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専門家の意見：栄養問題の「二重負担」に対する理解

世界的な問題である栄養不良と肥
満は、特にそれらが同時に存在する低
中所得国で大きな問題となっており、
WHO(世界保健機関 )は栄養に関わる問
題の「二重負担」と呼んでいます。
ロバートE.ブラック、B.セシケラン

栄養不良の問題は世界的に軽んじられ
ています。栄養摂取の転換期を迎えてい
る国であっても、低中所得国では、今でも
栄養不良の母親や子どもが疾病率、死亡
率および人的資本に悪影響を与えているこ
とに加え、成人後の慢性疾患との関連に
おいても重大な懸念となっています。

短期的には、紛争、干ばつ、自然災害
が人々の栄養摂取に重大な影響を与えま
す。長期的な傾向としては、気候変動、水
不足、農地の減少などにより、世界人口が
100 億人と予想される西暦 2100 年には
世界人口への食料供給能力が脅かされる
可能性があります。同時に、過体重と肥
満が世界中で増加しています。こうした増
加には都市化や活動量の少ないライフス
タイル、精製された炭水化物や動物性食
品の摂取量増加などさまざまな要因が関
わっています。

低栄養
1990 年から1992 年頃には飢餓に苦し

む人々の数は世界で 8 億 2,400 万人ほど
でした。2007 年には 9 億 2,300 万人ま
で増加、飢餓に苦しむ人々や過少体重の
子どもたちの数を半減するという国連ミレ
ニアム開発目標が全く達成されていないこ
とを示唆しています。医学雑誌「ランセッ
ト」に掲載された論文（2008 年）におい
て、ブラックらは世界全体の過少体重の
幼児の数を 1 億 1,240 万人と試算しまし
た。その割合はアフリカで 28%、アジア
で 70%、南アジアで 90% です。

低栄養は貧困に関係していると考えられ
ていますが、経済成長が低栄養の比率を
改善する保証はありません。急激な経済

成長を遂げている国の一部では、社会的
な格差を反映して低栄養が解消されず、悪
化する場合もあります。経済成長によって
栄養状態が良くなると思うかもしれません
が、トリクルダウン効果には時間がかかり
ます。ブラジルでは、マクロ経済政策によ
り経済が成長、貧困が減少し、子どもの
過少体重や発育不良が急速に改善されて
います。これに反してインドは経済成長の
恩恵が低栄養に影響を与えるには至ってい
ません。世界中の栄養不良の子どもたち
の 40% と低出産体重児の 35% がインド
に集中しています。

多くの国が経済的貧困の改善を目指し
ていますが、過少体重の子どもの数を半
減するというミレニアム開発目標を達成で
きそうな国はほとんどありません。食料や
原油価格の上昇、水の利用性の低下なら
びに気候変動などの世界的な動向により、
低栄養や微量栄養素欠乏症への対応が世
界的に鈍化しています。

食料価格の高騰は世帯の購買力を大き
く低下させます。食品の入手の大半を市場
に頼っている最貧困層の人々は特に影響を
受けています。購買力の低下は、暖房、照
明、水、衛生設備、教育、医療などの世
帯購入能力にも影響します。これらはすべ
て栄養摂取に関わりがあります。

燃料価格の高騰により、窒素肥料や輸
送費用が増加し、食品価格の上昇につな
がります。また、バイオ燃料用の作物生
産によって人間や動物が消費する食料の
生産量が制限され、食料価格が上昇して
います。食料価格の上昇による悪影響は、
経済の低迷によって深刻化する可能性があ
ります。途上国への資金援助の減少、就
労機会の減少、および賃金低下により所得
が減少し、購買力が低下、貧困の深刻化
と貧困の割合が加速し、低栄養が増加す
ることが考えられます。

