栄養の
危機

子どもの栄養不良に
立ち向かうため、
なぜ今、
行動を
起こさなければならないのか

セーブ・ザ・チルドレンは、すべての子どもが可能性を
発揮できるよう支援するために存在しています。

私たちは100を超える国々で、子どもたちが安全・健康でいられるよう、いつまでも学び
続けられるよう手助けしています。

肺炎、深刻な食料不足、戦時下の子どもたちの保護といった重大な問題への対応に先導的に
取り組みながら、一人ひとりの子どものニーズに応えられるよう活動しています。

これは私たちだけでできることではありません。子どもたち、パートナー、支援者の方々と
協力しながら、すべての子どもが将来の夢をかなえられるよう力を尽くしています。
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十分な栄養は命を救う

十分な栄養は子どもたちの
世界的な
栄養危機

45%

成長

5歳未満の子どもの死亡原因
の45％に低栄養が関係

行動しなければ、
新型コロナウイルス
感染症によって
これまでの進捗が
後戻りしてしまいます

健康

発達

1億4,400万

学習

幸福の向上に資する

5 歳 未 満 の 子 ど もの 5 人 に 1 人
（1億4,400万人）が発育阻害

4,700万

4,700万人の
子どもが消耗症

930 万人 260 万人 16 万 8,000 人
の子どもが2022年までに
新たに消耗症に罹患

の子どもが2022年までに
新たに発育阻害に罹患

の5歳未満の子どもが2022年までに
新たに栄養不良で死亡

今すぐ重要な栄養対策を実施しなければなりません
戦争・紛争地帯の子どもは、
過去20年間で最大のリスクに
さらされている

子どもの権利条約と
人権条約を履行する

子どもが誰一人
取り残されないよう、
栄養不良の根絶を
進める

子ども、若者、地域社会の
エンパワーメントを支援する
ジェンダー平等や女性・少女
のエンパワーメントに向けた
推進対策を優先する

脆弱で紛争の影響を
受けた状況下での
栄養不良の危機に
対処する

すべての人が必須保健・
栄養サービスを自己負担なしで
受けられるようにする

12
食料安全保障、生計、
栄養価の高い食料への
アクセスを保護・
支援する
iv

億人

82万3,000人
の赤ちゃんの命が救われ、
3,000億米ドルの節減効果がある
世界保健機関の助言に沿った
支援・指導を提供する

母乳育児を促進、
保護、支援する

の子どもが
多元的貧困状態
にある

すべての人が安全で栄養価の高い
食料を手頃な価格で利用できるよ
うにする。
深刻な食料不足や飢餓のリスクを
軽減する予防策に投資する
子どもや養育者への社会的保護の
範囲を早急に拡大する

アクセスを確保する

母乳育児が世界的に広まれば、

栄養介入は費用対効果が高く、
病気を防ぎ、死亡率を減らす

国の保健システムに
栄養サービスを完全に組み込む

資源を動員する

政治的指導力を発揮する

世界の半分の人々は
基本的な保健サービスに
アクセスできない

必須保健・
栄養サービスを
強化する

国家統治の弱体化から
食料不足・不安の高まりまで、
新型コロナウイルス感染症は
紛争や政情不安の影響を
悪化させている

看護師・助産師を支援する
国際的な基準や提言に従う

ドナーや政府への要請

資金拠出の
コミットメントを
行う

この 報 告 書 で 挙 げ た 介 入 策 を 含
め、栄養に対する長期的で柔軟な
資金拠出を約束してください
世界保健機関の助言に沿った
支援・指導を提供する
新型コロナウイルス感染症対策の
一環として、栄養のための資金を
動員してください

新米ママ向けの地域栄養教室でタンハに食事を与える

サビナ（バングラデシュ・シレット）。
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はじめに
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行（パンデミック）は、既に逼迫していた保健

システム、脆弱な経済、食料システム、人々の生活に未曽有の課題や重圧をもたらしています。ぎりぎり
の状態にあったサービス提供は大混乱に陥りました。その過程で明らかになった国家間や国家内の格
差はさらに深まっています。

パンデミック以前から、多くの家庭や地域社会は、子ども

十分な栄養は子どもたちの命を救い、力強い成長を助

の身体的・精神的発達に欠かせない十分な栄養を提供す

けます。子どもたちが成長し、身体的・精神的な発達を

るのに苦労していました。今や、最も弱い立場の子どもた

遂げ、健康を維持し、学習し、生涯を通じて幸福であるた

ちはさらに取り残されそうな状況です。すぐに行動を起

めには、十分な栄養が欠かせません。

こさなければ、さらに多くの子どもたちが予防できるは
ずの原因で命を落としてしまいます。そして最も脆弱な

この報告書では、COVID-19の複雑で破壊的な影響

地域社会の子どもと大人は、未だかつて経験したことの

を含め、子どもの栄養不良の世界的な現状を俯瞰した

ない世界的な食料・栄養危機に直面するでしょう1。

後、先に挙げたそれぞれの分野に焦点を当てています。
私たちの経験から、これらはより良い復興のためにこれ

これを現実にしてはなりません。目の前の子どもたちの

まで以上に注意を払う必要があると考える分野です。そ

命を救い、その将来を栄養不良の傷跡から守るため、今

して、これらの分野での進捗を加速するため、世界が持

すぐ行動しなければなりません。

続可能な開発目標（SDGs）を2030年までに達成して
現在の子どもたちに明るい未来を確保するための「行

パンデミックの中で栄養面の進捗を保護・促進するため

動 の 1 0 年 」2 に 入った 今 、必 要 な 行 動 を 提 言して いま

には、以下の施策が重要だと考えられます。

す。さらに、世界の指導者たちに対し、重要な栄養対策

•

子どもが誰一人取り残されないよう、
栄養不良の根絶を進める

•

脆弱で紛争の影響を受けた状況下での
栄養不良の危機に対処する

に向けた長期的で柔軟な資金提供を確約するよう呼び
かけています。
本書には、セーブ・ザ・チルドレンの分析、エビデンス、知
見とともに、子どもたちや若者からの行動要請、各国の
事例研究、医学誌『ランセット』や「栄養のために立ち上

•

必須保健・栄養サービスを強化する

•

母乳育児を中心とした乳幼児の摂食および

の公表データ、そして私たちの詳細な提言も掲載してい

子ども・養育者へのケアを促進、保護、支援する

ます。栄養不良の影響や必要な対策については、確固た

•

食料安全保障、生計、栄養価の高い食料への
アクセスを支援・促進する

がろう」コンソーシアムをはじめとする多くの外部団体

るエビデンスの基盤が存在します。
しかし、COVID-19
パンデミックの影響については未知の点がまだ山積し、
多くの国が急激な変化を経験しています。したがって、
本書で参照したエビデンスについては、常に最新版を確
認することをお勧めします。

1

栄養の危機

なぜ今か？
この報告書は極めて重要なタイミングで刊行されま
す。2021年は「成長のための栄養：行動の一年」であ

成長のための栄養
2021：行動の一年

り、各国政府、
ドナー、国際連合などの多国間機関、非
政府組織（NGO）、世界中の企業や指導者たちには、
活動に弾みをつけ、政治的課題としての栄養の優先
度を高め、栄養不良の根絶に今すぐ必要なコミットメ
ントを行うべく、数多くの機会が提供されます。
2020年12月にオンラインで行われる「成長のため

年月

誓約の機会

2020年
12月

成長のための栄養
2020 バーチャルモーメント

2021年
7月

東京オリンピック
ゴールキーパーズイベント5

2021年
9月

国連食料システムサミット

2021年
12月

東京栄養サミット2021

の栄養」キックオフイベントは、COVID-19パンデ
ミックに対処し、栄養不良に関する国連の行動要請に
呼応するものと期待されています。また、そこから今
後1年間の行程が始まります。2021年の目玉は9月
の国連食料システムサミット、そして12月に日本で開
催される東京栄養サミットです。後者は、この重要な
年に各国政府が進捗について考え、誓約を行う最後
の機会となります。
2013年の第1回「成長のための栄養」サミットでは、
100近い関係者が協力し、栄養に特化した資金とし
て40億ドル超、栄養に配慮したプロジェクトに190
億ドルを誓約しました3。
東京栄養サミットに向けた日本政府の『コミットメント
作成ガイド』では、2021年に必要な行動に関して各
国政府、
ドナー、企業、市民社会組織の指針となる強
力な枠組みが示されています4。重要なのは、これら
のコミットメントが国の優先項目と一致すること、具
体的で測定・達成可能、適切かつ期限付き、そして東
京栄養サミット参加原則や説明責任枠組みと一致す
ることです。
幅広い関係者が「成長のための栄養：行動の一年」を
通じて野心的なコミットメントを行えば、世界は危機
を脱することができます。
この報告書の以下の各章で
は、必要な進捗を促すための、栄養の危機をめぐる5
つの優先事項について説明しています。

2

1

子どもが誰一人取り残されないよう、
栄養不良の根絶を進める

「僕たち子どもや若者はこの国の未来だとよく言われる。それは事実だけれど、
僕たちは今を生きる人間でもある。僕の権利を今すぐ認めてほしい」

子どもの栄養不良の現状
十分な栄養をとることは極めて重要です。子どもが可能
な限り健やかに成長するためにも、子どもたちの命を守
るためにも、栄養は欠かせません。
低栄養は、5歳未満の子どもの死亡の半分近くに関係し
ています2 。免疫システムが弱まることで病気にかかりや
すくなり、それが子どもの死亡率の上昇につながります。
栄養不足の子どもは栄養不足の大人になる可能性が比
較的高く、栄養不足の大人のもとで育つ子どもは栄養不
足になる可能性が高くなります。

メキシコの16歳の少年 1

低栄養はさまざまな形で存在します。それは「不十分な食
料摂取や疾病を繰り返した結果」と定義され、体重が年
齢相応の標準値に満たない「低体重」、身長が年齢相応の
標準値に満たない「発育阻害」、体重が身長相応の標準値
に満たない「消耗症」、ビタミン・ミネラルが特に不足した
状態である「微量栄養素欠乏」が含まれます（詳しくは34
ページの「主な用語」参照）。
栄養不良のもう一つの形態は過体重・肥満です。
肥満にかか
わる食事関連の非感染性疾患は、高い死亡率や罹病率、莫
大な医療費につながっています。
このため、
肥満は現代の公
衆衛生上の喫緊課題の一つと見なされています
（肥満およ
びCOVID-19の影響に関する16ページの囲み参照）
。

写真：FREDRIK LERNERYD/SAVE THE CHILDREN

重度急性栄養不良の診断歴を持つ
1歳のローレンスの体重を測る
地域医療ボランティア
（ケニア・トゥルカナ）。

3

栄養の危機

2020年初めには、5歳未満の子どもの3人に1人が栄

権利に関する条約」を含むその後の国際人権条約に謳わ

養不良――すなわち発育阻害、消耗症、または過体重で

れているように、栄養は社会・経済・人間の持続可能な発

した3。

展の前提条件です6。低栄養の存在そのものが、人が持つ
食料への権利を侵しています7。子どもはみな健康権を有

栄養不良を助長する要因はよく知られており、
しかも広

しています 8 が、栄養不良が広がるとその権利が損なわ

範に及びます。例えば、子どもの食事摂取と健康、家庭で

れ、ひいては子どもの教育権が阻害されます。さらに、以

の食料安全保障、医療慣行、幅広い衛生環境、貧困、政治

下で詳述するように、不衡平は栄養不良の助長要因であ

的背景、環境要因（気候変動など）が挙げられます。これ

り、
ジェンダー、障害、民族、出身地による差別や疎外はリ

らの要因が時に交わり、時に重なりながら、特定集団の

スク要因です。
したがって栄養不良は子どもが差別から

子どもたちが疎外される状況を助長しているのです。

保護される権利を侵しています。

栄養不良の連鎖は、これを断ち切らない限り、地域や社

しかし、栄養不良は予防できますし、治療も可能です9。

会を不平等な発展に陥れます。対照的に、すべての子ど
もたちに十分な栄養を提供すれば、彼らはたくましく成
長し、その社会も繁栄します。栄養は人的資本の重要な要

不衡平な進捗

素なのです。発育阻害を減らせば、
アジアとアフリカの国

2020年初めに生まれた子どもは、2000年生まれの子

内総生産を4〜11％押し上げる可能性があります 。栄

どもよりも栄 養 不 良に 陥る 可 能 性 が 低くなりました 。

養不良を根絶することで、世界経済は毎年何兆ドルもの

2000年初頭では全世界の5歳未満の子どもの10人に

費用を削減できるのです5。

3人が発育阻害でしたが、20年後にはこれが10人中2

4

人へと減少しました10。2020年における5歳未満の発
十分な栄養を優先しないと、子どもの権利を侵すことに

育阻害児の数は、20年前と比べて5,500万人減少して

なります。国連憲章や世界人権宣言、そして国連「児童の

います。

図1：発育阻害の減少率は目標に届かず、
しかも格差がある
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SDGs目標

国連児童基金(UNICEF)・世界保健機関(WHO)・世界銀行の合同栄養不良推計、人口保健調査（DHS）、
複数指標クラスター調査に基づくセーブ・ザ・チルドレン推計。
101ヶ国（世界人口の67％に相当）に基づく国別サンプル。94ヶ国のサブセット
（世界人口の67％に相当）に基づく富裕・都市・農村グループの実績と予測。
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こうした進捗にもかかわらず、栄養不良は多くの場所でま
だ広く見られます。パンデミック前でも、5歳未満の子ども
の1億4,400万人が発育阻害、4,700万人が消耗症でし
た11。不衡平な進捗が意味してきたのは、子どもたちが十
分な栄養をとって成長する機会が平等ではないというこ
とです。子どもが栄養不良になるかどうかは、住む場所、
親の収入、あるいはジェンダー、民族、障害などに基づく差
別や疎外によって決まる部分があります12 。
このように、
不衡平と栄養不良は互いを強化する関係にあります。

