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１．はじめに

　近年、中央アメリカ（以下、中米）のコーヒー生産者の
間で「カスカラ（Cáscara）」に注目が集まっている。カス
カラとは、殻や皮を意味するスペイン語であり、コーヒー
チェリーの果肉および果皮の部分を指す。コーヒーをめぐっ
ては、これまで経済的価値があるのは豆（種子）の部分で
あると考えられてきた。そのため、カスカラは生産工程で
廃棄されてきた。しかし、果肉も果皮も食すことができる
ことから、カスカラを活用して新たな食品を開発しようと
いう動きが生産現場で起き始めている（武田 2020）。す
なわち、私たちがコーヒーを飲めば飲むほど生産国の現場
では廃棄物が増える構造があり，その廃棄物を新たな資源
に生まれ変わらせようとする運動が途上国で起きているの
である。
　なお、コーヒーチェリーを食べる習慣は一部の地域で歴
史的に続いてきた。例えば、イエメンのキシル（Qushir）、
エチオピアのハシャラ（Hashara）、ボリビアのスルタナⅰ

（Sultana）などがその代表例である（カスカラをめぐる
食文化の詳細については、本紙掲載の別稿、武田（2022）

「コーヒーチェリーはいかにして『食べ物』となったか－中
南米におけるカスカラ再評価運動を事例に－」を参照）。し
かし、中米を震源として起きているカスカラは、伝統文化
の継承という文脈ではなく、「倫理的消費」を背景として
2010年代に始まった運動である（武田 2022）。すなわ
ち、廃棄物を削減するためのひとつのビジネスモデルとし
てカスカラが捉えられているのである。
　カスカラは、SDGsなどの追い風を受けて、北米マーケッ

トでも徐々に浸透しつつある。2017年にアメリカ国内の
スターバックスの新メニューとして採用されたことをきっ
かけに、その知名度も高まっているⅱ。日本のマーケット
においても、インターネットなどを中心に販売が行われつ
つあるが、その存在は多くの市民には知られていない。
　日本においてカスカラが広がらない背景には、生産量が
少ない（輸入できる絶対量が少ない）という要因もさるこ
とながら、味に課題があると考えられる。特に本研究で扱
うカスカラのお茶「カスカラティー」は、酸味が強く独特
の風味を持っているⅲ。そのため、北米マーケットでも、
カスカラを導入する際には、アメリカの人々が好む味に加
工する努力が重ねられてきた。
　そこで、筆者らの研究グループは、日本の消費者向けに
カスカラティーの改良を試みつつ、日本市場でのカスカラ
普及を目的にアンケート調査を行った。本研究報告は、そ
の成果をまとめたものである。上記を踏まえ、本研究の目
的は大きく2つある。第一に筆者らが行ってきた日本向け
試作品の詳細を報告すること、第二にどのような層がカス
カラティーの消費者になり得るのか、アンケート調査の分
析を通じて示すことである。
　本稿の構成は次の通りである。まず、第2章では研究の背
景および経緯を示しつつ、筆者らがカスカラの取引を行っ
た生産者の情報について整理をおこなう。第3章では、調
達したカスカラをいかにして加工したのか、試作品の加工
方法および活用方法ⅳを示す。第4章では、試作品に対する
消費者の反応を測るために実施したアンケート調査の概要
を示す。第5章では、アンケート調査の結果を提示しつつ、
終章において日本においてカスカラを導入する際の方向性

　本稿は、日本市場におけるカスカラティーの普及を目的に実施した、商品開発および市場調査の結果をまとめた報告書である。カスカラ
（Cáscara）とは、殻や皮を意味するスペイン語であり、コーヒーチェリーの果肉および果皮から抽出したお茶をカスカラティーと呼ぶ。
しかし、カスカラティーは酸味が強いという課題がある。そこで商品開発にあたっては、日本のほうじ茶の製法を参考に焙煎を加え、日本
市場向けに味の改良を行った。また、日本の消費者の傾向を把握するために、カスカラティーの試飲会を実施し、アンケート調査を行った。
その結果、焙煎ティーを「おいしい」と答えた回答者は89%に及び、78％の回答者が「酸味を感じない」と回答するなど、従来のカスカ
ラティーと比べ多くの支持を得られることが分かった。さらに、健康志向および環境志向の高い人がカスカラティーの潜在的消費者になり
得ることが明らかとなった。

