
溝田氏　講演を受けて、パネリストの皆さんにたくさんの質問が
寄せられています。皆さんのお手元にお渡ししている中で、いく

つかお答えいただければと思います。

飯田氏　一つ目にいただいたのは『新産業に関して、具体的にど
のようなものがあるか？』です。これは “新” ということを厳格

に捉える必要はないと思っています。例えば CSR を超えて、栄

養強化のための貢献を新たなビジネスとして展開する場合も、新

たな産業と捉えられます。健康・医療戦略全体で捉えるといろい

ろな分野が考えられるのですが、再生医療に用いられる培地など

もこれから伸びる新しい産業と考えられます。

少し別のフェーズでは、これからは保険制度や健康組合などで、

どのように医療費を適正化し保険料を下げるかが課題となりま

す。例えば、生活習慣病に対して特定健診などがありますが、こ

れを IT の力を活用してもう一段階進めるということがあります。

自治体によっては運動ポイントの付与などのインセンティブを考

えているところもあり、このような取り組みをビジネスが支援す

るのも新しい試みだと思います。政府としてもいろいろなアイデ

アを取り入れていきたいと考えています。

二つ目にいただいたのは『各国の栄養課題に対して日本の事例が

応用できるか？』というものです。これについては、日本の経験を

そのまま移転するより、いかに日本の強みを活かすかが重要です。

ローカリゼーションというのは「いかに日本の事例を現地に当ては

めて組み合わせていくか」ということで、これはどんなビジネスで

も、あらゆる企業が現地生産するときにも問題になることです。

難しいことですが、我々としてはチャレンジと捉えています。

溝田氏　中村先生へのご質問です。『がんは国民の2人に1人が
かかる時代となりました。これについて先生のお考えをお聞かせ

ください』。

中村氏　がんに栄養や食事が関係しているという論文は、世界中
に2万報告くらいあります。あまり実感はないかもしれませんが、

日本人のがんも少しずつ減りつつあります。特に、禁煙運動の成

果が出始めてきているといわれています。

食事に関しては、顕著に表れたのは胃がんだと考えています。

減塩運動をやることで胃がんが減少したということは、エビデ

ンスが高い報告です。ただし一方で、日本では大腸がんと乳が

んが増えています。この 2 つのがん、特に乳がんには肥満が大

きな影響を及ぼします。また大腸がんは食物繊維が影響してい

ますが、穀物の摂取量は特にご飯を中心に著しく減少しており、

それが大腸がんの増加につながっています。こうした問題点を

改善すれば、これからもがんの予防に栄養や食料が貢献できる

と思います。

溝田氏　もう一つご質問です。『食事と健康の連続性、つまり農
作物から購入、調理、接触、活動の過程が日本で正常に働いたのは、

食料政策の存在とともに、その過程を主体的に構築した普通の

人々がいたからだと考えますが、それが可能だったのはなぜで

しょうか？』

中村氏　それは私一人が答えられる問題ではないのですが、日本
の教育の中で栄養教育を重点的に行ったということは間違いあり

ません。家庭科、理科、体育などの授業で、皆さんは知らないう

ちに栄養のことを勉強しています。それから、日本人が栄養に親

しんでいる最大の理由は、学校給食の栄養士さんたちに親しみを

もってつきあってきたことによります。日本人の頭の中に「タン

パク質は血や肉になる、糖質と油はカロリーになる」ということ

が刷り込まれています。

また、日本人は本来、食べることをとても大切にする民族だった

と考えられます。そういうことがベースにあって、私がお話しし

たようなことができたのだと思います。

溝田氏　ビルギットさんへは、『お米の収穫後に栄養を高めると
いうのはどのように行っているのでしょうか？』というご質問が

寄せられています。

ポーニアトフスキ氏　技術的にはいろいろな可能性があります。
一つは、米をすって、その中に微量栄養素を混ぜ、パスタを作る

要領で米の形に戻す方法です。その強化した米を、普通のお米

100 に対して 1 混ぜて売ります。もう一つは、普通の米の外側

に微量栄養素をつけるという技術ですが、これは炊き方によって

効果が変わります。日本のようにお米を炊いて水をすべて吸収さ

せる方法なら有効ですが、炊いたお水を捨てる場合は、一つ目の

技術の方が適切でしょう。

バングラデシュでも米を主食として食べる人が増えてきました。

ただ、低所得層は米で必要なカロリーの 90％を摂取しているた

め、栄養が偏ってしまいます。ですから、米の栄養価を上げるの

が大事で、「パーボイリング」という手法を研究的に採用してい

ます。これは生産時に使用する水に微量栄養素を加える方法で、

かなりの栄養強化ができるという成果が出ています。

アジアだけではなく、アフリカでもお米に憧れがあり、主食とし

て食べられることが増えています。ですからお米の栄養価を高め

ることが重要なのです。

溝田氏　西岡さんへの質問は『プログラムの成果として母親の体
重変化が挙げられていたが、栄養調査結果からも栄養素などの摂

取状況の改善は見られたのか？　栄養補助食はどのような食品を

提供していたのか？』です。

西岡氏　実際に母親たちが食べている食べ物でどのような栄養素
が不足しているかは、なかなか調べきることができませんでした。

当時、AIN 委員の先生にも相談し、国際機関などにも訪問して

インタビューをしたのですが、そういったデータを持っていると

ころはなかったんですね。

ですからできる範囲で、現地の栄養に関する知識が豊富な人、例

えば現地の大学の栄養学科の先生や、小児科・産婦人科の先生な

どに意見を聞きました。明らかに不足しているのはタンパク質で

すが、それ以外にも不足している栄養素を食事から推測して補助

食を作りました。ゆで卵や、いろいろな野菜が入ったカレーなど

です。また現地で「キチュリ」と呼ばれる、離乳食にもよく使わ

れるお粥のように柔らかい炊き込みご飯があるんですが、そこに

豆が入っていることにはあまり抵抗を感じないとわかりました。

そんなわけで、献立の内容はゆで卵・カレー・キチュリが多いで

すね。

成果の把握は、やはり体重やBMI値に大きく頼っています。ただ、

私たちの活動地では毎週 1 回、助産師が訪問して女性たちを見

ていますし、毎日補助食も提供しています。その中で、家庭に抜

き打ち調査に行って、実際に作ったご飯を見せてもらうこともで

きます。体重以外にもそういう部分を見ながら、どのくらい家庭

で栄養が摂れているかを把握しています。

溝田氏　もう一つ質問です。『現地組織との連携は、どのような
面でされていますか？　現地の食文化を尊重し、押し付けになら

ないために何が必要でしょうか？』

西岡氏　現地の組織にもいろいろなレベルがあると思いますが、
例えば先ほど申し上げたような、現地で栄養の知識のある方を探

して、その専門家にアドバイザーのような形で入ってもらってい

ます。

他の NGOや地方行政と連携することは、このプロジェクトの中

ではしていません。ですが活動を通じて、栄養改善事業を実施す

る上でのマニュアルを作成していて、別の事業や、他団体に対す

るアドボカシー活動・啓発活動をする際に活用し、折に触れて話

すようにしています。

食文化の尊重という点については、現地の村の文化を本当によく

知っている人を事業形成に入れることが非常に重要だと思いま

す。私たちはボダという地域で実施していますが、統括をしてい

るのはボダ出身の女性の職員です。昔おばあちゃんが作ってくれ

た食事との違いなどと比較して、今の村の食事がどうなっている

かがわかる人にヒアリングするなどして、私たちがやろうとして

いる栄養改善のメニューが受け入れられるかどうかを重点的にや

ることが必要なのではと思います。

溝田氏　取出さんにもいくつか質問が来ています。『「KOKO 
Plus」の継続利用者が 60％弱とありましたが、残り 40％の

利用はどうなっているのでしょうか？』

取出　このデータは、特にガーナ北部の貧困地帯でやった販売試

験のもので、もともとは「貧困地帯でこういうものを買ってくれ

るだろうか？」と少し期待していた程度でした。そういう意味では、

6割の人が継続的に使っていることは驚くべきことだと思います。

継続できない理由というのは、農家の方は作付の時期に多くの現

金が必要で、買いたくても買えないということがあります。そう

いった季節性や、現金を持っていない人がどうやったら継続的に

使えるのかということは、これから考えていかなければいけない

ところだと思います。

溝田氏　『ガーナ栄養改善プロジェクトに取り組むことによる、
国内従業員のモチベーションや行動に何か影響は出たでしょう

か？』という質問も来ています。

取出　大変モチベーションアップにつながっている、と信じてい
ます。こうしたプロジェクトについて社内広報を定期的にやって

いるのですが、非常にレスポンスが良くて「こういうプロジェク

トをやっていることを誇りに思う」「私も参加したい」といった

ような反応があります。

特に注目すべきなのは、こうした活動に関心をもって、やりたい

という気持ちを見せてくれる若い人が多いということです。社員

はもちろん、講演の際などでも若い人の反応が多いんですね。そ

ういう若い人がこれからの会社や社会を支えていく立場になるの

で、アプローチの仕方が変わっていく原動力になっていくのでは

という期待を持っています。

溝田氏　あとは全体に関連する質問もいくつかあります。『日本の
管理栄養士・栄養士の多くは本来の能力を発揮できないままで、医

療職種と比べて立場が弱いともいわれています。日本の栄養士・管

理栄養士や栄養を学んでいる学生にどのような期待をしますか？』

中村氏　先ほども言いましたように、我が国の栄養士制度は欧米先

進国と比べても特異的な養成の仕方をしてきました。これにはメ

リットもデメリットもあります。欧米の栄養士は医療専門職種と

して育成しており、4年生大学を卒業していることが最低条件です。

医師や看護師、薬剤師などと同じように医療に限定された、日本で

いうところの臨床栄養士として養成・教育が行われています。

ところが今は、欧米でも医療費が上昇して、予防に目が向いてき

ました。現在欧米では、医療に携わった栄養士が公衆衛生や予防

のほうに出始めているわけです。

一方日本は、逆のベクトルで進んできました。戦後の食料不足を

解決する、つまり地域の栄養改善や学校給食など、公衆衛生の専

門職として多くの栄養士を育ててきたわけです。

従って、公衆衛生の分野では大きな成果を挙げたのですが、この

栄養士たちを医療の専門家として育て上げるために現在時間がか

かっています。日本は公衆衛生のほうから医療のほうに行こうと

しているので、このために 2000 年に法改正をして、Human 

Nutrition（人間栄養学）という教育を初めているわけです。

現在、栄養の分野では数年前とは比べものにならないくらい医療

の専門職が育ってきています。この人たちは、将来的に有望な医

療職種になるだろうと信じています。専門領域の分担が起こって

きて、より高度な管理栄養士が必要になっていることは確かです。

溝田氏　『栄養改善と食料生産のつながりで、どのような官民連
携が必要になってくるとお考えでしょうか？』という質問には、

飯田さんにお答えいただけますでしょうか。

飯田氏　大変難しい質問なんですけども、かつてローマクラブの
話がありましたが、どちらかというとそれは食料需給と農業の生

産性をどうやって上げていくかという話に近いと思うんですね。

少なくとも農業の生産性向上や資源の効率的な管理でどこまでで

きるかという問題であって、微量栄養素の問題とはフェーズが違

うのではないかと思います。

ただ、今日私が感じたのは、栄養管理もうまくいけば、人口増大

の問題にも対処できるという側面もあります。ただし、食料受給

は健康・医療戦略を超えた、CO2 や気候変動、干ばつなどの地

球規模の大きな課題ですね。

溝田氏　本日はいろいろな分野の方々にたくさんのお話をいただ
きました。現状を理解したうえで、これから「つなぎの時期」に入っ

ていくと思っています。また、日本の人材が海外で活躍できるよ

うな仕組みを作っていかなければならないと実感しました。

今後も味の素さんや国、民間の専門家や経験者の支援を得ながら、

AIN の立場で考え、できることをやっていきたいと思います。

長い時間、ありがとうございました。

第５回 味の素グループ サステナビリティフォーラム
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特別メッセージ