地域
アジアとアフリカはこの危機の矢面に立っており、全世界
の発育阻害児の10人に9人はこれらの大陸に住んでい
ます。消耗症の子どもの10人に9人、過体重の子どもの
10人に7人についても同様です13 。南アジアは消耗症の
子どもの割合が最も高く
（14.3％）、発育阻害児の割合
も最も高 い 地 域となります（ 3 1 . 7 ％ ）。太 平 洋 諸 島 1 4
（ 3 8 . 4 ％ ）、東 アフリカ（ 3 4 . 5 ％ ）、中 部 アフリカ
（31.5％）も発育阻害の影響を大きく受けています15。以
下に述べるように、
これらの地域ではCOVID-19パンデ

クリスティンと
息子のプリンス・ザイラス
（フィリピン・マニラ）。

ミックが栄養不良に最も影響を及ぼしやすく、不衡平な進
捗をさらに定着させる恐れがあります。場合によっては、
これまでの進捗を後戻りさせることにもなりかねません。

家庭
全世界で、最も貧しい家庭で暮らす子どもは、最も裕福な
家庭の子どもに比べ、発育阻害の影響を受ける可能性が
2倍超高くなります（43.6％対18.6％）。農村部の子ど
もは都市部の子どもより発育阻害になる可能性が40％
高くなります（35.6％対25.6％）16 。障害のある子ども
は障害のない子どもに比べて、栄養不良になる可能性も
栄養サービスから排除される可能性も高くなります17,18。

ジェンダー
ジェンダー不平等は栄養不良を助長し、栄養不良はジェ
ンダー不平等を悪化させます。女性のエンパワーメント
を支援し、少女の教育に投資し、ジェンダー不平等に取
り組むことは、栄養不良の連鎖を断ち切るために必要不
可欠です。思春期の始まりとともに、少女の栄養ニーズ

て、妊娠中の貧血症は母体の死亡リスクを、妊娠中の栄
養不良は新生児の栄養不良リスクをそれぞれ高めます
20

。また、少女の教育も重要です。教育を受けた母親の

子どもは24％が栄養不良なのに対し、教育水準の低い
母親の子どもは39.2％が栄養不良です21。

グローバルな目標との乖離
パンデミック以前でも、世界的に合意された栄養不良削
減目標の達成は難しいと見なされており、世界保健総
会（WHA）の栄養目標すべてを2025年までに達成で
きそうな国はありませんでした 2 2 。貧 血 症 の 目 標 の 場
合、全世界の状況は2012年から悪化したと捉えられま
す 2 3 。こうした目標に到達できなければ、世界の子ども
たちに対する約束を破り、多くの面で進捗がないことに
なってしまいます。

にはさらに著しい違いが表れます。例えば、鉄分不足が
原因で起こることが多い貧血症は広範に見られます。現

栄養は主にSDGsの目標2を通じて追求されますが、栄

在、全世界で思春期の少女や女性の3人に1人は貧血症

養不良への取り組みで進捗がなければ、SDGsの課題

であり19 、その割合は増えています。貧血症は思春期の

全体の結果が振るわないものになります。図2が示すよ

少 女 の 集 中 力に 影 響 を 与え、疲 労 の 原 因となり、身 体

うに、栄養はSDGsの17目標すべてを達成する上で中

的・認知的発達を損なう可能性があります。女性にとっ

心的な存在です。
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パンデミックと栄養不良の増加

深刻な水準に達しています29 。
こうした消耗症の増加に、
栄養介入の対象範囲の減少が加わると、2022年までに

「不平等が意味するのは、すべての人が効率的に

は5歳未満の子どもがさらに16万8,000人も命を落と

ソーシャルディスタンスを確保し、きちんと

しかねません30 。
しかも、
このような著しい退歩は氷山の

食べ続けるのが容易ではなくなるということだ」
ウェブスター・マコンベ（栄養ユースリーダー）24

一角にすぎない恐れもあります。全年齢層では、パンデ
ミックによる経済的影響から1,400万〜8,000万人が

COVID-19パンデミックは、既に逼迫している保健システ

栄養不良となり31、深刻な食料不安に苦しむ人々の数が2

ムや脆弱な経済に未曽有の課題や重圧をもたらしていま

億7,000万人へと倍増する可能性があります32。女性と

す。所得の低下と市場の混乱は購買力の減少につながって

少女はパンデミックの経済的影響の矢面に立つものと思

おり 、
その影響が集中する最も立場が弱く貧しい人々は

われ、
これがジェンダー格差をさらに定着させ、子どもの

今後もさらに取り残される可能性が高くなります。

栄養不良を悪化させるでしょう33。2022年までには、貧

25

血症の妊婦が210万人増加するとともに、ボディマス指
今行動を起こさなければ、何百万もの子どもたちに対す

数（BMI）が低い女性のもとに生まれる子どもが210万

るパンデミックの影響が破壊的なものになると予測され

人増加すると予測されます34 。栄養不良には周期的な性

ます。2022年までには、さらに930万人の子どもが消

質があるため、
これは将来世代に連鎖反応を引き起こし

耗症になると推測され、その3分の2は南アジアの子ども

ます。

たちです 。現在、消耗症の子どもで治療を受けられてい
26

るのは20％にすぎません27 。同じく2022年までには、

影響を受ける一人ひとりの子どもは、生き延びる力が損

20年間の減少の後、発育阻害の子どもが260万人増え

なわれ、成長もままならなくなります。
しかも、
これは世界

ると予測されています。特に南アジアとサハラ以南アフリ

的な経済問題でもあります。将来的な生産性の損失は

カでその数が多く 、両地域は子どもの栄養不良が既に

297億ドルに上ると予測されています36。

28

図2：十分な栄養は持続可能な開発目標（SDGs）の中心的存在 35
SDG 17：パートナーシップで目標を達成しよう
十分な栄養が実現するかしないかは
世界の全員にかかっている

SDG 1：貧困をなくそう
栄養不良は貧困を助長し、
貧困は栄養不良を助長する

SDG 16：平和と公正をすべての人に

SDG 2：飢餓をゼロに

戦争や紛争は
飢餓や栄養不良を助長する

栄養状態の改善には
農業と食料安全保障が極めて重要

SDG 3：すべての人に健康と福祉を

SDG 15：陸の豊かさも守ろう
十分な栄養には、持続可能で
栄養のある食料源が不可欠

十分な栄養は病気を防ぎ、死亡リスクを
低下させ、健康には不可欠となる

SDG 4：質の高い教育をみんなに

SDG 14：海の豊かさを守ろう
十分な栄養には、持続可能で
栄養のある食料源が不可欠

SDG 13：気候変動に具体多岐な対策を
気候変動と食料システムは
相互に影響を及ぼし合う

十分な栄養は認知的発達を促し、
教育は十分な栄養の実現を助ける

栄養の危機

ジェンダー不平等は
栄養不良の原因にも結果にもなる

SDG 6：安全な水とトイレを世界中に

SDG 12：つくる責任、
つかう責任

安全な水と衛生は
栄養不良の回避に役立つ

十分な栄養は、責任ある
食料システムに求められる成果である

SDG 7：エネルギーをみんなに、
そしてクリーンに

SDG 11：住み続けられるまちづくりを

栄養豊富な食べ物を生産するには、手頃で信頼でき、
持続可能で近代的なエネルギーが必要

都市化は栄養不良への
取り組み方に影響を与える
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SDG 5：ジェンダー平等を実現しよう

SDG 10：人や国の不平等をなくそう

SDG 9：産業と技術革新の基盤をつくろう

これまでの栄養不良対策の進捗は
不衡平であり、格差をさらに広げている

栄養不良を減らす上では、
すべての者に果たすべき役割がある

SDG 8：働きがいも経済成長も
栄養不良は世界経済に
毎年何兆ドルもの費用をもたらす

2021年はこのためのまたとないタイミングです。栄養対
の目標2も達成できないでしょう。
これは栄養にとどまら
ない連鎖反応を引き起こし、何百万もの子どもの生存を脅

栄養のための資金調達に関して今日まで最も有力な説明

かす上、
さらに何百万もの子どもから可能性を存分に発揮

とされているのは世界銀行の『栄養への投資枠組み』で、

する機会を奪います。COVID-19パンデミックは、危機に

世界保健総会（WHA）の栄養目標を達成し、370万人の命

際しての強靭性を支える強力なシステムがすぐにも必要な

を救うには、1年に70億ドルの追加資金が必要とされて

ことを明らかにしました。WHA目標とSDGs目標2の達成

います 。
しかし、
この枠組みには限界があり、
しかも関連

の重要性は、形式だけ満たせばよいという次元のものでは

費用を過小評価しています。特筆すべき点として、同枠組

ありません。その達成は、世界で最も弱い立場にある子ど

みは6つのWHA目標のうち4つしか重視していない上、費

もたちが自らの権利を実現する機会を得られるということ

用計算することなく間接栄養介入を想定しています 。
し

にほかならないのです。

37

38

たがって、
この年間70億ドルの追加は栄養のための資金
調達の全体像ではなく、入り口にすぎないと見なすべきで

いずれも緊急の課題です。一方で、何が奏功するのかも進

す。
こうした点から、前向きな傾向も一部あるとはいえ、栄

捗が可能であることも分かっています。政府、
ドナー、市民

養への投資は今すぐ増やす必要があります 。
しかも、
パン

社会、地域社会が一丸となった対応がとれれば、世界的な

デミックによって膨らんだ影響分を緩和するには、年間12

栄養の危機に終止符を打つことができるでしょう。
そして

億ドルがさらに必要と見込まれます40。

以下に示すように、
こうした行動要請の先頭には、子ども

39

たちや若者自身の姿も見てとれます。

図3：進捗と格差、そしてパンデミックによるリスク

一定の進捗は見られた
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2020
最も貧しい
家庭の子どもは
2倍超、
発育阻害に
なりやすい

子 ど も が 誰 一 人 取 り 残 さ れ な い よ う ︑栄 養 不 良 の 根 絶 を 進 め る

策の資金を大幅に増やさなければ、WHAの目標もSDGs

今すぐ必要

1

栄養のための資金調達が

2000年以降、
発育阻害児の
数は減少

生後0〜5ヶ月の
完全母乳育児の割合は

5% 上昇

わずかな進勅ながら、
可能性を示す結果

だが、スピードと公正さは不十分
貧血症は
鉄分不足が
原因である
ことが多い

43.6

%

最も貧しい
家庭

の思春期の
少女と女性が
世界的に
影響を受ける

18.6

%

最も裕福な
家庭

妊娠中の
栄養不良は、
子どもが
発育阻害になる
リスクを高める

39.2%

教育水準の低い母親から
生まれた子どもの
39.2％が発育阻害

行動を起こさなければ、新型コロナウイルスパンデミックの影響は破壊的なものになる

+930万 +260 万 +16万8,000 $297億
2022年までに
消耗症となる子ども

2022年までに
発育阻害となる子ども

2022年までに
死亡する5歳未満の子ども

2022年までに発育阻害や
死亡により生じる生産性の損失

この図は本報告書のデータのほか、
『 2020年世界栄養報告』に基づいています。
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若者の行動
「栄養ユースリーダー」プログラム41では、栄養不良率の高

います42。栄養不良に関するユースリーダーたちの懸念を

い国などの若者が自身の地域社会や世界で栄養不良の

以下にまとめました。

根絶を主導できるよう、必要なスキルの養成を支援して

図4：ユースリーダーが語る栄養不良の課題 43

栄養不良に関してどのような懸念がありますか？
COVID-19は全世界で栄養不良を加速させる恐れがある。
各国政府は直ちにこの経験から学び、
今後の緊急事態に備えて計画を練る必要がある。

プログラムの実行や評価に
若者を巻き込むこと。

パンデミックであっても、
防ぐことのできる死亡を最小限に抑えるため、
栄養は最優先事項の一つであり続けるべき。

若者は革新的であり、
新しいアイデアを提供できるはず。

栄養不良は
人間開発の弱さの表れだ。
私が病院で対応した多くの患者
が主に訴えているのは、
栄養に関係する病気だ。

栄養不良に対する意識を高める必要がある。
なぜなら、自分や子どもたちが苦しんでいることを
分かっていない人が多いからだ。

栄養不良は生活の
質の大きな障害だ。

近い将来、人類は栄養不良を
この世界からなくし、それを
誇れる日が来ると確信している。
私の地域では栄養不良が
学業成績に影響を及ぼし、
多くの少女が学校を中退している。

栄養不良は世界的な問題だ。
毎日同じものを食べている
人たちがいる。
それでどうして
栄養不良を一掃できるのだろうか。

政府や政策立案者は
栄養不良を真剣に
受け止めていない。

栄養不良は世界的な問題で、国を選ばない。
低栄養の場合もあれば、過栄養の場合もある。
これに対処するには、
これまで以上に協力して闘う必要がある。
また、栄養不良をめぐる問題に対応する財政プログラムを
優先しなければならない。

貧しい暮らしをする
人たちには、
単純に改善機会がない。

失業、気候上の悪条件、
栄養に関する認識の低さなどの
根本要因が進捗を阻んでいる。
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パンデミックの渦中では栄養がこれまで以上に
重要だ。感染を防ぐための選択肢は、
十分な栄養と正しい行動しかないのだから。

