E グループ
Karen Coria Chagoya
この要約は、ユニラサール大学の学生グループが、健康的で持続可能な食料生産へのアクセスを提供・保証するシステムのための
いくつかの考えを開発し、それを実現するための作業を概説することを目的としている。これらの考えはまだ発展させる必要があ
るが、このモデルは食料を人間の基本的な権利として考えることを目的としている。
世界規模での健康的な食品へのアクセスの不公平さ、つまり、世界中のすべての人々がさまざまな健康的な食品を入手できるわけ
ではなく、時には食品を入手できない場合もあること、気候変動、人口増加率の上昇、これにより、より反応性、回復力、生産性
の高い食品生産システムが必要となること、実際の農業慣行に関連した生物多様性の損失、低栄養や過剰栄養が社会にもたらす影
響に関連した法外な病院費用などである（IPES Food, 2016）。したがって、複数の動作軸と手段を含む 1 つのシステムで十分だと
考えた。
私たちは、このような食糧生産システムの欠陥をカバーし、適正な農業慣行を尊重し、促進する健康的で持続可能な食品への経済
的アクセスを可能にする解決策に取り組む必要があると考えた。この解決策に参加することを決めた国のメンバーに、これらの食
品を供給できるようなユニバーサルな配分を提案する。
この配分は、様々なステークホルダーの貢献により集められたもので、これにより、誰もが制度で定められた基準を満たす食品を
入手できるようになることが期待される。
境界線、定義、基本ルールを説明し、認証として実施しなければならない。この認証は、アグロエコロジーの食品システム生産か
ら着想を得た一定の原則を守ることが条件となる。
最近の研究では、この農業モデルは、農業部門に関連する温室効果ガスの排出量を 40％削減し、健康に関連する直接・間接コスト
を最大 97％削減するなどの効果があることが証明されている。また、アグロエコロジーは、農家と作物の関係を理解するための社
会的な方法でもある。それは、自然と食物のつながりを作り、彼らの伝統を尊重するためである。こういう訳で、アグロエコロジ
ーは、地元の生産者の雇用機会を増やすことで、社会的な利益をもたらす可能性がある。
健康への影響は、より栄養価が高くバランスの取れた食生活を通じたアグロエコロジー農家の健康増進に関連する可能性がある。
アグロエコロジーは、生産の多様性と食生活の多様性を高めることで、栄養の適切性を向上させ、SDG2（飢餓ゼロ）の達成に貢献
することができる。
このような資金調達方法は、アグロエコノミックなフードシステムの生産モデルが、健康予防、作物の品質と回復力、公正な労働
環境を通じて促進する利益と節約に基づいている。
したがって、このシステムが仕様書に定められたとおりに承認・実施されれば、環境、社会、経済、健康の 4 つの側面で前向きな
結果が得られることになる。これらの仕様は、土壌に蓄積される炭素の割合、製品を得るために使用される水の量（再生指数）、食
料へのアクセスの変化、労働の機会などの指標（データを収集し、結果を評価するためのもの）によって測定されるほか、フード
システムの関係者がこの移行をサポートするためのツールも用意されている。
このシステムに参加している上述の加盟地域の参加は、彼らの委託（つまり貢献、投資）と研究が関連していることにより、好循
環の構築に貢献することになる。データの収集は、情報の生産と継続的な改善を可能にする。
この概要では、1 つの重要な側面である「民主主義」を無視することはできない。実際、このプロジェクトの目的の一つは、アクタ
ーや市民に力を取り戻すことである。このシステムは、最初はさまざまなパイロット地域で実施されるが、徐々に他の地域にも適
応されるように、民主的な協議会を設立し、この移行におけるすべてのステークホルダーの参加を保証する。
主な課題は、世界の人々が自らの健康を守ることができるようにすることである。
このアプローチでは、コベネフィットを生み出すものとして、さまざまな側面が取り上げられる。タンパク質の自律性、食物の回
復力（多様性があれば適応しやすくなる）、外部性の減少などである。
主な障害はその資金調達にあり、その結果、世界規模での実現可能性という別の問題が生じている。この選択は全くの想定内であ
り、各国の温暖化対策計画は、発表された 45％の削減に対して、推定 0.5％の削減という行き詰まりを示しているユニセフの最新
の報告書と一致している（FAO, 2020）。このような状況の中で、私たちが思いつく解決策の一つは、意欲的な国際協力である。あ
る国が環境的には無害であっても、その隣国が大量の温室効果ガスを排出し続ければ、誰もがその影響を受けることになる。生態

