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１．はじめに

1-1．本研究の目的
　2017年1月コーヒーチェーン「スターバックス」は、ア
メリカ国内でカスカラを使った新メニューを発表したⅰ。
カスカラ（Cáscara）とは、コーヒーチェリーの果皮およ
び果肉を指すスペイン語である（図１）。熱帯果樹である
コーヒーノキⅱは、直径1～1.5センチメートルほどの実を
つける。このうち、種子にあたる部分がコーヒー豆として
利用されてきた。一方、種子を除いた果肉と皮は、コーヒー
チェリーの40～50％の体積を占める（Hejna 2021）。
カスカラは、食すことができるものの、一部の地域を除い
て豆を取り出す過程で「ゴミ」として廃棄されてきた。し
かし、スターバックスが商品化に取り組んだように、近年、
新しい食品としてのカスカラに注目が集まっている。
　コーヒー廃棄物をめぐる研究は、堆肥としての利用法や

（Iriondo-DeHond et al . 2020a）、食用としての栄養分
析（ Iriondo-DeHond et al . 2020b, Pua et al . 2021）
など、化学や栄養学などの分野で研究が積み重ねられてき

た。しかしながら、食文化としてのコーヒーチェリーを正
面から捉えた研究は見られない。いかにして廃棄物である
カスカラを新たな食品として再評価する動きが登場したの
か。このような問いのもと、本研究はコーヒーの果肉をめ
ぐる食文化の変容を明らかにすることを目的とする。まず
は、本研究の問題意識を整理したうえで、本研究の射程を
示したい。

1-2．本研究の問題意識
　コーヒーの起源を巡っては大きく2つの伝承が存在する。
一つ目は「ヤギ飼いカルディ」、二つ目は「シェーク・オ
マール」という伝承である。前者はヤギ飼いのカルディが
山中を歩いていたところ、連れていたヤギが自生していた
赤い木の実を食べ異常に興奮したことがコーヒーの「発見」
につながったというストーリーである。後者は、無実の罪
で追われていたイスラムの僧侶シェーク・オマールが、疲
れ果て森をさまよっていた時、赤い実を見つけ口にしたと
ころ疲労が回復したというストーリーである。
　これらはあくまでも口承伝承であり、史実ではない。旦
部によれば、「ヤギ飼いカルディ」の伝説は、1671年にファ
ウス・ナイロニが著した『コーヒー論』、「シェーク・オマー
ル」の話は、キャーティプ・チェレビーが1650年ごろに
著した地理書『世界の鏡』が初出だという。植物種として
のコーヒーノキは、人類の誕生よりも遡れることから、実
態としてのコーヒー利用は（具体的な年代を特定すること
はできないが）かなり以前から行われていたのではないか
と推測されている（旦部 2017：24-32）。
　上記の伝承は史実ではないとしても、ここで注目したい
のは、「コーヒーの起源」として伝わっているストーリーは、
豆ではなく果実を利用していたという点である。実際に、
焙煎豆によるコーヒーが確立したイエメンでは、コーヒー
豆の利用が一般化する以前は、コーヒーの実が貿易品とし

　カスカラとは、コーヒーの果皮・果肉を表すスペイン語である。カスカラはコーヒー豆を取り除く過程で「廃棄物」として捨てられてき
たが、近年、新たな食材として利用する運動がコーヒーの生産国で展開されている。「コーヒーを食べる」という習慣はどのようにして起き
たのだろうか。換言すれば、これまで「廃棄物」として見られていたコーヒーチェリーを食品として再評価する現象はいかにして起きたの
か。このような問いのもと、本研究では、イエメン（キシル）、ボリビア（スルタナ）、コスタリカ（カスカラ）に焦点を当て、コーヒーチェ
リーに関する食文化の史的変遷を整理した。その結果、環境保全や地域文化の保全といった倫理的消費が、「コーヒーチェリーを食べる」と
いう食文化を生み出す要因となっていることが明らかとなった。

