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要旨
今日、貧困緩和が再び開発領域の焦点とされるなかで、保健面での剥奪が貧困の最大要
素のひとつであると言われている。そこで、貧困層に属する人々、特に子どもと女性の多
くが栄養不良状態にあることは早急に解決しなければならない大きな問題としてとらえら
れ、世界各国でかれらを対象とした栄養改善プログラムが取り組まれてきた。にもかかわ
らず、現在でも多くの子どもと女性は栄養不良の問題にさらされたままであり、それはと
りわけ南アジアで深刻である。本来、栄養問題は包括的なものであるが、近年、WHO も
ユニセフも微量栄養素に焦点化した活動を中心としている。それは、すぐ目に見えるかた
ちでの効果を求める傾向が栄養分野の援助戦略にもあらわれてきたということではないか。
しかし、人々の食生活改善のためには、本来の包括的な取り組みを展開していく必要があ
るということが、本論の背景にある問題意識である。
そこで本研究の目的は、人びとの食生活の質の向上や食行動の変容という視点から、南
アジアの微量栄養素プログラムを批判的に検討し、一方これに対置して、ネパール農村女
性の食生活調査の結果をもとに、エンパワメントを促進し、食行動変容を軸とする包括的
栄養プログラムの有効性を明らかにすることである。
まず第 1 章で、こうした問題意識と研究目的を述べた。第 2 章では、南アジアの女性や
子どものおかれている状況について、国連機関などのデータを用いて調べた。南アジアの
乳幼児の死亡率や栄養不良児の比率、妊産婦死亡率が相対的に高いことを示した。次に筆
者がパキスタンとバングラデシュでかかわったリプロダクティブヘルス分野のプロジェ
クトの経験をもとに、国際的に WHO などが中心になって進めているセーフ・マザーフッ
ド（安全な母性）プログラムを取り上げた。リプロダクティブヘルス分野においても、住
民主体の包括的なプログラムから、医療施設での出産を勧めることに焦点をあてる専門家
主体の選択的プログラムに移行している現状を述べ、短期間で投入の結果をあらわすこと
のできる数値的な成果達成への関心が、関連領域でも広がっている傾向を示した。
続く第 3 章では、栄養プログラムの概念を検討し、本論文で用いる定義を定め、本研究
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では包括的栄養プログラムと微量栄養素プログラムを比較検討するという視座を設定し
た。ここでは包括的栄養プログラムを、広い意味での栄養教育の定義をふまえ、「人々の
健康の維持増進、及び生活の質（QOL）の向上を目的として、望ましい栄養状態と食行動
の実現に向けて、人々のエンパワメントレベルの向上や食環境を含む生活環境を整備して
いくために取り組まれる事業」と定義した。そして、国際的に取り組まれてきた栄養プロ
グラムの変遷を示し、包括的な取り組みから微量栄養素プログラムに移行していった経緯
を示した。続けて、文献レビューによって南アジアの学校給食の取り組みを分析し、イン
ドやパキスタンにおいては、地元の食物を用い、地元の女性を雇用する女性のエンパワメ
ントにつながる学校給食から、微量栄養素が添加されていて栄養価が高いとされるビス
ケットなどのパッケージの学校給食に移行している現状を示した。さらにネパールの農村
地域の学校給食についてフィールド調査に基づいて検討し、地元の食物を用い、地元の人
を雇用し、エンパワメントにつながる学校給食を提供するための課題と可能性を考察した。
第 4 章では、ネパールで実施されてきた過去の微量栄養素プログラムの介入と結果につ
いて、既存研究を精査した。1989 年から 2008 年までにネパールで取り組まれた 12 件の
介入研究（RCT）は、栄養状態の良くない子どもと妊婦を対象とし、死亡率を減少させる
ことや死亡につながる疾病の罹患率を減少させることを目的に取り組まれてきていたこ
と、また 12 介入すべてで微量栄養素補給（カプセルなど）戦略が用いられており、食物
ベースのアプローチ／食生活の改善戦略を用いていたのは 2 件だけであったことを示した。
そして、微量栄養素プログラムは食行動変容にはつながらず、持続性に問題があることを、
理論的に明らかにした。
第 5 章では、包括的栄養プログラムの理論的骨格を仮説的に提示している。まず、包括
的栄養プログラムの構成要素について検討し、良好な生活・食生活の質や栄養状態達成の
要因として、「食行動」「食態度」「食知識」「環境要因」、そしてこれらすべてにかかわる
「エンパワメント」をあげ、それぞれについてなぜ重要な要素であるのかを考察した。第
2 節では、最重要要素であるこのエンパワメントについて概念的に検討した。まず栄養教
育分野でのエンパワメントという用語や概念の用いられ方について既存研究を調べた後、
ネパールで用いられているエンパワメントの指標を検討した。以上を踏まえ最後に第 3 節
で、次章の実証的調査の理論枠組みとなる包括的栄養プログラムのモデルを提示した。
第6章では、第2～4章で論じてきたことを実証的に裏付けようとしている。すなわち、
女性や子どもの栄養状態の向上のためには、持続性があり食行動変容につながる包括的栄
養プログラムが有効であることを検証するのであるが、そのために、第5章で挙げた包括
的栄養プログラムの構成要素を用いて作業仮説を設けた。そして筆者が2012年にネパール
で実施した食生活調査と、1994年に同じ調査地で実施された食生活調査の結果を比較し、
女性のエンパワメントと自己および子どもの健康状態との関連を検討した。まず、対象農
村の食生活状況と女性・子どもの特性を、ネパール国内および南アジアの状況に照らして
相対化している。その上で、調査村における二時点での幼児の食生活の比較から、社会経
済状況や食環境の変化により食事内容が変化し、子どもの栄養状態が向上したことを明ら
かにした。すなわち、入手可能な食物から作った料理で構成される食事の内容を変えるこ
とで、子どもの栄養状態の向上が実現できる可能性を示した。次に、この村における2012
年の女性への調査に基づき、エンパワメントの度合いが高い（健康的な生活に関する自己
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効力感が高く、自分や子どもの健康は自分でコントロールできるという信念が強い）女性
は、低い女性と比較して、主観的健康感が優れ、主観的幸福感が高く、子どもの栄養状態
がよくなる傾向を示した。これにより、入手可能な食物のある環境があれば、女性のエン
パワメントを支えることで、必ずしも微量栄養素補給プログラムに頼らずとも、女性や子
どもの栄養状態は向上する可能性があることを導いた。
第 7 章では、本研究全体をふりかえり、南アジアにおける包括的栄養プログラムの可能
性について総括的に整理した。栄養プログラムに取り組んでいる国連機関などのドナーは
貧困緩和に取り組む包括的な施策の中で栄養改善を進めるべきであるとしながらも、実際
には、費用対効果が高く、短期間で成果の上がる微量栄養素プログラムに特化してきた。
第 2 章でみてきたセーフ・マザーフッドプログラムや第 3 章でみてきた学校給食プログラ
ムも、同様の流れを示している。本研究が明らかにしたのは、微量栄養素プログラムが実
効性をもつのは限られた状況においてであり、その限界にむしろ注目すべきこと、そして
ネパールを含む南アジアの現状においては、包括的栄養プログラムを通じて栄養状態の改
善を導き得る可能性が高いこと、その際に女性たちのエンパワメントが重要な要素となる
こと、であった。したがって政策的には、社会的に弱い立場の人びとのエンパワメントに
焦点を当てた栄養プログラムを政府は推進すべきである。
本研究では、理論的に考察した包括的栄養プログラムの可能性を、ネパールのある調査
村における食生活の二時点での変化を調べることにより、実証的に検証した。しかしデー
タは横断的調査結果にとどまったため、包括的栄養プログラムが「因果関係」として女性
のエンパワメント、さらに子どもの健康・栄養状態の向上に帰結したのかについては、今
後の課題として残された。
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Abstract
This paper aims to theoretically and empirically analyze and discuss the effectiveness of
comprehensive nutrition programs emphasizing empowerment and dietary behavioral change in
vulnerable populations in South Asian countries.

The first chapter provided the background and objective of the paper. The second chapter explained
the poor health situations of Asian women and children using data from U.N. agencies and
literature. As evidenced by the safe-motherhood program, reproductive health programs in the
study area have become less comprehensive and more selective in order to reduce cost and hasten
data turnaround.

Chapter three defined the comprehensive nutrition programs discussed in this study as those which
empower participants and improve their environment while promoting good nutrition, health and
QOL. Then, in a historical overview, the shift from comprehensive to micronutrient based nutrition
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programs were explained. Citing examples of the Nepalese government's school tiffin program,
implemented in mountainous areas with high poverty, the current status and challenges of
conducting a warm tiffin program were discussed, including the trend away from warm tiffin,
which was made from local food and by local people, toward cold tiffin, which is micronutrient
rich food packaged in India and Pakistan.

The forth chapter critically reviewed literature on micronutrient programs implemented in Nepal
and showed the programs have limitations on dietary behavior change and sustainability.

Chapter five highlighted the main factors discussed in chapters two through four which comprise
comprehensive nutrition programs, particularly the important keyword, empowerment.

Chapter six analyzed the results of dietary surveys for women implemented in rural Nepal, and
discussed the possible effectiveness of nutrition programs aimed at empowering women. Indeed,
when women’s empowerment level were high, their QOL and subjective sense of well-being, and
their children’s nutritional status were correspondingly good. Thus women and children living in
rural Nepal may not need to depend on micronutrient programs, and could possibly conduct their
dietary life with local food so long as maternal empowerment is improved.

The last chapter summarized and concluded the issues discussed in all chapters, addressing present
limitations, and proposing strategies that should be considered for the future.

【福祉社会開発研究科 博士課程／国際社会開発研究科 博士後期課程 学位授与審査】

目 次
第 1 章 序論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 研究の背景と目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 研究の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 3 節 論文の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
1
2
2

第２章 南アジアの女性と子どもの健康 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 女性や子どものおかれている社会的状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 保健、栄養指標からみた子どものおかれている状況 ・・・・・・・・・・・・・・
2. 保健、栄養、女性指標からみた女性のおかれている状況 ・・・・・・・・・・・・
3. 社会文化的な背景からみる南アジアの女性の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 リプロダクティブヘルス分野のプログラムの動向 ・・・・・・・・・・・・・・

4
4
4
5
7
8

第３章 栄養プログラムの現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 栄養プログラムの概念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 栄養プログラムの定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 本研究で検討する栄養プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 栄養プログラムの変遷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 世界の栄養問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 世界の栄養プログラムの変遷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 微量栄養素プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 3 節 南アジアの保健政策と栄養プログラム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. ネパール、パキスタン、バングラデシュ政府の保健政策と栄養プログラム ・・・・
2. 南アジアの栄養プログラムの諸問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. ネパールの栄養プログラムの事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. バングラデシュの栄養プログラムの事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 4 節 学校給食にみる栄養プログラムの変化と現状：既存研究の分析から ・・・・・・
1. 背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 5 節 ネパールでの学校給食プログラムの現状と課題：フィールド調査から ・・・・
1. 教育省と保健人口省関係者への調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. プロジェクト対象地域住民の学校給食に関する意識 ・・・・・・・・・・・・・・
3. カルナリ県の学校給食プログラムの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 6 節 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12
12
12
13
14
14
14
15
22
22
25
26
30
32
32
32
33
41
42
42
43
46
46
50

第４章 微量栄養素プログラムの批判的検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 ネパールにおける微量栄養素に関する既存研究の検討 ・・・・・・・・・・・・
1. 背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

51
51
51
52

3. 結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 微量栄養素プログラムの諸問題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 食行動の側面からの検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 持続性の側面からの検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

52
58
59
59
62

第５章 包括的栄養プログラムの理論的枠組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 包括的栄養プログラムの諸要素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 生活の質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 良好な健康・栄養状態や食生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 食行動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4. 食態度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. 食知識・スキル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6. ソーシャルサポート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7. 環境要因 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 包括的栄養プログラムにおけるエンパワメント ・・・・・・・・・・・・・・・
1. 栄養教育分野でのエンパワメントの概念と用語の使用 ・・・・・・・・・・・・・
2. 包括的栄養プログラムにおけるエンパワメント概念 ・・・・・・・・・・・・・・
第 3 節 包括的栄養プログラムのモデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 構成要素を計測するための指標の検討に用いる理論 ・・・・・・・・・・・・・
2. ネパールで用いられている女性のエンパワメントを測定する指標 ・・・・・・・
3. 包括的栄養プログラムのモデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

63
63
64
65
66
67
67
67
67
68
68
74
74
74
75
75

第６章 ネパールにおける食生活改善の可能性の検証 ・・・・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 調査の仮説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 調査の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 対象地域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. 調査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3. 解析方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 3 節 結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1. 質問紙調査の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2. フォーカスグループインタビューの結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 4 節 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

77
77
77
77
79
83
84
84
118
122

第７章 結論：南アジアの包括的栄養プログラム再建に向けて ・・・・・・・・・・・・・
第 1 節 まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 2 節 政策的な示唆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第 3 節 今後の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

126
126
127
128

引用・参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
資料 調査票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154
資料 略語一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172

図表目次
図 3-1
図 4-1
図 5-1
図 5-2
図 6-1

対象地域の位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スクリーニングの流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
栄養・食生活と健康、生活の質などとの関係 ・・・・・・・・・・・・・・・
包括的栄養プログラムのモデル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調査・解析の枠組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

43
52
63
76
84

表 2-1
表 2-2
表 2-3
表 3-1
表 3-2
表 3-3
表 4-1
表 4-2
表 5-1
表 6-1
表 6-2
表 6-3
表 6-4
表 6-5
表 6-6
表 6-7
表 6-8
表 6-9
表 6-10
表 6-11
表 6-12
表 6-13
表 6-14
表 6-15
表 6-16
表 6-17
表 6-18
表 6-19
表 6-20
表 6-21
表 6-22
表 6-23
表 6-24
表 6-25
表 6-26

子どもにかかわる保健・栄養統計の地域別状況 ・・・・・・・・・・・・・・ 4
女性にかかわる教育・保健指標の地域別状況 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6
妊産婦死亡率（調整値）の地域別状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
南アジア諸国での学校給食に関する研究の概要 ・・・・・・・・・・・・・・ 34
見学した 6 小学校の基本情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
週間予定献立表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
ネパールにおける微量栄養素研究の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
介入内容の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
抽出された論文の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69
対象者の基本的属性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 85
対象者の体格からみた栄養状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
世帯の特性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88
農作物の栽培状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88
家畜の飼育状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
家の設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
世帯での主な食物の購入と調理の担当者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
健康や栄養・食に関する知識・態度・行動 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 92
ビタミン A と鉄を多く含む食物に関する知識 ・・・・・・・・・・・・・・・ 94
ヨードとビタミン A に関する知識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95
食に関する意識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
調理に関する意識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
地域での生活に関するローカス・オブ・コントロール ・・・・・・・・・・・ 98
自分と子どもの健康に関する自己コントロール感 ・・・・・・・・・・・・・ 99
健康的な食生活のための食行動に関するセルフ・エフィカシー ・・・・・・・100
意思決定にかかわる意識 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
生活・食生活の質 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
主要食物の摂取頻度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
対象児の基本的属性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
対象児の体格指数の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
対象児の調査前日に摂取した食物の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・107
対象児の調査前日に摂取した料理の比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・・109
料理の組合せの出現状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・110
エンパワメント得点群別の対象者の基本的属性 ・・・・・・・・・・・・・・111
エンパワメント得点群別の主観的健康観と生活・食生活の質 ・・・・・・・・112
主観的健康感、主観的幸福観と各要因との相関 ・・・・・・・・・・・・・・113

表 6-27
表 6-28
表 6-29
表 6-30
表 6-31
表 6-32

子どもの栄養状態群別母親の基本的属性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・115
子どもの栄養状態群別母親の主観的健康観と生活・食生活の質 ・・・・・・・116
子どもの栄養状態群別母親の健康や食生活にかかわる知識と意識 ・・・・・・116
子どもの栄養状態（HA）と各要因との相関 ・・・・・・・・・・・・・・・・117
子どもの栄養状態を従属変数とした重回帰分析 ・・・・・・・・・・・・・・118
フォーカスグループインタビュー参加者の基本的属性 ・・・・・・・・・・・119

第 1 章 序論
第 1 節 研究の背景と目的
今日、貧困緩和が再び開発領域の焦点とされるなかで、保健面での剥奪が貧困の最大要素のひ
とつであると言われている。そこで、貧困層に属する人々、特に子どもと女性の多くが栄養不良
状態にあることは早急に解決しなければならない大きな問題として捉えられ、世界各国でかれら
を対象とした栄養改善プログラムが取り組まれてきた。にもかかわらず、現在でも多くの子ども
と女性は栄養不良の問題にさらされたままであり、それはとりわけ南アジアで深刻である。
筆者は、プライマリ・ヘルスケア（Primary Health Care: PHC）や母子保健、リプロダクティブ
ヘルスの分野で、子どもや女性の栄養状態の向上を目的とする活動を南アジアの国々で行う機会
を得て、効果的な栄養プログラムとはどのようなものであるのかについて考え続けてきた。そし
て、南アジアの国々で取り組むことが可能である効果的な栄養プログラムを提案していきたいと
考えるようになった。修士論文では、その基礎作業として、それまで活動をしてきたネパール連
邦民主共和国（以下、ネパール）、パキスタンイスラム共和国（以下、パキスタン）、バングラ
デシュ人民共和国（以下、バングラデシュ）で取り組まれてきた栄養プログラムについて、文献
の分析、筆者の観察、保健ボランティアや保健医療従事者へのインタビューから、微量栄養素プ
ログラムに集中的に取り組むことは、持続性がなく、人々が豊かに生きていく上での目標である
生活の質
（Quality of Life: QOL）
に深く関わる食行動変容には結びつかないことを述べた。
しかし、
実証的に解明することはできず、今後の調査や政策立案への素描に止まらざるを得なかった。
それを踏まえ、本論では、プロジェクトの活動地域の一つであったネパールの農村で実施した
女性の食生活調査の結果を基に、包括的栄養プログラムの可能性を論じる。微量栄養素プログラ
ムは、緊急時には有効である。しかし、入手可能な食物のある環境があれば、女性のエンパワメ
ントを支えることで、微量栄養素補給プログラムだけに頼らずとも、女性や子どもの栄養状態は
向上しうるのである。さらに、栄養プログラムが住民参加に主体を置くものから、短期的に効率
を求め、また費用対効果の高い結果を求める微量栄養素プログラムに移行したように、リプロダ
クティブヘルス分野でも地域で安全なお産ができる環境を整えるよりも施設での分娩や救急産科
ケアに焦点を当てるセーフ・マザーフッドプログラムに移行してきた経緯、学校給食プログラム
が地域の食材を使用し地域の人々が温かい給食をつくって提供するものから微量栄養素が添加さ
れているパッケージ入りの食品の配布に移行していく経緯なども検討し、国連機関などが中心と
なって世界的に取り組まれてきているプログラムが包括的な取り組みから費用対効果の高いプロ
グラムに移行していっている状況にも、背景として視野を広げる。
過去半世紀の間に、食物援助、補助食援助、女性のエンパワメントに焦点を当てた栄養改善プ
ログラムなど、いろいろな栄養プログラムが取り組まれてきたが、1990 年頃より主流は微量栄養
素プログラムになってきているのが現実である。ネパール、パキスタン、バングラデシュに筆者
が在任中も、栄養プログラムと言えば微量栄養素プログラムを紹介されることがほとんどであっ
た。微量栄養素プログラム以外のプログラムでは、他の国際援助機関と協力して活動をしていく
こと自体が、非常に難しいという印象を受けた。プログラム担当者のレベルのみではない。対象
となる農村地域では、
ほとんどのところで実際に栄養素レベルでの栄養教育が行われてきており、
微量栄養素配布（投与）プログラムが広く普及した。その結果、ビタミンとはどういうものであ
るのかはわからないが、
とても重要なもので、
クリニックや薬局に売っているタブレットやシロッ
プなどからとるものだ、という「信念」が人びとの間で浸透しているように思われる。
しかし、バングラデシュのように土地が豊かで、食物が豊富に実るところでは、ヨード以外の
特定の微量栄養素をカプセルやタブレットなどからとる必要はなく、入手可能な食物を増やし、
そこからバランスよく選んで食べることでよい栄養状態を保つことは可能である。
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もちろん、微量栄養素プログラムは全く効果がなかったわけではない。特定の疾病や症状を軽
減、減少させるためには効果的ではあったが、緊急時には効果的でも、持続的な取り組みにはな
り得ないものである。何らかの理由でドナーがいっせいに引き上げるというようなことが起きた
場合、食物からとることが可能であるのにビタミン剤に頼ってきてしまったがために対応できな
い、ということが起こりうる。また長期的に見ても、微量栄養素プログラムはデリバリー型であ
ることから、当事国の人々にとって受け身での取り組みとなり、自主的に持続するのが難しいの
で、本当の意味での栄養改善のための効果的なプログラムとは言えない。
デイヴィッド・ワーナーらが、包括的 PHC から選択的 PHC に戦略を変えたユニセフと WHO
の活動について「狭い範囲をカバーする保健技術によって獲得された成果の多くは、反動的な社
会的な流れによって帳消しにされ、
社会的サービスの削減や貧富の格差は拡大している
（ワーナー
2001、p.388）と指摘している。栄養問題は包括的なものであるが、近年、世界保健機関（World Health
Organization: WHO）もユニセフも微量栄養素に着目した活動が中心となっているということは、
すぐ目に見えるかたちでの効果を求める傾向が栄養分野にもあらわれてきたのではないか。人び
との食生活改善のためには、本来の包括的な取り組みを展開していく必要があるということが本
論展開の背景にある問題意識である。本論文の目的は、人びとの食生活の質の向上や食行動の変
容という視点から、南アジアの微量栄養素プログラムを批判的に検討し、これに対して、ネパー
ル農村の女性への食生活調査の結果をもとに、エンパワメントを促進し、食行動変容を軸とする
包括的栄養プログラムの有効性を明らかにすることである。
第 2 節 研究の方法
この研究は、文献研究と事例研究から成る。
文献研究は PubMed などのデータベースや、国連機関の出版物やホームページから抽出した文
献を用いて分析を行う。本論文で用いる単語や概念を整理し、仮説を提示する。
事例研究は、筆者がかかわったネパール、パキスタン、バングラデシュの国際協力機構（Japan
International Cooperation Agency：JICA、前：国際協力事業団）のプロジェクトで活動していた時
期に接した事例と、ネパールの農村地域で、食生活に関する知識・態度・行動と、健康状態、主
観的幸福感、食事内容について、質問紙を用いて実施した面接調査の結果を用いる。質問紙を用
いた面接調査の結果を確かめるものとして、フォーカスグループインタビューを実施した結果も
加える。
最後に文献研究と事例研究の結果から南アジアの国々で包括的な栄養プログラムに取り組む
ことの有効性を検証する。
第 3 節 論文の構成
本論文の構成は 7 章からなる。
本章に続く第 2 章では、南アジアの女性や子どもの置かれている状況を、はじめに国連機関な
どの保健や栄養に関わるデータを用いて示す。南アジアがサハラ以南のアフリカと並んで妊産婦
死亡率や乳児死亡率、栄養不良の児の比率が他地域よりも高いことを示す。続けて、関連文献よ
り、社会文化的な背景から南アジアの女性の就学率や出席率、識字率が男性よりも低いことが健
康状態にも影響を与えていることを示す。次に筆者がパキスタンとバングラデシュでかかわった
リプロダクティブヘルス分野のプロジェクトで経験したことをもとに、国際的なプログラムで
WHO などが中心になって進めているセーフ・マザーフッド（安全な母性）プログラムの動向に
ついて、住民主体の包括的なプログラムから、医療施設での出産を勧めることに焦点をあてる専
門家主導の選択的プログラムに移行していった現状を示す。すなわち短期間で投入の結果を表す
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ことのできる成果数値の低減を目的に選択的な手法を主流にしようとしてきた傾向を考察する。
続く第 3 章では、栄養プログラムの定義や目的を整理し、本論文で用いる概念を提示する。本
研究では包括的栄養プログラムと微量栄養素プログラムを比較検討することを述べる。次いで、
国際的に取り組まれてきた栄養プログラムの変遷を示し、包括的な取り組みから微量栄養素プロ
グラムに移行していった経緯を考察する。さらに、既存文献 18 本（15 研究）をレビューするこ
とによって南アジアの学校給食の取り組みの現状を分析する。とくにインドやパキスタンの事例
から、かつては地元の食材を用い、地元の女性を雇用するなど、女性のエンパワメントにつなが
る学校給食であったものが、次第に微量栄養素が添加され栄養価が高いとされるビスケットなど
のパッケージ給食に移行している現状を示す。また、ネパールの農村地域で実施されている学校
給食の現場の状況を調べ、あわせて、南アジアの学校給食が微量栄養素配給型に傾いてきたこと
の問題点を明らかにする。
第 4 章では、微量栄養素プログラムは入手可能な食物で健康な生活を送ることができないよう
な緊急時には必要とされ、生存を保障するために効果をあげるプログラムであるが、緊急時以外
では持続性があり、住民の食行動変容につながる包括的栄養プログラムが必要であることを論じ
るために、ネパールで実施されてきた微量栄養素プログラムについて、先行研究より、今まで、
ネパールにおいて、誰のどのような状態を改善するために、微量栄養素欠乏症対策のための介入
研究が取り組まれてきたのかについて検討し、現在のネパールで食物が入手可能な地域における
微量栄養素プログラム実施を批判的に論じる。
第 5 章では、包括的栄養プログラムの理論的骨格を提示する。まず、包括的栄養プログラムの
構成要素について検討していく。良好な食生活の質や栄養状態達成の要因として、食行動、食態
度、食知識、環境要因、そしてすべてにかかわる概念としてエンパワメントをあげ、それぞれに
ついてなぜ重要な要因であるのかを提示する。第 2 節では、包括的栄養プログラムの重要要素で
あるエンパワメントについて検討する。まず、栄養教育分野でのエンパワメントという用語や概
念の用いられ方について既存研究を用いて検討後、ネパールで用いられているエンパワメントの
指標を検討する。そして、第 3 節で包括的栄養プログラムのモデルを提示する。
第6章では、2～4章で論じてきたことを実証的に明らかにする。女性や子どもの栄養状態の向
上のためには、持続性があり食行動変容につながる包括的栄養プログラムが有効であることを論
じる。
そのために、
5章で挙げた包括的栄養プログラムの構成要素を用いて、
筆者が2012年にネパー
ルで実施した食生活調査と、1994年に同じフィールドで実施された食生活調査の結果を検討し、
女性のエンパワメントと自己および子どもの健康状態との関連を検証する。まず、対象農村の食
生活状況と女性や子どもの特性を、ネパール国内および南アジアの状況に比較して位置付ける。
次に、
同じ調査地で1994年と2012年に実施した幼児の食生活調査の結果を二時点比較することで、
社会経済状況の変化による食事内容の変化と子どもの栄養状態の変化を調べる。そして最後に、
エンパワメントの度合いが高い（健康的な生活に関する自己効力感が高く、自分や子どもの健康
は自分でコントロールできるという信念が強い）女性のほうが自分自身の健康状態および子ども
の栄養状態を良好に保っていることを示す。これにより、入手可能な食物のある環境があれば、
女性のエンパワメントを支えることで、微量栄養素補給プログラムだけに頼らずとも、女性や子
どもの栄養状態は向上する可能性があることを論じる。
第 7 章では、本研究全体をふりかえり、南アジアにおける包括的栄養プログラムの可能性につ
いて結論を述べる。そして最後に今後の課題について述べる。
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第 2 章 南アジアの女性と子どもの健康
本章では、第 1 節で、国連機関等が活動の評価に用いている指標を用いて南アジアの女性と子
どものおかれている状況について述べる。そして第 2 節では、WHO などが中心になって進めて
いるリプロダクティブヘルスをめぐるプログラムの１つであるセーフ・マザーフッドプログラム
が、妊産婦死亡率を下げるための取り組みとして、医療施設での出産を進めることに焦点をあて、
短期的な効果を示そうとしてきていることを述べ、包括的 PHC から選択的 PHC に移行していっ
た流れと重なることを確認し、世界で取り組まれてきている保健プログラムの流れが効率を求め、
専門家が主導するものに移行していていることを述べる。
第 1 節 女性や子どものおかれている社会的状況
1．保健、栄養指標からみた子どものおかれている状況
ユニセフの子供白書 2014（ユニセフ 2014a）のデータを基に世界の地域別に子どもに関わる保
健、栄養指標を表 2-1 にまとめた。国や地域の子どもの健康状態をみる主となる指標としてユニ
セフは 5 歳未満児死亡率 1を用いている。新生児の死亡原因の多くは妊娠中や出産時の問題であ
り、遺伝や生物的な問題も含まれるが 5 歳まで生きることができるということは社会的な状況が
反映された結果ととらえられる。2012 年の 5 歳未満児死亡率、乳児死亡率 2共に、南アジア 3は、
サハラ以南アフリカに次いで高い。
表 2-1 子どもにかかわる保健・栄養統計の地域別状況
世界

南アジア

サハラ以南

中東と北ア

東アジアと

ラテンアメ

のアフリカ

フリカ

太平洋諸国

リカとカリ

CEE/CIS*

ブ海諸国

5 歳未満児死亡率
（2012 年、1000 人当たり）

乳児死亡率
（2012 年、1000 人当たり）

低出生体重児出生率
（2008-2012 年**、％）

低体重
（2008-2012 年**、％）

発育阻害
（2008-2012 年**、％）

消耗症
（2008-2012 年**、％）

過体重
（2008-2012 年**、％）

48

60

98

30

20

19

19

35

47

64

24

17

16

16

15

28

13

-

6

9

-

15

32

21

7

5

3

2

25

38

38

18

12

11

11

8

16

9

8

4

1

1

7

4

6

11

5

7

15

（ユニセフ『世界子供白書 2014』のデータより筆者作成）
* Central Eastern Europe/ Commonwealth of Independent State、** データは、2008～2012 年に入手できた直近の年次のものである
- データなし

1

2
3

出生時から満 5 歳に達する日までに死亡する確率。出生 1,000 人当たりの死亡数で表す。
出生時から満 1 歳に達する日までに死亡する確率。出生 1,000 人当たりの死亡数で表す。
アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ。
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子どもの栄養指標は、低出生体重児出生率 4、栄養不良の 5 歳未満児の比率などが用いられて
いる。低出生体重児出生率は妊娠中の母親の栄養状態を示すだけでなく、将来的な健康・栄養リ
スクをもった子どもの比率を表すともいえる。最近日本でも注目されるようになった成人病胎児
期発症説は、胎児期に低栄養状態にさらされることで生活習慣病の素因の約 70％が形成され、出
生後の生活習慣が加わることで発症するというもの（福岡 2010）であるが、低出生体重児はこの
リスクをもって生まれる子どもととらえることができる。その低出生体重児出生率は南アジアで
28％と最も高い値を示している。
栄養不良の 5 歳未満児の状況を表すものとして、4 つの指標、低体重 5、発育阻害 6、消耗症 7、
過体重 8が用いられている。近年の傾向としては、子どもの低栄養状態を表す指標として、初期
に慢性的に栄養不良にさらされたことを示す発育阻害を用いるようになってきている（Black
2013）
。
低栄養の 5 歳未満児の比率を示す低体重、発育阻害、消耗症はいずれも南アジアで高い値を示
している。一方、過体重の 5 歳未満児の比率は、南アジアで最も低い値を示している。
2．保健、栄養、女性指標からみた女性のおかれている状況
女性のおかれている状況を表す指標として、ユニセフは出生時平均余命、成人の識字率、初等
学校の最終学年まで残る率を男性比で表している。南アジアの成人女性の識字率は 1981 年には
9％であったものが 2011 年には 47％と高くなってきているが、男性比は 69％である。教育を受け
る機会としては、初等教育総就学率の男性比は 98％、中等教育総就学率は 92％であり、男性との
差は小さくなってきているが、依然男性よりも少ない（表 2-2）
（ユニセフ 2014a）
。
家族計画のアンメットニード（Unmet need）とは、
「性的に活動期にある女性が、妊娠を避けた
いと思いながらも、避妊のいかなる方法も実行していないこと」を表し、妊娠を避けるために出
産制限あるいは出産間隔が必要にもかかわらず、何らかの理由により避妊を実行していない女性
を、家族計画に対してニードが満たされていない状態であるという（丹野 2007）
。国連のデータ
によると、家族計画のアンメットニードの比率は、南アジアで 14.0％と世界の平均値 12.0％より
も高い（United Nations, Population Diuvision 2014）
。そして、避妊法の普及率は、南アジアは 52％
でありサハラ以南地域の 24％に次いで低い。使用している避妊法をみると、女性の負担が大きい
ものの１つとしてあげられる女性が行う不妊手術が避妊法全体の中で占める比率が、世界で
18.7％、南アジア 29.4％、アフリカ 1.7％であり、南アジアでは女性が行う不妊手術の比率が他の
地域と比べて高い。また、子宮内避妊具（Intrauterine Contraceptive Device: IUD）
、注射法、皮下埋
投法（インプラント）など女性の QOL や健康状態に負の影響を与える可能性の高い方法がとら
れることが多い（United Nations, Population Diuvision 2014）
。
WHO は出産前のケアを妊娠期間に最低 4 回受けることを推奨しているが、南アジアでの最低 4
回の出産前ケアを受けた女性並びに最低 1 回の出産前ケアを受けた女性の比率は各々35％、71％
と出産前のケアを受けている女性の比率が低い（ユニセフ 2014a）
。また、安全な出産には専門技
能者の立ち会いが必要であるとされているが、南アジアでは 49％、緊急時の対応を考慮した際に
4
5
6
7
8

出生時の体重が 2,500g 未満の乳児の割合
WHO の基準による年齢相応の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満である生後 0～59 ヵ月児の割合
WHO の基準による年齢相応の身長をもつ基準集団の身長の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満である生後
0～59 ヵ月児の割合
WHO の基準による身長相応の体重をもつ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がマイナス 2 未満である生後
0～59 ヵ月児の割合
WHO の基準による身長相応の体重をもつ基準集団の体重の中央値からの標準偏差がプラス 2 を超える生後 0～
59 ヵ月児の割合
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施設での出産が推奨されるが、保健施設での出産の比率は 44％と低い（ユニセフ 2014a）
。1990
年のデータと比べると専門技能者が立ち会う出産は増えているが、都市部で 72％、農村部で 40％
とその差が最も大きい（国連 2013）のも南アジアである。
表 2-2 女性にかかわる教育・保健指標の地域別状況
世界

南アジア

サハラ

中東と北

東アジア

ラテンア

以南の

アフリカ

と太平洋

メリカと

諸国

カリブ海

アフリカ

CEE/CIS*

諸国

成人女性識字率
対男性比（%）
初等教育総就学率
対男性比（%）
中等教育総就学率
対男性比（%）
避妊法の普及率 (%)
出産前ケアを最低 1 回受
けた女性の割合（%）
出産前ケアを最低 4 回受
けた女性の割合（%）
専門技能者が付き添う出
産の割合（%）
保健施設での出産（%）

90

69

74

83

95

99

99

97

98

93

93

102

97

99

97

92

83

94

103

107

96

55**

52

24

59

64**

75

-

83

71

78

83

93

96

-

53**

35

48

60

79**

88

-

68

49

50

79

92

91

97

63

44

48

71

86

90

-

（ユニセフ『世界子供白書 2014』p.77 表 8 地域別要約のデータより筆者作成）
表中のデータは、2008～2012 年に入手できた直近の年次のものである
* Central Eastern Europe/ Commonwealth of Independent State、** 中国を除く、- データなし

上記の指標を含め、出産前後、出産時の妊婦の置かれている状況を含めた妊産婦の状況を反映
している指標となる妊産婦死亡率 9の調整値 10は、1990 年と 2013 年のデータを比較すると、各地
域で減少していた（表 2-3）
。南アジアもこの 23 年間で 64％減少しており、その減少率は東アジ
ア（65％）に次いで大きかった（WHO 2014d）
。
妊娠・出産は本来生理的なものであり、その多くはリスクがない限り正常に経過するものであ
るが、妊産婦死亡の 99％は開発途上国で起きており（丹野 2007）
、開発途上国の妊産婦は大きな
リスクを抱えているといえる。
国連開発計画の人間開発報告書 2013 のジェンダー不平等指数の南アジア諸国のランキングを
9

出生 10 万人当たり、妊娠関連の原因で死亡する女性の年間人数。
妊産婦死亡率は、各国から報告され、報告漏れや分類の誤りを考慮して調整されていない「報告値」と、国連
機関グループが定期的に提示する裏付けのある報告漏れや誤分類を説明する国際比較が可能な妊産婦死亡の
データ式を用いて算出された推計値である「調整値」がある（UNIICEF 2014b）
。ここでは、世界の国々の中で
の各地域や国の位置を確認するために国際比較が必要であることから「調整値」を用いた。

10

6

みると 148 か国中、一番ランキングが高いスリランカで 75、次いで、ブータン 91、ネパール 102、
バングラデシュ 110、パキスタン 122、インド 132、アフガニスタン 146（国連開発計画 2013）で
あり、南アジア諸国のジェンダーの不平等の状態は大きいと考えられる。
表 2-3 妊産婦死亡率（調整値）の地域別状況
世界

南アジア

サハラ

北アフ リ

以南の

カ

東アジア

東南

西アジア

アジア

アフリカ

コーカ サ

ラテン ア

スと中 央

メリカ と

アジア

カリブ 海
諸国

妊産婦死亡率
1990 年

380

530

990

160

95

320

130

70

140

210

190

510

69

33

140

74

39

85

-45

-64

-49

-57

-65

-57

-43

-44

-40

妊産婦死亡率
2013 年
1990-2013 年減
少率（％）

（WHO, unicef, UNFPA, WB, UN （2014）Trends in Maternal Mortality:1990 to 2013 , p.25 Table 4 のデータより筆者作成）

上述のように、南アジアでは、改善されてきているとはいえ、女性は男性よりも教育を受ける
機会が少ない傾向にあり、望まない妊娠をする機会も多く、避妊方法も女性の負担の大きいもの
が選択され、妊娠しても十分なケアを受けることが少なく、出産に専門技能者が立ち会うことも
少なく、出産時に問題が起きても十分な対応をしてもらえずに亡くなるケースが多い状況に置か
れている。
3. 社会文化的な背景からみる南アジアの女性の状況
南アジアの女性を説明するときによく使われる言葉「パルダ」は、
「カーテン」あるいは「ベー
ル」を意味し、南アジアの女性隔離の慣習を指す言葉として使われるようになり、女性は女性の
みの居住空間に住み、戸外へ出ず、他人と接触する場に出ざるを得ないときはブルカと呼ばれる
一種のガウンをサリーの上に羽織って顔から踝までを覆うのが望ましいこととされる（村山
1997、pp.49-50）
。筆者がパキスタンの首都イスラマバードで約 2 年間（1999～2001 年）暮らした
ときにみた状況であるが、一緒に働く医師や看護師にブルカを羽織る女性はあまりおらず、ほと
んどの者が一人で自家用車や公的な交通機関を利用して出勤していた。しかし、勤務先である病
院を訪れる女性患者のほとんどはブルカを羽織って夫や義父という親族の男性と一緒に入口まで
来て、女性のみ中に入り、男性は外で待つという姿がみられた。街の中を 1 人もしくは数人でも
女性だけで歩くという姿は外国人や富裕層以外ではみられなかった。しかし、その後、次の赴任
先であるバングラデシュの首都ダッカに着いて驚いたのは、若い女性が大勢、街の中を歩いてい
たことであった。そのほとんどは縫製工場で働くために農村から出てきた未婚の女性たちであっ
た。ユニセフの職員は、この未婚の女性たちは何年かダッカで働き、その後、それぞれ村に帰っ
て結婚することを考えると、彼女たちに健康教育をすることの効果は高いと話していた。バング
ラデシュの縫製労働者の実態調査から女性と社会関係について研究した村山によると、縫製工場
で働く女性労働者の置かれている状況は必ずしも良くなく懸念されることも多々あるが、女性の
就労をめぐる全般的な状況において縫製工場がもたらした変化は少なくなく、そこに働く女性自
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身が触媒として、次の変化への連鎖を生み出す可能性は否定できない（村山 1997、pp.58-59）と
されているように、南アジアの文脈のなかでも女性の置かれている状況が変化し女性自身が社会
規範ではよくないとされる状況を変えていく可能性、時代の変化と共に社会環境が変化していく
ことで女性自身が周りに働きかけ、自身と子どもの健康・栄養状態を改善していくことができる
可能性がある。
2013 年に発行された国連ミレニアム開発目標報告書の目標3 のジェンダーの平等の推進と女性
の地位向上の部分には女性の意思決定について下記のように記されている（国連 2013、pp.22-23）
。
女性は自身の生活に影響を及ぼす決定に参加する機会を奪われることが多い。
意図的な抑
圧もあれば、古くからの差別的な社会的・文化的規範から生じる抑圧もあるが、多くの領
域について女性の声が消されており、これは男女不平等を維持し、人間の発展を制限して
いる。
家庭での女性の発言権を強化することが子どもの栄養状態、
生存率及び読み書き能力の改
善に貢献することが広く認識されているが、家庭における高額の買い物、家族、親族、友
人の訪問、そして女性自身の健康に関しては、女性の意思決定権は男性のそれより著しく
劣る。
この目標 3 の指標の 1 つである初等、中等、高等教育の就学率を示す開発途上地域のジェン
ダー・パリティをみると、南アジアは 1990 年時点では、初等・中等教育では世界でもっとも低
い値（0.74、0.59）を示し、高等教育でもサハラ以南アフリカに次いで低い 0.49 であった。2011
年では初等教育では 0.98 とほぼ男女格差がなくなり、中等教育 0.92、高等教育 0.77 で、2015 年
の目標には至っていないものの大きな前進があった。しかし教育を受けられるようになったこと
がその後の就業や労働の不平等解消には結びついていない。非農業部門の女性賃金労働者の比率
は 20％であり、経済的に不安定で社会保障が不十分である個人事業主と家族従業者の雇用全体に
占める比率は 74％である。したがって、初等教育を受けることができる女性は増えたが、家庭に
おける女性の発言権が強化されること、女性の意思決定権が強まることにはつながっていない。
第 2 節 リプロダクティブヘルス分野のプログラムの動向
第 1 節で述べてきたように、南アジアの女性の妊産婦死亡率は高い。JICA のパキスタンの母子
保健プロジェクトで、1997-1998 年にイスラマバード首都地区（ICT）と Nowshere 地区で女性に
妊産婦死亡に焦点を当てた調査をした結果、女性の識字率は低く（ICT：52.0％、Norshere：42.0％）
、
自宅分娩が一般的（ICT：62.0％、Norshere：94.8％）であった。妊産婦死亡の原因を分析した結
果、首都圏に近いところでも出産をめぐる状況が非常に悪いことが明らかになった（パキスタン
母子保健プロジェクト 2001）
。女性、とくに農村の女性は病院や保健施設へのアクセスが難しい
ことから、プロジェクトでは、大多数の地域の女性たちにとって一番身近であり唯一定期的に接
することができる保健医療ワーカーである女性ヘルスワーカー（Lady Health Worker: LHW）に再
トレーニングを実施することで妊産婦死亡を減らすことを活動の一つとして位置付けた。そして
妊娠中の危険兆候の早期発見、早期対応についてもトレーニングを繰り返し、何かあったらすぐ
に病院へ照会する、そして受け入れ側の病院でもきちんと対応することを目指して活動してきた。
その後、2001 年秋に赴任した JICA バングラデシュリプロダクティブヘルス人材開発プロジェク
トでも、同じような活動をしてきたが、バングラデシュではセーフ・マザーフッド（安全な母性）
イニシアチブに基づいた政策が進められていたのか、農村地域でもとにかく施設分娩を勧めてい
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ることを耳にすることが多かった。しかし、パキスタンやバングラデシュのように女性が外出を
することでさえ難しいところで施設分娩を勧めるのはなぜだろうかというのがこのときもった
問題意識であった。
国際保健の現場で働き、現在はユニセフで働く医師である國井（2007）の文献を参考にしなが
ら、セーフ・マザーフッドプログラムの変遷をみていく。國井によると、妊産婦死亡低減を目指
す世界的キャンペーンであるセーフ・マザーフッドイニシアチブ
（Safe Motherhood Initiative: SMI）
が立ち上がった理由は 2 つあるとされる。一つは、1985 年にコロンビア大学公衆衛生大学院の
A. Rosenfield と D.Maine が Lancet に Where’s M in MCH（母子保健の母はどこにあるのか）を投稿
して問題提起し、WHO の地域間会議でもこれが中心議題にあげられたことであり、もう一つは、
同年に開催された「国連婦人の十年」世界会議において、WHO が発表した「出産にかかわる問
題で毎年 50 万人以上の女性が死亡している」事実に対し、世界中から集まった女性問題活動家
たちが意識を新たにしたことである。このように妊産婦死亡に対する関心が高まる中、1987 年 2
月にケニアのナイロビで「安全な母性のための国際会議（ナイロビ会議）
」が開催され、その議
論をもとに政府、国連、専門組織、NGO（民間援助団体）が協力して SMI が立ち上げられ、2000
年までに「妊産婦死亡を半減させる」という目標が掲げられた。行動目標は「女性の地位を向上
させ、地域を啓発し、妊産婦の健康向上のため、産前ケア、出産介助、産後ケアを地域及び医療
施設レベルで推進する」というものであったが、当時、先進国の途上国に対する援助は、地域に
おける治療と予防に主眼を置いたプライマリ・ヘルスケアが中心であったため、
SMI においても、
地域を主眼に置いた産前健診により妊婦のリスクを早期発見し出産・産後まで管理するリスクア
プローチと、途上国において出産介助の主役であった伝統産婆の教育に主眼が置かれた。
10 年目の 1997 年 10 月にはスリランカのコロンボで「安全な母性に関する技術諮問会議（コロ
ンボ会議）
」が開かれ、SMI の戦略が見直され、レビューの結果、明らかなエビデンスが見つか
らなかったとされた産前健診と伝統産婆の教育を疑問視する声が大きかった。妊産婦死亡は予測
不可能、予防不可能なもので、リスクを産前健診で把握・管理することは不可能ではないか、ま
た伝統産婆を訓練してもハイリスク分娩を取り扱うには限りがあり、かえって自信をつけさせて
無理な処置を行うことでリスクが高まるのではないかなどの意見があったとされる。Thaddeus ら
は 1994 年に妊産婦死亡を分析した結果から妊産婦死亡に関わる「3 つの遅延モデル」を発表した
が、第 1 の遅延とは医療受診の決断で、これには社会文化要因がかかわり、第 2 の遅延は医療施
設への到達で、これには医療施設へのアクセスがかかわり、第 3 の遅延は適切な治療の獲得で医
療の質がかかわっているというモデルである。第 1 の遅延の要因である社会文化要因や第 2 の遅
延の要因である医療施設へのアクセス状況（地理的な問題など）を変えることは難しいことから、
第 3 の遅延の要因である医療の質の向上に焦点を絞ることを主張する専門家が出てきて、緊急産
科ケアが推進された。そして、
「妊産婦死亡を半減させる」という目標が達成できないことが明
らかになった 2000 年に統合セーフ・マザーフッド戦略が示された。SMI の基本方針は、予防で
なく臨床重視、誰もがリスクをもつとして緊急産科ケアへのアクセス重視、医療施設を拠点とす
る、指標は妊産婦死亡率ではなくプロセス指標とするように変更された。このプロセス指標とは、
緊急産科ケアサービスの利用可能度（アクセス指標）
、緊急産科ケア施設の地理的配置（アクセ
ス指標）
、緊急産科ケア施設の利用度（利用指標）
、緊急産科ケアサービスのニーズ充足率（利用
指標）
、帝王切開術実施率（質的指標）
、致命率（質的指標）であり、緊急産科ケアや医療施設に
かかわる内容であった。これらの指標を用いて様々な国の調査・評価した結果、これらのプロセ
ス指標を改善することで妊産婦死亡を減少できたというエビデンスも示されたが、安全な分娩を
保障できるように施設を整えるためには、かなりの予算と技術・管理能力を要すること、たとえ
施設が整っても、自宅分娩が中心で、緊急産科ケア施設を受診するための物理的・心理的・経済
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的な障壁が高い国においては施設に妊婦が来ないという問題があり、結局、第 1、第 2 の遅延を
解決しなければ妊産婦死亡は減少しないという現実に直面し、また見直しが行われている。
國井の文献で述べられていることに、自分の経験から南アジアの状況について補足していく。
パキスタンで医師になる女性は社会階層が高いほんの一部の人たちであり、ブルカをかぶらずに
外出し、海外に留学している者も多くおり、女性の社会進出について理解を示すものが多いが、
パキスタンでは女性であるがゆえにその専門を産婦人科か小児科にする者がほとんどである。内
科や外科を専門とする女性医師は少ない。そこで、病院に行かない、行けない女性患者が多く生
まれる。それは、女性は女性の医師の診療しか受けてはいけないという信念をもった人が多くい
るからである。筆者のウルドゥ語の教師の母親は、イスラマバード市内の病院には女性の外科医
がいないため、男性医師の手術を受けることを拒否し、わざわざアフガニスタンとの国境近くに
あるペシャーワールまで行って女性の外科医に手術をしてもらったそうである。ペシャーワール
まで行く体力と経済力と家族の理解があればこそ可能になった選択であったが、通常、多くの女
性は医療を受けることを断念する。
アジアだけではないが、社会的規範に加え、危険が伴うこともあり、女性が一人で住むことは
ほとんどない。パキスタン、バングラデシュでも女性は寄宿舎か、親戚の家に住むなどして一人
暮らしや女性だけで住むということはほとんどみられなかった。そのようななか、地方の病院に
転勤となったとして、一人でその病院に向かう女性はほとんどいない。病院に女性医師がいると
いうことが産科救急ケアのためには必須であると思われるが、その実現はかなり難しいというこ
とになる。また社会階層の高い女性は子どもの教育のことも考え、社会階層が高いからこそ可能
である地方に行かない手段を探し、いろいろな方法を使って行かずに済ませるということもみら
れた。では、医師に準ずる役割を担う看護師はどうであろうか。パキスタンやバングラデシュで
は看護師の社会的評価が低い。それは異性と接触せざるを得ない職業的な特性による。したがっ
て、最近は看護師養成が急務であることから寄宿舎を完備した西洋医学に基づく看護教育を行う
看護学校等ができ看護師養成は進んでいるものの、全国的にみてその数は少ないという状況が長
く続いている。社会階層が高い女性医師は地方に行くことはなく、知識と技術をもつ看護師は全
国の農村地域で働くには絶対的に数が足りないことに加え、女性が一人で地方に滞在することは
社会的・文化的に非常に困難である。したがって、農村に女性の医療専門家が赴くことは非常に
難しく、農村の女性は医療を受けることができないということにつながっている。
また一人では外出できず、医療を受けることの決断も自分ではできない女性が多く、通常は医
療が必要ないと思われている出産に関し、病院に行ってお金を払って医療を受けることを必要な
ことであると考える男性は少ないため、女性は医療を受けることができない。パキスタンでもバ
ングラデシュでも、夫などと病院に行き、女性一人で女性医師の診断を受け医療行為を受けるこ
とについて質問を受けた場合、患者である女性は自分で答えることができない。薬を買うこと、
手術を受けることなどは必ず一緒に来ている男性に相談し、その男性が決断してその結果を患者
である女性が医師に伝えるという手続きがなされる。つまり、緊急産科ケアができる医療施設を
整えても、女性の医師などの医療従事者がいない、たとえいても農村の女性はその施設に行かな
い､そしてたとえ男性がついて行くことができても自分では判断できないことが多く、もともと
手遅れ状態であったものがもっと深刻な状態に追い込まれるということになる。
伝統産婆訓練には意味がないからやめるべきだとされたが、現場ではとにかく女性で教育を受
け知識と技術のある保健医療従事者が不足していたことから伝統産婆へのトレーニングは続け
られ、コクランのレビューにおいて成功した事例として、フィリピン、パキスタン、バングラデ
シュなどが挙げられている（Sibley 2007）
。國井は、バングラデシュでは 1990 年以来、妊産婦死
亡率は着実に減少しているが、このことは施設分娩が低率でも、家庭・地域におけるサービスの
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内容と質によっては、かなりの妊産婦死亡を減らすことができることの裏付けであると述べてい
る。國井は結論として、途上国においても、施設分娩、緊急産科ケアを長期的目標としながらも、
短期的には、その移行期として、家庭・地域における妊娠・出産・産褥ケアをいかに量的・質的
に高めていくかという検討が重要であり、保健医療のみならず、政治的・外交的な努力を推し進
める必要があるとしている。
以上のように、1987 年に「2000 年までに妊産婦死亡を半分にする」という目標を掲げ、プラ
イマリ・ヘルスケアに基づく包括的な考え方から始まったセーフ・マザーフッドプログラムは、
専門家主体の医療施設を拠点とした選択的プログラムへ移行していった。しかし、国連ミレニア
ム開発目標（Millennium Development Goals：MDGs）の 5A 「2015 年までに妊産婦死亡率を 1990
年の水準の 4 分の 1 に引き下げる」という目標は、東アジア地域と中央アジア・コーカサス地域
以外では達成できない見込み（United Nations 2014）であり、今後の方針が検討されている。

