
Nestlé in society
共通価値の創造と2015年私たちのコミットメント

日本での取り組み
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トップメッセージ

　ネスレは、世界で栄養・健康・ウェルネスのリーディング企業であり

続けることを目指しています。

　ネスレのスイスでの創業の原点は、栄養不足による乳幼児の死亡

率の高さに心を痛めた創業者アンリ・ネスレが開発した乳児用シリアル

です。おかげさまで、世界中の人々からご支持をいただき、栄養・健康・

ウェルネスのリーディング企業へと成長することができました。

　2016年、ネスレは創業150周年を迎えます。創業以来、株主に優れ

た価値を生み出すとともに、社会のために価値を創造するというネスレ

の基本的な戦略は変わっていません。社員が順守すべき基本的な価値

観や諸原則をまとめた『ネスレの経営に関する諸原則』の中には、共通

価値の創造(Creating Shared Value = CSV)が事業展開の基本で

あることが明記されています。

　私たちネスレ日本は1913年に創業し、2013年に100周年を迎え

ました。ネスレ日本はCSVを推進するにあたり、さまざまなステーク

ホルダー(顧客)の皆さまの問題を解決することを第一に考えています。

現在、日本市場は成熟し、超高齢社会を迎えています。その一方で技

術は目覚しい進化を遂げ、今やすべてのものがインターネットでつな

がるIoT（Internet of Things）時代を迎えようとしています。ネスレ

日本は、このように大きく変わる環境に合わせて変化する顧客の問題を

解決するため、製造業からサービス業へ大きく変わろうとしています。

高品質な製品を提供することによる問題解決に加えて、ロボットや

人工知能といったテクノロジーやインターネットを活用した製品、サー

ビスやビジネスモデルによるイノベーションを通じて、製品カテゴリー

や産業の垣根を越えた問題解決を推進してまいります。

　これからもネスレ日本は、皆さまから信頼される栄養・健康・ウェル

ネス企業として、「Good Food, Good Life」のスローガンのもと、顧客

の皆さまの問題に対する解決策をご提案し、喜んでいただける価値を

創造できるよう全力で取り組んでまいります。

ネスレ日本株式会社　代表取締役社長兼CEO

高 岡  浩 三
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　企業が長期的に繁栄し株主の皆さまに価値を創出するには、同時に社会にとっての価値も創出
しなければなりません。私たちはこれを「共通価値の創造」と呼びます。

共通価値の創造 日本での取り組み

　日本でも、共通価値の創造における
活動を「栄養・健康・ウェルネス」、「農村
開発」、「水」、「環境サステナビリティ」、

「人材、人権とコンプライアンス」の分野
で行っています。2015年の主な実績の
一部をご紹介します。

栄養・健康・
ウェルネス

栄養・健康・
ウェルネス

水 環境
サステナビリティ

人材、人権と
コンプライアンス

約120 万名
「ネスレ ヘルシーキッズ プログラム」は、

2011年の開始からこれまでに
のべ6,000を超える学校から申し込みがあり、
約120万名の児童に教材を提供しています。

− 63 %
自社工場の生産量は2005年から

2015年までに130％増加しましたが、
製品1トンあたりの直接取水量を

63%削減しました。

454 トン
2015年、包装材料の形状変更により
454トンの軽量化を達成しました。

20 %
女性管理職の割合を2020年に

20%まで引き上げる目標を掲げています。

約 60 カ所
「こうべ 元気! いきいき!! プロジェクト」の

「介護予防カフェ」は、
神戸市内の約60カ所で運営されています。

（2016年1月現在）

− 26 %
自社工場の生産量は2005年から

2015年までに130％増加しましたが、
温室効果ガス直接排出量を

26%削減しました。

環境
サステナビリティ
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重要課題

重要課題の評価

　ネスレは、数年前から、グローバルな観点からネスレのビジネスとステーク
ホルダーにとって最も重要な課題を特定し、継続的に再評価を実施していま
す。2015年、ネスレ日本株式会社として初めて、日本特有の課題や文脈を考
慮した、ネスレ日本の重要課題の評価を実施しました。

　ネスレ日本は、特定非営利活動法人 経済人コー円卓会議日本委員会と
ともに、社会的な視点から当社にとって重要と考えられる課題案件を49の
課題に整理しました。

　この49の課題に関して、専門的知見を持つステークホルダーの関心度
合いと、ネスレ日本の事業への関連性と影響度合いを調査しました。その上
で、ステークホルダーの関心とネスレ日本に対する影響が大きいと考えら
れる26の重要課題を特定しました。詳細は、以下のマトリックスをご覧くだ
さい。

　日本では、以下の項目に対して高い重要性が確認されました。
● 残留農薬、食品偽装、原産地における食の安全の確保、遺伝子組み換えと

放射能などの食の安全
● 製品のマーケティングとコミュニケーションにおける健康に関する情報の表示
● 高齢化、高齢者の健康、単身世帯の増加と食習慣の変化
● 情報セキュリティー、透明性の確保と企業情報の迅速な提供

　グローバルと同じく日本においても、以下の項目に対して高い重要性が
確認されました(グローバルの情報については、グローバルパート8ページ
を参照ください)。
● トレーサビリティと透明性
● 資源の利用効率と水資源の適切な管理（ウォーター・スチュワードシップ）
● 子どもの健康と過剰栄養
● 女性の権利向上とダイバーシティ（ジェンダーバランス）
● 社員の安全と健康

　今後は、各課題がネスレ日本のバリューチェーンに及ぼす影響を評価すると
ともに、ステークホルダーとの直接の対話を通じて、重要と評価された課題へ
の対応を進めてまいります。

