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専務理事・事務局長

阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟（総合司会）

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日のセミナー
は、国際的に著名な研究所である国際食料政策研究所（IFPRI）が取りまとめた「2015 年世界
栄養報告」の日本語版の発刊を記念し、開催しております。昨年に引き続き２回目の開催とな
りますが、主催の NGO４団体をはじめとした市民社会、各省庁、企業、有識者、学術界、国際
機関など、幅広い方々に、このようにご参集いただき、栄養への関心の高さを実感していると
ころです。
今回のセミナーにおきましては、国際食料政策研究所（IFPRI）より、同報告の主要執筆者
の一人であるハダット氏をはじめ、栄養に関する国際的な運動である Scaling Up
Nutrition(SUN) ラズベン事務局長、今年のオリンピック・パラリンピック開催地であるブラ
ジルから国立アマゾン研究所のナガハマ氏を海外からお招きしております。栄養に関して深い
知見をお持ちであり国際的にも著名であるこの３氏をお迎えできることを、心より嬉しく思っ
ております。ようこそはるばる日本にお越しくださいまして、本当にありがとうございます。
また国会議員の方々にも、お忙しい中ご参加を頂戴しており、私が事務局長を務めさせてい
ただいている超党派の国際母子栄養改善議員連盟の副会長として栄養の課題に取り組んでいる
逢沢先生にも会場にお越しいただいているところです。それでは、開会のご挨拶をお願い致し
ます。

１．開会挨拶
逢沢一郎

自民党衆議院議員

国際母子栄養改善議員連盟副会長

今日こうして大勢の先生方、またご関係の皆様の参加を得て、2015 年世界栄養報告セミナ
ーの開催の運びとなり、大変嬉しく思います。また、有意義な会議の開催、心からお祝いを申
し上げ、歓迎したいと思います。今回のセミナーは、栄養そして持続可能な開発のために、必
要な行動とアカウンタビリティに焦点を当て、充実したセミナー・会議となることを心から期
待したいと思います。また、参加をいただいた皆様にもご支援を賜りたいと心から思います。
今回のセミナーの特色は、様々なポジションの方のご参加をいただいているということです。
政府関係者、NGO/NPO の市民社会の代表の皆様、そして栄養は保健課題でもありますので栄
養士会、看護士の皆様、民間企業、またこの分野に特化して研究されアカデミズムでご活躍の
先生方、素晴らしい参加構成となっていることを改めて確認したいと思います。
今年は、G7 伊勢志摩サミットがわが国で開催されます。あと１ヶ月先にサミットが迫って
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まいりました。実は司会進行いただいている阿部俊子先生にも、日本 AU 議連、アフリカの発
展に大変寄与いただいているわけですが、私も日本 AU 議連の代表を務めさせていただいてい
ます。栄養という切り口からアフリカの今と未来をしっかりと見つめる、また良い方向へと変
化を促していきたい。ともすれば、アフリカの経済、貿易や投資に目が向きがちです。もちろ
ん、それを通じてアフリカの人々の所得が高まることを歓迎しますし、その方向を目指すべき
ではありますが、しかし人々の健康というものが確保されなければ、保健や医療がしっかりと
備わらないとすれば、経済の成長、所得の伸びは到底期待ができないということを、今次セミ
ナーでも改めて確認をしたいと思います。まだまだ、アフリカをはじめ途上国には厳しい現実
があります。MDGs 達成への努力もあり、かなり改善されたとはいえ、乳幼児の死亡率は先進
国に比べればかなり厳しい数字です。また出産直後の母親の安全も万全とはいえない状況が、
世界には数多くあるということも着目をしなければならないわけであります。
また、スピルリナということにも是非着目もしたいと思います。アフリカ原産の海藻、いわ
ゆる藻でありますが、非常に高い栄養価をスピルリナは備えています。アフリカ、途上国の人
たちの健康、医療の水準の確保に、必ずこのスピルリナは活躍してくれると私は確信しており
ます。アライアンス・フォーラム代表理事の原丈人氏を中心に、このスピルリナをアフリカで
育てているわけですが、非常に簡単なプール・水槽があれば、気温や水質にも若干影響を受け
るものの、大いに繁殖を期待することができます。それをサプリメントのような錠剤に製品化
し、それが栄養の分野でアフリカ・途上国を救うことを私は信じて疑わないわけです。ぜひこ
の素晴らしいスピルリナをメモしていただき、パソコンやスマホで検索いただきたいと思いま
す。
今日はこうして大勢の皆様に積極的にセミナーに参加いただき、重ねて感謝申し上げたいと
思います。日本リザルツをはじめ、この会を準備・運営いただいた諸団体、すべての皆様に心
から感謝と敬意を申し上げる次第です。今日のセミナー、それに続く懇親会が発展的な時間と
なりますことを心からお祈りして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟（総合司会）

力強いご挨拶をいただき、ありがとうございました。皆様にお配りしております「2015 世
界栄養報告」ですが、今回日本政府を代表して塩崎厚生労働大臣と岸田外務大臣から巻頭の挨
拶をいただいています。お二人からは「日本の栄養に関する知見を世界に発信しながら、国際
的な栄養改善の取り組みに積極的に参加していきたい」との力強いメッセージを頂いていると
ころです。また、南アフリカの歌手イボンヌ・チャカチャカさんからもメッセージをいただい
ていますので、どうぞお目通しください。
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それでは、本日のメインテーマである「2015 世界栄養報告」について、ローレンス・ハダ
ッド氏より講演いただきます。ハダッド氏は、同報告書の発行元である国際食料政策研究所
（IFPRI）のシニア・リサーチ・フェローであり、報告書の筆頭執筆者です。また報告書作成
において独立した専門家グループが立ち上げられておりますが、その共同議長も務めていらっ
しゃいます。