系の影響はグローバル化
したままである。したがって、国際的な貢献システムは、得られた節約分に基づいて各国の投資割合を設定する第 2 段階で初めて
可能になる。
このシステムが成功するかどうかは、世界の格差を考慮し、これらの緊急の必要性に対応できるよう、その地域特有のニーズを考
慮した資金調達の模範によって判断される。さらに、主な障害となるのは、この移行に取り組むことを地域に納得させることであ
る。実際、この移行は、たとえ食料の回復力を向上させるものであっても、各地域に適合させるための作業、時間、試みを必要と
する。先に述べたように、もし投資が行われれば、この移行作業に従事する多くの雇用が創出されるため、この障害のバランスを
取ることができ、それが機会になるかもしれない。
これらの課題を解決するために、私たちは小規模なプロジェクトから始めて、その後、より大きなスケールのプロジェクトに参加
して成長していきたいと考えている。パイロットプロジェクトの実施には、地元の若者を中心とした多くのアクターに参加しても
らいたいと考えている。とはいえ、やるべきことはたくさんある。最初のパイロットシステムの実施後には、いくつかのレベルで
改善が見られることを期待している。
社会的影響：地域規模での実施により、生産者とその顧客との間の特権的な接触が可能になる。プロジェクトの推進により、あら
ゆる年齢層の消費者、特に大人が参加するようになる。市民は責任ある消費を通じてシステムにより深く関与するようになり、地
元の、責任ある、健康的な食品消費を促進する。フード・デモクラシーは、食料不安の減少につながり、公平性や男女平等、職場
での安全性も促進するだろう。
経済的影響：この配分により、生産者への報酬が向上し、「公正な価格」政策の確立や新たな経済回路の構築が可能になる。
環境への影響：本プロジェクトは、農業生態系モデルの適用（慣行の改善）と輸送の削減（地元での生産）により、温室効果ガス
の排出量を削減し、また、水質汚染の削減、生物多様性の増加、地域の回復力の向上につながる。
健康への影響：アグロエコロジーを実践することで、病気や健康リスクを減らすことができる。
これらのシステムの導入が成功すれば、異なる特徴を持つ他の地域でも当社のモデルを実施することが可能になる。これらの効果
や影響は、地域規模で異なる 3 つの国（フランス、レバノン、ブラジル）のパイロットシステムで、3 年間にわたって測定・評価さ
れる。
要約すると、この考えは、安全で栄養価の高い食品へのアクセスをすべての人に保証するだけでなく、持続可能な消費型への転換、
つまり、より健康的で安全な、気候や自然に配慮した食生活への転換を可能にすることを目的としている。現在の深刻な状況は、
非常に野心的でインパクトのある解決策を必要としており、このアイデアはそれを具現化したものである。このような大きなプロ
ジェクトを考えると、その実現可能性という大きな問題に直面することになる。ISS は、すべての関係者が一丸となって、このアイ
デアをさらに発展させ、プロジェクトの相乗効果を生み出すことで、その実現を支援できる場所なのである。

Warren H Kilemile
肉の柔らかさは、消費者の肉製品の容認性と食事の満足度に影響を与えるだけでなく、繰り返し購入するという将来の購入意欲に
影響を与える最も重要な特性である。
肉の処理には、さまざまな化学テンダライザーが使用される。
しかし、これらのほとんどは、塩化カルシウムによる特徴のある風味や苦味などの悪影響が伴う。
さらに、他の方法では、健康被害の可能性が疑われる塩やグルタミン酸ナトリウムなどの多くの食品添加物が含まれているとされ
ている。
Malu et al によると、これらの方法による健康への影響を考慮すると、生姜は胃腸管を活発化し、抗菌特性がある。 また、生姜
は唾液の分泌を促進する働きもある。また、パパイヤは鎮痛剤として作用し、創傷治癒を促進し、アレルギー、下痢、消化不良の
治療に役立つ可能性がある。
これらのショウガとパパイヤの特性に基づき、タンパク質分解酵素を含む、さまざまなスパイスや果物などから、安価で自然の軟
化剤を開発する必要がある。

筆者の研究は、天然物から安価な軟化剤を開発することを目的とする。そして研究の結果、テンダライザーは人間が好む肉の加工
に適しており、その製品の貯蔵期間は 6 ヶ月であるとわかった。

Joan Murugi Macharia
African Indigenous Vegetables (AIVs)について。葉物野菜が当てはまり、東アフリカでは何十年もの間で育てられ、消費されてき
た。これらのおかげで、現地の人々は経済的にも栄養面的にも助けられてきた。ケニアでは、4 つの AIVs、アマランス子実、ササ
ゲ、アフリカのナス科のハーブ、オリヅルランが主に育ち、小規模の生産者がこの 4 つを主にケニア、タンザニア、ウガンダ、中
央ケニアでは栽培されている。
ケニアの小自作農家が、収入を得た後に魅力的な野菜を栽培できるように、AIVs を生産していた。周囲からは、貧しい農家が生産
するものだという見られ方をしていたが、今では高級なレストランでも AIVs は提供されるほどの価値のあるものとされている。
微量栄養素も摂取できる有能な食材として注目されている。これに伴って、AIVs を大規模農家も生産するようになったために、小
自作農家が生産高に見合った収入を得られず、社会経済的地位が低くなってしまう問題がある。田舎と都市の需要と供給も差が出
て、それが格差にもつながる。
ここで、生産量に応じた戦略をつくり実行していくことが大事になってくる。都市部と地方の需要を割にあうようにし、社会経済
的地域による収穫物の影響はどれくらいかを理解して、それぞれの農家の生活や作物の生産が持続的に行うことができる政策を考
えていくことが大切だ。

Sahitha Lochana Karapitiya
スリランカは、農業における研究と活動の連携がうまくいっていないため、いくつかの課題に直面している。現在、スリランカに
おける農業知識の普及は、主にスリランカ農業普及サービス（SAES）に所属する職員によって広められているが、普及員の能力不
足、認知度の低さ、普及活動における多元性の欠如、公共の普及活動の縮小・分散などが問題となっている。
本プロジェクトは、ペラデニヤ大学農学部の学部生が 1 学期の滞在型コースを受講するというものであり、農業研究の知識を学部
生を通して農家や一般市民に広めることを目的とした。農業バリューチェーンにおける行動、研究、教育を結びつけ、環境的、社
会的、経済的な持続可能性を達成することが、最終的な成果である。
このプロジェクトの意図は主に以下の７つである。
1.

