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2009 年
パフォーマンス概要

ネスレは、「共通価値の創造」、サステナビリティ（持続可能性）、コンプライアンスの進捗度を測定し、報告することを目的としたパフォーマンス指標を開発しまし
た。下の一覧表は、国連グローバル・コンパクトの原則に基づいて、ネスレの取り組みの進捗状況をご報告するためのものです。特に注記がない限り、2009年12月
31日を最終日とする2009年度のパフォーマンス指標を掲載しています。
www.nestle.com/csv/kpisをご覧ください。

主要パフォーマンス評価指標 GRI 2008年 2009年

経営指標
グループ総売上高（百万スイスフラン） ● 109908 107618
純利益（百万スイスフラン） ● 18039 10428

栄養
ネスレニュートリション事業売上高（百万スイスフラン） 10375 9963

「ネスレ栄養基盤」の基準以上の製品（総売上に占める割合％）(a) 67 71
栄養または健康に配慮した改良製品数(b) 6254 7252
栄養価値の高い原材料または必須栄養素を強化した製品数(b) 3068 3878
ナトリウム、糖類、トランス脂肪酸、総脂質、合成着色料を削減した製品数(b) 3186 3374
製品試験プログラム60/40+（シックスティ・フォーティー・プラス）で分析・改善または確認された製品（売上高、10億スイスフラン） 13.6 16.8

「ブランディド・アクティブ・ベネフィット」含有製品売上高（百万スイスフラン） 5072 5045
「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」表示製品（世界総売上に占める割合％）(c) ● 98 98
パッケージ前面にカロリーガイド表示(GDA)のあるEU市場販売製品（売上に占める割合％）(d) ● 88 91
責任あるマーケティング方針に準拠した6歳未満の子供向けテレビ広告の割合（％） ● データなし 99.9
乳児用調製粉乳マーケティングにおけるネスレの要修正件数（e） ● 6
WHO規約に準拠した教育を受けた、途上国乳児用調製粉乳マーケティングスタッフ（全スタッフに占める割合％） データなし 100
PPP製品（手の届く価格帯の製品群）の品目数 3950
PPP製品売上高（百万スイスフラン） 8300 8770

水資源と環境の保全
原料
原材料総使用量（百万トン） ● 21.43 21.18
製品１トンあたり廃棄物量および副産物量（kg） ● 36.9 41.5
再使用または回収可能な副産物量（原材料総使用量に占める割合％） ● 5.2 6.4
廃棄物最終処分量（原材料総使用量に占める割合％） ● 1.9 1.7
エネルギー
直接エネルギー消費量（ペタジュール） ● 86.9 85.2
製品1トンあたり直接エネルギー消費量（ギガジュール） ● 2.12 2.07
間接エネルギー消費量（ペタジュール） ● 65.3 65.1
再生可能エネルギー使用割合（総量に占める割合％） ● 12.6 12.2
温室効果ガス（GHG）
直接GHG排出量（CO2相当量　百万トン） ● 4.1 3.98
製品1トンあたり直接GHG排出量（CO2相当量　kg） ● 100.0 96.6
間接GHG排出量（CO2相当量　百万トン） ● 3.00 3.00
製品1トンあたり間接GHG排出量（CO2相当量　kg） ● 73.1 72.8
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GRI 2008年 2009年
水
総取水量（百万㎥） ● 147 143
製品1トンあたり取水量（㎥） ● 3.59 3.47
総排水量（百万㎥） ● 96.1 91.3
排水の質（平均COD値 mg/l） ● 95 91
安全、健康、環境ガバナンス
ISO14001/OHSAS18001認証事業所（認証書数） 455 807
包材
総包材量（百万トン） ● 4.00 4.17
包材削減量（トン） n/a 58995
ネスレウォーターズによる過去5年間の製品１リットルあたり包材量削減率（％） 20.0 21.8

農業・地域開発
能力開発プログラムを受講した農業従事者数 158837 165553

「ネスレ持続可能な農業イニシアチブ（SAIN）」プログラムが実施されているマーケット数 32 35
SAINプログラムによって直接調達が実施されているマーケットの割合（％） 71 77
水関連SAINプロジェクトの実施数 3 10

サプライヤー
食品安全・品質・工程に関する監査を受けたサプライヤー数 3417 3864

「ネスレサプライヤー規約」を受取ったサプライヤー数 165000 165497
「ネスレサプライヤー規約」を承諾したサプライヤー数 120000 165497

ネスレの人材
労働力規模（社員数） 282887 278165
重要ポストの数 ● 970 1319
重要ポストに就く能力を有する社員数 3919 3922
CARE 監査で明らかになった「ビジネスインテグリティ」および人事関連でのコンプライアンス違反件数 データなし 500
うち：軽度の違反 データなし 425
　　中度の違反 データなし 75
　　重度の違反 データなし 0
社員・請負契約者の休業を伴う負傷件数（百万労働時間あたり） 2.8 2.0
社員・請負契約者の負傷事故の割合（百万労働時間あたり） ● 6.1 5.1
社員・請負契約者死亡件数 ● 13 4
途上国における社員向け公式研修受講者数 ● 83928 93146
管理職に占める女性の割合（％） ● 25 27
途上国における現地法人経営陣に占める現地出身者の割合（％） ● 42 42

● グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）のG3ガイドラインに完全に一致する 。
● グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）のG3ガイドラインに部分的に一致する 。
(a) 2009年評価対象範囲：　食品・飲料販売総量の66％
(b) 世界各地の製品開発チームの約75％からの報告に基づく。
(c) ペットケアとドライヤーズを除く。
(d) 単体でのコーヒー、茶、水、ネスレプロフェショナル製品、ギフト用チョコレート、ペットケア、ネスレニュートリションを除く。
(e) 内部監査および外部監査に基づく。
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本報告書は「共通価値の創造報告書」
要約版です。「共通価値の創造報告書」
完全版は、www.nestle.com/csvで
ご覧になれます。
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表紙：　「カカオプラン」を通して、農学者カム-リー
ニュ・ロッシ（写真右）から高収量種カカオの苗木や
技術援助を受ける、コートジボワール、ガニョアの
農家の一人、ナデジェ・アキッシさん

・ 本報告書は“Creating Shared Value Summary 
Report 2009”を翻訳したものであり、翻訳文に疑
義または相違がある場合は、英語版が優先するも
のとします。

・ 本報告書の翻訳文中の参照先はネスレS.A.のHP
となり、すべて英語となります。

・ 本報告書の日本円表示は1スイスフラン＝86.2円
の換算レート（2009年1-12月平均）による参考額
です。

・ 本報告書中の が添付された数字は、「主要パ
フォーマンス評価指標」であり、冒頭の「2009年パ
フォーマンス概要」にまとめられています。

会長・CEOからのメッセージ
報告書について

「共通価値の創造」とは
注力分野と取り組み
栄養
水資源と環境の保全
農業・地域開発
ネスレの人材
世界的な原則、目標への取り組み
日本での取り組み
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会長・CEO
からの
メッセージ

会長
ピーター・ブラベック - レッツマット

CEO
ポール・ブルケ

　この 2 年間、ネスレは、企業が社会のニーズに応えるには
どうすればよいか、特に、地球規模の発展の中で私たちが果
たすことのできる役割はどのようなものか、ということにつ
いて、ステークホルダーの皆さまと協力して取組んできまし
た。2009 年 4 月、ネスレは国連と協働して、第 1 回「共通
価値の創造フォーラム」をニューヨークで開催し、各国政府、
人道団体、宗教団体、学界、それに国際的な専門家によって
新たに組織された「共通価値の創造」諮問委員会の委員など
の参加を得ました。その結果、私たちは「企業の社会的責任

（CSR）」から「共通価値の創造（CSV）」へと考え方を発展さ
せたのです。
　「共通価値の創造」という考え方の中では、ネスレの長期的
な発展のためには私たちが事業展開している国々の人々と株
主、この 2 つの主要ステークホルダーのニーズを同時に考慮
する必要がある、としています。
　長期的な視野に立ち、堅実な経営原則に従って事業を推進
している企業であれば、雇用の提供、公共サービスを支える
税金、そして経済活動全般といった形で、社会と株主双方に
とって価値を創造することができます。
　そこからさらに一歩前進した考え方が「共通価値の創造」
です。企業は、まず、株主の利益と社会の利益とが相交わり、
かつ、双方にとって最適な価値創造が実現できる、注力分野
を特定します。その上で、共通価値を創造する潜在性を最大
限に有しているその分野に、優れた人材と資本の両方の資源
を投入し、関係するステークホルダーと協働して活動するこ
とに努めます。
　ネスレは自社のバリューチェーンを分析し、社会全般と共

通する価値を創造する潜在力のある分野として、水資源、農業・
地域開発、栄養を掲げています。この 3 分野における活動は
私たちの事業戦略や事業運営の中核をなすものであり、世界
各地で 100 を超える組織と共同プログラムを推進しています。

◦　 水資源：生命にとって、食品製造にとって、そして私た
ちの事業にとって、水資源の品質の保全と供給の維持は
必須です。

◦　 農業・地域開発：農家、地域社会、労働者、小規模事業者、
サプライヤーが安定した状況にあってこそ、ネスレは将
来にわたって事業を継続していくことができるのです。

◦　 栄養：食品と栄養は、健康そしてネスレの事業の原点で
あり、私たちネスレの存在する意味はここにあります。

　これらの 3 分野は、「すべてのステークホルダーに信頼され
る、誰もが認める栄養・健康・ウエルネスのリーダー企業と
なる」というネスレの全体的な事業目標の基礎を成すもので
す。
　「共通価値の創造」は、あらゆる企業が適用できる考え方で
す。ネスレは、「共通価値の創造」アプローチを事業運営に適
用していますが、このアプローチを独占する意向があるわけ
ではなく、多くの企業にも取り入れていただきたいと考えて
います。
　私たちは日々改善に取り組んでおり、「共通価値の創造」の
全社的な進捗状況を本報告書でご説明してまいります。皆さ
まからの建設的なご意見は真摯に受け止めてまいる所存です
ので、本報告書に関する忌憚なきご意見をお寄せいただきま
すようお願いします。

「ヘルシーキッズ・プログラム」の一環として韓国ソウルの
小学校 6 年生の児童に対して行われた栄養に関する授業に
参加するネスレ会長ピーター・ブラベック - レッツマット

ガーナの販売店訪問の折に「マギー」売店を訪れるネス
レ CEO ポール・ブルケ
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報告書について

会社概要
ネスレは、栄養・健康・ウエルネス
分野の世界的なリーダー企業です。
創業 1866 年、本社スイス、ヴェ
ヴェー。

グループ総売上
1,076 億 1,800 万スイスフラン

（約 9 兆 2,800 億円）
純利益
104 億 2,800 万スイスフラン

（約 9,000 億円）
社員数
278,165 人
ネスレのサプライチェーンに含ま
れる途上国の人々
340 万人
工場
449
事業展開している国
100 カ国以上
研究開発センター
28 カ所

ネスレ報告書の沿革
　ネスレが社会に与える長期的な影響、そしてそれが企業の
長期的な成長にどう関係しているかについてご報告すること、
それが、私たちが報告書を発行する目的です。1995 年の「ネ
スレと環境報告書」に始まり、環境関連の報告書を定期的に
発行してきました（www.nestle.com/csv/downloads で
ご覧になれます）。
　2001 年には、中南米とアフリカの農業・地域開発ならび
に農家、社員、地域社会開発や経済開発に関する報告書の発
行を開始しました。
　2007 年には、世界規模では初めての「共通価値の創造報
告書」を発行し、その後、入手可能となったデータに合わせ
て継続的に内容を改良しつつ、隔年で発行しています。同報
告書の発行がない年には、やはり隔年で、栄養、水資源、農
業・地域開発という注力 3 分野のうち 1 つの分野について掘
り下げた内容の報告書を発行しており、2006 年の「ネスレ・
ウォーターマネジメント・レポート」、2008 年の「栄養と食
生活」がそれに該当します。
　ネスレは「共通価値の創造」を推進しており、その進捗状
況を報告する方法についても改良を重ねてきました。2009
年報告書の完全版（www.nestle.com/csv でご覧になれます）
では、主要パフォーマンス評価指標に基づく進捗状況と、栄
養障害や肥満といった問題解決に対する取り組みに焦点を当
て、実証に基づいたアプローチを展開させています。

