
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外果皮は堅い皮で、中果皮は繊維の塊である(写
真 4-6)。外果皮と中果皮は一体となっており、ボ
ンデイ語では、二つを併せてフイ(fui)と呼ぶ(図
4-1)。
手やナイフでもぎ取られた中果皮の繊維は、束
ねられて、鍋や食器洗い用のたわしとして利用さ
れる。コップやお皿を洗う際には、洗剤をつける
だけで洗う。鍋を洗うには、それだけでは汚れは
落ちない。そこで、土や家の壁土を鍋に入れ、内
果皮のたわしで鍋をこすり洗いする。このたわし
は、使用している最中に束ねた繊維がぬけてしま
う。一度作れば 3～4 日間程度使用できるが、
それ以上は使用不能である。そうなったら、ま

写真 4-6．外果皮と中果皮
フイ(sg.fui/pl.mafui)

た中果皮の繊維をもぎ取って束ねて、新しいたわ
しを作る。
フイは燃えやすいから、燃料としても使用される。剥がしたばかりのフイは水分をふく
んでいる。少量なら、火にくべてもそのまま燃えるが、大量の場合、日光に当てて乾燥さ
せてから、燃料として使用する2。
（２）内果皮
胚乳をつつむ固い内果皮は、フイに比べて利用方法が多い。タンザニアのお土産品店、
東南アジアや日本の店頭でよく見られる内果皮の加工品には、ボタン、アクセサリー(ピア
ス、バレッタ、ネックレス、腕輪)、鞄の飾り、ランプカバー、人形、お椀や器、調理器具
等がある。
ボンデイ族は、内果皮を土産品店のようにアクセサリーには加工しないが、主に台所用
品に加工して利用している。
内果皮のまわりに付着している中果皮の繊維をナイフできれいに削り取り、内部に残っ
た胚乳も取り除く。すると、薄くてかたいお椀型の内果皮があらわれる。これを、コップ、
お椀、おたまに加工することができる(写真 4-7、4-8)。コップに加工する際、内果皮の切断
位置が大切である。コップとしての機能を持たすためには、胚乳孔を上にして, 種子の 4 分
の 1 のところで切断し、その下部を利用する。お椀やおたまに加工する際も、胚乳孔を上
にして種子の 3 分の 1 のところで切断し、やはりその下部を利用する。内果皮のお椀とし
の使用は稀になっているが、おたまとしては、今も日常的に使用されている。
内果皮は、フイと同様に燃料にもなる(写真 4-9)。中の胚乳を削り取った内果皮を、燃や
2

沿岸部においては、感潮域にフイを敷いて、それをサンゴ岩で覆って六カ月ほど放置し、やわらかくな
ったフイ繊維を棍棒でたたきなめしてから、各種のロープに加工するという、フイの利用がある（Sinclair
2002）
。
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せば燃料となる。鍋の大きさに合わせて、同じ大きさの石を三つ三角形になるように置き、
三つ石かまどを作る。その間に内果皮や薪などの燃料を入れる。かまどの石の上に鍋をお
く。火力は、燃料を加えたり出したりすることによって調節する。
内果皮は燃えている炭を運ぶ容器としても使用される。火を起こすには時間がかかるた
め、近所の家庭から火種をもらってくることがある。その際、火種の入れ物として、内果
皮を使用する。内果皮は一旦火が付くと勢いよく燃え上がるが、火が付くのには時間がか
かるので、火種入れに利用できる。隣の家の台所へ行き、「火をちょうだい」と言って、燃
えた薪の欠片 3 個ほどを持参した内果皮に入れて、自分の家の台所へ運び、火を起こす。

写真 4-8．おたま(uhawa)

写真 4-7．内果皮のコップ

写真 4-9．燃料
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（３） 苞・花序
苞と花序は、ココヤシの実が生る部位である。花序には雄花と雌花があり、それが包ま
れてつぼみの状態になっているものが苞である。
苞は花序を包み、1m～1.3m ほどに成長し破裂する。その際、苞の皮は二つにわかれる。
花序が外に出ると、苞の役目は終了する。花序の裏にある苞の皮は、そのまま樹上部に残
るが、花序の前部にある苞の皮は自然に地上に落ちる。後部の苞の皮は、実と花序が収穫
されると、地面に落ちる(写真 4-10)。実が収穫された後の花序および実がつかなかった花序
も乾燥して地面へ落ちる(写真 4-11)。これらを拾い集め、燃料として利用することができる。

写真 4-10. 枯死した苞の皮 カララ(kalala/makalala)

写真 4-11. 枯死した花序 カララ(kalala/makalala)

２．胚乳の利用
（１） 胚乳液
胚乳液とは、胚乳のもとである。雌花が受粉して実となる過程で、胚乳液が内果皮の内
部につくられていく。胚乳液は、外果皮、中果皮、内果皮に覆われているため、細菌汚染
はなく、安全な飲み物である。
飲料水として最適な実は、受粉後 6 ヶ月から 8 ヶ月の頃である。この頃は、胚乳は少な
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く、胚乳液が多い。その胚乳液の味は、甘くて美味しい。8 ヶ月から 9 ヶ月になると、ほと
んどの胚乳液が胚乳に変化していく。この頃にも胚乳液はあるが、味は美味しいとは言え
ない。
胚乳液の飲み頃を知るには、実や種子を振る。その時の水の音で水分量を確かめる。実
や種子を購入する際、飲料用として利用する場合は水音が多いもの、食用として利用する
場合は水音が少ないものを選ぶ。

写真 4-12．実の中にある胚乳液

（２）胚乳
胚乳はココヤシ生産地のみならず、ヨーロッパ、アメリカ、日本等、生産地以外の地域
でも利用されている。これらの国は、東南アジアや東アフリカからココヤシの実や胚乳を
乾燥したコプラを輸入し、それを加工して製品化している。
輸入された胚乳は、調味料、油、鶏の餌、基礎化粧品などに利用される。その際、まず
行わなければならないのは、ココナッツ・ミルク作りである。このミルクが原料となり、
調味料、食用油(ココナッツ・オイル)、菓子、マーガリン、マッサージオイル、石鹸、化粧
品（乳液等）などに加工される。コプラの場合は、コプラを圧縮してココナッツ・オイル
を抽出するため、ココナッツミルクにする必要はない。ココナッツ・オイルには殺菌効果
があり、傷口の消毒にも利用されている。殺菌効果のみならず、ココヤシオイル研究者の
Fife(2005)は、気管支炎、大腸炎、結石、風邪、熱、栄養失調などの様々な病気にも効果が
あると述べている。
米国農務省(United State Department of Agriculture)の食品栄養データベース3によると、ココ
ナッツ・ミルク 100g の栄養分は、熱量 230kcal、タンパク質 2.29g、炭水化物 5.54g、繊維
2.2g、糖 3.4g である(表 4-2)。ミネラル、ビタミン C、B1、B6、E、K も多く含まれている。
3

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
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これは、主に調味料として使用される。ココナッツ・オイル 100g の栄養分は、熱量 862kcal、
脂質 100g、鉄 0.04g である。ビタミン E と K も含まれている(表 4-3)。
普段の料理の味付けには、トマトが使用される。トマト 100g の栄養分は、熱量 81Kcal、
水分 81.81g、タンパク質 4.34g、資質 1.9g、炭水化物 11.53g、繊維 1.1g である(表 4-4)。ミネ
ラルビタミン A、B、C、カロテイン、葉酸、リコピンも含まれているがこれだけでは栄養
不足である。
ココヤシの胚乳からつくられるココナッツ・ミルクはたいへん高カロリーの食材である。
一方、普段の料理の味付けに使用されるトマトは低カロリーの食材である。トマトで味付
けをした料理にココナッツ・ミルクを加えることにより、高カロリーの食料となるのであ
る。

表 4-3．ココナッツ・ミルク

表 4-4．ココナッツ・オイル

100g 栄養分

100g 栄養分

表 4-5．トマト 100g 栄養分

熱量

230kcal

熱量

862kcal

熱量

81kcal

タンパク質

2.29g

脂質

100g

水分

81.81g

炭水化物

5.54g

鉄

0.04g

タンパク質

4.34g

繊維

2.2g

ビタミン E、K

脂質

1.9g

糖

3.4g

参照：USDA

炭水化物

11.53g

ミネラル、ビタミン C、

繊維

1.1g

B1、B6、E、K

ミネラル、ビタミン A、B、

参照：USDA

C、カロテイン、葉酸、リコ
ピン
参照：USDA

第４節 ココナッツ料理
熱帯・亜熱帯地域では、料理にココナッツ・ミルクがよく使用されている。ココナッツ・
ミルクは油分が多く、高カロリーであることは、ボンデイ族も認識している。実際にココ
ナッツ・ミルク煮料理を毎日食べていると、少量の食事でも体重の増加が自覚できる。ボ
ンデイ族も、ココナッツ・ミルクで味付けをした料理を好んで食べる。毎日、ココヤシを
使った料理をつくることはできないが、その頻度は高い。以下に、ボンデイ族のココヤシ
を利用した家庭料理を紹介する。
トゥイ

（１）ココナッツ・ミルク(t u i )