11

第 3 章 栄養プログラムの現状と課題
本章では、栄養プログラムの定義を整理し、本論文で用いる定義を提示し、本研究において包
括的栄養プログラムと微量栄養素プログラムを比較検討することを述べる。それから、国際的に
取り組まれてきた栄養プログラムの変遷を示し、包括的な取り組みから微量栄養素プログラムに
移行していった経緯を考察する。そして、アジアの保健政策と栄養プログラムについて述べる。
続けて、文献レビューによって南アジアの学校給食の取り組みの現状である、地元の食材を用い、
地元の女性を雇用し女性のエンパワメントにつながる学校給食から、微量栄養素が添加されてい
て栄養価が高いとされるビスケットなどのパッケージの学校給食に移行していている現状を示
す。そして、ネパールの農村地域で実施されている学校給食の事例を通し、南アジアの学校給食
の現状と課題を考察する。
第 1 節 栄養プログラムの概念
１．栄養プログラムの定義
栄養プログラムの定義をみていく前に、栄養とプログラムという二語に分けてその定義をみて
いく。
栄養とは、広辞苑（2008）には、
「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、ま
たこれを同化して成長すること。また、その摂取する物質」とある。日本栄養・食糧学会編の栄
養・食糧学用語辞典（2007、p.63）では、
「生物の生命現象の中で、体外から取り入れた物質に化
学反応（代謝）を加え、体成分の合成やエネルギーの獲得をし、生命活動や成長、生殖などに利
用していく過程。ヒトの場合には、食物を摂取し、消化・吸収の後、その成分を体構成成分やエ
ネルギーに利用して健康を維持・増進することと正常な成長を図る状態を指す。このような生体
の生命現象を営むために外界から取入れる物質を栄養素という」
と解説されている。
この解説は、
生理面に焦点を当てた定義であるととらえられる。栄養学や食糧科学の専門用語としては、栄養
と栄養素とを別のものとして説明しているが、国語辞典にあるように一般的には、
「ほうれん草に
は栄養がある」などと表現するように栄養と栄養素は区別されずに使用されていることが多い。
栄養学をベースとしながらも基礎栄養学などの分野では上述のように栄養を生理面を中心ととら
えるが、栄養指導や栄養教育の分野では、食行動、食生活、食環境までも包括した極めて広い概
念として扱う場合もある（足立 2005）
。
一方、プログラムとは、広辞苑（2008）には、
「①番組。予定。計画。②目録。計画表。また、
演劇・音楽会などの内容を解説した小冊子。③コンピューターに対して、どのような手順で仕事
をすべきかを、機械が解読できるような特別の言語などで指示するもの」と解説されている。国
際協力用語集（第 2 版 1998）にはプログラムの説明はないが、プログラムを含む言葉としてプロ
グラム援助（program assistance）があり、
「対象を特定の開発事業計画（工場、橋梁の建設などの
プロジェクト）に限定せず、より広範な開発計画（食料増産などのプログラム）を実施するにあ
たり、必要となる資機材および役務の購入資金を借款や贈与によって供与する援助。商品援助的
な意味合いで用いられることも多い」と説明している。そして、プログラム援助の説明にあるプ
ロジェクトを含んだ言葉であるプロジェクト援助（project assistance）については、
「開発途上国が
特定の開発事業（いわゆるプロジェクト）を実施するにあたり、必要となる資機材および役務の
購入資金を借款や贈与によって供与する援助」と説明している。また、日本の外務省による「ODA
評価ガイドライン 第 8 版」では、ODA の評価のレベルを「政策レベル」
、
「プログラム・レベル」
、
「プロジェクト・レベル」の 3 つに分類している。そして、プロジェクト・レベル評価とは、個々
の経済協力事業（プロジェクト）を対象とする評価、プログラム・レベル評価とは、共通の目的
をもった複数の活動の集合体（援助スキームやセクター別援助政策）などを対象とする評価、政
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策レベル評価とは、国の基本方針（ODA 大綱、ODA 中期政策、国別援助方針など）を実現する
ことを目的とする複数の活動（プログラム、プロジェクト）の集合体を対象とする評価としてい
る。上記のことを総合すると、政策はいくつかのプログラムによって構成され、プログラムはい
くつかのプロジェクトによって構成されているものであると考えられる。
国際的に栄養分野を含む保健医療分野の活動をしている WHO や UNICEF（United Nations
Children’s Fund）ではどのように定義されているのかについてそれぞれのホームページで調べてみ
たが、Program と Project の違いについて述べられている箇所を見つけることはできなかった。そ
こで、WHO や UNICEF が取り組んでいる Nutrition Program と Nutrition Project を検索し、抽出さ
れた Program と Project の違いについて検討してみたが、どのような違いがあるのかについては明
らかにできなかった。一般的には、プロジェクトの方が規模が小さく、プログラムの方が規模が
大きいものととらえられるものの、
きちんと定義をして使い分けられているとは考えにくかった。
調べた範囲では、栄養プログラムの定義をみつけることはできなかったが、栄養を生理面にの
み焦点を当てたものや、生理面も含め食行動、食生活、食環境までも包括した極めて広い概念で
とらえたものなど、それぞれの場で定義された栄養に関わる課題の解決や望ましい姿を達成する
ために取り組まれる事業であるととらえられた。
2. 本研究で検討する栄養プログラム
世界で取り組まれている栄養プログラムは、個人に向けて個人の食行動変容を通してその人の
QOL の向上を目的とするもの、疾病の予防を目的とするもの、疾病の治療を目的とするもの、学
校給食プログラム、地域の栄養状態の向上を目指すもの、女性の収入創出や向上、エンパワメン
トに焦点をあてたものなど、多種多様にある。
本研究の問題意識は前述したように、包括的 PHC は社会・経済的開発のあらゆる側面を包括す
る理想的アプローチであるがコスト面で非現実的であるとされ、より高い費用対効果が期待でき
る一部の感染症と母子保健、
家族計画対策を優先して実施するべきだとして選択的 PHC が提案さ
れ、世界の潮流が選択的 PHC に移ったように、栄養問題も本来は包括的なものであり、広い概念
をもつものであることから、特に政治的に脆弱な国々においては包括的な栄養プログラムを国連
機関などが主導して取り組むべきであるのに、現実的には発展途上国（以下、途上国）で多く取
り組まれているのは栄養素の摂取量向上だけに焦点を当てた微量栄養素プログラムが主流となっ
ていることに対する疑問が背景にある。そこで本研究では、包括的栄養プログラムと微量栄養素
プログラムを比較検討していく。まずは、微量栄養素プログラムと包括的栄養プログラムを定義
する。
1）微量栄養素プログラム
人間は生存して活動していくために､外から栄養成分を摂取する必要がある。生物が生命を保
ち、健康的な生活を営むため、あるいは成長・発育のために体外から取り入れる物質を栄養素と
いい（日本栄養・食糧学会 2007、p. 65）
、ヒトの栄養素は、有機栄養素（炭水化物、脂肪、たん
ぱく質、ビタミン）と無機栄養素とに大別される。このうち、炭水化物、脂肪、たんぱく質は一
日に摂取する大部分を占めるために三大栄養素とよび、摂取は微量だが生命維持に欠かせない重
要なビタミン、無機栄養素を微量栄養素とよぶ（日本栄養・食糧学会 2007、p. 506）とされてい
る。
本研究では、微量栄養素プログラムを、
「微量栄養素の欠乏による問題解決のために取り組ま
れる事業」と定義する。
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2）包括的栄養プログラム
包括的栄養プログラムは、広い意味での栄養教育プログラムとほぼ同様のものとしてとらえら
れる。栄養教育の定義は多種多様にあるが、
「人々の健康の維持増進、及び生活の質（QOL）の
向上を目的として、望ましい栄養状態と食行動の実現に向けて、栄養科学と関連する諸科学、例
えば行動科学や教育学などを踏まえ、人々の行動変容を支援する活動である（武見 2013a）
」や
「人々の生涯にわたる健康を保持･増進し、あるいは疾病を予防するために、実際の生活に密着し
た食物の摂取に関連して、その状態や食行動が望ましい形になるように変容させ、QOL（生活の
質、人生の質）の向上につなげることを目的としている（笠原 2012）
」
、
「栄養教育とは、人々が
それぞれの生活の質（QOL）と環境の質（Quality of Environment: QOE）のよりよい共生につなが
るように、
“食の成り立ち（育ち）
”の全体像を育てつつ、その成り立ちを活かして食を選択し、
実践できる力を育てること、並びにそれを実現しやすい食環境を育てるプロセスである（足立
2005）
」というように、望ましい「食行動への変容」や「健康の保持・増進」
、
「QOL の向上につ
なげること」を目的とするものが多い。
本研究では、広い意味での栄養教育の定義をふまえ、包括的栄養プログラムを、
「人々の健康
の維持増進、及び生活の質（QOL）の向上を目的として、望ましい栄養状態と食行動の実現に向
けて、人々のエンパワメントレベルの向上や食環境を含む生活環境を整備していくために取り組
まれる事業」と定義する。
第 2 節 栄養プログラムの変遷
１．世界の栄養問題
世界が抱えている保健上の課題は栄養問題と深く関わっており、望ましい栄養･食生活の実現
はすべての人々や社会の健全な発展のための鍵になるものである。
WHO は World Health Report 2002 で、
「今日、貧しい国には 1 億 7,000 万人の低体重の子どもが
おり、そのうちの 300 万人以上が低体重の結果として毎年死亡するであろう。一方、世界中には
10 億人以上の肥満の成人がおり、そのうちの少なくとも 3 億人は肥満症である。そして、これら
の人々のなかで、北アメリカ、西ヨーロッパに住む約 50 万の人々が毎年、肥満と関わる疾病で死
亡するであろう（WHO 2003）
」と、現在の地球上には両極端な問題が同時に存在していることを
指摘している。現代世界には地球上の全人口、あるいはそれ以上を養うことができる天然資源も
技術も十分にあると言われている。食料配分の不平等が飢えと肥満を生んでいる。
途上国では国内での貧富の差や社会階層の違いが大きい。食生活も社会経済状況で大きく異な
り、エネルギー並びに栄養素摂取の量的、質的な不足による低栄養状態の子どもが 30％もいる一
方で、食べ過ぎや運動不足などによる肥満が問題となる子どもや大人もみられる。先進国で問題
となっている糖尿病、心疾患、高血圧症などのような生活習慣病に罹っている人々が途上国でも
みられるようになってきている。都市富裕層と農村貧困層での生活形態、食事内容は大きく異な
り、直面している栄養問題も大きく異なる。また、先進国の貧困層の人たちの間で肥満が問題に
なっているように、
途上国でも貧困層の人たちが直面している栄養問題は、
低栄養だけではなく、
過剰栄養によるものも出てきている。しかも、途上国では、先進国よりも急激な食生活の変化に
よる問題が生じている。
2．世界の栄養プログラムの変遷
1997 年に国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization for the United Nations: FAO）から
出版された Human Nutrition in the Developing World によると、
「国際栄養会議の準備のために収集
した世界各地のデータを見ると、ほとんどの栄養問題の根底にある原因は、過去 50 年間にわたっ
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てあまり変わっていないことを示しているが、10 年が過ぎる前に栄養不良問題を大幅に軽減させ
ることが可能な新しい有力な枠組み、パラダイム、あらゆる問題の解決策、即効的な解決策があ
らわれてきた（Latham 1997）
」としている。
1950 年代と 1960 年代の間は、たんぱく質欠乏症が大きな問題であった。魚たんぱく質濃縮物、
単細胞たんぱく質やアミノ酸の強化・添加といった即効的方法と動物性たんぱく質に富む食物の
増産が、熱帯や亜熱帯地方における栄養不良の抑制のための戦略として提案された。1960 年代末
と 1970 年代には、
“たんぱく質･エネルギー栄養不良（protein-energy malnutrition）
”という用語が
文献に表れるようになった。その後、世界の栄養問題は子どものたんぱく質･エネルギー栄養不良
に着目し、これを軽減し、なくすことに焦点があてられ、現在までに至っている。子どもによる
たんぱく質とエネルギー摂取量を増大させることが解決策であり、栄養リハビリテーションセン
ターや応用栄養プログラムが確実な戦略として提案された（Latham 1997）
。
アフリカやアジアでの子どもの栄養不良問題に長く関わってきたロンドン大学の Morley は、
1980 年代後半に出版した My Name is Today で、栄養学者は肉や、魚、卵や乳製品といった動物性
たんぱく質に富む食物を子どもに食べさせるようにと強調しすぎてきたことを指摘している。地
域に住む保健ワーカーが、高価なために入手するのが非常に困難なたんぱく質を多く含む食物を
食べるように地域住民に勧めてきたことを問題点としてあげている。Morley らは、栄養不良では
エネルギーの不足がたんぱく質の不足よりも重要であることを強調している。エネルギーが十分
にとれないのは、子どもは胃が小さいため、穀類や野菜中心の料理は容量が多く、必要量を食べ
られないためであるので、容量を減らすために油を少々加えるなどの工夫が必要になるが、穀類
をある一定量食べることで必要なエネルギーや栄養素をとることができることを指摘している。
このように、入手可能であり、伝統的に食べられてきた穀類を中心とし、それに豆や野菜を加え
た食事をすることで、十分なエネルギー、並びにたんぱく質や微量栄養素を摂取することが可能
であるのに、エネルギーの摂取を強調するのではなく、栄養素をとることが強調されてきた経緯
がある（Morley 1988、Werner 1995)。
1974 年に世界各地に広がった食糧危機に対応するために開かれた世界食糧会議は、マクロ分析
の 10 年を開幕させ、最も影響を受けた国に対する支配的戦略として、まず栄養計画、次いで栄養
調査が位置づけられた。新しい政策の構築者として、経済学者が、栄養学者や小児科医にとって
代わり始め、国の食糧安全保障と所得創出を強調する世界銀行などの機関についての論議が多く
なった。1985 年には、国際通貨基金（International Monetary Fund: IMF）が､構造調整を推進し始め、
また WHO とユニセフが合同栄養支援プログラムをつくった。
1990 年代初期には、栄養専門家、国際機関および大学が、ビタミン A 欠乏症、鉄欠乏性貧血、
ヨウ素欠乏症を防止する即効的な方法を試みたため、微量栄養素問題に関心が集中し、たんぱく
質･エネルギー栄養不良は背後に押しやられた。1990 年の「子どものための世界サミット」や 1992
年の「国際栄養会議」において、達成を期待される目標として、5 歳未満児の栄養不良を軽減さ
せることと並んで、微量栄養素欠乏症をなくすことがあげられるようになった。また、世界銀行
や米国国際開発庁（United States Agency for International Development：USAID）などの機関によっ
て、
“隠された飢餓”に対処するため多額の資金が供給されるようになってきている。この努力は
一部には、1990 年の「子どものための世界サミット」と 1992 年の「国際栄養会議」によって設
定された、
21 世紀到達前のビタミン A 欠乏症とヨウ素欠乏症の実質的な除去を含む目標に応えよ
うとするものといえる（Latham 1997）
。
3. 微量栄養素プログラム
現在、世界的に問題となっている微量栄養素欠乏症はビタミン A、ヨウ素、鉄の 3 つが主なも

15

のであるが、WHO の戦略にあるように、最近ではそれらに加え、亜鉛の重要性が認識され、亜
鉛欠乏症への対策も取り組まれるようになってきている。
1）各微量栄養素欠乏症の及ぼす影響と取り組まれてきた対策方法
「子どものための地球サミット」や「国際栄養会議」で達成するべき目標にあげられた、ビタ
ミン A、
ヨウ素、
鉄について欠乏症の引き起こす影響と取り組まれてきた対策についてみていく。
(1) ビタミン A
ビタミン A は、脂溶性ビタミンであり、通常は肝臓に蓄えられ、上皮、器官･臓器の成長･分化
に関与する。感染症に対する抵抗力を高め、フリーラジカル破壊作用を持ち、目の前面部（結膜、
角膜）の状態を良好に保ち、子どもの正常発育を促進する上で重要な役割を果たしている。妊産
婦や乳幼児に特に必要なビタミンであるが、なかでも、途上国の乳幼児にとって、ビタミン A 欠
乏症は失明の最大の原因であり、免疫能力低下による（麻疹や下痢症などの）感染症の罹患率/
死亡率が高くなるなど重大な栄養障害の一つとして認められている。
食物中のビタミン A はレチノールとカロテンに大別され、前者は牛乳、レバーなどの動物性食
物に、後者はほうれん草やにんじんなどの緑黄色野菜やパパイヤなどの黄色果物に多く含まれて
いる。カロテンは体内でレチノールに転換されて利用されるが転換効率はよくない。また、脂溶
性のため、油脂とともに摂食することで体内での吸収率が高まる。途上国では動物性食物を食べ
ることが少ないうえに、油脂の摂取量も少ないことから、ビタミン A 欠乏症が表れやすいといわ
れている。
ビタミン A カプセルの配布による補給プログラム、砂糖やマーガリン・植物油などへのビタミ
ン A の添加プログラム、
ビタミン A を多く含む食物をとるようにするための栄養教育プログラム
などが取り組まれてきている（西田 2001a、四方 1998）
。
(2) ヨウ素
甲状腺ホルモンは脳神経の発達・機能、子どもの身体発育に不可欠なホルモンであり、首の根
元の甲状腺で産生されているが、このときにヨウ素が重要な役割を果たす。ヨウ素の不足状態が
長く続くと甲状腺は血液からヨウ素を吸収しようとして甲状腺肥大を引き起こす。引き続き甲状
腺ホルモンが産生されない状態が続くと甲状腺機能減退症に発展する。この甲状腺機能減退症で
は、自律神経の失調、子どもの場合は身体発達の遅れや知能指数の低下、妊婦の場合は流産や胎
児への影響などがみられる。精神発達遅延の原因のうち、最大の予防可能要因とされている。妊
娠中母体のヨウ素欠乏症が胎児に及ぼす影響は深刻で、
新生児がクレチン症にかかる確率が高い。
妊娠初期のヨウ素欠乏で起こる神経性クレチン症では、聾唖や脳神経発育障害などがみられ、治
療は不可能である。
ヨウ素欠乏症は、土壌ヨード含量の低い内陸部高地や洪水が多発して土地がやせている地域な
どで多発する。このような土地で食物から自然に摂取することは難しい。したがって、これまで
実施されてきたヨウ素欠乏症対策プログラムはヨウ素添加塩の普及促進と経口ヨードオイルカプ
セル配布が主なものである。前者の方が費用効果も高く、普及活動が容易であると言われている
（西田 2001a）
(3) 鉄
血液中赤血球の寿命は短く、4 か月ごとに再生されている。この再生機構において、鉄、葉酸、
たんぱく質が重要な役割を果たしている。このなかでも、鉄は赤血球内呼吸成分のヘモグロビン
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を生成するために必要であり、脳や筋肉、免疫細胞の機能を維持するうえで不可欠である。鉄欠
乏症は、単一栄養素欠乏症の中で最も頻度高くみられる。鉄欠乏性貧血は国の経済状態と関係な
くどこの国でもみられるが、特に途上国の子どもや出産期の女性に多くみられる。鉄欠乏性貧血
になると、免疫が損なわれ、心身の機能が低下、全身倦怠感、動悸、息切れ、めまい、学習能力
の低下などの症状を呈する。乳幼児の場合は知能発達の遅れ、妊産婦の場合は分娩時出血による
死亡や敗血症、低出生時体重児出産などにつながるといったように、影響はより深刻で、貧血が
改善すれば、妊産婦死亡の 20％が改善されるといわれている。
鉄を多く含む食物はレバーや赤身の肉類、魚、葉野菜などがあり、肉や魚に含まれるヘム鉄は
吸収率が 15－35％であるが、牛乳、卵、植物性食物に含まれる非ヘム鉄は 5％以下であると言わ
れている。非ヘム鉄は肉や魚に含まれるたんぱく質、ビタミン C とともに摂取することで吸収率
が高まる。
鉄欠乏性貧血への対策としては、鉄･葉酸タブレット配布による補給プログラムが一般的であ
るが、小麦粉などへの鉄の添加プログラムも取り組まれている。また、鉄を多く含む食物をビタ
ミン C を多く含む食物とともに食する、吸収を阻害するタンニン酸を含む紅茶などは食後 1 時間
たってから飲むなどの栄養教育プログラムも取り組まれてきている。
鉄･葉酸タブレットによる補
給は、妊産婦検診を受診しない女性が多いこと、毎日タブレットを飲む必要があること、また、
便秘や便の色の変化などをともなうので配布された鉄剤を実際には飲まない女性もいることなど
から、効果があがりにくいといわれている（King 1993、西田 2001a）
2） 微量栄養素欠乏症の戦略
微量栄養素欠乏症対策としては、以下の 3 つの主要な戦略があるといわれている。
① 微量栄養素の栄養補給（Supplementation）
② 食物への微量栄養素の添加（Fortification）
③ 食物ベースのアプローチ/食事内容の改善（Food-based approach/ Dietary modification）
・生産を促進する戦略
・摂取を増やす戦略
・世帯レベルでの食物の調理･加工･保存方法･食べ方を改善する戦略
・品種改良による農業的戦略
（母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する援助研究会 2003、p.154）
JICA による『母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する研究の援助研究報告書：母と子の
微量栄養素欠乏をなくすために－小さじ一杯で育まれる母子の健康－』のなかの「微量栄養素と
ユニセフの活動」の章で、
「微量栄養素欠乏症の問題についても、他の栄養問題と同様に食生活の
改善（微量栄養素豊富な野菜や果物、肉などをより多く摂取する）が最も理想的かつ持続性のあ
る摂取経路と考えられる。しかし、それを唯一あるいは短期的に効果的な方策として考えること
は困難である」としている。その理由として下記の 3 点をあげている。
① 貧困および「季節性」の問題。途上国の多くでは、ビタミンや鉄分などの微量栄養素が豊富
な野菜や果物、肉、卵など安価かつ四季を通じて簡単に手に入る状況ではないし、それの
みによって必要摂取量をまかなえるとは限らない。
② 他分野での状況改善の必要性。食物の入手可能性の増加、そしてそれを通じて微量栄養素
の摂取量を増加させることは、農業･園芸技術の改善、生産物の流通･保蔵と価格設定、消
費者の購買力の有無、微量元素吸収に影響する他の食物の有無、家庭での調理の影響、家
族内での分配の問題といった様々な要因を考慮しなければならない。そうした他分野にわ
たる変化を短期間のうちに起こすことは難しい。
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③ 意識･行動変化の必要性。食生活の変化は、経済的･物理的な要因以外にも、思考や嗜好、食
事に関する行動などの変化を必要とする。そうした生活の最も根本的なことに関する変化
を短期間に、広い地域や人口を対象として実現することは容易ではない。
（母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する援助研究会 2003、pp.32-33）
「短期的に効果的」という言葉からもわかるように、緊急事態への対応として、
「微量栄養素
の栄養補給（Supplementation）
」を推進していることが伺える。このことは、筆者がオブザーバー
として参加したバングラデシュでの日本ユニセフ合同ミッションでのユニセフの担当者が、微量
栄養素のカプセルの配布や食塩へのヨウ素の添加は、非常に低い価格で効果が上がることを強調
していたことからも、安価ですぐに効果が表れることに、現在は力を入れるべきであるとの方針
の強いことが伺えた。
3）子どものための地球サミット
次に、世界が微量栄養素欠乏症対策に着目するようになった国際会議である、
「子どものため
の世界サミット（World Summit for Children）
」で、微量栄養素（Micronutrient）がどのように位置
づけられ、活動が開始したのかを整理する。
(1) サミットの概要
「子どものための世界サミット」は、1990 年 9 月にニューヨークの国連本部で開催され、9 月
30 日に、150 名以上の大統領や首相が 27 の具体的目標に署名した。25 項目からなる「子どもの
生存・保護・発達のための世界宣言（World Declaration on the Survival, Protection, and Development of
Children）
」が採択された。タスクの中の最初に、
「子どもの健康と栄養状態の向上が最初の義務で
ある」と述べられ、栄養問題は最重要課題であることが強調されている。そして、1990 年代に「子
どもの生存・保護・発達のための世界宣言」をやりとげるために 36 項目からなる行動計画（Plan
of Action）が発表された（UNICEF 1990）
。
(2) 目標
序論にある 5 番目の項目の中で、すべての国家、国連機関や主な非政府組織･民間援助団体（Non
Governmental Organization: NGO）がいくつかの国際的なフォーラムに参加して過去 20 年間で達成
することが望まれる子どもと開発のためのゴールが設定されてきたが、これらのゴールを支援し
ていく 2000 年までに達成する目標として下記の 7 点が示されている（UNICEF 1990）
。
① 5 歳未満児死亡率を 1990 年の 3 分の 1 減らす、もしくは、出生 1,000 人当たりの死亡率を
70 にする。どちらか低い方を実現する。
② 妊産婦死亡率を 1990 年のレベルの半分まで下げる。
③ 5 歳未満児の重度及び中程度の栄養不良を 1990 年のレベルの半分まで下げる。
④ 世界のどこでも、安全な水が手に入り、衛生施設（トイレ）を使用することができるよう
にする。
⑤ 世界全体で小学校就学年齢の子どもの最低 80％が基礎教育を受け、初等教育を終了するこ
とができるようにする。
⑥ 成人の非識字率、特に女性の非識字率を重要視して、最低でも 1990 年のレベル（各国で決
められた最適な年齢グループ）の半分まで下げる。
⑦ 子ども、特に困難な状況にいる子ども、戦闘の中にいる子どもを守る。
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直接、栄養に関わるものとしては、③の 5 歳未満児の栄養不良を減少させる、間接的に栄養と
関係のあるものは、①、②、④があげられている。
「子どもの生存・保護・発達のための具体的な行動」のなかの 3 番目に食物と栄養（Food and
Nutrition）というタイトルがあり、次に示す 13、14 の 2 つの項目からなっている。
13. それぞれの異なった形での飢餓と栄養不良は、幼い子どもの死の約半分に関わっている。
2 千万人以上の子どもが重度の栄養不良であり、1 億 5 千万人以上の子どもが低体重であ
り、3 億 5 千万人の女性が栄養性貧血に罹っている。栄養状態の向上のためには、(a) 家
庭内での適切な食物の安全、(b) 衛生的な環境と感染症の予防、(c) 適切な母親と子どもへ
のケアが要求される。正しい政治と適切な制度の準備、政策の優先度と共に、世界は今、
世界のすべての子どもに食べるもの与え、栄養不良の最悪な状況を克服する、すなわち、
栄養不良によってなる疾病を徹底的に減少させ、たんぱく質-エネルギー栄養不良を半減
させ、ビタミン A 欠乏症やヨウ素欠乏症をほとんど消滅させ、栄養性貧血を著しく減少さ
せる立場にある。
14. 幼い子どもと妊婦のためには、妊娠中と授乳中の適切な食物の準備、母乳哺育と補完食（離
乳食）の習慣を保護、支援していくこと（それには、頻繁に授乳･食事を与えること、適
切なフォローアップのある成長モニタリングが含まれる）
、加えて、食事調査が最も必要
とされる。子どもは成長し成人の社会の構成員となることから、適切な食事はあきらに人
類的な優先順位の高いものである。これらを達成するためには、雇用と収入を得る機会、
知識の普及と食物の生産量と配布量を向上させるための支援サービスが要求される。これ
らは、飢餓と栄養不良に立ち向かうためのより広い国家の戦略の中で重要な行動である
（UNICEF 1990)。
上記のように、栄養不良の改善というなかに、ビタミン A 欠乏症、ヨウ素欠乏症、
（鉄欠乏性）
貧血という、3 つの微量栄養素による疾病が含まれている。
子どもの生存、発達、保護のための主なゴールとして 7 項目、支援･セクターごとのゴールと
して、
「女性の健康と教育」
「栄養」
「子どもの健康」
「水と衛生」
「基礎教育」
「困難な状況にある
子ども」という 6 つのセクターについてのゴールが掲げられた。主なゴールは前述した 7 項目と
ほとんど同じである。
「栄養」セクターでは下記に示す 7 つのゴールが設定された。
①
②
③
④
⑤
⑥

5 歳未満児の重度並びに中度の栄養不良を 1990 年の半分まで減少させる。
低出生体重児（2.5kg 以下）出生率を 10％以下まで減少させる。
女性の鉄欠乏性貧血を 1990 年のレベルの 3 分の 1 まで減少させる。
ヨウ素欠乏症をほぼ完全になくす。
ビタミン A 欠乏症と夜盲症を含むその結果をほぼ完全になくす。
すべての女性が 4～6 ヶ月間は完全母乳哺育を行い、それ以降は補助食と母乳を併用し、2
歳あるいはその先まで併用を続けることができるようにエンパワーする。
⑦ 家庭内の食物の安全性を確実にするために食物生産を向上させるための知識やサービスを
普及する（UNICEF 1990)
「栄養」セクター7 つのゴールのうち、鉄、ヨウ素、ビタミン A という 3 つの微量栄養素にか
かわる項目が設定されており、その比率は高い。
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また、ユニセフの 1995 年版『世界子供白書』によると、
「子どものための世界サミット」の 1995
年の目標は下記の 10 項目である（ユニセフ 1994）
。
① すべての国がワクチンで予防できる子どもの 6 つの主な病気の予防接種率を少なくとも
80％に引き上げる。
② 新生児破傷風をほぼ完全になくす。
③ 予防接種実施前と比べて、はしかの死亡数を 95％減らし、はしかの罹病率を 90％減らす。
④ 2000 年までに全世界でポリオを根絶するための一歩として、特定の国と地域でポリオを根
絶する。
⑤ すべての病院や産院での無料または割引価格の母乳代替品の配布をやめ、主要なすべての
病院を「赤ちゃんにやさしい病院」にする。
⑥ 下痢性の病気を予防する努力の一環として、ORT（経口補水療法）の使用率を 80%に高め
る。
⑦ ビタミン A 欠乏症をほぼ完全になくす。
⑧ ヨウ素欠乏症の危険のある国ではすべての食塩にヨウ素を添加する。
⑨ メジナ虫病をほぼ完全になくす。
⑩ すべての国が「児童の権利条約」を批准するようにする。
10 項目のうちの 2 つにヨウ素欠乏症とビタミン A 欠乏症についての目標が記述されている。5
年目で大きな成果のあがることを期待していたと思われる。また、ヨウ素とビタミン A について
下記のように記述して、WHO と共に、両微量栄養素欠乏の問題を「子どものための世界サミッ
ト」の各国の大統領や首相を含む参加者に気づくきっかけを提示し、撲滅のための活動に主導し
て取り組む姿勢を示している。
・ヨウ素
「WHO とユニセフは 1990 年 9 月 30 日に世界の政治指導者に対して、何百万人もの子どもの
病気や発達の遅れ、早死を防ぐための強力で低コストのいくつかの手段と併せて、食塩にヨウ
素を添加することを提案した（ユニセフ 1993）
」
・ビタミン A
「WHO とユニセフはこの問題を 1990 年の『子どものための世界サミット』で取り上げ、ビタ
ミン A の摂取を増やすことが、発展途上国の子どもの病気や失明、死を減らすためのもう一
つの明白で強力な低コストの戦略になると主張した（ユニセフ 1993）
」
(3) サミット後の微量栄養素欠乏症への取り組み
微量栄養素イニシアチブ（Micronutrient Initiative: MI）が、1990 年の「子どものための世界サミッ
ト」
で採択された 2000 年までに達成するべき目標のなかの微量栄養素欠乏症から子どもを守るこ
とを各国首脳らが誓い、その誓約のもと、1992 年に設立された。カナダの国際開発研究センター
（International Development Research Centre: IDRC）内に事務局をおき、この IDRC、カナダ国際開
発機構（Canadian International Development Agency: CIDA）
、ユニセフ、世界銀行、UNDP、そして
遅れて USAID が参加する運営委員会によって 2001 年まで運営され、
その後も活動は引き継がれ、
新たな組織として継続して活動に取り組んでいる（Micronutrient Initiative 2001）
。
このように、新たな組織を立ち上げるほど、
「子どものための世界サミット」を契機とし、ユニ
セフや世界銀行などが主導して微量栄養素欠乏症対策に取り組んでいることが伺える。
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4）国際栄養会議
「子どものための世界サミット（World Summit for Children）」と同様に、「国際栄養会議
（International Conference on Nutrition）
」で、微量栄養素（Micronutrient）がどのように位置づけら
れ、活動が開始したのかを整理する。
(1) 会議の概要
1992 年ローマにおいて、FAO と WHO の合同で国際栄養会議が開催された。この栄養会議は世
界で初めての、政府レベルが関係した栄養に関する国際会議であった。2 年以上にわたる準備を
経て、世界 159 カ国からの代表団、15 の国連機関、そして 150 以上もの政府間機関、NGO の代
表など 1,300 人を超える参加者によって、1 週間にわたって討議が行われた。各国の代表には､首
相や大臣クラスも含まれていた。その結果、世界栄養宣言（World Declaration on Nutrition）が批准
され発表された。この世界宣言及び行動計画は翌年（1993 年）の WHO 総会でも是認され、WHO
の加盟国は世界宣言に配された 9 つの目標達成のために努力をすることを誓い、世界栄養宣言に
基づいてそれぞれの国の実行計画の作成、履行をしている。WHO の栄養プログラムもこの世界
栄養宣言の目標､また、世界行動計画が現在の活動のガイドラインとなっている（武見 2006、
Latham 1997）
。
(2) 世界栄養宣言及び行動計画
21 項目からなる宣言であり、その第 1 項目は、
「われわれ 159 か国の代表は、飢餓を撲滅し、
すべての形の栄養不良を減少させるための我々の決意を宣言する。飢餓と栄養不良は、この人災
を終結させるための知識と資源とを有する世界において受け入れ難いものである」と始まり、こ
の宣言が飢餓の根絶とすべての種類の栄養不良を軽減するための決意表明であること、栄養学的
に適切かつ安全な食物へのアクセスは、すべての人の権利であること、食物を含む適切な生活水
準の確保は基本的人権であることが明記された。
「世界栄養宣言及び行動計画」は、その目標が達成されるためには、各国がそれぞれの文化的
な背景にふさわしい行動計画を策定する必要があることを示している。また、食物や栄養素摂取
の数値目標を示さなかったことは、栄養学者たちが数字にのみに支配された政策から、当面する
重要な公衆衛生上の問題について直接考慮する政策へと重点が移ったことを示すことから、注目
に値するとしている。また、この行動計画は「持続可能な食物ベースのアプローチ」による栄養
情報を普及させることが必要であり、このアプローチは、伝統的食物を含む微量栄養素の豊富な
食物の生産と消費を通じて、食生活の多様性を奨励するものであるとしている。
第 19 項目には、20 世紀中に克服するべき課題として以下の 3 点、軽減すべき課題として 6 点
があげられた（武見 2006、pp.275-276）
。
[克服すべき課題]
・飢餓と飢餓に起因する死亡
・自然災害並びに人為的災害に見舞われた地域の食料危機と栄養不足による疾病
・ヨウ素欠乏症、並びに、ビタミン A 欠乏症
[軽減すべき課題]
・食料不足と広範な地域における慢性的飢餓
・低栄養、特に子ども、女性、高齢者の低栄養
・鉄欠乏症を含む、他の重要な微量栄養素欠乏症
・食事に関連する感染症、及び非感染性疾患
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・最適な母乳保育を妨げる社会的、あるいはその他の要因
・不適切な衛生施設と、安全性の低い飲料水を含む劣悪な衛生状態
克服すべき課題 3 点のうち１つとして「ヨウ素欠乏症、並びに、ビタミン A 欠乏症」
、また、
軽減すべき課題 6 点のうち１つとして「鉄欠乏症を含む、他の重要な微量栄養素欠乏症」が、そ
れぞれ微量栄養素欠乏症を克服するべき問題としてあげられているなど、微量栄養素の占める比
率は高い。
上述のように国際的に取り組まれてきている栄養プログラムは、WHO やユニセフを中心とし
て取り組まれ、包括的なものから微量栄養素プログラムに移行してきている。
第 3 節 南アジアの保健政策と栄養プログラム
1．ネパール、パキスタン、バングラデシュ政府の保健政策と栄養プログラム
筆者がネパール、パキスタン、バングデシュで活動していた時期を中心に、それぞれの政府の
保健政策と栄養プログラムについて述べる。
1）ネパールの栄養プログラム
(1) ネパールの保健政策と栄養プログラム
1990 年の民主化以降、政権の不安定な状態が続いており、その結果、政治的に任命される高級
官僚からその下部公務員まで政権の交代とともに頻繁に交代するという状況になり、行政に継続
性がなくなり、住民へのサービスも低下した。また、職業倫理の維持が困難になり、腐敗も激化
しているといわれている。そのようななかで、1994 年の総選挙に際し、選挙に参加する政党とし
ての登録を拒否されたマオイスト（共産党毛沢東主義者）が、中西部の交通不便な山間部で武装
闘争を開始し、孤立して駐在する警察の襲撃や献金の強要などするようになった。このマオイス
トの武力攻撃の激化により、ネパールでは治安が大幅に悪化し、観光産業も低迷、経済状況も悪
化し、援助の地方展開においても大きな制約が生じるようになっている。
ネパールの国家保健政策は 1991 年に、86％が住む農村地域の住民の健康状態を強化すること
を目的として策定された。第 8 次保健計画（1992-1997 年）
、第 9 次保健計画（1997-2002 年）
、第
2 次長期保健計画（1997-2017 年）が国家保健政策の実施のために開発されてきた。この長期保健
計画はドイツ技術協力公社（GTZ）の提唱で WHO､世界銀行が中心となって策定され、第 9 次か
ら第 12 次まで、5 年ごとに保健計画がたてられた。重点対象疾患は時期により異なるが、各期で
研修、モニタリング、監視、管理、質の維持などを取り入れている。骨子は PHC からヘルス・ケ
ア・システムの確立に移り、地方分権化、私立施設の参入を促進し、保健医療サービスを国の隅々
まで行き届くよう実施し、そのモニタリング、監督を強調している。この戦略のなかで、栄養は
第 9 次計画のなかに“栄養促進”が位置づけられている。
医療政策上は WHO とユニセフが主に指導、協力しているが、資金面では国連人口基金（United
Nations Fund for Population Activities: UNFPA）が最大で、国際開発協会（International Development
Association: IDA）
、WHO がこれに続く。国家計画委員会が保健分野開発のための協調を確実にし
ていくように主導しているが、政府と WHO の調整委員会も保健分野内での協調を促進する役目
を果たしている。協調している主な保健プログラムは、HIV/AIDS と STD （sexually transmitted
disease）コントロール、安全な母性（Safe Motherhood）
、情報・教育･コミュニケーション（Information
Education Communication: IEC）
、保健管理情報システム（Health Management Information System:
HMIS）
、栄養、国家予防接種プログラムであるとされ、栄養は協調して取り組まれているプログ
ラムとして位置づけられている。WHO は、マラリア撲滅、痘瘡根絶から予防接種拡大プログラ
ム（Expanded Programme for Immunization: EPI）
、下痢症など個別疾患の垂直的な活動から、PHC、