さまざまな形態による情報発信
　本報告書要約版のほか、事例研究、オーディオコンテンツ、
ビデオなど、完全版オンラインレポートに付属してダウンロード
できる報告書類に加えて、ネスレの事業・財務業績の概略を示す

「2009 年ネスレ年次報告書」が発行されており、これら一連
の報告書類が「共通価値の創造」のコミュニケーションの大部
分を構成しています。2009年6月には、オンラインコミュニティ・
リソース www.creatingsharedvalue.org も開始しています。

報告書の今後
　ネスレは、対外報告を適正ガイドラインに準拠させることを目
指しています。今後、グローバル・レポーティング・イニシアチ
ブ（GRI）の G3 ガイドラインや GRI の食品加工業界補則に、
さらに適合させた報告書へと改善していく所存です。本報告書
は 2010 年発行ですが、その中でも改良に取り組んでいます。

報告書の範囲
　最新オンラインレポートおよび本要約版に含まれる情報
は、特に注記のない限り、2009 年 12 月 31 日を最終日とす
る 2009 年度のネスレの全世界事業を対象とするものであり、
外部の独立第三者機関によって保証されたデータとなってい
ます。特に記載がない限り、合弁事業およびサプライヤーを
除く、ネスレ完全所有の会社ならびに子会社から提供された
データを基にしています。環境関連データは工場のみを、また、
健康および安全面に関するデータは、全社員 27 万 8,165 人
ならびに約 25,000 人の契約社員を対象としています。

　本書 25 ページ以降はネスレ日本グループが追記した内容
となります。

http://www.nestle.com/csv/downloads
http://www.nestle.com/csv
http://www.creatingsharedvalue.org
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「共通価値の創造」とは

2009 年ハイライト
栄養または健康に配慮し改良され
た製品数　7,252

2000 年以降の製品１トンあたり温
室効果ガス排出量削減率　48％

「ネスレ栄養基盤」の基準以上の製
品（総売上に占める割合）　71％ 工場内で生成された再生可能エネ

ルギー量（総量に占める割合）　
12.2％2000 年以降の製品１トンあたり

取水量削減率　59％
能力開発プログラムを受講した農
業従事者およびサプライヤー数　
165,553 人
管理職に占める女性の割合　27％

グアテマラ、ウェウェテナンゴで、レインフォレスト・
アライアンスのマリオ・ロペス・ロドリゲス（左）とコ
ーヒーの品質検査をする「ネスプレッソ」のベンヤミン・
バレツキとファン・ディエゴ・ロマン。

共通価値の創造
栄養

水資源
農業・地域開発

サステナビリティ（持続可能性）
将来への護り（地球環境など）

コンプライアンス
法律、経営に関する諸原則、考働規範

　責任ある事業運営と企業の成長を長期にわたって実現して
いくためには、ビジネス手法においても環境保全においても、
最高の基準に沿った形で事業運営を行っていく必要があると
ネスレは確信しています。そのため、国内法規や関連協定の
順守はもちろんのこと、法的義務を凌ぐほどの高いレベルの
自社規定を定めて、それに準拠しています。ネスレの自社規
定は、「ネスレの経営に関する諸原則」ならびに関連規則に定
められており、第三者監査による CARE プログラム（22 ペ
ージ）ならびに社内のコーポレート・グループ・オーディタ
ーによる監査が行われています。
　さらに、サステナビリティ（持続可能性）ということを常
に念頭に置き、将来にわたって確実に環境を保全する方向で
事業運営を行っています。ブルントラント委員会（国連に設
置された「環境と開発に関する世界委員会」）の定義に倣い、
持続可能な開発とは、「将来の世代のニーズに応える能力を毀

損することなく、現世代のニーズに応えるような開発」であ
るとネスレも解釈しています。
　とはいえ、株主にとって収益性のあるビジネスを構築する
には、コンプライアンスとサステナビリティを超えた第３の
レベル、すなわち、社会と株主の双方にとって長期的に価値
あるものの創造にまで発展していく必要があります。これこ
そ、ネスレの「共通価値の創造」なのです。
◦　 ネスレの中核となる事業戦略ならびに事業運営を推進す

ることで、株主にとっての価値を創造すること。
◦　 楽しくかつ健康とウエルビーイングに資するような栄養

価値の高い製品を提供することで、消費者ならびに一般
の人々に貢献すること。

◦　 ネスレのバリューチェーンにかかわる人々や地域、すな
わち、私たちに原材料を提供する農家、工場が立地する
地域、私たちと協働するサプライヤーや取引パートナー
の方々と共に、社会経済を発展させていくこと。

「共通価値の創造」とバリューチェーン
　リーズ大学ビジネススクール国際ビジネスセンターによっ
て、企業がさまざまなステークホルダーに与える影響につい
て、その概略を測定・評価する概念枠組が開発されました。
持続可能な刷新を目指す「ネスプレッソ・エコラボレーション・
プラットフォーム」、パキスタンのミルク生産地区の運営など、
ネスレの事業活動の一部においてこのバリューチェーン・モ
デルが活用されており、その影響評価が行われています。詳
細は www.nestle.com/csv/casestudies でご覧になれます。

http://www.nestle.com/csv/casestudies
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注力分野と取り組み

　ネスレは、業績を包み隠さず報告することに努めており、
その際特に、自社に対して重大な影響を現在または潜在的に
有する分野に重点を置いています。それらの分野とはすなわ
ち、ステークホルダーにとっても関心の高い分野であり、私
たちの事業運営如何によって大きく変化するような分野です。
　世界的な関心事であり、かつネスレの事業活動に関与する
分野のうち、栄養、水資源、農業・地域開発という３つの分
野を注力分野として特定しています。これらの３分野は、株
主にとっての価値を高め、競争力を高めると同時に、社会の
ニーズを満たす中核となるものです。
　ネスレならびに株主の皆さまにとって最重要と思われる
種々の問題の優先順位付けを行うために、2008 年、持続可
能な開発に関するコンサルタント業務を行っている独立企業
法人サステナビリティ社と協働しました。2009 年には、投
資家、市民グループ、メディア、ネスレ役員の意見を参考に
して、再びサステナビリティ社にこの優先順位付けの再検討
を依頼しました。
　重要問題として掲げられている項目のリストに変更はあり
ませんでしたが、栄養・健康・ウエルネスに加えて、マーケ
ティングと情報発信については特に投資家たちからの関心が
高まるなど、すべてにわたって外部の関心が高まっているこ
とがわかりました。また、水資源と並んで気候変動が、バリ
ューチェーンのいずれの段階においても最優先事項であるこ
とが明らかになりました。サステナビリティ社が用いた方法
論に関しては、www.nestle.com/csv/materialissues のネ
スレ報告書完全版でご覧になれます。
　以上のことから、報告書において優先事項として私たちが
掲げている項目は以下のとおりです。
◦　 科学・技術を活用して栄養面で優れた製品を開発するこ

と。また、栄養・健康・ウエルネスについて、消費者に
対して責任ある情報発信を行うこと（6 ～ 9 ページ参照）。

◦　 環境に配慮しつつ、特に、水資源の確保と利用しやすさ、
ならびに気候変動の影響に重点を置いて事業運営を行う
こと（10 ～ 15 ページ参照）。

◦　 農産物調達とサプライヤー開発に対するネスレの取り組
み（16 ～ 19 ページ参照）。

◦　 責任ある雇用主としての事業運営（20 ～ 23 ページ参照）。
　実証に基づいた報告を行うために、私たちは、サステナビ
リティ社と協力して、戦略的な主要パフォーマンス評価指標

を開発・精選しました。これについては冒頭の表にまとめ、
本報告書の中で重点的に取り上げるとともに、www.nestle/
com/csv/kpis で詳しい説明を公開しています。

ステークホルダーとの協働
　2009 年 4 月、ネスレは、国連民間連携室および国連スイ
ス政府代表部と協働して、ニューヨークにおいて第 1 回「共
通価値の創造に関する世界フォーラム」を開催しました。各
分野を代表する専門家が、世界レベルおよび国内レベルにお
ける政策変更、発展の契機、ビジネスの役割について討議
しました。同フォーラムはウェブ上でライブ放送され、世界
各地のネスレ現地法人が参加する機会を提供し、後日、そ
れら多くの現地法人が、同フォーラムと類似のフォーラムを
国内レベルで開催しました。同フォーラムのウェブ放送は、
www.creatingsharedvalue.org で閲覧できます。
　ネスレの中核事業を活用していかに社会に貢献できるか、
ということに関して助言すべく新設された「共通価値の創造

（CSV）諮問委員会」の会合が、2009 年 4 月と 12 月に開
催されました。委員会は国際的に評価の高い専門家で構成さ
れており、ネスレ会長および CEO に直接助言をするべく任
命されています。同委員会は年２回招集され、CSV 概念をさ
らに進展させ、ネスレのバリューチェーンを分析し、今後推
進すべき活動を提案します。また、年次 CSV フォーラムの
進行や、新設された「共通価値の創造ネスレ大賞」の受賞者
の選定も行っています。CSV 諮問委員会のメンバーリストは
www.nestle.com/cwv/advisoryboard でご覧になれます。
　2009 年、ネスレは CSV 戦略に対するフィードバックを得
るために、アカウンタビリティ社が進行役を務めたジュネー
ブ、ワシントン、クアラルンプールでの会合に、外部のステ
ークホルダーを招待し、社会的、環境的に影響を受けるさま
ざまな領域から 50 名を超える専門家の参加を得ました。討
議の中で、健康的なライフスタイルの促進、サプライチェー
ンにおける人権と持続可能な生産、気候変動と水資源マネジ
メント、地域社会支援と農村・地域開発など、数多くの問題
が浮上しました。また、現地当局に対するコンプライアンス
ならびに当局と連携することの重要性や、バリューチェーン
上の主要項目を確実に実施することの重要性についても強調
されました。詳細は www.nestle.com/csv/engagement で
ご覧になれます。
　ネスレはまた、パートナーシップ、政策フォーラム、リー
ダーシップイベントを通じて、業界の見識を共有し、ベスト
プラクティスを特定し、より大きな影響力を持つべく取り組
んでいます。その取り組みの一部は下記の通りです。
◦　 国際赤十字・赤新月社連盟：飲料水の浄化と公衆衛生に

取り組んでいる同連盟との世界各地におけるパートナー
シップ。

◦　 国際カカオイニシアチブ：カカオ栽培地域における容認
し難い児童労働を根絶するための、カカオ業界、NGO、
組合とのパートナーシップ。

◦　 国際食品飲料協定：食品飲料企業大手 9 社の連合協定と
して、世界保健機構の提唱する「食事と運動、健康につ
いての世界戦略」の実施を支援。

◦　 食品の持続可能な消費・生産に関する欧州円卓会議： 
ヨーロッパにおける持続可能な消費と生産を可能にする

http://www.nestle.com/csv/materialissues
http://www.nestle/com/csv/kpis
http://www.creatingsharedvalue.org
http://www.nestle.com/cwv/advisoryboard
http://www.nestle.com/csv/engagement
http://www.nestle/com/csv/kpis
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フードチェーンの確立を目指す会議であり、ネスレと欧
州委員会が共同議長を務める。

◦　 持続可能な農業イニシアチブ（SAI）：国際的に認められ
た持続可能な農業のための原則および基準の開発・実施
を目的とした食品業界の連携。

CSV ガバナンス
　「共通価値の創造」はネスレの基本戦略ならびに事業運営に
組み込まれており、会長、CEO、エグゼクティブボードのメ
ンバーには、これを監督、管理する責務があります。
　CEO ポール・ブルケを議長として「CSV 調整委員会」が
新たに設置されました。同委員会は四半期ごとに招集され、
ネスレの全事業にわたって「共通価値の創造」が、戦略的に
実施されているかどうかグループレベルで監督する役割を担
っています。

原則および規定
　ネスレの企業としての根幹を成すのは「ネスレの経営に関
する諸原則」であり、今後もそれは変わりません。これに「ネ
スレ・マネジメント及びリーダーシップの基本原則」と「ネ
スレ考働規範」が加わって、すべてのステークホルダーに資
するネスレの行動指針を構成しています。これらの原則・規
定には、人権、労働、環境、腐敗防止に関する、国連グロー

バル・コンパクト 10 原則ならびに関連する国際基準が反映
されています（24 ページ参照）。

コンプライアンス
　世界各地の政策（www.nestle.com/csv/downloads で
ご覧になれます）についてもまた、ネスレは事業運営に一貫
してかつ積極的に適用しており、それを確実にするための保
証基準が設けられ、内部監査が行われています。
◦　 人事、ビジネスインテグリティ（事業運営の健全性）、安

