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タイ・トライバル・クラフト（TTC）
生産者からみたフェアトレードとは



THAI TRIBAL CRAFTS（ＴＴＣ）について

１９７３年 Christian Service Foundationによって設立

目的 フェアトレードを通して・・・

・ タイ山地民族の生活をサポート

・ 山地民族の伝統工芸を維持する

活動内容

①商品企画

②商品を買取る

③販売

④サポート

対象者

７つの山地民族 女性９割 主婦層

製品の売り上げの約６０％→生産者 約４０％→TTC

賃金・素材代・輸送費

トレーニング
プロジェクト支援

生産者の民族の割合（２００５年）
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私が体験したこと

・組織についての勉強

・バンコクでの販売会

店頭販売

・商品の袋詰め

生産者の村に滞在し

・話を聞く

・手芸品を作る

（生産者の１日を体験）



生産者にとってＴＴＣの活動とは？

売れるデザインを提供 副収入の手段

基本は農業（自給作物・家畜用・換金作物）

子どもを学校に通わせることができた

村に居ながらできる
言葉の心配なし
家族と過ごせる

時間の調節可能
育児も可能

元手がいらない
早い現金収入
TTC＜委託販売
＜農業



モン族の手芸品について

技術：パッチワーク・刺しゅう⇒伝統技術の衰退



クッションカバーからできること・・・

・高校学費 １学期分 ８００Ｂ

＝ 約１１こ
半

１日１枚 ・制服１セット ３００Ｂ

１枚７０Ｂ ＝ 約４こ

・子どものおかし代１ヶ月 ２００Ｂ

＝ 約３こ



ＴＴＣの活動の考察：良いところ

１人１人の
意見をTTCに
伝える

適正な賃金

言い値を尊重
ニーズを聞く
負担にならない
注文数

生産者
リーダー

・生活向上、安定 ・自信、自己開発

・子どもが学校に通えた ・人との出会い

・日常生活の交流の場

・伝統技術の再活用

ＴＴＣ 生産者



ＴＴＣの活動の考察：疑問点

生産者・商品・TTCの活動についての説明がない
⇒生産者と消費者を繫ぐ役割を果たしていない？

生産者

①持続的な活動か？(活動当初８０村→現在５０村)

②仕事の機会は平等か？(技術の有無)

③生産者の参加度が低い(労働力のみ？)

消費者

TTC

商品
アイディア
あり

消費者は生産者の情報を知りたがっている



TTCの活動の考察：まとめ

人を取り巻く環境

尊厳を尊重したトレード

＊国内でも可

農業 漁業

市場 商業

生産者

「活動に対してどう感じているのか」が大切

１ 持続的な活動 ×

２ 就労機会の平等 ×

３ 地域のものを利用 ×

４ 生産者の情報提供 △

５ 労働形態 ○

６ 適切な賃金 ○

７ 価格の透明性 ○

８ 伝統技術・文化を尊重 ○

９ 性別・民族で差別をしない ○

０ 環境に負荷をかけない ○

文化

宗教 伝統

生態系

民族
年齢 性別

人種 世帯



これからのフェアトレード
ーフェアトレード団体の大切な役割とはー

生産者・消費者と共につくりあげる活動であること

サポート
①意見交換・良い「人間関係」 ②能力向上の機会提供

販売
生産者・商品・活動の説明

（国内・外）

商品開発
民族性が分かる商品
伝統技術＋流行
＊バランスが大切

消費者
伝統文化の価値を知る

山地民族の正しい情報を得る
社会を考えるきっかけ

生産者
視野が広がる＝自己開発
自分の文化に誇りをもつ

デザインニーズ
他の商品を見る機会
他の生産者との交流

手芸品体験 スタディツアー



体験学習から得たこと

たくさんの出会い・・・

自信 前向きな気持ち

助け合う心 積極的に行動

言葉を覚える楽しさ







＜運営＞
役員会

マネージャー アドバイザー

会計 バイヤー 在庫管理 販売担当 輸出管理

商品開発 ハウスキーパー
役員会11人・スタッフ10人（パガヨー４、ラフ５、タイ
１）キリスト教徒

＜運営方針＞
・ フェアトレードの基準を守る
・ 文化、アイデンティティの尊重
・ 自立した運営（寄付などに依存しない）
・ 生産者のために、商品のデザイン・品質向上のト