　“Cáscara” is a Spanish word meaning skin and pulp of a coffee cherry. The cascara has been discarded as "waste" in the process of 
extracting coffee beans. However, in recent years, a movement to use it as a new ingredient has been developed in coffee-producing 
countries. How did the habit of "eating coffee" come about? In other words, how did the phenomenon of re-evaluating coffee cherries, which 
were previously seen as "waste", become food? This study focused on areas where coffee cherries are eaten such as Yemen （Qishr）, Bolivia 
（Sultana）, and Costa Rica （Cáscara）, and compare their cultures and history. As a result, it became clear that ethical consumption such as 
conservation of environment and local culture is a factor that creates the culture of "eating coffee cherries."
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図1：コーヒーチェリーの断面図（作図：野澤陽彩）
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て価値をもっていた（Liberles 2012：3, Um 2011：
38）。それは主に、お茶として加工され近隣諸国に輸出さ
れていた。このようなコーヒーチェリーをお茶として飲用
する文化は、イエメンではキシル（Qishr）、ボリビアでは
スルタナ（Sultana）ⅲと称され、ローカルな文化として継
承されてきたⅳ。そして2010年代に入ると、これまでコー
ヒーチェリーを食す習慣がなかったコスタリカをはじめと
した中米諸国などで「カスカラ」と称して生産が行われ始
めている。すなわち、果実から始まり豆の利用へと形を変
えたコーヒーは、ふたたび果実の利用へと回帰していると
もいえよう。
　特筆すべきは、現代におけるカスカラの利用は、単に飲
み物としてだけなく、スイーツなどの食材としてその利用
方法が多様化していることである。換言すれば「コーヒー
を食べる」という文化が発展しつつあるということである。
以下では、各地のコーヒーチェリーに関する食文化を整理
しつつ、コーヒーはいかにして食べ物になったのか、その
要因を明らかにする。

1-3．本研究の手法および本稿の構成
　そこで、まずは各地のコーヒーチェリーに関する食文化
（歴史と利用方法）を、年代を追って整理する。第２章で
は、イエメンのキシルを、第３章では、ボリビアのスルタ
ナを、第４章ではコスタリカのカスカラを取り上げる。第
５章では、各地域の特色を比較した上で、「カスカラ」とい
う文化がどのように変容しつつあるのか考察を加える。
　本研究の手法は以下の通りである。歴史に関する記述が
中心となるキシル、スルタナについては文献調査を基本と
する。冒頭でも述べたように、キシルやスルタナを正面か
ら捉えた研究は筆者が調べる限り見当たらない。しかし、
コーヒーの歴史を言及する書物の中で、断片的に触れられ
てきた。先行研究の「断片」をつなぎ合わせつつ、全体象を
整理する。また、カスカラについては、筆者が行ったフィー
ルドワークを基にする。フィールドワークの内容について
は４章で詳述する。
　なお、コーヒーのお茶をめぐっては、コーヒーノキの葉か
ら抽出したお茶を飲用する地域も存在する。しかし、本研究
ではあくまでもコーヒーチェリーティー（カスカラティー）
に焦点を絞る。

２．イエメンのキシル

2-1．キシルの史的発展
　最初に検討するのは、イエメンのキシル（Qishr）である。
アラビア語でコーヒーはカフワ（Qahwah）と称されるが、
現在イエメンにおいて、カフワは３種類の飲み方が存在す
る。コーヒー豆を焙煎して抽出するいわゆるコーヒー（カ
フワ）、コーヒーの実を豆ごと焙煎し抽出する「ブン（＝コー
ヒーの果実）のカフワ」、コーヒー豆を除いた後にでる果皮・
果肉を乾燥させ抽出する「キシル（＝殻）のカフワ」であ
る（旦部 2017：60, Ota 2018：44-45）。このうち、
ブンとキシルは、カフワが誕生する以前から存在していた。
　イエメンにおけるコーヒーの伝播は、9世紀から10世紀
にさかのぼり、（明確な資料はないものの）奴隷としてイエ
メンに強制連行されたエチオピアの人々が持ち込んだと推