学部生の知識普及への参加を促進すること

2.

農産物の生産性、品質、効率、安全性を向上させること

3.

学部生に農業の現実世界を触れてもらうこと

4.

実用的な解決策がまだ適用されていない農業の問題を定義すること

5.

問題点をデータベース化し、研究に基づいた効果的な解決策を提案すること

6.

人工知能を基にした自動生成の問題解決法を考案すること

7.

一般の方々に農学への理解を深めていただくこと

本プロジェクトは、貧弱な知識の普及に対する効果的な解決策を提供することにより、農家や一般の人々が科学的知見を入手しや
すくなる。科学的な知識が提供されることで、若者が農業に興味を持ち、農業や経済全体への参加が促進される。生産性と効率性
の向上は、農業から高い利益を得ることにつながり、農家の貧困を緩和することができる。以上のことから、SAES 普及員の代わり
に学部生が農民と関わりをもつことで、スリランカの農業分野における研究・教育・活動の連携を強めていくことが期待される。
Oum Somara
現代の農業は作物生産のために化学肥料と農薬の大量投入に依存しており、化学汚染による環境汚染と食品安全は世界中で大きな
関心事になっている。食料農業機関は有機農業などの代替の持続可能な農業を開発する重要性を認識し、
「世界食糧サミット行動計
画（1999）」を提案したが、東南アジア、特にカンボジアにおいてまだ有機農業の慣行は広まっていない。カンボジアの伝統的な農
業は肥料に依存しており、生産量は十分ではなかったが、政府や非政府組織の支援を受けて自然環境や人間の健康との調和を目指
している。一部の地域では化学肥料の投入量を減らし、有機肥料を使用することで土壌、水、環境の質を向上させている。

有機農業を行っている二つの地域の稲作農家 100 人に対してアンケート調査を実施した。有機農業を推進するプロジェクトの実施
前はどちらの地域においても 90％以上の農家が化学肥料を利用していたが、プロジェクトを実施して 10 年後の 2019 年にはどち
らの地域においても有機肥料と化学肥料を組み合わせた農業が約 8 割を占めていた。作物の生産量が増加し農地の土壌は改善され
た。土壌の肥沃度の改善がカンボジアの農業の生産性、食料安全保障、持続可能性にさらなる可能性を与えるだろう。

F グループ
Patcharawit

Wilaikaew

タイの農産業では約 1,000 万人が従事しており、そのうち 500 万人が作付け関係している。
しかし、自然による要因のために、農民は生産性の低さに苦しみ続けており、農業の経済的価値の低下につながっている。この要
因は、天候、雨量、土壌の質、また、害虫である。
植え付けに適するものや、栽培を助ける昆虫もしくは、害虫を認識を見分けることは経験豊富な学者には簡単である。
しかし、若い農学者の多くは、経験がないため、昆虫や植物の判別に問題を抱えている。
また、主に若い農学者は年配の農学者より経験が少ないため、老若男女の農学者に世代間のギャップがある。
技術とアルゴリズムの発展に伴い、Plants for U、Farm Manage、Sirrus、Skippy Scout、Crop Nutrient Advisor など、農業問題を
解決できるアプリケーションがたくさんある。
筆者は上記の問題を解決するために、モバイルアプリケーションを開発するというアイデアを提案している。
筆者は現在、アプリケーションを開発している。使用するをツールは、モバイルアプリケーションと融合するオブジェクト検出で
あり、テクノロジーに不慣れな人など誰もが簡単にアクセスできる。
まず、昆虫の情報を収集し、どの種が農産物に利益をもたらすか、またはどの種が農産物に損害を与える可能性があるかを把握す
る。
このアプリが開発され終えた場合にどれほど有益であるかは、以下から分かる。
まず、データを蓄積したモデルを使用することで、どの昆虫が農産物に有益であるかを知ることができる。したがって、益虫の駆
除を減らし、不必要な農薬量を減らすことができる。
第二に、このアプリは知識普及の役割をも持つ。害虫や昆虫に関する老若男女間の経験のギャップを減らすことができる。

Sakshi Chugh
インド農業が直面している主な課題は、小規模で断片的な土地保有、灌漑施設の不足、機械化不足、機械化に適した品種の不足、
農業マーケティング、貯蔵·輸送施設である。
このような挑戦を克服するために、政府の監督の下、農地を整理するなど、多様な措置が取られた。
全国 GDP に占める農業部門の割合は 14%に過ぎないが、人口の 70~80%がこの部門と関連がある。
農業中心でなければ、いかなる社会的·財政的進歩も達成できない。
インド政府は農民と農業共同体の利益のために多くの計画を立てたが、ほとんどの場合、その計画の目的である人々には利益が及
ばない。
農学部の学生たちは卒業プログラムの間、村に滞在し、農村社会のこのような計画に敏感に反応している。 インド政府は様々な計
画を打ち出し、実行してきた。
いくつかの計画は以下に列挙されている.
伝統的農業開発計画: これは農業従事者の集団が有機農業を始める動機付けのために始まった.
農業灌漑計画: この計画は灌漑施設を確保することで生産性を高めることを目的としている。農家は現代的な灌漑方法について教
育を受けている。
土壌健康カード(SHC):土壌健康カード(SHC)のような栄養管理に関する計画が導入され、肥料の過剰使用を点検し、特定作物の生
産性向上のための投入量を持続可能な方法で最適化した。 政府は SHC をインドの 14 クローレすべてに発行することを目標とし
ている。