２．
「2015 年世界栄養報告」の発表
ローレンス・ハダッド

国際食料政策研究所（IFPRI）シニア・リサーチ・フェロー

日本に戻ってくることができて大変嬉しく思いますし、このような形で招聘を受けることが
でき、心より感謝申し上げたいと思います。国会議員の皆様、こうした会を実現いただけたこ
とは誠に素晴らしいことと思います。栄養について日本において提言するにあたり、素晴らし
いタイミングであり、私もその一翼を担えればと思います。各主催者の方にもお礼申し上げた
い。今回は 200 ページの栄養報告を 20 分で説明するという多大なタスクを与えられました。
重要なテーマのヘッドラインと個人的な考察、特に日本において何を意味するものなのかに
ついて示唆を申し上げたい。このレポートは３つのことを意図したものです。世界の栄養不良
について提言するための進捗報告を強化すること、また進捗を促す行動を明確化すること、そ
してこれに関わる私たちすべての者の説明責任（アカウンタビリティ）です。この栄養という
のは多くの人が貢献しているので、アカウンタビリティは難しく、最終的な責任がどこにある
のかはなかなか言及できないものです。親、社会、政府にとっても目に見えないわけです（発
育障害、貧血など）。どのように説明責任を果たしていくのか、影響力を把握するのか、どの
ようにモニタリングしていくのかが大きな課題となっています。このレポートの独立専門家グ
ループで他の二人とともに共同議長を務めていますが、20 名の専門家が世界各国から一堂に
会しており、30 の国連機関等のステークホルダーも関与しています。著作者としては 100 人
以上になりますが、レポート、要約、データはすべてオープンアクセスです。
なぜ栄養改善への投資が必要なのかについては皆さん良くご存知と思いますが、保健大臣、
農業大臣、大統領、コミュニティのリーダー、NGO といった他者に説明する際にはどうでしょ
うか。このレポートでは栄養の重要性を提言するため 4 つの理由を提起していますが、まず１
つは人権ということです。社会的、文化的、政治的な権限を持っている人権、特に子どもたち
の人権です。自らのニーズ、栄養改善を訴えることができない子どもたちの抜本的な権利を守
っていかなくてはならない。２つ目は、子どもの命をより活発なものにしていくこと（Alive
and Thriving）で、特に５歳未満の死亡率の低下のためには重要です。３つ目は、現在は
SDGs（持続可能な開発目標）の時代でありますが、この時代に行われることは次の世代の経
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済、社会、コミュニティとして発展していくことになります。例えば気候変動はこの世代を引
き継ぐ重要な問題ですが、私たちが取り組んでいることが、乳幼児や胎児といった子ども達の
人生・運命をも形成していきます。自ら所得を得て充実した人生を歩むことができるのか、大
変大きな影響があるわけで、この世代に投資をしなければ次の世代が栄養不良になってしまう
のです。そうなれば、次の世代の機会を与えることができません。私たちはこの機会というも
のを当たり前のように受け取っていますが、世界には 30-40 億もの人たちが栄養不良によって
機会を持ち得ていないわけです。４つ目の経済的な恩恵については、GDP の約 10%を創出し
ているという推計があり、栄養不良によって GDP の 10%が失われると提言しています。世帯
所得も同様であり、例えば肥満や糖尿病といった問題のために貯蓄が失われますが、糖尿病に
ついてはアジアのデータで所得の約 20％がその治療のために失われるという推計もありま
す。このように、人権としても経済的にも世代を超えた投資が必要です。５歳未満の子どもの
死亡率においては、その 45％が栄養不良に起因していますが、この数字を見て衝撃を受けま
した。
栄養を支援する経済的恩恵は重要です。2014 年の調査結果として発育阻害を 20％低減する
ことが可能であると分かりましたが、その経済的恩恵は何か。また世代間にどのように影響す
るのか。40 カ国を対象にした調査では、平均値で 16：１という数字が出てきました。そのう
ち 20 カ国では 16:1 以上の結果を得られましたが、栄養に対する投資の経済的便益は非常に
高いということです。アジア開発銀行では、例えば道路や港湾、学校に投資しているわけです
が、栄養不良に対する投資は素晴らしいもので、金利に換算すると 10％の複合金利に相当す
るのです。
栄養不良の状況を見ていきますが、SDGs 時代に入る前の時代では、栄養不良・低体重・発
育阻害の問題と肥満・糖尿病の問題は別であると考えられていました。イギリス、中国などで
は、栄養不良にまず対応でき、その後 20-30 年後に肥満という問題に直面しました。しかしほ
とんどの国ではそうではなく、この２つに同時に対処しなければならないという苦難に直面し
ています。世界の国々の 45％は、栄養不良と太りすぎ・重篤な肥満の状態に同時に対応しな
ければならないという、New Normal の時代です。我々の仕事は複雑になりますが、同時に機
会・チャンスも増えていると思います。
各国の保健大臣が集まる世界保健総会（WHA）では、栄養不良、発育阻害、肥満、糖尿病に
対して一連のコミットメントをしていますが、栄養不良については世界全体では目標に対して
オフ・トラックである（進捗が遅れている）と言えます。2025 年の発育阻害の削減目標に対
して、現在１億 6,000 万人の子どもたちが発育阻害であり、これを 2025 年までに 1 億人に削
減することになっています。その他の指標についても同じような削減目標がありますが、グロ
ーバルなレベルでは６つの目標すべてにおいて進捗が遅れており、とても悲しいことです。一
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方で、進捗状況の中には希望もあり、39 か国は実は 2025 年の発育阻害削減の目標に向けて計
画通りに進捗しています。2014 年、すなわち 1 年前の段階では 24 か国だったのに、様々な
対策を講じた結果、１年間で 39 か国に増えています。進捗が遅れているが改善している国は
2014 年に 66 か国ありましたが 2015 年には 60 か国に減少しましたし、計画からずれている
国で改善もしていない国は 19 か国から 15 か国に減少したのです。これが大きな希望です。こ
れは低体重についても同様で、目標達成に向けて計画通りに進んでいる国はこの 1 年間で 59
か国から 67 か国に増えています。５歳未満の太りすぎの削減目標については、計画通りに進
んでいる国は 1 年間で 31 から 39 か国に増えました。そして 2015 年には初めて、生後６ヶ
月の子どもを母乳だけで育てている母親の割合について進捗が見られました。32 か国が計画
通りに進捗がありますが、30 か国では立ち遅れていて進捗がありません。目標としては、
2025 年までに母親の 50%に母乳だけで新生児を育ててもらうことを掲げているのですが、6
か国についてはむしろ進捗が後退しており、今後注目する必要があります。
一方、成人の過度な肥満、肥満、糖尿病については、どの国も改善できていません。幾つか
の国では、高い肥満率からさらに上昇しているのです。ガーナのような国でさえも驚くような
肥満率で、5％を超えており、増加しています。これは大きな問題です。素早く対応しなけれ
ば、健康保険や医療制度に大きな圧迫を与え、資金が足りなくなるでしょう。
全体として、赤になっている国、つまりグローバルな目標に対して進捗が遅れている国が多
すぎる状況です。日本の厚生労働大臣も含め、多くの保健大臣が８つの目標に対して署名した
のですが、まだまだ緑の国（グローバルな目標に対して計画通りに進んでいる国）が少なすぎ
ます。我々の役割というのは、各国リーダーが適切な投資、政策、データを集めて、プログラ
ムのカバー率を拡大し、赤からオレンジ、そして緑へと引き上げるのを円滑化することであ
り、それが狙いです。ただ十分なデータがそろっているとは言えません。我々は 193 カ国の進
捗状況をトラッキングしていますが、十分なデータがある国は 108 か国にすぎません。日本や
他の国が果たす役割は大きく、このデータの収集にぜひ投資をしていただきたい。
進捗管理だけではなく、特定の栄養素に対するプログラムの拡大も重要です。ニカラグアに
おいては、必要な母親の 79%に鉄と葉酸のサプリメントが提供されていますが、0.1%しか提
供されていない国もあり、カバー率には国によってかなりばらつきがあります。拡大できない
プログラムはないと言えますが、すべての国をカバーできているプログラムは少ないとも言え
ます。こうした直接的な支援に加え、農業、教育、保健、社会的保護なども、間接的な栄養支
援として必要です。アフリカの政府の財政支出を見ると、約 30％がこれらの 4 つの分野に支
出されており、この割合を増やすことにより、直接的な栄養支援もより可能になりますし、間
接的な貢献も増やしていくことができます。その結果、貧困も削減できるという副次的な効果
もあるでしょう。

