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私からは、生物多様性というよりは、その上位概念である
CSV、共通価値の創造について、ネスレの 150 年の歴史を基
にご説明させていただきます。
まず、ネスレのロゴですが、最初のものは親鳥、子供がいて、
ご飯を食べさせているのですが、今のものは子供が 1 羽減っ
ているのです。私の勝手な想像なのですが、子供は栄養ある
ご飯を食べていくと、立派に育って巣立っていくことを表し
ているのだと思っております。
ネスレができたのは 19 世紀中頃、1866 年です。当時ヨーロッ
パでは、乳幼児の死亡率が非常に高いことが社会問題になっ

出所：登壇者講演資料

ていました。多いところでは 4 人に 1 人、あるいは 5 人に 1
人が栄養不足で亡くなっていました。
それを見た創業者のアンリ・ネスレが、何とかして助けてあ
げたいと、ミルクと小麦粉にお砂糖を混ぜて作った乳児用乳
製品、今で言うところの「粉ミルク」がネスレ事業の始まり
です。容器の中央に、最初の鳥の巣のロゴがあります。
今から 60 年ほど前、1962 年の事例を挙げましょう。これ
はネスレがインドの何もない貧困地域に初めて進出し、乳製
品工場を造ったときのエピソードです。
インド北部、パキスタンとのほぼ国境のあるところ、電気
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も水道も何もない場所に、乳製品工場を造りましょうという
プロジェクトが始まりました。当然、何もないので技術支援
の前に、インフラの整備をはじめ、資金、物的、いろいろな
初期投資をして、ここをネスレにとっても現地地域にとって
も、プラスになるような場所にしたいということで、非常に
長期的な視野に立ってプロジェクトを行いました。
相当な苦労があったと思うのですが、ネスレが最初にイン
フラの整備をし、ミルクの集荷場を造り、輸送するトラック
もなかったのでトラックもチャーターし、そういうところか
ら始めて、結果、できたミルクをネスレが適正な価格で買う
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ことで農家の収入も上がり、農家の価値、生活水準を向上さ
せました。
さらには、子どもの通う小学校なども、ネスレが支援してつ
くり、教育もきちんとできるようになりました。地域全体が経
済的に成長して、電気も水道も通るようになり、ネスレとして
は、そこで酪農家が作ったミルクを安定的に確保できる、
つまりおいしいミルクを安定的に確保できることになりまし
た。それぞれにとって価値を生んだのです。
出所：登壇者講演資料
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先ほども申し上げたように、これは 60 年近く前のエピソー
ドなのですが、長期的にビジネスとして成功するためには、
自分たちだけではなく、地域社会全体の価値を上げていかな
いといけないということを経験的に学んできました。
2005 年に、ピーター・ブラベック - レッツマットという当
時のネスレ会長兼 CEO が、株主の皆さまと社会全体のために
価値を創造する、いわゆる経済的価値と社会的価値を同時に
創造することがネスレが長期的に成功する要因であり、それ
がネスレの事業活動であるとし、それを「ネスレの共通価値
の創造」と名付けました。
共通価値の創造（CSV）という言葉は、2011 年、マーケティ
ング業界の権威であるマイケル・ポーターという教授がハー
バードビジネスレビューで取り上げてくれました。
下図の三角形は、CSV を表しています。
一番下がコンプライアンス。法律遵守だけではなくて、ネス
レの社内ルールも守りなさいということ。法律と社内のルー