測されている（旦部 2017：50）。その後、コーヒーは15
世紀に入り貿易品として注目を集めるが、その際に取引さ
れていたのはキシルとブンであった。
　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（2012：3）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（Um 2011：38）。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。
　特に、コーヒーが経済価値を帯びてくると、輸出向け商
品であるコーヒー豆の国内流通量は限られるため、イエメ
ン国内では高価なものとなった。そのため、コーヒーを飲
むことができたのは富裕層に限られていた。このような背
景もあり、イエメンの貧しい人々の間には、むしろキシル
の方が手にしやすい状況が生まれ、「庶民の飲み物」とし
て定着していった（Naval 2004：491）。その後キシ
ルは、タバコと共に来客をもてなすための嗜好品として
（Um 2017：49）、また民間療法の薬ⅴとしても根付い
ていった（Hehmeyer et.al. 2012）。
　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）」
などと呼んでいた（Um 2011：38）。この呼称は、3章
で見ていくようにボリビアに伝播し「スルタナ茶」として
継承されていくこととなる。

2-2．キシルの飲まれ方
　過去のキシルの飲み方として、ヨーロッパ人がキシルを
「発見」した際の見聞録を紹介したい。今回の文献調査で
最も古く遡れた記録として、1809年に執筆された貿易関
係者向けの百科事典”The Tradesman”第5巻に「コー
ヒーの歴史」と題された節がある。当該節ではコーヒーの
原型としてスルタナコーヒーが位置付けられ、16世紀に
イエメンに渡ったフランス人商人が残した手記を参照しな
がら、キシルの飲まれ方を以下のように記載している。

　豆の外側の果肉を乾燥させ、殻のような形状になっ
たものを、鉄鍋もしくは土鍋に入れて火にかける。殻を
かき交ぜながら、表面が茶色になるまで煎る。コーヒー
豆のように表面が濃く変色すれば完成となる。殻を湯
の中に投入し完全に沸騰させて飲用する（Sherwood 
et al . 1809）。

　このように、初期のキシル（スルタナコーヒー）は、焙
煎したカスカラを湯で煮込みながら入れる方法がとられて
いた。
　他方、現代の一般的なキシルの飲み方は、かつてとは大き
く異なっている。現在では乾燥させたキシルを「茶葉」とし
てそのまま煮出す方式がとられている。また、キシル以外
にも細かく砕いたショウガ、砂糖、ナツメグなどのスパイス
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を加え煮込むことが一般的であるとされている（Eggers 
2018）すなわち、かつて行われていた焙煎の工程がなく
なる一方で、現代ではキシルに味付けをして飲む形態へと
変化している。

３．ボリビアのスルタナ

3-1．スルタナの史的発展
　次に検討するのは、ボリビアのユンガス地域で飲まれて
いるスルタナ（Sultana）である。南米大陸へのコーヒーの
伝播は、1718年にオランダが植民地支配していたスリナ
ム（オランダ領ギアナ）で栽培を始めたことに始まる（旦
部 2017：122-124）。内陸国のボリビア・ユンガス地
域においては、18世紀を通してコーヒーを生産していた
記録がなく、19世紀初頭から徐々に生産が開始されたと見
られている（Soux 1993）。しかし、ユンガス地域にコー
ヒーが「伝来」した当時、コーヒーはあくまでも数ある嗜
好品の一つであり、少量かつ家庭用消費を前提としていた。
というのも、ユンガス地域ではコカ茶の原料となるコカ栽
培が主要産業であったが、コカは年に3回収穫ができ効率
的かつ安定的な収入が見込めたため、あえてコーヒーを栽
培する必要性がなかったためである（Soux 2016：50）。
このようにしてボリビアにおけるコーヒーは、20世紀中旬
まで副収入源として位置付けられていた。
　なお、当時のコーヒーは、アシエンダ制とよばれる大農
園で集約的に生産されていた。アシエンダ（hacienda）と
は、植民地期の初期から見られた農業形態で、スペイン人
（アシエンダ―ド）が大規模な土地を所有して現地の人々
を雇い経営した農園を指す（Herbert 2011）。すなわち、
農園主と労働者の間には大きな所得格差が存在していた。
そのため、イエメンと同様に労働者にとってコーヒーは高
級品であり、口にすることは難しかった。そこで、コーヒー
の代替品として乾燥させたコーヒーの果肉・果皮をお茶（ス
ルタナ）として飲む習慣が生まれた。このような経緯から、
スルタナは20世紀中旬まで「貧困層の人々のお茶」という
認識が持たれていた（Jiménez and Jacobi 2019a）。
　コカ茶が嗜好品として根付いていたこと、またコーヒー
自体の生産量が少なかったことから、スルタナはコーヒー
農園の労働者間の、ごく限られたコミュニティの中で食さ
れてきた。しかし、このような状況は1950年代に大きな
変化を迎えることとなった。1953年に制定された農地改
革法によってアシエンダ制が解体へ向かい労働者たちが小
作農として自らの土地を持てるようになったことに加え、
コカ茶の価格の下落が起きたことで、コーヒーの生産高が
大きく上昇したためである（Soux 2016）。このようにし
てコーヒーを専業に栽培する農家も増加した。また、コー
ヒー生産者たちが少しずつ豊かになっていったことで、ユ
ンガス地域の中心都市である首都ラパスへと移住し都市生
活者となるものも増えていった。それに伴って、スルタナ
の飲用習慣が都市へと伝播していった。しかし、当時のス
ルタナはユンガス移民たちの家庭内消費を基本としていた
ので、換金作物という認識は薄く、本格的な市場が形成さ
れることはなかった（Jiménez and Jacobi 2019a）。
　このような状況に変化が生まれたのが1990年代に起き
た「コーヒー危機」である。コーヒー危機とは、国際市場に