7

資金調達については、既存の資金を効果的に活用することも重要ですが、より重要なのは効
果的なプログラムに対してもっと多くの資金を集めることです。世界銀行の最新の推計では、
2025 年までの今後 10 年間に WHA の目標達成に向け、各国政府では２倍に、ドナーは４倍に
資金を増やす必要があるとしています。シナリオによってどの倍率は変わってきます。日本を
含め、ドナーの ODA 予算のうち栄養に直接的に費やされている割合は非常に少ないのが現状
で、ODA 総額の 1,350 億ドルのうち、栄養向けの ODA はわずか 10 億ドル、栄養への間接的
な支援は 40 億ドルです。幼児死亡率の原因の 45%が栄養不良であることを考えれば、まだま
だ足りないと言えます。
日本の数字に関しては、OECD のデータベースの統計では、直接的な栄養支援は 2014 年に
5,700 万ドルであり、ドナーの中ではかなり高い方なのですが、実は 13 のドナーについては
栄養に対する ODA は 100 万ドル以下となっています。米国、カナダ、EU、英国といったドナ
ーが栄養に多くの拠出をしていますが、ゲイツ財団は 8,400 万ドルと日本よりも多くなってい
ます。日本は 2013 年には 1 億ドル以上拠出していましたが、2014 年には 5,700 万ドルに下
がってしまった。ですから、どうすれば日本の貢献を 1 億ドルあるいはそれ以上に増やすこと
ができるのかが課題です。
コミットメントを示すのに資金を拠出するだけが方法ではありません。日本政府は、2015
年の世界保健総会（WHA）目標、ICN2 目標、SDGs などにコミットしていますが、スケーリ
ング・アップ・ニュートリション（SUN）というドナーネットワークの創設メンバーです。し
かし、2013 年「成長のための栄養コンパクト」
（N4G）への日本のコミットメントは非常に曖
昧であったと思いますので、もっと具体的な貢献をしていただきたい。これは個人的な見解に
なりますが、N4G プロセスの再活性化に貢献していただきたい。2020 年に N4G サミットを
ホストするのは素晴らしいことですが、2020 年を待たずに資金集めの努力をし、リーダーシ
ップを発揮していただきたい。また、栄養改善向けの ODA を増額し、1 億ドルを超えて頂き
たいと思います。直接的な栄養支援の推計を正確に出していただくことも必要で、多くのドナ
ーでは出ているのに、日本はその数字を正確に提出できていません。農業、保健、社会的保護
といった間接的な支援の数字についても頑張っていただきたい。最後に、日本国内の栄養課題
に対応するということです。WHA によれば、日本の女性の 22％は貧血で、血圧が上昇してい
る人は 36%、高血中コレステロールの人は 57％もいます。国際的なリーダーになるには自国
の経験を他の国共有できることも重要です。どの国も、栄養不良の問題やその解決策に対して
専売特許を持つものではありません。栄養は、非常に重要な持続可能な開発目標（SDGs）の 1
つであり、2030 年までに努力すれば必ず解決できると確信しています。ありがとうございま
した。
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阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟（総合司会）

