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第3章 イモ類の投資拡大に向けた実証調査

3.1 実証調査の視点と経緯

3.1.1 実証調査の視点

平成 22 年度調査では、ヤム、キャッサバの「過小な均衡状態」を打破するために生産、

貯蔵・輸送、加工、消費または輸出の全ての段階における課題の更なる洗い出し、さらに

は具体的な施策実施が必要とされる旨が結論として指摘されている。また、平成 23 年度調

査では、ヤム、キャッサバのバリューチェーン上の問題と取り組むべき課題として、「生

産性の向上と阻害要因の排除」、「ポストハーベスト段階におけるロス率の低下」、「国

内外を通じての新たな消費市場の開拓」の 3 点が指摘されている。

本年度調査事業では、以上の問題意識を踏まえて、「新たな消費市場を開拓して、バリ

ューチェーンの下流を刺激することでイモ類の需要を喚起し、過小な均衡状態を打破する」

ことを目的として、投資拡大のための実証調査を検討した。本計画がイモ類のバリューチ

ェーンに及ぼす影響の概念図を、図 3-1 に示す。
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図 3-1 実証調査がイモ類のバリューチェーンに及ぼす影響の概念図
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3.1.2 仮説の設定

第一回の現地調査前に、実証調査のテーマとして 2 つ案を設定した。第一案が『高付加

価値製品の実用化とその販売促進のための検討』であり、第二案が『家庭及び外食産業を

対象としたヤム・キャッサバの新作料理開発など調理法多様化』である。以下に、各案の

概要を述べる。

（1）実証調査第一案：高付加価値製品の実用化とその販売促進のための検討

a.背景

ガーナでは、イモ類や穀物など食用農産物の生産量に比して、その加工量は微々たるも

のとなっている。すなわち、農産物加工、食品加工産業は、いまだ発展途上にある状況と

なる。

現状の食品加工の多くは、小規模の加工業者や組合組織、あるいは農村において農民自

身の手で行われている。中規模ないし大規模加工業者の場合は、公的機関である Ghana

Standards Authority（GSA）、Food and Drugs Board（FDB）などが定めている品質基準等の

遵守が義務付けられているが、小規模業者の場合はそのような規制もなく、加工技術や品

質・衛生管理、パッケージング技術などが極めて低水準な状態である。

また、ガーナにおいては科学産業研究協議会 食料研究所（Council for Scientific and

Industrial Research- Food Research Institute: CSIR-FRI）が 2010 年に世界銀行の西アフリカ農業

生産性計画（West Africa Agricultural Productivity Program：WAAPP）の資金を活用し、ヤム、

キャッサバ、サツマイモ、ココヤム（タロ）を高付加価値加工食品として加工するための

技術開発の研究を実施している。だが、こういった研究は加工技術についての検討を行う

に留まっており、原材料の調達、流通、販売促進などビジネスとして展開することについ

ての検討が未だなされていない。

そこで、材料の調達、流通、販売促進の方法について関係者と協議・検討し、技術的な

研究成果をバリューチェーン上に載せる取組みを行う。本案の実施においては、生産者、

流通業者（卸売、小売）、食品加工業者、飲食店、ホテル、消費者など、バリューチェー

ン上のステークホルダーを交えて協議・検討し、これらステークホルダー全員が自らの便

益と役割を理解した上で実証調査を推進することが重要となる。

b.概要

a) 関連ステークホルダーとの協議

本年度調査事業の調査項目の一つである「バリューチェーン下流の重点調査（加工食品

の生産・流通状況調査）」にて洗い出したステークホルダーらとコンタクトを取り、彼ら

と協議を行って製品開発アイデアの絞り込み、試作品の作成等に関する協力を取り付ける。

また、上述の研究成果活用の可能性や、試作品作成のための設備使用等について、
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CSIR-FRI（及び同研究のスポンサーである世界銀行）と協議を行い、本調査への協力につ

いて了解を得る。なお、CSIR-FRI は、ヤム等の高付加価値加工食品加工技術の研究を 2010

年に実施しており、調理済みイモ類の冷凍技術を開発した実績を有している。

b) 有望な製品開発アイデアの絞り込み

前述の関連ステークホルダーに対する聴取情報や意見交換等をもとに、有望な製品開発

アイデアを絞り込み、具体的な新製品案を策定する。実施主体となりうる事業者・組織の

有無や、諸外国からの投資の見込み、さらにガーナ国内（及び輸出市場）における消費者

の動向を踏まえた上で、絞り込みを行う。

製品開発方針（絞り込み対象）として、以下のアイデアについて調査の中で検討を行い、

1 つ以上に絞り込むこととする。

 調理済み・半調理済みの新規ヤム、キャッサバ加工食品の開発：

 上述の CSIR-FRI が開発した、加工済みイモ類の冷凍技術を用いた製品開

発を行う。

 事前に蒸気加熱や加圧蒸気、遠赤外線装置による加熱等によって調理した

ヤムをレトルト化、真空パック化することにより、家庭やレストラン、屋

台などで短時間かつ簡便に調理・消費できる製品を開発する。屋台でも、

レトルトパック、真空パックのまま加熱（ボイル）するだけで販売できる

ため、衛生面での強化にも繋がる。また、検疫上の問題が低減することで、

輸出機会の拡大も期待できる。

 ヤムやキャッサバを小さくカットして加工、パッキングした製品を開発す

る。分量を調整することで、個人や少人数世帯向けの消費を喚起し、また

ロスを低減することも可能となる。

 ヤムの流通段階における長期保存のためのパッケージング、包装技術導入：

 生イモの真空パック技術を導入する、あるいは、ワックスによるコーティ

ングを行ったり、輸送の際に緩衝剤を用いて荷姿を工夫したりする等のロ

ーコスト・ローテクを導入することによって、長期保存を可能とし、流通

段階におけるロスを低減させる。（主に農村における集出荷段階が対象と

なるため、限られた資機材で実施可能な、簡便なものが求められる。）

c.販売促進計画の策定

ステークホルダーとの協議を踏まえ、販売促進計画を策定する。同計画には、ステーク

ホルダーの意向、制約を踏まえるとともに、各ステークホルダーの便益と役割を明示する

ことにより、短期間・具体的に実行に移しやすいものとする。
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d.試作品についての消費者アンケートの実施