22

安全な母性、母子保健、郡保健事務所強化など水平的活動に変えてきた。WHO はこれらの多く
のプログラムをユニセフと協力して行っている。ユニセフはその他に栄養関連のプログラム、衛
生プログラム、必須医薬品回転資金プログラムなどを展開している。保健分野の二国間援助では
米国がトップドナーであり、安全な母性に力を入れている。いろいろなドナーが縦列的にプログ
ラムを実施している（倉辻 2003、WHO SEARO 2003a）
。
ネパール政府の保健政策は国連機関や二国間援助団体などが中心となって動いている。栄養分
野はユニセフが中心となって政策を進めている。筆者が 1996 年に JICA の PHC プロジェクトの
栄養教育の短期専門家として、ユニセフ事務所を訪れた際、栄養担当官からまず言われたことは、
「JICA はどの微量栄養素を担当するつもりなのか」ということであった。
「地域の女性に集まっ
てもらって、子どもの栄養状態を良くするためにはどうしたらよいのかを話し合いながらともに
行動をしていくプログラムに取り組むつもりなので、特定の微量栄養素欠乏症解決のための活動
をするつもりはない」と答えると、そこで会話は終わってしまうのであった。また、同時期に、
保健省の栄養担当官を訪ねた際には、
「今までインドの援助によるヨード添加塩があったが、イン
ドの援助が数か月後に打ち切られることになったので JICA が代わりに援助をして欲しい」とい
きなり言われ、短期専門家の立場では返事ができないので、JICA の現地事務所の担当者を紹介し
たことがあった。その後、国際厚生事業団がアジア諸国を対象として開催したヨウ素欠乏症対策
ワークショップを契機として在ネパール大使館や JICA 事務所を介した日本によるネパールでの
ヨード欠乏症対策が始まったが、継続した活動を保証するものがネパール政府内には確立してい
ないという不安を抱えながらの活動であることが伺われた。
2）パキスタンの保健政策と栄養プログラムの位置
1998 年に核実験が実施され、経済措置、経済成長率の鈍化によって雇用吸収力が低下、貧困層
が増大するなか、1999 年にクーデターにより新政権が誕生した。核実験前後に多くのドナーが政
治的理由から撤退する事態になった。特に、子どもの生存プロジェクトなど、小児のプライマリ・
ヘルスケア分野に多大な貢献を行ってきた USAID の撤退は、予防接種拡大プログラム（EPI）の
カバー率低下、マラリアコントロール継続困難、資金援助を受けていた家族計画関連の NGO の
多数が運営資金難に陥るなどの大きな影響を残した（四方 2003）
。
国の保健医療に関しては主に保健省と人口福祉省の二つの省が管轄している。保健省に関して
は、連邦政府は企画･立案･調整を、実際の保健医療行政は主に州政府の業務管轄となっている。
連邦政府内の栄養部門は計画開発省に属し、保健省内に栄養関係の部署はない。保健関係機関は
外国援助の総括を行う経済省、保健省、人口福祉省、内務省、軍病院がある軍など縦割りに存在
し、協調して取り組むのは非常に難しい現状にある。すなわち、母子の栄養プログラムに取り組
むことになっても、各省庁間､州との連邦政府間とそれぞれ異なる命令系統をもっており、統一的
な管理運営ができない現状にある。
プライマリ・ヘルスケアの原則に沿った国家の保健政策が 1990 年に合意され、これに基づき、
第 8 次 5 カ年計画（1993-1998 年）が策定された。地方、貧困層、女性および子どもに対する不
平等と現状を是正し、保健医療全体の質の向上を図るため、予防と治療･医療サービス･保健医療
従事者分布の均衡、地方分権化の促進、地方住民へのサービス向上、予防保健の 90%普及などを
骨子の方針として、実際のプログラムとして、コミュニティヘルスワーカーの養成、第一次医療
施設の充実、母子保健医療従事者のトレーニング、学校保健、マラリア対策、医療情報システム
の確立、健康保健制度の試行、家族計画サービスの提供などが計画された。しかし、実態や需要
に即しておらず、実施上の問題等があることにより、実質的に効果はあがらなかったとされてい
る。1998 年には 1990 年と同様の方針ではあるが、地域医療、非感染症疾患対策などの不十分な
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点を補った新保健政策が合意された（仲佐 1998）
。
第 8 次 5 カ年計画の栄養に関わる活動はその多くが計画開発省の所管であったが、それらの実
施や評価に関する調査結果や報告書などが入手できず、どのくらい実施され目標が達成されたの
かは不明であるが、
多くのドナーが指摘しているように、
パキスタン政府は行政機能も完備され、
計画も完璧にたてるが、社会サービスの供給能力、計画の実施能力が十分でないことから、実施･
評価はあまり的確に行われてきていないことが伺われる。また、11 ある縦断型プログラムがそれ
ぞれ独自の活動を行う計画をたて、その実施要員は同じ人物であることもあり、プログラム間の
調整や連携がないまま計画倒れになるケースも多くみられる。たとえば、現在、地域の女性や子
どもへの働きかけのほとんどは、国家家族計画・PHC プログラムの草の根ワーカーである女性保
健ワーカー（LHW）に頼った計画をたてており、草の根のワーカーへの負担が大きくなり、実現
化できない状況が生まれてきている。それぞれの分野で計画をたてるものの、機関間での調整が
できないなか、効果的な活動を行っていくのは難しい状況である（四方 2003）
。
3）バングラデシュの保健政策と栄養プログラムの位置
国家開発方針は 15 年間の長期計画とこれを参考に作られた中期的国家政策である 5 カ年計画
があり、それと平行して 1998 年からは世界銀行主導、ドナーコンソーシャム（各国の援助機関）
による、第 5 次保健人口セクタープログラム（Health and Population Sector Program: HPSP）が、そ
して、またこれとは別に USAID が NGO と協力して 1987 年から 1997 年に家族計画保健サービス
プロジェクト
（Family Planning and Health Services Project: FPHSP）
、
続いて 1997 年から 7 年計画で、
国家総合人口保健プログラム（National Integrated Population and Health Program: NIPHP）を実施し
ている。栄養に関しては国家食糧栄養政策（National Food and Nutrition Policy: NFNP）が、バング
ラデシュ国家栄養委員会によって 1997 年に策定されている。また、ユニセフが中心となって進め
てきたバングラデシュ総合栄養プロジェクト（Bangladesh Integrated Nutrition Programme : BINP）
や、世界銀行が中心となり、地域の NGO が実際の活動を担当して進めてきている国家栄養プロ
グラム（National Nutrition Program: NNP）
、この他にも、政府や、政府の外郭団体、多くのドナー
がそれぞれに取り組むプログラムが縦列的に存在する。
HPSP は、バングラデシュにはじめてセクターワイドアプローチを導入して 2003 年までの 5 年
間で、下記の 3 点の改革を達成させる予定で始まった。
① 従来の保健家族福祉省内の保健局と家族計画局の 2 局に分極した体制を統合し、セクター
ワイドアプローチを導入し、26 名の Line-Director（LD）が計画立案、実施責任者となる。
② 従来のプロジェクト毎にドナーが資金援助をするやり方から、ドナーコンソーシャムを結
成して、プールファンドの中から、LD に Operational Plan に合わせて資金を配分する。
③ 貧困者や女性と子どものニーズに優先度を置いた必須医療サービスパッケージ（Essential
Service Package: ESP）を、人口 6,000 人に 1 か所の Community Clinic（CC）を拠点として提
供する。
しかし、2003 年の HPSP 終了前に政権が変わり、保健家族福祉省内の保健局と家族計画局の 2
局に分極した体制の統合が地方から始まっていたにもかかわらず、
また分局することになったり、
CC は今まで建設しているものは残すものの、新たな建設はしないことに決めたりなど、評価が
現政権にとって都合のよいように解釈され、前政権のやっていたこととは異なることをするとい
う方針で政策が策定され始めた。
政権交代時期は貧困削減戦略ペーパー（Poverty Reduction Strategy Paper: PRSP）の作成時期と重
なったこともあり、新しい政権によって、保健栄養人口セクタープログラム（Health、 Nutrition and
Population Sector Program: HNPSP）の構想が打ち出された。栄養が入ったのは、前の政権と異なる
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ことをしなければならないという意識から取り入れられたという意見も聞かれ、今まで、別に取
り組まれてきた各種栄養プログラムと保健･人口プログラムとの統合は難しいのではないかと考
えられている。
保健･医療分野に限ったことではないが、政策方針にはドナーの意向が強く反映されている。
したがって、どのドナーがどの事業に予算をつけるかなど、ドナーやドナーの方針が変わるたび
に政策も次々と変わることになる。また、政権交代による政策の変更も、政策の内容が検討され
て変更されるのではなく、前政権のやっていたこととは異なることをするという視点で政策が変
更されるということがおきており、現場での混乱が多くみられている（間宮 1998、長谷部 2003、
Ministry of Health and Family Welfare 2000、WHO SEARO 2003b）
。
2．南アジアの栄養プログラムの諸問題
1）南アジアの栄養不良の子どもの比率が高い背景
第 2 章で述べたように、南アジアでは栄養不良の子どもの比率が高い。ヴリミリらは、
「南ア
ジアの栄養不良率が特に高いのは男女の不平等という土壌に深く根ざしている」ことを指摘して
いる。出生時の低体重は胎児の栄養不良、あるいは母親自身の栄養不良の結果であるため、低出
生体重児の比率は、
母親が成長期や妊娠中に置かれた条件、
特にその健康や栄養状態を反映する。
南アジアの女性の平均余命が生物学的には長いはずであるのにもかかわらず、男性の平均余命と
ほぼ同じであることや、逆に短いことから考えると、南アジアの女性は他地域と比べ、尊重され
ずケアを受けられていないことを示している（ヴリミリ 1996）
。
筆者が、パキスタンで地域の女性保健ワーカーと共に妊産婦と授乳婦を訪問した際に聞いたこ
とからも、女性の置かれている状況が厳しいことが伺えた。何を食べるのかを決めるのは、義母
や義父、夫であり、買い物に行くのは義父や夫という男性、そして、調理をするのは嫁という立
場の女性である。また、食べる順序は、まず男性、次に子ども、最後に女性であるが、その女性
の中でも、嫁という立場のものは最後に食べることになっている。したがって、女性は、いくら
妊娠中や授乳中に普段よりカルシウムやビタミンAを多く含む食物を多くとらなければならない
という情報を入手しても、何を食べるのかの決定権もなければ、たとえ家族に十分な食物があっ
たとしても、自分は食べられない場合が起こり、知識の欠如がそのまま栄養不良とつながってい
るわけではないのである。バングラデシュやネパールでも似たような状況であった。
また、食べることは、その国や地域、民族の文化と深くかかわっているが、南アジア地域には
多くのフードタブーや食生活にかかわる信念が存在する。ネパール、パキスタン、バングラデシュ
では、食物を「熱い食物」と「冷たい食物」とに分け、妊娠中や出産後、また病気の時、どちら
かの食物は食べてはいけないとされている。この「熱い」
、
「冷たい」は物理的な熱さや冷たさで
はなく、国、地域、民族などで分け方も、食べてよい時といけない時の区分も異なっている。バ
ングラデシュには、妊娠中にいろいろな理由から妊婦は動物性食物を一切食べられない地域があ
る。また、妊娠中に食べ過ぎると子どもが大きくなり難産になるので、多く食べてはいけないと
いう信念も強く残っている。このようなフードタブーや食生活にかかわる信念から栄養状態が悪
化している場合もみられる。
2）南アジアの栄養プログラムの諸問題
三か国とも、頻繁な政権交代、それにともなう行政官の頻繁な交代がある。したがって、中長
期的な視野に立った事業計画をたて、実施、評価していくことが非常に困難な状況にある。政策
策定担当者らには政策にかかわる信念を持っている人材は少なく、援助機関の方針がそのまま政
策として反映されるのである。したがって、栄養プログラムはその費用効果の面から判断され、
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微量栄養素欠乏症対策のためのものが中心となっている。地域の生活改善などから取り組むプロ
グラムも存在するが、成果主義であることから、数値でその成果を表すことができる微量栄養素
プログラムに偏る傾向があるのではないかと考えられる。
南アジアの国々の多くは、選択的 PHC をまかなう財政的余力もなく、予防接種や下痢症はユニ
セフ、家族計画は UNFPA、マラリア対策や結核対策は WHO などドナー別に裁断された縦断的
PHC プログラムが分立する体制しかとれないできた。1980 年代以降は構造調整プログラム（SAP）
や PRSP の影響を受け、セクターワイドアプローチを取り入れたものの、机上の空論となってい
る現状がある。そのようななかでは栄養プログラムはユニセフや WHO の方針をそのまま受け入
れたものになると考えられる。したがって、短期間に効果が表れやすい微量栄養素欠乏症対策プ
ログラムに取り組むものが中心になっているのではないかと考えられる。
また、栄養プログラムでは文化に深く根ざしたタブーや信念の影響も大きいととらえられ、そ
の対策もとられてはきたが、このような習慣は簡単に変えられるものではない。したがって、そ
の地域で守られていることに反しないようにしながら栄養状態を良くしていく方法を考えていく
ことが必要になる場合もある。女性の置かれている状況や社会に存在するタブーや信念など社会
的な背景を無視して栄養プログラムを実施しても効果はあがらないであろうことは明らかである。
3．ネパールの栄養プログラムの事例
1）外部者主導の「住民参加型栄養教育プログラム」
(1) 背景
1992 年より、
「住民参加･持続性を重視し PHC システムづくり」を最終目的とする JICA の PHC
プロジェクが首都近郊のバクタプール郡、ヌワコット郡で実施された。最初に活動を始めたバク
タプール郡ナガルコット村第 8 ワードで、小児科専門家が 5 歳未満児を対象に小児健診を実施し
た。その結果、健康状態の良好ではない子どもが多く見られ、特に、年齢に対する体重の低い子
どもが多いことが明らかになった。そこで、栄養不良の状態と栄養素等摂取等との関係を明らか
にすることを目的に、再び JICA の手により 1994 年 12 月に食生態調査が実施された。食生態調
査は、対象地域で生活する人々の栄養･食生活について、食物側からの情報、人間（健康状態、栄
養･食物摂取の要因、食行動）側からの情報収集、人々の健康づくりや生活側からの情報収集、並
びにこれらの相互関係のなかから地域の対象の人々の食生態の特徴や問題点を明らかにしようと
する枠組みで実施された。
調査の結果、対象児の平均栄養素等摂取量は、全栄養素等について著しく少ないことが明らか
になった。栄養所要量に対する充足率が 50％未満の子どもの占める比率の高い栄養素等は、カル
シウム、ビタミン B2、脂質、カロテン、エネルギーであり、これら不足する栄養素等は穀類と青
菜類からその 50％以上を摂取していた。そこで、穀類と青菜類の摂取状況と自給作物の食事への
利用率の関係を検討し、本対象児にとって、栄養素等摂取を良好にする上で有効で、かつ地域性
を生かした食物であるキーフーズは「穀類と青菜類の組み合わせ」であることを確認した。つま
り、たんぱく質不足が強調され、動物性食物の摂取をすすめる傾向があるなか、入手可能な穀類
を、ある一定量とり、それに年間を通して入手可能な青菜類の炒め煮をつけることで、たんぱく
質を含む栄養素等のバランスがとれ、必要なエネルギーもとれることが明らかになった。
しかし、主食であり、多くの栄養素等の供給源となる穀類でさえ、年間を通しての入手は難し
い家庭がみられた。その対策は狭義の栄養教育では対応できないため、環境改善や社会改革など
を含むヘルスプロモーションの戦略を用いるなど、広義での栄養教育が必要であることが明らか
になった。食物の入手可能性を高めるための地域での活動が求められ、そのためには地域の住民
が自分たちの問題として取り組んでいくことが重要であることが示唆された（埼玉県 1999、齋藤
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1996a）
。
(2) 栄養教育プログラムの実施
1996 年より、食生態調査の結果から明らかになったキーフーズを生かして、子どもの栄養向上
を目指しすすめる女性地域保健ボランティア（Female Community Health Volunteer：FCHV）が中
心となって行う住民参加型栄養教育プログラムを実施するなかで、FCHV 並びにナガルコット村
唯一の一次保健医療施設であり、FCHV の活動の管理をしている Health Post（HP）職員がニーズ
アセスメント、企画、実施、評価までを主体的に行う力をつけることを目的に活動が開始された。
栄養教育担当の日本人専門家が 3 年間、毎年 2～4 か月の短期間、投入され活動を担当することに
なった。
専門家が講義を一方的に行うような研修や学習会を実施するのではなく、FCHV が呼びかけて
地域の女性が集まり、地域の子どもの栄養状態がよくないことに気づき、何が原因で子どもの栄
養状態がよくないのか、栄養状態をよくするために自分たちはどうしたらよいのかを話し合うこ
とができる場を設定するための働きかけをすることを JICA 専門家の活動目的とした。
まず、現状を知るために、9 名の FCHV 宅を、HP 職員とともに訪問し、活動状況調査を質問紙
を用いた面接法で実施した。FCHV の活動としては、地域の女性を集めて母親グループの集まり
を定期的に開くが、HP からの情報を一方的に伝えるという形が多く、FCHV が主体的にかかわる
様子はほとんど見られなかった。また、自分の名前を書くことのできる FCHV が 9 名中 3 名だっ
たことから文字を使わないで実施する栄養教育の方法を考える必要のあることがわかった。その
後、HP で FCHV が参加して、まず、成長曲線にプロットされた児の体重から、地域の子どもの
栄養状態のよくないことに気づき、その原因を探り、FCHV としてどのようなことをしていくの
かを話し合うワークショップを実施し、それから、各地域で FCHV が中心となってワークショッ
プを実施するという計画をたて、実施した。
HP 職員とも、
FCHV が自分たちで考え話し合うことを中心とするワークショップであるという
内容を話し合ったうえでの実施であったはずだが、そのワークショップで HP の責任者であるヘ
ルスアシスタントが突然、講義を始めた。その内容は、
「炭水化物」
、
「たんぱく質」
、
「ビタミン」
などという栄養素の名前を英語で一人一人に言わせ、その栄養素が不足したらどのような症状が
出るかの説明をし、卵や肉などの動物性食物の摂取をすすめるものであった。その後に訪問した
他地域の HP でも、栄養というと、栄養素の説明と、その栄養素が不足したらどのような症状が
出るかという講義が多くされていたことからも、FCHV や住民への栄養教育は栄養素ベースであ
り、実際に地域で入手可能な食物をどうしたら必要量食べることができるかというものではない
と考えられた。
HP 職員の講義後に、
「人間は栄養素を食べているのではなく食物を食べている。栄養教育をす
る者として、栄養素についての正しい知識を持っていることは必要だが、FCHV や住民に話す際
には、それらの必要で不足しがちな栄養素を多く含み、地域で入手可能な食物をどのくらい食べ
たらよいのかを地域の人々が自分でわかるようにしていくことが大切なのではないか」と専門家
から話すと、
「正しい知識のないことが栄養不良の原因なのだから、まずは知識を与えることが重
要である」と応え、話し合いは平行線をたどった。一般の人が知らない知識を教えるという上に
立った優位な立場を示すため、また、難しい内容を話すことが権威をあらわすことだととらえら
れているように感じられた。
FCHV が好きな食べものを尋ねられた際に、
「ビタミン」と答えたり、HP 職員がちょっとだる
いからと HP で複合ビタミン B シロップを購入したりすることなどから、
“ビタミン神話”が浸透
していることが伺えた。また、FCHV は地域の中での社会経済的に裕福な家庭の女性がなること
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が多いこともあり、栄養不良の原因は地域住民の知識不足であるというような発言もよく聞かれ
た。
「○○族は何を言ってもだめなのよ」というような発言もあり、多民族社会に起こりうる問題
もみられた。必要な食物を入手できない社会的な背景まで、共に考えていくことができるような
働きかけはできなかった。
そのような問題を抱え、もっと時間をかけて話し合いながら状況を変えていく必要を感じなが
らも、短期の任期中に成果をあげなければならないため、とにかく、各地域でのワークショップ
を実施していくように働きかけた。各地域でのワークショップは男性の参加者もおり、通常の母
親グループの集まりよりも多くの住民が集まり、
住民からの発言もみられた。活動を通して FCHV
同士が協力し合うようになり、中心的に活動し、HP 職員と打ち合わせをするような姿もみられ
るようになった。一度組織化され、活動を始めることで、今回の子どもの栄養不良を軽減するた
めの活動だけでなく、今後も地域での問題に地域住民が協力して取り組むことが可能になるので
はないかという仮説のもとでの活動であった。
2、3 年目には同じ郡の他地域での実施、マニュアル作成、FCHV の再研修内に取り入れる検討
などを行った。
「参加型」という言葉を用いてはいるものの、短期に集中して活動を進めるために
専門家主導で形だけの
「無理やり参加型」
になってしまったのではないかという懸念はあったが、
HP 職員やその監督者である郡保健事務所職員が FCHV の地域での活動を支えていくことに希望
を託して活動を終了した（埼玉県 1999、齋藤 1996a、1996b、1997、1998）
。
2）プロジェクト終了 5 年後に実施した現場担当者へのインタビュー
(1) 目的
下記の 2 点を明らかにすることを目的とした。
① 5 年前に実施した「住民参加型栄養教育プログラム」をきっかけとして組織化された住民、
特に女性が中心となって地域の子どもの栄養状態をよくするための活動を行っているかど
うかを確認する。
② 活動が続いている場合も続いていない場合もその理由を明らかにする。
(2) 方法
プロジェクト内栄養関係活動が終了してから 5 年後の 2003 年 11 月に筆者がナガルコット村を
再訪し、FCHV にインタビューを実施した。9 名中、プロジェクト終了後に辞めたり、身内の不
幸があり不在だったりした者を除いて、5 名にインタビューを実施した。質問は open-ended で、
各家庭を訪問しネパール語と日本語に通訳を通し対面して行われた。
また、ナガルコット村の HP を訪問し、職員 2 名からプロジェクト終了後の FCHV の活動並び
に HP での栄養に関わる活動についての聞き取りを実施した。栄養プログラムにかかわる活動を
ともにしていたプロジェクト前現地スタッフを通訳としてインタビューを実施した。
(3) 結果･考察
① FCHV
5 名中、
「住民参加型栄養教育プログラム」を続けている者はいなかった。9 名の中で中心的に
活動していた FCHV が結婚、転居のために辞めていたことも活動が続いていない原因の一つと考
えられたが、下記に示す発言から、FCHV には「住民参加型栄養教育プログラム」に取り組む意
図は伝わっていなかったことが読み取れる。遠い国から来たお客さんの呼びかけにのってあげよ
うという他人をもてなすネパール人のやさしい気持ちに加え、HP 職員からの要請があったので
ワークショップに「参加」してくれたのではないかと考えられた。
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A さん 「5 年前のワークショップは楽しかった。ごはんを作って持っていったよね。でも、
もう、あのあとから、人が集まらないから、話し合いの場はもってない」
B さん 「母親グループの集まりは続けているけれど、HP からの情報を伝えているだけ。最近
は、HP でビタミン A についての研修を受けたので、ビタミン A の話をした。以前と比べて病気
で亡くなる子どもはほとんどいなくなったから、集まって話すことはない」
C さん 「母親グループの集まりもしてないし、子どものいる家に話しに行っても、もうそん
なこと知っているとか言われるから行かなくなった。それに、最近は、病気になる子どもはほと
んどいない」
D さん 「何かあったら HP に行くように伝えている。ビタミン A の研修は受けたけれど、ま
だ地域の人には話していない」
E さん 「母親グループの集まりはしていない。でも、プロジェクトが終わったあとにカトマ
ンズ
（の NGO）
から来た人が地域の女性を集めて収入向上のための研修会などをしてくれている。
お金を出し合って、事業を始めることも始めた。なので、その集まりには、この地域の女性はみ
んな集まる。そのときに、地域の健康問題が話題になることがある。○○さんの子どもが病気だ
けどお金がないから病院に行くことができないというようなことが話しにあがって、誰かに頼も
うということになり、翌日の水牛乳の買い付けのために業者が来るときに地域の人が集まるとこ
ろに行って、病院に行くことができるように誰かに頼んだりする。だから、最近は病気で困るこ
とは少ない。いろいろ小物を作ってもどこで売ったらよいのかわからなくて困っていることもあ
るけれど、この集まりは続いている」
食べる、作る、伝承するという食行動は、どの人も食物を食べ生活し、しかも毎日高頻度に食
べていることから誰にでも親しみやすいこと、また、行動の対象である食物は客観的に、数量的
に把握できることからセルフチェックをしやすいことなどの特徴から、
食･栄養を切り口とした栄
養プログラムは地域での健康状態を考えていく活動の入り口になりやすく、一度組織化された後
は他の問題にも取り組んで行きやすいのではないか（足立 2000a）と言われているが、今回の活
動は FCHV や住民が自主的に集まって地域のために活動する意味を理解しないまま、限られた時
間内に形を残そうとした専門家の主導によって実施されたワークショップとして始められた活動
であったため、それはイベントのようなもので、地域での活動として続いていかなかったのでは
ないかと考えられる。
対照的に、E さんの言葉にあるように、地域の女性にとっては自分の収入を得ることができる
という目的の方が集まる動機は高かったのではないかと考えられる。そして、集まって共に作業
をすることで信頼関係が生まれ、自然に地域の健康問題についても話すようになり、結果的には
自主的に行動を起こすことまでつながっている。きっかけはその地域の人々の優先順位の高いも
の、興味を持ち、自主的に集まることができるものなら何でもよく、パキスタンのオランギプロ
ジェクトのように一度、組織化されると、人々はつぎつぎに自分たちで開発を進めていくことが
可能なのではないかと考えられる。また、このときに、マイクロクレジットは女性にとって持続
的な組織を生み出すことができる「歓びの組織化」をもつきっかけとなりやすいものなのではな
いかと推察された（穂坂 2002）
。
② HP 職員
責任者であるヘルスアシスタントは新しい人に代わっていた。副責任者は 5 年前と同じで「栄
養教育プログラム」を覚えており、意味のある活動だったと話してくれたが、終了後はそのフォ
ローアップは全くされていなかった。また、予算がこないことから FCHV の再トレーニングは全
く実施されておらず、ユニセフや USAID が費用を負担することで予算を組むことが可能なビタ
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ミン A についての研修が突然行われるなど、中央からの指示で非計画的に研修は実施されている
ようであった。
給与や待遇のよくない地域の保健ワーカーが動機づけを高く保ちながら仕事を続けていくのは
非常に難しいなか、一次保健医療施設職員の監督やかかわり方は重要な意味を持つ。しかし、HP
職員の給与もあまりよくないうえに遅配があるなか、毎日職場に出勤さえしていない職員や、出
勤しても数時間しか働かない職員も多く見られる。
JICA のプロジェクの活動で残っていたものとしては、医薬品回転基金プログラムがあった。
オーディット制度も機能しており、とてもよいシステムを残してくれたと話していた。HP が、
地域のコミッティと共同で管理し使うことが可能な収入のあることが動機づけとなり、また地域
の人から頼りにされる施設として機能し続けているようであった。しかし、この収入で FCHV の
再研修や、地域での健康に関するプログラムが計画されることはないようであった。
この地域は、首都に隣接した地域であり、マオイストの影響で旅行者の数が減り、不景気になっ
たといわれていたが、FCHV が話していたように、以前と比べると生活は豊かになっているよう
に感じられた。今では、何かあったら都市の病院へ行くようになり、妊婦検診も出産も首都の病
院でする女性が多くなり、伝統的産婆の仕事は分娩への立会いではなく、新生児の行事を司るこ
とのみに変わってきていると FCHV たちは話していた。FCHV は地域でも社会経済状況の良い家
の女性であることを考えると、すべてが事実ではないであろうし、本当に貧困の中で生活してい
る人もいるはずではあるが、5 年前と比べて、都市化が進んでいることは確かであると思われた。
このような状況下では、栄養不良の子どももまだいるはずではあるが、子どもの栄養不良につ
いての取り組みを HP 職員と FCHV が協力して行うために、5 年前の活動をそのまま続けていく
のでは意味がない。なぜなら、5 年前のプログラムをプロジェクト終了後に続けてきた FCHV は
いなかった原因は、JICA 専門家や HP 職員がプログラムの意図を伝えきれなかったことや、自分
たちの問題として取り組んでいくような働きかけができなかったこともあげられるが、ただ、栄
養不良をテーマに住民を組織し対応していく方法は、この地域では、住民が自主的に地域の栄養
問題に取り組むうえで有効なものではなかったと考えられるからである。加えて、都市化が進む
なかでは、5 年前よりも、栄養不良の問題に目を向けていくことが困難になっているとも考えら
れる。住民が興味をもって集まり、楽しさの中からみつけた新たな課題に自主的に取り組んでい
く必要がある。しかし、栄養プログラムを通してそのような力を HP 職員や FCHV が発揮できる
ような場をつくることはできなかったということになる。外部者が入る意義のひとつは、その地
域の人々が自主的により生活が豊かになるための活動に取り組むきっかけづくりだと思われるが、
栄養のように長期的なかかわりが必要な部門で、短期専門家のみではそのような活動につなげて
いくことは困難であった。
4．バングラデシュの栄養プログラムの事例
1）地域で活動しているワーカーからの聞き取り
バングラデシュでは多くの NGO が栄養にかかわるプログラムに取り組んでいる。筆者がドイ
ツの赤十字の専門家から聞いた事例から、ネパールの事例からも問題となったことが起きている
ことを確認する。
ドイツの赤十字では、地元の NGO と協力して農村地域での保健･医療向上のために活動してい
る。ある村に、クリニックをつくり、そこを基点として地域保健に関わる活動に取り組んでいた。
疾病への治療行為だけではなく、疾病予防面での活動として、入手可能な食物を増やすための
“キッチンガーデンプログラム”に取り組むこととなった。NGO でプログラムの意味を説明し、
希望した世帯に種を配布し、育て方の訓練をした結果、地域のほとんどの世帯でこのプログラム
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に取り組み、野菜や果物を収穫することができた。しかし、住民はこれらの収穫物を市場で売り、
その代金を持ってクリニックを訪れ、ビタミン剤を購入したというのである。
2）母子保健研修所（Maternity and Child Health Training Institute: MCHTI）での観察
(1) 健康教室
MCHTI はバングラデシュの首都ダッカにある保健家族福祉省家族福祉局管轄の産婦人科と小
児科をもつ病院と地方の助産に関わる研修を担当する研修部門からなる機関である。ここを拠点
として母子保健従事者の育成を通じたリプロダクティブヘルスにかかわる保健医療サービスの改
善を求め、JICA のリプロダクディブヘルス人材開発プロジェクトが 1999 年より 5 年間の協力期
間の予定で活動を行った。筆者は、プロジェクトで栄養教育、および研修における人間関係トレー
ニングの専門家として活動を行った。
栄養教育の専門家としては MCHTI 職員が、健康･栄養教育の重要性に気づき、MCHTI 内の健
康･栄養教育システムを改善していくことができることと、地方の保健医療従事者への研修（主に
助産にかかわる研修）において、健康･栄養教育のクラスを実施することができるという 2 点を目
標にして活動を行った。
現状把握のために、実施されている母親学級、父親学級、子育て学級という健康教室を観察し
たのであるが、どの場合も、担当職員が一方的にときどき怒鳴りながら威圧感を与える態度で実
施しており、
「妊婦に優しい病院」とは、かけ離れた状況であった。内容も漠然と「妊娠中はたく
さん食べるように」
、
「ビタミンを食べるように」というようなものであった。参加している妊婦
やその家族、病気の子どもを連れている母親の状況を全く理解しないままのステレオタイプの健
康教室であった。具体的に入手可能な食物や調理法などには全く触れられていなかった。
階級社会の上に位置する担当職員は、
「母親の知識がないから厳しく教え込まないといけない」
と栄養状態が悪いのはその人が悪いという態度を崩さなかった。威圧的な態度で一方的に話す方
法から、せめて怒鳴らない、やさしく話す、参加者の話を聞くというように変えるということを
提案したり、研修を通して話し合ったりもしたが、受け入れられるのは難しかった。
(2) 全国予防接種日（National Immunization Day: NID）
もともとは、ポリオワクチンの全国一斉投与の日であるが、同時にビタミン A の投与も行われ
ている。NID のマークを当日掲げた医療施設ならどこでも投与を受けられることになっている。
MCHTI にも多くの母親が 5 歳未満児を連れて投与を受けに来院している。来院した子どもは、
職員によって名前と年齢、住所をノートに記入される。しかし、もともとの登録簿などはないた
め、投与した児の数は把握できるが、同じ子どもが別の場所で何度も投与を受けたとしてもその
事実は把握されていない。
あくまでも投与した数の把握しかしていないのである。
ビタミンAは、
過剰に摂取した場合は急性中毒症状が出現するため注意が必要であるとされる。ビタミンはどう
いうものかはわからないがよいものだと信じている母親が子どものためにと何度も投与する危険
性があることを実施者は考慮しなければならない。しかし、実際の投与者である医療従事者は、
ビタミン A を投与していることは理解しているが、どのくらいの量を一度に投与しているのかに
ついての知識は持っておらず、なぜ、ビタミン A を 5 歳未満児に投与するのか、過剰摂取の場合
の毒性についても知らなかった。
ビタミン A の投与によって 5 歳未満児死亡率が減っていることは意味のあることではあるが、
なぜ、ビタミン A を子どもに投与するのかを、医療従事者は当然であるが、母親や他の家族がき
ちんと理解したうえで投与を受けていく必要があるのではないかと考えられる。
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第 4 節 学校給食にみる栄養プログラムの変化と現状：既存研究の分析から
1. 背景
2000 年 9 月 8 日、189 か国のリーダーたちが「国際ミレニアム宣言」に署名をし、2015 年まで
に、貧困や飢餓にある人々の人口を半減する」という目標を掲げた。そして翌年、
「国際ミレニア
ム宣言」に基づき 8 つの国連ミレニアム開発目標が定められた（国連開発計画 2012）
。現在、空
腹状態で学校に通う子どもは世界で6,600 万人いるとされているが、
国際連合世界食糧計画
（World
Food Programme：WFP）は、子どもを空腹のまま、学校に通わせてはならないとし、ミレニアム
開発目標のゴール 1「貧困と飢えをなくそう」
、ゴール 2「初等教育を受けられるようにしよう」
にかかわる活動として、2015 年までに、空腹状態で学校へ通う世界のすべての子どもへの給食の
配給を目指して活動を行っている（国連 WFP 2013）
。
国連機関などを中心に 5 歳未満児への栄養プログラムはアフリカや南アジア地域などで取り組
まれてきているが、5 歳以上の子どもに対する取り組みはあまりされてきていないと考えられる。
そのようななかで、学校給食は児童の栄養状態の向上に重要な働きをすると考えられる。WFP は、
活動の柱の 1 つである「学校給食プログラム」として、貧困地域で学校給食を実施することで子
どもたちの健全な発育を助けるとともに、就学率・通学率の向上に寄与しているとしている（WFP
2013）
。
子どもの健康を促進するうえでの教育の果たす役割は重要であることから、2000 年の「世界教
育フォーラム」において、WHO、国連教育科学文化機関（UNESCO）
、ユニセフ、世界銀行が共
同で推進していくことに同意し開始された FRESH（Focusing Resources on Effective School Health）
は、効果的な学校保健への資源の集中を意味しているが、その構成要素の 1 つが、学校での保健・
栄養サービスである（勝間 2005）
。したがって、学校保健のなかに学校給食も位置づけられてい
ると考えられる。他地域と比べて栄養不良の子どもの比率が高い南アジア地域において、学校保
健活動の強化を通じて学童の健康・栄養状態を改善していくことが検討されてきている（国際協
力機構 2008）
。
学校保健活動の一環として位置づけられている学校給食について、栄養不良の子どもが多い南
アジアでどのような学校給食プログラムが取り組まれてきているのかを検討した。
2. 方法
1）論文の検索
英語と日本語で書かれた論文を検索するために、論文検索には、米国国立医学図書館（National
Library of medicine: NLM）が提供する文献データベース PubMed と、医学中央雑誌刊行会が提供
する医学論文データベース（医中誌）を用いた。
PubMed では、検索のためのキ-ワードを、MeSH（Medical Subject Headings）タームを検討して
設定した。まず、南アジアを表すキーワードを検討した。MeSH の地理的区分の 1 つであるアジ
ア（Asia）の下位分類は、中央（Central）
、東南（Southeastern）
、西（Western）
、極東（Far East）
となっており、南アジア（South Asia）はない。南アジア諸国は、西アジアに中東諸国と共に含ま
れていることから、南アジアにかかわる検索語としては、国連の南アジア地域に分類されている
諸国の国名（アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、モルディブ、ネパー
ル、パキスタン、スリランカ）とした。
学校給食を表すキーワードは、学校を表す“school”と給食を表す単語である“meal”
、“lunch”
、
“feeding”について、MeSH タームを検討したが、
“school”の下位用語には本研究の目的とはな
らないものが多くあることから、WFP などの国連機関で「学校給食」を表す用語として用いられ
ている、
“school meal”
、
“school lunch”
、
“school feeding”
、
“mid-day meal”を採択した。
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以上を踏まえて、(((((((((Afghanistan) OR Bangladesh) OR Bhutan) OR India) OR Iran) OR Maldives)
OR Nepal) OR Pakistan) OR Sri Lanka) AND (“school meal”OR “school lunch”OR “school
feeding”OR“mid-day meal”)を検索式とし、6-12 歳のヒトを対象とし、2013 年 10 月までに英語と日
本語で報告された論文に限定して検索を実行したが、英語論文 14 件しか抽出されなかったため、
関連論文の漏れを防ぐために、検索式を変更し、(((((((((Afghanistan) OR Bangladesh) OR Bhutan) OR
India) OR Iran) OR Maldives) OR Nepal) OR Pakistan) OR Sri Lanka) AND ((((school meal) OR school
lunch) OR school feeding) OR mid-day meal)として再検索を行った。
医中誌での検索では、南アジア 9 か国名（アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、イン
ド、イラン、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ）と「学校給食」をキーワードと
し、6-12 歳のヒトを対象とし、2013 年までに日本語と英語で報告された論文に限定して検索を
行った。
なお、両検索とも、南アジア諸国の学校給食に関連する研究内容を広く検討するために、論文
の種類や研究デザインは限定しなかった。
2）論文のスクリーニング
PubMed 検索により抽出された 91 件について、南アジアの 9 か国での研究であること、学校給
食についての研究であることの 2 つの採択基準を用いてスクリーニングを行った。タイトルと抄
録によるスクリーニング後、本文を精読し、採択論文を決定した。その結果、75 件は学校給食に
関する内容ではなかったため除外し、英語論文 16 件が採択された。
医中誌での検索によって抽出された論文は 6 件であった。タイトルと抄録によるスクリーニン
グ後、本文を精読した結果、4 件は学校給食に関する内容ではなかったため除外し、日本語論文 2
件が採択された。
英語論文 16 件のうち、同一対象の研究であったものをまとめて 14 件、日本語論文 2 件は同一
対象の研究であったため 1 件として、合計 15 件の研究について、研究実施国、研究概要について
検討を行った。
3. 結果
15 件の研究の概要を表 3-1 にまとめた。表 3-1 は上から発表年代の古い順とした。
1）研究実施国
15 件の研究の実施国はインドが一番多く 12 件、他には、バングラデシュ、パキスタン、スリラ
ンカが 1 件ずつであり、今回の検索結果では、アフガニスタン、ブータン、イラン、モルディブ、
ネパールでの学校給食に関する研究論文はなかった。一番古い論文は、スリランカでの研究で
1975 年に発表されたものであった。
2）研究の目的と方法
研究の目的は、学校給食プログラムの効果を検討するとしたものが 6 件（表 1 中の研究 No. 2、
4、7、8、11、14）
、学校給食の料理のなかに微量栄養素を添加し、その効果を検討するとしたも
のが 5 件（No. 5、6、10、13、15）
、学校給食を実施するための対象者選考のための栄養状態の判
定方法の有効性を検討するとしたものが 1 件（No. 1）
、ヨウ素添加塩を使用して調理した学校給
食と共に、鉄剤、ビタミン A カプセルと駆虫薬という健康パッケージを提供することの効果を検
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表 3-1 南アジア諸国での学校給食に関する研究の概要
筆頭
No.

著者名

タイトル

実施国

目 的

方 法

主な結果

（発行年）
1

Anderson

Use of height-arm

スリ

スリランカ政府と Cooperative for

研究デザイン：横断研究

 40%の児童は栄養不良であった。

MA

circumference

ランカ

American Relief Everywhere

研究時期：1973 年

 身長－上腕周囲長を栄養状態の評価に

（1975）

measurement for

（CARE）で実施する学校給食プ

6-12 歳の児童 1,122,773 名の上腕周囲

nutritional selectivity

ログラムにおいて、入手可能で

長を測定した。

in Sri Lanka school

ある食物の供給量に限度がある

feeding.

ことから、栄養補給が必要な学

用いることは簡単であり有効である。
 この調査結果から学校給食プログラム
の実施校が抽出された。

童の抽出を行うために栄養評価
を簡易的に行う方法の抽出とそ
の方法の有効性の検討を行う。
2

 身長は両群間で差はみられなかった。

身体的成長と精神機能の面から

研究デザイン：CCT

meal programme on

農村地域の小学校での学校給食

研究期間：1984 年～1986 年

体重増加は介入群の方がわずかによ

physical growth &

の効果を評価する。

農村地域の小学校 22 校中、
5 校を学校

かった。

Agarwal DK

Effect of mid-day

（1989）

インド

給食実施校として無作為に抽出した。  精神機能面のテストでは、1 つのテスト

mental function.

また、年齢、IQ、社会経済状況などに

以外で介入群の方でよい結果であっ

ついてマッチングをおこなった。2 年

た。

間学校給食を実施し、介入前後で身体  介入群の方で出席率が高く、退学率は
測定（体重・身長）と精神機能を測定

低かった。

するテストを実施し、介入群と対照群
で比較した。
3

Gopaldas T
（1996）

グジャラード州において実施さ

研究デザイン：質的研究、準実験デザ  関係者により行われたフォーカス・グ

fewer parasites、

れてきた、駆虫薬と鉄、ビタミ

イン

ループ・ディスカッションでは主に肯定

better learning.

ン A、ヨウ素という微量栄養素

フォーカス・グループ・ディスカッ

的な意見が引き出された。

を学校給食に加えた「健康パッ

ション（1994 年）：関係者を参加者と  「健康パッケージ」を受けた生徒は受け

ケージ」の評価を行う。

More nutrients、

インド

Gopaldas T

Improved effect of

して実施した。

ていない生徒よりも体重は多く、身長は

（2005）

school meals with

経過評価：適切さ、時間、費用、方法

高く、ヘモグロビン濃度は高く、夜盲

micronutrient

などについて検討した。

症・ビタミン A 欠乏症の罹患は少なかっ

supplementation and

影響評価：体重、ヘモグロビン値、寄

た。

deworming.

生虫感染率、微量栄養素欠乏症の児の  「健康パッケージ」は経済効果が高く、
比率などを検討した。

4

実施可能性が高く、効果的であった。
 学校給食を実施している地域で、就学

カルナータカ州において、学校

研究デザイン：横断研究

meal program on

給食プログラムの効果を、就学

学校給食プログラムを実施している

率、出席率、定着率は高く、退学率は低

educational and

率、出席率、退学率、定着率、

地域（学童 1,361 名）としていない地

かった。

nutritional status of

栄養状態、学校での学習状態か

域（学童 1,333 名）の就学率、出席率、  試験結果は成績の良い群だった生徒の

school children in

ら評価する。

退学率、定着率、栄養状態（身長・体

比率が学校給食実施地域の方が実施し

重）、学校での学習状態（試験結果）

ていない地域よりも有意に高かった。

Laxmaiah A

Impact of mid day

（1999）

インド

Karnataka.

を比較する。

 栄養状態は学校給食を実施していない
地域で実施している地域と比べ栄養不
良の生徒の比率が高い傾向にあった。
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筆頭
No.

著者名

タイトル

実施国

目 的

方 法

主な結果

（発行年）
5

Zimmermann

Iron fortification

バンガロール市の学校給食プ

研究デザイン：RCT（二重盲検法）

MB

reduces blood lead

ログラムを実施している小学

研究期間：2004 年 4 月～2005 年 3 月

（2006）

levels in children in

校において、鉄の強化が、血

5-13歳の鉄欠乏症の学童186名に対し、

Bangalore

液中の鉛濃度を減少させ、鉛

駆虫後、介入群には鉄を強化した給食

暴露、鉄欠乏の子どもを減少

を、コントロール群には鉄を強化して

させることができるかを明ら

いない給食を週 6 回、16 週間提供し、

かにする。

へモグロビン濃度、血清フェリチン、C

インド

 介入群で有意に鉄欠乏症、血中鉛濃
度が減少した。

反応性タンパク、トランスフェリン受
容体、亜鉛プロトポルフィリン、血中
鉛濃度を測定し、比較した。
6

 7 か月間で、鉄の貯蔵量は両群とも有

バンガロール市の学校給食プ

研究デザイン：RCT（二重盲検法）

with micronized

ログラムを実施している小学

研究期間：2004 年 8 月～2005 年 4 月

意に増加した。また、介入群とコント

ground ferric

校において、微粉末化された

6-13 歳のバンガロール市の学童 184 名

ロール群を比較すると介入群の方が

pyrophosphate

ピロリン酸第二鉄（MGFP）

に対し、駆虫後、7 カ月間、介入群には

対照群と比べ有意に増加した。

reduces iron

を強化した押し米を食するこ

MGFP を強化した給食を対照群には強  官能検査において、MGFP を強化した

deficiency in Indian

とで、子どもの体内鉄貯蔵量

化しない給食を提供し、介入前、3.5 ヶ

米と強化しない米を生の状態と調理

schoolchildren: a

を増加させることができるか

月後、
7 か月後にヘモグロビン濃度を測

をした状態で比較したが、差はみられ

double-blind

を確認する。

定し、比較した。

なかった。

Moretti D

Extruded rice fortified

（2006）

インド

 本研究の結果は、鉄を強化した押し米

randomized

を学校給食に用いることは効果的な

controlled trial.

強化戦略であることを示した。
7

 裁判所の命令では、「各学童は、年間

Deshpande M

The case for cooked

多方面で効果が証明されてい

論文の種類：解説

（2008）

meals concerns

る学校給食プログラム

既存の資料を用いて MDM や ICDS で

最低 200 日間、1 日にエネルギー

regarding the

（MDM：Mid Day Meals）や

取り組んできた温かい学校給食から乾

300kcal、たんぱく質 8-12g を含む調

proposed policy shifts

総合児童開発サービス

燥したパッケージの食物やビスケット

理された食事を受ける権利がある」と

in the mid-day meal

（ICDS：Integrated Child

に代わる方向になっていることに関

されているが、この給食プログラムに

and ICDS programs.

Development Services）で取り

し、大学関係者・学識者として考察し

代わって、乾燥したパッケージ給食に

組んできた温かい学校給食か

た。

しようとしていることは問題である。

インド

ら乾燥したパッケージの食物

 温かい、調理された学校給食は、栄養

やビスケットに代わっていく

学的にみて望ましいだけでなく、生理

ことに対し、抗議する。

学的にも心理学的にもよい影響を児
童に与えている。
 児童が一緒に学び食事をすることは、
カーストや階級の障壁を壊すことに
もしばしば貢献している。
 児童の基本的な権利を広げることに
取り組んできた温かい料理を提供す
る学校給食プログラムによって遂げ
てきたことを無効にするのは非常に
不名誉なことである。
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筆頭
No.

著者名

タイトル

実施国

目 的

方 法

主な結果

（発行年）
8

 プログラムを実施することで、栄養不

Pappas G

Community-based

パキ

Tawana パキスタンプロジェ

研究デザイン：前後比較

（2008）

approaches to

スタン

クトで実施した学校栄養（給

研究期間：2002 年 9 月～2005 年 6 月

食）プログラムを評価する。

29 郡の 4035 の公立女子学校で 2 年間、 向上し、地域女性の栄養に関する知識

combating

良の女子児童の数が減少し、就学率が

malnutrition and poor

学校で調理をして提供する給食プログ

education among girls

ラムの評価を、身体状況、出席率など  地域の女性はトレーニングを受け、食

in resource-poor

のデータを収集し、フォーカス・グルー

settings: report of a

プ・ディスカッションや民俗学的手法

large scale

を用いて調査を行った。

が向上した。

材料の購入から調理・配食までを行う
ことで、エンパワーにつながった。
 バランスのとれた学校給食を調理し

intervention in

て提供することがこの介入の最大の

Pakistan.

成功要因であるが、政府は学校で調理
をして提供する給食からパッケージ

Badruddin SH

Tawana

化された牛乳とビスケットの給食に

（2008）

project-school

代えようとしている。精製された小麦

nutrition program in

粉や砂糖を使用したスナックを食べ

Pakistan--its success、

ることはよくない栄養的なメッセー

bottlenecks and

ジを伝えることになることに加え、女

lessons learned.

性のエンパワメントにはつながらな
い。

9

 1 食、450kcal、たんぱく質 12g の学校

ヒマラヤ地方農村地域（ウッ

研究デザイン：RCT

micronutrient fortified

タラーカンド州、ティヘ

ヒマラヤ地方農村地域の 1 郡で、介入

給食に、介入群では鉄、亜鉛、ヨウ

school meals by

リー・ガルワール県）の児童

群 4 校の児童 91 名、対照群 4 校の児童

素、銅、ビタミン A、B1、B2、､B6、B12、

schoolchildren in rural

による地元地域で生産された

90 名に対し、給食の残菜量の調査、香

C、D、E、ナイアシン、葉酸の混合

Himalayan villages of

多種類の栄養素を強化した無

りと味に関する評価についての絵を用

粉を加えたものを供給した結果、給

India.

水ブドウ糖粉を強化した学校

いた質問紙調査を実施した。

食の残菜量も香りや味に関する評価

Osei AK

Acceptability of

（2008）

インド

給食の社会的容認性を評価す

も 2 群間に統計的な有意差はみられ

る。

ず、微量栄養素を強化した給食の社
会的容認性が確認された。

10

研究デザイン：CCT

fortification of school

に、リン酸グリシン鉄を、口

研究期間：2005 年 7～12 月

有意に減少したが対照群では増加し

meals with ferrous

角びらん症を減少させるため

チェンナイ市内の 2 つの小学校に通う

た。

glycine phosphate and

にリボフラビン（ビタミン

5-9 歳の児童136 人を無作為に2 群に分  口角びらん症はの有病率は、介入群で

riboflavin against

B2）を学校給食に添加した効

け、駆虫後、介入群には鉄とビタミン

有意に減少し、対照群では有意な変化

anemia and angular

果を検討する。

B2 を添加した給食を、対照群には添加

はみられなかった。

Efficacy of

（2009）

インド

 貧血の有病率は介入前後で介入群で

鉄欠乏症を減少させるため

Vinodkumar M

stomatitis in

しない給食を 6 か月間（100 日）提供し  微量栄養素の添加は微量栄養素欠乏

schoolchildren.

た。介入前と 6 か月後にヘモグロビン
値を計測し比較した。
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症を減少させた。
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11

 両群とも身長、体重共に増加し、その

Sharma AK

Impact of NGO run

ウッタル・プラデシュ州マ

研究デザイン：CCT

（2010）

mid day meal

トゥラー県の小学校の児童の

研究期間：2006 年 3 月～2007 年 8 月

増加量に群間差はみられなかった。

program on nutrition

成長に、NGO が運営している

14 小学校の 5-12 歳の児童 1,206 人を

 たんぱく質エネルギー栄養不良の児

status and growth of

健康によい学校給食プログラ

NGO の給食プログラム参加者（介入

の比率は、両群間に有意差はみられな

primary school

ムが与えている影響について

群）と村会議が運営する給食プログラ

かった。

children.

検討する。

ム参加者（コントロール群）に分け、1  ビタミン A とビタミン D の欠乏症の

インド

年間（221 日間）給食を提供し、身長、 サインを示す児の比率は介入群で有
体重、たんぱく質エネルギー栄養不良

意に減少したが、複合ビタミン B とビ

の児の比率や微量栄養素欠乏症のサイ

タミン C の欠乏症のサインを示す児

ン示す児の比率を比較した。
12

の比率に群間差はみられなかった。
 事前調査では、男女共、身長、体重、

村山伸子

バングラデシュに

バングラ

バングラデシュにおいて大豆

研究デザイン：CCT

（2010）

おける大豆を用い

デシュ

を用いた学校給食が児童の体

研究期間：2010 年 2 月～2011 年 11 月

BMI には群間差は無く、ヘモグロビン

た学校給食が児童

格と鉄、亜鉛、ビタミン A の

ジェソール県シャシャ郡にある 2 校

値は介入群で有意に低かった。男女と

の栄養状態に及ぼ

微量栄養素栄養状態に及ぼす

（5-12 歳の児童 396 人）をそれぞれ介

も、身長の Z スコアは、介入群で有意

す影響：ベースライ

影響について検証する。

入群と対照群としランダムに割り付け

に増加、対照群では有意に減少し、介

た。給食は平日週 5 日、8 か月間、米、 入群の増加量が有意に大きかった。

ン調査

村山伸子
（2011）

大豆、緑黄色野菜を用いた料理を提供

BMI の Z スコアは、両群共変化はみ

バングラデシュ農

した（エネルギーと栄養素量は、WHO

られず、変化量の群間差もみられな

村において食物

による児童の 1 日の必要量の 1/3 とし、 かった。

ベースの学校給食

このうち大豆 30g からのたんぱく質量  ヘモグロビン値は、男女共、介入群で

が児童の体格と貧

12g、鉄 3mg、亜鉛 2mg を含む)。調査

変化はなく、対照群で有意に低下し、

血に及ぼす影響

は学校において、集団検診形式とし、

変化量に群間差がみられた。

学年単位で全て午前中に行った。調査  バングラデシュ農村において、8 か月
項目は、身長、体重、血中の貧血関連

間の食物ベースの給食介入は、BMI

指標（ヘモグロビン、RBC、ヘマトク

の増加には影響せず、児童の身長の伸

リット、MCV、血清鉄、UIBC、TIBC、 びと、貧血の悪化の防止に効果のある
血清フェリチン、トランスフェリン）

ことが示唆された。

とした。
13

インド

微粉末化されたピロリン酸第

研究デザイン：RCT（二重盲検法）

 MGFP 添加米と無添加米の調理後の官

Radhika MS

Micronized ferric

（2011）

pyrophosphate

二鉄（MGFP）を強化した押

研究期間：2007 年 7 月～2008 年 4 月

supplied through

し米を使用した米を主とした

アーンドラ・プラデーシュ州ランガー  8 か月後のフェリチン値は介入群で対

extruded rice kernels

昼食を提供しているインドの

レッディ県 Keesara の同じ村において、 照群と比べ有意に高くなったが、ヘモ

improves body iron

学校給食プログラムに参加し

5-11 歳の児童140 人をMGFP 強化米を

stores in children: a

ている児童の鉄の状態に与え

使用する（介入）群としない（対照）  鉄欠乏症の有病率は介入群で対照群と

double-blind、

る影響を明らかにする。

群に無作為に分け、ベースラインと 8

比べ有意に低くなったが、貧血並びに

randomized、

か月後に身長、体重、ヘモグロビン、

鉄欠乏性貧血の有病率はほとんど変わ

placebo-controlled

フェリチン、C 反応性たんぱくを測定

らなかった。

midday meal feeding

し、比較した。

能検査の結果に差はみられなかった。

グロビン値に差はみられなかった。

 毎日の給食で 1 日 19mg の鉄を添加し

trial in Indian

た米を食べることで、インドの学校に

schoolchildren.

通う児童の貯蔵鉄量を増加させ、鉄欠
乏症を減少させることができる可能性
が示唆された。
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14

 インドの学校給食は、1925 年に一部

Chutani AM

School lunch program

インドの、初期には基礎教育

論文の種類：総説

（2012）

in India: background、

のための栄養支援プログラム

既存資料を用いて調べ、検討を行った。

objectives and

（NP-NSPE: national program

対象に始まり、その後、1960 年に無

components.

for nutrition support to primary

料の学校給食プログラム（穀類を配

education）、のちに昼食スキー

布）が南部の州で開始された。1995

ム（mid day meal scheme）とし

年にNP-NSPEがいくつかの州で始ま

て知られる学校給食プログラ

り、のちに全国で実施されるように

ムの背景、目的、構成要素に

なった。2001 年に最高裁判所から、

ついてレビューする。

州政府と連邦直轄領は学校に通う児

インド

の地域で不利な立場にある子どもを

童に穀類を配布するのではなく調理
した学校給食を年 200 日以上提供す
ることなどを命令した。年に 1 億 4
千万人の児童が学校給食プログラム
を受けている。
 学校給食プログラムは、就学率や出
席率を向上させ、児童の栄養状態を
改善してきた。また、食糧不足を減
少させることにより貧困のサイクル
を防ぐことにも効果を上げてきてい
ると考えられる。
 学校給食プログラムの主目標のゴー
ルの 1 つは、健康とウエルビーング
の向上であり、子どもの食物を入手
する権利と教育を受ける権利への重
要な第一歩である。
15

インド

研究デザイン：RCT

小麦の全粒粉に鉄

 7 か月後、介入群は対照群と比較し鉄

Muthayya S

Iron fortification of

（2012）

whole wheat flour

（NaFeEDTA：エチレンジア

研究期間：2007 年 7 月～2008 年 5 月

欠乏症並びに鉄欠乏性貧血の児童の

reduces iron

ミン四酢酸鉄）を添加するこ

カルナーカタ州の州都バンガロール市

比率が有意に減少した（各々、62％

deficiency and iron

とが、鉄欠乏症の児童の鉄の

の 2 小学校の児童 194 人とマハーラー

から 21％、18％から 9％へ）。

deficiency anemia

体内での状態や貯蔵量を改善

シュトラ州の農村地域にある 2 小学校  認識能力テストの結果については両

and increases body

し、認識能力に有益であるこ

の児童 207 人を無作為に学校給食の主

iron stores in Indian

とを明らかにする。

食(チャパティ)に鉄添加小麦を使用す

school-aged children.

群で有意差はなかった。
 官能検査において、鉄添加小麦粉と

る（介入）群と使用しない（対照）群

鉄を添加しない小麦粉とで差はみら

に分け、それぞれ登校日に給食を提供

れなかった。

し、ベースライン、3.5 か月後と 7 か月  NaFeEDTA を添加した小麦粉は、鉄
後に血液検査（ヘモグロビン、血清フェ

欠乏症の児童の貯蔵鉄量を増加さ

リチン、血清トランスフェリン、赤血

せ、鉄欠乏症を減少させることから、

球亜鉛プロトポルフィリン、C 反応性

国の学校給食プログラムで広く用い

タンパク、体内貯蔵鉄量）をベースラ

ることが推奨されるだろう。

インと7 か月後に神経心理検査(バンガ
ロール市のみ)を実施し、その結果を比
較した。
CCT：controlled clinical trial、比較臨床試験、RCT：randomized controlled trial、ランダム化比較試験
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（筆者作成）

討するものが 1 件（No. 3）
、学校給食に微量栄養素を添加することの社会的容認性の検討が 1 件
（No. 9）
、大豆を使用した学校給食の効果を検討するとしたものが 1 件（No. 12）であった。
学校給食プログラムの効果の検討を目的とするものには、ある地域で実施した学校給食プログ
ラムの結果からその効果を明らかにすることを目的としたもの（No. 2、4、8、11）
、学校給食プ
ログラムの背景や歴史、目的や構成要素をレビューすることでその効果を検討するもの（No. 14）
、
同じくレビューをしてその効果を明らかにすることで、学校給食プログラムの方針変更に抗議す
ることを目的とするもの（No. 7）があった。
効果を検討した学校給食の料理に添加された微量栄養素は、鉄が 6 件（No. 5、6、9、10、13、
15）
、リボフラビン（ビタミン B2）が 2 件（No. 9、10）
、ビタミン A が 2 件（No. 3、9）
、ヨウ素
が 2 件（No. 3、9）
、上述以外の栄養素（亜鉛、銅、ビタミン B1、B6、B12、C、D、E、ナイアシ
ン）が 1 件（No. 9）で、鉄欠乏性貧血状態の児童の減少を目的とするものが多くみられた。微量
栄養素の添加は、鉄を添加した米を炊いて提供する（No. 5、6、13）
、小さじ 1 杯で 2 人分の微量
栄養素のミックス粉（鉄、ビタミン A、亜鉛、葉酸、ヨウ素、ビタミン C、ビタミン B1 、ビタ
ミン B2 、ナイアシン、ビタミン B12、ビタミン B6、ビタミン D、銅）を飯と一緒に提供される
豆（ダル）スープに加える（No. 9）
、1 人に 1 パッケージの微量栄養素（鉄とリボフラビン）の粉
を配布して給食に加える（No. 10）
、鉄を添加した小麦の全粒粉を使用してチャパティ（小麦粉や
ともろこし粉から作る発酵させない平たいパン）を作って提供する（No. 15）方法がとられてい
た。
体内の微量栄養素栄養状態を向上させるという目的は同じであるが、No. 12 の研究は、微量栄
養素を添加するのではなく、使用する食材料（この研究では大豆）を検討することを目的として
いた。
学校給食の効果を検討する研究では、介入群と対照群間や介入前後で、身体測定値（身長、体
重）や微量栄養素欠乏症の症状をもつ児の比率、就学率、出席率、退学率、試験の成績、精神機
能テスト結果などを比較していた。
微量栄養素添加の効果を検討する介入研究では、介入群と対照群間や介入前後で、身体測定値
や生化学検査結果（体内の鉄の状態を表す指標として、ヘモグロビン値、フェリチン値など）
、認
知テスト結果などを比較検討していた。またこれらの調査と共に、微量栄養素を加えることで、
味などに違いが出て食べる量などに変化がなかったかの調査や、官能検査にも同時に取り組むも
のもみられた（No. 6、9、13）
。
学校給食の効果を評価したり、学校給食に微量栄養素を添加したり、微量栄養素を豊富に含む
食材料を使用したりすることで児童の栄養状態の向上を目指す研究が多いことから、量的な調査
研究が多かったが、フォーカスグループインタビューや、プログラムの経過評価など、質的研究
に取り組んでいるものもあった（No. 3）
。
学校給食を実施するための対象者選考のための栄養状態の判定方法の有効性を検討するとした
研究では、児童の栄養状態の判定を、年齢と身長と体重から算出したり、臨床アセスメントのデー
タを用いたりして行う代わりに身長－上腕周囲長を用いることが可能であるかを確認するために、
児童の身長、体重、上腕周囲長を計測し、その結果からの検討が行われた。
3）研究の主な結果
学校給食の効果を検討した介入研究では、学校給食を実施した介入群で対照群と比較し、就学
率、出席率が高く、退学率が低いという結果が出されていた（No. 2、4、8）
。栄養状態の改善で
は、介入群で栄養不良の児童の比率が低く（No. 4、8）
、ビタミン A とビタミン D 欠乏症の症状
を示す児の比率が有意に減少した（No. 11）という効果があった内容の報告と、身長や体重に有
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意な差は無かった（No. 2）
、たんぱく質エネルギー栄養不良児の比率と、複合ビタミン B とビタ
ミン C 欠乏症の症状を示す児の比率に群間差は無かった（No. 11）という効果がみられなかった
内容の報告があった。介入研究でのその他の結果としては、介入群の方が、精神機能テストの結
果がよかった（No. 2）
、学力試験の成績がよかった（No. 4）
、地域女性の雇用をしたことでそれら
の女性の栄養に関する知識が向上した、地域の女性がトレーニングを受け、食材料の購入から調
理・配食までを行うことでエンパワーにつながった（No. 8）という報告もみられた。
学校給食に微量栄養素を添加したり、微量栄養素のタブレットや駆虫薬を一緒に提供したり、
栄養価の高い食材料（大豆）を用いた介入は、身体測定値では、介入群で対照群と比べ、身長、
体重共に介入の効果があったとするもの（No. 3）と身長の増加量が有意に多い（No. 12）とする
ものがあった。微量栄養素欠乏症に罹患している児童の比率を減少させるための介入の結果は、
鉄欠乏性貧血、夜盲症（ビタミン A 欠乏症）
、口角びらん症について、状態を改善させた、もし
くは悪化の防止に効果があったことが報告された（No. 3、5、6、10、12、13、15）
。 また、食物
や料理に微量栄養素を添加することで味や見た目などが変わると児童の喫食量が減少することを
懸念し、添加したものとしないものでどのくらいの差があるかの検討を官能検査などを用いて
行った結果では、いずれも添加したものとしないものでの差はみられなかったとし（No. 6、9、
13、15）
、微量栄養素を添加することが喫食量に影響を与えないことが強調された。他には、認識
能力テスト結果では両群間に有意差はなかったことが報告された（No. 15）
。
インドの学校給食のレビューの結果では、
学校給食プログラムは、
就学率や出席率を向上させ、
児童の栄養状態を改善してきており、食料不足を減少させることにより貧困のサイクルを防ぐこ
とにも効果を上げてきており、様々なカーストの児童が一緒に座り食事をすることで社会化を向
上させることもできると考察していた。
そして、
学校給食プログラムの主目標のゴールの 1 つは、
健康とウエルビーングの向上であり、子どもの食物を入手する権利と教育を受ける権利への重要
な第一歩であるとしていた。
インドの研究である No. 7 とパキスタンでの介入研究である No. 8 では、今まで取り組んできた
学校給食プログラムは効果を上げてきたにもかかわらず、その内容を変更しようとする流れにつ
いて反対を表明していた。No. 7 の研究では、インドの研究者たちが、インドの小学校において、
地域で入手可能な食物を調理し、温かい給食を提供することで、就学率の向上、退学者率の低下、
栄養状態の向上などの効果があったにもかかわらず、パッケージの給食に移行しつつあることに
対して抗議を表明していた。
No. 8 の研究では、
学校給食の提供は就学率の向上、
退学者率の低下、
栄養状態の向上、地域女性のエンパワーメントの向上など効果があったにもかかわらず、パキス
タン政府は、
「牛乳とクッキー」プログラムというパッケージ給食に変えようとしていることに懸
念を示した。パキスタンの Tawana Pakistan Project は、パキスタン政府の資金提供で、アガハーン
大学と政府が協力して実施された。
パキスタン全国から抽出したパイロット女子小学校において、
地域で入手可能な食物を地域の女性が調理し、温かい給食を提供するという 2 年間のプロジェク
ト実施の結果、栄養不良の女子児童の数が減少し、就学率が向上し、地域女性の栄養に関する知
識が向上したというように多くの効果が明らかにされた。成績の向上を評価指標にしなかったこ
とについては、よい栄養状態は基本的人権であるから成績を評価基準にするべきではないとして
いる。地域の女性はトレーニングを受け、食材料の購入から調理・配食までを行うことで、エン
パワーにつながったとしている。バランスのとれた学校給食を調理して提供することがこの介入
の最大の成功要因であるが、政府は学校で調理をして提供する給食からパッケージ化された牛乳
とクッキーの給食に変えようとしている。精製された小麦粉や砂糖を使用したスナックを食べる
ことは好ましくない栄養的なメッセージを伝えることになることに加え、女性のエンパワメント
にはつながらないことの問題を指摘している。
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4. 考察
南アジア諸国での学校給食の実施状況や課題などを検討するために文献検索データベースを
用いて抽出した 18 文献、15 研究について検討を行った。
15 研究のうち 12 件がインドでの研究であった。インドは 2001 年に最高裁判所が各州政府と連
邦直轄領が管内の全小学校に通う児童に一定基準以上の学校給食を提供することを義務付けてい
る（Chutani 2012、 Chettiparambil-Rajan 2007）ことから、その研究数も多かったのではないかと
考えられる。
微量栄養素の添加や駆虫薬との組み合わせで学校給食プログラムが実施されている場合が多
かったが、これは、南アジア諸国においては、FRESH（WHO 2000）を基に、微量栄養素プログ
ラムや駆虫プログラムと同時に学校給食プログラムを実施しているところが多かったからではな
いかと考えられる。南アジア諸国での学校給食の実施には、衛生状態がよくないこと、緊急時の
栄養改善の必要性から駆虫薬や微量栄養素を加えることで効果が強化される状況であると考えら
れた。
インド（No.7）とパキスタン（No.8）の研究では、地元の食材を使用し調理をする学校給食か
ら、パッケージ詰めの給食に変わる流れに反対が表明されていた。今回の先行研究の検討結果で
も、温かい給食の提供はメリットが多いと思われるが、一方で、調理場や調理設備の必要性、食
材料の購入に関わる汚職の問題や食中毒の危険性など質的、量的の両面に関わる課題も指摘され
ていた
（Chettiparambil-Rajan 2007、
Deshpande 2008）
。
その危険性が表面に出たのが 2013 年 7 月に、
インドのビハール州の学校で学校給食を食べた 23 名児童が死亡するという事件であった。
事故の
原因はまだ明らかにされていないが、給食の中に高濃度の殺虫剤が混入していたと報道された。
また、学校給食の食材料購入先の問題など現在のインドでの学校給食の運営についての問題がク
ローズアップされ、学校給食における衛生管理や安全管理の見直しが急務とされていることも報
道されていた（Vij 2013）
。インドでは、学校給食の栄養価の基準やモニタリング・評価方法など
が定められている（Chettiparambil-Rajan 2007、Chutani 2012）が、それが適切に実施されていなかっ
たことが問題であったと考えられる。
しかし、このような課題はあるものの、課題は克服できる内容であり、地元の食材料を使用し
地元の住民、特に女性を雇用して作る温かい給食をパッケージ給食に変える理由とはならない。
パキスタンの研究（No.8）では、政府と民間大学との共同プロジェクトであったが、プロジェク
トのオーナシップを巡り、実施が難しくなったとしている。この対立が原因となり、せっかく効
果をあげたプロジェクトであったのに続けることができなくなり、
政府は新たに
「牛乳とクッキー」
プログラムを提案したとしている。学校給食の目的によって評価基準も変わり、もしエンパワメ
ントや栄養学的なメッセージを基本としないプログラムであれば、地域社会の参加や利用に関す
る知識は評価基準とはならないが、このプロジェクトでは女性のエンパワメントを目的としたこ
とで、センが成功する開発の重要なポイントであるとしているコミュニティエンパワメントと健
康・栄養状態の向上と教育の相乗効果をもたらすことができたと述べ、女性のエンパワメントに
焦点を当てた学校給食プログラムの重要性を指摘している。実際、学校で提供された給食を基本
にして各家庭での食事もバランスのとれたものに変化するなど家族全体にとって有益であること
も述べられている。また、学校給食プログラムと同時期に実施されていた少女の栄養状態改善の
ためのプログラムである駆虫剤と微量栄養素タブレット補給プログラムは、タブレットが引き起
こす吐き気や下痢などの副作用が原因で地域に受け入れられなかったことも報告しており、将来
的にはもっと考えて実施されるべきであるとしている。筆者らは最後に大規模な資金提供をとも
なうプログラムの成功には政治的な実行可能性が絶対不可欠であり、今回の調査結果のように科