ネスレ日本の重要課題マトリックス

ネスレ日本に対する影響

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心

責任ある調達
トレーサビリティと透明性
サプライチェーン全体にわたる人権
自然破壊
原産地
児童労働

食の安全

残留農薬
食品偽装
原産地
遺伝子組み換え
放射能

企業統治
ダイバーシティ（ジェンダーバランス）
公正なビジネス
透明性の確保と企業情報の迅速な提供
情報セキュリティー
社員の健康と安全

栄養と健康
子どもの健康
過剰栄養／肥満／メタボリックシンドローム
高齢者の健康
食塩／糖類／脂肪の過剰摂取

環境負荷、環境持続可能性
温室効果ガス排出
ウォーター・スチュワードシップ
資源の利用効率と自然資本

日本の社会トレンド
高齢化
単身世帯の増加
食習慣の変化

製品のマーケティングと
コミュニケーション

健康情報の表示

● （責任ある調達） 原産地＝原産地において生産者と労働者が安全な生産、製造、労働環境下に置かれているか。
● （食の安全） 原産地＝原産地において消費者に安全な体制で生産されているか、安全性に配慮された食の生産が行われているか。

「重要課題」については、グローバルパート8ページを参照ください。
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栄養・健康・ウェルネス

　ネスレは、栄養・健康・ウェルネス分野のリーディング企業です。消費者ご自身とご家族をケアし、
すべてのライフステージで、科学的根拠に基づく栄養と健康に関するソリューションによって生活
を向上させます。

「ネスレ ヘルシーキッズ プログラム」
このプログラムは、学齢期の子どもたちの栄養・健康・ウェルネスに関する知識と実践する力の向上を目的としています。
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栄養と健康に関する共同研究で
業界をけん引する

ネスレ日本の視点

　ネスレは、世界最大の食品栄養研究ネット
ワークを有する企業です。世界40カ所に研究
開発拠点を擁し、4,800名を超えるスタッフが
研究開発に従事しています。また企業や大学と
コーポレートベンチャーファンドや研究パート
ナーシップを実施しています。　

　ネスレ リサーチ東京は、2009年、全世界の
製品に刷新とイノベーションをもたらす科学技
術を提供することを目的に設立されました。健
康、栄養分野における最先端の研究機関と共同
研究を行い、イノベーションの発掘を中心に活
動しています。また、この分野の理解を深める
取り組みとして、2011年から 「食と生命のサイ
エンス・フォーラム」 を企画、実施しています。
2015年は、東京大学総括プロジェクト機構総
括寄付講座「食と生命」、ネスレ栄養科学会議、
ネスレ リサーチ東京の共同主催による「第5回
食と生命のサイエンス・フォーラム： 栄養とヘル
シー・エイジング」 が開催されました。　

　ネスレ栄養科学会議は、日本の栄養科学の進
展および科学的な栄養関連と健康情報の普及
を目的として設立されました。前身のネスレ科
学振興会が設立された1993年以来、20年以
上にわたり栄養科学の発展に寄与する活動を
行っています。2015年は8件の研究助成を行
い、若手研究者3名に論文賞を贈呈しました。

　また、2015年5月に横浜で開催された第12
回アジア栄養学会議（日本栄養・食糧学会合同）
には、ネスレ リサーチセンターから10名の研
究者が来日し、栄養に関連した講演および展示
ブースで最新の研究を発表しました。

栄養情報とアドバイスをすべての
ネスレ製品のラベルに記載する

ネスレ日本の視点

　消費者が賢く食品を選択するためには、わか
りやすく実用的な栄養、健康関連の情報を提供
する食品表示が不可欠です。

　ネスレは、2005年に「ネスレ ニュートリショ
ナルコンパス」を導入、製品に含まれる栄養素
や栄養価、バランスの良い食生活のヒントなど
について情報を提供しています。

　2013年には、製品パッケージに記載されて
いるQRコードから、詳しい製品の栄養や健康情
報、企業情報にアクセスできる新サービスも一
部製品で開始しました。

　「カロリーガイド表示」は、製品１食分（１包装
分など）あたりのエネルギー（カロリー）と、１日
の目安のエネルギーに対してそれが占める割
合を一目でわかるように表したものです。消費
者の健康的な生活を支える食品選びの参考と
なるよう、多くのネスレ製品がパッケージ正面で

「カロリーガイド表示」を行っています。

「カロリーガイド表示」が示すもの

3%
66
kcal

1杯（150ml）
あたり

栄養素等表示基準値
（１日の目安）に対して

① 1食分のエネルギー

② 1日の目安エネルギーに
　　対して、何％に当たるか

アイコンにして
パッケージ正面に配置

ポーションガイダンス
（１食分を知らせるさまざまな工夫）
を導入する

ネスレ日本の視点

　ネスレでは、世界中で大きな課題となってい
る肥満問題への取り組みとして、「ポーションガ
イダンス（1食分を知らせるさまざまな工夫）」と
いう考え方を重視しています。

　1食あたりの飲み物、食べ物のサイズは増加
する傾向にあり、「健康的な1食分」を伝えること
が過食の防止になるといわれています。

　お客さま自身が製品のサイズや頻度で適
切な1食分を理解し、判断できる助けとなるよ
う、ネスレ日本でも、1食分がわかるパッケージ
のデザイン（個包装など）やメッセージの表示

（推奨する1食分の量と摂取頻度の文言）など
を提供しています。

「ネスレ栄養基盤」

100%達成
ネスレ日本では、すべての製品（コーヒーマシン等
を除く）が「ネスレ栄養基盤」＊を100%達成してい
ます。

＊ネスレは、世界的に摂取過剰が課題になっている栄養素、
例えばエネルギー（カロリー）、飽和脂肪酸、糖類などの上
限や不足しがちな栄養素の下限のルールを盛り込んだ
栄養プロファイリング基準を設けています。これらの基準
を満たす製品が、「ネスレ栄養基盤」を持ちます。