策定した具体的な新製品案に基づいて、CSIR-FRI や加工食品製造業者などと共同で試作

品を作成し、それをもとに現地のスーパーマーケットなどの小売店において消費者アンケ

ートを実施する。

食味や品質に対する評価に加え、（仮に商品化された場合の）価格帯についての意見や

購買頻度などの情報も併せて収集する。ただし、時間的制約等のために試作品の作成が困

難な場合も想定される。その場合は、次善の策として日本などにおいて既に商品化されて

いる類似製品（ナガイモやジャガイモ、サツマイモの調理済みパッケージ等）を用いて、

「ガーナ産ヤムを用いて同様の製品が商品化された場合」についてのアンケートを実施す

ることとする。

また、消費者に加えて、加工業者、流通業者などの各ステークホルダーからも課題、反

省点などを聴取・記録し、今後の改善、課題克服のための材料として整理、報告する。

（2）実証調査第二案：家庭及び外食産業を対象としたヤム・キャッサバの新作料理開

発など調理法多様化

a.背景

昨年度、一昨年度の調査事業にて明らかになったように、ガーナではヤムの消費形態に

おいてバリエーションに乏しく、輪切りにした生ヤムをお湯で茹でた Boiled yam か、茹で

たキャッサバとヤム等を臼でついた Fufu、あるいは生ヤムを短冊状に切って油で揚げた

Fried yam として食されることがほとんどである。Grilled yam 等その他の料理も存在するが、

上述した 3 つに比べて一般的であるとは言えない。他方、キャッサバについては多様な加

工形態が存在するものの、安価なイメージがあり、Fufu などに混ぜる場合を除き、高級料

理には使いにくいという課題がある。

そこで、家庭及びレストラン、ホテルなど外食産業の双方を対象とした、ヤム・キャッ

サバ（あるいはその加工食品）を使った新しい料理、調理方法を考案し、その普及・啓発

を図ることで、ヤム・キャッサバのイメージを変え、更なる消費を喚起することを目指す

ことを考えた。

b.概要

ア.家庭を対象とする場合

都市生活者（アクラを想定）のうち、中間層（特に主婦層）を対象として、ヤム・キャ

ッサバ（及びそれらの加工食品）を用いたレシピコンテストを実施し、その結果について

メディア等を用いて広く宣伝することで、消費者に対する普及・啓発を行って消費形態の

多様化を図る。
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具体的には、まずスーパーマーケットや伝統的市場などの店頭で、コンテストの参加者

を広く募集する。参加者は新しいレシピを考案し、応募する。応募されたアイデアの中か

ら、関連ステークホルダー等との協議の上で幾つかのレシピを選定し、選定された参加者

はコンテスト実施日にレシピに基づいて実際に料理を作り、審査員による審査を受ける。

優勝レシピを中心に、コンテスト結果をインターネット、テレビ・ラジオ、あるいは紙媒

体などの各種メディアに掲載することで、消費形態の多様化を図る。

なお、コンテストに先立って文献調査を行い、アフリカ域内の他国（ナイジェリア、カ

メルーンなど）におけるヤム・キャッサバの調理方法や、英国や米国等の欧米諸国におけ

るアフリカ系移民の消費・調理方法などの関連情報を収集し、メニュー作成の際の参考情

報として参加者に対して適宜提供することも考える。

イ.レストラン、ホテルなど外食産業を対象とする場合

ガーナにおける複数の外食店舗にて、期間限定の新作料理キャンペーンを実施して、調

理法の多様化を図るとともに関連業者、消費者ら（特に中間層・富裕層を想定）に対する

普及・啓発を実施する。

具体的には、現地コンサルタント等を通して、アクラ市内の複数の中高級レストラン、

ホテル等の外食店舗にコンタクトを取り、キャンペーンへの参加を募る。参加レストラン

はガーナ料理店だけではなく、イタリア料理や中華料理店等、幅広いジャンルのレストラ

ンとする。参加レストランは、キャンペーン期間中に、それぞれが考案した新しいヤム・

キャッサバ料理を提供する。新メニューを注文して食べた顧客に対して、店頭（可能であ

ればインターネット上）で当該料理についてのアンケートを実施し、投票形式で集計を行

う。投票において高評価の一番多かったレストランを優勝とし、優勝メニューはキャンペ

ーン終了後もレストランで提供するなどの取組みを促進する。

なお、家庭を対象とする場合と同じく、キャンペーンに先立って文献調査を行い、ガー

ナ国外における調理方法についての情報を収集し、新メニュー作成の際の参考情報として

参加レストランに対して適宜提供する。

本取組みによってヤム・キャッサバの伝統的な食べ方以外の料理方法が広まることで、

需要の拡大が期待できる。

3.1.3 実証調査手法の決定

第一回現地調査において、関連ステークホルダーらと会合・調整を行った結果、食品加

工に関する研究開発において同国にて中心的な役割を担っている CSIR- FRI を、実証調査に

おける現地カウンターパートとすることに決定した。

CSIR-FRI と、前項にて示した第一案と第二案の実現可能性について議論、検討を行った

結果、ガーナ人は食事について保守的であり、第二案のように新規メニューを開発しても、

短期的な活動においては普及・浸透が難しいと判断された。一方、特に首都アクラにおい
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ては簡便に調理、消費できる加工食品に対するニーズが高いこと、また CSIR-FRI がこれま

でも複数のイモ類の加工食品開発を行った実績を有していることから、CSIR-FRI の知見を

踏まえて第一案に基づき、実証調査を行うことに決定した。

（1）調査実施体制

実証調査は、CSIR-FRI を中心とし、以下の各機関・組織と協力して取組むこととした。

実施機関

 科学産業研究協議会 食料研究所（Council for Scientific and Industrial Research- Food

Research Institute: CSIR-FRI）

 食品加工関連の研究開発を行っている政府系研究機関であり、ヤムやキャッサ

バの加工食品製造に関する研究成果・知見も有している。

 実証調査においては、ガーナ側各機関の統括、製品の開発、試作品の作成、消

費者アンケート案の作成、及びアンケート結果の解析を担当。

 Institute of Packaging Ghana (IOPG)

 2004 年に設立された、製品パッケージのデザイン、製造技術を有する NPO 機

関。CSIR-FRI の紹介により、実証調査に参画。

 実証調査においては、製品パッケージの開発・作成を担当。

 Global Farmers' Wives Association (GFWA)

 ガーナの農村女性を主なメンバーとする組合組織であり、農産加工品の製造、

及びそれらの普及・販売促進などの各種活動を実施している。第一回現地調査

において、CSIR-FRI の前所長より紹介を得て実証調査に参画。

 実証調査においては、後述する消費者キャンペーン実施を担当。

 アクラ市内のレストラン 2 か所：Iris Kitchen 及び Tasty Treats

 中所得層以上（主婦、オフィスワーカー、さらに学生・子供など）を主要顧客

とする、ガーナ料理レストラン。Tasty Treats は、ケータリングも実施している。

CSIR-FRI の紹介により、実証調査に参画。

 実証調査においては、後述する消費者キャンペーン実施を担当。

コーディネータ

 Dr. Emmanuel Otoo

 CSIR-Crops Research Institute (CRI) 所属の研究者であり、ヤムの育種が専門。

長年にわたり東京農業大学の志和地弘信教授（本調査の検討委員会メンバー）
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と共同研究等を実施しており、2010 年度調査においてもコーディネータとして

の協力を得た。

具体的な実施体制図を、図 3-2 に示す。

日本側とガーナ側と
のコーディネートを
実施

三菱総合研究所

農林水産省殿

ガーナ側 日本側

Dr. Otoo

レストラン2か所：
Iris Kitchen 及び

Tasty Treats

Global Farmers'
Wives Association

(GFWA)