100

ボンデイ族におけるココナッツ・ミルクの作り方を紹介する。
まず、収穫後の実についているフイをナタか鉄の棒でもぎ取り、内果皮のみの状態にな
った種子を用意する。次に、種子をナタでたたき割る。種子の中には、胚乳が内果皮の内
側に沿ってついている。その胚乳をムブズィ(mbuzi)と呼ばれる削り器で削りとる。削り器
のムブズィは、ココヤシの胚乳を削る専用の器具で、端がギザギザになった円形の歯がつ
いている(写真 4-12、4-13)。削りとった胚乳を、ボンデイ語でマシサ(masisa)、スワヒリ語
でマチチャ(machicha)と呼ぶ。このマシサがココナッツ・ミルクの原料である。
マシサを溜めた入れ物に、コップ一杯程度の水を入れる。水とマシサを手でよくもむと、
マシサから油分を含む白い液体が出てくる。この白い液体を絞り、濾し器で濾す(写真 14-4)。
濾し器は、アルミ製のおわん型の器で、ザルのように穴が空いている。これでココナッツ・
ミルクのできあがりである。

写真 4-13. 削り器

ムブズィ mbuzi

写真 4-14．胚乳削り

写真 4-15．ココナッツ・ミルク絞り
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ココナッツ・ミルクは二回絞り出すことができる。一度絞ったマシサには油分が残って
いる。二回目も同じように水を入れてよく揉み、ココナッツ・ミルクを絞る。二番絞りの
ミルクは、水分量が多く薄い白色をしている。ココナッツ・ミルクを料理の味付けに使用
する場合、一番搾りのミルクは別の入れ物に取っておき、具材がやわらかくなってから一
番搾りのミルクを入れるのが、美味しい料理を作るコツである。
ココナッツ・ミルクは、そのまま料理の味付けに利用されるほか、食用油やヘアー・オ
イルなどにも加工される。絞り粕のマシサは、鶏の餌として利用される。
以下に紹介するが、ボンデイ族社会では、主食と副食の両方にココナッツ・ミルクを使
用する。ココナッツ・ミルクが、ボンデイ族の栄養供給を担う、重要な食材であることが
分かる。

（２）ココナッツ・ミルク味ご飯 6 人分
材料：米(1kg)、ココナッツ・ミルク(種子 1 個分)、水(適量)、塩(少々)
種子 1 個分のココナッツ・ミルクを作っておく。
米 1kg を鍋に入れ、ココナッツ・ミルクと塩と水を鍋に入れる。後で鍋に加えるために、
少量のココナッツ・ミルクを別の入れ物に取っておく。米とココナッツ・ミルクが均等に
混ざるよう、おたまでかき混ぜる。
蓋をしてしばらく強火で米を炊く。20 分ほどで水分が少なくなり、米はふっくらとして
くる。水分量と米のかたさを確認し、水分がたりなければ別の入れ物にとっておいたココ
ナッツ・ミルクを加え調節する。
薪を減らして鍋の下の火力を弱め、鍋の下から抜いた薪を蓋の上に載せる。鍋の中の上
部の米にも十分な熱が行き渡るように蓋の上から熱を加え、20 分ほど炊く。鍋は、写真 12
のような円柱の形をしている。蓋は、鍋の底と水平になるように平らな形状をしている。
蓋が平らであることから、薪を蓋の上に載せることができる。
蓋の上の薪を取り除いて蓋を開けると、ココナッツ・ミルクの甘い香りのついたご飯の
できあがりである。
（３）トマトとココナッツ・ミルク煮込みスープ
タンザニアの主食は米やウガリ(ugali)である。ウガリとは、トウモロコシを乾燥させて粉
にし、その粉を熱湯で練ったものである。
そのおかずになるものが、ムチュジ(mchuzi)と呼ばれる煮込みスープである。ボンデイ族
は、そのムチュジュにココナッツ・ミルク入れた料理を好んで食べる。
102

ムチュジュの主な材料は、魚と現地の野菜である。
ボンデイ族が居住する地域には、ムスンガ(msunga、スワヒリ語：ムチュンガ mchunga)
と呼ばれる苦みのある雑草と、ゴグウェ(gogwe、スワヒリ語：ニャニャチュング nyanya
chungu)というナス科の苦みのある野菜がある。ボンデイ族は苦みのある野菜をココナッ
ツ・ミルクで煮た料理を好んで食べる。苦みとココヤシの甘みが融合して、おいしいおか
ずになる。
魚は、日干し魚、揚げ魚、燻製など、加工済みのものが多い。日干し魚はサメやナイル
パーチ、燻製の魚はナマズ、揚げ魚は小魚やあじ等が多い。これら具材は、調理開始前に
切っておく。その切り方は、まな板を使用せず、具材を片手に持ちながら切りおとす。切
る際には、包丁の歯を自分に向けて手前に切る。
この煮込みスープはいくつかのバリエーションがある。そのいくつかを以下で紹介する。
① 魚のトマトとココナッツ・ミルク煮(写真 4-15) 6 人分
材料：日干し魚・揚げ魚・燻製魚(適量)、ト
マト(3 個)、玉葱(1 個)、ココナッツ・ミルク
(種子 1 個分)、塩(少々)
まず、種子 1 個分のココナッツ・ミルクを
作っておく。
細く切った玉ねぎとトマトを油で炒める。
そこに魚を加え、一緒に炒める。塩とココナ
ッツ・ミルクを加え、20 分程煮込む。ココナ

写真 4-16．揚げ魚のトマトとココナッツ・ミルク煮

ッツ・ミルクが分離しないよう、おたまでゆ
っくりとかきまぜながら煮込む。ココナッ
ツ・ミルクの甘い味と香りのするコクのある魚のトマトとココナッツ・ミルク煮の完成で
ある。
② 干

しサメとゴグウェのトマトとココナッツ・ミルク煮(写真 4-16) 6 人分

材料：日干しサメの塩漬け(6 切れ)、トマト(3 個)、
ゴグウェ(スワヒリ語名：ニャニャチュング)(ナス科植物)(10 個)、
ココナッツ・ミルク(種子 1 個分)、塩(少々)
塩漬けされた日干しサメの肉を水で煮込み、身を柔らかくする。塩抜きはせず、その塩
分も利用して料理をする。ゴグウェという苦味のある野菜を鍋に入れる。次に、トマトを
薄く切って鍋に入れ、ココナッツ・ミルクを鍋に入れる。ココナッツ・ミルクが分離しな
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いよう、ゆっくりとおたまでかきまぜる。
ぐつぐつと 20 分程度沸騰させれば、サメ肉
とゴグウェのココナッツ・ミルク煮の完成
である。
食べる際には、サメ肉は別の皿におき、
ウガリを煮込みスープにつけながら食べる。
サメ肉は、塩、トマトとココナッツ・ミル
クの味がしみ込み濃い味になっている。サ
メ肉をかじりながらウガリと一緒に食べる。

写真 4-17．サメ(左下)とゴグウェ(上)
のトマトとココナッツ・ミルク煮

③ オクラとゴグウェのトマトとココナッ
ツ・ミルク煮(写真 4-17) 6 人分
材料：オクラ(10 本)、ゴグウェ(10 個)、トマ
ト(3 個)、ココナッツ・ミルク(種子 1 個分)、
塩(少々)
水を沸騰させ、オクラとゴグウェが柔らく
なるまで煮込む。薄く切ったトマトとココナ
ッツ・ミルクを加え、数分煮込む。ココナッ
ツ・ミルクが分離しないよう、おたまでゆっ
くりとかきまぜる。20 分程煮込めば、オクラ
とゴグウェのトマトとココナッツ・ミルク煮

写真 4-18. オクラとゴグウェのトマトと
ココナッツ・ミルク煮

の完成となる。
オクラの粘りとゴグウェの苦みがココナ

ッツ・ミルクの甘みと絡み合い、美味しい煮込みスープとなる。
④ ムスンガのココナッツ・ミルク煮(写真 4-19)
材料：ムスンガの葉(鍋一杯分)、ココナッツ・ミルク(種子 1 個分)、塩(少々)
ムスンガ(学名 Launaea cornuta)は、自然に自生するキク科の野草である(写真 4-18)。ムス
ンガの特徴は苦みにある。ムスンガを煮た料理やその煮汁は、マラリアと胃腸の薬になる
と言われている。
ムスンガを畑や草原から大量に収穫してくる。ムスンガの食べられる部位は、葉のみで
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ある。茎が入ってしまうと固くて食べられず、料理がだいなしになってしまう。ムスンガ
の葉は火を入れると分量が少なくなるため、一度に大量のムスンガを料理する。
ムスンガを料理する前には、手で葉をもぎ取らなければならない。ムスンガの茎や葉に
は強いアクがあり、葉を触ると手にアクが付着する。その手をなめてしまうと渋みが口中
に広がり、その手で目をこすると目に染みてしまうため、注意が必要である。ムスンガの
渋みのもとであるアク抜きをするために、三度お湯でもみ洗いをする。渋みが和らぎ、食
用に適した状態となる。
もみ洗いが終わると、調理開始である。柔らかくなるまでお湯で煮込み、塩少々とココ
ナッツ・ミルクを入れ、30 分程煮込む。すると、苦みと甘みが中和された食べやすい味に
なる。ココナッツ・ミルクを入れないムスンガの料理もあるが、苦みのきつい味である。