ルがバッティングしたときには、厳しい方を守りましょうと
いうルールもあります。それから真ん中には、サステナビリ
ティですね。私たちはいつも長期的視野を持っています。そ
してネスレが自分の事業を通して、最大の効果を発揮できる
分野としては、栄養、水、農村開発があります。
これが私たちの事業戦略そのもの、つまり CSV というアプ
ローチの概要になります。現在のネスレには、世界 187 カ国、
約 30 万人の従業員がいます。いま一度、創業者の思いをみん
なで共有するために、ネスレの存在意義、パーパスとして初
めて明文化しました。「ネスレは、生活の質を高め、さらに健
康な未来づくりに貢献します。」ネスレの全社員は、これを行
動の根幹に置いて、日々活動しています。
同時に、ネスレがプラスの価値を与えられる領域として 3 つ、
特定しました。まずは、個人と家族のため。これは先ほど言っ
た栄養の分野ですね。それからコミュニティ。これは農村開発。
最後は地球のため。これは水、環境のところですね。3 つそれ
ぞれに、2030 年までの長期目標を設定しました。
活 動 の 原 点 に 先 ほ ど 紹 介 し た「パ ー パ ス」が あ り ま す。
それから 3 つの社会領域があり、そこに長期目標を立てて、
それぞれに内在する社会問題を特定しました。現在 36 個あり
ます。その 1 つ 1 つに、中期コミットメント、数的目標を設けて、
CSV を通じて問題解決に取り組む。それが引いては SDGs の達
成に貢献すると考えています。私たちはこのようなアプロー
チをしています。
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どうやって社会問題を特定するのかについて、2 年に 1 回、
重要課題分析というのをやっています。縦軸は、社外のステー
クホルダーの方に聞いた、今社会で何が問題になっているの
か、その重要度をマッピングしたものです。横軸は、ネスレ
のビジネスマネジメント陣に聞いた、その社会課題がネスレ
のビジネスにどれだけ影響を与えるのかという重要度をマッ
ピングしたもの。今日は、この中から 2 つの事例をご紹介さ
せていただきます。
まずサプライチェーン管理です。一番右上にあるということ
は、一番重要だということです。ネスレのビジネスにも、社会
問題にも重要だということですね。

サプライチェーン管理に関して、私たちはネスレとして「責
任ある調達」の基準をつくりました。これを取引先の方々にも
遵守するようにお願いしています。この中には、生物多様性と
か労働条件とか動物愛護など、いろいろな項目があります。
例えば第 1 次サプライヤーには、2020 年までに取引、調達
している全数量と金額の 80% 以上を、監査済み、且つコンプ
ライアンス準拠するというコミットメントを立てていて、
2018 年末時点で 61% まで進捗しています。
一方、上流の生産者に対しても、主要な 14 カテゴリーの原
材料について、2020 年までに 80% 以上をトレーサブル、そ
れから 70% を責任ある調達基準で調達するというコミットメ
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ントを立て、現在それぞれ 72%、それから 63% の進捗になっ

ンのカカオ豆を、
「ネスレ カカオプラン」を実施している農家

ています。これらの数値は、毎年 CSV 報告書で公表をしてい

さんから、適正な価格で購入するというコミットメントがあり、

ます。

2018 年末現在で 19.8 万トンを調達しました。当初の目標が 17

もう少し具体的な例を挙げますと、農村開発では、先ほど

万 5000 トンだったので、目標を上回って進捗しています。

ミルクの事例を挙げましたが、弊社の「キットカット」を始

特にカカオの分野では、児童労働が非常に問題になってい

めとしたチョコレートと、
「ネスカフェ」を始めとしたコーヒー

ます。
「ネスレ カカオプラン」の農園でもここは徹底していて、

が当てはまります。カカオ農家とコーヒー農家というのは、

ネスレでは児童労働は絶対に駄目だとしています。撲滅に取

ネスレのビジネスにとって重要なステークホルダーです。彼

り組んでいるので、農家の経済的改善を進めつつ、学校を整

らに対して、病気に強い苗木を提供する、技術支援をする、

備し、子どもは必ず学校に行かせましょうということを「ネ

必要に応じて金銭的な支援もして、さらに収穫された農作物

スレ カカオプラン」を通じて実施しています。

を適正な価格で購入する活動をしています。
例えばコーヒー。
「ネスカフェ」のコーヒーは、2010 年から

主要なカカオ豆の生産国であるコートジボワールとガーナ
については、2018 年末時点で、この「ネスレ カカオプラン」

2020 年にかけて、2 億 2000 万本の苗木を提供するというコミッ

を通じて、1 万 1000 人を超える子どもたちを児童労働から解

トメントを持っていて、2018 年末現在で 1 億 8000 万本の提供

放しました。

ができました。一方、カカオ農家については、1 年間に 23 万ト

出所：登壇者講演資料

32