日本政府の健康・医療戦略と栄養の位置づけContents

安倍内閣は平成25年8月から健康・医療戦略本部を設立して

います。その本部長が内閣総理大臣であり、平成25年2月には、

内閣官房に「健康・医療戦略室」を設置しました。総理大臣を

トップとする本部の下にいくつかの諮問会議がありますが、本

日のテーマである栄養という観点からですと医療国際展開タス

クフォースが最も近いと考えています。

具体的には、我が国は健康長寿社会で、世界と比べても相当水

準が高いということは周知のことでありますが、これを今後、

超高齢社会の中でどう維持して、またさらに延伸していくのか

を考えていきます。既に医療技術・サービスの水準はかなり高

いのですが、研究開発の推進により、さらに発展させ、世界最高

水準に保っていくことを目指しています。そのために、基礎か

ら実用化まで、文科省、経産省、厚労省が協力をして、来年4月

から新たな機構をつくり、研究開発を推進していくのが一つの

柱です。

二つ目の柱は、今日のフォーラムにより関係が深いものであり

ますが、健康長寿社会の形成に資する産業活動の創出、海外展

開の促進により、我が国の経済成長、途上国の医療の質の向上

や、持続的な経済成長への貢献をすることです。これを、官民

連携でやっていく必要があります。そして、これらは、最終的

には日本の利益にもリンクして、日本経済の再生にもつながる。

そのような循環をどうつくっていくかということを考えてやっ

ていこうと思っています。

2020年に東京でオリンピック・パラリンピックがありますが、

ここ数年間で、スポーツと栄養は関連がより深まっています。

2014年5月の日英共同声明の中でも、イギリスとオリンピッ

クを開催する日本が、国際的にもさまざまな栄養強化の取り組

みをしていくとの宣言がなされています。これを受け、官民連

携を通じた国際展開をどのように政府として後押ししていくの

かを考えるべきであるという方針が出されており、現在では、

具体的な作業に取り掛かる段階にきています。

また、日本の強みや特徴をどう活かしていくかも大きなテーマ

です。栄養に対する知見や技術はもちろん、食習慣や食文化な

ど良いものがたくさんあるので、これらをどのように活かして

貢献するか。そして、それをどのように世界へ伝えて行くかが、

具体的な課題ではないかと考えています。

さらに、途上国で展開しようとするときに、現地化をどうやっ

て打ち出していくかが課題だと思います。現地にはそれぞれさ

まざまな経済循環があります。それを尊重しながら、良いシス

テムに進化させていかなければなりません。

また、独りよがりになってはいけません。現地でさまざまな活

動をされている国際機関と協力をしながら、一回きりの援助で

はなく、どうやって持続可能性を維持ししていくのか。そのモ

デルをどのようにつくっていくのか、ということを官民で取り

組んでいきたいと思っています。

内閣官房 健康・医療戦略室 次長
（兼）厚生労働省 大臣官房審議官
（医薬品等産業振興、国際医療展開担当）

飯田圭哉氏

通商産業省入省後、米国・カリフォルニア大学 サンディエゴ校留学、外務
省、経済協力開発機構へ出向。通商産業省においては、生活産業局 繊
維製品課、機械情報産業局 自動車課、商務情報政策局 情報政策課、通
商政策局 通商交渉官等を歴任し、2014年より現職。

プロフィール

日本の健康長寿社会の知見を世界へ

官民で連携し、国際展開を進める
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特別メッセージ
「日本政府の健康・医療戦略における栄養の位置づけ」
飯田 圭哉氏
内閣官房 健康・医療戦略室 次長
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基調講演1
「日本の栄養政策の強みと世界への貢献」
中村 丁次氏
神奈川県立保健福祉大学 学長・日本栄養士会 名誉会長

P5
基調講演2
「世界の栄養不良の現状と打開策」
ビルギット ポーニアトフスキ氏　
GAIN* 連携事業部長
*Global Alliance for Improved Nutrition

P7
事例報告
「持続的な栄養改善の実践：
バングラデシュにおけるAINプログラム事例」
西岡 はるな氏
特定非営利活動法人ハンガー・フリー・ワールド 海外部長兼アドボカシー担当

P9 「味の素グループの栄養改善に向けた取り組み」木村 毅
味の素（株）取締役 常務執行役員

P11
ディスカッション
「世界の栄養不良をなくすためのいくつかの道」
【コーディネーター】

溝田 勉氏
長崎大学名誉教授・AIN代表
【パネリスト】

飯田 圭哉氏
中村 丁次氏
ビルギット ポーニアトフスキ氏
西岡 はるな氏
取出 恭彦（味の素（株）研究開発企画部 専任部長）

P14
アンケート集計結果
閉会にあたり
佐藤 都喜子氏
名古屋外国語大学教授・JICA客員国際協力専門員・AIN副代表

皆様のご支援を受けまして、『味の素「食と健康」国際協力ネットワーク（AIN）プログ
ラム』は15周年を迎えることができました。これまでの皆様のご理解・ご支援に改め
て御礼を申し上げます。
味の素グループは「グローバル健康貢献企業グループ」をビジョンに掲げ、先進国のみ
ならず途上国の栄養改善も重要な使命と考えています。「AINプログラム」は、その目的
を達成するための地域に密着した活動を支援するプログラムです。1999年からの15
年間で、延べ12カ国、52の団体、72件のプログラムに助成させていただきました。
世界では、栄養に関する問題がますます高まっています。国連等の機関で栄養会議の開催が予定されていたり、日本政府の戦
略の中にも栄養という概念が取り入れられています。
本フォーラムでは、政府・学界・教育界・そしてNGOで活動される専門家の方々にお話しいただき、世界と日本の栄養に対
する大きな潮流と栄養の持つ力を、皆様と共有したいと思います。本フォーラムが皆様方の知識、活動、そして連帯のための
気づきに多少なりともお役に立つことができれば幸いです。

主催者挨拶 大野 弘道
味の素（株）取締役 常務執行役員
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基調講演1

