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はじめに  
 
	 「ノニって何？」と、もう何百回聞かれたことだろう。以前よりはノニの認知度は上が

ってきた気がするが、世の中にはまだまだノニを知らない人が多い。実際、ノニジュース

が世界で初めて誕生してからまだ 15年弱しか経っていないため、それは仕方ないことかも
しれない。始めに、なぜ、私が“ノニ”に興味を持ち、一人でタヒチに調査に行くほど“ノ

ニ”に魅了されたのかを、ここで書きたいと思う。 
 
	 私が初めてタヒチアンノニジュースに出会ったのは、今から 6年前だった。「ノニジュー
スは免疫力を高めるからスポーツ選手に良い」という理由で、スポーツ選手である弟と妹

がそのジュースを飲んでいた。その一方、「ノニジュースはとても高価だから」という理由

で、スポーツ選手でない私はそのジュースを飲ませてもらえなかった。しかし、アメリカ

に 1年留学して 10キロ太って帰国した私に、親が「痩せるから」と言って、ノニジュース
を飲むよう勧めてきた。数か月間ジュースを飲んでいると、体にある異変が起こっている

ことに気が付いた。小学校低学年の頃から持っていた“片頭痛”が治っていたのだ。私は

ひどい頭痛持ちで、いつも頭痛に悩まされながら生活していた。留学中だけで 100錠ほど
の頭痛薬を消費していたくらいだった。その片頭痛症状が、帰国してから一切出ていなか

ったのだ。その時から、私は“ノニ”という不思議な果物で作られているそのジュースを、

もう 4年以上毎日飲んでいる。 
 
	 しかし、私がここまでノニジュースに魅了された大きな理由は、“タヒチアン・ノニ・イ

ンターナショナル”という会社の存在だった。この会社に魅了された理由は主に二つある。

一つは、知人がこの会社の下で働くようになってから、とても生き生きし始め、毎日とて

も楽しそうに過ごすようになった、ということである。辛そうに生活していた彼女をそこ

まで変えてくれた会社は凄い、と思ったのだ。もう一つは、この会社が「タヒチに多くの

雇用を生み出し、タヒチの人々の生活向上に大きく貢献した」と言っており、もしそれが

本当ならばそれは素晴らしい会社ではないか、と思ったからである。 
 
	 しかし、「本当にその会社はタヒチの人々に良い影響を与えているのだろうか？」「人々

は本当に幸せなのだろうか？」ということが気になった。 
 
その疑問をどうしても解決したくて、タヒチとノニの研究をすることにした。2010年 8

月には、3週間タヒチにフィールドワークに行き、ノニ製造・販売会社の人、ノニ生産者、
地元の人々など約 30人にインタビューをして実態調査を行った。この論文は、上に書いた
問題意識を持ちながら、タヒチの農民がこれからも幸せに生きていくためにはどうすれば

良いのかを考えたものである。 
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第 1 章	 タヒチとノニについて 
 
1  タヒチとノニの歴史  

 
①  タヒチとは  

	 「タヒチ」と言ってまず思いつくのは、

「高級リゾート地」ではないだろうか。テ

レビや旅行会社の広告では、綺麗な海と水

上コテージなどが紹介され、タヒチは「地

上の楽園」などとも言われている。 
日本からは一万㎞以上離れた南太平洋

にタヒチの島々はある。実は「タヒチ」と

は、数あるうちの一つの島の名前であり、

正式名称は「フレンチポリネシア」という。

「タヒチ」は独立した国ではなく、未だに

フランス領なのである。    （ライアテア島から見た海）  
 
フレンチポリネシアには約 120の島々があるが、人口は 27万人ほどの小さなところであ

る。主な産業は観光業と農業である。観光の面では、「リゾート地」として世界中から多く

の人々を誘致している。農業では、黒真珠、ノニ、バニラなどが有名である。しかし、こ

こ 5年ほどは、観光業は衰退しており、特に 2008年のリーマンショック以降は観光客数が
激減したという。2009 年は、観光業界だけで約 2000 人の人が職を失い、現在はタヒチ全
体で約 5万人の人々が職を探している状態だという。（参考：ＮＧＯヒティ・タウ代表の話, 

2010/8/13） 
          
 

②  タヒチにおけるノニの歴史  
	 紀元前 2 世紀、探検家たちたがタヒチの島にやって来た時、ノニも一緒に持ってきて植
えたことが、ノニの歴史の始まりである。ノニは、初期の移住者たちが植えた他の果実と

は違い、人々の健康と様々な用途のために使われた特別な果実だった。タヒチでの言い伝

えでは、ノニは健やかな毎日を過ごすためのパワーがあり、健康回復力を持つ、と言われ

ていた。初期のポリネシア人は、ノニの深い恵みを受けて生活していた。そのノニは万能

薬として、世代を越えて現代まで受け継がれている。タヒチの山や街中にもノニの木は自

生しており、自分の家の庭にノニの木を栽培している人もいる。ノニは主に“薬”として

人々に重宝されてきたが、その独特で強烈な匂いから、ノニを日常的に使用する人や食べ

たりする人はほとんどいなかった。	 	  
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③  タヒチアンノニ社とタヒチの歴史  
1995年に、アメリカ人で当時食品科学者だったジョン・ワズワーズ氏がタヒチのノニの

製品化に成功したことにより、タヒチアン・ノニ・インターナショナル（以後タヒチアン

ノニ社と呼ぶことにする）という会社を設立した。彼が作った「タヒチアンノニジュース」

こそが、世界で初めてのノニジュースである。会社が人々にノニを栽培するよう声をかけ

たことにより、タヒチに“ノニ”を栽培する人々が生まれた。その後数年は、タヒチでは “ノ
ニブーム”が起こり、多くの人々が新たに“ノニ”の栽培を始めたという。自らノニジュ

ースの会社を設立する人々も現れ、2005 年頃には 30 ほどのノニジュースの会社ができて
いたという。しかし、その後徐々にそのブームは衰退していき、現在ではノニジュースを

販売する会社は 7 社ほどになり、ノニの栽培を辞めた人々も多くいる。その主な理由は、
世界中でノニが生産されるようになったことにより、元々タヒチのノニを買っていた多く

のクライアントが他の国からノニを買うようになってしまったからである。タヒチのノニ

の盛況ぶりを見て、ニューカレドニア、フィジー、サモア、インドネシアなどに住む人々

もノニを大量に栽培し始めたのだ。タヒチは他の国々と比べて物価が高いため、ノニの価

格も高い。多くのクライアントは、より価格の安い他の国へ流れていってしまったという。

タヒチアンノニ社も、以前と比べてノニを買い取る島の数、買い取る人の数を減らしてい

るし、ノニの買取価格も下げている。現在、タヒチにおけるノニ市場は以前ほどの勢いは

無くなってきていると言える。 
 
 
 
2  世界におけるノニ市場  
 

①  世界のノニ市場  
ノニを使用して製造される主な製品は“ノニジュース”である。ノニジュースの製造・

販売会社は、現在 300 社以上あると言われている。2010 年のノニ産業の市場規模は約 2000

億となっている。（参考：supmart ホームページ、「“命の木”とも呼ばれる『ノニ』」）1996

年にタヒチアンノニ社がノニジュースを販売し始めて以降、ノニ市場は急成長してきたが、

近年市場の伸びは緩やかである。ノニジュースには、果汁 100％のものから、ノニと他のフ

ルーツと混ぜたもの、ノニをピューレ状にしたものなど、様々な種類がある。近年は、ジ

ュース以外にも、カプセル、ノニの葉を使ったお茶、化粧品なども販売されており、ノニ

製品の多様化が進んでいる。アメリカでは、プロスポーツ選手やハリウッドスターがノニ

ジュースを愛飲していることがニュースや雑誌で紹介されることもあり、“ノニ”の認知度

は徐々に上がってきているといえる。	 

	 

	 



6 
 

②  日本のノニ市場	 

	 日本のノニ市場は、世界の中でも大きい市場である。市場規模は 300 億円を超える。（参

考：日本健康産業新聞、2010/7/23、「ノニ、ドリンク主体に製品多様化」）ノニが販売され

るようになった当初は主にネットワークビジネスや通販を通して販売されていたが、現在

では、自然食品専門店や大手小売店でも商品が並ぶようになってきている。一時期は、参

入企業の急激な増加や一部企業の粗悪品の乱売による価格下落などで、市場の停滞期があ

った。しかし、そうした企業の淘汰が進む一方、新たな有効性データが発表されるなどし

て、新しい動きも見られる。また、ノニ製品の多様化も進み、ノニは健康素材として年々

認知度が高まってきている。	 

	 	 

③  タヒチアンノニ社のビジネスモデル  
	 “タヒチアンノニ社”とは、1996 年にアメリカ人の食品科学者であるジョン・ワズワー

ズ氏によって創設されたタヒチアン・ノニ・インターナショナルの略称である。タヒチア

ンノニ社は、ノニジュースのパイオニアであり、世界市場でシェア No.1 の企業である。	 

	 

＜タヒチアンノニ社の概要＞	 

事業内容 健康食品・化粧品の輸出入／製造販売業務 
売上高 約 800億円 
世界シェア 約 4割 
市場 世界に 30 の営業拠点を開設、80 カ国以上に商品を流通	 

販売方式 ネットワークビジネス 
   （参考：タヒチアンノニ社ホームページ） 
	 

＜ビジネスモデル＞	 

タヒチアンノニ社のビジネスは、ネットワークビジネスである。ネットワークビジネス

はマルチ商法や、MLM、ネットワークマーケティングとも言われる。ネットワークビジネス

は、人と人のつながりによって商品の流通を発生させていくという販売方式を取る。タヒ

チアンノニ社が全ての注文受付や配送を行うが、IPC（独立プロダクトコンサルタント）と

いう会員が商品の良さを広めることで、商品を流通させる。ネットワークビジネスでは、

卸売業・小売業を通さず商品を販売するため、普通ならここでかかる分の費用を IPC に支

払っている。IPC は、IPC となって商品を流通させてくれる人をリクルートすることによっ

て、収入を得る。IPC は、自分がリクルートした人が、更に他人をリクルートした場合、そ

の消費額からも収入を得ることができる。この連鎖によって商品を流通していく。更に、

IPC は活動成果によって様々なボーナスや旅行などの特別報酬を得ることができる。	 
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＜商品が消費者に届くまでの流れ＞	 

	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 ネットワークビジネス	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

＜商品＞	 

主な商品は、タヒチアンノニジュースである。その他にお茶、栄養ドリンク、ノニ酵素、

サプリゼリー、オイル、スキンケア、ボディケア、ヘアケア、ペット用商品などがある。	 

ノニジュースは、1000ml 一本 6352 円、4 本で 22144 円である。製品の特徴としては、ノ

ニ果実を独自の製法で限りなく素材に近い状態のジュースにしてあることである。また、

健康補助飲料として、好みに合わせて 30ml～100ml の量を飲むよう勧めている。	 

	 

	 

＜タヒチアンノニ社のビジネスの特徴＞	 

タヒチアンノニ社のビジネスの特徴は、主に 3 つあると考える。	 

	 

(1)  農家に対する栽培指導から製造、輸出入、販売まで全て自社管理	 

	 タヒチアンノニ社は、タヒチの契約した

農家からのみノニを購入する。契約した農

家には、タヒチアンノニ社の社員が定期的

に訪問し、栽培方法の指導や無農薬検査を

実施する。農民から購入したノニは、タヒ

チの工場でピューレにし、そのピューレを

世界の 4 つのボトリング工場（アメリカ、

日本、中国、ドイツ）へ出荷する。そこで、

ベリー、グレープを加えたジュースにし、

それをボトリングする。ボトリングされたジュースは、各国、各地域のタヒチアンノニ社

の事業所に出荷される。商品は、自社が経営する店舗、もしくはインターネットでのみ販

（収穫マニュアルを見せ、生産者に指導する）	 
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売され、スーパーなどの小売業では販売されない。	 

	 

	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

	 

このように、タヒチアンノニ社は、農民に対するノニ栽培の指導から製造、輸出入、販

売までを全て自社で管理している。	 

また、会社は“トレーサビリティ”を行っており、消費者は、ジュースのキャップの上

に書かれてある番号を会社に問い合わせれば、そのジュースのノニが、いつ、どこで、誰

が収穫したものなのかなどを知ることができる。ノニの実の品質管理も徹底的に行ってお

り、「安心・安全」な商品を作るための管理も、自社でしっかり行っている。商品を生産し、

消費者に届けるまでの全過程を自社で管理することにより、情報共有、業務推進・コスト

管理の簡素化や効率化、コスト削減などをすることができる。	 

	 

	 

(2)  ネットワークビジネス	 

商品の流通において、中間業者や小売業者を使わず、IPC（独立プロダクトコンサルタン

ト）と呼ばれる人々が口コミで商品を伝えていくという、ネットワークビジネスを使って

いる点はタヒチアンノニ社の大きな特徴である。創業者のジョン・ワズワーズ現社長は、

商品だけではなくて、ノニの歴史やタヒチのことも人々に知ってほしかったため、店舗販

売ではなく、人から人へ直接情報を伝えるネットワークビジネスという販売方式を採用し

たという。タヒチアンノニ社は、店舗販売をするなら必要となる広告費や卸売業者に支払

われる費用の分を、商品を広めてくれる IPC に支払っている。	 

	 

	 

(3)アクセスマーケティング（事業の多様化）	 

タヒチアンノニ社の主な収益源は、ノニジュースのネットワークビジネスによるものだ

が、この他にもカフェ経営や、化粧品などを売る店舗経営、小売もできる栄養ドリンクの

販売、他企業との製品共同開発、農業用商品の開発など、様々な市場に参入してビジネス

を展開している。それを会社は“アクセスマーケティング”と呼んでいる。	 

（タヒチにある工場） （工場の倉庫部分） 
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＜他社の健康食品との違い＞	 

	 ここまで“ノニ”について色々と書いてきたが、ここで“ノニ”は他の健康食品とどう

違うのかを少し検証してみたい。	 

	 