青少年の栄養について
十分な情報がない。
そのせいで栄養不良が
世代から世代へと
受け継がれてしまう。

栄養不良は今なお
大きな問題だ。
各人が少しずつ
行動を起こさなければ
ならない。

世界はパンデミックへの対応に
追われており、それ以外の介入が
置き去りにされている地域がある。

2

脆弱で紛争の影響を受けた状況下での
栄養不良の危機に対処する

パンデミックは既存の格差を悪化させ、最も脆弱で社会から取り残された人々をさらに

置き去りにしようとしています。子どもたちがその典型であり、中でも影響が大きいのは、

人道支援なしでは健康に育つために必要な栄養価の高い食料が十分に入手できない子どもたちです。
脆弱で紛争の影響を受けた状況下に暮らす何百万もの

パンデミックによって、ほとんどの人々の日常生活に大

子どもたちにとって、飢餓や栄養不良の脅威は日常的な

きな混乱が生じました。とりわけ、脆弱で紛争の影響を

現実であり、具体的かつ協調的な対応を必要としていま

受けた状況下では、保健・栄養システムが既に限界に達

す。また、紛争や政情不安、国家統治の弱さ、安全な水の

していることが多く、パンデミックがさらに大きな負荷

不足、食料不安の高まり、不安定な保健システムといった

をかけています。こうした地域の多くでは、死亡率が他

数多くの複雑なリスクが、COVID-19パンデミックに

の 地 域に 比 べてもか なり高く、マラリア、デング 熱 、下

よって今さらに悪化しています。本章ではこうした状況

痢、肺炎、急性栄養不良といった予防や治療が可能な脅

を鑑み、脆弱で紛争の影響を受けた状況下での栄養不良

威が、圧倒的な数の子どもの命を奪っていました。そし

に焦点を当てています。紛争地域や人道的状況下に暮ら

て今や、パンデミックが直接的・二次的にもたらす混乱

す子どもたちが直面する課題がいかに複雑さを増してい

によって、人道危機の状況下に暮らす何百万もの子ども

るのかを検討するとともに、こうした地域で十分な栄養

と大人の栄養、健康、幸福がさらなる危険にさらされて

に対する障害を克服するにはきめ細かな緊急対応がい

いるのです。

かに必要であるかを考察します。

写真：JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

重度急性栄養不良の治療を受けている
妹のノウラを抱くシャディア
（イエメンの難民キャンプ）。
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国連は、パンデミックの影響に対応するため今すぐ行動

人道活動家は影響を受けた地域への働きかけができなく

を起こさなければ「聖書級の規模の飢饉」が起きかねな

なり、国境周辺のサプライチェーンも混乱を来しています。

い、と警告を発しています1 。2020年7月には、
コンゴ民

その結果、重要なサービス資源の在庫が不足しています。

主共和国、ナイジェリア北東部、南スーダン、
イエメン2 が
最大の飢饉リスクにあると特定されました。
これら4つの

パンデミックによって、感染率が高い地域からの移住の

国・地域のすべてが、パンデミックの発生前から既に複雑

増加や強制退去が続き、住む場所をなくした人々が直面

な人道危機や深刻な食料不安と栄養不良を経験してい

する複雑な課題に対応する必要性が高まっています。

たのは偶然ではありません。

2019年には合計7,950万人が住む場所を追われ 4、そ
の多くがCOVID-19感染リスクや栄養不良リスクの拡

新たなエビデンスによって、脆弱で紛争の影響を受けた

大にさらされています。国境の閉鎖と再開が繰り返され、

多くの国々では、COVID-19パンデミックの二次的影響

パンデミックによる移住者が増える中 5 、
こうした状況下

により不安定な栄養状態がさらに悪化していることが分

の脆弱な子どもたちのニーズにこれまで以上に注意を向

かってきました。COVID-19をめぐる恐怖や誤った情

けなければなりません。そうしないと、
こうした子どもた

報 が、
ウイルス拡散を防ぐための当局による移動制限と

ちは完全に取り残される恐れがあります。

3

相まっているためです。また、私たちのプログラムチーム
の報告によると、その結果、医療が深刻な中断に陥り、そ

COVID-19の検査能力だけでなく、COVID-19と各

れを受けて母乳育児、適切な補完食、出産前サービスも

種低栄養との関係に関する研究も不足しており、国際社

減少しています。

会 が 対 策 を 講じる 上 で 大 き な 障 害 に なって い ます 。
COVID-19と栄養不良の関係が十分に分かっていない

全世界の人道的状況においては、移動の自由が制限され

ことに加え、移動制限により栄養サービスも制約を受け

たため、人々が必要不可欠な栄養サービスを受けられな

るため、質の高い栄養介入を大規模に提供することが難

くなっています。

しくなっているのです。

栄養不良の治療を受けているハッサン（4歳）の
身長測定。身長は栄養不良の指標の一つです
（ソマリランドの移動診療所）。

写真：MUSTAFA SAEED
SAVE THE CHILDREN
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たちへの人道的アクセスの拒否が4,400件超も確認さ
加であり、子どもに対する6つの深刻な権利侵害行為の

1日3食だったのが、今は1日2食、

うち、最大の増加幅となっています7。

時には1食だけのこともあります。

お母さんには僕たちを養うお金がありません。
生きていくのが難しいのです」

人道支援者や資源への暴力（人的インフラや生活必須イ

アフガニスタンの13歳の少年

ンフラへの攻撃を含む）ならびに移動に対する官僚的な

危機的かそれより悪い状況（総合的食料安全保障レベル分

制限・制約は、人道活動の深刻な阻害要因となっていま

類［IPC］
フェーズ3以上）
にある1億3,500万の人々は幅

す。さらにそのために、支援を必要とする人々が重要な

広い地域に分散していますが、そのうち59％に相当する

食料安全保障サービス、保健サービス、栄養サービスを

8,030万人は、脆弱で紛争の影響を受けた9つの国・地域

受けにくくなっています。

に集中しています。
イエメン、
コンゴ民主共和国、ベネズエ
ラ、南スーダン、
シリア、
ナイジェリア
（北東部）、
スーダン、
ハ
イチ、
アフガニスタンから成るこれらの国・地域では、急性
栄養不良の子どもの数も一層多くなっています 。
6

スーダンの食料不安
OVID-19に起因する食料価格の高騰、
インフ

深刻な食料不安の助長要因は複雑で、互いに関連・強化

レ、失業が相まって、スーダンの家庭に甚大な影

し合っていることが一般的です。紛争、政情不安、気候危

響を及ぼしています。パンデミック以前から同国

機の高まり、異常気象、バッタなどの害虫による深刻な農

の家庭は数多くの危機に見舞われており、次の

作物被害が、現在のところ、飢餓や栄養不良を悪化させて

食事の当てもない人は960万人に上ると見込

いる主な原因です。
これらはいずれも地域社会の強靭性

まれていました。2019年には、国内で住む場所

を失わせ、その結果、パンデミックによる健康や生計への

を失った190万人、難民や亡命希望者110万

影響といったさらなる衝撃に対し、住民全員が極めて脆

人が既に食料を買う余裕を失っていました8。

弱になるのです。COVID-19は、栄養不良を直接増加さ
せるというよりも、これら幅広い助長要因を悪化させる

紛争の数自体は総じて減ったものの、局地的な

現象として認識する必要があります。
この点を理解するこ

暴力が市場へのアクセスや生計活動に影響を与

とが、解決に向けた対応を可能にする上で重要です。

え続けました。悪化を続ける経済危機を背景に、

脆弱で紛争の影響を受けた状況下での栄養不良の危機に対処する

れたと記録されています。これは前年から400％の増

「家には食べ物がまったくありません。

2

飢餓と栄養不良の助長要因

食料安全保障も不安定な降水量や害虫大発生に

脆弱な子どもたちへの人道的アクセス

よる重大な影響を受けました。COVID-19がそ
の状況に拍車をかけ、同国は今、
ここ数年で最悪

紛争はさまざまな場所、さまざまな方法で飢餓の要因

の食料危機に直面しています。110万人の子ど

となります。しかし、紛争と飢餓の関係に単一のパター

もが飢えに苦しみ、2019年と比べ、極度の飢餓

ンはなく、紛争の直接的・二次的な影響が状況に応じて

に陥る危険がある子どもが50万人増えていま

重なり合い、強め合いながら、脆弱な人々の飢餓や栄養

す 9 。セーブ・ザ・チルドレンは北ダルフール州と

不良を助長する傾向が見られます。例えば、紛争の影響

北コルドファン州の4,400の家庭に現金給付を

を受ける地域では、強制退去、生計喪失、食料システム

行いました。両州では、種子、農機具、ヤギの配

破綻のすべてが絡み合っていることが一般的です。飢餓

給 、獣 医 研 修・サービスの 提 供も継 続していま

や栄養不良の増大は、貧困、疎外化、気候危機の影響、そ

す。南コルドファン州では、食べるのに困ってい

して場合によっては意図的な軍事戦略によって悪化す

る家庭に食料引換券を配布しました。さらに、子

ることがあります。

ども、妊婦、母乳育児中の母親の栄養不良を減ら
すため、ダルフール州、
コルドファン州、紅海州、

紛争地帯における飢餓の要因として最も直接的で憂慮

青ナイル州に置かれた100を超える栄養センタ

す べ き も の の 一 つ は 、人 道 的 アクセ ス の 拒 否 で す 。

ーを支援しています。

2020年の国連『児童と武力紛争』報告書には、子ども

11
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人道支援組織がパンデミックへの対応を拡大しようとし

すぎないのが現状です 11 。栄養不良や飢餓が紛争、脆弱

ても、国家当局や非国家武装集団がこうした組織の支援

性、COVID-19の必然的な結末とならないよう、さらに

を必要とする人々への働きかけを阻んでいます。ロック

手を打つ必要があります。

ダウン（都市封鎖）を受け、人道的状況における必須栄養
サービスの提供範囲が大きく減っており、場所によって

パンデミックの影響をはじめ数多くの要素が絡み合って

は減少率が75〜100％に上ります 。

いるとはいえ、脆弱で紛争の影響を受けた状況下では、

10

飢餓や栄養不良の主な助長要因の多くは人為的なもの
です。
したがって、それらが子どもに及ぼす影響の多くは

今すぐ行動を

回避可能なのです。パンデミックの発生以来、子どもの消

2021年は世界的な栄養コミットメントにとって重要な

耗症の増加に対して策が講じられてきましたが、人道上

機会となります（2ページ参照）が、国際社会は、飢饉宣言

の必要性は今や急激に高まっています。栄養不足の子ど

寸前の脆弱な地域に一刻も早く対応しなければなりませ

もたちが病気にかかりやすくなっていることによる過剰

ん。
「 COVID-19グローバル人道対応計画」は32％しか

罹病率の増加を食い止めようとするなら、迅速で協調的

資金が手当てされておらず、その中で栄養関連は5％に

な行動が必要不可欠です。

イエメンにおける栄養不良
イエメンでは、人口の80％に相当する2,430万人

分の1超が既に縮減されています。

もの人々が人道的な援助や保護を必要としていま
す。
しかし、暴力やアクセスをめぐる問題が人道的対

セーブ・ザ・チルドレンは資金提供が打ち切られたた

応を制約し続け、現在、600万を超える人々が人里

め、急性栄養不良のコミュニティ管理（CMAM）、乳

離れた場所に暮らしています

。今も続く紛争のせ

幼児の摂食、一次医療といったサービスを提供する

いで、各家庭はお金を稼いで食料を買うのがままな

41の保健医療施設から支援を引き揚げざるを得ま

らず、度重なる燃料不足が食料価格をかつてないほ

せんでした。そのため、2020年1〜9月に急性栄養

ど押し上げています。
イエメン人の3分の2がいまだ

不良の治療を受けた人の数は2019年の同時期に

に空腹を抱え、半分近くが次の食事をいつとれるか

比べて27％減少しました。また、2020年3〜7月

分からない状況です

の急性栄養不良による月間入院者数は、その前の6

13

12

。IPCの最新の分析による

と、同国南部では5歳未満の子ども10万人近くが

ヶ月に比べて60％増加しました 15 。これは恐らく、

重度急性栄養不良に苦しんでいます14。

早い段階での治療が減ったため、入院しなければな
らない重症患者が増えたのが原因です。

イエメンの紛争は現在6年目に入っており、
これが栄
養不良の主たる助長要因なのは明らかです。2020

セーブ・ザ・チルドレンはイエメンに ある 1 5 4 の

年には戦闘中の前線の数が増加し、戦火は激しさを

CMAM拠点を支えるため、保健・人口省を技術・運

増しています。
これによって人道援助の提供がさら

用面で支援しています。そのほか、上腕囲測定に基

に難しくなり、地域の人々はサービスの利用が困難

づく入院継続・退院基準の改正、
トリアージ（緊急度

になっています。

判定）など、COVID-19への適応を進めるととも
に、安全を確保するための適切な施設や防護具をス

12

また、COVID-19や経済悪化による保健サービス

タッフ と 患 者 が 利 用 で き る よ う にして い ま す 。

への大きな重圧に財政危機が重なったことで、食料

2020年9月現在、セーブ・ザ・チルドレンが支援す

不安が高まった上、子ども向け保健・栄養サービス

るプログラムにより急性栄養不良の治療を受けてい

の利用が減少しています。300の保健医療施設に

る5歳未満の子ども、妊婦、母乳育児中の母親の数

おけるサービス削減など、国連の人道プログラム3

は6万6,040人に上ります。

3

必須保健・栄養サービスを強化する

十分な栄養は基本的な人権であり1 、すべての子ども、若者、女性の健康への権利の中核を成す要素で

す 2 。各国政府と国際社会は、最も困難な状況にあり社会から取り残された子どもたちを含め、すべて
の子どもたちのためにこの権利を実現させる義務があります。しかし、何百万という子どもはこの栄
養・健康の権利を満たされておらず、病気や死亡のリスクがはるかに高くなっています。

栄養不良は子どもたちの生存率に深刻な影響を与えます。深刻な栄養不足の子どもは栄養状態の良

い子どもに比べて、一般的な感染症で命を落とす可能性が9倍も高いのです 3 。さらに栄養不良は、肺

炎や下痢による子どもの死亡の大きなリスク要因でもあります 4 。同時に、健康状態の悪化は子どもの
栄養状態の悪化にもつながることがあります。

基本医療にアクセスできない
多くの子ども

の養育を担うという母親の役割を考えると、女性・少女
の保健サービスへのアクセスは子どもの健康にとって極
めて重要です。女性・少女の保健サービスへのアクセス

より良い保健・栄養サービスを大規模に提供できるかど

は、移動距離、費用、安全性、女性サービス提供者の不足

うかは、すべての人に質の高い保健・栄養の成果を提供

などの要因によって制限されています。少年と同等の保

できる保健システムの有無によって決まります。そして、

健・栄養サービスを利用できないために、毎年何十万と

これはユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を通じて

いう少女が命を落としているのです10。

実現されなければなりません。UHCとは、すべての人が
財政的な困難に直面せずに必要な保健サービスを利用
できるようにすることです5。すべての国はSDGsの目標
3を通じ、2030年までにUHCを実現することを約束し
ています。この約束はさらに、2019年にすべての国が