写真 4-19．自生ムスンガ

写真 4-20．ムスンガのココナッツミルク煮

このようにココナッツ・ミルク煮の家庭料理はたくさんある。ここで紹介したご飯と煮
込みスープ以外に、揚げパン(マンダジ mandazi)、米粉パン(ムカテ ワ クミミナ mkate wa
kumimina)、揚げ米粉パン(キトゥンブア kitumbua)などのパン生地にもココナッツ・ミルクが
使われることがある。あらゆる料理に使用されるココナッツ・ミルクは、ココヤシ文化圏
の住民のカロリー摂取にとって極めて重要な食材となっているのである。
しかし、一個 150 シリング(約 13 円)のココヤシの実を毎食ごとに買うことは、ボンデイ
族の村民にとって容易なことではない。ココヤシ生産農家以外でも屋敷畑に数本のココヤ
シの木を栽培しているが、毎日の料理に十分な量の収穫はない。よって、ココナッツ・ミ
ルク入りの料理を作る場合、しばしば店頭や行商人から購入することになる。ココヤシの
実を購入し、料理に使用するのは金銭的に余裕のある日のみである。例えば、ココナッツ・
ミルクも塩も油も使用せずに水だけで炊いたご飯は、「白いご飯 wali meupe」と呼ばれ、貧
乏人の食べ物であるとして卑下される。
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（４）ココナッツ・オイル(マフタ ヤ ナズィ mafuta ya nazi)の作り方
材料： ココヤシの種子 8 個、水 1 リットル
種子 8 個の胚乳をムブズィで削り、ココナッツ・ミルクを作る(約 1 リットル)(参照 4.3.1)。
ココナッツ・ミルクを弱火で火にかける。その際の注意点は、火にかけると、鍋から吹き
こぼれてしまうことである。吹きこぼれないよう、一かけらの炭を鍋に入れておく。炭が
ない場合は、ゆっくりとかき混ぜればよい。1 時間ほどで水分が飛び、油分と沈殿物が残る。
油を別の入れ物にとり、約 150cc のオイルができあがる。
できあがったココナッツ・オイルは、食料油、ヘアー・オイル、ボディー・オイルとし
て、そのまま使用できる。8 個程度のココヤシの実があれば、ヘアー・オイルやボディー・
オイルとして 1 ヵ月分程度の量のオイルを作ることができる。ココナッツ・オイルは、さ
らっとして付け心地がよく、髪や体にしっとりとなじむため人々に好まれている。しかし
近年、既製品の食用油、ヘアー・オイル、ボディー・オイルが商店で購入できるようにな
ってからは、家庭でココナッツ・オイル作りをすることが稀になった。ココナッツ・オイ
ルは、有害な化学物質が含まれておらず、体にやさしいオイルと認識されている。ただし、
腐敗しやすいため食用油としては２か月内に使い切った方がよい。ボディー・オイルとし
ては、半年間ほど使用できる。

第５節

実の加工と販売

（１）ココヤシの実利用の全体
ココヤシ実の利用の全体を、表 4-5 にまとめた。
ココヤシの実の胚乳（ココナッツ・ミルク）は、使用頻度や栄養価からみてボンデイ族
の食事の基幹食材であることが明らかになった。またココヤシ実は、台所の燃料、台所用
品(たわし、おわん)などにも利用されており、全体としてボンデイ族の食文化を代表するも
のであるといえる。ボディー・オイル、ヘアー・オイルなどの化粧品として利用される生
活必需品でもある。
商品経済の観点からみると、大規模栽培によって生産されるココヤシ実は、市場での売
値も高く、ボンデイ族社会の経済活動の一端を担う商品としての重要性ももつ。
食文化、生活必需品、経済活動の領域にかかわるココヤシ実は、ボンデイ族社会の生活
文化を根底でささえる、極めて重要な作物であるといえる。
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（２）ココヤシの実利用の分業
最後に、このようなココヤシの実利用が、どのような分業にもとづいてなされているか、
考察しておきたい。
ココヤシは 20m 以上にもなる高木である。実は樹上部に生るため、木に登り、収穫をし
なければならない。この高木に登るのは、男性の仕事である。
ココヤシの実を利用するためには、種子を包んでいる堅い殻であるフイを剥ぎ取らなけ
ればならない。フイを剥がす方法は、ナタで剥ぎ取る方法か、鉄の棒を刺して剥ぎ取る方
法かである。自家消費用に一つか二つの実のフイを剥がすのは女性でも可能であるが、販
売用に大量のフイを剥がすのは女性には難しい。よって、販売用の大量のフイ剥がしは、
男性の仕事となる。
種子販売は、少量なら男女とも可能である。男性の中でも、体が不自由な人も積極的に
種子販売を行っている。村の中の小さな市場や八百屋、行商で販売を行っている。
村内でココヤシの種子の行商販売を行っている女性がいる。彼女はココヤシの実の生産
者から種子を仕入れ、村の家々を回って販売している。ココヤシの種子の重さは 1 個 600
～800g 程である。
彼女は、
ほぼ毎日 10 個程のココヤシの種子を背負って販売しているため、
背中は曲がっている。
町へ販売する場合、大袋につめて大量に運ぶ。この場合、男性でも持ち上げられないほ
ど重い。そのため、町へ運び販売する場合は、健康な男性の仕事となる。
一度、実及び種子が家庭の台所に入ると、その実の利用は女性の仕事となる。一人暮ら
しの男性は仕方ないが、通常男性は台所へ入らない。

表 4-6．ボンデイ族のココヤシ実の部位別の利用
部位名

実

特徴

利用方法

フ

外果皮

外側の堅い果皮

燃料

イ

中果皮

分厚い繊維

燃料、たわし

内果皮

堅い殻

胚乳

油分を含む果肉

胚乳液

胚乳になる液体

苞

燃料、おわん、調理用器具、燃えてい
る炭を運ぶ容器
調味料、食用油、ボディー・オイル、
ヘアー・オイル、鶏の餌
飲料ジュース

花序を包んできる
燃料
切ると樹液が出る
花序

雌花と雄花が付いている

燃料

実（種子）

成長の第 4、5 段階（表 4-2）

村内・外市場での商品
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胚乳を削る器具のムブズィは、嫁入り道具の一つであるため、男性が使うものではない。
削り器が使えないとなると、ココヤシの胚乳を利用することは不可能である。胚乳を利用
するには、ココナッツ・ミルクを作ることから始まる。ココナッツ・ミルクを作るには、
胚乳を削らなければならないからである。よって、ココナッツ・ミルク、ココナッツ・オ
イル作り、ココナッツ・ミルク煮料理、ココナッツ・ミルクご飯やパン作りは、女性の仕
事となる。
外果皮、中果皮、内果皮も女性が利用する。胚乳を利用した料理の後、外果皮、中果皮
や内果皮が残る。燃料が不足になった場合、その場で火に入れて使用する。燃料以外にも、
台所用品として利用している。いずれも台所で使用するものであるため、女性が利用する
ものである。
苞、花序の利用するのも女性である。台所が女性の空間であるから、燃料として苞と花
序を利用するのは女性である。
男性は、ココヤシの実の商品化を目的としたとし大規模栽培とそのための加工・販売に
関する商品化領域を、女性はココヤシの自家消費領域、特に食文化を担当している。体の
不自由な男性は、小規模な商用領域を担当している。
ココヤシの実の商用利用には、このような健康な男性、体の不自由な男性と女性との間
の作業の分配が行われている(表 4-6)。
ボンデイ族は、ココヤシの実を食材から台所用品、燃料、生活必需品、換金作物にいた
るまで多岐にわたって利用している。外果皮は、燃料となり、中果皮は、燃料、たわしと
なる。内果皮は、台所用品、燃料となる。胚乳水は飲料水、胚乳は料理の味付け、食用油、
ボディー・オイル、ヘアー・オイル、鶏の餌となる。苞の皮と花序は燃料となる。
表 4-7. ココヤシ実に関わる分業
健康な

身体の不自由

男性

な男性

○

×

×

販売用

○

×

×

村外大量販売

○

×

×

村内販売

○

○

○

自家消費用

×

×

○

×

×

○

×

×

○

×

×

○

仕事・利用
実の収穫
経済活動

フイ剥がし
種子販売
フイ剥がし

外果皮、中果皮、内果皮の利用（燃料、
自家消費

台所用品の作成）
胚乳の利用（ココナッツ・ミルク製造、
ココナッツ・オイル製造、料理への利用）
苞、花序の利用（調理の燃料）
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女性

この中でも特に重要なのが胚乳の利用である。ココヤシの胚乳は、油分を含む高カロリ
ー食品である。胚乳から作られるココナッツ・ミルクを使用した料理は、まろやかでコク
のある味付けになると同時に高エネルギーを摂取できる効率的な料理である。ココヤシ文
化をこの観点から再評価する価値がある。
また、ココヤシの実の利用におけるボンデイ族の健康な男性、体の不自由な男性と女性
が関わる領域も明らかになった。男性の仕事はココヤシの実の重労働となる経済活動に関
わる領域であり、体の不自由な男性は販売の領域、女性の仕事は販売と自家消費に関わる
領域であった。
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第5章