•全国農業市場（e-NAM）:この計画は、全国レベルの e-マーケティングプラットフォームを提供し、e-マーケティングを可能にす
るインフラの構築を支援する。
•全米持続可能な農業ミッション（NMSA）: 八つの内の一つである気候変動に関する国家行動計画（NAPCC）に基づくミッショ
ン
気候変動適応措置を通じて持続可能な農業を推進し、特に統合農業、土壌健康管理、資源保存のシナジー効果に重点を置いた雨水
供給地域の農業生産性を高めるためだ。
卒業後、学生たちの実質的な農業への参加は非常に少ない。 農学部卒業生たちは、彼らの知識を実際の農業に活用することはめっ
たにない。
これは変えていかなければいけない。 学生と農民の絆は非常に重要だ。 これまで、農村の農民たちと個別の学生たちが一緒に働
きながら、村の群れの中に自助団体を作る成功談がある
学生たちも農民に会って会議を行い、現場を訪れ、農民の問題点を理解し、革新的な過程とアイデアを活用してどのように解決で
きるかを考えなければならない。
農業の効率性を高めるために技術を使った 19 歳のティーンエイジャー、ヴィーナダリ·コリパラという女性がいる。 彼女は農家を
助けるために安価で多機能な農業用ドローン（を開発した。
同様に、ラジパル·ラソア氏はヨーロッパで儲かる仕事を辞め、現在、彼らの技術的·社会的問題を解決するために農村を支援してい
る。 彼はソーシャルメディアを農業と結びつけること活動も行っている。
インド政府は、国民教育政策 2020（NEP2020）を開始した。
政策の目的は知識基盤社会を創造することであり、情報や知識を伝えることではなく、批判的思考を発展させることであり、政策
の主な目的は合理的思考と行動、科学的気質を持ち、良い教育機関を作ることである。 すべての学生に幅広い学習経験を提供する。
NEP は、質の高い教育を全ての人に提供することで、インド、つまりバラットを持続的に平等で活気に満ちた知識社会に変える教
育システムを構想しています。
これは幼い子供たちが農業を潜在的な職業として見るのに貢献するだろう。 農業卒業生はこの機会を利用して農業教育のマスター
トレーナーとして多くの貢献をすることができる。
国家農業研究教育システムに従事する学生たちには、食べ物と環境安全を保障する機会がある。 政策支援システムは、学生が農業
事業を設立することを促進し、価格メカニズムに役立つ公共、人々、農民のパートナーシップを結びつけなければならない。
新しい創業分野は以下の通りである。
1.意思決定支援システムのデータ分析及び開発: 持続可能な農業のための様々な相互作用の間でシナジーを創出するためにはビッ
グデータ分析が必要である。 品質データと情報チェーンの分析は意思決定に不可欠である。 学生たちはこれを自由に活用するこ
とが出来る。
2.作物マーケティング: 学生たちは市場情報研究システムを開発することでより良いサプライチェーンとマーケティングチェーン
を設立するのを助けることができる。しかし、彼らは生産性のためであったら体に害を及ぼす農薬の使用をいとわない。彼らは伝
統的な農業と非伝統的な農業のバランスの取れた利用の利点について知らなければならない。 無農薬作物を栽培するためには、農
民に経済的インセンティブを与えなければならない。 これは栄養安全だけでなく持続可能性にもつながるだろう。
3.拡張サービス: 結合された健全なメッセージを農夫に伝える必要がある。 農家が異なる政策や技術を採用することで得られる栄
養能力や利益性を含める。 栄養安全保障と食糧安全保障は非常に重要だ。
4.調査業務 学生たちの研究は、どのような条件で、いつ、どこで、どのように成長すべきか、どのように成長すべきかを私たちに
案内しなければならない。 このすべての研究は
経済的インセンティブを中心に維持しなければならない。
生産と研究の面で私たちが農業でどんなに最善を尽くしても、農民の所得は持続可能な開発過程で最も重要な要件です。 これは、
農業生産システムに競争力をもたらし、効率性を高め、エココストを考慮するために、若い学生たちが団結することでようやく達
成できるものである。

Mercey M Laban
多くのタンザニア女性は、口コミでスキンケア製品を購入する。また最近彼女らは、政府によるスキンケア製品に関する知識の普
及努力にもかかわらず、不妊症、皮膚癌、深刻な皮膚/脳/腎臓に関する病気の可能性のある危険な化学物質（水銀）を含む有害な
皮膚漂白性化粧品を使用し続けている。
筆者の研究は、スキンケア製品購入のきっかけについての女性の意識を評価することを目的とした。調査の結果から、モロゴロ市
のサバサバ区の女性の過半数 116（79.5％）が、友人、家族、インターネットを通じてスキンケア製品を知ったとわかった。 購入
決定に影響を与えた一般的な要因は価格、人気のあるブランド名と広告であったが、個人的な要因としてはステータス、独自性、
魅力的かどうかであった。
したがって、この研究の結果から、政府がスキンケア製品の製造と流通を規制し、安全な製品をつくる法律を制定することが推奨
される。
さらに、スキンケア製品は、皮膚癌、不妊症、呼吸器系などの問題に関連しているため、植物からの天然成分を含む製品の購入を
検討するように、タンザニアの女性に勧めている。
筆者はこの研究の知識と経験を生かして、スキンケア製品の適切な選択、スキンケア製品を選択する際に避けるべき有害な成分、
美白成分の効果についても女性に教えたいと考えている。そしてこれは、個人の健康だけでなく、コミュニティ全体の健康に関わ
ることである。