栄養・健康・ウェルネス
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健康的な食事、ライフスタイル、
運動を推進する

ネスレ日本の視点

　高齢者と健康 ： 2013年、ネスレ日本は「こうべ 
元気! いきいき!! プロジェクト」の連携協定を兵
庫県神戸市と締結しました。栄養や健康に関する
ノウハウを生かし、高齢者のクオリティ オブ ライフ

（生活の質）の向上に貢献しています。

　取り組みの1つが、「介護予防カフェ」です。
ネスレは、この「介護予防カフェ」に「ネスカフェ 
ゴールドブレンド バリスタ」などを提供し、

「ネスカフェ」を楽しみながら語らう集いの場づ
くりを応援しています。2016年1月現在、神戸市
内では約60カ所の「介護予防カフェ」が、地域の
方により自主運営されています。

　また、ネスレ社員による「介護予防教室」を開催
し、栄養と健康を楽しみながら学ぶ講義を実施し
ています。

　ネスレは、このプロジェクトを通じて、栄養と
運動の大切さについて広く高齢者の方々を啓発
し、豊かな長寿社会の実現を目指しています。

　なお、2015年、「こうべ 元気！ いきいき！！ プロ
ジェクト」は、厚生労働省の「第4回健康寿命を
のばそう！ アワード（介護予防高齢者生活支援
分野）」で企業部門優良賞を受賞しました。

　子どもと健康 ： 2009年、ネスレは子どもの
健康づくりのための教育プログラム「ネスレ 
ヘルシーキッズ プログラム」を開始しました。
このプログラムは、世界中の学齢期の子ども
たちの栄養・健康・ウェルネスに関する知識と
実践する力の向上を目的としています。

　日本では、2011年に小学校低学年を対象
とした「からだづくり」支援プログラムとして
スタートし、2012年には小学校高学年にも
対応できるよう充実を図りました。プログラム
は、からだと食べ物の関係を学ぶ「栄養プロ
グラム」と、からだを動かす楽しさを体験する

「運動プログラム」から構成されています。プ
ログラムの開始から累計すると、すでにのべ
6,000校を超える小学校から申し込みがあり、
約120万名の児童に教材を提供しています。

　2014年からは、ユネスコスクール全国大会に協
力企業として参加し、「ネスレ日本ヘルシーキッズ
賞」を設立、子どもの健康づくりを目指して素晴ら
しい活動を続けている小学校を表彰しています。

　コーヒーと健康 ： コーヒーに含まれるカフェ
インやポリフェノールに関する最新の知見を広
く伝えるため、学会との共催セミナーなどの講
演会を毎年開催し、コーヒーと健康に関する啓
発活動を積極的に展開しています。また、著名な
研究者による「コーヒーと健康」のインタビュー
記事を日本栄養士会雑誌に掲載、ポリフェノー
ルやカフェイン、生活習慣病や水分補給といった
テーマを取り上げています。このインタビュー記
事はネスレ日本の企業サイトにも掲載しています

（http://www.nestle.co.jp/nhw）。

超高齢社会を迎えた日本で

　超高齢社会を迎えた日本で新たな問題となっ
ているのが、高齢者の低栄養リスクです。低栄養
は多くの病気の原因となるばかりでなく、骨量や
筋肉量、免疫力や体力、気力、認知機能などの低
下を招き、高齢者のクオリティ オブ ライフに大き
な影響を及ぼします。

　ネスレ ヘルスサイエンスは、全国の医療機
関、介護施設やご自宅での栄養ケアにおけるさ
まざまなニーズに応える栄養補助食品を製造、
販売しており、全国約１万軒以上の医療機関、介
護施設や在宅医療の現場で使用されています。

　なお、栄養補助食品事業をさらに強化するた

め、2016年4月、医療現場で使われる濃厚流動
食事業を味の素社から取得するとともに、経口
栄養食の医療・介護系ルートにおける販売契約
を締結しました。

　また、ネスレ ヘルスサイエンスは、栄養評価
ツールの国内での啓発と普及にも積極的に取
り組んでいます。医療、介護従事者向けに、高齢
者の栄養状態を簡易に評価する「MNA®(Mini 
Nutritional Assessment)」や、嚥下(食べ物
や飲み物の飲み込み)状態を評価する「EAT-
10(イートテン)」などを提供しています。

　高齢社会が抱える健康寿命の課題解決を目
指して、「ネスレ ウェルネスクラブ」が2015年に
北海道でスタートしました。デジタル技術を用い

て、パーソナルカプセルの提供や専門家のコン
サルテーションを実施し、「食事」「運動」「脳」の観
点から、1人ひとりに最適な健康づくりのための
ソリューションを提供します。
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連携を進め、高齢者の健やかな生活を
応援していきたいと考えています

　神戸市では、ネスレ日本とともに「こうべ 元気！ いきいき！！ 
プロジェクト」を実施しています。ネスレ日本が有する健康
に関するノウハウやブランド力を活かし、魅力ある介護予
防の展開を目指しています。これからの超高齢社会に向
けて、住民主体のつどいの場や高齢者の活躍の場の展開
が求められています。プロジェクトの1つである介護予防
カフェは、まさに目指す住民主体の介護予防に資する取り
組みとして、市内60カ所以上に広がっています。神戸市は
これからもネスレ日本との連携を進め、高齢者の健やかな
生活を応援していきたいと考えています。

