
 

 

 

3.4 コーラナッツ由来の天然カフェイン（カメルーン） 

3.4.1 背景・目的と調査方法 

3.4.1.1 背景 

本調査では、西～中部アフリカの熱帯林で採取される非木材林産物(NTFP)の中から、コ

ーラナッツ(現地名：kola nuts)とそこから抽出される天然カフェインを取り上げ、その事業

化可能性及びビジネスモデルの開発を検討する（図 3.4-1）。 

コーラナッツはコラノキから収穫される実の総称である。コラノキは、主にアフリカの熱

帯雨林に分布するアオギリ科（Sterculiaceae）コラノキ属（Cola）の常緑樹であり、樹高約

10-20m に達する。その種子であるコーラナッツは、アルカロイドの一種であるカフェイン

（Caffeine）やテオブロミン（theobromine）を豊富に含有する。コラ属の樹木は、約 125 種

存在する。本調査ではそのうち特にカフェインを多く含み、現地で最も商業的に重要とされ

る Cola acuminata と C. nitida を対象とする。 

現地の人々は、コーラナッツを口に含み、少しずつ噛み砕いて楽しむ嗜好品として用いる。

また、肉体労働時に水と一緒に食すると空腹感や喉の渇きを抑えるなどの効用を持つなど、

生活の中で古くから使用されてきた。ヨーロッパや北米へのコーラナッツの輸出の歴史も

古く、19 世紀後半にはそれらの地域で強壮剤として注目されてきた。加えて、コーラナッ

ツエキスを添加した飲料が欧米諸国で種々考案されている。その一つであるコカ・コーラは、

現在も世界中で飲用されている。既にコカ・コーラの原料は人工の添加物が使われ、コーラ

ナッツは使用されていないが、エナジードリンク等に使用される天然カフェインの需要が

世界的に高まっている。更にコーラナッツ由来の天然カフェインを原料としたダイエット

食品や口臭抑制剤等も研究が進められているなど潜在的な需要があるにも拘らず日本国内

では流通が限られている。このため、調査の対象産品とすることとした。 

 

 

コラノキ 

（ウィキペディア（Wikipedia）より） 

 

コーラナッツ 

 

図 3.4-1 コラノキ及びコーラナッツ 
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3.4.1.2 調査対象国 

コラノキは主に西アフリカから中部アフリカの熱帯林に分布するが、より乾燥した東ア

フリカの森林でも生育する。このほか、アフリカ大陸から種が持ち出され、ブラジルやジャ

マイカ等の中南米や西インド諸島、モーリシャスやマレーシアでも見られる。 

本調査で対象とする C. acuminata は、ナイジェリアからアンゴラ北部にかけての高温多

湿の地域が原産地とされており、セネガル、ギニア、リベリア、コートジボワール、ガーナ、

ナイジェリア西部にかけて広く栽培されている。C. nitida は、アフリカ西海岸のシエラレオ

ネ、リベリア、コートジボアール、ガーナが原産地とされるが、ナイジェリアからカメルー

ン、コンゴ、そして西アフリカのセネガルでも栽培されている（図 3.4-2）。また、両樹種が

同 じ 地 域 に 生 育 し て い る 場 合 は 、 栽 培 を 通 し て 、 両 樹 種 の 近 縁 種 morphological 

intermediates が存在する。 

これらの分布域の中から、両種が分布し商品としても流通すること、国内だけでなく周辺

国への輸出実績があること、その内一部が北米又は欧州に輸出されている可能性があるこ

と、さらに幣協会の事業実績があり現地関係機関とネットワークを有することを理由に、本

事業の対象地としてカメルーン共和国（以下、カメルーン）を選定した。 

 

 

図 3.4-2．コラノキの分布地域例（Tachie-Obeng and Brown. 2001） 

 

3.4.1.3 目的 

カメルーン国内においてコーラナッツの古くから生産・流通されており、生活に不可欠な
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商品として消費されている。また、カメルーンからナイジェリアやチャド等の周辺国への輸

出も行われている。一方、欧米へのコーラナッツの輸出は極めて限定的で、且つ新しい利用

方法の開発や新たな市場の開拓も進まないという課題がある。コーラナッツは、現地の人々

にとっての文化・宗教的役割を持ち、かつ日常の消費財として消費されてきた。そのため、

販売価格は必ずしも高くなく、生産者も積極的に生産するというより女性や子供の小遣い

稼ぎのための産物という位置づけにある。そのため、より収益を得るための方法や付加価値

を付けることができる加工技術、新たな販売先等が求められている。 

日本国内に目を向ければエナジードリンクを中心にカフェインの需要が増え、また一部

でコーラナッツを使った菓子（グミ、チョコレート）や地コーラのような多様な商品が開発

されている。これらの商品に使われる天然カフェインや粉末コーラナッツとしての需要が

ある反面、コーラナッツは殆ど日本国内では流通していない。 

そこで本調査では、カメルーンにおけるコーラナッツの生産・販売体系と、同国政府の

NTFP の生産・輸出に対する取り組み、対象商品の輸出に係る手続きを明らかにし、現地に

おけるサプライチェーンの課題を浮き彫りにする。そして、それ等の課題を解決し、供給地

（カメルーン農村の生産地）と日本国内（企業）の需要をマッチさせるビジネスモデルを提

示する。 

 

3.4.1.4 事業化可能性調査の作業仮説 

本調査では、コーラナッツをカメルーンから輸出し、日本市場に流通させることを作業仮

説とする。現地では、コーラナッツが生産地から最終消費者に届くまで複数の仲買人を経由

する。周辺国への輸出も同様で、中間業者を経るたびに価格が上がる一方で、生産者に利益

が還元されにくいという構造上の問題がある（図 3.4-3）。また、コーラナッツは保存が難

しく、長期に商品を保存し、且つ輸送を担える業者が限定される。 

 

 

図 3.4-3 コーラナッツの流通経路 

 

農村

国内市場

サヘル諸国
(スーダン、サウジアラビア等)

生産農家 自家消費・集積 中間・流通 エンド市場

USA

EU
(フランス, スイス等)

日本その他 (中国等)

西アフリカ諸国
(ナイジェリア等)

粉末

ナッツ

ナッツ
ナッツ
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それらの課題を解決するため、安定的に商品を供給できる生産地を探し、可能な限り流通

の上流部で仕入れる体制と、商品の長期保存、安価な輸送で、且つ年間を通した安定的な供

給を可能とする仕組みを検討することが必要である。 

また、農村でコーラナッツを生産し、海外等に販売することで、持続的な森林経営が促進

され、農村および周辺の森林の保全に繋がる仕組みができることが望ましく、これを検討す

る。 

日本企業の課題としては、コーラナッツ生産地と物理的に距離があること、過去にアフリ

カで取引した経験が少ない（またはない）こと、国際市場でも取引が限定された商品である

等の理由で現地から直接輸入するには、ハードルが高いと予想される。 

そこで本調査では、コーラナッツを必要とする日本の業種・企業を選定し、それらの企業

が求める商品についての仕様等を明らかにする。そして、実際に現地での買い付けや輸出に

必要な手続きを明らかにする。 

 

3.4.1.5 調査方法 

調査は、既存の文献調査および現地調査（現地の文献収集、関係機関・フィールドでの聞

取り）を行い、情報を収集した。 

事前に行った文献調査によると現地のコーラナッツの流通網は、専門性の高い一部の業

者によって形成されていることが示唆された。そこで、現地調査は、対象国でネットワーク

を有し、且つ農村部で NTFP 生産・取引に係る調査を行った経験を有する専門家（Dr Evariste 

FONGNZOSSIE、ドゥアラ大学上級講師、Millennium Ecologic Museum プログラムオフ

ィサー）を選定し、委託することとした。 

調査項目は、現地のコーラナッツ生産・流通に係る概況調査と日本での関係企業への聞取

りに大別できる。前者の調査は、１）現地のコーラナッツの生産・流通概況、２）関係する

法規制、３）輸出に関する手続きが主な調査項目である。後者の調査では、１）必要な商品

の仕様、２）輸入に必要な手続きが主な調査項目となり、これらは国内で既存文献やネット、

関係企業への聞取りによって情報を収集・整理する。 

 

3.4.2 カメルーンの森林の概況 

3.4.2.1 森林の概況と森林減少の主な要因 

カメルーンは、アフリカ西～中部に広がるコンゴ盆地の西端に位置する共和制国家であ

る。西にナイジェリア、北東にチャド、東に中央アフリカ共和国、南にコンゴ共和国、ガボ

ン、赤道ギニアと接する。面積は 47,271,000ha、国土の約 40％に相当する 18,816,000ha が

森林に覆われている(FAO, 2015)。国土の南西部から東部にかけて豊かな熱帯雨林が分布す

る。南西部は大西洋に面し、海岸から離れ北に向うほど降水量が減り、中部域は半乾燥のサ

バンナが、北部域は乾燥した草地が広がる。カメルーンは、アフリカ大陸で森林減少速度が

最も大きい国の１つである（図 3.4-4）。その速度は 2005 年～2010 年の平均的な年間森林
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減少面積は森林面積の約 1.07％に達する(FAO, 2010)。 

森林減少・森林劣化の主な原因は、農地への転用、薪炭利用、違法伐採、鉱山開発、イン

フラ開発、森林火災等とされ、特に地域住民による森林からの農地転換、薪炭利用、違法伐

採は、森林減少の原因の約 80%に及ぶとされ、早急な対策が求められている(カメルーン共

和国, 2013; Laurie et al. 2004 )。森林の農地転換の原因は、中央州、南西州、沿岸州の森林

地域を中心にオイルパームをはじめとした単一の農業プランテーションの造成と、地域住

民による焼畑耕作である。熱帯地域の森林地域に居住する住民にとって、森林内で栽培する

カカオとコーヒーは重要な換金作物であり、森林減少・劣化に大きな影響を与えているとさ

れる。 

カメルーンを含むアフリカ西～中部の国々では、多様性を維持しながら持続的に森林を

利用・管理するための手段の一つとして、また、木材や農地開発、プランテーションに代わ

る地域住民の生計向上の手段として NTFP が期待されている(Laurie et al. 2004)。 

 

 

図 3.4-4 カメルーン国の森林面積の推移（FRA. 2015） 

 

3.4.3 コーラナッツの特徴 

3.4.3.1 コーラナッツの主な利用方法 

コーラナッツの主な利用は、アフリカ西～中部における過去からの伝統的な利用法（社

会・文化的利用法、医薬品としての利用、その他の利用）と国際市場における天然カフェイ

ンの原料としての利用に大別できる。 

 

（１）現地の社会・文化的利用 

アフリカにおける社会・文化的な利用法は、主に内陸部の乾燥、半乾燥地に住むイスラム

圏の人々によるものである。眠気覚ましや興奮剤として古くから使われている他、労働時に

実（胚）を割って口に入れ、少しずつ咀嚼すると疲労感が和らぐ他（疲労回復剤）、空腹感

や口渇感も和らぐとされる(Tachie-Obeng and Brown, 2004)。 
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また、コーラナッツはイスラム教の預言者によってもたらされた神聖な食物と位置付け

