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はじめに

　この冊子は、SNISプロジェクト（国際研究のためのスイスネットワーク）と
スローフードボリビアが協働で実施したプロジェクトの成果のひとつです。本
プロジェクトは、コロンビアとボリビアで生産されている高品質のコーヒーと
カスカラ（コーヒーチェリーの果肉・果皮）の情報を発信することで、生産者
たちの生活改善を目的としています。スローフードは、良質で、公正で、安全
な生活スタイルを提案する運動です。このプロジェクトもその理念のもとに行
われているものです。

スローフードボリビアの活動は、6年が経ちました。ボリビアは、生物多様性
が高く、農業においては、歴史的に多様な作物品種が栽培されてきました。他
方、近年ではグローバリゼーション深化にともなって、農村で作られた伝統的
食材を都市で消費するという、かつての形態が崩れつつあります。同様の現象
は世界的に起きています。このような背景から、地域固有の食文化と知識を守
るために発展したスローフード運動がボリビアでも始まりました。

スローフード運動は、先人たちが育んできた「過去」の食文化を再評価して
現在に生かすものでもあります。そのような意味で、食文化を通して過去―現
在―将来世代をつなぐことも重要な使命としています。
　食文化の保全に取り組むスローフード運動は、世界の様々な地域で、また
様々な食材を対象にしてきました。この小冊子は、スルタナと呼ばれるカスカ
ラ（コーヒーの果肉・果皮）に関する食文化を再評価するために作られまし
た。スルタナは、ボリビアのユンガス地方に暮らす先祖たちによって育まれて
きましたが、今では生産する農家も少なくなってきています。私たちは、スル
タナを再度見直し、品質を向上させることで、市場を拡大させることを目指し
ています。その一助になることを願い、この出版物を作成しました。
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1. サルタナを巡る歴史

コーヒーの起源はエチオピアにあったと考えられており、植民地期にフランス人によってラテン
アメリカにもたらされました。特に、ブラジルは世界で屈指の生産高を誇るコーヒー生産国へと
成長しました。
  ボリビアのコーヒーは、全世界の1％に満たない生産量ですが、その品質はとても高いことで知
られています。現在、17,000以上の世帯がコーヒー生産にかかわり、12,000以上の世帯がコー
ヒーを商品に仕上げるまでの作業に従事しています(2)。

コーヒーの歴史

出典: www.coffetour.com

　ボリビアにおいてはアシエンダ
（hacienda=大地主が運営する大農園）に基
づいてコーヒー生産がおこなわれてきまし
た。アシエンダの記録によれば、ユンガス
地域におけるコーヒー生産は19世紀初頭か
ら行われ始めたことが分かっています。し
かし、当時のコーヒーは家庭用に栽培され
ており生産量は少量でした。その後、徐々
に「商品」として評価されるようになり、
栽培数も増えていきます(3)。当時、コー
ヒーは地主などの富裕層が愛飲する飲み物
で、とても高価なものでした。そのため、
いわゆるヤナコナ（yanacona＝地主に奉公
する家事使用人や農園の労働者）たちは
コーヒーを買うことができませんでした
（3）。そこでヤナコナたちは、コーヒー
チェリーからコーヒー豆を取り出した後に
残るカスカラ（果肉と果皮）を使って「ス
ルタナ（sultana）」と呼ばれるお茶を飲み
始めました。なぜなら、商品として見られ
ていなかった果肉や果皮は、ヤナコナたち
が利用することが許されていたものだった
からです。いつスルタナが誕生したのかに
ついては情報がありませんが、ユンガス地
域では、かつては「貧しい人々のお茶」と
して知られていました。このようにしてス
ルタナは、富裕層のコーヒーに対する庶民
の飲み物として、ユンガス地域の特徴的な
食文化として発展しました。
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　ボリビアにおけるコーヒーの栽培は、1950年に大きく増加し始めました。理由は二つありま
す。ひとつは、農地改革が行われ、地主たちが占有していた土地が解放され、人々が耕作地を所
有できるようになったことです。ふたつめは、当時ユンガス地域の主要作物であったコカ茶に市
場危機が起こり、代替作物としてコーヒーに注目が集まったことです。
コーヒーが家族経営にシフトした後にも、スルタナはコーヒー生産者たちによって消費され続