レーニングやアドバイスを提供する



<生産者パートナー>
－７つの山地民－
アカ、モン、パガヨー
ラフ、ラワ、リス、ミエン
女性９割 主婦層

－３つの生産者グループ－
① Raw materials group

（生地・製品の１部分を作るグループ）
織物、刺繍、パッチワーク １８県

約５０村

② Finished items group ・ミッショナリー

（完成品を渡すグループ） ・伝統技術が衰退

シルバーアクセサリー、楽器、かご、民族衣装 ・自ら希望

③ Finishing group(仕上げをするグループ) チェンマイ

①が作った刺繍や織物を縫って、バックや 在住の女性
ポーチなどを最終的な形に仕上げる。

生産者の民族の割合（２００５年）

18%

7%

28%

1%

3% 17%
7%

19%

アカ

パガヨー

モン

ラフ

リス

ラワ

ミエン

Finishing group



<Producer benefit>

① トレーニング

② Revolving fund for producers group

（基金の循環）
ＴＴＣ ・バーツ（素材代） 生産者 →素材購入→製品作成
…製品完成
ＴＴＣ 製品渡す 生産者

Buying price（素材代＋賃金）の賃金のみ渡す

③ Recommendation letter(ＲＬ) for credit 
（金銭の代わりの推薦状（ＲＬ））

ＴＴＣ・ RL 生産者・RL 布屋（素材購入）
…製品完成
ＴＴＣ 製品渡す 生産者

Buying price（素材代(布代)＋賃金）の布代を抜いた価格を渡す

④ support money on project

（プロジェクトのための資金提供）
→資金が早急に必要な生産者グループに、ニーズを考慮した上で資金提供



生産者グループ
～モン族・フアイレン村について～

モン族

タイ国内ー１４万５１９６人

ＴＴＣ生産者グループ内の割合

⇒７％ 約５０村中５村

フアイレン村（フアイ－沢 レン－乾いた）

・チェンライ県 ウィエンケン郡

・村ができてから４５年

・人口 ６００人



生産者グループ
ＴＴＣとの活動歴 ６年 ＋ 委託販売
きっかけ 先生（聖書を教える学校）の紹介

生産者リーダー ３人（内２人フアイレン村）

作業形態 月～土 ８：００～１６：００ 工房で作業

給料 月、１人３０００Ｂのアレンジ代

⇒１日１００バーツ×３０日 売り上げによる

生産者 フアイレン村約２０人＋他の村 手芸が上手な人

作業形態 空いている時間に各自作業

給料 月 ３００Ｂ～１５００Ｂ



活動の流れ

ＴＴＣ 生産者 生産者
リーダー３人 フアイレン村 約２０人

①注文 試作品製作 サイトン村 約１０人
役割分担 ③商品依頼 ドンチェンディ村 約１０人

②試作品送る ラタディ村 １０人以下

⑤商品送る 品質チェック ④商品届ける 刺しゅう

賃金支払い 仕上げ 賃金支払い パッチワーク

←１個あたり
生産者 １０Ｂ

買取金額 ２０Ｂ
店頭販売 ５９Ｂ



＜フェアな値段とは＞

ー生産者ー
TTCが生産者から買い取る金額（Buying price）＝素材
代＋賃金
賃金＝最低限の賃金以上＋輸送費
＊生産者が賃金を決める

ー消費者ー
・Buying price × 1.4 = Free on Board price(FOB 
price) 卸売り時の値段

・Buying price × 1.54 = shop price 店舗で売ると
きの値段

売り上げの６０％⇒生産者 ４０％⇒ＴＴＣ