科学者の大半が、気候変動が人類の直

面する最大の問題であると口を揃えてい
ます。気候変動に関する政府間パネルは、
気候変動だけで飢餓のリスクを直接受け
る人の数が 4,000 万～1 億 7,000 万人増
加し、それに伴う社会経済的リスクの影響
を受ける人はさらに多くなると試算してい
ます。気候変動は、疾患のパターンや死亡
率の変化、異常気象の増加、農業や水利
用に対する脅威など、さまざまな方面で
健康と栄養に影響すると考えられます。

気温が 2℃上昇すると、農業生産高の
減少により2 億 2,000 万人が栄養不良の
リスクにさらされ、3℃上昇するとさらに
4 億 4,000 万人が栄養不良のリスクにさ
らされると考えられます。

食糧の確保と経済的発展を強化するた
めの農業推進と人々の栄養状態の向上推
進について、理論と実践の面でどう調整し
ていくかが議論されています。こうした調
整について改めて考える上で特に重要なの
が、低中所得国における母親と子どもの
栄養ニーズへの対応です。食糧確保におけ
る G8 の主なイニシアチブは農産物の生
産性の向上ですが、保健機関や提携機関
は、栄養改善拡充のための取り組みなど
において、「初めの1000日」（妊娠期を通
してさらに生後 2 年まで）の栄養摂取に
注目しています。食糧確保を強化するとい
う目標と併せ、特に貧困層における栄養
確保を実現する必要があります。
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過体重と肥満
1 人当たりの GNP( 国民総生産 ) が低

い国を含め、母親と子どもの低栄養が蔓
延している国で過体重と肥満が問題になっ
ているという事実があります。世界銀行の
戦略（栄養を発展の核と位置づける）で
は、先進国の 3 倍の速さで過体重の子ど
もの割合が増加しているアフリカ諸国を
中心に、5 歳未満の子どもの過体重が多
くの発展途上国で懸念要因と位置づけら
れています。2010 年には、過体重や肥満
の子どもの数が 4,300 万人で、その 80%

が低中所得国の子どもたちであると試算
されました。世界的には 1990 年の 4.2%
に対し、2020 年までに 9.1% に達すると
予測されます。

「急激な経済成長を遂げながら
も低栄養が解消されず、悪化し
ている国があります。」

左　�ロバート�E.ブラック、MD、MPH、ジョンズ・ホプキンス大学・ブルームバーグ・スクール・オブ・パブリックヘルス�
（米国メリーランド州バルティモア）国際医療学部エドガー・バーマン教授兼学部長

右　B.セシケラン、MD、国立栄養研究所（ICMR）（インド、ハイデラバード）前理事長
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多くの国で過体重の人がいる一方、食
糧が確保されず低栄養に陥っている人が
いるという不公平な状態が生じています。
一方で、女性の過体重と肥満の割合が高
い場合、その子どもに栄養不良が多いと
いう状況も見受けられます。

南アジアの栄養不良
人口増加と都市化の影響が甚大で経済

が成長しても低栄養がほとんど解消され
ない南アジアでは、栄養不良が特に切迫
した問題となっています。南アジアでは、
おびただしい数の子どもたちが、教育レ
ベルの低さ、不適切な食事、低健康状態、
低認知力と直接関係する貧困の悪循環に
陥っています。都市部の貧しい移住者も食
糧を確保できず、都市部において深刻な
栄養不良に陥る人の数が増加しています。

特に食生活の変化によって摂取エネル
ギーが増加した都市部で生活している中
高所得層では、過体重と肥満の割合が着
実に増加しています。身体的な活動量の
多い農村部での生活から活動量の少ない
生活に移行することで、こうした食生活の

変化が都市部への移住者の健康にさらに
悪影響を及ぼしています。

南アジアでは、肥満、2 型糖尿病、メ
タボリックシンドローム、癌、心疾患など
の食事やライフスタイルに関係する疾患が
流行疾患並みに増加し、肥満、糖尿病、
高血圧が子どもや若者の間で大きな問題
となっています。