全衛生、健康、環境保全に対するコンプライアンスは、
CARE プログラムの一環として、内部・外部両方の機関
による監査を受け、検証されています。

◦　 製造現場は、ISO14001 ならびに OHSAS18001 基準の
認証を受けています。

◦　 乳児用食品の販売活動に関しては、外部機関による監査
を行っています。

ニューヨークで開催された CSV 世界フォーラムで発言する、新設ネスレ「共通価値の創造諮問委員会」委員の一人、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・ポーター氏

http://www.nestle.com/csv/downloads
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栄養
ビタミンやミネラルの欠乏、あるいはその対極に肥満といった問題があるなかで、人々
がより健康的な食生活を送るお手伝いをする、そこに世界の栄養・健康・ウエルネス
のリーダー企業としてのネスレの未来があると私たちは信じています。こういった地
球規模の課題を背景に、私たちは、社会のあらゆる階層の人々に、栄養面でのソリュ
ーションをもたらすべく取り組んでいます。低所得者層の人々に対する取り組みも、
その課題の一つです。

ネスレの目標 ネスレは、140 年以上にわたって、栄養・健康・ウエルネスに関する事業戦略を培っ
てきました。そして、栄養に対する意識や健康とウエルネスの向上に対する欲求が、
今後ますます消費者の選択を左右するようになると考えています。おいしくて栄養価
値があり、かつ環境影響ができるだけ少ない食品飲料製品を製造するという目標を掲
げ、科学的な根拠に基づいた、食品および食生活によるクオリティ・オブ・ライフ（生
活の質）の向上を目指しています。より安価でより栄養価値の高い製品を提供するこ
とで、特定の栄養を必要とする人々や、低所得者層の人々を含む消費者の皆さまの健
康とウエルビーイングに貢献します。また、明確で責任ある情報を発信し、消費者の
意識を高め、知識や理解を深めていただくことを目指しています。

ネスレの実績 味はもちろん、栄養または健康に配慮した製品の導入や改良、また、ラベル上の栄養
表示などに引き続き取り組んでいます。社員を対象にした栄養知識研修の回数を増や
し、乳児用調製粉乳の販売員のトレーニング内容についても改善を行っています。ま
た、低所得層の消費者向けの「手の届く価格帯の製品群（PPP）」の販売を推進しており、
その売り上げは増加しています。

ネスレの活動 ネスレは、すべての製品カテゴリーでの栄養面の改善や開発、より精緻な栄養分析や
調査を行うため、引き続きレシピ・データベース管理の強化に投資しています。私た
ちは、製品に含まれる塩、砂糖、トランス脂肪酸、飽和脂肪、合成着色料の削減に努
めるとともに、風味を変えずに栄養価値の高い原材料を使用したり、有益な微量栄養
素を添加したり、あるいは適切なサービングサイズに関する表示を行ったりと、栄養
価値の高い高品質な食品が、手ごろな価格で低所得層の消費者に届くような取り組み
を推進しています。また、途上国における乳児用調製粉乳の販売においては、WHO

（世界保健機構）規約に厳密に従い、責任あるマーケティングを行っています。児童向
けにより健康的な製品を宣伝する一方、栄養・健康・ウエルネス、環境、サステナビ
リティなどの項目に関しても、各ブランドでお伝えできることとできないことを定め、
管理するための手続きや承認プロセスも、新たに導入しています。



ネスレにとっての価値
「この幼稚園の母親を対象に栄養
プログラムを実施しています。
私たちは、ビタミン A を強化し
た「ネスプレイエブリデー」な
どの製品を、低所得家庭を対象
に販売することで、消費者の栄
養ニーズに応えています。園児
の母親たちに、栄養についての
理解を深めてもらい、スリラン
カでの主要な不足栄養素—ビタ
ミン A—の問題に取り組んでい
ます。」
左）ネスレ スリランカ、コンシ
ューマー・サービス・マネジャー
ナディーシャ・チャンドラセケラ

社会にとっての価値
「娘の幼稚園でこの栄養プログラ
ムに参加する機会を得て、本当
によかったです。栄養全般やそ
れが家族に与える影響について
学んだことは大切なことばかり
でした。ネスレがこの地でプロ
グラムを実施して、どうすれば
子どもたちの健康に必要な栄養
を摂取させることができるかア
ドバイスしてくれ、とても役に
立っています。今では私までが、
娘の幼稚園で勉強させてもらっ
ています。」
右）バサンティ・パティラヤさん
と娘のバシタちゃん
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ネスレの世界規模の研究開発ネットワーク
　ネスレ製品の開発の基盤となっているのは、世界最大の研
究開発ネットワークです。このネットワークは、ネスレ・リ
サーチ・センターを中心として、研究開発センター（R&D）
とプロダクト・テクノロジー・センター（PTC）＊が併せて
28、そして 5,200 人を超える社員＊で構成されています。
2009 年、ネスレは研究開発部門に 20 億スイスフラン（約
1,700 億円）を投資し、コートジボワールのアビジャンにア
ビジャン研究開発センター、スイスのブロにチョコレートセ
ンター・オブ・エクセレンスを創設しました。研究開発の段
階からサステナビリティが考慮されるよう、2009 年 10 月の
エグゼクティブボードにおいて、「研究開発サステナビリティ・
カウンシル」が創設されました。

＊食品飲料に関する研究開発に携わるセンターおよび社員数

ネスレ・ニュートリション・カウンシル
　ネスレの栄養戦略推進のため、エグゼクティブ・バイスプレ
ジデントのヴェルナー・バウアーを議長として、国際的に著名
な専門家らで構成される評議会が設置されており、ネスレの事
業に重要な意味を持つ栄養問題について、ネスレ経営陣と共同
で検討する会合が定期的に開催されています。

栄養を好まれる選択肢にするために
　健康的な食生活を長く続けるには、楽しめるものであるべ
きとネスレは考えており、消費者の好みや新製品の開発、改
良に引き続き投資を行っています。私たちは、製品のおいし
さと栄養価値の“向上（プラス）”の両方を目指して製品試験
プログラム「60/40+（シックスティー・フォーティー・プ
ラス） 」（主要な競合製品と比べて目隠し味覚・風味テスト
で少なくとも 6 割の消費者から好まれること、そして栄養面
でのプラスの効果をもたらすことを目的に実施している独自
プログラム）を推進しており、2009 年に同プログラムの対
象となった製品は売上高 168 億スイスフランに相当します。
また、ネスレの企業方針に従い、7,252 の製品について改良
や刷新 が行われました。具体的には、トランス脂肪酸、塩、
砂糖、飽和脂肪など、健康によくないとして社会的に関心の
高い成分の削減や、全粒穀類、野菜、カルシウムなど、健康
によいとされる成分の強化などです。また、栄養と健康に関
する各種項目の測定基準を世界で一元管理するために、レシ

ピ管理システム
を 開 発 中 で す。
このデータベー
スが完成すれば、
ネスレが製品を
販売している全
市場のトランス
脂肪酸、塩、砂糖、
飽和脂肪などの
削減に関するデ
ータ整理をより
スムーズに進め
ることができる
ようになります。

　2009 年、 世 界 保 健 機 構（WHO） や 米 国 医 学 研 究 所
(IOM) などの公衆衛生勧告に基づいて、「ネスレ栄養プロファ
イリング・システム」という厳格な方法論を立ち上げ、製品
の分析を行いました。ネスレ製品の 71％が要求基準 を満た
しており、「ネスレ栄養基盤あり」とされています。また、健
康によいとして科学的に実証されている成分、「ブランディド・
アクティブ・ベネフィット」を含有する製品の売上高は 50
億スイスフラン（約 4,300 億円）に達しました。

微量栄養素強化
　地域に特化したネスレの「手の届く価格帯の製品群（PPP）」
は、低所得者層の人々に、栄養価値の高い製品を、適切な単位・
分量、かつ手ごろな価格で提供するものです。鉄分、ヨウ素、
ビタミン A、亜鉛などの微量栄養素の欠乏に悩む多くの消費
者向けに、私たちは何十億サービングもの強化製品を提供し
ています。第１に挙げられるのは、ヨウ素強化「マギー」製
品（ブイヨン、シーズニング、ヌードル）で、2009 年には、
900 億サービング以上の強化製品を供給しました。ネスレは、
粉末ミルクおよび液体ミルクを使用した製品の研究開発に、
毎年 1,200 万スイスフラン（約 10 億円）を投資しており、
このノウハウを用いて新興国の人々に手ごろな価格のミルク
を提供し、その地域で不足しがちな微量栄養素を補っていま
す。2009 年末には、手ごろな価格のミルク製品が、60 カ国
以上で販売されています。

高齢者の低栄養状態
　2009 年 10 月、ネスレニュートリションは、「ミニ・ニュ
ートリショナル・アセスメント（MNA）」を完成させました。
これは、低栄養状態、またはその危険性のある高齢者を特定
することを目的に開発された簡易判定ツールです。ネスレニ
ュートリションはまた、高齢者の食生活に共通して不足しが
ちな栄養素を提供し、また、骨や関節の健康、筋肉強度の向上、
病気からの回復を支援することでクオリティ・オブ・ライフ
を向上させる製品も提供しています。

消費者向け情報
　消費者に適切なサービング量やバランスのとれた食生活に
ついてもっと知っていただきたい—この思いが進化して、「ネ
スレ・ニュートリショナル・コンパス」となりました。パッ
ケージ上で栄養成分表、健康的な飲食のアドバイス、より詳
しい情報源への案内などを行うことで、消費者が知識に基づ
いた選択ができるように取り組んでいます。2009 年 12 月時
点で「ネスレ・ニュートリショナル・コンパス」が表示され
ているネスレ製品は 98％（販売量） に上り、また、ヨーロ
ッパ向けの製品の 91％には、自主的に「カロリーガイド表示

（GDA）」が表示されています。

責任ある宣伝広告およびマーケティング
　「ネスレ 消費者とのコミュニケーションに関する諸原則」
では、6 歳未満の児童向けの宣伝広告ならびにマーケティン
グ活動を禁じており、また、6 ～ 12 歳の児童向けの宣伝広告
は、厳格な「ネスレ栄養基盤」基準に適合した製品のみ可能
である、という制限を設けています。国内および地域レベル
の児童に対する責任ある食品飲料宣伝広告に関する、自主的

1999 年以降ネスレブラジルは、低所得家庭の児童 120
万人を対象とした、栄養についての食育プログラム「ニ
ュートリール」を推進しており、ゲームや操り人形を使
ったり、料理教室を実施しています。
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ネスレの手ごろな価格の児童向け強化ミルク「ネスプレイ」は、スリランカの現地産のミルクを使用するとともに、現地工場で雇用を提供しています。

かつ独立監視を行う業界イニシアチブにも参加しています（現
在 8 件）。
　「ネスレの経営に関する諸原則」は、途上国における世界保
健機構（WHO）の「母乳代替品販売に関する国際規約」に
沿った内容になっています。ネスレが行っている広範囲にわ
たる規約履行のための取り組み、独立外部機関による監査、
世界保健機構（WHO）規約違反への厳罰、世界的な規約オ
ンブズマン制度は、独立投資家アナリストによって高い格付
けを得ており、現地政府が規約コンプライアンス監査を行っ
た国でも、前向きな評価を得ています。2009 年には、途上
国の関連する社員全員が、WHO 規約教育 を受講しました。
詳しい情報は、www.babymilk.nestle.com でご覧になれま
す。

教育と取り組み
　ネスレは現在、1 千万人の学齢児童を対象に、栄養や運動
についての教育プログラムを実施しています。加えて、「ネス
レ ヘルシーキッズ グローバル プログラム」も開始されまし
た。ネスレは、事業展開しているすべての国で、2011 年末
までに同プログラムを実施する考えです。2009 年の新規プ
ロジェクトには、インドのパンジャブ農業大学と共同で行う
13 ～ 17 歳の農村女児向けの栄養教育プログラム、台湾の董
氏基金会（ジョンタン財団）との協力による 7 ～ 10 歳の児

童対象の栄養教育プログラムなどがあります。

ブランドと消費者向け情報発信
　ネスレでは、すべての事業部門において、事業戦略にも消
費者向け情報発信にも、サステナビリティを組み込むことが
奨励されています。その一環として、「ハーゲンダッツ」のミ
ツバチの研究、「ネスプレッソ・エコラボレーション」の取り
組み、「ネスカフェ」のサステナビリティ・ウェブサイトなど
が開始されています。