	 	 タヒチアンノニジュース	 養命酒	 やずやの養生青汁	 

原料	 ノニ、ベリー、グレープ	 14 種類の生薬	 大麦若葉	 

効能	 生活習慣病、頭痛、下痢、

肉体疲労、虚弱体質など	 

胃腸虚弱、食欲不振、

血色不良、冷え症、

肉体疲労、虚弱体質

など	 

野菜不足、便秘など	 

用法・容量	 好みに合わせて 30ml ～

100ml	 

１回 20ml、1 日 3 回	 1 日 2 本（粉末）	 

価格	 1000ml	 6352 円	 1000ml	 2310 円	 63 袋	 6615 円	 

科学的証明	 人の臨床実験：１２	 

科学論文・書籍・学会発表：	 

300 以上	 

187 の国際特許	 

	 	 

（参考：タヒチアンノニ社事業説明会、養命酒 HP、やずや HP）	 

	 

上の図から、タヒチアンノニジュースは他の健康食品と比べて、主に①効能が多岐にわ

たる、②高価格、③科学的証明がされている、という特徴があることがわかる。	 

	 

	 

	 

3  ノニとは何か  
 
ノニは栄養素を豊富に含んだ熱帯の果実である。	 

	 

世界各地で様々な呼び方をされており、ノニ

以外に、ノノ、八重山アオキ(沖縄)、ぶたりん

ご、神様からの贈り物、奇跡のフルーツなどが

ある。学術名はモリンダシトリフォリアと言う。

ノニは樹高 3～6ｍほどに成長するアカネ科の低

木で、溶岩台地のような荒れた土地でも育つ強

靭な植物である。葉は約 30cm で、果実はゴルフ （ノニの木） 
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ポール位のものから大人の握りこぶし位のものまである。種を土に植えると約半年で大人

の背丈になり、8～9 カ月後に実をつけ始める。	 

ノニの果実は、始めは緑色ですが、熟すにつれて白色へ変化していき、独特のにおいを

放つようになる。現在は、この果実がサプリメントやジュースなどに用いられている。	 

現在、ノニは東南アジアやポリネシア、インド、アフリカ、カリブ海地域などの南国地

域に広く自生している。ノニには、分かっているだけで 200 以上の成分を含んでいる。	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 

	  
上の写真からは、一本の枝に、まだ蕾のもの、花をさかせているもの、堅い実、熟れた

実、という違う成長段階の実がなっていることがわかる。ひとつの実は、30～50の花を咲
かせてから実になる。また、他の果実のように、枝からぶら下がるのではなく、上に向か

って実をつけることもある。 
	 このように、ノニはとても生命力が強く、大変めずらしくて不思議な果実なのである。 
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第 2 章	 タヒチ人は幸せか 
 
1  タヒチにおけるノニ産業の状況  
	  

①  経済を支えるノニ産業  
現在、タヒチにおけるノニ産業の状況は良いとは言えない。ここ数年で多くの人が、ノ

ニが売れなくなってしまったとの理由で、ノニ栽培を辞めて違う作物に変更したり、違う

仕事を始めたりしている。現地では、ノニ栽培を辞めて、バニラの栽培も始めた、レモン

の栽培も始めた、コスメショップを開いた、などという人々に出会った。2006年までは増
加する一方だったノニ輸出量・輸出額は、2005年を境に減少し続け、2009年に少し回復し
ている。現地の人々の話によると、2005年頃はノニジュースの会社が 30程あったという。
それが、2009年の時点で 12まで減少したが（参考：フレンチポリネシア商工業機関、2009、
『フレンチポリネシアの輸出』）、私が現地に行った 2010年夏には、実際に活動している会
社は 7 社しか見つけられなかった。その 7 社のうち、タヒチアンノニ社がずば抜けた売上
高を持っており、タヒチのノニ売上高の 9割以上のシェアをもっていると思われる。また、
現在タヒチの人口約 27 万人のうち、約１万人（4％）がノニの仕事に関わっていると思わ
れる。 
	  
	 タヒチの経済に大きな影響を与えて

いるタヒチアンノニ社は、タヒチの住

民なら誰でも知っているし、メディア

にもよく現れる。私がタヒチに行った

際、調度タヒチアンノニ社のアメリカ

本社から幹部が 3人来ており、彼らの
視察に同行させてもらった。この時は、

タヒチ島から飛行機で 50 分ほどのラ
イアテア島で、生産者達によるノニの

計量を視察したのだが、このことが翌

日のタヒチの新聞で大きく報道された。

右の写真が、その新聞の一面である。 
 
 

（下の集合写真には、ライアテア島市長、島

の農民代表、タヒチアンノニ社幹部 3人、ノ

ニ生産者と共に私も写っている。） 
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※2010年 12月の時点で、１パシフィックフラン＝1.07円 

 
 
2005年以降、ノニの輸出量・輸出額共に急激に下がっているが、そこで何が起こったの

かは定かではない。しかし、2009年のノニの輸出額は、タヒチの輸出物の中で第 1位であ
り、ノニはタヒチの経済を支えている大切な産業といえるだろう。 
 

(Kg) 

タヒチの主な輸出物の輸出量 
 

タヒチの主な輸出物の輸出額 

（参考：フレンチポリネシア統計機関データ） 

（参考：フレンチポリネシア統計機関データ） 

(百万フラン) 
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②  ノニジュース製造販売会社の状況（会社へのインタビュー）  
	 現在、タヒチでノニジュースを製造販売する会社は 7社あると思われる。その中で、第 1
章で紹介したタヒチアンノニ社と、ノニジュースを主な商品としてビジネスをしている他 4
社の経営者にインタビューをした内容を記載したい。世界最大手の米タヒチアンノニ社と、

タヒチ人が経営するのノニ会社の状況を比較することで、タヒチにおけるノニ市場がどの

ようなものなのかを明らかにしたいと思う。 
 
 

1． タヒチアンノニ社（モリンダ・インターナショナル・タヒチ） 
 創設年 ：1996年 
 拠点 ：タヒチ島 
 従業員数 ：	 48人 
 商品 ：タヒチアンノニジュース、化粧品など 
 契約農家数 ：約 800戸 
 ノニ買取価格：1㎏あたり 50フラン 
  
 会社の経営状況について 
	 アメリカとヨーロッパ市場は成熟し始めているが、日本・アジア諸国の市場はまだ伸び

ている。以前と比べて業績が伸び悩んでいる理由は、同業他社が急増したからと、タヒチ

アンノニ社のマーケティングに問題があるからではないかと思う。60％のノニをマルケサ
ス諸島（タヒチ島から 1500km の位置）から購入している。マルケサル諸島のノニの木は
自生している。 
	 タヒチアンノニ社は、“Tahitian NONI”という商標を取っているため、他社はその名前
を使うことができない。 
	 不景気により会社も苦しくなってきたので、2010年に入ってから、ノニの買取価格を 1kg
＝60フランから 1kg＝50フランに引き下げた。 
 
 タヒチのタヒチアンノニ社と本社（アメリカ）の関係について 
タヒチのノニの品質や農民の管理

は全てタヒチ会社に任されている。

ノニの買取価格や商品などについて

は、タヒチ会社と本社で話し合って

決めている。タヒチ会社にはタヒチ

人しか働いていない。タヒチ会社・

本社、共に経営陣はモルモン教徒で

ある。理由は、同じ宗教の人との方

 

（タヒチ訪問中のアメリカ本社の幹部たちと） 
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が働きやすいからである。また、タヒチ会社の社員数名はアメリカ本社に研修に行く。 
 

 農民との関係 
	 以前はもっと多かったが、現在は 800 の農家と契約を結んでいる。しかし、契約書があ
るわけではなく、契約は口のみで行われる。会社は、農民の名前が書いたリストを持って

いるだけである。年に 2 回、農民に対してノニ収穫の研修・指導（無農薬の徹底）を行っ
ている。農民は、他社にノニを売ることを禁止されており、もし他社にノニを売った場合

は、その後タヒチアンノニ社にノニを売ることはできなくなる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 タヒチ政府との関係 
	 会社は土地を政府に借りて工場を建設した。会社は今後 50～100 年間、タヒチのノニだ
けを使用することを政府と約束している。資金援助は特に受けていない。タヒチアンノニ

社が開催するカンファレンスに、タヒチ大統領や政治家を招待する時がある。 
 
 タヒチアンノニ社がタヒチに与えた影響について 
	 タヒチの経済に良い影響を与えた。多くの雇用を生み出し、人々の生活を豊かにした。

特に、仕事がほとんど無かった島々からもノニを購入することで、その島の人々に仕事を

与え、島の経済に貢献している。また、農民から公正価格でノニを購入することで、多く

の人が、食事を十分にできるようになったり、子どもを学校に行かせられるようになった

り、車を買えるようになったりした。 
	 また、工場から港までのノニジュースの運搬や、各島からタヒチ島への輸送は、タヒチ

の民間企業に委託しているため、そこで働く人々にも仕事を与えている。 
	 また、タヒチアンノニ社の CSR活動の一環として、孤児院を支援したり、地元の小学校
にパソコンや本を提供したりしている。 
 
 将来のビジョン 
	 タヒチアンノニジュース以外に、農業分野に力を入れていく。ノニが家畜や植物にとて

も良いことが、長年の実験からわかっており、本格的に農業分野でのビジネス展開を始め

（農民たちと工場長、本社幹部の集会） 
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る。今後は、もっと多くのノニを農民から購入することになると思われる。 
 
インタビューを終えての考察 
	 今後は農業分野でビジネスを拡大していきたい、という想いが強く感じられた。また、

アメリカ本社とタヒチ会社間でのコミュニケーションがしっかり取られている様に感じた。 
 
 
 

2． ロイヤルタヒチ社 
 創設年 ：1996年 
 拠点 ：モーレア島 
 従業員数 ：	 6人 
 売上高 ：	 8200万円（2009年度） 
 商品 ：ロイヤルタヒチノニジュース 
 契約農家数 ：190戸 
 ノニ買取価格：1㎏あたり 48フラン 
 
 モーレア島におけるノニ市場について 
	 モーレア島でノニを栽培する農民は、ほとんど皆ロイヤルタヒチにノニを売っている。

以前は、タヒチアンノニ社もモーレア島からノニを購入していたが、今はもう購入してい

ない。タヒチアンノニ社がモーレア島からノニを買うことを辞めた時、多くの農民がノニ

をロイヤルタヒチ社に持ってきたため、工場が大量のノニで溢れ大変だった。ロイヤルタ

ヒチはノニをモーレア島とタハハ島からのみ購入している。その理由は、その島の人々は

会社のルールを忠実に守る人々だからである。会社自身も約 1000本のノニの木を栽培する
ノニ農園を持っている。 
 
 会社の経営状況 
	 売り上げは伸びている。オーガニックのノニジュース市場は伸びていて、需要も多くあ

る。1ℓのジュースの原価は 2 ユーロ弱で、それを 3 ユーロでクライアントに売っている。
タヒチ国内は市場が小さいため、タヒチ国内には販売せず、海外だけにジュースを販売し

ている。現在クライアント数は 10ほどで、ヨーロッパ、アジア、中東にいる。先日、ある
クライアントが「ノニ茶を作りたいからノニの葉も売ってくれ」と言ってきたが、木は果

実のためのものであり、葉をもぎ取ることは自然に反する行為なので、そのアイディアは

好きではない、と伝えた。去年は、59000 本のジュースの以来があったが、22000 本しか
生産することができなかった。もっと工場を拡大して、生産量を増やす必要がある。 
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 ノニ生産者と会社の関係について 
	 会社は各農家と契約を結んでいる。契約書があり、生産者は、持参した全てのノニを購

入してもらえることが保証されている。ノニを他社に売ってはいけない、というルールは

特にない。自然を敬うために、「ノニ以外の作物も栽培するように」と指導している。一年

に一度集会を開き、市場や会社の状況などについて報告している。モーレア島のノニ農家

とロイヤルタヒチは家族の様な関係だ。 
 
 他社との違い 
	 品質にこだわりがあり、かなり質が高いノニジュ

ースを作っているところだ。他社は熟したノニを農

民から購入しているが、ロイヤルタヒチは、取れた

てのノニを購入している。だからしっかりと良いノ

ニかを確認することができるし、洗浄してきれいに

することもできる。また、無農薬であり、国際的なオーガニック認定ラペルを３つも取得

しているのも、ここしかない。ノニピューレでなく、マイルドなジュースを売っていると

ころも、他社とは違うところである。 
 
 将来のビジョン 
	 市場の伸び率は以前ほど高くないため、今いるクライアントを手放さないようにするこ

とが大事である。オーガニックの市場は伸びているため、今の高品質なジュースの質を落

とさないように気をつける。需要が供給より多いため、工場を拡大したり、他の島からノ

ニを購入したりすることも考えている。 
 
 タヒチアンノニ社についてどう思うか 
	 タヒチアンノニ社は規模が大きすぎるので、ライバルではない。タヒチアンノニ社がノ

ニの研究や宣伝も全てやってくれるので、ロイヤルタヒチは自社では研究や宣伝をやらず、

ノニ社の成果を活用させてもらっている。だからタヒチアンノニ社にはとても感謝してい

る。もし、タヒチアンノニ社のジュースが売れなくなったら、それはロイヤルタヒチにと

っても良くないことだ。 
 
インタビューを終えての考察 
経営者は、利益追求よりも「自然を尊重しながら、より良い物を作りたい」という気持ち

が強い、と感じた。農民に、ノニ以外の作物も栽培するように指導する理由が「自然を敬

うため」ということや、ノニの葉からお茶を作ることに反対した理由が「本来の木のある

べき姿を壊すから」ということから、経営者の「自然を敬い、自然と共生していこう」と

いう姿勢が見られた。 

（ノニを洗浄している様子） 
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3． ノニＯＲＡ 
 創設年 ：1996年 
 拠点 ：タヒチ島 
 従業員数 ：5人（家族経営） 
 売上高 ：約 4000万円（2009年度） 
 商品 ：マミ・ノニジュース 
 契約農家数 ：3～4戸 
 ノニ買取価格：不明 
 