おけるコーヒー価格が大暴落した現象であり、世界各地で
コーヒー生産者は構造的貧困にあえぐことになった（Gresser 
and Tickell 2001）。それは、ユンガスのコーヒー生産者
にとっても同様であった。そこで、コーヒー以外の収入源
として再発見されていったのがスルタナであった。このよ
うにして、「商品」として見られてこなかったコーヒーの果
皮・果肉に注目が集まったのであった（Jiménez and Jacobi 
2019a）。それまで、スルタナは市場などの限られた場で
細々と販売されてきたが、2010年代以降は、ラパス市内の
カフェやレストランでも提供されるに至っている（Jiménez 
and Jacobi  2019b）。

3-2．スルタナの再評価運動および生産上の課題
　さらに、近年では、スローフードの文脈からスルタナの
再評価が行われている。スローフードは、1986年にイタ
リアで発祥した運動である。グローバリゼーションを前提
としたファストフードの対立概念として、ローカルな食文
化の保全や、生産者と消費者のつながりを重視する思想と
して発展をみた。その後、動物権利や伝統食材の遺伝的多
様性の保護といった「環境保全」の要素が加わり、世界的
な運動へと広がりを見せている（Petrini 2001=2002）。
　ボリビアにおける運動の主体となっているのが、Slow 
Food Boliviaという団体である。同団体は、伝統的な食
文化の振興を目指し、これまでボリビアの先住民たちが作
り上げてきた食の情報発信などを行ってきた。このような
文脈の中で、2019年に「スルタナ再評価プロジェクト

（Revalorización de la Sultana）ⅵ」が開始された。その
目的を、プロジェクトリーダーであるJiménezは、「カスカ
ラの食品的価値を再評価することで、商品であるスルタナ
の付加価値を高め、最終的にコーヒー生産者からスルタナ
が出来上がるまでの工程に関わる関係者に利益をもたらす
こと」と説明している（Jiménez and Jacobi 2019b）。
そのための活動として、スルタナという食文化を紹介する
リーフレットの作成や、レシピ集などを公開している。
　このようにして、ボリビアではスルタナの需要喚起が行
われているが、他方で商業生産は難しい状況があるという。
その理由を先述のJiménez and Jacobi（2019b）は、
次のように説明している。第一に乾燥スペースの確保の難
しさである。ユンガス地域では、天日干しで乾燥を行うた
め、広いスペースを必要とする。他方、同工程は主要農産
物であるコーヒー豆の乾燥とも重なることから、空間的制
約上カスカラの乾燥を行えない生産者が多いという。第二
の理由は、安全性に関わる問題である。カスカラは、果皮
を食すものであるから、農薬を使ったコーヒーノキはカス
カラに使用しないなど生産工程の安全性が重視される。し
かし、有機農法によるコーヒーは限られることから、カス
カラの生産量も限定されるという課題がある。さらに、カ
スカラは、水分を含んだ果皮と果肉を乾燥させるため、乾
燥時に天候不順が続くとカビが生えるリスクがあり、結果
的にロスしてしまうカスカラも多いという。

