
１．はじめに
発展途上国とりわけサブサハラ・アフリカ（以下，

アフリカ）では，いまだに栄養不良が深刻な問題で
す。他方，長年停滞していたアフリカの経済は，近
年になると急速に成長を開始し，中所得国として分
類される国も出現しました。そうした国々では，所
得や機会費用の上昇により都市部だけでなく農村部
においても加工食品の消費が増えています。このこ
とは，栄養改善の課題にも変更を迫ります。従来で
あれば必要な熱量を摂取しているかどうかが問題で
したが，現在では微量栄養素を含む栄養のバランス
が重視されるようになりました。しかも，都市部で
は食べ過ぎと運動不足に起因する過体重すら問題と
なっています。

経済成長に伴い加工食品の消費が増えているア
フリカは，食品企業に新たな市場獲得の機会を与え
ています。では，民間企業による利潤を目的とした
経済活動は，アフリカの子どもたちの栄養改善に
貢献するのでしょうか？それが本研究における問
いです。その問いに答える目的で，CSV（Creating 
Shared Value: 共有価値の創造）を計測・評価する
こととしました。CSV の定義や考え方は様々です
が，本研究では CSV を「CSR のような社会貢献活
動ではなく企業本来の経済活動が，同時に子どもた
ちの栄養改善に貢献している」状況，または「食品
企業の実施する子どもを対象とした栄養改善事業
が，自社の製品の売り上げ増加に貢献している」状
況であるとします。

２．調査地：ガーナの概要
本研究の調査対象として，西アフリカのガーナを

選びました。同国は世界銀行により低中所得国に分
類されています。ここではガーナ政府発行の「Ghana 
Demographic Health Survey 2008」と「Ghana De-
mographic Health Survey 2014」に依拠して，子ど

もの栄養状態を説明します。
同国の 5 歳未満の子どもの低身長児の割合は

2008 年に 28% でしたが，2014 年には 19% にまで
低下しました。子どもの栄養状態が急速に改善して
いることがわかります。しかし，「摂取食品の最低
限の多様化」と「月齢に応じた推奨食事回数の実
現」を指標とした栄養状態で見ると，離乳期の子ど
ものうち良好な栄養状態にある割合は，2008 年か
ら 2014 年の期間に低下しています。

他方，過体重・肥満（BMI ≥ 25）については，
2014 年に大人（15 歳～ 59 歳）の男性の 17%，女
性の 40% が過体重・肥満で，都市に限るとそれぞ
れ 23%，49% が過体重・肥満です。2008 年には大
人女性全体の 30%，都市部では 40% が過体重・肥
満でしたので，深刻さは増しているといえます（2008
年の男性の数値はありません）。小中学生のデータ
は見当たりませんが，大人のうち 15 歳から 19 歳の
過体重・肥満の比率は男性 1.7%，女性 8.7% でしか
ありませんので，小中学生の過体重の割合もそれほ
ど高くないと想像できます。

３．調査の概要
冒頭に掲げた問いに答える目的で，本研究は食品

企業がガーナで実施している二つの栄養改善事業を
研究対象として取り上げました。一つは A 社によ
る離乳期向けの栄養補助食品の販売事業で，もう一
つは B 社が小学生を対象に実施している食育・体
育プログラムです。

・農村部における離乳期向け栄養補助食品の効果
微量栄養素や栄養バランスが栄養改善の課題と

なっているガーナの農村部において，離乳期向けの
栄養補助食品の効果を評価することが目的です。調
査実施地区として，人口約 200 万人を擁するガーナ
第二の都市，クマシから 50 キロメートルほど離れ
た農村部の 12 か村を選びました。調査の対象は，
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各村から無作為に選んだ 36 名の離乳期の子どもと
その母親およびその母子が属する世帯で，総数は
432 世帯になります。2016 年 3 月に実施したベース
ライン調査では，農村部においても離乳期向けの
様々な商品が利用されていることがわかりました

（第１表）。ただし研究対象にした A 社の栄養補助
食品は販売されていません。

本研究は 2016 年９月より，この農村部で A 社の
栄養補助食品の実験的な販売を開始しました。CSV
の観点からは，A 社が設定した小売価格でこの商
品が売れることと購入者の子どもに栄養改善効果が
生じることの２点が両立する必要があります。それ
を確認することが販売実験の目的です。