 ノニ事業を始めた理由 
	 神のお告げがあったから。1996年、叔母が末期ガンになり、医者にはもう手遅れだと言
われた。神にどうすべきかを聞いたところ、「ノニジュースを作って叔母に飲ませなさい」

という声が聞こえた。神に告げられた通りジュースを作り、叔母に 3週間飲ませ続けた後、
叔母を病院に連れて行った。すると、叔母の体からがん細胞はきれいに消えていた。そこ

で神は正しいと感じ、今後も神のお告げに従うことにした。次に、神に「ノニジュースを

作ったら売れる」と言われたので、ノニの事業を始めることにした。 
 
 商品・経営状況について 
	 4種類のノニジュース（1ℓのペットボトル）を販売している。それぞれ、ターゲット層が
違う。 

④ ノニ＋ブドウ＋アロエベラ 
⑤ ノニ＋ブドウ＋オリーブオイル 
⑥ ノニ＋ブドウ＋生姜 
⑦ ノニ＋蜂蜜＋レモン 

	 全てのジュースは、神のお告げに従って作った。 
 
	 売り上げは伸びている。タヒチ島以外に違う島々にもノニジュースを売っている。現在

はタヒチ内だけで売っているが、海外にもクライアントがいる。しかし、要求されるだけ

のジュースを作るだけの工場がまだないので、まだ実際に取引はしていない。現在、タヒ

チアンノニ社の旧工場の後地を借りられるように、政府に申請しているところである。 
毎月、4000本以上のジュースをタヒチ内のスーパー、15店に売っている。スーパーには、

ジュースを 800 フランで売り、スーパーでは 995 か 1000 フランで売られる。人々に気軽
にノニジュースを飲んでもらいたいため、小売価格は 1000以下を希望している。 
 
 農民との関係について 
	 ツアムテゥ島の農民から、すでにピューレにされたノニを買っている。ツアムテゥ島の

（4種類のジュース） 
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農民は無農薬のノニを栽培しているため、そこから買っている。契約書は特にない。 
 
 タヒチアンノニ社をどう思うか 
	 ノニ市場を世界に対して開いてくれたので、良い会社だと思う。タヒチアンノニ社はと

ても大きな会社なので、タヒチアンノニ社が作ってくれた道をついて歩いている感じであ

る。しかし、商品の値段が高すぎる。世界を回っている時、ノニジュースを飲みたいけど

高価なため買えない、という人々を多く見た。 
 
 将来のビジョン 
	 タヒチアンノニ社は富裕層をターゲットにしているので、ノニＯＲＡは中間層をターゲ

ットにして、ノニジュースを売っていきたい。工場を早く手に入れ、より多くのジュース

を生産し、海外にも輸出していきたい。需要が多くあるし、神にもそう告げられているの

で、会社の業績は今後も伸びていくと思う。お金のためでなく、人々の健康のためにビジ

ネスを行っていく。 
 
インタビューを終えての考察 
タヒチには、彼女のようにビジネスを神のお告げの通りに行う人は珍しくないという。

彼女は、世界各国の展示会に参加し、ノニジュース注文の依頼を受けるが、要求されるだ

けのジュースを生産できる準備が整っていないため、依頼に答えることができていない。

それでも、楽しそうにマイペースに仕事をしているのは、タヒチ人らしいと感じた。 
 
 

4． テイポラ・ノニ 
 創設年 ：2005年 
 拠点 ：タヒチ島 
 従業員数 ：	 12人 
 商品 ：テイポラ・ノニ 
 契約農家数 ：2戸 
 ノニ買取価格：1㎏ 60フラン	  

 
 ノニ事業を始めた理由 
	 彼女の祖母が重い病気にかかった時、彼女の父は何か“自然の物”で治療したいと思っ

た。“ノニ”が良いということを聞き、毎日ノニジュースを作り祖母に飲ませるようにする

と、驚くように祖母の様態は回復した。より多くの人の健康に役立ちたいと思い、彼女の

父とその家族で会社を設立した。 
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 商品・経営状況について 
	 商品は、100ml のパウチ 1 品である。これは、ノニとバナナから作られているもので、
ドロドロしている、という特徴がある。ノニの独特の匂いをかがずにノニを摂取できるよ

う、パウチにして販売している。1パウチ 120フランという安価で販売している。 
	 主に海外の市場に売っている。現在は、ニュージーランド、オーストラリアなどで売っ

ている。タヒチ内では、2つの小学校と 4つの高校のカフェテリアで販売してもらう契約を
している。経営状況はまずまずといったところだが、今後売り上げは伸びていくと考える。 
 
 農民との関係について 
	 現在は 2つの農家からノニを購入、1つの農家からバナナを購入している。約 1トンのノ
ニを毎月購入している。ノニを提供してくれる農家は、以前はタヒチアンノニ社にノニを

提供していた農家である。契約書は特になく、農民が他社にノニを売ってはいけない、と

いうルールも特にない。 
 
 将来のビジョン 
	 海外市場を狙って行く。主に、ニュージーランド、オーストラリア、日本、アジア諸国

の市場に商品を売りたい。ニュージーランドのある会社と提携しており、その会社と協力

して市場を拡大していく。日本には来年商品を販売したいと思っている。ノニ市場はまだ

小さいが、需要は世界中にあるし、今世界は“自然”の物を求めているので、今後伸びて

いくと考えている。 
 
 タヒチアンノニ社をどう思うか 
	 一番初めにノニの効能に気づき、市場を開いてくれたので、とても良い会社だと思う。

タヒチアンノニ社はライバルではなく、“兄貴”的存在で尊敬している。後をついていく感

じである。しかし、タヒチアンノニ社が“Tahitian NONI”という商標権を持っているた
め、自社のノニジュースもタヒチ産ノニであるにも関わらず、“Tahitian NONI”という単
語を使えないところはやや不満な点である。また、商品の最終段階のボトリングは、コス

ト削減のために、タヒチ工場ではなく海外で行っているようだ。 
 
インタビューを終えての考察 
ノニジュース 1 パウチの価格が 120 フラン、というのはかなり破格だと感じた。商品単

価が高いので、かなりの量を売らなくては、利益を出すのは難しいだろう。ただ、学校の

カフェテリアで商品を売ってもらう、という案は良いと感じた。他社とは違い、小さいパ

ウチの商品なので、他社とは違うチャネルを狙って商品展開をしていけるのではないかと

感じた。 
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5．  O’TAHITI ノニ 

 創設年 ：2002年頃 
 拠点 ：タヒチ島 
 従業員数 ：	 5人 
 売上高 ：	 不明 
 商品 ：100％ノニジュース 
 契約農家数 ：2～3戸（ほとんど自社農園のノニを使用） 
 ノニ買取価格：不明 
 
 ノニ事業を始めた理由 
	 元々は、タヒチアンノニ社にノニを提供していたが、タヒチアンノニ社が生産した全て

のノニを買い取ってくれなくなったため、自分で会社を創ることにした。 
 
 商品・経営状況について 
	 商品は、100％のノニジュースである。海外のクライアントから受注があった時だけジュ
ースを作る。現在は、“オーガニック”のノニの需要が強くあるので、“オーガニック認証

ラベル”を取得するために申請しているところである。数年前は、世界中から依頼を受け

ていたが、現在はあまり依頼がこなくなった。その理由は、タヒチ以外の南太平洋の島々

もみんなノニを生産するようになってしまい、その島々のノニはタヒチと比べかなり安い

ので、顧客の多くはそちらに流れてしまったからである。品質より値段を取る顧客が多い。

ノニジュースの売上が減ったため、現在はレモン、バニラ、パパイヤ、オレンジなども栽

培して売っている。 
 
 将来のビジョン 
	 ジュース以外の新しいノニビジネスを始める予定。そのために現在、タヒチ大学と協力

して研究を進めている。そのビジネスにかなり期待している。“オーガニック認証ラベル”

を取得してジュースの生産も増やす。 
 
 タヒチアンノニ社をどう思うか 
	 ノニの可能性にいち早く気づき、ノニを植えて栽培すれば収入が得られる、と言って多

くの人に仕事と希望を与えた会社。また、多くの島の人々に仕事を与え、島の経済に貢献

している。しかし、農民からノニを買い取らない時があったり、農民は他社にノニを売っ

たりしてはいけないルールがあることは、あまり良くないことだと思う。また、タヒチア

ンノニ社はコスタリカや他の島のノニも使用している、という噂がある。それが本当だと

したら、それらを“タヒチアンノニ”として売るのは問題なのではないか。 
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インタビューを終えての考察 
	 彼女はノニビジネスの在り方を厳しく見ている。ノニの新製品を開発途中ということだ

ったが、その製品展開がうまくいくことで、タヒチ内のノニ産業が活性化することを願う。 
 
 
タヒチアンノニ社、地元ノニ企業 4 社、それぞれの問題点の考察 
 
	 まず、タヒチアンノニ社にノニを提供する農民の利益について考察したい。インタビュ

ーからは、農民はやや不利な立場に立たされていると感じた。その理由の 1つは、「会社が
2010 年になってから、不景気を理由にノニの買取価格を 1kg＝60 フランから 1kg＝50 フ
ランに引き下げた」という点である。会社は、ノニの買取価格を会社の事情により、農民

との相談なくして引き下げた。農民は、会社と交渉するすべを持たないので、結果的に生

活が苦しくなった。2つ目の理由は、会社と農民の間に「契約書」が無く、口頭で契約を結
んでいる、という点である。口での契約の中では、ノニの最低価格や農民の労働環境は保

証されていないが、「他社にノニを売ってはならず、もし売った場合は、今後タヒチアンノ

ニ社はその農民からノニを一切購入しない」という規則がある。そのため、タヒチアンノ

ニ社に買い取って貰えなかったノニを他社に売ることはできない。契約書が無いというこ

とは、会社の事情で農民はどうにでも扱われてしまうリスクがあるということだ。3つ目の
理由は、タヒチアンノニ社が全てのノニを買い取るわけではない、という点である。しか

し、農民は、「会社が全てのノニを買い取る」という契約を結んでいるわけではない。以上

から、タヒチアンノニ社と農民は対等な立場ではなく、農民はやや弱い立場に立たされて

いるのではないかと思う。 
 
	 次に、「地元企業の問題点」について考察したい。それは主に 2つあると考える。1つは、
「マイペース」な点である。マイペースでのんびりとしている、というのはタヒチ人の良

いところだと思うが、タヒチのノニ産業をより活発化させ、世界においてタヒチのノニ市

場を拡大させたいならば、もう少し世界の需要に迅速に対応すべきだと思う。インタビュ

ーの中で、4社中 2社は「ノニジュースの需要や依頼はたくさんあったが、それを生産する
だけの工場が無かったのでそれに応じることができなかった」と答えている。しかもそれ

は去年だけのことではなくて、ここ数年間続いている。もっと人を雇用したり工場を拡大

したりするなどして即座に対応すれば、売上ももっと伸びると考えられる。4 社中 1 社は、
オーガニック認証ラベルを取得している途中のために、今現在はジュースを生産していな

かった。どの経営者からも、危機感はほとんど感じられず、楽観的に、マイペースにビジ

ネスを行っている感じを受けた。2 つ目は、「ノニの効能の研究や宣伝は、ほぼ全てタヒチ
アンノニ社に任せて、自分たちはその後についていく」という姿勢が見られるところであ

る。これでは、万が一タヒチアンノニ社に何か悪い出来事が起こったとき、これらの会社
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も悪影響を受けかねない、ということである。タヒチアンノニ社をただの“兄貴的存在”

と見なすのではなく、それに追いつこうとする意識が必要だと考える。ある会社は、独自

の研究、新分野での商品開発も行っており、タヒチアンノニ社の商品と差別化した商品を

販売していこうとしていた。タヒチのノニ産業を成長させていくためには、このように挑

戦心・開拓精神に富んだ人がもっと必要である。そして、世界からの需要にもっと迅速に

対応していくことが必要であると考える。 
 
 
 
2  タヒチアンノニ社がタヒチに与えた影響  

 
	 タヒチの多くの人々にとって、ノニ産業は人々の生活を支える大切な産業である。この

産業は、タヒチアンノニ社が会社を創設した 1996年から始まった。ここで、現在までにタ
ヒチアンノニ社はタヒチにどのような影響を与えてきたのかを考えてみたいと思う。 
 
1． 雇用創出 
タヒチアンノニ社は多くの雇用をタヒチに生み出した。以下が、タヒチアンノニ社から

利益を得ている人々をまとめたものである。 
 
＜TNIのビジネスによって利益を得ている人々は誰か＞ 
 タヒチ内 

 工場・会社で働く人々（48人） 
 地元の民間企業 

 ティキ・テア（機械の清掃） 
 コーワン（工場からパペーテ港までの運搬） 
 ハワイ・キヌス（他島からタヒチまでの海上輸送） 

 TNIにノニを提供する農家（800戸） 
 各島の農民代表者 
 タヒチアンノニ社からサポートを受ける孤児院の子ども、障害者の人々 
 タヒチアンノニ社からパソコンを提供される学校の人々 

 タヒチ外 
 タヒチアンノニ社のカンファレンスに参加できる農民 
 カンファレンスに参加できるタヒチアンダンスグループ 
 カンファレンスに参加できる政府の人 

 
	 これらの人の数は１万を超えるという。タヒチアンノニ社は、様々な島の農民からノニ
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を購入しているという点で、タヒチの経済にかなり貢献している。元々、タヒチでは、人

口の 70％が集中しているタヒチ島に経済も集中しており、他の島々にはあまり仕事が無か
った。多くの人が、色んな島から仕事を求めてタヒチ島の首都パペーテに来るものの、パ

ペーテに仕事があるわけではなく、人々はパペーテでも貧しく生活していた。パペーテに

無職の人が増え、政府も困っていたという。そこに、タヒチアンノニ社がやってきて、タ

ヒチ島以外の島々からノニを買うようになった。島の人々は、自分たちの島にいながら収

入を得ることができるようになったので、パペーテに行く人が減った。タヒチアンノニ社

は、島の人流出を阻止し、島の経済活性化に貢献したといえる。 
 
2． 伝統の復活 
	 タヒチアンノニ社は、昔から代々受け継がれてきた「ノニ使用」の伝統を復活させた、

といえる。第一章で記述したように、タヒチにはノニの歴史が 2000年以上あり、代々伝統
医療として使われてきた。しかし、タヒチが近代化すると共に西洋医学も発達し、人々は