41

学的な根拠を基にするべきであるとまとめ、政治のありようが課題であることを指摘している。
同じ南アジアの国であるネパールでの学校給食の実施は予算の確保の問題などから難しいと
されているが、ネパールの、貧困層が多いとされる西部山岳地帯のカルナリ地域で実施されてい
る学校給食プログラムは、最初の食器購入などの資金と食料購入の予算がつけば、学校で作る温
かい給食の提供が可能になり、就学率が上がり、退学率が下がり、栄養状態が向上するだけでな
く、地元の農家や商店の収入向上や住民の雇用につながる可能性のある一方で、衛生状態や安全
な水の確保、栄養価の面をみると検討すべき点も多くみられたことが報告されている（長谷部
2010）
。このカルナリ地域のプログラムについては次章で詳述する。
現在、学校給食プログラムは、世界規模でのビックビジネスになっている（WFP 2013）という
状況のなかで、児童にとってどのようなアプローチが必要であるのかの検討が更に必要である。
日本では、学校給食は教育活動として位置づけられている。また、学校給食は栄養バランスが
とれた食事であり、食に関する指導を効果的に実施するための大切な教材であり、
「生きた教材」
としての教育的意義があるとされている（中西 2013）
。南アジア諸国においては、現在はまだ飢
餓や疾病の罹患率の減少、教育を受ける権利を守ることを主目的とする緊急時の対策としての学
校給食の位置づけであるととらえられるが、将来的には、自分で健康な生活を送っていくための
食生活を実現するための知識や技術が身につき、そのための教材としての役割を果たすものに
なっていくことが望まれるのではないかと考えられる。そうした場合、給食はパッケージに入っ
た栄養素の詰まった製品ではなく、入手可能な食物をバランスよく調理しておいしく食べるもの
が求められる。いくら必要なエネルギーと栄養素が詰まっていても、パッケージ入りの栄養食品
は自分で健康的な食生活をつくっていく教材にはなりえないからである。
5. まとめ
既存研究より、低栄養状態にあり空腹のまま学校に通っている児童が多くいる南アジアの国々
では、学校給食は児童の栄養状態の改善だけでなく、教育を受ける権利を保障し、貧困のサイク
ルから抜け出す手段になり得るものであること、地域の食物を調理し温かい給食を提供すること
は、栄養教育の一環となり得るだけでなく、地元住民のエンパワメントにつながるものであるこ
とが示された。しかし、パキスタンやインドでは、地元住民のエンパワメントにつながらなく、
児童への教育効果が低い、調理をしないパッケージの学校給食に移行していっている現状が示さ
れた。
第 5 節 ネパールでの学校給食プログラムの現状と課題：フィールド調査から
ネパールは、2006 年に教育省（当時は教育スポーツ省）と保健人口省が中心となり作成した「国
家学校保健・栄養戦略」を発表した。この「国家学校保健・栄養戦略」の活動の 1 つとして学校
給食を実施することが挙げられた。その学校給食を含む学校保健にかかわるものとしてネパール
の要請により、2008 年 6 月より「JICA 学校保健・栄養改善プロジェクト（以下、プロジェクト）
」
が開始された（協力期間：2008 年 6 月～2012 年 5 月）
。対象 2 郡における学校保健関係者の学校
保健に関する意識と実施能力の向上および学校保健活動が継続・普及されていくよう保健人口省
と教育省の実践的な整備を目的として活動がなされた。
2009 年 3 月、プロジェクトにおいて導入予定の学齢期児童の栄養改善に向けた学校給食プログ
ラムについて、実施体制の基盤整備を支援するとともに、地域の食物を利用した栄養改善の重要
性を啓発し、地元産食物を活用した栄養価の高い学校給食メニューの作成に寄与することを派遣
要請内容とする栄養改善の専門家として約 3 週間の活動を行った（長谷部 2009）
。給食実施を検
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討しているプロジェクトの対象地域は、中部山岳地域のシンデュパルチョーク郡と西部丘陵地域
のシャンジャ郡であった。教育省並びに保健人口省の関係者にインタビューを行った際に、子ど
もの栄養状態が非常に悪い地域の一つであることから政府の予算で学校給食が実施されている地
域があるという情報を得た。そのカルナリ県はネパール中西部開発地域の山岳地域に位置し、ネ
パール国最大の県であり、慢性貧困率が最も高い県である（DFID 2013）といわれている。2011
年の貧困マップ（World Bank and Central Bureau of Statistics 2011）によると、ジュムラ郡の貧困率
は 34.7％と国内で貧困率の高い地域の一つとなっている。最近まで平野部と車両で行き来できる
道路がつながっておらず、南の平野にある都市のネパールガンジ市から飛行機で訪ねることしか
できない陸の孤島と呼ばれていた地域である（図 3-1）
。交通の便がよくなく遠隔地であることか
ら、学校給食に関わる政府関係者やプロジェクト関係者がほとんど訪問したことがないため、プ
ロジェクト対象地域で学校給食を始めるにあたっての参考資料を収集するために訪問調査をする
こととなった。この訪問調査から、パッケージの食品の配布の給食ではなく、地元でとれた食物
を使い、地元の人を雇用して温かい給食を提供することのメリットについて論じていく。

プロジェクト対象地域
シデュパルチョーク郡

学校給食の実施地域
ジュムラ郡
プロジェクト対象地域

図 3-1 対象地域の位置

シャンジャ郡

1. 教育省と保健人口省関係者への調査
1）教育省教育局プロジェクト・ダイレクタへのインタビュー
学校給食への熱い思いがあるということで、最初に話を聞くことにした。カルナリ県で実施中
の学校給食プログラムについてインタビューを行った結果下記のことがわかった。
カルナリ県での学校給食プログラムの目的は、①就学率の向上、②退学者や落第者の減少、③
学童の健康・栄養状態の増進であり、約 2 年間続けられている。
学校給食の内容は、地域で生産される食物を使用し、下記の食品構成を用いて管理することと
なっている。
1. 炭水化物群（米、小麦、とうもろこし、いも、など）
：80g
2. たんぱく質群（大豆、豆類、魚、肉、卵、など）
：30g
3. ミネラル群（青菜、その他の野菜）
：30g
4. ビタミン群（季節の果物）
：30g
5. 脂肪群（ギー、植物油、バター、ヨーグルトなど）
：20g
この給食の内容を示す 5 つの食品群とその量は保健人口省の Child Health Division の Nutritionist
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が作成したものなので、詳細はその人に聞いてほしいとのことであった。また、各食品群の後に
示されている摂取量は食事摂取基準（栄養所要量）を基に算定したと思われたので、食事摂取基
準について尋ねたが、それについてはわからないとのことであった。
給食の予算は、児童 1 人、1 日につき 15 ルピーで算出している。最初、地元の人に聞いて 10
ルピーでできると考えていたが 15 ルピーないと難しいということがわかったため、15 ルピーに
なった。
この 15 ルピーは食材料だけでなく、
食器や燃料人件費も全て含めての金額である。
また、
学校給食は学童のみで教員には提供していない。
同じ予算を使うのであれば、学校で給食を作るとなると準備が大変で実施までの道のりが長い
ということで、弁当を持参するという案が出ているが、自分としては反対であると述べていた。
教育局として、この極西部で実施しているプログラムを全国に広げることは、予算の問題があ
り難しいと考えている。まずは、栄養状態の悪い子どもの多い地域で始めるのが妥当であろうと
のことであった。そして、学校給食を実施するうえで難しい点として下記の 5 点を挙げた。
① 調理室（厨房）がない
② 燃料がない
③ 皿などの食器類や調理器具がない
④ 調理者、配膳者がいない
⑤ 水
また、WFP が 5 郡で 24,000 人の学童に食材料として穀物の粉を提供するという給食提供プロ
ジェクトをしていたことがあると話したが詳細については不明であった。
2）教育省教育局のカルナリ県で実施されている学校給食実施マニュアルを作成し、このプロジェ
クトのモニタリングをしてきた職員へのインタビュー
学校給食実施マニュアル作成の背景や内容、プロジェクト・デレクターから聞いた WFP の給
食プログラムのことも含めて話を聞かせてもらうように依頼した。
マニュアルでは、一番費用がかからず、栄養価も高い、地域で生産される食物を使用して給食
を提供するように示したが、給食実施地域にモニタリングに行き、関係者の話を聞いた結果、そ
れが難しい現状であったことが語られた。
地域で生産される食物を食べるように勧めたが、地元の食品を食べるようにするのは非
常に難しいことがわかった。この地域では、トウモロコシ、シミ（いんげん）
、リンゴな
どがとれる。しかし、これらのものを給食（カジャ）に出そうとするとそんなものはカ
ジャではないといわれてしまう。それは、WFP が穀物の粉を提供して学校給食プログラ
ムを実施してきて、人件費もかなり出してその粉からハルワ（穀物の粉から作る甘い、
つぶのないなめらかな粥・プディングのようなもの）などを作り、食器類やハルワ作り
に必要な調理器具を提供してきたのに、何の説明もなくやめてしまって、そこでまた政
府もオリエンテーションなどをしないでこの学校給食プログラムを開始したため、WFP
のように外国の穀物の粉ならいいが、地域でとれる穀物の粉で作るディロ（穀物の粉を
熱湯で練ったもので、甘くない）などは貧しい人が食べるものだからと受け付けないか
らではないかと思う。また、リンゴなども外国のパッケージの粉に比べると劣るとみら
れ好まれない。村の人たちも、WFP は人件費などかなりの支出をしていたので働いたが、
何もなくなったら、関係していた人たちも働かなくなった。WFP のプロジェクトでは教
育局は何のかかわりもなかったが、結局は、現在実施している政府の学校給食プログラ
ムは、村の人たちと学校関係者が学校給食コミッティをつくって運営することとなって
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いるが、村の人のかかわりが少なく、結局、校長と教員が責任を持って実施することに
なってしまっている。
この地域は貧しくて弱い。
だからこそ、
学校給食プログラム実施地区として指定された。
地域の人たちの、子どものために学校給食が必要で、それをしていくのは自分たちであ
るという気づきが重要であるが、そのためにはトレーニングが必要で、給食のための予
算からそれを捻出しようとしたがそれは難しかった。また、本来は郡でモニタリングを
するべきであるが、モニタリング用の予算をとっていなく、やってもらえないため今回
は教育局から人（自分）を出して実施した。
WFP が、どのように対象地域を選択し、どのように実施してきたのかは確認できなかったが、
おそらく、貧困の状態が深刻で、食物の絶対量が不足している地域として選択され実施されたの
ではないかと想像される。また、住民が外国のものはよいが地元のものはよくないという価値観
をもつようになった理由は確認できなかったが、WFP のプログラムが入ったことで人の雇用など
多くの金額が動き、食物も無料で大量に入手できていたのに、WFP の方針で突然無くなった後に、
自分たちでできるプログラムを実施しようとしてもすべてやってもらうことが当然で自分たち
が何かをするということを住民は簡単に受け入れることができなくなってしまうことが示され
た。外部からの支援方法について考えるべき視点が示された。
マニュアルにある 5 つの食品群について、実際にこの 5 群の食物をそろえて給食を提供するの
は難しいのではないかと尋ねた。
この地域でできる学校給食メニューは、ポップコーンや炒り大豆、果物、サトゥ（トウ
モロコシを炒ってつぶしたもの）
、じゃが芋などである。マニュアルにある 5 つの食品
群とその量を理解しマニュアル通りにそろえてメニューを作るのは難しい。自分として
は 5 つの食品群をそろえるようにと話すようにしている。
そして、今回の教訓から得られたこととして下記の 4 点を挙げていた。
－ モニタリングの予算をとる
－ オリエンテーションをきちんとする → 気づきが大切
－ 少額でもいいので有料にして村の人たちがオーナシップをもつようにする
－ ステークホルダーの意見を聞いてマニュアルを作成する
3）ネパール保健人口省保健サービス局のプロジェクト・マネージャーへのインタビュー
学校給食にかかわる主な担当機関は教育局であり、保健サービス局はテクニカルアシスタント
であるとの認識であり、あまり積極的にかかわろうとはしていないように思われた。学校給食プ
ログラムを JICA のファイナンシャルサポートなしにするのは無理との見解を示した。そして、
入手可能な食料を増やすには道路が必要であるという考えも示した。給食実施予定の対象地域で
はマザーグループの話を聞くことを勧められた。その理由は、食べることには母親や祖母の役割
が大きいので、彼女たちの知恵から学ぶ必要があるとのことであった。メニューを決めるのも買
い物も調理もすべて女性の仕事とのことで、父親の役割は何かを尋ねたところ、お金を稼ぐこと
との答えであった。
プロジェクトの健康教育の長期専門家と一緒にインタビューに臨んだが、その専門家は、保健
人口省は WHO からいろいろなプログラムや研修などあり、そのたびに多額の資金提供がされて
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いるが、JICA のプロジェクトは資金は出さず仕事を一緒にすることを求められるため協力的では
なく、一方、教育省は国連機関等からの資金提供がないので JICA が少しでも予算をつけてくれ
て活動ができるのであれば是非一緒にしたいと思っているので、このように両省での対応が異な
るのではないかとの見解であった。
2. プロジェクト対象地域住民の学校給食に関する意識
プロジェクトの対象である 2 郡 4 村で、参加者として、地域学校保健栄養改善委員会、学校給
食委員、PTA メンバー、子どもクラブのメンバー、学校長、教員に声をかけ、村によっては、そ
の他の住民も多く参加した中で、
「学校給食とはどのようなものと位置づけているか」と「学校
給食が必要とされる理由」についての意見を聞いた。
学校給食は、
「日中、学童が学校で食べる軽い食べもの」との回答が多かった。1 日 2 回の食事
の間の間食と位置づけており、食事とは区別していることがわかった。望ましい給食内容は、家
庭で作ったパン（ロティ：円形のイーストを用いない薄いパン）
、ベーカリーから購入するパン、
飯、小麦粉、ハルワ（小麦粉で作る甘いかゆ）
、青菜類、大豆、大豆以外の豆、チュゥラ（干し米）
、
米粉で作ったプディング、シャンジャ郡では果物（1 年中入手可能：パパイヤ、バナナ、冬のみ：
オレンジ）などの料理名や食物名が挙げられた。小学校での給食実施については肯定的な意見が
ほとんどであった。
学校給食が必要な理由については、
「低カーストの子どもたちが学校に来ることができるよう
になるため」
、
「就学率の向上のため」
、
「中退率の減少のため、子どもたちが定期的に登校するよ
うになるため」
、
「現状では、子どもたちは間食の時間に自宅に帰り、その中には、そのまま学校
に戻ってこない子どももいる。しかし、学校給食を実施すると 1 日中、学校にいるようになるた
め」
、
「10 時から 16 時まで授業が続く中、後半は空腹で授業に集中できなくなるため」
、
「子ども
たちの健康状態はよくないので健康状態を向上させるため」
、
「子どもたちの学習能力の向上のた
め」
、
「子どもたちの精神的、身体的成長のため」
、
「子どもたちの教育レベル向上のため」などが
挙げられた。とにかく、子どもたちが教育を受けることができるようになるために学校給食が必
要であるという理由が多く挙げられた。
プロジェクトとしてインタビューをした内容ではなかったが、学校給食に関わる内容として、
海外の援助機関からパッケージに入った粉を供給されたことがあるが保存状態が悪く、子どもた
ちが食べたことで体調を崩したこともあったので、そのような海外からもってきた粉で給食を作
るのではなく、地元の食物で給食を作ることが望ましいということが語られる場面があった。
3. カルナリ県での学校給食プログラムの概要
2009 年 3 月 18～20 日に、カルナリ県ジュムラ郡の関係機関並びに空港近くの学校給食を実施
している公立小学校 6 校を訪問し、学校給食の実施状況の見学並びに関係者へのインタビューを
行った。インタビューはネパール語と英語の通訳を兼ねたプロジェクトのネパール人スタッフが
ネパール語で実施した。
ジュムラ郡は、人口約 10 万 9 千人で約 19,000 世帯（2011 年）
、民族はチェトリが約 6 割、丘陵
ブラーミンが約 1 割で、続いて 1 割未満の比率でサルキ、タルキ、カミ、ダマイなどが続き、ネ
パール語を母語とする人たちが 9 割以上を占めているところである（Government of Nepal 2014）
。
5 歳以上での識字率は全体で 54.7％、男性 68.2％、女性 40.8％、女性の識字率の男性比は 59.8％
であり、国全体の識字率 68.6％、男性 77.0％、女性 61.0％、女性の識字率の男性比 79.0％と比較
すると低く、特に女性でかなり低い（Government of Nepal 2014）
。訪問した小学校があった空港近
くの地域は、4～6 千メートル級の山に囲まれた標高 2,500m あたりに位置していた。カルナリ県
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の中では空港があることもあり人口が多く、
標高があまり高くないことから米の栽培もしており、
野菜や果物などの農作物が育つ環境にあるところであった。空港近くでも大きな道路は少なく、
車の往来はほとんどなく、馬が荷物を運んでいたり、水牛が畑を耕していたりする風景がみられ
た。
ジュムラ郡教育事務所の関係者によると、給食に関する予算は、政府から支給される、児童 1
人あたり 1 日 15 ネパールルピー（NRs）（15 円くらい）で、食費と人件費と光熱費をまかなう
こととされている。開始時に教育省から調理器具と食器が提供され、郡教育事務所からは給食に
かかわることであればなんにでも使用できる予算として、各学校に年間 11,000 NRs が組まれ、支
払われていた。
郡教育事務所からの紹介で、徒歩で訪問できる 6 校について訪問調査を行った。訪問した 6 校
の基本情報を表 3-2 に示した。児童数は 110 人から 200 人で、151 人と 200 人の学校で調理員を 2
人雇用している以外は 1 人の雇用であった。その調理員の月給は 1 人につき 800 NRs から 2,400
NRs と幅があった。学校 A では、児童 1 人当たりの予算 15 NRs のうち 1 NRs を調理員の給与に
充てていた。また、調理員 8 名の男女の内訳は、給食時に間に合い確認できたのは C 校を除く 5
校であったが、7 名中女性は 2 名であり、女性の雇用に結びついているとは言いにくい状況であっ
た。調理に用いる燃料は 6 校とも薪であり、町の中心部にある学校 F 以外では購入せず、児童が
家から持ってくる方法がとられていた。学校 F では児童が家から持参するのは難しいことから、
児童 1 人当たりの予算 15 NRs のうち 1 NRs を薪購入に充てていた。
表 3-2 見学した 6 小学校の基本情報
児童数

調理員数

調理員の

(人)

（人）

月給（NRs.）

A

110

1

2,000

薪 児童 1 人につき 1 週間に 1 本、自宅から持参

B

191

1

2,000

薪 児童が自宅から持参

C

150

1

800

薪 児童 1 人につき 1 月に 1 本、自宅から持参

D

115

1

2,000

薪 児童 1 人につき 1 月に 1 本、自宅から持参

E

151

2

2,400、1,200

薪 児童 1 人につき 10 日に 1 本、自宅から持参

F

200

2

1,500

学校

燃 料

薪 購入: 1 食 1 名 15 ルピーの予算のうち 1 ルピーを購入に充てる

（2009 年 3 月、カルナリ県ジュムラ郡における調査）

調理をする場としては、校内の一室や、建物と建物の間に屋根をつくった場所などが利用され
ていたが、大量調理をするための特別な配慮がされた調理室はみられなかった。特に、水は調理
をする部屋に水道が引かれているケースはなく、水場から汲んできて調理に用い、調理器具や食
器の洗浄は水場か、近くの川で行っているとのことであった。調理をする竈は 1 つか 2 つで、大
なべで 1 つの料理を大量に調理していた。教育省から提供された食器類は小皿で、その小皿にの
る料理を提供していた。食器提供時にはスプーンも配布されたが、すぐになくなってしまったと
のことであった。
6 校中 5 校で週間予定献立表（表 3-3）を作成して給食を実施していた。学校 A では、月間予
定献立表を作成していた。見学当日の学校の給食は、学校 A「キール（ライスプディング）
」
、学
校 B「ロティと豆とじゃが芋のカレー」
、学校 D「キール」
、学校 E「豆とじゃが芋のカレーとゆ
で卵」
、学校 F「チュゥラと豆とじゃが芋のカレー」であった。見学当日の給食内容や表 6 の週間
予定献立表を見てもわかるが、給食内容は教育局が指示している 5 群の食品からなる食品構成か
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ら作られた献立ではなく、予算内で大量に 1 つの鍋で作ることができ、直径 10cm 位の皿に盛る
ことができるもので構成されていた。それでも、炭水化物を多く含みエネルギーを供給する食物
である穀物やじゃが芋の料理に加え、
ビタミンやミネラルを含み、
体を整える食物である野菜類、
ネパールの農村地域で摂取不足になりがちであるたんぱく質を多く含む食物である卵や大豆をは
じめとする豆類、
回数は多くないものの肉が献立に組まれており給食に使用されている食材料は、
豆、じゃが芋など地元でとれるものの他、ジュムラ以外ではあるがギューや砂糖など国内の製品
が主として用いられており、外国で生産された食材料はみかけなかった。
表 3-3 週間予定献立表
学校

B

日
薄い揚げパン、

月
ゆで卵、煮豆

火

水

ゆで卵、煮豆

D

E

干し飯、

大豆の煮もの

いり豆

肉のカレー

干し飯、

薄い揚げパン

干し飯､

じゃが芋の

豆とじゃが芋の

野菜カレー

豆の煮もの

カレー

カレー

(肉料理: 1 回/月)

チュウラ（干し飯） ライスプディング

ゆで卵

薄い揚げパン

干し飯、

野菜カレー

穀類粉から

ゆで卵

穀類粉から

ライスプディング

穀類粉から

穀類粉から

つくる甘いかゆ

つくる甘いかゆ

大豆の煮もの

穀類粉から

チュウラ（干し飯） 大豆の煮もの

つくる甘いかゆ

肉のカレー

ゆで卵

じゃが芋と豆の

穀類粉から

チュウラ（干し飯）

カレー

つくる甘いかゆ、

豆とじゃが芋の

薄い揚げパン

カレー

つくる甘いかゆ

F

金

ロティ（薄いパン） ポップコーンと

野菜カレー

C

木

ゆで卵

ライスプディング

つくる甘いかゆ

（2009 年 3 月、
カルナリ県ジュムラ郡における調査）

学校 A では校庭に円陣に座った児童に皿が配布され、そこに男性調理員がキールをお玉一杯ず
つ盛りつけていっていた。ネパールの通常の喫食の方法である、右手を使用して食べていた。通
常はタンクに水を入れ、蛇口をひねると水が出る設備があり、そこで手を洗ったり食器を洗った
りするとのことであったが、訪問した日は壊れていたため使用できず、手も洗えない状況であっ
た。食後の食器は一か所に集められていた。校庭のすぐ隣に幅の広い水量の多い川があり、そこ
で調理員が食器や調理器具を洗うとのことであった。
他の学校では各教室で給食はとられていた。同じく、皿が配布され、そこに調理員が盛りつけ
ていくという形式であった。学校 E では、食後の食器を各自が校内の小川までもって行き自分で
洗うということをしていた。教員によると、カーストがあり、食器を洗ったりすることはしない
というような問題が起こるかと懸念していたがそのようなことは起こらず、自分のことは自分で
するという教育をすることができていると述べていた。
どの学校も予定通りに毎日給食を提供し、給食に関するデータはきちんと記録されており、メ
ニューや購入した食材料とその支払金額などが明確になっていた。また、全校で教員たちは学校
に来る子どもの数が増えたと話していた。見学した学校のいくつかでは、1 年生だけクラス数が
多いということがわかった。学校 E では、1 年生以外の学年は 1 学年 1 クラスであるのに、1 年
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生だけは 4 クラスであった。どこの学校も 1 年生のクラスの児童をみると、明らかに就学前の年
齢の子どもや日本であれば中学生と思われる年齢の子どもがいた。給食があるということで早目
に学校に来始める子どもや、今まで学校に来ていなかったが来るようになった子どもが多くいる
ことがわかった。
各学校で、学校給食を実施してよかった事項と学校給食実施上困難な事項について、教員に訪
ねた。発言の内容に学校による違いはみられなかった。
• 学校給食を実施してよかった事項
 就学率の向上、中退率の減少
 欠席・早退する児童の減少
 児童の学習能力の向上
 児童の健康状態の向上
 （予想された）児童間のいさかいは起きなかった
 両親が楽になった
 地域での関係が強くなった
上記のいずれも、教員が給食を実施してみて感じていることであり、今までのところ記録され
ている数値で確認することはできていない。しかし、給食を開始後の学年の児童数が多いことは
明らかであり、就学率は確実に上がっていると考えられ、ネパールのこの地域では、給食を提供
することで子どもの教育を受ける機会は格段に増加するということが示された。
• 学校給食実施上困難な事項
 予算は、15 NRs/１日/１人では不十分
 予算が定期的にこないこと
 予算の中から調理員に給料を支払うこと
 地域で入手可能な食物は限りがあること
 食物の価格が高いこと
 適切な水がないこと
 厨房の設備が乏しいこと
持続的な学校給食の実施を考えたときに、予算と安全な水の確保は解決しなければならない課
題である。持続性や、村全体で健康になっていくことを考えたときに、教育局の職員が指摘して
いたように、少額でもいいので有料にして村の人たちがオーナシップをもつようにすることが重
要になってくる。ある学校では、有料化の試みとして 1 食 1 NRs の負担を保護者に依頼したこと
があったそうである。しかし、1 NRs を負担することになった途端、学校に来る児童が急激に減
少したことから、まだ、1 食 1 NRs であっても有料化をすることはできない状況であることがわ
かりやめたとのことであった。
ネパールで貧困率が最も高い地域の一つであるカルナリ県において、学校給食を実施すること
で、就学率向上、中退率減少などの効果のあったことが示された。1 人 1 日 15 NRs という政府の
予算が執行されれば、学校給食の実施は可能であった。調理員の雇用や安全な水の確保等を考え
たときには確かに 1 人 1 日 15 NRs では運営は難しいかもしれないが、食材料の購入と燃料費だ
けであれば可能な金額ではないかと思われた。乾季に食物が不足することは確実であるので乾季
の食物対策について年間計画をたてて行っていくことも重要になる。将来的には、食材料費の一
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部を保護者が支払い、人件費と光熱費、設備費は政府がもつというように進めることができれば
持続的に温かい給食の提供ができ、基本的人権を守ることができる可能性がある。
解決すべき問題や課題はあるものの、ネパールの貧困率が高い地域において、政府からの予算
が執行されることで、地元でとれたものを使い、地元の人を雇用して温かい給食を提供すること
が可能であり、就学率の向上、中退・留年率の減少、飢えの緩和などのメリットがあることが示
された。
第 6 節 小括
本章では、第 1 節で栄養プログラムの定義を整理し、本論文で用いる定義を提示した。続く第
2 節で、国際的に取り組まれてきた栄養プログラムの変遷を示し、包括的な取り組みから微量栄
養素プログラムに移行していった経緯を考察した。第 3 節では、ネパール、パキスタン、バング
ラデシュの保健政策と栄養プログラムの現状、並びに、ネパールとバングラデシュの栄養プログ
ラムの事例から、南アジア諸国における栄養プログラムの実施には国連機関などの影響が大きい
こと、微量栄養素プログラムに移行していっている影響について述べた。第 4 節では、文献レ
ビューによって南アジアの学校給食の取り組みの現状を示し、インドとパキスタンで、地元の食
物を用い、地元の女性を雇用し女性のエンパワメントにつながる学校給食から、微量栄養素が添
加されていて栄養価が高いとされるビスケットなどのパッケージの学校給食に移行していってい
る現状を示した。
そして、
第 5 節でネパールの農村地域で実施されている学校給食の事例を通し、
南アジアにおいて、地元の食物を用い、地元の住民を雇用し、温かい給食を提供することは可能
であり、学校給食を実施することで就学率を高め、中退率や退学率を減少させること、栄養状態
を向上させる可能性のあることを示した。
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第 4 章 微量栄養素プログラムの批判的検討
本章では、微量栄養素プログラムは入手可能な食物で健康な生活を送ることができないような
緊急時には必要とされ、生存を保障するために効果をあげるプログラムであるが、緊急時以外で
は持続性があり、住民の食行動変容につながる包括的栄養プログラムが必要であることを論じる
ために、ネパールで実施されてきた微量栄養素プログラムについて、先行研究より、今まで、ネ
パールにおいて、誰のどのような状態を改善するために、微量栄養素欠乏症対策のための介入研
究が取り組まれてきたのかについて検討し、現在のネパールで食物が入手可能な地域における微
量栄養素プログラム実施を批判的に論じる。
第 1 節 ネパールにおける微量栄養素に関する既存研究の検討
1. 背景
WHOは、微量栄養素欠乏症は、現在の世界、特に発展途上国の子どもと妊婦における栄養問題
を考えるうえできわめて重要な問題だとしている
（WHO 2014a）
。
国連ミレニアム開発目標
（MDGs）
でも、
「4．乳幼児の死亡率の削減」の達成に向けた取り組みとして、予防接種の投与と殺虫剤処
理済の蚊帳の使用とともに乳幼児へのビタミンAの補給があげられている（国連開発計画 2012）
。
また、Lancetの2013年の「Maternal and Child Nutrition」シリーズでは、ポスト2015開発目標は、そ
のゴールの最優先事項としてあらゆる種類の栄養不良に取り組むべきであることを提言し、母子
の栄養改善のための10の介入を挙げているが、その中に、妊婦への葉酸、複合微量栄養素、カル
シウムの補給や乳幼児へのビタミンA、予防のための亜鉛の補給など微量栄養素に関わるものが
含まれている（Maternal and child nutrition group 2013）
。ユニセフは、適切な栄養支援は全ての子ど
もに最高の人生のスタートを与えるとし、責任をもって取り組んでいる影響力の高い栄養介入プ
ログラム4つのうちの1つを「微量栄養素」プログラムとしている11（UNICEF 2014a）
。
微量栄養素欠乏症対策としては、(1)微量栄養素の栄養補給（Supplementation）
、(2)飲・食物へ
の微量栄養素の添加（Fortification）
、(3)食物ベースのアプローチ／食事内容の改善（Food-based
approach/Dietary modification）の 3 つの主要な戦略があるとされ、国や地域の状況に合わせてこれ
らの戦略を統合したり、公衆衛生、教育、リプロダクティブヘルス、地域開発等のプロジェクト
と組み合わせたりして微量栄養素欠乏症の改善の取り組みが行われてきている（母子保健改善の
ための微量栄養素欠乏に関する援助研究会 2003、 pp.2-4）
。
MDGsの「4．乳幼児の死亡率の削減」
、
「5．妊産婦の健康状態の改善」などの2010年の状況を
みると、5歳未満児死亡の82％、妊産婦死亡の85％はサハラ以南アフリカと南アジアに集中してい
るなど、死亡率や罹患率の高い子どもと女性はサハラ以南アフリカと南アジア地域に多く存在し
ている（国連開発計画 2011）
。ネパールは南アジアに位置し、2012年の5歳未満児死亡率（出生1,000
人あたり）が42と1990年の142と比べると大きく減少はしているものの、195か国中59番目に高い
国である（ユニセフ 2014a）
。また、子どもの栄養不良の指標である低体重と発育阻害の5歳未満
児が各々29％、41％となり（ユニセフ 2014a）
、その比率が高い。また、成人女性の識字率の男性
比は66％、2010年の妊産婦死亡率の調整値は170（ユニセフ 2014a）であり、女性の置かれてい
る状況もよくないと考えられる。
以上のことを踏まえ、今まで、ネパールにおいて、誰のどのような状態を改善するために、微
量栄養素欠乏症対策のための介入研究が取り組まれてきたのかについて検討し、微量栄養素プロ
グラムの課題について考察した。

11

他の 3 つは、
「乳幼児の食」
、
「緊急時の栄養・食の安全保障」
、
「HIVs/AIDS と栄養」
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2. 方法
1）論文の検索
検索には、米国国立医学図書館（NLM）が提供する文献データベース PubMed を用いた。検索
式は、
“Nepal” AND “micronutrient”とし、2013 年 3 月 31 日までに発行され、ヒトを対象とし、
研究のデザインは最も信頼性が高い研究方法だとされる無作為割付比較試験（randomized
controlled trial：RCT）
（丹後 2007）とし、英語で書かれている論文に限定した。
2）論文のスクリーニング
データベース検索により抽出された 58 本の論文について、介入研究であり、かつ研究デザイ
ンが RCT であるか、
介入効果を検討している研究であるかの確認のために表題と抄録のスクリー
ニングを行い、フィールドがネパールではないもの 1 本、論評 1 本、介入効果の検討ではないも
の 8 本の合計 10 本を除外した。2 次スクリーニングとして本文を精読し、介入効果の検討ではな
いもの 8 本を除外した。最終的に採択された 40 本のうち、同一対象者に行った介入であるものは
合わせて 1 件とし、12 件の介入研究について以後の解析を行った（図 4-1）
。
PubMed 検索より

10 本を削除

1 次スクリーニング

 介入場所がネパールではない 1 本
 論評 1 本
 介入効果についての検討ではない 8 本

選択文献 48 本
2 次スクリーニング

8 本を削除
 介入効果についての検討ではない 8 本

選択文献 40 本

【検索式】Nepal AND micronutrient
【条 件】研究デザイン：RCT

研究 12 件

検索期間：～2013.3.31
言語：英語，種：ヒト

図 4-1 スクリーニングの流れ
（筆者作成）

3．結果
12 研究の概要を表 4-1 に、介入内容の概要を表 4-2 にまとめた。なお、研究番号は、介入時期
の古いものから順に 1～12 とした。
1）微量栄養素介入研究の実施機関、実施地域
一番介入時期の古い研究 1（Daulaire 1992）は米国の国際小児疾患予防・治療センター
（International Center for the Prevention and Treatment of Major Childhood Diseases）が主な実施機関と
なって、1989 年 6 月～1989 年 10 月に行われたものであった。研究 212、413、714、915は米国のジョ
12
13
14

West 1991、West 1995、Katz 1995、West 1997、Schmitz 2012
Christian 1998、West 1999、Kats 2000、Christian 2000、Yamini 2001、Christian 2001
Christian 2003a、Christian 2003b、Christian 2003c、 Christian 2006、Christian 2008、Christian 2009、Stewart 2009、
Christian 2010
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ンズ・ホプキンス大学公衆衛生学教室が、ネパール栄養介入プロジェクト・サルライ（Nepal
Nutrition Intervention Project、Sarlai：NNIPS）のフェーズ 1～4 として実施したものであった。研究
3（Pant 1996）はネパールのビタミン A 子ども生存プロジェクト（Vitamin A Child Survival Project）
として実施したもの、研究 5（Shah 2002）と 12（Shah 2012）はネパールのコイララ健康科学研究
所（Koirala Institute of Health Sciences）が実施したものであった。研究 6（Strand 2002）、11
（Valentiner-Branth 2010、Chandyo 2010）は主としてノルウェーのベルゲン大学、研究 8（Haskell
2005、Graham 2007）は米国のカリフォルニア大学、研究 10（Osrin 2005、Hindle 2006、Vaidya 2008）
は主として英国のロンドン大学が実施したものであった。12 研究中、ネパールの機関が主として
実施したのは 3 件であり、9 件の実施機関はネパール国外のものであった。
ネパールは東西を縦（南北）に 5 つに分けた開発地域（東より、東部、中部、西部、中西部、
極西部）があり、標高を基準とする地形的には南北にタライ平野地域、丘陵地域、ヒマラヤ山岳
地域の 3 つに大きく分けることができる（五百沢 1990）
。今回の 12 研究の介入地域（郡）を、開
発地域別にみると、東部 3 件、中部 7 件、中西部 1 件、不明 1 件であり、標高を基準とする地形
で分けた 3 つの地域でみると、タライ平野地域が 8 件と最も多く、丘陵地域は 3 件、タライ平野
地域と丘陵地域の 7 郡の 1 件で、ヒマラヤ山岳地域は 0 件であった。
2）介入の対象、目的
介入の対象は、乳幼児・児童が 7 件（研究 1、2、3、6、9、11、12）
、思春期女性が 1 件（研究
5）
、妊婦が 4 件（研究 4、7、8、10）であった。青年・成人期男性や高齢者を対象としたものは
なかった。
介入は、公衆衛生上大きな問題である子どもと妊産婦の死亡率を下げることを最終的な目的と
し（研究 1、 2、 3、 4、 7、 9）
、その前段階として、死亡につながる疾病を治療し健康状態を
改善すること（研究 2～12）
、子どもでは出生直後の死亡が多いことから、妊婦への微量栄養素補
給で児の死亡率や疾病罹患率を減少させること（研究 4、 7）
、妊娠期間を延伸し、子どもの出生
時体重を増加させること（研究 10）などを目的としていた。
具体的には、乳幼児・学童が対象のものでは、
「死亡率の減少（研究 1、 2、 3、 9）
」
、
「肺炎
の治療（研究 11、 12）
」
、
「眼球乾燥症有病率減少（研究 2、 3）
」
、
「急性下痢症の治療（研究 6）
」
、
16
「消耗症 減少（研究 3）
」など、思春期女性では「貧血罹患率減少（研究 5）
」
、妊婦が対象のも
のでは、妊婦自身の「夜盲症の予防や治療（研究 4、8）
」
、
「妊産婦死亡率減少（研究 4）
」
、
「妊娠
中の貧血罹患率の減少（研究 7）
」
、
「異常分娩減少（研究 7）
」
、
「満期出産の増加（妊娠期間の延
伸）
（研究 10）
」と、妊婦への介入による「胎児死亡率減少（研究 4、7）
」
、
「子どもの死亡率減少
（研究 4、 7）
」
、
「子どもの出生時体重増加（研究 7、10）
」などを研究することが目的として挙げ
られていた。
3）介入に用いられた栄養素
介入に用いられた栄養素は、多い順に、ビタミン A（研究 1、 2、 3、 4、 6、 7、 8）
、亜鉛
（研究 4、 6、 7、 9、 11、12）
、鉄（研究 5、 7、 8、 9）
、葉酸（研究 5、 7、 9）
、ビタミン
B2（研究 8）であり、複合微量栄養素（研究 7、 10）を用いた研究もあった。
今回検討した研究で年代順に用いられた微量栄養素をみると、介入時期が最初の 1989 年のも
のから順に 3 件の研究ではビタミン A が用いられており、その後は、鉄と葉酸、亜鉛など、ビタ
15

Tielsch 2006、Tielsch 2007、Coles 2008、Kordas 2009、Katz 2010、Siegel 2011、Murra-Kolb 2012、Surkan 2012
消耗症とは、身長相応の体重からみた栄養不良状態を意味し、急性の栄養不良状態を示す指標である。研究 3
においては、身長相応の体重の Z スコアがマイナス 1 またはマイナス 2 をカットオフ値としている。

16
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ミン A 以外の栄養素や複合微量栄養素が用いられていた。特に、妊婦を対象とした研究では 4 件
中 2 件で複合微量栄養素が用いられていた。
表 4-1 ネパールにおける微量栄養素研究の概要

（筆者作成）
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表 4-2 介入内容の概要

（筆者作成）

4）介入内容と効果
微量栄養素欠乏症対策の戦略としては、すべての研究で(1)のカプセル、タブレット、シロップ
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などによる微量栄養素の補給が用いられていた。研究 3 では介入群として、(1)の戦略を用いたビ
タミン A カプセル投与群と(3)の食物ベースのアプローチ／食事内容の改善の戦略として栄養教
育を実施する群の 2 つを設定していた（Pant 1996）
。また、研究 8 はビタミン A のカプセル投与
群、ビタミン A 強化米を与える群、ビタミン A を多く含む 3 種類の食物を使用して作ったカレー
を与える群で効果を検討するもので、3 つの戦略のすべてを用いたものであった（Haskell 2005、
Graham 2007）
。
対象者別にみていくと、子どもへの介入研究は、介入時期が早い 3 件では、死亡率の減少を目
的として高単位のビタミン A17をカプセルで投与し、その結果、死亡率減少に効果があったこと
が報告されていた（研究 1、2）
。単回投与（Daulaire 1992）でも 4 か月ごとの投与（West 1991、
West 1995、Katz 1995、West 1997）でも死亡率減少に効果があったが、 6～11 か月児で一番効果
が高かったという報告（Daulaire 1992）や出生 6 か月までの高単位ビタミン A の投与は死亡率の
減少には有意な効果はみられなかった（West 1995）との報告もあった。死亡につながる疾病や体
格の検討もしており、眼球乾燥症の発生率と有病率を減少させるのに効果があった（Katz 1995）
ことや、身長や体重は対照群との間に有意差はなかった（West 1997）ことなども報告されていた。
研究 3 は、6 か月から 10 歳未満児を対象とし、介入群として、上述した研究と同様に高単位のビ
タミン A カプセル配布群 18を設定する他に栄養教育群も設定し、死亡率や眼球乾燥症罹患率、消
耗症の児の比率について対照群との比較並びに 2 つの介入方法の比較をしていた。死亡のリスク
は両介入群とも対照群と比べ低くなったが、カプセル配布群は栄養教育群と比較し費用対効果が
高く、参加率が高く、時間がかからない点で優位であるとしていた。しかし、栄養教育群の中で、
ビタミン A を多く含む食物を知っている母親や読み書きのできる母親のサブグループで効果が
あったことが示されており、栄養教育は持続性もあることから、包括的国家プログラムには、微
量栄養素配布と栄養教育の両方を含めることが求められる（Pant 1996）と報告した。
その後は、それまでの研究と同様に死亡率減少を目的としながらも、1～35 か月児を対象にビ
タミン A ではなく、鉄、葉酸、亜鉛のカプセルを投与する介入（研究 9）に加え、下痢症状があ
る子どもを対象に下痢症の治療を目的として亜鉛とビタミン A をシロップで与える介入
（研究 6）
や、肺炎に罹患している 3 歳未満児を対象に肺炎や下痢の治療を目的として亜鉛のカプセルを投
与するというように、特定の疾患に罹患している子どもを対象に治療を目的とし、亜鉛を主とし
た投与を行う介入（研究 11、12）に取り組まれるようになった。効果としては、死亡率減少を目
的とした研究では、1～35 か月児に鉄と葉酸、亜鉛単独、鉄と葉酸と亜鉛のタブレットを投与し
その効果を検討したが、これらの微量栄養素の補給は対照群と比べ有意差はなかった（Tielsch
2006、 Tielsch 2007）と報告した。疾病の治療を目的とした研究では、急性下痢症の 6～35 か月
児に亜鉛シロップを与えることで下痢症の期間を短縮できた（Strand 2002）という報告があった。
一方、次にあげるように効果がなかったとの報告も 2 件あった。肺炎に罹患している 2～35 か月
児に抗生物質の補助剤として 14 日間亜鉛を投与したが、治療不成功のリスクを下げること、治療
までの期間短縮、その後 6 か月間の下痢や呼吸器疾患に罹患することを防ぐことについて対照群
との間に有意差はなかった（Valentiner-Branth 2010、Chandyo 2010）
。重症の肺炎に罹患し入院し
ている 2 か月以上 5 歳未満児を対象に、入院 2 日目から 1 日 2 回、介入群の子どもには亜鉛（硫
酸亜鉛）タブレットを、対照群にはプラセボを 7 日間継続して投与したが、重症肺炎と肺炎の罹
患期間、入院期間などすべての評価項目について両群間に有意差はみられなかった（Shah 2002）
。
研究 9 では、介入当初は鉄、葉酸、亜鉛を投与していたものの、Data Safety and Monitoring Board
研究 1：6 か月未満児：50,000IU、6～11 か月児：100,000IU、12～59 か月児：200,000IU、研究 2：1 か月未満児：
50,000IU、1～11 か月児：100,000IU、12～59 か月児：200,000IU
18 6～11 か月児：100,000IU、12～59 か月児：200,000IU
17
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の勧告により、鉄＋葉酸の補給は生存効果がないという理由から、2003 年 11 月に中止され、2003
年 11 月以降は亜鉛とプラセボのみの補給を行っていた（Katz 2010）
。
また、子どもの健康状態にかかわる内容として、微量栄養素の投与と頭囲との関係（Surkan
2012）
、急性下気道感染予防に与える影響（Coles 2008）
、睡眠に与える影響（Kordas 2009）
、運動
機能（Kats 2010）や認知機能（Siegel 2011）との関係も検討されていた。フォローアップ調査と
しては、7～9 歳時の知的機能と運動機能が検討されていた（Murra-Kolb 2012）
。
思春期女性を対象とした研究では、介入群として鉄と葉酸のカプセルを 90～100 日間毎日投与
する群と 14 週間に渡り 1 週間に 1 回投与する群を設定していた。
両群とも対照群と比較しヘマト
クリット値が上昇したことから、貧血罹患率を減少させたためには、毎日投与しなくとも週に 1
回の投与で十分であるという結果を導き出した（研究 5）
。
今回検討した妊婦を介入対象とした研究のうち、妊婦自身の状態の改善を目的としたものは、
夜盲症の妊婦の暗順応障害からの回復を目的とした研究 8 の 1 件であり、ビタミン A のカプセル
以外に、ビタミン A を多く含む食品（ビタミン A 強化米、やぎのレバー、アマランサス 19、にん
じん）
をレチノール当量として 850μg 含むように調整して調理をした料理を 6 週間
（週に 6 日間）
与えて夜盲症の改善に効果があるのかを検討していた。アマランサス、にんじん、レバーという
食品を用いた群、ビタミン A カプセル投与群間で、暗順応障害からの回復に統計的な有意差はな
かった（Haskell 2005）としていた。
妊産婦死亡率の減少、妊婦の夜盲症の予防・治療という妊婦の状態改善と胎児死亡や新生児死
亡率の減少という子どもの状態改善の両方を目的とした研究は 2 件あった。研究 4 では、低単位
のビタミン A とβカロテンを妊娠前、妊娠中、出産後 24 週間まで投与することでの影響を検討
していた。妊産婦死亡率は、対照群と比較して、ビタミン A 群で 40％、βカロテン群で 49％低
くなった（West 1999）と報告した。また夜盲症の罹患率を減少させた（Christian 1999）こと、
胎児死亡率や新生児死亡率を有意には減少させなかった（Kats 2000）こと、28 週以降では、ビタ
ミン A の投与で嘔吐、脱力、夜盲症の軽減に効果があった（βカロテンではなし）こと、ビタミ
ン A 投与は分娩時間を短縮し、βカロテンは出産後の発熱を軽減した（Christian 2000）ことなど
を報告していた。
研究の一部として亜鉛の投与を介入に加え、
亜鉛の体内貯蔵率が低い妊婦では、
ビタミン A と共に亜鉛を投与することで暗順応が高まった（Christian 2001）ことを報告した。研
究 7 は、妊娠中の微量栄養素の投与で流産と新生児死亡率、子どもの健康状態に与える影響、妊
娠中並びに分娩時、その後 10 日間までの母親の状況に与える影響を検討したもので、介入群とし
て、①ビタミン A＋葉酸、②ビタミン A＋葉酸＋鉄、③ビタミン A＋葉酸＋鉄＋亜鉛、④多微量
栄養素（ビタミン A＋葉酸＋鉄＋亜鉛＋ビタミン D、B1、B2、B6、B12、C、K、ナイアシン、銅、
マグネシウム）を投与する 4 群、対照群としてビタミン A のみを投与する群を設定した。流産の
発症で群間差はなく、出生 3 か月までの死亡率は対照群と比べ①、②、③で低かった（Christian
2003c）ことを報告した。④の複合微量栄養素投与は、対照群と比べ、流産、新生児死亡率、低出
生体重児出生率を有意に減少させ、出生時体重を有意に増加させることがなく、難産や出生時仮
死のリスクを高めるという結果（Christian 2003a、2003b、2003c、2006、2009a、2009b、Stewart 2009）
であった。分娩とその後 10 日間の母親の状況では、②が他と比べ妊婦の貧血状態を改善した
（Christian 2003b）ことも報告していた。また介入の 6～8 年後に子どもの健康状態や死亡率など
について調査を実施し、メタボリックシンドロームとの関係（Stewart 2009）
、7 歳までの死亡率
19