神戸市保健福祉局 
高齢福祉部介護保険課
介護予防担当課長
横川 洋 氏

「ヘルシーキッズBRTプログラム」が
さらに発展されるよう期待します

　外で遊べる場所の減少や屋外活動の制限による子ども
たちの運動不足を補うため、「ネスレ ヘルシーキッズ」室内
運動プログラムの開発をしました。「小スペースで安全に
楽しく行える効果的なプログラム」をコンセプトとして、運動
の基本的な動作（フィジカルリテラシー）である「バランス・
リズム・タイミング」の頭文字をとって「ヘルシーキッズ
BRTプログラム」と名付けました。子どもたちには習得達成
しやすく、指導者（教師）には安全面を含め教えやすい仕組
みとしました。今後この「ヘルシーキッズBRTプログラム」
が全国各地で普及し、同時に運動効果の検証も進め、さら
に発展されるよう期待します。

一般社団法人キッズアスレティックス・
ジャパン 代表理事
中央学院大学法学部スポーツシステ
ムシステムコース・教授
小林 敬和 氏

栄養・健康・ウェルネス

「ネスレ ヘルシーキッズ プログラム」の特別授業
2015年秋、世界司厨士協会が毎年実施しているインターナショナルシェフズデイと、「ネスレ 
ヘルシーキッズ グローバルプログラム」のコラボレーション企画を世界各国で実施。日本で
は東京の小学校で特別授業を実施しました。

「こうべ  元気!  いきいき！！  プロジェクト」
豊かな長寿社会の実現を目指して、神戸市とネスレ日本が取り組む「こうべ 元気! いきいき！！
プロジェクト」。地域の方が自主運営する「介護予防カフェ」は、神戸市内の60カ所以上に
広がっています。

VOICE

VOICE
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農村開発

　ネスレは、食品飲料を生産するために、世界中の何百万もの農業従事者からの確実で長期的な
原材料供給を前提にしています。これらの材料がどこでどのように生産されているかを理解し、
管理することによって、農作業の改善促進、現地の優先課題に沿った農村開発の支援、女性蔑視か
ら森林破壊にいたるまで、サプライチェーン上の課題の対応に取り組むことができます。

「ネスカフェ アンバサダー」ベトナム農園ワークショップ
「ネスカフェ プラン」に対する理解をより深めていただくため、ベトナムでワークショップを行っています。
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カカオ農家とともに
「ネスレ  カカオプラン」を
実施する

ネスレの
コーヒー生豆サプライチェーンを
継続的に改善する

ネスレ日本の視点

　ネスレが2009年から開始した「ネスレ カカオ
プラン」は、品質に見合った価格での買い取りだ
けではなく、病気に強く、良質なカカオがたくさ
ん実る苗木の提供や、カカオ栽培に関する知識
と技術を提供する勉強会の開催、さらには水環
境や道路の整備、学校の建設などを通じて、カカ
オ農家が健やかに生活できるよう、カカオ生産国
を支援しています。グローバルパート24ページ
も参照ください。

　ネスレ日本は、「ネスレ カカオプラン」の本格的
な取り組みを2014年から開始しました。

　2015年には、ネスレ日本が国内で製造、販売
するすべての「キットカット」と「ネスレ エアロ」に
持続可能な農業のための国際的な認証プログラ
ムであるUTZ認証※ラベルが導入されました。

ネスレ日本の視点

　「ネスカフェ プラン」とは、ネスレが提唱する
共通価値の創造をコーヒー豆の栽培から製造、
流通、消費といったすべての工程を通じて実践
することで、消費者の皆さまにコーヒーという
1杯の至福を将来にわたって継続的にお届けす
ることを掲げたプランです。例えば、コーヒー豆
の直接買い付けを増やすことで農家の収入支
援や、苗木の配布や技術供与による高品質の原
材料確保などを行っています。グローバルパート
25ページも参照ください。

　ネスレ日本では、「ネスカフェ プラン」に対
する理解を深めていただくため、2014年から

「ネスカフェ アンバサダー」ベトナム農園ワーク
ショップを実施しています。

　2015年は、20名の「ネスカフェ アンバサダー」
の方がベトナムのコーヒー農園を訪問し、品質の
良いコーヒーを作るための苗木育成の見学、植
樹やコーヒー豆の収穫、またコーヒーテイスティ
ングなどを体験していただきました。

※UTZ認証 ： 適正な農業実践と農園管理、安全で健全な労
働条件、環境保護、児童労働撤廃への取り組みの面で基準
が設けられており、すべての基準が満たされて初めて認証
されます。

ネスレのブランドに対する
安心感を今まで以上に
得ることができました

　ベトナム農園ワークショップでは、言葉は通
じなくても楽しく笑いながらコーヒーの収穫
などを行いました。現地の方々の、確かな品
質のものを作っているという自信、そして誇
りを持って仕事をする姿から、ネスレに対す
る期待と信頼を感じました。日本で飲む１杯
が愛情にあふれたものだと実感することが
でき、ネスレのブランドに対する安心感を今
まで以上に得ることができました。

「ネスカフェ アンバサダー」
ベトナム農園ワークショップに参加いただいた
古賀 真由美  様

コーヒーテイスティング体験
コーヒーテイスティングを始めとするさまざまな
体験を通じて、「ネスカフェ プラン」に対する理解を
深めていただきました。

農村開発

VOICE
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水

330世帯分にあたる節水を実現
霞ヶ浦工場のボトルコーヒー製造ラインは、１日あたり約240トン、約330世帯分にあたる節水を実現しました。

　水は、ネスレの事業とバリューチェーンにとってとても重要なものです。世界の取水量は2030年
までに供給量を40%上回ると予想されています。ネスレは安全で清潔な水と公衆衛生を利用する
権利を尊重するため、水を効率的に利用し、水や原材料の調達元であり、私たちの工場所在地でも
ある集水地域における責任あるウォーター・スチュワードシップを推進する努力をしています。
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事業全体における水の利用効率と
サステナビリティの向上に取り組む