以前に比べてノニをあまり使用しなくなっていった。特に都心部では、ノニの効能や使用

方法をあまり良く知らない人も増えいき、ノニの独特で強烈な匂いからノニを嫌う人も多

かったという。そこへタヒチアンノニ社がやってきた。「ノニは素晴らしい果物で健康にも

良いからビジネスになる」と言い、人々にノニを栽培するように呼びかけた。そのことに

より、ノニの効能を良く知らなかった人も、ノニを嫌っていた人々も、ノニを栽培するよ

うになったという。多くの人々は、昔の先祖が行っていたように、ノニを“薬”として、

病気や怪我をしたときに使用するようになった。タヒチアンノニ社の影響により、タヒチ

のノニを使用する伝統は復活した、と言える。 
	  
3． 新しい文化創出 
タヒチの人々がノニを栽培するようになって以降、「ノニジュースを飲む」、「ノニを生活

に取り入れる」という文化が生まれている。ノニは昔から“薬”として使われてきた果実

ではあったが、“ジュース”として日常的に飲まれることは無かった。（マルケサル諸島の

一部では飲まれていたが。）しかし、タヒチアンノニ社は、ノニを“ジュース”にして世界

に広めたため、タヒチにも「ノニをジュースにして飲む」という習慣ができた。私も、現

地で何人もの人々と話したが、自家製のノニジュースを作って飲んでいる人や、スーパー

でノニジュースを購入して飲んでいる人に多く出会った。100％ノニジュースは臭くて飲め
ないので、ジュースにベリー・蜂蜜を入れたり、ソーダで割ったりして、各家庭飲みやす

いノニジュースを作って飲んでいた。タヒチアンノニ社の影響を受けて、「ノニをジュース

として日常的に飲む」という文化がタヒチで生まれつつあることを感じた。タヒチの大手

フルーツジュースメーカーで人気の高いＲＯＴＵＩは、ジュースに“ノニ”を入れた商品

も売り出している。 
また、豚や鶏を飼っている人々は、豚や鶏の餌にノニを混ぜてあげていたし、植物にノ
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ニを肥料として与えている人もいた。ペットとして犬を飼っている人は、犬の餌にノニを

混ぜて犬に与えていると言っていた。そうすると、弱っていた犬も元気になるという。こ

のように、多くの人が、生活の様々な場面でノニを取り入れるようになっている。タヒチ

アンノニ社の影響により、タヒチに新しい文化が創出された、と言っていいだろう。 
 
 
 

 
 
 

 

自家製ノニでジュースに蜂蜜を入れたジュース。 

甘くなって飲みやすく、赤ちゃんも飲む。 

地元ジュースメーカー、

“ＲＯＴＵＩ”のジュース

のパック中央に、「ノニ入

り」と表示されている。 
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3  タヒチの農民の実態（住民へのインタビュー）  
 
ここでは、現地で、ノニ生産者、ノニの葉を乾燥する人、地元の人（バニラ生産者、

元政治家、タヒチの独立を目指す NGO の代表）の合計 12 人にインタビューした結果
を、わかりやすくまとめて書いていく。ノニ生産者やタヒチにおけるノニ産業の実態を

知ることを目的とする。また、これはあくまで個人の意見であるため、事実と異なる内

容もある可能性があることを注意する必要がある。インタビューをさせて頂いた人の名

前の隣に、在住する島、ノニを提供している会社名を記載することにする。 
 
＜ノニ生産者＞  
A さん（男性）	 タヒチ島	 	 タヒチアンノニ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

元々バナナやオレンジ、タロイモなどを栽培していたが、もっと収入がほしかった

ため、ノニを栽培することにした。テレビでタヒチアンノニ社のことを知り、説明会

に参加して、そこで工場長と話してノニの栽培を決めた。 
 

 労働環境 
1日の内、午前中はノニの仕事をし、午後は他の作物の栽培に時間を使っている。ノ

ニ栽培を始める際、ノニの木は自分で手に入れたし、ノニの果実を熟成させる台作り

も自己負担だった。 
 
 会社との関係 

毎週 2回（1回 400kg）ノニを樽に入れ、それを工場に持って行く。そこでノニの品
質をチェックされ、基準を満たしていれば買い取られる。警告にも関わらず質の悪い

ノニを 3 度続けて持って行くと、それ以降ノニは買い取ってもらえなくなる。月に 2
度ほど、タヒチアンノニ社の社員が農園に来て、栽培の指導や農薬を使っていないか

のチェックを行う。もし、高質なノニを定期的に会社に提供することができたら、会

社から表彰され、報酬が与えられる。報酬とは、1.タヒチ工場見学、2.アメリカ訪問、
3.日本訪問である。今までに合わせて 100 人ほどの農民がアメリカと日本に行ってお
り、自分はおそらく来年日本に行く。契約書は無く、口頭で色々と告げられるだけで

ある。「他社にノニを売ってはならず、売ると契約を切る」というルールがある。 
 
 会社をどう思うか 

タヒチアンノニ社は、お金を儲けることに関してとても優れた会社だと思う。しか

し、利益を全てアメリカのステークホルダーに持って行ってしまうので、タヒチにも

もっと利益を置いていってほしい。今年に入り、会社が買取価格を 1kg60 フランから
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50フランに下げたのは、不満である。会社は、「景気が回復すれば買取価格も再び上げ
る」と言っているので、それを信じている。他社と比べて制度がしっかりした良い会

社である。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
生活は特に変化していないが、収入が以前より増えたという点で生活は豊かになっ

た。今は幸せである。家族に毎日 3 食食べさせることができているから、それだけで
幸せだ。 
 

 将来のビジョン 
特に大きな家などもいらないし、現状を維持して家族を養っていければそれで良い。 
 

 その他 
バイラオ村には、以前は 6 のノニ農家があったが、現在は 2 つにまで減った。数年

前、マルケサル諸島の農民が、ノニの樽を重くするために、ノニではなく石や水を入

れて会社に提供したことがあった。これは、農民は悪気があったわけでなく、ただ楽

しいからやっただけである。そうやって楽しむのがタヒチの文化だから。その農民達

はノニ社から警告を受け、現在もノニを提供し続けていると思う。 
 
 
 
B さん（男性）	 タヒチ島	 	 タヒチアンノニ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

元々大工だったが、年を取るにつれ大工の仕事は体に負担がかかり、きつくなって

きた。何か新しい仕事を始めたいと思っていた時に、タヒチアンノニ社のことをメデ

ィアを通して知り、ノニの栽培は簡単なので、栽培を始めることにした。 
 

 労働環境 
数年前に中国人から土地を買い、100本のノニの木を栽培している。ノニは週に２～

３回収穫している。先月は 1200㎏のノニを会社に売った。会社にノニの買い取りを拒
否されたことは今までに一度もない。会社は 7月と 12月はノニを農民から一切買い取
らない時があるが、事前にそのことを知らせてくれるため、特に問題はない。また、

ノニ収穫などに使用する道具は自己負担だが、とても安いので特に問題ではない。 
 
 会社をどう思うか 

多くの農民を救った良い会社である。悪いところは特に無く、タヒチアンノニ社は
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世界の中で常に 1 番であり続けると思う。タヒチアンノニ社がタヒチに大金を投資し
て大きな工場を作ったということは、ずっとタヒチのノニを使用するということだか

ら将来に対しての不安もない。会社は他国からもノニを輸入しているとは思うが、会

社として存続するためには仕方のないことだと思う。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
以前は大工として長時間働き多くの収入を得ていたが、今は短時間働いて収入の少

ない。今は幸せである。なぜなら、毎日神に祈りを捧げて感謝しているからである。

また、81歳になっても仕事をして収入を得られることは有りがたいことだ。 
 

 将来のビジョン 
ノニ農園を拡大させたい。また、病気の木があるので、それらを健康な木に植え替え

たい。 
 

 その他 
タヒチアンノニ社にノニを売ることを辞めた農民を多く知っている。多くの農民が、

次々と出てくる地元ノニジュース会社にノニを売り始め、タヒチアンノニ社には売ら

なくなった。しかし、その後多くの地元ノニジュース会社は潰れてしまった。そこに

ノニを提供していた農民は、再びタヒチアンノニ社にノニを売ろうとしたが、会社は

買い取りを拒否した。その人々の多くは生活が苦しくなり、自分の農園のノニの木を

切り倒して、違う作物を植え直さなければならなかった。 
 

	 ノニ生産者の“組合”を作るのは良い案だと思う。タ

ヒチアンノニ社はとても大きな力を持つ会社なので、生

産者も結束して大きな力を持つ必要がある。もし組合が

できたら、次にタヒチアンノニ社が「ノニ買取価格を 1
㎏ 40フランに下げる」と言い出した時に、それに抵抗し
たり交渉したりできるようになる。 

	 ノニジュースはソーダで割って毎日飲んでいる。 
ノニジュースを飲まないと膝が痛くて歩けなくなる。 

 
 

 
C さん（女性）	 ライアテア島	 	 タヒチアンノニ社  
 ノニを栽培し始めた理由 

元々タヒチアンノニ社の工場長と知り合いで、ずっとノニの栽培をしないかと誘わ

（毎日飲むノニジュースを

ソーダで割ったジュース） 
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れていた。だから、夫が退職した後に、ノニを栽培し農民となることにした。 
 

 労働環境 
3ヘクタールの土地を政府から借りてノニを栽培している。ノニ以外にもココナッツ

やライチなども栽培している。家族でノニの仕事をしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  （壮大に広がるノニ農園） 

 
 会社との関係 

夫は、ライアテア島の代表である。彼はタヒチアンノニ社と契約する際、「契約書」

を自ら作成し、工場長にサインしてもらっているため、「契約書」を持っている。その

契約書には、「彼自身が、ノニ樽の計量、農民への給与の支払い、ノニの品質管理など

も行い、島の農民全ての全責任を取る。会社は樽に入ったノニは全て買い取らなくて

はならない。会社は彼に、島から買い取るノニ 1kgにつき 20フランの賃金を支払う。」
という契約がある。つまり、タヒチアンノニ社はライアテア島では彼だけからノニを

買い取っているということになる。タヒチアンノニ社は、彼にノニ 1kgにつき 70フラ
ン支払い、彼は各農家(70戸)に提供したノニ 1kgにつき 50フラン（タヒチアンノニ社
の農民からのノニ買取価格）分の給料を支払う。 

 
 会社をどう思うか 

ノニを公正価格で買い取ってくれるので、

良い会社だと思う。悪い点は特にないが、タ

ヒチアンノニ社は決まった数の空の樽しかく

れないので、島の全てのノニを樽に収めきる

（港でノニを計量する様子） 
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ことができず、ノニが余ってしまうことがある。交渉して樽の数を増やしてくれる時

もあるが、そうでない時もある。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
多くの収入を得られるようになったことで生活水準が上がった。家族で海外旅行に

も頻繁に行けるようになった。大きな家を買い、車は４台、パソコン５台を持ってい

る。最近はタヒチ島にも家を購入した。娘をフランスの大学に留学させることもでき

るようになった。 
 
 
 
D さん（女性）	 ライアテア島	 	 タヒチアンノニ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

お金が欲しかったから。また、ノニはジュースや薬としてなど、幅広い使い道がで

きるから。 
 
 労働環境 

ノニ以外にも、バニラ、人参、花なども栽培している。 
 

 会社との関係 
タヒチ島の農民と同じ。しかし、ライアテア島の場合は、島代表のアベルさんを通

して会社にノニを売ったり、給料を得たりしている。月に約８万フランの収入を得て

いる。 
 
 会社をどう思うか 

多くのお金をくれるので、良い会社だと思う。ただ、タヒチアンノニ社は当初「売

上が伸びたら、ノニの買い取り価格を 1㎏ 60フランからどんどん上げていきます」と
言っていたのに、価格が上がることが無いまま、1㎏ 50フランに下げた。タヒチの物
価は高くなっているのに、ノニの売価が下がってしまったので、以前ほどの収入は貰

えなくなった。それは残念なことだ。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
以前と比べて、多くの収入を得ることができるようになったので、車を購入するこ

とができたし、生活水準が上がった。以前はお金が無くて食事も満足にできなかった

が、今はできるようになった。だから今は幸せである。 
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E さん（女性）	 ライアテア島	 	 タヒチアンノニ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

元々、夫がライアテア島に土地を持っていたため、そこで農業をやりたいと思って

いた。夫がライアテア島代表と友人で、彼にノニの栽培を勧められたので、ノニを栽

培することにした。また、子どもたちに「仕事の価値」と「仕事に一生懸命になるこ

との大切さ」を、農業を通して教えたかった。 
 

 労働環境 
現在は 300 本のノニの木を栽培しているが、あと 300 本のまだ果実が取れない成長

中の木も持っている。元々、夫婦共にタヒチ島で教師をやっていたので、ライアテア

島の農民には嫌味を言われることがたまにある。（教師は高給で安定した職業だから） 
 
 会社をどう思うか 

多くの人々に仕事を与えてくれた良い会社だと思う。また、ただの“薬”として使

われていたノニを、ジュースにして、産業を興した点も良いと思う。バニラなどは手

間暇がとてもかかり栽培が大変な作物だが、ノニは栽培が簡単で良い。会社のトップ

は「タヒチの人々のことを一番に考えている」と言っているが、彼らの頭の中は「お

金が一番」である。モルモン教の人は儲けることに優れていてお金持ちの人が多い。

ノニは、バニラやコプラなどの他の作物に比べて、唯一まだ伸びていく産業だと思う。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
以前は教師だったので、農業を始めた現在の生活はかなり変わった。それはずっと

したかったことだし、とても楽しんでいるので、今は幸せである。 
 

 将来のビジョン 
タヒチの独立に向けての運動をし、タヒチが独立すること。まだ人々は独立の準備

ができていないが、とにかく「自由」が欲しいから独立したい。 
 

 
F さん（女性）	 ライアテア島	 	 タヒチアンノニ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

ノニは育てるのが簡単だし、収入が欲しかったから。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
以前と比べて生活は豊かになった。より多くの収入を得られるようになり、より多

