
栄養と食生活
ネスレ
共通価値の創造報告書
2008



目次

会長メッセージ：「共通価値の創造」 2

CEOメッセージ：「共通価値の創造」と栄養 3

世界の栄養情勢 4

報告書について 11

科学に基づいた栄養ニーズへの対処 14

食品と食生活の質を改善する 21

肥満予防とウエイトマネジメント 28

特定の栄養ニーズを必要とする人々の要望に応える 35

栄養についての認識、知識、理解の向上 44

途上国での栄養の改善 55

将来の目標と課題 64

第三者機関の保証 65

付随書類
この報告書は以下とともに発行されました：
マネジメントレポート2008
コーポレートガバナンスレポート2008
2008ファイナンシャルステートメント

翻訳により解釈に差が生じた場合は、
本報告書の英語版が正式文章となります。

The World’s 
leading Nutrition, 
Health and 
Wellness 
Company

Management 
Report 2008

2008 Financial
Statements 

Consolidated Financial
Statements 
of the Nestlé Group
Financial Statements
of Nestlé S.A.

環境マネジメントと職場での安全衛生を含む、2008年度の他の
「共通価値の創造」の実績は、2008年の「マネジメントレポート」
とウェブサイト（www.nestle.com/csv）にまとめられています。

Corporate 
Governance 
Report 2008

including 
Compensation Report 2008



会社概要会社概要

ヴェヴェー 1,099億
スイスフラン（約10兆2,900億円）

104億
スイスフラン（約9,700億円）

456

1866 180億
スイスフラン（約1兆6,900億円）

283000 84

2008年度大陸別工場数

ヨーロッパ　165
南北アメリカ　168
（北アメリカ　92、中央・南アメリカ　76）
アジア・オセアニア・アフリカ　123
（アジア　79、オセアニア　18、アフリカ26）

出典：ネスレ

2008年度地域別社員数

ヨーロッパ　33.3%
南北アメリカ　38.7%
アジア・オセアニア・アフリカ　28.0%

出典：ネスレ

製品カテゴリー別売上およびオーガニックグロース

製品カテゴリー 売上(10億スイスフラン) オーガニックグロース

粉末・液体飲料 18.885 12.8%

ネスレウォーターズ 9.589 －1.6%

乳製品・アイスクリーム 20.561 9.2%

ネスレニュートリション 10.375 7.7%

出典：ネスレ

製品カテゴリー 売上(10億スイスフラン) オーガニックグロース

調理済食品・調理用食品 18.117 6.1%

菓子 12.370 8.0%

ペットケア 12.467 12.1%

医療品 7.544 8.8%



2008年パフォーマンス要約

パフォーマンス評価指標

　事業の他のエリアに関する最新のパフォーマンス評価指標の全リストは、マネジメントレポート、もしくはwww.nestle.com/csv をご覧
ください。

http://www.research.nestle.com/Science+in+Action/NestleNutritionalProfiling
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2008年のハイライト

科学に基づいた
栄養ニーズへの対処

19億8000万スイスフラン

5000

2100万スイスフラン

肥満予防とウエイトマネジメント 栄養についての
認識、知識、理解の向上

食品と食生活の質を改善する 特定の栄養ニーズを必要とする
人々 の要望に応える

途上国での栄養の改善

3600万食 910万人

136万キログラム 79353人

250万人

50億スイスフラン

500万トン

104億スイスフラン

190億個

3000万スイスフラン

8％ 1100万人
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「共通価値の創造」：
会長メッセージ

共通のゴール

S.A.
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「共通価値の創造」と栄養：
CEOメッセージ

現地の目線で

S.A. CEO
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世界の栄養情勢
クライシッド・トンティシリン博士とパッタニー・ウィニチャグン博士

適切な栄養摂取あるいは栄養面でのウエルビーイング、もしく
は「栄養保障」という言い方をする事もありますが、これは、人々
が栄養面で適切で安全、かつ十分な量の食糧を入手し、消費する
ことができ、からだが必要とするすべての主要栄養素と微量栄養
素が満たされることを指します。このように栄養保障は食糧保障
とは切り離せないものであり、食糧の流通、食品衛生と環境衛生、
清浄な飲料水、そして妊婦と子どものケアや予防接種などの基本
的な保健と健康増進がかかわっています。
ここ数十年の栄養科学の発展により、健康と快適な日常生活の
ために栄養が重要であることが明らかとなっています。適切な栄
養摂取により、ウイルスや細菌の感染を予防する免疫力がつき、
認知発達や学習能力が伸び、運動能力が高まり、仕事の生産性が
上がります。栄養の摂りすぎは、太りすぎや肥満、食生活から起
こる慢性疾患（高脂血症、高血圧、糖尿病、循環器疾患、がんな
ど）につながります。長い間、「栄養障害」という言葉は栄養不足と
貧困に起因する病気のまん延がもたらす栄養の欠如という意味で
使われ、誤解を招いてきました。栄養の摂りすぎという最近の世
界的な流行は、先進国と途上国の両方で社会的経済的境遇を超え
て多くの人々に影響を与えています。このように21世紀の栄養
シナリオは数十年前に比べてより複雑なのです。現在多くの国々
で、栄養不足と栄養過多が同じ人口集団で、同じ地域で、一世帯
あるいは一個人中に並存するという「栄養障害の二重苦（DBM）」
に直面しています。

栄養障害の予防と制圧のための目標と戦略に向けて、加盟国と
国際社会からの誓約を取り付けるために、国連の食糧農業機関
(FAO)と世界保健機関(WHO)は共に1992年に栄養国際栄養会
議(ICN)を立ち上げました。
この取り組みやその他の世界規模の動きにより、この20年で
子どもの栄養不足と微量栄養素の欠乏、また妊婦の栄養障害をあ
る程度は減少させました。しかしながら、エネルギー必要量と供