日本の栄養政策の強みと世界への貢献

神奈川県立保健福祉大学 学長
日本栄養士会名誉会長
AIN委員

中村丁次氏

約700万年前、猿から進化した時点で人間に進化できる可能性

のある猿は27種類存在しましたが、26種が、環境変化と捕食

と病気で絶滅。唯一生き残ったのがホモ・サピエンス、つまり

私たちの祖先でした。華奢で腕力がなく、喧嘩をしても弱い猿

だったのにもかかわらず、生き延びたのです。その理由は、推

論ではありますが、何でも食べることだったと考えられます。

二足歩行を進化させ、大脳を発達させ、好奇心と想像力を手に

入れ、なんでも食べ、雑食をすることで、地球上のありとあらゆ

る場所に生息が可能になったのだと思います。ライバルはネア

ンデルタール人でしたが、偏食のひどい人類で、寒冷になった

ときに彼らは食べ物を失い、ジブラルタル半島の先で絶滅して

います。つまり、我々の祖先は、何でも口にして何でも食べる

猿だったから生き残ることができたのです。

そして、生存圏を拡大し人口を増やすことができたもう一つの

原因は、農耕です。特に穀物をつくって大量に食料を獲得し、

貯蔵が可能になることで、常に食糧を確保できるようになった

のです。

ただし、一方で穀物の偏食に陥って、栄養欠乏症が起こります。

穀物にはタンパク質、脂肪、脂溶性ビタミン、ミネラルが不足し

ており、特に工業化よる脱穀が事態を深刻化させました。狩猟

時代に動物を食べたのは、同じ動物なら、動物全身を食べれば

だいたい栄養素を獲得できるからです。しかし、穀物に依存し

たがゆえに偏ってしまうということが起きたのです。

我々は、自然界に存在する動物と植物を食物として摂っているに

過ぎません。食体験によって急性毒性のあるものは排除し、安

全なものを食物としたのですが、慢性毒性は食体験では排除で

きなかったので、10年後、20年後に動脈硬化になる、発がん

性を持つものなどは、食べ物に入らざるを得なかったのです。

しかし、これらは人間のために存在する食べ物ではありません。

人間にエネルギーと栄養素を供給しますが、健康を完全に保証

してくれる食べ物はなく、絶対的に安全で安心な栄養食品とい

うのは実は存在しないのです。そして、雑食性で生き延びると

いうのを決断した時には、いろいろな食物がある中で適正な食

物選択を行うことが必要になります。その適正な食物選択の知

恵を集めたのが栄養学なのです。

栄養学は、18世紀半ばフランスのラブアジェという人が、「人

間は食べ物のエネルギーを獲得し、それを生体のエネルギーに

して生きていく」という説を訴えたのが始まりです。しかし、

当時の宗教裁判にかけられ、命を落とします。そのためにフラ

ンスでは栄養学は開花せず、ドイツで三大栄養素というのが見

つかった後、ビタミン・ミネラルが見つかり、栄養学は学問と

しての体系を整えていきます。

その間、人類はいくつかの栄養欠乏症を経験します。それは、

タンパク質のみが欠乏して起こるものや、ビタミンA欠乏症に

代表されるものです。

日本ではかつて、とても質素な食事をしていました。江戸時代

の初期の食事を例にすれば、1匹の魚を7人が食べ、あとは主

食のご飯だけといったことが多かったようです。日本人は主食

偏重の食事により、良質なタンパク質、ビタミン、ミネラルの欠

乏症におちいり、体格は小さく短命だったのです。つまり、か

つての伝統的な和食は、必ずしも健康な食事だとは限らないと

いうことです。

明治時代の代表的な日本の欠乏症は脚気です。当時を代表する

二人の学者のエピソードがあります。陸軍軍医・森鴎外と海軍

軍医・高木兼寛をめぐる話です。森鴎外は優秀な研究者であり、

作家としても有名です。彼は、脚気は感染症だと考えました。

従って陸軍の兵士たちは毎日掃除をしていました。高木兼寛は

慈恵医科大学の創設者ですが、ロンドンに入学した際に脚気が

ないと気づき、原因は食事に違いないと考え、海軍は洋食を導

入しました。海軍カレーというのはその時にできた洋食です。

結果的に、陸軍は戦死者が1,132人。しかし、調べて見ると脚

気の死亡者がその4倍も存在していたのです。一方、海軍では

戦死者が337人、脚気死亡者は1人しかいません。栄養政策

でトップが判断ミスをすると、国民にこんな悲劇が生じてしま

うという哀しい実例です。

戦後の日本は、低栄養からいかに復興するかというのが大きな

課題でした。そして、学校給食がとても大きなバックアップバ

リューとなり、栄養状態の劇的な改善に貢献します。現在80

歳の人が20歳だった時代は栄養不良が課題の時代でした。現

在40歳の人が20歳だった時代は、肥満の増加が課題でした。

つまり、日本人は低栄養と過剰栄養の2つを経験し、解決して

きた、世界のモデルになるような国家なのです。学校給食は生

きた教材として、栄養教育に活用されています。また、肥満は

現在国際的に大きな問題ですが、肥満者の割合がここ最近で低

下しているのは日本だけです。誰と食べるか、ということも大

事で、孤食だと菓子類の摂取が増え、共食だと主菜が増えること

がわかっています。日本人の食事が健康的なのは、単に伝統的

な食品を摂取することが原因ではなく、多くの関係者が栄養を

信じ、健康になろうと努力した結果なのです。

1917年に我が国には、15人の栄養士が誕生します。アジア

で最速であり、アメリカで栄養士が誕生したのとも7～8年し

か変わりません。限られた食事の中でどうやって健康を保つ

かという指導者をつくろうということで、最初は地域のボラン

ティア活動から出発します。現在我が国には、栄養士が約95

万人、管理栄養士が約17万人います。世界でも圧倒的な数で

あり、彼らが日本の健康を支えているのです。

健康な食事とは、「健康な心身の維持・増進に必要とされる栄養

バランスを基本とする食生活が、無理なく持続している状態」

を意味します。この状態を実現するには、さまざまな要因が関

わってきます。例えば、食文化の良さを引き継ぐおいしさや楽

しさが伴っていることが大切であること。おいしさや楽しみは、

食材や調理、嗜好や形態、食の場面の選択など、幅広い要素から

構成されること。そして信頼できる情報のもとに、国民が健康

な食事にアクセスできる社会的、経済的、文化的な条件が整っ

ていなくてはならないことなどです。地域の特性を生かした食

料の安定供給の確保や、食生活に関する教育・体験活動などの

取り組みと、国民一人ひとりの日々の実践とが相乗的に作用す

ることではじめて実現するのです。

食事と健康の連続性、栄養のチェーンと、食物の生産、加工、流

通、分配、選択、購入、調理、給食、喫食、摂食、消化・吸収、代

謝、活動、このような連続する過程が正常に働いてはじめて、健

康な食事が可能になります。どの課程が障害を受けても流れは

停滞し、健康な食事は不可能になります。我が国の栄養政策は、

この流れを見事に完成させたのであり、世界に展開することは、

我が国にしかできないこれからの国際貢献になるのです。

そして、WHOが指摘するように、人類は今、新たな健康

の 課 題 に 直 面 し て い ま す。そ れ は、Double Burden of 

Malnutrition、栄養障害の二重負荷です。同じ地域に、あるい

は同じ国家に、個人に、過剰栄養と低栄養が混在し、人類の重要

な課題になりつつあるということです。この栄養障害の二重苦

というのは、先進国においても発展途上国においても同じよう

に悩みを持っています。そこで、今私どもはアジアに向けて栄

養の協力を開始しようとしています。

個人が健康的であるためには、家庭が、地域が、国が、そして地

球が健康でなければなりません。この限られた星で我々が健康

で幸せに過ごすにはどうしたら良いのかということを考えなく

てはならないのです。低栄養も過剰栄養も経験し、世界一の長

寿国を維持している日本は、さらに世界に貢献できるのではな

いかと考えています。

徳島大学医学部栄養学科卒、医学博士（東京大学）。聖マリアンナ医科
大学病院を経て、2003年から神奈川県立保健福祉大学教授、2011
年より学長に就任。
公益社団法人 日本栄養士会名誉会長、日本栄養学教育学会理事長、日
本臨床栄養学会副理事長、日本栄養・食糧学会評議員、日本栄養改善学
会評議員、厚生労働省 日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に
関する検討会座長 等を務める。

プロフィール

ホモ・サピエンスは何故生き残ったのか？

人類の雑食と栄養学の必要性

戦後日本の低栄養からの脱却

健康な食事の持続可能性
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世界の栄養不良の現状と打開策

GAIN（Global Alliance for Improved Nutrition） 連携事業部長

ビルギット ポーニアトフスキ氏
Dr. Birgit Poniatowski

国際連合食糧農業機関（FAO）の最近のデータによると、世界

中で飢えに悩んでいる人の数は、約8億人となっています。ま

た、人間が健康に、そして生産的に生きるにはカロリーだけで

はなく食料の品質が重要であり、食べ物に入っている微量栄養

素が非常に大切になります。微量栄養素の中には、ビタミンA、

B、Cなどや、鉄、ヨウ素などのミネラルがあり、足りなくなる

と病気になりやすくなったり、疲れやすくなり生産性が落ちた

りすることになります。子どもの場合は、成長被害になってし

まうので、さらに深刻な問題です。今、世界中で約20億人がこ

の微量栄養素の欠乏に悩んでおり、世界人口の実に26%以上

になっています。

実際に微量栄養素の欠乏は、健康に大きな影響を与えています。

たとえば子どもの失明の80%はビタミンAの欠乏が原因であ

り、ヨウ素不足は、1,800人の子どもの知的障害の原因となり、

世界人口の30%は、鉄不足を原因とする貧血症となっていま

す。

特に2歳までの幼児の健康にとって微量栄養素の不足は深刻な

状況をもたらします。目に見えるのは、低身長だけですが、普

通に成長している子どもの脳に比べ、栄養不足の子どもの脳は、

かなり小さく、脳の中の神経細胞も非常に少なくなってしまい

ます。今では、世界の子どもたちの20%、つまり1億6,500

万人の子どもたちにその現象が見られ、成長しても、治すこと

はできません。

昨今では、栄養過剰も深刻です。今日、大人の37.5%が肥満と

いえる状況にあります。さらに、最近顕在化している大きな課

題が、栄養不良の二重負荷（Double Burden of Malnutrition）

の問題です。これは、栄養不足と栄養過剰が同時に存在する状

態であり、家庭レベル、集団レベル、また個人レベルでも起きて

います。しかもこれらは先進国だけではなく、発展途上国でも

問題となっており、2008年以降は、発展途上国での肥満の成

人の数が先進国を上回っています。二重負荷のある国では、母

親の肥満も大きな問題です。死亡、死産、帝王切開、流産などの

リスクを高め、子どもが成人した時に糖尿病、心臓病、肥満にな

るリスクが高まるからです。さらに栄養問題は、経済的損失も

招くということも分かってきました。経済的側面からみると、

子ども時代に栄養が良い人の生涯年収は、不足している子ども

より46%も高く、およそ倍くらいになります。つまり、微量栄

養素の不足は、社会衛生の面にとどまらず、経済の面でも大き

な問題につながるのです。ある統計によると、栄養不足で悩ん

でいる国の国民総生産の2～3%、統計によっては11%までが

失われる可能性があるのです。

ただ、解決への糸口は見えています。それは栄養不足の解決法

が既に存在し、常食の多様化、主食のビタミン、ミネラルの評価

などさまざまな取り組みがリーズナブルな形で提供されつつあ

ることです。さらに2008年５月および2012年にノーベル

賞受賞者を含む経済学者が集まり発表された栄養不良撲滅のた

めのコペンハーゲン・コンセンサスなども力強い取り組みです。

年間3.47億の投資により、栄養不良人口の80％にヨウ素強化

塩、ビタミンA錠剤の形で届けることで、栄養不良による死亡

をなくし、収入を増やし、医療費を削減、50億ドルのリターン

が期待されるというコンセンサスです。

具体的には、人間が良い健康状態を保つには、ライフサイクル

を通したアプローチが必要です。妊娠期の女性の栄養状況が良

ければ、お腹の中の子どもの成長も良いですし、新生児が良い

母乳を飲んで、離乳食で栄養価の高いものを食べれば、成長も

順調です。そして幼年時代、青年期の栄養が良ければ、女性の

場合は次の妊娠の際に胎児の成長に良い影響を与えます。そし

て、実際にはさまざまなセクターの協働が不可欠です。栄養学

はあくまでも健康状況に備えるものであり、栄養不足を防ぐに

は、健康システムを追求するだけでは実現できません。なぜな

ら、食料というものは大多数が市場で求めています。その市場

は日本のような先進国にあるスーパーから、発展途上国の小さ

い広場まで含まれます。こうした多様な市場が人間に必要な栄

養を充分に提供するためには、政府、農民、企業、NGO、消費者

までを含めたさまざまなセクターの対応が必要です。栄養不良

が一番深刻な発展途上国は、今のところ栄養改善にまだ先進国

の協力が必要であっても、長期的、持続可能性からいえば食料

の市場改善が大きなカギとなるでしょう。

たとえば、2010年から始まった「SCALING UP NUTRITION 

MOVEMENT（栄養活動規模拡大運動）」という国際的なムーブメ

ントがあります。これは栄養問題が深刻な発展途上国、それと協

力する先進国、NGO、企業、国連システムが一緒になってより積

極的に、より調和して栄養問題に取り組もうとしているものです。

この運動のおかげで、栄養不足への関心が非常に高まってきてい

ます。2010年にこの運動に参加した発展途上国が5カ国だった

のが、今日54カ国にもなりました。

栄養改善の世界同盟Global Alliance for Improved Nutrition

（GAIN）はスイスの基金であり、2002年に国連の子ども総会

（子どもに関する特別の会合）を機に設立されました。以後、マ

ルチセクターとのパートナーシップを中心に、栄養不足と戦い

続けています。活動の柱はのひとつが主食の栄養強化で、女性

と子どもの食事を栄養価の高いものにすることです。10億人

を目標に、現在では世界中8億1,100万人により良い栄養を

提供しています。戦略としては、現地のニーズに合った新しい

栄養のデリバリーモデルの導入とデリバリーメカニズムの改良

がその一つです。次に、市場の原則に基づいた、革新的、持続的

なスケールアップ可能な新しいモデルをテストするというアプ

ローチもとっています。そして最後に、有効なビジネス、市民

社会、政府、アカデミア、国際機関など、達成するための連携づ

くりがあります。

GAINの具体的活動として、主食の栄養強化でいえば、例えば、

エジプトでは小麦粉のビタミンやミネラルを整えたり、13カ

国では塩をヨウ素で強化したりすることで、人口の大きな部分

に微量栄養素を補給することが可能になります。また、女性や

子どものために栄養価の高い食品を安い価格で提供する活動分

野もあり、商品開発、流通、需要強化なども含みます。インドの

ラジャスタンでは、現地企業が栄養価の高い離乳食を生産し、

それをインド政府が困っている低所得層の子どもたちへの援助

コーナーで使っています。ナイジェリア、バングラデシュ、南

アフリカ、モザンビークなどでは地元の食品の栄養価を経済的

に高めるために、さまざまな栄養素を含み、追加できるサプリ

メントを、市場を通じて提供しています。

農業分野での活動も行っています。農業生産物の栄養価上昇を

目指して、例えば最近アジアだけではなくアフリカでも主食に

なってきたお米でいえば、植える時、収穫後処理の段階など、ど

のようなタイミングでどうすれば一番効率的に上昇させられる

かという研究を行っています。農業分野での活動の目的は2つ

あり、まず地元でとれる栄養のある食品を農村や都市部で普及

させること、2番目は小規模の農家や農村コミュニティーでの

栄養改善を実現することです。

世界の栄養不良を打破していくためには、あらゆるセクターの

献身的で実質的な協働が不可欠です。日本では、本日の主催者

である味の素社は積極的に参加してくださっており、非常にあ

りがたく思っています。今後は、日本のコミットが上昇するこ

とと、NGOの力も強くなりつつあり、世界の栄養問題解決への

取り組みが、より積極的になることに期待しています。

ハイデルベルグ大学（博士）、ボン大学、国際基督教大学にて日本研究・
政治学・地理学を学ぶ。
ドイツ連邦及び州政府への諮問機関にて科学と高等教育政策立案に携
わった後、国連大学にて「食と栄養プログラム」等に従事。その後国連開
発計画（UNDP）を経て、世界基金でパートナーシップとマルチ・ステー
クホルダーガバナンスを担当。2011年よりGAIN。