くの食料や物を買うことができるようになった。生活には満足しており、幸せである。 
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G さん（女性）	 タヒチ島	 	 ロイヤルタヒチ社 
 ノニを栽培し始めた理由 

広大な土地を持っていて、様々な農作物を栽培していたがまだ土地が余っていた。

土地をもっと有効活用したかったので、ノニの木を植えてその土地を活用することに

した。 
 

 労働環境 
ノニ栽培の他に、果物や野菜も栽培している。また、ティ・ファイファイというタ

ヒチの伝統手芸の商品も作っており、販売している。自分 1 人で農園をすべて手入れ
することは不可能なので、手入れしてくれる人を数人雇っている。 
 

 会社との関係 
契約書があり、「ロイヤルタヒチ会社は農民が持ってきた全てのノニを買い取る」と

いうことが決まっている。1㎏＝48フランで売る。（1＝55フランから近年引き下げた）
それによって収入も減ってしまった。他の企業にノニを売ってはいけない、という決

まりはない。 
 

 会社をどう思うか 
良い会社だと思う。労働環境にも満足している。 

 
 その他 

農民が協同組合を作り、一緒に働くという案は好きではない。色んな誓約に縛られ

るのは嫌だし、自分一人で働く方がマーペースに、自由に働けるので、そのほうが良

い。 
 
＜乾燥ノニ葉生産者＞  
H さん（男性）	 タヒチ島	 	 タヒチアンノニ社 
（タヒチアンノニ社が作る「ノニ茶」のために、ノニの葉を乾燥させている） 
 
 ノニの葉を乾燥し始めた理由 

退職した後、コプラを作るためにココナッツを乾燥させていたが、ある日ノニの果

実も乾燥させたいと思い付く。それをタヒチアンノニ社の工場長に伝えると、彼に「果

実ではなく、葉を乾燥させてくれ」を言われたため、ノニの葉の乾燥を始めた。 
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 労働環境 
朝、葉を提供してくれる農家の農園に行って 4 時間葉を収穫し、午後は葉を乾燥さ

せるために 4時間働く。タヒチでノニの葉を乾燥させているのは自分一人だけである。 
 

 会社との関係 
契約書は特にない。ルールについては会って話しただけである。ルールを全て守り

続けられる自信は無いし、契約書が無い方が「自由」で良い。会社から社員が月に 1
度やってきて、現場のチェックをする。乾燥させた葉を 1㎏あたり 2100フランでタヒ
チアンノニ社に提供する。月に 200 ㎏の葉を会社に売っているが、会社は 1 トンの葉
を要求してくる。しかし、ノニ生産者の多くは「葉を収穫する」という考えが気に入

らず（木は果実のためのもので、葉のためのものではない）、葉を売ってくれないため

会社の要求に答えることができていない。 
 

 会社をどう思うか 
とても良い会社で、悪い点は特にない。社員は、皆とても真剣に働いており、品質

に対してもとても厳しいプロフェッショナルである。高齢にもかかわらず、仕事を与

えてくれている会社はとても良い会社だと思う。とても良い会社なので、タヒチ政府

はもっと会社を支援するべきである。 
 

 以前（ノニ栽培前）と生活は変化したか、今幸せだと感じるか 
以前ココナッツを乾燥させていた時は、体力的に大変で収入も少なかったが、ノニ

の葉を乾燥させるようになってからは体力的にも楽になったし、収入も増えた。 
 

 その他 
	 葉を乾燥させる機械は全て自分で開発し、作ったものである。その機械を使って葉を乾

燥させ、タヒチアンノニ社はその葉でお茶や化粧品を作り大きな利益を得ている。しかし、

機械開発に対する報酬は一切貰っていないし、機械の材料費も一切貰っていない。また、

薪代や光熱費は自分で支払っている。 
  
 
 
 
 
 
 
 

（葉を乾燥させる機械） 

 

（乾燥させた葉） 
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＜バニラ生産者＞  
I さん（女性）	 タヒチ島	 	  
 ノニではなくてバニラを生産する理由 

	 ノニの仕事は力が必要だが、バニラは（手間と時間はかかるが）、力が無くてもでき

る仕事だから。バニラの生産は女性に向いていると思う。 
 

 「ノニ生産者が協同組合を作る」という案について 
	 良い考えだと思う。しかし、作る前に農民たちが皆「協同組合を作る必要がある」

と感じなくてはいけない。そうでないと組織作りは難しいだろう。農民にそれを感じ

させるためには、何か精神的に訴えるものが必要だ。組織は、今は必要無いかもしれ

ないが、将来は絶対に必要になってくると思う。 
 
 タヒチの農民について 

タヒチの農民は子どもみたいだ。皆自分たちだけのことを考えているし、今のことし

か考えていない。皆個人で働くことを好み、一緒に働くことを嫌う。例え、ある農民

が何かすごい栽培方法を発見したとしても、その農民はそこから得られる利益を一人

占めしたいため、そのことを誰にも教えようとしない。タヒチの農民は、一緒に働く

価値や、そこから得られる利益を知らない。（フランスからそう教えられてきたため。） 
 
 
 

J さん（女性）	 タヒチ島	 	  
 ノニではなくてバニラを生産する理由 

	 元々バニラを育てていたし、ノニには特に興味が無かったから。ノニビジネスの話

を聞いても興味を持たなかったし、ノニの匂いも苦手だった。 
 

 「バニラ協同組合」について 
	 2009年 9月に設立され、自分がその代表である。メンバーは 9人おり、年次総会や
憲法もあるしっかりした組織である。組合の目的は、①バニラビーンズを適正価格で

売るため、②付加価値をつけたバニラを売ることで、バニラをより高値で売るため、

である。 
 
 組合の立ち上げ時について 

組合設立前は、農民に組合の必要性を説得することはとても大変だった。しかし、

協力することで、より多くの収入が得られる仕組みなどを農民に話すと、次第に必要

性を理解してくれるようになった。 
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 現在の組合の状況について 

	 設立から 1 年が経ったが、組合は順調だ。農民は、一緒に働くことが効率的で生産
性も高いことを実感じている。皆年末の配当金を楽しみにしている。 
 

 将来のビジョン 
	 それを考えるのは次のステップである。今は色んなアイディアが出ているので、そ

れをこれから話し合って決めていきたいと考えている。ひとつの案は、「中間業者を挟

まず、自分たちで直接海外の市場に売り出す」というものだ。 
 

 「ノニ生産者が協同組合を作る」という案について 
	 良い案だと思う。しかし、今は農民がその必要性を感じていないので、組合を作る

のは難しいと思う。農民の大部分を占める年配の人々は、考え方が古いため組合は作

れないと思うが、次の世代の人々が中心になった時、人々は新しい考え方を取り入れ

て、組合創りも行われるだろう。 
 

 
 
＜元政治家（独立派オルカー・テマル元大統領の政党）＞  
K さん	 （女性）	 タヒチ島 
 タヒチアンノニ社がタヒチに与えた良い影響 

	 経済を成長させてくれた。また、ノニの効力と使用方法を気づかせてくれ、現在で

は多くの人がノニを生活に取り入れていること。そして、ノニジュースを飲み始めた

ほとんどの人は、ノニの効果を実感しており、タヒチ人の健康にも会社は貢献してい

る。 
 

 タヒチアンノニ社がタヒチに与えた悪い影響 
	 人々がノニの木を植えすぎてしまい、供給過剰になってしまったこと。また、会社

は他国のノニを輸入して使っているため、ノニジュースの品質が落ちてしまっている

こと。ノニの買取価格を下げた事も農民を苦しめており、悪い影響を与えている。 
 

 タヒチの政治について 
	 タヒチの政治には問題がある。自分はかつて政党に属していたが、政府にいても何

も変化を起こすことはできないとわかったので、辞職した。タヒチの人々のことは考

えず、皆自分たちの家族のことしか考えていない。政治家はかなりの高給をフランス

から支給されており、その地位を乱用している政治家は多い。そのため、何かタヒチ
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のために変化を起こすことは不可能である。 
	 多くの政治家はきちんとした教育を受けていない。なぜなら、彼らはフランスがタ

ヒチで核実験を行っていた頃学生だった世代の人達だからである。当時は、誰でも高

給な核施設で働くことができたので、親は子どもに学校には行かせず核施設に働きに

いかせた。核実験後もフランスはタヒチの教育には投資しなかった。 
	 また、タヒチの人々は自分の投票権を売っている。政治家は選挙前に各島を回り、

そこで多くの産品を買うことで、島の人々に投票してもらっている。 
 

 タヒチアンノニ社に対する意見 
	 “タヒチアンノニ”という名前は魔法の言葉であり、ミラクルである。“タヒチアン

ノニ”という名前だったら、世界の人々は例えそれが他国のノニを使用しているもの

だとしても、その商品を買う。会社は他国のノニも使用していることを、きちんと明

記すべきである。また、タヒチアンノニ社はビジネスで出た利益を全てアメリカに持

って行ってしまう。“Tahitian NONI”という名前を使っているのだから、利益の数パ
ーセントはタヒチに置いていくべきである。 
	 政府は、タヒチアンノニ社に税金をもっと課すべき。また、タヒチで生まれたお金

を保護する法律を作るべきである。 
 

 オスカー・テマル元大統領とタヒチアンノニ社の関係について 
	 2006年にアメリカで開催されたカンファレンスにオスカー元大統領は招待された。
（タヒチの大統領が海外に招待されるのはとても珍しいことなので、そのことはテレ

ビや新聞で大きく報道された。）また、彼はタヒチアンノニ社の社員と一緒にゴルフに

行ったりしていた。その時は“モリンダ”（タヒチアンノニ社の社名変更前の社名）と

書かれている帽子を被っていた。党員を連れてタヒチアンノニ社の工場を訪れたこと

もあった。 
 

 
 
＜NGO ヒティ・タウ代表＞  
L さん（男性）	 タヒチ島 
 タヒチの政治について 

	 フランスがタヒチでの核実験を止めた後、人々の独立意欲は高まったが、フランス

は反独立派を支援した。核実験後、多くの人が職を失い、多くの人が貧しくなった。

タヒチ政府はそれ以降、「どうやってタヒチを発展させていくのか」という構想を見つ

けられないでいる。2004年に独立派のオスカー氏が大統領に選ばれ、人々は、独立や
農業支援をとても期待したが、オスカー大統領はどれひとつ実現することができなか
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ったので、人々の独立への希望や政治への信頼はほとんど無くなった。多くの人が政

府に不信感を持ち、怒りを感じている。 
 

 タヒチの問題 
タヒチには、経済と政治の問題だけでなく、フランス植民地時代から残る「モラル」

の問題がある。人々はどこへ向かって行けばいいのかがわからない。政治は汚職だら

けだし、何をどれだけ議論しても最終決定権はフランスにあるため、その議論に意味

は無い。また、タヒチはフランスの領土なので、5万人が失業中で国が貧しい状況であ
っても、世界銀行や国際機関からの援助、日本のＯＤＡなどを受けることができない。

独立して他国と外交することもできないので、例え日本人がタヒチの被爆者の治療の

ためタヒチに来たいと言っても、タヒチはそれを受け入れることができない。 
 
 タヒチの観光業について 

	 ここ数年は衰えている。ホテルには空室が目立ち、去年 1年で、観光業界で働く 2000
人の人が職を失った。タヒチは全てのものが高すぎるから、観光客も来なくなったの

だと思う。 
 
 今後タヒチが必要なこと 

	 教育の質を上げること、政府による農業支援。（他国や国際機関からの支援は受けら

れないため） 
 

 タヒチアンノニ社がタヒチに与えた影響 
	 農民が栽培できる農作物の選択肢を増やした。タヒチの経済に貢献した。また、タ

ヒチの島々の人が地元で収入を得ることができる機会を作った。 
 
 ノニについて 

ノニは薬であって、飲むものではない。タヒチの人々はココナッツオイルとノニで

育つ。昔はノニのことを皆「ノノ」と呼んでいた。しかし、タヒチアンノニ社が「ノ

ニ」という名前にしたので、ノノは「ノニ」という名で世界に広まった。 
タヒチアンノニ社は、タヒチの人々のノニの知恵を使ってビジネスをしているが、

そこで得た利益は全てアメリカに持っていってしまっている。 
 
 タヒチの物価について 

タヒチの物価は近年とても上がった。タヒチアンノニ社がタヒチに来た 15年前と現
在の物価を比べと、15年前:パン 1個 20フラン→今:55フラン、15年前:タラバオ村か
らパペーテまでのバス運賃:50フラン→今:340フラン、となっている。しかし、魚の値
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段は変わらず、1㎏ 500フランのままである。（2010年 1月現在 1フラン＝1.07円） 
 

 フランスとの関係 
	 タヒチの政党はサッカーの試合をしているみたいだ。何かを一生懸命議論したとし

ても、最終的には“審判”的存在のフランスに決められてしまう。フランスからタヒ

チへの補助金は年々少なくなってきている。フランスがタヒチを独立させない理由は

主に二つある。一つは、タヒチを領土にしておくことで、南太平洋地域でフランスの

パワーを発揮するためである。もう一つは、フランスは、「タヒチ政府が、フランスが

タヒチの人々を騙してタヒチで核実験を行っていたことを、国際裁判に訴える」こと

を恐れているからである。核実験後、フランスにとってタヒチの重要性は低くなった

が、フランスはタヒチを独立させようとはしない。 
	  
 

 
4  インタビュー結果のまとめ  

以上、12 人のインタビュー結果を紹介したが、ここで、職種別にインタビュー内容
の要点をまとめたいと思う。そうすることで、ノニ農民の抱える問題や課題を見つけや

すくすることを目的とする。 
 

＜ノニ生産者＞   
 ノニは週に数回、1日 3～4時間働けばいいので、栽培が楽な作物である。 
 ノニ以外にも、タロイモやみかん、バニラなど、他の作物も栽培している。 
 会社との間に契約書はなく、会社がノニを提供する農民の名前のリストを持っている