ブリッサ（15歳）と
生まれたばかりの息子
（メキシコ・シナロア）

承認した「UHC政治宣言」によって強化されています6 。
U H C は 栄 養 不 良 を なくすた めに 不 可 欠 で す。そして
UHCを達成するためには、栄養不良に効果的に対処す
る介入を組み込まなければなりません。
しかし、世界の半分の人々は基本的な保健サービスにア
クセスできていません。最も貧しい国々、人道援助を必要
刻な影響を受けています。必須栄養サービスへのアクセ
スが特に劣悪です。例えば現在、消耗症の子どもは全世
界に約4,700万人いますが 7 、そのうち必要な治療を受
けられるのは20％足らずです8。
各国内を見ると、最も貧しい家庭や農村部の家庭が、保
健・栄養サービスへのアクセス面で最悪の状態にありま
す。中でも女性・少女が最大の課題に直面しています 9 。
子どもの健康にとっての母親の健康の重要性や子ども

写真：JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

とする国々、紛争の影響を受ける国々の人たちが最も深
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新型コロナウイルス感染症の

ど）からCOVID-19対策へと転用され 12、サービスへの
アクセスが困難になっています。同時に、経済や生計、食

必須サービスへの影響

料システムに対するパンデミックの影響により、多くの家

「僕たちには食料、水、衣服、保健センターが必要だ」
ニジェールの16歳の少年 11

庭では身体的・精神的発達に必要な栄養価の高い食料を
子どもに与えるのがますます難しくなっています。例え
ば、ナイジェリア、モーリタニア、ニジェール、チャドにおけ

COVID-19以前から多くの人々の健康権を奪っていた

る私たちの家計経済分析によると、食事を用意するのに

医療危機は、今後さらに悪化する可能性があります。状

既に苦労していた家庭が、今や食料を買うか、それとも医

況が既に切迫している最貧国や紛争・政情不安がある国

療費や教育費を払うかという難しい判断を迫られる状況

を中心に、保健システムは弱体化し限界に達しています

にあります。もはやすべてをまかなう余裕がないのです。

が、その中でパンデミックが必須保健・栄養サービスに及

ニジェールが最悪の状況にあり、困窮者は177％、食料

ぼす影響は計り知れないものになりそうです。女性、若

需要は201％増加しています13。

者、子どもの健康、栄養、幸福にとって最悪のシナリオが
近づいています。特に厳しいのは少女、そして最も困難な

保健システムへの負荷の増大、日常医療の中断、急性栄

状況にあり社会から取り残された人々です。

養不良の増加という現象が子どもたちにもたらす影響は
甚大です。2020年7月1日からの6ヶ月間で、低所得・

ここで重要なのは、数十年もの進展を重ねた後、今や栄

中所得国の5歳未満の子どもの死亡数が最大120万人

養不良が大幅に増加する見込みだということです。保健

増える（45％の増加）との予測もあります 14 。図5は、子

システムの資源は、栄養において重要な各種機能や栄養

どもの 死 亡 数 の 増 加 が 最 高 水 準になると予 測 される

に影響する必須保健サービス（妊婦ケア、微量栄養素の

国々の一部を示しています。

補充、小児下痢症、感染症、急性栄養不良の予防・治療な

図5：子どもの死亡数の増加予測

選定された国において2020年7〜12月に死亡すると予測される5歳未満の子どもの数
（COVID-19関連の保健システムへの負荷、サービスの中断、消耗症などシナリオ別の死亡数の増加予測を含む）
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14

出典：ランセット、2020年 15

影響小

パキスタン

ナイジェリア
影響中

インド
影響大

た105ヶ国の大多数（約90％）がパンデミックの渦中で

慮すべき事態です。以前から切迫していた状況が、現在

必須サービスが中断を余儀なくされ、中でも最悪の影響

ではさらに悪くなっているのです。

を受けたのは低所得・中所得国です。半数を超える国が、
中等度から重度の栄養不良に対する必須サービスの中

栄養サービスも中断を余儀なくされています。国連児童

断を報告しています（6％が全面的な中断、46％が部分

基金（ユニセフ）のデータによると、最も影響を受けてい

的な中 断）1 6 。世 界 銀行とイノベーション・フォー・ポバ

るのは学校の栄養プログラムで、49ヶ国が中断を報告し

ティー・アクション（IPA）の調査を私たちが分析したとこ

ています。
これに続いて中断を報告する国の多いサービ

ろ、中断の度合いが非常に激しい国が複数見られました。

スが、幼児向けの栄養豊富で安全な食事の推進（48ヶ

例えば、COVID-19の二次的影響により、
コロンビアの

国）、母乳育児の保護・促進（48ヶ国）、消耗症の早期発見

家庭の40％超、メキシコの家庭の30％超が保健サービ

（47ヶ国）、妊娠・母乳育児中の女性への栄養支援（47ヶ

スを利用できていません（図6参照）。上記データは、2万

国）です19 。栄養サービスが中断した主な理由は、感染不

5,000人の子どもや親、養育者に対するセーブ・ザ・チ

安やサービス閉鎖による需要の減少です。そのほかの原

ルドレンの調査でも裏付けられています 。
この調査によ

因としては、ロックダウンによる制限、施設の閉鎖、地域

れば、回答者の89％が、COVID-19パンデミックの結

貢献活動の停止、人材不足、物資不足、利用料を支払う収

果、医療や医薬品、医療用品へのアクセスが悪化したと述

入の不足などが挙げられます。同様の問題は、セーブ・

べています

ザ・チルドレンのプログラムでも発生しています20。

17

18

。COVID-19危機でサービスが中断して

必 須 保 健・栄 養 サ ー ビ ス を 強 化 す る

くかつ不平等であったことを考えると、
これはとりわけ憂

3

世界保健機関（WHO）のデータによると、状況を報告し

いる多くの国では、必須日常サービスの利用率が既に低

図6：基本医療を利用できない家庭がますます増加

COVID-19の渦中における保健サービスへのアクセス不足
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保健サービスや治療を受けなかった、遅らせた、または利用できなかった家庭（％）
COVID-19の影響に関する世界銀行とIPAの電話調査に基づくセーブ・ザ・チルドレンの分析。
期間：ロックダウン開始から調査の30日前まで。データの収集は5〜8月。
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栄養の危機

肥満とCOVID-19
多くの国は低栄養と過体重・肥満の共存、すなわち

クを50％近く増加させることが分かりました26。

栄養不良の二重負荷に直面しています。貧血症の割
合が高い地域もあるため、相当数の国が栄養不良の

肥満はまた、集中治療室への入院のリスクを高めま

三 重 負 荷を負っていることになります

す。WHOは、肥満がリスク要因となる非感染性疾患

21

。肥 満は

1975年から全世界で3倍近くに増えました

22

。パ

ンデミック前は、5歳未満の子どもの5.6％が過体

（心臓病や糖尿病など）が、COVID-19の重症化リ
スク要因であることを確認しています27。

重であり23、大人（18歳超）の39％が過体重、13％
最 も 先 進 的 か つ 効 果 的 な 保 健システムで も 、

が肥満でした24。

COVID-19による複雑な健康課題や栄養不良の
これまでのコロナウイルスに関するエビデンスによ

三重負荷に対処すると大きな重圧がかかります。ど

れば、過体重または肥満の人がCOVID-19にか

のような栄養不良への対応行動に際しても、
この点

かった場合、そうでない人よりも悪い結果を招く恐

を考慮しなければなりません。対応方法への理解を

れがあります

深めるための良質なエビデンスもこれまで以上に必

25

。ある研究によると、大人の肥満は

COVID-19での入院リスクを倍増させ、死亡リス

保健システムと

いかなる危機に際しても、必須保健・栄養サービスを安

必須日常サービスの強化
「指導者たちに言いたいのは、食料安全保障や
保健サービスに関する問題です。ロックダウン中でも
その後でも、こうした施設は拡大してもらいたい。
なぜなら、この状況の中、たくさんの人が
保健サービス不足や飢えのせいで亡くなっているからです」
ネパールの17歳の少年 28

16

要です。

全である限り優先し続け、必要に応じてしかるべく適応
させることが不可欠です。
しかしWHOによると、パンデ
ミックの中で必須保健サービス維持のために追加資源を
配分した国は全体の半分強、低所得・下位中所得国では
40％をわずかに上回る程度にすぎませんでした31。サー
ビスが中断した国の政府は、提供範囲を元の水準まで戻
し、中断の影響に対応する取り組みを優先しなければな
りません。
これは特に、保健システムが弱体化して資源投

第73回世界保健総会で、加盟国はCOVID-19への対応

入が十分でない国や、5歳未満の死亡率、栄養不良、格差

決議を全会一致で採択しました。
これには、サービスの継

が既に高い水準にある国の地域社会にとって重要です。

続的で安全な提供を確保し、女性と子どもの栄養改善の

というのも、そうした国・地域の子どもたち、中でも最も

促進を維持するため、UHCの達成に必要な場合、国内で

困難な状況にあり社会から取り残された子どもたちこ

の資金調達と開発援助を増やす、という約束が含まれて

そ、今後さらに高いリスクにさらされるからです。具体的

います29。一次医療とUHCへの投資は、各国がパンデミッ

には、日常的な母子栄養・保健介入の強化が挙げられ、
こ

ク以前の必須サービス提供能力を維持・強化しつつ、パン

れには母乳育児や乳幼児の摂食に関するカウンセリン

デミックに対応・適応する上で欠かせない基盤を確立する

グ、地域社会ごとの急性栄養不良スクリーニングや評価、

ものだ、とWHOは強調しています30 。
これは未来への投

微量栄養素の配布、ビタミンAの補給、予防接種が含まれ

資であり、パンデミックからより良い復興を遂げ、子ども

ます。各国政府はまた、地域医療従事者や地域医療ボラ

の平等な医療アクセスや栄養成果の改善を実現するため

ンティア、栄養カウンセリングや自発的相談といった地域

の投資でもあります。栄養不良や必須サービスへのアクセ

社会単位でのサービス提供を支援しなければなりませ

ス不足を経験している社会は、同時に気候危機、格差の拡

ん。
これを支えるためには、サービス需要を維持するとと

大、紛争といった幅広い難題に直面していることを考える

もに、人々が安心して保健センターに通えるようにする

と、
こうした投資はとりわけ重要です。

必要があります。その手段としては、効果的なリスクコ

めのCOVID-19に関する正確で入手しやすい健康メッ

ケージの構成要素とする必要があります。必須医薬品へ

セージの提供などが挙げられます。

のアクセスには、簡易栄養補助食品など、栄養不良の治
療手段を盛り込まなければなりません。保健システムの
あらゆるレベル（地域社会や一次医療センターなど）で、

主要な栄養介入優先の必要性

住民が常に無料で在庫を利用できるようにしなければな

「保健サービスを提供して、妊娠中や母乳育児中の

りません。

母親を助けてあげてください」
ネパールの14歳の少女 32

地域医療従事者を支援・保護する必要もあります。保健・

WHOは主要な栄養介入を、
病気を防ぎ、
死亡率を減らす上

栄養サービスを社会から取り残された脆弱な人々に届け

で極めて費用対効果が高い手段と考え、
すべての保健シス

る上で重要な役割を果たすとともに、COVID-19など

テムの中核的要素として組み込むよう提言しています 。
そ

のパンデミック拡大を防止・検知し、
これに対応する助け

のためには一次、二次、三次医療を通じて必須栄養行動を

となる存在であるためです。地域医療従事者は保健・栄

強化しなければなりません

養の推進、診断、治療のすべてに関して訓練を受け、縦割

33

34

。この重要性は、COVID-

19パンデミックによって再認識されています35。

必 須 保 健・栄 養 サ ー ビ ス を 強 化 す る

保健サービス）などから成る包括的な統合サービスパッ

3

ミュニケーション、地域の巻き込み、誤情報に対処するた

りのサービス提供とならないよう、適切な介入策を同時
に提供できるようにしなければなりません。
「 地域医療従

こうした必須栄養介入は、駆虫、栄養強化、急性栄養不良

事者向け合併症のない消耗症治療ツールキット」36は、既

の管理、母乳育児に関するカウンセリングと支援、妊婦ケ

存のエビデンスや運用経験をまとめて実行者に指針を提

アと乳 幼 児 の 摂 食 、微 量 栄 養 素 の 補 充 、日 常 的な保 健

供するものですが、こうしたツールは地域医療従事者を

サービス（母子・新生児保健サービス、性と生殖に関する

支援する上で役立つリソースとなります。

ハシナとタヒナ、その娘スルタナとファミダ（バングラデシュ・シレット）。

写真：TOM MERILION/SAVE THE CHILDREN

栄養の危機

意思決定を支えるデータの強化

の必要性はさらに高まりました。必須サービスの中断状況

エビデンスに基づく効果的な意思決定や、プログラムの計

要な情報となります。適切なデータを生成、分析、統合す

画、
モニタリング、評価のためには、信頼性の高いデータが

るには、保健・栄養サービスの利用状況のほか、関連する

必要不可欠です。COVID-19パンデミックによって、そ

栄養上の指標や結果も見守っていく必要があります。

のモニタリングは、対応策や潜在的影響を特定する上で重

ケニアでの栄養不良への取り組み
エビデンスが次々に出されています。

問題点：
子どもたちが必要とする治療を受けられない
ケニア北部の半乾燥地帯にあるトゥルカナ郡とイシ

次に目指すのはアプローチの拡大

オロ 郡 で は 、急 性 栄 養 不 良 の 割 合 が 非 常 に 高く

2021年はこの取り組みを拡大する上で重要な機

なっています。近年は降雨の少なさが両郡の食料

会です。WHOは消耗症（急性栄養不良）治療ガイド

安全保障に影響し、2020年初め時点でトゥルカナ

ラインの見直しを終える予定であり、国連「子どもの

で4万9,170人、
イシオロで8,212人の子どもが

消耗症に関する世界行動計画」も、一堂に会してケ

急性栄養不良に陥っています

。効果的な治療法

ニアを含む各国のロードマップを立ち上げる予定で

があるにもかかわらず、辺地に暮らし治療を必要と

す。私たちはパートナーとともに良質なエビデンス

する多くの子どもたちは、最寄りの保健施設が遠

の創出を支援し続けることで、両方のプロセスに貢

いといった障壁ゆえに治療を受けられない状況に

献していきます。良質なエビデンスは、国や世界の政

あります。

策課題に影響を与えるだけでなく、防ぎ得る子ども

37

私たちの調査：
子どもの消耗症の管理に対する簡易的アプローチ
セーブ・ザ・チルドレンはケニアでのパートナー（ア

の死亡を減らす方法の持続的改善にも役立ちます。
また、COVID-19に向き合う地域社会に必須保
健・栄養サービスを提供し続けられるよう、郡保健シ
ステムへの戦略的支援の提供も継続します。