プロフィール

世界の栄養不良の現状とは

GAINの取り組みついて

課題解決に向けたさまざまなセクターとの協働
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事例報告

持続的な栄養改善の実践:
バングラデシュにおけるAINプログラム事例

特定非営利活動法人 ハンガー・フリー・ワールド 
海外部長兼アドボカシー担当

西岡はるな氏

ハンガー・フリー・ワールドは、飢餓に苦しむ人々の「食べる」

環境を変えていき「生きる」力を育むことで、世界の「明日」へ

つなげていくことを目的とした国際NGOです。人々が自分の

力で、食べ物を得られる仕組みや地域づくりに取り組んでいま

す。2000年に日本を本部として活動を開始、現在は海外では

バングラデシュ、ブルキナファソ、べナン、ウガンダの4支部で

活動をしています。

私たちは、紛争や干ばつなどを要因とする一時的な飢饉ではな

く、恒常的、構造的要因の慢性的な飢餓に取り組んでいます。

そのためには、一時的な食料支援ではなく、恒常的、構造的な要

因を確認しつつ、自立支援をしていくことが大切だと考えてい

ます。

主な活動拠点のひとつである、バングラデシュは、日本の約4

割くらいの国土に、日本より多い1億5,000万人ほどが住ん

でいる非常に人口が過密な国です。飢餓の現状としては、多く

の人々が低栄養の状況であり、その数は2,440万人にのぼると

いわれています。5歳未満児に関しては41％が発育不全、貧血

に関しては、妊婦や就学前児童の半分が厳しい状況におかれて

います。さらに、5歳未満児の死亡率は、1,000人中46人に

のぼり、出産前後の異常や肺炎、下痢などが大きな要因として

挙げられています。一般的には、5歳未満児の死亡の、3分の1

以上に栄養不良が関係していると言われています。栄養不良に

よって、体の免疫力が下がり、本来であれば治癒できるはずの

病気でも、命を落とす子どもが多くなっています。

現地での食材や食卓の様子でいうと、調理法としては細かく

切って、くたくたになるまで炒める。ご飯はゆでこぼして、ゆ

で汁は捨てる。また魚や肉は頻繁には入手できない。女性は最

後に食べる。タンパク源でも豆は好まれない、などの習慣があ

り、栄養摂取の妨げになっていることが考えられます。

実際は「ベンガル人はコメと魚でできている」ということわざ

があるくらい、お米と魚が豊富です。ではなぜ、栄養が足りな

いのかというと、恒常的、構造的な問題があるからです。原因

を探っていくと、例えば、「緑の革命」があります。お米を育てて、

それをマーケットで売って、その現金収入で野菜などを買うと

いう市場経済の原理によってバラエティのある食材を手に入れ

にくい状況を生み出しています。そして、調理や栄養に関する

知識が本当にありません。日本人であれば、専門的知識がなく

とも、義務教育の中で栄養の授業を受けて、食べ物のバランス

についてある程度の知識を持っています。しかし、現地では栄

養士もいませんし、学校で栄養についての知識を教えることも

ありません。つまり、現地の人たちは栄養についてほぼ知らな

いまま育っていくのです。

ダッカに総括事務所を置き、インドの近くのボダという地域で

10カ村、住民約11,000人のエリアで活動しています。

2010年から3年間、また第2フェーズとして2013年から

の2年間事業をしています。目的としては、直接受益者である

妊産婦の栄養状況が持続的に改善されることです。第1フェー

ズでは、妊産婦100名とその子ども100名、第2フェーズで

は妊産婦70名×2年間を対象としています。第2フェーズで

も、母親たちは子どもたちも連れてきて一緒に食事を取ったり

しますから、子どもたちも広い意味での対象者と言えます。

そして、その先に見据えているのは、事業が終了した後も持続

的に、地域での栄養改善を実現する、ということです。栄養改

善事業のデザインに必要な視点は、一つは栄養に関する知識を

地域に持続的に定着させていくことであり、二つ目は、栄養の

ある食材が、その地域で持続的に入手できるようになることで

す。本事業では、栄養補助食も提供していますが、それは授乳

している女性、妊娠している女性の全体的な栄養があまりにも

足りないので、集中的な改善を目指しているからです。持続的

な知識定着・食材入手については、助産師さんに相談できる育

児相談会や、知識普及・調理のワークショップをすることによっ

て、新しい知識を学び、定着させていきます。加えて、栄養のあ

る食材の持続的な入手に関しては、養鶏や家庭菜園を支援して

います。

当初は、受益者であるお母さんだけを対象にしていましたが、

毎週村に入ってモニタリングをしてみると、実践できている家

と、できていない家のばらつきがあることが分かりました。実

践できていない家は、夫の理解がないとか、一緒に住んでいる

お姑さんが非常に強い、などの状況がありました。そこで、受

益者だけでなく、夫やお姑さんも対象として栄養知識、調理方

法を学ぶワークショップを実施。特に夫には、お腹に煉瓦を巻

いて、妊娠しているのがどれくらい大変かを体験してもらった

りもしています。現地ではお姑さんと一緒に住んでいる人が

多いのですが、家の食材を握っているのは、お姑さんであり、

食材はお姑さんに属するものと考えられていることがわかり

ました。そこで第1フェーズの途中からお姑さんや夫も対象

としました。第2フェーズからは初めからその人たちを巻き

込んで進めることによって、成果が出るスピードが早くなった

と思います。

また、地域の7つの小学校を対象に、機能的な栄養の授業を実

施しています。母親が事業の対象者に選ばれていなくても、子

どもたちが家庭の中から栄養を変えて行くこと、またこの子た

ちが地域に残って、いずれ親になることから、子どもたちから

栄養の知識が広がっていくのではないかと考えています。実際

に子どもたちに授業をすると、「同じ野菜のマッシュをつくるな

ら、お米にジャガイモのマッシュを合わせるのではなく、ウリ

にした方がいいんじゃないかとお母さんに言いました」という

ような声が出てきました。

また、ジャーナリストによる事業の視察を行うことによって、

事業の成果や、こういう取り組みをしたら良い栄養改善ができ

ますよということを、他の地域の人にも知ってもらう啓発の機

会としています。さらに、ご主人やお姑さんだけではなくて、

地域の宗教指導者や教師など、影響力のある人たちにもワーク

ショップに来てもらうことで、地域全体として栄養改善をして

いけるよう取り組んでいます。

成果と活動の展望

第1フェーズでは、深刻な栄養不良だった人たちが40％ぐら

いだったところが、健康な人達が70％近くになりました。第2

フェーズ初年度は、受益者70名のうち60名に改善が見られ、

簡単な作業をしただけで疲れてしまうような状況がなくなった

というような報告がありました。その他にも、1年経って、歩

くことさえできなかった子どもが、体重が倍以上に増え、走れ

るようにもなったりしています。とはいえ、例えば日本の子ど

もと比べても体格の差は明らかで、やはり一番最初の1,000日

間に栄養が足りなかったことが原因であり、根本的な解決には

至らないため、子どもたちがそういう状況に陥ってしまう状況

自体を、変えて行くことが大切と考えています。

世界、特に開発途上国で栄養課題を解決するためには、現地で

は大規模に栄養改善に力を入れていくことが非常に重要です。

一方で、やはり村レベルの慣習、個人レベルの嗜好をある程度

反映できるようにするという細やかさも求められています。い

かに両立して、つないでいくのかということが、今後の大きな

課題として考えられるのではないかと思います。

ケンブリッジ大学開発学修士。外資系コンサルティングファーム、シン
クタンク系NGO、（特活）TICAD市民社会フォーラム事務局長を経て、
2008年6月に（特活）ハンガー・フリー・ワールド入職。バングラデシュ
支部担当を経て、2012年10月より現職。

プロフィール

慢性的な飢餓の恒常的な改善を目指して

家族、地域を巻き込んだ栄養教育を実施

小学生を対象にした栄養授業

バングラデシュでの栄養事情

バングラデシュでの具体的な活動
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味の素グループの栄養改善に向けた取り組み