適切に排水を処理する 水の保全意識を高める

ネスレ日本の視点

　姫路工場（兵庫県）、島田工場（静岡県）のコー
ヒー製造工程で導入されている「ノンフロン
二元（二酸化炭素／アンモニア）冷凍装置」は
節水効果が高く、設置の翌年には冷凍機におけ
る水の使用量は、両工場でそれぞれ19%減と
なり、現在もその水準を継続しています。

　また、霞ヶ浦工場(茨城県)のボトルコーヒー
製造ラインは、一般的なUHT・ホットパック充填
より水の使用量が少なくて済む無菌充填プロ
セスを採用しています。最新鋭の機械を導入し
たことで、ネスレが従来採用してきた無菌充填
プロセスよりさらに1日あたり約240トンの削
減が可能となりました。この量は平均的な世帯
が使用する水の量に換算すると、約330世帯分
に相当します。

　さらに、片山ナルコ株式会社と共同で、毎年
アクションプランのパフォーマンスをレビューす
るウォーターワークショップを開催し、冷却塔の
オペレーションの最適化に代表される数々の対
策を導入してきました。2005年から2015年ま
でに自社の製造量は130%増加しましたが、製
品1トンあたりの直接取水量は63%減少してい
ます。

ネスレ日本の視点

　島田工場では、2004年に約3億円を投じて、
世界30カ所のネスレのコーヒー工場の中で最
初にメタン発酵排水処理システムを導入しまし
た。この排水処理は嫌気性微生物（メタン菌）の
効率的な使用により高濃度の排水の中の有機
物の分解処理を行い、排水を法規制より厳しい
自主規制の清浄度まで排水処理を行います。こ
の排水処理は蒸気などのエネルギーを必要と
しないため、工場でのエネルギー使用量が大幅
に削減され、約12％のCO2排出量削減につな
がりました。

　さらに2005年からは、このメタン発酵排水
処理システムから発生するバイオガス（主にメ
タンガス）をボイラーの補助燃料として利用し
ており、これによる省エネ効果は原油換算で毎
時約70リットルとなっています。

ネスレ日本の視点

　プロジェクトＷＥＴ(Water Education for 
Teachers) は教育ツールを用いて世界中の児
童の水問題に対する意識の向上を図る国際的
な取り組みです。ネスレ ウォーターズ（本部フ
ランス）は1992年からメインスポンサーとして
その活動をグローバルに支援してきました。

　日本では、このプロジェクトは公益財団法人
河川財団が推進しており、ネスレ日本は2012
年から工場を中心に活動を始めています。
WETのツールを使って子どもたちを教育する
ことができる「エデュケーター」という資格を
持つスタッフがネスレ日本の社内に13名おり、
工場近隣の小学生を対象に、水や水資源に対す
る知識、理解と責任感を深めてもらうよう取り
組んでいます。

グローバルな視点、継続的な改善と革新的な提案で水削減に貢献します

　ネスレ日本の水削減の取り組みをサポートさせていただき、約8年、ウォーターワークショップの
開催や日常のサービス業務を通じて、水削減に貢献できたことを誇りに思います。年々、節水への
課題は難しくなりますが、今後はさらに発展させ、エネルギーや廃棄物
の削減にも水処理を通じて貢献したいと考えています。本気で削減に
取り組まれるネスレの方とのやりとりにいつも気が引き締まります。
今後もグローバルな視点を持ち、継続的な改善と革新的な提案を通じ
て、水削減のお役に立ちたいと考えております。

片山ナルコ株式会社 WPS-Lビジネス
ビジネスデベロップメントマネージャー　藤岡 忠之 氏

ネスレ日本：2005年に対する製品1トンあたりの
　　　　　 直接取水量の削減（％）

－50％

2013

－55％

2014

－63％

2015

12%
島田工場のメタン発酵排水処理システムにより、
工場でのエネルギー使用量が大幅に削減され、約
12％のCO2排出量を削減しました。

13名
ネスレ日本には、WETの
ツールを使って子どもたち

を教育する「エデュケーター」資格を持つスタッフが
13名います。

水

VOICE
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環境サステナビリティ

　環境サステナビリティとは、天然資源が制約され、生物多様性が減少し、気候変動によってこうし
た課題が悪化するおそれのある世界で、正しい選択をすることで未来を守ることです。また、消費
者に喜んでいただくことと、ネスレの環境責任と取り組みについて社員と外部ステークホルダーの
期待に応えることでもあります。

現在、そして未来のために
ネスレは事業運営の効率化を図るとともに、パートナー企業や団体と協力して、製品の環境パフォーマンスの改善に取り組んでいます。
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事業における
資源の利用効率を改善する

ネスレ日本の視点

　姫路工場と島田工場で導入しているコージェネ
レーションシステムは、熱電併給とも呼ばれ、発
電時に発生した排熱のエネルギーを有効利用
することで総合エネルギー効率を高めるエネル
ギー供給システムです。

　姫路工場では、ＬＮＧ（液化天然ガス）をタンク
ローリー輸送して工場内のＬＮＧサテライト基
地に備蓄する燃料供給方式を導入し、最大92％
という高い総合エネルギー効率（一般的には
70～80％）を達成しています。液化天然ガスは
重油に比べ、大気汚染につながる窒素酸化物
(NOx) や硫黄酸化物（SOx）、また地球温暖化
の原因となる二酸化炭素の排出を低減するこ
とができます。テクノロジーの先進性と先導性
が高く評価され、第9回新エネ大賞（新エネル
ギー財団）を受賞しました。

　また、島田工場では、コージェネレーションシ
ステムのみならず、脱臭装置、エアヒーターな
ど他の燃焼施設に至るまで、従来の重油燃料か
ら環境負荷の少ない都市ガスへの転換が実現