クション・アゲインスト・ハンガー、
アフリカ人口保健
リサーチセンター、国際救済委員会、ケニア保健省、
ユニセフ）とともに、子どもの消耗症を管理するた
めの簡易的アプローチに取り組み続けています。こ
•

簡易的な診断・治療ツール

•

地域社会で治療を提供する地域医療従事者

•

自宅での上腕囲測定を通じた、家族による子ど
もの消耗症の初期兆候発見（COVID-19の中
でさらに重要性・緊急性が増大）

トゥルカナとイシオロでの最近の調査によると、地
域医療従事者が提供する急性栄養不良の治療は、

写真：JORDI MATAS/SAVE THE CHILDREN

れは主に以下から成るものです。

保健施設での治療と変わらぬ効果を発揮していま
す。これを裏付けるように、地域社会や保健施設で
使われる簡易的アプローチは必要な人たちへの治
療機会を増やす上で重要な役割を果たす、という

18

ロドワルの病院で栄養不良と肺炎の治療を受ける乳児マクシミラ
（ケニア・トゥルカナ）。

4

母乳育児を中心とした乳幼児の摂食
および子ども・養育者へのケアを
保護、促進、支援する

母乳育児は命を救います。5歳未満の子どもの死亡を防ぐ介入方法として、母乳育児以上に効果的な
ものはありません。母乳育児がほぼ世界的に採用されれば、低所得・中所得国で毎年82万3,000人
の子どもの死亡を防ぐことができます 1 。また、知能や成人した時の所得能力といった人的能力向上の

結果、全世界で年間3,000億米ドルの節減効果にもつながります 2 。さらに、初乳は免疫系を自然に

強化する効果が最も高いことも科学的に知られています 3。
生後1時間以内という早い段階で母乳育児を開始し、生

る新生児も半分以下です 6 。完全母乳率は長期的には増

後6ヶ月間完全母乳で育て、2歳まで補完的に母乳を与

えているものの、進捗は遅すぎます 7 。そして今やこの進

えれば、子どもの死亡の可能性を大幅に減らすことがで

捗もCOVID-19によって無に帰す恐れがあります。パ

きます。母乳で育つ期間が長い子どもは感染症になりに

ンデミックは既に母子サービスの提供・利用に負の影響

くく、死亡確率も低くなります 4 。すべての母親が母乳育

を及ぼしています。

児に関する支援を受けることができれば、下痢症の半分
近く、呼吸器感染症の3分の1を回避できるのです5。
しかし、有力なエビデンスがあるにもかかわらず、母乳育

新型コロナウイルス感染症による

サービスの中断

「女性、特に妊婦向けの保健施設を増やすべきです」

児率は多くの国であまりにも低いのが実情です。生後6

アフガニスタンの17歳の少女 8

ヶ月間完全母乳で育てられる赤ちゃんは全世界で44％
にすぎず、2030年までに世界で70％という目標には

W H O が 調 査した 1 0 5ヶ国 のうち 半 分 超 が 、

遠く及びません。また、生後1時間以内に母乳が与えられ

COVID-19による未曾有の医療需要に対応するため、
必須保健サービスを縮小していました。その一つの結果

ジョセリンと娘のデビネ
（ルワンダの
マハマ難民キャンプ）。

として、保健医療従事者、資源、施設が母乳育児の保護・
促進・支援業務からCOVID-19対策へと移されたほか
9

、カウンセリング、グループ活動、質の高い母乳育児支援

などの関連サービスが縮小されています。母親が利用で
きるこうしたサービスは、十分機能しているとは到底言
写真：JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

写真：JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

えない状況にあります。53％の国が妊婦ケアの部分的中
断、32％が施設での分娩サービスの部分的中断を報告
しています 1 0 。さらにユニセフによれば、76の国が、産
前・産後ケア（母乳育児支援を含む）など幅広い母親向け
保健サービスの中断を、程度の差はあるものの、経験し
ています11。

その結果、母乳育児サービスが欠かせない時期に、あまり
にも多くの母親と赤ちゃんが、COVID-19危機が生み
出した複雑な現実を乗り切るための適切な支援や助言
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を受けられずにいます。思春期にも一定の機会はありま

低所得・中所得国で1年間に1万6,469人から13万

すが、受胎から子どもが2歳になるまでの1,000日間に

8,398人の乳児が命を失う可能性があり、加えて罹病

適切な栄養が与えられ、吸収できるようにすれば、子ども

率も高まることが分かりました18。

の、そしてひいては社会全体の長期的な健康、安定、繁栄
の実現に役立つのです12。

にもかかわらず、ユニセフの報告によれば、母乳育児がで
きないほど母親の体調が悪いときの一つまたは唯一の
代替策として、20の国が乳児用粉ミルクを推奨していま

矛盾した母乳育児ガイドライン

す19。
これは粉ミルクを最後の手段として勧めるWHOの

サービスの中断と同じように弊害を招くのは、母親を支

指針とは正反対です。COVID-19感染が確認された母

援しないに等しい、曖昧で矛盾した母乳育児ガイドライン

親は、衛生上必要な予防措置を講じた上で、可能な場合

です。WHOは明確な指針を示し、COVID-19感染の疑

には母乳育児をすることが推奨されます。母乳育児がで

いがある母親も感染が確認された母親も母乳育児の開

きないほど体調が悪い母親には、搾乳支援を提供するか

始や継続が奨励されること、そして赤ちゃんから離れず、

低温殺菌したドナー母乳を利用できるよう支援する必要

スキンシップを実践できるようにすべきと提言していま

があります20。

すが 13、一部の国の政府はまったく反対のガイドラインを
実行しています。例えば、中国 14 、ブータン、マレーシアの
政府は、母親のCOVID-19感染が疑われるか確認され
た場合、母乳育児を中止するよう提言しました15。新生児
ユニットへの親の入室を制限または禁止する限定的分離
政策を採用し、母乳育児とスキンシップの持つ救命効果
を妨げている国もあります16。
1980年代に起きたヒト免疫不全ウイルス（HIV）パンデ
ミックへの対応の誤りは、母乳よりも粉ミルクを推奨する
という拙速かつ誤った政策が招く致命的な結果を浮き彫
りにしています。母乳育児回避を制度化した結果、乳児用
粉ミルクに関連した下痢や肺炎で亡くなる乳児の数が、
HIV感染で亡くなる乳児の数より多くなったのです 17 。
同じように、COVID-19を恐れて母乳育児を行わなけ
れば、人命が犠牲になりかねません。
アライブ・アンド・ス
ライブは、COVID-19によって現場での熟練医療従事
者数が減少するなど保健サービスの供給が中断したこと
や妊娠中の女性・少女がこうしたサービスの利用を恐れ
たことによる母乳育児の普及後退が、どのくらいの人的
ついては、わずかな減少（5％）から深刻な減少（50％）
まで、4つのシナリオを用いています。その結果、129の

20

パンデミックや長引く紛争において、母乳育児は子ども
の罹病率や死亡率に対する最も有効な介入策です21 。緊
急時には、幼児は紛争や暴力よりも病気や栄養不良によ
るリスクの方が高くなります。母乳育児は昔も今も、乳児
にとって最も安全で信頼できる栄養豊かな食料源です
22

。
しかし、過度のストレスや精神的苦痛が母乳生産に影

響するとの誤解 23 が、緊急時における衛生水準の低さや
疾病伝播率の高さと相まって、母親の粉ミルク育児の選
択につながることもしばしばです。
こうした母乳育児離れは致命的な影響を招きかねませ
ん。きれいな飲料水、燃料、衛生的な準備スペースが利用
できないと、粉ミルク育児は赤ちゃんに深刻な健康問題
を及ぼす可能性があります。粉ミルクを勧めるのではな
く、母親へのカウンセリングや支援を通じて母乳育児を
後押しすべきです。
しかし現実には、緊急時に母子のニー
ズを調べないまま乳児用粉ミルクが寄付され、配布され
写真：JONATHAN HYAMS/SAVE THE CHILDREN

損失につながるのかを計算しました。母乳育児の減少に

緊急時の母乳育児の重要性

ることが多々あります24 。
これは、緊急時の乳児用粉ミル
クの寄付を禁じる世界保健総会の決議に直接違反してい
ます25。
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ソマリアは、5歳未満の死亡率が世界で最も高い国
の一つである上（生児出生1,000人あたりの5歳
未満子ども死亡数122人）、妊産婦死亡の生涯リ
スクも世界で6番目に高くなっています（生児出生
10万人あたりの死亡数732人）26 。国連食糧農業
機関（FAO）の「食料安全保障と栄養分析ユニット
―ソマリア」プロジェクトの 最 新 データによると、
2020年10〜12月にはソマリア全土で、210万
人が深刻な食料安全保障危機（IPCフェーズ3）か
それより悪い状況に直面すると見込まれ、約85万
人の子どもが急性栄養不良に陥る可能性がありま
す。さらに300万人が食料安全保障のストレス状
態（IPCフェーズ2）に直面すると見込まれていま
す27 。つまり、全部で510万人が深刻な食料不安に
陥るのです。

安定化センターで栄養不良の治療を受ける
1歳児アヤン（プントランド・ガルド）。

セーブ・ザ・チルドレンはソマリア連邦政府の保健省
や連邦を構成する各地域と協力して、母子栄養サー

セーブ・ザ・チルドレンが支援する40の保健・栄養

ビスの提供など、保健サービスの拡大を図っていま

施設では、乳幼児の食事指導カウンセラーが合計

す。
ソマリア全土で497の移動・固定型の保健・栄養

70人、助産師が50人働いています。これまでに全

施設を支援するとともに、さまざまな制度を強化し、

国で計4,543人の母親が、自宅で子どもの栄養不

保健専門家の能力養成を後押ししています。

良スクリーニングを行う訓練を受けました。

養育者のメンタルヘルスを守り、
ジェンダー不平等に対応する

女性・少女は食料や住居を確保するために、同意なき性

妊婦、母親、養育者はメンタルヘルスの問題を抱える危険

です29。私たちの分析では、COVID-19の経済的影響に

が高まっています。その原因は、孤立、社会的支援の不

より、5年間でさらに250万人の少女が児童婚のリスク

足、生計の喪失、ジェンダーに基づく暴力リスクの増加、

にさらされ、2020年にはさらに100万人が思春期妊

そして学校や幼稚園の閉鎖によって女性ばかりがさらに

娠を経験すると予測しています。思春期の少女が母乳育

負わされる育児負担などにあります。母親のメンタルヘ

児に関する支援や助言を受けられるようにすることが、

ルスへの影響やストレスは、母乳育児に表れる問題や子

今まで以上に大切になります30。

行為を余儀なくされるリスクが高まります。思春期の少
女は、性的暴力や早期妊娠の被害を特に受けやすい存在

母 乳 育 児 を 中 心 と し た 乳 幼 児 の 摂 食 お よ び 子 ど も・養 育 者 へ の ケ ア を 保 護 ︑促 進 ︑支 援 す る
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ソマリアでの重要な
栄養サービスの提供

どものストレスに加え、子どもの健康・栄養・発達に影響
するその他の摂食問題につながる可能性があります28 。

危機の時代にはよくあることですが、
ジェンダーに基づく

情報やサービスへのアクセスが部分的または全面的に不

暴力の報告事例が増えています 31 。私たちは最近、子ど

足した場合、
こうした問題はさらに悪化します。

もたちとその家族のCOVID-19体験について全世界で
調査を実施しましたが、それによると、3分の1近い家庭

パンデミックは既存のジェンダー不平等や脆弱性を悪化

の子ども、親または養育者が、パンデミック発生以降、家

させ、虐待や搾取のリスクを高めます。失業が増えると、

庭内で身体的または精神的な暴力があったと述べてい
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ます32 。家庭内暴力は赤ちゃんに間接的な影響を及ぼし
ます。51の低所得・中所得国を対象としたある調査で