アマランサスは中南米原産のヒユ科の作物で、若葉を野菜として食べるが、種子も雑穀のようにして食用とす
る（主婦の友社 1998）
。ここでは、葉を副食の材料として用いている。葉にはビタミン A や鉄が多く含まれ、
ネパールの妊婦のための微量栄養素を多く含む食物例の一覧表では、ビタミン A を多く含む食物の中に位置づ
けられている（Adhikari 1997）
。
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（Christian 2009b）
、知的・運動能力（Christian 2010）との関係を検討していた。
妊婦への介入で子どもの状態の改善を主目的としたものは 1 件（研究 10）であり、複合微量栄
養素カプセルが介入に用いられていた。妊婦に 15 種類の微量栄養素のカプセル（ビタミン A + E
+ D + B1+ B2 + B6 + B12 + C + ナイアシン + 葉酸 + 鉄 + 亜鉛 + 銅 + セレニウム + ヨウ素）を
与え、対照群（ビタミン A + 葉酸）と妊娠期間や子どもの状態について比較検討した。介入群で、
出生時体重の平均値が有意に高くなったが、妊娠期間は両群間で有意差はなかった（Osrin 2005）
こと、T ヘルパー細胞 1、2 の生産には有意差がなかった（Hindle 2006）こと、子どもが 2～3 歳
になったときの身体測定値と血圧にわずかであるが効果があった（Vaidya 2008）ことなどが報告
された。
4．考察
1990 年代初期より、栄養学者や国際的な機関、大学がそれまで中心的に取り組んできた、たん
ぱく質・エネルギー栄養不良の対策から微量栄養素問題に取り組み始め、ビタミン A 欠乏症、貧
血、ヨウ素欠乏症のコントロールのための緊急措置を試みるようになった（Latham 1997）とされ
ているが、本研究で検討したネパールでの微量栄養素欠乏症対策にかかわる最初の RCT 研究は、
その時期より少し前である 1989 年にビタミン A 補給の介入を実施していた。母子の死亡率を減
少させること、死亡につながる母子の疾病の罹患率を減少させるためには、どの微量栄養素をど
のくらい、どのような形態で摂取させることで効果があるのかを明らかにすることを主目的とし
て、摂取させる微量栄養素の種類や 1 回の摂取量、摂取頻度などについて検討されてきていた。
今回検討した研究の結果を含め、世界各国で取り組まれてきた微量栄養素欠乏症対策のための研
究成果から、WHO は子どもや妊婦などターゲットを明らかにし、それぞれのターゲットに合っ
た微量栄養素の種類や量、与える頻度、期間を設定して介入を提案している（WHO 2013）と考
えられた。
介入の対象は、弱い立場にあるとされる子どもと妊婦が主であった。今回検討した研究では子
どもを対象としたものの方が多かったが、最近の研究結果からは、妊娠期と生後 2 年間の 1,000
日間の栄養状態が重要である（Maternal and child nutrition group 2013、WHO 2013）ことや、胎児
期の問題が原因となって出生後１か月以内に亡くなる子どもが新生児死亡の 1/4 以上を占めるこ
と（Maternal and child nutrition group 2013）が明らかになっていることから、今後は新生児や胎児
の健康状態改善のための母親への介入研究に更に取り組んで行く必要があるのではないかと考え
られた。
微量栄養素欠乏症対策の 3 つの戦略のうち、(1)の微量栄養素の栄養補給は、本研究で検討した
12 件の介入研究すべてで用いられており、(2)の飲・食物への微量栄養素の添加は 1 件、(3)の食
物ベースのアプローチ／食事内容の改善は 2 件で用いられていただけであった。2003 年に発行さ
れた母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する援助研究の報告書（母子保健改善のための微
量栄養素欠乏に関する援助研究会 2003、p.9）には、主要戦略の実施手順として、
「まず、栄養
補給による直接介入、続いて食物への栄養素添加が広く行われる。また、こうした介入を進める
際に、最終的には日常的な食生活そのものの改善を進めることが本質的に重要であることを認識
し、食生活を改善するための食物ベースのアプローチを、介入を開始する段階から徐々に準備・
実施し、次第にウェイトを移していき、最終的にはこのアプローチを持続させることにより、人々
の主体的かつ継続的な取り組みを支援・促進していくべきである」としている。ネパールでは、
現在までのところ、母子の栄養状態が非常によくなく、最初の段階である(1)の戦略を中心として
微量栄養素プログラムは取り組まれてきていたと考えられる。また、(1)の戦略は経済効果が高い
ことや識字率が低いところでも実施可能性が高い、短期間で効果があがることなど（Pant 1996、
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Latham 1997）から、ネパールで多く取り組まれてきたと考えられる。
ネパールの全国ビタミン A プログラムは 1993 年に 8 郡で開始され（UNICEF 2002）
、その後実
施地域を広げ、2012 年のデータでは、ビタミン A の補給を年 2 回受けた生後 6～59 か月児の比率
は 95％となり、他の要因も加わっての結果であるが、5 歳未満児死亡率はこの 20 年で急激に減少
しており（UNICEF 2014b）
、ネパールで最も成功した健康・栄養プログラムかもしれない（UNICEF
2002）とされている。妊産婦死亡率も最近の 20 年間で急激に減少（1990 年：770、2010 年：170）
しており、妊産婦死亡率減少への取り組みが順調に進んでいる（WHO 2012）とされていること
に加え、
母子共に保健・栄養指標や識字率などの教育指標も改善されてきている（UNICEF 2014b）
ことから、今後は、(1)の研究に加え、(2)、(3)の戦略にも取り組み、その効果を検討するための研
究が課題とされるのではないかと考えられる。
(2)の戦略は、1873 年にフランスで入院している子どもの健康状態改善のためにパンにタラの肝
油を添加したり、
1920 年代後半にはヨーロッパでマーガリンにビタミン A を添加してきたりした
歴史がある（Semba 2012）
。人々がよく利用する主食や調味料、飲み物に特定の栄養素が添加され
る（母子保健改善のための微量栄養素欠乏に関する援助研究会 2003、p.3）が、ネパールにおい
てもヨード添加塩を使用することは広く普及してきており、2012 年までの最新のデータでは適切
なヨード添加処理が施された塩（15ppm 以上）を消費する世帯は 80％（UNICEF 2014b）となっ
ている。近年、WHO は、2 歳未満または 5 歳未満児の 20％以上が貧血である地域において、家
庭での料理に複合微量栄養素（鉄、ビタミン A、亜鉛）粉を加えることを提言（WHO 2013）し、
栄養不良の母子が多いアフリカや南アジアでよく用いられる調味料などに微量栄養素を添加する
ことを更に検討（WHO 2014b）しており、ネパールでの応用も今後検討されていく必要があるの
ではないかと考えられる。
微量栄養素欠乏症対策プログラムは、母子の死亡率減少や健康・栄養状態向上を目的とする介
入の 1 つであるが、母子の死亡につながる栄養不良状態改善のためにはマルチセクターからのア
プローチが求められており（WHO 2013）
、微量栄養素欠乏症への直接対策だけでなく、他要因に
働きかける方法の効果も確認されてきている。今回検討した研究では女性の識字率を上げること
の効果（Pant 1996）が報告されていた。また、ネパールの丘陵地域 1 郡での RCT 研究であるが、
妊娠中に女性グループに参加した群は非参加群と比べ乳児死亡率が 30％低かったことや、サンプ
ルサイズが十分ではないことからから事前に指標としてはいなかったものの妊産婦死亡率は約
80％低かったことから、貧しい農村地域での出産の結果は低費用で持続性や展開の可能性が高い
女性グループでの参加型介入を行うことで改善することができると考えられる（Manandhar 2004）
ことも報告されていた。
更に、
女性グループでの参加型学習活動の効果について検討するために、
8 つのデータベースを用いて実施したシステマティックレビューとメタ分析において、低資源の
地域において妊婦の 1/3 以上の参加がある女性グループでの学習活動は女性と新生児の生存のた
めの費用対効果が高い戦略であること（Prost 2013）が報告されてきている。1981 年には 9％だっ
たネパールの成人女性の識字率は 2011 年には 47％まで上がってきていることに加え、若年女性
（15～24 歳）の識字率は 77％（UNESCO 2014）であることもあり、今後は、女性の参加に焦点
を当て、(3)の戦略を用いた微量栄養素欠乏症対策のための研究や各介入の経済評価にも更に取り
組むことが可能なのではないかと考えられる。
第 2 節 微量栄養素プログラムの諸問題
1. 食行動の側面からの検討
第 1 節の論文レビューにおいて死亡率の減少に直接関係のあったビタミン A についてみてみる
と、現在、いわゆる先進国と呼ばれている国々ではビタミン A 欠乏症が公衆衛生上の大きな問題
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となってはいない。日本では、妊産婦健診や乳幼児健診でビタミン A カプセル・タブレットを与
えることはない。ビタミン A は脂溶性ビタミンで、動物性食品、特に肝臓、牛乳・乳製品などに
多く含まれ、
ビタミン A の前駆体であり体内でビタミン A と同じ働きをするβカロテンはにんじ
んや葉野菜に多く含まれている。つまり、ビタミン A を含む食品の入手は難しくなく、普段の生
活で一般的な食事から摂ることができるためである。逆に、妊婦に対してはビタミン A の過剰摂
取は催奇性につながることが明らかになっていることから、過剰に摂取しないよう働きかけてい
る（van den Broek 2010）
。
では、なぜ、ネパールでは食事からビタミン A をとることができないのであろうか。途上国、
特に南アジア諸国では、米や小麦など穀類を主食として大量に食べ、副菜はごく少量しか食べな
いという食習慣が根付いているからではないか（Gittelsohn 1997）といわれている。その副菜も、
肉や魚などの動物性食品は高価であり、冠婚葬祭時以外では食することが少なく、少量の野菜を
油で炒めて食塩と少量の香辛料で味付けした副菜のみを通常は食している。そして、ネパールを
含む南アジア文化圏では、食事は男性から食べ始め、次に子どもが食べ、女性は最後になること
から、食事の摂取量も種類も少なくなっている（Parajuli 2012）といわれている。Gittelsohn らは、
家庭内での食物の分配を調査した結果、
ネパールで女性に微量栄養素欠乏症が多くみられるのは、
家庭内分配に社会文化的要因が反映され、主食は家族構成員全員にほぼ同じに分配されるが、野
菜や、肉、ヨーグルト、ギーなどを用いる副菜は男性や子どもなど他の家族メンバーに優先的に
配分されるため、女性がとる副菜の量が少ないために起こると報告している（Gittelsohn 1997）。
地理的な面からみると、山岳地域では新鮮な野菜や果物を入手できる時期は限られ、野菜や果
物の収穫ができない期間は、ほとんど毎日じゃが芋のみを食する地域もあり、そのようなところ
ではビタミン A を含む必要な栄養素を毎日の食事から摂取するのは難しい可能性が高い。一方、
微量栄養素プログラムが一番多く実施されたのはタライ地域であり、そこで投与された微量栄養
素はビタミン A が多かった。タライ地域は土地が肥沃であり、農作物の収穫量も多く、経済的に
他の地域と比べて豊かであるにもかかわらず、微量栄養素の摂取量が低いことが指摘されている
（Parajuli 2012）
。
タライ地方は、インドと国境を接する平野部であり亜熱帯気候、高温多湿で、水稲、ジュート、
タバコ、蔗糖、小麦、アブラナなどの栽培が中心となっている農村地域である（五百沢 1990）
。
アブラナは 100g 中、カロテン（ビタミン A）を 1380μg 含む（Gopalan 2004）。1 日のカロテン（ビ
タミン A）の所要量（ネパール人のためのものを入手できなかったため、ネパール人と生理的・
社会的に近いと思われるインド人の栄養所要量を用いた）は、成人で 1 日 600μg であり（Gopalan
2004）、アブラナを 1 日に 50g（中くらいの葉 2 枚程度）を食すれば満たすことができる量であ
る。したがって、入手可能な食物で料理をして食していれば、ビタミン A 欠乏症は起こらない可
能性が高いと考えられる。また、タライ地域はビタミン A を多く含むマンゴの生産地でもある。
マンゴは高く売れるために換金作物となっている可能性は高いが、タライ地域はビタミン A を多
く含む食物が豊富にある地域と言える。
また、保健医療プロジェクトワーカーなどから聞く話では、タライ地域の住民は、アブラナな
どの青菜を貧乏人の食べ物と認識しており、青菜を栽培してはいるものの、それは換金作物（油
の原料）としてであり、普段は青菜を食べず、飯かロティ（穀類の粉で作った平たいパン）を主
食に、じゃが芋のタルカリ（炒め煮）を副菜とした食事をしているという。タルカリにはじゃが
芋以外に玉葱やにんにく、生姜などを使用している場合が多いが、それらの食物にはいずれもビ
タミン A はあまり含まれていない。よって、入手可能性からみると十分可能であるビタミン A を
豊富に含む食物を認識の面からあえて選択しない結果、ビタミン A 欠乏症となっていると考えら
れる。
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上記で見てきたように、主食を大量に食べ副菜は少量しかとらない食文化、女性への食物分配
が少ないという社会文化的背景、地理的に食物入手が難しい状況、食物の入手可能性は高いが住
民の間違った知識や認識などの要因が、ネパールの人々が食物からビタミン A を摂取することを
阻み、ビタミン A 欠乏症が公衆衛生的な問題となっていると考えられる。
食文化や社会文化的背景、地理的条件、人々の認識を変えるのは簡単なことではないことから、
食行動変容には非常に時間がかかることは確実である。その間にも子どもや妊婦は毎日のように
防ぐことが可能な疾病が原因で亡くなっている。そこで、即効性をもとめてビタミン A を薬のよ
うに与えるプログラムが取り組まれてきているという一面もあるのだろう。ビタミン A 以外の他
の微量栄養素についても、同様に考えることができる 20。
生きるため、病気にならないためにはエネルギーや栄養素のバランスのとれた食事をとること
が必要である。また、エネルギーや栄養素のバランスのとれた食事をとることは、教育を受ける
ことや安定した収入に結び付く職業に就き、元気な子どもを産み育てることにつながる。エネル
ギーや栄養素のバランスのとれた食事をとることには、一定の所得を前提にすれば、個人の要因
と社会環境要因がかかわってくる。個人の要因とは、エネルギーや栄養素のバランスのとれた食
事をとるための正しい知識を得て、その知識を基にそのような食生活をおくろうと思い、実際に
行動に移し、続けていくというように、知識や態度（気持ち、意識、認識、意図など）
、行動を指
す。一方、社会環境要因とは、食物の入手可能性や社会文化的背景、地域の状態などを指す。
現在の食習慣を、健康に生きていくために変える必要がある場合、
「食物選択とその他の食や
栄養に関わる行動（食行動）
」を変える必要がある。そして、その食行動変容は「自発的に実行す
る」ことが大切であるとされる（赤松 2009、pp.3-6）
。自分で嗜好の面からも栄養価の面からも
何を食べる必要があるのかを考え、食物を選択し、調理方法を選択し、食べる量を判断していく
必要がある。
微量栄養素のカプセル・タブレットの補給は、薬を与えられるように、保健ワーカー立会いの
もと食事と関係なく飲まされる。それは、自分の意志で飲むことは少なく、完全に受け身である。
また、一つのカプセル・タブレットに必要な栄養素がどれだけ入っているかを把握するのは困難
であり、
自分に必要な栄養素をとるために必要な食物の量の感覚が身につくこともない。
したがっ
て、定期的にカプセルやタブレットを飲むことは、カプセルがなくなったときには、その代わり
に何をどれだけ食べたらいいのかの判断をする力がつくこともなく、健康な生活を送るための食
行動変容には結びつかない。
バナジーらによれば、貧乏な人々の栄養問題は量よりも質、特に微量栄養素の不足であるため、
現在のほとんどの食糧安全保障プログラムが目指している食用穀物供給量の増産だけでは問題は
解決できない。また、収入増加の取り組みで収入が増えても食事の量や質を改善することにはつ
ながりにくいため短期的には栄養状態は改善しない。一方、子どもや妊婦の栄養摂取に直接投資
すると、社会的な見返りはすさまじいものがあるとし、栄養強化食物を妊婦や幼児の親に与えた
り、微量栄養素を豊富に含む食事を子どもに与えたり、親たちが栄養補給剤を摂取したくなるよ
うなインセンティブを与えることで実現できるとしている。そして、人々が食べたがる食物に付
加的栄養素を混ぜる方法を開発し、幅広い環境下で栽培できる、栄養価が高く美味しい作物の新
種を考案することを、
生産性向上と並ぶ食品技術の最優先事項にする必要があると述べている
（バ
ナジー 2012）
。
ここでバナジーらは、微量栄養素のカプセル・タブレットを与えるべきであると主張している
20

ただしヨウ素に関しては、自然界の食物からの摂取が困難な地域が多い。しかしヨウ素は、その欠乏症が発展
途上国だけでなく世界的に問題となっており、すでに多くの国で毎日の生活の中で必ず使用する食塩に添加す
ることが浸透しており、今回検討した微量栄養素プログラムではヨウ素は含まれていない。
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のではなく、微量栄養素を豊富に含む食事を与えることの重要性を説いているのである。とすれ
ば、ネパールの山岳地域では厳しい環境下で栽培できる栄養価が高く美味しい作物の新種を考案
することが必要である。また、タライ地域では、青菜類は人々が食べたがる食物ではないことが
問題であることから、魅力的な手法を用いて青菜類のおいしさをアピールするなどの方法に取り
組んでいくことが課題となる。
微量栄養素を薬のような形で摂取することが必要な場合もある。それは、山岳部など栄養状態
の深刻な一部の地域や、たとえ微量栄養素を多く含む食物の入手可能性があっても深刻な欠乏症
の人々が多いところである。こうしたところでは、まずは生存や健康に生きていくために必要で
欠乏している微量栄養素をカプセルやタブレットで摂取し、その効果を確認できるようになって
からは食生活を改善していく方向に進めることが有効であろう。バナジーらは、貧乏な人々も食
料を選ぶとき、値段の安さや栄養価では選ばず、おいしさで選ぶという。そして収入が増えても
食べ物と競合する圧力や欲望が多すぎることから、
食事の量や質を改善したりしないとしている。
しかし、生命が脅かされる深刻な時期に微量栄養素のカプセルやタブレットなどで、生存が可能
になり、病気にならずに教育を受け、一定した収入に結びつく仕事に就くことができた人は、そ
のまま何もしないでも健康的な生活を送ることができるようになるのであろうか。教育を受ける
ことができるようになったことで、ある程度の知識を得ることができるかもしれないが、その知
識を生かして食生活を変えるためには別の働きかけや、生活改善、地域改善などの活動が必要に
なってくる。つまり、微量栄養素投与が必要な例外的なケースにおいても、それだけで食行動変
容を導くことは難しく、包括的な介入が要請されるのである。
2. 持続性の側面からの検討
第 1 節で検討した既存研究のプロジェクトの運営機関はほとんどが外国の大学等であり、ほと
んどのプロジェクトで、
海外に資本がある製薬会社製造のカプセル・タブレットを使用していた。
多くのプロジェクトでいろいろな機関からプロジェクト運営の資金の援助を受け、なかにはカプ
セル・タブレットを製薬会社から無料で提供を受けているプロジェクトもあった。しかし、その
資金が断たれたり、無料での提供がなくなったりした場合、微量栄養素プログラムは継続できな
くなるのは明らかである。
バングラデシュの農村の診療所を見学した際、妊婦に鉄と葉酸のタブレットと複合ビタミン B
のタブレットを渡していたが、いずれも必要数よりも少ない数であった。その理由をスタッフに
尋ねたところ、保管量が不足しているため必要量を配布することはできないとのことであった。
保管しているタブレットがなくなれば、必要であっても配布できない状況になることは明らかで
あった。また、ネパールでは、政府の予算が定期的におりてこないために、本来であれば定期的
に実施されるべき FCHV への研修がされていないなか、突然、USAID などの機関からの予算が
つくことで、
ビタミンAに関する研修を実施するなど、
ドナーの意向が大きな影響を与えていた。
2 つの事例からも、ドナーが予算を組まなければ微量栄養素プログラムを続けていくことは困難
であるように思われた。
以上のように、持続性の側面からみると、現在まで取り組まれてきている微量栄養素タブレッ
ト等を配布する微量栄養素プロジェクトは非常に脆弱であると考えられる。
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第 5 章 包括的栄養プログラムの理論的枠組み
前章までで微量栄養素プログラムの限界を指摘した。本章では、これを克服するアプローチと
して「包括的栄養プログラム」の諸要素について検討し、本研究で用いる女性と子どもが健康に
暮らすための包括的栄養プログラムのモデルを理論的・仮説的に提示する。
最初に包括的栄養プログラムの構成要素について検討していく。生活の質の定義と測定指標、
良好な食生活の質や栄養状態達成の要因について理論的に分析を行っていく。良好な食生活の質
や栄養状態達成の要因として、食行動、食態度、食知識、環境要因、そしてすべてにかかわる概
念としてエンパワメントをあげ、それぞれについてなぜ重要な要因であるのかを提示する。第 2
節では、エンパワメントは包括的栄養プログラムの重要要素であることから、栄養教育分野での
エンパワメントの用いられ方について既存研究を用いて検討後、ネパールで用いられているエン
パワメントの指標を検討する。そして、第 3 節で包括的栄養プログラムのモデルを提示する。
第 1 節 包括的栄養プログラムの諸要素
日本でヘルスプロモーションの概念を基に、国民の健康増進のために 2000 年度より始まった
「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）
」の栄養・食生活分野の目標を設定する際
に、武見が栄養・食生活と健康、生活の質の関係を表すために作成した図 5-1（武見 2013b、p.81）
を参照しながら基本的な栄養プログラムの構成要素についてみていく。

エンパワメント

図 5-1 栄養・食生活と健康、生活の質などとの関係
（武見 2013b、p.81 図 4－2「健康づくりと食環境の関係」の一部を筆者が改変後、
青字の点線で囲んだエンパワメントの部分を加筆）

栄養プログラムの最終目的は生活の質の向上であり、そのためには健康であることが前提とな
る。そして健康であるためには栄養状態が良いことが必要であり、そのためには摂取する栄養素
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の質と量が適切である必要がある。適切な栄養素を摂取するためにはそれらの栄養素を含む食品
を選択して摂取することが必要であり、その食品からつくられる料理の選択、摂取が適切である
必要がある。
その食品や料理を選択し摂取することは食行動であり、
その食行動をとる背景には、
食知識、食態度、食スキルが影響している。つまり、良好な栄養状態や健康状態につながる栄養
素の摂取のための食行動をとるには、望ましい食知識、食態度、食スキルを身につける必要があ
るということである。また、そのためには周囲の人の支援（ソーシャルサポート）があり、食環
境（食物へのアクセス、情報へのアクセス）が整備される必要があり、食環境は社会環境の一部
であることから社会環境の整備も必要であるとされている。
1．生活の質
健康は生命、生活、人生といった生き方そのものにかかわるものであるから、これらを全体で
包括的にとらえるべきであるという健康観が近年確立した。これにより、健康教育の目的は、人
がそれぞれにふさわしい意見交換を享受する能力と合わせて健康増進の能力を育て、それぞれに
ふさわしい意見交換を形成して、実生活の中で自発的、主体的に行動できるようになることとさ
れた。さらにヘルスプロモーションの概念が導入され、健康教育に加えて、健康を促す個人・グ
ループ・地域の行動を組織・経済・環境面から支援することにより、健康の増進のみならず、QOL
の向上をはかることが重要とされている。すなわち、健康の増進とは、QOL を良好に保つと考え
られる。そして、ヘルスプロモーションとは、人びとが自らの健康をコントロールし、改善する
ことができるようにするプロセスである。身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態に到達す
るためには、
個人や集団が望みを確認・実現し、
ニーズを満たし、
環境を改善し、
環境に対処
（cope）
することができなければならない（世界保健機構ヨーロッパ地域事務局 1995）
。それゆえ健康は、
生きる目的ではなく、毎日の生活の資源である。健康は身体的な能力であると同時に、社会的・
個人的資源であることを強調する積極的な概念とされ、それゆえ、ヘルスプロモーションは、保
健部門だけの責任にとどまらず、健康的なライフスタイルをこえて、well-being にもかかわるので
あるとされている。栄養教育はヘルスプロモーションの中の健康教育の一環を担うものとして、
同じ目的をもつ。つまり、栄養プログラムの中心を担い、広い意味での栄養教育の最終目標は QOL
の向上である。
QOL の定義は多種多様にあるが、主観的なものであり、とらえ方もまちまちである。Green は
QOL を「個人や集団において、人々のニーズが満たされる感覚、そして幸せや達成感を得る機会
を否定されることがない感覚」と定義している（グリーン 2005、p.36）
。それぞれの個人や集団
がおかれている感覚であるとされ、漠然としており、個人や集団がおかれている状況によって変
化するものと思われる。それでも、健康になることが最終目的ではなく、栄養状態が良好になり
健康状態が向上することで達成できるものであると考えられる。WHO は QOL を「個人が生活す
る文化や価値観の中で、
目標や期待、
基準や関心に関連した自分自身の人生の状況に対する認識」
と定義している（WHO 1997）
。これは WHO の健康の定義である「健康とは身体的、精神的、社
会的に良好な状態であり、単に疾病にかかっておらず衰弱していない状態ということではない」
と一致しているとされる。更に WHO は QOL の概念を、大きく 6 つの領域（1．身体的領域、2．
心理的領域、3．自立のレベル、4．社会的関係、5．環境、6．精神性/宗教的/信念）
、26 の項目で
とらえ（WHO 1997）
、主観的なものである QOL を国際比較などが可能になるような客観的な指
標作成に取り組んできている。
QOL を測定する指標としては、健康観、価値観、幸福度、満足感などが用いられ、インタビュー
や質問紙調査などで計測されることが多い。そして、QOL はいろいろな側面での QOL に分類さ
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れるようになってきており、生活に関わる QOL には食生活 QOL、健康関連 QOL、労働関係 QOL
が含まれ、またそれらは互いに関連している（溝口 2004）とされる。食生活については、食物・
栄養の摂取状況を評価するだけでなく、生活者が食に関して満足している、楽しんでいるという
食に関する主観的側面の QOL を評価する必要がある（會退 2012）とされている。したがって、
栄養プログラムを構成する要素としての QOL は、食に直接かかわる、食に関する満足感などと、
その先にある生活の満足感という 2 段階の内容があると考えられる。

2．良好な健康・栄養状態や食生活
健康・栄養状態は、身体計測値 21や、臨床検査値 22、臨床診査 23などを行い、その結果から総
合的に判断するとされる。血液や尿に含まれる物質の量を計測する臨床検査が客観的であり信頼
度が高いとされるが、血液を採取することは侵襲性をともなうことから、倫理的配慮が必要とな
り、十分な説明後に本人の同意を得られない限り実施することはできない。また、血液や尿の保
管やデータ解析には電気が必要な高度な精密機械等が必要であり、実施が難しい場合が多い。そ
のため、侵襲性をともなわず、多くの国で入手可能である機器や器具を用いて計測する身体計測
値やそれを用いた体格指数、本人への問診などの結果を用いることが多い。
侵襲性を伴わない食生活調査は、食事内容として、栄養素等摂取量、食品群別摂取量、食品摂
取頻度、料理摂取内容、調理方法、食事区分（1 日の食事の時間帯と頻度）などについて、24 時
間思い出し法、食事記録法、秤量法、食物摂取頻度調査法（Food Frequency Questionnaires：FFQ）
、
陰膳法などの食事調査をインタビューや質問紙を用いた調査法や観察法を用いて実施しデータを
収集し、解析して用いる。それぞれの方法には長所と短所があり、それらを理解した上で使用す
る必要があるとされている。
FAO の Ballard（2014）は、
「食生活の質指標（Dietary Quality indicators：DQIs）は総合的な食生
活を評価し、個人の食行動がどのくらい“健康”なのかによって分類することを目的としている」
と述べている。そして、食生活の質指標は無数にあるとし、具体的な例として次の 3 点を挙げて
いる。
① 栄養素ベース：食物の重量から食品成分表を用いて栄養素を算出する。要求量との比較、
ちょうど良い比率などでみていく。
② 食物・食品群ベース：食生活指針の推奨ポーションサイズや頻度、食品群の数を用いる。
③ コンビネーション指標（ほとんどのもの）
、しばしば食生活の多様性の計測を含む。基準化
されたものはない。スコアは頻度、ポーション数、割り当てられた重量などを基礎とする。
異なる食生活の質のスコアは比較することができなく、しばしばその国特有のものである。
国際的に使用されている食生活の質を計測するための指標は下記のようなものがある（Ballard
2014）
。
 Healthy Eating Index（HEI）2010
・十分にとる（摂取量を増やす）食物
総果物、丸まま果物、総野菜、緑野菜・豆、全粒穀物、乳・乳製品、総たんぱく質食品（肉・
豆）
、魚介類と植物性たんぱく質食品、脂肪酸
21

22

23

身長、体重、胸囲、頭囲、腹囲、上腕周囲、皮下脂肪厚、身長や体重などから算出される BMI などの体格指数、
など
血液や尿に含まれる栄養素などの量である、総たんぱく質、血清たんぱく質、血清脂質、ヘモグロビン濃度、
赤血球数、ヘマトクリット値、尿たんぱく、血清アルブミン、血糖、ヘモグロビン A1c、総コレステロール、
など
問診で、主訴、現病歴、既往歴、体重歴、家族歴を尋ね、顔色、爪、毛髪、皮膚の状況などを観察する、など

65

・ほどほどにとる（摂取量を減らす）食物・栄養素
精白された穀類、ナトリウム、エンプティカロリー（固まった脂肪、アルコール、加える砂糖）
 Dietary Quality Index-International（DQI-I）
（栄養転換と関連）2003
・多様性：総食品群と食品群内の多様性
・十分にとる（摂取量を増やす）食物・栄養素
野菜、果物、穀類、繊維、たんぱく質、鉄、カルシウム、ビタミン C
・ほどほどにとる（摂取量を減らす）
総脂肪、飽和脂肪酸、コレステロール、ナトリウム、エンプティカロリー（低エネルギー密
度の食物）
・総バランス：マクロ栄養素比率と脂肪酸比率
上述のように国際的に用いられている食生活の質を測る指標は、栄養素レベル、食物・食品群
レベルまでのものが多い。栄養素レベルでの評価は、食事調査を実施し、そのデータから食品成
分表を用いて栄養価計算を行うことが多いが、調査をする側の技術が求められ、食品成分表がな
い国も多いことから正確な数値を導き出すのは非常に難しい。陰膳法で食べたものと同じものの
栄養成分値を調べる方法は他の方法の正確さを確認するためのゴールドスタンダードであると
されるが、費用も設備も必要であり、発展途上国での実施は現実的ではない。したがって、どこ
でも簡単に評価する方法としては食物・食品群レベルでみていくことになる。また、料理レベル
や食事区分でみていくことも食生活の状況を評価するのに重要な要素になる。
3．食行動
いつ、どこで、何を、誰とどのように食べるのかという食行動は、摂取する食物や料理選択に
関わる重要な構成要素である。
人間の食について、長谷川（2014）は 3 つの側面があるとしている。第 1 は最も基本的な側面
としての生きるための食であり、
動物として生命を維持するために必要なものであるとしている。
第 2 は社会文化的な側面であり、食の場面での人の相互作用や、料理、調理法、食事作法などの
食文化に関することが含まれるとしている。そして第 3 は、健康を維持するための食という側面
であり、これは医学や栄養学の発展とともに生み出された側面であり、健康維持のため栄養バラ
ンスを保つための科学的知識に基づいた食である。
足立（2000b）は、人間の食行動のユニークさとして、長谷川の挙げた食の 3 つの側面のうち
の最初の 2 つである“生理的要求”と“文化的要求”が同時に求められることをあげている。そして、
この両者は切り離しがたく、密接につながっており、相互に浸透し合う関係であるとしている。
生理的な状態から空腹感を感じ食べるだけでなく、その人の食嗜好や食事観や食物観が大きくか
かわり、その食事観や食物観には食知識がかかわり、食知識には提供される食情報や食物が影響
を与え、生理的な状態から感じた空腹感は漠然とした食欲から具体的な食欲へ変わり、具体的な
食事欲となって食べるという行動をとる。そして大きな枠組みでは自然・文化・社会的な影響を
受ける。長谷川が挙げている健康維持のための食をするという側面は足立の考え方では自然・文
化・社会的という大きな枠組みと提供される情報、食知識、食事観・食物観に内包されるものと
考えられる。
つまり、生理的状態から体が必要なエネルギーや栄養素を欲し、空腹になることに加え、それ
までに蓄積された経験や知識や態度が複雑にからみあって、食物を選び、調理をし、食べ、それ
を伝承するという一連の行動をしていくことが人間の食行動である。そして、食行動は自然、文
化・社会状況の影響を大きく受けるものである。食行動が望ましい方向に変わり、それが習慣と
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して定着することを食行動の変容という（足達 2013）
。そして、この行動には外から観察できる
行為だけでなく、認知や感情などの精神活動や現象も含まれる。
4．食態度
健康・教育教育の分野で「態度」とは、現実にとられる行動の背後にあるもの、あるいは仮定
される反応の準備状態のことで、認知的態度（信念、認識、判断など）
、感情的態度（好き嫌い、
気持ち、感情など）
、行動的態度（接近、回避、習慣など）を含む広義の概念をいう（丸山 2013）
。
食行動はもともと修正することが難しい行動であり、
変容には時間がかかるとされる。
したがっ
て、食行動を指標として健康・栄養教育の評価を行うのには時間がかかることになる。そこで、
食行動変容の前に、その行動ができると思う自己効力感が高まったり、その行動をする（行動意
図）と強く思うと近い将来にその行動をする可能性が高いというように、食行動の前の段階の食
態度は食行動変容を予想できる指標になり得るかという視点で研究が進められてきた。
5．食知識・スキル
適切な食生活を送るために必要な事実や情報を知っていることは重要である。また、知ってい
ることを行動に移すためにはスキル（技術）が必要とされる場合が多い。どのような調理方法が
よいとわかってもその調理を行うスキルがなければ実現には結びつかない。したがって、知識と
スキルをもつことは食行動変容のために必要な条件となる。しかし、知識を得てスキルがあって
も、やろうと思わなければ食行動変容は起こらない。以前は、知識がないために健康によくない
行動をとるのだから、とにかく正しい知識を与えればよいという考え方の健康・栄養教育が実施
されてきた。しかし、医療従事者の喫煙・禁煙に関する介入結果から、いくら知識やスキルがあっ
ても行動が変わらないことが示され、現在では、知識を一方的に与えるだけでは効果は少なく、
やる気を起こさせるような働きかけが重要であるとされている。
6．ソーシャルサポート
ソーシャルサポートはその個人の周囲に存在する人々との対人関係の仕組みであるソーシャル
ネットワークにおける対人関係の重要な機能を意味している。ソーシャルネットワークは人と人
とのつながりを意味しており、ソーシャルサポートはそのつながりの間で実際に行われているや
りとりを指している。したがって、ソーシャルネットワークがあったとしても、実際のやりとり
であるソーシャルサポートがあるとは限らない。
ソーシャルサポートの定義は様々であるが、ハウスは次の 4 つがあると定義した。
① 情動的サポート（同情や愛、信頼、心配などの心理的サポート）
② 道具的サポート（実際に手助けしたりすること）
③ 評価的サポート（自己評価に役立つ情報のことであり、建設的なアドバイスや人の意見を
認める等、よい自己評価につながるもの）
④ 情報的サポート（健康に関する情報やアドバイスを提供すること）
（赤松 2012）
人はいろいろなサポートを受けることで食行動変容を行いやすくなることから、重要な要素と
なる。
7．環境要因
1）食環境
食環境とは食物へのアクセスと情報へのアクセス、
並びに両者の統合を意味する
（武見 2013b）
。
食物へのアクセスとは、食物がどこで生産され、どのように加工され、流通され、販売されて食
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卓に至るかという食物生産・提供のシステム、これらにかかわる制度や基準、技術革新、組織と
組織間関係などを含め、
全体を 1 つのシステムとみなす。
情報へのアクセスは地域における健康、
栄養、食生活関連の情報が、どこから発信され、どのように入手できる状況になっているかとい
う仕組み全体のことをいう。
食環境づくりは望ましい食行動を実践しやすい場をつくっていくことである。学習者を集めて
の栄養教育の場には出てこない対象層にも広く働きかけが可能なポピュレーションアプローチで
あり、一次予防の視点から特に重要とされる。
2）社会環境
健康のための資源へのアクセスの改善と公平性の確保にもかかわる目標であり、社会環境の質
の向上、すなわち健康なコミュニティづくりへとつながり、健康格差の縮小にも寄与するものと
期待される。具体的には、社会参加の機会の増加、健康のための資源（保健・医療・福祉などサー
ビス）へのアクセスの改善と公平性の確保が挙げられている（武見 2013c）
。
第 2 節 包括的栄養プログラムにおけるエンパワメント
1. 栄養教育分野でのエンパワメントの概念と用語の使用
エンパワメントという概念が保健医療分野で意識的に使われ始めてから国際的に 30 年ほど、
日本で健康教育や地域保健分野で紹介されるようになって 20 年ほどが経過した（吉田 1998）
。20
年前の段階では、エンパワメントの概念は紹介されてまだ日が浅く、十分な理解が得られている
とは言い難い状況であり、その意味や意義が解明される努力が必要であるとされてきた。吉田
（1998）は、
「国際的にもエンパワメントの捉え方が多様であることや、パワーに対する感覚の違
いが、日本での理解が進まない理由かと思われる」とし、
「今後、公衆衛生分野でのエンパワメン
トへの支持をより確実なものとするには、その概念や適応範囲を明確にし、その手法や評価指標
を確立することが不可欠かと思われる」と述べている。その後、
「エンパワメント理論」や「エン
パワメント･エデュケーション」は健康教育分野でしばしば登場するようになってきている。
開発援助の分野では、エンパワメントという用語が広く普及しており、行動目標に掲げられる
こともある。しかし、合意された定義のないままにそれぞれの話者が各自に都合の良いような形
でこの用語を用いているといっても過言ではない。それにもかかわらず、全体としては「良いも
の」であることを前提としてこの用語が流通している現状が危惧されてきた（佐藤寛 2005a、
2005b）
。そしてそのような危惧を克服するために、
「エンパワメントとは何を目指す活動なのか」
、
「何が達成されればエンパワメントは起こったと言えるのか」
、
「エンパワメントを外部者が働き
かける際にはどのような活動がふくまれるのか」
について考察されてきた
（佐藤寛 2005a、
2005b、
2005c）
。
これと同じような問題が栄養・食教育分野でもみられる。エンパワメントという用語が、合意
された定義がなく、概念があいまいなまま用語だけが流通していくことで、各自に都合のよいよ
うな栄養・食教育になる危険性を防ぐための検討が必要と考えられる。
そこで、まず、エンパワメントという用語や概念が、栄養・食教育分野でどのように用いられ
ているのかを既存研究より検討した。
1）方法
英語と日本語で公表された論文から、エンパワメントの主体者とレベル、エンパワメントの定
義・概念、用語の使用方法、エンパワメントの測定に焦点を当ててレビューを行った。
最初に、英語で公表された栄養・食教育分野でのエンパワメントに関する研究の内容を検討す
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るために、
米国国立医学図書館
（NLM）
が提供する文献データベース PubMed を用いて、
“nutrition”、
“education”
、
“empowerment”のキーワードを用い、 PubMed がデータ作成を開始した 1966 年か
ら 2006 年 3 月までに、ヒト（
“human”）を対象とした研究で、英語で報告されていた論文の検
索をおこなった。その結果、40 件が抽出された。そのうち、インドの学術誌で日本国内では入手
不可能であった 1 件、対談集であった 1 件、本文中に“empowerment”にかかわる記述がなかっ
た 1 件の計 3 件を除き、また、同じプログラムについて書かれている 4 件をまとめて 1 件として
34 件について、レビューをおこなった。
次に、日本の栄養・食教育分野でのエンパワメントに関する研究の内容を検討するために、医
学中央雑誌刊行会が提供する検索エンジンを用い、
「栄養教育」
、
「食教育」
、
「食育」
、
「食生活」と
「エンパワメント」をキーワードとし、医学中央雑誌がデータ作成を開始した 1983 年から 2006
年 3 月までに発表された論文で種類を制限しないで文献検索を行い、
その結果抽出された 16 件に
ついて、レビューをおこなった。
2）結果
検索で抽出された論文を、英語論文、日本語論文のそれぞれについて、論文種類別、エンパワ
メントの主体者別に、出現件数、エンパワメントの定義・概念のあった件数について表 5-1 にま
とめた。
表 5-1 抽出された論文の概要
エンパワメントの主体者
英語

患者

医療従事者

社会的弱者

途上国住民

論文

12

8

6

8

日本語

患者

市民

事業所

農村女性

論文

12

2

1

1

出現

エンパワメントの

件数

定義・概念があった件数

34

6

16

10

(1) 海外での栄養・食教育分野におけるエンパワメント研究の動向
レビューを行った 34 件中、研究のフィールドが西欧諸国のものは 26 件 24、いわゆる途上国の
ものは 8 件 25であった。
① エンパワメントの主体者とレベル
西欧諸国での研究 26 件の内訳は、糖尿病患者や喘息患者などの患者のエンパワメント（patient
empowerment）の研究が 12 件 26、看護の分野で発展してきた医療従事者等のエンパワメントにつ
いての研究が 8 件 27、都市部低所得層の女性、高齢者というような社会的弱者の研究が 6 件 28で
あった。
アジア、アフリカ、東地中海地域諸国、途上国全般の研究では、子ども、栄養不良の子どもの
栄養状態を向上させるための母親や祖母というような社会的弱者と、地域保健ワーカーなど保健
アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、イギリス、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデン、欧州
インド・カンボジア、東地中海地域、ネパール、セネガル、ウガンダ、ベトナム、途上国全般
26 Gray 1993、
Funnell 1994、Carson 1997、Simmons 1998、Cable 1999、Williamson 2000、Plougmann 2001、McMath 2004、
Block 2005、Goeddeke-Merickel 2005、Anderson 2005、Hassed 2005
27 Allegrante 1990、Christie 1993、Foltz 1993、Mislevy 2000、Taylor 2001、Lindeman 2003、Gill 2004、Hamilton 2004
28 Rusness 1993、Travers 1997、Flaskerud 2000、Robinson 2000、Higgins 2003、Keller 2005
24
25
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医療従事者と地域住民の両方の特性を備える者のエンパワメントについての研究が 8 件 29みられ
た（ただし、同じプログラムについて書かれている 4 件は 1 件として数えた）
。
地域保健分野において、エンパワメントは、介入や測定上、個人とコミュニティの 2 つ、ある
いは、個人とコミュニティの中間項として「組織」を設けて、個人、組織、コミュニティの 3 つ
（清水 1997）のレベルに分けて考えるとされている。主体者別に、この 3 つのレベルで多いもの
をみると、糖尿病患者などの患者を対象者とした研究では個人レベルが 12 件中 11 件、医療従事
者などを対象者としたものでは、個人と組織レベルが 8 件中 5 件、社会的弱者を対象者とした研
究、途上国での研究では、個人とコミュニティにかかわるエンパワメントについての内容のもの
が 14 件中 6 件であった。個人、組織、コミュニティの 3 レベルにかかわり、それぞれが相互に関
連し合うエンパワメントについて研究されているものは 34 件中 2 件と少なかった。
② エンパワメントの定義・概念
論文中で、エンパワメントの定義や概念についての記述のあるものは、34 件中 6 件と少なかっ
た。社会的弱者や途上国での研究では、具体的な定義や概念の記述はないものの、
「Freire のエン
パワメント・エデュケーションを基礎とした（Travers 1997）
」のような表現があり、Freire による
30
論文を引用しているものが 4 件 と、他と比べて多くみられた。
③ 栄養・食教育によるエンパワメントの測定
「○○
栄養・食教育によるエンパワメントを測定した記述のあった研究は 3 件 31と少なかった。
はエンパワーされた」
、
「○○をエンパワーした」
、
「○○のエンパワメント」という記述はあって
も、何をもってエンパワーされた、エンパワーしたと判断するかの根拠が示されている論文はほ
とんどなく、上記の定義や概念があいまいであることとつながっていた。エンパワメントの測定
方法としては、3 件ともグループインタビュー、個人インタビュー、参与観察などの質的調査の
手法を用いていた。1 件（Gill 2004）は、質問紙調査も併用しており、エンパワーしたという判
断には介入後のインタビュー結果が主に用いられていた。
(2) 日本の栄養・食教育分野におけるエンパワメント研究の動向
文献検索の結果、抽出されたのは 16 件であり、その内訳は、原著論文はなく、総説が 1 件（武
見 2002b）
、解説 9 件 32、会議録（学会発表）5 件 33、一般 1 件（山本 2004）であった。
① エンパワメントの主体者とレベル
16 件中、糖尿病患者を主とする患者のエンパワメントに関する解説や実践が 12 件 34と多く、
他は、地域（コミュニティ）における参加型栄養教育の評価の枠組みの提案を行った総説（武見
2002b）が 1 件、ヘルスプロモーションの考え方を基にした栄養指導の対象者のエンパワメントに
関する解説が1件
（渡辺 2005）
、
事業所におけるエンパワメントに関する研究が1件
（三橋 2005）
、
パキスタン農村女性のエンパワメントに関する研究が 1 件（西田 2001b）であった。
29

30

31
32
33
34

Jolly 1998、Biddulph 1993、Fiedler 2000、Sheikh 2000、Devadas 2002、Marsh 2002、Dickey 2002、Hendrickson 2002、
Dearden 2002、Aubel 2004、Wamani 2005
Rusness 1993、Travers 1997、Robinson 2000、Aubel 2004
Gill 2004、Travers 1997、Marsh 2002、Dickey 2002、Hendrickson 2002、Dearden 2002
清野 2002、澤入 2003、加藤 2004、布井 2004、本田 2005、石井 2005a、岡井 2005、高加 2005、渡辺 2005
西田 2001b、清水 2002a、2002b、田中 2003、三橋 2005
清野 2002、澤入 2003、加藤 2004、布井 2004、本田 2005、石井 2005a、岡井 2005、高加 2005、清水 2002a、
2002b、田中 2003、山本 2004
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エンパワメントのレベルは、
16 件中 14 件 35が個人レベルであり、
1 件が組織レベル
（三橋 2005）
、
1 件が個人と組織レベル（武見 2002b）であった。
② エンパワメントの定義・概念
エンパワメントの定義・概念に関する記述のあったものは 10 件で、そのうちの 8 件 36は患者教
育におけるエンパワメントに関するものであった。
③ 栄養・食教育によるエンパワメントの測定
エンパワメントを測定したものは前出の総説（武見 2002b）の 1 件のみであった。 それは、3
年間にわたり実施してきた参加型地区組織育成事業の活動を通して、参加者が個人的に、次いで
仲間とのかかわりで、そして組織の一員として、いかにエンパワ―されたかを量的・質的に評価
を行ったものであった。しかし、主体的な地区組織ができた結果、地域全体の食生活や健康水準
がどう変化したかという結果評価までは行えていないとしていた。
患者教育のものでは、そのほとんどが１～2 名の事例報告であり、医療従事者側が働きかけ方
を変えることで患者の態度や行動が変容し、ヘモグロビン A1c などの指標が改善したという報告
が多かった。
(3) 論文内容の分析
① エンパワメントの主体者とレベル
エンパワメントの主体者は、英語論文でも日本語論文でも、患者である論文が多かった。それ
は、1991 年にアメリカにおいて、Anderson や Funnell らによって、糖尿病患者教育のための実践
的な概念の枠組みとしてエンパワメントを用いることが提案されたことによるものであろう
（Funnell 1991）
。彼らは、糖尿病患者教育において、推奨されている治療法に従うように患者の
行動を変化させるのが教育の目的ではないことから、新しい理念に基づくアプローチを試みてい
たときに、エンパワメントという用語が、自分たちの糖尿病患者教育の理念を表しているとして
いる。そして、この枠組みはその後、彼らの著書を翻訳した石井らによって紹介され、日本にお
いても糖尿病の患者教育において、患者の内在する自己管理能力を引き出す援助をするエンパワ
メント・アプローチを用いることが提唱された（Anderson 2001、石井 2005b）
。こうして栄養教
育を含む患者教育の分野でエンパワメントの概念が広く用いられるようになったものと考えられ
た。
エンパワメントのレベルについてみると、健康教育がヘルスプロモーションへと展開されるな
かで、エンパワメントはコミュニティ・エンパワメントを中心に論じられるようになってきてい
る（吉田 1998）とされている。しかし、今回のレビューでは、英語論文でも日本語論文でも、個
人レベルのものが多く、コミュニティ・エンパワメントまでを視野に入れている研究は少なかっ
た。
エンパワメント・エデュケーションの土台となる概念を提示した Freire は、個人のエンパワメ
ントはありえない（Shor 1987）とした。そして、Freire の考えを基にエンパワメント・エデュケー
ションの概念を提唱した Wallerstein は、1992 年に「エンパワメントの研究は、個人の変化だけで
はなく、社会的環境の変化についても研究することが含まれている。しかし、 残念なことに、公
衆衛生の場で最も多く研究されているのは、 1 つのレベル、個人的エンパワメントに焦点を当て
35
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清野 2002、澤入 2003、加藤 2004、布井 2004、本田 2005、石井 2005a、岡井 2005、高加 2005、渡辺 2005、西
田 2001b、清水 2002a、2002b、田中 2003、山本 2004
清野 2002、澤入 2003、加藤 2004、布井 2004、石井 2005a、岡井 2005、清水 2002b、山本 2004
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たものである。個人的エンパワメントは社会システムと切り離されていることが多く、セルフ・
エスティームや個人の能力、セルフ・エフィカシーと似ている見方になっている（Wallerstein 1992）
」
と指摘した。
環境までを視野に入れた広義の栄養・食教育に取り組む必要性が高まっていることから、今後
は栄養・食教育分野での 3 つのレベルをつなぐコミュニティ･エンパワメント研究の必要性が増加
していくのではないかと推察された。
② エンパワメントの定義・概念、用語の使用方法
英語論文では、エンパワメントの定義・概念が記述されているものは少なく、エンパワメント
という言葉を暗黙のうちに共通の理解があるものとして用いていると考えられた。
アメリカの栄養・食教育分野では、Kent が 1988 年に、Journal of Nutrition Education の Viewpoint
に、
「エンパワメントの手段としての栄養教育（Kent 1988）
」というタイトルの論文で、
「栄養教
育の目的は栄養状態の向上だけでなくエンパワメントでもある」とした。また、
「エンパワーされ
るということは、自分自身の問題の背景を明らかにし、分析し、行動を起こすための能力を向上
させることである」と述べた。
1992 年に Cerqueira は、Freire の概念を基本としたコミュニティベースのアプローチを用いた栄
養教育の提案の中で、エンパワメント・エデュケーションを紹介した（Cerqueira 1992）
。 2000
年から 2004 年までに Journal of Nutrition Education and Behavior と Journal of American Dietetic
Association に発表された論文の栄養教育に関する内容を分析した先行研究によると、研究内容の
特徴の一つとして、
「学習者主体、学習者参加型で、セルフ・エフィカシー、エンパワメント、エ
ンカレジメント等の向上を重視するプログラムの活用」が挙げられていた（足立 2005）
。
Rissel は、ヘルスプロモーションの分野でエンパワメントの定義や概念が曖昧なことは大きな
問題であるとし、個人レベルのみととらえられる心理的エンパワメントと、個人の心理的な部分
も含む集団現象であるコミュニティ・エンパワメントの区別をするべきであると主張した（Rissel
1994）
。
一方、日本語論文では、患者教育におけるエンパワメントで定義の記述のあるものが多く、
「患
者が人間として潜在能力を最大限に発揮できるように、より効果的な問題解決の方法を発見する
のを援助しようと訓練したり相談相手になったりする過程（石井 2005a）
」
、エンパワメント・ア
プローチは「患者さんの内在する自己管理能力を引き出す援助」
（布井 2004）
、というように、医
療側からの見方、アプローチとして説明されていた。これらの説明の基となっている定義を示し
た上記の Anderson と Funnell は、エンパワメントの過程を、
「人が自分自身の生活に責任を負うこ
とのできる潜在能力を発見し、発展させること」と定義した（Funnell 1991）
。この考え方は、医
療従事者側の働きかけ方を変えることで患者中心の医療を行うということを示しており、カウン
セリングの手法を患者教育に採用することと似ていると考えられた。
日本語論文の総説の 1 件（武見 2002b）では、2 つの定義を基に検討していた。第 1 は Wallerstein
のエンパワメントの定義「地域やより広い社会における生活のコントロール（能力）を獲得する
ために、住民や組織や地域の参加を促進していく社会活動（social action）
」の過程（Wallerstein 1988）
」
である。そして、第 2 はエンパワメント・エデュケーションの定義「人々が自分たち自身の問題
を把握し、その問題の社会的、歴史的根源を批判的に診断し、より健康的な社会を思い描き、目
標（ゴール）を達成する上での障害を克服する方策を見つけ出すための、集団としての努力に人々
を巻き込むこと」である。Wallerstein の定義は、患者と医療従事者のエンパワメントや栄養指導
をする側と受ける側の間で定義されているエンパワメントよりも広い概念の中でとらえられてい
ると考えられた。
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吉田（1995）は、健康学習とエンパワメント・エデュケーションの類似点・相違点を検討する
中で、健康学習は個の健康を扱う中で、社会的因子にまでもが視野に入ってくるという流れであ
るのに対し、エンパワメント・エデュケーションは、社会的因子に気づくことなくして、個の改
善はあり得ないという流れであり、より社会変革に重点が置かれているとした。その流れから考
えると、患者教育のなかでのエンパワメントは健康学習に似た概念であり、ヘルスプロモーショ
ン分野でのエンパワメントはエンパワメント・エデュケーションの概念を表していると考えられ
た。
ベトナムでの実践 37は、エンパワメントの概念や用い方は各国の文化的な背景を基にそれぞれ
で考えていく必要性があることを指摘した。この研究では質的調査を実施、解析する際に、欧米
とベトナムでは価値観が違うことが明らかになり、今後は、ベトナム特有の文化的な背景を考慮
して、エンパワメントの概念の開発に焦点をあてるべきであるとしたが、実践を行う国や地域の
栄養・食教育分野でのエンパワメントの定義、概念を明確にしていく際には、文化的な背景を考
慮する必要がある。
今回のレビューの結果から、個人的・心理的エンパワメントととらえられる患者エンパワメン
ト分野におけるエンパワメントの概念や用語の用いられ方と、エンパワメント・エデュケーショ
ン、地域栄養分野におけるエンパワメントの概念や用語の用いられ方は異なるととらえられた。
したがって、各々の分野の課題に対応したエンパワメントの定義・概念や評価方法の開発が必要
であると考えられた。
③ 栄養・食教育によるエンパワメントの測定
栄養・食教育によるエンパワメントの測定をしていたのは、英語論文 3 件と日本語論文 1 件の
みであった。栄養・食教育分野におけるエンパワメントに関する研究で、エンパワメントの概念
を明らかにし、栄養・食教育の目的をエンパワメントとして取り組み、その結果を科学的な方法
を用いて評価している研究は少なく、現状では「何が達成されればエンパワメントは起こったと
いえるのか、それは栄養・食教育の効果とどうつながっているのか」を明らかにするのは非常に
難しいと推察された。
Rappaport はエンパワメントの測定は難しく、各ケースで測定方法を検討することしか出来ない
と述べている。また Rissel や多くの研究者はエンパワメントを測定している研究が少ないこと自
体に問題があると指摘している（Rissel 1994）
。評価の方法や指標開発はエンパワメント研究に
とって今後の重要な課題である。
ケアの分野でのエンパワメント研究をしている安梅は、
「エンパワメントにおける評価とは、
関係性やケアの意味を明らかにし、その目標、活動、結果、影響力、コストに関する情報を生む
一連の過程である。したがって、現行のエンパワメントの取り組みにおいては『有効性』がもっ
とも広く受け入れられている評価の基準である（安梅 2004）
」としている。
3）既存研究検討のまとめ
今回のレビューで、栄養教育分野では、合意されたエンパワメントの定義があるとはとらえら
れず、
その用語や概念の用いられ方も分野によって異なり、
一様ではないことが明らかになった。
また、
「何が達成されればエンパワメントは起こったといえるのか、それは栄養・食教育の効果と
どうつながっているのか」を明確にすることは現状では難しいことも明らかになった。

37

Hendrickson 2002、Dearden 2002、Aubel 2004、Wamani 2005
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2. 包括的栄養プログラムにおけるエンパワメント概念
Wallerstein が指摘しているように、栄養教育を含む公衆衛生の場で最も多く研究されているの
は、 1 つのレベル、個人的エンパワメントに焦点を当てたものであり、個人的エンパワメントは
社会システムと切り離されていることが多く、セルフ・エスティームや個人の能力、セルフ・エ
フィカシーと似ている見方になっている（Wallerstein 1992）
。もともと、健康教育や栄養教育は個
人を対象とし、専門家が健康・栄養問題をもった個人に働きかけることで、個人の問題を解決す
るという考え方が主流であった。最近では、個人にだけ働きかけるのではなく、個人や周りの人、
そして地域、環境を変えることで自ら健康的な行動をとりやすくなることも重要であるとされ、
環境までを視野にいれる栄養教育に取り組むという考え方が主流になってはきている。しかし、
地域で「元気になる」だけでは、貧困は解消されなく、フリードマンが主張した包摂的な民主主
義、貧困者が排除されることなく発言権を得て、マクロな社会改革を進め、
「基盤」にアクセスで
きる制度的環境を整えること、そのための政治的運動（穂坂 2013、p.13）にまでつなげるという
視点をもった栄養教育が多く取り組まれているとは考えにくい。
健康教育分野にエンパワメントの概念を導入したとされる Wallerstein らのエンパワメント教育
は、Freire 教育のうちの個人および集団レベルの能力向上というアプローチを取り入れたに過ぎ
ないのであり、本来の Freire 教育が主張したのは被抑圧者解放の手段としての政治的能力向上
だった（湯浅 2006）という見方もある。これは、フリードマン（1998）のエンパワメント論の欠
かせない部分である政治的運動と同じように、被抑圧者や力を剥奪された人たちにとってのエン
パワメントには政治にかかわる力をつけていくことが重要であり、この視点が健康教育や栄養教
育では弱いと考えられる。
そこで、本研究で検討する包括的栄養プログラムの重要な要素であるエンパワメントを、
「人
間が、自分自身と社会、政治に対するコントロールを獲得していくプロセス」と定義することと
し、心理的エンパワメントから社会的エンパワメント、政治的エンパワメントまでを視野にいれ
る。
第 3 節 包括的栄養プログラムのモデル
1. 構成要素を計測するための指標の検討に用いる理論
社会的認知理論は、1970 年代に Bandura によって提唱されたもので、人間は、行動と個人的要
因と環境の 3 つの相互関係（相互決定主義）から、行動を学習していく過程を考えている。また、
「人間は、人の行動をみたり話を聞いたりするだけでも行動を学習していく」ことを主張してい
る。人がある行動を実行するとこういう結果があると考える結果期待と、そのためにその行動を
実行できると考える効力期待が関係しているとしている。この効力期待は自己効力感（セルフ・
エフィカシー）と呼ばれている（赤松 2012）
。
社会的認知理論の発展の背景には多数の理論や概念があるが、本研究では、Rotter のローカス・
オブ・コントロール（コントロールの所在）と Bandura の自己効力感（セルフ・エフィカシー）
の概念について検討した。
1）ローカス・オブ・コントロール（コントロールの所在）
ローカス・オブ・コントロールとは、1960 年代に Rotter により考え出されたもので、物事の結
果を決める（コントロールする）力がどこにあると考えるかを示すものである。
物事の結果が、その人自身の行動（努力）によって決まると考える場合は、結果をコントロー
ルする力が自分のなかにあるということで、
内的コントロール所在といい、
反対に物事の結果は、
自分の行動（努力）とは無関係に、自分以外のもの（他人や運など）によって決まると考える場
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合は、
結果をコントロールする力が、
自分以外にあるということで外的コントロール所在という。
そして、内的コントロール所在の人には、自己決定を強調したアプローチが向いており、外的コ
ントロール所在のうち、強力な他者（医師など）が健康状態を決めると考えている人には、専門
的な治療者（強力な他者）による意思決定のアプローチが向いていて、運が健康状態を決めると
考えている人には、どちらのアプローチもうまくいかないのではという考え方があるとされる。
外的コントロール所在に人にも、最初は強力な他者によるアプローチ主導であっても、自分の行
動が自分の健康に影響を及ぼすのだと実感してもらうように働きかけていくことが重要であると
される（松本 2003、pp. 75-85）
。
2）自己効力感（セルフ・エフィカシー）
自己効力感とは、ある特定の行為を成就するのに必要な行動を、組織化して行う自分の能力に
対する信念のことであり、自分は「その行動をうまくやることができる」という自信であるとさ
れる。自信があると、ない場合に比べてその行動をとる可能性が高くなり、行動をするのに必要
な努力を惜しまず、失敗や困難をともなってもあきらめにくく、同時に、その行動を行う場合に
ストレスを感じにくく、行動をうまく行うことができると考えるものである（松本 2003、p.15）
。
南アジア諸国では、目上の者の言うことは絶対であり、特に女性にとっては男性や目上の女性
のいうことには従わなければならないことが多い。また、いろいろな力が剥奪された状況である
ことから無力感に陥り、自分では何もできないと感じている人も多い。しかし、健康な生活を送
るためには、自分の行動が自分の健康を及ぼすと考え、自ら健康になるための行動ができると思
うことは重要であることから、ローカス・オブ・コントロールの視点も包括的栄養プログラムに
必要な構成要素になり得ると考えられる。また、同様に、自分や子どもの健康のために、栄養価
の高い食物を作ったり、購入したり、調理したりできると思うことは、望ましい食行動変容のた
めに重要なことであると考えられる。
2. ネパールで用いられている女性のエンパワメントを測定する指標
ネパール保健人口省が 2012 年に発行した「人口動態と保健調査」の報告書では、14 章のうち
の 1 章が「女性のエンパワメントと人口動態、保健のアウトカム」となっている。ネパールでの
エンパワメントの状況を評価する指標として、雇用と収入形態、現金収入へのアクセスと管理、
高価なもの（家、土地）の所有、家庭内のことの意思決定への参加が用いられている。女性の家
庭内のことの意思決定への参加では、自分の健康、家庭内主要物資購入、自分の家族や親せきの
訪問の 3 項目が挙げられている。この 3 項目と安全な性交渉に関する 2 項目について各々自分で
意思決定できる数を女性エンパワメント指標としている。加えて、この女性エンパワメント指標
と女性の避妊方法の選択状況、望ましい家族数、女性のアンメットニード状況、リプロダクティ
ブヘルスケアの状況 38、新生児死亡率、乳児児死亡率、5 歳未満児死亡率との関係を検討してい
る。
3. 包括的栄養プログラムのモデル
本研究で用いる包括的栄養プログラムのモデルを図 5-2 に示した。
生活の質（幸せだと感じる生活を送ること）の向上を最終目標として一番上に位置づけた。生
38