されています。霞ヶ浦工場においても同様に天
然ガスへの転換が進み、2014年に100%の転
換を果たしました。

　さらに、姫路工場と島田工場では、コーヒー
抽出工程で排出されるコーヒーかすのほぼ
100％を燃料として再利用し、その燃焼エネル
ギーで発生した蒸気を工場の熱源として利用し
ています。この流動床ボイラーによるコーヒー
かす熱エネルギー回収システムは、1983年に
日本で初めて島田工場に導入され、1986年に
は姫路工場にも導入されました。

　姫路工場では、燃料による年間エネルギー使
用量の約20％がこのコーヒーかす（バイオマ
ス）サーマルリサイクルで賄われており、このシ
ステムは先導的なバイオマス活用の取り組み
として兵庫県の「ひょうごバイオマスecoモデ
ル」第31号に登録されました。また、流動床ボ
イラーを始めとする一連の取り組みで、島田工
場は2013年、経済産業省が認定する、次世代 
エネルギーパーク計画の一環である静岡県の

「ふじのくにしずおか次世代エネルギーパーク
計画」の協力施設となりました。

製造における環境パフォーマンスの改善
ネスレ日本の自社工場での生産量は2005年から2015年までに130％増加していますが、同期間に、
エネルギー使用量を19%、温室効果ガス直接排出量を26%、総直接取水量を15%、そして総排水量を
44%、それぞれ削減しました。

+130％

－19％

－26％

－15％

－44％

エネルギー総使用量

温室効果ガス直接排出量

総直接取水量

総排水量

生産量

※データは2005年対比 期間：2005年～2015年

　ネスレは、廃棄物ゼロを目指してグローバル
でさまざまな取り組みを行っています。その一
環として、ネスレ日本の工場では製造過程での
廃棄物はもとより、工場から出る一般ゴミの減
量にも配慮しています。

　島田工場では、2010年から、コーヒー製品の
製造過程で発生するコーヒーかすの一部を培
養土にリサイクルする活動を続けています。ま
た、「キットカット」を製造する霞ヶ浦工場でも食
物残さの全量飼料化に取り組んでおり、2014
年には廃棄物ゼロを達成しました。

　さらに製造現場だけでなく、ネスレは全社で
オフィスのペーパーレス化を目指して、書類の
電子化、業務フローの見直しなど取り組みを続
けています。

ネスレ日本：製品1トンあたりの温室効果ガス
               直接排出量（kg CO2eq）
2015

2014

2013

362

432

483

ネスレ日本：2005年に対する製品1トンあたりの
　　　　　 エネルギー使用量の削減（％）

－53％

2013

－58％

2014

－65％

2015

環境サステナビリティ
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気候変動リーダーシップを
提供する

ネスレ日本の視点

　ネスレが世界のあらゆる業界に先駆けて開発
した「ノンフロン二元（二酸化炭素/アンモニア）
冷凍装置」は、姫路工場と島田工場のコーヒー
凍結工程に導入されています。二酸化炭素と
アンモニアはともに自然冷媒で、システム内を
循環し通常は大気に放出されないため、地球温
暖化やオゾン層破壊への影響をほとんどなくす
ことができます。

　ネスレは、「ネスカフェ ゴールドブレンド」な
どに使用されるフリーズドライコーヒーのプラ
ントにおけるフロン冷媒全廃を目標に、大型冷
凍機の15年がかりの脱フロン対策を推進して
きました。モントリオール議定書のフロン撤廃
の条約期限を5年前倒しにした世界的なネスレ 
グローバルイニシアチブを、日本ではさらに約
5年前倒しで2013年に達成しました。

　2015年には、冷媒保有量30kg以上の中型
冷凍機も自然冷媒に変換しました。

　なお、姫路工場、島田工場と霞ヶ浦工場で
2011年から実施してきた液体燃料から天然ガス
への燃料転換は、2015年に完了しました。

環境マネジメントシステムの取得
日本国内の3工場すべてにおいて、2008年
12月までに、ISO14001（環境マネジメント
システム）に加えてFSSC22000（品質マネジ
メントシステム）の国際規格認証を取得しま
した。これらの国際規格認証については、認
証取得後も第三者機関による定期審査や更
新審査が実施され、厳しい要求事項に継続し
て適合していること、さらなる改善が行われ
ていることが確認されています。

霞ヶ浦工場　天然ガス貯蔵タンク
2011年から実施してきた化石液体燃料から天然ガスへの燃料転換は、2015年に完了しました。

2015年に設置された霞ヶ浦工場「キットカット」プラント用アンモニア冷凍機
アンモニアは自然冷媒です。システム内を循環し通常は大気に放出されないため、地球温暖化や
オゾン層破壊への影響をほとんどなくすことができます。
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ネスレ製品パッケージの
環境パフォーマンスを改善する

製品が環境に与える影響を
評価し最適化する

ネスレ日本の視点

　2015年、ネスレ日本グループは、包装材料
の形状変更により454トンの軽量化を達成しま
した。削減を達成した主な分野は以下のとおり
です。

● 紙包装材料 ： 399トン
● プラスチック、ラミネートフィルム： 55トン

　ネスレ日本のポーション製品は、2015年、優
れたパッケージとその技術を開発普及すること
を目的に公益社団法人 日本包装技術協会が
実施する「日本パッケージングコンテスト」で、
飲料部門賞を受賞しました。コンパクトな浅底
容器の導入により、包装材料を重量ベースで
15%削減、物流効率が33%向上したことが評
価されました。