給状況からのFAOの最新推定では、世界で8億4,000万人以上
が食糧の確保ができていない状況にあるのです。また、妊娠中の
母体の栄養不足が原因ではないかと思われますが、およそ2,000
万人の乳児が低出生体重(LBW) （2,500グラム未満）で生まれて
います。出生体重が少ないと、出生後の栄養不足や、その結果と
して低い運動能力と認識能力が引き起こされるリスクが高まりま
す。また将来の食生活関連の慢性疾患にとっても深刻な危険要因
です。発育阻害と低体重は、今もなお途上国で広く見られ、それ
ぞれ1億7,800万人と1億4,000万人の5歳未満の子どもが影
響を受けています。栄養失調が直接または間接の原因で亡くなる
乳幼児と5歳未満の子どもも、年間500万人に上ります。食糧
危機はまた、アフリカやアジアや南米の一部のように、開発がう
まく進んでいない国々でその状況を深刻化させています。
微量栄養素の欠乏は途上国を中心に世界で20億の人々に影響
を及ぼしています。
ビタミンA、鉄、そしてヨウ素の欠乏は、一般的な公衆健康の
面からも重要性の高い問題であり、機能低下や疾病、死亡の原因
となります。ここ数年、亜鉛と葉酸、ビタミンDの不足が健康
上の課題として浮上してきている国もあります。これらの問題は
深刻な病気と経済的負担をもたらします。例えば、ビタミンAと
亜鉛欠乏症は世界の子どもの障害調整生命年数（DALY）の9パー
セントにあたるといわれています。
鉄とヨウ素の欠乏は世界の子どものDALYについてはわずか
0.2パーセントしか影響しませんが、その一方で、認識と学習能
力へのマイナスの影響は定説となっています。
貧血の主因である鉄不足は、途上国、特に南アジアとアフリカ
で、妊婦の死亡を引き起こしています。つまり、多くの途上国に
おいて、微量栄養素の不足が人々の健康と能力へ高い犠牲を強い
ているのです。
それと正反対に世界で16億人の成人が過体重で、そのうち4
億人が肥満です。この過体重または肥満の人の7割以上が社会経
済階層の中層から下層の人々です。懸念すべき状況として、5歳
未満の子ども2,000万人に及ぶ、小児肥満の急激な増加があり
ます。2015年までに過体重が23億人にのぼり、肥満は7億人
に及ぶと予想されています。
今後死因の6割が糖尿病や高血圧症、循環器疾患やなんらかの
臓器のがんによるものとなり、その8割は途上国においてのもの
です。疫学調査から、低出生体重は肥満と食生活由来の慢性疾患
の重要な長期的危険要因の一つであることがわかっています。

ネスレが事業活動をしている世界の状況は、ネスレの
栄養・健康・ウエルネスの取り組みに影響を与えていま
す。そして栄養ニーズに対応するための戦略を策定する
にあたり、私たちはさまざまな専門家とともに活動してい
ます。ここではトンティシリン博士とウィニチャグン博士
に、今日世界が直面している主な栄養問題に関して論
じていただきました。

進捗はあるものの山積する課題

複雑な世界規模のシナリオ
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“栄養と食糧保障の懸念は、物理
的、あるいは経済的な理由によ
り、必要とするだけの食糧を手
に入れることができない人々に
及ぶ一方で、「栄養障害の二重苦」
は、肥満と貧血に同時に悩まさ
れるなど、同じ人口集団、同じ
世帯、あるいは一個人における
栄養不足と栄養過多の並存を含
みます。”

クライシッド・トンティシリン博士
タイ国マヒドン大学名誉教授

要約すれば今日の食糧と栄養の問題は、急激な経済成長の途上
国でよく見られる、栄養不足と栄養過多が並存する「栄養障害の
二重苦（DBM）」に関係するものと言えます。栄養不足と栄養過多
は、子宮内での栄養障害という同じ根源を共有しているため、まっ
たく別の問題としてとらえることはできません。さらに栄養は食
と健康をつなぐものであり、それはコミュニティの社会経済、文
化、そして政治的環境の中で機能しており、さらにグローバリゼー
ションによる影響を受けています。栄養障害撲滅への取り組みは、
農業、保健、教育、開発、貿易、財政などのさまざまな分野にわ
たって、コミュニティレベルで、また行政基盤のすべての階層と
政策レベルで、横断的に行われなければなりません。

1980年以降の家族計画の成功とヘルスケアの改善はいくつか
の途上国の人口動態の特性に大きな変化をもたらし、先進国の間
で一般的なパターンに近づいています。乳児や幼児の死亡率の低
下と寿命の伸びは、特に新興国において高齢者人口の割合の急激
な増加という結果を招きました。栄養とヘルスケアのニーズは変
化し、母親と幼い子どものためのプログラムに資源を集中させる
ことから、高齢者の健康的な生活の促進と早い段階での障害と死
亡を予防するためのものへ、より大きな部分を割り振ることにな
るでしょう。
貧困は、栄養障害と発育不全の要因となっている食糧と栄養
不足の主たる根本的原因でした。母親に栄養に関する知識がな
く、また乳幼児の世話についても正しい知識と習慣が欠如してい
るという状況は、伝統的な文化圏でも経済的に発展した文化圏で
も根強く残っています。そして下痢性疾患、呼吸器系疾患、寄生
虫疾患などの従来型、新型の感染症は、発展度合いの低い国々で
は今もなおまん延しています。増えつつある伝染病やHIV/AID、
HIVに関連して、あるいは関連なく再び流行しつつある結核、そ
してマラリアはアフリカとアジアの一部の多くの国々で非常に多
くの人々を苦しめています。いくつかの貧困な途上国では民族紛
争が人々の能力開発をさらに妨げ、食糧と栄養状態を悪化させて
います。

栄養、人口動態の変化、社会経済の課題

www.nestle.com/csv/stories
でインタビュー全内容が
ご覧になれます
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21世紀の栄養シナリオはこれまでの数十年よりさらに
複雑です。栄養不足と栄養過多が同じ人口集団で、同
じ地域で、同一世帯であるいは一個人に並存するという
「栄養失調の二重苦（DBM）」の課題に、現在多くの国々
が直面しています。

科学技術開発の発展
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栄養面における目標は、人々の参画による多面的な努
力を通じてのみ達成されるのであり、食糧・栄養に特化
した、またそれ以外のさまざまプログラムが必要となり
ます。成功を収めた国々からの教訓は、栄養上のウエ
ルビーイングを向上させるためのプログラムを立ち上げ
維持する中で、包括的なアプローチで課題に取り組む
必要があり、その効果が出るまでにはそれなりの時間
が必要である、ということです。

世界的な栄養問題と人々 の認識

栄養障害の二重苦に取り組む政策とプログラム

戦略的な実行
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1 
持続可能な農業
農業生産性の向上には天然資
源の保護、農村地域の社会基
盤の充実、知識の獲得と普及
の能力強化が必要です。

2
食料か燃料か?
トウモロコシやサトウキビ、
パーム油のような収穫物から
できるバイオ燃料への増大す
る需要は、2008年はじめの
食糧生産の削減と食糧価格の
急激な高騰の原因となりまし
た。

3
主食の食生活、不安定な供給
急激な経済成長を遂げている
国々の増大する穀物需要は食
糧生産の速さを上回り、食糧
備蓄の減少と価格変動の高騰
を招きました。

1,2 

3 
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提携とパートナーシップ:公共部門と民間部門
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報告書について

ネスレの報告書

注力分野

報告書の内容

報告書の範囲

主な課題

国連グローバル・コンパクトとミレニアム開発目標

http://www.nestle.com/csv
http://www.nestle.com/csv
http://www.nestle.com/csv
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科学に基づいた
栄養ニーズへの対処
（14-20ページ）

ネスレは、私的機関としては世界最大
の栄養研究能力を有しており、栄養科
学における世界的なリーダーです。2008
年には、約19億8,000万スイスフラン
（約1,900億円）を、当時26カ所の食品
飲料の研究、技術および開発の拠点や、
外部の広範囲にわたる協力ネットワーク
に投資しました。特に、上海の既存のＲ
＆Ｄセンター、そして北京の新Ｒ＆Ｄセン
ターへの投資によって、中国での事業展
開を拡大しています。2008年10月に開
設したこの新しいセンターが本格稼動す
れば、中国におけるネスレの研究者や
技術者は100名以上となり、伝統的な
中国の食材や、それらがネスレ製品に与
える健康効果の可能性のより踏み込ん
だ研究が可能となるでしょう。