ココヤシの樹液利用
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第５章

ココヤシの樹液利用

ココヤシの苞の切断面からしたたる樹液は、自然発酵したアルコール飲料となる。ボン
デイ族は、ココヤシの樹液が発酵した酒をポンべ ヤ ムナジ(pombe ya mnazi)と呼び、日
常的にこの酒を飲んでいる。
ボンデイ族は、ココヤシの樹液をどのように採取し、樹液を商品化し、販売するのであ
ろうか。本章では、ボンデイ族による樹液採取から、その利用までを論じる。

第１節

樹液から酒へ

樹液が自然発酵するのは、虫の体に付着している酵母菌や自然の中にいる酵母菌が樹液
に入り、ショ糖がアルコールへ変化するからである(濱屋 2001)。樹液にも酵母が存在するた
め、ココヤシ酒にはビタミンとミネラルが含まれる。樹液に熱処理を行わないため、酵母
は 12～24 時間生きている。その間ココヤシ酒の発酵は進む、その後酵母の働きは弱まって
いく。そのためアルコール度数や熱量など、栄養素は時間経過により一定ではない。3 日も
たつと、甘いヤシ酒は酸味を増し、酢に変化する。
樹液は採取後、虫などの不純物を取り除けば、ココヤシ酒として飲む事が可能となる。
樹液採取後、すでに樹液の発酵は始まり、アルコール飲料となっている。

表 5-1．ココヤシ酒の栄養(100ml 中)
栄養成分

平均値

熱量

47kcal

灰分

0.28mg

タンパク質

0.22mg

脂肪

0.04mg

転化糖

1.94mg

ショ糖

1.13mg

酢酸

0.42mg

アルコール

写真 5-1. 採れたての樹液

5.01%

B1 チアミン、B2 リボフラミン、B 複
合体ニコチン酸、カリウム、鉄
参考：Leong1952
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ココヤシ酒の栄養素成分は、灰分、タンパク質、脂肪、転化糖、ショ糖、酸、アルコー
ル、酵母、ビタミン B1 のチアミン、ビタミン B2 のリボフラミン、ビタミン複合体のニコ
チン酸、ミネラルのカリウムと鉄である(Leong1952)。ボンデイ族の居住地は、インド洋か
らの風が吹くため涼しく感じるが、気温が高いため体力の消耗は激しい。水分補給の際、
糖分、ビタミンの入っているココヤシ酒を摂取するのは、効果的である。

第２節

樹液採集者ムゲマの労働

１ 樹液の採取
ココヤシの樹液は、苞を切断すると、その断面から滴り落ちる。苞を切らずにおけば、
苞が破裂し、花序が外へ出現し、雄花が開花して雌花が受粉して実が生る。酒つくり用の
ココヤシの木の場合、実の収穫より樹液採取が優先される。ただし、全ての木から樹液が
採れるわけではない。木本体の性質によって樹液を出す量が異なり、樹液が全く出ない木
もある。
ココヤシの苗植えをした 5～7 年後、苞が出現し果実ができるようになる。その頃から苞
を切れば樹液が出る。その後、樹液を多く出す木か、樹液の少ない木なのかわかる。
樹液採取は年中、採取可能であるが、採取量は、木自体の性質と時期によって異なる。
例えば、雨期入り直後、約 2,000ml 採取できる木は、7～8 月では 3,000ml 以上の樹液を採取
することができる。乾季では、１本 1 日 0～2,000ml 弱程度であり、特に 2 月 3 月は全く樹
液を出さない木もある。雨季に入り１週間後になると充分に水分補給され樹液の出が多く
なる。徐々に木に水分が溜まり、7 月になると樹液量はさらに増していく。
樹液採取人は毎日 1 日 2 回朝と昼にココヤシの木に登る。１回に登るヤシの木の本数は、
約 15 本である。朝は樹液を採取と苞の手入れを行い、昼は苞の手入れのみを行う。同じ苞
からは、1 から 2 ヵ月間樹液の採取ができる。樹液の出が悪くなると、別の苞を切断し、次
の採取口の準備をする。この樹液採りをスワヒリ語もしくはボンデイ語でクゲマ(kugema)
といい、その採取人をムゲマ(mgema)と言う。苞の手入れのことをクソンガ(kuconga)(スワヒ
リ語 kuchonga)という。
樹液採取は１本の木で 60 年間ほど可能である。ヤシの葉が弱くなり採取人が葉に座れな
くなると樹液採取が行われなくなるが、苞が生まれる続ける間は樹液の採取が可能である
といわれている。
ムゲマたちは、毎日ココヤシに登って、樹液を採取し、苞の手入れを行わなければなら
ない。苞の手入れとは、切断面を切って、樹液を出やすくすることである。樹液は、糖分
があるため、放置しておくと固まってしまい、樹液が出なくなってしまう。そして、大量
の虫が入れ物に入ってこないよう、ココヤシの繊維の部分エフ(efu)か、布をかぶせる。この
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作業は、一日も怠ってはいけない。怠ると、翌日の樹液採取量に影響し、採取量が減って
しまうからだ。樹液採取の仕事は、休みのない仕事である。そのため、ムゲマたちは、助
け合いながら作業を進めている。例えば、病気や怪我、疲労によって、登れない場合は、
他のムゲマが代わりに登り、作業を行う。そのお礼は、酒をおごることであった。彼らは
これを相互扶助(kusaidiana)と語っている。

図 5-1．ココヤシの木 1 本から取れる樹液量の変化

表 5-2. ココヤシの樹液採取
第 1 段階

苞が 1.5m ほどに成長したら樹液採取時期
先端から 30 ㎝程度のところを切断
切断面から 5 ㎝のところまで苞の皮を剥がし、雄花、雌花、師管
を露出させる(写真 5-2)
露出した部分を葉の小葉で巻き、虫やごみが付かないようにする
苞を下部から先端まで小葉を巻き、強化させる
強化させた苞を下方へ斜めに曲げる(写真 5-3)

第 2 段階

苞が地平線とほぼ水平になれば、樹液採取を始める
苞の先に採取用の入れ物を括り付ける(写真 5-4)
雨季から１週間後、樹液が沢山出るようになる
朝、１本のヤシの木から 100ml～2,000ml の樹液を採取
0.5 ㎜程、苞の切断面を削る(写真 5-5)
昼、苞の切断面を朝と同様、0.5 ㎜削る

第 3 段階

1～2 ヵ月で樹液は出なくなる。出が悪くなる前に別の苞を切断
し、第１段階の作業を行う。これを繰り返す。

備考

同時期に 1 本のヤシの木から、2～3 本の苞を使用する。
樹液を採取するヤシの木の本数は、１人の採取人につき約 15 本。
１人の採取人が１日にココヤシの木に登る回数は、朝と昼を合わ
せて約 30 回となる(ココヤシの木の本数による)。
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写真 5-2．苞をめくり花序をむき出しにする

写真 5-3．花序が広がらないように縛る
苞を強化し下方へ曲げる

写真 5-5．樹液採取苞の先端のメンテナンス

写真 5-4．ヤシの木に登り樹液採取と苞の切断
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表 5-3．時間経過によるココヤシ樹液の呼称の変化とムゲマの作業

時間経過

呼称

樹液の状態
10%のショ糖を含む液体

夜

早朝

ムゲマの作業

苞の切断面から滴る
ホㇽウェ horwe

採れたて

樹液採取(kugema)

(スワヒリ語：

アルコールは殆どない

苞の手入れ

甘いジュース

(kusonga)

コシャ kosha)

本数約 15 本
醗酵が始まる

朝 9 時以降

ショ糖が酵母によりエタ

(気温の上昇)

ノールへ変化

10 時半

樹液を酒場へ卸す

昼
夕方

ポンべ

ヤ

ムナジ

醗酵が進む

全樹木の苞の手入れ

蓋をすると破裂する

約 15 本

5～8％程度のアルコール

pombe ya mnazi
ンダザ ndaza
翌日

8%程度のアルコール
沈殿物マシンビ
(masimbi)が底にたまる

4 日以降～数

シキ

siki

年間

酢酸化し始める
酢

２ 樹液採取から酒場へ卸し
ムゲマは、上記のようにココヤシの樹液を毎日採取し、その集めた樹液を酒場へ販売する。
ここまでがムゲマの仕事である。
何も混ざり気のないココヤシ樹液 100％のココヤシ酒が人気である。時折、利益を追求す
るために、水を入れて嵩をますムゲマもしくはココヤシ酒つくりがいる。このことを喩え
て、ボンデイ社会には、忠告を促す次のようなことわざがある。