られ、村人が村長等へ送る貢物、外来者が訪問時に持参する贈り品、外来の訪問者が歓迎を

受けた時に受け取るべき品物として使用される(Nkongmeneck, 1982)。 

多くの農村コミュニティにおいて、子供の誕生や命名、結婚式、会議、家族間やコミュニ

ティ内の係争解決の証、祭事、墓所に植えるなどの儀式としても利用される。また、これら

の祭事に限らず、複数の人たちでコーラナッツを分け合うことは特別な友情や絆を表す

(Acme et al., 2013)。 

コーラナッツの主な消費者は内陸部のイスラム圏の人々とされるが、熱帯林地帯の生産

者の人々も、眠気覚ましや疲労回復、来客時のもてなし品として使用している。 

ベティ族をはじめとして一部の人たちは、パームワイン（ヤシ酒）を飲む際にもコーラナ

ッツを一緒に齧る。その目的は、味を変えるため、または、酩酊した頭を覚醒させるためと

言われる。 

コンゴ民主共和国での聞取りにおいては、コーラナッツを乾燥させパウダー状にして他

の食品（例：生姜）と混ぜての摂取する例が報告されている。 

その他、カメルーン北部の民族では、衣類の染料としても用いる他(Facheux et al. 2006)、

ある地域ではその種子が毒としても利用されることもある。 

 

（２）伝統的な医薬品としての利用 

コーラナッツは、伝統的な医薬品として現在も利用されている。主な使用方法は強壮剤、

下痢止めであるが、その他の利用も報告されている。カメルーン等の現地での認知されてい

るコーラナッツの伝統的な薬事効果を表 3.4-1 に示す。 

 

表 3.4-1 伝統的利用における薬事効果 

利用部位 効果があるとされる疾患又は主な効用 

果実 

媚薬(Aphrodisiac)、強壮剤(Tonic)、赤痢（Dysentery）、下痢(Diarrhea)止め、

消化促進(Facilitator of digestion)、腸チフス（Typhoid）、咳（Cough）、頭痛

（headache）、出産時の痛みの軽減（pain-free childbirth）、勃起不全(Erectile 

dysfunction) 

果実の抽出液 
痛風（Gout）、眼痛（Eyes pain）、性器ヘルペス（Genital herpes） 

黄色ブドウ球菌による敗血症性（Septic lesion du to Staphylococcus aureus） 

樹皮 
発熱(Fever)、頭痛（headache）気管支感染症（Bronchial infection）、咳

（Cough）、疝痛（Colic） 

樹皮の抽出液 女性の腹部トラブル（abdominal troubles by women） 

葉 糖尿病（Diabetes） 

使用部位不明 神経痛(Neuralgia)、嘔吐（vomiting）、胸部疾患（chest complaints）、咽喉炎 
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(Akem et al., 2013; Precillia and Abdon, 2014; Abalaka et al., 2014; Otoide, 2018; Kerharo and 

Adam, 1974; Tachie-Obeng and Brown. 2001; Laurie et al., 2004; Schaffner, 1993; Arbonnier, 

2000), 

 

（３）その他の伝統的利用 

コラノキは、家庭用の燃料、家具、家屋の建材、手工芸品、銃床、彫刻などにも利用され

ている(Orwa et al., 2009)。また、セネガルでは、小さな根が爪楊枝代わりに販売、使用さ

れている(Kerharo and Adam, 1974)。 

 

（４）国際市場における利用 

近代的利用は、主に種子に含まれる天然カフェインとデオブロミンを原料としたもので

ある。 

天然カフェインについては、古くはコカ・コーラ社の代表されるコーラ飲料にコーラナッ

ツが添加、利用された。天然カフェインは、1950 年代までコーヒーや茶、ガラナ、コーラ

ナッツから抽出されていた。しかし、第二次大戦から大戦後の 1950 年代にかけて、尿素か

ら合成カフェインを大規模・商業的に生産する手法が確立し、以後、廉価な合成カフェイン

に置き換えられていく(カーペンター, 2016)。 

現在も飲食用として、コーラナッツエキスを使用した炭酸飲料コーラが日本国内外で販

売されているほか、コーラナッツのカフェイン入りチョコレートも販売されている。 

また、コーラナッツパウダーそのものも流通している他、生薬（精力剤）としての利用も

潜在する。 

飲料以外では、カフェインやテオブロミン等の成分により口内をリフレッシュすること

ができるため、医薬品・医薬部外品の分野では口臭抑制や唾液分泌促進を目的に、コーラナ

ッツの粉末やその抽出物を添加した歯磨き粉や口臭抑制剤等の製品が開発されている。ま

た、紫外線等が引き起こす皮膚の酸化防止剤としての利用が特許申請されている27。 

セルライトを減らすことを目的としたコーラナッツの成分を添加したクリーム状のダイ

エット製品や、持久力向上のための天然カフェインとしてコーラナッツエキスをブレンド

したサプリメント等も商品開発されている。 

 

3.4.3.2 コーラナッツの成分 

（１）コーラナッツの主な有効成分と効能 

コーラナッツは、生果で 18～25％、乾果で約 47％のデンプンを含むほか、0.6～3.0％の

カフェイン、0.1％以下のテオブロミンを含有し、調剤のためのアルカロイド原料として使

われる（表 3.4-2）。コーラナッツの成分的な特徴は、カフェイン及びデオブロミンの含有

 
27 「酸化防止剤ベースの保護システムを有するコンポジット粒子およびそれを含む局所組成物」、公表特許

公報(A)、出願番号：2011523041、出願年次：2011 
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量の高さである。コーラナッツのカフェイン含有量は約 2-3%とされる（表 3.4-3）。その含

有量は、現在、天然カフェインの主原料となっているコーヒーやカカオよりも多く、効率的

な天然カフェインの原料となる可能性を有する(Moloney, 1887)。その他に、コーラナッツ

は、ココアやコーヒーなどと比較して多くのグルコースが含まれていること、ココアの約 3

倍のデンプン質が含まれる反面、脂肪分が比較的少ないことも特徴とされる(Okwunodulu 

and Ukeje, 2018)。 

 

表 3.4-2 コーラナッツの成分例 

成分 構成比（%） 成分 構成比（%） 

水分 13.5 タンニン 3.0 

タンパク質 9.5 カフェイン 2.8 

脂質 1.4 デオブロミン 0.05 

糖類、デンプン 45.0 その他 17.75 

セルロース 7.0 計 100 

(Purseglove, 1968; Lim, 2012) 

 

 

表 3.4-3 コーラナッツのカフェイン含有量（カカオ、コーヒーとの比較） 

種 
カフェイン量

(%) 
出典 

Cola acuminata 2.0 ~ 3.0 Odebode (1996), Lim (2012), Yalwa & Bello 

(2017) 

Cola nitida 1.8 ~ 3.5 Odebode (1996), Lim (2012), Sunday et al. 

(2007), Orwa et al. (2009) 

Theobroma cacao 0.1~0.5 Huyghe (2014). 

Coffee arabica 0.6~2.2 Charrier and Berthaud (1975)   

Coffee robusta 1.2~2.5 

 

（２）カフェインとテオブロミンの医学的効用 

カフェインとテオブロミンの医学的効用は次の通りである（表 3.4-4）。 

 

表 3.4-4 カフェインとテオブロミンの医学的効用 

成分 摘要 

カフェイン 

（Caffeine） 

中枢神経や筋肉を刺激・興奮させる作用があり、肉体の疲労を回復させ

る（覚醒作用）。また、解熱鎮痛作用、強心作用、利尿作用、脂肪酸増
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加作用による呼吸量と熱発生作用による皮下脂肪燃焼効果、脳細動脈

収縮作用などを有する。 

テオブロミン 

（Theobromine） 

アルカロイドの 1 種で、血管を拡張させて血流量を上げ、体温を上昇

させる働きを持つ。また、脳内物質のセロトニンに働きかけて、食欲

を抑え、リラックスさせる。 

 

また、コーラナッツに含まれる成分の医薬的な効用として、以下の報告がなされている。

（Edible Medicinal And Non Medicinal Plants: Volume 3, Fruits より抜粋） 

⚫ コーラナッツは、カテキン（Catechin）、エピカテキン（Epicatechin）、プロシアニジ

ン（Procyanidin）を含み、これらの物質が抗酸化作用を有する。 

⚫ 循環器疾患：中枢神経刺激剤、小児喘息の抑制剤などに効果を有するとの報告がある。 

⚫ 抗菌活性作用：コラノキの葉及び樹皮のメタノール抽出物は、結核菌群に属する

Mycobacterium bovis と Mycobacterium vaccae の生育阻止効果がある。 

 

（３）天然カフェイン利用上の注意 

カフェインは衛生・医薬品への利用も期待される一方、過剰に摂取した場合には、中枢神

経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、下痢、吐き気等の健

康被害をもたらすことがあると指摘されている。そのため、使用に際しては、過剰摂取、常

用摂取をしないよう注意が必要である。 

コーラナッツは、コーヒーや茶にも含まれるキサンチンアルカロイド（xanthine alkaloids）

を含有している。カフェインやデオブロミンはその一つであるが、それらのアルカロイドは

胃酸分泌を誘導するため、消化器系腫瘍患者（peptic ulcer patients）はコーラナッツの摂取

を控えることが望ましいとされる。また、コーラナッツを多量に服用した場合、徐脈や不整

脈を発生させる可能性も指摘されている(Lim, 2012)。その他に、コーラナッツを噛む習慣

のある地域では口腔がんや胃腸のがんが多く、コーラナッツ成分とがんとの関係、コーラナ

ッツの成分の口内での化学変化に関する研究の必要性が指摘されている(Atawodi et al. 

1995)。 

 

3.4.4 カメルーンにおけるコーラナッツの生産・販売 

3.4.4.1 カメルーンにおけるコラノキの分布 

カメルーンにおけるコラノキ（C. acuminata 及び C. nitida）の主な分布地は図 3.4-5 の

通りである。C. acuminata は、カメルーンの在来種とされ、同国の熱帯雨林で広く分布す

る。また、アグロフォレストリ―の構成樹種として植栽されるため、カメルーン南部の熱帯

気候下の農村で広くみられる。C. nitida は、コートジボワールからガーナに至る西アフリカ

原産であり、1900 年頃にプランテーション造成を目的にナイジェリアから導入された種で

ある（Vivien and Faure, 2011）。カメルーン国内では人の手で広められたこともあり、ナイ
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ジェリアに接するカメルーン南西部を中心に分布する。図 3.4-5 で示したエリアは両種が

多くみられる地域であるが、印がない地域でも熱帯気候下の森林や農村周辺の林内であれ

ば広くコラノキは分布するとされる。このように広く分布するコラノキであるが、人による

管理ができない場所に生育する天然木の実はアリなどの害虫が付くため品質が悪く、市場

に出るコーラナッツの多くが農村のアグロフォレストリー耕作地の植林木から収穫された

ものと言われる（現地聞取り）。 

 

 

図 3.4-5 カメルーンにおける C. acuminata と C. nitida の分布 

 (カメルーン国立植物園の資料より) 

 

3.4.4.2 コラノキの現存資源量 

Tajeukem et al. （2014）は、カメルーン東部州の Boumba-Bek 国立公園内に位置する村

落を中心に、半落葉性熱帯雨林の樹種構成を明らかにする調査を行った。調査で確認された

植生は 17,583 本、247 種に及び、本調査の対象樹種であるコラノキ（C. acuminata）も出

現している。同調査によると、C. acuminata の立木密度は、平均で 4 本/ha、最多 8.4 本/ha、

最少 1.2 本/ha であった。また、同調査では、村人によって焼畑耕作やアグロフォレストリ

ー耕作を行っている範囲、木材搬出のための森林伐採を行った跡地、そしてそれらの中間域

で出現種を比較している。その結果、成熟または老齢の 2 次林で且つ商業的な伐採のなさ

れていない中間地域（Intermediate zone）の林地で最もコラノキも出現が多く（平均 5.2 本

/ha、最多 8.4 本/ha、最少 3.2 本/ha）、焼畑やその休閑地、カカオ畑として使われている場

所（Agroforestry zone）は少ない（平均 2.7 本/ha、最多 4.0 本/ha、最少 1.2 本/ha）ことを

明らかにした（表 3.4-5）。 
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表 3.4-5 C. acuminata の立木密度 (Tajeukem et al. 2014) 