専門技能者による出産前ケアを受けた人、専門技能者が付き添う出産をした人、出産後 2 日以内に出産後ケア
を受けた人の比率
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活の質の向上のための資源としての健康状態、栄養状態の向上をその下に位置づけ、そのために
必要なエネルギーと栄養素を摂取すること、そのために適切な食物や料理を摂取すること、その
ために人々の食行動がその人にとってよい方向に変容すること、そして、食行動変容の準備性を
高めるものとして食態度をそれぞれ位置づけた。食態度の変容には適切な知識や食スキルが必要
であり、それらにつながるの食情報へのアクセスと実際に生産をしたり、購入をしたり、調理を
して、食べる食物や料理へのアクセスとで構成される食環境、そして、基盤となるものとして社
会環境を位置づけた。
食態度のなかの重要な要素である、自分は自分や家族のために食生活、食行動を変えることが
できると思う自己効力感（セルフ・エフィカシー）は、心理的エンパワメントともとらえられる
と考えられることから、エンパワメントと食態度とにかかわるように位置づけた。また、エンパ
ワメントの要素として、栄養・食だけでなく生活全般に関わる意思決定権、自己コントロール感、
ローカス・オブ・コントロールを食態度にも強くかかわると考え、食行動に関する自己効力感と
共にエンパワメントと食態度につながるように位置づけた。周囲の人の支援が社会環境から食行
動までにかかわり、さらにその周りにエンパワメントを位置づけた。

図 5-2 包括的栄養プログラムのモデル
(武見 2013b をもとに筆者作成)
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第 6 章 ネパールにおける食生活改善の可能性の検証
第2章、第3章、第4章で論じてきたのは、南アジアの女性と子どもの死亡率や罹患率が高いこ
と、その対応として女性や子どもの栄養状態の向上のために微量栄養素補給プログラムが多く取
り組まれてきたこと、しかし緊急時以外には、持続性があり食行動変容につながる包括的な栄養
プログラムが要請されることであった。第5章ではそのような「包括的栄養プログラム」の骨格を
理論的に描き出した。それが有効であることを論じるために、本章では、ネパールで筆者が2012
年に実施した食生活調査の結果を中心に、さらに1994年に筆者が関与したJICAのプライマリー・
ヘルスケア・プロジェクトによる食生活調査の結果も補助的に用いながら、実証的に検討してい
く。
第 1 節 調査の仮説
女性のエンパワメントが促進されることによって、自分や子どもの健康状態を向上させること
ができることを検証するために2012年に調査を行った結果を中心に検討していく。まず、農村女
性の食生活状況を概観し、対象地域の女性や子どもの特性や食生活の状況を検討することから、
ネパール国内での位置や南アジアの女性の中での位置を確認する。次に、同じ調査地で1994年に
実施した幼児の食生活調査の結果と2012年に実施した幼児の食生活調査の結果を比較することで、
時代や社会経済状況の変化による食事内容の変化と子どもの栄養状態の変化をみていく。
そして、
最後に、エンパワメントのレベルが高い女性は自分自身の健康状態や子どもの栄養状態がよいと
いうことを示し、
入手可能な食物のある環境があれば、
女性のエンパワメントを促進することで、
微量栄養素補給プログラムだけに頼らずとも、女性や子どもの栄養状態は向上する可能性がある
ことを論じる。
具体的には下記の 2 つの仮説を明らかにすることを目的とし、解析を行った。
1. 1994 年と 2012 年に実施した幼児の食生活調査結果の比較することで、
子どもの食事内容が変
化し栄養状態が向上したことから、入手可能な食物から作った料理で構成される食事の内容
を変えることで子どもの栄養状態の向上が実現できる可能性がある。
2. 2012 年の女性への調査より、エンパワメントの度合いが高い（健康的な生活に関する自己効
力感が高く、自分や子どもの健康は自分でコントロールできるという信念が強い）女性は、
主観的健康観がよく、主観的幸福感が高く、子どもの栄養状態がよい。
なお、1994 年の調査は、国際協力機構（当時は国際協力事業団、JICA）のプライマリー・ヘル
スケア・プロジェクト（Nepal Primary Health Care Project: NPHCP）内の活動（埼玉県 1999）の一
つとして実施されたものであり、1995 年度女子栄養大学大学院の修士論文（齋藤 1996a）として
発表した内容について、2012 年調査の結果と比較するために再度検討を行った。
第 2 節 調査の方法
1. 対象地域
1）ネパール
長いヒマラヤ山脈の中央部分をしめている国であり、東経 80 度から 88 度、北緯 26 度から 30
度に位置し、面積は、北海道の 2 倍弱にあたる 14 万 797km2 で、北は中国領チベット、他は、イ
ンドと国境を接している。南北は平均して 180km、東西は 850km で、東西に長く、かつ標高は、
0m から 8,848m と標高差が大である。地形的にみると、標高 3～4,000m 以上の山岳地帯、国の中
高度を東西に走る、標高 1,000m あたりから 3～4,000m までの山と盆地、谷からなる丘陵地域、
国の南部、インド国境沿いの標高 0m のテライ地域と大きく三区分されている（五百沢 1986）
。
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気候は、地形が複雑で標高差が大きいので亜熱帯気候から極寒帯気候まである。テライ地域は
亜熱帯気候、丘陵地域は亜熱帯から暖温帯、冷温帯気候、山岳地域は亜熱帯から極寒帯気候であ
る。モンスーンは 6 月中旬に東部から始まり、9 月まで続き、この期間に年間雨量の 60～80％の
降水量をもたらす。1 年が、降雨量の少ない冬を中心とした乾季と、降雨量の多い夏を中心とし
た雨季にわかれている。気温は標高と地形によって異なるが、一般に 5～9 月に高く、1 月が最も
低い。丘陵地域の平均気温は 17～21℃である（五百沢 1986）
。
また、ネパールは、様々な民族、文化、言語の混在する多民族国家である。民族集団を分類す
る基準に関しては多くの説があり、未だ定説はないが、その代表は、西・南から入ってきたイン
ド・ヨーロッパ語系の言語を話す人々と、北・東からやってきたチベット・ビルマ語系の言語を
持つ人々であると言われている（石井 1986）
。
2011 年の国勢調査によると、人口 2,650 万人、世帯数は 540 万、一世帯当たりの平均家族数は
4.9 人、
125 のカースト/民族グループがあり、
多い順に、
チェトリ
（16.6％）
、
丘陵ブラーミン
（12.2％）
、
マガール（7.1％）
、タマン（5.8％）
、ネワール（5.0％）などとなっている。ネパール語を母語と
する人が一番多く 44.6％を占め、マィティリー語（11.7％）
、ボジュプリー語（6.0％）
、タルー語
（5.8％）
、タマン語（5.1％）などが続く。宗教は、全人口の 81.3％がヒンズー教徒であり、次に
多いのは仏教徒で全人口の 9.0％を占める。他に、イスラム教徒（4.4％）
、キラント教徒（3.1％）
キリスト教徒（1.4％）などがみられる（Government of Nepal 2012b）
。
ユニセフのデータ（ユニセフ 2014a、UNICEF 2014b）より基本指標や栄養指標、女性指標をみ
ていく。基本指標である 5 歳未満児死亡率は、2012 年で 42 と 1990 年の 142 と比べると大きく減
少はしているものの、195 か国中 59 番目に高い国である。また、子どもの栄養不良の指標である
低体重と発育阻害の 5 歳未満児は各々1994 年に 70％と 69％、2012 年に 29％、41％となり、この
間の 18 年間で急激に減少はしているが、2012 年でもその比率が高い。また、成人女性の識字率
の男性比は 1990 年で 30％、2012 年で 66％であり、妊産婦死亡率は、1980～1992 年で 520、2010
年は調整値で 170 であったことから、女性を巡る状況も改善されてきているとはいえ、まだまだ
よくない。
2）バクタプール郡ナガルコット村
バクタプール郡は、中央ネパール開発地域（Central Region）のバグマティ県（Bagmati Zone）
に属し、郡の中心部はバクタプール市であり、首都カトマンズ市から東へ約 14 km（車で約 30 分）
のところにある。人口は約 30 万 5 千人、世帯数は約 6 万 8 千で、平均家族数は一世帯 4.4 人であ
る（2011 年）
。保健医療施設としては郡公衆衛生事務所１、郡病院１、ヘルスポスト 9 がある。
ナガルコット村は、バクタプール郡の北東部、標高約 2,000 m に位置し、人口は 1994 年で約
3,500 人、2011 年で 4,571 人、世帯数は 1994 年で約 650、2012 年で 973、保健機関としては、ヘ
ルスポストが１つある（埼玉県 1993b、Government of Nepal 2012c）
。
本研究の対象地域である第 8 ワードは、1994 年調査時のヘルスポストの責任者が保健活動への
意欲を示したことと、バクダプール郡では都市より最遠隔地で保健衛生、教育の面で著しく遅れ
ていると評価され、プロジェクトの小児科医師らによって、小児検診を実施するにあたって選定
された地区であった。プロジェクトでの訪問調査の結果、1994 年時には、住民数 512 人、家族数
72、5 歳未満児 98 人であることが記録された（齋藤 1996a）
。
住民の多くが、チベット・ビルマ語系のタマン語を母語とするタマン族であり、仏教徒（ラマ
教）である。また、住民の多くは農業を生業としている。住民は、急な山腹斜面に家を建て、棚
田や畑をひらき、階段耕作を行っている。1992 年の食生態調査の食物カレンダーによると、本対
象地域で生産される主な作物は、穀類 5 種類、いも類 3 種類、豆類 3 種類、野菜類 11 種類、果実
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類 4 種類などで、7 月から 12 月までにその収穫量が多いものの年間を通して何らかの食物が収穫
されていた。家は、土で作られており、2 階建てが多く、土間づくりの１階部分に台所があると
ころが多かった。竈が一つあり、小枝などを燃料としていた。家畜小屋が一緒になっている家が
多く、水牛、やぎ、にわとり等を飼っていた。これらの家畜の多くは、役用と食用のために飼わ
れていた。
ナガルコット村はヒマラヤを望む展望台と呼ばれているほどの景勝地であり、首都カトマンズ
からのアクセスもよく、観光客が多く集まる地域となってきた。1994 年調査時で、本対象地域で
ある第 8 ワードの近くでも観光地化に伴い、ホテル建設が進められ、食品や日雑貨類などを販売
しており、簡単な食事をすることもできる商店の数も増え、農業を生業とし、現金の流通がほと
んど無かった地域の環境が急変していた。また、父親がカトマンズなどへ出稼ぎにいっている家
族が増加していた。商店は第 8 ワードに 3 軒、少し登った所のホテルの近くに 3 軒あった。対象
地域内の商店で、地域の住民がビスケットやミルクティ、インスタントラーメンなどを購入して
いた。ホテルの近くの商店では、トマトやキャベツ、にんじん、カリフラワーなどの野菜も販売
していた。また、両方の商店で卵がたくさん店先に並べられていた。また軽食として、野菜の炒
め煮であるタルカリや、大豆の炒めたもの、ひよこ豆の粉から作った薄い揚げパン等が売られて
いた（齋藤 1996a）
。
2012 年調査時では、商店やホテル、レストラン数が増加していた。精肉店、水牛乳販売店など
もみられるようになった。1994 年時には自宅用に作っていた醸造酒（チャン）や蒸留酒（ロキシー）
を販売し現金収入を得る女性が増えていた。また、男性の出稼ぎ先が国内だけにとどまらず、中
東の国々への出稼ぎ者が増えていた。
2．調査方法
1）1994 年調査
(1) 対象者
ナガルコット村第 8 ワードに居住し、NPHCP の小児検診（1993 年 11 月～1994 年 11 月）を受
診した 0～6 歳児（延べ 740 人）のうち、食生態調査の対象児となった 47 人中、調査日の体調が
良好で、かつ母乳を飲んでいなかった 30 人であった。小児検診の結果、対象児の体重が著しく少
ないことが報告されていた。
(2) 調査時期
1994 年 12 月 5 日（月）～9 日（金）
、雨のほとんど降らない乾季で、朝晩は冷え込み、１日中
での温度差が激しい時期であった。
(3) 調査内容ならびに方法
本調査は NPHCP の食生態調査の一部として行われた。食事調査は、基本的属性（年齢、性）
と前日の食事（食事時刻、共食者、料理名、食物名ならびに量、食物の入手先、食物の入手者、
調理者、調理をした場所）について、家庭内で児の食事について把握している者（主に子どもの
母親）に対し、戸別訪問による質問紙を用いた面接法で調査を行った。面接聞き取りは、日本人
スタッフ（管理栄養士）
、現地のヘルスポスト職員またはコミュニティ・ヘルス・ボランティア、
通訳の 3 人を一組とし、3 組で実施された。摂取量の把握については、秤量できる場合は秤量し、
飯など、主要な料理についてのフードサンプル、普段使っている食器のサイズの確認などを合わ
せて行った（齋藤 1996a）
。
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2）2012 年調査
(1) 質問紙調査
① 対象者
対象者は、バクタプール郡ナガルコット村第 8 地区全世帯の成人女性であった。
ナガルコット村第 8 地区の女性地域保健ボランティア（FCHV）が作成した住民台帳によると、
2011 年 12 月時点で第 8 地区には 112 世帯、627 人（男性 322 人、女性 305 人）が在住していた。
また、5 歳未満児は 45 人おり、その世帯数は 35 であった。全世帯の食生活の状況を調査するた
め、112 世帯を訪問し、5 歳未満児のいる女性全員と 5 歳未満児のいる女性がいない場合はその世
帯の成人女性 1 人、計 122 人の成人女性に調査協力の依頼をした。
② 調査時期
2012 年 1 月 2 日～9 日に調査を実施した（9 日はフォーカスグループインタビュー）
。乾季であ
り降水量は少なく、日中の気温は 20℃くらいまで上がることもあり暖かくなるが、朝晩は 0℃く
らいまで下がることもあり冷え込みが厳しい時期であった。調査時は、水不足から 1 日 14 時間の
計画停電が実施されていた。
③ 調査方法
ナガルコット村第 8 地区の FCHV が作成した住民台帳を基に、全世帯を日本人調査員（女性、
管理栄養士）3 名と、ネパール人調査員（男性、大学医学部教員 1 名と学生 2 名）3 名のそれぞれ
1 名ずつ 2 名 1 組の 3 組で訪問し、ネパール語の質問紙を用いて面接調査を実施した。
質問票（資料）はネパールで実施されている健康・栄養調査で用いられている質問内容を参考
にして内容を決定した。日本語で作成後、英語に翻訳し、次に保健医療分野を専門とする大学教
員であるネパール人調査員が英語からネパール語に翻訳して作成された。
調査の実施については、まず、ナガルコット村のあるバクタプール郡の保健事務所の承認を得
た。郡保健事務所長よりナガルコット村ヘルスポストの責任者宛てに調査協力をするようにとの
レターを発行していただいた。次に、ナガルコット村第 8 地区長にも調査実施の目的と内容の説
明を行った。住民への調査実施の説明については FCHV に依頼し、事前に全世帯に周知した。各
世帯を訪問後、調査の趣旨を説明し、強制ではないので協力しなくても何ら問題はないこと、協
力しないことで何の不利も被らないこと、答えたくない質問には答えなくてもよいこと、途中で
いつでも止めることができること、調査者にいつでも質問できること、内容を論文として発表す
るが個人が特定できないようにすることを説明し、調査に協力していただけるかの確認をし、協
力するとの返事をいただいた方には同意書にサインをしていただいた。
④ 調査内容
調査の枠組みを図 6-1 に示した。
・基本的属性
年齢、学歴、民族、婚姻状況、結婚時の年齢、初妊娠時の年齢、生存している子どもの人数、
収入源と収入額、持ち家か否か、電気の有無、家庭内での電気製品使用状況、調理に用いる燃
料、主な調理者、主に買い物に行く者、家族構成
・衛生状況
飲料水源、手洗いの方法、トイレの有無、児のトイレ使用状況
・食物の入手状況
家庭菜園状況、家畜状況
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・健康に関する状況
主観的健康状態、ビタミン剤（サプリメント）の摂取状況、妊娠中の鉄剤摂取状況、妊娠中
のフードタブー、授乳中のフードタブー、喫煙状況、飲酒状況
・子どもの健康状態・食物摂取状況
最初に母乳を与えた時期、初乳を与えたか否か、補完食開始時期、食物摂取頻度、ビタミン
A カプセルを与えたか否か、経口補水液、補完食用穀類・豆類混合粉、使用している食塩の種
類、下痢のときの対処方法
・栄養･食と健康な食生活に関する知識と態度
栄養･食に関する情報の入手源、ビタミン A を多く含む食品と鉄を多く含む食品
健康な食生活に関する 33 の質問に関し、5 段階リカードスケール（
「強くそう思う」
、
「思う」
、
「どちらでもない」
、
「思わない」
、
「全く思わない」
）で回答を依頼した。
・健康な食生活実現のための意思決定にかかわる意識
「家族の食事の献立を決めることができる」
、
「食物の買い物に行くことができる」
、
「子ども
の健康を考えて食事を準備することができる」
、
「家族の収入をどのように使うかを決めるこ
とができる」の 4 問に関し、4 段階リカードスケール（
「とてもできると思う」
、
「少しできる
思う」
、
「あまりできるとは思えない」
、
「全然できないと思う」
）で回答を依頼した。
・自分と子どもの健康に関する自己コントロール感
「自分の健康状態に問題が起きたときに自分で適切に対処できるか」
、
「自分の健康状態に問
題が起きたときに、自分のライフスタイルを変えることができるか」
、
「自分の子どもの健康
状態に問題が起きたときに自分で適切に対処できるか」
、
「自分の子どもの健康状態に問題が
起きたときに自分のライフスタイルを変えることができるか」の 4 問に関し、4 段階リカー
ドスケール（
「適切にできる」
、
「まあまあできる」
、
「適切にはできない」
、
「何もできない」
）
で回答を依頼した。
・ローカス・オブ・コントロール
南アジアで妥当性や信頼性が確認された尺度は見つからなかったため、ネパールでどのよう
な質問をすると自分の行動が自分の健康や人生を決めると考えているか、それとも自分以外の
他人や運で自分の健康や人生が決まると考えているのかについて、今回の調査者でありネパー
ルで活動している JICA 青年海外協力隊の日本人管理栄養士とネパールの大学医学部教員と学
生と検討し、
「自分より目上の人の意見は取り入れる」
、
「周りの人が自分のことをどう思うか
気になる」
、
「病気や死は運命で決まっている」の 3 問を設定した。5 段階リカードスケール（
「強
くそう思う」
、
「思う」
、
「どちらでもない」
、
「思わない」
、
「全く思わない」
）で回答を依頼した。
・健康な食生活に関する自己効力感（セルフ・エフィカシー）
「栄養バランスを考えて食事をとることができる」
、
「多種類の食物を食べることができる」
、
「食事と食事の間の時間が適切になるように食べることができる」
、
「伝統的な食事をとること
ができる」
、
「動物性食物を食べることができる」
、
「豆を毎日食べることができる」
、
「青菜類を
多く食べることができる」
、
「オレンジ色や黄色の野菜や果物を多く食べることができる」
、
「調
理にちょうどよい量の油を用いることができる」
、
「ヨード添加塩を使用することができる」
、
「調理にちょうどよい量の塩を用いることができる」
、の 11 問に関し、4 段階リカードスケー
ル（
「とてもできると思う」
、
「少しできると思う」
、
「あまりできるとは思えない」
、
「全然でき
ないと思う」
）で回答を依頼した。
・人生や食生活に関する満足感（生活の質）
「自分の人生に満足している」
、
「自分の食生活に満足している」
、
「食事をするときにおいし
いと感じる」の 3 問について、4 段階リカードスケール（
「とてもそう思う」
、
「少しそう思う」
、
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「あまり思わない」
、
「全然そう思わない」
）で回答を依頼した。
・前日の食事内容
1994 年の調査内容（前日の食事の食事時刻、共食者、料理名、食物名ならびに量、食物の入
手先、食物の入手者、調理者、調理をした場所）と同様の方法を用い、協力女性と子どもがい
る場合は子どもの食事についても聞き取りを行った。
(2) 身体測定
調査協力者の身長、体重、体脂肪率、子どもの身長と体重の計測を行った。身長は訪問先の家
の壁などを用い、メジャーを使用して計測を行った。体重と体脂肪率は、タニタの体組成計
BC-751 を用いて計測を行った。今回測定に用いた体組成計は生体インピーダンス法を採用してい
るが、この方法は生活活動による体水分や体温変動により電気の通りやすさに影響が出るため、
測定時間や状況によって計測値が変わることがある（タニタ 2014）とされている。測定条件を一
定に保つことは難しかったため、体重測定の際に体脂肪率も同時に測定したが、参考値として検
討に用いた。
(3) フォーカスグループインタビュー
エンパワメント得点を算出し、その得点の高群と低群から対象者を選び実施した。エンパワメ
ント得点の算出方法は、質問紙調査の結果より調査者で協議を行い抽出した 8 問の合計得点とし
た。8 問の内訳は、
「健康な食生活に関する自己効力感」の 1 問、
「健康な食生活実現のための意
思決定に関わる意識」の 3 問、
「自分と子どもの健康に関する自己コントロール感」の 4 問、
「健
康な食生活に関する自己効力感」の 1 問であった。
「健康な食生活実現のための意思決定に関わる意識」3 問、
「家族の食事の献立を決めることが
できる」
、
「子どもの健康を考えて食事を準備することができる」
、
「家族の収入をどのように使う
かを決めることができる」と「健康な食生活に関する自己効力感」の 1 問、
「栄養バランスを考え
て食事をとることができる」については、
「とてもできると思う」4 点、
「少しできると思う」3
点、
「あまりできるとは思えない」2 点、
「全然できないと思う」1 点とし、
「自分と子どもの健康
に関する自己コントロール感」では、
「自分の健康状態に問題が起きたときに自分で適切に対処で
きるか」
、
「自分の健康状態に問題が起きたときに、自分のライフスタイルを変えることができる
か」
、
「自分の子どもの健康状態に問題が起きたときに自分で適切に対処できるか」
、
「自分の子ど
もの健康状態に問題が起きたときに自分のライフスタイルを変えることができるか」の 4 問につ
いて「適切にできる」4 点、
「まあまあできる」3 点、
「適切にはできない」2 点、
「何もできない」
1 点とした。
調査日程の関係から 6 歳未満児のいる女性 39 名中、調査日 6 日目までに訪問した 30 名につい
て、エンパワメント得点を平均値±1/2 標準偏差で 3 群に分け、高群と低群のそれぞれ 8 名ずつ
にフォーカスグループインタビューへの参加を FCHV を通して依頼した。
ネパール人の調査者（男性）をファシリテーターとし、ネパール語で約 1 時間、インタビュー
ガイドに沿って、お茶を飲みながら参加者同士が話し合えるような雰囲気づくりに努めて実施し
た。最初に、強制ではないので、いつでも止めたいときに止められること、話したくないことは
話さなくてもよいこと、そうしたことで何ら不利益をこうむらないこと、調査者にいつでも質問
できること、内容を論文として発表するが個人が特定できないようにすることを説明し、さらに
会話を録音することの承諾を得て、同意を確認し、同意書にサインを依頼した。
インタビューの項目は、
「健康とはどのようなことか」
、
「バランスのとれた食事とはどのよう
なものか」
、
「ビタミンについて知っていること、もっているイメージ」
、
「毎日の生活の中で、ど
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のくらい自分に決定権があるか、自分で決めて行動できることはどのようなことか」
、
「自分や子
どもの健康状態がよくないときにどのように対処するか」
「幸せを感じるのはどのようなときか」
、
であった。
話し合いの内容は当日参加したネパール人学生の調査者がメモを作成、また、録音したものの
テープ起こしをしてネパール語で逐語録を作成した。それをネパール人調査者と日本に在住して
いるネパール人に依頼し、英語に翻訳をした。筆者が英語から日本語に翻訳し、解析に用いた。
(4) 倫理的配慮
本調査は、対象者に事前に調査の目的と方法を説明し、理解を求め、同意を得て（同意書に署
名）から実施した。30 分から 45 分くらいの質問紙を用いた訪問面接調査と身体測定、約 1 時間
のフォーカスグループインタビューであることから、対象者の身体への侵襲を伴うものはなく、
身体への物理的負荷を加えることもない。なお、本調査は、名寄市立大学倫理委員会並びにバク
タプール郡保健事務所の承認を得て実施した。
3. 解析方法
1）仮説 1 の検証
1994 年調査と 2012 年調査の 5 歳未満児の体格指数と食事内容について検討を行った。
体格指数は、WHO のスタンダード（2006）を用い、発育阻害（stunting）
（年齢相応身長、Height
for Age: HA）
、低栄養（underweight）
（年齢相応体重、Weight for Age: WA）
、消耗症（wasting）
（身
長相応体重、Weight for Height: WH）とカウプ指数を用いた。発育阻害、低栄養、消耗症について
は、ｚスコアが－2 未満を低栄養、－2 以上 2 未満を普通、2 以上を過栄養の 3 段階に分類した。
カウプ指数は今村（2005）の判定基準を用い、やせ過ぎ、やせ気味、普通、太り気味、太りすぎ
の 5 段階に分類した。
食事内容は、食物レベル（摂取食物の種類、3 つの食品群）
、料理レベル（主食・主菜・副菜の
そろう食事）で検討を行った。
2）仮説 2 の検証
上述したように、エンパワメント得点を算出し、平均値で高群と低群に分け、エンパワメント
得点による主観的健康感や健康・食生活にかかわる知識や意識の差を検討した。
また、女性の主観的健康感と主観的幸福感と子どもの栄養状態をそれぞれ従属変数とし、仮説
を検証するためにエンパワメント得点と相関分析で有意に相関があった項目を独立変数として重
回帰分析（強制投入法、ステップワイズ法）を行い、モデルを作成し、最もよく説明できる内容
を検討した。また、フォーカスグループインタビューの結果より、どのような状況や要因が女性
のエンパワメントを高めるのかについて検討した。
3）検定方法
群間差の検定には、名義尺度並びに順序尺度の比率の検定にはχ2 検定、期待度数 5 未満のセル
がある場合はフィッシャーの正確確立検定を、間隔尺度（連続変量）については独立したサンプ
ルのｔ検定を、
相関分析ではスピアマンの相関係数を用いた。
すべての解析には統計解析パッケー
ジ IBM SPSS Statistics 20.0 for Windows（日本アイ・ビー・エム株式会社）を用い、有意水準は 5%
未満（両側検定）とした。
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図 6-1 調査・解析の枠組み
（筆者作成）
＊破線で囲まれた部分は解析に含まれていないことを示す

第 3 節 結果
1. 質問紙調査の結果
1） 対象者の特性（表 6-1）
2012 年調査の対象である122 名の女性のうち、
109 名について調査を実施した
（実施率97.3％）
。
13 名に調査を実施できなかった理由は、調査日に不在、調査協力拒否であった。また、調査を実
施した 109 名中 1 名が体調不良のため回答しなかった項目が多かったため、解析は 108 名のデー
タについて行った。全国のなかの位置づけの確認のため、2011 年の国勢調査と人口動態・保健調
査の結果と比較してみていく。
民族は、108 人中 100 人（92.6％）がタマン語を母語とするタマンであり、残りの 4 人（3.7％）
はネワール語を母語とするネワール、3 人（2.8％）はネパール語を母語とするブラーミン/チェト
リ、1 人（0.9％）はマガール語を母語とするマガールであった。年齢は 17 歳から 65 歳で 20 歳代
が一番多く（33.3％）
、平均年齢は 35.6 歳であった。教育は小学校 1 年生を修了していない者が
53.7％で一番多く、次にノンフォーマル教育修了者 39の 27.8％、初等教育である小学校を修了し
た者と中等教育以上の学校に就学した者は合わせて 12 人（11.1％）であり、SLC（中等教育修了
資格試験）合格者は 2 人（1.9％）であった。2011 年の国勢調査によるとネパール女性全体で小学
校 1 年生未終了者は 4.1％、ノンフォーマル教育修了者は 4.9％、SLC 合格者は 9.7％、農村地域
では小学校 1 年生未終了者は 4.3％、ノンフォーマル教育修了者は 5.1％、SLC 合格者は 8.3％で
あり、対象地域の女性の教育状況はネパール農村地域と比較しても教育を受けている者が非常に
少なかった。結婚経験のある 105 人のうち、75 人（71.4％）が 10 歳代、29 人（27.6％）が 20 歳
代、1 人（1.0％）が 30 歳代で結婚をしていた。2011 年国勢調査の全国のデータによると、女性
の最初の結婚年齢は、10 歳未満が 1.5％、10 歳代が 73.0％、20 歳代が 24.4％、30 歳代が 0.9％、
40 歳代以上が 0.3％、
農村地域の女性では、
10 歳未満が 1.6％、
10 歳代が 75.1％、
20 歳代が 22.3％、
39

ここでのノンフォーマル教育修了者とは、公的な小学校を修了せず、識字教室のコースを修了したものを指す。
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表 6-1 対象者の基本的属性
n=108
％

人

民族

タマン
ネワール
ブラーミン、チェトリ
マガール

年齢

10 歳代
20 歳代
30 歳代
40 歳代
50 歳代
60 歳代
平均年齢 ± 標準偏差（歳）
最年少年齢 － 最年長年齢（歳）

教育歴

小学校 1 年生未終了
ノンフォーマル教育
小学校中退
小学校卒業
中学校中退
中学校卒業
SLC（中等教育修了資格試験）合格
高等学校中退
高等学校卒業

婚姻状況

既婚
死別
未婚
未回答

結婚年齢
（n=105）

10 歳代
20 歳代
30 歳代
平均年齢 ± 標準偏差（歳）
最年少年齢 － 最年長年齢（歳）

最初の妊娠年齢

平均年齢 ± 標準偏差（歳）
最年少年齢 － 最年長年齢（歳）

生存子ども数

いない
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7～8 人

100
92.6
4
3.7
3
2.8
1
0.9
2
1.9
36
33.3
31
28.7
21
19.4
14
13.0
4
3.7
35.6 ± 11.4
17 － 65
58
53.7
30
27.8
8
7.4
3
2.8
4
3.7
1
0.9
2
1.9
1
0.9
1
0.9
103
95.4
2
1.9
1
0.9
2
1.9
75
71.4
29
27.6
1
1.0
18.2 ± 3.2
12 － 30
20.4 ± 3.2
15 － 32
1
23
33
28
11
6
3
2

平均人数 ± 標準偏差（人）

0.9
21.3
30.6
25.9
10.2
5.6
2.8
1.8

2.6 ± 1.4
（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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30 歳代が 0.6％、40 歳代以上が 0.3％であり、本研究対象者は 10 歳代で結婚した者の比率が少し
高い傾向にあった。
現在生存している子どもの平均数は 2.6 人であった。ネパールの合計特殊出生率 40をみると、
2011 年の調査（Government of Nepal、2012 b）において全国では 2.6 人、農村地域では 2.8 人であ
り、単純に比較はできないが、ほぼ同じ程度と考えられた。
表 6-2 対象者の体格からみた栄養状態
n=108
身長

人

％

1

0.9

140cm 以上、145cm 未満

15

13.9

145cm 以上、150cm 未満

38

35.2

150cm 以上、155cm 未満

31

28.7

155cm 以上、160cm 未満

16

14.8

7

6.5

140cm 未満

160cm 以上

体重

BMI

平均身長 ± 標準偏差 （ｃｍ）

149.9 ± 5.6

最低身長 － 最高身長 （ｃｍ）

137 － 165

40kg 未満

（kg/m ）
2

7

6.5

40kg 以上、50kg 未満

48

44.5

50kg 以上、60kg 未満

32

29.6

60kg 以上、70kg 未満

16

14.8

70kg 以上、80kg 未満

4

3.7

80kg 以上、90kg 未満

1

0.9

平均体重 ± 標準偏差 （kg）

51.6 ± 9.5

最低体重 － 最高体重 （kg）

33.9 － 85.6

18.5 未満 （やせ）

6

5.5

18.5 以上、25.0 未満 （普通）

73

67.6

25.0 以上、30.0 未満 （過体重）

25

23.2

4

3.7

30.0 以上 （肥満）
平均 BMI ± 標準偏差 （kg/m ）

22.9 ± 3.5

最低 BMI － 最高 BMI （kg/m ）

16.1 － 34.3

2

2

体脂肪率 (%)

20%未満

2

1.9

20%以上、25%未満

14

12.9

25%以上、30%未満

33

30.6

30%以上、40%未満

41

37.9

40%以上、50%未満

15

13.9

3

2.8

データなし
平均体脂肪率 ± 標準偏差 （%）

31.6 ± 6.7

最低体脂肪率 － 最高体脂肪率 （%）

15.2 － 49.4

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

40１人の女性が生涯に産む子どもの平均数。国連経済社会局人口部では、15 歳から 49 歳の年齢階級別に女性 1 人

あたりの平均的出産数を算出し、それぞれの女性が出産可能年齢の生涯において、その平均的出産率で子どもを
産むと仮定した場合の、女性の生涯における子ども数として計算している（国連人口基金東京事務所 2014）
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次に対象者の体格から栄養状態をみていく（表 6-2）
。身長の平均値は 149.9cm であった。全国
の身長のデータでは、妊娠・出産のハイリスク者を表す指標の一つが身長 145cm 未満であること
から、145cm 未満の女性の比率で表されており、2011 年の調査の結果では全国で 11.6％、農村地
域で 12.1％であった。本研究の対象者では、身長 145cm 未満は 16 人で 14.8％と少し高めであっ
た。また、身長と体重から算出される体格指数である Body Mass Index(BMI)の平均値は 22.9 kg/m2
であった。WHO の基準でみると、やせ（18.5 kg/m2 未満）は 6 人（5.5％）、普通（18.5 kg/m2 以
上、25.0 kg/m2 未満）は 73 人（67.6％）、過体重（25.0 kg/m2 以上、30.0 kg/m2 未満）は 25 人（23.2％）、
肥満（30.0 kg/m2 以上）4 人（3.7％）であった。2011 年の調査結果によると、農村地域女性でや
せは 18.8％、普通は 69.8％、過体重は 9.6％、肥満は 1.8％であり、対象者は、農村地域の平均値
よりもやせの人が少なく、過体重や肥満の人が多かった。体脂肪率は簡易な方法で正確に求める
のは難しく目安として用いる指標であるが、今回用いた体組成計では、女性の場合 30％以上であ
ると肥満であるとされる（タニタ 2014）。そうすると約 50％が肥満に区分された。身長や BMI
などの値を総合してみると、対象集団は、身長は低い傾向にあり体重は重い傾向にあった。
2）世帯の特性
家族形態は、大家族が約 4 割、核家族が約 6 割で核家族の方が多かった（表 6-3）
。同居家族の
人数は平均 5 人であった。この人数は同居していない家族の人数を含まないことから実際には一
世帯の平均家族数は 5 人よりも多いと考えられる。家族数は 2011 年の調査では全国の平均は 4.9
人、農村地域で 5 人であり、ほぼ同じか少し多いと考えられた。
平均年間現金収入額は、148,990 ネパールルピー（NRs）であった（表 6-3）。2011 年のデータ
では一世帯の平均年間収入額は 202,374 NRs、農村地域では 171,950 NRs となっており、農村地域
の平均額よりも低かった。内訳をみると、世帯が農業による収入を得ている者は 108 人全員でそ
の平均額は 29,189 NRs、畜産業で収入のある者は 95 人（88.0％）で平均額は 16,101 NRs、自営業
による収入を得ている者は 60 人（55.5％）で平均額は 36,423 NRs、公務員や会社員などとして得
ている給与の収入のある者は 74 人（68.5％）でその平均額は 54,121 NRs、海外に出稼ぎに行って
いる家族からの仕送りのある者は 59 人（54.6％）で平均額は 32,763 NRs、その他の収入のある者
は 86 人（79.6％）で平均額は 37,366 NRs であった。このその他の収入は、女性たちがアルコール
飲料（醸造酒のチャンと蒸留酒のロキシー）をつくり販売して得たものがほとんどで、他に野菜
の販売などがあった。調査内容にアルコール販売の有無は設定していなかったが、現金収入の内
訳を聞いた結果、女性自身がアルコール販売をしていると判断できたのは 45 人（41.7％）であっ
た。
家は持ち家の者が 9 割を占め（表 6-3）、2011 年のデータである全国 85.3％、農村地域 92.1％
とほぼ同様であった。102 人（94.4％）が農作物の栽培地をもっており（表 6-3）、栽培している
作物は多いものから、とうもろこし、青菜類、米、青菜以外の野菜、小麦、ひえ、そばであった
（表 6-4）。農作物の栽培は自宅用の者が 72 人（72.0％）、自宅用と販売用の者が 25 人（25.0％）、
販売用のみの者が 3 人（3.0％）と多くが自宅用であった。家畜を飼っているものは 97 人（89.8％）
で、家畜の内訳は、やぎが 89 人（91.8％）
、鶏が 69 人（71.1％）
、水牛 53 人（54.6％）
、牛 11 人
（11.3％）
であった
（表6-5）
。
養鶏の目的は、
回答した68人中、
自宅用と回答した者が36 人
（52.9％）
、
自宅用と販売用が 27 人（39.7％）
、販売用が 5 人（7.4％）であった。
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表 6-3 世帯の特性
n=108
人
家族形態

大家族
核家族
未回答

同居家族数
（本人を含めた数）

独居
2人
3人
4人
5人
6人
7人
8人
9人
10 人以上
平均人数 ± 標準偏差

年間現金収入額 （NRs）

なし
5,000～49,999
50,000～99,999
100,000～199,999
200,000～299,999
300,000～554,600
平均金額 ± 標準偏差

家

持ち家
持家ではない、貸家
未回答

農作物栽培地の有無

所有地
借地
所有地と借地
無

％

39
36.1
68
63.0
1
0.9
1
0.9
5
4.6
18
16.7
22
20.4
31
28.7
15
13.9
7
6.5
2
1.9
2
1.9
5
4.6
5.0 ± 2.2
8
7.4
17
15.7
18
16.7
35
32.4
19
17.6
11
10.2
148,990 ± 122,840
98
90.7
8
7.4
2
1.9
84
77.8
2
1.9
16
14.8
6
5.6

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

表 6-4 農作物の栽培状況
栽培している
作物名
とうもろこし
青菜類
米
青菜以外の野菜
小麦
ひえ
そば

人

栽培地のある人のうちの比率（％）
n=102

全体のうちの比率（％）
n=108

97
96
92
91
86
49
22

95.1
94.1
90.1
89.2
84.3
48.0
21.6

89.8
88.9
85.2
84.3
79.6
45.4
20.4
（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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表 6-5 家畜の飼育状況
飼育している
家畜名
やぎ
鶏
水牛
牛

人

家畜のいる人のうちの比率（％）

全体のうちの比率（％）

n=97

n=108

91.8
71.1
54.6
11.3

82.4
63.9
49.1
10.2

89
69
53
11

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

表 6-6 家の設備
n=108
電気の有無

有
無
未回答

ラジオの有無

有
無

テレビの有無

有
無

冷蔵庫の有無

有
無

家庭の固定電話の有無

有
無

携帯電話の有無

有
無

インターネットの有無

有
無

加熱調理方法

薪を使用

（複数回答）

ケロシンを使用
プロパンガスを使用

飲料水

自宅水道
公共水道
井戸
泉
その他

水の衛生処理方法

何もしていない
沸騰させる
フィルターを用いる
塩素処理をしている

トイレの有無

有
無

人

％

106
1
1
76
32
66
42
0
108
3
105
89
19
0
108
100
1
10
62
42
1
2
1
97
10
1
0
56
52

98.2
0.9
0.9
70.4
29.6
61.1
38.9
0.0
100.0
2.8
97.2
82.4
17.6
0.0
100.0
92.6
0.9
9.3
57.4
38.9
0.9
1.9
0.9
89.8
9.3
0.9
0.0
51.9
48.1

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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家の設備（表 6-6）では、ほとんどの家には電気が通っており、ラジオのある家が 70.4％（全
国 50.8％、農村地域 50.2％）
、テレビのある家が 61.1％（全国 36.5％、農村地域 30.7％）であった。
冷蔵庫やインターネットのある家はなかった（冷蔵庫：全国 7.2％、農村地域 3.7％、インターネッ
ト：全国 3.3％、農村地域 1.2％）
。電気は通っているものの、計画停電が実施されることが多く、
特に乾期の冬期間は 1 日 10 時間以上の停電の日が続いており、不安定な供給であった。家庭の固
定電話のある家は 2.8％（全国 7.4％、農村地域 3.7％）であったが、携帯電話のある者が 82.4％（全
国 65.6％、農村地域 60.0％）であった。1994 年の調査時には電話を使うためには山の上のホテル
に行かなければならなかったことを思うと、
この 18 年間での携帯電話の普及の速さは驚くばかり
であった。
調理に用いる燃料は、薪を使用するものが最も多く 92.6％で、プロパンガスを使用している者
9.3％、ケロシンを用いているのは 0.9％であった。18 年前にはプロパンガスを用いている者はほ
とんどおらず、ほとんどすべての家庭で薪を燃料として使用しており、茶店でケロシンを使用し
ているところがあったくらいであった。2011 年の調査では国全体で調理に薪を使用している世帯
が 64.0％、農村地域で 73.1％であり、対象地域では燃料を薪に依存する世帯が非常に多いことが
確認された。
飲料水は自宅や公共の水道を使用しているものが 9 割を超えていた。しかし、この水は衛生的
な処理がされてはいない。したがって、各家庭で衛生処理を行う必要があるが、約 9 割の家庭で
は何も衛生処理をしていなかった。沸騰させている者が約 1 割いたが、燃料となる薪が不足しが
ちであることから、衛生処理を行わない家庭が多いのではないかと思われた。
トイレは、1994 年調査時には FCHV の家にあっただけであったが、2012 年の調査では約半数
（51.9％）の家でトイレをもつようになっていた。また、18 年前はヘルスポストや FCHV の家に
あるトイレは鍵がかけられ、あまり使用されていない様子であったが、2012 年度の調査時ではト
イレが実際に使用されている様子がみられた。
しかし、
トイレのある世帯の比率は、
全国の 61.2％、
農村地域の 54.3％と比べると低かった。
表 6-7 世帯での主な食物の購入と調理の担当者
n=108
食物の購入
自分
配偶者
義母
義父
義姉妹
母
父
姉妹
娘
義娘
その他
未回答

調理（食事の準備）

人

％

人

％

57
21
5
4
1
5
2
2
3
0
7
1

52.8
19.4
4.6
3.7
0.9
4.6
1.9
1.9
2.8
0.0
6.5
0.9

76
1
9
0
5
4
0
1
7
1
3
1

70.5
0.9
8.3
0.0
4.6
3.7
0.0
0.9
6.5
0.9
2.8
0.9

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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食事内容や世帯内での決定権にかかわる内容として、普段の食物の購入者と調理者について尋
ねた（表 6-7）
。食物の購入も調理も調査の対象となった女性が行っている場合が 57 人（52.8％）
、
76 人（70.5％）と最も多かったが、食物の購入に主にかかわる女性数は調理に主にかかわる女性
数よりも少なかった。主な調理担当者は配偶者 1 人（0.9％）以外、すべて女性であった。主な食
物の購入担当者では、調査対象者の次に多い配偶者で 21 人（19.4％）の他、義父 4 人（3.7％）
、
父 2 人（1.9％）と主な調理者と比較し、男性が担当する場合が多くみられた。
対象地域の状況をまとめると、カトマンズ、ラリトプール、バクタプールという都会の近くに
ある地域であり、観光客が多く訪ねてくる地域でもあるが、農業を生業とする家庭が多く、ネパー
ルの多くを占める農村地域と比べ、ラジオやテレビ、携帯電話の普及率は高いものの、社会経済
状況や生活状況は少し低いと考えられた。
3）健康や栄養・食に関する知識・態度
自分がどのくらい健康だと感じているか（主観的健康感）の問いに、
「とてもよい」と回答した
者は 60 人（55.6％）
、
「よい」と回答した者は 32 人（29.6％）であり（表 6-8）
、健康だと感じてい
る人が多い傾向にあった。
「あまりよくない」
、
「よくない」と回答した者はその理由として、結核
や糖尿病に罹患している、高血圧である、咳や熱がある、体に痛みがある、などを挙げていた。
喫煙習慣のある者は 52 人（48.1％）
、飲酒習慣のある者は 77 人（73.1％）
（表 6-8）とネパール
の社会では、カーストによっては飲酒や喫煙が禁じられている場合もあり、一般的に女性が喫煙
や飲酒をすることはよくないとされていることから考えると非常に多かった。2011 年の人口動
態・保健調査によると、女性の喫煙者率は全国 13.3％、農村地域 14.4％であるから、喫煙者率が
非常に高い地域である。筆者が滞在したことのある対象地域から車で 1 時間ほどのところに位置
するカトマンズ市やラリトプール市、バクタプール市ではネワール民族が多いこともあると思う
が、喫煙や飲酒をしている女性をみかけることはほとんどなかった。しかし、1994 年の調査時で
もタマン族の女性は喫煙し、飲酒をしており、子どもの食生活調査でも醸造酒であるチャンを子
どもに飲ませている親が多かった。その理由を尋ねたところ、
「チャンを飲ませると子どもは寝る
ので、その間、仕事が進むため」との答えであった。タマン族以外の人たちからは、タマン族は
教育を受けている人が少ないため望ましい健康行動をとることができず困るといったような話を
聞くことがあったが、どのような理由で喫煙習慣や飲酒習慣のある者がこのように多いのかは今
後検討が必要である。
妊娠中のフードタブーのある者は5人
（4.6％）
、
出産後のフードタブーのある者は12人
（11.1％）
であった（表 6-8）。妊娠中に鉄剤を服用した者は 41 人（38.0％）（表 6-8）で、服用期間は 3
日から 365 日までまちまちであった。服用しなかったり途中でやめたりした理由としては、「服
用することを知らなかった」、「正しい服用期間を知らなかった」、「味がよくなかった」、「嘔
吐などの副作用があったから」、などが挙げられた。
ビタミンという言葉を聞いたり、
飲んだりしたことがある者は44 人
（40.7％）
であった
（表6-8）
。
その 44 人に、「ビタミンとはどのようなものか」を尋ねたところ、半数以上の 23 人（52.3％）
が答えなかったり、「知らない」もしくは「説明できない」と回答したりした。「薬である」と
回答した者が 3 人（6.8％）で、他には、「より良い健康のための栄養価の高いもの」、「良い健
康のための良いもの」、「体に良い食べられるタブレット」、「体が弱ったときに飲むもの」、
「目が健康になるための力を与えてくれるもの」というように健康のために良いものであるとい
う回答や、「子どもに与えるもの」、「子どもに良いものである」というような子どもに関する
ものであるという回答、「青菜や豆に含まれる」や「野菜や果物にあるのでそんなに必要ではな
いもの」、というようにタブレットやカプセルなどを指すのではなく、普段食する食べものに含
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表 6-8 健康や栄養・食に関する知識・態度・行動
n=108
人
主観的健康感

とてもよい
よい
あまりよくない
よくない
未回答

喫煙習慣の有無

有
無

飲酒習慣の有無

有
無

妊娠中のフードタブーの有無

有
無

出産後のフードタブーの有無

有
無
未回答

妊娠中の鉄剤服用の有無

有
無
未回答

ビタミンという言葉を聞いたり、

有

飲んだりしたことがあるか

無

使用している塩の種類

ヨード添加塩
岩塩
精製塩
その他
未回答

共食状況

朝・夕食とも共食
夕食のみ共食
個々で食事をする
未回答

栄養・食に関する情報の入手先

親類

（複数回答）

女性地域ヘルスボランティア
テレビ
保健ワーカー
ラジオ
ヘルスポスト
家族
研修
その他
どこからもない

60
32
9
6
1
52
56
77
31
5
103
12
89
7
41
65
2
44
64
57
30
5
1
15
79
11
14
4
35
33
30
21
20
6
3
1
4
1

％

55.6
29.6
8.3
5.6
0.9
48.1
51.9
71.3
28.7
4.6
95.4
11.1
82.4
6.5
38.0
60.2
1.9
40.7
59.3
52.8
27.8
4.6
0.9
13.9
73.1
10.2
13.0
3.7
32.4
30.6
27.8
19.4
18.5
5.6
2.8
0.9
3.7
0.9

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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まれるものであるという回答もみられた。また、「エネルギーを与えるタブレットである」とい
う間違った内容で理解している者の回答もあった。表には示していないが、子どもにビタミン A
カプセルを与えたと回答した者は 5 歳未満児をもつ 32 人中 26 人（81.3％）であった。2012 年の
ユニセフの統計のよると、全国のデータでは、5 歳未満児へのビタミン A の完全補給率（年 2 回
補給）は 95％となっており（UNICEF、2014）、全国平均よりも低い結果であった。
ビタミンについては、国をあげての取組みとしてヘルスポストや FCHV を通して 5 歳未満児に
はビタミン A カプセルの補給がされており、重ねて母親グループの集会などでビタミン A を多く
含む食物について学ぶ機会があったはずであるが、知らないものが半数以上いるという結果で
あった。また、聞いたことがあったり、飲んだりしたことがあると回答した者でも、なんとなく
体に良い薬のようなものという認識をもっている者が多いのではないかと思われた。また、ビタ
ミンはビタミン A だけでなく、多くの種類があり、それぞれの働きを体内で行い、不足するとい
ろいろな障害が出るものであるが、ビタミンというと、ビタミン A に関する内容が多いのではな
いかと思われた。
また、ビタミン A と同様に、国として大がかりに取り組まれている微量栄養素プログラムの一
つにヨード欠乏症対策のヨード添加塩普及プログラムがある。ネパールで一般的に普及するため
に売られているヨード添加塩は二人の子ども（男児と女児）がパッケージについているものであ
り、2012 年時調査では、他の全国的な調査でも使用されている「パッケージに二人の子どものロ
ゴのある塩を使っているか」という聞き方をしてヨード添加塩を使用しているかどうかの確認を
した。ヨード添加塩を使用している者は、57 人（52.8％、未回答を除くと 61.3％）であった（表
17）。2011 年の全国生活水準調査結果では、ヨード添加塩を使用している世帯は 59.4％、そのう
ち、ヨードが適切な量（15ppm 以上）含まれているヨード添加塩を使用している世帯は 72.3％で
あった。本調査ではヨードの濃度は調べなかったが、パッケージに入っているヨード添加塩を使
用している世帯の比率は全国平均とほぼ同じくらいであった。1994 年調査時にはヨード添加塩を
使用している家庭はなかったので、この 18 年間でかなり普及したとことになる。実際、1994 年
時にはバザールで大きな袋に入った山もりのいろいろな種類の岩塩を売る姿がよくみられたが、
2012 年時には全く見かけなくなり、商店でも岩塩は観光客用のものが目につく程度で、一般的に
はパッケージのものが多く売られていた。
1994 年の調査で、誰かと一緒に食事をする子どもの栄養状態がよい傾向にあったことから共食
状態についての確認を行った。1994 年調査で多くの家庭では 1 日 2 回の食事と 2 回の間食という
食生活を送っていることが多かったことから、2 回の食事についての共食状況を尋ねた。2 食とも
家族の誰かと一緒に食べる者が 79 人（73.1％）で最も多く、夕食のみ家族の誰かと一緒に食べる
と回答した 11 人（10.2％）と合わせると 1 日のうち必ず誰かと一緒に食事をしている者が 8 割以
上であった（表 6-8）。
栄養・食に関する情報の入手先は、多い順に、親類（32.4％）、FCHV（30.6％）、テレビ（27.8％）、
保健ワーカー（19.4％）、ラジオ（18.5％）、ヘルスポスト（5.6％）などであった（表 17）。
微量栄養素のなかで国として取り組んでいるものは前述したように、母子の夜盲症予防、子ど
もの罹患率や死亡率低減のためのビタミン A 補給プログラム、不足すると甲状腺機能低下症をお
こし成人では甲状腺腫の発症、胎児期にヨード欠乏となった場合は知的、身体的発達遅滞という
大きな問題を抱えることになるヨード欠乏症予防のためのヨード添加塩普及プログラム、妊産婦
死亡に大きくかかわるとされている鉄欠乏性貧血予防のための鉄剤補給プログラムの 3 つがある
ため、ビタミン A、ヨード、鉄にかかわる知識、態度、行動について詳しく尋ねた。ヨードにつ
いては、ネパールにおいてはヨード添加塩を使用する方法のみ普及されていることから、まず、
ビタミンAと鉄について、
それらを多く含む食物をどのくらい知っているのかを尋ねた
（表6-9）
。
ビタミン A は肉類、乳・乳製品、青菜、オレンジや黄色の果物に多く含まれ、それらを食べるよ
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うに勧める教材が多く使用されている。特に、入手可能性を考えたときには、多くの家庭で栽培
され購入するとしても安価である青菜類を多く食べるように勧める教育に力が入れられてきてい
る。その効果があったのかどうかはわからないが、ビタミン A を多く含む食物として挙げられた
のは、青菜類が一番多かった。続いて黄色い果物、肉などの動物性食物、トマトやカボチャなど
といった濃い色の野菜が挙げられた。
表 6-9 ビタミン A と鉄を多く含む食物に関する知識
n=108
人