3-3．スルタナの飲まれ方
　スルタナは、天日干しにされ乾燥した状態で出荷される
が、流通の過程でコーヒー豆のように焙煎が加えられ販売
される（Jiménez and Jacobi 2019a）。これを「茶葉」
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として、お湯に浸して飲用される。この点は、前章で紹介
したキシルの原型の飲み方と同様である。
　しかしながら、先述のスローフード運動の影響を受け、ス
ルタナの利用方法は多様化している。ラパス市内でスルタ
ナを提供している飲食店をまとめた冊子『スルタナの香り

（原題：Con Aroma a Sulatana）』には、実際のメニュー
が掲載されている（Jiménez and Jacobi 2019b）。そ
こでは、フラッペやカクテルなどお茶以外の飲み方が提案
されている他、粉末状に加工したスルタナをプリンやパウ
ンドケーキ、ハンバーグなどの材料として活用した商品も
紹介されている。すなわち、現代のスルタナは「飲み物」
としてだけでなく「食べ物」としての利用も模索されてい
ることに特徴がある。

４．コスタリカのカスカラ

4-1．カスカラという食材の「発見」とその背景
　最後に検討するのは、中米のコスタリカで生産・消費さ
れているカスカラである。コスタリカを中心とした中米地
域においては、（農園の労働者たちが収穫の最中に「おや
つ」としてつまんだというエピソードはあるものの）コー
ヒーの実を商品として消費する食文化は見られなかった。
しかし、2010年代に入り、環境保全や倫理的消費を背景
として、廃棄物であるカスカラの食品利用が模索され始め
た。その実態を、筆者の現地調査から明らかにする。現地
調査は、2018年2月8日～2月20日および8月23日～9
月4日、2019年2月25日～3月7日および8月23日～9
月7日に実施した。調査手法は関係者への半構造化インタ
ビューによる。調査言語はスペイン語を使用した。以下に
続く文章は、特段の注記がないかぎり、情報の出典は筆者
の調査に基づいている。
　コスタリカにおけるコーヒー生産は1789年に始まった
とされるが、本格的な商業生産は1850年代に拡大したと
されている（Jiménez 2013：530）。生産上の特徴は、他
のラテンアメリカ諸国と異なり、アシエンダ制が強固では
なく、家族経営を基本としていたことが挙げられる（Molina 
and Palmer 1996＝2007：61-63）。各家族が独立し
てコーヒー生産を行うため、生産者たちは相互扶助の仕組
みを必要とした。そこで、コスタリカでは生産者による協
同組合が発展してきた。苗や農機具の協同購入、収穫され
たコーヒーの加工や出荷を協同組合が一括して担うことに
よって、農家の収入向上だけでなく地域全体の発展が目指
されてきた（Porras 2019）。
　相互扶助の観点からとりわけ特徴的な組合が、カスカラを
先駆的に扱い始めたコーペアグリ協同組合（CoopeAgri 
R.L.）である。同組合があるペレス・セレドン郡は、中南
米ではじめての「フェアトレードタウン」に認定された街
であり、この運動の中核を担ってきたのがコーペアグリ協
同組合である。同組合が生産するコーヒーは、全てフェア
トレード認定機構である「フェアレード・インターナショ
ナル」の基準を満たしている。同組合では、フェアトレー
ドの利益を一つの原資として、各組合の所得向上を図ると
共に、地域開発を進めてきた。なお、特筆すべきは、コー
ペアグリでは、フェアトレードの利益を現地の環境対策に
使用していることである。気候変動を受け、大型化するハ

リケーンから農家を守るため、河川工事などの費用にフェ
アトレードの原資が使われている（武田 2020）。すなわ
ち、従来、フェアトレードというと「貧困削減のツール」
というイメージが支配的であったが、現在では、「環境対策
のツール」として生産者たちに再解釈されているのである。
　こうした生産者たちの環境主義は、商品開発にも大きく
反映されている。その象徴が、カスカラの利用である。コー
ペアグリ国際貿易部のJonatan Duran Mora氏によれば、
組合では、大量のコーヒーを集荷してコーヒー豆の選出を
行うことから、大量の廃棄物（カスカラ）が生じることが
課題となっていたという。従来は、カスカラを肥料として
畑に撒くなどの再利用が施されてきたが、年々、コーヒー
の生産量が増えていることから、堆肥としては処理できな
いほどのカスカラが生じていた。そこで、食材としてのカ
スカラの利用を検討し始めたという。そこで開発したのが、
カスカラと豆の一部を粉末状にした「全粒粉コーヒー」で
ある。これは、小麦の代用品として、ケーキやクッキーな
どの菓子に利用することを前提に開発されたという。また、
カスカラの果汁を使用した清涼飲料「Naox」を開発し、
2017年には加工工場を新設し増産体制に入った。小麦代
表品も清涼飲料も、これまでも主要な取引先であった米国
での販売を前提として輸出がはじまっている。なお、図2
は、Naoxを宣伝広告である。ここには“Café más allá!