 

 

コラノキおよびコーラナッツについては、カメルーンを含むアフリカ西～中部諸国で古

くから利用及び生産されているため、現在のところ野生種が過剰に伐採される等の恐れは

ほとんどない。しかし、その分布地である熱帯林が農業プランテーションや木材搬出、地域

住民による農地転換で危機にさらされており、将来的には森林面積の減少と劣化に伴い分

布域が分断され、遺伝的な多様性が低下する可能性などが懸念される。 

 

3.4.4.3 コーラナッツの生産体系 

生産国であるカメルーン国では、以下４つの生産体系でコーラナッツが生産されている。 

⚫ プランテーション：農産物扱い 

⚫ アグロフォレストリー：植栽の場合、農産物扱い 

⚫ 農地の残存／保存木（天然生）：NTFP 扱い 

⚫ 天然林からの採種：虫害が多くて商品にならず、自家消費のみ。市場での流通はない 

 

このうち、コラノキのプランテーションはナイジェリアに近い西部に多いとされるが、大

きくはなく、かつ減少傾向にあるとされる。Loum 地域にプランテーションがあり、そこで

は植栽面積 15ha, 生産量 30t/y という規模である。同地域のコラノキのプランテーション

は、既に多くがバナナ等に転換されている（現地聞取り）。コーラナッツについては、アグ

ロフォレストリーからの生産が多いとされる。小規模の農民が庭先や庭裏に植栽し、カカオ

とのアグロフォレストリーの一環としてコラノキを植栽している（図 3.4-6）。父、祖父の

代から続けている場合もある。また、World Agroforesty Center （通称”ICRAF”）等が同農

法の指導している。市場に出てくるコーラナッツのほとんどは、アグロフォレストリーで生

産されたものである。なお、天然林から採取されたコーラナッツは品質が悪く、殆ど自家消

費である。 

 

Zone

Transect Number T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16

Tree Number (tree) 7 7 3 10 8 21 15 8 15 6 11 7 13 7 12 8 158

Transect Area (ha) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 40.0

Tree density (tree/ha) 2.8 2.8 1.2 4.0 3.2 8.4 6.0 3.2 6.0 2.4 4.4 2.8 5.2 2.8 4.8 3.2 4.0

Tree density Max (trees/ha) 8.4

Tree density Ave (trees/ha) 4.0

Tree density Min (trees/ha) 1.2

4.0

2.4

Total
Agroforestry zone Intermediate zone Logging zone

4.0

2.7

1.2

8.4

5.2

3.2

6.0
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カカオ畑（コラノキ、アブラヤ

シ、バナナ、アボガドが混植） 

 

カカオ畑のコラノキ 

 

カカオ畑コラノキ 

図 3.4-6 カカオ畑と混植されたコラノキ（C.acuminata）（Bafia,中央州） 

 

3.4.4.4 コーラナッツの栽培 

（１）種子等資源の調達 

C. acuminata および C. nitida 栽培のための資源は、カメルーンの主要生産地域の母樹か

ら入手できる。ただし、生産高と耐病性に基づいて品種を選択するには、地元の農家の知識

が重要である。また、カフェイン含有量についても優秀な母樹からの選択が重要となるが、

カメルーンのコラノキの良質な遺伝物質について行われた実際の研究は不足している。 

 

（２）整地 

プランテーション設立のための土地の準備には、3 つの主要な段階（伐開、棒刺し、穴掘）

がある。 Eyog et al.（2006）によれば、単一植栽の場合、コラノキ２種とも 10 x 10 m 間隔

の植栽を推奨している。ただし、カカオを混植する場合、コラノキとカカオを 7.5 m x 7.5 m

の間隔で、またカカオ同士は 3.0m 間隔での植栽が推奨されている（Tachie＆Brown、2004）。 

“Service d’Appui aux Initiatives Locales deDéveloppement”（SAILD）では穴掘りに関して

は、30～40 cm の正方形の穴を推奨している。 

 

（３）繁殖技術 

カメルーンでは、世界アグロフォレストリーセンター(ICRAF)や SAILD（Service d’Appui 

aux Initiatives Locales de Développement）などが、コラノキの種子、挿木、取り木、接ぎ木

といった栄養繁殖技術による植え付けを実証している。ICRAF（2012）によれば、接ぎ木が

最もよい繁殖技術であり、7 週間後の成功率が 55％と報告されている。また、農民の数グ

ループは C. nitida の取り木栽培に成功し、植え付け後 2～3 年で結実したことを報告してい

る（Tchoundjeu et al., 2006）。一方、挿し木および取り木については発根の難しさ、および

移植後の回復率が低いことが報告されており、コラノキ栽培の改良のための試験管内栽培

（組織培養）技術を推奨する報告もある。 
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（ア）種子による繁殖 

種子繁殖は、コラノキの伝統的な手法である。種子は十分に成熟させておく必要がある。

成熟した種子とは、一般的に落下した果実から採集されたものである。種苗場では、発芽は

1～3 か月、発芽率は 60～90％である（Eyog et al., 2006）。成長が遅いため、C. accuminata

の木の高さは 4 年で 4 m になり、C. nitida の高さは 4 年で 3 m となる。開花は、C. accuminata

の場合は 5～7 年、C. nitida の場合は 4～5 年で始まる（Eyog et al.,2006）。ただし、種子繁

殖には問題が２つある。一つは、主に種子中のポリフェノール含有量が高く、温度、貯蔵期

間、種子の重量、子葉の数により、種子の発芽率が低下することである（Oladokun, 1982; 

1985）。もう一つは、コラノキは他殖性植物のためにエリートの遺伝子型が喪失しやすいこ

とである（Fotso et al., 2002）。 

 

（イ）挿し木による繁殖 

SAILD によれば、挿し木繁殖では、垂直な成熟した病原菌に感染していない枝を使う必

要がある。挿し木栽培では、3 年目から 4 年目に実の生産が開始、植え付け後 6 年目から 10

年目に最大の収量が得られる。 

 

（ウ）取り木による繁殖 

取り木繁殖は、木の枝の一部を環状剥皮し、発根させる繁殖技術である。発根後、根の部

分（マーコット）を木から切り離し、母木とは独立して成長する基質に移植される。他の繁

殖技術と同様、マーコットの主な利点は、選択した優良木をクローン化し、果実生産期間を

短縮することである（Hartmann et al., 1997; Kengue, 2001）。実際、マーコットからの樹木

は 3～4 年後に結実を開始できる（Tchoundjeu et al.,2010）。 

 

（エ）接ぎ木による繁殖 

他の繁殖技術と同様、母樹の生理学的状態は接ぎ木の成功の重要な要素である。樹液が上

向きに流れる段階の樹木は、接ぎ木成功に最も適している（Tchoundjeu et al.,2010）。 

ICRAF（2012）によると、コラノキの接ぎ木は、7 週間後に最大 55％の成功率が高い繁殖

法であり、移植された木は 3～4 年後に実をつけ始める。 

 

3.4.4.5 コーラナッツの収穫 

コーラナッツの収集から出荷までの生産過程について、プランテーションおよびアグロ

フォレストリーを実施しているエリアを対象に、ヒアリング調査した。 

 

（１）Loum Division における C.nitida プランテーションでの事例 

Loum 地域における C.nitida プランテーションでの事例を以下に示す（図 3.4-7）。実の

収穫後、外殻を割り、実を取り出す。10 日ほど実を浸水させ、実の表面の薄皮を剥き、水
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洗したのち、乾燥させる。この時、実の色は、白および赤い実とも茶色味がかる。その後、

防腐のため薬剤を塗布して袋詰めまたはバケツに入れて保管し、時期が来ると出荷する。 

 

 

図 3.4-7  Loum 地域における C.nitida プランテーションでの事例 

 

（２）コーラナッツ生産過程 農民によるアグロフォレストリーの事例 

アグロフォレストリーの収穫後の加工過程の一事例を図 3.4-8 に示す。上述のプランテ

ーションでの事例と異なり、薬剤塗布は行われない。農家や小売り業者は、倉庫の地面を掘

ってバナナの皮と砂をかぶせて保管する方法もある。 

 

収穫 

割果 

水洗 

   ⇒ 10日の浸水 

   ⇒ 皮むき ⇒ 水洗 

   ⇒ 乾燥 (白/ピンク→茶) 

薬剤塗布 

式台の上にパウダー薬を敷

き、その上にナッツを置い

て薬をまぶす。あとは、その

まま倉庫で保管。 出荷 

袋詰めまたはバケ

ツで保管 

結実 
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図 3.4-8 コーラナッツ生産過程 農民によるアグロフォレストリーの事例 

 

3.4.4.6 コーラナッツの病虫害 

（１）病虫害被害 

コラノキは病害虫や乾湿の被害、腐敗を受けやすく、簡単に品質が落ちる（図 3.4-9）。

Purseglove（1968）によると、コーラナッツに最も損傷を引き起こすものは、「コーラゾウ

ムシ」としても知られる Balanogastris kolae の幼虫であり、収穫された果実の内部に生息

し、子葉部分を食する。他に、ソフロリヌス種の Sahlbergella singularis および Characoma 

stietigrapta が存在する（表 3.4-6）。コーラナッツは貯蔵不良を原因とし、ゾウムシ（50-

80％）と腐敗（20％）による重大な損失を一般的に被っている（Akem et al., 2013）。 

 

  

コーラゾウムシ食害 寄生植物 

収穫 

地域により落下した実、

木になっている実を収穫 

出荷 

保存 

袋やバケツ等で保管 

結実 

乾燥 

地域によって天日干し、

または陰干し 
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湿性腐敗 (Wet rot) 乾燥腐敗 (Dry rot ) 

図 3.4-9 実の病虫害、乾湿被害 

 

表 3.4-6 コーラナッツの上で記録される主要な害虫の概要 （Facheux et al., 2006） 

名称 学名 被害 

1. コーラゾウムシ 

2. クチカクシゾウムシの一

種 

1.Balanogastric kolae 

2.Sophrorhinus spp. 