知っている人の
中での比率（％）

全体の比率（％）

ビタミン A を多く含む食物＊ （複数回答）
青菜類
黄色い果物
動物性食物
色が濃い野菜（トマトやかぼちゃ）
知らない

45
20
9
1
54

83.3
37.0
16.7
1.9
-

41.7
18.5
8.3
0.9
50.0

8
1
1
98

80.0
10.0
10.0
-

7.4
0.9
0.9
90.7

鉄を多く含む食物＊＊ （複数回答）
青菜類
発芽豆
肉
知らない

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
＊

ビタミン A を多く含む食物を知っているかを尋ね、知っていると回答があった場合にそれらの食物名を挙
げてもらい、調査者が各グループに分類した。

＊＊ 鉄を多く含む食物を知っているかを尋ね、知っていると回答があった場合にそれらの食物名を挙げてもら
い、調査者が各グループに分類した。

その他ではビタミン A を多く含むと分類されることがほとんどない大豆などの乾燥豆類､とう
もろこし、米、とうもろこしの粉などから作るお練りであるディロ、乳、にんにくと、幼児用麦
芽ドリンクであるホーリックがあげられた。ホーリックはビタミン A を含む多種類の微量栄養素
が添加されていることからビタミン A を多く含む食品ではあるが、食事を構成する食物ではない
ことから除外した。一方、
「知らない」と回答したものが半数の 54 人（50.0％）おり、栄養教育
の効果はあまり高いとはいえない状況であった。鉄についてはほとんどの者（90.7％）が多く含
む食物を知らないという結果であった。
次にヨードとビタミン A の知識に関する質問を行った（表 6-10）。望ましい回答をしたものは、
「子どもがヨード不足になるとゴイタやクレチン症になるかもしれない」に関しては 67 人
（62.1％）
、
「ヨード添加塩はふたのない器で保管するべきである」に関しては 62 人（57.5％）
、
「ビ
タミン A 欠乏症は夜盲症の原因である」に関しては 64 人（59.2％）
、
「青菜は切ってから洗う」
に関しては 34 人（31.4％）
、
「青菜と果物は 5 歳になってから与える」で 74 人（68.5％）
、
「妊産婦
が青菜を食べるのはよくない」で 66 人（61.1％）であった。ヨードが甲状腺腫を予防するかどう
かはわからないが、塩はヨード添加塩を使うこと、そのヨード添加塩はふたのある容器に保管し
なければならないことを知っている者が約 6 割いた。また、ビタミン A 欠乏症は夜盲症の原因で
あり、青菜や果物というビタミン A を多く含む食物は 5 歳未満児や妊産婦も食べてよい
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表 6-10 ヨードとビタミン A に関する知識
n=108
人
子どもがヨード不足になると

強くそう思う

ゴイタやクレチン症になる

思う

かもしれない

どちらでもない
思わない
全く思わない
未回答

ヨード添加塩はふたのない器で保

強くそう思う

管するべきである

思う
どちらでもない
思わない
全く思わない
未回答

ビタミン A 欠乏症は夜盲症の原因

強くそう思う

である

思う
どちらでもない
思わない
全く思わない
未回答

青菜は切ってから洗う

強くそう思う
思う
どちらでもない
思わない
全く思わない
未回答

青菜と果物は 5 歳になってから
与える

強くそう思う
思う
どちらでもない
思わない
全く思わない

妊産婦が青菜を食べるのは

強くそう思う

よくない

思う
どちらでもない
思わない
全く思わない
未回答

％

10
57
30
9
1
1
4
17
24
29
33
1
20
44
35
2
2
5
28
41
2
13
21
3
5
15
14
32
42
7
31
3
28
38
1

9.3
52.8
27.8
8.3
0.9
0.9
3.7
15.7
22.2
26.9
30.6
0.9
18.5
40.7
32.4
1.9
1.9
4.6
25.9
38.0
1.9
12.0
19.4
2.8
4.6
13.9
13.0
29.6
38.9
6.5
28.7
2.8
25.9
35.2
0.9

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
望ましい回答部分に色

95

をつけた。

ことを理解している者が 6 割以上いた。しかし、水溶性の栄養素が流出してしまうため、野菜類
は洗ってから切って調理をするようにとされているが、こちらは望ましい回答者は約 3 割であっ
た。
自分や家族の食生活に関しどのような信念をもっているのかということに加え、食事内容の欧
米化傾向についての意識を尋ねた（表 6-11）
。南アジア諸国でも健康転換が進み、ネパールの疾
病構造も感染症が主であった状況から、食生活を中心とするライフスタイルの変化や喫煙などが
原因とするがん、心疾患、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患などの生活習慣病に罹患する人が増加して
いる（Bhandari 2014）ことから、近年、栄養転換も進んでいると考えられ、栄養・食生活に関す
る調査では欧米型の食生活にどのくらい移行してきているかを調べる項目が増えてきている。
1994 年調査では、ネパールの伝統的な食事である主食（飯、ディロ、ロティ）を一定量（1～3
歳児で 150g 以上、4～6 歳で 200g 以上）と青菜類のタルカリを食べ、ときどき豆を主材料とする
ダルを加えることで健康的な食生活を送ることは可能であることが示され、同時に、ビスケット
と砂糖入り紅茶の組合せやインスタントラーメンを食べている子どもの食生活の状況は望ましく
ないことも示された（齋藤 1996a）
。そこで、伝統的な食事とファストフードへの意識、調理に関
する意識について質問を行った。自分と家族の健康や食にかかわる意識と伝統的な食事に関する
6 問に対し、
「強くそう思う」と「思う」者の比率は、
「健康を維持するのは非常に重要」で 69.4％、
「栄養価の高い食物について家族が知ることは重要である」で 73.2％、
「食べることを楽しんでい
る」で 89.8％、
「ファストフードはおいしい」で 68.5％、
「ファストフードを食べすぎると健康に
よくない」で 66.6％、
「伝統的な食事はファストフードより健康によい」で 89.8％であり、全体的
に高かった。
表 6-11 食に関する意識
n=108
健康を維持

強くそう思う

人

％

人

％

21

19.4

ファスト

強くそう思う

25

23.1

思う
どちらでもない

49

45.4

9

8.3

18

16.7

するのは

思う

54

50.0

フードは

非常に重要

どちらでもない

28

25.9

おいしい

思わない

2

1.9

思わない

全く思わない

0

0.0

全く思わない

7

6.5

知らない・未回答

3

2.8

栄養価の

強くそう思う

20

18.5

ファスト

強くそう思う

25

23.1

高い食物

思う

59

54.7

フードを食

思う

47

43.5

について

どちらでもない

21

19.4

べすぎると

どちらでもない

14

13.0

家族が知る

思わない

5

4.6

健康によく

思わない

18

16.7

ない

全く思わない

3

2.8

未回答

1

0.9

ことは重要

全く思わない

0

0.0

である

未回答

3

2.8

食べること

強くそう思う

57

52.8

伝統的な

強くそう思う

42

38.9

を楽しんで

思う

40

37.0

食事はファ

思う

55

50.9

3.7

ストフード

どちらでもない

7

6.5

5.6

より健康に

思わない

4

3.7

0.9

よい

全く思わない

0

0.0

いる

どちらでもない
思わない
全く思わない

4
6
1

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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健康的な食生活を送るために必要な食スキルや食態度にかかわる要因である調理に関する意
識についての 8 問に対し、
「強くそう思う」と「思う」者の比率は、
「調理は時間がかかって嫌い
である」で 48.1％、「自宅調理は家族の健康を向上させない」で 31.5％、「お金がかかるので自
宅調理は好きではない」で 22.2％、「調理は楽しくて興味深い」で 73.2％、「調理は大変な労働
である」で 39.8％、「自宅調理は健康的に食べることにつながる」で 73.1％、「調理方法を知る
ことは重要である」で 76.9％、「調理をすることに飽きている」で 37.0％であった（表 6-12）。
表 6-12 調理に関する意識
n=108
人
調理は時間が 強くそう思う

19

17.6

労働である

思う

24

22.2

どちらでもない

14

13.0

26.9

思わない

31

28.7

20.4

全く思わない

17

15.7

3

2.8

自 宅 調 理 は 強くそう思う

21

19.4

58

53.7

22

20.4

4

3.7

44

40.7

5

4.6

思わない

29

全く思わない

22

未回答
自 宅 調 理 は 強くそう思う

％

強くそう思う

7.4

どちらでもない

人
調理は大変な

8

かかって嫌い 思う
である

％

5

4.6

家族の健康を 思う

29

26.9

健康的に

向上させない

どちらでもない

32

29.6

思わない

39

36.1

食べることに どちらでもない
つながる
思わない

全く思わない

3

2.8

全く思わない

3

2.8

お金がかかる 強くそう思う

1

0.9

調 理 方 法 を 強くそう思う

31

28.7

23

21.3

知 る こ と は 思う

52

48.2

6

5.6

重要である

13

12.0

32

29.6

思わない

9

8.3

45

41.7

全く思わない

0

0.0

1

0.9

未回答

3

2.8

調理は楽しく 強くそう思う

28

25.9

調理をする

強くそう思う

9

8.3

て興味深い

51

47.3

ことに飽きて 思う

31

28.7

いる

8

7.4

思わない

26

24.1

34

31.5

0

0.0

ので自宅調理 思う
は好きではな どちらでもない
い
思わない
全く思わない
未回答
思う

思う

どちらでもない

どちらでもない

12

11.1

どちらでもない

思わない

13

12.0

全く思わない

3

2.8

全く思わない

未回答

1

0.9

未回答
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4）エンパワメントにかかわる意識・態度
女性が自分や家族の健康的な生活を実現するためにどれくらい自分の意思で周りに働きかけ
活動していこうとしているか、また実際にしているかを検討した。
ネパールの文脈で考えたとき、一般的に物事を決めるのは年長者、それも男性であることがほ
とんどであり、農村地域の女性、それも若い女性が健康な生活のためにどのくらい自分や子ども
の人生や生活にかかわることを自分で決め、行動していくことができるのかを調べるために、食
生活（健康につながる望ましい食行動）にかかわるローカス・オブ・コントロール（コントロー
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ルの所在）
、自己コントロール感、セルフ・エフィカシー、意思決定について尋ねた。
ローカス・オブ・コントロール（コントロールの所在）に関する問いでは、3 問とも、
「強くそ
う思う」
、
「思う」と回答した者は、外的コントロール所在傾向にあり、
「全く思わない」
、
「思わな
い」と回答した者は、内的コントロール所在に傾向にあることを示す。
表 6-13 地域での生活に関するローカス・オブ・コントロール
n=108
人
自分より目上の人の意見は取り入れる

強くそう思う
思う
どちらでもない
思わない
全く思わない

周りの人が自分のことをどう思うか気になる

強くそう思う
思う
どちらでもない
思わない
全く思わない

病気や死は運命で決まっている

強くそう思う
思う
どちらでもない
思わない
全く思わない

15
26
3
33
31
11
39
12
25
21
33
40
9
19
7

％

13.9
24.1
2.8
30.5
28.7
10.2
36.1
11.1
23.2
19.4
30.6
37.0
8.3
17.6
6.5

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
内的コントロール所在（望ましいと思われる回答）に色□を付け示した。

内的コントロール所在傾向にある回答をした者の比率は、
「自分より目上の人の意見は取り入
れる」で 59.2％、
「周りの人が自分のことをどう思うか気になる」で 42.6％、
「病気や死は運命で
決まっている」で 24.1％であった（表 6-13）
。自己決定を強調したアプローチも強力な他者によ
るアプローチも難しいのではないかとされる「病気や死は運命で決まっている」と「強く思う」
、
「思う」と答えた外的コントロール所在傾向の者が 67.6％と約 7 割おり（表 6-13）
、外からの働
きかけなどなしに自主的に自分や子どもの健康にかかわる行動をとっていくのが難しい女性が多
い傾向にあると考えられる一方、ネパールの農村地域では絶対的に力をもっていると考えられる
目上の人の意見を必ずしも取り入れなくてもよいと考えている者が約 6 割おり、働きかけ方に
よっては自分や子どもの健康は自分の行動で変えていくと考える者が増加していく可能性が示唆
されていると考える。
次に、コントロールの所在とも関連するが、自分と子どもの健康問題をどのくらい自分で解決
できるかについて「自分の健康問題を自分で解決できる」
、
「自分の健康問題の解決のために生活
スタイルを変えることができる」
、
「子どもの健康問題を自分で解決できる」
、
「子どもの健康問題
の解決のために生活スタイルを変えることができる」の 4 問について、どのくらい適切にできる
と思うかについて尋ねた。
「適切にできる」
、
「まあまあできる」と回答した者の比率は、
「自分の
健康問題を自分で解決できる」で 81.5％、
「自分の健康問題の解決のために生活スタイルを変える
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ことができる」で 62.1％、
「子どもの健康問題を自分で解決できる」で 85.1％、
「子どもの健康問
題の解決のために生活スタイルを変えることができる」で 75.9％であった。自分の健康問題より
も、子どもの健康問題について解決できると回答した者の比率が高かった（表 6-14）
。
表 6-14 自分と子どもの健康に関する自己コントロール感
n=108
自分の健康問題を自分で解決できる

適切にできる
まあまあできる
適切にはできない
何もできない

自分の健康問題解決のために

適切にできる

生活スタイルを変えることができる

まあまあできる
適切にはできない
何もできない

子どもの健康問題を自分で解決できる

適切にできる
まあまあできる
適切にはできない
何もできない
未回答

子どもの健康問題の解決のために

適切にできる

生活スタイルを変えることができる

まあまあできる
適切にはできない
何もできない
未回答

人

％

20
68
13
7
16
51
32
9
40
52
12
2
2
25
57
21
3
2

18.5
63.0
12.0
6.5
14.8
47.3
29.6
8.3
37.0
48.1
11.1
1.9
1.9
23.1
52.8
19.4
2.8
1.9

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

次に、健康的な食生活のための食行動と適切な微量栄養素摂取のための食行動について、自分
でどのくらいできると思うか、食生活に関するセルフ・エフィカシーについて尋ねた。一般的に
健康な食生活の項目と考えられる質問として「栄養バランスを考えて食事をつくる」
、
「多種類の
食物を食べる」の 2 問、また、カトマンズでの調査結果ではあるが、女性の肥満者が多い原因の
一つとして夕食にエネルギーの高い食事をとり、その後すぐに就寝することが挙げられているこ
と、2 回食の人が多い中、食事と食事の時間が離れすぎることも肥満者が増える原因にもなること
もあり、
「適切な時間に食事をする」という質問を設定した。また、食生活の意識のところでもど
のようの思っているかを尋ねたが、食事の欧米化が進み生活習慣病の増加が心配されることに加
え、1994 年の調査結果より、伝統的な食事内容でも工夫をすることで栄養状態を良好に保つ可能
性が示されたことから、
「伝統的な食事をする」の質問を設定した。
そして、適切な微量栄養素の摂取のための具体的な食行動にかかわる質問として、
「動物性食物
を食べる」
、
「ダルを毎日食べる」
、
「青菜類をたくさん食べる」
、
「オレンジ色と黄色の果物を食べ
る」
、
「ヨード添加塩を使用する」の 5 問を設定した。油は脂溶性ビタミンの吸収に必要であり、
少量で高エネルギーであることから特に小児にとってはどのように摂取するのかがその子どもの
栄養状態に大きくかかわる食品であると同時に、その摂取量が多すぎることから、ネパールを含
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む南アジア諸国でも都会を中心に生活習慣病の原因となっている状況もあり、適切な量を摂取す
るということが重要になる。また、食塩も、生体維持のために必ず摂取しなければならない食品
であり、適切なヨードの量を摂取するためには適切な量の摂取が必要となるが、やはりとり過ぎ
ると生活習慣病の原因となることから、適切な量を摂取することが重要になる。そこで、
「油の使
用量を適切にする」
、
「塩の使用量を適切にする」の 2 問を設定した。全 11 問に関し、4 段階でど
のくらいできると思うかを尋ねた。
「とてもできると思う」と回答した者が多かった順に、
「青菜
類をたくさん食べる」67.6％、
「伝統的な食事をする」41.7％、
「動物性食物を食べる」と「ヨード
添加塩を使用する」26.9％、
「ダルを毎日食べる」22.2％、
「オレンジ色と黄色の果物を食べる」20.4％、
「適切な時間に食事をする」19.4%、
「多種類の食物を食べる」17.6％、
「油の使用量を適切にする」
14.8％、
「栄養のバランスを考えて食事をつくる」8.3％、
「塩の使用量を適切にする」5.6％であり、
約 9 割の人が栽培しており入手可能な青菜類をたくさん食べることに関するセルフ・エフィカシー
が一番高かった（表 6-15）
。
表 6-15 健康的な食生活のための食行動に関するセルフ・エフィカシー
n=108
人

％

人

％

栄養

とてもできると思う

9

8.3

青菜類を

とてもできると思う

73

67.6

バランスを

少しできると思う

59

54.6

たくさん

少しできると思う

28

25.9

考えて

あまりできるとは思えない

19.4

食べる

あまりできるとは思えない

5

4.6

食事を

全然できないと思う

全然できないと思う

0

0.0

未回答

2

1.9

21
19

17.6

つくる
多種類の
食物を
食べる

とてもできると思う
少しできると思う
あまりできるとは思えない

19
47
31

17.6

オレンジ

とてもできると思う

22

20.4

43.5

色と黄色

少しできると思う

40

37.0

28.7

の果物を

あまりできるとは思えない

37

34.3

全然できないと思う

9

8.3

全然できないと思う

11

10.2

食べる

適切な

とてもできると思う

21

19.4

ヨード

とてもできると思う

29

26.9

時間に

少しできると思う

50

46.3

添加塩を

少しできると思う

44

40.7

31

28.7

使用する

あまりできるとは思えない

18

16.7

6

5.6

全然できないと思う

17

15.7

食事を

あまりできるとは思えない

する

全然できないと思う

伝統的な

とてもできると思う

45

41.7

油の使用

とてもできると思う

16

14.8

食事を

少しできると思う

42

38.9

量を適切

少しできると思う

69

63.9

する

あまりできるとは思えない

19

17.6

にする

あまりできるとは思えない

23

21.3

2

1.9

全然できないと思う

0

0.0

全然できないと思う
動物性

とてもできると思う

29

26.9

塩の使用

とてもできると思う

6

5.6

食物を

少しできると思う

61

56.5

量を適切

少しできると思う

75

69.4

食べる

あまりできるとは思えない

16

14.8

にする

あまりできるとは思えない

24

22.2

2

1.9

3

2.8

全然できないと思う
ダルを

とてもできると思う

24

22.2

毎日

少しできると思う

47

43.5

食べる

あまりできるとは思えない

31

28.7

6

5.6

全然できないと思う

全然できないと思う

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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エンパワメントにかかわる最後の問いは、セルフ・エフィカシーにかかわる問いとも考えられ
る内容であるが、ネパールの女性のエンパワメントに最もかかわる内容であるものとして別に設
定した。2011 年に実施された人口動態・保健調査や生活状況調査の中で女性のエンパワメントに
ついての質問が設定されており、その中の質問を参考にし、食生活にかかわるものとして、「家
族の献立を決める」、「食物の買い物に行く」、「子どもの健康を考えて食事をつくる」の 3 問、
健康や生活に関わるものとして「家族の収入の使用方法を決める」の 1 問を設定した。「とても
できると思う」と回答した者の比率は、「家族の献立を決める」で 6.5％、「食物の買い物に行く」
で 35.2％、「子どもの健康を考えて食事をつくる」で 28.7％、「家族の収入の使用方法を決める」
で 26.9％であった（表 6-16）。本調査の対象者では、自分で家族の食事の献立を決めることは全
然できないと答えたものが 33.3％もおり、非常に難しいことが示された。しかし、食物の買い物
に行くことや子どもの健康を考えて食事をつくること、家族の収入の使用方法を決めることに関
しては全然できないと回答した者は少なかった（表 6-16）。
表 6-16 意思決定にかかわる意識
n=108
家族の献立を決める

とてもできると思う
少しできると思う
あまりできるとは思えない
全然できないと思う
未回答

食物の買い物に行く

とてもできると思う
少しできると思う
あまりできるとは思えない
全然できないと思う
未回答

子どもの健康を考えて食事をつくる

とてもできると思う
少しできると思う
あまりできるとは思えない
全然できないと思う
未回答

家族の収入の使用方法を決める

とてもできると思う
少しできると思う
あまりできるとは思えない
全然できないと思う

人

％

7
48
16
36
1
38
38
27
0
5
31
52
19
2
4
29
41
36
2

6.5
44.5
14.8
33.3
0.9
35.2
35.2
25.0
0.0
4.6
28.7
48.1
17.6
1.9
3.7
26.9
38.0
33.3
1.9

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

5）生活の質・食生活の質
栄養教育、健康教育、ヘルスプロモーションの最終目標とされる生活の質（QOL）
、食生活の質
を検討するために、
「自分の人生に満足している」
、
「自分の食生活に満足している」
、
「食事がおい
しい」の 3 問について、どのくらいそう思うかを尋ねた。
「とてもそう思う」と回答した者の比率は、
「自分の人生に満足している」で 13.9％、
「自分の

101

食生活に満足している」で 17.6％、
「食事がおいしい」で 38.0％であった（表 6-17）
。3 問とも、
「少
しそう思う」と回答した者が最も多く、
「とてもそう思う」と合わせると、3 問とも約 9 割になり、
主観的な生活や食生活の満足度は高い傾向にあると考えられた。
表 6-17 生活・食生活の質
n=108
自分の人生に満足している

とてもそう思う
少しそう思う
あまり思わない
全然そう思わない

自分の食生活に満足している

とてもそう思う
少しそう思う
あまり思わない
全然そう思わない

食事がおいしい

とてもそう思う
少しそう思う
あまり思わない
全然そう思わない

人

％

15
84
6
3
19
74
14
1
41
57
10
0

13.9
77.7
5.6
2.8
17.6
68.5
13.0
0.9
38.0
52.7
9.3
0.0

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

6）主要食物の摂取頻度（表 6-18）
ネパールでの栄養教育では、バランスよく食べることを、食物を体内での働きにより 3 つの群
に分け、その 3 つの食品群の食物がそろうように伝えている。3 つの食品群 41とは、主にエネル
ギーの基になる食品群（穀類やいも類、油、砂糖など炭水化物や脂質を多く含む食物）
、主に体を
つくる食品群（肉や魚、卵類、乳・乳製品、豆類、種実類などたんぱく質を多く含む食物）
、主に
体の調子を整える食品群（野菜、果物、きのこ類、ネパールでは食べられていないが、海藻類な
どビタミンやミネラルを多く含む食物）である。その 3 つの食品群から普段よく食べられている
と考えられている食物と 1994 年調査時に新たに入ってきた食品として注目されたビスケットを
含む甘い菓子やインスタントラーメン、油で揚げたスナック類、そして、多くの者が自分で作り
飲んでいた酒（醸造酒のチャンや蒸留酒のロキシー）を加え、それぞれどのくらいの頻度で飲食
しているのかについて尋ねた。主食となる穀類を用いたものについては、食物名ではなく料理名
で頻度を尋ねた。ミルクティについては、最初は紅茶のみの設定にしていたが、水牛乳を入れな
い紅茶と水牛乳を入れた紅茶で摂取頻度が異なること、そして少量ではあっても水牛乳が加わる
ことで摂取栄養素等も変わることから、調査の途中より加えることとした。そのため、ミルクティ
の摂取頻度について回答があったのは 94 人であった。
主食になる、主にエネルギーのもととなる食品群では、米を調理した飯が高頻度で食べられて
いた。次に多いのは、とうもろこし粉やひえ粉、小麦粉などを主材料とするディロ（粉がゆ）で
あった。一般的に米の飯が好まれるが、調査中に「ディロが好きである」
、
「ディロは体にいい」
41

世界的に広く用いられており、最も簡単にバランス良い食事を考える教材と位置づけられ、日本では小学校で
使用している教材である。なお、食物の分類方法については国や地域によって違いがあるが、ここではネパー
ルの教材を用いて分類した。
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などディロを好む発言を耳にすることが多かった。また、よその地域から結婚のためにこの地域
に来た者の中には、
「ディロを食べるのは辛い」というような発言もあり、この地域では伝統的に
ディロが好まれ食べられてきたが、最近では飯を食べる人が増えてきているのではないかと考え
られた。ディロと同じく、穀類の粉を使って調理をする、薄いパンであるロティや、蒸した米を
平たくつぶして乾燥させたチュウラは、飯やディロと比べ、食べられている頻度は低かった。芋
は主食と同じ群に分類されるが、食事の中では主食としてよりは、主食にそえる副食として食べ
られていると考えられた。南のタライ地域でよく食べられている料理の組合せである、飯にじゃ
が芋のタルカリ（炒めもの）という組合せが増えている可能性も考えられた。主菜となる、主に
体をつくる食品群ではダルを食べる頻度が最も高かった。しかし、ダル、大豆、肉、卵、水牛乳
というたんぱく質を多く含む食物のいずれかを毎日食べる人は 3 割に満たなかった。主に体の調
子を整える食品群では、自分で栽培している家庭が多いからか、青菜類を頻度高く食べている人
が多かった。果物は栽培している家庭はなく、訪問調査時にみたところ何軒かの家にはパパイヤ
やグアバの木があったものの、あまり食べられていなかった。嗜好飲料では、紅茶とミルクティ
と酒が頻度高く飲まれていた。ジュース類はほとんど飲まれていなかった。嗜好食品の甘い菓子
やインスタントラーメンや揚げスナック類はほとんど食べられていなかった。
表 6-18 主要食物の摂取頻度
n=108

食物・料理名

1日

1日

週

週

週

月

ほとんど

2 回以上

1回

4～5 回

2～3 回

1回

数回

飲食しない

人
めし

％

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

94

87.0

11

10.2

2

1.9

1

0.9

0

0.0

0

0.0

0

0.0

ロティ

0

0.0

9

8.3

3

2.8

8

7.4

5

4.6

20

18.5

63

58.4

ディロ

24

22.2

28

26.0

9

8.3

17

15.7

11

10.2

10

9.3

9

8.3

チュウラ

1

0.9

6

5.6

4

3.7

12

11.1

10

9.3

13

12.0

62

57.4

芋

6

5.6

29

26.9

17

15.7

20

18.5

8

7.4

12

11.1

16

14.8

12

11.1

13

12.0

7

6.5

21

19.5

15

13.9

20

18.5

20

18.5

大豆

0

0.0

8

7.4

2

1.9

14

13.0

15

13.9

22

20.4

47

43.4

肉

0

0.0

3

2.8

13

12.0

24

22.2

36

33.3

28

26.0

4

3.7

卵

0

0.0

5

4.6

4

3.7

18

16.7

13

12.0

24

22.2

44

40.8

乳

4

3.7

7

6.5

3

2.8

2

1.9

3

2.8

10

9.3

79

73.0

56

51.8

36

33.3

8

7.4

6

5.6

0

0.0

0

0.0

2

1.9

青菜以外の野菜

9

8.3

32

29.6

17

15.7

16

14.8

3

2.8

10

9.3

21

19.5

果物

0

0.0

1

0.9

1

0.9

9

8.3

0

0.0

21

19.5

76

70.4

ジュース類

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

19

17.6

89

82.4

紅茶

38

35.2

45

41.6

2

1.9

4

3.7

3

2.8

1

0.9

15

13.9

ミルクティ (n=94)

25

26.5

3

3.2

5

5.3

6

6.4

6

6.4

29

30.9

20

21.3

甘い菓子

1

0.9

2

1.9

3

2.8

5

4.6

3

2.8

14

12.9

80

74.1

ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ

0

0.0

0

0.0

2

1.9

10

9.3

9

8.3

20

18.5

67

62.0

揚げスナック

0

0.0

4

3.7

0

0.0

6

5.6

5

4.6

11

10.2

82

75.9

30

27.8

24

22.2

1

0.9

4

3.7

2

1.9

3

2.8

44

40.7

ダル（ひき割り豆）

青菜

酒

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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3 つの食品群の食物をそろえるとバランスがとれた食事になるが、主に体をつくるたんぱく質
を多く含む食物の摂取が少ない傾向にあった。ネパールの他の地域と同様に、主食を多く摂り、
そこに野菜類の炒め煮を少しそえるという食事内容が多いと考えられた。ネパールの他の地域で
生活している調査者によると、他の地域と比べると、豆を主材料とするダルや野菜を用いた漬物
（アチャール）の出現が少ない傾向にあるとのことであった。また、他の地域と大きく異なるの
は酒を飲む人が多いということであった。やせの者が 5.5％、太りぎみと肥満の者が約 3 割という
栄養状態を考えると、エネルギーの摂取はちょうど良いか多めの傾向にあるのではないかと考え
られた。
7）5 歳未満児の体格指数からみた栄養状態と食事内容
同地域で実施した 1994 年調査と 2012 年調査の結果から、5 歳未満児で 2 歳未満では母乳を飲
んでいない者（2 歳以上では、母乳を飲んでいても少量で栄養的には影響が少ないと判断した）
、
そして、身長と体重のデータのある者について、比較検討を行った。解析対象となったのは、1994
年調査、2012 年調査とも 20 人であった。平均月齢は、1994 年は 39.9 か月、2012 年は 37.8 か月
であり、両群共男児 9 人、女児 11 人であった。月齢、男女比で両群に有意差はなかった（表 6-19）
。
表 6-19 対象児の基本的属性
1994 年 (n=20)
月齢（か月）

％

人

％

9～11

0

0.0

1

5.0

12～23

2

10.0

1

5.0

24～35

2

10.0

5

25.0

36～47

9

45.0

6

30.0

48～59

5

25.0

7

35.0

平均±標準偏差
性

2012 年 (n=20)

人

39.9±11.5

37.8±13.9

P値

0.531

0.605

男

9

45.0

9

45.0

女

11

55.0

11

55.0

1.000

比率の検定： χ2 検定、フィッシャーの直接確率検定、平均値の検定： ｔ検定

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

対象児の栄養状態の全体の分布とｚスコアが－2 未満の栄養不足の子どもがどのくらいいるの
かについて 1994 年と 2012 年の対象児の栄養状態を比較した（表 6-20）。年齢相当身長
（height-for-age）では、z スコアが－2 未満の子どもが 1994 年で 95.0％、2012 年で 65.0％おり、
慢性的な栄養不足の結果、身長が基準集団と比べると低いものが多いと考えられた。しかし 2012
年は 1994 年と比べると有意にその比率が減少していた。また z スコアの平均値も両群ともマイナ
スの値ではあるが、2012 年で有意に高かった。
年齢相当体重（weight-for-age）では、z スコア－2 未満の子どもが 1994 年で 55.0％、2012 年で
30％おり、年齢相当身長（height-for-age）よりはその比率が低かった。1994 年と比べると 2012 年
で中・重度の栄養不足の子どもの比率は低いが、統計的な有意差はみられなかった。平均値は、
1994 年－1.7、2012 年－0.8 であり、2012 年の値が有意に高いという結果であった。
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表 6-20 対象児の体格指数の比較
1994 年 (n=20)

2012 年 (n=20)

人

％

人

％

13

65.0

6

30.0

発育阻害（stunting）

-3 未満

height-for-age

-3 以上、-2 未満

6

30.0

7

35.0

z スコア

-2 以上、-1 未満

1

5.0

3

15.0

-1 以上、1 未満

0

0.0

3

15.0

1 以上、2 未満

0

0.0

0

0.0

2 以上、3 未満

0

0.0

0

0.0

3 以上

0

0.0

1

5.0

19

95.0

13

65.0

-2 未満（栄養不良）
平均値±標準偏差

-2.6±0.6

-1.6±1.5

-3 未満

6

30.0

2

10.0

weight-for-age

-3 以上、-2 未満

5

25.0

4

20.0

z スコア

-2 以上、-1 未満

6

30.0

5

25.0

-1 以上、1 未満

3

15.0

8

40.0

1 以上、2 未満

0

0.0

0

0.0

2 以上、3 未満

0

0.0

0

0.0

3 以上

0

0.0

1

5.0

11

55.0

6

30.0

平均値±標準偏差

-1.7±1.1

-0.8±1.4

-3 未満

0

0.0

1

5.0

weight-for-height

-3 以上、-2 未満

0

0.0

0

0

z スコア

-2 以上、-1 未満

5

25.0

1

5.0

-1 以上、1 未満

10

50.0

13

65.0

1 以上、2 未満

5

25.0

4

20.0

2 以上、3 未満

0

0.0

1

5.0

-2 未満（栄養不良）

0

0.0

1

5.0

カウプ指数

-0.0±0.7

0.1±1.0

0

0.0

1

5.0

やせぎみ

3

15.0

2

10.0

普通

7

35.0

8

40.0

太りぎみ

9

45.0

7

35.0

太りすぎ

1

5.0

2

10.0

16.3±1.3

16.2±1.9

0.240

0.200

0.276

1.000
0.714

やせすぎ

平均値±標準偏差

0.044

0.026

消耗症（wasting）

平均値±標準偏差

0.082

0.010

低体重（underweight）

-2 未満（栄養不良）

P値

0.763

0.854

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
比率の検定： フィッシャーの直接確率検定、平均値の検定： ｔ検定
P<0.05 の箇所に色□をつけて示した
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身長相当体重（weight -for- height）では、z スコア－2 未満の児は 1994 年にはおらず、2012 年
で 1 人（5％）であった。中・重度の栄養不足の子どもの比率も平均値にも両群に有意差はなく、
身長からみた体重では、栄養状態のよい子どもが多いという結果になった。
カウプ指数では、やせすぎとやせぎみの者の比率は 1994 年、2012 年共に 15.0％、普通が 1994
年 35.0％、2012 年 40.0％、太りぎみ、太りすぎの者は 1994 年 50.0％、2012 年 45.0％と両群で差
はなく、太りぎみや太りすぎの者が多いという結果であった。しかし、低所得・中所得のほとん
どの国でみられ健康や発達に関わる重要な指標であるとされる年齢相当身長でみたときに栄養不
足の子どもが多いことは、他の指標で栄養不足が深刻ではないという状況を表していても、まだ
栄養状態がよいとはいえない状況であるといえる。そのような栄養状態のよくない子どもが多い
なかではあるが、年齢相応身長で z スコアが－2 未満の子どもの比率が 1994 年と比べ 2012 年で
は有意に下がったということは栄養状態が改善されてきていることを示していると思われる。
次に、食生活の内容をみていく。調査の前日に食べたものを母親に尋ねた結果より、摂食した
食物を 3 つの食品群別にあらわしたものが表 6-21 である。
主にエネルギーになる食品群の食物は両年とも 20 人全員が食べており、穀類を中心に、出現し
た種類も摂取人数も他の 2 群に比べ多かった。油は副食であるダル（豆スープ）やタルカリ（炒
め煮）
、アチャール（漬物）などで用いられるため、ほぼ全員が摂取していた。砂糖は 2012 年で
有意に摂取した児の比率が高くなっていた。砂糖は紅茶やミルクティに入れる場合にのみ使用さ
れていたことから、
紅茶を飲む者の比率が 2012 年で高いことから砂糖を摂取している者の比率も
高くなったと思われた。芋類はじゃが芋と山芋の 2 種類が出現した。じゃが芋を食べた者の比率
は 1994 年 1 人（5％）
、2012 年 11 人（55％）と 2012 年の方が有意に高かった。
主に体をつくる食品群は動物性食品と豆類になるが、豆類の出現種類が多かった。肉類は、出
現したのは鶏肉、水牛肉、山羊肉の 3 種類であった。1994 年は水牛肉を食べた者が 2 人、2012
年は鶏肉 3 人、水牛肉 5 人、山羊肉 2 人であり、それぞれの食品間では統計的な有意差はみられ
なかったが、肉を食べた者の比率として比較すると、1994 年 2 人（10％）
、2012 年 9 人（45％）
で、2012 年の方が有意に高かった。全体的にこの群の食物を食べている子どもは少ない傾向にあ
り、この群の食物を全く食べていなかった者は、1994 年 7 人（35％）
、2012 年 4 人（20％）であ
り、2012 年の方がこの群の食物を摂取している者の比率が高かった。主に体の調子を整える食品
群では、野菜以外の食物（果物、きのこ類）は出現しなかった。副菜を食べている者は多く、こ
の群の食物を全く食べていない者は両年とも 2 人（10％）であった。2012 年の調査において、家
庭菜園で作っている野菜を尋ねたところ、からし菜、あぶら菜、大根、カリフラワー、玉ねぎ、
にんにく、生姜、コリアンダーなどが挙げられていたが、それらの食物の摂取者が多いと思われ
た。玉ねぎ、にんにく、生姜、コリアンダー、トマトなどは、他の肉や野菜のタルカリ（炒め料
理）をつくる際に風味づけのために使われることが多く、使用量はそれほど多くない。トマトは
ネパールの漬物（日本の漬物とは異なり、油を使用し加熱して調理する場合が多い）であるア
チャールになるときは主材料となるが、2012 年の調査で出現したのは風味づけとして用いられた
ケースであった。青菜以外の野菜で、根も葉も食べる大根を食べた者の比率が 1994 年よりも 2012
年で低かった。1994 年の調査で大根を食べている者は 10 人であったのに、ビタミン A を多く含
む大根の葉を食べているのは 3 名であったことなどから、その後、FCHV が「大根は葉も捨てず
に食べよう」というリーフレットを作成し、それを用いて栄養教育がされてきたが、2012 年の調
査では大根の葉を食べた子どもはいなかった。
その他としては調味料、香辛料と嗜好品が出現した。調味料は塩のみが使用されていた。香辛
料は、とうがらしとクミンが多く使われており、次いでターメリック、コリアンダーが使用され
ていた。
コリアンダーの生の葉は緑黄色野菜に分類されるため今回の分類では野菜に分類したが、
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主材料になることはなく、風味づけとして香辛料のように使用されることが多い。嗜好飲料では
紅茶、ミルクティと共に、醸造酒であるチャンが飲まれていた。チャンは、1994 年の 9 人（45％）
と比べ 2012 年で 3 人（15％）と、飲んでいる子どもの比率は減っていた。炭酸飲料や果汁などは
両年とも飲まれていなかった。
1 日で摂取した食物で 3 つの食品群がそろった者は、1994 年 12 人（60％）
、2012 年 11 人（55％）
で差はなかった。
表 6-21 対象児の調査前日に摂取した食物の比較
n=108
3 つの
食品群

摂取した

食品群

食品名

2012 年

フィシャーの

n=20

n=20

直接確率検定
P値

人

％

人

％

19

95.0

20

100.0

1.000

米粉

1

5.0

0

0.0

1.000

チュウラ

3

15.0

1

5.0

0.605

小麦

1

5.0

1

5.0

1.000

小麦粉

4

20.0

0

0.0

0.106

食パン

1

5.0

0

0.0

1.000

とうもろこし

3

15.0

3

15.0

1.000

とうもろこし粉

7

35.0

5

25.0

0.731

ひえ粉

0

0.0

1

5.0

1.000

ｲﾝｽﾀﾝﾄﾗｰﾒﾝ

0

0.0

4

20.0

0.106

中華麺

0

0.0

2

10.0

0.487

17

85.0

20

100.0

0.231

米

主にエネルギーになる食品群

穀類

1994 年

油脂類

油

砂糖類

砂糖

6

30.0

14

70.0

0.026

じゃが芋

1

5.0

11

55.0

0.001

山芋

0

0.0

2

10.0

0.487

鶏肉

0

0.0

3

15.0

0.231

水牛肉

2

10.0

5

25.0

0.407

山羊肉

0

0.0

2

10.0

0.487

2

10.0

9

45.0

0.031

鶏卵

2

10.0

1

5.0

1.000

小豆

1

5.0

1

5.0

1.000

大豆

0

0.0

2

10.0

0.487

えんどう豆

0

0.0

2

10.0

0.487

金時豆

3

15.0

4

20.0

1.000

黒豆

1

5.0

4

20.0

0.342

マシュウラ

1

5.0

0

0.0

1.000

ひよこ豆粉

2

10.0

0

0.0

0.487

種実類

落花生

1

5.0

0

0.0

1.000

乳・乳製品

水牛乳

7

35.0

6

30.0

1.000

芋類

肉類
主に体をつくる食品群

肉類
卵類

豆類
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対象児の調査前日に摂取した食物の比較
3 つの
食品群

摂取した

食品群

体の調子を整える食品群

緑黄色
野菜

食物名

1994 年

2012 年

フィシャーの

n=20

n=20

直接確率検定
P値

人

％

人

％

からし菜

7

35.0

9

45.0

0.748

あぶら菜

2

10.0

2

10.0

1.000

大根葉

3

15.0

0

0.0

0.231

コリアンダー

0

0.0

3

15.0

0.231

トマト

0

0.0

5

25.0

0.047

10

50.0

4

20.0

0.096

干し大根

0

0.0

1

5.0

1.000

カリフラワー

0

0.0

1

5.0

1.000

玉ねぎ

1

5.0

4

20.0

0.342

にんにく

0

0.0

3

15.0

0.231

生姜

2

10.0

6

30.0

0.235

大根

淡色野菜

続き

その他

調味料

塩

20

100.0

20

100.0

香辛料

香辛料

17

85.0

20

100.0

0.231

紅茶

6

30.0

13

65.0

0.056

ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ

0

0.0

1

5.0

1.000

チャン

9

45.0

3

15.0

0.082

ビスケット

6

30.0

4

20.0

0.716

チョコレート

1

5.0

0

0.0

1.000

ガム

0

0.0

1

5.0

1.000

嗜好飲料

菓子類

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
P<0.05 の箇所に色□をつけて示した

次に出現した料理をみていく。調査日前日に出現した料理数は、1994 年 147 種類、2012 年 133
種類であった（表 6-22）
。これらを主にエネルギー源となる食品群に含まれ、炭水化物を多く含
む穀類を主材料とする主食、主に体をつくる食品群に含まれ、たんぱく質を多く含む肉や卵、豆
類を主材料とする料理を主菜、主に体の調子を整える食品群に含まれる野菜を主材料とする料理
を副菜として分類した。主食、主菜、副菜を組み合わせた食事は日本の食事パターンであり、良
好な栄養素摂取量、栄養状態につながることが報告されており、第 4 次国民健康づくり対策であ
る健康日本 21（第 2 次）でも「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が 1 日 2 回以上の日がほぼ
毎日の者の割合を増加させることが目標の 1 つとなっている（厚生科学審議会地域保健健康増進
栄養部会 2012）
。ネパールでも、3 群がそろう食事をめざしていること、民族によって違いはあ
るものの、ネパールで一般的とされる食事はダル・バート・タルカリと呼ばれる定食であるとさ
れており、定食屋で「カナ（食事）
」といえば、ダル・バート・タルカリが出てくることが多い。
つまり、ダル（豆スープ）とバート（めし）とタルカリ（野菜の炒め料理）がそろう食事はなじ
みがあり、しかも 3 つの料理がそろう食事の数が多いと、良好な栄養素摂取量、栄養状態になる
ととらえられる可能性があることから、主食、主菜、副菜がそろう食事の回数を検討した。
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表 6-22 対象児の調査前日に摂取した料理の比較
1994 年
料理区分

摂取した料理名

n=20
％

人

％

38

25.9

33

24.8

焼きめし

3

2.0

6

4.5

チュウラ

3

2.0

1

0.8

粥

0

0.0

2

1.5

米粉パン

1

0.7

0

0.0

12

8.2

5

3.8

小麦粉ディロ

1

0.7

0

0.0

小麦粉ロティ

1

0.7

0

0.0

食パン

1

0.7

0

0.0

炒り小麦

1

0.7

0

0.0

ひえ粉ロティ

0

0.0

1

0.8

炒りとうもろこし

4

2.7

0

0.0

炒り小麦・炒りとうもろこし

0

0.0

1

0.8

インスタントラーメン

0

0.0

4

3.0

焼きそば

0

0.0

2

1.5

炒りとうもろこし・大豆

1

0.7

2

1.5

鶏肉タルカリ

0

0.0

3

2.3

水牛肉タルカリ

0

0.0

3

2.3

山羊肉タルカリ

0

0.0

2

1.5

ゆで卵

1

0.7

0

0.0

目玉焼き

1

0.7

0

0.0

ダル（豆スープ）

8

5.4

9

6.8

パパド（豆の粉の揚げ物）

1

0.7

0

0.0

水牛乳

2

1.4

3

2.3

水牛肉･青菜のタルカリ

2

1.4

0

0.0

マシュウラ･青菜以外の野菜タルカリ

1

0.7

0

0.0

卵・じゃが芋のタルカリ

0

0.0

1

0.8

水牛肉・青菜・じゃが芋のタルカリ

0

0.0

2

1.5

水牛肉･青菜以外の野菜･じゃが芋タルカリ

0

0.0

2

1.5

14

9.5

9

6.8

青菜･青菜以外の野菜のタルカリ

2

1.4

0

0.0

青菜･じゃが芋タルカリ

0

0.0

6

4.5

青菜以外の野菜タルカリ

14

9.5

0

0.0

青菜以外の野菜･じゃが芋タルカリ

2

1.4

5

3.8

じゃが芋タルカリ

0

0.0

2

1.5

大根アチャール

1

0.7

0

0.0

生大根

1

0.7

0

0.0

ゆで山芋

0

0.0

1

0.8

とうもろこし粉ディロ

主食・主菜

主菜

主菜・副菜

青菜タルカリ

副菜

n=20

人

めし

主食

2012 年
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対象児の調査前日に摂取した料理の比較
料理区分

続き

1994 年

2012 年

n=20

n=20

摂取した料理名

嗜好飲料・菓子

人

％

人

％

紅茶

2

1.4

14

10.5

ミルクティ

5

3.4

3

2.3

コーヒー

0

0.0

1

0.8

16

10.9

4

3.0

ビスケット

6

4.1

5

3.8

チョコレート

1

0.7

0

0.0

ダルモット

1

0.7

0

0.0

ガム

0

0.0

1

0.8

147

100.0

133

100.0

チャン（醸造酒）

全料理出現数

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

表 6-23 料理の組合せの出現状況
料理の組合せ

1994 年

2012 年

フィシャーの

n=20

n=20

直接確率検定
P値

人

％

人

％

主食のみ

21

28.4

16

20.3

0.262

主菜のみ

2

2.7

2

2.5

1.000

副菜のみ

0

0.0

2

2.5

0.497

主食と主菜

8

10.8

13

16.5

0.534

主食と副菜

30

40.5

19

24.1

0.037

主菜と副菜

1

1.4

1

1.3

1.000

主食・主菜・副菜がそろう

3

4.1

8

10.1

0.212

その他

9

12.2

18

22.8

0.094

74

100.0

79

100.0

料理の総出現数

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
P<0.05 の箇所に色□をつけて示した

出現した料理の回数に有意な差はみられなかったが、摂取食物でみたように、主菜が出現した
食事の回数は 1994 年で 2012 年よりも少ない傾向にあった。また。1994 年の方が主食のみ、主食
と副菜の組合せの出現率が高く、主食と副菜の組合せの出現数 30 回（全料理に組合せのうちの
40.5％）は 2012 年の出現数 19 回（24.1％）よりもその比率が有意に高かった。主食、主菜、副菜
がそろう食事の回数は、1994 年 3 回（4.1％）
、2012 年 8 回（10.1％）で 2012 年の方が高い比率で
あった（表 6-23）
。
以上、1994 年と 2012 年の調査の対象児のうち、条件にあった 5 歳未満児 20 人ずつの体格指数
からみた栄養状態と食事内容を検討した結果、
2012 年の調査の対象児は、
1994 年の対象児と比べ、
栄養状態がよく、食事内容では動物性食物、特に肉を食べている子どもの比率が高く、主食、主
菜、副菜のそろう食事をとっている子どもの比率が高く、食生活を含む子どもをめぐる状況が改
善されてきている可能性が示唆された。
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8）エンパワメント得点高群と低群の健康・食生活に関する知識、態度、主観的健康感、生活の質
の差の検討
108 人中、エンパワメント得点に関わる項目全てに回答した者は 103 人であった。エンパワメ
ント得点の平均点±標準偏差は、22.6±3.1 点であったことから、23 点以上を高群、22 点以下を
低群として検討を行った。
高群は 53 人（51.5％）
、低群は 50 人（48.5％）であった。年齢、教育歴、生存こども数、年間
現金収入額、BMI、家族形態を表 6-24 に示す。高群は低群と比べ、平均年齢が低く、小学校 1 年
生未終了者の比率が低く、平均年間現金収入額が高く、核家族の比率が高い傾向にあったが、統
計的有意差はなかった（表 6-24）
。
表 6-24 エンパワメント得点群別の対象者の基本的属性
高群 (n=53)
年齢

人

％

人

％

10 歳代

0

0.0

2

4.0

20 歳代

20

37.7

13

26.0

30 歳代

18

34.0

13

26.0

40 歳代

8

15.1

12

34.0

50 歳代

6

11.3

7

14.0

60 歳代

1

1.9

3

6.0

平均 ± 標準偏差（歳）
教育歴

生存子ども数

（NRｓ）
BMI

家族形態

33.6±10.4

37.5±12.0

26

49.1

28

56.0

ノンフォーマル教育

15

26.3

14

28.0

小学校中退

4

7.5

4

8.0

小学校卒業

2

3.8

1

2.0

中学校中退

2

3.8

2

4.0

中学校卒業

1

1.9

0

0.0

SLC 合格

2

3.8

0

0.0

高等学校中退

0

0.0

1

2.0

高等学校卒業

1

1.9

0

0.0

0人

0

0.0

1

2.0

1-2 人

30

56.7

24

48.0

3-4 人

18

33.9

20

40.0

5

9.4

5

10.0

平均 ± 標準偏差
やせ・やせぎみ

P値

0.335

0.082

小学校 1 年生未終了

5 人以上
年間現金収入

低群 (n=50)

160281.1

142846. 0

± 133711.7

± 113021.7

0.883

0.737

0.478

2

3.8

4

9.0

普通

36

67.9

32

64.0

太りぎみ・太りすぎ

15

28.3

14

28.0

大家族

16

30.2

21

42.9

核家族

37

69.8

28

57.1

0.717

0.184

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
比率の検定： χ 検定、フィッシャーの直接確率検定、平均値の検定： ｔ検定
2
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主観的健康感は、
「とてもよい」と回答した者が高群 35 人（66.0％）
、低群 20 人（40.0％）と高
群で高く、
「とてもよい」
、
「よい」と回答した者の比率も高群 90.5％、低群 78.0％で高群の方が高
い傾向にあった。生活の質・食生活の質の 3 問「自分の人生に満足している」
、
「自分の食生活に
満足している」
、
「食事がおいしい」についても、それぞれ「とてもそう思う」
、
「少しそう思う」
と回答した者の比率は高群で順に 96.3％、88.7％、94.3％に対し、低群では 88.0％、82.0％、86.0％
と高群の方が低群よりも高い傾向にあった。しかし、4 項目とも統計的有意差はなかった（表 6-25）
。
表 6-25 エンパワメント得点群別の主観的健康感と生活・食生活の質

主観的健康感

高群 (n=53)

低群 (n=50)

人

人

％

P値

％

とてもよい

35

66.0

20

40.0

よい

13

24.5

19

38.0

あまりよくない

3

5.7

6

12.0

よくない

2

3.8

4

8.0

未回答

0

0.0

1

2.0

自分の人生に

とてもそう思う

10

18.9

5

10.0

満足している

少しそう思う

41

77.4

39

78.0

あまり思わない

2

3.8

3

6.0

全然そう思わない

0

0.0

3

6.0

自分の食生活に

とてもそう思う

9

17.0

10

20.0

満足している

少しそう思う

38

71.7

31

62.0

あまり思わない

6

11.3

7

14.0

全然そう思わない

0

0.0

2

4.0

とてもそう思う

21

39.6

17

34.0

少しそう思う

食事がおいしい

29

54.7

26

52.0

あまり思わない

3

5.7

7

14.0

全然そう思わない

0

0.0

0

0.0

0.079

0.211

0.540

0.350

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
フィッシャーの直接確立検定

健康・食生活にかかわる項目について両群間の差について検討を行った結果、統計的な有意差
があった項目は、調理に関する 2 項目（調理は時間がかかって嫌いである：P=0.004、調理は大変
な労働である：P=0.012）、知識に関する 4 項目（青菜は切ってから洗う:P=0.039、ヨード添加塩
はふたのない器で保管するべきである:P=0.002、サルビトンピトー（穀類と豆類の粉を炒ったも
の）は子どもに良い：P=0.017、子どもがヨード不足になるとゴイタやクレチン症になるかもしれ
ない：P=0.017）
、食物摂取に関するセルフ・エフィカシーの 1 項目（ダルを毎日食べる：P=0.036）
であり、全てについて、高群で望ましい傾向にあった。
ローカス・オブ・コントロール、食物摂取頻度、身体測定値や体格指数の項目で有意差のある
ものはなかった。
9）女性の健康状態や生活・食生活の質に影響を与える要因の検討
女性の健康状態や生活・食生活の質に影響を与える要因の検討するために、主観的健康感と生
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活・食生活の質の 3 項目、並びにその総合得点である主観的幸福感、健康・食生活にかかわる知
識、意識の各項目との相関をスピアマンの順位相関係数により検討した（表 6-26）
。
表 6-26 主観的健康感、主観的幸福感と各要因との相関
n=103
要因