Ukimsifu sana, mgema aigea maji.
ムゲマを褒めすぎると、ムゲマは水を入れてしまう。
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人々が、あるムゲマのココヤシ酒を旨い旨いと褒めすぎると、ムゲマは「自分のココヤ
シ酒は人気がある。たとえ水で量を増しても、多くの客が自分の酒を買いに来るだろう。」
と考え、樹液に水を加えて採取量を増やし、収入を増やそうと考えるようになる。しかし、
客は味の変化に気付き、このムゲマが採取するココヤシ酒の味が落ちたと噂になり、客足
が遠のき、結局収入が減ってしまうという話しである。このことわざを使用するときは、
「褒
めすぎると、人は調子に乗り怠けてしまうため、褒めすぎてはいけない」という忠告で使
う。
このことわざ通り、実際にムゲマの中には、ココヤシ酒に水を入れて増量させる人がい
る。村民がこのことわざを言うと皆一斉に笑うが、ムゲマは自己防衛として「自分はやっ
ていない」と強調する。
ココヤシ酒つくりは、樹液を仕入れた酒場の女性が行う。前述したが、とれたての樹液
には、虫や葉などの不純物が浮かんでいる。それを濾して樹液を商品化することは女性の
仕事である。
ココヤシ酒は、時が経つにつれ呼称が変化する。朝の採れたての樹液を、ホㇽウェ(horwe)、
酒になった樹液を、ポンべ・ヤ・ムナジ(pombe ya mnazi)、翌日のココヤシ酒を、ンダザ(ndaza)
と呼ぶ(表 5-3)。
ホㇽウェはアルコール分がなく、ジュースとして飲まれる。ポンべ・ヤ・ムナジは、5％
程度のアルコール度数となり、糖分が含まれているため甘みがあり、ほんのり乳酸の香り
がする飲料品である。酒として一番よい状態である。2 日目のンダザは、アルコール度数が
高く、少しづつ酸化が味まり、味が落ちていく。4 日以降になると酢酸化が進み、スィキ(siki)
と呼ばれる酢に変化する。スィキという酢の状態になれば、数年間使用が可能だが、酒で
はなくなっているため、人々は好まない。そのため、3 日以降のものは破棄される。
2 日目のンダザの状態になっていると、酒を保存している入れ物には、マシンビ(masimbi)
という樹液の白い沈殿物が溜まる。このマシンビの成分によって樹液の発酵が進むため、
大量にたまると発酵のスピードが加速してしまう。そのため入れ物に多量のマシンビが溜
まると、マシンビを取り除く。以前は、マシンビを発酵剤としてパンつくりに使用してい
たが、現在は使用していない。
前述したが、酒の状態の変化による呼称の変化は、フィリピンでもみられる。新鮮なヤ
シ酒全体をトゥバと呼び、酸化前のヤシ酒をバハルと呼び、一カ月以上たったヤシ酒をバ
ハリナと呼ぶ(赤嶺 1996)。フィリピンでは、一カ月以上保管した酒も販売し、さらに一年以
上のものは、ワインとして販売している(赤嶺 1996)。しかし、ボンデイ族は酒の長期保存は
行っていない。siki を使う場面としては、コンクリートを壊すときと聞いた。siki は酸が強
く、コンクリートにかけると、コンクリートが弱くなり、容易に壊すことができるとのこ
とである。残念ながら、この酢を使っているところを見ることはできなかった。
樹液を購入した酒つくり人は、不純物を取り除いたコシャの一部をンダザに混ぜ、飲み
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やすい酒にする。他方、コシャの残りをそのまま保留し、自然に飲みやすい酒になるのを
待つ。このようにして、ポンベ・ヤ・ムナジを商品化する。
このようにココヤシ酒は、日持ちがきかないため村外で販売されることはなく、村内で
消費される酒なのである。
３．樹液採取人ムゲマの事例
ムゲマ A 氏は、農業とココヤシの樹液採取を行って生計を立てている。家族構成は、妻、
子供 7 人の 9 人家族である。A 氏は樹液採取を 1993 年から始めた。A 氏が所有するココヤ
シの木は、63 本あり、その内、樹液を十分に出す酒つくり用のココヤシの木は 15 本である
(2012 年当時)。その他、2 本のココヤシの木を村内で賃貸する(賃貸料１本 10,000tzs/1 年)。
農業は自家消費用にトウモロコシ、キャッサバ、豆などを栽培する。ココヤシ栽培は、農
業の一環で、日常生活費用の現金獲得のため行っている。
A 氏が所有するココヤシの木は、父からの相続ではなく、当人がココヤシの商売を生活の
糧にすることを決意し、ココヤシ栽培を始めたものである。
A 氏の樹液採取量は、雨季にはココヤシ 1 本につき 1 日 100ml～3,000ml 採取できる。し
かし、木によって樹液の採取量が全く違う。表 5-4 の 15 番の木のような一日に 2,423ml も
樹液採取が可能な木を沢山持てば、家計はさらに助かると語る。A 氏が所有する 15 本と賃
貸している 2 本の樹液の１日当たりの合計採取量は約 15,000ml である。17 本の内、11 本分
の樹液は酒場に 400/1,000ml で卸す。1 日平均 10,000ml を卸すことから、1 日の販売金額は
4,000tzs である。酒場へ卸した樹液の代金は、週に 1 度支払われる仕組みになっている。
また、A 氏はココヤシ酒の酒場も経営している。酒を販売しているのは A 氏の妻と子供
たちである。ムクジ村でのココヤシ酒販売価格は、1 瓶 500ml で 300tzs(約 25 円)であり、ア
ルコール度数がほとんど同じの市販のビールの価格(1,000tzs/500ml)と比べると、三分の一以
下の安価である。ココヤシの樹液量が多く採取できる時期では、A 氏家族が経営する酒場の
1 日のココヤシ酒の販売量は、
約 20 瓶である。
この時期は、１日の平均売上金額が 6,000tzs(約
500 円)になる。自己所有のココヤシから採取したヤシ酒であるから、全売上金額が A 氏家
族の収入となる。
酒場へ卸す収入と自営酒場の収入を合わすと、1 日約 10,000tzs になる。この金額は、子
供の養育費と教育費、日常生活における生活必需品の購入等に十分な金額であると A 氏は
述べる。
酒場へ販売するヤシ酒は翌々日になるとアルコール度数が上がりすぎ、販売できなくな
るため、A 氏は、売れ残りのココヤシ酒は友人や親族に無料で提供するか捨ててしまう。そ
れでもヤシ酒販売から得られる利益は、収入源として大きい。
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表 5-4．各ココヤシの木の１日平均樹液採取量
番号

自宅酒場用

木の年齢

採取苞

４月の１日平

の数

均採取量(ml)

1

7才

2本

366

2

9才

2本

266

3

12 才

3本

1,457

4

6才

1本

1,091

5

6才

2本

1,471

6

8才

1本

303

合計
他の酒場用

第３節

4,954
7

18 才

2本

154

8

18 才

2本

344

9

18 才

2本

379

10

18 才

2本

981

11

18 才

2本

641

12

18 才

2本

1,034

13

18 才

2本

824

14

18 才

2本

189

15

18 才

3本

2,423

賃貸の木

16

30 才以上

2本

667

10,000tzs/年

17

30 才以上

2本

2,619

売上金

600tzs×5ℓ=3,000tzs

合計

10,256

400tzs×10ℓ=4,000tzs

総合計

15,210

7,000tzs

ココヤシ酒の消費

ココヤシ酒の消費には、酒場で購入して持ち帰って飲む場合と、酒場で飲む場合とわけ
ることができる。その酒場には、ココヤシ酒のみならず、タンザニア国内でつくられる地
酒もムクジ村では作られている。
タンザニア国内で製造される地酒を紹介し、ココヤシ酒の消費について述べる。
１．タンザニアにおける酒の種類
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タンザニアでは、果実や樹液でつくられる地酒が各地方にある。ココヤシからつくる酒
のポンベ・ヤ・ムナジ(pombe ya mnazi)、果物のバナナとキビや粟等の穀物からつくる穀物
酒のムベゲ(mbege)、サトウキビ酒のボハ(boha)、カシューナッツ酒のゴンゴ(gongo)、竹の
樹液からつくる酒のウランジ(ulanji)などがある。これらは、工場ではなく家庭でつくられ
る酒である。工場でつくられる酒は瓶や缶のビール(bia)、瓶もしくは小さなビニール袋に入
った焼酎のコニャギ(konyagi)(商品名)等がある。
ココヤシ酒とカシューナッツ酒は、タンザニアの沿岸部でよく飲まれている。バナナと
雑穀の酒は北部で、竹酒はタンザニア南部でつくられる。サトウキビ酒は、タンザニア全
土に広がっている。それぞれの地域で収穫できる生産物によって、酒つくりが行われてい
る。これらは全て醸造酒であるが、中には蒸留酒(gongo)として提供される場合がある。

表 5-5．タンザニア国内の酒の例
酒の種類

スワヒリ語

製造方法

主な産地

自家製品

ココヤシ酒

Pombe ya mnazi

醸造

沿岸部

(地酒)

カシューナッツ酒

gongo

蒸溜

沿岸部

竹の酒

ulanji

醸造

南部

バナナと穀物の酒

mbege

醸造

北部

サトウキビ酒

boha

醸造

全土

蒸留酒

gongo

蒸溜

全土

メーカー

ビール

bia

醸造

商品

コニャギ(商品名)

kyonyagi

蒸溜

２．酒場での消費
ムクジ村の中心部落には酒場が 12 軒ある(地図 5-1)。そのうち 11 軒が自家製の地酒を販
売している。残り一軒はメーカーの酒を販売している。自家製の酒は、ココヤシ酒、穀物
酒、サトウキビ酒で、メーカーの酒はビール、蒸留酒等である(表 5)。こんな小さな村に 12
軒の酒場があり、そのうち 11 軒がココヤシ酒を販売しているということは、ボンデイ社会
において、いかに飲酒が好まれ、特にココヤシ酒が盛んに呑まれていることかを表してい
る。
ココヤシ酒は、500ml を 300tsh で販売される。製造工程は半日である。地酒を販売する酒
場全てでココヤシ酒を販売する。穀物酒は 1 カップ 500ml が 500tsh(約 41 円)で販売される。
穀物酒は醸造に 3 日かかる。
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地図 5-1．ムクジ村の酒場