食品と食生活の質を改善する
（21-27ページ）

ネスレはその製品を通じて、人々の食生
活と健康の質の向上のために大きな役
割を果たすことを目指しています。その一
環として、味と栄養的価値、食品の安
全を維持しながら、製品に含まれる砂糖
と塩、脂肪の低減に取り組んでいます。
一例をあげると、2003年1月から2007
年12月までの間に、私たちの製品に含
まれる砂糖を29万トンも削減しました。
ネスレはまた、健康に有用な鉄やビタミ
ン、ミネラルを始めとする微量栄養素の
食品への強化においても、世界最大の
企業です。途上国における微量栄養素
欠乏の広がりに対処するため、ネスレは
「ニド」ブランドの乳製品を買いやすい
フォーマットに変更し、各マーケットでもっ
とも不足しがちな微量栄養素を強化した
製品改良をしています。2011年末までに
は、世界中で1,100万人の消費者に行き
渡るものと見込んでいます。

肥満予防とウエイトマネジメント
（28-34ページ）

肥満予防とウエイトマネジメントに対する
ネスレの多面的な取り組みの一つに、米
国での「ストーファーズ　リーンクイジン」
のような有力なブランドの開発がありま
す。一食分のポーションコントロールと
カロリー摂取上限に基づき、「リーンクイ
ジン」の冷凍食品とスナック類は、米国
の消費者により多くの野菜をお届けしま
した。ネスレウォーターズは、高カロリー
飲料の代わりとして、便利で安全な容器
でカロリーゼロもしくは低カロリーの飲
料をお届けすることを目指しています。
北米とオーストラリアでは「ジェニークレイ
グ減量システム」がカウンセリングとカロ
リー制限された食事を通じて減量したい
人 を々支援しています。
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特定の栄養ニーズを必要とする
人々 の要望に応える
（35-43ページ）

ネスレは特定の栄養ニーズを必要とする
人々へ栄養面のソリューションをお届け
する事業におけるリーダー企業です。ネ
スレニュートリションは100カ国以上で、
健やかな成長と発育に欠かせない、栄
養豊かなベビーフードとシリアル製品を
作っています。ネスレは乳児にとって母
乳が最良のものであることを支持してい
ます。しかしながら母乳を与えることがで
きない母親のために、ネスレは牛の全乳
や、でんぷんと水などの一般的に使われ
ている母乳代用品に取って代わる最高品
質の乳児用調製粉乳を作っているので
す。ネスレニュートリションはまた、アスリー
ト向けのパフォーマンスニュートリション
製品や、特定の病状にある人々のため
の製品を作っています。ヘルスケアニュー
トリションもまた重要な事業であり、5割
の人が低栄養状態という 介護施設入
所者および病院患者のニーズに応えてい
ます。

栄養についての認識、知識、
理解の向上
（44-54ページ）

ネスレは、消費者の方々が食生活とライ
フスタイルにおいて賢い選択ができるよ
う支援します。広範囲に及ぶコミュニティ
教育と指導プログラムを通じて、世界で
910万人の消費者の方々が栄養、健全
な食生活、運動の重要性をより良く理解
できるようサポートしています。健康な子
どもの育成には早期の栄養指導が大切
なため、学校という場を重要視していま
す。

途上国での栄養の改善
（55-63ページ）

微量栄養素の食品への強化において世
界最大の企業であることに加え、ネスレ
は、「手の届く価格帯の製品群」を通じて
収入ピラミッドの底辺の消費者層に製品
を届けるという事業戦略を展開していま
す。それらの製品群は、多くの場合は戸
別配送システムを通じて、低価格で優
れた栄養価値を消費者に提供していま
す。ネスレの広範囲に及ぶ地域開発へ
の関与は、農家の方々や社員、そしてネ
スレのバリューチェーンにかかわるサプラ
イヤーの方々の栄養面に大きな影響を与
え、また、入手できる栄養価値ある食品
の供給が増えるという点において消費者
も影響を受けるのです。



栄養の必要性
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科学に基づいた栄養ニーズへの対処

明確なリーダー

ネスレの対応 共通価値の創造
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研究開発分野におけるリーダーシップ
19億8,000万スイスフラン（約1,900億円）
ネスレの研究投資の総額

1999 年から 2008 年までのネスレの研究投資額
（10 億スイスフラン）

2.0

1.5

1.0

0.5

0

0.90 1.04 1.16 1.21 1.21 1.43 1.50 1.73 1.88 1.98

1999 2000  2001 2002  2003  2004  2005 2006  2007 2008

科学における基盤

世界的なR&Dネットワーク

専門知識の連携

www.nestle.com/csv/storiesでインタビューの全内容がご覧
になれます。

www.nestle.com/nestleresearchで詳細がご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.nestle.com/nestleresearch
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1 
研究重視の文化 
プロバイオティクスはネスレにとって重要な
研究分野です。プロバイオティクス研究にお
ける25年以上の経験を持つネスレの科学者た
ちは新しく画期的な製品応用のパイオニアで
あり続けています。

2
知識の活用の推進 
総合的なアプローチを通じてネスレの研究は
栄養と代謝、健康の橋渡しをします。科学者
たちは、体重管理とエネルギーの代謝調節、
そしてパフォーマンスにおける諸問題を理解
する一助として臨床試験を活用しています。

3　
細部に焦点をあてて 
食品の微細構造を調べ、食感と栄養の双方の
質を向上させるために、デジタルイメージン
グシステムを有する電子顕微鏡を活用してい
ます。

1

2 3
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将来の研究に向けた育成
7億4,200万スイスフラン（約700億円）
新しい栄養関連の事業にベンチャー資金を通じて投入

現地インサイト

栄養を好まれる選択肢にするために

開かれたイノベーションの文化
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ネスレ食品飲料事業の研究拠点

南北アメリカ
■プロダクト･テクノロジー･センター (PTC)
米国オハイオ州メアリズビル ;
米国ミズーリ州セントジョセフ;
米国ミズーリ州セントルイス
●R&Dセンター
米国ミシガン州フレモント*;
米国ミネソタ州ミネアポリス ;
メキシコ・ケレタロ
米国オハイオ州ソロン
*2009年1月以降フレモントはPTCとして活動

欧州・中東
▲ネスレ・リサーチ・センター
スイス・ローザンヌ
■プロダクト･テクノロジー･センター
フランス・ボーベー
スイス・コノルフィンゲン
フランス・リジュー
スイス・オーブ
ドイツ・シンゲン
フランス・ヴィッテル
英国・ヨーク
●Ｒ＆Ｄセンター
フランス・アミアン
スイス・オーブ
ポーランド・ジェシュフ
イタリア・サンセポルクロ
イスラエル・スデロ
フランス・トゥール
英国・ウェリン

アジア・オセアニア
●R&Dセンター
中国・北京
オーストラリア・ルーサーグレン
中国・上海
シンガポール・シンガポール

ネスレの全R&D施設と専門分野の
全リストにつきましては
 www.nestle.com/ nestleresearch
でご覧になれます。

ベンチャー基金

http://www.nestle.com/nestleresearch
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社外協力
300
大学や研究機関との協力契約件数