　This paper is a report summarizing the results of product development and market research conducted for the purpose of selling cascara 
tea in the Japanese market. “Cáscara” is a Spanish word meaning skin and pulp of a coffee cherry, and the tea extracted from it is called 
“cascara tea”. However, cascara tea is high in acidity. Thus, the method of Houjicha roasting was used as a reference during product 
development to improve the taste for the Japanese market. On the other hand, in order to grasp the tendency of Japanese consumers, a 
taste-testing event of cascara tea and a survey was conducted. As a result, 89% of the respondents answered that the roasted tea was 
"delicious", and 78% answered that they did not taste acidity. Furthermore, it has become clear that health and environment conscious people 
can be potential consumers of cascara tea.
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を示す。
　なお、本研究は、2020年度静岡文化芸術大学教員特別
研究費「コーヒーの廃棄物を活用した新たなフェアトレー
ド商品開発に関わる実践的研究（通称：カスから生まれる
プロジェクト）」の一環として行われたものである。プロ
ジェクトは、教員（武田淳、日比谷憲彦、下澤嶽）だけで
なく、学生研究員（野澤陽彩、森万里瑛、戸谷うらら、
Rojas Ángela）と協働で実施した。また、試作品の開発
やアンケート調査の実施にあたっては、フェアトレード
サークルの「りとるあーす」（代表：三ツ矢ゆりえ、大城
梨紗子）の協力を得た。誰がどの工程に関わったのかにつ
いては、注釈にて補足を加える。また、本稿の著者の役割
であるが、4章を日比谷が、5章2節と4節を近藤栞と山下
真潤ⅴが、それ以外の章は武田が担当した。

２．カスから生まれるプロジェクトの概要

2-1．プロジェクトの発足に至る経緯
　本研究プロジェクトの着想は、2018年に筆者（武田）
がコスタリカでフィールドワークを行った際に、コーヒー
チェリーを使用したフルーツワインを開発している事業者
から、品質向上の技術支援をしてほしいとの相談を受けた
ことに始まる。このことをきっかけに「カスカラ」を知っ
た筆者は、カスカラをめぐる食文化研究に着手しつつ、実
践活動をとして本プロジェクトの構想を練り始めた。
　カスカラの利用実態を調査したところ、コスタリカでは、
生の果肉を加工したジュース、ワイン、ジャム、乾燥させ
たカスカラを使用したお茶、全粒粉コーヒー（製菓用の小
麦代用品）など多様な実践が行われていることが分かった

（武田 2020）。また、こうしたカスカラ活用運動は、コー
ヒー廃棄物の削減および（新たな商品を開発することで）
生産者の収入向上を目的にしていることが分かってきた。
　本プロジェクトのカウンターパートとして設定したのは、
フェアトレードコーヒーの生産者である。コスタリカは、
中南米で第１号となるフェアトレードタウンⅵを有する国
として知られるが、カスカラ活用運動の一部は、フェアト
レードコーヒーの生産者たちによって担われてきたからで
ある。コスタリカのフェアトレードタウン運動を指揮して
きたコーヒー生産組合「コーペアグリ」では、2017年に
カスカラジュースを製造する工場を新設するなど、とりわ
けカスカラ事業に注力をしている。そこで、コーペアグリ
をカウンターパートとした。消費者がコーヒーを飲めば飲
むほど生産現場で生ゴミ（カスカラ）が増えるという構造
は、フェアトレードコーヒーであっても同様である。この
ような問題の解決を、カスカラの新たな利用法を開発する
ことで乗り越えようとするのが、本プロジェクトの目的で
ある。
　また、筆者らが所属する静岡文化芸術大学は、2018年
にアジアで初となる「フェアトレード大学」に認定され、そ
れ以降、フェアトレードを推進する責務を担っている（下
澤 2018）。そこで、生産者からの要望とフェアトレード
の実践をめざす大学の方向性が掛け合わさり、新たなフェ
アトレード商品を開発・普及するプロジェクト「カスから
生まれるプロジェクト」を立ち上がった。この名称にはカ
スカラを活用するプロジェクトであり、廃棄物（カス）か