幼虫と成虫は実を食す 

Brown cocoa mired  

（カメムシの 1 種） 

Shalbergella singularis 若いまたは古い実に突き刺して吸引す

る。これは、実を発育停止させる。 

Pod kusk miners Characoma 

stietigrapta 

幼虫は鞘に穴を掘るが、ナッツには直

接影響しない 

 

上述の主要な被害以外の病虫害も存在する。Nkongmeneck（1982）によると、発見され

たコラノキ植物寄生生物のうち、ヤドリギの類は Phyragmanthera incana と Tapinanthus 

bangwensis、Viscum 属、Globimetula 属がある。植物寄生生物の中には着生植物（Platycerium 

bifurcatum）もある。動物寄生生物（寄生動物）は多数あり、Sahlbergella singularis、Anophe 

venata、Charancoma stictigrapta などの多くの鱗翅目が含まれる。膜翅目（蟻）の中にはい

くつかの病原体の接種源である Oecophylla longinoda が存在する。コラノキの根は、病原

菌である Fomes lignosus Klotzsh や F. noxius の被害を受ける。Akem et al., （2013）は、

Botryodiplodia theobromae 菌が乾燥腐敗を引き起こし、これが成長して子葉全体をナッツ

から引き離し、子葉の静脈に沿って乾燥腐敗病変を引き起こすこと、また Ceratitis colae 幼

虫（フルーツフライ）が甘い種皮を食べ、ナッツに開口部を作り、ゾウムシが卵を産むこと

ができると報告されている。 

 

（２）病虫害対策 

（ア）栽培地の整地 

Legnate et al., （2010）は、コラノキのプランテーション地において、植栽後 2 年間はプ

ランテーション内の定期的な除草を推奨している。1-2 年目は年間に 6 回、植栽ラインを清

掃し、3 年目からライン間に残ったすべての雑草を除去する。 
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（イ）栽培地の農薬散布 

SAILD によれば、コラノキは、植物寄生と動物寄生生物によって被害を受ける可能性が

あり、植物寄生生物（ヤドリギと着生植物）に対しては、感染した枝の除去が推奨される。

動物寄生生物（毛虫、ゾウムシ、アリなど）に対する対処には、ティムル 35 とエンドスル

ファンやセビンを含むエンドリンの利用が推奨されている。ゾウムシに対しては、予防処置

が適用される。これは、コラノキに残された卵や地面に落ちた卵などすべてのゾウムシの卵

を焼却する。アリに対しては、オルソジフォラタン 80％カプタフォールパウダーとメチル

パラフェンの混合物の利用が推奨されている。 

 

（ウ）収穫時 

コーラゾウムシの幼虫による侵入のリスク、ミバエ、および真菌による感染のリスクを減

らすために、および収穫中に実が損失しないよう、農民はコーラナッツを収穫する前に樹下

の雑草などを除去しておく。さらに、実の収集および保管環境に使用される材料全体を滅菌

しておく必要がある。収穫では落下した実を拾うが、その際、長い棒に取り付けられている

湾曲した刃物を使う。まだ落下していない実でも、収穫用具を持って木に登り、成熟期に近

い果物を切り取ることもある（Tachie-Obeng & Brown, 2004）。コーラナッツの収穫は持続

可能であると報告されているが、商業化してしまうと、更新、遺伝的組成、および資源の品

質に影響を与える可能性があるため、持続可能ではないという意見もある（FAO、1995）。 

 

3.4.4.7 コーラナッツの選別・保存 

（１）コーラナッツの選別 

コーラナッツ選別の最初の作業は、ゾウムシや他の害虫等が寄生している実や奇形の実

を注意深く選別し、除去することである（Asogwa et al., 2012）。その後、健全な実の外殻を

分割して中の実を取り出す。ナイフで取り出す際に中の実に傷がつく可能性があり、収穫者

によってはナイフを使わずに殻を割くために実を数日間置いておく場合もある。その後、清

浄な水に 24 時間浸して洗浄し、皮を剥いて淡水ですすぐ（Asogwa et al., 2012）。 また、

Akem et al. （2013）によれば、ナッツの皮をむいた後、ゾウムシの発生を減らすため、40°

C（利用可能な温度計がない場合、水はぬるま湯）または室温（27°C）の水を使った洗浄

という、前処理が適切であると強調している。ゾウムシが発生しているコーラナッツを取り

除くために再度選別が行われた後、ナッツをバスケットに集め水を排出する。この時、竹ま

たはラフィアのバスケットでひと籠あたり 500 から 1000 個のコーラナッツが選別される。

最後に、コーラナッツの過剰な水分損失とコーラナッツの乾燥を最小限に抑えるために、乾

燥させた新鮮なバナナ/食用バナナ（Musa 属）の葉でコーラナッツを入れたバスケットを

覆う（Manga et al.,2008、Akem et al., 2013）。 
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（２）コーラナッツの保存 

調査によると、市場に出荷されるコーラナッツは製品管理が不十分であり、ゾウムシの発

生率が高く、品質が悪いことが指摘されている（Facheux et al., 2006）。コーラナッツは、

収穫前と貯蔵中の両方の期間でコーラゾウムシの被害を受ける（Facheux et al., 2006）。し

たがって、収穫後に発生する病虫害被害を減らすために、いくつかの保存方法が使われてい

る。 

現地で経験的に使われている有機農薬は次の通りである。 

⚫ 乾燥したベチバーグラス（Vetiveria zizanioides）の根を忌避剤として利用する。 

⚫ タバコ（Nicotiana tabacum）の乾燥させた葉を利用する（ただし、タバコの葉はナッ

ツの味を変える可能性がある）。 

⚫ ナッツの入ったバスケットにグレタドアマリロ（Cupressus lusitanica）の新鮮な葉を

広げる。 

⚫ ナッツの入ったバスケットに乾燥したユーカリの葉を重ね入れる。 

 

また、Awono et al.（2013）は、コーラナッツを Aframomum spp.または Musa spp.の葉

に包んで埋めると、コーラナッツの貯蔵寿命が 3～6 か月延長されること報告した。また、

Manga et al. （2008）は、汚染を避けるため、殻が割れる前に実を収穫することを推奨して

いる。また、シロアリの塚にコーラナッツを埋めることで 5 年間保存可能であると言われ

ている。 

他のコーラナッツの保存手段として、有効成分ピリミホスメチルが入った殺虫剤のアク

テリック（Calthio DS および Protect DP）といった化学物質の使用がある。しかし、Manga 

et al., (2008) は、コーラナッツの安全な貯蔵のため、人体に有毒なアクテリックを使用せ

ず、ゾウムシ対策に有効な竹カゴの利用を推奨している。なお、同国農業省はカルチオパウ

ダーの使用を禁止している。これは、人体への影響に加え、流産、新生児の奇形の原因にな

る可能性があるためである。 

以上のように、コーラナッツの貯蔵で使用される農薬類には各種の課題があるが、カメル

ーンには収穫後のコーラナッツを保存するための技術が限られている（Facheux et al., 

2006）。 

 

3.4.4.8 コーラナッツの品質基準 

Mbam、Inoubou、Ebolowa Division での聞取りにより、コーラナッツの品質に係る基準

は次のようなものであることが明らかになった。 

① 歯を着色しないこと：多くの人が歯を着色する C. nitida より、着色しない C. 

acuminata を好む。 

② 滑りにくいこと 

③ 味が良いこと：ある情報提供者は、コーラナッツの選択基準として味に言及している。
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C. acuminata は味が良く、C.nitida は苦味が強く好まれにくいと指摘。ただし、C. 

nitida は、エネルギー含有量が高いと考えられているため、カメルーン北部で人気が

ある。また C. nitida はイスラム教の預言者にから与えられたと考えられており、また

赤みがかった C. acuminata よりも白い C. nitida のほうが純粋であるという考えから

C. nitida が好まれる傾向がある。 

④ 虫害がない：虫害があるナッツは病害に感染し、消費に適さないと信じられている。 

 

コーラナッツの品質については、コーラナッツの消費適合性を明らかにする植物検疫試

験に加えて、上述の内の幾つかの基準が採用されている。カメルーン国内で品質試験を実施

できる機関は次の通りである。 

⚫ 薬用研究・薬用植物研究所 

Institute for Medicinal Research and Medicinal Plants Study (IMPM) (http://www.impm-

cm.org/), Ministry of Agriculture, and rural development (MINADER) 

⚫ 国際熱帯農業研究所 

International institute of Tropical Agriculture (IITA) (https://www.iita.org/iita-

countries/cameroon/). 

 

3.4.4.9 コーラナッツの販売 

（１）主な生産エリア 

カメルーン国中央州、南部州および沿岸州における現地調査の結果、C. acuminata の主な

生産地域は中央州の Great Mbam (Mbam and Inoubou, Mbam, Kim Division)および南部州

の Ebolowa 周辺であることが明らかとなった。また、C. nitida の主要生産地は沿岸州の

Moungo および Nkam 地域である。 

 

（２）販売経路 

コーラナッツの販売経路に関与する利害関係者は、ナッツの収穫者/収集者（生産者）、地

元の商人、準卸売業者、卸売業者である。 販売経路の上流側であるコーラナッツの生産者

は、ココアプランテーションまたは森林または農地からコーラナッツを採集し、中間買付人

の他、地元の商人、準卸売業者への販売、またローカルの市場で直接ナッツを販売する。下

流側は卸売業者で、ナッツを買い取り、国内の主要な市場に卸すほか、近隣諸国、ヨーロッ

パまたはアメリカ、および輸出業者に輸出している（図 3.4-10）。 
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図 3.4-10 コーラナッツの販売経路 

 

主要な利害関係者である生産者、中間買付人、準卸売業者、卸売業者の概要は以下の通り

である。 

 

（ア）生産者 

コラノキはまだ大規模に栽培されていないため、生産者はその都度の販売から得られる

収入を利用している。生産者はシーズンを通してその大量のコーラナッツを保持する習慣

を持たない。農家によるコーラナッツの生産力は低く、保存技術に関する知識も少ない。 

Mbam、Inoubou、Ebolowa Division では、カカオ生産者（地元で販売されているコーラ

ナッツのほとんどはココア農園で生産されているため、コーラナッツの潜在的な生産者と

言える）の組合組織が幾つか存在する。ただし、各生産者が個別に売買するため、販売経路

の関係者間でコーラナッツの販売価格は一定ではない。ただし、各農家がカカオの販売で得

た経験は、コーラナッツの取引で活用されている。 

聞取りの結果、カカオの市場価格がコーラナッツの取引に影響を与えていることが明ら

かになった。具体的には、カカオの市場価格が良くなったタイミングで生産者または買付人

から売買のオファーがあり、交渉のうえ取引が行われる。また、買付は競売形式でなされ最

高の買値を提示した買付人が組合のカカオ生産者メンバーから買付できる。 

 

（イ）中間買付人 

Koxeurs とも呼ばれる中間買付人は、低価格の産品を購入するため多くのコミュニティを

訪れる。中間買付人はコミュニティに入った後、早ければ数時間後、長くとも数日後までに

ローカルの市場 

都市の市場 

海外市場 

生産者 

地元商人 

卸売業者 

準卸売業者 
中間買付人 
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は産品を卸業者に納入する。これは、買付人自体は大きな倉庫を持っておらず、早急に配達

必要があるためである。また、本調査中に出会った買付人たちは、長期保全方法についての

ノウハウはあまり持っておらず、保存不良による損失を減らすことで利益率を維持してい

る。 

中間買付人は、生産者と卸売業者の 2 つのグループを繋げる役目も果たす。なお、生産者

でも能動的に運営する人（つまり、産品を処理し、卸売業者に売買するために自ら準備する

人）もいる。また、 中間買付人の役割として、購入した商品を返品するために卸売業者か

らお金を受け取る仕事もある。 

 

（ウ）準卸売業者 

準卸売業者は、村の市場でナッツを購入するだけでなく、収穫から訪問し、直接、大量の

ナッツの仕分けや梱包もする。ローカル市場、都市市場、海外市場まで販路を持つ者もいる。 

 

（エ）卸売業者 

各卸売業者は多数の中間買付人（5～15）と協力し、ナッツの注文量を確保するため、必

要なコーラナッツの量をリアルタイムで収集している。 

コーラナッツの市場では、2 グループの卸売業者が見られた。1 つは仲介者として機能し、

もう一つは自主的なサプライヤーとして機能している。  

特に、前者のグループでは、外国の輸出業者（主にナイジェリア人）の注文量を確保する

ための資金を用意している（再委託先調査による）。売買価格が不安定であり、輸出先との

価格調整の衝突を避けるため、事前にある時点で売買価格を決定する。財源のある商人の場

合、買い手に対して希望価格で販売するため、ナッツを独自に大量保存している。 なお、

コーラナッツの取引はココア等の NWFP の取引と密接に関連しているため、卸業者は他の

産品と同時に取引を行っている。 

 