けました。ただし、スルタナはあくまでも家庭内で飲まれるものであり、商品として出荷される
ものではありませんでした。一方、かつてのコーヒー農園の労働者の一部には、ユンガスの中心
都市であり首都のラパスへ移り住む者も出てきました。彼らによって、スルタナは少しずつ知ら
れるようになり、ラパスの町のアイデンティティの一部になりました。スルタナは血圧を下げる
働きがあることから、高齢者に需要があり、販売する者もあらわれました。ラパスの街でコー
ヒー文化が育つとともに、スルタナ文化も発展していきました。その独特の味と健康への効能か
ら、現在ではバリスタだけでなくシェフたちも食材としてスルタナを使用し始めています。

スルタナアイスクリーム スルタナアイスティー スルタナ粉のパンケーキ伝統的なスルタナ

2. コーヒー廃棄物をめぐる課題

コーヒーは、大量生産がおこなわれている作
物であるため、生産工程では大量の廃棄物（＝
コーヒーの果肉・果皮）が発生します(4)。 ス
ルタナは、カフェイン、タンニン、フェノール
化合物などを含むため栄養補助食品として利用
される反面、これらの成分は、土壌に廃棄され
てしまうと、急速な糖の発酵の過程で周辺環境
にとっては有害なものへと変わります(5)(6)。例
えば、あるコーヒー生産者は、「コーヒーの廃
棄物を農園に大量に撒たところ、木の表面がま
るで火をつけた後のように変色してしまった」
と語っています。

ユンガス地域の人々にとって、コーヒーは非

常に重要な収入源になっています。しかし、
コーヒーの価格は常に国際市場の影響を受けま
す。残念ながら1990年代以降、コーヒー価格の
下落が幾度となく起こり、その度に生産者たち
の生活はひっ迫されてきました。
スルタナの商業化は、不安定なコーヒー生産

者たちを支える副収入となる可能性を秘めてい
ます。コーヒーより安価に飲めること、コー
ヒー廃棄物の削減、ラパスでの認知度の高まり
など、スルタナには追い風があるものの、その
生産は非常に限られているのが現状です。コー
ヒーなどの他の飲料に比べると、まだまだ消費
需要が低いことが要因です。
　したがって、スルタナの需要を喚起すること
が課題であるといえます。それが実現すれば、

収穫直後のカスカラ(左)とスルタナ(右)

集荷されるコーヒーチェリー
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コーヒー廃棄物の害を減らしつつ、コーヒー生
産者の収入向上を図ることができるかもしれま
せん。需要を作るためには、伝統的なスルタナ
茶だけでなく、食材としてスルタナを使用する
という方法もあるかもしれません。このよう
に、ユンガス地域の伝統的な食文化であるスル
タナを見直すとともに、宣伝をしていくことが
重要です。

3. スルタナ生産の難しさ

スルタナは、豆を取り除いたコーヒーチェリー
を天日干しにして作られるため、気象の影響を大
きく受けます。コーヒーの果肉は非常にデリケー
トで、カビが生えやすい特徴があります。特に、
湿気が高まりやすい曇りや雨の日が乾燥工程に重
なると、カビの発生によるロスが生じてしまうこ
とがあります。
　また、原理的には、生産できるコーヒー豆の量
に比例してスルタナも作れるはずですが、生産者
たちは、一部の果肉しか乾燥をさせません。コー
ヒー豆とスルタナを乾燥させるタイミングが重
なってしまうため、スペースの関係上、買取価格
の高いコーヒー豆の乾燥が優先されるためです。
現実には、コーヒー生産者の多くが、果肉を堆肥
として使用するか、単に処分することを望んでい
ることが実際です。

カスカラの天日干し

4. 栽培管理の重要性

スルタナの品質の良し悪しは、コーヒーの適
切な栽培と管理、収穫後の処理によって決まり
ます。スルタナができるまでの一連のプロセス
は、発芽、苗づくり、植え付け、コーヒー農園
の管理、収穫、乾燥、焙煎です。適切な栽培が
スルタナの質にも直結します。質の向上は、ボ
リビア国内市場での競争力を高めるためにも重
要です。また、適正な栽培管理は、コーヒー生
産が環境に与える悪影響を最小限に抑えること
にもつながり、持続可能な農業の発展を促進し
ます。
スルタナを育てることは、コーヒー（豆）を