ら新しい価値を見出すという意味が込められている。メン
バーは、教員および学生から構成され、2020年4月より
活動が開始された。

2-2．プロジェクトの概要
　プロジェクト概要は、①商品の開発、②パッケージデザ
インの開発ⅶ、③普及活動の3つの軸からなる。日本の消費
者に合った商品、デザインの開発を行いつつ、試作品が完
成を見た段階で、コーヒーおよびフェアトレード関連企業
に対してプロポーザル提案を行うというものである。以下、
本稿では商品開発に関して報告を行う。
　なお、当初の計画では、プロジェクトの前提として2020
年の夏にコスタリカに赴き調査を行う予定であった。現地
でカスカラを活用した商品の多様性を調べつつ、具体的に
支援する商品を決める目的である。しかし、新型コロナウ
イルス（COVID-19）の流行を受け、現地渡航が催行で
きなくなった。そこで、日本でも徐々に販売が行われつつ
あるカスカラティーに焦点を絞り、活動を行うこととなっ
た。
　商品の開発にあたっては、先述のコーヒー生産組合コー
ペアグリをカウンターパートとし、オンライン上でやり取
りを行った上で、フェアトレードコーヒーのカスカラを輸
入したⅷ。同時に、比較検討の素材として、日本で市販さ
れているボリビア産カスカラ（スルタナ）および沖縄産カ
スカラⅸも入手し、それぞれの味の比較を行うとともに、加
工および飲食方法の検討を重ねた。このような試行錯誤を
重ね、2021年6月に試作品が完成した。カスカラティー
の加工方法については、続く2章で詳述する。

３．カスカラティーの加工および試作品の開発

3-1．現地における加工
　「茶葉」となるカスカラは、現地で加工され輸出される。
カウンターパートのコーペアグリが行っている加工方法は
以下の通りである。まず、収穫されたコーヒーチェリーを、
洗浄した後、分離機にかけ豆とカスカラに分ける。ここで
出たカスカラを数日間、天日干しにする。十分に水分が抜
けた乾燥カスカラが、カスカラティーの「茶葉」となる
（武田2022）。なお、果実であるカスカラには水分が多
く含まれているため、乾燥の際にはカビが生えないよう通
気性を保つことが重要となる。そのため、ボリビアでは送
風機を使って乾燥させる方法も実践されている（Jiménez 
2019a）。すなわちドライフルーツのように水分を含ん
だものではなく、完全に乾いた状態がカスカラティーの
「茶葉」となる。

3-2．日本における加工
　日本語のインターネットのサイトでは、「カスカラティー
の淹れ方」として、乾燥カスカラにそのまま湯を注ぐとい
う方法がしばしば紹介されている。これは、生産地の中米
でも、消費地の北米でも同様の方法がとられている。しか
し、先述のように、カスカラをそのまま煮だしてしまうと、
酸味の強い独特の味に仕上がってしまう。そこで、本研究
では、酸味を弱める方法として、乾燥カスカラに焙煎の工
程を加えた。焙煎を加えるヒントとなったのは、コーヒー
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生産地の文化および日本のお茶文化である。
　まず、生産地の文化についてであるが、ボリビアのユン
ガス地域では、20世紀初頭からスルタナ（Sultana）と
いう呼称でカスカラティーの飲む習慣が発展してきた（武
田 2022）。スルタナも、生産者は「乾燥カスカラ」の状
態で出荷するが、流通の過程でコーヒー豆のように焙煎が
加えられ、消費者は「焙煎カスカラ」をお湯に浸して飲用
している（Jiménez 2019b）。そこで、ボリビアの文化
を習う形で焙煎を採用した。
　焙煎にあたっては、日本のお茶文化に倣った。浜松市内
の製茶企業「薗田製茶」協力のもと、お茶の焙煎方法につ
いてご教示をいただいた。日本茶においても酸味の強い茶
葉を飲用するためのひとつの方法として、「ほうじ茶」に代
表される焙煎茶の文化が発展した。そのことをヒントに、
同社の薗田基一代表取締役より、ほうじ茶を参考にした加
工方法を提案いただいた。そこで、2021年6月21日に、
薗田製茶においてカスカラの焙煎実験を行ったⅹ。歴史的
に日本茶の焙煎は、直火で行うのではなく、「ほうじ器」と
よばれる陶器を使って焙煎が行われてきた。しかし今回は、
各家庭でもできる簡易的な方法として中華鍋を火にかけて
焙煎する方法をご教示いただいた。
　試作では、約200℃に熱した鍋にカスカラを投入し、表
面の色が黒く変わるまで焙煎を行った。そのうえで、味が
良く出るよう、ミキサーで約3ミリ角にカスカラを粉砕し、
ティーバックに封入した。このようなサンプルを、浅煎、
中煎、深煎の三段階準備し、それぞれの味の飲み比べを
行った。結果として、浅煎では酸味が強く残り、深煎にな
ると酸味が消え果実独特の甘みのある香りが立つことが分
かった。研究チーム内で「飲みやすさ」を諮った結果、深
煎の焙煎カスカラを採用することとなった。なお、焙煎カ