ネスレ国際栄養シンポジウム科学研究の成果を実践に

社外パートナーとの協力

ネスレ栄養科学会議：ネスレの栄養戦略の指針

www.nestle.com/nestleresearchで詳細がご覧になれます。

http://www.nestle.com/nestleresearch
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ワーナー・J・バウワー
2008年10月北京でネスレの新R&Dセンターのオープニングで語る

イノベーション・テクノロジー・R&D部門最高技術責任者兼
エグゼクティブ・バイス・プレジデント

“北京で行われる研究には、栄養と食品科学におけるネ
スレの世界的な研究開発プログラムへの大きな貢献が期
待されています。従って本日のオープニングは、ネスレ
の研究開発のみならず中国と世界中の消費者にとって記
念すべきことなのです。”

1 
新Ｒ＆Ｄセンター、北京
中国でのネスレの二つめの研究施設である北京
の新Ｒ＆Ｄセンターの開設で中国政府および北
京市要人と。

2
地元の専門家を育成
北京のハイテク環境保護公園に位置する新しい
R&Dセンターはその地域における製品開発と食
品の安全と品質のためのネスレの拠点としての
役割を果たします。

3
北京のR&Dセンターの
パイロットプラントの科学者
2009年、中国を基盤とする100名以上のネスレ
リサーチ社員は、高品質の食品に対する中国内
での増大する需要に応えるための、ネスレの大
きな戦力となります。

www.nestle.com/csv/storiesでスピーチの全内容がご覧にな
れます。

1,2

3

http://www.nestle.com/csv/stories
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栄養の必要性

食品と食生活の質を改善する

ネスレの対応 共通価値の創造

究極を目指して
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微量栄養素の欠乏を克服するために
190億個
毎年アフリカ中部および西部で販売されているヨウ素を強化した「マギー」ブイヨンキューブの数 

微量栄養素の必要量を満たす

微量栄養素欠乏症の増加

栄養素の強化によって局地的欠乏に取り組む

微量栄養素の不足が健康にもたらす影響

栄養バランスの欠如を特定する

主な課題
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科学に基づいた栄養
50億スイスフラン（約4,700億円）
「ブランディド・アクティブ・ベネフィット」を持った製品の売上高

「ブランディド・アクティブ・ベネフィット」を
通しての健康増進

栄養バランスのニーズに応える

栄養プロファイリング

食生活のバランスと適量の食事摂取

安全で効果的な栄養の強化

主な課題
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栄養価を改善するために
6254
2008年に栄養や健康のことを考えて刷新された製品の数

ネスレの栄養方針の目標に対しての進捗状況（2007年末まで）

レシピの革新と刷新

2003年と比較しての砂糖の使用量と売上の変化

130%
115%
100%
 85%
 70%
 2003 2004 2005 2006 2007

 売上  砂糖の使用量

全粒粉

どこまで減らすのか？

主な課題

「シュレッディッド・ホィート」やネスレの他の全粒粉朝食シリ
アルの製造をおこなうシリアル・パートナーズに関するスライ
ドショーをご覧ください。
www.nestle.com/csv/stories
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外食：レストランで、職場で、公共施設で
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栄養の必要性

安全で健康的なウエイトマネジメン

トと減量に寄与する食品やサービス

肥満予防とウエイトマネジメント

ネスレが支援している
実践的な栄養教育で成
功を収めるEPODEプ
ログラム。
そのプログラムが実施
されているフランス・
ベジエで、料理ワーク
ショップに参加してい
る栄養士と児童。詳細
は33ページをご覧くだ
さい。

活動の成果

14   科学に基づいた栄養ニーズへの対処
21   食品と食生活の質を改善する
28   肥満予防とウエイトマネジメント
35   特定の栄養ニーズを必要とする人々 の要望に応える
44   栄養についての認識、知識、理解の向上
55   途上国での栄養の改善

個々に応じた独自のウエイトマネ

ジメント事業である「ジェニー クレイ

グ」、そして子どもを対象とした学校

単位のイニシアチブに特に焦点をあて

た肥満防止プログラムの支援

ネスレの対応

低カロリー製品、一食分のポーショ

ンコントロール、幅広い肥満解消の取

り組みによる消費者便益、そしてそれ

らが創り出す市場の拡大とブランドロ

イヤリティー、およびネスレとその株

主にとっての利益ある成長

共通価値の創造
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米国での肥満との闘い
3,600万食
「リーン クイジン」の“野菜２倍”イニシアチブを通じて2007年以降米国の食生活に提供して
きた野菜のサービング数＊

ウエイトマネジメントと減量

「リーン クイジン」：より健康的な代替品ウエイトマネジメントにおける水の役割

他の飲料の選択

150

100

 50

 0
 35 41 81 143
 1965 1977 1988 2002
出典：1965-2002年間の飲料傾向と消費の推移

米国成人の炭酸清涼飲料からのカロリー摂取量　
1965年-2002年

サービングサイズのガイダンス
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ウエイトマネジメントを通じて生活を変える
136万キログラム
「ジェニー クレイグ」の顧客が2008年に減量した合計

キャンペーン、イニシアチブそしてパートナーシップ

「リーン クイジン」とヘルスケア

一人ひとりのウエイトマネジメント：「ジェニー クレイグ」

「リーンクイジン」についての映像がご覧になれます。
www.nestle.com/csv/stories

詳しい情報はこちらでご覧になれます。
www.jennycraig.com
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全インタビューは
こちらでご覧になれます。
www.nestle.com/csv/stories

アダム・ギルクリスト氏の全インタ
ビューはこちらでご覧になれます。
www.nestle.com/csv/stories

運動の役割
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地域に根付いたイニシアチブ
250万人
フランスの167の町、スペインの30都市、ベルギーの8都市で「EPODE」プログラムに
参加した人数

継続中の研究

ヨーロッパでのEPODEネットワーク

肥満防止プログラムの支援

マルチ・ステークホルダー・プロジェクト

主な課題

これらのプログラムについてはこちらでご覧になれます。
www.nestle.com/csv/education
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ベジエでのEPODEに関するインタ
ビューはこちらでご覧になれます。
www.nestle.com/csv/stories
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栄養の必要性

特定の栄養ニーズを必要とする
人々の要望に応える

すべての年齢層へ
適切な栄養補給を

ネスレの対応 共通価値の創造
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ネスレニュートリションはグローバルに事業を展開しており、
特定の栄養ニーズを持つ人々に対し、臨床的に実証された効果あ
る製品を開発するために、最新科学とテクノロジーに重点を置い
た取り組みをしています。
おいしさを大切にしながらも一方で、これら栄養製品群は、栄
養ニーズに応え、特定の症状に対処し、使用者がより豊かに、よ
り健康的にそしてより長生きする一助となるような機能上の効用
をもたらすことに主眼をおいています。
乳児、子ども、高齢者、病気療養中や回復途上にある方、また
持久力を必要とするアスリートや積極的な健康志向者、そして体
重をコントロールする人々など、さまざまなライフステージのさ
まざまな状況にある人々は、それぞれ独自の栄養ニーズを持って
います。これらの特定のニーズを満たす革新的で科学に基づく製
品やサービスを提供することで、ネスレニュートリションはお客
様のクオリティ・オブ・ライフを高めています。
100カ国以上の国で、2万人を超える社員を擁するネスレ
ニュートリションは4つの事業分野で活動しています。