（３）輸出経路 

産地や業者によって輸出経路が異なる。各地域（事例）の卸業者とも、独自の輸送経路、

販売先を有する。Yaounde、Duala の２大都市でなく、産地での買付が必要である。また、

輸出担当省庁が不統一であり、地域・業者ごとに異なる手続きをしている可能性がある。外

国業者が直接買付をしている事例もある。但し、これらはイリーガルな取引の可能性あり

（環境省 ABS フォーカルポイント解説）。個人レベルの仲介業者も存在する。日本への輸入

を想定した場合、実際に相手にする産地、業者、組合などによって状況が変わることが予想

される。 

 

（ア）Eborowa 地域卸組合の事例 

買い付け対象農家が 1000 件南部州、中央州一帯から商品を集め、陸路でガボン等へ輸出。
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港まちの Tick から Nigeria の Calabar へ船で輸送される。輸出手続：NTFP 扱い。 

 

（イ）Bafia 卸業者の事例 

中央州 Bafia を拠点に周辺地域及び南部州から商品を集め、ナイジェリアへ輸出。ナイジ

ェリアの業者がトラックを仕立て直接購入に来る。輸出手続：ナイジェリア商人の役割のた

め不明。 

 

（ウ）Loum 地域卸組合の事例 

沿岸州 Loum から北部２大市場（Kousseri, Garoua）に輸送。そこから国内の各市場に販

売。 Kousseri, Garoua の２市場で輸出業者が買付け、周辺国に輸出。輸送手続き：農産物。 

 

（エ）Duala Sea port office(Dept. Agriculture） 

同港からコーラナッツが輸出された記録なし 

 

3.4.5 カメルーンのコーラナッツの生産量・価格・輸送コスト等 

3.4.5.1 カメルーンのコーラナッツの生産量 

（１）文献調査 

コーラナッツの生産量、消費量、輸出量などを示す統計データは、殆ど公開されていない。

理由は、コラノキの分布地域が熱帯雨林の僻地であることと、各国でカカオやアブラヤシ、

キャッサバのような主要農作物ではないことが挙げられる。一部の研究者により収集され

たデータでは、西からシエラレオネ、コートジボアール（生産量 10 万トン/年、2018 年）、

ガーナ、ナイジェリア（10 万トン/年、1998 年）、カメルーン(2.2 万トン/年、1981 年)、赤

道ギニア、コンゴ民国等が、コーラナッツの主要生産国とされる(Marc et al., 2018; Tachie-

Obeng and Brown, 2001)。 

カメルーンでは、C. nitida は C. acuminata よりも商業化されている。 CIFOR による研

究では、C. nitida で年間約 395 トン、C. acuminata で 134 トンが販売されたと推定されて

いる（Awono et al.,20016）。 Ingram and Schure（2010）によると、ナッツの価格は市場ご

とに異なるが、都市部および国境付近の市場では高くなっている。 

C. acuminata の主な市場は、Bafia、Ndikinimeki、および Ombessa である（Eyog et al., 

2006）。 Ndoye et al. （1997/98）は、C. acuminata の市場はカメルーン国の中央州で、特

に、売上の 84％を占める Bafia と Ombessa に集中していることを示した。ただし、樹種や

市場によって販売価格と販売量は変動する。Eyog et al. (2006) によれば、C. nitida の主要

市場はナイジェリアでと考えられる。 Ingram＆Schure（2010）ではまた、C. nitida はフラ

ンスとベルギーに輸出されていると述べられている。 本庁調査委よれば、C. nitida の主な

市場はカメルーンの北部州および極北州にあり、コーラナッツも海港または道路を介して

ナイジェリアに輸出されていることが明らかになった。 Ingram＆Schure（2010）は、カメ
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ルーンの C. nitida の年間経済価値を 430,639 米ドル、C. acuminata を 269,083 米ドルと推

定している。 

 

（２）聞き取り調査 

カメルーンで関係者に聞取りをしたところ、同国で生産されるコーラナッツの大半は国

内消費に回され、一部が周辺国のナイジェリア、チャド、ガボン等に輸出されていると複数

の回答を確認している。また、実際に商品を扱う生産組合や卸業者からも、主に陸路でナイ

ジェリアやチャドへ大量のコーラナッツを輸出しているとの話を聞くことができた一方、

同国主要港の Duala 港の税関には大量のコーラナッツが欧米に輸出された記録はない。調

査事例を整理すると表 3.4-7 の様に整理できる。優良な産地では年間約 3,500 トンから

4,000 トンの生産がなされ、市場には約 2,500 トンから 3,000 トン前後が出荷されることが

分かる。また、生産量が少ない産地でも年 1,000 トン程度の生産がなされることが分かる。 

 

表 3.4-7 聞取りから推測するコーラナッツの生産量等 

事例 区分 推定量 

事例 1 中央州 Mbam, Inoubou Division の生産量 3,600 トン/年 

事例 2 南部州 Ebolowa Division の生産量 900 トン/年 

事例 3 中央州 Kon Yambeta の買付業者取扱量 2,500 トン/年 

事例 3 中央州 Kon Yambeta でのナイジェリア人買付量 2,500 トン/年 

事例４ 沿岸州 Loum Division の農家生産量 4,290 トン/年 

事例４ 沿岸州 Loum Division の組合等の買付量 3,750 トン/年 

事例 5 沿岸州 Loum Division の共同年間出荷量 3,600 トン/年 

 

3.4.5.2 コーラナッツ販売価格 

コーラナッツの取引価格は、各段階でのナッツ資源の可用性によって関係者間で交渉さ

れる。具体的には、コーラナッツの生産量が高い時期は、村での取引は,5000-7,000 FCFA/15

㍑バケツ、中間買付人は 9,000-11,000 FCFA/15 ㍑バケツで卸売業者に、卸売業者は 12,000-

15,000 FCFA/15 ㍑バケツで売却する。生産量が少ない時期は、村レベルで 14000-17000 

FCFA、中間買付人は 18,000-2,0000 FCFA で販売し、卸売業者は 23,000-25,000 FCFA で

取引する。オフシーズン中は、村での取引は 22,000-2,5000FCFA、中間買付人は 28,000-

32,000 FCFA、卸売業者は 35,000-45,000 FCFA で取引する28。生産時期の違いにより、単

価は 3 倍ほど異なる。 

 

 
28 1FCFA=0.185 円で換算 
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3.4.5.3 コーラナッツ輸送コスト 

（１）国内輸送 

輸送コストは、ナッツ産地と製品輸送先間の距離数（キロメートル）に基づいている。地

方レベルでは、生産地域と都市中心部間の輸送コストは、距離の程度に応じて 500 FCFA か

ら 1000 FCFA である。長距離の場合、ナイジェリア市場の生産現場（Ebolowa と Bafia）か

ら Tiko 港まで 50kg のコーラナッツの輸送コストは 2000 FCFA から 4000 FCFA で、また

交渉によっても輸送コストが変動する。 

 

（２）空輸便による輸出コスト 

コーラナッツをカメルーンから他国に空港で小包として輸出する場合、輸送量と送付先

によりコストが決まる。空港では、税関手続きに書類と支払いが必要となる（表 3.4-8）。

輸送価格は、空港会社（製品を輸送する）、製品の量、および空港の目的地によって異なる。

協同組合や企業に関しては、納税者カード（特許）を所持しておくことが重要である。 

 

表 3.4-8 ヤウンデ国際空港の税関手続き（1 トン当たり） 

No 名称 

単価 

(FCFA)/kg コスト (FCFA) 

固定費用 

1 申告費用   25,000 (4,600 円) 

2 植物検疫テスト   10,000 (1,900 円) 

3 実験   10,000 (1,900 円) 

4 
カメルーン空港への支払い   20,000 (3,700 円) 

5 原産地証明   5,000  (930 円) 

6 手数料   10,000 (1,900 円) 

7 税関費用   25,000 (4,600 円) 

8 輸出手数料   60,000(11,000 円) 

変動費用 

9 
Ministry of forestry and wildlife への支払 1, 000(185 円) 100,000 (18,500 円) 

10 
東京への空輸費用*   1,419,940 (263,000 円) 

*航空輸送価格は、トルコの航空会社の例    *1FCFA=0.185 円で換算（十円台を四捨五入） 

 

3.4.5.4 カメルーンからの輸出状況 

カメルーン国では、日本と異なり国の貿易統計が整備されておらずコーラナッツの輸出
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データを入手できなかった。現地行政機関（農業省、環境省、税関）で統計資料が整備され

ていない理由は、コーラナッツが主要農作物でないこと、主要農作物に比べ生産量が極端に

少ないこと、遠隔地で生産されるため、データを集める体制が整備されていないことが上げ

られた（聞取り）。 

そういった中で、ドゥアラ国際空港での 2019 年 6 月-12 月コーラナッツの輸出統計デー

タを入手した（表 3.4-9）。統計上では８つの輸出業者が存在し、輸出総量は 9,000 ㎏。輸

出先は 4 か国で、1 位がフランス 6,505kg、2 位はベルギー1,520 kg、3 位スイス 590 kg、

4 位米国 383 kg である。 

 

表 3.4-9 ドゥアラ国際空港での 2019年 6月-12 月コーラナッツの輸出統計（種子全体） 

 輸出業者 輸出先 数量(kg) 

1 SOTRADIF France 2,050 

2 
KORA 

DISTRIBUTION 
France 2,985 

3 TUNDA Switzerland 590 

4 AQUATO FOODS Belgium 1,520 

5 MBOTO AFRIKA France 390 

6 DIASPO SERVICES France 1,000 

7 EXOTIC NGALENA France 80 

8 FOSTO TUENTE USA 385 

 

文献によれば、過去のコーラナッツの輸出データとして、以下の報告がある。（年代が古

い順に記述） 

 

⚫ Nkongmeneck （1985）：1981 年に約 22,500 トンのコーラナッツがカメルーンで生

産され、その約 90%に当たる 20,400 トンが商品として市場に出荷された。また、前

年の 1980 年には推定 1,100 トン（約 1 億 8260 万 FCFA 相当）が主にナイジェリア

とチャドに輸出された。 

⚫ Walter （2001）：カメルーンからマリ、セネガルへのコーラナッツの輸出は、約 2 億

FCFA（約 3,125 万円）相当。  

⚫ Eyog et al. （2006）：C. nitida の主な市場はナイジェリアであり、ナイジェリアへは

国境に近い Idenaeu の市場を通して出荷される。 

⚫ Kendo＆Seppanen (2007), Tabuna (1999)：カメルーンからヨーロッパ（フランス、

ベルギー、ロンドン）および米国との間に相当量の取引がある。 

⚫ Ingram＆Schure (2010)：コーラナッツの取引用価格は市場ごとに異なり、その価格
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は都市部や国境地帯の市場で高くなる。 

⚫ Ingram＆Schure（2010）：C. nitida は、フランスとベルギーに輸出されている。 

 

3.4.6 消費国（日本）におけるコーラナッツ販売の現状と課題 

3.4.6.1 天然カフェインの利用 

カフェインには、合成技術による合成カフェインと天然素材から抽出した天然カフェイ

ンの 2 種がある。合成カフェインは、医療用のみ使用可能である。食品として扱う製品に対

しては、天然カフェインを利用する必要がある。なお、天然カフェインを取り扱う日本国内

商社 A 社への  ヒアリングによれば、食品への合成カフェインの利用規制は、現在日本の

みとのことであった。天然素材から抽出する場合、①有機溶媒、②水、③二酸化炭素を用い

た手法があるが、①の手法は食品に対して使用不可である。 

ここで、天然カフェインの定義は、厚生労働省の食品添加物公定書 第 9 版にて「コーヒ

ーノキ属の植物の種子又はチャノキの葉から得られた、カフェインを主成分とするもので

ある」との記載があり、コラノキ由来のカフェインは天然カフェインの主成分として利用す

ることは現状難しいと考えられる。 

薬品を除くカフェインの利用用途は、ガム、エナジードリンク、コーヒーへの添加、JT 電

子タバコのようなカフェインたばこが挙げられる。ガムの消費は全体的に落ちており、エナ

ジードリンクは高止まりしている。カフェインに対して求められる品質は、安定供給、品質、

カフェイン含有量、菌がないこと、異物が混入してないことである。また、ドリンク製品の

添加物として利用する場合、お湯を利用できない製法もあるため、水溶性が求められる場合

もある。 

 