続きまして、栄養のためのスケーリング・アップ・ニュートリション（SUN）のラズベン事
務局長です。SUN は、栄養改善のための政治的コミットメントと説明責任を強化していこうと
いう運動、枠組みです。55 か国の加盟国に加え、国連機関、市民社会、民間企業が参加して
います。ラズベン事務局長には、世界の栄養の潮流と SUN の役割、そして日本への期待につ
いてご報告いただきます。

３．世界の栄養の潮流と Scaling Up Nutrition(SUN)の役割
フローレンス・ラズベン

Scaling Up Nutrition(SUN)事務局長

SUN の運動と今の課題についてご紹介させていただきます。世界の５歳未満の子どもは 6 億
6,700 万人いますが、1 億 5,900 万人が発育阻害にあり、4,100 万人が肥満、5,000 万人が低
体重になっています。また、世界の女性の 22%が貧血に苦しんでいます。栄養にどうして投
資が必要なのかはハダッド氏のご説明にもありましたが、SUN ではどういったことを言及して
いるのかお話ししたいと思います。栄養不良においては、作り手（メーカー）がなおかつ測定
値（マーカー）にもなるということです。私たちが行っているすべての活動内容というのは、
栄養不良をどう改善するのかというところにあります。SUN の運動は 2010 年に開始されまし
たが、当時は発育阻害、貧血、栄養不良という点に注力していたので、太りすぎ、肥満という
点には注力していませんでした。最初は６,7 か国が任意で参加することから始まりましたが、
参加国は急速に右肩上がりで増加しており、現在では 57 か国が SUN の加盟国です。昨夜、パ
プアニューギニアが新たに参加することになりました。これは南の国の数であって、ドナー国
はここでは数に入れていません。2030 アジェンダ（SDGs）の前の段階ですので、今後これが
拡大していくことを期待しています。加盟国の構成としては、各地域に散らばっており、特に
アフリカには注力していますが、アジア諸国も多く含まれています。世界の発育阻害の子ども
たち 8,500 万人の半分をカバーできているという運動に広がっています。
SUN は政府主体の取り組みであり、各国政府が栄養改善のコミットをしているわけですが、
国連機関や関係する機関・部門、市民社会、民間セクターなど、関与する利害関係者は増えて
います。国会議員、学術界、メディアも参画しており、SUN の活動が円熟期を迎えていること
表れではないかと思います。直接的な支援と間接的な支援という話がありましたが、これは両
方ともなくてはならないものであり、これまでの実証では重要であると分かっていますので、
今後さらに強化する必要があります。直接的、間接的な支援の政策が一丸となることにより、
大規模なインパクトをもたらすことができるのです。これは 10 年前にはわからなかったこと
ですが、様々なアクターを巻き込んでいくことが重要です。原則、方向性という点では、SUN
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は一つの方程式があるわけではない。方程式というのは、あくまで各国の状況に応じてテーラ
ーメイドされなければなりません。農業や保健などの因果関係がどうなっているかは国によっ
て異なり、グローバルに統一された解決策を用意するのは不可能です。国内を考えてみても、
地域や村単位というレベルで、各世帯のニーズは異なっているのです。
「誰も取り残さない」
というアプローチでは、それぞれの世帯ベースでどのようなニーズがあるのかというデータを
蓄積し分析した上で投資していく必要があります。SUN では、それぞれのステークホルダーで
のネットワークが形成されており、SUN の基盤をなしていますが、相互で協力しあい、どのよ
うな方策が良いのかが共有されます。市民社会、ドナー、民間企業、国連機関がコーディネー
トされて事務局が全体を取りまとめています。SUN には様々な関係者がいる中で利害が対立す
る場合もありますが、一緒に乗り越えようとするのが原則です。
活動の中身としては、ランセットの記事を抜粋しますが、特に栄養改善を可能にする環境整
備が重要です。各国政府が栄養改善のための基盤をいかに確立し投資を推進することができる
かを支援し、我々は相互に説明責任を負っています。時に間接的な支援という点で医療支援に
ついて影響を与えていきたいと思います。進捗のモニタリングは世界栄養報告に合わせる形で
行っています。
SUN の中では市民社会の役割も重要であり、多くの団体がネットワークに入っていますし、
今後もより多くの関係者の参加を歓迎したいと思います。アフリカの国会議員も積極的に参加
してくれています。学術界など誰でもこの運動に参加できます。我々は栄養を改善していくた
め大きな説明責任を負っているのです。ありがとうござました。

阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟（総合司会）

続きまして、ブラジル国立アマゾン研究所のナガハマ氏に報告をお願い致します。ブラジル
政府とも緊密に連携されており、今年リオデジャネイロでオリンピック・パラリンピックが開
催されるにあたり、合わせて行われるハイレベルイベント「成長のための栄養」サミットの開
催について、また 2020 年に東京で行われるオリンピックが行われる日本への期待を伺いたい
と思います。

４．リオ・オリンピック・パラリンピックにおける栄養サミット開催について
ディオシニア・ナガハマ

ブラジル国立アマゾン研究所

私の曽祖父は沖縄で生まれ育ったので、今回こうして日本に来られたことを大変嬉しく思い
ます。成長のための栄養イニシアティブは、2012 年ロンドン・オリンピックの際に開始され
ました。ブラジルとのパートナーシップも始まり、今回のリオ・オリンピックでもサミットが
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開催されることになりました。オリンピックという機会を活用して栄養改善について議論する
もので、加盟国は人権、適切な食料などを栄養不良と闘うために重要な要素であると認識し、
最も優先度の高い課題であると位置付けています。
ブラジルではオリンピックの機会に「食と栄養改善の安全保障」についても議論し、公共政
策プログラムの一つとして自国の政策を発表したいと考えています。これは他の南米諸国でも
同様に取り組まれていますが、食料調達プログラム、学校給食プログラムなどです。特に、食
品の 30％を家族農業から購入しなければならないという義務があります。また、学校保健プ
ログラム、食料栄養国家政策／統一保健システム、エコロジー農法とオーガニック生産物国家
計画に加え、家族給付金プログラムも策定しています。これは特に貧困層向けですが、栄養不
良や下痢などを削減し、特に５歳未満の子どもたちの死亡率を下げることができました。
今回の栄養サミットの目的としては、国際的な会議で合意された栄養に関するグローバルな
目標実現へ向けた行動についてのディスカッションを推進すること、栄養に関するグローバル
な政治的コミットメントを強化し、このために投入されるリソースと国家・社会間連携を活用
して、栄養に関するグローバル目標と国際的合意目標への到達を促進することを目的としてい
ます。個別の成果目標としては、食料栄養安全保障分野のグローバルリーダーとしてのブラジ
ルの地位を確立し栄養に関する行動課題を推進すること、南南協力の機会創成、北（先進国）/
新興国/南（途上国）間の三角協力の推進などがあります。また、栄養不良対策のための、様々
な部門による公的政策とアクションを形成・判断するための科学的知見の継続的な形成、保健
サービスの文脈における「社会的包括」と「適切で健康的な栄養推進のための保健栄養政策に
おける社会的権利保証」を推進する者の役割強化などです。
では、ブラジルはどのようにこのイニシアティブを行うのか。この構想は、栄養不良（栄養
失調、微小栄養素不足、肥満、栄養に関連する非感染性慢性疾患）とライフサイクルのすべて
の段階においてそれらを決定していく社会経済的因子などの課題も包括するものです。4 つの
課題分野がブラジルにおける本構想のすべての活動の指針となりますが、①食料の入手可能状
態とアクセス、②健康への統合的サービス、③健康的環境、④情報・教育・コミュニケーショ
ンです。①食料の入手可能状態とアクセスについては、社会保障と最低収入確保、持続可能な
食料生産強化（家族農業・漁業）、食事の多様化、エコロジー農法や生物学的生産と堆肥など
の取り組みです。②健康への統合的サービスについては、食品機能の規制強化、母子の栄養サ
プリメント、栄養状況のモニタリング、栄養失調や栄養に関する病気の予防、非感染性の慢性
疾患などの栄養に関連する疾病の予防と管理、母乳保育や適切な離乳食の推進です。③健康的
環境については、学校や職場など様々な環境における適切で健康的な栄養の推進、スポーツと
運動機会の促進、地産地消の推進、エコロジー農法やオーガニック食品の購入振興です。④情
報・教育・コミュニケーションにおいては、すべてのライフサイクルにおいて活動を進めてい
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きます。
活動としては、①2016 年リオ・オリンピック中のイベント開催（ハイレベル政治会合、メ
ディア向け大衆料理コンテスト、アプリの開発）
、②国内/国際フォーラム（2014-2016）
、③
公的政策を形成・判断するための科学的知見の形成（研究者のネットワーク形成のための会合
開催）、④経験交流（学校給食プログラムのグッドプラクティスの共有、議員や裁判官のネッ
トワーク構築）の４つを行います。これらを通じて、ハイレベルの政治関係者が栄養に関して
啓発されること、コミットメントの再確認、セクター横断的な栄養不良対策プログラムの確
立、南北・南南の協力と経験交流メカニズムの確立などを成果とし、国際開発において栄養が
優先課題の一つとなり続けることを長期的成果としたいと考えています。このイニシアティブ
のガバナンスについては、国際委員会が組織されており、ブラジル、日本、英国政府によって
構成されています。
最後に、私たちの研究所はアマゾンの森林の中にあり、開かれておりますので、ぜひ来てい
ただきたいと思います。ありがとうございました。