育てることと同一であるため、高品質のコー
ヒーを生産することが高品質のスルタナにつな
がります。加えて、土壌の特性、標高、温度、
日光への露出、果実の熟度の状態が、スルタナ
の品質に影響を与えます。しかし、コーヒーの
質を上げるためには、コストも発生することか
ら、すべての生産者が実践できるわけではない
という課題も抱えています。
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4.1コーヒーの品種の選択

　世界で最も消費されているコーヒーの品種は、アラビ
カ種とロブスタ種の2種類ですが(7)、ボリビアではアラビ
カ種が生産されています。

ボリビアのコーヒーは、標高800～2000ｍで栽培されて
います。栽培品種は、ティピカ（Typica）、カトゥーラ
（Caturra）、カトゥアイ（Catuai）、ムンド・ノーボ
（Mundo Novo）、カティモール（Catimor）などがあり、
近年ではカスティージョ（Castillo）およびゲイシャ
（Geisha）の栽培も始まっています。
　品種によってコーヒーの味に違いがでるように、スル
タナにも同じことが言えます(9)。しかし、スルタナは近
年、専門のコーヒーショップの間で知られるようになっ
たばかりで、まだ需要も低く市場が未発達です。そのた
め品種ごとに販売されることはほとんどありません。

カトゥーラ種

ティピカ種カトゥアイ種（黄色および赤）

4.2 発芽と苗づくり

 ボリビアにおいて、コーヒーの苗づくりは大
きく2つの方法で行われています。ひとつは、
土の入った育苗ポットで育てる方法、もうひと
つは砂と水を使った水耕栽培で発芽させる方法
です。いずれも効果的に発芽させられますが、
水耕栽培は発芽後の植え替えの際に根を痛めに
くいことから、ボリビアでは水耕栽培が推奨さ
れています。発芽までは約1か月かかり、その
後、保温用のビニール袋に入れられ日陰に移さ
れます。このようにして苗木として育っていき
ます。土は、農園の土に堆肥を混ぜた混合土が
使用され、水分を均等に撒くために、少量の砂
をまくことが推奨されています。 

育苗ポットへの移植

日陰環境の作成
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 標高1200m未満の場所では約6ヶ月間苗床で育
てられ、1200ｍ以上の高地では、苗の発育が遅
いため、最長で1年間ほど苗床に置かれます。
なお、1500mを超える地域では、湿度が高くな
るために、土壌中の細菌が繁殖しやすく、根腐
れを起こすリスクがあると報告されています。
根腐れはカビなどの細菌が原因になるため、症
状が出た苗木を分離することで保護します。

細菌の影響を受けた苗 細菌によって根腐れを起こした苗

4.3 農園への移植

　育苗所で6ヶ月から1年間ほど育てた後、苗木をコーヒー農園に植樹します。この際、半日陰の
場所に植えることが重要で、農園内に植えられた他の植物の影に植えることが推奨されていま
す。順調に発育が進めば、2年ほどで最初の開花が起き、その後、果実が成ります。標高の高い場
所では、最初の開花まで3年程度を要します。

農園への移植移植の準備ができた苗
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4.4  コーヒーノキの管理

コーヒーは、複数の作物とともに植えられるアグロフォレストリーのもとで育ちます。ボリビ
アでは、柑橘類やバナナなどともに植えられ、これらの果樹が提供する日陰がコーヒーの育成を
促進します。こうした栽培方法は、伝統的に行われてきたものです。複数の植物を同時に栽培す
る農法は、生態系保全（もしくは生態系サービスの維持）の観点からも意義があります。例え
ば、落ちた葉を土壌中の菌類が分解し、豊かな土壌が新たな有機物を生成するといった栄養素の
サイクルは、コーヒー農園の生き物の多様性を支える重要な役割を果たしています。土壌の物質
循環が高まることは、コーヒーにとっては根腐れが起きにくい最適な環境を提供します。