Institute of
Packaging Ghana

(IOPG)

検討委員会

CSIR-FRI
ガーナ側機関を統括

図 3-2 実証調査の実施体制図

（2）開発する製品の検討

調理済み・半調理済みの新規ヤム、キャッサバ加工食品の検討を行うために、現状で存

在する加工食品をもとに、需要があると考えられる高付加価値加工食品、及び求められる

特徴について、以下のようにアイデアの整理を行った。

a.需要があると判断される高付加価値加工食品

ア.インスタント Fufu 粉末

ガーナや西アフリカ域内の他国、あるいは米国などにおいて、既に数種類のインスタン

ト Fufu 粉末が販売されているが、いずれも生イモから調理する場合に比べ食味が悪く、ガ

ーナ国内においても需要はさほど高くない。一方で、オフィスワーカーの増加や女性の社

会進出に伴い、都市部では家庭における調理時間が短くなっており、生イモを調理してい

る時間、手間がをかけることができない家庭においては潜在的には需要があると思われる。

また、冷蔵庫が普及しておらず、停電の多いガーナにおいて常温で保存ができることもメ
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リットである。食味さえ改善できれば、需要は高い製品であると考えられる。

イ.スナック菓子

ジャガイモを原料とするポテトチップスは世界中で食べられており、ガーナにおいても

輸入品のポテトチップスは人気が高い。また、キャッサバを原料としたチップスはタイ、

マレーシアなどのアジア諸国においては日常的に食べられている。

ヤムやキャッサバを揚げたスナックは、開発・製造にさほど高い技術は必要なく、製品

コストも抑えることができる。また、ポテトチップスを食べ慣れているガーナ人（特に中

所得層以上）にとって、馴染みがある食品であるため受け入れやすく、室温である程度の

期間保存ができることから、子供から大人まで幅広い需要があると思われる。ガーナ人が

好む味付けや、あえて海外のスパイスを使用した味付けとするなど、工夫を凝らすことも

考えられる。

ウ.真空パック・レトルト食品

日本においては、たとえばナガイモなどは保存性を高めるために空気に触れないよう真

空パック化されて販売されているものもある。また、ジャガイモやサトイモなどは、調理

済みのものがレトルトパック化されて販売されている。

ガーナの都市部においては、世帯人員が減少傾向にあるため一回の食事ではヤムの生イ

モを全ては消費しきれないこと、冷蔵庫がない家庭も多いこと、また調理時間の短縮が求

められていることなどから、カットして小分けにしたヤムやキャッサバを真空パック化し

て販売することが、一案として考えられる。また、調理済み、半調理済みのヤムやキャッ

サバのレトルト食品も、同様に需要があると考えられる。

エ.インスタントヌードル

イモ類（特にキャッサバ）のでん粉を使用したインスタントヌードルがアジア諸国では

広く食べられており、また日本ではジャガイモ由来のでん粉を原料とする乾麺が、鍋の具

材やサラダの材料などとして使われている。ガーナにおいても、既にインスタントヌード

ルが普及しつつあることから、キャッサバなどのでん粉を活用した新たな製品の需要はあ

ると考えられる。

オ.タピオカパール

キャッサバを原料とする球状のタピオカパールは、アジア諸国を中心に広く食されてい

る。具体的には、デザートや飲み物、サラダなどにも利用されており、特にタピオカパー

ルを用いたデザートは中華料理などで人気が高い。また、調理前のタピオカパールは乾燥

しているため、室温での保存が可能という利点もある。

現状では、ガーナにおいて、タピオカパールはごく一部の中華料理店などで提供されて
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いるに留まっている。食において比較的保守的であると言われるガーナ人に対して、タピ

オカパールを用いた新たな料理を普及していくには工夫が必要であると考えられ、たとえ

ばレストラン等と提携して大規模なキャンペーンを行うなどの積極的な取組みを行う必要

があろう。

b.特徴

加工食品の調理方法について、パッケージ上に絵などを用いてわかりやすく表示されて

いると、初めて利用する消費者にとっても使いやすい。また、視力が低くパッケージ上の

細かい文字を読むことが難しい層も一定数存在すると考えられることから、文字に加えて

絵も用いて、わかりやすく示した方がより適切であると考えられる。

3.2 実証調査準備：製品開発とアンケート調査票の作成

3.2.1 製品開発

製品開発など実証調査の準備においては、まず、日本側とガーナ側とで協議を行い、ガ

ーナで需要があると判断された高付加価値の加工食品の中から、開発する 3 つの製品（後

述）を決定するとともに、各製品のコンセプトについて合意した。その後、ガーナ側で、3

つの製品に関して、用いる品種・味付け・加工方法等を変えた複数種類の試作品を作成し

たのち、関係者による試食会の評価を踏まえ、実際に開発する製品を数種類ずつに絞り込

んだ。さらに、消費者を対象とした実証キャンペーン向けに、選定された種類の製品をパ

ッケージとともに規定数作成した。図 3-3 に、以上の実証調査準備の流れを示す。

1. 日本側・ガーナ側にて協議し、開発製品及びそのコンセプトについて合意

2. ガーナ側にて、使用する品種・味付け・加工方法等を変えた複数種類の試
作品を作成。内部関係者にて検討の後、数種類ずつに絞り込む

3. 実証キャンペーン向けに、選定された種類の製品を、パッケージとともに
規定数作成

図 3-3 実証調査準備の流れ

（1） 開発する製品とコンセプトの決定

前述したガーナで需要があると判断された高付加価値加工食品の中から、本実証調査で
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開発する製品として、以下の 3 つの製品を選定した。

1. Packaged Yam chips (crisps) ：ヤムチップス

2. Precooked vacuum packaged yam ：下ごしらえ済み真空パックヤム

3. Yam legume flour ：ヤム・マメ粉末

ここで、ヤムの加工食品のみを選定し、キャッサバを含めなかった理由は、ターゲット

をアクラなど都市部の中所得層以上に絞って高付加価値加工食品を開発する以上、一般に

貧困層の食べ物という意識を持たれているキャッサバを活用して価値を高めるのは難しい

と判断したためである。また、後述するように、ガーナでは昨年よりヤム国家戦略（Yam

Sector Development Strategy）が動き出しており、同戦略との将来的な連携可能性を意識した

ことも、理由のひとつである。

各製品のコンセプトは、以下の表 3-1 に示す通りである。このコンセプトは、上述のと

おり、日本側とガーナ側との協議の上で確認、決定されたものである。

いずれの製品も、都市部に居住する中～高所得層を対象として、スーパーマーケットや

その他の中小規模小売店を主な販売チャネルとすることを想定している。また、下ごしら

え済み真空パックヤムとヤム・マメ粉末については、レストランやホテル、ケータリング

業者などへの販売も考えられる。

また、競合する（あるいは、将来的に開発製品が代替しうる）既存の食品は、ヤムチッ

プスについては輸入品のポテトチップスやプランテーンチップスが、下ごしらえ済み真空

パックヤムについては従来の調理法によるヤム料理などが、ヤム・マメ粉末については小

麦粉など既存の料理用粉末が、それぞれ想定される。
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表 3-1 開発製品のコンセプト