５．栄養のアカウンタビリティの世界の潮流について
渡辺鋼市郎

栄養不良対策行動ネットワーク代表理事

今回のセミナーの開催に関わった NGO の４団体を代表してお話させていただきます。今回
報告いただいた世界栄養報告に関連するプレゼンから、栄養改善がいかに重要な課題である
か、世界保健総会で設定された目標に向けて国際的な取り組みが進捗して成果を上げつつある
こと、いくつかの指標では現状のままでは達成困難であり更なる支援拡大が必要であることが
わかりました。そのためにはより多くのリソースが必要であるということです。まさに今こ
そ、国際社会として前向きなアクションを取るべき時と考えます。
今回、NGO４団体として栄養改善に向けた宣言文を作成しました。冒頭の部分においては、
日本として栄養改善にリーダーシップを発揮し、協力して行動していくべきであると宣言して
います。ご賛同いただける方にはご署名をいただければ幸いです。提言としては主に４点あり
ます。
①G7 伊勢志摩サミット/第 6 回アフリカ開発会議（TICAD VI）において、2016 年-2020
年の 5 年間で 1,000 億円の国際栄養改善への支援表明を日本政府に期待します。日本政府とし
てふさわしい貢献が求められていると思います。科学的な試算によれば、この 1,000 億円の投
入により 300 万人以上の子どもが慢性的な栄養不良から回復でき、また 10 万人以上の子ども
の命が守れることになります。1,000 億円の投入から得られる費用対便益は、１兆 6,000 億円
にもなるということが言えると思いますので、日本政府には支援表明をお願いしたいと思いま
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す。
②栄養改善の説明責任体制の強化についてですが、現在に至るまで、食料安全保障、農業・
栄養への投入を一貫してモニタリングできる枠組みが共通化されておらず、G7 エルマウミッ
トで約束された目標達成の課題となっています。ぜひこの機会に、透明で再現可能なアカウン
タビリティ枠組みの提案をお願いしたいと思います。
③リオデジャネイロ夏季五輪に合わせて 2016 年 8 月に行われる「成長のための栄養サミッ
ト」において、栄養不良と闘うための政治的・財政的な約束を新たにし、栄養への直接的・間
接的な介入の強化を期待します。ロンドン、リオ、東京とオリンピックの成果が受け継がれる
ように、
「成長のための栄養サミット」の流れを東京へ受け継いでいくことを強く期待しま
す。
④日本発の栄養改善ネットワーク体制の強化について。拠出金額だけがコミットメントでは
ないという話がありましたが、栄養分野において日本が持つ豊富や知見・経験を結集すること
です。様々なアクターが積極的にイニシアティブを展開されていますが、そうした活動をさら
に加速化し、より効果的なものとするために、モニタリング・評価、調査研究、情報共有、政
策への支援などを行うための体制確立を支援いただきたいと思います。
最後に、NGO は日々途上国の現場で、主にコミュニティのレベルで栄養改善活動をしていま
す。うまくいくこともあれば、いかない時もあります。栄養改善がうまく進むコミュニティと
いうのは、コミュニティリーダーが熱心で住民が積極的に協力してくれるということを知って
います。地域や国においても、強いリーダーシップのもとで関係者が協力していくことによ
り、世界の栄養問題を必ず解決できると我々は信じています。ぜひ日本にも国際的なリーダー
シップの一翼を担っていただきたいと期待します。そして NGO は利用可能なリソースを活用
して、現在よりも効果の高い活動を進め、その結果やプロセスを皆さんにフォードバックして
いくという責任を果たしていくべきだと考えます。

栄養改善に向けた宣言文（読み上げ）
日本リザルツ代表

白須紀子

世界では毎年 590 万人の子どもたちが 5 歳未満で亡くなり、その約半分は栄養不良によるも
のです。栄養不良は将来の健康や生活状態に重大な影響をもたらすと共に、経済成長の妨げに
なります。
栄養改善への 1 ドルの投入毎に 16 ドルのリターンがあると言われています。栄養改善は、
命、健康、そして持続可能な発展の礎になる重要な課題です。私たちは各国の政府、援助機
関、国際機関、企業、学術研究機関、市民社会といった全てのセクターと手を携え、栄養改善
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という共通の目標に取り組んで参ります。
2016 年-2020 年の 5 年間で 1,000 億円の国際栄養改善への支援表明を日本政府に期待し、
世界の栄養改善を推進するために日本がリーダーシップを発揮し、協力して行動していくこと
をここに宣言いたします。
2016 年 4 月 25 日

６．講演者との質疑応答セッション



中森（味の素研究所）
：ブラジル政府の取り組みは素晴らしいと思いますが、民間セクタ
ーの取り組みがなかったと思いますので、現在どのように考えているか教えてください。



ナガハマ氏：我々の研究所は公的機関に属していますので、公的部門とのコンタクト・活
動が主です。民間セクターでは多国籍企業のネスレ、ダノンなどが栄養について活動して
いますが、研究者と企業の連携については様々な議論があり、留意が必要です。



高村（外務省）
：ハダッド氏は New Normal がもたらす機会について言及されましたが、
この点詳しくご説明いただけますでしょうか。



ハダッド氏：よく肥満、太りすぎ、糖尿病について心配されるのは、どちらかといえば社
会の富裕層であり、より大きな声と権力を持っています。ところが栄養不良は、栄養失調
と不健康な環境の組み合わせであり、共通の原因があり、貧しい組織と権力を持つ富裕な
グループの間の連携の機会がより重要になってくると言えます。両者が同時に共通したア
ドボカシーができるかどうか。例えば母乳は子どもの発育や教育の機会にも有効ですが、
肥満の予防にも効果的です。学校環境において栄養や正しい食事を学ぶことは、栄養失調
と肥満の双方に有益な機会であると思います。