だけである。契約は口頭で行われる。契約内容には、「ノニをタヒチアンノニ社以外の

会社に売ってはいけない、売った場合は契約を切る」、「質の悪いノニを 3度続けて持
ってきたら、その以降取引はしない」というものがある。 

 2010年に入ってから、会社はノニの買取価格を 1㎏ 60フランから 50フランに引き下
げた。1996年当初は買取価格を上げると言っていたので、この引き下げには不満を感
じている。しかし、会社は、会社の業績が回復すれば買取価格も再び上げる、と言っ

ていたのでそれを信じている。 
 タヒチアンノニ社は、多くの人々に仕事を与えた良い会社であり、悪いところはほと

んどない。 
 会社にノニを買い取ってもらえなくなった農民は、仕方なくノニの木を切り取った。 
 今は、生活するのに十分なお金がもらえているので、幸せである。 
 組織を作って働くのは、色々な規則に縛られることになるから、組織は作らず、個人

で自由に働いていきたい。 
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＜乾燥ノニ葉生産者＞  
 会社との間に契約書は無いが、その方が「自由」なので良い。 
 多くの農民は「葉を収穫することは自然に反することだ」と言って嫌い、葉を売って

くれないので、会社が要求してくるだけの乾燥葉を用意することができない。 
 タヒチアンノニ社の社員は真剣に働いているし、高齢の自分にも仕事を与え、給料も

くれるので、良い会社だ。とても良い会社なので、政府はもっと支援すべき。 
 乾燥させる機械は、全て自分で開発し、費用も自己負担であったが、それに対する報

酬は会社から一切貰っていない。薪代や光熱費も自己負担である。 
 ノニ葉の乾燥の仕事は簡単で、以前より収入も増えたので、今は幸せである。 

 
 

＜バニラ生産者＞  
 ノニとは違い、バニラの生産は手間と時間がかかるが、力はいらない。 
 ノニに興味が無かったから／力が必要ないから、ノニではなくバニラの栽培をしてい

る。 
 2009年に「バニラ協同組合」が設立され、今メンバーは 9人いる。設立前は、組合設

立の必要性を他の農民に納得させることがとても大変だった。 
 組合員は、協力して働くことの利点を実感しており、組合を設立した効果は出ている。 
 タヒチの農民は「団体で働くよりも個人で働く方が自由で良い」と思っており、自分

だけのことを考えて働いている。 
 ノニの協同組合を作ることは、現時点では難しいが、今後絶対必要なことだと思う。 
 
 
＜元政治家＞  
 タヒチアンノニ社は、タヒチの経済に貢献し、人々にノニの効力を気づかせてくれた。 
 農民は、ノニの木を植えすぎてしまい、供給過剰になってしまったので、ノニを売れ

ない農民も出てきた。 
 タヒチの政治家は、高額な給料をもらうが、自分たちのことしか考えておらず、タヒ

チの人々のことは考えていない。 
 タヒチの元大統領は、タヒチアンノニ社のアメリカで開催されたカンファレンスに招

待されたり、タヒチアンノニ社の経営者達とゴルフとしたりして親しくしていた。 
 会社は、“Tahitian NONI”という名を使っている以上、その分の対価をタヒチに支払

うべきである。政府はそのような法や規則を作るべきだ。 
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＜ＮＧＯヒティ・タウ代表＞  
 タヒチアンノニ社が、農民が栽培できる農作物を一つ増やし、色んな島からノニを購

入することでそれらの島の経済に貢献したことは良いことだ。 
 しかし、タヒチアンノニ社は、タヒチの人々ノニの知恵を使ってお金を儲けているに

もかかわらず、そのお金を全てアメリカに持って行ってしまっている。 
 タヒチには、経済と政治だけでなく、フランスの植民地時代から残る人々の「モラル」

の問題がある。人々は今後どこへ向かっていくべきなのかがわからない。 
 観光業はここ数年で衰えてきている。 
 政府は、フランスがタヒチでの核実験を辞めた後、タヒチ発展の構想を未だに見つけ

られずにいる。 
 タヒチには、今後教育の質の向上と、政府による農業支援が必要である。 
 タヒチアンノニ社がある日突然タヒチのノニを買わなくなる可能性もあるので、農民

達がこのままの状態では危険である。 
 タヒチは、フランスの領土なので、タヒチ政府が独自で外交を行うことや、国際機関

から支援を受けることは、許されていない。 
 タヒチアンノニ社がタヒチに来た 15年前と現在を比べると、物価は上がっている。 
 
 
以上のインタビュー結果から、ノニを生産する農民は、皆「幸せだ」と答えていること

がわかった。私は、上記に紹介した農民以外にも、何人かの農民に話を聞いたが、全員が

今は「幸せだ」と答えていた。また、タヒチアンノニ社に関しては、不満な点がある農民

もいたが、全員が「良い会社だ」と答えていた。一方で、農民ではないが客観的な視点を

持つ人々は、タヒチアンノニ社の功績を認めつつも、問題点も指摘していた。タヒチには、

日本で言う「農協」のような組織は存在しない。農民が組織を作り、協力して作業する、

という習慣は無く、バニラ生産者が 2009年 9月に設立した協同組合が、タヒチ初の農民に
よる組織作りだった。その協同組合に所属する農民は、「ノニも将来的には組合を作る必要

がある」と言っていた。タヒチのノニ生産者はこのままでいいのか？それを次の章で検討

したいと思う。 
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第 3 章	 タヒチの農民はこのままで良いのか  
 
	 第 2章までで、タヒチにおけるノニ産業の状況を見てきた。第 3章では、現在「幸せ」
だと感じ、ある程度安定した生活を送っている農民の持続可能性を検討したいと思う。そ

のために、タヒチのノニ生産者のインタビュー結果から、生産者の問題点を指摘していこ

うと思う。農民は、果たしてこのままで良いのだろうか。また、ここでは一番人数の多い

タヒチアンノニ社にノニを提供する農民に焦点を当てることにする。ノニ生産者の問題点

を 3つと乾燥ノニ葉生産者の問題点 1つをここに書きたいと思う。 
 
1  ノニ生産者、乾燥葉生産者の問題  

 
＜ノニ生産者＞  

①  契約書は無く、口頭の契約だが、その契約は会社に有利なものであり、農民

はやや不利な立場にある。  
	 会社と農民の間に契約書はない。契約は、口頭で行われる。契約書が無いというこ

とは、後で約束事が曖昧になる恐れがあるし、契約内容が明確化されていないという

ことは、後日もめ事が生じた時に立証が難しくなる。更に、契約内容には、「ノニを他

社に売ってはいけない。売った場合は、会社はもうその農民からノニは買い取らない。」

「質の悪いノニを 3回続けて工場に持ってきた場合、それ以降取引はしない。」という
ものがあるが、ノニの最低買取価格を保証したり、農民の労働環境を保障するものは

一切ない。つまり、会社にとって都合の悪い農民が出てきた場合は、会社はその農民

との取引を一方的に終了させることできる状況がある、といえる。この契約は、平等

ではなく、農民の立場が弱いものになってしまっている。 
実際、農民の中には、収穫したノニを工場に持って行ったにも関わらず、「もう今月

のノニは足りているから、購入することはできない」と買い取りを拒否された人もい

る。ある農民は、他社に「売れずに残ってしまったノニを売ってくれ」と頼まれが、

それを売ってしまうとタヒチアンノニ社から今後ノニを買い取ってもらえなくなって

しまうためその依頼を断った。そして、その余ったノニは全て海に捨てた、と言って

いた。その他にも、「もうノニを買ってもらえなくなったので、仕方なくノニの木を切

り倒した」という農民もいた。「契約」とは、本来異なる利益状況にある者が相互の利

益を図る目的で一定の給付をする合意をした場合に、それを法的な強制力により保護

するための制度である。しかし、このタヒチアンノニ社と農民の間で「契約」はその

ようなものでは無い。明確化された「契約書」が無いということは、農民の立場を弱

くしていると考えられる。（しかし、農民はこの点に関して特に不満に思っていない。） 
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②  農民それぞれが個々で働いており、集まる場がない  
	 農民は各自会社と契約をしており、各農民が自分のノニ農園を持ち、そこでノニを

栽培してそれをノニ社に提供している。農民同士が集まる機会や場所は特に設けられ

てないため、農民は他にどんな農民がいて、どのような労働環境なのか、などについ

て知らない。工場があるタヒチ島以外の島では、ノニをタヒチ島に輸送する際、農民

がノニを持ち寄って計量するため、一時的に農民が一か所に集まることがある。しか

し、そこでは計量が行われるだけで、情報共有や今後についての話し合いは行われな

い。つまり、農民同士が団結したり、協力したりすることはほとんど無いといえる。

なぜこれが問題なのかを、インタビューや聞き込みから得た情報から、2つの例を上げ
て説明したいと思う。 

1つ目の例は、「会社が、ノニ買取価格を 1㎏ 60フランから 50フランに下げたにも
関わらず、農民はそれに反抗しなかった」というものである。タヒチアンノニ社はタ

ヒチの農民と取引を始めた当初、「会社の業績に合わせて、買取価格も上げていく」と

言っていたようだが、上げることはなく、遂には買取価格を下げてしまった。これは、

農民との相談なくして会社が決定したものである。タヒチでは、会社が農民と取引を

始めた 15年前と比べて物価は上がっているため、そこでの価格下落は、農民にとって
は負担となった。しかし、会社に反抗したり交渉したりしようとする農民はいなかっ

た。不況のため会社が「ノニの買取価格を下げたい」と言い出すとは、仕方のないこ

とだが、農民はそこで、価格を維持するよう会社に交渉することができたのではない

だろうか。しかし、なぜ農民はそれを行わなかったのか。それは、農民に「集まる場」

が無かったことが理由だと考えられる。情報共有や意見の交換をする場が無いから、

たとえ皆が、価格が下がった事に不満を持っていたとしても、それを皆で協力してど

うにかする、ということはできなかったのではないか。農民は、個々で働いているた

め、会社に対して交渉を持ちかけることができないと考えられる。 
	 2つ目の例は、「交通事故で体が不自由になり働けなくなった農民のノニ園が、誰も
手入れをしない状態のまま放置されている」というものだ。これは、タヒチアンノニ

社の農民ではないが、「農民が個人で働いている」という点は共通しているので、ここ

で取り上げたいと思う。その農民は、数年前に事故で体が不自由になってしまった。

そこで、代わりに農園を手入れしてくれる人を探しているのだが、まだ見つかってい

ないため、農園は誰も手入れをしないまま放置されている、という。ロイヤルタヒチ

社には契約書があり、「工場に持ってきたノニは必ず全て買い取る」ということを農民

に約束している。だから、この農園のノニを誰も収穫せずにいることは、とてももっ

たいないことをしていると考えられる。島には、仕事を探している人がいる。しかし、

農民同士で情報を共有したり、協力したりする場が無いから、この雇用したい農民と、

雇用されたい人を結びつけることができないのではないだろうか。このように、農民

同士が協力する環境が無く、個々がそれぞれ独立して働いている場合、収入を得てい
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るうちは良いが、もし先に取り上げた農民のように事故に会い働けなくなってしまっ

たら、その農民はいきなり収入を失ってしまうのである。農民が協力して働くような

組織・環境が無い、ということは、農民の持続可能性を考えると危険なことだと考え

られる。 
 

 
③  今のことしか考えていない  
	 インタビューや聞き込み調査から、全般的にみて農民たちは、「タヒチアンノニ社は

良い会社である」「今の生活に満足している」「今幸せである」と答えていた。「会社は

良い会社」だと思う理由は、タヒチの多くの人々に仕事を与え、自分にも十分なお金

を与えてくれるからである。「今の生活に満足している」理由は、今十分生活していく

だけの収入を得ているからである。「今幸せだ」と思う理由も、生活に十分な収入を得

て、生活していけているからである。つまり、農民が「タヒチアンノニ社が良い会社

で今幸せだ」だと思う理由は、「タヒチアンノニ社から収入を得ることができているか

ら」だ、と言えることができる。確かに、会社は多くの人々に仕事を与え、その人々

から公正価格でノニを買い取ることで、人々の生活を豊かにしてきただろう。したが

って、人々が今幸せを感じ、会社は良い会社だと思うことは理解できる。しかし、ノ

ニの買取最低価格や、彼らの労働環境は保障されていないため、今の状態がいつまで

続くかはわからないのだ。会社がノニ農民を正式に雇用した場合、タヒチでは日本円

にして月 14万円ほど支払わなくてはならないが、サモアの場合は月 6万円ほど支払え
ば良いという。つまり、それだけサモアのノニの価格はタヒチに比べて安くなるから、

会社がある日突然「サモアからノニを買うので、タヒチから買う量を減らします。」と

言い出すかもしれない。もしくは、「売り上げが伸び悩んでいるので、ノニ買取価格を

1㎏ 50フランから 40フランに下げます。」と言い出す可能性もある。その時、農民は
それに対して、抵抗したり交渉したりすることができないから、その決定に従うしか

なくなる。そうしたら、多くの農民が仕事を失う、もしくは収入が減り生活が苦しく

なる、という可能性も否定できない。 
	 農民は皆今の状況に満足して「幸せだ」と言っているが、その幸せは持続的なもの

ではないのではないだろうか。 
 
 
 
＜乾燥ノニ葉生産者＞  
	 乾燥ノニ葉生産者は、ノニ生産者と共通した問題点があるが、ここでは、それ以外に感

じた問題点について書きたいと思う。 
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④  機械開発に対する報酬を貰える権利があることに気がついていない  
	 彼は、タヒチで唯一ノニ葉を乾燥させてタヒチアンノニ社に提供している人物であ

る。会社はその乾燥葉でお茶を作り、販売している。これらの商品の市場規模がどれ

くらいなのかはわからないが、日本でのお茶の需要はかなりあると聞く。葉を乾燥さ

せているのは彼だけだというから、これらの商品の市場は彼によって支えられている

と言える。彼は月に約 200㎏の葉を会社に売っており、1㎏につき 2100フラン貰って
いるから、日本円で月に約 45万円の収入を得ていることになる。これは一般的な農民
に比べると高額である。（しかし、薪代や光熱費でかなり消費するため、手取りは減る。）