（コーヒーのその先へ）”というメッセージと共に”Delicioso 
y sono（おいしさと健康）”というキャッチコピーが書か
れている。商品の説明には抗酸化作用があることが強調さ

図2：Naoxの広告（出典：CoopeAgri公式HP）

図3：ドータ地区で販売されているカスカラティー
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れⅶ、健康志向を前面に打ち出したマーケティング戦略がと
られている。

4-2．カスカラの多様な活用とカスカラティーの飲まれ方
　なお、コーヒー生産者が環境への意識が強いことは、コ
スタリカ国内においては決して特別なことではない。コス
タリカでは国家として環境保全を重視してきた歴史を有す
るからである。具体的には1994年に憲法第50条を改訂
し、個人の権利に「環境権」を加えた。また、それを受け
て世界初となる「生物多様性法」を制定した。同法49条
では、「バランスの取れた生態系を維持することは国家と
国民の責務である」と明記されている（武田 2016）。こ
のように環境保全を行うことは、現代コスタリカを生きる
人々にとって自明の前提となっている。
　このような背景から、廃棄物削減を目的にカスカラを活
用しようという動きは、コスタリカ国内の他の生産地でも
起きている。例えば、コスタリカ中央高地に位置するドー
タ生産組合（Coope Dota）は、カーボンオフセットコー
ヒーなど、独自の環境配慮型のコーヒー生産に力を入れて
きた。その一環として、廃棄物削減および副収入の創造を
目的に、カスカラを地域の人々に提供している。このよう
な背景から、組合員による食品加工の試行錯誤が続いてお
り、カスカラティーやコーヒーチェリーのジャム、コーヒー
のフルーツワインなどが作られている。
　なお、コスタリカおけるカスカラティーは（焙煎を施さ
ず）乾燥したカスカラを湯に淹れて茶として飲用する方法
がとられている。図3は、ドータ地区で作られているカス
カラティーのパッケージ写真である。パッケージには、抗
酸化作用やポリフェノールが含有されていることなどが書
かれており、健康への効能が前面に押し出されている点で
他と共通している。
　ここまでの議論をまとめると、カスカラは次のような特
徴を有している。第一に、「飲み物」としてだけでなく「食
べ物」としての利用法も模索されている点である（カスカ
ラティーは、こうした多様な利用法の一つに位置づけられ
る）。第二に、カスカラは、キシルやスルタナなどの他地域
の文化に影響されて生まれたものではなく、環境問題の解
消（＝特に廃棄物の削減）を背景として創られた「新たな
文化」であることである。第三に、カスカラ専用の工場を
新設したコーペアグリの事例のように、コスタリカではカ
スカラの量産体制が整えられていることである。そして、
このようにして生産されたカスカラ製品は、海外へ輸出を
前提にしている点で、ローカルな消費を軸にするイエメン
やボリビアと大きく異なっている。

5．まとめと考察

5-1．考察
　前章まで、キシル、スルタナ、カスカラの史的発展を整
理してきた。本章では、ここまでの議論をもとに考察を行
いながら、それぞれの食文化上の特性を整理したい。
　２章で取り上げたイエメンのキシルは、コーヒー豆より
早くから貿易品として生産・利用されており、15世紀の記
録ではスエズ地域に輸出されるグローバルな嗜好品であっ
た。しかし、17世紀以降に、コーヒー豆がマーケットを