本郷（東京大学）
：SUN のプログラムについて、ラズベン氏に質問です。企業との連携に
ついて、例えば赤ちゃん用のミルクを作っている会社とか、砂糖を使った食品会社などと
のコンフリクトや利害にどう対処されているのか。あるいは、そうした会社からは資金を
もらわないといったコードがあるのか。



ラズベン氏：大変重要な点だと思います。私たちは幅広い活動をしていますが、一つだけ
赤い一線を引いているところがあります。私たちは人工乳を作っている企業からは協力を
仰ぎません。国際的な基準があり、世界保健総会(WHA)の中でも提唱されています。だ
からといってそれが問題の全てを解決出来る訳ではありませんが、各国政府がルールを設
定してどういう関わりを持つのか、それに対してどういう対策を組むことにより利害の対
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立を回避できるのか。いずれにせよ、国際的なルール・基準に見合わない投資については
受け入れないということになります。

７．国際母子栄養改善議員連盟からの報告

阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟

ここで、国際母子栄養改善議員連盟より報告をさせていただきます。同議連の山東昭子会長
よりメッセージを頂いていますので、名古屋大学の久保田さんより読み上げていただきます。

山東昭子

自民党参議院議員

（代読：久保田彩乃

国際母子栄養改善議員連盟会長

名古屋大学医学部保健学科看護学専攻 3 年）

本日お集まりの皆様、海外ゲストの皆様、参議院議員の山東昭子でございます。国際母子栄
養改善議員連盟の会長を務めさせていただいております。本日はこのような貴重なセミナーの
機会にもかかわらず、出席が叶わず、大変申し訳なく思っております。皆様と共に、栄養改善
に向けた機会を共有させていただくことを楽しみにしておりましたが、公務による海外出張か
ら本日夜、成田に到着予定でございまして、皆様のもとへ参りますことができません。非常に
多くの方がセミナーに参加予定であると伺っております。国際母子栄養改善議員連盟の会長と
して、また栄養士議員連盟の会長としても、日本において栄養への取り組みへの関心が高まっ
ていることに、とても感銘を受けております。
栄養は健やかな子どもの成長、健康で満足した日々の暮らし、人々の経済活動など、すべて
の根幹をなすものです。栄養はすべてを形作る土台となる力、変革をもたらす力だと私は信じ
ております。世界中でお母さん、子どもの置かれた栄養不良の状況を改善することは、喫緊の
課題です。一方で、日本には給食制度や食育を通じた健康推進など、世界に誇れる制度や文化
がたくさんあります。途上国の文化や制度、人々の暮らしを尊重し、寄り添いながら、日本の
知見を活かしていく。そういったきめ細やかな日本ならではの支援ができれば、これほど素晴
らしいことはないでしょう。
繰り返しになりますが、本日ご出席くださった皆様、そして海外ゲストの皆様に、深く感謝
申し上げます。そして、このセミナー開催にご尽力くださった市民社会の方々にも、深く御礼
申し上げます。どうぞ皆様のお知恵、お力をお貸しいただき、今後も栄養改善に向けて取り組
んでいきましょう。
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阿部俊子

自民党衆議院

国際母子栄養改善議員連盟

昨年 7 月、日本の官民学の英知を結集し、世界の母子栄養不良の改善に向けて取り組むこと
を目的とした国際母子栄養改善議員連盟が設立されました。過去 3 回にわたり会合を重ねてき
た中で、国際母子栄養戦略を策定する必要性が議論され、今年 1 月には国際母子栄養改善国家
戦略タスクフォースが立ち上がりました。2 月末には、栄養戦略案の中身を議論するためのワ
ークショップを開催し、官民学、国際機関、市民社会などあらゆるセクターの栄養の専門家が
チームジャパンとして集結しました。ここで直接的栄養介入、間接的栄養介入、環境整備な
ど、あらゆる立場から多くの建設的意見をいただくことができ、現在はその取りまとめを進め
ているところです。
本日は、日本政府として栄養改善に取り組んでいる省庁の方々も出席いただいています。G7
伊勢志摩サミット、リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック、そして第 6 回アフリ
カ開発会議（TICAD VI）という重要な会議・イベントを控え、省庁としてどのような栄養改
善への取り組みをされているかなどのコメントをいただきたいと思います。