販売実験は，村ごとに雇った調査員が対象世帯を
毎週訪問することで行います。調査員は世帯訪問の
際に，栄養補助食品の販売だけでなく，母親から子
どもの健康状態について聞き取りを行い，子どもの
体重測定をします。ただし，栄養補助食品を販売す
るのは 12 か村のうち 8 か村だけで，残りの 4 か村
は販売のない対照群とします。販売価格は A 社が
設定している小売価格と同じですが，価格弾力性を
計測する目的で，無作為に割引価格を発生させてい
ます。販売実験は 2017 年２月まで半年間続けます。
その後でエンドライン調査を実施して，この栄養補
助食品の需要はどのくらいあるのか，この栄養補助
食品を摂取した子どもの栄養状態は改善したのかと
いう点を明らかにしていく計画です。

・都市部における児童の体力試験と家計調査
成人男女の過体重・肥満が問題となっているガー

ナの都市部で，小学生に運動やバランスのよい食事
の意義を教育することの効果を評価することが目的
です。小学生への教育を通じて将来の過体重・肥満
の可能性を減らすことに期待があります。調査対象
は，クマシの都市部にある小学校から無作為に選ん
だ 10 校に在籍しているすべての５年生です。まず，
2016 年９月から 10 月にかけて，対象となった児童
の身体計測と体力試験を実施しました。体力試験に
ついては現地小学校の事情を勘案して，日本の文
科省が実施している「新体力テスト」より 50m 走，
立ち幅とび，上体起こし，握力の 4 項目，旧「体力
テスト」より立位体前屈の計 5 項目を実施しました。
全部で 465 人分のデータが集まりました。第 1 図に
示すように男子はやせ気味，女子もやややせ気味の
傾向が見られます。現在，対象児童の保護者を訪ね，
家計と食事に関する聞き取り調査を進めているとこ
ろです。体力試験と家計・食事調査は，本研究のベー
スラインとなります。

本研究の目的は，B 社がガーナを含む世界各国

で実施している食育・体育プログラムを CSV の観
点から評価することです。B 社はこのプログラムを
CSV の一つとして位置づけ，自社のウェブサイト
等で宣伝していますが，子ども達に対して自社商品
を推奨することはなく，スポンサーが B 社である
ことも表には出していません。B 社がこのプログラ
ムの実施によって直接的な利益を得ることがないの
であれば，定義から CSV とは言えないことになり
ます。

本研究は，次に，調査対象の 10 校から無作為に
選んだ 5 校で，B 社の食育・体育プログラムを模し
た授業を行います。そこでは，肥満が生活習慣病の
原因であること，食習慣や運動習慣の改善により肥
満を防ぐことができることを強調します。その後，
エンドライン調査を実施し，食育と体育を行ったこ
とが，子どもたちの食事や日常の運動に変化を生み，
肥満傾向の減少や体力の向上が実現したかどうかを
判定します。食事の変化の中で重要な点は，B 社の
商品の購入頻度が高まったかどうかです。商品の宣
伝をまったくしない食育と体育が，B 社商品の購入
を促しているとするならば，CSV としても評価で
きることになります。

第１表　農村部における離乳期向け市販食品の利用率

食品のタイプ 商品名（メーカー） 使用したことのあ
る割合（%）

乳児用粉ミルク
Lactogen（Nestlé） 42.0

その他の粉ミルク・
5種類 9.4

一般用粉ミルク
Nido（Nestlé） 32.2

Cowbell
（Promasidor） 20.7

補完食品
Cerelac（Nestlé） 49.7

Motherlac（Atona 
Foods） 8.4

註．調査対象は離乳期の子どもを持つ429人の母親です（3人は
データ不備のため除外しました）．
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第１図　都市の小学生のBMIの分布
註⑴　５年生の年齢は８歳から16歳まで幅広いので，10-12歳に

限定しました．
　⑵　WHOの子ども向け年齢別BMI分布表を使って，各児童の

BMIを平均値からの乖離により分類しました．図中のSDは
標準偏差を意味します．WHOによると+1SD以上が19歳時
点でBMI≥25に該当します．
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