CSV 要約
ネスレにとっての価値
消費者インサイトや栄養・健康問題のより深い理解。さまざまな
ステークホルダーとの実りある協力活動。顧客のロイヤルティー
の向上、売上・市場占有率・収益性の長期にわたる向上

社会にとっての価値
安全で高品質、そして責任を持って生産された栄養価値ある
食品を、責任ある販売方法によって入手できる。栄養と健康
的な生活習慣についての知識の増加。健康的で楽しめる食生
活を形成する食品としてのネスレ製品の理解。

www.nestle.com/csv/consumer

http://www.babymilk.nestle.com
http://www.nestle.com/csv/consumer
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水資源と
環境の保全

人口増加、飽くなき豊かさの追求、浪費の多いライフスタイルの常態化など、世界中
の人々の活動からもたらされる負荷が、この惑星の限界を超えつつあります。地球は
近い将来、食糧安全保障に重大な影響を及ぼすような深刻な水資源の危機に直面する
ことになるとネスレは考えています。農産物の生産から製造、消費までのフードチェ
ーンは、水の質と水の入手、気候変動、エネルギー利用、生物多様性、土壌の質、大
気の状態などを大きく左右する一因であり、同時に、それらの環境資源に大きく依存
してもいます。たとえば、淡水の入手しやすさと利用しやすさといったことは、ネス
レや農家などのサプライヤーの事業運営に大きく影響を及ぼすものであり、また気候
変動も、この先数十年のうちに私たちの事業運営を左右するようになると予想されま
す。

ネスレの目標 ネスレの目標は、おいしくて栄養価値があり、かつ、環境フットプリントの影響を最
低限に抑えた食品飲料の製造であり、そのために私たちは、業務効率と環境パフォー
マンスの改善に努めています。自社の事業運営と製品に限らず、バリューチェーンに
及ぼす影響について、ライフ・サイクル・アプローチを適用して吟味・評価を行って
います。ネスレにとっても社会にとっても、よりよい未来と「共通価値の創造」に向
けて、今後も取り組んでいく所存です。

ネスレの実績 ネスレは、事業運営にかかわるエネルギーの効率化や再生可能エネルギー源への移行に
よって、エネルギー消費量の削減を推進するとともに、水の使用量ならびに二酸化炭素
排出量の削減を実現してきました。埋立てや非エネルギー回収型焼却施設に回される廃
棄物量の削減も行っています。包材重量の削減は、今後優先すべき課題です。

ネスレの活動 環境保全に関するプログラムや取り組みに対してネスレが 2009 年に行った投資は 2
億2,000万スイスフラン（約190億円）を超えるものでした。私たちは今後も引き続き、
水、非再生可能エネルギー、その他の天然資源の使用量の削減、温室効果ガス（GHG）
排出量の削減、廃棄物の削減、包装材の環境パフォーマンスの改善などのために必要
なプロジェクトを実施していきます。また、農家などのサプライヤーと協働して、水
管理の促進など、サプライチェーンにおけるより持続可能な実践の推進に努めます。



ネスレにとっての価値
「サプライヤーの方々が、トマト
栽培に必要な水の使用量を削減
するお手伝いをすることで、私
たちは、長期にわたって持続可
能な供給を確保できます。この
意味で、農家の方々、環境、ネ
スレの三者に共通する価値を創
造しています。より少ない資源
でより多くを生産することは
CIO（青果物生産者組合）の目
的でもあるため、彼らは、この
プロジェクトにとって理想的な
パートナーでした。」
左）　ネスレ 調達担当者
ベンジャミン・ワレ

社会にとっての価値
「CIO（青果物生産者組合）のト
マト栽培農家は長い間、生産物
と環境の両方のサステナビリテ
ィと質の確保ということについ
て考え、それに投資してきまし
た。根回りの土壌水分の監視に、
太陽エネルギー技術を使ったか
んがいを利用するという方法は、
ほんの一例に過ぎません。この
アプローチを共有してくれるネ
スレのようなパートナーが見つ
かり、嬉しく思っています。」
右）　コンソルツィオ・インテッ
レジオナーレ・オルトフルッチコ
リ（CIO）、
農業サービス・マネジャー
アレッサンドロ・ピバさん
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水資源の保全
　ネスレが推進している環境保全のうち、水は最優先事項で
あり、効果的な水資源管理は、「共通価値の創造」の中核とな
る分野です。2009 年、私たちはマッキンゼー社などと共同
プロジェクトを実施し、水資源の濫用状況の調査を行い、濫
用を防止するための包括的なアプローチを策定しました。そ
の結果は、「水の未来を描く：意思決定に資する経済的枠組」
にまとめられています。民間企業として、持続可能な水資源
管理における最善の手法を実施するため、国連グローバル・
コンパクト（UNGC）の「CEO ウォーター・マンデート」
の創設メンバーとなり、「UNGC 水資源管理に関する経過報
告（COP）」の中で主要 6 項目について報告を行っています。

（詳細はネスレのオンラインレポート www.nestle.com/csv/
water をご参照ください。）
　ネスレは、「水資源評価」制度を設け、質、量、規定の順守など、
現地の水資源基準を監視、管理しています。「水資源評価」は、
現在ネスレウォーターズの約 65 工場で採用されており、食
品工場でも順次展開されています。厳しい管理を行うことで、
2009 年には 3.2％減の 1 億 4,300 万㎥ （製品 1 トンあた
り 3.47㎥ ）の取水量を実現しました。これは、2000 年比
33％減に相当しますが、一方、ネスレの生産量は 2000 年比
にして 63％増加しています。私たちは今後 5 年間で、水効
率をさらに 10 ～ 15％改善する目標を掲げています。

　ネスレの工場で原料の洗浄や調理、清掃に使用される水は、
その後、排水処理施設で浄化処理されます。自治体施設を使
用して、浄水のみを自然に戻すことを目指しており、施設が
不足している地域では、自社で施設を建設しています（現在
292 カ所）。ネスレは、工場から排出される水を自然環境に戻
す前に、その有機汚染物質の 97％を除去しています。2009
年、私たちが排出した水の量は 9,130 万㎥で、2008 年比 5
％超の減少となりました。
　効果的な水資源管理は、農家などのサプライヤーの生計基
盤にもなるため、ネスレは特定の流域においてサプライヤー
とパートナーシップを締結して水資源管理を行っています。
また 1905 年以降、ボトル入りウォーターの水を採取してい
るスイス ヘニエの地元ステークホルダーとの協働も行ってい
ます。
　地域活動へも積極的に参画しており、カンボジアでは、ネ
スレノルディックが、カンボジア、デンマーク両国の赤十字
組織の支援を得て、住民が飲用水を得るための井戸を建設し、
また、正しい衛生教育を実施しました。国際赤十字・赤新月
社連盟（IFRC）、コートジボワール赤十字ともパートナーシ
ップを締結し、コートジボワールで深井戸ポンプを再建した
り、5 万人にトイレ用固形洗浄剤を提供したりという活動も
推進しています。

ネスレは国際水資源管理研究所とパートナーシップを組んで、インド、パンジャブ州における農業サプライチェーンの水資源利用計画を支援しています。

http://www.nestle.com/csv/water
http://www.nestle.com/csv/water
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少ない水でおいしいトマト
　生産量を最大限に増やし、作物収入や水使用を最適化する
ために、ネスレイタリアは、パルマ地域の 10 カ所のトマト
農場で 3 年間の試験プロジェクトを開始しました。根回りの
土壌水分監視に太陽エネルギー技術を利用するこのプロジェ
クトによって、収穫量は 2 倍近くに増え、トマトの糖分含有
量は増し、水消費量はほぼ半減しました。

持続的な改善
　ネスレのオペレーション担当エグゼクティブ・バイスプレ
ジデントが議長を務める「ネスレ・オペレーションズ・サス
テナビリティ・カウンシル」は、2007 年の発足以来、月例
の会合をもって、事業運営の効率化や、環境パフォーマンス
の改善によるサステナビリティの向上について、継続的に検
討しています。ネスレは、サステナビリティ・リーダーシッ
プに関するケンブリッジ大学プログラムのパートナーでもあ
ります。同プログラムでは、セミナー、作業部会などを通じ、
企業、政府、市民社会が、気候変動、生物多様性の喪失、資
源枯渇などの重要な地球規模の問題を理解し、それに取組む
よう支援しています。

オペレーショナル・エクセレンス
　「ネスレ・コンティニュアス・エクセレンス」活動を推進し

て、私たちは経営の効率化を進め、競争力の強化を目指して
います。その一つに、環境マネジメントシステム（ISO14001）
と労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS18001）の
両方の基準での認証を奨励するというプログラムがあり、現
在までに 807 の認定証が発行されています 。また、ライフ・
サイクル・アセスメント（LCA）を用いて、主要製品カテゴ
リーが、バリューチェーン全体で環境に与える影響を測定し、
それを低減していく取り組みを推進しています。さらにその
結果を用いて、ネスレ製品のさらなるサステナビリティの向
上に取り組んでいます。その一例、「ネスカフェ」の LCA に
ついては、オンラインレポート www.nestle.com/csv/LCA
をご覧ください。

気候変動
　ネスレは、サ
プライチェーン
内で私たちの事
業運営によって
排出される温室
効果ガスの削減
を推進するとと
もに、ネスレ製
品を購入してい

公衆衛生設備の改善のために、ネスレが IFRC、コートジボワール赤十字とのパートナーシップによって建設した手洗所を使用するコートジボワール アボワッソの女性たち。

世界中に 292 あるネスレ施設の一つ、コロンビア ブガラ
グランデ工場の排水処理施設。

http://www.nestle.com/csv/LCA
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ただくことが環境保全につながるような取り組みを進めてい
ます。家庭での調理に使用される製品を含め、他社製品に比
べて環境影響が低い製品を提供すべく、取り組んでいます。
　環境負荷を抑えさらなる改善を約束する企業として、ネス
レは温室効果ガスの排出量ならびに天然資源消費量を削減す
るため、資源効率の高い企業・バリューチェーンを目指すべく、
厳格で公正な基準に則って事業運営を行っています。
　これらの取り組みによって、直接温室効果ガスの排出量は
3.1％減の 398 万トン CO2 相当 （製品１トンあたり 96.6
㎏ CO2 相当 ）を達成しました。これは、過去 10 年間では
製品 1 トンあたり 48％の削減を実現したことになります。購
入エネルギーからの間接 CO2 排出量は 300 万トンで、2008
年並を維持しています。
　またネスレは、マルチ・ステークホルダー・アクションを
推進しており、「持続可能な農業イニシアチブ（SAI）」を土台
にして、サプライヤーの環境パフォーマンスの改善を支援す
るとともに、カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
の一環として、ネスレの環境戦略や環境実績を開示していま
す。また、世界全体の排出量上限規制ならびに長期的な国家
削減計画に関する、英国皇太子による気候変動に関する企業
リーダーグループの提案を支持しています。

輸送・配送
　「グリーンフリート」プロジェクトと称して、ネスレはサプ
ライヤーの合理化、入札方針の策定、運転手の教育などを進め、
2009 年国際グリーンフリート賞第 2 位を受賞しました。ま
た、このプロジェクトの推進によって、ヨーロッパ全体の乗
用車ならびに商用車の CO2 排出量の 17％削減（2007 年比）
を実現しました。類似の取り組みが各地域で実施されており、
現在、北米、メキシコ、ブラジル、アジア太平洋で推進され
ています。
　環境への影響をさらに軽減させるために、ネスレウォータ
ーズは、可能な限り代替輸送手段の利用に取り組んでいます。
2008 年、フランスとベルギーにおいて、ネスレのボトル製
品の 50％が、列車または「複合」輸送方式（トラックと列車）
で輸送され、その結果、トラック 6 万台分の積荷量削減と、
1,200 万リットルの燃料節減、輸送関連の温室効果ガスの排
出量低減につながりました。

エネルギー効率の改善
　工場レベルでのエネルギー削減の取り組みを進めるととも
に、生産する製品割合を変更することで、ネスレは 2009 年
のエネルギー消費量を 2％減らし、85.2 ペタジュール（PJ）
エネルギー （製品１トンあたり 2.07 ギガジュール（GJ）

）を達成しました。購入エネルギー量の削減によって、間
接消費量もまた 65.1PJ の削減に成功しました。私たちは
2015 年までに、主要製品カテゴリーそれぞれのエネルギー
効率を、さらに 5％以上改善することを目指しています。