ヤムチップス：
Yam chips (crisps)

下ごしらえ済み真空パックヤム：
Precooked vacuumed

packaged yam

ヤム・マメ粉末：
Yam legume flour

主な特徴  おやつ、軽食向けスナック
菓子

 複数の味付けを準備する
ことを検討

 フライドヤム、ボイルドヤ
ム等、ヤム料理向けの半調
理品（冷凍保存する必要あ
り）

 軽食、デザート、主食等の
調理に用いるヤム粉末

 大豆及びカウピー粉末を
混ぜることでタンパク質
を添加

対象とな
る消費層

 都市部に居住する中～高
所得層（子供を含む）

 小売店で販売する場合：
都市部に居住する中～高
所得層（特に主婦、働く女
性、単身者）

 レストラン等で販売する
場合：
都市部に居住する中～高
所得層、及び外国人

 小売店で販売する場合：
都市部に居住する中～高
所得層（特に主婦、働く女
性）

 レストラン等で販売する
場合：
都市部に居住する中～高
所得層、及び外国人

実用化の
際に想定
される販
売チャネ
ル

 スーパーマーケット
 その他の中小規模小売店
 道路脇の露店、道路上の売

り子

 スーパーマーケット
 その他の中小規模小売店
 ホテル、レストラン、ケー

タリング業者

 スーパーマーケット
 その他の中小規模小売店
 ホテル、レストラン、ケー

タリング業者

主に消費
される場
所

 あらゆる場所（家庭、オフ
ィス、学校、野外、車の中、
等）

 家庭
 ホテル、レストラン（ケー

タリング含む）

 家庭
 ホテル、レストラン（ケー

タリング含む）

競合とな
る既存食
品

 ポテトチップス（輸入品）
 プランテーンチップス
 その他チップス、菓子類

 従来の調理法によるヤム
料理

 即席麺など、その他のイン
スタントフード、下ごしら
え済み食品

 （潜在的には）コメ、パン、
パスタ等

 小麦粉など、既存の料理用
粉末

（2）試作品の作成と絞り込みの実施

実証調査における加工食品の開発過程において、ガーナ側で、上述の 3 つの製品に関し

て、用いる品種・味付け・加工方法等を変えた複数種類の試作品（サンプル）を作成した。

各試作品は、CSIR-FRI の関係者 15 人（うち、男性 7 人、女性 8 人。年齢分布は 20 歳～50

歳）により試食が行われ、見た目（色）、食感、香り、食味などの指標を用いて評価を行

った。最終的に評価が高かったサンプルを、消費者を対象とする実証キャンペーンにおい

て用いることにした。



29

以下に、3 つの製品について、実際の調理・加工方法を示す。

a. ヤムチップス

ヤムチップスの製造過程を図 3-4 に示す。ヤムチップスは、ヤムの生イモの皮をむいて

スライスした後に油で揚げ、その後調味料を用いて味付けがなされる。ただし、エビ風味

のチップスの場合は、エビ風味の調味料に浸した後に、油で揚げるという工程が踏まれる。

試作品としては、2 つの品種及び異なる味付けを組み合わせた 18 種類のヤムチップスが

作成された。具体的な味付けは、ブラック・ペッパー、ケレウェレ（Kelewele）、ターメリ

ック、ジンジャー、ガーリック、アドボ（Adobo）、ジンジャー及びガーリック、カイエン

（Cayenne）、エビである6。また品種は、White Yam 品種の Puna 及び Dente を用いた。

これらうち、上述の試食の結果、Puna を用いたエビ風味及びジンジャー風味のサンプル

の評価が最も高かったため、この 2 種類を、消費者を対象とする実証キャンペーンにて用

いることにした。

図 3-4 ヤムチップス製造の手順

b. 下ごしらえ済み真空パックヤム

下ごしらえ済み真空パックヤムの製造過程を図 3-5 に示す。下ごしらえ済み真空パック

ヤムは、まずヤムの生イモを調理しやすいサイズにカットし、真空パック化した後に、噴

6 括弧にてアルファベット表記を記しているものは、現地独自の調味料である。
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射冷凍機（Blast freezer）を用いて冷凍処理され、その後冷凍保存される。なお、調理の際

には、パッケージを開けて、中身をそのままお湯で茹でるだけで、Boiled yam となる。

試作品としては、White Yam 品種の Puna 及び Dente の 2 品種を用いたものを作成し、実

証キャンペーンにおいてもこの 2 種類を用いた。

Yam

Blast freeze Hard chillMaxi chill

Frozen yam

Package

Pre-treatment

Cut

Wash

Wash

図 3-5 下ごしらえ済み真空パックヤム製造の手順

c. ヤム・マメ粉末

ヤム・マメ粉末は、ヤム、カウピー、及び大豆を原材料としており、それぞれの粉末を

混ぜて製造される。具体的な製造過程を図 3-6 に示す。各材料を茹でたのちに乾燥させて

製粉し、最後に混ぜ合わせることで完成する。（なお、一部のサンプルについては、大豆

及びカウピーを茹でずに煎った後に製粉した。）大豆及びカウピー粉末は、タンパク質を

添加することを意図して加えられたものである。

試作品の段階では、ヤム粉末、大豆粉末、カウピー粉末の配合比率を変えたものが 10 種

類作られた。試食・検討を行った結果、最も評価の高かった 3 種類を、実証キャンペーン

で用いることとした。

なお、このヤム・マメ粉末は、さまざまな料理において使用できるが、試食及び実証キ

ャンペーンにおいては、粉をお湯で溶いて砂糖で味付けした Porridge（現地では Pudding と

も）として試食が行われた。
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図 3-6 ヤム・マメ粉末製造の手順

（3）製品パッケージの作成

製品自体の開発と併せて、Institute of Packaging Ghana (IOPG) が主体となり、各製品に相

応しいパッケージの開発を行った。

まず、IOPG が作成したパッケージのデザイン案について、電子媒体にて関係者間で共有

し、その後改善点などの議論を行ってコメント、意見を反映した上で、最終版とした。こ

のデザインに基づき、実証キャンペーン向けに規定数のパッケージが IOPG によって作成・

準備された。以下に、各製品のパッケージ・デザイン（最終版）を示す（図 3-7、図 3-8、

及び図 3-9）。

いずれも、ビニール製のパッケージの表裏に貼るラベルをそれぞれ作成し、さらにヤム

チップスとヤム・マメ粉末については紙箱も作成することとした。
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図 3-7 ヤムチップスのパッケージデザイン（ラベル及び紙箱）
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図 3-8 下ごしらえ済み真空パックヤムのパッケージデザイン（ラベル）
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図 3-9 ヤム・マメ粉末のパッケージデザイン（ラベル及び紙箱）
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（4）実証キャンペーン用の製品の作成