スカラの淹れ方としては、「水出し」方式を取った。これ
は、上記薗田氏のアドバイスによるもので、お湯が高温で
あるほど酸味が出てしまうという茶葉の特性を加味し、よ
りまろやかに飲める「水出し」を採用した。

４．アンケート調査の概要

4-1．試飲会の概要
　カスカラティーの試作品に対する一般市民の反応を測る
ため、2021年7月10日（土）、11日（日）にかけて、カス
カラティーの試飲会を実施した。サーラE&L浜松株式会社
の協力のもと、浜松市内の「サーラプラザ佐鳴台」におい
て実施されたイベント「プレシャスデイ」の一環としてブー
スを出店し、来場者に対して試飲の提供およびアンケート
調査を実施したⅺ。2日間で269人が試飲に参加し、この
うち215人から回答を得た（許容誤差4％）。
　なお、比較検討のため、試飲にあたっては「焙煎カスカ
ラの水出し茶（以下、焙煎ティー）」と「乾燥カスカラの
水出し茶（以下、乾燥ティー）」の2種類を提供した。参
加者にはそれぞれを飲み比べてもらった上で、次頁のアン
ケート用紙ⅻに回答してもらった。

4-2．アンケート回答者の属性
　回答者の性別の内訳は、女性140人（65.1％）、男性44
人（20.5％）、無回答31人（14.4％）であった。また、
年齢別には、10代7人（3.3％）、20代32人（14.9％）、
30代49人（22.8％）、40代56人（26.0％）、50代47
人（21.9％）、60代8人（3.7％）、70代2人（0.9％）、
80代2人（0.9％）無回答12人（5.6％）であった。
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カスカラティー試飲会アンケート 

【基本情報】 

Q.１：年代（必須）   □10 代 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70代 □80代 

Q.２：性別（任意）   □男性 □女性 

 

【カスカラティーの感想】 

Q3.：カスカラティー【A】飲んだ感想を教えてください。 

 そう思う ややそう思う あまり思わない そう思わない 

香りがよい □ □ □ □ 

酸味がある □ □ □ □ 

苦みがある □ □ □ □ 

甘味がある □ □ □ □ 

渋みを感じる □ □ □ □ 

のどごしがよい □ □ □ □ 

まろやかだ □ □ □ □ 

飲みやすい □ □ □ □ 

おいしいと感じた □ □ □ □ 

市販されたら買いたい □ □ □ □ 

その他感想があればお聞かせください（任意） 

 

 

 

Q4.：カスカラティー【B】飲んだ感想を教えてください。 

 そう思う ややそう思う あまり思わない そう思わない 

香りがよい □ □ □ □ 

酸味がある □ □ □ □ 

苦みがある □ □ □ □ 

甘味がある □ □ □ □ 

渋みを感じる □ □ □ □ 

のどごしがよい □ □ □ □ 

まろやかだ □ □ □ □ 

飲みやすい □ □ □ □ 

おいしいと感じた □ □ □ □ 

市販されたら買いたい □ □ □ □ 

その他感想があればお聞かせください（任意） 

 

 

 

Q5.以下のカスカラティーの特徴の中から、あなたが魅力だと感じるもの教えください。（複数回答） 

□味  □珍しさ □パッケージデザインの良さ □コレステロール・血糖値を下げる    

□脂肪燃焼効果がある     □抗酸化作用（アンチエイジング）がある     □低カフェイン     

□環境に配慮した製品である（これまで廃棄されていたコーヒーの果実を利用している） 

□フェアトレード商品である（売り上げが生産者の所得向上に使用される）   □魅力的に感じない   

□その他（自由記述欄                        ） 
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Q6.パッケージデザインの好みを教えてください。 

パッケージ A 

     

□好みだ  □好みじゃない 

パッケージ B 

      

□好みだ  □好みじゃない 

  