Joy Njeri Wachira
栄養のある健康食品は、消費者の関心の高まりに対する消費者のニーズを満たすという点において、ケニアを含む発展途上国にと
って依然として問題となっている。都市化においては、自分たちの食品を準備するために必要な時間や体力などが不足するこたか
ら、加工食品やコンビニエンスフードへの食品の変化をもたらした。低所得の都市世帯は、限られた生活費のためだけでなく、栄
養価の高い食事を作るために必要な水と衛生環境を用意することから、栄養失調問題のリスクが高まっている。
National Food and Nutrition Security Policy（2011）の目的の 1 つは、すべてのケニア人がいつでも利用でき、アクセスでき、手頃
な価格の食品の量と質を高めることである。このための方法の１つは、食事の多様化である。地元の食品を食事に取り入れること
で、栄養価の高い食品の手頃な価格が保証され、特に栄養価の高い食品を準備するための資源が不足している農村部や都市の低所
得地域に住む人々がそれらを利用できるようになる。
伝統的な作物を知ってもらうことは、また、栄養のある食品へのアクセスを増やす役に立つ可能性がある。
十分に活用されていない作物は、高い栄養、気候条件への適応性、干ばつ、害虫、病気への耐性を備えていることから、持続可能
な農業をする上で特に重要である。
筆者のプロジェクトは 2 つに分かれて構成される。
最初の段階では、ゴマとバンバラマメをいくつかの加工方法を行い、製品の官能性と品質を向上させる。
ジョモケニヤッタ農業技術大学の学生の数人でクッキーの官能分析を行った。
第二段階では、クッキーの物理的および化学的特性に対する小麦粉の添加に対する影響を調べる比較物理化学的試験を行う。
これには、食品の主成分の量を定量化するための近似組成分析の実行、およびクッキーの貯蔵寿命を調査するための微生物検査が
含まれる。

R Imam Nuryaman K
インドネシアでは農業が農家の減少、農業人的資本の欠如、そして農家統治機関の弱小化など農民の三重負担という形で差し迫っ
た危機にさらされている。さらに農業労働力が若者の三分の一に過ぎず、農家の平均年齢は 52 歳をむかえた上に、農家の 83.12％
の教育レベルが基礎レベルだということを考慮すると、インドネシアの農業の持続可能性に大きな衝撃が与えられる。またインド
ネシアの GDP のうち農業が占める割合は 9.41％にもかかわらず、農家の 46％が貧困ラインよりも下で生活している。
しかし新型コロナウイルスによるパンデミックによる影響で、食糧の緊急性が懸念され、農業分野で様々な改革が行われた。そ
れによってこのパンデミックは、農業部門が経済成長の重要な役割と、国民経済の緩衝を備えた最も回復力のある部門であること

が示された。政府は青年農業起業家プログラムの推進等を行い、若者の農業進出に力を入れている。
また私の考えるファーマーレンジャーと呼ばれる農業改革は、ビッグデータと人工知能（AI）で構成されるスマート機関の役割
を最適化して、タイムリーに農業の可能性を最大限に発揮させる。ファーマーレンジャー戦略の実施には、政府、民間部門、学界、
市民社会、およびメディアの役割に言及し、共同措置が必要だが、このアプローチはプログラムの実装を最適化するだけでなく、
相互に排他的なメリットを提供し、学生が農業セクターを盛り上げることを保証する。

G グループ
Euan Tomes
森林地帯の野生の鹿の個体数を管理することは、持続可能な森林管理と開発において難しいくも不可欠な部分である。
スコットランドには、4 種の野生の鹿が生息している。在来のレッドディア（Cervus elaphus）とノロジカ（Capreolus capreolus）、
非在来のニホンジカ（Cervus nippon）とダマジカ（Dama dama）である。これらの鹿の個体数密度は持続不可能な程であり、彼ら
の生息地、農業、林業に与える被害は大きい。2019 年にスコットランド政府は 2032 年までに国の森林被覆を 18％から 21％に増
やす計画を示した。
森林維持と持続可能性の両方を行うという国の目標は、増え続ける鹿の個体数と相まって、森林で鹿を管理することの難しさをさ
らに高めるようである。
上記の課題を認識し、筆者はスコットランド林業学校で調査と開発をしてきた。
データ収集後、森林被覆と鹿の個体数の両方が増加するにつれて、その方法がスコットランドの林業における鹿の複雑な管理問題
の解決策になり得るかどうかを２つの側面から評価する。1 つ目は、スコットランドの鹿管理に関する法律が評価され、ヨーロッ
パの鹿管理法を可能とするために必要な変更が提案される。
２つ目に国中の林業地における鹿の管理者の調査が行われ、森林における鹿の管理の問題についての管理者の見解と、彼らがヨー
ロッパからの他の管理方法の導入をどのように考えているかについて尋ねる。
このようにして、樹木被覆率の高い国での鹿の管理方法を分析することにより、スコットランドの森林景観における鹿の管理のた
めの、より効率的な方法を発見できる可能性がある。