彼は「年老いている自分に仕事を与えてくれる会社はとても良い会社で、私はとても

幸せだ。」と言っていたが、実は彼はもっと多くの報酬を貰える権利があると考える。

なぜなら、ノニの葉を乾燥させている機械は、彼が自ら開発・製造したものだからで

ある。乾燥機械の資材も全て彼の負担であるが、その材料費も彼は一切貰っていない。

会社はこの乾燥葉によって大きな利益を得ているのだから、彼は、会社から「機械開

発に対する報酬」を貰えるはずである。しかし、彼は、会社が乾燥葉を買い取ってく

れる現状に満足してしまっている様子で、開発に対する報酬を貰う気は一切ないし、

貰えるに値する仕事を自分がしたことにも気づいていないのではないか。更に、彼は

会社のことをとても良い会社だと絶賛している。もしかしたら、彼の知識が乏しいが

ために、本来なら貰える報酬も貰えていないのかもしれない。 
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2  会社の構造的な問題  
	 以上、ノニ・乾燥ノニ葉生産者の問題点を 4つあげてきた。これらの問題点は、農民
の持続可能性を見た時に発生する問題である。つまり、タヒチの農民は、現在は皆幸せ

に暮らしているが、その生活がずっと続く保障は無く、将来を考えると今のままでは危

険である、ということである。なぜ今のままでは危険なのかというと、「農民は、会社

がどんな決定をしたとしても、それに従わざるをえない環境にいる」からである。それ

は、会社の構造の問題である可能性がある。 
 
＜会社と農民の関係＞ 

 
上の図のように、農民には、雇用や取引に関する保障、集まる場所、抵抗権は無いが、

会社の規則に従わざるをえない構造ができているのではないだろうか。しかし、ここで注

目すべきことは、農民は皆「タヒチアンノニ社は良い会社だ」「今幸せだ」と言っているこ

とである。農民は、この状況において、満足し幸福を感じているのである。なぜ、農民は

皆そう思っているのだろうか。それは、「生活に十分なだけのお金を貰っている」からなの

ではないかと思う。農民は、会社から生活に十分なだけの収入を得ているから、会社に対

して良いイメージを持ち、現在も幸せなのではないだろうか。また、タヒチアンノニ社が
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タヒチの農民の心理や状況をちゃんと理解しているのも、農民が満足している理由だと考

えられる。農民の心理や状況とは、主に「他人と一緒にではなく、個人で働くことこそが 1
番良いと思っている」（ＮＧＯヒティ・タウ代表によると、フランス植民地時代、フランス

はタヒチの人々に「個々で働くことこそが素晴らしい」と教えていたらしい。フランスが

そう教えていた理由は、タヒチを支配し続けるためには、タヒチ人が個々独立して生活し

ていてくれた方が、まとまって反抗してくる恐れが無くなり、安全だからである。その影

響により、人々は今まで協力したり、一緒に働いたりしたことが無いため、一緒に働くこ

との利益を知らない、という。）ことと、「契約書や、開発に対する報酬などに関する知識

が乏しい」ことである。 
	 このように、会社は農民から公正な価格でノニを買い取ることで、農民に幸福感と満足

感を与えていると考えられる。農民は、今は幸せである。しかし、2010年に入って初めて、
ノニの買取価格が下がった、という現状がある。それに、タヒチのノニ輸出量は、2005年
と 2009年を比べると 2009年は 2005年の半分以下になっており、タヒチのノニ産業はか
つてほど華やかな産業ではなくなっている。この実態を考えると、今後、タヒチアンノニ

社が「ノニの買取価格を 1㎏ 50フランから、更に 40フランに下げる」や、「タヒチからの
ノニの買取量を減らす」と言い出す可能性はあるだろう。そうなった時、抵抗したり交渉

したりすることができない農民は、生活が苦しくなったり、職を失ったりしてしまう可能

性がある。今は良いが、将来のことを考えると、農民は今のままではいけないのである。 
 
 
 
 
 



46 
 

第 4 章	 農民が今後も持続的に安定した生活を送っていくためには 
 
	 第 3章では、「農民の立場が弱くなっている」ことを指摘し、「農民は、今は幸せに生活
しているが、その生活は持続可能なものではない」という結論を出した。第 4章では、そ
の点を踏まえた上で、農民が今後も持続的に安定した生活を送っていくためにはどうすれ

ば良いのかを考え、具体的に提案していきたいと思う。提案をした後に、他の事例を使い

ながら、ノニ生産者たちの将来の可能性を探っていきたいと思う。 
 
１ノニ生産者への提案  
 
提案：	 農民が自ら立ち上がり、ノニ生産者組合を設立する  
 
	 農民たちが協力して「ノニ生産者組合」を設立することで、農民の立場を強化すること

ができ、生活は安定し、持続可能なものになると考える。安定した生活を持続的に送って

いくためには、「農民が不利な状況を脱し、農民が主体的に自分たちの未来を設計していく」

ことが大切である。それができるのが「ノニ生産者組織」の設立であると考えた。「生産者

組織」の中には、協同組合の他に民間企業になっている組織も多い。しかし、現在の農民

の状況から、いきなり企業を設立して運営していくことはかなり困難で非現実的だと考え

たため、ここでの組織は、より現実的な「協同組合」の形態を指すことにする。つまり、

生産者が共通の目的のために集まり、組合員となって事業体を設立して共同で所有し、民

主的な管理運営を行っていく組織である。実際、タヒチにおいて「生産者組織」というの

はまだ新しい概念である。日本にある JA（日本農業協同組合）のような組織は無いし、2010
年 4月に設立された「バニラ生産者組織」がタヒチで初めて設立された「生産者組織」で
ある。この状況において、ノニ生産者が組織を作ることは多少困難を伴うものの、実現可

能なことだと思ったので、「ノニ生産者組織」設立の提案をすることにする。 
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 ① 抵抗力・交渉力の獲得 
② 契約書による合意内容の保証 
③ 主体性の獲得	  
④ 農民同士の助け合い 
⑤ 能力強化 
⑥ 生産事業の多様化 
 

 
まず、始めに、組織を作ることで農民の抱える問題・農民の弱い立場がどう改善される

のかを見ていこうと思う。わかりやすく図にまとめると、以下のようになる。 
 
＜農民の現状＞     	 	 ＜組織形成後＞ 
・契約書が無い 
・最低価格の保証が無い 
・集まる場が無い  	 	 生産者組織  
・主体性が無い 
・知識が乏しい 
→立場が弱い（抵抗・交渉できない） 
 
 
 
 
	 	 個々で働く   	 	    	 協力して働く 
 
	 それでは、なぜ組織を作ると、上の図の①～⑥のようなことが可能になるのかを、解説

していきたいと思う。 
 

①  抵抗力・交渉力を獲得  
一人だったために立場が弱かった生産者が、組織の下に結集することで、「力」を持つこ

とができるようになる。組織作りが必要な一番の理由は、この抵抗力や交渉力などの「力」

を獲得し、立場を強化することにある。この会社と対等に向き合えるだけの「力」を農民

が持つことで、農民は交渉力を強めて、会社に「最低価格の保証」を要求したりすること

ができるようになる。最低価格とは、不況や自然災害などに関わらず必ず支払われる価格

で、それによって生産者は安定した収入と生活を約束される。現在、タヒチアンノニ社の

ノニを提供する生産者は、ノニ１㎏あたり 50フランの収入を得ているが、最低価格が保証
されていないため、今後１㎏ 40フランでしか買い取ってもらえなくなる可能性がある。そ
うなると、生産者の収入は一気に減り、生活が苦しくなってしまう。しかし、組織として

「力」を持つことで、農民は最低価格の保証を会社と交渉することができるようになる。

そして最低価格を保証してもらえるようになるのだ。また、2010年に入って、タヒチアン
ノニ社がノニ買取価格を 1㎏ 60フランから 50フランに下げた時、多くの農民が不満を感
じたにも関わらず、農民は会社に抵抗・交渉できず、その決定に従うしかなかった。もし、

この時組織ができていたら、農民達は組織として会社に交渉することができ、もしかした

ら交渉の結果、価格を 1㎏ 55フランで抑えることができたかもしれない。このように、個



48 
 

人が結集することで強い力を持つことは大切なことである。更に、組織でしっかりと話し

合いが行われるようになると、例えば、「生産者は、『他社にノニを売ることはできない』

という契約内容は、自分たちの収入の機会を狭め、自分たちを不利な状況に陥らせている

から変更したい」など、農民たちの意見や要望を会社に伝え、交渉していくことも可能に

なるのである。 
 

②  契約書による合意内容の保証  
現在農民は、会社との間で利害関係を明確化しそれに合意しているわけでなく、会社が

要求してくる規則に大人しく従っているだけである。しかし、組織を作ることで、農民は

契約書が無いことによる不平等を会社に訴え、農民も合意した内容の契約書を作成するよ

う会社に要求することができる。そうすることで、農民が合意した内容にだけ、農民は拘

束されるようになり、今のように、会社の一方的で不条理な規則には拘束されずにすむの

である。更に、その合意内容によっては、農民は労働を保証される可能性もある。組織を

作り、会社としっかりと契約を結ぶことで、今の生活が持続可能なものになると考えられ

る。 
 
③  主体性の獲得  

現在、農民は会社に言われるがまま働いており、そこに農民の意思は無い。しかし、組

織では農民たちが自分たちの将来について話し合う。自分たちは今後どうしていきたいの

かを話し合い、短期的・長期的な目標やそれに向けての計画を話し合う。つまり、農民は

現在よりも自立し、主体性をもって生活していくことになる。会社の下で、会社の言う通

り働いている今よりも、より人間らしい生活が送っていけると考えられる。 
 
④  農民同士の助け合い  

農民が組織の組合員になることで、組合員同士の助け合いが生まれる。例えば、ある農

民が病気になったり、怪我をしたり、妊娠したりして、一時的に働けなくなってしまった

としても、他の農民たちがそれをサポートして助けることができる。実際に、モーレア島

には、「交通事故で体が不自由になり、働くことができなくなってしまったため、代わりに

ノニ農園の手入れをしてくれる人を探している。しかし、誰も見つけられないため、農園

はそのまま放置されてしまっている。」という人がいた。もし、組織があったのならば、こ

の農民は自分の状況をその組織の人々に話し、代わりに働いてくれる人を見つけらだろう。

そうでなくても、他の生産者たちが当番制でその農園の手入れをしていく、地元の情報誌

を通して募集をかける、などの方法でその農園を無駄にしないことができたはずである。

また、ライアテア島には、「ノニの計量場所が家から遠いため、ガソリン代と時間が多くか

かかり、それが負担となってノニの生産を辞めた」という人がいた。もし、組織があった

のならば、家が遠い人のガソリン代は組織が少し負担する、などのサポートもできたので
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はないかと思う。今のままでは、もし生産者たちに何かあって働けなくなった場合、いき

なり収入が無くなり生活が一気に苦しくなってしまう。組織を作るということは、そこに

所属する農民たちが助け合う、ということであり、様々なリスクを軽減することができる

のである。また、ノニ栽培に関する知識や知恵を共有することで、効率よくノニ栽培がで

きるようになったり、質の高いノニを栽培することができるようになる可能性もある。 
 
⑤  能力強化  

これは、今後持続的に安定した生活を送っていくためには、今の農民にとってとても重

要なことである。今の農民の大きな問題点の 1つに、「自分たちが不利な状況にいること／
今のままではこの先不安定だということ」に気が付いていない、ということがある。その

上、「自分は幸せだ」と思っている。この様子を見ると、一見「今のままで良いではないか」

と思ってしまいそうだが、農民がそう思うのは、彼らの知識が乏しいからだと言って良い。

農民は、まず自分たちが不利な状況に置かれていることに気付かなければいけない。しか

し、農民たちが自力で協同組合のような組織を形成し、欠けている知識やスキルを身につ

けていくことはかなり困難なことだと思う。その場合は、キャパシティー・ビルディング

を専門とするＮＧＯや国際機関、フェアトレード団体などを呼び寄せて、ノニ生産者組織

をサポートしてもらうことが良いと考える。農民が知識を身につけると、例えば、第 3章
で扱った乾燥ノニ葉生産者は、自分の機械開発に対する報酬を会社に要求し、その対価を

会社から貰うことができるかもしれない。そして、農民が、様々な知識やスキルを得られ

るようになるということは、農民の精神的な強化にも繋がると考えられる。農民が、自分

たちの現状を把握し、自分たちで将来を考え、実践していくことで、自分たちは自信を持

つ。自信を持つようになると、農民の自己肯定感情や自尊心も高まっていくと考えられる。

例えば、話し合いの結果、組合員が出資してできた資金を使って、事業を多角化する、教

育や医療などの社会的事業を始める、などということができるようになる。そうすると、

それらの実践を通して、運営力、経営力、指導力、企画力、広報力などが身につくのであ

る。組織を形成することで、農民個人のスキルアップ、知識習得に加え、組織としての能

力も強化していくことができる。 
 
⑥  生産事業の多様化  

農民は現在、タヒチアンノニ社にノニを売っているだけである。しかし、会社は、1年に
2度ほどノニを買い取らない月があったり、ノニが足りている時にはノニを買い取らなかっ
たりして、農民の生活は不安定である。組織を作ることで、農民はノニを会社に提供する

だけでなく、何か違う事業を始めて、他からも収入を得ることができるようになると考え

る。ノニ産業の歴史は浅いが、ノニはタヒチで古くから伝統的に使われてきたものである。

まだ世界の人々が知らないノニに関する知恵を使い、何か新しいことを始めることは可能

だと考える。 
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2	 ノニ生産者の可能性  
 
	 農民が安定した生活を持続的に送っていくためには、「生産者組織」の設立が必要である

と提案した。実際、世界には、個々で働いていて立場の弱かった生産者が結集して組織を

作ったことにより、持続可能な生活を手に入れた、という事例は多くある。その中でも、

今回は 2つの事例を紹介したいと思う。一つは、メキシコのコーヒー生産者組合の「事業
を多様化し能力を強化した」事例、もう一つはインドの紅茶農園の「エコツーリズム」の