上述した過程を経て、実証キャンペーン用の製品として、ヤムチップス 2 種類、下ごし

らえ済み真空パックヤム 2 種類、及びヤム・マメ粉末 3 種類と、それぞれの製品用のパッ

ケージが開発・作成された。各開発製品の概要は、以下に示すとおりである。

a. ヤムチップス

種類 エビ風味、ジンジャー風味

内容量 100g

原材料 ヤム、植物油、塩、調味料（味付けにより異なる）

備考 パッケージはビニール入りと紙箱入りの 2 種類

写真

写真：ビニール入りパッケージ

写真：紙箱（中にはビニール入りパッケージが入っている）
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b. 下ごしらえ済み真空パックヤム

種類 Puna（White Yam 品種）、Dente（Punjo とも。White Yam 品種）を使用

内容量 300g

原材料 ヤム

備考 冷凍保存する必要がある

写真

写真：冷凍されている真空パックヤム

c. ヤム・マメ粉末

種類 ・ヤム粉末(400g)、大豆粉末(Boiled、50g)、カウピー粉末(Boiled、50g)

・ヤム粉末(316.7g)、大豆粉末(Boiled、116.7g) 、カウピー粉末(Boiled、66.7g)

・ヤム粉末(316.7g)、大豆粉末(Roasted、116.7g)、カウピー粉末(Roasted、66.7g)

内容量 500g

原材料 ヤム、カウピー、大豆

備考 大豆及びカウピー粉末を混ぜることでタンパク質を添加

写真

写真：紙箱と中身のビニール入りパッケージ
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3.2.2 アンケート調査票の作成

（1） アンケート調査票作成の視点

実証キャンペーンにおける消費者アンケート調査は、下記の 2 点を目的として実施され

た。すなわち、a) 過年度調査で得られたイモ類に係る課題（仮説）の検証及びヤム消費促

進に関する取り組み・政策へのフィードバック、b) 実証調査用に開発された製品の評価及

び製品の販売戦略策定のために必要なデータ（価格、販売方法、ターゲットとする層の特

定）の収集である。

a.イモ類に係る課題検証

過年度調査で挙げられているイモ類に関する課題として、味に関する課題（加工食品（た

とえば Fufu 粉末等）は食味が悪い）、簡便性に関する課題（調理に手間がかかる、貯蔵性

が悪い）、及び消費者意識に関する課題（食に対して保守的である）等が挙げられる。

アンケート調査において、真空パックヤムの評価が高い場合には、簡便性に関する課題

を解決することで、ヤムの消費がいっそう増えることが想定される。この場合、今後は、

品質の高いレトルト、インスタント製品の開発を行い、かつ簡便性という利点のアピール、

コンセプトの普及に注力すべきとの政策的な示唆が得られることになる。

b.商品開発のためのフィードバック

アンケート調査によって、開発された 3 種類の製品のうち実際に市場での販売ができそ

うなものを判定するとともに、食味、香り、食感、見た目、大きさ等に関して当該製品の

改善点を明らかにし、さらに実際に販売する場合の販売場所や価格、ターゲット層等の戦

略策定に役立つデータ、情報を収集することを意図した。

（2） アンケート調査票

(1)の観点を踏まえ、アンケート調査では、表 3-2 にて示した質問項目を用いた。
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表 3-2 アンケートにおける質問項目

大項目 項目

製品購入意向 等 販売場所（どこで買いたいか）

価格（いくらで買いたいか）

ターゲット消費者（どのような消費者が買うか）

製品への意見 意見（どのように製品を改善できるか）

大きさ（製品の大きさは適当か）

類似商品との比較 類似商品（ポテトチップス、生ヤム、小麦粉）との比較

パッケージ 見た目（パッケージに引きつけられるか）

大きさ（パッケージの大きさは適当か）

ユーザーフレンドリー（パッケージは使いやすいか）

プロフィール 等 性別

年齢

国籍

エスニシティ

既婚・未婚

家族構成

学歴

職業

3.3 実証調査の実施結果：実証キャンペーンの実施とアンケート調査結果

2013 年 1 月に、一般消費者を対象とした実証キャンペーンを、首都のアクラにおいて実

施した。実施場所は上述の 2 軒のレストラン、及び首都アクラのビジネス街、官公庁街で

ある。実証キャンペーンは、まず一般消費者に製品（あるいは製品を調理したもの）を試

食してもらい、その後対面にてアンケート調査を実施する、という手順で行った。

実証キャンペーンにおいては、以下の分担で試食及びアンケート調査を行った。
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 Global Farmers’ Wives Association (GFWA)