Q7.ギフトとしてカスカラティーを購入するとしたら、あなたはいくら支払っても良いと思いますか。払ってもい

と思う最大額にマークしてください（１袋＝4g×8ティーバッグ、Q6のパッケージに梱包）。 

□500円未満   □500円  □750円  □1000 円 

□1250 円      □1500円  □1750円  □2000 円以上 

 

【普段よく飲み物について】 

Q8.あなたが普段よく飲む飲料をお答えください（複数回答） 

□コーヒー      □お茶（紅茶・緑茶など）  □水（ミネラルウォーター、白湯、炭酸水など）  

□アルコール類    □ジュース（コーラなど）  □健康系ジュース（野菜ジュースなど） 

□栄養ドリンク    □牛乳・乳飲料       □健康系飲料（特保や機能性飲料、乳酸菌飲料など） 

□その他（自由記述欄                        ） 

 

Q9.あなたが普段よく飲むお茶をお答えください（複数回答） 

□緑茶（緑茶、ほうじ茶、玄米茶、抹茶など）  

□中国茶（ウーロン、ジャスミン、プーアルなど） 

□紅茶（ダージリン、アッサム、アールグレイ、キーモンなど）  

□ハーブティー（カモミール、ルイボス、ミント、ローズヒップ、ジンジャーなど） 

□ブレンド茶（爽健美茶、十六茶など）   □黒豆茶 

□麦茶                  □そば茶     □ほとんど買わない 

□その他（自由記述欄                       ） 

 

Q10.あなたがお茶（ペットボトルを除く）を買うときに重視することは何ですか（複数回答） 

□飲みやすさ（味の好み） □飲み慣れている   □香り                  □茶の色 

□健康によさそう      □食事に合いそう   □オーガニック（無農薬） □カフェインの有無  

□価格                □容量の多さ       □話題性                □商品ブランド・メーカー名 

□パッケージの良さ      □社会貢献性（フェアトレードなど）      □ティーバッグである 

□ほとんど買わない    □その他（自由記述欄                        ） 

 

ご協力ありがとうございました。 

本アンケートは静岡文化芸術大学研究事業「カスから生まれるプロジェクト」の一環として実施するもので

す。いただいたご回答は、研究および商品改良の目的で使用し、それ以外には使用いたしません。 

 【本調査・カスカラティーに関する問い合わせ先】 

  静岡文化芸術大学 武田淳研究室   連絡先：j-takeda@suac.ac.jp (武田淳) 
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５．アンケート調査の概要

　本稿の目的は、日本市場においてどのような人々にカス
カラティーが支持されるのか、そのニーズを探ることにあ
る。そこで、以下ではこの目的に関連する項目の結果を整
理する。

5-1．焙煎ティーと乾燥ティーの支持率比較
　まず、焙煎ティーおよび乾燥ティーの支持率を比較する
ため、それぞれを飲んだ感想を尋ねた（設問3、4）。その
結果をまとめたが表1である。特に注目したいのが、表中
の「おいしいと感じた」の項目である。焙煎ティーがおい
しいと感じた回答者は、そう思う（116人）とややそう思
う（75人）を合わせて191人（全体の88.8％）であった。
一方、乾燥ティーはそう思う（39人）とややそう思う（69
人）を合わせて108人（全体の50.2％）であった。また、

「販売されたら購入したいか」の項目については、焙煎ティー
はそう思う（74人）とややそう思う（94人）の合計が169
人（全体の78.1％）であったのに対し、乾燥ティーはそ

う思う（27人）とややそう思う（56人）を合わせて83
人（全体の38.6％）であった。以上から、焙煎ティーの
方が支持を集められることが分かった。
　なお、焙煎ティーを「購入したい」と回答した人の男女
比を示したのが表2である。「そう思う」および「ややそ
う思う」の合計数の比率は男女ほぼ同数であり、男女によ
る違いは見られなかった。

5-2．「購買意欲」と「味の感想」のクロス集計
　カスカラティーを「購入したい」と回答した人にはどの
ような傾向があるのか。このような問いのもと、「購買意
欲」と「味の感想」をクロス集計した�。
　焙煎ティーについては、「飲みやすい」、「のどごしがよい」、
「まろやかだ」といった、「くせの少なさ」に関わる指標
が高くなった。また、味の特徴に関わる指標では、「香り
がよい」および「甘みがある」という回答が多く見られた
（図１）。
　乾燥ティーについては、「おいしい」と「おいしいとは
思わない�」の回答者数がほぼ同数であったため、双方に