3.4.6.2 コーラナッツの日本への輸入と利用 

コーラナッツの日本への輸入統計は、財務省貿易統計によれば 2000-2019 年の間、2014

年ジャマイカから 20 ㎏のみである。コーラナッツをパウダーとして輸入し販売している事

例もあるが（後述の B 社）、パウダーの場合、貿易統計上、添加物として扱うため、コーラ

ナッツパウダーとしての国の統計データは入手できなかったが、以下に取り扱い企業で得

られた情報を示す。 

 

（１）取扱量 

ハーブ・アロマを取り扱う株式会社 B 社では、コーラナッツパウダーをハーブとして販

売している。コーラナッツパウラ―の用途としては、ユーザーにとっては健康に良いという

イメージがあり、自家製のコーラ飲料として需要があるとのことであった。輸入量は、年間

10-20kg であったが、自家製コーラ飲料の流行りの影響があり 2-3 年前からあり、今年は

300-350 ㎏に増加している。 

 

145



 

 

 

（２）欧州企業の利用 

コーラナッツパウダーを取り扱っている業者はドイツ企業で、原産国はギニアである。欧

州ではハーブ類が強く、マルチンバウアー、Worlee、クロイタミックスといった企業があ

る。コーラナッツパウダーは、小規模のガルケという企業から輸入している。もともと B 社

でのパウダーの販売数が少ないので、小回りが利く小規模な企業を選んでいるとのことで

あった。 

 

（３）日本で想定される製品利用 

天然カフェインとしての利用については前述したように天然カフェインの定義から外れ

るため食品利用ができないが、コーラナッツパウダーとしての利用可能性が高いことが、い

くつかの企業での聞き取り調査により明らかになった。 

想定される具体的な製品およびパウダーの利用量について日本国内の製薬会社 C 社に聞

き取り調査したところ、以下 2 点の回答が得られた。 

⚫ コーラナッツパウダー商品を「コラ種子乾燥エキス末」として、食品、特にエナジー

ドリンクや健康食品、また薬剤などの添加物としての市場が考えられる 

⚫ 添加量については、エナジードリンクであれば 50 ml 中にカフェイン 100 mg 相当の

カフェインを添加する。原料中のカフェイン含有量 10％とすれば、配合 1g/ 50ml で

ある。健康食品の場合、製品あたりの一日のカフェイン摂取量を 100mg とし、エナ

ジードリンクと同じく原料換算で 1g となる。 

 

その他、ネットで公開されている自家製コーラドリンクのレシピによれば、（bluetail 

happiness, http://bluetailhappiness.ldblog.jp/archives/3884705.html）3,000 ml のコーラド

リンクシロップに対して 50g のコーラナッツパウダーを使用する。このシロップ 70 mｌそ

れを 155ml の炭酸水で割るとのことから、一杯あたりのパウダーの使用量は約 1.2g/255ml

である（表 3.4-10）。 

 

表 3.4-10 製品１つあたりのコーラナッツパウダー使用量 

製品 使用量 出典 

エナジードリンク 1g/ 50ml 聞き取り 

健康食品 1g 聞き取り 

自家製コーラドリンク 1.2g/255ml http://bluetailhappiness.ldblog.jp/archi

ves/3884705.html 

 

3.4.6.3 コーラナッツ販売の現状と課題 

もともと、ナッツは食品貿易で厳しい品、土や虫がつきやすいという特徴がある。日本で
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は前述の食品衛生に関する法律も厳しく、またユーザーも品質・衛生面に敏感である。生産

国から日本に輸入する場合、この衛生面と品櫃の維持が課題となってくる。 

 

（１）輸出用の品質維持 

生産国からナッツのまま輸出することは、ナッツの温度・湿度への感度が高いため、管理

コストが高くなると考えられる。生産国側で可能な限り加工し、日本のユーザーが求める製

品の衛生品質を維持し、また品質維持のためのコストを抑える必要がある。 

 

（ア）ナッツの腐敗・雑菌対応 

ナッツの腐敗・雑菌対応について、日本国内製薬会社の C 社にヒアリングした。 

⚫ 日本の税関で問題になるのは、雑菌の有無。大腸菌は代表的な菌の一つであるが、好

気性、嫌気性と多くの種類がある。それらの種類は問わないが、ともかく雑菌を減ら

す処理が必要 

⚫ 日本に輸入する際は、腐敗や雑菌の増殖を避けるため食品用のナイロンパックに入

れ、真空状態にさせておくのが一つの手段である。パックに使う袋は、ナイロン袋で

消毒されているものが必要だと考えられる。ただし、コストがかかる可能性がある。 

⚫ 現地のコーラナッツ収穫後の処理の仕方を聞く限り、雑菌が付き易いだろう。収穫後

の洗浄で使う水は、少なくとも水道水であることが前提である。小川の水、井戸の水

では大腸菌等が含まれている可能性がある。水道水も日本と同じように飲める範囲

の物でなければ衛生上厳しい。水洗後のナッツをコンクリートの小屋や土の地面に

付けたり、布等を敷くにせよ地面の上で天日干しをすることは望ましくない。土中の

雑菌が着く。商品は大量のきれいな水で洗浄し、乾燥は土壌に触れさせず、金網を張

った棚等で行う。これらの工程を室内で行える環境を整えることが必要。また洗浄作

業を行う人も手指をきちんと洗浄しなければならない。使う道具も同じ。とは言うも

のの、そういった施設や環境をすぐに整えることは現実無理だろう。まずは、きちん

と消毒し、雑菌が付かないように乾燥させ、それらを真空パックで持込むことを考え

た方が良い 

⚫ 抽出液や真空パックが無理なら乾燥して実のまま持ち込むという方法もある。コシ

ョウの実などは乾燥させて麻袋に直に入れて輸入している。乾燥器はきちんとした

ものが先方の国にあればよいが、なかなか手に入らないだろう。例えば、日本の乾燥

野菜は 50 度の温風で 24 時間乾燥させている。温度調節や温風機能が付いた乾燥機

が必要になる。それも難しいなら、35 度の低温乾燥という方法もある。コーラナッ

ツを袋にいれ、或いは網に敷いて、上下左右の 4 方向から扇風機で風を送る。扇風機

ならどこの国でも買える。一方向だと乾燥にムラができるので 4 方向とする。この方

法で乾燥させると野菜やナッツに含まれる糖が表面に吹き出てきてくる。この糖が

表面をコーティングして、雑菌の繁殖を抑える。 
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⚫ 海外から食材を輸入する場合、物によっては殺菌水で洗浄するものもある。例えばエ

スカルゴや牡蠣は殺菌水で調理の度に洗っている。それくらい食品は気を使ってい

る。殺菌水は使わなくても、少なくとも次亜塩素酸ナトリウムでの付け置き洗浄と、

その後に乾燥処理は必要である。 

 

（イ）生産国側への衛生指導 

生産国側での衛生管理が品質保持の要である。日本国内製薬会社の C 社からの要望・意見は

以下のとおり。 

⚫ 製品の衛生品質を如何に維持するかという点が重要である。日本の税関で大腸菌など

が見つかると有無を言わさず商品を没収されてしまう。そのような事態を招かないよ

うに、信用が置けて現地で確実に処理をしてくれる人物が必要である。村人に作業手

順を教えても教えた通り実行させるのはなかなか難しいと考えられる。しつこいくら

い衛生指導を繰り返さない限り、人は習慣化せず、品質は維持できない。その点、日

本に来て、日本の衛生観念や製品管理等を少しでも見聞きした人物であれば期待でき

る。食品の衛生規格 HACCP29というのがある。その基準に準拠した衛生処理がされ

ていれば、食品として利用できよう。しかし、現地の様子を聞いた限り、今のままで

は衛生面で難しいだろう。 

⚫ 日本側からはカメルーンに対し衛生指導ができる。収穫の方法、収穫後の処理、衛生

基準等、そのクリアの仕方などを指導できる。日本の輸入基準をクリアできれば、他

の先進国にも出せる。これにより、これまで数十円でしか売れなかった商品が、現地

で一気に千円の価値が生まれる可能性もある。 

 

（ウ）パウダー加工 

パウダー加工は、一旦ナッツを乾燥させ、またパウダー化することで輸送容量を少なくす

ることができる。パウダーの加工の方法について、B 社で聞き取りした結果を以下に示す。 

パウダー加工には、粉砕機を使っていると考えられる。粉砕機とは、高速回転している羽

根に対象物が当たり内壁にぶち当て、実が粉砕する機械である。小麦をつぶすような羽自体

で粉砕する製粉機でも可能と考えられる。粉砕機はシンプルなシステムでそう高価ではな

い（処理規模は不明だが、2m ほどの粉砕機で 70 万円程度）。 

前処理として、粉砕前に水洗いして乾燥させる必要がある。香りを残したければ、温度を

45 度に抑えて時間をかけて乾燥させ、香りを気にしなくて良ければ、80 度の温風にさらし

 

29 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握した上で、原材料の入

荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を

管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法（厚生労働省, 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html） 
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乾燥させるとよい。風を送ることで湿気を飛ばせる。 

 

3.4.7 コーラナッツの生産、販売、輸出入に関する法規制 

3.4.7.1 土地利用権 

コラノキを栽培する場合、アグロフォレストリーの一部として家屋周辺の畑に植えるケ

ースやカカオ畑の日陰樹として植えるケース、単一プランテーションとして畑を作るケー

スが考えられる。現地には広大な森林、二次林、耕作放棄地が広がるが、以下の土地規制が

かけられており、新たにコラノキの植栽等のために畑を造成する場合は、土地区分の確認と

法的手続きが必要になる。また、それらの法律とは別に、土地に残る慣習法に従い地域の酋

長、村長等の許可を得ることが必要になる。 

 

（１）土地利用に係る法律 

カメルーンの土地利用・管理に係る中心的な法律は 1974 年土地所有法第 74-1 号、74-2

号（the 1974 land tenure ordinances (Ordinance-Laws 74-1 and 74-2)）に規定されている。

同法は全ての土地が国家に属する
．．．．．．．．．．．．

ことを宣言している。個人またはコミュニティは土地の

利用権のみを有し、土地の利用に際しては国との間で手続きが必要となる。使用期間及び使

用の条件については、「州の優先権（state priorities）」が優先され、また国は土地の収用権

を認められている。同法は、国内の土地を次の 3 つに区分している（表 3.4-11）。 

 

表 3.4-11 カメルーンにおける土地区分 

土地区分 摘要 

公用地 

（Public Lands） 
道路、河川、海岸、その他の公用地で構成された土地。 

私有地 

（Private Lands） 

“所有権を有する私有地”と“私有国有地（Private State Lands／

“domaine privé de l’Etat）”で構成。私有国有地は、“国が公共施設を

支援するために使用するため取得した土地”、“所有が放棄された土地”

及び“未開発の田園地域の土地”が含まれる。（法令 74-2 第 10 条（Art. 