ヘルスケアニュートリションビジネスにおいて世界第2位の事
業規模を持つネスレのヘルスケアニュートリション事業は、特定
の疾患に悩まされる人々のクオリティ・オブ・ライフを高める、
医学的に実証された健康効果を持った特定の栄養的ソリューショ
ンを提供することにより、根本的にヘルスケア部門における栄養
の役割を変えることを目指しています。

栄養・健康・ウエルネス分野におけるリーダーシップ
104億スイスフラン（約9,700億円）
ネスレニュートリションの売上

過去半世紀にわたる感染症の大幅な減少の結果、世界中で人々
はより長生きできるようになり、先進国では2050年までに、人
口のおよそ30パーセントを65歳以上の高齢者が占めるように
なります。しかし同時に慢性疾患の広がりは、低栄養状態のリス
クも高めています。介護施設の入所者で最大50パーセント、ま
た、高齢の入院患者で最大70パーセントに低栄養状態が見られ
ます。この低栄養状態のための医療費はすでに、肥満にかかる費
用を上回っています。
低栄養により、転倒や骨折を引き起こす身体の衰弱や筋肉の萎
縮が起こり、からだの自由が奪われます。股関節骨折の高齢患者
のほぼ半数に低栄養が見られ、重度の低栄養患者は、感染症に罹
る確率が3倍以上になります。
ネスレニュートリションには、臨床的なスクリーニングと評価
を通じて高齢で低栄養状態にある方、あるいはその危険性のある
方を特定する「ミニ･ニュートリショナル・アセスメント（MNA）」
というツールがあります。このMNAは、誰でも使いやすく、完
了までに4分とかからず、政府や国際機関からも推奨されていま
す。またネスレニュートリションは「リソース」のような経口サプ
リメント製品でも、高齢者の特定のニーズに対しての栄養的ソ
リューションを提供しています。

外傷性傷害や大手術、そして嚢胞性線維症・クローン症・膵臓
炎などの疾病は、後遺症として、炎症、吸収不良、逆流、嘔吐な
どの胃腸障害（GI）を発症させることがあります。これは低栄養
状態や体重の減少のリスクを高め、胃腸障害患者の多くは経管栄
養の必要があります。
成人向けの製品群に加えて、「ペプタメン・ジュニア」製品シリー
ズは、1歳から10歳の子ども向けに開発されました。これらの
製品は乳清ペプチドを原料とし、吸収しやすく、逆流や嘔吐を引
き起こしにくくしてくれます。また「モジュレン　IBD」は、クロー
ン症の患者に対し、炎症を抑え、治癒を促進し、健全な成長をサ
ポートするために使われます。
「ブースト・キッズ・エッセンシャル」は新たな完全栄養の飲料
で、子どもに優しいパッケージで、免疫力を助ける効果のある乳
酸菌「ラクトバシルス・ロイテリ・プロテクティス」を使用した画
期的なストローがついており、子どもの健康を支援します。この

ネスレニュートリション

インファントニュートリション：ベビーフードや乳児用調製粉
乳を通して、乳幼児や子どもの健やかな成長をサポート（38
ページ参照）
ヘルスケアニュートリション: 高齢者や病気療養中、あるいは
回復に向けリハビリをされている方のための製品を提供（36
ページ参照）
パフォーマンスニュートリション：アスリートの方が精神的に
も肉体的にも最大限の能力を発揮できる製品を提供（38ページ
参照）
ウエイトマネジメント：減量とその維持を目的とする方向けの
パーソナルプログラムを提供（31ページ参照）

•

•

•

•

特定の栄養ニーズに応える

高齢者の栄養的なリスク

子どもの胃腸障害

www.mna-elderly.comで詳細がご覧になれます。

http://www.mna-elderly.com
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全インタビューはこちらでご覧になれます。
www.nestle.com/csv/stories
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科学に基づいたスポーツのための栄養
8パーセント
「ブランディド･アクティブ･ベネフィット」の「シーツーマックス」による
アスリートのパフォーマンス向上度

特定の栄養ニーズに応える：スポーツと運動

母乳代替品のニーズに応える

乳児用調整粉乳の役割

がんと闘う患者の健康をサポートする

母乳の擁護
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www.babymilk.nestle.com で最新の監査結果がご覧になれま
す。

www.babymilk.nestle.com で所見サマリーがご覧になれま
す。

WHO規約を順守するために

主な課題

乳児の消化管バクテリアを活発に

牛乳タンパク質に起因するアレルギー

主な課題
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帝王切開で生まれた乳児向けの製品

特定のニーズに応える：乳児向け補助食品

乳児と幼児の栄養摂取に関する研究

「スタートヘルシー・ステイヘルシー」

ガーバー社は、両親や栄養士と共同で、地元で生産された高品
質な原料を使用してベビーフードの新製品を開発しています。
www.nestle.com/csv/storiesで詳細をご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/stories
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「ナチュアネス」の容器が消費者の視点から、また環境問題を念
頭において、どのように開発されたかについてはwww.nestle.
com/csv/storiesでご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.nestle.com/csv/stories
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栄養の必要性

栄養についての認識、知識、理解の向上

遊びのなかで

ネスレの対応 共通価値の創造
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明快で実用的な栄養情報
98パーセント
「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」が表示されているネスレ製品の割合

一般社会での栄養知識の普及、向上

「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」の成否の判断

主な課題

「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」

ＧＤＡ（Guideline Daily Amount ）
一日の栄養摂取基準量

主要栄養素
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世界規模の栄養教育
910万人
ネスレの教育プログラムなどの対象となった人数

教育プログラムによる支援

www.nestle.com/csv/storiesで全インタビューがご覧になれ
ます。

www.nestle.com/csv/educationで詳細がご覧になれます。

www.fondation.nestle.frで詳細がご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.nestle.com/csv/education
http://www.fondation.nestle.fr
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ブラジル「ニュートリールプログラム」
116,000
ネスレのボランティアが活動した総時間数

職場で栄養の知識を高める

責任ある宣伝広告とマーケティング

職場でのウエルネスプログラム

誓約と取り組み

子どもに対する健康的な製品の宣伝広告

www.nestle.com/csv/pledgesで詳細がご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/pledges
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社員のウエルネス支援のため、以下に述べるスイスのヴェヴェーにある
本社での「ウエルネス・フォー・ミー」プログラムなど、40以上の職場でウ
エルネスプログラムを実施しました。