Igor Cemercic
バランスの良い生態系がなければ、人間の存在は不可能であることを理解するべきである。
私たちの環境は、すべての生きているものと生きていないもの、そしてそれら全ての相互作用で構成されている。環境研究の基本
的な目標は、人間が天然資源をどのように使用し、人間の活動が環境をどのように変化させるかに焦点を当て、環境問題を読み解
き、解決することである。農業と環境保護において発生する課題の 1 つは、空間計画に役立つ最新技術が使われていないことであ
る。
地理空間技術は、デジタル地形データベースの作成、土壌のマッピング、区画レベルでの土地利用システム、土壌適合性評価など
に効果的に使用される必要がある。中でも GIS は一般的に使用されているツールである。地理空間技術と GIS を農業に役立てる例
としては、肥料を作物をに与える際、センサーが作物に関する情報を収集し、GPS が畑の正確な位置を記録する。 次に、GIS を使
用してその情報を分析し、必要な領域にのみ施肥するように場所を決定する。
これにより、栄養素が不足している場所を対象とし、施肥率が変わる可能性がある。肥料だけでなく、過剰な施用や肥料の小川や
河川への流出による環境にかかる負荷を減らすことができる。
最後に、今日の私たち全員にとっておそらく最も重要な事は、私たちが住み、息をするこの環境を保護することである。
天然資源の管理は、B＆H などの開発途上国にとって重要な課題である。GIS やリモートセンシングなどの新しいテクノロジーを
使用することで、環境の保護、スペースの効率的な管理、収穫量の向上などが可能になる。
よって、大学のカリキュラムにはこのような科目が必要であると考える。

Sofia Salnyk

私たちの惑星が私たちによる、悪影響に苦しんでいるのを見てきたことを誰も否定することはできない。しかし、今一度この星を
扱う方法を考え直さなければ、 すぐに崩壊の危機に瀕していることに気がつくはずだ。
1986 年にウクライナで発生したチェルノブイリ事故は、全世界の環境に重大な悪影響を及ぼしたものの、事故が起きた現場である
ウクライナが最も大きな被害を受けた。
この事故とその恐ろしい結果は、ウクライナでの放射能、原子力、そしてこれらの使用についての懸念を引き起こした。
ウクライナ国立生命環境科学大学は、ヴァーヘニンゲン大学と共同で、「放射能と原子力」に関する合同研修コースを 12 年連続で
開催している。原子力は社会的に非常に物議を醸すトピックであり、このテーマについてはさまざまな意見がある。
「原子力政策と世論」という講演において筆者らは開かれた議論を自由に話す機会があった。このコースとその他の筆者が体験し
たすべての関連イベントは、学生が原子力と環境の問題を考えることに役立った。
筆者は環境を保護することへの関心が筆者の大学外でも高まっていると実感している。
例えば、ウクライナのデジタル分野における新しいエコアプリの数が増えていることである。
「Sort」というアプリは、ごみを適切
に分別する方法を示し、適切なゴミの分別を推進する。
「Let’s do it、Ukraine」というアプリは、公共の場で行われる掃除に参加し
たい、または自分からやってみたいという人々を集めるために作られた。
ウクライナの人々と政府は、環境と気候変動の問題にますます「目覚め」ている。
筆者らはこの機会を使い、問題に取り組む方法を考えている。
地球は私たちの最も貴重な資源であり、それに応じて地球を扱うべき時が来たことを私たちは心に決めておく。

Julius Mwangi Kamita
森林伐採、土壌侵食、砂漠化、水不足と水質の悪化、密猟と洪水は、ケニアの主なな環境問題である。これらのような、環境の乱
れは森林からの立ち退きなどといった、ケニア政府に厳しい措置を取らせた。したがって、将来の世代が自然の恩恵を被ることが
できるよう、現在ある天然資源を保護することが大切である。
エコツーリズムは、自然と経済成長の保全に地域社会を関連させる役割を担う。
これは、自然環境の教育と理解を行う自然ベースの観光である。ケニアはエコツーリズムで人気のある国であり、この国の豊かな
野生生物をメインに、公的、民間のエコツーリズムが発展している。ケニアのエコツーリズムの目標は、様々な点で社会的にも経
済的にも達成されている。エコツーリズムは、学生、農民、公務員の可能性を最大限に引き出すことができる。エコツーリズムの
持続可能性促進のために、ほぼ全てのエコツーリズム組織は環境保全について若者の教育に力を入れている。例えば、蜂蜜の収集、
環境ツアーガイドとしての活動、セキュリティ強化、生息地調査の実施、データの収集といった、自然または、エコロジカルデザ
インの開発を通じて、保全目標を達成しつつ、収入を生み出している。
一方問題もあり、ケニアの一部の地域での牛泥棒やテロがもたらす懸念は、ケニアの生態系に関わるエコツーリストの発展に直接
影響を与える原因である。
また、悪路などの必要不可欠であるはずのインフラ欠如は目的地につく前に観光客の快適さを失わせる結果になる。
筆者の研究の目的は、将来の可能性を守りつつ天然資源を保護し、地域社会を満たす持続可能な環境を維持することである。