味の素株式会社 取締役 常務執行役員
（研究開発統括、品質保証、知的財産、健康ケア事業）

木村毅

味の素グループは、グルタミン酸が、昆布のうま味成分である

という発見から始まりました。100余年前、味の素（株）の創

業者の一人であり、うま味の発見者である池田菊苗博士は、化

学の勉強でドイツに留学した際、ドイツ人の大きさに驚き、

ショックを受けました。当時の日本人は、非常に栄養状態が悪

く、身長でいえば現在より10センチ以上低かったのです。そ

して帰国時に、日本人の栄養状態をどうやって改善するかを考

え、おいしいものをいかに食べさせるかという観点から研究を

進める中で、昆布だしからうま味成分を発見しました。後にも

う一人の創業者・二代 鈴木三郎助によって工業化に成功し、

味の素（株）としての歴史を歩き始めます。

このように、うま味を通じて粗食を解決し、栄養を改善するこ

とが創業の志でしたが、現在でも味の素グループは企業活動

としての持続性をもって、国民生活の社会課題に貢献したい

と考えており、特に食・アミノ酸のビジネスを通じて栄養課

題に貢献していきたいと考えています。この私たちの思いを

具現化するための一つとして、15年前から開始したのがAIN

プロジェクトです。

AINプロジェクト＝味の素「食と健康」国際協力支援プログラ

ムは、1999年以来、発展途上国の栄養改善のための支援活

動を中心として、母子栄養改善、学校給食支援、栄養指導人材

の育成などを行っています。コミュニティベースの活動、そ

して地域の優先課題の社会的な仕組みづくりの活動を支援し

ています。特にNGO・NPO、大学、行政機関と連携し、その

地域に合ったプロジェクトを味の素（株）が支援していくもの

です。単に我々が選ぶだけではなく、外部専門家の審査を受け、

従業員による現地視察をして、支援先を決定する形で活動を

しています。これまでに、アジア・中南米の発展途上国を中

心に15年間で、対象国12、支援件数72、受益者12万人と

なっています。

AINに始まった栄養改善活動は、新たな展開も見せています。

例えばベトナムでは、行政当局と連携した学校給食プロジェ

クトを行っており、既に500校近くで当社の開発したおいし

く栄養バランスのとれたメニューが採用されています。将来

は全土への普及を期待しています。さらに、栄養士制度がな

い同国で、日本とベトナムの行政・教育・研究機関、日本栄養

士会などの連携協力のもと、栄養学学士の育成を支援してい

ます。これは、将来の栄養リーダーを育成することが、国民の

健康づくりには欠かせないと考えるからです。

もう一つ、栄養分野での活動の大きな柱に、ガーナで行ってい

るソーシャルビジネスがあります。ガーナでは、「koko」という、

トウモロコシのおかゆを離乳食として食べさせるのですが、ト

ウモロコシはアミノ酸のリジンが非常に少なく、栄養のバラン

スに問題があるため、離乳後に、栄養不足による子どもの成長

遅延率が大きく上がってしまいます。アミノ酸にはいわゆる「桶

の理論」というものがあるのですが、20種類のアミノ酸のうち、

最も少ないアミノ酸の量以上は摂取されないのです。つまり、

他のアミノ酸が多くても、一つが少ないために、きちんとした

タンパク質ができません。ですから、そこに必要なリジンを足

すことによって栄養バランスを良くしていく、ということが必

要です。我々はこの課題を解決するため、kokoにうま味の成分

をプラスした「KOKO PlusTM」という製品を開発しました。伝

統的な離乳食に栄養を足す、という意味でのプラスです。大豆、

リジンと、ビタミン、ミネラル等を含むサプリメントで、一袋で

1日に必要な栄養素を供給します。しかも、現地の方にとって、

おいしい味にして提供することで、より効果を促進します。

そして、持続可能な栄養状態を実現するためには、現地にビジ

ネスとして根ざすことが重要であり、価格の設計も、現地の人

が買える水準で設計しています。

ガーナでのソーシャルビジネスにおいて、現状の大きな課題

は現地生産です。当然、海外から輸入ではコストが合いません。

そしてサステナビリティの観点からも、どうしても現地生産

が必要だということで、地元の食品企業のYedent社と協働

で生産体制を確立しました。現在、栄養効果試験を続け、本当

に低身長が改善されるのかというデータをとっています。来

年の春には結果が出ますが、現時点では良い成果が期待でき

そうな見通しです。

もう一つの課題は流通形態であり、試験を実施中です。大事

なのは、この製品はなぜ良いのかを説明しなければいけない

ということです。実際に何故栄養改善に良いかを説明しつつ、

ご理解をいただきながら、コミュニティの施設で販売を実施

しています。

実際に最近出てきたデータでみると、地域の認知度で、お子さ

んを持っている方の96％以上の方が「KOKO PlusTM」は何

かを知っており、60％近くが使ったことがあるという非常に

高い数字になっています。これは皆さんが、実際に子どもが

元気になる姿を見ているからだと思います。

低栄養については発展途上国だけではなく、日本でも大きな

問題になってくると考えています。たとえば、介護が必要に

なった主な理由を見てみますと、栄養障がいや運動障がい、特

に、運動で体が弱って転んで骨を折るといったことがきっか

けなっています。つまり、高齢者の栄養が非常に重要だとい

うことです。ここで我々が注目したものに、サルコペニアが

あります。加齢によって筋肉が減少する現象であり、CTスキャ

ンで20代と80代の女性を比べると、量が減っているのが分

かります。それが、ロコモティブシンドロームを誘発し、あま

り歩けないようになったり、転ぶなどして、要介護になってし

まう危険が高まります。「Amino L40」というのはアミノ酸

のミックスですが、実際に高齢者の方、サルコペニアをもって

いる人を対象に投与することで、状況が改善されます。もち

ろん、運動だけでもかなり解決するのですが、筋力に関しては、

運動とこのアミノ酸を摂った方が、より回復するということ

がわかりました。

もう一つは、「アミノインデックス®」です。血中アミノ酸のパ

ターンを見て、そこから病気を読めないかという取り組みで、

ガンのスクリーニングを支援するものとして事業化していま

すが、低栄養のバイオマーカーとしても期待されます。

低栄養の話が中心になりましたが、過剰栄養の問題も重要で

す。例えば、おいしく、塩分・カロリー控えめの食をどうやっ

てサポートしていくか。そういう研究をしています。これも

健康な生活への貢献、ひいては地球持続性へのひとつのアプ

ローチだと思っています。

味の素グループはグローバル健康貢献企業グループとして低

栄養から過剰栄養へ、さらには「アミノインデックス®」のよ

うな個別化栄養に向けた研究開発・事業化を推進し、栄養と

おいしさ両面からの健康実現を目指します。

ロンドン大学キングスカレッジ博士課程修了。米国立衛生研究所（NIH）
を経て、1989年味の素（株）入社。品質保証部長、執行役員、研究開発
企画部長を経て、2013年より現職。
［その他現職］ライフイノベーション国際協働センター 理事／アジア
太平洋経済協力（APEC）食料安全保障に関する政策パートナーシップ
（PPFS）日本委員／International Life Sciences Institute 理事／
International Life Sciences Institute Research Foundation 
理事／国際グルタミン酸技術委員会 シニアアドバイザー