⾹りがよい 酸味がある 苦みがある ⽢みがある 渋みを感じる のどごしがよい まろやかだ 飲みやすい
おいしいと
感じた

市販されたら
買いたい

1.そう思う 63 14 6 49 9 110 89 141 116 74
2.ややそう思う 92 28 26 89 36 80 90 67 75 93
3.あまり思わない 51 92 98 56 101 19 32 5 22 36
4.そう思わない 5 76 82 18 65 4 1 1 0 7
無回答 4 5 3 3 4 2 3 1 2 5

155 42 32 138 45 190 179 208 191 167

⾹りがよい 酸味がある 苦みがある ⽢みがある 渋みを感じる のどごしがよい まろやかだ 飲みやすい
おいしいと
感じた

市販されたら
買いたい

1.そう思う 42 156 27 16 34 37 18 31 39 27
2.ややそう思う 63 40 59 59 73 69 49 64 69 56
3.あまり思わない 93 12 90 103 79 95 115 87 78 76
4.そう思わない 12 5 35 35 26 12 30 31 27 54
無回答 5 2 4 2 3 2 3 2 2 2

Q.3 カスカラティA（焙煎ティー）を飲んだ感想を教えて下さい。（n=215）

Q.4 カスカラティB（乾燥ティー）を飲んだ感想を教えて下さい。（n=215）

回答者数 ⽐率 回答者数 ⽐率 回答者数 ⽐率 回答者数 ⽐率
1.そう思う 46 32.9% 19 43.2% 17 12.14% 5 11.36%
2.ややそう思う 64 45.7% 15 34.1% 38 27.14% 11 25.00%
3.あまり思わない 22 15.7% 9 20.5% 53 37.86% 15 34.09%
4.そう思わない 5 3.6% 1 2.3% 32 22.86% 12 27.27%
無回答 3 2.1% 0.0% 0 0.00% 1 2.27%
総計 140 100.00% 44 100.00% 140 100.00% 44 100.00%

焙煎ティー 乾燥ティー

購⼊したい
男性⼥性 ⼥性 男性

表1：焙煎ティーと乾燥ティーの感想比較

表2：性別ごとの購買意欲の比較
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図1：焙煎ティーを「購入したい」と回答した人の味の感想

図2：乾燥ティーを「購入したい」と回答した人の味の感想

図3：乾燥ティーを「購入するつもりはない」と回答した人の味の感想
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図4：購買意欲がある回答者が考えるカスカラティーの魅力

図5：焙煎ティーの購入意欲のある回答者の最大支払い意志額

The potential of "Cascara Tea" on the Japanese market

84　 静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.22　2021



ついて検討をおこなった（図2、3）。特徴的なのは共通し
て「酸味がある」の項目が高い数値を示したことである。
すなわち、酸味は不支持の理由であると同時に、支持の理
由になっている可能性がある。また、双方に違いがでた点
は「香り」の項目である。「おいしい」と答えた人ほど「香
りがよい」と感じた傾向があり、「おいしくない」と答え
た人ほど「香りがよいとは思わない」と感じる傾向があっ
た。したがって、乾燥ティーについては、香りの好みが評
価につながっている可能性がある。

5-3．「購買意欲」と「商品の魅力」のクロス集計
　次に各カスカラティーに購買意欲を持っている回答者�

が、商品の魅力をどのように感じているのかクロス集計を
行った。その結果をまとめたものが図4である。焙煎ティー、
乾燥ティーの双方に見られた特徴としては、第一に、珍し
さを挙げた回答者が最も多かったこと、第二に「コレステ
ロールを下げる機能」など健康志向に関わる項目を挙げた
回答者が多かったこと、第三に「環境に配慮した製品であ
る」ことを挙げた回答者も多かったことである。
　以上から、カスカラティーを売り出す際には、「珍しさ」
を導入にしつつも、継続的に購入を促すためには「健康志
向」を前面に売り出すことが有効であると考えられる。ま
た、特筆すべきは「環境への配慮」の高さである。乾燥
ティーでは魅力の2番目に、焙煎ティーでは3番目に挙げ
られている。すなわち、単に飲料を飲む自分自身に対する
効能（＝健康に良い）だけでなく、飲料を飲むことが与え
る社会への効果（＝環境に良い）が重視されていることが
分かった。