例えば、ネスレのインドネシアのブランド「ダンカウ」は、
「ペアレントフェスト」と題したオンラインイベントを、母親

は、家庭内暴力に苦しんだ女性は完全母乳育児を行う可

が自宅から学ぶ機会と銘打って主催しています36。一方、

能性が13％低くなり、生後1時間以内に母乳育児を開始

インドでは、ダノンが「専門家の声」というキャンペーンを

する可能性が12％低くなるという結果が出ています 。

立ち上げ、COVID-19に感染した母親に、直接授乳せ

33

ず、赤ちゃんから6フィート
（約1.8メートル）の距離を保
地域社会構造をはじめとする女性・少女の保護制度は、

つよう助 言するビデオを流しました 3 7 。ダノンはまた、

パンデミックによって弱体化ないし崩壊する恐れがあり

「ニュートリシア」という粉ミルクの広告をパラグアイで開

ます。
したがって、ジェンダーに基づくさまざまな暴力か

始し、その中で「COVID-19に感染した母親が母乳育児

ら女性・少女を守るため、具体的な策を講じる必要があ

を行うのは安全か」という問いを投げかけています38。

ります。看護師や助産師の育成に投資すれば、乳児の死
亡を防ぐ効果があるほか、危険にさらされている妊娠・

カンボジアでは、数人の子どもが深刻な鉄欠乏症と貧血

母乳育児中の女性や思春期の少女を特定・支援する可能

で入院したのを受け、政府が「ニュートリラット」という粉

性が高まります。パンデミック時に女性・少女向けのス

ミルクの第三者検査を依頼しました。その結果、
この製品

ペースを開放しておくことがとても大切です。なぜなら、

には鉄分はほとんど含まれておらず、ラベルに表示され

これは言わば命綱になるからです。各国政府は性的虐

ている量の5％にも届かないことが判明しました。亜鉛も

待・搾取を防ぐというコミットメントを維持し、
ジェンダー

少なく、ラベル表示の半分に満たないレベルでした 39 。鉄

に基づく暴力の防止、軽減、対応策への投資を増やさな

と亜鉛は子どもの成長・発達に欠かせない微量栄養素

ければなりません。

で、カンボジアでは貧血が多く見られています。入院した
子どもの中には、症状が極めて重いため輸血を必要とし

サービスの中断にロックダウンやソーシャルディスタンス

た事例もありました。研究によれば、鉄欠乏性貧血の2歳

確保策が加わると、妊娠・母乳育児中の女性は従来の支

未満の子どもは、認知力や運動能力、社会情緒的発達が

援制度から隔絶されるため、悪影響を受ける恐れがあり

劣る危険性が高いことが分かっています。
これらの障害

ます。サービスの中断は一般に妊娠・母乳育児中の女性に

の一部は回復しないまま残り、その影響で子どもが人生

負の影響を及ぼしますが、母親が赤ちゃんの健康・免疫改

を満喫できないこともあるのです40。

善のために母乳に切り替えた結果として母乳育児率が上
がったという事例も、欧米を中心に散見されています34。

W H Oコードの 違 反 を 一 掃するには 、母 乳 代 替 品メー
カーが本気で改革に取り組むだけでなく、こうした企業

パンデミックへの不安を利用する
乳児用粉ミルクメーカー

の活動に対する規制の方法を大きく変えることも必要で
す。乳児用粉ミルクメーカーはWHOコード遵守を公約
し、そのための手段を早急に講じなければなりません。投

「母乳代替品のマーケティングに関する国際規準」とそれ

資家は企業の法令遵守向上を後押しし、その責任を問わ

に続く世界保健決議は「WHOコード」という通称で知ら

なければなりません。政府にも重要な役割があります。

れ、母乳育児の妨げとなり得る広告、試供品、母親のター

WHOコードの内容を国内法に完全に組み込み、母乳育

ゲット化、パッケージの健康強調表示といったマーケティ

児を保護することです41。来たる東京栄養サミット42に参

ング戦術を規制しています。それでも、多くの乳児用粉ミ

加しようとする母乳代替品メーカーは、サミットの参加原

ルクメーカーがCOVID-19の中でこのコードに違反し

則に従う必要があります。その中のある条項は、2030

ていることが発見されています35。

年までにWHOコードの完全な遵守を達成するための行
動計画に、
メーカーは政策と実施の両面でコミットしなけ
ればならない、と規定しています43。
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•

国内状況

サービスの利用状況や消耗症の症例を監視する

エチオピアでは、2020年3月に最初のCOVID-19

とともに、保健・栄養・農業サービスへの影響を

感染者が確認されました。2020年12月1日現在で

把握するための調査を開始しました。
この調査か

確 認 さ れ た 感 染 者 の 数 は 1 1 万 7 4 人 、死 者 は

らの発見によって、保健省は傾向が良くない地

1,706人です44。政府は4月8日、感染予防策とと

区や保健施設を特定し、的を絞った乳幼児の摂

もに緊急事態宣言を発令しました。その結果、ウイル

食支援・管理・推進を行うことが可能になりまし

ス感染の不安も重なって、保健・栄養ケアへの需要

た。例えば調査では、妊婦ケア、熟練した分娩介

が 減 少し、日 常 的な栄 養サービスも中 断しがちに

助、母乳育児の促進は、ビタミンAの補給や鉄・葉

なっています。パンデミックは市場や農業普及事業

酸の補給サービスより大きな影響を受けたこと

に 影 響 を 及 ぼし、それ が 食 料 不 安 を 高 め 、既に 高
かった子どもの栄養不良率がさらに上昇しました。

保 健 省 を 支 援して 3 , 2 8 7 の 保 健 施 設で 栄 養

も見いだされています。
•

栄養に関する既存の社会・行動資料を改訂して

セーブ・ザ・チルドレンのプログラム対応

COVID-19関連のメッセージを盛り込み、母乳

セーブ・ザ・チルドレンの「栄養活動を通じた成長」

育児の継続を強調しました。2万7,000枚のチ
ラシやポスターを作成し、3,250の保健施設お

は、米国国際開発庁の資金提供を受けた分野横断型

よび6万の農業訓練センターや地域社会に配布

栄養プロジェクトで、2017年以来、人口約1,400
万人を抱える120地域での低栄養を減らすべく、
エ
チオピア政府を支援しています。COVID-19パン

しています。
•

継続的提供やCOVID-19のリスク軽減を支援

デミックを受け、本プログラムへの取り組みを以下

するとともに、電話会議やオンライン会議を通じ

のように転換しました。
•

国・地方の保健・農業部門とCOVID-19タスク
フォースを対象として、COVID-19と栄養に関
する資料の作成や改訂、農業省COVID-19対
応計画の立案、最新指針の各地域や現場スタッ

現場スタッフや施設と協力して、栄養サービスの

て栄養活動を指導・管理しました。
•

プロジェクト車両を使い、政府に代わって個人用
防護具や栄養商品を輸送しました。

•

個人の衛生、水利用、公衆衛生、衛生用品を促進
しました。

フへの展開を目的に、技術支援を提供しました。

図7：エチオピアにおける6ヶ月未満乳児の完全母乳育児と発育阻害率の関係
男性

50
発 育 阻 害 の 有 病 率︵ ％ ︶

最も貧しい

母 乳 育 児 を 中 心 と し た 乳 幼 児 の 摂 食 お よ び 子 ど も・養 育 者 へ の ケ ア を 保 護 ︑促 進 ︑支 援 す る

エチオピアにおける栄養サービスのCOVID-19への適応
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食料安全保障、生計、栄養価の高い
食料へのアクセスを保護・支援する

家族の生計機会とそこからの世帯収入は食料安全保障と密接につながっており、
子どもの栄養成果を大きく左右します。

パンデミック前から既に、何億もの人々が慢性的な食料

国際労働機関（ILO）によると、COVID-19が原因で3

不安状態にあるとされていました。
こうした状況は長引く

億500万人の正規労働者に相当する雇用が失われる恐

紛争、人道危機、増え続ける環境災害によって悪化し、気

れがあります。同時に、ロックダウンは16億人の非正規

候変動、貧困、格差の影響がますます強く感じられるよう

労働者の収入に影響を与えています2。

になっています。そこに、パンデミックがさらなる課題を
もたらしました。ロックダウンや移動制限が貿易、生計、観

非正規労働市場で圧倒的に多いのは女性労働者です。非

光、国家経済に影響を与えているのです。世界銀行は、

正規部門に占める女性の割合は、南アジアで95％、サハ

2020年には世界経済が5.2％縮小すると予測していま

ラ以南アフリカで89％、中南米・カリブ諸国で59％に

す。
これは、第2次世界大戦以降で最悪の世界不況です1。

上っています3。

写真：FREDRIK LERNERYD/SAVE THE CHILDREN

フォーゲットは野菜や果物、
豆類の栽培方法の訓練を受け、
家族にとって十分な栄養について学びました。
彼女はこうして得たスキルや知識を
地域社会の人々に伝えています（マラウイ）。

24

社会経済への影響

らに、開発途上国では多くの生計を支える頼みの綱であ
り、家族を養う上で欠かせない出稼ぎ労働者による仕送

「食料が足りず、救済もありません。食料援助を
少し受けましたが、十分ではありません」

りが、ロックダウン、一時帰休、貿易の中断によって深刻

ネパールの16歳の少女 7

な影響を受けています。2020年の全世界の仕送り額は

「自分が食べる分を減らしました。私はそれでも

20％の減少が見込まれます5。

生きていけますが、私の子どもたちは無理です。

もう3ヶ月以上、きちんとした栄養のあるものを
食べさせることができていません」

こうした急激な景気悪化は、世界的な食料緊急事態の引

レバノンのシリア人難民で4児の母、サルワ8

き金になる恐れがあります。国連は、直ちに行動を起こさ
なければ深刻な食料不安に直面する人々の数が2020

こうしたCOVID-19の社会経済への影響は深刻です。

年だけで1億3,500万人から2億6,500万人に跳ね上

中でも最大の被害者は子どもたち、特に、最も貧しく弱い

がる、と警告しています。世界に迫りくる食料緊急事態を

立場に置かれた子どもたちです。セーブ・ザ・チルドレン

回避し、2030年までの栄養不良根絶へ向けて進展し続

とユニセフの分析によれば、教育、医療、住居、栄養、衛

けるため 6 、各国政府は食料安全保障と生計を支援し、す

生、水にアクセスできない多元的貧困状態にある子ども

べての人が栄養価の高い食料にアクセスできるようにし

たちの数は、パンデミックが始まってから15％増加し、

なければなりません。

12億人に上っています9。

図8：危機的状況にある家庭
COVID-19渦中の食料不安

ブルキナファソ

39

チャド

食 料 安 全 保 障 ︑生 計 ︑栄 養 価 の 高 い 食 料 へ の ア ク セ ス を 保 護・支 援 す る

親の賃金ペナルティ」とも戦わなければなりません 4 。さ

5

新型コロナウイルス感染症の

同時に、女性はジェンダーによる賃金格差やいわゆる「母
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中〜重度の食料不安を経験している家庭（％）
COVID-19の影響に関する世界銀行とIPAの電話調査に基づくセーブ・ザ・チルドレンの分析。
国連食糧農業機関の食料不安経験尺度で測定した食料安全保障。 期間：調査の7〜30日前。データの収集は5〜8月。
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栄養の危機

つまり、過 去 2 0 年 の 進 捗とはまったく対 照 的に、1 億

とる経済的余裕がありません15。最も貧しい家庭が、食費

5,000万人の子どもが新たに多元的貧困状態に追い込ま

の増加に加えて失業・賃下げによる収入減にも苦しむ

れ、生き延びて成長するために欠かせない重要なサービス

中、
この状況は一層悪くなると見られます。COVID-19

にアクセスできないということです10。さらに、最近行われ

により、2020年末までにさらに1億3,200万人が慢性

た各種の迅速評価調査からは、景気悪化が最貧困家庭の

的な飢餓に陥る可能性があります 1 6 。2022年までに

実生活に及ぼす影響を詳しく知ることができます。IPAが

は、新たに2億6,760万人が健康的な食事をとる経済的

実施した国別調査（図8参照）
によると、2020年2月以降、

余裕がなくなると推定されます。それに伴う子どもの発

コロンビアの回答者の半分超が食事の回数を減らし、
ガー

育阻害や死亡率の増加は、将来的に297億ドルの生産

ナでは40％超が食事の量を制限するか、食事を抜いてい

性損失につながる恐れがあります17。

ます。
またコートジボワールでは、回答者の70％超が食料
を買うために貯金を使い果たしていました11。

パンデミックが市場やサプライチェーンの中断に直結し
たため、世界的に食料価格が安定していたにもかかわら

セーブ・ザ・チルドレンが子ども、親、養育者に行った調査で

ず、供給中断や通貨下落などによって多くの国で既に食

は、4分の3を上回る家庭12が、パンデミックが始まってか

費が高騰しています。食料価格の上昇は、低所得・中所得

ら収入が減ったと述べており、
その結果、回答者の81％が

国の家庭により大きな影響を及ぼします。高所得国に比

食料を買うのに困っていることが分かりました 。食料価

べ、収入のうち食料に費やす割合が大きいためです18。

13

格の高騰により、62％の家庭が肉や乳製品、穀類、果物、
野菜を家族に食べさせるのが難しくなったと答えています
14

。最悪の影響を受けたのは都市部の貧困層でした。

さらに、2020年3月のパンデミック宣言直後の1ヶ月間
で、
アフリカ大陸全体の非正規労働者の賃金は80％超
減少しました 19 。ウガンダでのある調査によると、87％