プロフィール

おいしく食べることで、栄養を改善する

AINプロジェクトの概要

栄養の社会基盤づくり

ガーナ栄養改善プロジェクトとソーシャルビジネス

事業で健康課題解決に貢献

溝田氏　講演を受けて、パネリストの皆さんにたくさんの質問が
寄せられています。皆さんのお手元にお渡ししている中で、いく

つかお答えいただければと思います。

飯田氏　一つ目にいただいたのは『新産業に関して、具体的にど
のようなものがあるか？』です。これは “新” ということを厳格

に捉える必要はないと思っています。例えば CSR を超えて、栄

養強化のための貢献を新たなビジネスとして展開する場合も、新

たな産業と捉えられます。健康・医療戦略全体で捉えるといろい

ろな分野が考えられるのですが、再生医療に用いられる培地など

もこれから伸びる新しい産業と考えられます。

少し別のフェーズでは、これからは保険制度や健康組合などで、

どのように医療費を適正化し保険料を下げるかが課題となりま

す。例えば、生活習慣病に対して特定健診などがありますが、こ

れを IT の力を活用してもう一段階進めるということがあります。

自治体によっては運動ポイントの付与などのインセンティブを考

えているところもあり、このような取り組みをビジネスが支援す

るのも新しい試みだと思います。政府としてもいろいろなアイデ

アを取り入れていきたいと考えています。

二つ目にいただいたのは『各国の栄養課題に対して日本の事例が

応用できるか？』というものです。これについては、日本の経験を

そのまま移転するより、いかに日本の強みを活かすかが重要です。

ローカリゼーションというのは「いかに日本の事例を現地に当ては

めて組み合わせていくか」ということで、これはどんなビジネスで

も、あらゆる企業が現地生産するときにも問題になることです。

難しいことですが、我々としてはチャレンジと捉えています。

溝田氏　中村先生へのご質問です。『がんは国民の2人に1人が
かかる時代となりました。これについて先生のお考えをお聞かせ

ください』。

中村氏　がんに栄養や食事が関係しているという論文は、世界中
に2万報告くらいあります。あまり実感はないかもしれませんが、

日本人のがんも少しずつ減りつつあります。特に、禁煙運動の成

果が出始めてきているといわれています。

食事に関しては、顕著に表れたのは胃がんだと考えています。

減塩運動をやることで胃がんが減少したということは、エビデ

ンスが高い報告です。ただし一方で、日本では大腸がんと乳が

んが増えています。この 2 つのがん、特に乳がんには肥満が大

きな影響を及ぼします。また大腸がんは食物繊維が影響してい

ますが、穀物の摂取量は特にご飯を中心に著しく減少しており、

それが大腸がんの増加につながっています。こうした問題点を

改善すれば、これからもがんの予防に栄養や食料が貢献できる

と思います。

溝田氏　もう一つご質問です。『食事と健康の連続性、つまり農
作物から購入、調理、接触、活動の過程が日本で正常に働いたのは、

食料政策の存在とともに、その過程を主体的に構築した普通の

人々がいたからだと考えますが、それが可能だったのはなぜで

しょうか？』

中村氏　それは私一人が答えられる問題ではないのですが、日本
の教育の中で栄養教育を重点的に行ったということは間違いあり

ません。家庭科、理科、体育などの授業で、皆さんは知らないう

ちに栄養のことを勉強しています。それから、日本人が栄養に親

しんでいる最大の理由は、学校給食の栄養士さんたちに親しみを

もってつきあってきたことによります。日本人の頭の中に「タン

パク質は血や肉になる、糖質と油はカロリーになる」ということ

が刷り込まれています。

また、日本人は本来、食べることをとても大切にする民族だった

と考えられます。そういうことがベースにあって、私がお話しし

たようなことができたのだと思います。

溝田氏　ビルギットさんへは、『お米の収穫後に栄養を高めると
いうのはどのように行っているのでしょうか？』というご質問が

寄せられています。

ポーニアトフスキ氏　技術的にはいろいろな可能性があります。
一つは、米をすって、その中に微量栄養素を混ぜ、パスタを作る

要領で米の形に戻す方法です。その強化した米を、普通のお米

100 に対して 1 混ぜて売ります。もう一つは、普通の米の外側

に微量栄養素をつけるという技術ですが、これは炊き方によって

効果が変わります。日本のようにお米を炊いて水をすべて吸収さ

せる方法なら有効ですが、炊いたお水を捨てる場合は、一つ目の

技術の方が適切でしょう。

バングラデシュでも米を主食として食べる人が増えてきました。

ただ、低所得層は米で必要なカロリーの 90％を摂取しているた

め、栄養が偏ってしまいます。ですから、米の栄養価を上げるの

が大事で、「パーボイリング」という手法を研究的に採用してい

ます。これは生産時に使用する水に微量栄養素を加える方法で、

かなりの栄養強化ができるという成果が出ています。

アジアだけではなく、アフリカでもお米に憧れがあり、主食とし

て食べられることが増えています。ですからお米の栄養価を高め

ることが重要なのです。

溝田氏　西岡さんへの質問は『プログラムの成果として母親の体
重変化が挙げられていたが、栄養調査結果からも栄養素などの摂

取状況の改善は見られたのか？　栄養補助食はどのような食品を

提供していたのか？』です。

西岡氏　実際に母親たちが食べている食べ物でどのような栄養素
が不足しているかは、なかなか調べきることができませんでした。

当時、AIN 委員の先生にも相談し、国際機関などにも訪問して

インタビューをしたのですが、そういったデータを持っていると

ころはなかったんですね。

ですからできる範囲で、現地の栄養に関する知識が豊富な人、例

えば現地の大学の栄養学科の先生や、小児科・産婦人科の先生な

どに意見を聞きました。明らかに不足しているのはタンパク質で

すが、それ以外にも不足している栄養素を食事から推測して補助

食を作りました。ゆで卵や、いろいろな野菜が入ったカレーなど

です。また現地で「キチュリ」と呼ばれる、離乳食にもよく使わ

れるお粥のように柔らかい炊き込みご飯があるんですが、そこに

豆が入っていることにはあまり抵抗を感じないとわかりました。

そんなわけで、献立の内容はゆで卵・カレー・キチュリが多いで

すね。

成果の把握は、やはり体重やBMI値に大きく頼っています。ただ、

私たちの活動地では毎週 1 回、助産師が訪問して女性たちを見

ていますし、毎日補助食も提供しています。その中で、家庭に抜

き打ち調査に行って、実際に作ったご飯を見せてもらうこともで

きます。体重以外にもそういう部分を見ながら、どのくらい家庭

で栄養が摂れているかを把握しています。

溝田氏　もう一つ質問です。『現地組織との連携は、どのような
面でされていますか？　現地の食文化を尊重し、押し付けになら

ないために何が必要でしょうか？』

西岡氏　現地の組織にもいろいろなレベルがあると思いますが、
例えば先ほど申し上げたような、現地で栄養の知識のある方を探

して、その専門家にアドバイザーのような形で入ってもらってい

ます。

他の NGOや地方行政と連携することは、このプロジェクトの中

ではしていません。ですが活動を通じて、栄養改善事業を実施す

る上でのマニュアルを作成していて、別の事業や、他団体に対す

るアドボカシー活動・啓発活動をする際に活用し、折に触れて話

すようにしています。

食文化の尊重という点については、現地の村の文化を本当によく

知っている人を事業形成に入れることが非常に重要だと思いま

す。私たちはボダという地域で実施していますが、統括をしてい

るのはボダ出身の女性の職員です。昔おばあちゃんが作ってくれ

た食事との違いなどと比較して、今の村の食事がどうなっている

かがわかる人にヒアリングするなどして、私たちがやろうとして

いる栄養改善のメニューが受け入れられるかどうかを重点的にや

ることが必要なのではと思います。

溝田氏　取出さんにもいくつか質問が来ています。『「KOKO 
Plus」の継続利用者が 60％弱とありましたが、残り 40％の

利用はどうなっているのでしょうか？』

取出　このデータは、特にガーナ北部の貧困地帯でやった販売試

験のもので、もともとは「貧困地帯でこういうものを買ってくれ

るだろうか？」と少し期待していた程度でした。そういう意味では、

6割の人が継続的に使っていることは驚くべきことだと思います。

継続できない理由というのは、農家の方は作付の時期に多くの現

金が必要で、買いたくても買えないということがあります。そう

いった季節性や、現金を持っていない人がどうやったら継続的に

使えるのかということは、これから考えていかなければいけない

ところだと思います。

溝田氏　『ガーナ栄養改善プロジェクトに取り組むことによる、
国内従業員のモチベーションや行動に何か影響は出たでしょう

か？』という質問も来ています。

取出　大変モチベーションアップにつながっている、と信じてい
ます。こうしたプロジェクトについて社内広報を定期的にやって

いるのですが、非常にレスポンスが良くて「こういうプロジェク

トをやっていることを誇りに思う」「私も参加したい」といった

ような反応があります。

特に注目すべきなのは、こうした活動に関心をもって、やりたい

という気持ちを見せてくれる若い人が多いということです。社員

はもちろん、講演の際などでも若い人の反応が多いんですね。そ

ういう若い人がこれからの会社や社会を支えていく立場になるの

で、アプローチの仕方が変わっていく原動力になっていくのでは

という期待を持っています。

溝田氏　あとは全体に関連する質問もいくつかあります。『日本の
管理栄養士・栄養士の多くは本来の能力を発揮できないままで、医

療職種と比べて立場が弱いともいわれています。日本の栄養士・管

理栄養士や栄養を学んでいる学生にどのような期待をしますか？』

中村氏　先ほども言いましたように、我が国の栄養士制度は欧米先

進国と比べても特異的な養成の仕方をしてきました。これにはメ

リットもデメリットもあります。欧米の栄養士は医療専門職種と

して育成しており、4年生大学を卒業していることが最低条件です。

医師や看護師、薬剤師などと同じように医療に限定された、日本で

いうところの臨床栄養士として養成・教育が行われています。

ところが今は、欧米でも医療費が上昇して、予防に目が向いてき

ました。現在欧米では、医療に携わった栄養士が公衆衛生や予防

のほうに出始めているわけです。

一方日本は、逆のベクトルで進んできました。戦後の食料不足を

解決する、つまり地域の栄養改善や学校給食など、公衆衛生の専

門職として多くの栄養士を育ててきたわけです。

従って、公衆衛生の分野では大きな成果を挙げたのですが、この

栄養士たちを医療の専門家として育て上げるために現在時間がか

かっています。日本は公衆衛生のほうから医療のほうに行こうと

しているので、このために 2000 年に法改正をして、Human 

Nutrition（人間栄養学）という教育を初めているわけです。

現在、栄養の分野では数年前とは比べものにならないくらい医療

の専門職が育ってきています。この人たちは、将来的に有望な医

療職種になるだろうと信じています。専門領域の分担が起こって

きて、より高度な管理栄養士が必要になっていることは確かです。

溝田氏　『栄養改善と食料生産のつながりで、どのような官民連
携が必要になってくるとお考えでしょうか？』という質問には、

飯田さんにお答えいただけますでしょうか。

飯田氏　大変難しい質問なんですけども、かつてローマクラブの
話がありましたが、どちらかというとそれは食料需給と農業の生

産性をどうやって上げていくかという話に近いと思うんですね。

少なくとも農業の生産性向上や資源の効率的な管理でどこまでで

きるかという問題であって、微量栄養素の問題とはフェーズが違

うのではないかと思います。

ただ、今日私が感じたのは、栄養管理もうまくいけば、人口増大

の問題にも対処できるという側面もあります。ただし、食料受給

は健康・医療戦略を超えた、CO2 や気候変動、干ばつなどの地

球規模の大きな課題ですね。

溝田氏　本日はいろいろな分野の方々にたくさんのお話をいただ
きました。現状を理解したうえで、これから「つなぎの時期」に入っ

ていくと思っています。また、日本の人材が海外で活躍できるよ

うな仕組みを作っていかなければならないと実感しました。

今後も味の素さんや国、民間の専門家や経験者の支援を得ながら、

AIN の立場で考え、できることをやっていきたいと思います。

長い時間、ありがとうございました。
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溝田氏　講演を受けて、パネリストの皆さんにたくさんの質問が
寄せられています。皆さんのお手元にお渡ししている中で、いく