　逆に、単一作物のみを植えてしまうと、特定
の害虫が集まってしまい、病気のリスクも高ま
ります。そのため、多様な作物が植えられてい
る農園は、病害虫を減らすことにも役立つと言
えます。それだけでなく、豊かな森は多様な鳥
たちの棲み家となり、鳥たちが（コーヒーの葉
や実に損傷を与える）毛虫などを捕食してくれ
る効果もあります。しかし、伝統的な農法を続
ける農家がいる一方、近年ではコーヒーだけを
植える単一栽培を基本とした農園も増えてきて
います。こうした農園では、病害虫のリスクを
避けるために化学肥料や殺虫剤などを使わなけ
ればならず、土壌や作物への影響が懸念されま
す。また、農園の生物多様性が失われたり、新
たな農園開拓のための森林伐採が起きるなどの
問題も生じています。
　もし、コーヒーが細菌などによる病害（アメ
リカ葉斑病など）にかかった場合、感染が広が
らないように、症状のある個体を剪定または伐
採することをお勧めします。殺菌や防カビ処理
を行うためには、通常、燻蒸（気体の薬剤を散
布する方法）が行われますが、コストが高いこ
とに加え、効果が出るまでに時間を要するた
め、ボリビアのコーヒー生産者が選択すること
は難しい状況にあります。

アメリカ黄斑病

モノカルチャーの農園
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4.5 収穫

コーヒーチェリーの熟し具合は、表面の色
で判断されます。品種によって赤色と黄色の
チェリーがありますが、いずれも色が濃くな
るまで熟す必要があります。熟れた実のこと
をユンガス地域では、ギンダス(guindas)と呼
ばれます。収穫時期は地域によって異なりま
す。ボリビアの標高が低い地域では、3月頃か
ら収穫が始まり4月から5月に最盛期を迎えま
す。一方、標高の高い地域では、気温が低いた
めに成熟が遅くなり、3月から始まった収穫
は、8月から9月まで続くこともあります。6月
から7月ごろが最盛期ですが、低地と比べて高
地であるほど収穫にかかる時間的労力は多く
なります(21)(22)。
　なお、コーヒーが熟す速度は、味にも違いを
生み出します。糖はコーヒー実のパルプの部分
で生成されますが、同時に糖は酸性の性質を
持っています。したがって、農園の標高が高い
ほど（熟す速度がゆっくりであるほど）、果実
中の酸の割合が増すことになり、同時に抗酸化
物質、ショ糖、カフェインの割合も増加すると
考えられています(20)(21)。 なお、コーヒーの
適作地域は、標高1200～2000mと考えられてい
ます。

高度の高い地域では段階的に成熟 高度の低い地域では均等に成熟 コーヒーチェリーの収穫



18 19

4.6 収穫後の処理

 果実は収穫後、水洗式の精製機にかけられ、洗浄および選別が行われます。一般的に成熟した実
は水槽の底へ沈み、質の悪い実（まだ熟しきれていない緑色の実や小ぶりの実）は浮かんでくる
と言われています。浮かんできた実は、スルタナとしても利用できないため廃棄されます。この
選別プロセスを得て、再度、商品化される果物を洗浄し、コーヒー豆と果肉を分離させま
す。その後、豆はコーヒーとして、果肉はスルタナとしての製造工程をたどります。

カスカラ（種を取り除いた果肉） コーヒー豆

脱穀機洗浄用の水槽（木製とコンクリート製）

4.7カスカラの乾燥

　伝統的に、ユンガスにおけるスルタナの乾燥は、天
気の良い日にプラスチック製のシートの上に豆を除い
たコーヒーチェリーを広げて天日干しにする方法がと
られてきました。乾燥にかかる時間は、太陽の強さや
コーヒーチェリーの厚みによっても異なりますが、３～
４日間を要します。しかし、この方法の弱点は天候に
大きく左右されることです。スルタナの乾燥は湿度管
理が重要で、日の差し込みが弱くなると、シートの上
でスルタナが非常に速く発酵したり、カビの増殖が起
き、ロスが出てしまいます。そこで最近では、乾燥用
のハウスの設置が進んでいます。ハウス内には、地
面から１メートルほどの高さにネットが張られ、通気性
を上げる仕組みがとられています。この方法は、糖の
発酵リスクを抑えることができるだけでなく、風による
汚れ（ほこりや動物の毛などの混入）を防ぐことができ
ます。また、可能であれば、より衛生管理が高まる専
用の乾燥室（屋内乾燥は日陰での乾燥になるため、
湿度管理と換気設備がある乾燥室が望ましい）の設
置も推奨されています。