パンデミックの前ですら、栄養価が高い食品や高タンパク

の家庭で、収入が減少するか収入減の一つ以上で稼ぎが

食 品 は 最 も 高 価 な 食 品 群 に 属して い ました 。

なくなって いました 2 0 。太 平 洋 諸 島 で は 、多くの 国 が

COVID-19前の計算によると、30億人、つまり現在の

COVID-19パンデミックの保健上の影響は回避してい

世界人口の3人に1人には、栄養豊富で健康的な食事を

ますが、観光に依存している国は大きな経済的打撃を

バングラデシュでの栄養不良に対する分野横断型アプローチ
2020年6月のバングラデシュにおける貧困層は人

防するため、統合的な直接・間接栄養介入アプロー

口の29.5％と

チを採用しています。

21

、前年度より9ポイント増加しまし

た。COVID-19の生活や生計への影響が甚大だっ
たことを示しています。失業や賃下げを受け、現在で

セーブ・ザ・チルドレンはスチャナでの以下の取り組

は計4,943万人が貧困状態にあります。

みを通じて、12万6,329世帯の能力育成を行いま
した。

スチャナ（Suchana）は、バングラデシュの栄養不

•

家庭菜園・畜産に関する研修

良の連鎖に終止符を打つべく、
シレットとマウルビバ

•

農業・非農業所得創出活動に関する技術管理と

ザール地区で2歳未満の子どもの発育阻害を大き

事業管理の研修

く減らそうとする分野横断型栄養プログラムです。
このプログラムは欧州連合（EU）と英国の外務・英

その結果、98％の世帯が栄養豊富な野菜を栽培中

連邦・開発省から共同資金提供を受けています。

であるほか、63％の世帯が所得創出活動によって
利益を出し、生産的資産を増やしています。また、

26

スチャナは 、受 胎 から子 どもが 2 歳になるまで の

84.7％の世帯が気候変動に強い農法（垂直菜園、

1,000日間という重要な時期の慢性栄養不良を予

揚床栽培など）を導入しています。

か勤務時間減少を経験しており、2020年の同国経済は

童婚や早期妊娠のリスクにさらされます。赤道ギニアとタ

21.7％縮小する見込みです22。

ンザニアでは、妊娠中の少女は学校へ通うことが禁じられ
ており、117の国では児童婚はいまだ合法です28。

学校の閉鎖と食事

「働いて両親を助け、妹たちを食べさせたい。

ミルクが欲しくて泣いてばかりいる妹もいますが、

「COVID-19の前は、学校がある日はいつも

今は1万レバノン・ポンド（7米ドル）もするので

給食が食べられたけれど、今は給食がなくなった。

買ってあげられません。

早く再開してほしい」

コロナウイルスのせいでお父さんは仕事がなく、

エチオピア・ソマリ地域の4年生、ナッサー（12歳）23

私たちには食べるものがありません。

私と妹たちは、お腹をすごくすかせたまま眠ります。

多くの 貧しい 子どもたちにとって、学 校は 一 日で 最も

買う余裕がないけれど食べたいものがあります。

しっかりとした食事を提供してくれる場所であり、
これが

パスタやミルクは高すぎて買えません。

その日唯一の食事ということもあります24。
しかし全世界

妹たちが食べられるように、私は働きたいです」

で、子どもの難民はそうでない子どもに比べて中等教育

レバノンで暮らすシリア人難民、サラ（9歳）29

を受けられない可能性が3倍高く、障害のある子どもは
障害のない子どもに比べて全く学校に行かない可能性
が2.5倍高くなります25。COVID-19は何百万という子

緊急時の母乳育児の重要性

どもの教育を脅かしています。2020年版『ユネスコ・グ

パンデミック前、紛争や自然災害、気候変動によって各国

ロ ー バ ル 教 育 モ ニ タ リ ン グ レ ポ ー ト 』に よ る と 、

の保健・食料システムは既に崩壊しつつありました。
ソマ

COVID-19危機の中、低所得・下位中所得国の約40％

リアではここ数年、干ばつから高湿度下でのバッタ大量

は疎外される恐れのある生徒を支援できていません 。

発生や異常洪水に至るまで、過酷な気象条件が続きまし

26

た 30 。こうした過酷な気象条件は気候変動とつながって
加えて、学校の閉鎖が家計の負担をさらに増やしており、

おり、同国の農業生産性、食料生産、天然資源に害を及ぼ

各家庭が大幅な収入減に苦しむ中、負担は一際大きくなっ

しています。その影響を受けているのが、食料システムや

ています。世界食糧計画（WFP）によると、学校の閉鎖が

農村部の生計で、農村部では雇用機会が減少していま

ピークを迎えた2020年4月には、3億6,900万人の子

す。中でも最も即座に表れる影響としては、食料不足とそ

どもが学校給食を食べられませんでした。
うち47％が少

れに伴う価格上昇が挙げられます。

EUの
「農場から食卓まで」戦略

F2F戦略にはジェンダーの観点も欠けており、
すべての

公正かつ健康的で環境にやさしい食料システムに向

政策分野にジェンダーの視点を取り入れることを約束

けたEUの「農場から食卓まで（F2F）」戦略は、2050

している、
欧州委員会の新たな
「ジェンダー平等戦略」
や

年までに欧州を世界初の気候中立大陸にすることを

食 料 安 全 保 障 ︑生 計 ︑栄 養 価 の 高 い 食 料 へ の ア ク セ ス を 保 護・支 援 す る

女です27 。少女は一度学校から離れると復学しにくく、児

5

被っています。
フィジーでは、労働人口の3分の1が失業

「ジェンダーアクションプランII」
と矛盾しています。

目指す「欧州グリーンディール」の中核を成します。
F2Fが成功すれば、
世界中の子どもたちにとって大き

セーブ・ザ・チルドレンは、あらゆる形態の栄養不良

な転機となります。
しかし、
現状ではまだ不十分です。

に終止符を打つため協力する分野横断型の市民社
会組織ネットワーク「ジェネレーション・ニュートリ

F2F戦略は、食料・栄養安全保障に関する従来以上

ション」の一員として、F2F戦略に対する以下の要請

に強力な政策枠組みを必要とします。現時点ではま

を後押ししています。

だ、農業生態学、小規模農家、栄養など、食料安全保

•

あらゆる形態の栄養不良を根絶すること

障の重要側面の一部を網羅しているにすぎず、
しか

•

すべての人が健康的かつ手頃で多様かつ栄養豊
富な食料にアクセスできるようにすること

もこうした側面についてですら、とるべき具体策が
詳細に記されていません。

•

小規模農家を支援すること

27

栄養の危機

一部の地域では、
ミルクや野菜の価格が20〜50％上昇し

良に終止符を打とうとするなら、最終的には、気候変動の

ています 。多くの開発途上国と同様、
ソマリアも気候危機

緩和と気候変動への強靭性を検証した上で、現在の世界的

の最前線に立たされています。
しかし、
これは地球全体の問

な取り組みに組み込むことが必要となります。

31

題であり、
世界が一致団結して立ち向かう必要があります。
何もしないという選択肢はありません。行動を起こさなけ
れば取り返しのつかない損害が生じ、何百万もの命が危険
にさらされます。WHOの推定では、気候変動の緩和策を

長期的施策の必要性
「この国の指導者に手紙を書けるのなら、

COVID-19の影響に苦しむ家族や子どもたちに
資金支援をしてほしいと頼むのに」

何もとらなかった場合、2030年までに5歳未満の子ども

ソロモン諸島農村部の13歳の少年 36

の低栄養による死者が毎年9万5,000人近く追加で発生

深刻な食料不足や飢餓が広がると、最も脆弱な子どもた

し32、2050年までに栄養不足の子どもが追加で2,400

ちの栄養不良が悪化し、その生存が危険にさらされる恐

万人発生します。また、気候の衝撃を繰り返し受けている

れがあります。
こうしたリスクを軽減するには予防策が不

地域では、子どもの回復力や成長力も大きく損なわれてい

可欠です。

ます33。
そして今や、一致団結して行動を起こさなければ、
気候変動にCOVID-19の影響が加わり、何百万もの子ど

子どものいる一家が飢えることのないよう、所得支援をこ

もたちの栄養状態に危険が及んでしまうのです。

うした世帯にできる限り迅速に提供することが極めて重要
です。
これは、政府の社会的保護施策（児童手当や家族手

こうした恐ろしい事態を防ぐため、栄養対策や気候変動対

当など）の拡充を通じて、
それが難しい場合には人道援助

策を支えられるよう、食料システムを大きく変える必要が

を通じて、実現可能です。生計支援（市場システムの中断時

あります。
これが実現できれば、地域で栽培される栄養価

に必要な資金を提供するなど）
や市場支援も必要です。

の高い食料へのアクセスを拡大し、地方の生産者と都会の
消費者の両方を支え、サプライチェーンにおける温室効果

子どもたちへの社会的保護を拡大するためには、各国政

ガスの排出を減らし、食料システム全体の気候変動に対す

府が、国の社会的保護制度を通じた一律給付の児童手当

る強靱性を高められる可能性があります 。同じように、食

の提供に向けて歩みを進め、子どもの養育者に定期的で

料システムを支えられるよう、気候変動対策も大きく変え

無条件の所得移転を行う必要があります。一律給付の児

る必要があります。2030年までにあらゆる形態の栄養不

童手当は、人的能力、人的資本、人類の未来に対する確か

34

フィジーにおける生計、食料安全保障、栄養への支援
太平洋諸島の多くの家庭と同じく、
フィジーの各家

てる機会の復興・振興、気候に適応した農業の従事

庭も気候変動の最前線で暮らしています。干ばつや

者訓練、少額助成金へのアクセスを通じた生産の多

水不足の増加、降雨量の変動、沿岸洪水、海岸浸食、

様化と拡大、農家と市場の連携、子どもたちの栄養

頻発する自然災害の影響悪化といった現象がすべ

状態改善を目的とした活動を行いました。

て組み合わさり、子どもの食料安全保障や栄養状態
を脅かしています。

その結果、農家の78％が収穫量を向上・多様化で
きたことで、地域社会の食料事情が改善しました。ま

2016年にフィジーを襲ったサイクロン
「ウィンストン」

た11の学校が野菜の種、根菜、果樹、園芸用具、柵

の後、
セーブ・ザ・チルドレンはニュージーランド援助計

を受け取り、1,341人の子どもたちに給食を出せ

画 と協力して、
ラ州とコロ島で「農業・食料安全保障

るよう校内菜園を作りました。BMIが正常範囲内に

に関する知見と行動」
プロジェクトを立ち上げました。

ある子どもの割合は3％増えて78％になり、先生た

35

ちは子どもの学習意欲・能力が目に見えて改善した
このプロジェクトでは3年にわたり、農業で生計を立
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と報告しています。

栄養不良を減らし、家庭環境や通学率の向上を通じて教

セージと組み合わせるべきことが示されています。現金

育成果を高め、子どもたちに対するさまざまな悪影響を

給付の成功例の上に長期的施策を築き、一律給付の児童

減じる上での手助けとなります 37 。子どもに投資する国

手当を含む社会的保護制度の確立を目指せば、より効果

は、将来的に働き手のスキルや健康が改善し、そこから長

が高まり、将来の危機に対する制度の強靱性を高めるこ

期的な恩恵を受けることができるのです 。

とができるでしょう41。短期的には、栄養不良の根底にあ

38

る助長要因への対処や新たな飢餓危機への対応にも、同
現金給付は家計の食料支出を増やし、家庭の選択肢を広

じくらい重点を置かなければなりません。

げ、幼児の補完食を改善することがエビデンスで示されて
います。
ナイジェリアでは、無条件の現金給付と食事ケアの

ジェンダーに対応した施策は、女性・少女が栄養に対する

改善介入を組み合わせたセーブ・ザ・チルドレンのプログラ

権利を実現するために不可欠であり、
したがって栄養に

ム により、生後24ヶ月までの乳児の発育阻害が8％減り

対する子どもの権利の実現にも欠かせません。国連の

ました。
また、6〜23ヶ月の乳児の53％が4つ以上の食品

「COVID-19グローバル・ジェンダー・レスポンス・トラッ

39

群から食事をとり
（対照群では37％）、75％の母親が生後

カ ー（ ジ ェ ン ダ ー 対 応 追 跡 ツ ー ル ）」4 2 に よ る と 、

6ヶ月間完全母乳育児を行いました
（対照群では47％）
。

COVID-19を受けて女性・少女の経済的安定を促すた
めのジェンダーに配慮した対策を導入済みまたは導入予

エビデンスからは、現金給付が実証された貧困緩和手法

定の国・地域の数はわずか86と、206に上る分析対象

であること、栄養成果への影響を最大化するためには、

国・地域の42％にとどまっています。

写真：JORDI RUIZ CIRERA/SAVE THE CHILDREN

食 料 安 全 保 障 ︑生 計 ︑栄 養 価 の 高 い 食 料 へ の ア ク セ ス を 保 護・支 援 す る

可 能であれば 社 会・行 動 変 容アプローチ 4 0 や栄 養メッ

5

な投資です。
こうした手当は、子どもの死亡率や慢性的な

娘 のイー・ケイ・トゥワル・ミョ
の 出 産 前 後 、ス・モン・ゾ ー は
私たちのプログラムが支援す
る助産師の助けを受けました
（ミャンマー）。
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提言
この20年間、子どもの栄養不良への取り組みにおいて、世界は真の進展を遂げました。
ただし、進展はまだ途上であり、
しかも極めて不均一です。2020年初めには子どもの3人に1人が栄

養不良でした。その大部分を占めるのは、世界で最も貧しく脆弱で危険な地域に住む子どもたちです。
今、COVID-19が命を脅かす新たな問題となっており、脆弱な地域社会で栄養不良を次々と引き起

こす恐れがあります。パンデミックの影響はすさまじいものになることが予測され、何年もかけて勝ち
取ってきた進捗の後退につながりかねません。

世界はこの脅威を直ちに終わらせることができますし、必ず終わらせなければなりません。すべての
子どもが成長に必要な栄養をとり、可能性を存分に発揮できる世界を築くため、より良い復興へ向け
た行動を始めなければなりません。