栄養はすべてのネスレ社員の関心事であり、持続的な学習の企
業文化の醸成は栄養・健康・ウエルネス企業であるための重要な
条件です。このため、ネスレは2007年、社員のための栄養研修
プログラムを導入し、2008年には世界中で実施しています。
世界中で実施の「NQ(栄養指数)ニュートリショントレーニン
グ」プログラムは、社員の知識を高め、社員が自信を持ってその
知識を仕事でも私生活でも応用できるように設計されています。
ＮＱツールキットには、トレーナーのためのマニュアルやプレゼ
ンテーション、および研修を受ける社員用の、実用的な運動や
CD-ROMやビデオによる双方向のモジュール、研修の効果確認
のための研修前・後のオンライン・テストなどの教材が含まれて
います。また、現地の言語、文化、健康上の優先事項に合わせた
意識向上のための教材もあります。

社員向け栄養研修
79,353
スタートから18カ月以内にNQニュートリショントレーニングを受講した社員数

時間の制約と社員の間でも意識の差があるなか、スタートから
1年半で約8万名の社員がこの研修を受けました。研修前後のテ
ストの点を比較することで、知識の習得度合いは測ることができ
ますが、その知識を実際に社員が生活に生かしているか否かは今
後評価していく必要があります。社員からのフィードバックとし
ては、本研修の内容は実用的であり、実生活に応用可能との声が
寄せられています。

ネスレニュートリションは60年以上、科学、医療分野の専門家
の持続的な栄養教育に貢献してきました。3,600名の専門知識を
持った担当者が医師、看護師、栄養士が患者に対応する上で有用な
情報、製品、サービスをお届けしています。
この情報共有、教育訓練の活動の中心となるのが「ネスレ・ニュー
トリション・インスティチュート（NNI）」です。NNIは「より良い
栄養のための科学」の発展のための学際的なコミュニケーションの
ネットワークであり、保健専門家に最新情報やツールを提供し、小
児栄養、臨床栄養とスポーツ栄養における研究を支援しています。

活動的なライフスタイル：無料や会社の援助で使用できるス
ポーツクラブや余暇活動クラブの数を増やすとともに、ネスレ
の栄養とウエルネスの中核施設として、ウエルネスセンターが
新たに完成しました。
健康的な食事：社員食堂のメニューのすべてはカロリー計算さ
れており、低カロリー、あるいは栄養バランスの良い選択肢も
用意されています。社員食堂を利用する社員の三分の一は健康
に留意した、500kcal以下のメニューを選んでおり、一年に
45万個の果物とミネラルウオーター140万ボトルが無償で利
用者に提供されています。
予防医学：社員はまたインフルエンザの予防注射や旅行の際の
保健アドバイス、体重管理のプログラムや禁煙プログラムも利
用できます。「ボディ・トウー・ハート」プログラムは1993年
から続いており、約1,000名の社員が毎年、コレステロール、
血糖値、BMIをチェックしています。この記録によればネスレ
社員の健康状態は年々改善しています。

•

•

•

社員のための栄養研修

NQ (栄養指数)ニュートリショントレーニング （2007年7月－2008年12月）
ヨーロッパ・ロシア 28%
南北アメリカ 43%
アジア、アフリカ、オセアニア 24%
スイス本社および研究開発部門 5%

％は各地域での受講終了率

プログラムの効果測定

主な課題

例えば、インフルエンザの予防注射を受けた社員数や、病
欠数、退職者数なども判断材料にはなりますが、このような
全社規模のプログラムの効果測定は、一般的に困難なもので
す。国によっては予算や個人のプライバシー保護のため、デー
タが取れない場合も少なくありません。守秘義務や情報を慎
重に取り扱うことは重要なことですが、これにより評価は困
難なものとなります。国や地域によってプライバシーに対す
る受け止め方は異なりますが、ネスレは各個人のデータを個
別に追跡することはしていません。結果的に、特定の病気に
焦点を絞ったり、ライフスタイルの選択に注目した行動ベー
スのアプローチによる私たちの職場のウエルネスプログラ
ムの効果測定は、難しい課題であり、さらなる調査が必要
です。

www.nestle.com/csv/NQで詳細がご覧になれます。

ネスレ日本の「NQニュートリショントレーニング」の様子を
www.nestle.com/csv/storiesでご覧になれます。

科学とヘルスケア分野での取り組み

http://www.nestle.com/csv/NQ
http://www.nestle.com/csv/stories
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公衆衛生の担当局や政策機関との取り組み

www.nestlenutrition-institute.orgで詳細をご覧になれます。

http://www.nestlenutrition-institute.org
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「ネスレ・ニュートリション・インスティチュート（NNI）」
500以上
過去25年で授与した大学院奨学金件数

国家レベルでの栄養プラットフォーム

www.nestle.com/csv/singaporeで詳細がご覧になれます。

www.nestle.com/csv/nutrirで詳細がご覧になれます。

www.ciaa.beとwww.aim.beで詳細がご覧になれます。

http://ec.europa.euで詳細がご覧になれます。

www.nestle.com/csv/malaysiaで詳細がご覧になれます。

国際組織

http://www.ciaa.be
http://www.nestle.com/csv/singapore
http://www.nestle.com/csv/nutrir
http://ec.europa.eu
http://www.nestle.com/csv/malaysia
http://www.aim.be
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www.nestle.com/csv/storiesで全インタビューがご覧になれ
ます。

http://www.nestle.com/csv/stories
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栄養の必要性

途上国での栄養の改善

ネスレの対応 共通価値の創造

手ごろな価格で
手に入れやすい
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低所得者層が購入できる栄養価値ある製品群を増やすため、ネ
スレは「手の届く価格帯の製品群（PPPs）」イニシアチブを大きく
拡大させています。この達成のために重要なのは、新しい食品と
栄養の技術と、低価格で栄養価値のある安全な製品をお届けする
新しい流通モデルの活用です。
消費者が暮らす場所へネスレの製品を届けるために、アジアや
ラテンアメリカのさまざまな国でのネスレの直接販売イニシアチ
ブでは、地域の代理店が「手の届く価格帯の製品群」を、小型トラッ
クやオートバイを使って農村地区の小規模の流通業者へ直接配達
しています。その他の国々では、地域の零細小売店や、直接、ス
トリートマーケットの消費者やコミュニティセンター、そして地
域行事向けに販売を行う業者を通じて、市場浸透や製品の入手の
しやすさを高めています。時には小額融資の支援を受け、タイで
は1,700の移動式「ネスカフェバー」、西アフリカでは3,000の
コーヒー販売カート、ブラジルでは6,000の直販スタッフが活
躍する現地販売ルートがあります。
2008年には、「手の届く価格帯の製品群」の取り組みに参加し、
進捗をモニターする国の数は、37から70に増え、300を超え
るさまざまな取り組みが実施され、27パーセントのオーガニッ
クグロースを達成しました。

「手の届く価格帯の製品群」による価値創造は、手頃な価格での
栄養価値ある食品の入手という範囲を超え、社会のあらゆる面に
及んでいます。地域の製造や物流ネットワークを使用することで、
工場従業員、代理業者、仲介業者、供給業者、物流業者など直接、
間接的な雇用の機会を創出し、それが、地域経済の発展を促進し、
トレーニングを通じて技能を高めることになるのです。地域での