カスカラの乾燥

屋内乾燥
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乾燥後、目視による選別を再度行います。カビやアメリカ葉斑病（ボリビアにおける通称：ojo 
de gallo）の兆候を示すもの、残留している豆などを取り除いて出荷用のスルタナが完成しま
す。

カスカラの乾燥

カビの被害を受けたスルタナアメリカ黄斑病に罹ったスルタナ

乾燥後のカスカラ (スルタナ)

4.8 焙煎

スルタナは焙煎して飲まれます。しかし、焙
煎は生産者が行うのではなく、商品の流通の過
程で販売業者または消費者によって行われ、飲
み物や粉末状に加工されていきます。
なお、焙煎は伝統的には（家庭内で少量を消費
していた時代には）土鍋を使って行われていま
した。大量の焙煎を行うようになった現在で
は、ステンレス製の鍋や電気オーブンなどで行
われています。焙煎の具合は、味や目的によっ
て使い分けられますが、伝統的なスルタナは浅
煎り、粉末にして淹れる場合には深煎りにされ
ます。
　また、ラパス有数の市場であるカラナビ市場
では、焙煎されていないスルタナが販売されて
います。焙煎を加えると、カフェインは残りま
すが、タンパク質や糖、フェノール化合物（ク
ロロゲン酸、カフェイン酸とプロトカテク酸）
などが分解されてしまいます。乾燥スルタナの
状態で飲用すれば様々な栄養素を摂取できます
(8)。

焙煎用オーブン

焙煎中のスルタナ

焙煎後のスルタナ
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5. 価格

コーヒーと同様に、スルタナは有機栽培のものと非有機栽培のものがあります。非有機栽培の
コーヒーは、生産工程でコーヒーチェリー農薬が直接散布されている可能性があるため、スルタナ
として飲用する際は注意が必要です。

スルタナの価格は地域によって様々です。例えば、カラナビ地域の未焙煎のスルタナは、1キン
タール（約46キログラム）あたり120ボリビアーノ（約2,011円）、オーガニックのスルタナは200
ボリビアーノ（約3,351円）程度で販売されています。ラパス市内の市場では、主にカラナビ、タ
イピプラヤ、コロイコ、チュルマニなどの産地のスルタナが販売されており、産地と焙煎の有無に
よって価格が異なっています（表1）。

表 1. ラパス市内の位置市場におけるスルタナの販売価格の比較

Coroico産スルタナ
（未焙煎）

1/2ポンド

1ポンド 
A店

Primera

B店

Segunda

Rodríguez

Santa cruz 
e Illampu 

2

8

Media libra

Una libra 

Taipiplaya – Caranavi
産スルタナ（焙煎およ
びオレンジピールと砂
糖ミックス）

Sultana de Coroico,
tostada con azúcar

Sultana de Caranavi,
sin tostar

C店
2.5

8

5

9
Cuarta libra

Media libra 
2.5

5

Primera

Segunda

Tambo de coca 
ADEPCOCA

Una libra Sultana de Chulumani,
sin tostar

Sultana de Chulumani,
sin tostar

4

Una libra 5

2.5

8

Sultana de Coroico 
sin tostar

Sultana de Coroico 
sin tostar

Cuarta libra 

Una libra 
Primera

A店

Segunda

B店

Rodríguez

Santa cruz 
e Illampu 

2

8

Sultana de Taipiplaya – 
Caranavi, tostada mezclada 
con pedazos de cáscara 
naranja seca y azúcar