5-4．環境志向と支払意志額の関係性
　前述のカスカラティー支持者のひとつの特徴である「環
境志向」と支払意志額はどのような関係にあるのかクロス
集計を行った。その結果を示したのが図5である。各価格
帯の右側のバーが、焙煎ティーを購買する意欲がある全回
答者の支払意志額を示したものであるⅹⅵ。全体の傾向とし
て、支払意志額500円をピークに右肩下がりに1000円
を超えると急激に数を下げているⅹⅶ。この傾向は、カスカ
ラティーが「環境に配慮した商品である」ことを魅力に感
じない層にも見られる。その一方で、「環境に配慮した商
品である」ことに魅力を感じる層は、支払意志額のピーク
が750円となっている。この結果からは、環境志向の消費
者であるほど、カスカラティーの支払意志額が上がる可能
性を示しているⅹⅷ。

６．まとめと結論

　本研究は、近年日本でも取り扱いが始まったカスカラ
ティーの導入可能性を論じたものである。中米で行われて
いるカスカラ活用運動は、これまで廃棄されてきたコー
ヒーチェリーの果肉および果皮から新たな商品を生み出す
取り組みであり、廃棄物削減という社会的意義を有する。
その一方で、味としては酸味の強い独特な風味が課題と
なってきた。そこで、筆者らは①日本市場向けに味の改良
を提案すること、②どのような層がカスカラティーの消費
者になり得るのかアンケート調査の分析を通じて明らかに

すること、の2点を目的に本研究を実施してきた。以下、
この2つの目的に沿って成果を整理したい。
　まず、第一の日本向けの味の改良については、従来、日
本の市場で飲まれてきた「乾燥カスカラ」に焙煎を加える
ことで、独特の酸味を抑える工夫を行った。焙煎という発
想は、同じくカスカラティーを飲用する習慣のあるボリビ
アの文化と、酸味を飛ばすための工夫として発展をみた日
本のほうじ茶の文化に倣ったものである。焙煎具合は、深
煎にするほど酸味がおさまることが分かった。なお、実際
に試飲したアンケート回答者からも、「焙煎カスカラティー」
の方が、酸味が少なく、甘みがあるという結果を得た。
　次に第二の目的であるアンケート調査からは、日本の消
費者の傾向が浮かび上がった。まず、試飲をして「おいし
い」と答えた回答者は、焙煎ティーで88.8%、と乾燥ティー
で50.2%という結果が出た。その背景として、焙煎ティー
は、味の「くせ」が少ないと感じる回答者が多かったこと
が挙げられる。この結果から焙煎ティーの方が広く消費者
に受け入れられやすいことが分かった。
　次に、カスカラティーを「買いたい」と回答した人が感
じる商品の魅力としては、珍しさ、健康志向の商品である
こと、環境志向の商品であることが挙げられる。以上から、
カスカラティーを売り出す際には、珍しさを導入にしつつ
も、リピーターを増やすためには健康や環境保全などの側
面を前面に押し出すことが有効であると考えられる。
　なお、環境配慮型商品であることへの支持が高いことは、
消費者がカスカラティーを飲むことを通じて、単に自分自
身に対する効能（＝健康に良い）だけでなく、社会に対す
る効果（＝環境に良い）を重視していることを示している
と考えられる。併せて、環境志向の消費者へは、高価格で
も支払意志があることが確認できたことから、「環境」はカ
スカラティーを宣伝していく上で重要な要素になり得る。
　このような結果から、カスカラティー（とりわけ焙煎
ティー）は、その「くせ」の少なさから広く一般に受け入
れられる可能性があると言えよう。また、健康志向や環境
志向の消費者からの関心も高く、これらの付加価値を前面
に押し出したマーケット戦略も可能であると考えられる。
　最後に、本研究の課題を示して本稿を締めくくりたい。
カスカラティーの活用運動は、中米地域においては廃棄物
削減およびコーヒー生産者の収入向上という目的のもとで
展開されてきた。しかし、真にこの目的が達成されるため
には、カスカラの消費が持続されることが不可欠である。
本稿で示したカスカラの活用方法は、そのための第一段階
にすぎない。すなわち、いかにして日本における取扱高を
増やせるかが今後の課題となる。そのためには、企業や消
費者の協力が欠かせない。本稿の成果をヒントにカスカラ
の販売者を増やしていくことが次なる課題となる。
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――――――――――
ⅰ 日本で販売される際には英語発音に準じて「サルタナ」と表記されてい