10 of Ordinance-Law 74-2）） 

国有地 

（National Lands） 

上記に含まれない土地であり、私有地でも公用地でもなく“土地保護

区”とみなされる。ここには“区分が明示されていない土地”や“農村のコ

ミュニティが国有地として使用・管理している土地”が含まれる。この

土地の管理は国が行う。（法令 74-1 第 14 条（Art. 14 of Ordinance-Law 

74-1）） 

 

法令 74-1 号は、土地の登記（Registration）が唯一土地所有権を獲得する手段であると規

定している。法令 76-165 号（1976 年 4 月 27 日）は、登記プロセス、必要事項、土地証明
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書（land certificate）の取得手順を概説している。同政令は、1974 年以前に占有していた土

地については直接登記できる権利を保証する一方、1974 年以前に土地を占有しておらず、

且つ登記を希望する人々に対しては間接的に証明書を提出すること義務づけた。間接的登

記には測量士による測量報告書（Surveyor’s report,）、土地評価者による報告（professional 

valuation surveyor’s report）、地元行政機関からの非債務証明（non-indebtedness from the 

local Department of Lands）が必要である。 

1974 年に続き 1985 年と 1996 年に定められた法令は国家の土地収用権に制限をかけ、

2003 年に施行された法令では国に土地を押収された個人を補償するため、各種作物の買い

取り価格体系が明示された。また、2005 年に土地を取得するプロセスの短縮化を目指した

法令が出されている。 

 

（２）伝統的土地所有権 

アフリカ諸国の農村には、過去の王制や地域の酋長制度に基づく伝統的・慣習的な土地所

有制度が残るケースがある。カメルーンでもフランスの植民地化政策の過程で形成された

慣習的な土地所有制度や、過去の王制に基づく土地の利用規制が存在する例も報告されて

いる。カメルーン南西部の高地地域では、領域内の土地は現在でも全て潜在的に王の所有で

あり、王の命令によって土地は如何様にでも収奪されるという意識が残る。但し、同地域で

も王という権力は概念に近く、現実には土地使用の許可にある一族の合意が必要とされる

（端, 1993）。このように、行政による土地所有権とは別に、地域によっては伝統的な意思

決定や土地所有権が残る可能性はある。本調査での聞き取りでは、伝統的・慣習的な土地所

有制度の問題に直面することはなかったが、将来的にそれがコラノキの栽培やコーラナッ

ツの買付等に関与する可能性がある。 

 

3.4.7.2 コーラナッツの資源上の区分と監督官庁 

（１）森林野生生物省 (MINFOF：The Ministry of Forests and Wildlife） 

カメルーンの森林政策・計画策定は、1994 年に策定された森林法に基づいて進められる。

同森林法は、地方自治体（市町村）の林地、コミュニティの林、私有林、果樹園、農業プラ

ンテーション、休閑地、放牧地、林業プランテーション、アグロフォレストリー利用の土地

を除く全ての森林資源は国家に属することを定めている。しかし、いわゆる“地域住民”は、

個人消費または自家消費のために、“保護種（Protected species）”を除いて、全ての森林、

野生生物、および水産物を使用する慣習的権利を持つ。そして、同権利の下で、保護された

特定種を除き、近隣の森林で伝統的かつ非営利的な方法で NTFP を使用することができる。

（1994 年森林法第 8 条、法令第 95/531/PM 号第 35 条 3 項）。 

また、森林法は誰もが商業目的で NTFP を利用することを認めている。但し、これを行

うには森林行政機関の専門家から利用のための合意書（Agreement）を取得する必要がある

(1994 年森林法第 35 条、法令第 95/531 号第 4 条 1 項、法令第 95/466 / PM 号第 32 条 1
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項)。同合意書は永続的に機能するが、許可を得た業者は、利用する NTFP の種類と量、収

穫地を明らかにした年間計画を毎年作成する必要がある（法令 95/531 / PM 号第 87 条 1

項）。許可証の発行には、採取量に応じて再生税（Regeneration tax）（10FCFA / kg）の事前

支払いが求められる。 

なお、対象とする NTFP が“特別な林産物（Special Forest Products）”の場合、その取り

扱いは、森林野生生物省 が議長を務める省庁間委員会によって協議がなされる。また、二

次産物を生産できる NTFP に指定された種も森林に係る関係省庁の大臣の合意の下で開発

許可が付与される（法令第 95/531 / PM 号第 26 条 1 項）。 

森林野生生物省 は“特別な林産物（Special Forest Products）”のリストを定期的に発行し

ている。森林野生生物省 は Decree No209/D/MINFOF/CAB of 24 April 2019 に基づき、

“特別な林産物（Special Forest Products）”を次の 3 カテゴリーに区分している（表 3.4-12）。

なお、コラノキ、コーラナッツは 3 区分に含まれない“All other NTFPs”に属する。 

 

表 3.4-12 特別な林産物（Special Forest Products）のカテゴリー区分 

Category 摘要 

A 高い商品価値があり、且つ社会文化的な価値を有する絶滅の危機にある林産物 

B 絶滅の危機にある林産物／平均的な市場性や社会文化的な価値があり、且つ高い商

業価値があるもの 

C 絶滅の危険性はない林産物 

 

以上の通り、NTFP の商業利用する場合、事業者は林業行政機関の合意書を取付ける必要

がある。なお、共有林を管理する村落コミュニティや村の評議会も上記の合意書を取得し、

年間計画を作成すれば、NTFP から利益を上げることができる。 

 

（２）農業農村開発省 (MINADER: Ministry of Agriculture and Rural Development） 

カメルーンでは、過去数年間に NTFP を栽培植物とする研究（農産物化）が進み、それ

に関連して NTFP の法的区分が議論されるようになった。そして、農業農村開発省並びに

現地研究機関、援助ドナーを交えた会議を中心に、生産者と NTFP バリューチェーンの関

係者は、（農産物化）が進められた NTFP については NTFP 税の対象とすべきではないと

の主張を繰り返している30, 31。このような議論を背景として森林野生生物省と GIZ は、カ

メルーンの NTFP（農産物化）化の状況について全国調査を実施した(Fongnzossie et al. 

 

30 Mireille Feudjio, Domestication des PFNL, World Agroforestry Centre(ICRAF) 

31 Contribution to the proposed texts for a normative and regulatory framework for the legal 

access and sustainable exploitation of non-timber forest products in Cameroon, 2014, Verina 

Ingram, Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), p32. 
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2015)。その結果、天然林で自生する植物から供給されている NTFP もあるが、調査対象と

した NTFP の多くが農業プランテーションまたはアグロフォレストリー農地など供給され

ていることが明らかになった。そして、この研究では、コーラナッツを含む 11 種の植物を

NTFP から農産物として扱うよう提言した。同提言に基づき、農業・農村開発省(以下、「農

業省」は、それらの植物の生産物を農産物とする法令を作成し、現在、農業大臣の裁可を待

っている状況である。そのため、現時点では森林省による NTFP としての区分が適用され

る。なお、関係機関の議論の過程で、野生のものを採取してきた製品と耕作地等で栽培され

た製品の両方が市場に流通している産品については、その生産地（天然林の物かまたは人の

手によるものか）を証明するためのトレーサビリティシステムを確立することの必要性が

提起されている。 

 

（３）環境自然保護・持続的開発省（MINEPDED：Ministry of the Environment, the Protection 

of Nature and Sustainable Development） 

カメルーンは、“名古屋議定書を批准し、2017 年 2 月に発効している。同国の所轄官庁は

環境自然保護・持続的開発省である。そのため、遺伝資源の利用、伝統的知識へのアクセス、

研究、国外持ち出し等は、同国が定める ABS(Access and Benefit Sharing)の手続きに従う必

要がある。名古屋議定書では、ABS 政府窓口(National Focal Point on Access and Benefit- 

sharing)を 1 カ所定め、必要な情報を提供することになっている。 

 

（４）その他、研究目的に係る法規 

環境管理法（Law No 96/12 of 5 August 1996）は、カメルーンの環境管理に係る法的枠組

みを定めている。その第 5 章（天然資源管理と生物多様性保全）において、“カメルーンに

おける科学的調査および生物学的・遺伝学的資源調査は、国家レベルの調査機関と地域コミ

ュニティとの緊密な協力の下、透明性が確保され、且つカメルーンに利益をもたらす環境で

実施されなければならない。さらに調査は、カメルーン政府により批准された国際保全に係

る規定された条件下で行われるべき”と定めている（第 65 条）。 

また、科学研究・技術革新省（Ministère recherche scientifique et de l'innovation）は、通

達文書 n°0002 / MINRESI / B00 / C00（2006 年 5 月 18 日）で、研究のための認可を付与

する条件を設定している。その第 7 条で“研究は施行中の工業所有権に関する国際条約と法

規制に準拠して、利害関係者（研究者、科学研究担当省、研究者に所属する組織）間の合意

に基づいて行わる”と定めている。 

 

（５）関係省庁へのアクセス 

上述の通り、コーラナッツは法的には森林省が定めに従い現在のところ NTFP として位

置付けられている。しかし、農業省で議論が行われ、農産物として区分されるよう法改正の

準備がなされている。そのため、コーラナッツの商取引の現場では、ある地域では NTFP と
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して、別の地域では農産物として許可申請や課税がなされている。NTFP の性質上、野生の

ものを採取してきた商品と耕作地等で栽培された商品が市場に流通していることも、この

問題に拍車をかけている。 

コーラナッツの取り扱いについては、少なくとも各地域の二省庁の力関係で、区分が決め

られるという現実を理解する必要がある。加えて、遺伝資源の保護を名目に環境省が介入し

てくることが予想されるため、当面、輸出手続きに際しては、これらの 3 省庁との調整が必

要になると理解すべきである。 

 

3.4.7.3 輸出入関する法規制 

（１）関税分類 

コーラナッツの輸入品目は、第 2 部 植物性生産品 第 8 類 食用の果実及びナット、

かんきつ類の果皮並びにメロンの皮に該当し、統計番号 H.S. code 0802.70 で、品目はコ

ーラナット（コラ属のもの）である。 

 

（２）果実として輸入 

植物の果実を輸入する場合、生鮮、冷蔵、冷凍であれば、関連法令は、関税定率法／関税

暫定措置法、植物防疫法、食品衛生法がある。また、販売時の規制としては、農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS 法）、食品表示法、資源有効利用促進法／容

器包装リサイクル法が ある（ JETRO, 詳細は  https://www.jetro.go.jp/world/qa/04M-

010775.html のとおり）。 

輸入の際には、農林水産省植物防疫所に検査申請が必要である。日本における輸入検査で

は検査証明書（植物検疫証明書又は phytosanitary certificate）が必要となる。輸入する植物

は輸出国の政府機関による検査を受け、その結果、検疫有害動植物が付着していないことを

確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書を取得したうえで輸入する必要がある（植物検

疫所, http://www.maff.go.jp/pps/j/business/index.html）。 

販売目的で輸入する場合、厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口に「食品等輸入届出

書」と必要書類（原材料、成分または製造工程等に関する説明書、必要に応じて衛生証明書、

必要に応じて試験成績書）を届け出る必要がある。 

 

（３）食品添加物としての輸入 

食品添加物とは、食品衛生法第 4 条で食品添加物を、「食品の製造の過程において又は食

品の加工もしくは保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの」

と定義されている。 

JETRO によれば（https://www.jetro.go.jp/world/qa/M-100416.html）、添加物は以下４

つに分類されている。 

a. 指定添加物（安全性を評価した上で、厚生労働大臣が指定した 454 品目） 
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b. 既存添加物（日本国内で既に使用され、長い食経験があるもので、例外的に指定を受