Coroico産スルタナ（焙
煎、砂糖なし）

Caranavi産スルタ
ナ（未焙煎）

Cuarta libra 

Media libra 
Tercera

2.5

8

5

9
2.5

5

Tambo de coca 
ADEPCOCA Chulumani産スルタ

ナ（未焙煎）

4

5

Cuarta libra 

Una libra 

2.5

8

出典: Elaboración propia. Datos obtenidos en enero del 2019

ラパス市内では、市場以外にもオーガニック製品のショップや見本市でもスルタナを見ることが
できます。こうしたショップで販売されているスルタナは、高度な品質管理の下でつくられている
ことや、環境に配慮しているという付加価値から市場よりも高価格で販売されています（表2）。

表 2: オーガニックスルタナの販売価格の比較

Café Ponci 5
オーガニックスルタナ
（未焙煎）

Café Munaipata

150 グラム

30

Sultana té 20

高品質のオーガニック
スルタナ（未焙煎）

オーガニックスルタナ
（浅煎り焙煎、レモン
ピールシナモンミック
ス）

出典: Elaboración propia. Datos obtenidos en enero del 2019

1ポンド 

1/4ポンド

1/4ポンド

1/4ポンド

Coroico産スルタナ
（未焙煎）

B店

A店

1/4ポンド

1ポンド

1ポンド

1ポンド

1/2ポンド

1/2ポンド

Chulumani産スルタ
ナ（未焙煎）

1/4ポンド

150 グラム

市場名 店舗 量
価格

（ボリビアーノ） 備考

価格
（ボリビアーノ）

量社名 備考
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6.栄養成分

スルタナには、炭水化物、タンパク質、ミネラルなどの栄養成分が含まれています。有機化合
物に関しては、タンニン、フェノール化合物（クロロゲン酸、プロトカテク酸、カフェイン酸な
ど）、カフェイン、および複数のアミノ酸を含んでいます(6)(7)(8)(9）（表3）。粉末にしたスルタ
ナを使用して行われた栄養分析では、多量のカルシウム（100グラムで541.73mg）を含んでいるこ
とも分かっています。

表 3. スルタナの栄養成分

栄養成分 含有量(mg/g) (A) 含有量(mg/g)(B)

タンニン 3 ± 5

1.5 ± 1.0

2.4 ± 1.0

1.6 ± 1.0

-

60.5 ± 2.9

-

0.55-35.68

0.04-17.06

-

0.32-9.25

-

カフェイン

クロロゲン酸

コーヒー酸

プロトカテク酸

食物繊維

出典: Murthy & Naidu 2012 (a); Pacheco y compañía 2018 (b)

フェノール化合物の中でもクロロゲン酸は、抗酸化作用があることで知られます。具体的に
は、細胞の炎症を抑え、酸化するのを抑える働き（老化やガンの原因を作るフリーラジカルを中
和する働き）を持っています(10)。そのほかにも、クロロゲン酸は抗菌作用を持ち(10)、栄養補助食
品の特性（日々の食事だけでは摂取することが難しい天然由来の栄養素を含むこと）、肝機能の

改善、血糖値を下げる働き、抗ウイルス作用が認められています(7)。コーヒーパルプは、フェノ
ルール化合物を多く含むことに加えて、繊維が非常に豊富であることから、高機能な栄養補助食
品と言えます。

クロロゲン酸以外のフェノール化合物としては、同じく抗酸化作用が認められ、アルツハイマ
ー病の療法に用いられているプロトカテク酸も含まれています(11)(12）。また、アルカロイドの一
種であるカフェインには、覚醒効果、疲労感の軽減、利尿作用、消化促進などの効能が期待でき
ます(13)。なお、実肉のカフェイン含有量は、コーヒー豆よりも低いため、カフェインに敏感な人
にとっては飲みやすい飲料であると言えます（7）。

7. その他の活用方法

コーヒーの果肉・果皮には、タンニンやフェノール化合物、カフェインが含まれているため、
動物の飼料として直接使用することはできません(14)(15)(16)(17)(18)(19)。これらの化合物は、食物中
の栄養素の吸収を抑えるため、飼料としては不向きなためです(14)(15)(16)(17)(18)(19)。しかし、10％
未満であれば、動物の飼料にスルタナを混ぜても、これらの反栄養効果を引き起こさないことが
明らかになっています(15)。