ネスレ日本の視点

　ネスレ日本は、地球温暖化の原因の1つとさ
れる二酸化炭素の排出量において、トラック輸
送に比較し約8分の1と環境負荷の少ない鉄道
輸送を利用するなど、モーダルシフト（大量輸送
できる鉄道輸送と海運輸送に転換）を推進して
います。パートナー企業や団体と協力し、今後
もバリューチェーン全体の環境パフォーマンス
の向上を目指します。

ネスレ日本のモーダルシフトへの取り組み
2010年：製造工場から北海道への輸送をすべて

フェリーに転換。「エコシップ・モーダルシ
フト事業優良事業者」に認定。

2012年：モーダルシフトへの取り組みを本格的に
強化。

2013年：国の環境事業である平成25年度「モー
ダルシフト等推進事業」として認定。

2014年：「モーダルシフトの取り組みに関する宣
言と確認」をJR貨物グループと共同で作
成、鉄道への転換を積極的に推進するこ
とで合意。

2015年：「エコレールマーク」認定企業を取得。
ネスレ日本、川崎近海汽船株式会社、一
般財団法人日本気象協会の3社で海運
により日本のモーダルシフトを推進する
ことで合意。

表彰受賞歴
2014年：平成26年度グリーン物流パートナー

シップ優良事業者表彰国土交通省物
流審議官表彰受賞。

2015年：平成27年度グリーン物流パートナー
シップ優良事業者表彰国土交通大臣
賞受賞 / ネスレ日本が参加する神戸
モーダルシフト推進協議会が、第16回
物流環境大賞 物流環境保全活動賞受
賞 / ネスレ日本が自社のモーダルシフ
トの取り組みについてまとめた論文が
鉄道貨物振興奨励運営委員会の最優
秀賞に選出。

2016年：3社での海運によるモーダルシフト推
進で、第17回物流環境大賞受賞。

モーダルシフトの取り組みを通して
持続可能な社会の実現に努めてまいりたいと思います

　全国通運は、北海道から九州まで全国222社の代理店通運事業者と
安心・信頼のネットワークを構築し、エネルギー効率に優れる鉄道を
利用し、お客様の物流改善に貢献しております。2013年に立ち上げた
神戸モーダルシフト推進協議会では、ネスレ日本の強力なリーダー
シップのもとさまざまな課題を解決し、鉄道利用を飛躍的に拡大していた
だきました。この取り組みで平成27年度グリーン物流パートナーシップ
優良事業者表彰国土交通大臣賞をともに受賞できたことに改めて感
謝申し上げます。今後も輸送効率に優れ
る31フィートコンテナの利用拡大、他企業
とのマッチング輸送に創意工夫を働かせ、
モーダルシフトの取り組みを通して持続可
能な社会の実現に全国通運も努めてまい
りたいと思います。

全国通運株式会社
代表取締役社長　杉野 彰 氏

ご一緒に輸送の効率化、自然環境の改善など
社会貢献に尽力してまいりたいと思います

　経済活動の大動脈である国内物流は大きな転換期を迎えています。従来
からの環境問題に加え、トラックドライバー不足の深刻化により、トラック
輸送から鉄道、海運へのモーダルシフトが急速に進行しているからです。
貨物鉄道の特徴はCO2排出量がトラックの約8分の1である環境性能、
トラック65台分を1人の運転士で運べる大量輸送性、定時発着率が94％
台と世界の最高水準にある正確性などです。世界の環境問題をリードして
こられたネスレは、日本国内においても早くから物流改善や鉄道輸送へ
の移行を実現され、国の表彰を受けられる
など、モーダルシフトの牽引者として注目を
集めてきました。これまでの先駆的な取り組
みに敬意を表し、感謝申し上げるとともに、
今後とも新たなご提案を通して、ご一緒に輸
送の効率化、自然環境の改善など社会貢献
に尽力してまいりたいと思います。

日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）
代表取締役会長　石田 忠正 氏

8分の1
鉄道輸送の二酸化炭素の排出量は、トラック輸送と
比較して約8分の1。環境負荷の少ない輸送手段です。

環境サステナビリティ

VOICEVOICE
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人材、人権とコンプライアンス

　ネスレは、社員、取引先、その他関係する人々の基本的人権を尊重して事業を運営します。この
人権尊重は『ネスレの経営に関する諸原則』の中核であり、また国連の指導原則報告枠組みにも
沿っています。

ネスレの社員研修
キャリア開発や事業目標の達成支援を行うとともに、栄養や健康についての研修も実施しています。
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全社員とステークホルダーが
コンプライアンス違反の疑いを
容易に報告できる体制を構築する

社員の男女比のバランスを
向上する

ネスレ日本の視点

　ネスレは、全世界で不適切または違法な事例
や行動があれば報告するよう、社員やサプライ
ヤー、ステークホルダーに促しています。すべて
の苦情内容が公平かつ適切に調査されます。ま
た、報告に対する報復は禁じられています。　

　ネスレ日本では、2009年に「ネスレ ホット
ライン」が導入され、コンプライアンス違反や違
反の可能性に気づいた社員からの通報を受け
付けています。すべての通報は公正に秘密を厳
守して対応され、通報した社員がそれを理由に
不利益を被ることはありません。

ネスレ日本の視点

　人権と労働慣行、誠実な事業活動、安全衛
生、環境、セキュリティーの5分野で外部の監
査ネットワークをベースとしたネスレ独自の
CAREプログラムが2007年からネスレ日本グ
ループの全事業所で実施されています。

　また、OHSAS18001（労働安全衛生マネジ
メントシステム）をネスレ日本の全事業所で取
得済です。連続無事故日数（休業災害が発生し
ない連続日数）をイントラネットに掲示し、各職
場での安全に対する意識向上を呼びかけてい
ます。