席捲するにしたがって国際貿易から姿を消し、キシルはイ
エメンのローカルな飲み物として定着していった。特に、
高価なコーヒーを飲むことができなかった貧しい人々の間
で「庶民の飲み物」として根を張っていった。飲み方につ
いては、初期の段階では、焙煎したキシルを湯で浸して淹
れる方法がとられていたが、現代では焙煎せずに乾燥した
状態のキシルをスパイスなどと共に煮込む方法取られるな
ど変化が見られる。このように、キシルはローカルな文化
として発展をみたこと、および歴史の長さに特徴がある。
　３章で取り上げたボリビア・ユンガス地域のスルタナは、
キシルに比べて歴史が浅いものの、両者には歴史的連続性
を見ることができる。そもそもスルタナとは、王や権力者
を表すアラビア語スルタン（sultan）が語源であり、ヨー
ロッパの商人たちがイエメンのキシルを指す言葉として広
めていった。ボリビアでは、スルタナという名称をそのま
ま用いていること、また、コーヒーチェリーを焙煎して飲
むという共通した習慣が見られることから、スルタナはキ
シルの伝統に影響される形で発展したことが推測できる。
また、両者ともコーヒー生産者（労働者）たちの間で生ま
れた「庶民のお茶」としての文化性を有している点でも共
通している。しかし、近年ではスローフード運動（文化の
保全および環境保全）の対象となっているように、社会貢
献性を帯びた商品へと再解釈されつつある。また、単なる
飲み物としてだけでなく、スイーツなどの材料として活用
されるなど「食べ物」としての利用も模索されている。
　4章でとりあげたコスリカのカスカラは、2000年代以
降に発展した新たな運動であり、キシル・スルタナが育ん
できた文化性・歴史性とは一線を画しながら発展をみた。
出発点がコーヒーの廃棄物の削減という「環境保全」を目
的にしており、フェアトレードや環境配慮型のコーヒーの
生産者たちがその担い手となってきた。その点において社
会貢献性を前提にしながら生まれた新たな取り組みとして
見ることができる。また、カスカラは、お茶だけでなくワ
インやジュースなどの「飲み物」、また小麦代用品やジャム
などの「食べ物」としての食材として広く活用されている
点も特徴である。また、このようにして生まれた商品は、
生産国での消費よりも環境保全や健康性などが重視されが
ちな北米での販売が目指されており、この点においてグロー
バル志向という特徴も有している。

ローカル グローバル

⽂化性
歴史性

社会
貢献性 カスカラ

キシル

サルタナ

図4：キシル、スルタナ、カスカラの特徴比較

コーヒーチェリーはいかにして「食べ物」となったか
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5-2．結論と今後の課題
　果実から始まり豆の利用へと形を変えたコーヒーは、ふ
たたび果実の利用へと回帰している。近年の「コーヒーを
食べる」習慣はどのようにして起きたのだろうか。換言す
れば、これまで多くの地域で「廃棄物」として見られてい
たコーヒーチェリーを食品として再評価する現象はいかに
して起きたのか。このような問いのもと、本研究では、コー
ヒー生産国に焦点を当て、コーヒーチェリーに関する食文
化の史的変遷を整理してきた。コーヒーチェリーの新たな
運動が登場しているボリビアおよびコスタリカに限定して
結論を述べるならば、地域文化の保全や環境保全といった
倫理的消費が、「コーヒーチェリーを食べる」という食文化
を生み出す要因となっているということである。ボリビア
においては、コーヒー農園の労働者文化として生まれたス
ルタナを、スローフード運動の文脈から「地域文化」とし
て再評価する動きが見られた。コスタリカにおいては国家
の特性として環境保全が重視されており、コーヒー生産者
にとっても環境に配慮することは自明のものとなっている。
こうした社会的背景の延長沿いに、「廃棄物としてのカスカ
ラ」が発見されていき、新たな食文化が発展しつつある。
　最後に本研究の課題を示して本稿を締めくくりたい。本
研究では、伝統的な文化としてイエメンとボリビアの事例
を取り上げた。しかし、エチオピアにも伝統的にコーヒー
チェリーを食してきた文化が存在する。注釈でも示したよ
うに、今回の研究では資料が十分に集められなかったこと
から、エチオピアは取り上げることができなかった。また、
カスカラについては、とりわけ目立った動きが見られるコ
スタリカのみを本稿で取り上げた。しかし、今やカスカラ
は、エルサルバドルⅷやホンジュラス、グアテマラなど（少
なからず）中米地域で広く生産がはじまっている。これら
の地域の事例を収集することができれば、コーヒーチェリー
をめぐる文化の多様性が明らかにできるはずである。この
点を今後の課題としたい。
　さらに、本稿では消費国の動向についての言及ができな
かった。消費者がいるからこそ「カスカラ」の需要が喚起
されることを考慮すれば、どのような消費者の志向がカス
カラマーケットを牽引しているのか、その分析が欠かせな
い。この点においては、本紙掲載の筆者の別稿において分
析・考察をおこなっている。本稿では紙面の都合、詳述で
きないが要点だけ示したい。日本の消費者に限定して、カ
スカラティーの試飲会および購買意欲に関するアンケート
調査を実施した結果、味そのものよりも、健康志向や環境
に配慮した製品であることを「カスカラティーの魅力」であ
る、と答える回答者が多数を占めた（武田・日比谷 2022）。
健康志向は自己の利益（＝体に良い）、環境志向は社会の利
益であることを考えるならば、カスカラティーを通じて消
費者が食べているものは、単なる栄養素だけでなく、社会
課題そのものを「食べている」ともいえよう。本稿で着目
した生産者たちも、社会的課題の解消（＝環境問題の解消
や地域文化の保全）のためにカスカラを活用してきた。食
材とともに何らかの「価値」を食べることが現代社会の特
徴であるとするならば、カスカラという新たな食べ物は、
その象徴ともいえるかもしれない。