８．フロアからの発言

飯田圭哉

内閣官房健康・医療戦略室

次長

本日はこのようなセミナーにお招きいただき、大変ありがとうございます。本日お集まりの
多くの方々、公共政策や開発政策として栄養改善に取り組んでいただいていることに、日本政
府より感謝申し上げたいと思いますし、本セミナーの開催にご尽力された NGO の方々、また
司会を務めていただいた阿部俊子先生をはじめ多くの先生方に感謝申し上げたいと思います。
私どもの健康・医療戦略室というのは、途上国の医療・健康の向上と、日本経済のプラスに
なるという２つの目的を達成しようということでできているわけですが、栄養の面でも今まで
皆様方がやられているようなパブリックポリシーとしての栄養に加えて、日本企業もそれに貢
献できないかという観点からいろんな取り組みを進めているところです。
先ほども SUN の方からご紹介があったと思いますし、味の素の方からもご発言がありまし
たけれども、味の素をはじめとして日本企業もアフリカでその技術・製品の力を利用して、ど
うしたら栄養改善ができるかに取り組み始めているところと理解しております。JICA をはじめ
とした日本の援助機関も、官民連携の中でその目的を達成しようということで、動きを進めて
いるところです。ただ、ご発言がありましたように、COI（Conflict of Interest）など留意す
べきことが当然あると思いますので、その点は十分に気をつけて進めてまいりたいと我々も考
えています。
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本日の議論と関連することで２つだけ申し上げたい。１つは、日本企業と議論をしている
と、やはりこのような活動をするに際し、途上国における情報が非常に不足しているというこ
とだと思います。特に基礎的なデータについて、保健については WHO もありますしいろんな
データが集まりつつありますが、栄養に関してはなかなかつかみにくいところもある。そうい
う意味で、今日ご紹介された世界栄養報告は、私も読ませていただきましたが、大変素晴らし
い報告書であると思っております。今、我々は官民連携でプラットフォームを作っていろんな
情報を共有していこうと思っているところですが、このデータベースを是非活用したいと思っ
ておりますし、実際に農水省とも議論をしまして、プラットフォームの中の一つの大きな柱に
位置付けたいと思っています。
第２点は、先ほどから欧米の企業、ネッスル、ダノンなどの名前も出ていますが、日本企業
の途上国での取り組みを見ますと、やはり現地の理解が十分にない。現地の生活習慣、食習慣
に理解を持つということが非常に重要だといろんなところから指摘をされているところです。
私が見るところ、アジアはともかくアフリカということになると、非常に情報を持っていない
ということを認識しております。そうした観点から、実際に現地で活動されている NGO の
方々が食生活をはじめ食品の流通など、いろんなところで情報をお持ちだと思いますので、是
非プラットフォームでこうした事業を支援する中で NGO と協力し、一緒に汗を出してできる
ような、そういう活動を実現するように頑張っていきたいと思っております。
このプラットフォームは現在準備中でありますが、農水省の食品産業センターと JICA とい
うこの２つがうまくコラボしながら、また NGO やいろんなステークホルダーとも協力をしな
がら、本年中に立ち上げたいと思っております。ある意味では、ニュートリション・ジャパン
という名前をつけて頑張っていこうと思っておりますので、皆様のご協力を切にお願い致しま
して私のコメントとさせていただきたいと思います。

日下英司

外務省国際協力局国際保健政策室

室長

本日は 2015 年世界栄養報告、日本語版のローンチングということで、この作成にあたりま
したセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、ワールド・ビジョン・ジャパン、日本リザルツ、栄
養不良対策行動ネットワークをはじめとする主要４団体、関連する団体の皆様のご尽力に感謝
申しげたいと思います。この報告書に関しましては、栄養不良対策に関するデータの状況報
告、それぞれに対する行動の方針、これらが包括的に示されていると認識しておりますが、外
務省としても十分活用させていただいており、ここで感謝申し上げたいと思います。
G7 伊勢志摩サミットに向けては、SDGs が昨年 9 月に採択された後に開催される初めての
G7 サミットであり、SDGs の達成に向けてどのように進めていくのかが一つの大きな課題であ
ると捉えております。その中でも、日本が進めてきましたユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
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（UHC）は重要な課題の一つであり、栄養につきましてはこの UHC 達成という観点から、栄
養をどのように捉えていくのか議論したいと考えております。外務省としては、栄養について
は、SDGs をどう達成するのかという観点、そして WHO が示した Global Nutrition Target
2025 をどう達成するのかということで、国際機関、二国間協力を通じてこれまで様々な取り
組みを行ってきました。こういった取り組みについては、官だけでやるのはなかなか難しいと
いうことで、NGO・市民社会、産業界、アカデミアの皆様と協力して進めていかなくてはなら
ないと認識しております。また、今日は様々な団体からご助言、リコメンデーションをいただ
きまして、こういったことも参考にしながら今後進めてきたいと思います。よろしくお願い致
します。

９．閉会挨拶
千賀邦夫

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

専務理事・事務局長

本日はお忙しいところ、皆様お集まりいただきまして、誠にありがとうございました。私た
ち NGO４団体は、2013 年より途上国における母と子の栄養改善に関して積極的に提言を行
い、様々なアドボカシー活動を行って参りました。本日はその一環として、日頃より栄養改善
にご尽力をされている国会議員、各省庁の方々、国連、学会、企業、NGO からお越しいただ
き、このように示唆に富んだセミナーを開催できましたことを、深く感謝申し上げます。
今年は G7 伊勢志摩サミット、リオ栄養会議、TICAD VI と栄養がクローズアップされる会
議が続きます。現に、明日から開催されます G7 Food Security Working Group の方々にも、
本日はここにお越しいただいています。またハダッド氏、ラズベン氏は、同会議で栄養改善に
ついてご報告される予定と伺っております。
栄養改善はすべてのステークホルダーが取り組まなくてはならない喫緊の課題であると、本
日は再確認致しました。是非、このセミナーを一つの引き金として、栄養改善に向けての日本
初の大きな流れというものを作って行けたらと祈念しております。また、私たち NGO も引き
続きその流れの一部として、責任を果たしていく次第です。この後、レセプションを準備して
おります。これほどたくさんの栄養関係者が一同に集まる機会はなかなかございませんので、
ぜひ皆様の意見交換、ネットワーク作りにお役立ていただければ幸いです。本日は本当にあり
がとうございました。

（了）
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