H グループ
Galstyan Mariam
概要：食事療法や予防を目的とした食品、特にベーカリー製品の開発と導入は大量生産を目的とした製品は、糖尿病患者の食事療
法には対応していないため、食品産業の発展のための優先事項である。この問題の重要性を考慮して、この研究の目的は、スペル
ト小麦とアマランス小麦の混合粉にステビオシドを加えた物を主成分としたベーカリー製品のレシピを開発することである。糖尿
病患者用ベーカリー製品の技術における問題点の研究に捧げられた成果の分析が行われた。提案された材料の選択の根拠が示され
た。糖尿病患者用ベーカリー製品のレシピが開発された。
近年、世界保健機関（WHO）によると、糖尿病（DM）の患者数が増加している。
患者数は年々増加しており、現在、地球上の成人人口の 6％が糖尿病と診断されている

（Korolev, 2017）。糖尿病は慢性疾患であり、人体のすべての代謝プロセスに影響を及ぼします。国際糖尿病連合の予測によると、
2030 年には 5 億人以上の糖尿病患者が出ると言われている。偏った食生活、大量のファーストフードや消化の良いブドウ糖や脂肪
酸の摂取の増加などにより糖尿病の患者数は増加している。治療には、栄養面での改善が必要であり、炭水化物のバランスのとれ
た複合体を含む食品を使用することだ(Reznichenko &Shcheglov, 2020)。
各種取引の糖尿病患者向けの製品としては、ビスケット、クラッカー、バー、ウエハース、ジャム、ビターチョコレートなどを含
む。現在、糖尿病患者向けの食事療法に沿った製品群を開発するための新しいアプローチが必要とされている。ベーカリー製品は、
ロシアでは伝統的で一般的な食品の一つです。ベーカリー製品は人間の食生活の中で重要な位置を占めており、世界の多くの民族
料理にも欠かせないものだ。これらの食品は、ほとんどの消費者の毎日の食事に含まれている。小麦粉を使った製品の栄養価は低
い。それらはグリセミック指数が高く、タンパク質含有量が少なく、アミノ酸組成のバランスが悪い。これらは通常、糖尿病患者
の食事には含まれない。しかし、すべての患者さんが食事療法を厳守できるわけではない。それは、患者が自分の味覚の好みや習
慣を変えることが難しいからだ。ベーカリー製品をやめることは、心理的な不快感を伴う。特に、子供の頃からパンを食べていて、
それが習慣になっている人にとっては、すぐにはできないことだ。心理的に楽になるように、パンの代わりになるものを用意する
必要がある。そして、より健康的なパンの代替品を見つけることは非常に難しい課題だ。
この研究の目的は、スペルト小麦とアマランス小麦の混合粉に天然の甘味料であるステビオシドを加えたベーカリー製品のレシピ
を開発することだ。
ステビオシドの製造には、多年草のステビアが使われている。ステビアは血糖値を下げる。それは糖尿病の患者にとっては、かけ
がえのない治療薬となる、一方健康な人には糖分を減らす効果はないが、毒 素である重金属塩を体外に排出する効果がある
（Baryshnikova & Paimulina,
2014）。数多くの研究は、治療目的でステビアを使用して行われてきた。科学者たちはステビオシドは糖尿病患者にも安全で、糖尿
病でない人には血糖降下作用がなく、使ったり消費するのに安全であることを発見した。（Kakhkhorova & Karomatov, 2017）ステ
ビオシドを使用した食品の生産と消費は、糖尿病、肥満、その他の代謝性疾患の予防を通じた国民の健康増進への一歩として、栄
養士や薬理学者から評価されています。
発表された研究を分析した結果、古典的なレシピで小麦粉を別の種類の原材料に置き換えることがベーカリー製品の栄養価を高め
る最良の方法の 1 つであることが明らかになった（Androsova ら、2016 年、Nikitin ら。2018). 小麦粉の代替として、スペルト小
麦粉やアマランス小麦粉を導入したレシピでは、砂糖の代替品としてステビオシドが提案されました。スペルト小麦粉は、スペル
ト種の穀物を粉砕して得られる製品だ。近年、スペルト小麦は、製品の範囲を拡大し、機能的で強化された製品を作り、栄養価を
高めた製品である、という観点から製パン業界で注目されている。（Khrapko ら、2019 年、Korolev ら、2019 年）。
糖尿病、グルテン不耐症の人は、スペルト小麦粉を使用した焼き菓子を推奨されている。スペルト小麦製品を定期的に摂取するこ
とで免疫力の強化、血糖値の正常化、心血管系、内分泌系、消化器系、生殖器系の機能向上に役立つ。
アマランサス粉は、
含有するタンパク質の化学組成と生物学的価値により、より高い栄養価を持つ貴重な製品だ(Kotlyarova& Skoba, 2016）ベーキング
においては、ベーカリー製品の栄養価を向上させるとともに技術的なプロセスを容易にする。それは心地よい香りと軽いナッツの
ような味がする。
表1
小麦粉の化学組成
本研究では、糖尿病患者の治療における食事療法のためのベーカリー製品のレシピ開発を目的とした一連の実験を行った。研究対
象となったベーカリー製品のサンプルを製造するために、レシピではスペルト小麦とアマランス小麦粉，ステビオシド，植物油，
ベーキングイースト，食塩を用いた。
完成したサンプルでは、形状、表面、色、味、匂い、焼き上がりが評価された。
すべてのサンプルは、規則的な丸みを帯びた形状で、表面はざらざらしていてナッツのような香りがし、褐色で、パン粉はよく焼
けていて、触っても濡れておらず、空洞やシールがなかった。アマランサス粉を加えることで、試験サンプ官能特性が大幅に改善
された。試験サンプルの味は甘く、余計な味はなかった。