 ヤムチップス 2 種類（エビ風味及びジンジャー風味）：各 160 サンプル

 ヤム・マメ粉末 3 種類：各 100 サンプル

 Iris Kitchen

 下ごしらえ済み真空パックヤム 2 種類（Puna 及び Dente）：各 100 サンプル

 ヤム・マメ粉末 3 種類：各 50 サンプル

 Tasty Treats

 下ごしらえ済み真空パックヤム 2 種類（Puna 及び Dente）：各 100 サンプル

 ヤム・マメ粉末 3 種類：各 50 サンプル

開発製品のうち、ヤムチップスは、パッケージのまま回答者に提示し、そのまま試食し

てもらった。下ごしらえ済み真空パックヤムは、パッケージを回答者に提示し、同時に 120

グラム分をお湯で茹でたもの（Boiled yam）を試食してもらった。なお、付け合わせのソー

ス等は特に添えず、ヤムのみを試食してもらった。また、ヤム・マメ粉末は、同じくパッ

ケージを回答者に提示し、同時に粉末 120 グラムをお湯 450 ml で溶いてペースト状にし、

砂糖をティースプーン山盛り 1.5 杯分加えて味付けをした Porridge（Pudding とも）として

試食してもらった。

実証キャンペーンにおいては、上述の質問項目をもとに作成したアンケート調査票に基

づいてアンケート調査を実施した。

アンケートでは、製品自体の見た目、食味などの特性に加えて、パッケージ、及び当該

製品の希望購入価格帯などの調査も行った。また、回答者自身の特性（性別、年齢、学歴

や世帯構成など）、及びヤムに対する嗜好、消費する頻度、主な消費形態などの情報収集

を併せて行った。さらに、回答者から、当該製品についての意見、コメント、改善案など

の提案について、自由回答形式で述べてもらった。

以下、製品ごとに、消費者アンケート結果の概要を示す。

3.3.1 ヤムチップス

（1）調査対象

最終的な回答者数は 158 名であった。回答者のうち、57%が男性、43%が女性であり、年

齢層は 18 歳から 60 歳以上まで広く分布しているが、18～35 歳が全体の 6 割以上であり、

多くが若年層であった。また、回答者の学歴は、53.5%が中学・高校卒（secondary education）、

35.5%が大学卒（tertiary education)、11%が小学校卒（Primary）であった。回答者のうち学生

が 43.9%で、55.5%が被雇用者であった。



40

主なヤムの消費形態として、回答者の 55.7%が Boiled yam、41.8%が Fried yam、2.5%が

Mashed yam と回答した。ここからも、ガーナにおいては Boiled yam か Fried yam としてヤ

ムが消費される場合が大半であることがわかる。なお、Fufu がここに含まれていないのは、

ガーナでは通常はキャッサバとヤムを混ぜて Fufu を調理するため、ヤムのみによる料理と

しては認識されていないためであると考えられる。

回答者のうち、67.5%が週に数回ヤムを食べると答え、13.4%が週に一回程度、11.5%が一

日に一回かそれ以上と答えた。他方、7.0%は月に一回程度、0.6%は滅多にヤムを食べるこ

とはないと回答した。

（2）製品に対する評価

回答者は、全体としてはジンジャー風味よりもエビ風味を好むという結果が見られ、ジ

ンジャー風味を好むとした回答者が 47.8%であるのに対し、エビ風味を好むとした回答者は

52.2%であった。1 から 7 までの評価ポイント7の平均点は、エビ風味が 6.5、ジンジャー風

味が 6.4 であった。なお、エビ風味の方を好むとした理由については、「風味がよいため」

という回答が多かった。

また、ヤムチップスを、一般に市販されているポテトチップスと比較した場合、94.5%が

ポテトチップスと同じ程度に美味しいと回答し、3.6%がポテトチップスよりも美味しいと

回答、1.8%がポテトチップスには劣ると回答した（図 3-10）。

7 7段階評価で、数値が大きいほど、その製品をより好むということになる。
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図 3-10 ヤムチップスとポテトチップスとの比較結果

（単位：%、回答者数は 158）

次に、ヤムチップスの希望購入価格（どの程度の価格であれば当該製品を購入するかと

いう支払意思額）についての回答結果を表 3-3 に示す。

表 3-3 ヤムチップスについての希望購入価格

価格(GHS) 回答者数 比率(%) 累積比率(%)

0.5 2 1.3 1.3

1 41 25.9 27.2

1.5 62 39.2 66.4

2 38 24.1 90.5

2.5 1 0.6 91.1

3 6 3.8 94.9

4 2 1.3 96.2

5以上 4 2.5 98.7

無効 2 1.3 100.0

合計 158 100.0
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以上のように、多くの回答者が 1 パッケージ当たり 1.0～2.0 ガーナ・セディ8と答えてい

る。なお、CSIR-FRI が算定した、ヤムチップス 1 パッケージ（100 グラム）当たりの原価

（パッケージを含む原材料費、設備・機器を使用するための電気代などを考慮）は、1.36

ガーナ・セディであるため9、実用化に際してはよりコストを下げるよう工夫するか、ある

いは若干高めに販売価格を設定した上で、食味など相応の価値があることを消費者に対し

てアピールする必要があろう。なお、参考までに、アクラ市内の路上などでは、プランテ

ーンチップス（1 袋およそ 100～150 グラム程度）がおよそ 1 ガーナ・セディで販売されて

いる。

ヤムチップスのパッケージについては、回答者の 97.3%が魅力的であると回答している。

また、パッケージのサイズ（大きさ）についても、回答者の 98.2%が妥当であると回答した。

これは、別の質問項目において、回答者の 89.1%が、製品を実際に販売する際にも同じサイ

ズ（内容量）でよいと答えていることと整合性がある。（後者の質問項目については、3.6%

がサイズを現状の半分にした方が、7.3%がサイズを 1.5～2 倍に増やした方がよいと回答し

ている。）

また、回答者から自由回答形式にて寄せられたヤムチップスの改善案として、たとえば

「もう少し食感を柔らかくする」「もう少し塩、及びスパイスを増やす」「サイズ（量）

を増やす」といったコメントが見られた。

以上のように、ヤムチップスについては、全体的に見てアンケート回答者からは概ねよ

い評価が得られたと考えられる。ただし、内部関係者からは、ヤムチップスを食べた後味

として苦味が残る旨が指摘されている。これは、原料として用いたヤムの品質に由来する

ものと考えられ、製品化する際には、原料調達に際して苦味のないものを選定する、ある

いは、多少の苦味は感じさせないよう味付けを工夫する、等の対策を行う必要があること

が示唆された10。

また、上述の苦味対策という視点を除いても、ヤムチップスの味付けをさらに工夫する

余地はあるだろう。たとえば、複数の調味料、香料を配合して、Boiled yam や Fried yam、

あるいは Fufu などの付け合わせとして出されるソースやスープ等に似た味付けとできれば、

ヤムとの相性もよいと考えられ、またガーナの消費者に受け入れられる可能性も高いであ

ろう。

8 GHS（ガーナ・セディ）はガーナの通貨であり、2013年1月上旬におけるレートは、1 GHS＝45.16円であ
る（「財務省貿易統計 外国為替相場」による）。

9 ただし、この数値はあくまで実験室ベースで計算した数値であり、実際に事業化する際には大きく変わ
ってくる可能性がある。

10 ヤムは、収穫後少し置いて熟成させないと苦味（アク）が抜けないという特徴がある。市場におけるヤ
ム価格は年間を通して変動するが、農家はヤムの初物が出るタイミング（すなわち、価格が最も高いと
き）に売りたがる傾向にあるので、結果として十分時間を置かずに苦味の残ったものが出荷されてしま
うという問題があるようである。
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3.3.2 下ごしらえ済み真空パックヤム

（1）調査対象

最終的な回答者数は 191 名であった。回答者のうち、69.1%が男性、30.9%が女性であり、

男性の回答者の方が多かった。回答者は圧倒的に若年層が多く、79.6%が 18～35 歳であっ

た。また、回答者の 50%が学生で、47.4%が被雇用者である。学歴については、78.4%が大

学までの高等教育（tertiary education）を受けており、19.5%が中学・高校卒（secondary

education）であった。

主なヤムの消費形態として、回答者の 65.1%が Boiled yam、31.2%が Fried yam、2.6%が

Mashed yam と回答した。Boiled yam と Fried yam が大半を占めるのは、前項と同様である。

また、回答者のうち 44.2%が週に数回ヤムを食べると答え、25.8%が週に一回程度、10.5%

がほとんど食べないと答え、同じく 10.5%が一日に一回以上ヤムを食べると回答している。

（2）製品に対する評価

2 つのヤム品種、すなわち Puna 及び Dente（Punjo とも言われる）を用いた 2 種類の製品

を、実証キャンペーンで使用した。

アンケート調査結果によると、回答者の 68.3%が Puna を用いた製品を好むと回答してお

り、Dente よりも Puna の方が好まれていることがわかる。Puna は現在ガーナで最も人気の

ある White Yam 品種と言われているが、キャンペーンの際は、回答者は品種名などの情報

は知らされていない。回答者が Puna の方を好むと判断した理由については、「食味がよい

ため」「食感がよいため」という回答が多かった。なお、回答者の年齢や性別、学歴、職

業などの特性による回答の片寄りは、特には見られなかった。

また、真空パックヤムが実際に製品化された際の主な購買層としては、学生、労働者、

主婦、働く女性が挙げられた。なかでも、時間的・経済的余裕の少ない学生が主な購買層

になるだろうとの回答が最も多く、これは真空パックヤムの簡便性が回答者に評価されて

いる証左と言えよう。

キャンペーンにて提供した真空パックヤムから調理した Boiled yam を、生イモから調理

した Boiled yam と比較した場合について、回答者の 58.3%が生イモから調理した場合に比べ

て遜色ないと回答し、20.5%が真空パックヤムから調理したものの方が美味しいと回答、残

りの 21.2%は生イモから調理した方が美味しいと回答した（図 3-11）。
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図 3-11 真空パックヤムを調理した場合と生イモを調理した場合の比較結果