エネルギー節減工場
　2009 年 6 月、ペンシルバニア州ブランズビルの「ネスレ
ピュアライフ」瓶詰め工場が、ネスレ工場として初めて、米
国グリーンビルディング協会（USGBC）による LEED（環境
性能評価システム）のゴールド認証を取得しました。現在、

ネスレウォータ
ーズ北米の 9 工
場 が、LEED 基
準に沿って建設
されており、今
後工場が建設さ
れる場合はいず
れ も LEED 基 準
に準拠させる所
存です。

再生可能エネル
ギー
　化石燃料への依存を低減するため、ネスレは再生可能エネ
ルギー源の利用可能性に関する検討を行っています。現在工
場で使用されているエネルギー総量の 12.2％が再生可能なエ
ネルギー源 由来であり、これを今後、さらに増加させるプ
ロジェクトを推進しています。たとえば、米国オハイオ州ソ
ロンのプロジェクトでは、埋立地から発生するメタンをエネ
ルギー源として回収利用し、また、シャルランジュにあるネ
スレフランスの工場で進められているプロジェクトでは、木
材燃料ボイラーを設置することで、CO2 排出量の 95％の削
減を実現しています。これは 10 年間にすると約 9 百万ユー
ロ（約 12 億円）の節約になります。

エネルギー削減
　ネスレピュリナペットケアのデンバー工場では、エネルギ
ー効率のよい新型ボイラー、エネルギー効率の高い照明装置、
最新の圧縮空気・蒸気システムを設置して、5 年間で製品１
トンあたりのエネルギー使用量 12.4％の削減を実現しまし
た。 ま た、 試 験
的な実施ではあ
りますが、民間
のものとしては
コロラド州最大
の太陽光パネル
を設置し、それ
によって同工場
の必要電力の 1
％を賄っていま
す。アリゾナ州
とカリフォルニ
ア州にあるネス
レピュリナ工場
においても太陽
エネルギー利用
の可能性が検討
さ れ て い ま す。
また、ネスレイ
タ リ ア で は、2
工場に太陽電池
パネルが設置さ
れています。

リサイクル PET（ポリエチレンテレフタレート）25％素
材を用いたネスレウォーターズの「リ・ソース」ボトルは、
カリフォルニア州のホールフーズ社、ウェイストマネジメ
ント社と協力して、販売、回収、リサイクルを行っています。

ネスレピュリナペットケアでは、デンバー工場における
エネルギー効率改善に取り組み、現在では必要電力の 1％
を太陽光発電で賄っています。
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パッケージの最適化
　製品のパッケージによって、小売店や各家庭までの輸送な
らびに保管時に食品を保護することができ、従って経済的に
も環境上もそれにかかるコスト以上の節約が可能となります。
また、食品の安全衛生と鮮度の維持にとってもパッケージは
不可欠であるとともに、店頭でお客様に、栄養やサービング
量に関する情報を提示することもできます。
　包装材に関してネスレは統合的なアプローチを推進してお
り、包材の重量および容積の削減、リサイクル資源や再生可
能資源の利用、使用済みパッケージからのエネルギー回収な
ど、さまざまな取り組みを実施しています。これによって
2009 年販売量および製造量増加のため包材総量が 4％増加
したにもかかわらず、重量にして 5 万 9,000 トン の包材節
減を実現しました。米国ではネスレウォーターズの「エコ・
シェイプ」軽量ボトルが採用され、1 億 9,500 万ポンド（約
8 万 8,500 トン）超の樹脂が節減され、35 万 6,000 トン超
に相当する二酸化炭素の排出が回避されました。

ペットボトルのリサイクル
　ネスレは各地でペットボトルの回収に努めており、また、
ペットボトルのリサイクルに対する消費者の意識を高めるた
め、次のような取り組みを推進しています。

◦　 ネスレウォーターズ中国は、3 月の「世界水の日」に、
全国規模の啓発キャンペーンを実施しました。

◦　 「アクア　ネスレ　ヴィラ」は、シシリー全域でペットボ
トルのリサイクルを奨励する 27 都市教育ツアーを企画
実施しました。

◦　 ネスレパキスタンはスポンサーとして、3 大都市で使用
済みボトルの行き先に関する調査を実施しました。

コロンビア、ブガラグランデにて、ヨルゲ・エリセル・ロハス市長（右）と、ネスレ工場長のミゲル・アンヘル・フィ
ゲロア（左）。同工場では、必要エネルギーの 13％が使用済みコーヒーかすによるエネルギーで賄われています。

CSV 要約
ネスレにとっての価値
環境パフォーマンスの向上、工場の生産
性の向上、リスクとコストの削減、原材
料と水資源の長期的な利用、持続可能で
収益性のある成長

社会にとっての価値
環境基準の向上、地元の雇用機会、収入
と生活水準の向上

www.nestle.com/csv/environment

http://www.nestle.com/csv/environment
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農業・地域開発
世界の労働人口の 3 分の 1 以上は農業に従事し、また、世界の貧困層の 4 分の 3 は
農村地域に居住しています。ネスレは原材料費として年間約 204 億スイスフラン（約
1 兆 7,600 億円）を費やし、約 54 万人の農家の方々と直接仕事をしていることから、
各農家の生産性を上げ、環境を保全し、貧困から脱することができるような取り組み
を推進しています。途上国の約 340 万人の人々がネスレのサプライチェーンによって
生計を立てているため、私たちの事業活動が、経済・環境の開発や生活水準に、長期
的かつ有益な影響を及ぼし、また、その地域全体の農業生産性の向上や経済の拡大に
もつながります。気候変動への影響や児童労働など、農村が長きにわたって抱えてい
る問題を最小限に抑えつつ供給を確保していくことが、私たちの課題となっています。

ネスレの目標 農産原材料や労働力を得ているその地域の望ましい生活状態は、ネスレの事業の成長
や株主にとっての価値を高めるためにも不可欠なものです。農業・地域開発を通して、
地元へ雇用を提供し、持続可能な生産方法を奨励し、また、小規模サプライヤーや仲
介業者から直接買付けを行うことで私たちは、原材料の供給と品質を確保するだけで
なく、地元経済と農村の人々の生活水準に長期にわたるプラスの影響を与えることを
目指しています。

ネスレの実績 ネスレは、2009 年、査定基準として規定されている「サプライヤー行動規範」に合
わせて、「ネスレ　持続可能な農業イニシアチブ（SAIN）」を次々に企画し、サプライ
ヤーの開発や農家の教育訓練など、数多くの取り組みを実践してきました。また、カ
カオ業界の支援活動を「カカオプラン」として一本化し、今後 10 年間にわたって、
コーヒーおよびカカオの学術研究や持続可能性の研究に、4 億 6,000 万スイスフラン

（約 400 億円）を充てることを約束し、また、パーム油に関する方針の策定も行いま
した。

ネスレの活動 2009 年ネスレは、16 万 5,553 人のサプライヤーに対して技術支援や知識移転を行い、
総額 4,800 万スイスフラン ( 約 40 億円 ) の小額融資を提供し、また、サプライヤー
が責任ある持続可能な事業運営を確実に継続できるように「ネスレ サプライヤー規約」
を作成しました。ネスレの農村開発原則では、可能な限り原材料を調達する国におい
て製造も行うことを定めており、現在、449 工場の約半分は途上国、特に農村地域に
あり、20 万人以上の直接雇用を提供しています。また、マルチ・ステークホルダー・
イニシアチブに積極的に参加し、ベストプラクティスの推進に取り組んでいます。



ネスレにとっての価値
「このプログラムに参加する前
は、何につけても問題ばかりで
したが、今は、私と家族の明日
が間違いなく明るくなったのを
感じます。それというのも「ネ
スプレッソ」から受けたアドバ
イスと、うちのコーヒーを以前
より高く買い取ってもらえるよ
うになったことのお陰です。今
やコーヒーは、私にとっても、
この地域にとっても、それにこ
の国にとっても価値ある資産で
す。」
左）　生産農家
レティシア・モンゾン・デ・エレ
ラさん

社会にとっての価値
「コーヒー生産者の方々が「ネス
プレッソ AAA（トリプルエー）
プログラム」に参加されるのは、
品質に基づく価格設定が、農家
にプラスの変化をもたらすから
だけでなく、私たちが現場にい
て、みなさんの社会状況や環境
状況を改善する手助けをするこ
とで、ご家族や地域によりよい
未来を提供することができるか
らです。」
右）　中央アメリカの「ネスプレ
ッソ AAA（トリプルエー）プロ
グラム」マネジャー
ファン・ディエゴ・ロマン
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サプライヤーと
の関係
　2008 年 に 導
入された「ネス
レ サ プ ラ イ ヤ
ー規約」は、16
万 5,497 の全サ
プライヤーに伝
えられ、現場レ
ベルでは、農産
物集積所と購買
ステーションの
82.3％がこの規
約を掲げていま
す。ネスレが企
業責任を果たす
ためにサプライ
ヤーにとって必
要な条件を理解
してもらうため
に、ポーランド、
トルコ、西アフ
リカでサプライ

ヤー向けのイベントを開催しました。また、高い潜在的なリ
スクに対応するために、すべてのサプライヤーに対してリス
ク評価を実施しています。サプライヤー候補に対してはまず、
サプライヤー自身が自己査定質問票の記入を行い、その後、
第三者による監査が行われます。2010 年には、より多くの
サプライヤーに対してこれらの方法を適用していく予定です。
ネスレ独自の「ネスレ　持続可能な農業イニシアチブ（SAIN）」
は現在、35 市場 と 39 直接調達市場 の 77％において実

施 さ れ て お り、
2009 年 に 実 施
さ れ た SAIN の
うち 10 件 は、
水資源問題に関
連するものでし
た。

サプライヤー開
発
　各地のサプラ
イヤーが、ネス
レ基準への適合、
コスト効率の向
上、輸入の回避、
廃棄物の削減な
どを達成すべく、
ネスレは支援を
行 っ て い ま す。
たとえばインド
で は 2005 年 以
降、500 万 ス イ
ス フ ラ ン（ 約 4

億円）のコスト節減に寄与し、12 の原材料の輸入を中止し、
70 の新規サプライヤーを獲得してきました。ここには KCL
など小規模のサプライヤーが含まれています。KCL は、ネス
レのアジア唯一のサプライヤーがたびたび品質問題を起こし
たため、2008 年 11 月に、ネスレ乳児向けシリアル用のコー
ンフレークの製造を開始した企業です。以降、同プログラムは、
バングラデシュ、ブラジル、インドネシア、イラン、マレーシア、
ロシア、南アフリカ共和国に広げられています。

調達している農産物
　ネスレは原材料費支出のほぼ 40％を、ミルク、コーヒー、
カカオの三大農産物の調達に要しています。

ミルク
　売上高で見るとネスレは世界最大の乳業企業で、30 を超え
る国から生乳 1,200 万トン相当を調達しています。うち 500
万トンは農家からの直接買付けによるもので、これによって
農家の市場参入と公正な価格による取引が可能になり、ネス
レにとっても質の高いミルクの定期的な確保が可能になりま
す。地域社会もまた、集積、貯蔵、輸送用施設、教育訓練、
品質管理システム、小額融資、雇用機会という点で恩恵を受
けています。
　ケニヤとウガンダで加工用ミルクを供給している酪農組合
は大型冷却施設を保有していましたが、2009 年 5 月にネス
レが現場視察を行い、小型冷却機の導入を提案しました。そ
うすれば、1 カ所あたりの冷却施設を利用する酪農家の数を
減らすことができ、かつ、搾乳から集積までの輸送時間を短
縮することができるため、ミルクの品質の向上が可能となる
からです。また、小型冷却装置を使用すれば、集乳ポンプ、
機器の洗浄、第三者による輸送の必要がなくなります。

コーヒー
2009 年、ネスレは 78 万トンのコーヒー生豆を買付けました
が、そのうちの 9 万 3,700 トン以上は、ベトナム、タイ、中
国、インドネシア、フィリピン、コートジボワール、メキシ
コの農家または小規模仲介業者から直接調達したもので、ネ
スレは世界最大のコーヒー直接買付け業者といえます。
　コーヒー農家には無償で技術支援を提供しており、それに
よって農家にとっては生産物の質の向上、ネスレにとっては
供給の確保というメリットが生まれます。過去 10 年の間に
支援を行ったカカオ農家、コーヒー農家の数は 10 万に上り、
2020 年までに、コーヒー種に関する学術研究に 3 億 5,000
万スイスフラン（約 300 億円）を投資する計画です。ネスレ
の取り組みは、www.nescafe.com/sustainability でご覧に
なれます。