　また、肥料などに使用する場合、スルタナを直接土壌に散布してしまうと土壌環境の悪化を招
く可能性があります。しかし、上記の化合物を減らす加工を施せば、優れた有機肥料になり得ま
す(17)。そこで、煮沸や微生物による生分解など、フェノール化合物除去の方法に関する研究も
行われています(16)。そのほかにも、バイオガス、きのこ栽培、エタノールや酢の精製、生物農
薬、プロバイオティクス系製品のなどへの活用が試みられています。
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8. おわりに

　近年、スルタナの需要が高まっていることを考えると、コーヒー生産者にとってスルタナが副収
入の選択肢に成り得るかもしれません。「貧しい人々のお茶」として出発したスルタナは、ラパス
の食文化として定着し、いまやグルメトレンドとしてそのイメージを変えつつあります。スルタナ
の主要な消費地であるラパスでは、以前は市場でしか購入できませんでしたが、現在では市内の
コーヒーショップでさまざまな、メニューを味わうことができます。

　詳細をまとめたのが、本プロジェクトの別稿として発行した『スルタナの香りとともに－スルタ
ナのレシピ集とレストランガイド』です。この本は、ラパス市内でスルタナの新たなメニュー開発
に携わる人々を取材してまとめたものです。そこでは、小麦粉、お茶、ジュースなどスルタナの新
たな「使い方」が付加価値として発信される様子が描かれています。スルタナをメニューに取り入
れているカフェやレストラン、ホテルなどでは、スルタナ自体が企業イメージのひとつになりつつ
あります。スルタナは、高品質な商品への転換が図られていますが、このような動きは今後も続き
そうです。

　本書は、スルタナの生産者たちにスポットを当ててきました。その背景には、上記のような、ス
ルタナを巡る新たなムーブメントが起きているからです。スルタナの生産者たちは、自らの収入向
上のためだけでなく、新たな需要に応えるために品質を向上させようと試行錯誤を始めています。
そこで筆者らは、このようなスルタナの生産から消費に関わる「バリューチェーン」に貢献したい
と考え本書を上梓しました。コーヒー生産者たちは、より多くの人たちがスルタナを口にしてくれ
ることを楽しみにしています。
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訳者あとがき　

スルタナの来た道―ボリビアにおけるカスカラティーの背景

　本書はボリビアにおけるコーヒーチェリーティー「スルタナ」を正面から扱った、
おそらく唯一の概説書である。本書を締めくくるにあたり、コーヒーチェリーを巡る
食文化について若干の解説を加えたい。その作業を通じて、サルタナの位置づけがよ
り明確になれば幸いである。

　本書の主題であるコーヒーチェリーティーは、日本においては「カスカラティー」
という名称で近年流通が始まっている。「カスカラ（cascara）」とはコーヒーの果
肉と果皮を指すスペイン語で、コスタリカやエルサルバドルなどの中米地域の生産者
のプロモーションによって広がっていったものである。

　私たちが普段口にしているコーヒー（豆）は、果樹であるコーヒーチェリーの種子
に相当する。種子の周りには果肉や果皮があり、その体積はチェリーの40～50%に相
当する。いずれも食べることができるが、多くの地域ではゴミとして廃棄されてき
た。このような背景から、2010年ごろから中米地域のコーヒー生産者たちが、廃棄
物削減を目的としてカスカラを使った新たな加工品の開発を行い始めた。こうした生
産者たちの運動は、消費者へも伝播し、2017年にはアメリカ国内のスターバックス
のメニューとしてカスカラのフレーバーが使用されるに至っている（武田 2022)。

　中米でも北米でもコーヒーチェリーを食べる習慣がなかったことから、カスカラは
コーヒー生産現場の環境保全に資する「新たな食品」として注目されている。しか
し、歴史的にはコーヒーチェリーを利用し続けてきた地域がある。それが、イエメン
のキシル（qishr）とボリビアのスルタナ(sultana)である。実は、お茶としてコーヒー
チェリーを使用する文化は、コーヒーよりも歴史が古い。それにも関わらず、その文
化・歴史的背景や生産現場の実情については、断片的にしか研究されてこなかった。