る。語源であるアラビア語においても、それを継承したボリビア（スペ
イン語）においても「スルタナ」と発音することから（武田 2022）、本
稿においてはスルタナ表記に統一する。

ⅱ 出典https://stories.starbucks.com/stories/2017/starbucks-cascara-
latte/2021年9月1日アクセス

ⅲ 生の状態のコーヒーチェリーは甘みがあるが、「茶葉」として乾燥させ
ると酸味が増し前述のような「独特の味」になる。

ⅳ なお、具体的なレシピについては本プロジェクトの一環として作成した
リーフレット参照（リーフレットは、武田淳研究室のHP https://jun-
takeda-lab.com/から入手が可能）。

ⅴ 近藤栞さんと山下真潤さんは、アンケートの集計と分析に加え5章2節
および4節を執筆した。また、本稿の全体の内容に関する討議にも参加
した。本研究紀要の投稿規定上、学生を共著者として記載することが叶
わなかったため、ここにその旨を記す。

ⅵ フェアトレードタウンとは、フェアトレード商品に認定ラベルを付すよ
うに、フェアトレードの普及に取り組んでいる町を認定する仕組みであ
る（渡辺 2018、武田・藤掛 2020）。

ⅶ 商品のパッケージデザインは戸谷うららさん、森万里瑛さんが担当した。
また、商品紹介のポスターやリーフレット作成は野澤陽彩さん、川名春
野さん、佐藤みのりさんが担当した。デザインに関する成果は、後日報
告書として発表する。

ⅷ コスタリカ産カスカラの輸入にあたっては、生産組合との交渉の際に
Rojas Ángelaさんが尽力した。また、輸入手続きに関しては、静岡市の
フェアトレードショップTeebomの今井奈保子さんに助言をいただいた。

ⅸ 沖縄産カスカラの購入は、大城梨紗子さんが担当した。沖縄県中頭郡読
谷村の「ゆうばんた珈琲」の比嘉政勝さんにご協力いただき、恩納村周
辺のコーヒー園からカスカラを仕入れ、加工していただいた。

ⅹ 焙煎実験およびその後の焙煎作業は、村田奈津美さん、川名春野さん、
平松千佳さん、芹川萌花さん、大澤夢加さんが中心となって行った。ま

た、薗田製茶の仲介は、浜松商工会議所の西村吉弘さんのお力をお借り
した。

ⅺ 試飲会の準備・実施には、三ツ矢ゆりえさん、大城梨紗子さんを中心に、
小松春海さん、宇佐美香奈さん、兒玉美歌さん、佐藤みのりさん、道理
洋華さん、藤枝優夏さん、岡野奈々さん、川名春野さん、近藤彩心さん、
近藤栞さん、芹川萌花さん、立原花希さん、能瀬彩花さん、平松千佳さ
ん、村田奈津美さん、山下真潤さん（以上、りとるあーす所属）、野澤陽
彩さん、戸谷うららさん、森万里瑛さん、Rojas Ángelaさん（以上、学
生研究員）の協力を得た。

ⅻ 質問項目は全プロジェクトメンバーで議論を行った上で決定した。また、
アンケート用紙の作成は、Rojas Ángelaさんと小松春海さんが中心と
なって行った。

� なお「おいしさ」と「味の感想」のクロス集計でもほぼ同じ傾向が示さ
れた（そのため、本稿では記載を割愛した）。

� 設問では「おいしいと感じたか」という質問に対して、「そう思う」、「や
やそう思う」、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の4つの選択肢
を提示した。本文中の「おいしい」とは、「そう思う」および「ややそう
思う」と回答した人数の合計を指している。また「おいしいとは思わな
い」については、「あまりそう思わない」および「そう思わない」と回答
した人数の合計を指している。

� 「市販されたら買いたい」の項目に「そう思う」および「ややそう思う」
と答えた回答者の合計。

ⅹⅵ 焙煎ティーを「買いたい」と答えた167人中、支払意志額の設問に回答
したのは144人であった。

ⅹⅶ 設問（問７）では、ギフトとしてカスカラティーを買うという前提で、4g
のティーバックが8包入っている商品の最大支払意志額を尋ねた。

ⅹⅷ サンプル数は少ないが、1500円以上出しても購入する意志がある層も
「環境に配慮した製品である」ことに魅力を感じている回答者で占めた。
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