「初めの 1000 日」（母親の妊娠期から
子どもが 2 歳の誕生日を迎えるまで）が
非常に重要で、この間に母親や子どもが
栄養不良状態にあると生理学的・神経学
的発達に長期的な悪影響が及ぶことが昨
今の研究で示唆されています。2008 年
に医学雑誌「ランセット」に発表された研
究（Victoria, C.G ら）では以下の結論が
示されています：「この期間の介入が、学
業成績、労働能力、性と生殖に関する健
康および成人後の所得に生涯にわたって
甚大な影響を与える。子どもが 2 歳にな
るまで対策を行わなければ、栄養不良の
影響は取り返しのつかないものになる。」

南アジアでは、すぐにでも既存の栄養
介入プログラムを強化し、乳幼児や幼児
の食習慣を改善する必要があります。カロ
リーとたんぱく質、ならびに微量栄養素を
豊富に含む食品のコミュニティー単位での
入手の可能性に基づいて介入計画を立てら
れるよう食糧確保に関するデータの整備が
急務です。

さらに行動の変化を通して食生活の多
様性を改善する戦略を検証する取り組み
も必要です。微量栄養素強化製品やサプ
リメントの利用が効果的で拡張性のある
選択肢になると考えられます。同時に、こ
うした地域において栄養状態の長期的な
改善を実現するには、衛生設備の拡充、
安全な飲料水の提供、所得を生む計画の
導入、ならびに干ばつ、地震、洪水など
の緊急事態のリスクへの対応も同様に重
要です。

コートジボワールで大規模に行われた調理と衛生に関する教育イベント、マギーの「Caravane�des�étoiles(星のキャラバン)」
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結論と提言
低中所得国は、発育不良と必須ビタミン・

ミネラルの欠乏症という栄養不良の「二重
負担」に取り組まなければなりません。こ
の「二重負担」により、小児期から成年期
にかけての死亡、病気および発達の遅れ
といった深刻な問題が生じています。また、
成人の肥満や非伝染性疾患という重大な
結果も生じます。

胎児の適切な発育を確保し、乳幼児の
栄養摂取を向上するために、若者と母親
の栄養に注目することが急務です。母乳保
育と生後 6 ヵ月以降の高品質な補助食品
の利用は成長と発達の促進に不可欠です。
こうした習慣と併せて、十分な微量栄養素
の摂取を継続し、さまざまな食品を摂取
させ、また小児期の過剰な体重増加を予
防することで、発育不良、成人の肥満およ
びそれに関連する疾患の低減を期待でき
ます。

こうした習慣の強化と推進が優先課題
であり、今後も続くであろう貧困と闘い
ながらもやり抜いていかなくてはなりませ

ん。また、社会も生物燃料として使用され
る作物との競争の結果生じた食糧価格や
農産物の生産性、水不足、気候の不安定
性について高まる懸念に対処しなければな
りません。人々の健康、教育の機会およ
び経済的生産性を確保するため、政府や
市民団体が共同で組織的にグローバルに
取り組む必要があります。

食品メーカーはさまざまな方法でこれに
貢献することができます。例えば、WHO
などの科学的根拠に基づく提言を参考に
焦点を絞った微量栄養素の強化を行う；
健康との関わりから社会的に関心の高い
成分の使用量を削減し、果物、全粒穀物、
食物繊維の使用量を増加する；栄養バラ
ンスや運動の利点などの問題について消
費者に教育を行うなどです。

「母乳保育と生後 6ヵ月以降の
高品質な補助食品の利用は成長
と発達の促進に不可欠です。」

全文は以下をご覧ください。
www.nestle.com/csv/2012/expert 
各専門家の見解は著者の独自のものであり、
必ずしもネスレの見解に一致するとは限りませ
ん。

2015年までに栄養プロファイルを向上させるグローバルな取り組みの一部としてスイス、オーブで行われているシリアル・パートナーズ・ワールドワイド社製品のレシピ改良