カカオ
カカオ農業のよりよい未来を創造すべくネスレは「カカオプ
ラン」の下、カカオ農家、その家族、地域が直面する問題に
取り組んでいます。その目指すところはカカオ農業の専門性
向上であり、農家支援、学術的専門知識、サプライチェーン、
社会状況の改善という 4 つの主要分野にわたった活動を推進
しています。
　今後 10 年間でまずはエクアドル、ベネズエラ、コートジ

インドにおけるネスレ　サプライヤー開発プログラムに
よって、費用のかかる輸入品への依存は軽減されました。
現在ネスレ基準に適合している新規サプライヤーは 70 を
超えています。

インド、パンジャブ州の「農村女性酪農開発プログラム」
は、女性酪農家に対して、効率的な水使用などの農業実
践についてのアドバイスを重点的に行うものです。

http://www.nescafe.com/sustainability
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ボワールを中心に、1 億 1,000 万スイスフラン（約 95 億円）
の投資を行う予定です。農業協同組合と緊密に協力し、高品
質カカオに対しては購入額を割増しし、農家の教育や高品質
苗木の提供など、将来への投資を行うことで、農家の生産性
と収入が大きく改善される状況を創り出していきます。
　過去 15 年間にわたりネスレは生産国に対して、1,700 万
本の高収量・耐病性のコーヒーおよびカカオ苗木の提供を続
けてきており、また、今後 10 年でさらに 3,800 万本以上を
提供していく予定です。新設されたコートジボワール アビジ
ャンの研究開発センターでは、2012 年から農家に毎年 100
万本の高品質カカオの木を提供する予定です。また、国際カ
カオ・イニシアチブ、UTZ（ウツ）認証（グッドインサイド
認証）、フェアトレードとも協働し、教育機会、労働基準、環
境管理の改善に向けて取り組んでいます。また、国際赤十字・
赤新月社連盟（IFRC）と協力して、学校の水・衛生設備プロ
グラムへの資金提供も行っています。

パーム油
　パーム油農園による熱帯雨林および泥炭地の破壊はネスレ
の危惧するところであり、そのため 2009 年「持続可能なパ
ーム油に関する円卓会議（RSPO）」に参加し、「認証サステナ
ブル・パーム油」の購入を開始し、2015 年までに、調達す
るパーム油をすべて「認証サステナブル・パーム油」とする
決意です。

CSV 要約
ネスレにとっての価値
高品質な原材料の長期にわたる供給、調達コストの削減、消
費者に好まれるネスレ製品、収益性のある成長

社会にとっての価値
教育訓練および技術支援、収穫量の増加、作物の品質向上、
収入増加、雇用機会と経済成長、消費者によるネスレ製品の
安全性および品質の高さの認知

www.nestle.com/csv/agriculature

エクアドルのネスレ実験農場で、フランス、トゥールの研究開発センターで開発されたカカオの木を調べる二人の農学者、エドゥアルド・ユセビオ・ペレス・チュエスとルイサ・マ
リラック・トゥルジロ

http://www.nestle.com/csv/agriculature
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ネスレの人材
社員の献身的な働きぶりと努力を得て、世界中の消費者の生活を日々よいものにして
いくべく、ネスレは取り組んでいます。100 を超える国籍からなる 27 万 8,165 人
を束ねる力強い企業文化がネスレにはあります。社員の 3 分の 1 以上（33.9％）はヨ
ーロッパ、38％は南北アメリカ、28.1％はアジア、オセアニア、アフリカの地で業務
に携わっています。世界金融危機という状況下においても、ネスレは持続可能で安定
した成長に焦点を当て、現在そして将来に向けて必要となる適切な人材が確保できる
よう、あらゆる努力を払っています。

ネスレの目標 ネスレの価値観と諸原則を共有することのできる人材の雇用こそが不可欠です。ネスレ
の原則の中でも最も重要なことは、安全かつ公正な職場で、社員一人ひとりが必要な機
会と支援を手にして、自身の能力を十分に発揮できるようにするということです。さら
に、社員の声を聞き尊重するとともに、多様性と平等を尊ぶ職場であることも含まれま
す。教育訓練と専門性の向上への長期的な投資は、社員によりよい就業の機会を生み、
事業運営に必要なスキルを持った人材の確保をもたらします。

ネスレの実績 世界的な金融危機の中においても、ネスレは全社員に対し、幅広い教育訓練や能力開発、
キャリアアップの機会の提供を続けています。「休業災害度数率」と「全報告災害度数
率」はさらに低下し、健康・安全衛生に関する実績は改善されています。社員、経営陣、
労働組合間の関係は概ね良好で、時に課題が発生した場合においても、前向きに解決
に取り組んでいます。

ネスレの活動 ネスレの諸原則を順守し、環境管理や業務上の健康・安全衛生管理を継続的に改善し
ていくことで、ネスレは多様性をもった企業として世界規模の展開を図っています。
道徳的で責任ある企業文化の中から、社員の参画や健康、福祉を向上させ、職場事故
を減らし、将来のビジネスニーズに応える計画の立案に資するようなさまざまな施策
が生まれています。すなわち、全事業レベルにおける社員の採用、後継者計画と教育
訓練・人材開発の機会といった施策です。



ネスレにとっての価値
「私はネスレでキャリアを伸ばし
たいと思っています。会社が、
多様性（ダイバーシティ）、特
にジェンダーバランスに取り組
んでいるのを見ると励まされま
す。支援プログラムは充実して
おり、メンターからアドバイス
をもらうことができるため、安
心して業務に取り組むことがで
きます。」
左）　ネスレ日本株式会社
村田香織

社会にとっての価値
「組織が高い業績を上げるには、
社員一人一人がその個性を発揮
し、その能力が十分に開発され、
活用される環境が必要だと考え
ています。“女性とリーダーシッ
プ”タスクフォースのリーダー
として、日本のネスレではまだ
少数派である女性が、柔軟性、
長期的な展望、そして誇りをも
って働ける環境を確保すべく、
取り組んでいます。」
右）　ネスレ日本株式会社
マネジャー兼“女性とリーダーシ
ップ”タスクフォースリーダー
ハンクス香里
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「ネスレ・コンティニュアス・
エクセレンス」プログラム
　「 ネ ス レ・ コ
ン テ ィ ニ ュ ア
ス・エクセレン
ス（NCE）」プロ
グラムは、ネス
レの全事業にわ
たる事業効率と、
バリューチェー
ン全体の「欠陥
ゼロ、廃棄物ゼ
ロ」精神の根幹
をなすものです。
このプログラム
の下で、製造、リーダーシップ、人材開発、後継者育成計画、
業績管理におけるベストプラクティスを共有し、数百にも上
る工場ごとの事業基準を統合し、さらに事故の低減、生産性
の向上、廃棄物の削減を進め、不測の操業停止、欠陥製品、
消費者からの苦情の削減に取り組んでいます。

コンプライアンス査定
　「ネスレの経営に関する諸原則」ならびに各国で定められ
ている法律の順守に関しては、第三者監査プログラム CARE

（Compliance Assessment of Human Resources Safety, 
Health & Environment）による査定が実施されており、査
定項目は、労働安全衛生、労働基準、ビジネスインテグリテ
ィ（事業運営の健全性）、環境の 4 分野です。2005 年以降実
施された独立監査は 950 を超え、うち 435 は 2009 年に行
われました。2010 年末までに、全社員、全職場に CARE を
拡充することを目指しています。

安全衛生管理
　職場の安全衛生は、ネスレの文化と諸原則の基本となる柱
であり、そのことは「安全に妥協はない！」、「ひとつの事故
も許さない」といった信条に反映されています。すべての事
業所において、上級管理職と社員によって、年間を通して安
全性向上に向けた取り組みが推進されており、その結果、社
員、契約社員の休業災害度数率は 29％低下し、100 万労働
時間当たり 2.0 休業災害件数 を実現しました。2009 年に
休業災害ゼロを達成した工場は 190 ありました。全報告災害
度数率も、社員・請負契約者 100 万労働時間当たり 5.1 件ま

で下がりました
が、私たちの目
標はあくまで「ゼ
ロ災害」です。
　またネスレは、
事業展開してい
る多くの国で安
全推進プログラ
ムを実施してお
り、現在ブラジ
ル、パキスタン
などの市場の請

負契約者まで拡大しつつあります。このように不断の努力を
続けていますが、2009 年には勤務中の事故により 4 名の社
員が亡くなり、大変遺憾に思っています。そのうちの 2 名は
ネスレ施設外での交通事故によるもので、このような会社の
管理が直接及ばないケースであっても、引き続き重要課題と
して取り組んでいく必要を感じています。

労使関係
　ネスレと社員との関係については、各国法規、国際労働機
関（ILO）の基本条約、国連グローバル・コンパクトの人権お
よび労働原則を順守した上でさらに、「ネスレの経営に関する
諸原則」と「ヒューマン・リソース・ポリシー」によって定
められています。（www.nestle.com/csv/globalprinciples
をご覧ください）。
　それでもさらに向上させる領域が認められたため、複数の
国において職場関係改善のためのベストプラクティスの特定
が行われました。例えばフィリピンでは、人事マネジャーと
組合役員が ILO 条約についての教育を受け、コロンビアでは、
全社員が「ネスレの経営に関する諸原則」についての教育を
受けています。また、ヨーロッパでは、マネジャーたちが現
地の組合および国際食品業界労働組合の代表と、職場問題に
ついての話し合いを定期的に持つなどの活動が行われていま
す。2010 年はさらに新規部門を発足させて、「経営に関する
諸原則」についての教育、CARE プログラムによる各種法規
の順守、職場に関するネスレの考え方や制度の再検討を進め
るとともに、新たに「エンプロイー・リレーションズ・ポリ
シー」を展開していきます。

職場のウエルネス
　ネスレの事業所の 95％以上には、すでに職場ウエルネスプ
ログラムが実施されているか、整備されつつあります。その
内容は多岐にわたっていますが、一般的なものとしては、栄
養情報、フィットネスセンター、無料のボトル入りウォータ
ーなどが挙げられます。またほぼすべての職場（96％）で、
ワクチン接種、血糖値検査、脂肪値測定などの予防医学プロ
グラムが実施されています。

ジェンダーバランス
　ネスレの企業文化を形成している多文化・多様性をさらに
活用していくために、ジェンダーバランスを促進する取り組
みを世界規模で実施しています。第一に焦点を当てて行った
ことは、経営層や管理職に対し、ジェンダーバランスの促進
に必要な背景とベストプラクティスに関する指針を示すこと
でした。関連する人事上のプロセスについての再検討も行わ
れました。さらに全マーケットにおいて、その地域に即した
形で行動計画が展開されています。例えば、ネスレ日本では、
管理職を含む 250 名を超える参加者を得て、「ジェンダーバ
ランス啓発」ワークショップが実施され、3 つのタスクフォ
ースが営業部門、工場部門、女性とリーダーシップ部門にそ
れぞれ設立されました。

教育訓練、学習、メンター制度
　社員が効果的に職務を遂行することができるよう、ネスレ
は OJT、e- ラーニングプログラム、集合研修の受講など、広

ブエノスアイレス、エル・タラル工場で社員とミーティ
ング中のネスレ・アルゼンチンのカントリーマネジャー
でローカルリーダーのパブロ・デヴォト

インド、ナンジャングッド工場では、社員エンパワーメ
ントプログラムが実施されており、ウエルビーイング、
教育訓練と成長機会の向上に役立っています。

http://www.nestle.com/csv/globalprinciples
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範にわたる教育訓練を実施しています。2009 年、ネスレ「NQ
（栄養指数）」プログラムの一環として「ＮＱニュートリショ
ントレーニング」講座を受講した 42,931 人を含む 93,146
人の社員が、途上国で開催された公式な集合研修を受講しま
した 。また 2009 年、スイスにあるリブレイン国際研修セ
ンターで実施されている 85 講座のうち、1 課程以上を受講
した社員は世界中で 2,350 人に上ります。
企業内ではいくつものメンタープログラムが実施されており、
その一つに、「コーポレート・メンタリング・プログラム」が
あります。これは、100 人を超える上級経営幹部がそれぞれ
トップ経営陣と 2 人 1 組になって 18 ヵ月間のメンタリング
を行い、専門性を向上させるというプログラムです。各マー
ケットにおいても、ネスレスペインの「メンター・ネス」プ
ログラムや、ネスレオセアニアが 2009 年 4 月に着手した試
験プログラム「メンタリング＠ネスレ」などがあります。ネ
スレニュートリションも 2008 年 9 月に、独自のメンタリン
グプログラムに着手しました。