事例である。これら 2つの事例を参考にして、ノニ生産者組織を作った後に、農民がどの
ようなことを成し遂げられるのか、その可能性を見ていこうと思う。 
 
 
事例①	 メキシコのコーヒー生産者組合	 事業の多様化と能力強化	 

	 

	 メキシコのコーヒー生産者組合は、フェアトレードを通して国際的に知名度を上げた

組合である。彼らは、支援と相互努力により、事業を多様化し、組織としての能力も強

化している。	 

	 コーヒーは、天候不順や病害虫発生の恐れが常にあり、先進国の消費者の好みの変化

や代替品の登場などの不確定要因がある。そこで、メキシコのコーヒー生産者組合は、

ジャムやジュースの製造、衣料品生産へと事業を多様化した。また、彼らは、寄宿舎つ

きの技術学校を設立して、卒業後に村で有機農法を普及したり、農法や産品の査察をし

たりできる若者を養成している。能力を高め、市場情報を手に入れたり、品質を高めら

れるようになった生産者組合は、フランスの大手スーパーが出す独自ブランド・コーヒ

ーの供給者として、自力で長期契約を結ぶことに成功した。また、知名度や組織力を評

価されて、生活向上や能力開発の事業を行うための資金や支援を地元の政府や援助機関

から貰えるようになった。そして、本来なら小規模生産者は相手にもされないにも関わ

らず、同業者組合や全国レベルでの生産者組合にも向い入れられ、小規模生産者として

の立場や意見を表明することができるようになったという。さらに、政府が行う様々な

事業や農地問題、ゴミ問題などに積極的に関わるようになり、地元政府が有害ゴミの収

集を始めるのを手助けしたという。	 

 
（参考：渡辺龍也(2010)『フェアトレード学』新評論 P123～P129） 
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＜事例①から見出せるノニ生産者組織の可能性＞  
 
メキシコのコーヒー生産者組合は、フェアトレード団体の支援により能力を高めると共

に相互努力により事業の多様化に成功している。組合員たちは、元々個人で働く小規模生

産者だった。そのため、立場が弱く孤立していたところを仲買人に付け込まれて、貧しい

生活を送っていた。その人々が組合を設立したことで、安定した収入を得られるようにな

り、生活が豊かになったのである。この事例は、ノニ生産者組織の設立が農民にとって重

要なものであることをより確実にすると同時に、ノニ生産者が学べることも多くある。 
	 まず、ノニ生産者たちも、ノニの果実をタヒチアンノニ社に売るだけでなく、ノニを使

ったジャムやジュース作って事業を多様化することができると考える。また、ノニだけで

なく、タヒチで育つ豊富な南国フルーツを使って、珍しいジャムやジュースなどを製造す

ることもできる。しかし、難しいのは、それらの製品をどこに売るか、ということである。

まず、生産者が自力で国際市場にアクセスするのはかなり難しいと考えられる。それは、

市場情報を手に入れたり、国際市場にアクセスする手段が無かったり、取引のノウハウが

わからなかったりするからである。コーヒー生産者組織は、フェアトレード団体から支援

を受けて様々な知識を得ていたが、ノニ生産者もフェアトレード団体、国際機関、NGOな
どの支援を受ければ、能力を高めることができ、国際市場にもアクセスしていくことがで

きると考える。そうすることで、より多くの収入を得ることができるようになる。メキシ

コのコーヒー生産者組織は、自力でフランスの大手スーパーと長期の取引成立に成功して

いる。現在、無農薬ノニの市場は拡大しているというから、無農薬で良質だと言われるタ

ヒチのノニが、国際的な大きな市場で受け入れられる可能性は大いにあると考える。ノニ

やノニジュース・他の製品などを、中間業者を通さず直接国際市場で売ることができるよ

うになることは、ノニ生産者にとって目指すべき目標のひとつではないかと思う。 
	 また、ノニ生産者組織は、政府から支援金を得たり、社会事業に参加することができた

りする可能性も持っている。コーヒー生産者組織は、その知名度や活動を評価され、政府

から生活向上や能力開発のために資金を貰っていた。ノニ生産者組織も、もしこのように

功績が認められ政府からの資金援助を受けられるようになれば、組織としてもっと活気づ

くだろうし、政府の事業や社会的事業に取り組む意欲も出てくるだろう。タヒチは人口が

27万人ほどの小さな所である。ノニ生産者組織が活発に動き、政府から資金も得て、社会
的事業にも乗り出すようになれば、それはタヒチ全体に良い影響を与えることになるだろ

う。 
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事例②	 インドの紅茶農園	 事業の多様化	 紅茶からエコツーリズムまで	 

	 

	 インドのマカイバリ紅茶農園は 1840 年代からイギリス人により創業された、ダージリ

ン地方で長い歴史を持つ茶園の一つだ。現在、バナジー一家が茶園の人々と一緒に生活

し、茶園経営を行っている。総敷地面積が 670ha あり、その 3 分の 1 が茶園、残りの 3

分の 2 が原生林のまま残され、無数の野生動物が生息していることから、自然の楽園と

も呼ばれている。	 

	 

インドのマカイバリ茶園は 1994 年からフェアトレードの認証を受けている。茶園は 7

つの村からなっており、680 人の農民とその家族 1700 人がそこに暮らしている。そこで

は、ジョイントボディと呼ばれる委員会が、フェアトレードから資金を受けた社会開発

計画を全て監査、実行している。2005 年、世界的に紅茶の売上が低下し続けていること

から、委員会では新たな収入源を求めて活動の多角化を選択した。そして、エコツーリ

ズムの事業のためのエコ・ロッジを建設する為に投資することを決定した。この事業は、

地域社会全体に発展をもたらすことを試みた、革新的かつ野心的な事業だった。マカイ

バリ紅茶農園には 1 年に 5 万人を超える訪問者がいる。人々は、共同体の平安と静寂を

味わいたいと滞在を希望する。ジョイントボディは 2005 年、園の中でもっとも良い場所

に 14 部屋あるコテージを建設した。その後 7 つの村の各 560 世帯に宿泊施設を整備する

ことを決定した。	 

	 

	 実は、日本にもマカイバリ茶園から紅茶を買い、日本に輸入している会社がある。有

限会社マカイバリジャパンだ。マカイバリジャパンは、マカイバリの紅茶を日本人にも

楽しんでもらうため／インドと日本人の架け橋となるために 2000 年に設立された。この

会社は今までに 4 回のマカイバリへのエコツアーを行っている。ここでは、茶園見学や

紅茶作りを体験できるだけでなく、茶生産者の人々の家にホームステイできるなど、マ

カイバリの人々の生活を体験することができるようになっている。	 

	 

（参考文献：	 FLO（国際フェアトレード認証機構）、IFAT（国際フェアトレード連盟）、NEWS!

（ヨーロッパ・ワールドショップ・ネットワーク）、EFTA（ヨーロッパ・フェアトレード協会）

(2008)	 『これでわかるフェアトレードハンドブック』合同出版 p98	 

参考ウェブページ：マカイバリジャパンホームページ	 ）	 
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	 ＜事例②から見出せるノニ生産者の可能性＞  
 
	 このマカイバリ紅茶農園は、紅茶を生産するだけでなく、エコツーリズムも行っている。

生産者組織はフェアトレード団体からの支援を受け、その資金の使い道を話し合いで決め

る。訪問者を宿泊させるためのコテージを作ったり、訪問者をホームステイさせるための

設備を 500以上の世帯に整えたりしているのだ。更に、訪問者に対して、紅茶農園を案内
したり、紅茶作りを共同で行ったり、温かいおもてなしをすることで、多くの人々を世界

から誘致している。今では、1年に 5万を超える訪問者がいるというからすごい。生産者た
ちは、自分たちで今後のビジョンや目標を決め、それを実践しているのだ。そして、それ

はただ単に茶園により多くの収入をもたらすだけでなく、マカイバリの紅茶や自然を世界

に広め、マカイバリの人々の心も豊かにしてくれている。 
	 タヒチは元々リゾート地として人気が高い場所であるから、マカイバリ茶園のように「エ

コツーリズム」を行うことが十分可能だと考える。また、タヒチには美しい海だけでなく、

都会とはかけ離れたゆっくりとした生活と、温かい人々がいる。海以外のタヒチを楽しん

だり、地元の人々と交流したりすることは、普通の観光では難しい。生産者組織のエコツ

ーリズムでは、普通では体験できない地元の人々との交流もすることができ、世界中から

人々を誘致することができると考える。もし、生産者組合がエコツーリズムを行ったとし

たら、ノニ農園見学、ノニ収穫、ノニジュース作り、ノニ試食、村での宿泊、ホームステ

イなど、できることは山ほどある。熱帯地域以外ではノニ果実を食べることはできないが、

熟したノニの匂いは吐きそうになるほど独特で強烈だし、食べると吐きそうになる上に舌

がヒリヒリして、体が内側から燃えるような感じがする。とにかく、ノニと触れ合うこと

で、かつてないほどの衝撃を人々に与えることができると考える。このように、美しい海、

不思議なフルーツのノニ、温かい人々がいるタヒチは、エコツーリズムを行うのに大変相

応しい場所であると言える。もし、生産者がエコツーリズムを行うことができるようにな

れば、新たな収入源を得ることになり、生活もより安定的で持続的なものになるだろう。 
	 マカイバリ茶園は、日本のマカイバリジャパンを始め、世界の様々な企業や NGOなどを
協力してエコツーリズムを成功させている。タヒチのノニ生産者組合も、自分たちだけで

ツアーを行うのではなく、世界で協力してくれる団体を探す必要があるだろう。それはな

かなか難しいことかもしれないが、世界には多くのタヒチ好きな人々がいることを考える

と、一緒に事業を行ってくれる人や団体を見つけることは可能だと考える。 
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今まで、メキシコのコーヒー生産者組合、インドの紅茶農園の事例を元に、タヒチのノ

ニ生産者の可能性を見てきたが、それをまとめると以下のようになる。 
 
 
＜農民の将来の可能性、将来できるようになること＞  
 国際機関、NGOなどからの支援を受けること（支援金、キャパシティー・ビルディン

グ支援など） 
 ノニの商品（ジャム、ジュースなど）の製造、ノニ以外の農作物の栽培と販売 
 国際市場への直接的アクセス 
 政府からの支援・助成金を得ること 
 社会的事業参加による地域活性化、地域貢献 
 エコツーリズムの開催 
 先進国の民間企業や NGOとの連携 
 
 
今回は、たまたまメキシコとインドの生産者組合の事例を使ったが、世界には「組織」

を設立したことにより、力を持ち、より安定した生活を手に入れた生産者たちは多くいる。

生産者が組織を作ることにより、生産者は大きな可能性を手にし、自分たちで未来を設計

し、実践していくことができる。タヒチの農民が、安定した生活を持続的に送り続けるた

めには、まず、「生産者組織」を設立が必要だと考える。生産者の多くが、今幸せを感じて

いて、個人で働くことを望んでいる現時点では、組織の設立は困難であると考える。しか

し、今だけでなく、この先もその生活を続けていきたいと思うのならば、組織の設立は不

可欠であり、農民はこの困難と闘いながらも、自分たちで、安定した持続可能な生活を掴

み取らなくてはいけないのである。 
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おわりに 
 
	 タヒチは、独立国家ではなく未だにフランスの領土である、という点で他の途上国とは

事情が異なる。他の途上国では、フェアトレード団体や様々な NGO・国際機関が、容易に
小規模生産者にアクセスできるようになっている。しかし、タヒチはフランス領、つまり

フランスの一部と見なされるため、そのような支援団体が自らタヒチに入ってきて支援す

る、ということはまず無い。また、国際連合や世界銀行、日本の JICAなどの支援は、フラ
ンス政府によって受けられないようになっている。そのような状況のタヒチでは、国際的

な支援団体が来るのを待っているのではなく、自らが自分たちの状況に気付き、自ら立ち

上がって組織を作っていくしかないのである。また、他の途上国では、政府は生産者組織

をサポートする場合が多く、助成金などを支給することも多い。しかし、タヒチの場合は、

たとえ組織を設立したとしても、政府からの援助を受けることは難しいのが実態である。

タヒチ政府は、言わばフランス政府の下部であり、フランス政府に反抗することは無い。

タヒチ政府はフランスから多額の補助金を貰っており、そのおかげで政治家たちは超高額

の給料を貰い、とても優雅な生活を送っているからである。もちろん、フランスから独立

するつもりも無い。つまり、政府としては、タヒチの人々が団結して力を持ち、「独立した

い」と言って抵抗運動などを起こされては困るのである。だから、政府は人々が組織を作

って力を持つことを嫌い、個々で働くことを推奨する。その現れとして、タヒチには、個

人で働く農民を支援する政策はあるが、農民が集まってできた組織を支援する政策は無い。

現在、個人で働く農民は、政府に助成金 2000＄までを要求し、それに応じて助成金を受け
取ることができる。しかし、2010年にできた「バニラ生産者組織」が、政府に 5000＄の助
成金を要求したところ、政府はそれを拒否し、一銭もくれなかったという。他のホトゥ・

リマという市民組織も政府に助成金を要求したが、拒否されたという。このように、タヒ

チでは、政府が組織に対して非協力的であるため、組織を運営していくのは、他の途上国

などと比べて難しいと思われる。そもそも、フランス植民地時代に、人々は「大勢で一緒

に働くよりも、個々で働く方が良い」と教えられてきたため、人々は今までに一緒に働い

た経験が無いという。だから人々は一緒に働くことで得られる利益を知らないのだ、と。

しかし、その中でもバニラ生産者は自ら立ち上がり組織を作った。ノニ生産者にも、組織

の必要性を感じさせる何かが必要だとは思うが、自らが立ち上がり、組織を作ることは可

能だと考える。 
	 タヒチの農民が、組織を設立することで自立し、主体的に自分たちの将来を考えて行動

し、これからも幸せで安定した生活を送っていけることを願う。そして、そのために自分

には何ができるか、ということも今後考えていきたいと思う。 
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