質のよい栄養を入手しやすく
300
世界での「手の届く価格帯の製品群」イニシアチブの数

原料調達もまた、信頼できる商圏からの定期的な収入とネスレの
ミルク生産地区のようなネットワークを通じての無償の技術指導
を供給業者に提供しています。

世界の新興国の多くの消費者は　鉄分、亜鉛、ヨウ素、ビタミ
ンAといった主要な微量栄養素の欠乏の影響を受けており、低価
格の微量栄養素を加えたネスレの「手の届く価格帯の製品群」は、
手頃な価格で、最も一般的な欠乏症に対処する一助となるのです。
とりわけ、低所得者層の人々は、穀物などの主食に、微量栄養
素を豊富に含む肉や魚、鶏肉、卵などを追加して摂取する経済的
な余裕はありませんが、カルシウムが豊富で微量栄養素強化の添
加に適している牛乳は、多くの人々にとって長期的に取り入れや
すい栄養素の源です。ゆえに、ネスレは、「ネスレ・リサーチ・セ
ンター」やスイスのコノルフインゲンにある「プロダクト・テクノ
ロジー・センター」での、牛乳を原材料とする常温で長期保存可
能な製品の研究に年間3,000万スイスフラン（約28億円）を投資
しているのです。

「ニド」、「ニンホ」、「ネスプレイ」、「クリム」、「ベアブランド」、「イ
デアル」といったさまざまなブランドで展開しているミルク製品
群は、子どもたちの成長に必要なエネルギー、タンパク質、微量
栄養素を含むよう設計されており、結果として、多くの消費者に
望まれる製品となっています。しかし、栄養の質において妥協す
ることなく、低所得者層が利用しやすくするために、ネスレは新
興市場の人々が無理なく買える形態でこれらのミルク製品を提供
しています。これらの製品はまた、対象となる人々やそれぞれの
地域での最も一般的な欠乏症に適するように、鉄分、亜鉛、ビタ
ミンＡ、その他の微量栄養素が強化されています。
2006年末時点で、このような無理なく買えるミルク製品群は、
世界10地域で展開していました。最新の試算によれば、2011
年末までにはこれらの強化製品を世界50カ国1,100万人に供す
ることができるようになるはずです。新たな販売地域はすでに特
定されています。
メキシコでは、子どもたちの3人に1人は貧血であり、5歳未
満の子どもの多くが食生活の中で亜鉛を十分に摂取できていませ
ん。低所得者層だけでも、メキシコの1歳から6歳の1,430万
人の子どもたちのうち、600万人以上に「ニド」を提供できる可

低所得者層の栄養ニーズに応える

「手の届く価格帯の製品群」

世界での「手の届く価格帯の製品群」の売上（２００８年）
百万スイスフラン

ヨーロッパ 782

南北アメリカ 1,910

アジア、オセアニア、アフリカ 2,707

「手の届く価格帯の製品群」の定義は、2008 年に 3つの地域で
統一されています。詳述は www.nestle.com/csv/inaction/ppp
をご覧ください。

社会における「共通価値の創造」

「手の届く価格帯の製品群」を通じての栄養の改善

「ニド」：実践中の「手の届く価格帯の製品群」の強化
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能性があるのです。私たちは、2010年までに、70万人以上の消
費者が、鉄分、亜鉛、ビタミンAを強化した「ニド リンデス ディ
アリオ」を購入してくださると予測しています。

1
経済発展の促進
「手の届く価格帯の製品群」
は、多くの場合、現地の人々
に工場従業員として、また
代理業者、流通業者などで
雇用の機会を提供していま
す。マレーシアの工場で品
質検査担当者が栄養強化ミ
ルク製品を検査していま
す。

2
理想的な解決法
ブラジルでは何千人もの直
販スタッフが、栄養が強化
されたミルク製品「イデア
ル」を戸別に配達し、市場
での浸透度を高めるととも
に収入を得ています。

3
店頭で
マギーの「手の届く価格帯
の製品群」を取り扱うマ
レーシアの個人店主

1,2

3

2009年に手の届く価格で
ネスレの強化ミルク製品が発売された国

「ニド」
アルゼンチン、バングラデシュ、チリ、
モロッコ、パキスタン、南アフリカ

「ネスプレイ」 シンガポール

「クリム」 コロンビア

「グローリア」 アルゼンチン

「サンシャイン」太平洋諸島
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ブラジルの多くの地域で見られる鉄分の欠乏による貧血は、同
様に、インドネシアでも5歳未満の800万人（4割）の子どもたち
に見られる公衆衛生上の大きな問題です。鉄分を強化した「イデ
アル」は両国で、2005年から販売され、以来ブラジルの180万
人、インドネシアでは40万人以上が利用しています。
他の強化ミルク製品として、「ネスプレイ」（マレーシアとスリラ
ンカ）、「クリム」（カリブ諸国）、「ニドエッセンシャル」（中央アメ
リカ）、「ニドエッセンシア」（中央および西アフリカ）があります。
加えて、フィリピンでは、「ベアブランド」製品が、子どもたちの
鉄分、カルシウム、ビタミンAの欠乏に対処するため栄養強化さ
れています。さまざまな度合いで、鉄分、ビタミンA、ヨウ素の
欠乏が見られるモロッコ、アルジェリア、チュニジア、そしてモー
リタニアに及ぶ北アフリカのマグレブ地域でも、まもなく手の届
く価格の強化ミルク製品が販売されます。

ネスレの農家および農村地域の工場との協働は、地域の多くの
人々の収入に好影響を及ぼし、従って人々の栄養状態にも影響し
ます。
地域発展に直接農家と共に取り組むというネスレの姿勢は、高
品質で安全な農産物の安定的な供給の確保のために、事業戦略の
中枢を成しています。これは、ネスレの２大主要原材料であるミ
ルクとコーヒー豆はもちろんのこと、他の重要な農作物にも言
えることです。ネスレの771名の農学者や7,784名の農業改良
普及員は、80年にわたる経験を活かし、無償の技術支援とアド
バイス、そして3,000万スイスフラン（約28億円）の小額融資を、
世界の59万4,223の農家の人々に提供しています。世界中の途
上国に合わせた系統的なアプローチを適用することで、大規模な
貧困の減少と栄養改善に貢献し、意義ある長期的な事業経営を成
功裡に行っているのです。

ネスレは毎年原材料の約3分の2を、新興市場の農家や加工業
者から購入しています。2008年度の原材料購入額は、2007年
度より16億スイスフラン（約1,500億円）増加し、225億スイス

生産能力の強化
3,000万スイスフラン（約28億円）
ネスレの援助による農家への小額融資の総額

フラン（約2兆1,100億円）に達しました。
現地での調達、製造、そして消費という短いサプライチェーン
により、高品質な原材料の確保と配送費の削減が可能となり、私
たちは栄養改善に寄与する適切な価格の製品を製造することがで
きるのです。ネスレの製造設備のほとんどは、農村地域の農作物
の供給者に近いところに位置し、約半数の工場は途上国にありま
す。これらの工場では、約240万人がネスレのサプライチェー
ンから生活の糧を得ており、地域発展の拠点となっています。
社会的、環境的にも高いネスレ独自の基準を強化するために、
私たちは新たなサプライヤー規約を導入しました。これはすべて
のサプライヤーに適用されるもので、これまでに16万5,000の
ネスレのサプライヤーのうち12万がすでに規約を受け取り、規
約に言及した発注書や契約を履行しています。規約の順守は、サ
プライヤーによる自己査定と第3者機関の監査により管理されて
います。