（単位：%、回答者数は 191）

下ごしらえ済み真空パックヤムの希望購入価格帯に対するの回答結果を表 3-4 に示す。

回答者の半分弱が 1 パッケージ当たり 0.5～2.5 ガーナ・セディと答えているが、一方でそ

れ以上の価格を示した回答者も一定数見られ、ばらつきがあった。なお、CSIR-FRI が算定

した、真空パックヤム 1 パッケージ（300 グラム）当たりの原価は、2.16 ガーナ・セディで

ある。簡便性を付加価値としてアピールするのであれば、若干高めに販売価格を設定する

ことも考えられよう11。

また、真空パックヤムのパッケージについては、回答者の 95.2%が魅力的であると回答し

ている。また、パッケージのサイズ（大きさ）については、回答者の 74.6%が妥当であると

回答、残りの 25.4%は妥当ではないと回答した。別の質問項目で、製品を実際に販売する際

にはどの程度のサイズ（及び内容量）にすればよいかを訊いた結果、回答者の 52.2%が現状

のままでよいと答えた一方で、44.4%が現状の 1.5 倍～2 倍にした方がよいと回答した。

11 なお、ここで検討しているのは一般消費者向けの小売価格であるため、卸売価格や、ホテルやレストラ
ンなど業務用の大量需要に対する売渡価格については、別途検討する必要がある。
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表 3-4 下ごしらえ済み真空パックヤムについての希望購入価格

価格(GHS) 回答者数 比率(%) 累積比率(%)

0.5 5 2.6 2.6

1 31 16.2 18.8

1.5 11 5.8 24.6

2 40 20.9 45.5

2.5 5 2.6 48.1

3 23 12.0 60.1

3.5 5 2.6 62.7

4 11 5.8 68.5

4.5 1 0.5 69.0

5 19 9.9 78.9

5.1～9.9 4 2.1 81.1

10 4 2.1 83.2

15 2 1.0 84.3

無効 30 15.7 100.0

合計 191 100.0

回答者から自由回答形式にて寄せられた真空パックヤムの改善案として、「パッケージ

上にヤムの生イモの絵を表示する」「いっそう消費者の目を惹くよう、さらに魅力的なパ

ッケージにする」「パッケージに調理方法及び保存方法を記載する」「スパイスや塩を予

め加えて、製品に味付けを行う」「ヤムだけでなく、付け合わせのソース、スープ等と一

緒に販売する」「分量をもっと増やす」といった意見、コメントが得られた。

以上より、下ごしらえ済み真空パックヤムについて、食味及び食感に関しては概ねよい

評価が得られている。真空パックヤムの利点は、何よりもその簡便性であるため、生イモ

を調理した場合に比べて食味が劣るとの回答が 2 割ほどあったことは想定内である。一方

で、生イモを調理した場合よりも美味しいとの回答が同じく 2 割ほどあったことは注目に

値する。今回は Puna 及び Dente の 2 品種のみを用いたが、これら以外の品種についても試

作及び食味の評価を行い、真空パックヤムに最も適したヤム品種を探究することで、食味

をいっそう改善していく方策も考えられよう。

簡便性についても、回答者から高い評価を受けていることがアンケート結果から確認で

きる。他にも（生イモと比べた場合の）貯蔵の容易さについて評価するコメントも見られ

た。ただし、今回開発した真空パックヤムは、冷凍庫がなければ保存できないため、普及

対象がレストランやホテル、ケータリング業者、あるいは一部の家庭に限られてしまうこ

とがボトルネックである。今後、常温保存が可能となるような新規加工技術、設備が導入
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できれば、より流通先・販売先の裾野が広がっていくであろう。将来的には、回答者から

寄せられた上述のコメントのように、ヤムだけでなく付け合わせのソース、スープについ

ても缶詰、インスタント食品等の形で開発し、一緒に販売することができれば、さらに簡

便性が高まり、消費者に受け入れられる余地は広がると考えられる。

また、現状の分量（300 グラム）では足りないとの回答が一定数存在し、製品化・販売の

際には分量を増やすことを検討すべきことが示唆された。また、現状でもパッケージは魅

力的であるとの回答が多かったものの、絵柄やデザイン、及び表示内容については、さら

に工夫を凝らす余地があることが明らかになった。

なお、一部の真空パックヤムについては、貯蔵しているうちにパック内に空気が入りこ

んでいることが確認された。このような不良品が出ないよう、事業化に際してはパッキン

グ技術やパッケージ素材を改善していく必要があろう。

3.3.3 ヤム・マメ粉末

（1）調査対象

最終的な回答者数は 69 名であり、ヤムチップス、及び下ごしらえ済み真空パックヤムの

アンケート回答者よりも少なかった。回答者のうち、66.7%が男性、33.3%が女性であり、

男性の回答者数は女性のちょうど 2 倍であった。また、圧倒的に若年層が多く、89.9%が 18

～35 歳で、5.8%が 36～45 歳、残りの 4.3%が 46 才以上であった。回答者の学歴は総じて高

く、75.4%が大学卒（tertiary education)で、23.2%が中学・高校卒（secondary education）、1.4%

が小学校卒（Primary）であった。また、回答者の 55.1%が学生で、40.6%が被雇用者であっ

た。

主なヤムの消費形態として、回答者の 61.8%が Boiled yam、35.3%が Fried yam、2.9%が

Mashed yam と回答した。また、回答者のうち、44.9%が週に数回ヤムを食べると答え、27.5%

が週に一回程度、13%が一日に一回かそれ以上、8.7%が滅多にヤムを食べることはないと回

答した。

（2）製品に対する評価

ヤム・マメ粉末については、以下の分量にてヤム粉末、大豆粉末、及びカウピー粉末を

混ぜた 3 種類のサンプルを、実証キャンペーン用に準備した。

(a) ヤム粉末(400g)、大豆粉末(Boiled、50g)、カウピー粉末(Boiled、50g)

(b) ヤム粉末(316.7g)、大豆粉末(Boiled、116.7g) 、カウピー粉末(Boiled、66.7g)

(c) ヤム粉末(316.7g)、大豆粉末(Roasted、116.7g)、カウピー粉末(Roasted、66.7g)

これらのうち、(a)及び(b)は大豆とカウピーを茹でた後に製粉したものを用いているが、

(c)については茹でずに煎った後に製粉したものを用いた。
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アンケート調査の結果、一部の回答者からは「ざらざらしている(rough)」あるいは「甘