付記
　本稿は公益財団法人味の素食の文化センター「2019年
度食の文化研究助成」による成果の一部である。
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る。しかし、2章および3章でも述べるように、語源であるアラビア語
においても、それを継承したボリビア（スペイン語）においても「スルタ
ナ」と発音することから本稿においてはスルタナ表記に統一する。

ⅳ このほかにもエチオピアではハシャラ（Hashara）という名称でカスカラ
をお茶として利用する習慣があることを言及する文献もある（Arpi et,al 
2021 など）。また、食糧としても、コーヒー豆に動物脂を団子状にし
た携帯食が食べられていたことも知られている（旦部 2017：38-39）。
しかし、その詳細について本稿で論じられるほど十分な情報が得られず、
全容が明らかにできなかった。そのため本文からは除外する。この点は
今後の研究の課題としたい。

ⅴ 出典の先行研究によれば、消化器系の症状緩和に効果があると信じられ
てきたという。

ⅵ 当該プロジェクトは、スイス国際研究ネットワーク（Swiss Network for 
International Studies）の助成のもと、スローフードボリビア、ベルン大
学CDEとチューリッヒ応用科学大学（ZHAW）によって実施された。
（Slow Food Bolivia 2019b）

ⅶ 出 典：Coope Agri公 式HP　http://www.coopeagri.co.cr/productos-
y-servicios/productos/naox-2/　2021年11月15日アクセス。

ⅷ 中米のカスカラティーについては、しばしば北米のメディアでは「カス
カラティーの生みの親」としてしばしば紹介されている人物がいる。そ
れが、エルサルバドルでコーヒー農園を経営しているアイーダ・バトル
（Aida Batlle）氏である。ここまで見てきたように、他の地域で古くから
カスカラが飲まれてきたことを踏まえれば、決して、同氏の取り組みが
はじめてというわけではないが、ここでは、メディアがカスカラティー
を「最近出現した新しい飲み物」として表象していることに注目したい。
バドル氏は、エルサルバドルで生まれたのち、アメリカへ移住し食品産
業の食に従事していた。その過程でコーヒーに興味をもち、本国のコー
ヒー農園を買い取って経営者となり、現在では複数の農園を所有してい
る。同氏がカスカラを商品化したのは2000年代の終わりごろであり、
収穫後に大量に破棄されているカスカラに目が留まったことがきっかけ
だったという。カスカラの利用方法を探る過程で、カスカラティーに可
能を感じ販売を開始した。そしてこの「新しい飲み物」は、バドル氏が
販売拠点を持つ米国をマーケットとして販売されている。このように、
エルサルバドルにおけるカスカラも、環境保全という社会貢献性からス
タートしており、かつ北米マーケットを意識したグローバルな販売網を
持つ点においてコスタリカと共通している。

ⅸ 著者の苗字の記載しかなく、フルネームは不明。

コーヒーチェリーはいかにして「食べ物」となったか
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