2010 年調査を基に筆者作成
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サトウキビ酒は 1 瓶 500ml で 300tsh(約 25 円)である。サトウキビ酒は醸造に 2 日かかる。
ビールと焼酎を扱う酒場は 1 軒である。ビール 1 瓶 500ml が 1,000tsh(約 83 円)で売られ、
焼酎は１袋 50ml が 400tsh(約 33 円)で売られている。ビールと焼酎は工業製品であるため、
大きな町まで出掛け、卸店で仕入れをする。ビールと焼酎は、収入に余裕のある人の酒と
認識されており、村内では一握りの人々しか飲むことができない。
ココヤシ酒を他の酒と比較すると、販売人にとっても消費者にとってもココヤシ酒が安
価で且つ容易に入手できることがわかる。
ボンデイ族の長老によると、ココヤシ酒は 200 年以上前から飲まれているようだが、酒
場がつくられ販売されるようになったのは、タンザニアの独立後のことである(長老より
2011 年聞き取り)。独立後に酒場があちらこちらに建てられ、村人はココヤシ酒を酒場で飲
むようになった。
酒場は、午前 11 時から開店する酒場もあれば、夕方 4 時頃に開店する酒場もある。午前
中の畑仕事を終えた人々は、アルコール度数の低いココヤシ酒をのんで休憩をする。夕方
には、午後の仕事を終えた人々が酒場に集まり、アルコール度数の高いヤシ酒を飲み、酔
いを楽しむ。ココヤシ酒好きの人の中には毎日昼間からココヤシ酒を飲み、目を常に充血
させている人々もいる。
東アフリカでは、成人男性は酒場で飲んで酔うことができる(Willis2002)が、酒場には、
基本的に女性だけでは行ってはいけない。酒場で飲んでいい女性は、家族の男性が同伴す
る女性、または、高齢の女性である(Green1999)。ボンデイ族においても同様である。酒場
で見かける女性は、酒場で働く女性か、酒のつまみである小魚を販売する女性である。
ムクジ村の宗教は、人口の半数をムスリムが、残りの半数はキリスト教である。双方飲
酒を禁じている。しかし、村の中ではムスリムもキリスト教徒も酒を飲んでいる。そのた
め、夕方になると村の酒場は、どこも音楽とお喋りで賑やかになる。

表 5-6．酒の販売価格と製造・仕入
酒の種類

販売価格

製造日数

アルコール度数

ココヤシ酒

300tsh/500ml

自家製造半日

4.5~7.8％

サトウキビ酒

300tsh/500ml

自家製造 2 日

4.3~8.3％

穀物酒

500tsh/500ml

自家製造 3 日

3.3％

工 業

ビール

1,000tsh/500ml

町から仕入れ

4.8~5.5％

製品

蒸留酒

400tsh/50ml

町から仕入れ

43%

2011 年筆者調べ

出典：Willis 2002 p.27

地酒

備考

2011 年 3 月の価格
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写真 5-6．ココヤシ酒の酒場

３．酒場以外での消費
ココヤシ酒を酒場で飲まず、容器に入れて持ち帰り、酒を楽しむ場合もある。持ち帰り
ココヤシ酒が飲まれる場面は、自宅、労働中、儀礼中がある。儀礼における使用について
は、次の節で述べる。
（１）自宅
ボンデイ族の女性にはもともと酒を飲む習慣がない。その大きな理由は、
「女性は家庭を
支える」という大切な役割があり、酒を飲んで家事ができなくなる状況を恥と考えている
ということがある。ボンデイ族の女性も男性も、この女性の役割を尊重している。しかし、
近年、女性も酒をたしなむようになってきた。ただし、基本的に女性が酒場に行くことは
許されていない。高齢の女性もしくは男性家族同伴の女性は酒場にいってもよいが、酒場
に行く女性は娼婦と考えられ、軽蔑される。よって女性が酒を飲む場合、男性が酒場で酒
を買い、容器に入れて自宅まで持ってくる。そして、女性同士もしくは家族で飲む。
（２）労働中
ボンデイ族の生業は主に農業である。その作業方法は、鍬１本で広い畑を耕作する。年
間平均気温が 27.5 度ということもあり、水分とカロリー補給は必要になってくる。農作業
中、近くにココヤシ酒を置いておき、飲みながら農作業に従事する。
農業以外の仕事も、力仕事が多い。水運び、家畜の餌運び、炭運び、木材運び、建築、
ココヤシの実の中果皮剥がし等である。そのため、水分補給が必要となる。農作業と同様、
労働中にもココヤシ酒を摂取する。
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ココヤシ酒は、ビールと同じ程度のカロリーがあり、ビタミンも含んでいる。水分と栄
養補給の役割を果たしているといえる。

第４節

儀礼とココヤシ酒
ビールがなければ、それは儀礼ではない

Willis(2002)が酒の調査を行った際、タンザニア人から言われた言葉である。ボンデイ族
も様々な儀礼に酒を使う。儀礼で使う酒というのが、ココヤシ酒である。
（１）慣習儀礼(mila)
ココヤシ酒は、ボンデイ族の冠婚葬祭のときに頻繁に振舞われる。例えば、新郎側の家
族が新婦側の家族に婚資を渡す行事ウソナ(usona)や結婚式ウィヤ(wiiya)等の晴れの日に共
飲する場合は、必ずココヤシ酒が振舞われる。
ウソナと呼ばれるボンデイ族の婚資を渡す行事では、ココヤシ酒は婚資の一つであった。
新郎の両親や親族がココヤシ酒を持参する。ボンデイ族社会ではココヤシ酒以外の婚資の
授与の後、新郎新婦両家の親族がココヤシ酒を共飲することが、両家の結びつきの証とな
った(Dale1896)。その際、新郎側は、１ガロンのココヤシ酒を用意していた。
近年、婚姻関係において、宗教や出身地が異なる場合が増えてきている。出身族が異な
る結婚の場合でもキリスト教徒ならばココヤシ酒の飲酒を行うが、キリスト教徒とイスラ
ーム教徒での結婚の場合、ココヤシ酒を共飲するのではなく鶏を共食する。
ココヤシ酒の提供は、婚姻関係の変化によってその使用に変化が起きているが、現在で
も使用されている。
（２）祖霊信仰儀礼(tambiko)
ココヤシ酒は、祖霊信仰の際、先祖との結びつきとして使用されていた。
旱魃、村での災いや不幸、家庭内に問題などが起こった際、ボンデイ族の人々は、「先祖
が怒っているから災い、不幸、問題が起こっている」と考えていた。そのため、先祖を喜
ばすため、また問題解決をお願いするため、ムリンガ山(写真 1-12)、巨木、墓へ出向き、祖
霊信仰を行っていた。
ムリンガ山にお願いに行く際は、供物として山羊とウガリ(東アフリカの主食)とココヤシ
酒を、村内の巨木と墓にお願いに行く際は、鶏とウガリとココヤシ酒を持って行った。そ
して先祖と参加者とで共食、共飲し、先祖と現世の子孫は共にあることを先祖に示してい
た。こうして、ボンデイ族は先祖を喜ばし、お願いを聞いてもらっていた。
ココヤシ酒は、先祖と現世の子孫との交信のために、ムリンガ山では大地に、巨木には
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根元に、墓ではその上に撒かれていた。
現在は、外来宗教であるイスラームとキリスト教が、この祖霊信仰を否定しているため、
祖霊信仰はほとんど行われなくなり、ココヤシ酒もムリンガ山、巨木、墓で撒かれること
はない。ある長老は、ムリンガ山へ参拝しに行くのを最後に見たのが、60-70 年ほど前であ
ったと述べていた。

第５節

村内消費のココヤシ酒

自然に発酵がすすむココヤシ酒では、味とアルコール度を一定に保つことが難しいので、
その消費は生産地周辺に限られている。いわばココヤシ酒は地産地消の製品である。村内
に 12 軒もの酒場があることからもわかるように、盛んに消費されている。生産に特別な技
術を必要とせず、販売価格も安価なことより、ココヤシ酒は生産者と消費者の双方にとっ
て手軽な商品である。村人の大半が、何らかのかたちでココヤシ酒の生産と消費にかかわ
っている(図 5-1)。
しかしボンデイ社会においてココヤシ酒が重要なのは、なにも安価で手頃だという理由
だけではない。ココヤシ酒は、結婚式においては両家の絆を象徴する飲み物であり、祖霊
信仰においては、先祖と人びとをつなぐ役割を果たすという、神聖な飲み物なのである。
儀礼において特にココヤシ酒が使用されることから、ボンデイ社会においてココヤシ酒は
長く親しまれてきた伝統的な飲み物であると推測可能である。
ココヤシ酒への関わりを性差でみてみると、樹液採取から樹液販売までが健康な男性の
仕事、酒作りから酒販売までと酒販売に付随するおつまみ販売は女性の仕事であることが
わかる(表 5-8)。ココヤシ栽培の主目的は、男性による実の収穫と販売であるといえるが、
副次的に生産されるココヤシ酒によって、女性もココヤシをめぐる経済活動に参加する機
会を得ている。現金獲得の機会が少ないボンデイ社会の女性にとって、ココヤシ酒は重要
な現金獲得と社会参加の手段であるといえる。
地方在住のボンデイ族にとってココヤシ酒は、帰郷の際に飲む故郷の酒である。村でし
か飲めないココヤシの酒の味は、帰省したことを実感し、村の人々と実家の家族との思い
出の味である。更に、ボンデイ族の先祖との交流に使用されるなど、儀礼の際にも使用さ
れている。以上のように、ココヤシ酒はボンデイ社会を象徴している(図 5-2)。ボンデイ社
会の人々にとってココヤシ酒は、単なる安価なアルコール印象ではなく、文化的に社会に
根付いた酒であるといえる。
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表 5-7.