つかお答えいただければと思います。

飯田氏　一つ目にいただいたのは『新産業に関して、具体的にど
のようなものがあるか？』です。これは “新” ということを厳格

に捉える必要はないと思っています。例えば CSR を超えて、栄

養強化のための貢献を新たなビジネスとして展開する場合も、新

たな産業と捉えられます。健康・医療戦略全体で捉えるといろい

ろな分野が考えられるのですが、再生医療に用いられる培地など

もこれから伸びる新しい産業と考えられます。

少し別のフェーズでは、これからは保険制度や健康組合などで、

どのように医療費を適正化し保険料を下げるかが課題となりま

す。例えば、生活習慣病に対して特定健診などがありますが、こ

れを IT の力を活用してもう一段階進めるということがあります。

自治体によっては運動ポイントの付与などのインセンティブを考

えているところもあり、このような取り組みをビジネスが支援す

るのも新しい試みだと思います。政府としてもいろいろなアイデ

アを取り入れていきたいと考えています。

二つ目にいただいたのは『各国の栄養課題に対して日本の事例が

応用できるか？』というものです。これについては、日本の経験を

そのまま移転するより、いかに日本の強みを活かすかが重要です。

ローカリゼーションというのは「いかに日本の事例を現地に当ては

めて組み合わせていくか」ということで、これはどんなビジネスで

も、あらゆる企業が現地生産するときにも問題になることです。

難しいことですが、我々としてはチャレンジと捉えています。

溝田氏　中村先生へのご質問です。『がんは国民の2人に1人が
かかる時代となりました。これについて先生のお考えをお聞かせ

ください』。

中村氏　がんに栄養や食事が関係しているという論文は、世界中
に2万報告くらいあります。あまり実感はないかもしれませんが、

日本人のがんも少しずつ減りつつあります。特に、禁煙運動の成

果が出始めてきているといわれています。

食事に関しては、顕著に表れたのは胃がんだと考えています。

減塩運動をやることで胃がんが減少したということは、エビデ

ンスが高い報告です。ただし一方で、日本では大腸がんと乳が

んが増えています。この 2 つのがん、特に乳がんには肥満が大

きな影響を及ぼします。また大腸がんは食物繊維が影響してい

ますが、穀物の摂取量は特にご飯を中心に著しく減少しており、

それが大腸がんの増加につながっています。こうした問題点を

改善すれば、これからもがんの予防に栄養や食料が貢献できる

と思います。

溝田氏　もう一つご質問です。『食事と健康の連続性、つまり農
作物から購入、調理、接触、活動の過程が日本で正常に働いたのは、

食料政策の存在とともに、その過程を主体的に構築した普通の

人々がいたからだと考えますが、それが可能だったのはなぜで

しょうか？』

中村氏　それは私一人が答えられる問題ではないのですが、日本
の教育の中で栄養教育を重点的に行ったということは間違いあり

ません。家庭科、理科、体育などの授業で、皆さんは知らないう

ちに栄養のことを勉強しています。それから、日本人が栄養に親

しんでいる最大の理由は、学校給食の栄養士さんたちに親しみを

もってつきあってきたことによります。日本人の頭の中に「タン

パク質は血や肉になる、糖質と油はカロリーになる」ということ

が刷り込まれています。

また、日本人は本来、食べることをとても大切にする民族だった

と考えられます。そういうことがベースにあって、私がお話しし

たようなことができたのだと思います。

溝田氏　ビルギットさんへは、『お米の収穫後に栄養を高めると
いうのはどのように行っているのでしょうか？』というご質問が

寄せられています。

ポーニアトフスキ氏　技術的にはいろいろな可能性があります。
一つは、米をすって、その中に微量栄養素を混ぜ、パスタを作る

要領で米の形に戻す方法です。その強化した米を、普通のお米

100 に対して 1 混ぜて売ります。もう一つは、普通の米の外側

に微量栄養素をつけるという技術ですが、これは炊き方によって

効果が変わります。日本のようにお米を炊いて水をすべて吸収さ

せる方法なら有効ですが、炊いたお水を捨てる場合は、一つ目の

技術の方が適切でしょう。

バングラデシュでも米を主食として食べる人が増えてきました。

ただ、低所得層は米で必要なカロリーの 90％を摂取しているた

め、栄養が偏ってしまいます。ですから、米の栄養価を上げるの

が大事で、「パーボイリング」という手法を研究的に採用してい

ます。これは生産時に使用する水に微量栄養素を加える方法で、

かなりの栄養強化ができるという成果が出ています。

アジアだけではなく、アフリカでもお米に憧れがあり、主食とし

て食べられることが増えています。ですからお米の栄養価を高め

ることが重要なのです。

溝田氏　西岡さんへの質問は『プログラムの成果として母親の体
重変化が挙げられていたが、栄養調査結果からも栄養素などの摂

取状況の改善は見られたのか？　栄養補助食はどのような食品を

提供していたのか？』です。

西岡氏　実際に母親たちが食べている食べ物でどのような栄養素
が不足しているかは、なかなか調べきることができませんでした。

当時、AIN 委員の先生にも相談し、国際機関などにも訪問して

インタビューをしたのですが、そういったデータを持っていると

ころはなかったんですね。

ですからできる範囲で、現地の栄養に関する知識が豊富な人、例

えば現地の大学の栄養学科の先生や、小児科・産婦人科の先生な

どに意見を聞きました。明らかに不足しているのはタンパク質で

すが、それ以外にも不足している栄養素を食事から推測して補助

食を作りました。ゆで卵や、いろいろな野菜が入ったカレーなど

です。また現地で「キチュリ」と呼ばれる、離乳食にもよく使わ

れるお粥のように柔らかい炊き込みご飯があるんですが、そこに

豆が入っていることにはあまり抵抗を感じないとわかりました。

そんなわけで、献立の内容はゆで卵・カレー・キチュリが多いで

すね。

成果の把握は、やはり体重やBMI値に大きく頼っています。ただ、

私たちの活動地では毎週 1 回、助産師が訪問して女性たちを見

ていますし、毎日補助食も提供しています。その中で、家庭に抜

き打ち調査に行って、実際に作ったご飯を見せてもらうこともで

きます。体重以外にもそういう部分を見ながら、どのくらい家庭

で栄養が摂れているかを把握しています。

溝田氏　もう一つ質問です。『現地組織との連携は、どのような
面でされていますか？　現地の食文化を尊重し、押し付けになら

ないために何が必要でしょうか？』

西岡氏　現地の組織にもいろいろなレベルがあると思いますが、
例えば先ほど申し上げたような、現地で栄養の知識のある方を探

して、その専門家にアドバイザーのような形で入ってもらってい

ます。

他の NGOや地方行政と連携することは、このプロジェクトの中

ではしていません。ですが活動を通じて、栄養改善事業を実施す

る上でのマニュアルを作成していて、別の事業や、他団体に対す

るアドボカシー活動・啓発活動をする際に活用し、折に触れて話

すようにしています。

食文化の尊重という点については、現地の村の文化を本当によく

知っている人を事業形成に入れることが非常に重要だと思いま

す。私たちはボダという地域で実施していますが、統括をしてい

るのはボダ出身の女性の職員です。昔おばあちゃんが作ってくれ

た食事との違いなどと比較して、今の村の食事がどうなっている

かがわかる人にヒアリングするなどして、私たちがやろうとして

いる栄養改善のメニューが受け入れられるかどうかを重点的にや

ることが必要なのではと思います。

溝田氏　取出さんにもいくつか質問が来ています。『「KOKO 
Plus」の継続利用者が 60％弱とありましたが、残り 40％の

利用はどうなっているのでしょうか？』

取出　このデータは、特にガーナ北部の貧困地帯でやった販売試

東京大学大学院健康教育学研究科修了。
旧文部省大臣官房専門員、日本学術振興会国際事業課長を経て、通算15年間国際連合
に奉職。（ユネスコ中南米地域事務所アソシエート・エキスパート、ユニセフ南西アジア地
域事業調整上級オフィサー、国連駐日合同事務所副代表）
文部省学術国際局復帰後は、長崎大学国際主幹、同大学経済学部講師、女子栄養大学助
教授を経て長崎大学医歯薬総合大学院主任教授として「熱帯保健医療学」および「国際
健康開発政策学」を担当。
現在、味の素「食と健康」国際協力ネットワーク（AIN）の代表を務める。

溝田 勉氏 プロフィール

日本の持つ知見を世界で活かすためには

支援の現場での、さまざまな創意工夫

験のもので、もともとは「貧困地帯でこういうものを買ってくれ

るだろうか？」と少し期待していた程度でした。そういう意味では、

6割の人が継続的に使っていることは驚くべきことだと思います。

継続できない理由というのは、農家の方は作付の時期に多くの現

金が必要で、買いたくても買えないということがあります。そう

いった季節性や、現金を持っていない人がどうやったら継続的に

使えるのかということは、これから考えていかなければいけない

ところだと思います。

溝田氏　『ガーナ栄養改善プロジェクトに取り組むことによる、
国内従業員のモチベーションや行動に何か影響は出たでしょう

か？』という質問も来ています。

取出　大変モチベーションアップにつながっている、と信じてい
ます。こうしたプロジェクトについて社内広報を定期的にやって

いるのですが、非常にレスポンスが良くて「こういうプロジェク

トをやっていることを誇りに思う」「私も参加したい」といった

ような反応があります。

特に注目すべきなのは、こうした活動に関心をもって、やりたい

という気持ちを見せてくれる若い人が多いということです。社員

はもちろん、講演の際などでも若い人の反応が多いんですね。そ

ういう若い人がこれからの会社や社会を支えていく立場になるの

で、アプローチの仕方が変わっていく原動力になっていくのでは

という期待を持っています。

溝田氏　あとは全体に関連する質問もいくつかあります。『日本の
管理栄養士・栄養士の多くは本来の能力を発揮できないままで、医

療職種と比べて立場が弱いともいわれています。日本の栄養士・管

理栄養士や栄養を学んでいる学生にどのような期待をしますか？』

中村氏　先ほども言いましたように、我が国の栄養士制度は欧米先

進国と比べても特異的な養成の仕方をしてきました。これにはメ

リットもデメリットもあります。欧米の栄養士は医療専門職種と

して育成しており、4年生大学を卒業していることが最低条件です。

医師や看護師、薬剤師などと同じように医療に限定された、日本で

いうところの臨床栄養士として養成・教育が行われています。

ところが今は、欧米でも医療費が上昇して、予防に目が向いてき

ました。現在欧米では、医療に携わった栄養士が公衆衛生や予防

のほうに出始めているわけです。

一方日本は、逆のベクトルで進んできました。戦後の食料不足を

解決する、つまり地域の栄養改善や学校給食など、公衆衛生の専

門職として多くの栄養士を育ててきたわけです。

従って、公衆衛生の分野では大きな成果を挙げたのですが、この

栄養士たちを医療の専門家として育て上げるために現在時間がか

かっています。日本は公衆衛生のほうから医療のほうに行こうと

しているので、このために 2000 年に法改正をして、Human 

Nutrition（人間栄養学）という教育を初めているわけです。

現在、栄養の分野では数年前とは比べものにならないくらい医療

の専門職が育ってきています。この人たちは、将来的に有望な医

療職種になるだろうと信じています。専門領域の分担が起こって

きて、より高度な管理栄養士が必要になっていることは確かです。

溝田氏　『栄養改善と食料生産のつながりで、どのような官民連
携が必要になってくるとお考えでしょうか？』という質問には、

飯田さんにお答えいただけますでしょうか。

飯田氏　大変難しい質問なんですけども、かつてローマクラブの
話がありましたが、どちらかというとそれは食料需給と農業の生

産性をどうやって上げていくかという話に近いと思うんですね。

少なくとも農業の生産性向上や資源の効率的な管理でどこまでで

きるかという問題であって、微量栄養素の問題とはフェーズが違

うのではないかと思います。

ただ、今日私が感じたのは、栄養管理もうまくいけば、人口増大

の問題にも対処できるという側面もあります。ただし、食料受給

は健康・医療戦略を超えた、CO2 や気候変動、干ばつなどの地

球規模の大きな課題ですね。

溝田氏　本日はいろいろな分野の方々にたくさんのお話をいただ
きました。現状を理解したうえで、これから「つなぎの時期」に入っ

ていくと思っています。また、日本の人材が海外で活躍できるよ

うな仕組みを作っていかなければならないと実感しました。

今後も味の素さんや国、民間の専門家や経験者の支援を得ながら、

AIN の立場で考え、できることをやっていきたいと思います。

長い時間、ありがとうございました。
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第5回 味の素グループ サステナビリティフォーラム
■参加者の内訳

■終了後のアンケートで寄せられた主なご意見

［講演内容について］ ［味の素について］

閉会にあたり 佐藤 都喜子氏
名古屋外国語大学教授・JICA客員国際協力専門員・AIN副代表

●産官学、さまざまなアクターが集まり栄養問題への取り組
みを聴くことができたことは大変有益だった

●多方面にわたる知識、経験を共有する素晴らしい機会を
いただいた

●日本の栄養政策が優れたものであることがわかり、ビジ
ネスとしても世界に展開する可能性を知ることができた

●中村氏の言う通り、日本の栄養改善の経験を断面としてで
なく連続形として分析して、途上国の地域性に適した改変
を加える必要性を理解した

●仕事に活かせるアイデア・刺激をいただいた

●毎日おいしい料理をいただけるありがたさを再認識すると
ともに、世界で8～ 10億人いるといわれる、食物が満足
に得られない人々に何ができるのかを真剣に考えさせられ
たフォーラムだった

●味の素がグローバルに栄養改善に取り組んでいる姿に
日本人として誇りに思う

●私企業がこんな事業をしていることを知らなかった。
もっと宣伝すべき

●味の素のCSR活動が世界の栄養改善のための具体的
活動であることがわかった

●味の素の支援は単なるモノやカネだけでなく、現地の人が
買える金額での販売による支援なので、これがビジネスに
つながりもっと拡がりができるといいと思う

●味の素社のような企業で働けることは、従業員にとって
最高のやりがいではないかと思う

企業・コンサルタント
22％

（参加者総数：208名）

味の素グループ
18％

学生
11％

栄養士・
アカデミア
9％

政府・
国際機関・
行政
6％

NGO
17％

登壇者・
AIN関係者
7％

メディア
6％

一般生活者
4％

本フォーラムでは、『ニッポンの栄養が世界を変える！』というテーマの下で、途上国の栄養問題を語る
上での日本の経験や技術を通した貢献についてさまざまな議論が展開されました。このフォーラムの成
果が、民と官が連携して、日本の経験や技術を広める持続的な活動の突破口になればと思います。
AINプログラムは、1999年から今日まで15年の間、途上国の課題に沿ったプロジェクトを支援して
きました。ご存知のとおり、栄養の課題に対する取り組みは息の長い活動を必要とします。このような
認識の下で、AINプログラムはこれからも食・環境といったような地域特性に配慮し、ホリスティック
な視点に立って持続可能な活動を支援していきたいと考えています。
最後に、今回の開催にあたりましてご尽力いただいきました関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