けることなく使用・販売などが認められたもの。クチナシ色素、柿タンニンなど 365

品目） 

c. 天然香料（動植物由来の物質で、食品に香りを付ける目的で使用されるもの。バニラ

香料、カニ香料など） 

d. 一般添加物（通常食品として用いられ、食品添加物としても使用されるもの。イチゴ

ジュース、寒天など） 

 

コーラナッツ（Cola accuminata）は、カフェインではなく、テオブロミンを抽出成分と

する素材として日本食品科学振興財団の 2014 年既存添加物名簿収載品目リストに掲載され

ている。これは、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律（平成 7 年法律第 101

号）附則第 2 条第 4 項に規定する既存添加物名簿(平成 8 年 4 月 16 日厚生省告示第 120 号）

に作成されたものである。テオブロミン自体は、既存添加物（平成 29 年 11 月 30 日改正

版、登録品目数：365 品目）である。食品添加物の輸入に関わる法令は、食品衛生法、食品

表示法である。輸入の際、厚生労働省検疫所によれば、事前に関連情報（製造者、所在地、

物質名、添加物製剤の場合は成分、使用目的、容器包装の材質、保管方法) を事前に準備し

ておく必要がある。 

(https://www.forth.go.jp/keneki/kobe/food/download/fqa.pdf) 

 

3.4.7.4 税関 

個人で輸入する場合、税関では国際郵便、一般貨物、郵便小包の利用方法によって手続き

が 異 な る 。 税 関 の ホ ー ム ペ ー ジ に 記 載 の 各 手 続 き 方 法 を 以 下 に 転 記 す る （ 税 関 

https://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyunyu.htm）。関税の免税を受けたいときは、輸出国

側で特定原産地証明書を取得し、これを日本の税関で提出する（HUNUDA EPA/輸出入/国

際物流/貿易求人 https://hunade.com/start-kudamono#i-3）。 

 

3.4.7.5 ABS・生物多様性条約への配慮 

ABS とは、遺伝資源の取得の機会(Access)とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な

配分(Benefit Sharing)のことである。「生物の多様性に関する条約(CBD)」の第 10 回締約

国会議(COP10)で採択された「生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得機会及びその

利用から生ずる利益の校正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書(名古屋議定書)32」に基づ

く。名古屋議定書は、2014 年 10 月 12 日に発効し、日本は 2017 年(8 月 20 日)、カメルー

ンは、2017 年 2 月 28 日に締約国入りした。 

名古屋議定書における ABS の基本ルール(ABS 指針とする)は、以下のとおりである。 

 
32 The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from 

their Utilization to the Convention on Biological Diversity (2009年10月29日) 
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⚫ 遺伝資源の取得に際し、提供国の ABS 規制に従い当局の PIC33(許可等)を得る。 

⚫ 提供者との間で MAT34(契約)を結ぶ 

⚫ MAT に従って、遺伝資源の取得や利益配分を行う。 

 

カメルーンは、ABS に係るすべての交渉プロセスに参加するとともに、GEF-UNEP の支

援により国家 ABS 政策を開発してきた。2012 年には「ABS 戦略」を、2016 年に「ABS 行

動計画」を策定した。ABS 戦略にもとづき、いくつかの生物資源に対して試験的 ABS イニ

シアチブが開始されました。キク科の 1 種(Echinops giganteus)とキョウチクトウ科の 1 種

(Mondia whitei)の生物資源の利用にあたって、南西地域の Magha-Bamumbu および Lewoh

コミュニティとフランス企業 V. MANE FILS との間で ABS パートナーシップ契約が締結さ

れた。このパイロットイニシアチブは、ABS プロセスを全国レベルで進めるための重要な

経験と教訓となっている。 

環境省に設置した名古屋議定書のフォーカルポイントが中心となって主要なステークホ

ルダーの参画によるアドホック委員会を設置し、ABS 規制に係る法律の草案を検討中とこ

とである。 

 

3.4.8 コーラナッツの事業化可能性 

3.4.8.1 ビジネスモデル 

（ア）想定するビジネスモデル 

上記のビジネスモデル戦略を基に、図 3.4-11 のようなビジネスモデルを提案する。同モ

デルの特徴は、以下の 3 点である。 

 

1) ABS 指針の適用 

カメルーン国環境省は、ABS 運用のための体制整備を進めている。近い将来、主要農

作物以外の植物関連商品の輸出については、ABS への対応が求められる可能性が高い。

なお、ABS 指針に適応した利益分配体制を明示できれば、村人との信頼関係を築けると

予想される。 

 

2) 住民グループ／組合の組織強化 

村落側の窓口となる組織を作る。カカオや NTFP を扱う既存の協同組合等があればそ

の機能強化を図り、商品の供給や ABS 対応の役割を担わせる。また、各種の技術指導を

行う際の窓口として機能させる。 

 

 
33 Prior Informed Consent (情報に基づく事前の同意) 

34 Mutually Agreed Terms (相互に合意する条件) 
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3) EU 企業との連携 

商品は、現地生産者→住民グループ／協同組合→EU 企業→日本企業という流れで輸入

することとする。現在までに EU 企業の一部がカメルーンでコーラナッツの買付・輸出を

していると予想されることから、それらと提携し、そのノウハウを活用する。但し、EU

企業との間で協力関係を結べないケースも想定できる。その場合、コスト等の条件がクリ

アできれば日本企業の現地事務所を置く、或いは代理人契約で現地の企業／NGO 等に輸

入手続きを担わせるという方法も考えられる。 

 

 

図 3.4-11 持続可能な森林経営に資するコーラナッツ・ビジネスモデル 

 

（イ）想定するビジネス/生産拠点地域 

カメルーンの森林減少・森林劣化の主な原因として、主にオイルパーム、バナナなどの農

園の造成と、地域住民による焼畑耕作など農地への転用がある。農地転用が著しい 3 州、中

央州、南西州、沿岸州を中心に、現存コラ資源、持続的森林管理の優先度が高い国有の森林

の分布、輸出拠点となる空港、港湾へのアクセス面から検討した結果、4 ゾーンの候補地域

が想定される。このうち、農地への転用による森林減少が著しい中央州に位置するゾーンが、

持続的森林管理に資するコーラナッツ・ビジネス/生産拠点地域として提案される。Mbam-

Inoubou Division を構成する 9 つの Sub-division (郡相当)のうち Bafia、Kon-yambetta、

Kiki Sub-division が優先箇所となる。 

上記の Sub-division は、年間平均 500-800 トン/Sub-division 生産していると推測され、

⚫ カカオ農地でのコラ木の持続的管理/保全/更新
⚫ 他の農地(パイナップル/トウモロコシ/バナナ/キャッサバ

他  類)のコラ木植栽
⚫ 農地周辺の天然性コラ木(天然林)の保全

日本企業
(粉末輸入・加工)

日本市場
ハーブ食品等

CMR政府

住民
(森林減少地域)

⚫ MAT契約のファシリテーション
⚫ コラ木登録(GPS)＋モニタリング(携帯写真、フリー衛星画像)
⚫ 優良コラ木、コラ木更新に関する普及、関係者への知識共有

ABS許可(環境)
ABS指針を適用

– 合法性の確保

学術研究機関
/NGO(環境)

税金/手続き料等の
支払い

産地証明等
(農業/森林)

MAT契約
Benefit-sharing/BS
(コラ価格+付加価値)

熱帯林保全貢献

カカオ、農産物販売収入+コラ販売収入
+BS収入

連携

情報公開

熱帯林保全
貢献の確保

村落
（村長)

EU企業
（又は日本企業の事務所）

(輸出)

住民グループ
/組合

地域連携(共同出荷)

コラの専属販売/長期契約
(安定調達先の確保)

コラ1次粉末

コラ実

コラの品質管理

1次製粉
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さらにコラノコの挿し木や接ぎ木苗の育成経験もある。農業省の普及員もコラノキの植栽

を推奨しており、農業省の技術支援も受けやすい環境にある。 

 

3.4.8.2  収益性 

日本企業が関係する現地事務所が当ビジネスモデルを営むと想定する場合、収益性を検

討するためには、主に、次のような課題に関する調査を含む F/S 調査を行う必要がある（表 

3.4-13）。 

(ア) ABS 利益配分について、カメルーンのフランス企業の事例と同様レベルと想定でき

るかの確認 

(イ) 簡易な加工方法(製粉など)に係る機材、人件費など組合に関連する経費 

(ウ) 熱帯林保全貢献の確保に十分な NGO との連携に係る委託業務経費 

(エ) 日本市場で入手可能なコラ成分利用の商品の販売価格、コラ成分の含有量、販売・加

工経費 

 

表 3.4-13 コーラナッツ・ビジネスの収益性・波及効果の検討に係る基本条件の概要 

段階. 項目 数値 単位 備考 課題 

生産 

 

農 地 の コ

ラ資源 

5-20 本/農地 

比較: 天然林 3-21

本/ha 

(Tajeukem et al., 

2014) 

1) 新規植栽木と農地転用時の

保残木との違いは 

13-65 Kg/年/本 
生産量が高い時、

15リットル袋保管 

1) 生産量が低い場合のデータ

収 

2) 1農地  65-1,300kg生産の検

証 

ナ ッ ツ 生

産者価格 

400- 

2,000 
FCFA/kg  

 

ABS 利 益

配分 

300-

500? 
FCFA/kg 

1) フランス企業の

MAT 契 約 の 事

例の準用を想定 

2) 価格に上乗せ 

1) MAT契約交渉による 

2) 1 農 地 あ た り 19,500-

65,000FCFAの増収は、新規

農地転用または移動耕作が

必要なくなる最低収入とな

る? 

輸送 
500-

1,000 
FCFA/kg  

1) 原料費(1-3計): 1,200-3,500 

FCFA/kg 

製粉機 ? FCFA/機 組合が購入 

1) 現地購入可の機材の種類と価

格 

2) 減価償却5年? 

組合経費 ? FCFA/月 
1) 製粉人件費と光

熱費、マージン等 

1) 情報収集・確認 

2) 機材購入等のため銀行融資

が必要な場合、支払い利息

17.5%程度か確認 

税金・手続

き料金 
0? FCFA/kg 農地からのコラ 

1) 農地からのコラは、NTFP許

可と再生税は不要か? 

2) その他の税金・料金 
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段階. 項目 数値 単位 備考 課題 

NGO連携 ? FCFA/年 

MAT契約ファシリ

テーション、モニタ

リング等 

1)  委託内容を具体化 

輸出 

輸送 
2,000-

4,000 
FCFA/kg Yanunde空港まで 

 

輸 出 手 続

き 
165,000 FCFA/回 

衛生検査(雑菌等)、

産地証明込み 

 

税金・手続

き料金 
0.1 FCFA/kg 森林・野生動物省 

 

空輸 
200-

1,700 
FCFA/kg 日本宛 

 

販売 
コ ラ 成 分

の価格 
? 円/kg  

1) コラ成分利用商品の販売価

格、コラ成分含量から推定 

 

3.4.8.3 ビジネスモデルによって期待される波及効果 

熱帯林の森林減少・劣化の抑止し保全すべき国有林の持続的管理に寄与する波及効果が

想定される。日本企業が関係する現地事務所が当ビジネスモデルを営む場合、主に、次のよ

うな課題に関する調査を含む F/S 調査を行って信頼性の高い波及効果の検討を行うことが

重要である。 

(ア) 森林地から農地転用の際に保残されたコラノキに対して、農地転用なしに新規に植

栽したコラノキの差別化の確保方法 

(イ) ABS 利益配分による増収により、新規農地転用や移動耕作が必要なくなる生計レベ

ルに達することができるかの確認 
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