ボンデイ社会におけるココヤシ酒の飲酒

自宅での飲酒

男

女

○

○
×

酒場での飲酒

(但し高齢者、男性家

○

族同伴者は可能)
酒場・家以外での飲酒

○

×

表 5-8. ココヤシ酒に関わる仕事
仕事

健康な男性

体の不自由な
男性

女性

樹液採取

○

×

×

樹液販売

○

×

×

酒つくり

×

×

○

酒販売

×

×

○

おつまみ販売

×

×

○

125

ムクジ村内
ココヤシ樹液採取

ムゲマ(男)
タダ酒

友人(男)

ココヤシ酒
ココヤシ樹液

酒

商品化・販売

酒場運営(女)
酒

客(男)

酒

酒場の客(男)

酒場以外(持ち帰り)(男)
酒

自宅(男女)

酒

酒

労働中(男)
振舞い酒

儀礼
供犠酒

おつまみ
おつまみ
販売(女)
販売

社会的慣習
(男)
村民、親族
・ウソナ

分配

・ウィヤ

＊飲酒子供除く

図 5-2．ココヤシ酒が繋ぐ人間関係
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祖霊信仰(男)
・ムリンガ山
・巨木
・墓

考

察
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考察

スワヒリ農村ボンデイ社会における
ココヤシ文化

第１節

ムクジ村におけるボンデイ族のココヤシ利用

本論は、タンザニア・スワヒリ農村・ボンデイ族のココヤシ栽培とその利用の社会的、
経済的、さらには文化的意味を明らかにすることが目的であった。
ココヤシは、赤道地域において主要なカロリー源とされる栽培作物である。赤道地域で
重要なココヤシが、どのように東アフリカ・スワヒリ農村の人々によって利用されている
のかを解明することを試みた。
第 1 章では、ボンデイ社会のタンザニア国内での地理的状況、農村における生活状況、
自然環境、社会環境について論じた。
ボンデイ族の主な居住地域はタンザニアの北東部である。ボンデイ族の人口はタンザニ
アの人口の約 0.03%であり、ボンデイ族はタンザニアの部族では小部族である。
ボンデイ族居住地の自然環境、社会環境は、平均気温 27.5℃、年間降雨量 1,300 ㎜、雨季
は、4 月－5 月の大雨季と 10 月－11 月の小雨季の 2 回である。
ボンデイ族の生業は農業で、主な栽培作物は、トウモロコシ、キャッサバ、豆類、オレ
ンジ、ココヤシなどである。そのうち、換金作物は、オレンジとココヤシである。
使用言語は、部族語であるボンデイ語とタンザニアの国語であるスワヒリ語である。現
在のボンデイ語の使用状況は、高齢層のみが使用し、その他は儀礼の唄に残っている程度
である。
宗教は、人口の半数がイスラーム、半数がキリスト教を信仰している。外来宗教のイス
ラームとキリスト教が入る前は、墓の先祖、巨木と山の神(Mungu)を信仰する土着信仰があ
った。現在も土着信仰は残っているが、この２つの外来宗教によって禁止されているため、
土着信仰の儀礼を行うことは少なくなった。
従来の婚姻は、同部族内で行われていた。現在(2013)、20 代 30 代の人々の間では、他部
族との結婚が増えている。
居住空間においては、敷地内に墓地があり、血縁関係者は、同じ敷地内か近所に住んで
いる。
第 2 章では、ボンデイ族のココヤシ栽培について論じた。東南アジアのココヤシ栽培の
方法は、まず苗を育て、畑に移植するのが一般的である。ボンデイ族は、果皮が付いたま
まのココヤシの実をそのまま 50 ㎝ほどの深さの穴に埋めるだけである。
ボンデイ族のココヤシ栽培畑には、自家消費用と商用がある。前者はトウモロコシ、バ
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ナナ、キャッサバを主に栽培している畑に 2-3 本のココヤシを栽培する畑である。後者は、
ココヤシを重点に栽培する作畑である。
ココヤシの寿命は 80 年を超える。そのため、管理は、息子や孫の世代にわたる。ココヤ
シ登りは体力が必要であるため、高齢になると、登ることができなくなる。その後は、息
子や孫がココヤシの実取りや樹液取りを受け継ぐ。息子がココヤシ農業にたずさわらない
場合は、人を雇う。
樹液取りの場合は、所有者は樹液採取人のムゲマと契約をかわし、共にココヤシの木を
管理していく。収入の配分は、曜日ごとに樹液の販売収益を各々が受け取るか、１週間の
合計収益を折半する。もしくは、所有者は、年間 10,000tzs(約 800 円)で１本の木を樹液採取
者に賃貸する。ココヤシの所有者と樹液採取人ムゲマの両者は、この関係を相互扶助
(kusaidiana)と認識していた。
第 3 章では、ボンデイ社会におけるココヤシの葉の利用について論じた。ココヤシの葉
は、大型羽状複葉で、小葉、葉柄、葉軸、葉脈で構成されている。これらの諸部位を加工
して、建築材料や雑貨を作っている。
複葉と葉軸からは、籠、扉、壁及び塀がつくられる。小葉は、屋根葺き材料のヴィウン
ゴ viungo(一枚はキウンゴ kiungo)として加工される。小葉の葉脈は、砂地を掃くホウキにな
る。葉柄は、長時間火を保つ効率よい燃料として使われている。
特に、扉や塀、ヴィウンゴ作りは金銭も生み出す。扉や塀は、大工が行う仕事であるが、
ヴィウンゴ作りは、女性と体の不自由な男性に現金収入をもたらす仕事である。
ココヤシの葉は、伝統的なボンデイ族の住文化の根源であるが、同時に様々な工芸製品
の材料となり、現金収入ももたらす。
第 4 章では、ココヤシの実と苞の利用について論じた。ココヤシの苞は、花序と花序を
包む苞の皮から構成されている。実果皮、中果皮、内果皮、胚乳、胚乳液の 5 つの層に分
かれて、各々利用価値がある。各部位の利用は、下記の通りであった。
外果皮、中果皮は、主に燃料として利用される。中果皮は、食器洗いブラシ(たわし)とし
ても利用される。内果皮は、果皮の中では最も利用範囲が広く、主に台所用品及び燃料と
して利用している。台所用品とは、コップ、お椀、おたま、火種運びの容器などである。
特におたまと火種運び容器は、毎日使われている。
胚乳液は飲料として飲まれる。胚乳液は細菌がなく、子供や高齢者の栄養補給としても
よい飲み物である。
実の中で最も重要なのが、胚乳である。料理の基本となるからである。胚乳は料理の味
付けに利用される。胚乳を加工たココナッツ・ミルクを料理に入れることで、料理はまろ
やかになる。ココナッツ・ミルクは栄養価が高く、高カロリーである。ココヤシは、村の
人々のエネルギー源になっていた。
ココナヤシの実は、商品としても販売される。高木に実り重さも著しいココヤシの実の
採集と商品化にかんしては、健康な男性、体の不自由な男性、女性間の能力に大きな隔た
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りがある。しかし、ココナヤシの実の生産と販売には、成人男性、身体不自由男性、女性
のあいだで次のような分業関係があり、後者の男性と女性もそれなりの仕方でココヤシの
商品に参画している。
健康な男性は、実の収穫、果皮剥がし、村内と村外での種子販売を行う。
体の不自由な男性は、村内で種子の小規模販売を行う。
女性は、村内で種子の小規模販売を行う。
しかし、男性と女性では、男性はおもに商品経済のなかでのココヤシの実の利用に重点
を置き、女性はココヤシの自家消費中心に役割をになってきたという基本的な違いが認め
られた。ココヤシの実は、ボンデイ社会の食文化の根源であり、女性のはたしてきた役割
は大変大きい。
第 5 章では、樹液の利用を論じた。樹液は、自然発酵して酒になる。ココヤシ酒は、十
分な糖分を含み、47kcal/100g のカロリーがあるため、カロリー補給としても効率がよいの
のである。
ココヤシ酒のもととなるココヤシの樹液を採取して、酒場に卸すのは、樹液採取人ムゲ
マ(mgema)である。樹液採取の仕事は体力を必要とするにもかかわらず、休むことのできな
い仕事である。
酒場運営者は、多くの場合女性である。酒場運営の女性専用のムゲマを 5 人ほど持ち、
毎日そのムゲマから樹液を仕入れ、客に販売している。酒場運営の女性は、1 週間の合計仕
入れ樹液量を計算して、ムゲマに週払いで樹液代を支払っている。樹液を酒として商品化
するのは、酒場運営の女性である。
夕方になると、酒場には、農業を終えた客たちがココヤシ酒を求めてやって来る。その
客たちを求めて酒場にくるのが、おつまみの揚げ魚売りの女性たちである。
ボンデイ社会では、ココヤシ酒の原料採集から消費までの仕事に分業があることが明ら
かになった。男性は、樹液採取、樹液販売である。女性は、酒つくり、酒販売、酒場での
おつまみ販売である。
酒の消費に関しても性差がある。男性は、酒場、労働中、自宅、儀礼中で酒を飲むこと
ができる。女性が飲めるのは、自宅だけである。ただし、高齢の女性は、酒場で飲むこと
はできる。
ココヤシ酒の消費においては、儀礼中の使用が重要であることがわかった。ココヤシ酒
が使用される儀礼には、大別して社会的慣習儀礼ミラ(mila)と祖霊信仰タンビコ(tambiko)の
2 つがある。社会的慣習儀礼は、特に結婚の儀礼の一つである婚資を渡す行事のウソナ
(usona)と結婚式のウィヤ(wiiya)の祝祭である。祖霊信仰のタンビコでは、ボンデイ族はムリ
ンガ山、巨木、墓にココヤシ酒を注いでいた。酒が、人と先祖を結びつけるということで
ある。
また、村内消費であるココヤシ酒は、村に来ないと飲むことができないため、故郷の酒
であるともいえる。ココヤシ酒には、先祖を含めてボンデイ族全体を結ぶ機能がある。
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ココヤシ酒は、日常生活の食文化の一つであり、現金収入をもたらし、儀礼に使用され
る神聖な酒であることが明らかになった。