ステビオシドの配合量を増やすと、甘味が強く、苦味が少ないため、完成品の官能指標が悪化した。
テストベーキングの結果から、小麦粉とステビオシドの最適な配合比を決定した。今回提案したベーカリー製品のレシピは、糖尿
病患者の治療における食事療法に必要な栄養を摂取できる範囲を拡大し、提供することができる。この研究は、大学の「バイオエ
コノミクスと食料安全保障」の基礎学部で「Merchandising」を専攻する学生が行ったものである。

Oulaiphone Ouankhamchanh
ラオスの経済システムは主に農業部門に依存している。農業は食料の生産に加えて、雇用の機会もつくっている。残念ながら、人
口の大幅な増加と深刻なパンデミックがラオスの食料システムに影響を与える可能性がある。ラオスの人口の 70％以上が農業部門
に依存しているが、生産性が低く、近代化が進んでいないため、農業生産は国の GDP の 16％しか占めていない。
最近、ラオスはコロナウイルスの影響を受けており、SDG1 と SDG 2 を達成するための大きな妨げとなる可能性がある。
国内の運送と地域のサプライチェーンが崩壊し、サービス業と観光業が深刻な影響を受け、失業率も 2％から 25%になった。ラオ
スの食料システムに関する問題において、たとえば、効率的な作物の栽培、マーケティング、供給ネットワークなどについて学ぶ
ための情報源が不十分であり、特に農村地域では開発が遅れていることが挙げられる。また、農業における持続可能な開発につい
ての知識が不十分なこともある。
ラオスが持続可能なフードシステムを実現し、安全で栄養価の高い食品を確保するためには、栄養問題の理解、学校給食の栄養基
準の改善がある。加えて、農業と環境問題における持続可能な開発目標のためのキャンペーンを促進することは必須である。
また、政府、NGO、国際機関、地元の人々、小規模農家で協力し、誰も取り残されないような社会にする必要がある。

Jenipha B Mayenga
2018 年、WHO は、タンザニアでの死亡数の 33％が非感染性疾患（NCD）によるものであると報告した。そして 2 年後、TFNC
（2021）は、タンザニアで毎年発生する死亡の約 67％が糖尿病や高血圧などの食事関連の非感染性疾患（NCD）によるものであ
ると報告した。
先進国での不健康な食事への食事の変化は加速しており、よって NCD の割合が増加し、現在ではタンザニアのような発展途上国
も同じ現象に直面している。
近年、NCD の発生率と発生原因について、人々の予防意識を高めるための取り組みが行われている。NCD 患者の食事順守が低い
のは、いくつかの阻害要因によるものです（Lestari、2012 年）。 NCD の患者が食事療法に対するアドヒアランスが低い要因には、
収入問題、および一部の患者への誤った情報がある。さらに、タンザニアの糖尿病のような一般的な NCD について、人々の食事
や食事に対するアドヒアランスに影響を与える要因分析は限られている。
筆者の研究は、キノンドーニ市の 40 歳以上の食事関連 NCD 患者の食事に対する意識とアドヒアランスのレベルを評価するために
行われた。ムワナンヤマーラ病院での対面インタビューが 218 人の参加者に対して行われ、同様に、栄養状態を判断するために、
24 時間の食事評価と身長と体重の測定が実施された。
結果の一部では、大多数の人々が肥満であることを示した。彼らの適切な食事を知っているものの、彼らのうちほとんどはそれに
従っていない、もしくはそれを手に入れられない状況にあった。
NCD と栄養状態を向上させるための食事療法の順守はあまり促進されていない。
これには、国の資源のほとんどは栄養不足と発育阻害率の防止に使われていないだけでなく、栄養自体が役立っていない可能性が
ある。
栄養士がいないことも、患者に食事療法についての誤った情報が伝わる理由である。

Maryiano Keziah Anyango Awino
農業部門は、農村経済において重要な役割を果たしている。
農業はケニアの経済にとって重要であり、国内総生産（GDP）の 26％を占め、他の部門との連携を通じて間接的に GDP の 27％
に貢献している。総人口の 40％以上、また、ケニアの農村部の人々の 70％以上の雇用に関わる。バイオーム内の気候、地形、土壌

の変化は、果実の成長を妨げ、生産性の低下につながる。気候変動は、食料価格の上昇と食料生産の減少により、ケニアの食料に
大きく影響を与える可能性がある。
果物産業が直面している大きな問題の 1 つは、特に農村地域での果物の腐りやすさによって、それが十分に活用されていないこと
である。果物は国の収入の半分以上を占めている。
筆者の研究では、収穫後に腐ってしまう果物の削減を目的とし、ケニアのパパイヤ（Carica papaya）での太陽脱水技術の有効性を
評価を調べる。
天日乾燥技術は、栄養素を保持し、品質と安全性を向上させるため、国内外のドライフルーツ市場に売り出すことができる。天日
乾燥は、たとえば、ジュースへの果物の湿式処理と比較して、有機廃棄物の処分量を最小限に抑えられるため、より環境に優しい
方法である。
筆者は、このプロジェクトの活動の一部は、若者が果物農業での職業を検討できるように、ピアツーピアのメンターシップを通じ
て若者の考え方を変える方法を模索することであるとする。