ったるい(sugary)」といったコメントが寄せられたものの、全体としては(a)の評価が一番高

く、55.7%の回答者が(a)が最もよいと答えた。他方、(b)が最もよいと答えたのは 23%、(c)

が最もよいと答えたのは 18%であった。(b)については「大豆が多すぎる」「ざらざらして

いる」というコメントが、また、(c)については「魅力的でない」「美味しくない」という

厳しいコメントが寄せられている。なお、3.3%の回答者は、いずれも好きではないと回答

している。

ヤム・マメ粉末を用いた Porridge を、小麦粉を用いた Porridge と比較した場合、回答者の

41.8%が小麦粉を用いた場合と遜色ないと回答している。また、29.1%が小麦粉を用いた場

合よりも美味しい答えた一方で、同じく 29.1%が小麦粉を用いた場合よりも劣ると答えてい

る（図 3-12）。

図 3-12 ヤム・マメ粉末と小麦粉との比較結果

（単位：%、回答者数は 69）

また、ヤム・マメ粉末の希望購入価格帯についての回答結果を表 3-5 に示す。回答結果

にはばらつきが見られたが、中央値は 1 パッケージ当たり 3.0 ガーナ・セディほどである。

CSIR-FRI が算定した、ヤム・マメ粉末 1 パッケージ（500 グラム）当たりの原価は、3.86
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ガーナ・セディであるので、仮に実用化するに際しては、よりコストを下げるよう工夫す

るか、あるいは回答結果の中央値よりも高めに販売価格を設定した上で、栄養強化など相

応の付加価値があることを消費者に対してアピールしていく必要があろう。

表 3-5 ヤム・マメ粉末についての希望購入価格

価格(GHS) 回答者数 比率(%) 累積比率(%)

0.5 2 2.9 2.9

1 9 13.0 15.9

1.5 2 2.9 18.8

2 14 20.3 39.1

2.5 2 2.9 42

3 10 14.5 56.5

3.5 2 2.9 59.4

4 0 0.0 59.4

4.5 1 1.4 60.9

5 15 21.7 82.6

5.1～9.9 1 1.4 84.0

10以上 4 5.8 89.9

無効 7 10.1 100.0

合計 69 100.0

パッケージについては、回答者の 92.6%が魅力的であると回答している。また、パッケー

ジのサイズ（大きさ）については、回答者の 85.1%が妥当であると回答、残りの 14.9%は妥

当ではないと回答した。別の質問項目で、製品を実際に販売する際にはどの程度のサイズ

（内容量）にすればよいかを訊いた結果、回答者の 65.7%が現状のままでよいと答えた一方

で、17.9%は半分まで減らした方がよいと回答し、また 16.4%は現状の 1.5 倍～2 倍にした方

がよいと回答している。このように、サイズについては回答者により評価が分かれている。

ヤム・マメ粉末に対しては、多くの回答者から「風味、食感及びパッケージを改善する

必要がある」との意見が寄せられた。また、「大豆粉末の量を減らすべき」あるいは「大

豆粉末は混ぜるべきではない」とのコメントもあり、タンパク質を添加する目的で混ぜた

大豆粉末が食味、食感という点ではマイナスとなっている模様であった。他にも、「Pudding

をつくる際、粉末にはお湯ではなく牛乳を混ぜた方がよいのでは」との提案も見られた。

以上のように、ヤム・マメ粉末については、他の 2 つの製品と比較しても、全体的に厳

しい評価が寄せられた。また、内部関係者からも、「マメの風味が強すぎて邪魔になって

いる」といった旨のコメントを得ており、栄養強化という目的で混ぜた大豆（及びカウピ
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ー）の粉末が、食味・食感という面では負の影響をもたらしていることが明らかになった。

とはいえ、大豆やカウピーの粉末を混ぜないと、既存のヤム粉末と同様となってしまう。

考えられる改善方策として、マメ類を用いずに栄養強化を行う、すなわち、サプリメン

ト等に用いられるタンパク質粉末を混ぜることでタンパク質を添加することが、考えられ

る。また、タンパク質以外の栄養素、たとえばビタミンやカルシウムなどの栄養素を同様

に添加して、栄養強化ヤム粉末とすることも考えられよう。あくまで大豆、カウピー粉末

を用いる場合は、食味や食感を損なわぬように製粉技術を工夫するか、あるいは何らかの

風味付け、味付けを行うことで、マメ類の風味を抑えることが、対策として考えられる。

なお、パッケージのサイズについては、減らした方がよいという回答もあれば、増やし

た方がよいという回答もあったので、仮に製品化する際にはサイズ（内容量）を複数種類

準備することも、一案となる。

3.4 まとめ

以上、今回開発した 3 つの製品についての実証キャンペーン及び消費者アンケート結果

の概要を示した。

今回のアンケート調査結果を概観する限りでは、回答者の主な関心は食味・食感（及び

製品とパッケージのサイズ）にあると推察される。すなわち、調査票作成の際に考慮した

仮説のうち、特に味に関する課題に対して優先して取組むべきことが示唆された。ただし、

今回は消費者に対して調理済みの製品を提供して試食してもらったため、簡便性に関する

意見、コメントが十分収集できなかった可能性がある。前章でも述べたように、ガーナの

都市部においては、家庭において調理に費やす時間が短くなっている。また、近年需要が

伸びている外食産業やケータリング産業においても簡便な加工食品に対するニーズが高ま

っていることから、簡便性という視点も決して軽視はできない。

以上を鑑みると、相対的に見て、特にヤムチップスと下ごしらえ済み真空パックヤムに

ついては、解決すべき課題は存在するものの、将来的な製品化・事業化のポテンシャルを

有していると言えるであろう。特にヤムチップスは、原料のヤムを調達する際に苦味のな

いものを選定し、さらに味付けの工夫さえできれば、製造に際してさほど高度な技術、高

価な設備・機器は必要ないため、中小規模の加工業者でも比較的容易に製造・販売を行う

ことができる。そのため、現時点ではヤムチップスが事業化に最も近い位置にあると言え

るが、中長期的には上述した簡便性に係るニーズはさらに高まってくると予想されるため、

真空パックヤムも十分事業化の対象となりえる。いずれにせよ、上述した各種課題の解決

に向けた取組みを今後進めていく必要がある。

今回の実証調査は、これまで研究段階でとどまっていたイモ類の加工技術を活用して実

際に製品を開発し、消費者の評価を受けることで、事業化に向けた橋渡しを行う位置づけ

にあると言える。実際に民間事業者らが製造・販売を行い、事業化が成功するに至って初
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めて、本調査事業が念頭に置いていた「新たな消費市場を開拓して、バリューチェーンの

下流を刺激することでイモ類の需要を喚起し、過小な均衡状態を打破する」ことが可能と

なる。

このような事業化を促進するために、日本として今後どのような取組みを行っていくの

が効果的であるかについては、次章で述べることとする。