主観的健康感

主観的幸福感

主観的健康感

-

0.388**

主観的幸福感

0.388**

-

自分の人生に満足している

0.300**

0.590**

自分の食生活に満足している

0.274**

0.700**

食事がおいしい

0.302**

0.736**

0.246*

0.161

0.256**

0.284**

0.083

-0.006

自分の健康問題を自分で解決できる

0.172

0.006

自分の健康問題解決のために生活スタイルを変えることができる

0.153

0.054

子どもの健康問題を自分で解決できる

-0.050

0.032

子どもの健康問題解決のために生活スタイルを変えることができる

-0.082

-0.084

0.098

0.053

子どもの健康を考えて食事をつくることができる

-0.057

-0.013

家族の献立を決めることができる

0.057

0.099

家族の収入の使用方法を決めることができる

0.245*

0.070

0.014

-0.037

-0.182

-0.118

-0.119

-0.090

-0.263**

-0.148

0.050

0.004

0.119

0.254**

0.256**

0.284**

0.060

0.257**

0.183

0.306*

調理は時間がかかるから嫌いだとは思わない

-0.009

0.200*

お金がかかるから自宅での調理は好きではないとは思わない

0.409**

0.331**

0.224*

0.178

栄養価の高い食物について家族が知ることは重要である

0.067

0.226*

初乳は新生児に必ず与えるべきである

-0.069

0.223*

青菜と果物は 5 歳まで与えてはいけないということはない

0.122

0.254*

-0.276*

0.238*

教育

-0.143

0.388**

家族形態

-0.109

0.067

エンパワメント得点
栄養バランスを考えて食事をつくることができる
自己コントロール得点

意思決定得点

食物の買い物に行くことができる

ローカス・オブ・コントロール得点
自分より目上の人の意見を取り入れようとは思わない
周りの人が自分のことをどう思うか気にしない
病気や死は運命で決まっているとは思わない

セルフ・エフィカシー得点
栄養バランスを考えて食事をつくることができる（再掲）
ヨード添加塩を使用することができる

調理に関する意識得点

知識得点

妊産婦が青菜を食べてはいけないとは思わない

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
欠損値を除き集計、スピアマンの順位相関係数 P<0.05：*、P<0.01：**
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主観的健康感と主観的幸福感は有意に高い相関関係にあり主観的健康感が高い人ほど主観的
幸福感も高いという結果であった。その他に主観的健康感と有意な正の相関があったのは、生活・
食生活の質 3 項目と、エンパワメント得点、その中の 1 項目であるセルフ・エフィカシーに関す
る 1 項目「栄養バランスを考えて食事をつくることができる」
、同じく意思決定得点のうちの 1
項目である「家族の収入の使用方法を決めることができる」
、調理に関する意識の中の「お金がか
かるから自宅での調理は好きではないと思わない」
、負の相関があったのは、ローカス・オブ・コ
ントロールの中の 1 項目である
「周りの人が自分のことをどう思うか気にしない」
、
知識の中の
「妊
娠中も普段と同じ食事で十分であるとは思わない」であった。主観的幸福感と有意な正の相関が
あったのは、主観的健康観に加え、セルフ・エフィカシー得点とその中の 2 項目「栄養バランス
を考えて食事をつくることができる」
、
「ヨード添加塩を使用することができる」
、調理に関する意
識とその中の 2 項目の「調理は時間がかかるから嫌いだとは思わない」
、
「お金がかかるから自宅
での調理は好きではないと思わない」
、知識の中の 3 項目「栄養価の高い食物について家族が知る
ことは重要である」
、
「初乳は新生児に必ず与えるべきである」
、
「青菜と果物は 5 歳まで与えては
いけないということはない」
、知識の中の「妊産婦が青菜を食べるてはいけないとは思わない」と
「教育」であった。有意な負の相関係数をもつ要因はなかった。
次に、主観的健康感と主観的幸福感を従属変数とし、有意に相関のあった項目を独立変数とし
て、いくつかのモデルをつくり、強制投入法を用いて重回帰分析を行い、その後、ステップワイ
ズ法を用いて検討した。独立変数の相関のあった項目のうち重なる部分（エンパワメント得点と
栄養バランスを考えて食事をつくることができる、調理に関する意識得点と、調理は時間がかか
るから嫌いだとは思わない、お金がかかるから自宅での調理は好きではないとは思わない、知識
得点と妊産婦が青菜を食べてはいけないとは思わない）については、同じグループからいずれか
の 1 つを係数として選択してモデルを作成した。
主観的健康感、主観的幸福感、いずれを従属変数とした場合も、かかわる要因から主観的健康
感、主観的幸福感に影響を与える要因について説明が十分にできるモデルを作成することはでき
なかった。いずれのモデルでも、主観的健康感と主観的幸福感が強く影響し合っており、有意に
説明できる変数はそれぞれ主観的健康感と主観的幸福感である場合が多く、他の因子が有意に意
味をもつときでもモデルとしてよいものとは考えにくいものが多かった。
主観的健康感、主観的幸福感を従属変数とした重回帰分析では、仮説である、エンパワメント
得点が高ければ健康状態（主観的健康感）がよく、主観的幸福感が高いというモデルを示すこと
はできなかったが、エンパワメント得点高群と低群の比較からは、エンパワメントが高い群で健
康や食生活に関する知識、意識が高い傾向にあったこと、相関分析からはエンパワメント得点と
主観的健康感の間には有意な正の相関があったこと、主観的健康観と主観的幸福感に有意な正の
相関があったことから、エンパワメント得点が高ければ健康状態（主観的健康感）がよく、主観
的幸福感が高い可能性が示された。また、健康や食生活に関するセルフ・エフィカシーが高いほ
ど主観的幸福感が高くなる可能性や、主観的幸福感には調理にかかわる意識や教育が関連してい
ることなどが示された。
10）子どもの栄養状態に与える母親の健康・栄養に関わる意識の要因
子どもの栄養状態に与える母親の健康・栄養に関わる意識の要因を検討するために、子どもの
栄養不足を検討する際に用いられるようになってきている「年齢相当身長（height-for-age、発育
阻害、stunting）
」を用い、z スコアが－2 未満である中・重度の栄養不足群（n=8）と－2 以上であ
る非栄養不足群（n=12）の 2 群に分け解析を行った。
両群の母親の年齢、教育、BMI、年間現金収入額、教育、家族形態に統計的な有意差はなかっ
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たが、非栄養不足群の方の母親の年齢が少し低く、BMI が普通の人の比率が少し高く、年間現金
収入額が低く、家族形態では大家族である比率が少し高い傾向にあった（表 6-27）
。
表 6-27 子どもの栄養状態群別母親の基本的属性

年齢

BMI

年間現金
収入額（NRｓ）
家族形態

栄養不足群

(n=8)

(n=12)

P値

人

％

人

％

20 歳代

7

87.5

8

66.7

30 歳代

0

0.0

3

25.0

40 歳代

1

12.5

1

8.3

平均±標準偏差
教育歴

非栄養不足群

26.5±8.2

27.2±6.5

0.842

小学校 1 年生未終了

2

25.0

3

25.0

ノンフォーマル教育

1

12.5

3

25.0

小学校中退

1

12.5

3

25.0

小学校卒業

1

12.5

2

16.7

中学校中退

1

12.5

1

8.3

中学校卒業

1

12.5

0

0.0

SLC 合格

0

0.0

0

0.0

高等学校中退

1

12.5

0

0.0

やせ・やせぎみ

0

0.0

1

8.3

普通

7

87.5

9

75.0

太りぎみ・太りすぎ

1

12.5

2

16.7

平均 ± 標準偏差

118350.0

207216. 7

± 78192.5

0.346

±162001.5

大家族

5

62.5

5

41.7

核家族

3

37.5

7

58.3

0.831

1.000

0.169
0.650

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
比率の検定： χ 検定、フィッシャーの直接確率検定、平均値の検定： ｔ検定
2

また、母親の主観的健康感と生活・食生活の質の 3 項目についても両群間に有意差はなかった
が、非栄養不足群で栄養不足群と比べ、主観的健康感がよく、食生活に満足している人が多い傾
向にあった（表 6-28）。
健康や食生活にかかわる知識や意識の項目すべてについて群間差を検討したところ、統計的有
意差があったのは、健康にかかわる知識の「子どもがヨード不足になるとゴイタやクレチン症に
なるかもしれない」、調理に関する意識の「調理をすることに飽きている」、自己コントロール
感の「自分の健康問題解決のために生活スタイルを変えることができる」の 3 項目であり、3 項
目とも、非栄養不足群の方で望ましい回答をした人の比率が高かった（表 6-29）。
子どもの栄養状態に影響を与える要因の検討するために、
「年齢相当身長（height-for-age、発育
阻害、
stunting）
」
から区分した栄養不足群と非栄養不足群にそれぞれ、
0 と 1 のダミー変数をあて、
健康・食生活にかかわる知識、意識の各項目、母親の体格、年間現金収入教育、家族形態との相
関をスピアマンの順位相関係数により検討した（表 6-30）
。
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表 6-28 子どもの栄養状態群別母親の主観的健康感と生活・食生活の質
非栄養不足群

栄養不足群

フィッシャーの

(n=8)

(n=12)

直接確率検定

人

％

人

％

とてもよい

5

62.5

5

41.7

よい

3

37.5

5

41.7

よくない

0

0.0

2

16.7

自分の人生に

とてもそう思う

1

12.5

1

8.3

満足している

少しそう思う

6

75.0

10

83.3

あまり思わない

0

0.0

1

8.3

全然そう思わない

1

12.5

0

0.0

自分の食生活に

とてもそう思う

5

62.5

0

0.0

満足している

少しそう思う

3

37.5

11

91.7

あまり思わない

0

0.0

1

8.3

全然そう思わない

0

0.0

0

0.0

とてもそう思う

0

0.0

3

25.0

少しそう思う

7

87.5

6

50.0

あまり思わない

1

12.5

2

16.7

全然そう思わない

0

0.03

1

8.3

主観的健康感

食事がおいしい

P値
0.346

0.818

0.068

0.448

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

表 6-29 子どもの栄養状態群別母親の健康や食生活にかかわる知識と意識
（有意差のあった項目）

非栄養不足群

栄養不足群

(n=8)

(n=12)

人

％

人

％

強くそう思う

4

50.0

0

0.0

子どもがヨード不足に

思う

3

37.5

9

75.0

なるとゴイタやクレチン 思わない

1

12.5

2

16.7

症になるかもしれない

全く思わない

0

0.0

1

8.3

〔調理に関する意識〕

全く思わない

4

50.0

3

25.0

調理をすることに

思わない

4

50.0

1

8.3

飽きている

どちらでもない

0

0.0

1

8.3

思う

0

0.0

7

58.4

適切にできる

3

37.5

1

8.3

自分の健康問題解決のた まあまあできる

4

50.0

4

33.3

めに生活スタイルを変え 適切にはできない

0

0.0

7

58.4

ることができる

1

12.5

0

0.0

何もできない

直接確率検定

P値

〔健康にかかわる知識〕

〔自己コントロール感〕

フィッシャーの

0.028

0.014

0.022

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
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表 6-30 子どもの栄養状態（HA）と各要因との相関
要因

height-for-age
による栄養状態

主観的健康観

0.255

主観的幸福感

0.122

自分の人生に満足している

-0.013

自分の食生活に満足している

0.695**

食事がおいしい

0.368

エンパワメント得点

-0.063

栄養バランスを考えて食事をつくることができる

-0.083

自己コントロール得点

0.287

自分の健康問題を自分で解決できる

0.148

自分の健康問題解決のために生活スタイルを変えることができる

0.423

子どもの健康問題を自分で解決できる

0.081

子どもの健康問題解決のために生活スタイルを変えることができる

0.318

意思決定得点

-0.561*

子どもの健康を考えて食事をつくることができる

-0.295

家族の献立を決めることができる

-0.407

家族の収入の使用方法を決めることができる

-0.076

食物の買い物に行くことができる

-0.239

ローカス・オブ・コントロール得点

0.357

自分より目上の人の意見を取り入れようと思わない

-0.078

周りの人が自分のことをどう思うか気にしない

0.199

病気や死は運命で決まっているとは思わない

0.498*

セルフ・エフィカシー得点

0.000

調理に関する意識得点

0.604*

調理は時間がかかるから嫌いだとは思わない

0.477*

調理をすることに飽きていない

0.522*

知識得点

0.519*

青菜と果物は 5 歳まで与えてはいけないということはない

0.563**

子どもはヨード不足になるとゴイタやクレチン症になるかもしれない

0.493*

教育

0.225

家族形態

-0.204
（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）
欠損値を除き集計
スピアマンの順位相関係数 P<0.05：*、P<0.01：**

子どもの栄養状態と有意な正の相関があったのは、主観的幸福感の中の 1 項目である「自分の
食生活に満足している」、ローカス・オブ・コントロールの中の 1 項目である「病気や死は運命
で決まっているとは思わない」、調理に関する意識得点とその中の 2 項目「調理は時間がかかる
から嫌いだとは思わない」、「調理をすることに飽きていない」、健康や食生活にかかわる知識
得点とその中の 2 項目「青菜と果物は 5 歳まで与えてはいけないということはない」、「子ども
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はヨード不足になるとゴイタやクレチン症になるかもしれない」の 8 項目であった。母親が自分
の食生活に満足し、病気や死は運命で決まっているのではなく自分でコントロールできると思う
傾向にあり、調理をすることをいとわない傾向にあり、健康や食生活に関する知識をもっている
ほど、子どもの栄養状態がよいことを示していた。一方、有意な負の相関があったのは、意思決
定得点 1 項目であった。意思決定得点の 4 項目の相関係数は全てマイナスであり、意思決定得点
が低いほど児の栄養状態がよいという結果が示された。
子どもの栄養状態に影響を与える母親の要因について検討し、仮説の 2 の子どもに関わる部分
である「エンパワメントが高い（健康的な生活に関する自己効力感が高く、自分や子どもの健康
は自分でコントロールできるという信念が強い）女性の子どもは栄養状態がよい」ことを証明す
るために、
「年齢相当身長（height-for-age、発育阻害、stunting）
」による栄養状態を従属変数とし、
相関分析で有意な相関があった項目である、
「自分の食生活に満足している」
、
「病気や死は運命で
決まっているとは思わない」
、
「調理得点」
、
「知識得点」を独立変数とした重回帰分析（強制投入
法とステップワイズ法）を行った。
4 つの独立変数を入れ強制投入法とステップワイズ法で重回帰分析を行った結果、調理得点が
有意に関係していなかった（P=0.456）ため、調理得点を除いて検討した結果、知識得点も P=0.456
となり、最終的には「自分の食生活に満足している」と「病気や死は運命では決まっているとは
思わない」の 2 変数で説明するモデルが残った（表 6-31）
。母親が自分の食生活に満足しており、
病気や死は運命で決まっているのではないと思っているほど、子どもの栄養状態は良いというこ
とが示された。従属変数を子どもの栄養状態とし、独立変数をエンパワメントに関わる項目とす
るモデルにはならなかったが、病気や死は運命で決まっているのではなく、自分でコントロール
することができると思うことや食生活に満足することはエンパワメントにつながる内容ではない
かと考えられ、仮説 2 の可能性が示された。
表 6-31 子どもの栄養状態を従属変数とした重回帰分析
従属変数
子どもの

独立変数

標準化係数（β）

ｔ値

有意確率

自分の食生活に満足している

0.950

7.502

<0.001

病気や死は運命では決まっているとは思わない

0.335

4.755

<0.001

栄養状態
（HA）

重相関係数（R）
：0.935、決定係数（R2）
：0.873、F 値：44.867、有意確率：<0.001
（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

2. フォーカスグループインタビューの結果
6 歳未満児のいる 30 人についてエンパワメント得点で 3 群に分け、高群（24 点以上）と低群（21
点以下）の 8 人ずつにフォーカスグループインタビューへの調査協力を依頼した。
当日参加したのは両群とも 7 人であった。参加者の基本的属性を表 6-32 に示した。高群は 7 人
名全員が 20 歳代で大家族が 2 人、核家族が 5 人、低群は 5 人が 20 歳代で、2 人が 30 歳代、大家
族が 3 人、核家族が 4 人であった。生存している子ども数は、高群で 1 人が 6 人、2 人が 1 人、
低群で 1 人が 3 人、2 人が 2 人、3 人が 2 人であった。教育歴は高群で 1 年生未修了が 2 名、ノン
フォーマル教育、小学校中退、小学校卒業、中学校中退、SLC がそれぞれ 1 名ずつであり、低群
では、小学校 1 年生未修了が 3 名、インフォ―マル教育が 1 名、小学校中退が 2 名、高校中退が
1 名であった。高群の 1 人がマガール族であった以外はすべてタマン族であった。マガール族の
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参加者は、タマン族の男性と結婚してこの地に来た者であった。インタビューはネパール語で行
われたが、
ときどきタマン語が使用された。
タマン語はタマン族の参加者以外には理解できなく、
ファシリテーターがネパール語で話すように促しながら進めた。
表 6-32 フォーカスグループインタビュー参加者の基本的属性
高群

低群

高群

低群

(n=7)

(n=7)

(n=7)

(n=7)

人

人

人

人

20 歳代

7

5

小学校 1 年生未終了

2

3

30 歳代

0

2

ノンフォーマル教育

1

1

大家族

2

3

小学校中退

1

2

核家族

5

4

小学校卒業

1

0

生存

1人

6

3

中学校中退

1

0

こども数

2人

1

2

中学校卒業

0

0

3人

0

2

SLC 合格

1

0

タマン

6

7

高等学校中退

0

1

マガール

1

0

年齢
家族形態

民族

教育歴

（2012 年 1 月、ナガルコット村における調査）

両群とも、積極的に自ら話すという姿勢のある参加者は少なかった。特に低群の最初の部分で
はファシリテーターが強く促さないと参加者はなかなか話さなかった。また、低群ではタマン語
で話されることが多く、ネパール語で話すことを促された際に、
「ネパール語で話すのは難しい」
との発言もあった。
1）健康とはどのようなものか
高群、低群とも、
「病気ではないこと」
、
「よいこと」
、
「子どもに病気がないこと」のように健康
とはどのようなものかという問いに対する発言と共に、
「自分をケアすること」
、
「環境や家や自ら
を衛生的に保つこと」
、
「子どもをきれいにすること」
、
「家をきれいに保つこと」
、
「トイレをつく
ること」
、
「湯を飲むこと」など健康になるために自分はなにをしているのか、どうするべきかと
いう発言もあった。低群では、
「健康について何を話せばいいのか？ みんなこんなに痩せている
のに」や「健康についてあまり知らないので離すのは難しい」という発言があった。
2）バランスのとれた食事とはどのようなものか
両群とも、バランスのとれた食事とは、
「栄養価の高い食物を食べること」
、
「適切な時間に食
べること」
、
「一度にたくさんの量を食べないこと」
、
「多様な食物や料理を食べること」があげら
れていた。主にとうもろこしの粉でつくるおねりのようなディロ（沸騰した湯に穀類の粉を入れ
てかき混ぜ練る）や飯、ロティ（穀類の粉で作る発酵していない薄いパン）に野菜料理や豆料理、
ときどき肉を食べるとよいという発言が多くみられた。
この地域のタマン族にはディロを主食として食べる習慣がある。他の地域から結婚してこの地
にきたに来たマガール族の女性はディロをみたことがなく結婚してから初めて見て泣きたくなっ
たと話していた。ナガルコット村近くの都市などではディロは貧乏な人が食べるものであり、飯
やロティを高級な食べものであると一般的に思われている。しかし、今回の参加者からが、バラ
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ンスの良い食事にディロは欠かせないものであるとする発言と共に、
「ディロは体に良い」
、
「ディ
ロは腹持ちがよい」
、
「ディロと青菜のタルカリが一番好き」などの発言が両群であった。
低群で、
「よくわからないので話すのは難しい」
、
「作業をしていると時間通りには食事をする
ことはできない」
、
「私たちはほとんど同じようなものを食べている。食べるときに栄養価など気
にしない」などの発言があった。
3）
「ビタミン」について知っていること、もっているイメージ
「ビタミン」についてという問いかけであったが、
「ビタミン A が欠乏すると生きていけない
（高群）
」
、
「ビタミン A は体の血液の量を増やし、体を守る（高群）
」
、
「ビタミン A は私たちの体
に必要なものであり、めまいを予防する（高群）
」
、
「私たちはビタミン A を多くの食物から摂取
している（高群）
」
、
「ビタミン A が不足すると弱くなり病気になる（高群）
」
、
「ビタミン A が不足
すると夜盲症になる（高群）
」
、
「ビタミン A は私たちの体に必要な基礎的な栄養素の 1 つ(低群)」
、
「ビタミン A を食べると健康になる（低群）
」
、
「ビタミン A で強くなるが、摂取しないと目が弱
くなる」
、
「私たちはビタミン A のために青菜をたくさん食べなければならない」など、ビタミン
A についての発言が両群でみられた。
「ビタミンはエネルギーを供給する（高群）
」
、
「ビタミン不足は、めまいや熱の原因になる（低
群）
」など、上述のビタミン A に関する発言からも、ビタミンの働きとしての理解は十分ではな
いと思われるが、摂取するといいことが起こるが不足するとよくないことが起こるというように
自分たちにとって重要なものであるという発言が多かった。
ビタミンを多く含む食物名が挙げられた。代表的な食物は青菜類で、両群で発言があった。他
に両群で挙げられたものは、豆、肉、魚、果物であった。その他では高群でやぎの足のスープ、
野菜、低群で水牛乳・乳製品が挙げられていた。
高群で「できるだけビタミンをとるように食事内容を考えるようにしている」という発言、低
群では「ビタミンを摂取するとどのようないいことがあるのか知らない」という発言があった。
4） 毎日の生活の中でどのくらい自分に決定権があるか、自分で決めて行動できることはどのよ
うなことか
両群共、
「小さなことは自分で決めるが、大きなことは夫や義父母に相談しなければならない」
という発言が多かった。また、
「義父母と同居している場合はほとんどのことの決定権は義父母に
ある」という発言が両群であった。また、夫が出稼ぎで不在、または無職で頼りにならないので
「自分でほとんどのことを決めなければならない」とする者も両群にいた。
自分で決めて行動できる小さなこととは「自分に関することだけ」
、
「草刈りと家畜の世話と食
事の準備だけ」
、大きなこととは、
「金銭に関わること」
、
「結婚式とか山羊や水牛の売買」
、また、
自分で決定できないこととしては、
「外出すること」が多く挙げられていた。
低群では宗教的行事の際の持参品についての発言が多くみられた。自分で買い物に行くという
ことがネパールではエンパワメントの指標として用いられているが、食物などの買い物は自分で
できるが、大きな買い物はできない人が多い傾向にあるようであった。ただ食物でも米と油は義
父母や夫に相談しないと買えないという発言もあった。
高群で「私はお酒をつくって売って収入を得なければ、自分の使うものを買うこともできない」
、
低群で「私は自分の収入があるのでそれをどう使うかは自分で決めることができる」
、
「私たちは
酒を売るビジネスをするべき」というように、自分の収入があれば自分で決定できることが増え
るという発言があった。
低群では、高群ではみられなかった、
「目上の人の許可をもらった方が良い」
、
「目上の者には
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相談すべき。彼らの許可をもらわないのはよくない」
、
「どんなことでも夫に相談すべき」との発
言があった。
その背景には、
「マーケットに行く場合は相談しなければならない。
相談しないで行っ
たら、自分に関する良くないことをたくさん言われることになる」
、
「義父母は私を叱る。義父母
からお金をもらわないと行きたいところに行くこともできないし、したいこともできない」
、
「お
金の相談をするときは怖い。ときにはお金をもらうことができるが、もらえないときもある。で
も、あきらめることはできない。なぜならそのお金が必要だから」というような社会的要因があ
ると考えられる発言もあった。外出に関しては、高群でも、
「家から離れたところに行くと、人は
悪口を言う」
、
「用事があってカトマンズに行ったのに、悪口をたくさん言われた」
、
「映画を見に
行っただけでもいろいろ言う人がいる」など女性が外出することに関しての社会的圧力に関する
発言があった。
5）自分やの子どもの健康状態がよくないときにどのように対処するか
両群共、
「深刻でない場合は自分で対処するが、深刻な場合は伝統的祈祷師のところかヘルスポ
スト、病院へ行く」という発言が多かった。
「深刻な場合はすぐにヘルスポストか病院に行く」と
いう発言もあったが、多くは、
「まずは伝統的祈祷師のところに行き、よくならなかった場合にヘ
ルスポストや病院へ行く」という発言が多かった。
「ほとんどのタマン族は同じで、まずは伝統的
祈祷師のところに行き、それから病院へ行く」との発言もあった。
受診や薬の購入にはお金が必要になる。
「もしお金があれば自分で病院に行くことができる。
でも、ない場合は家族に相談するしかない（高群）
」
、
「自分のお金が手元にあったら、病気の子ど
もを病院へ連れて行く。手元にない場合は夫に相談する（高群）
」
、
「義父はお金をくれないので、
自分で病気の子どもを病院などに連れて行く算段をしなければならない（低群）
」
、
「薬を買うため
にお金が必要であると話すと義母は怒る（低群）
」などの発言があった。
低群では、
「子どもが病気になったら義父母がすぐに伝統的祈祷師かヘルスポストか病院に連
れて行くので相談する必要はない」という発言もあったが、
「深刻な病気の子どもを病院へ連れて
行こうとしたが義父母は何もしてくれず、やっと自分で病院に連れて行ったがその子どもを亡く
してしまった。次の子どものときは幸運にも 5 日間こども病院にいて治療を受けることができた
が、誰も助けてくれなかった」との発言もあった。
6) 幸せを感じるのはどのようなときか。
両群で、
「自分の願いがかなうと幸せになる」との発言があり、その願いとは、
「自分の行きた
いところに行くことができる」
「自分のしたいことができる」
、
「きれいな服を着ることができる」
、
、
「子どもが健康である」などが挙げられた。自分の行きたいところとしては、両群共、実家や親
せきの家が挙げられた。
また両群で、
「希望がかない、食べたいものが食べられ、行きたいところに行けるとき幸せを感
じる」
、
「おいしいものを食べたら幸せになる」
、
「幸せだと食べ物からエネルギーを得ることがで
きる。緊張していたら食べものからエネルギーを得ることはできない。幸せでないと、バランス
のとれた食事をしても体は丈夫になったり健康になったりはしない」なと、幸せを感じることと
食べること、健康とのかかわりについての発言もみられた。
低群で「夫が必要なものをくれたら幸せになる」
、
「夫が私のことを理解してくれて、望みをき
いてくれたら幸せになる」などの発言があった。
7）フォーカスグループインタビューの考察
低群でなかなか発言がなかったり、
「わからない」という発言が多く、発言を引き出すのに働き
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かけが多く必要であったり、目上の者や夫に報告や相談をした方がよい、夫が望みをきいてくれ
たら幸せになるなど、意思決定や幸せだと感じるのに目上の者や夫の影響が大きく、受け身であ
ると思われる発言があるなどの差がみられた。しかし、高群でも「義父母と同居していればすべ
てのことを相談しなければならない」
との発言があったように、
エンパワメント得点が高くても、
義父母の存在や社会の中での規範の強さから女性自身の意思決定ができない可能性が強い社会環
境にあると思われた。
現金の使い道を誰がどのように決めるのか、自分が自由に使える現金があるかが意思決定にか
かわるポイントなのではないかと考えられた。1994 年の調査時には各家庭で自分たちが飲む酒を
つくっていただけであったが、2012 年時には多くの女性、それも若い世代の女性が売るための酒
をつくるようになっていた。酒販売で得た収入で自分の必要なものを購入できるということはエ
ンパワメント向上につながる可能性があるのではないかと思われた。
自分や子どもが病気になったときの対処では、自分にお金があれば医療を受けることができる
と発言している者や自分で食物を選んで買いに行くことができると発言している者が両群で多く、
今後は自分の収入をどう得ていくか、どう増やしていくかの検討や、そうすることで生活全般に
関する意思決定力が高まり、自分や子どもの健康・栄養状態が改善していくのかの検討も必要な
のではないかと考える。
ビタミンとはどのようなものか語った中では、きちんとした知識を持っていない可能性は高い
ものの、
どのように食べると健康に良いのかのおおよその知識をもっている者は多いと思われた。
また、
ビタミンを含むものとして食物名は挙げられたが、
「カプセルで子どもに与えるものである」
というような発言はなかった。おそらくもっと多くの子どもがビタミン A のカプセルの補給を受
けていると思われるのもかかわらず、31.5％の者しか子どもにビタミン A を与えていないと回答
したことからも、ビタミン A カプセルの認識をもっている者が少ない可能性が考えられた。
どのようなときに幸せを感じるかについては群間で大きな差があるとは考えられにくく、不幸
せではない、子どもが病気でないと幸せだと感じていることが、全体的に主観的幸福感が比較的
高い人が多いという結果につながったのではないかと思われた。
第 4 節 小括
本章冒頭に掲げた下記の 2 つの仮説について検討する。
1. 1994 年と 2012 年に実施した幼児の食生活調査結果の比較することで、
子どもの食事内容が変
化し栄養状態が向上したことから、入手可能な食物から作った料理で構成される食事の内容
を変えることで児の栄養状態の向上が実現できる可能性がある。
2. 2012 年の女性への調査より、エンパワメントの度合いが高い（健康的な生活に関する自己効
力感が高く、自分や子どもの健康は自分でコントロールできるという信念が強い）女性は、
低い女性と比較し、主観的健康観がよく、主観的幸福感が高く、子どもの栄養状態がよい。
1 の仮説については、1994 年の調査結果と比較し、2012 年の調査結果で 5 歳未満児の栄養状態
は向上しており、食事内容も主食、主菜、副菜がそろう児が増加し、たんぱく質を多く含む食物、
特に肉類を摂取する児の比率が高くなっていたことから、入手可能な食物から作った料理で構成
される食事の内容を変えることで児の栄養状態の向上が実現できる可能性があることを示すこと
ができた。基本となる食事も伝統的に食べられてきた組合せである、飯かディロ（穀類の粉から
作るお練り）にタルカリ（野菜の炒め煮）に、ときどきダル（豆スープ）や肉のタルカリを加え
るというように、栄養的なバランスも良い内容で、高価な食物を無理して購入して作るものでは
なかったことから、入手可能な食物から子どもの栄養状態を適切にする食事をつくることができ
ていると考えられた。1994 年時と比べ道路が整備され、他の地域からの食物の流通がたやすく
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なっていること、商店の数が増え扱っている品数も増えていること、肉や水牛乳を販売する店が
できていたこと、地酒をつくって販売する女性の増加から現金収入を得て、必要な食料品を購入
できる可能性が増加したこと、女性の教育を受ける機会の増加等の要因が考えられる。
なお、
仮説の範囲外であるが、
調査データからはネパールの栄養問題の新たな問題も伺われた。
年齢相当の身長は低いものの、年齢相当の体重や身長相当の体重は適切である範囲に入っている
子どもが多いこと、一方母親は太りぎみや肥満に分類される者が多いことから、他の南アジア諸
国同様に、今後は生活習慣病予防にも力を入れていく必要が生じてきているのではないかと考え
られた。妊娠前の母体の栄養管理に力を入れ、将来的に生活習慣病に罹患するリスクをもつ低出
生体重児（福岡 2010）を減少していくこと、肉などの摂取が増えていることは、今のこの地域で
は望ましいことととらえられるが、人間は肉、油や塩、砂糖などを好む傾向にあり、摂りすぎて
しまうことから、今後は脂肪や塩、砂糖を多く含む食物をとりすぎないように伝えていくことが
栄養教育の大きなポイントになっていくのではないかと思われた。
したがって、ネパールの農村地域においても、栄養不足だけをターゲットにする時代から、現
在は過栄養に対しての対応も求められる時代になってきているといえる。ビタミンやミネラルが
どのようなものかがよくわからないまま、ヘルスポストなどでいいものであると勧められ、ただ
ビタミンAのカプセルを子どもに補給することで過剰摂取による過剰症の被害が発症する可能性
もあるといえよう。何をどのくらい食べるといいのか、の「どのくらい」の部分を伝えるのは非
常に難しいことではあるが、そのような栄養教育プログラムに今後は取り組んでいく必要がある
のではないかと思われる。
仮説 2 については、2012 年の調査の結果から、主観的健康感や主観的幸福感を従属変数とし、
エンパワメント得点を含む包括的栄養プログラムの構成要素を独立変数とした有意なモデルを示
すことはできなかったものの、下記の点が明らかになり、その可能性を示すことができたのでは
ないかと考えられる。
• エンパワメント得点高群は低群と比較し、統計的な有意差はなかったものの、主観的幸福感
や主観的健康感の良い者の比率が高く、健康や食生活に関する知識、意識が高い傾向にあっ
た。
• 栄養プログラムの最終目的である主観的健康感や主観的幸福感と包括的栄養プログラムの
構成要素との相関を検討した結果、下記の要因との間に有意な正の相関があった。
・ 主観的健康感とエンパワメント得点
・ 主観的健康観、主観的幸福感とエンパワメント得点の中のセルフ・エフィカシーに関わ
る 1 項目である「栄養バランスを考えて食事をつくることができる」の得点
・ 主観的健康観とエンパワメント得点の中の意思決定に関わる 1 項目である「家族の収入
の使用方法を決めることができる」の得点
・ 主観的幸福感と調理にかかわる意識得点
・ 主観的健康観と栄養・食に関わる知識得点
・ 主観的幸福感と教育
• 子どもの栄養状態を従属変数とした重回帰分析の結果、独立変数を「病気や死は運命で決
まっているのではなく、自分でコントロールすることができると思うこと」と「食生活に満
足すること」を独立変数としたモデルが示された。
以上から、教育を受ける機会を増やし、セルフ・エフィカシーを高め、自分で健康状態をコン
トロールできると思い、食生活を満足する内容にしていくことができることが女性や子どもの栄
養状態の改善に結びつくのではないかと考えられた。
2011 年のネパール生活状況調査（Government of Nepal 2011b）では、女性のエンパワメントは、
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「自主的な」意思決定によって測定することができるとして、家庭内に関することへの意思決定
に女性が参加していくプロセスが自主性の指標であるとしている。初めて女性の参加にかかわる
情報が求められたのであるが、その意思決定に関与する指標としては、
「子どもを何年生まで学校
に通わせるか」
、
「子どもの学校の選択」
、
「自分のヘルスケア」
、
「妊娠中のケア」
、
「何人の子ども
をもつか」
、
「家族計画の方法」
、
「子どものヘルスケア」
、
「食物支出費」
、
「他の家庭用品の支出費」
、
「世帯で売るもの（家畜を含む）
」
、
「作物栽培」
、
「ローンを受ける」
、
「ローンの使用方法」
、
「外に
働きに出る」
、
「受け取った送金の使用方法」の 15 項目が挙げられた。女性が意思決定にどのくら
いかかわっているか（3 選択肢：とても、少し、全くかかわっていない）
、最後の決定者は誰か（4
選択肢：自分、配偶者、両方、その他）を尋ねていた。農村地域において、15 項目すべてについ
て女性が意思決定にとてもかかわっていた割合は約 7 割以上であり、全くかかわらなかったのは
一番高い項目である「ローンを受ける」でも 2.0％であった。最終決定は夫婦で行うケースが最も
多く、女性だけが最終決定者になるのは、最も高いもので「自分のヘルスケア」と「食物の支出
費」の 26.5％であった。
同じ項目がないので単純に比較することはできないが、本研究の結果と比較すると、この全国
調査報告書ではかなり高い比率で女性が家庭内のことで意思決定にかかわっている。やや高く出
過ぎているという印象は否めないものの、本研究対象地域の女性のおかれている状況はネパール
の他の地域と比べて意思決定への関与が低い傾向にあると考えられるかもしれない。同じく 2011
年に実施された人口動態と保健調査（Government of Nepal 2012a）でも、
「女性のエンパワメント
と人口動態と健康」という項目で女性のエンパワメントを測定している。この調査では、意思決
定への参加を、
「自分のヘルスケア」
、
「主な家庭用品の購入」
、
「自分の家族や親戚を訪問する」の
3 つの項目から検討している。決定者は、主に自分、主に夫、夫婦で、他の誰か、その他の 5 つ
の分類があり、主に自分で決定する女性の比率は「自分のヘルスケア」で 25.7％（夫婦でと合わ
せると 65.4％）
、
「主な家庭用品の購入」で 33.5％（夫婦でと合わせると 57.2％）
、
「自分の家族や
親せきを訪問する」で 27.7％（夫婦でと合わせると 61.0％）であった。注目すべきなのは、この
意思決定に他の誰かがかかわるケースが順に 12.4％、22.3％、21.5％と多いことである。本研究で
も義父母が決めるケースが多いことが問題となる場合もあり、女性の意思決定権を強めていくた
めには、夫以外にかかわる第三者についてどのように働きかけていくとよいのかの検討がネパー
ルでは重要になってくるのではないかと考えらる。また、3 つの項目の 1 つが「自分の家族や親
戚を訪問する」であることは、本研究のフォーカスグループインタビューで自分の家族や親せき
を自分の意思で訪問することが女性の幸福感に与える影響は非常に大きいことが示されており、
重要な項目であると考えられる。
さらに、女性が自分で得た収入額は男性のものよりも低い場合が農村地域では 7 割以上である
が、それでも、52％の女性が自分の収入は自分で使用方法を決めることができていることが示さ
れている。自分の収入を得ることは女性や子どもの健康を守り栄養バランスのとれた食事の実現
のためにも重要な要因になり得ると考えられる。今回の調査では、アルコール販売をしている人
が増えていることが予想できず質問項目に設定しておらず、
現金収入に関する問いの回答として、
その他の収入としてアルコール販売をしていることが確認されたに留まった。そこから明らかに
なったアルコール販売をしている女性は 41.7％であり、その結果を用いてアルコール販売をして
いるか否かによるエンパワメント得点などの差も検討してみたが、差はみられなかった。今後、
アルコール販売などによる現金収入があることによる影響について詳しく検討していく必要があ
ると思われる。
また、避妊方法の使用率が女性のエンパワメントと共に上がること、女性のエンパワメントの
度合いを高めることで、望まない妊娠が減少すること、妊娠前ケアの受診、専門職による分娩、
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出産直後 2 日以内のケアを受診するケースが増えること、更に、乳児死亡率、5 歳未満児死亡率
が減少することも示されている。女性の家庭内のことへの意思決定への参加の向上が、自分や子
どもの栄養状態改善に結びつく可能性も高いのではないかと考えられた。
ネパールの社会は他の南アジア諸国と同様、宗教が背景となる社会的規範が強い。そのような
背景から、他の地域と比べ女性の平均余命が男性よりも短かったり、教育を受ける女性の比率が
低かったり、妊産婦死亡率が高かった時代が長く続いてきた可能性が高い。しかし、世界的に女
性のエンパワメントが着目されるようになり、ネパールの全国調査でも女性のエンパワメント状
況を測定するようになり、社会状況は変化してきている。今回の対象地域の女性はネパールの全
国平均と比較して教育を受けている比率が低かった。地域の女性と子どもの栄養状態を良好に保
つためにはまず女性が教育を受け、適切な知識を得ることが重要である。しかし、知識を得るだ
けでは食態度や食行動は変容しないことは明らかになっており、知識に加え、自分と子どもの健
康を維持増進させるための行動を自分はできると思うセルフ・エフィカシーが高まること、自分
でその行動をすると決めることができること（家庭内の意思決定に参加すること）
、また、夫を含
め義父母や地域社会が女性の活動を阻まない環境づくりが必要なのではないか。
女性のエンパワメントの達成には組織化が必要であるとされる（佐藤 2013）
。妊娠中に女性グ
ループに参加した群は非参加群と比べ乳児死亡率や妊産婦死亡率が低かったこと（Manandhar
2004）が報告されている。楽しく集まることから自分で自分と子どもの健康を向上させていく力
が生まれることを表しているのではないかと考えられる。ランセットのアルマ・アタ宣言の再生
と改正の特集の論文の 1 つである、Rosato ら（2008）の論文では、
「アルマ・アタ宣言直後から
包括的 PHC よりも選択的 PHC の方が優位にあった」とし、
「選択的 PHC を支持する政策作成者
は、ORS（oral rehydration salts）や予防接種、ビタミン A カプセルのような地域での介入は、受
け身ではあるが、直接便益（目先の利益）を受け手が得ることから貧しい人たちに効果的に目標
設定できるに違いないと主張した」と述べている。そして、母親、乳幼児の健康において地域で
の女性の積極的な参加がどのような効果をもたらしたかについて文献レビューを行っている。女
性が女性グループに積極的な参加をしたことで母子の健康状態がよかった事例として、13 研究が
挙げられているがそのうち 9 研究はインド、ネパール、パキスタン、バングラデシュという南ア
ジアの国々でのものであった。つまり、南アジアでは女性の積極的な参加が女性と子どもの健康
状態に大きな影響を与える可能性があることが示唆されたと考えられる。フリードマン（1998、
pp.176-179）も女性が他の女性と一緒に力を獲得することにつながると思われるプロジェクトで
活動するとき、一人の女性が単独で行うよりもはるかに大きなことをなしうることから、ネット
ワークづくり、組織づくり（つまり団体として行動すること）は女性の社会的、心理的、政治的
なエンパワメントの過程を強化することにつながるとしている。
本調査地域の女性たち、特に若い世代の女性たちは自由に出かけることができないことが辛い
ということを語っていた。自分では何も決められない、何もできないという無力感に襲われてい
る者の発言もあった。
「自分でお酒を売ることで得た収入で自分や子どもが病気になり医療を受け
たいと思ったときに受けられるようになった」というような発言や、
「私たちはお酒を売るべきだ
（そして、自分の自由に使える収入を得るべきだ）
」というような発言はみられたが、そこから進
んでグループをつくって何かをするというところまでには至っていなかった。今回は女性の組織
化の部分には触れることはできなかったが、今後の検討が必要であると思われる。
加えて、今回、包括的栄養プログラムの構成要素のうち、周囲の人の支援については検討でき
なかったが、ネパールでは、女性や子どもの栄養・健康状態に、父母を含む周囲の人の影響が非
常に大きいことや所得の向上に関わる活動にも周囲の人の支援が重要な意味をもつと考えられる
ことから、周囲の人の影響、ソーシャルサポートの部分を加えた検討が更に必要である。
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7 章 結論：南アジアの包括的栄養プログラムの再建に向けて
本研究は、人びとの食生活の質や栄養状態の向上という視点から、南アジアの微量栄養素プロ
グラムを批判的に検討し、これに対して、ネパール農村の女性への食生活調査の結果を基に、エ
ンパワメントを促進し、食行動変容を軸とする包括的栄養プログラムの有効性を明らかにするこ
とを目的とした。本章では、まず第 1 章から 6 章までを要約し、その後、第 2 節で微量栄養素プ
ログラムの批判的検討の内容をまとめ、南アジアでの包括的栄養プログラムの可能性について結
論を述べる。最後に第 3 節で本研究の限界と課題について述べる。
第 1 節 まとめ
まず第 1 章で、問題意識と研究目的を述べた。栄養問題は本来、包括的なものであるが、近年、
WHO もユニセフも微量栄養素に着目した活動が中心となっているということは、すぐ目に見え
るかたちでの効果を求める傾向が栄養分野にもあらわれてきたのではないか。人びとの食生活改
善のためには、本来の包括的な取り組みを展開していく必要があるのではないかという問題意識
を示し、
「人びとの食生活の質や栄養状態の向上という視点から、南アジアの微量栄養素プログ
ラムを批判的に検討し、これに対して、ネパール農村の女性への食生活調査の結果を基に、エン
パワメントを促進し、食行動変容を軸とする包括的栄養プログラムの有効性を明らかにすること」
を目的と定めた。
第 2 章では、南アジアの女性や子どものおかれている状況について、国連機関などのデータを
用いて、乳幼児の死亡率や栄養不良児の比率、妊産婦死亡率が高いことを示した。続けて、関連
文献より、社会的、文化的な背景から南アジアの女性の妊産婦死亡率が高く、栄養不良の 5 歳未
満児の比率が高いなど健康状態にも影響を与えていることを示した。次に筆者がパキスタンとバ
ングラデシュでかかわったリプロダクティブヘルス分野のプロジェクトの経験を基に、国際的に
WHO などが中心になって進めているセーフ・マザーフッド（安全な母性）プログラムを取り上
げた。リプロダクティブヘルス分野においても、住民主体の包括的なプログラムから、医療施設
での出産を勧めることに焦点をあてる専門家主体の選択的プログラムに移行している現状があ
ること、つまり、短期間で投入の結果を表すことのできる数値的な成果達成への関心が、関連領
域でも広がっている傾向を考察した。
続く第 3 章では、栄養プログラムの定義を検討し、本論文で用いる定義を定め、本研究では包
括的栄養プログラムと微量栄養素プログラムを比較検討することを述べた。そして、国際的に取
り組まれてきた栄養プログラムの変遷を示し、包括的な取り組みから微量栄養素プログラムに移
行していった経緯を考察した。続けて、文献レビューによって南アジアの学校給食の取り組みの
現状を示し、インドやパキスタンの事例から、地元の食材を用い、地元の女性を雇用する女性の
エンパワメントにつながる学校給食から、微量栄養素が添加されていて栄養価が高いとされるビ
スケットなどのパッケージの学校給食に移行している現状を示した。そして、ネパールの農村地
域で実施されている学校給食の事例を通し、南アジアの学校給食の現状と課題を示した。
第 4 章では、ネパールで実施されてきた過去の微量栄養素プログラムの介入と結果について、
既存研究を精査し、1989 年から 2008 年までにネパールで取り組まれた 12 件の介入研究（RCT）
は、栄養状態のよくない子どもと妊婦を対象とし、死亡率を減少させることや死亡につながる疾
病の罹患率を減少させることを目的に取り組まれてきていたこと、12 介入すべてで微量栄養素補
給（カプセルなど）戦略が用いられており、食物ベースのアプローチ／食生活の改善戦略を用い
ていたのは 2 件だけであったことを明らかにした。そして、微量栄養素プログラムのもつ問題点
を食行動変容と持続性の二つの側面に焦点を当てて述べた。
第 5 章では、包括的栄養プログラムの理論的骨格を提示した。まず、包括的栄養プログラムの
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構成要素について検討し、良好な食生活の質や栄養状態達成の要因として、食行動、食態度、食
知識、環境要因、そしてすべてにかかわる概念としてエンパワメントをあげ、それぞれについて
なぜ重要な要素であるのかを提示した。第 2 節では、包括的栄養プログラムの重要要素であるエ
ンパワメントについて検討した。まず、栄養教育分野でのエンパワメントという用語や概念の用
いられ方について既存研究を用いて検討後、ネパールで用いられているエンパワメントの指標を
検討した。そして、第 3 節で包括的栄養プログラムのモデルを提示した。
第 6 章では、第 2～4 章で論じてきたことを実証的に明らかにするために、5 章で挙げた包括的
栄養プログラムの構成要素を用いて調査の枠組みをつくり、2012 年にネパールで実施した食生活
調査と、1994 年に同じフィールドで実施された食生活調査の結果を検討した。次の 2 つの仮説、
「1994 年と 2012 年に実施した幼児の食生活調査結果の比較することで、児の食事内容が変化し
栄養状態が向上したことから、入手可能な食物から作った料理で構成される食事の内容を変える
ことで児の栄養状態の向上が実現できる可能性がある」
、
「2012 年の女性への調査より、エンパワ
メントの度合いが高い（健康的な生活に関する自己効力感が高く、自分や子どもの健康は自分で
コントロールできるという信念が強い）女性は、低い女性と比較し、主観的健康観がよく、主観
的幸福感が高く、児の栄養状態がよい」の検証を行った。最初の仮説は 1994 年の調査結果と比較
し、2012 年の調査結果で 5 歳未満児の栄養状態は向上しており、食事内容も主食、主菜、副菜が
そろう子どもが増加し、
たんぱく質を多く含む食物、
特に肉類を摂取する子どもの比率が高くなっ
ていたことから、入手可能な食物から作った料理で構成される食事の内容を変えることで子ども
の栄養状態の向上が実現できる可能性があることを示した。2 つ目の仮説については、2012 年の
調査の結果から、主観的健康感や主観的幸福感を従属変数とし、エンパワメント得点を含む包括
的栄養プログラムの構成要素を独立変数とした有意なモデルを示すことはできなかったものの、
エンパワメントが高い群で健康や食生活に関する知識、意識が高い傾向にあったこと、主観的健
康観とエンパワメント得点、健康や食生活に関するセルフ・エフィカシー、主観的幸福感と調理
にかかわる意識、教育には有意な正の相関があったこと、子どもの栄養状態には、
「病気や死は運
命で決まっている」のではなく、
「自分でコントロールすることができる」と思うことや食生活に
満足することがかかわっていることが示されたことから、教育を受ける機会を増やし、セルフ・
エフィカシーを高め、自分で健康状態をコントロールできると思い、食生活を満足する内容にし
ていくことができることが女性や子どもの栄養状態の改善に結びつく可能性を示した。これらの
結果より、入手可能な食物のある環境があれば、女性のエンパワメントを支えることで、微量栄
養素補給プログラムだけに頼らずとも、女性や子どもの栄養状態は向上する可能性があることを
導いた。
第 2 節 政策的な示唆
ユニセフも WHO も、貧困の格差が拡大していることを認め、それに取り組むことなく栄養改
善を進めることは困難であるとしながらも、実際には、費用対効果が高く、短期間で成果の上が
る微量栄養素プログラムに特化してきた。第 2 章でみてきたように、セーフ・マザーフッドプロ
グラムも同様に、実際には地域の女性が施設に行くことができないような社会的、文化的状況に
おかれているのにもかかわらず、施設分娩を勧め、緊急産科ケアがどれくらいされているかとい
う目に見えやすい指標を用いて評価を行ってきたが、結局、施設へのアクセスできない女性が多
くおり、
それらの女性のおかれている状況は何も変化せず、
かえって近くにいる女性保健医療ワー
カーや伝統産婆の助けを受けられなくなるような状況に追い込む結果となった。また、第 3 章で
みてきたように学校給食の現場でも、地域の食材を使用し地域の住民を調理員として雇用し温か
い給食を提供し、就業率を向上させ中退率・退学率を減少させるなどの効果があったのにもかか
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わらず、パッケージに入った給食を提供するように変わるということは、費用対効果や、いくつ
配布したという目に見えてわかる指標があることなど、目先の効果がわかりやすいものに移行し
ていると考えられた。
包括的 PHC 派と選択的 PHC 派が対峙していることについて、湯浅（2006）は「
“エンパワメン
ト”という概念は多面的なパワーを包含しており、どのパワーに関心があるか、あるいはパワー
の主体が誰であるのかによっておのずと定義も異なる」とし、
「両派の論点は部分（選択）か全体
（包括）かという問題ではなく、参加、自己決定、資源の自己管理を通して当事者が“エンパワ
メント”される経過を重視するのか、あるいは効率性、即効性、費用対効果の高い結果をより重
んじるのかという哲学の衝突とみることも可能であろう。
“エンパワメント”に対する軽重認識の
違いが包括的 PHC と選択的 PHC に分かってきたのである」と述べている。包括的栄養プログラ
ムと微量栄養素プログラムも同様に考えられる。
本研究が主張したのは、社会的に弱い立場の人びとのエンパワーに焦点を当てた政策を策定す
ること、政府がもっと弱い立場の人に目を向けるような働きかけすることに、率先して取り組む
ことの重要性である。ネパール、パキスタン、バングラデシュといった国々では、根深い階級制
度が残り、女性のおかれている社会的状況が劣悪であることを背景に、女性や子どもの栄養不良
は他の地域と比べてなかなか改善されてこなかった。カプセルやタブレットの配布率を上げるこ
とだけでは、効果は期待できないのであって、不平等な社会を変えていくという視点がなければ
栄養状態も変わっていかない。
栄養･食生活改善はそれ自体が目的ではなく、より望ましい生活のための資源である。従って、
健康に影響する栄養･食生活要因、
その食生活に影響する諸要因を明らかにすることが重要であり
（武見 2000）
、その上で多様なアプローチを開発していく必要がある。微量栄養素補給プログラ
ムは、予防接種や薬品などと同じように、重要な保健戦略の一環であることに間違いはない。し
かし、
「人間が食べること」は、予防接種を受けたり、薬を飲んだりすることとは異なり、人間が
生きていくことそのものに直接かつ日常的にかかわっている。したがって微量栄養素補給プログ
ラムを実施しつつも、食生活改善プログラムや生活改善プログラムにも同時に取り組むこと、さ
らには農業生産の向上、栽培作物の多様化、食糧貯蔵技術の改善、食料分配の公平化、学校やコ
ミュニティ、宗教団体における栄養教育、マイクロクレジットなど、保健セクターにとどまらな
い総合的なアプローチを採ることが重要である。
かつてグンナー・ミュルダールは「軟性国家」なる表現を与えたが、概して南アジアの国々は
社会平等へ向かう制度的基盤が脆弱である。弱い立場に置かれる人たちが自分たちで食生活を望
ましい方向へ変えていこうとすることが可能になるような栄養政策を、継続して自主的に維持す
ることが困難である。したがって、国際機関や各国ドナーがその政策に与える影響力は非常に大
きく、ドナーの意向がそのまま政策に反映される傾向がある。援助機関が、社会的に弱い立場の
人びとが自らをエンパワーできるような政策を支援すること、政府がもっと弱い立場の人に目を
向けるように働きかけることに、率先して取り組むことが重要である。女性たちのエンパワメン
トと包括的栄養プログラムの推進は、相互に補強しあって南アジアの栄養プログラム再建に結び
つく可能性がある。
第 3 節 今後の課題
ネパールでは農村地域においても、乳児死亡率や 5 歳未満児死亡率、妊産婦死亡率が減少して
きている。まだ、栄養不足の女性や子どもの比率が高いことは事実であるが、太りすぎや肥満と
判断される女性や子どもが増加しているのも事実である（UNICEF 2014b）
。そのような状況を
踏まえて、未だ微量栄養素補給プログラムが必要とされる地域を限定する一方、すでに栄養転換
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が始まりつつある地域については、外部からの支援は社会環境全体に働きかける内容にしていく
必要があろう。
今後はこうした地域類型に応じた栄養プログラム策定のための調査が求められる。
また、本研究では、理論的に考察した包括的栄養プログラムの可能性を、ネパールのある調査
村における食生活の二時点での変化を調べることにより、実証的に検証した。しかしデータは横
断的調査結果にとどまったため、包括的栄養プログラムが「因果関係」として女性のエンパワメ
ント、さらに子どもの健康・栄養状態の向上に帰結したのかについては、今後の課題として残さ
れた。
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