　安全運転の推進にも注力しており、車両事故
件数を事業所別の毎月モニターし、社用車を利
用する社員の上長を対象に全社規模でのワーク
ショップを実施するなど、全事業所の車両事故
撲滅を目指して取り組んでいます。

ネスレ日本の視点

　さまざまな違いを持つ社員が集まった組織
の方が新しい発想やイノベーションが生まれや
すくなると考え、ネスレはダイバーシティの推進
に取り組んでいます。男女比のバランス向上に
ついては、ネスレ日本グループでは、女性管理
職の割合を2020年に20%まで引き上げるとい
う目標を掲げ、メンタリングや海外人事交流な
ど女性社員に焦点を当てた育成プログラムを
実施しています。

　女性のキャリア継続や男性の育児参加を促
すため、育児休業を男女ともに最大10日間有
給化するとともに、2012年に霞ヶ浦工場に事業
所内保育園「ねすれっこはうす」、2014年に神戸
本社内に託児ルーム「ネスレ キッズルーム」を
開設しました。また2015年にネスレが世界中
の社員を対象に制定した「マタニティー保護
方針」（グローバルパート39ページ）に準じて、
日本でも本社および50名を超える女性社員が
働くオフィスには、授乳室が設置されました。

　さらに2016年1月から、社員自身が働く場所
や時間を自由に選べる「フレキシブルワーキン
グ制度」を全社員対象に導入しました。育児や
介護に携わる社員がより柔軟に働ける環境を整
えています。

保護者の方がお子さまを安心して預けられるように

　自然豊かな環境の中、野外体験を提案実践し、“自分で考え、行動して
みる思考”をはぐくむ保育を行っています。保護者の方が安心してお子
さまを預けられるよう、お迎え時には園での
様子を詳しくお伝えしております。急な残業
の場合やお子さまの発熱時などでも、お迎
え要請はすぐにせず、様子を見守り、慌てず
安心してお迎えにいらしていただけるよう対
応しています。

「ねすれっこはうす」 園長　筧 礼子 氏

以前と変わらず仕事をすることが可能になりました

　出産後、女性が仕事に復帰する際には、まだまだ難しいことも多くあり
ます。復職したくても保育園の空きがない、仕事中の呼出しや送り迎え
の時間などの問題、また職場に迷惑をかけ
てしまうといった思いも働く母親が抱く悩み
です。私は、「ねすれっこはうす」のおかげで
それらの問題をほぼ解消でき、以前と変わら
ず仕事をすることが可能になりました。とて
も助かっています。

ネスレ 霞ヶ浦工場 菓子製造　武内 夕美

認証を受けた
安全衛生マネジメントシステムで
ネスレの全社員を守る

人材、人権とコンプライアンス

VOICE VOICE
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『ネスレの経営に関する諸原則』、
栄養に関する研修を
社員に実施する

事業全体において
グローバルユース・イニシアチブ
を実施する

ネスレ日本の視点

　社員向けの栄養と健康教育として、2007年
から世界のネスレで一斉に開始した「NQニュー
トリショントレーニング」は、2015年末時点で
全世界の約42万名の従業員が受講し、約3万
6,000名が更新講座を受講しています。

　日本でも全社員への研修を完了しており、
継続的に新しく入社した社員、マーケティング
や開発関係者向けに研修を行っているほか、
種々のツールで社員の栄養知識向上を図って
います。

　また、コンプライアンスに関する社内での意
識啓発活動や、新入社員、新任係長や課長、部
門長を対象にしたコンプライアンス研修を行っ
ています。ネスレにおけるコンプライアンスと
は、『ネスレの経営に関する諸原則』を実践する
ことです。社員1人ひとりがこのことをより深く
理解し、職場やステークホルダーとのかかわり
の中で自信を持って実践できるようさまざまな
支援を行っています。

ネスレ日本の視点

　ネスレ日本は、多様な学生の採用を目的とし
た新しい方法として、インターンシップを重視し
た「ネスレパス」コースを導入しています。選考
時期と方法を学生が選べ、何度でも挑戦するこ
とができる通年採用選考プロセスです。2015
年からは、従来実施していたエントリーシートと
WEBテストが廃止され、「ネスレ8daysミッショ
ン」が導入されました。これはネスレを志望する
学生が、8日間連続で1日1問出題されるビジネ
スケースや課題に回答し、入社への熱意やビジ
ネスセンスをアピールするという新しい採用選
考方法です。

　2016年から「ダイバーシティ採用コース」が
新設され、2名のプロゴルファー選手が入社しま
した。プロスポーツやさまざまな専門分野でフ
リーランスとして活躍している人材に、これまで
培ってきたリーダーシップや起業家精神、専門
的な能力や知識などを活かしつつ、ネスレ日本
のビジネスに貢献してもらうことが目的です。
入社後は、自らの夢の実現とともに、ネスレ日本
での業務経験を自らの成長や新たなキャリア形
成に役立てることができます。

　内定者（アソシエイト）の主体的なキャリア
形成は「ネスレ アソシエイト制度」で支援しま
す。この基盤となるのが、ネスレが全世界の社
員向けに導入しているキャリア形成プラン共
有制度（PDG ＝ Progress & Development 
Guide）です。アソシエイトが“ネスレ流”の育成
に触れ、しっかりと入社までの準備をしてもら
い、学生生活をより充実したものにできるよう支
援します。

　入社後は、社員の育成やキャリア開発を目的
とした多様な学習機会やツールが用意されて
います。一例が、2013年にスタートしたネスレ
グループ内の海外人事交流プログラムです。日本
の社員にはアフリカ、オーストラリアとASEAN
諸国で勤務する機会があり、日本は各国から社
員を受け入れています。

栄養に関する研修を社員に実施
ネスレは、社員向けの栄養と健康教育「NQニュー
トリショントレーニング」を全世界で行っています。