そのような意味で、本書の資料的価値は
高い。

エチオピアを出発したコーヒーは、９
世紀から10世紀ごろにイエメンへと伝播
した。イエメンは現在のコーヒー（焙煎
した豆から抽出した飲料）が確立した地
域として知られるが、コーヒー豆の利用
が一般化する16世紀までは、キシルが貿
易品として価値をもっていた。
例えば、イエメンの貿易記録を調査した
Um(2011)によれば、キシルは16世紀を
通じてスエズ地域やエジプトに輸出さ

れていたという。また、メッカにおけるコーヒーの伝播を調査したLiberles(2012)は
、イエメンから最初にメッカに到着したコーヒーは、豆ではなくキシルであったと記
している。このように、少なからず16世紀までは、貿易品として扱われるほどキシル
の商品価値が高かったと言える。しかしながら、主要貿易品がコーヒー豆に移りかわ
る17世紀以降、キシルは貿易記録から姿を消すこととなった。結果的に、キシルの文
化圏はグローバルには広がらず、イエメンの人々のローカルな文化として継承されて
いった。



　なお、16世紀にキシルの取引をしていたヨーロッパの商人たちは、キシルをアラ
ブ語で王や権力者を表すスルタン(sultan)を使って、「スルタンコーヒー（the 
sultan’s coffee）」や「スルタナコーヒー(the sultana coffee)」と呼んでいた（Um 
2011:38）。この呼称が、ボリビアのスルタナの語源となっている。このようにキシ
ルとスルタナには歴史的連続性を見ることができる。

　また、両者には文化的にも共有点がある。例えば、飲用方法については、現在のキ
シルは乾燥した果肉を鍋で煮だす方法がとられているが、かつては焙煎した果肉を
「茶葉」としてきた（これに対して中米のカスカラは、乾燥した実を「茶葉」とす
る）。また、キシル文化の担い手となってきたのは、高級品であるコーヒー豆を買う
ことができない庶民たちであった。そのため、イエメンのキシルもまた、かつては
「貧しい人々のお茶」と呼ばれていた。

　果肉から始まった人類のコーヒーの利用は、再びコーヒーの果肉へと回帰していと
いえよう。一度は、国際市場から忘れ去られたカスカラが、再び表舞台に立つことが
できたのは、ボリビアやイエメンなどでスルタナ文化を継承する人々がいたからであ
る。そして、文化の担い手は「貧しい人々」とも呼ばれた、名もない大勢の人たちで
あった。コーヒーの歴史の中で脈々と引き継がれてきたスルタナ（カスカラ、キシ
ル）をぜひ味わっていただきたい。

最後に本書の翻訳を快く受け入れてくださったSlow Food BoliviaのMaría Julia
Jiménezさんおよび原本”La Sultana: Buenas practicas y otras curiosidades”制作に関
わった全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。
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最後に本書の翻訳を快く受け入れてくださったSlow Food BoliviaのMaría Julia Jiménezおよび原本”La Sultana: Buenas practicas y otras curiosidades”制作に関わった
全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。

32 33

スルタナ ― ボリビアにおけるコーヒーチェリーティーの歴史と利用

2022年2月22日　第１刷発行

［著　者］マリア・ヒメネス、ジョアナ・ジョコビ
［訳　者］武田淳、ロハス・アンヘラ
［発行所］特定非営利活動法人　日本ラテンアメリカ開発協会（浜松支部）

〒432-8014　静岡県浜松市中区鹿谷町5-17
Mail　cascarajaponesa@gmail.com

ISBN 978-4-9912466-0-9

【あとがき　参考文献】
　武田淳（2022）「コーヒーチェリーはいかにして『食べ物』となったか―中 
   　 南米におけるカスカラ再評価運動を事例に」『静岡文化芸術大学研究紀要』22巻
　Um, Nancy, 2011, The Merchant Houses of Mocha: Trade and Architecture in an Indian Ocean Port, 
　 　 Washington: University of Washington Press.
　Liberles, R., 2012, Jews Welcome Coffee Tradition and Innovation in Early Modern Germany, Brandeis 
　 University Press.

【訳者紹介】
武田 淳（Jun TAKEDA）

  静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科 准教授
ロハス・アンヘラ（Ángela Patricia ROJAS LÓPEZ）

静岡文化芸術大学文化政策学部国際文化学科 学生、カスから生まれるプロジェクトメンバー




	名称未設定