溝田氏　講演を受けて、パネリストの皆さんにたくさんの質問が
寄せられています。皆さんのお手元にお渡ししている中で、いく

つかお答えいただければと思います。

飯田氏　一つ目にいただいたのは『新産業に関して、具体的にど
のようなものがあるか？』です。これは “新” ということを厳格

に捉える必要はないと思っています。例えば CSR を超えて、栄

養強化のための貢献を新たなビジネスとして展開する場合も、新

たな産業と捉えられます。健康・医療戦略全体で捉えるといろい

ろな分野が考えられるのですが、再生医療に用いられる培地など

もこれから伸びる新しい産業と考えられます。

少し別のフェーズでは、これからは保険制度や健康組合などで、

どのように医療費を適正化し保険料を下げるかが課題となりま

す。例えば、生活習慣病に対して特定健診などがありますが、こ

れを IT の力を活用してもう一段階進めるということがあります。

自治体によっては運動ポイントの付与などのインセンティブを考

えているところもあり、このような取り組みをビジネスが支援す

るのも新しい試みだと思います。政府としてもいろいろなアイデ

アを取り入れていきたいと考えています。

二つ目にいただいたのは『各国の栄養課題に対して日本の事例が

応用できるか？』というものです。これについては、日本の経験を

そのまま移転するより、いかに日本の強みを活かすかが重要です。

ローカリゼーションというのは「いかに日本の事例を現地に当ては

めて組み合わせていくか」ということで、これはどんなビジネスで

も、あらゆる企業が現地生産するときにも問題になることです。

難しいことですが、我々としてはチャレンジと捉えています。

溝田氏　中村先生へのご質問です。『がんは国民の2人に1人が
かかる時代となりました。これについて先生のお考えをお聞かせ

ください』。

中村氏　がんに栄養や食事が関係しているという論文は、世界中
に2万報告くらいあります。あまり実感はないかもしれませんが、

日本人のがんも少しずつ減りつつあります。特に、禁煙運動の成

果が出始めてきているといわれています。

食事に関しては、顕著に表れたのは胃がんだと考えています。

減塩運動をやることで胃がんが減少したということは、エビデ

ンスが高い報告です。ただし一方で、日本では大腸がんと乳が

んが増えています。この 2 つのがん、特に乳がんには肥満が大

きな影響を及ぼします。また大腸がんは食物繊維が影響してい

ますが、穀物の摂取量は特にご飯を中心に著しく減少しており、

それが大腸がんの増加につながっています。こうした問題点を

改善すれば、これからもがんの予防に栄養や食料が貢献できる

と思います。

溝田氏　もう一つご質問です。『食事と健康の連続性、つまり農
作物から購入、調理、接触、活動の過程が日本で正常に働いたのは、

食料政策の存在とともに、その過程を主体的に構築した普通の

人々がいたからだと考えますが、それが可能だったのはなぜで

しょうか？』

中村氏　それは私一人が答えられる問題ではないのですが、日本
の教育の中で栄養教育を重点的に行ったということは間違いあり

ません。家庭科、理科、体育などの授業で、皆さんは知らないう

ちに栄養のことを勉強しています。それから、日本人が栄養に親

しんでいる最大の理由は、学校給食の栄養士さんたちに親しみを

もってつきあってきたことによります。日本人の頭の中に「タン

パク質は血や肉になる、糖質と油はカロリーになる」ということ

が刷り込まれています。

また、日本人は本来、食べることをとても大切にする民族だった

と考えられます。そういうことがベースにあって、私がお話しし

たようなことができたのだと思います。

溝田氏　ビルギットさんへは、『お米の収穫後に栄養を高めると
いうのはどのように行っているのでしょうか？』というご質問が

寄せられています。

ポーニアトフスキ氏　技術的にはいろいろな可能性があります。
一つは、米をすって、その中に微量栄養素を混ぜ、パスタを作る

要領で米の形に戻す方法です。その強化した米を、普通のお米

100 に対して 1 混ぜて売ります。もう一つは、普通の米の外側

に微量栄養素をつけるという技術ですが、これは炊き方によって

効果が変わります。日本のようにお米を炊いて水をすべて吸収さ

せる方法なら有効ですが、炊いたお水を捨てる場合は、一つ目の

技術の方が適切でしょう。

バングラデシュでも米を主食として食べる人が増えてきました。

ただ、低所得層は米で必要なカロリーの 90％を摂取しているた

め、栄養が偏ってしまいます。ですから、米の栄養価を上げるの

が大事で、「パーボイリング」という手法を研究的に採用してい

ます。これは生産時に使用する水に微量栄養素を加える方法で、

かなりの栄養強化ができるという成果が出ています。

アジアだけではなく、アフリカでもお米に憧れがあり、主食とし

て食べられることが増えています。ですからお米の栄養価を高め

ることが重要なのです。

溝田氏　西岡さんへの質問は『プログラムの成果として母親の体
重変化が挙げられていたが、栄養調査結果からも栄養素などの摂

取状況の改善は見られたのか？　栄養補助食はどのような食品を

提供していたのか？』です。

西岡氏　実際に母親たちが食べている食べ物でどのような栄養素
が不足しているかは、なかなか調べきることができませんでした。

当時、AIN 委員の先生にも相談し、国際機関などにも訪問して

インタビューをしたのですが、そういったデータを持っていると

ころはなかったんですね。

ですからできる範囲で、現地の栄養に関する知識が豊富な人、例

えば現地の大学の栄養学科の先生や、小児科・産婦人科の先生な

どに意見を聞きました。明らかに不足しているのはタンパク質で

すが、それ以外にも不足している栄養素を食事から推測して補助

食を作りました。ゆで卵や、いろいろな野菜が入ったカレーなど

です。また現地で「キチュリ」と呼ばれる、離乳食にもよく使わ

れるお粥のように柔らかい炊き込みご飯があるんですが、そこに

豆が入っていることにはあまり抵抗を感じないとわかりました。

そんなわけで、献立の内容はゆで卵・カレー・キチュリが多いで

すね。

成果の把握は、やはり体重やBMI値に大きく頼っています。ただ、

私たちの活動地では毎週 1 回、助産師が訪問して女性たちを見

ていますし、毎日補助食も提供しています。その中で、家庭に抜

き打ち調査に行って、実際に作ったご飯を見せてもらうこともで

きます。体重以外にもそういう部分を見ながら、どのくらい家庭

で栄養が摂れているかを把握しています。

溝田氏　もう一つ質問です。『現地組織との連携は、どのような
面でされていますか？　現地の食文化を尊重し、押し付けになら

ないために何が必要でしょうか？』

西岡氏　現地の組織にもいろいろなレベルがあると思いますが、
例えば先ほど申し上げたような、現地で栄養の知識のある方を探

して、その専門家にアドバイザーのような形で入ってもらってい

ます。

他の NGOや地方行政と連携することは、このプロジェクトの中

ではしていません。ですが活動を通じて、栄養改善事業を実施す

る上でのマニュアルを作成していて、別の事業や、他団体に対す

るアドボカシー活動・啓発活動をする際に活用し、折に触れて話

すようにしています。

食文化の尊重という点については、現地の村の文化を本当によく

知っている人を事業形成に入れることが非常に重要だと思いま

す。私たちはボダという地域で実施していますが、統括をしてい

るのはボダ出身の女性の職員です。昔おばあちゃんが作ってくれ

た食事との違いなどと比較して、今の村の食事がどうなっている

かがわかる人にヒアリングするなどして、私たちがやろうとして

いる栄養改善のメニューが受け入れられるかどうかを重点的にや

ることが必要なのではと思います。

溝田氏　取出さんにもいくつか質問が来ています。『「KOKO 
Plus」の継続利用者が 60％弱とありましたが、残り 40％の

利用はどうなっているのでしょうか？』

取出　このデータは、特にガーナ北部の貧困地帯でやった販売試

験のもので、もともとは「貧困地帯でこういうものを買ってくれ

るだろうか？」と少し期待していた程度でした。そういう意味では、

6割の人が継続的に使っていることは驚くべきことだと思います。

継続できない理由というのは、農家の方は作付の時期に多くの現

金が必要で、買いたくても買えないということがあります。そう

いった季節性や、現金を持っていない人がどうやったら継続的に

使えるのかということは、これから考えていかなければいけない

ところだと思います。

溝田氏　『ガーナ栄養改善プロジェクトに取り組むことによる、
国内従業員のモチベーションや行動に何か影響は出たでしょう

か？』という質問も来ています。

取出　大変モチベーションアップにつながっている、と信じてい
ます。こうしたプロジェクトについて社内広報を定期的にやって

いるのですが、非常にレスポンスが良くて「こういうプロジェク

トをやっていることを誇りに思う」「私も参加したい」といった

ような反応があります。

特に注目すべきなのは、こうした活動に関心をもって、やりたい

という気持ちを見せてくれる若い人が多いということです。社員

はもちろん、講演の際などでも若い人の反応が多いんですね。そ

ういう若い人がこれからの会社や社会を支えていく立場になるの

で、アプローチの仕方が変わっていく原動力になっていくのでは

という期待を持っています。

溝田氏　あとは全体に関連する質問もいくつかあります。『日本の
管理栄養士・栄養士の多くは本来の能力を発揮できないままで、医

療職種と比べて立場が弱いともいわれています。日本の栄養士・管

理栄養士や栄養を学んでいる学生にどのような期待をしますか？』

中村氏　先ほども言いましたように、我が国の栄養士制度は欧米先

進国と比べても特異的な養成の仕方をしてきました。これにはメ

リットもデメリットもあります。欧米の栄養士は医療専門職種と

して育成しており、4年生大学を卒業していることが最低条件です。

医師や看護師、薬剤師などと同じように医療に限定された、日本で

いうところの臨床栄養士として養成・教育が行われています。

ところが今は、欧米でも医療費が上昇して、予防に目が向いてき

ました。現在欧米では、医療に携わった栄養士が公衆衛生や予防

のほうに出始めているわけです。

一方日本は、逆のベクトルで進んできました。戦後の食料不足を

解決する、つまり地域の栄養改善や学校給食など、公衆衛生の専

門職として多くの栄養士を育ててきたわけです。

従って、公衆衛生の分野では大きな成果を挙げたのですが、この

栄養士たちを医療の専門家として育て上げるために現在時間がか

かっています。日本は公衆衛生のほうから医療のほうに行こうと

しているので、このために 2000 年に法改正をして、Human 

Nutrition（人間栄養学）という教育を初めているわけです。

現在、栄養の分野では数年前とは比べものにならないくらい医療

の専門職が育ってきています。この人たちは、将来的に有望な医

療職種になるだろうと信じています。専門領域の分担が起こって

きて、より高度な管理栄養士が必要になっていることは確かです。

溝田氏　『栄養改善と食料生産のつながりで、どのような官民連
携が必要になってくるとお考えでしょうか？』という質問には、

飯田さんにお答えいただけますでしょうか。

飯田氏　大変難しい質問なんですけども、かつてローマクラブの
話がありましたが、どちらかというとそれは食料需給と農業の生

産性をどうやって上げていくかという話に近いと思うんですね。

少なくとも農業の生産性向上や資源の効率的な管理でどこまでで

きるかという問題であって、微量栄養素の問題とはフェーズが違

うのではないかと思います。

ただ、今日私が感じたのは、栄養管理もうまくいけば、人口増大

の問題にも対処できるという側面もあります。ただし、食料受給

は健康・医療戦略を超えた、CO2 や気候変動、干ばつなどの地

球規模の大きな課題ですね。

溝田氏　本日はいろいろな分野の方々にたくさんのお話をいただ
きました。現状を理解したうえで、これから「つなぎの時期」に入っ

ていくと思っています。また、日本の人材が海外で活躍できるよ

うな仕組みを作っていかなければならないと実感しました。

今後も味の素さんや国、民間の専門家や経験者の支援を得ながら、

AIN の立場で考え、できることをやっていきたいと思います。

長い時間、ありがとうございました。

栄養で未来を変えるために、必要なこと
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