CSV 要約
ネスレにとっての価値
有能でやる気のある社員、パフォーマンスの向上、優れた営
業実績、持続可能な成長

社会にとっての価値
雇用機会、生活水準向上の可能性、自己成長の機会、職場の
安全水準の向上

www.nestle.com/csv/people

ネスレスリランカのクルナガラ工場にて、安全ハーネスの正しい使用法について説明を受ける安全衛生教育受講中の社員

http://www.nestle.com/csv/people
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世界の原則、
目標への取り組み

国連グローバル・コンパクト原則
(UNGC) 

「ネスレの経営に関する諸原則」は、すべての関連ステークホ
ルダーとの関係において行動指針となるものです。ここには、
事業運営において私たちが持つべき人および自然環境に対す
る公正、誠実、敬意という基本概念が反映されており、また、
人権、労働、腐敗防止に関する国連グローバル・コンパクト

（UNGC）10 原則が組み込まれています。2009 年ネスレは
また、国連グローバル・コンパクトを率先して実践している、
精選された「優良」企業グループからなる GCLead に加盟し
ました。ネスレの最新報告書では、UNGC 原則に基づいての
進捗は示されていませんが、UNGC 原則に即した活動実例が
数多く掲載されています。以下一覧に示します。

CEO ウォーター・マンデート
2008 年 10 月、国連グローバル・コンパクト事務局は、
CEO ウォーター・マンデートとして「透明性に関する原則」
を制定しました。同マンデートは、2007 年 7 月に、民間部
門における持続可能な水資源管理のベストプラクティスを推
進するために発令されたものです。2009 年には同マンデー

トに、人権、公共政策、水の算出に関する一連の業務が新た
に追加され、また、水資源に関する公式経過報告（COP）も
開始されました。同マンデートの創設署名企業としてネスレ
は取り組みを続けており、主要 6 項目に準じた構成で、水資
源報告を行っています（詳細オンラインレポートは www.
nestle.com/csv/water でご覧になれます。）

国連ミレニアム開発目標
ネスレはまた、国連ミレニアム開発目標に向けての取り組み
を行っています。私たちはこれを非常に重要な目標としてと
らえており、現地の知識と能力を活かせるようなパートナー
シップを締結することで、前向きかつ持続可能な変化を起こ
すことができると信じています。

人権研究
ネスレは 2008 年 10 月、デンマーク人権研究所（DIHR）に、「経
営に関する諸原則」の人権に関する項目の改訂について意見
を求めて以来、同研究所と協働しています。2009 年、DIHR
とネスレは、企業と人権に関する国連事務総長特別代表、ジ
ョン・ラギー氏の提唱する「保護、尊重、救済」のフレーム
ワークの観点から、ネスレの人権に関する責任、リスク、機
会に関する調査を実施しました。これはネスレの 8 部門で実
施されている企業施策・制度についての人権調査であり、調
査は 2009 年 1 月に完了し、現在審議中です。

国連グローバル・コンパクト原則 2009 年ネスレの活動
人権 「カカオプラン」（18 ページ）
労働 ジェンダーバランス（22 ページ）
環境 「水資源評価」（12 ページ）、「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト（CDP）」参加（14 ページ）
腐敗防止 CARE プログラムをビジネスインテグリティまで拡充（22 ページ）

国連ミレニアム開発目標 2009 年ネスレの活動
1. 極度の貧困および飢餓の撲滅 パキスタンの酪農業界のバリューチェーンへの影響（3 ページ）、「カカオプラン」（18 ページ）
2. 初等教育の完全普及の達成 「ヘルシーキッズ・プログラム」（9 ページ）
3. ジェンダー平等推進と女性の地位向上 インドにおける農村女性酪農開発プログラム（18 ページ）
4. 乳幼児死亡率の削減 微量栄養素強化（8 ページ）
5. 妊産婦の健康の改善 微量栄養素強化（8 ページ）
6. HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病のまん延防止 「持続可能な栽培（STCP）」プログラム内の意識啓発（オンライン）
7. 環境の持続可能性の確保 「エコラボレーション」（3,9 ページ）、再生可能エネルギー（14 ページ）、

ペットボトルのリサイクル（15 ページ）
8. 開発のためのグローバルなパートナーシップの推進 「CSV 諮問委員会」（4 ページ）、IFRC の支援（12,19 ページ）、国際カカオ・イニシアチブ（19 ページ）、

UTZ 認証、フェアトレード、RSPO の支援（19 ページ）

http://www.nestle.com/csv/water
http://www.nestle.com/csv/water
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日本での取り組み

　1913 年の日本での創業以来、90 年以上の歴史を刻んでき
たネスレ日本グループ。日本での私たちの使命は、グローバ
ル企業としての強みを生かしつつ、日本の消費者の皆さまに、
信頼のおけるブランドのもと、栄養的価値や情緒面のニーズ
を満たす高品質な製品、そして喜びをお届けすることです。
世界各国のネスレと同様に日本でも、社会とネスレ、その双
方にとっての価値をつくり出す「共通価値の創造」（Creating 
Shared Value=CSV）をはじめ、サステナビリティ（持続可

能性）、およびコンプライアンスに取り組んでいます。ネスレ
はまたコミュニティとの繋がりを大切にしています。
ここではそれらの事例を、より健康的な食生活のお手伝いを
する「栄養」への取り組み、工場での取り組みを主とする「水
資源と環境の保全」、社員に焦点をあてた「ネスレの人材」お
よび「社会貢献・ボランティア」という 4 つの切り口で紹介
します。

製品の味や香り、そして原材料の配合などに関わる生産部門では、購買層により近い女性社員たちが活躍しています。
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科学に基づいた栄養ニーズへの対処
　2009 年、東京大学構内に健康と栄養の基礎研究を目的と
した「ネスレリサーチ東京」が、「ネスレ・リサーチ・センタ
ー（スイス）」の日本の拠点として開設されました。「食と生命」
を切り口とした共同研究を立ち上げ、「ヘルシー・エイジング

（健康的な加齢）」、「メタボリックシンドローム」や「機能性
食品」など健康と栄養に関するさまざまなテーマに取り組ん
でいます。
　日本での栄養科学の発展に寄与することを目的に 1993 年
に設立されたネスレ科学振興会は、2005 年から「ネスレ栄
養科学会議」へとその名を変え、引き続き若手研究者への助成、
研究成果の報告会や公開講演会の開催ならびに学会などへの
協賛を行っています。

ネスレ　ヘルシーキッズ　プログラム
　心身の成長の基盤である「食べること」や「からだを動か
すこと」に対する子どもたちの関心が低く、さらに自分に自

栄養
信をもって積極的に行動できない子どもが多いことが指摘さ
れている日本。世界規模で開始している「ネスレ ヘルシー
キッズ グローバル プログラム」の一環として、日本では、
2010 年のパイロット期間を踏まえて、2011 年春から小学
校低学年を対象とした「からだづくり」支援プログラムを開
始する予定です。このプログラムでは、学校・地域・家庭が
一体となった取り組みを推進し、以下の 3 点を目指していき
ます。
◦　 「自分のからだは自分でつくる」という、前向きな子ども

を育てます。
◦　 《栄養》と《運動》を組み合わせた「からだづくり」に取

り組みます。
◦　 「社会性」や「対人関係能力」、「他者への思いやり」を育

てます。

食品と食生活の質を改善する
　成長期の子どもたちに必要な栄養をおいしく補う麦芽飲料

「ネスレ ミロ」や調理食品「マギー アレルギー特定原材料等
25 品目不使用 / 化学調味料無添加のブイヨン」、カロリーや脂
肪分を抑えた「ネスカフェ」コーヒーミックスやコーヒークリ
ーミング「ブライト」、「クレマトップ」など、日本の消費者の
皆さまの幅広い栄養・健康ニーズに応える製品をお届けしてい
ます。ペットフード「ピュリナ ワン」を始めペットの健康に
配慮した製品の品揃えも充実しています。
　ネスレのウェブサイトでは皆さまのウエルネスを応援する

「ココロとカラダのバランスマガジン」を発行。またウェブ上
のレシピサイト「マギー Feel Good Cooking」では、脂質・ 
塩分などにネスレ独自の栄養基準を設定し、すべてのレシピ
がその基準値内に抑えられるよう見直して 2010 年 1 月にリ
ニューアルしました。野菜量、カルシウム、鉄分がたっぷり
のレシピにはアイコンをつけ、分かりやすくウエルネスレシ
ピとしてご紹介しています｡
　また、消費者が食生活で関心の高い栄養・健康 5 項目に絞
った内容の食育講座とネスレ製品で作るヘルシーメニューを
セットでご紹介する出張料理教室「ネスレウエルネスキッチ
ン」を開催しています。

2009 年 1 月、「ネスレリサーチ東京」開設のメディア発表会で握手をするネスレ・
リサーチ・センター（スイス）のピーター・バン・ブラーデレン所長（左）と東京大
学 理事・副学長 松本 洋一郎氏（右）

「ネスレ ヘルシーキッズ グローバル プログラム」の世界共通ロゴ
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特別な栄養ニーズを必要とする人々の要望に応える
　ネスレニュートリションは、医師・管理栄養士などの専
門家を通じて、患者さまに栄養補助食品を提供しています。
日本の流動食品の草分けである「アイソカル」シリーズは、
２０年以上にわたり全国の医療機関や介護施設で愛用いただ
いています。また最近ではベッドの上などで同じ姿勢でいる
ことの多い方のための製品「アイソカル アルジネード」が特
に高い評価をいただいています。2009 年 10 月からは在宅療
養に移行した方や、そのお世話をされている方を対象に「ネ
スレニュートリション ハートフルケア プログラム」をスター
トさせました。専用コールセンターやウェブサイトを通じ栄
養ケアに関するさまざまな情報提供と、ネスレニュートリシ
ョン製品の通信販売を行っています。

ミニ・ニュートリショナル・アセスメント
　2009 年にスイスのネスレで開発された、６つの質問に答
えていただくだけで高齢者の低栄養状態のリスクの有無を簡
易に評価できるツール「ミニ・ニュートリショナル・アセ
スメント（NMA）」。現在では 20 を超える言語に翻訳され、
多くの国の医療や福祉の現場で活用されており、日本でも
2010 年より日本静脈経腸栄養学会などの 20 を超える臨床学
会や全国 80 カ所でのセミナーを通じて紹介を行っています。

栄養についての認識、知識、理解の向上
　製品をよりよく知っていただくために、そして食生活に役
立つ情報を提供するためにネスレは製品パッケージを活用し
ています。現在ほぼすべての製品パッケージに「ネスレ・ニ
ュートリショナル・コンパス」を採用して、栄養成分表や製
品の栄養や健康についての特長などを表示しています。
　また、エネルギー（カロリー）を気にする消費者に、エネ
ルギーと上手に付き合い、健康的な生活をしていただくため、
エネルギー量と栄養素等表示基準値（1 日の目安の 2,100 キ
ロカロリー）に対する割合をコンパクトに表示した「カロリ
ーガイド表示」を製品パッケージに導入。2008 年からは日
本の菓子業界では初めてチョコレート製品に、また 2010 年
からは、他のカテゴリーにも表示対象製品を順次拡大してい
ます。
　ウェブ上では食育サイト「ネスレキッズチャレンジ」の運
営を行っています。社員向け栄養 ･ 健康教育として 2007 年
から開始した「NQ ニュートリショントレーニング」では既
に対象 1,800 名が研修を終了しましたが、その後も種々のツ
ールで社員の栄養知識の向上を図っています。

ポリフェノールコミュニケーション
　「栄養・健康・ウエルネス企業」への転換を目指すネスレでは、
世界をリードするコーヒーブランド「ネスカフェ」のポリフ
ェノールコミュニケーションを 2010 年より開始しました。
お茶の水女子大学教授　近藤和雄氏と共同で日本人のポリフ
ェノール摂取とコーヒーの飲用に関して調査した結果、日本
人が一日に摂取しているポリフェノール量の約半分がコーヒ
ーからであることが判明、さらに日本でもっとも飲まれてい
るコーヒーブランドである「ネスカフェ」が、最大の摂取源
であることもわかりました。そこで「ネスカフェ」製品のパ
ッケージに「ポリフェノールアイコン」をつけ、消費者の皆
さまに、バランスのとれた食事と「ネスカフェ」でポリフェ
ノールを賢く摂ることを提案しています。

