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ガーナのカカオの輸出先は？ 日本はどこからカカオを
輸入している？

74%



概要
• ガーナのカカオ生産ー歴史と現況
• カカオ生産の課題
• 環境問題と解決策
• 社会問題と解決策
• 日本企業の実績
• 農家が優先的に取り組むべき分野は？

• 日本がすべきことは？



現況

カカオはガーナの森林地域で生
産されます。





Accra, Ghana







Context

• 国土 -日本はガーナの1.5倍
• 独立：1957年
• 人口：3150万人

Ghana





カカオ農業のための共同サポートネットワーク



農業における子どもの役割



農業に従事する若者は多くない



80万の農業世帯
• カカオ生産・栽培
• カカオ豆を発酵、
乾燥する

• Licensed buying 
companies (“LBC”)
ライセンスを
受けた購入企業

ガーナのカカオ生産のサプライチェーン図
農家

Farmers 商人
Traders

Companies like
• Olam
• Barry Callebaut
• ECOM
• Cargill

grinders

貿易業者
Exporters

Purchasing 
clerks



以前とは異なり、現在では農家が新しいカカオ農園を準備する際、
すべての木を伐採します。



Issues - deforestation

ガーナにおける
森林破壊
(2001〜2017) 

• 1900〜2000年：
森林減少90%

• 2018年:
森林減少率が最大に



コートジボワールの森林減少 (1955 - 2015)コートジボワールの森林減少 (1955 - 2015)



問題点 - 森林破壊
Trends in 
cocoa 
production

カカオ生産
の動向

2016年以降：
90万トン/年



• A cocoa farm in a 
forest reserve

•森林保護区の
カカオ農園

問題点 - 森林破壊

811,747



• Cocoa is mainly  
monoculture

• カカオは主に
単一栽培です

問題点 – 生物多様性の喪失

Credit: Kusi WireduCredit: Kusi WireduCredit: Kusi Wiredu



問題点 – 生物多様性の喪失

Credit: Asconsultancygh.comCredit: myaimreport Credit: Dropdata

• 農薬の使用
• 健康被害（米国労働省の調査による）

• 30%  -皮膚の炎症
• 21% - 目の炎症
• 18% - めまい



問題点：気候変動
カカオ生産の適地 (現在) 



問題点：気候変動
カカオ生産の適地 (2030年) 



Solutions – 森林減少の対策

• Community-based resource conservation
• 地域密着型の資源保全



Solutions -森林減少の対策

https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/

https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/


Solutions - アグロフォレストリー



成功事例：マース

https://www.mars.com/about/policies-and-practices/cocoa-and-forests-policy

https://www.mars.com/about/policies-and-practices/cocoa-and-forests-policy


成功事例：モンデリーズ

• 100％のカカオ農園の地図化
• 村落内の貯蓄貸付組合に32,000世帯
• 優良農業慣行によって訓練された農業者
• 農家への多目的樹木・カカオ苗の配布



トレーサビリティへの道は
まだ遠い。

事例：原料メーカーのトレーサビリティ

2019年のカカオ使用量
組合までトレース可能



https://www.mightyearth.org/japan-easter-scorecard-pr

https://www.mightyearth.org/japan-easter-scorecard-pr








問題点 - 貧困

コートジボワール ガーナ

極貧ライン



Source: International Cocoa Organization (ICCO)

問題点 - 貧困

カカオの長期価格

• 1970年代：
１トン当たり$8000

• 2020年：
１トン当たり$2600

• 現在：
１トン当たり$2,238



問題点 - 貧困

https://tonyschocolonely.com/us/en/download/annual-fair-report-2019-2020.pdf

農家の利益

農家への支払い：5.1％
フェアトレード・プレミアム：0.9％
Tonyの追加プレミアム：1.2％
組合支援プログラム：0.7%
フェアトレードライセンス代：0.3％

Tony’sと小売の
マージン：49％

ミルクパウダーと砂糖：15.7%

税金、貯蔵と輸送コスト：3.2%

CO2補償：0.3%

Chocolonely連盟への支出：0.7%

含有物、製造、
包装、管理：
14.6%

https://tonyschocolonely.com/us/en/download/annual-fair-report-2019-2020.pdf


問題点– 児童労働



農家による優先対策
• 農家の生計

Living income for farmers
• 子ども達のためによりよい機会

Better opportunity for their children
• 持続可能なカカオ農園

Sustainable cocoa farms 
• カカオに関する意思決定に参加

Be part of decision making on cocoa



日本ができることとは？
• 日本は伝統的な生活様式を理解し、大切にしています。手を
使って働き、自分の食料を育て、技術を子どもや孫に伝えます。
また、日本は技術的にも進んでいます。

• 日本はこのような2つの世界の良いところを使って、カカオ生
産を変えることができます。

• JICAプラットフォームは、児童労働、農業従事者の貧困、そし
て環境への悪影響を撲滅するという産業における大きな目標を
設定する場を提供します。

• 日本企業はCFIと協働し、農業団体や市民団体を支援して、
遅れを取り戻す必要があります。



Thank You
samuel@mightyearth.org

2000 M St. NW Suite 720 |  Washington, DC 20036 | 202.810.9166

www.mightyearth.org
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