第2節

ココヤシの多面的意味

ココヤシの原産地は東南アジアであり、現在のココヤシの実の生産高はアジアが約 90%
を占めている。アフリカ大陸は、世界のココヤシ生産の 3%に満たない。一方、アフリカ大
陸の中では、タンザニアが最もココヤシを生産している。タンザニアにおけるココヤシは、
アラブ人商人によって、広まった栽培作物である。
東アフリカ沿岸部は、地元住民であるバントゥ系の地元住民と商人として渡来していた
アラブ人たちとの交流の歴史を経てきた。ココヤシ栽培は、アラブ人との共存で繁栄して
きた栽培作物である。アラブ人は、ココヤシ、香辛料の丁子(クローブ)のプランテーション
を東アフリカ沿岸部に広げていった。その影響を受け、バントゥ系の人々は、自分たちの
農村へココヤシ栽培を導入し、地元住民の人々にココヤシ栽培が広がった。こうした背景
をもちつつ、ココヤシは、経済的な機能をもつだけでなく、ボンデイ族の伝統的要素の一
つとなった。

１．ココヤシの経済活動からみる経済的意味
ムクジ村は、ココヤシ栽培には適した自然環境である。農家は、農地とココヤシの実が
10 個程あれば、ココヤシ栽培を始めることができる。
東南アジアでは、多くの人々がココヤシに関係する仕事に関わっている。フィリピンで
は、ヤシ酒つくりが、数少ない日銭かせぎの一つである(赤嶺 1996)。マレー半島では、サル
使いココヤシ採集者と運搬業者に(森 1996)、スリランカでは、季節労働者に(白蓋 1996)、収
入をもたらしている。このように、ココヤシが多くの人々に現金を獲得する機会を与えて
いる。
一方、ボンデイ族社会においても、東南アジアと同様に、現金獲得の手段としてココヤ
シ栽培は重要な仕事である。しかし、ココヤシ栽培農家は、仕事が重労働で危険である。
ということから、自分の子供たちがココヤシ栽培やココヤシ樹液採取の仕事を行うことに
関して消極的であった。しかし、ココヤシに関わる仕事を分配には、健康な男性のみなら
ず、体の不自由な男性や女性に「現金をもたらす」という機能がある。
ココヤシにまつわる仕事の、役割分担をまとめた(表 6-1)。ココヤシ登り、樹液採取、販
売用の果皮剥がし、大量のココヤシの種子運びとその販売など、体力が必要で危険な仕事
は、健康な男性が行っている。一方、村内での実の販売、屋根葺き作りで、体の不自由な
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男性が現金を獲得している。女性も、村内での実の販売、屋根葺き作り、ココヤシ酒つく
りと販売、酒場でのおつまみ販売の仕事に従事することができる。
つまり、ココヤシは、体力が少なく、危険な仕事ができない人々にも現金獲得する機会
える「救済的な役割」を持つ栽培作物であるといえる。
近代化により現金獲得が必要になった村での生活において、ココヤシ商売は、その現金
収入手段の一つとして大きな意味を果たしている(表 6-1、6-2)。

２．ココヤシ利用からみる社会的意味
ココヤシは、住、食、儀礼の３つの社会的意味を持っている。
葉は、伝統的な家の屋根、扉、壁、塀としての建築材、籠や燃料などの必需品に加工さ
れる。葉は、ボンデイ族の伝統的な住居の根源であった。
実は、ボンデイ族の伝統的な食文化を支えていた。実は、ボンデイ族料理のカロリー源、
調味料として重要であり、台所用品の燃料、たわし、調理器具、お椀、コップなどに加工
される。
樹液から自然発酵して酒になるココヤシ酒は、ボンデイ族にとって、嗜好品であり、栄
養をもたらす食文化の一つであり、人々を故郷及び先祖と繋ぐ神聖な酒である。
ココヤシの諸部位は、ボンデイ族の家の建築材である住の領域と、カロリー源となる食
の領域と、祖霊と人々を結ぶ神聖な儀礼の領域である 3 つの伝統的な領域を支えている。
ボンデイ族にとってココヤシは、伝統と市場経済にまたがり、ボンデイ族の文化的基盤
をなしている。ココヤシは、「アラブ人によってもたらされ、ボンデイ族は、ココヤシを商
売の一つとして取り入れた」というボンデイ族の語りは、る市場経済への対応を示唆して
いるが、近代化以前からココヤシは、ボンデイ族の「住、食、儀礼」伝統の基盤を支えて
いる。
スワヒリ農村ムクジ村におけるココヤシは、伝統的な住文化、食文化、宗教の基盤であ
り、市場経済に対応する商を付随し、ボンデイ族の社会を支えているといえる (表 6-3、図
6-1)。
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表 6-1. ココヤシに関わる分配作業

仕事・利用

葉

樹液

身体が不自
由な男性

女性

葉の採取

○

×

×

籠作り

○

○

○

扉作り

○

×

×

ヴィウンゴ(屋根葺き)作り

×

○

○

葺き屋根修繕

○

×

×

実の収穫

○

×

×

販売用

○

×

×

自家消費用

×

○

×

村外大量販売

○

×

×

村内販売

○

○

○

果皮利用

×

×

○

胚乳利用

×

×

○

苞、花序利用

×

×

○

樹液採取と販売

○

×

×

酒つくり

×

×

○

酒販売

×

×

○

おつまみ販売

×

×

○

酒場

○

○

×

労働中

○

○

×

儀礼中

○

○

×

自宅

○

○

○

フイ剥がし

実

健康な男性

種子販売

飲酒
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表 6-2. ボンデイ族によるココヤシの利用とムクジ村内での販売価格

部位

用途

販売価格
販売価格 500tzs(１枚)

葉身と小葉

扉

取付手数料 500tzs
合計 1,000tzs
50~100tzs(葺き屋根材料 1

葉
小葉

枚) (受注販売)

葺き屋根の材料、かご

50~100tsz×150~300 枚
=7,500~30,000tzs

葉柄

燃料

種子

販売商品(内果皮、胚乳、胚乳液)

外果皮

燃料

中果皮

燃料、たわし、縄

内果皮

燃料、調理器具(おたま)
おやつ（無加工

実

150~200tzs(１個

ムクジ村

内の八百屋)

成熟前の胚乳）

調味料(ココナッツ・ミルク)
胚乳

食用油（ココナッツ・オイル）
髪・肌用ローション(ココナッツ・オイル)
鶏の餌(ココナッツ・ミルクの搾り粕)

苞

胚乳液

飲料

苞の皮

燃料

花序

燃料

樹液

酒、パンの発酵剤

酒 300tzs(500ml)(酒場での販
売価格)

134

表 6-3．ボンデイ族のココヤシ利用の分類

部位

領域

用途

樹液

儀礼

神聖な酒
嗜好品としての酒
栄養源

実

味付け

食

飲料
食器
燃料
屋根

葉

住

壁
塀

商

現金収入

図 6-1．ボンデイ族のココヤシ文化

ボンデイ族のココヤシ文化

葉・実

日
商

住

樹液(酒)

常

神
食
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