この報告書は、子どもたちの現在と未来を守るためには

は、栄養不良をめぐる彼らの懸念を克服するために何が

指導者たちが今すぐ行動を起こさなければならないこと

必要か、その懸念に対応するために政策決定者にいかな

を浮き彫りにし、子どもたちが生き延びて成長するため

る行動を求めるかを語ってくれました。彼らの提言は次

に欠かせない栄養対策を明らかにしています。子どもた

の通りです。

ちが健やかに育ち、健康を維持し、精神的に発達し、学習
することができる― そのための施策です。一生涯の幸

●

栄養不良の根絶を何よりも優先する。

福のためにどうしても必要な施策なのです。こうした施

●

戦略設計から実現までのすべての過程に、

策への関心を高めなければなりません。

特定のユースアドバイザーをはじめとする若者を
有意義な方法で巻き込む。若者が単なる被害者では

2021年は栄養にとって重要な年です。政府、
ドナー、国
連などの多国間機関、NGO、企業が政治課題における栄

なく問題解決者となれるようにする。
●

養の位置付けを高める機会も、世界中の指導者が子ども
の栄養不良を根絶するために今すぐ必要なコミットメント

他の若者に影響を及ぼせるよう、支援する。
●

を行う機会も数多く存在します。根絶― それはすべての
子どもが永遠に栄養不良と無縁になるということです。

ユースリーダーが地域社会のオピニオンリーダーとして
若者への栄養教育と無料で栄養価の高い学校給食を
組み合わせ、若年層の栄養状態を高める。

●

包括的アプローチを必要とする複雑な課題に対し、
連携を拡充・強化する。

栄養不良を終わらせるためには直ちに行動しなければな

●

栄養のための資金調達を優先し、予算配分を増やす。

りません。
「成長のための栄養：行動の一年」の一環として、

●

栄養不良の根本原因に焦点を当てた

以下に重点を置いたコミットメントを行う必要があります。

長期的介入を支援する。
●

1. 若者の行動計画 ¹

長期的アプローチと整合させる。
●

短期的なCOVID-19対策とより良い復興という長期

疎外された地域社会を対象に、
栄養に対する意識を高める。

目標の両方を後押しするためには、若者を巻き込むこと

●

調査研究を支援し、
その結果を応用する。

が 重 要 で す 。栄 養 へ の 取 り 組 み 拡 充イニシアティブ

●

栄養不良問題に対する各国の当事者意識を高める。

（SUN）市民社会ネットワークの栄養ユースリーダーたち
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栄養危機に対する計画と予算を確保し、

記号の説明

取り残されないよう、

コミットメントの内容は、以下のように日本政府の

栄養不良の根絶を進める
●

『コミットメント作成ガイド』
と一致しています。
保健：
栄養のユニバーサル・ヘルス・
カバレッジへの統合

平等と無差別の原則を中心に据えて、
子どもの権利条約と人権条約を履行する。

●

子ども、若者、地域社会のエンパワーメントを支援する。

食：
人と地球を支えるための、
安全で持続可能、
かつ健康的な食への変革

その際には、
女性・少女・子どもの権利のために活動する
草の根組織などと共に取り組む。子ども、若者、地域
社会を栄養や発達に関する議論に参加させるとともに、

強靭性：
脆弱で紛争の影響を受けた状況下の
栄養不良への効果的な対策と
強靭性の支援

その意見を意思決定に際して考慮し、広めていく。
●

格差を助長する社会規範や行動に対する栄養介入を
進める。
ジェンダー平等、
女性・少女のエンパワーメント、

データ：
データに基づく説明責任の促進と
資金の大幅増の確保は、
主な分野横断的テーマ

性と生殖に関する健康と権利をあらゆるレベルで
強化するため、必要な対策を優先する。
●

データを年齢層、
ジェンダー、障害別に分析する。
これにより、分野横断的なジェンダー分析の結果を

不安がさらに悪化している人々
（IPCフェーズ3+）
に

ジェンダー、年齢、障害に配慮した対応に取り入れる

特に注意を向ける。

ことで、プログラムの効果を改善し、
誰一人取り残されないようにする。
●

●

識字能力の低い人々のためのツールの開発など、
急性栄養不良への適応策の普及と活用を進める。
●

状況下での栄養不良に
直ちに対処する

●

保護・拡大する。人道的アクセス拒否の報告、防止、
緩和を推進し、違反者に責任を取らせる。
●

早期行動、地域社会による統合的介入、強靱性の構築を
基本に、脆弱で紛争の影響を受けた国々における

生計に関する必要不可欠な援助を維持・拡大する。

栄養不良への人道的・開発的対応を継続する。

以下の実現に向けた政治的指導力を発揮する。

最も困難な状況にあり社会から取り残された

―すべての紛争当事者が国際人道法を尊重し、

子どもたちをまず対象にする。

許容・促進すること。
―国連安全保障理事会決議第2532号（2020年）
と

4. 必須保健・

栄養サービスを強化する

国連事務総長の呼びかけに従い、
すべての紛争当事者が
世界的停戦に直ちに合意し、武力紛争を終わらせる

●

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを実現するための

ための恒久的な政治的解決策を模索すること。

重要な要素として、栄養サービスを国の保健システムに

家計収入を増やすため、
現金や引換券支給による

完全に組み込む。

人道援助を適宜優先する。
これによって負の対処方法を
●

国際的なパートナーと協力して人道的アクセスを

食料、栄養、保健、水、個人の衛生、公衆衛生、

支援を必要とする人々に対する自由な人道的アクセスを

●

簡易的な治療プロトコル、家族による子どもの
急性栄養不良スクリーニング実施に向けた訓練、

プログラムから得た知見を文書化し、共有する。

3. 脆弱で紛争の影響を受けた

提言

2. 子どもが誰一人

●

母子・新生児保健サービスや性と生殖に関する

増やし、
各家庭が栄養価の高い食料を買えるようにする。

保健サービスなどの必須保健・栄養サービスのほか、

疎外された集団に働きかけ、脆弱な層を中心とする

妊婦ケア、乳幼児の摂食、栄養カウンセリング、

子どもたちへのCOVID-19の具体的影響を考慮する。

微量栄養素の補充、急性栄養不良の治療などの

その際には、
既に危機的状況にある人々や、
深刻な食料

直接栄養介入を維持・強化する
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栄養の危機

●

地域医療従事者をはじめとする保健システムの
あらゆる層の従事者を保護、訓練、支援する。

●

6. 食料安全保障、生計、

栄養価の高い食料への

いかなる危機に際しても、十分な個人用防護具、

アクセスを保護・支援する

感染予防・管理対策、物資、関連業務支援が利用でき、
病気休暇に関する方針が規定され、労働者が
心理社会的支援を受けられるようにする。
●

●

手頃な価格で利用できるようにする。

すべての人が必須保健・栄養サービスを自己負担なしで

―いかなる危機に際しても、栄養・経済支援策などを

利用できるようにするとともに、
ジェンダー関連の

通じて、食料安全保障や生計を守るために

障壁など、利用の妨げとなる要素に対応する。
●

迅速に行動する。

一次医療や関連栄養介入に対する予算を明確化した
上で、保健・栄養システムへの国内公共投資を

●

悪化させる広範な飢餓リスクを緩和する。

栄養システムの能力や国内資源の動員策を強化する。

―各家庭が健康的な食品を買うのに必要な収入を
継続的に得られるよう、生計を強化する。

5. 母乳育児を中心とした

―気候や紛争による打撃にも耐えられる強い地域

乳幼児の摂食および

社会や食料システムに重点を置き、強靱性を構築する。

子ども・養育者へのケアを

●

―気候強靱性や気候適応の資金を、食料安全保障や
子どもに配慮した社会的保護施策に組み込む。
●

実現に向けて歩みを進める。
―各国政府には、経済的打撃の緩和策となる

支援に関する指針を提供する。

一律給付の児童手当の設計が求められる。さらに、

「緊急時の乳幼児の栄養に関する行動指針」の

●

人道危機を経験している国では、すべての関係者が

基準や提言を守る。

政府主導の社会的保護に向け、投資努力を

「母乳代替品のマーケティングに関する国際規準」2

●

強化しなければならない。

およびその後の関連する世界保健総会決議の基準や

―栄養への成果を最大化するため、栄養に関する

提言を守ることで、母乳育児や乳幼児の

社会・行動変容を促す広報施策やメッセージと

摂食を保護する。

現金給付を組み合わせる。

いかなる危機の際にもその期間を通じて、
看護師や助産師、および必要に応じて地域従事者や
ボランティアを支援する。こうした人々を適切に

7. 資金拠出の

コミットメントを行う

訓練することで、母乳育児のカウンセリングや
子どもの栄養に関する母親への助言に加え、妊婦、
乳幼児を養育する女性、家庭内暴力を受ける恐れの

●

ある思春期の少女への心理社会的支援も
できるようにする。
●

この報告書に記載する介入策を含め、
栄養に対する長期的で柔軟な資金拠出を約束する。

「COVID-19グローバル人道対応計画」などの

●

安全で適切な出産サービスや乳幼児に推奨される

人道対応計画に十分な資金を提供し、

摂食慣行を社会的保護施策によって支援し、

国内外のNGOが資金を柔軟に活用できるようにする。

妊婦や2歳未満の子どもの養育者が恩恵を
受けられるようにする。
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子どもや養育者（主に女性）に対する社会的保護の
範囲拡大を早急に支援し、一律給付の児童手当の

WHOの母乳育児やCOVID-19などに関する指針に
沿って、乳幼児の摂食に向けた適切で時宜を得た

●

気候適応などの長期的予防策に投資することで、
子どもの生存を脅かし最も脆弱な人々の栄養不良を

増やす。
ドナー資金や技術協力により、国の保健・

保護、促進、支援する

すべての人が安全で栄養価の高い食料を

●

COVID-19対応策の一環として、
栄養のための資金を動員する。

1歳のマルワは移動診療所で発熱、嘔吐、下痢の

治療を受けました。1週間が経ち、母親のホダン

写真：MUSTAFA SAEED/SAVE THE CHILDREN

とともに、栄養検査と治療食を待っています。

主な用語
最初の1,000日

低栄養

受胎から子どもの2回目の誕生日までの1,000日間を

低栄養は、不十分な食料摂取や感染症を繰り返した結果

指します。この重要な期間の適切な栄養摂取は、子ども

と定義されます。体重が年齢相応の標準値に満たない

が身体的・精神的に発達し、学習し、貧困から抜け出す能

「低体重」、身長が年齢相応の標準値に満たない「発育阻

力に多大な影響を及ぼす可能性があります。また、社会

害」、体重が身長相応の標準値に満たない「消耗症（また

の長期的な健康、安定、繁栄の実現にも関わります 。

は急性栄養不良）」のほか、ビタミン・ミネラルが不足して

1

いる状態である「微量栄養素欠乏」が含まれます6。

飢饉
飢饉は、ある地域で20％以上の家庭が極端な食料不足
に陥っているか陥る可能性が高い状況を指します。飢饉
では、飢え、死亡、極度の貧困、重度急性栄養不良が顕著
であるか、顕著になる可能性が高くなります。死亡率は極
めて高い状態にあるか、高まりつつあり、その直接の原因
は深刻な飢えである場合と、栄養不良と病気の相互作用
である場合があります 。
2

過体重・肥満
体重が身長相応の標準値を大きく超えている状態をい
います。健康を損ないかねない過度または異常な脂肪蓄
積がある、と定義されることもあります。BMIは、大人の
過体重・肥満を分類するのによく使われる簡単な指数
で、身長に対する体重の比率を示します。BMIが25以上
であれば過体重、30以上であれば肥満です 7 。この形態
の栄養不良は摂取カロリーに比べて消費カロリーが少な

食料安全保障

すぎるのが原因で、後年の非感染性疾患のリスクを高め

食料安全保障とはすべての人が、自分の嗜好に合い、か

ます8。

つ健康で活力ある生活を送るための食のニーズも満た
す安全かつ十分で栄養価の高い食料に、物理的・社会的・
経済的に常にアクセスできる状態を指します3。

飢餓
飢餓とは、食料が足りないため何か食べなければならない
ことを体が知らせる方法です。飢餓が続くと低栄養になり
ますが、
これは低栄養の多くの原因の一つにすぎません。
他
の原因には下痢、
マラリア、
HIV・エイズなどがあります4。

栄養不良

発育阻害とは、身長が年齢相応の標準値に満たない子ど
もを指します。身体的にも認知的にも成長できていない
状態で、慢性的な栄養不良や何度も繰り返す栄養不良が
原因です。
「 慢性栄養不良」と呼ばれることもあります。発
育阻害の影響は多くの場合、一生涯続きます9。

消耗症
消耗症とは、
体重が身長相応の標準値に満たない子どもを

栄養不良は、低栄養の代わりに使われることが多く、広い

指す状態です。
突発的な栄養不良や急性の栄養不良が原因

意味を持つ言葉ですが、厳密に言えば過体重や肥満も意

です。消耗症の子どもは食料から十分なカロリーを摂って

味します。栄養不良になるのは、成長・生命維持に必要な

おらず、
直ちに命を落とす恐れがあります10。

カロリーやタンパク質を食事で十分に摂取できない場合
や、病気の影響で食べても十分栄養をとれない場合（低
栄養）です。また、消費カロリーに比べて過剰なカロリー
を摂取したとき5も栄養不良となります。十分な栄養と
は、体に入る栄養、体から出ていく栄養、体に吸収される
栄養のバランスがとれた状態をいいます。
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栄養の危機
子どもの栄養不良に立ち向かうため、
なぜ今、行動を起こさなければ
ならないのか

新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の以前から、多くの家庭や地域社会は、
子どもの身体的・精神的発達に必要な栄養を提供するのに大変な苦労を強いられ
ていました。
しかし今や、最も脆弱な地域に暮らす子どもと大人たちは、未だかつてない世界的
な食料・栄養危機に直面しようとしています。
これを現実にしてはなりません。目の前の子どもたちの命を救い、その将来を栄養
不良の傷跡から守るため、今すぐ行動しなければなりません。
この報告書は極めて重要なタイミングで刊行されます。2021年は「成長のための
栄養：行動の一年」です。全世界の指導者たちには、子どもの栄養不良への取り組み
に今すぐ必要なコミットメントを行う数多くの機会が提供されます。
この報告書『栄養の危機』は、栄養面の進捗を保護・促進する5つの施策を中心に据
えています。そして、各国政府、ドナー、国連などの多国間機関、NGO、企業に対し、
誰一人取り残すことなく永久的に栄養不良をなくすために断固たる行動を起こすよ
う、具体的な提言を行っています。
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