自宅での栄養管理をサポートするサイト「ネスレニュートリション ハートフルケアプ
ログラム」（http://caring.nestlenutrition.jp/）

2010 年春に始まったポリフェノールコミュニケーション

出張料理教室「ネスレウエルネスキッチン」

カロリーと上手に付き合い健康的な生活をしていただくための「カロリーガイド表示」

http://caring.nestlenutrition.jp/
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12％削減されました。
　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。

コージェネレーションシステム
　2004 年に姫路工場（兵庫県）、2006 年に島田工場にコー
ジェネレーションシステムを導入しました。コージェネレー
ションと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。これらテクノロジーの先進性・先導性が
高く評価され、2005年には第9回新エネ大賞を受賞しました。
この新規システムにより既存設備と比較して約 19％の省エネ
および約 30％の CO2 排出削減を達成しています。
　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設備に至るまで、
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。

メタン発酵排水処理施設
　島田工場（静岡県）では、2004 年に、約 3 億円を投じて、
世界 30 ヵ所以上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。従来の排水一次処
理は多くの熱エネルギーを必要としましたが、メタン発酵排
水処理は嫌気性微生物（メタン菌）による有機物の分解処理
で、蒸気などのエネルギーを必要としません。この結果、工
場でのエネルギー使用量が大幅に削減され、CO2 排出量は約

水資源と環境の保全

コージェネレーション用の燃料を備蓄している LNG サテライト
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国際規格の認証取得
　日本国内の 3 工場（兵庫県・姫路工場、静岡県・島田工場、
茨城県・霞ヶ浦工場）は、2008 年 12 月までに、ISO14001（環
境マネジメントシステム）に加えて ISO22000（食品安全マ
ネジメントシステム）、OHSAS18001（労働安全衛生マネジ
メントシステム）の 3 つの国際規格認証を取得しています。

コーヒー粕の熱エネルギー回収リサイクル
　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
コーヒー粕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粕熱エネルギー回収システムは日本
で初めて 1983 年に島田工場に、3 年後の 1986 年に姫路工
場に導入されました。投資金額は両工場合計で約 20 億円で
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％
がこのコーヒー粕（バイオマス）サーマルリサイクルで賄わ
れており、2007 年、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。

ノンフロン二元冷凍装置
　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」が姫路工場のコ
ーヒー凍結乾燥工程に 2005 年に導入されました。二酸化炭素、
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
ほとんど無くすことができるのです。
　ネスレは、世界中で脱フロン対策を推進しています。特に
コーヒー工場の大型冷凍装置で使用のフロン冷媒については、
モントリオール議定書の規制スケジュールを 10 年前倒しし
た撤廃プランがあります。その最終段階として島田工場での
導入が予定されており、同様のノンフロン二元冷凍装置が
2011 年に完成の予定です。

霞ヶ浦工場のメンバー

ネスレの環境への取り組み

ネスレ日本グループの自社工場での生産量は 2000 年から 2009 年までに 65％増加していますが、エネルギー総使用量、温室効
果ガス総排出量、水の総使用量、そして総排水量は、それぞれ減少しています

製造における環境パフォーマンスの改善

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

エネルギー総使用量－11％

温室効果ガス総排出量－16％

水総使用量－4％

総排水量－23％

生産量

（期間：2000年～2009年）

※グラフの増減は 2000年度比

＋65％
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環境への影響の軽減
　ガラス瓶容器、あるいは家庭用コーヒーマシン「ネスカフェ 
バリスタ」への詰め替え用ソリュブル（インスタント）コー
ヒー「ネスカフェ エコ＆システムパック」の容器に使用する
アルミニウムの量をネスレの従来の詰め替え用袋製品に比べ
て 3 割以上減らしました。
　2004 年からはガラス瓶容器軽量化プロジェクトを立ち上
げ軽量化を進めるとともに技術の改良を行いました。この結
果、2008 年には 2004 年と比較してガラス瓶は年間 7,700
トン相当、蓋部分のプラスチックは年間 250 トン相当の削減
が達成できました。
　経済産業省、農林水産省などが推進しているカーボンフッ
トプリント（CFP）制度試行事業において、ネスレ日本はイ
ンスタントコーヒーとチョコレートの製品カテゴリーの CFP
の算定・表示に関するルールの策定で、中心的な役割を担
い、商品種別算定基準（PCR）を定めました。またヨーロッ
パを中心に取り組みが進んでいるウォーターフットプリント

（WFP）についても、経済産業省をはじめ、関係機関が進め
る WFP 国内対応委員会のメンバーとして重要な役割を期待
されています。

環境にやさしい物流の実現へ
　2009 年に、トラック輸送に比べて CO2 排出量が約７分の
1 といわれる鉄道輸送を利用することで、「ネスカフェ 缶コ
ーヒー」は国土省ならびに社団法人鉄道貨物協会が制定する

「エコレールマーク商品」の認定を取得しました。
　また、製造工場から各地の倉庫を経由して流通のお得意さ
まへ配送していた「ネスカフェ ボトルコーヒー」を、工場か
らお得意さまの元まで直送するという取り組みを 2007 年か
ら開始しています。これにより、より新鮮な製品をお届けで
きるとともに、輸送距離を減らすことでフードマイレージの

エコレールマーク入りのカートンで出荷される「ネスカフェ 缶コーヒー」

削減を実現。2010 年からは、「ネスカフェ ボトルコーヒー」
の沖縄へのフェリーによる直送を開始しており、今後さらに
環境にやさしい物流を推進していく予定です。

社用車
　温室効果ガスの一つである CO2 の排出量を削減し、かつガ
ソリンの使用量の抑制を図ることを目的として、ネスレ日本
グループの役員、工場長ならびに営業役職者のセダンタイプ
の社用車約 110 台を、環境性能が優れたハイブリッド車に順
次切り替えています（四輪駆動車を除く）。

ネスレ日本グループの環境保全活動を表すエコケアリングマーク、愛称「ハッピ
ー」。葉っぱマークの中の丸い顔は、地球と人間の両方を表しており、この笑顔 

“ハッピーフェイス”に加え“葉っぱの葉っぴ～“という意味もあります。

CO2 の排出量の削減やガソリン使用量の抑制を図るため、社用車をハイブリッド車
へ順次切り替え

詰め替え用および家庭用コーヒーマシン「ネスカフェ バリスタ」用のソリュブル（イ
ンスタント）コーヒー、「ネスカフェ エコ＆システムパック」

Eco Caring Logo 改定版‑基本デザイン 縦組み（ルビあり） 2004 /03 /15
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ネスレの人材

ネスレは“社員こそが最も重要な会社の資産である”と考えています。

フレキシブルな職場環境の実現へ
　ネスレ日本グループでは、フレキシブルで社員にとって働
きやすい職場環境は、事業を維持、発展していくために不可
欠と考えています。2009 年 1 月より、ワーク・ライフ・ ハ
ーモニー（仕事と家庭の調和）の機会創造のため、「週末の休
みは金曜日 17 時 45 分（所定の終業時刻）からスタート！」
キャンペーンを開始して定時帰宅を定着化させるとともに、

「18 時以降の社内会議を計画しないこと」、「時間に縛られな
いフレキシブルなランチタイム」にも取り組み、継続してこ
れらを推進しています。

ダイバーシティ＠ネスレ日本グループ
　ダイバーシティ（多様性を活かすこと） はネスレの基本的
な価値観であり、ダイバーシティの一層の推進、特にジェン
ダーダイバーシティ（職場における男女構成のバランス）を
優先課題として取り組むことは、誰もが認める「栄養・健康・
ウエルネスのリーダー企業」へと発展していくための重要な
原動力の一つです。多様な人材を長期的に雇用し、社員が意
欲的に働き、能力を伸ばし、持てる能力を発揮できるジェン
ダーバランスのとれた環境を整えることが大変重要です。
　グローバルでの取り組みに加え、ネスレ日本グループでは、
2009 年 2 月担当マネジャーの任命、ワークショップの展開
などダイバーシティ促進のための企業風土の整備を進め、「営

“ジェンダーバランスの改善は、ネスレの存続、そして成功
のために不可欠です。経験から言っても、特にマネジャー
の理解と認識のレベルを一定の水準にまで上げることが、
この息の長い取り組みの第一歩として大変重要です。その
ため、役員を皮切りに、ビジネス上の重要課題としての理
解を高め、組織全体として整合性のある取り組みとなるよ
う一連のワークショップを展開しています。これは私たち
のビジネス上欠かせない課題なのです。”
－　ネスレ日本株式会社　会長兼CEO

クリス・ジョンソン

業部門」、「製造部門」、「女性とリーダーシップ」の 3 重点分
野でのタスクフォースを立ち上げました。また、同年 11 月に、
今後 10 年間のネスレ日本 ジェンダーダイバーシティ・ビジ
ョンを決定し、さらに、2010 年 5 月からは、女性社員に対し、
経験豊かな役員・管理職らが月 2 回の電話・面談を中心に継
続的な育成支援を行うキャリア形成支援プログラム「メンタ
リングプログラム」を開始しています。
　このようにダイバーシティを推進するなか、ネスレ日本グ
ループでの障がい者の雇用は、2009 年で 1.98％と、法定雇
用率（1.8％）を上回っています。

安全衛生管理・CARE プログラム
　OHSAS 18001（労働安全衛生マネジメントシステム）は
日本のネスレの３工場（姫路、島田、霞ヶ浦）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。また人事、公正な業務、安全衛生、環境の 4
分野でのネスレ独自の第三者監査プログラム CARE 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。



ネスレ　共通価値の創造報告書 200932

社会貢献・ボランティア

地域美化活動
　2009 年からは富士山の自然環境保護に取り組んでいる環
境 NPO 富士山クラブの活動に賛同し、清掃活動に年に 2 回
以上参加しています。また、本社のある神戸市の六甲山や須
磨海岸の清掃活動にも参加するほか、本社や工場といった各
事業所の周辺における清掃活動も自主的に行っています。

環境保全活動
　六甲山系グリーンベルト整備事業の活動趣旨に賛同し、
2009 年から森の世話人活動に参加し、災害に強い森作り、
自然豊かな森作りを目指して活動しています。

収集活動
　ペットボトルのキャップを集めリサイクルし、世界で貧困
にあえぐ子どもたちにワクチンを提供するボランティア活動
を推進する特定非営利活動法人「エコキャップ推進ネットワ
ーク」に協力しています。他にも（財）ジョイセフ 国際協力
推進グループを通じて、ベルマーク、使用済み切手、使用済
みカードなどの収集ボランティアに協力しています。

募金活動
　神戸本社では、赤い羽根共同募金に毎年協力しています。
また、1995 年の阪神・淡路大震災で本社ビルが倒壊する被
害を受けた経験から、2008 年の四川大地震には、総額　

社員やその家族が参加する富士山登山道の清掃活動

619,055 円、2010 年のハイチ地震には総額 1,507,134 円が、
社員からの善意の募金として、日本赤十字を通じて寄付され
ました。

献血活動
　神戸本社や工場事業所などで採血バスによる献血活動を継
続的に行っています。本社では 30 年以上にわたる継続活動
が評価され、2009 年には日本赤十字社から功労賞を受賞し
ました。

フードバンク
　主要フードバンク＊ NPO である「セカンド・ハーベスト・
ジャパン」と「フードバンク関西」が行う無償配布活動に協
力しています。2008 年 9 月の寄贈開始以来、飲料を始めと
したさまざまな製品を、温度管理や再流通の防止策実施をお
願いした上でご提供しています。
＊ フードバンク活動：食品メーカーや個人から寄贈された食品や飲料を、生活
弱者を支える NPO や福祉施設に無償で分配・提供する活動

協賛イベントでの活動
ネスレ日本グループは、指揮者佐渡裕氏がライフワークとし
て取り組む子供たち向けの「佐渡裕ヤング・ピープルズコン
サート」や、1995 年の神戸・淡路大震災を機に始まった「神
戸ルミナリエハートフルデー」に協賛しています。どちらの
会場でも毎年多くの社員ボランティアが参加し、来場者の方々
のおもてなしをしています。

2001 年よりネスレ日本グループが特別協賛している「佐渡裕ヤング・ピープルズ・
コンサート」にも毎年多くの社員ボランティアが参加しています。





制作／ネスレ日本株式会社
　　　コーポレートアフェアーズ本部

2010年9月
http://www.nestle.co.jp
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