育児用粉乳と乳児用シリアル製品を製造する小さな会社として
1866年に創業して以来、ミルクはネスレの事業の中核であり、
先に述べたように私たちの事業にとって一番大切な農産物である
ことに変わりはありません。今日、ミルクは、ネスレの食品飲料
事業の11パーセントを担っています。
高品質な供給を確保するとともに、貧困と闘い、栄養の改善を
進めるため、ネスレは19世紀に開発されたスイスのミルク生産
地区システムを世界中の途上国の酪農家に適用しています。

地域開発
ネスレのミルク生産地区モデル

農業におけるサプライチェーン

　ネスレのミルク生産地区モデルは以下のものを含んでいます
地域レベルでの、支払い体制、品質・安全管理手法、電子計量
設備、冷却タンクを備えた集乳センターの設立
ミルクの量・品質の改善のための酪農家への無償の技術支援、
畜産アドバイス、およびトレーニングの提供
食の品質と安全基準の改善
薬物療法から人工授精にわたる獣医サービスの提供
輸送とインフラのネットワークの構築
酪農家への即時現金払い
必要とする酪農家への毎年約3,000万スイスフラン（約28億
円）の小額融資の提供

•
•
•
•
•
•
•

微量栄養素不足による栄養障害に対し、ネスレが無理なく買え
る仕様での「ニド」栄養強化製品の提供によってどのように対応
しているかはwww.nestle.com/csv/storiesでご覧になれま
す。

www.nestle.com/suppliersでサプライヤー規約がご覧になれ
ます。

http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.nestle.com/suppliers
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世界のミルク生産地区
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接続可能な農業への支援
32
「接続可能な農業イニシアチブ（SAI）」に取り組む国数

ミルク生産地区での実践

マルチ・ステークホルダー・プログラム

穀物、豆類に含まれる毒素の削減

www.nestle.com/csv/storiesで個別プロジェクトがご覧にな
れます。

www.saiplatform.orgで詳細がご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.saiplatform.org
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www.nestle.com/csv/agricultureで詳細をご覧になれます。

パキスタンの農村部でミルク生産の改善のためにネスレが支
援するプロジェクトについての動画はwww.nestle.com/csv/
storiesでご覧になれます。

中国内モンゴル自治区のアールグナ工場で酪農家の発展を支援
するミルク生産地区の詳細は、www.nestle.com/csv/stories
でご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/agriculture
http://www.nestle.com/csv/stories
http://www.nestle.com/csv/stories
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栄養の研究と健康増進のための知識の創造

ネスレ財団の世界の栄養問題研究についてはwww.
nestlefoundation.orgとwww.enlink.orgでご覧になれます。

世界の栄養問題研究のためのネスレ財団

知識の力：enLINKイニシアチブ

http://www.nestlefoundation.org
http://www.nestlefoundation.org
http://www.enlink.org
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インタビュー全文はwww.nestle.com/csv/storiesでご覧にな
れます。

http://www.nestle.com/csv/stories
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将来の目標と課題

科学的根拠に基づく製品開発のいっそうの拡大

ネスレの基本戦略

消費者への働きかけ ー 栄養・健康・ウエルネス

収入ピラミッドの底辺に向けた戦略

将来の不安要因：水資源と食料保障
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ビューロベリタス英国は、ネスレの「2008
年共通価値の創造報告書：栄養と食生活（以下
栄養報告書）」についてネスレS.A,（ネスレ）の
ステークホルダーに対して外部保証を行うた
めに携わってきました。栄養報告書の準備は
ネスレ自身の責任において行われます。私た
ちの目的はステークホルダーの皆さまに栄養
報告書の記述内容が正確で信頼できるもので
あることを合理的に保証することです。

1.  栄養報告書の対象期間である2008年1月か
ら12月末までのネスレの活動を審査しまし
た。

2.  重要度の評価とステークホルダー召集に関
連する外部パートナーからの情報について
の限定的な審査をしました。

3.  ネスレが直面する課題、応答、パフォーマ
ンスデータ、ケーススタディとその基礎と
なる情報、データ管理のシステムを審査し
ました。

4.  すべてのマーケットレベルにおける「共通
価値の創造」関連のポリシーと手順の実施
についてパイロット評価をしました。

上述の範囲の一環としてビューロベリタス
は以下を行いました。

審査に基づく栄養報告書についての私たち
の意見は以下のとおりです。

第三者機関の保証：
所見（中間報告）

はじめに

ネスレ本社の幹部のインタビュー
世界各地の事業所からの関連情報や報告内
容、パフォーマンスデータの特定と照合のた
めのプロセスの審査
栄養報告書にあるパフォーマンスデータと事
実関係の審査
マーケットレベルのプログラムとプロセスの
理解と実施状況を検証するためにネスレ南ア
フリカを訪問

••
•
•

ネスレの各事業地域におけるポリシー実践
のパイロット評価は、栄養・健康・ウエルネ
ス企業としてのネスレの位置づけが十分に理
解されていて、「60/40+」や「栄養基盤（NF）」、
「手の届く価格帯の製品群（PPPs）」などこの報
告書で記述されている主要なプログラムやポリ
シーが本社からのガイドラインに沿って事業地
域で現在実践中であることを示しています。
審査結果はwww.nestle.com/csvに掲載の保

証ステートメント完全版に記述されています。
改善すべき主要分野はwww.nestle.com/csv
に掲載の保証ステートメント完全版に記述さ
れています。

以下の情報は審査の対象外とします。

私たちの保証は「栄養報告」からのハイパー
リンク先にある情報を含みません。
審査は完全というよりは妥当な保証を目的
として行いました。上記の範囲は弊社が結論
を得るための根拠として妥当であると考えま
す。
本第三者ステートメントは過失、脱漏、虚
偽表示の特定については責任を負いません。

ネスレの事業地域での
ポリシー実践のパイロット評価

保証の範囲と手順

所見（中間報告）

信頼に足る情報が分かりやすく記載されてい
る。
報告期間における活動やパフォーマンスにつ
いての適切な説明を行っている。
取り上げられているさまざまな課題が食生活
に関して最も緊急性の高いものであると認識
されるよう具体的な報告がなされている。
ネスレが直面している問題や課題を記述に含
めることで前回の報告に比べ、改善が認めら
れる。それらの問題へのネスレの対応を読者
がよりよく理解できるよう追加の情報が盛り
込まれている。
栄養報告書の主たる読者として、科学や保健
コミュニティーを含むことを想定しており、
それらに対するネスレの回答は明快で包括的
である。

•
•
•
•

•

その他留意点

報告期間外での活動
将来の行動についてのコミットメントや意向
に関わる記述
意見、信条、願望

••
•

ビューローベリタス
ロンドン、2009年2月
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