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概要説明
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の主な特徴

• 年に非営利団体として設立

• 産業界からの独立性を担保する
ため、財団・行政からの資金に
基づいた活動

• 独立した取締役会

• 無償の独立した専門家グループに
よる、インデックス・メソドロジーへの
アドバイス



の原則と活動
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私たちのミッション

栄養過多と低栄養という二つの世界的な栄養課題に
対する食品・飲料業界による対応度合を測定するツ
ールを開発し、提供します。

私たちの目標

ローカルおよび国際レベルでの肥満、食生活に関連
した慢性疾患、栄養不足に対する食品業界における
取り組みを測定し、変化を促すことを目指します。

私たちのアプローチ

独自の調査と知見に基づき、またグローバルに広が
るネットワークの知識と専門性を活用し、民間セク
ターのコミットメントに対する実践状況を把握する
ツールを開発、提供しています。

私たちのビジョンは、
以下のような世界を実現することです

• 誰もお腹を空かせたまま寝ることがない

• だれもが入手可能な価格で、成長のために必要な
栄養素がすべて含まれる健康的な食事を食べられ

• 必須ビタミンやミネラルの欠如した食事による死亡や
疾病がなくなる
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ATNIが提供する主な栄養に関する指標

食品・飲料企業に関するグローバル・インデックス 国別イニシアチブ



5Access to Nutrition Initiative

ATNI が提供するより特化したツール開発や調査

第 社機関におけるモニタリング・ツールの提供 その他の調査

ATNIはWorld Benchmarking Allianceの協力
機関であり、WBA 食料・農業ベンチマーク
におけるATNIの栄養データ利用が検討さ
れています。

栄養価の改善を中心として、食品業界の製
品を世界保健機関(WHO)の基準に照らし

合わせたモニタリング・システムの開発を依
頼されています。

ATNIは東京栄養サミットで掲げられた
コミットメントの実施を確認する
アカウンタビリティ・ワーキンググループの

共同議長を務め、また当サミット開催に当た
って日本政府やその他ステークホルダーへ
の助言を行っています。

2020年に立ち上がった当アクションに対する
各企業の対応の評価を依頼されています。

メリディアン・インスティチュートの助成により、
UNICEF、WHO、HKI、 Save the Children、fhi360、
1000days 及び BRACから依頼されたプログラム
です。

FTSE4Good指数
シリーズに必要な
母乳代替品（BMS)に

関する各社のレポート
作成に協力していま
す。

初のATNI UK Retailer Index (英国リテール会

社を対象としたインデックス）作成に向けて、
共同開発を実施しています。

労働者における栄養
ATNIでは、企業がサプライヤーや農家等、間接的な従業員を含む
バリューチェーン全体における労働者の栄養状態をどの様に

改善できるかを調査します。

入手可能な価格およびアクセサビリティ
ATNIでは、食料・飲料会社が、最も必要とする地域やコミュニティ

において、価格・手段共に健康な食品が入手可能な状態で提供する
役割に関して調査しています。

補完食品
ATNIでは、特に低中所得国における幼児の栄養改善に、
働きかけている各社の補完食品がどの様に貢献し得るか

に関して調査しています。.

新型コロナウィルス（Covid-19）プロジェクト
新型コロナウィルスによるパンデミックに対し、食品・飲料会社による栄養

対応のモニタリングを実施しています。
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2030年のアジェンダにおいて重要なテーマとなる栄養とSDGs

戦争や紛争は栄養の
安全保障を脅かす主要因

土壌の劣化や生物多様性の
減少は食料生産力を脅かす

栄養価の改善は
食料源としての
海洋負担を削減

サステナブルな食糧
システムはＧＨＧ排出
削減に貢献

責任ある食料消費や
生産はフード・ロスや
廃棄物の削減に貢献

持続可能な都市は、都市
部と地方で連携のとれた
食料システムを要する

栄養の不均衡の解消は、
収入の不均衡の解消に
繋がる

生涯を通しての栄養の改善は学習と
イノベーション力の向上に繋がる

良質な栄養は労働生産性の
向上、精神力の向上、健康で
長寿に繋がる

適切な栄養摂取が困難
な場合、学習能力や
集中力に弊害が生じる

女子・女性・子供の栄養向上
は、教育水準を上げ、
ジェンダーの不平等を軽減

良質な栄養の確保は、
安全な水と衛生の確保
が不可欠

全世界での良質な栄養の確保に
必要な健康な食品の増加を
支える再生可能エネルギー

全ての栄養不良は経済生産性を
下げ、不必要な医療コストの増加
に繋がる

良質な栄養の優先順位は世
界的に上がっており、

全アクターの協力を要する
栄養の改善は と に具体的に盛り込まれて
いる他、すべての の目標と明確に関連していま
す。

栄養不良は、世界の乳幼児脂肪の半数近くと関連して
おり、質の悪い食生活は各国の死因とも大きく関わっ
ています。

栄養不良は年間 兆ドルの経済的損失に繋がって
います

• 肥満や過体重が要因となる疾病に対する資質は、
国に医療予算の ％を占めると予想される

• 同時に過体重によって 諸国において ％の
減少に繋がると予想される

• 一方、栄養不良解決に向けて ドルの投資に対して
平均 ドルのリターンが予想される

民間セクターは、より良い健康と栄養の推進にあたり、
重要な役割を担っています。
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栄養不良がもたらすビジネスへの影響

病児ケアによる欠
勤

認知的影響 身体的影響

技術習得能力
の低下

経済的不安定
羅漢率、死亡率

の向上

胎児・新生児の
栄養不良 成人の栄養不良 子供の栄養不良

低い生産性 健康による欠勤

ビジネスへの
コスト

人的資本の
低下

市場成長の
抑制

健康/気候危機
への抵抗力
の低下

ビジネスへの
リスク



は 「栄養、食事、健康に関する投資家要望」を策定し、 年 月時
点では、 兆ドルを代表する の機関投資家が賛同しています。東京栄
養サミットにおける投資家による提言は、当要望に基づいて策定される予定
です。

の投資家要望では、以下の分野における企業の行動を促します：

ガバナンス 栄養戦略の実施を確保するマネジメントシステムの導入。
例として、 やシニアマネジメントに責任を持たせ、戦略実現と報酬
を関連づけるなど

戦略 栄養プロファイリングシステム に基づく健康的な製品の定義
や、入手可能性やアクセシビリティを向上する なターゲットを含
む包括的な栄養戦略の策定

ロビー活動 責任あるロビー活動の 原則（正当性、透明性、一貫性、
説明責任、連携機会）を採用し、ロビー活動は市民の健康と栄養を推進
するものに限定することを宣言

透明性 栄養戦略と目標、健康的な食品の収益に関するデータやその
他関連する情報を正式に公開

による投資家イニシアチブ



年 月時点、要望に署名している の機関投資家一覧
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：関連情報リンク集

投資家との協働に関する情報
• ATNI サイト内、投資家向けページ
• 2018-2019年共同エンゲージメント報告書
• 栄養、食事、健康に関する投資家要望
• 年 月投資家向けニュースレター（賛同投資家向け情報）
• （和文） 誌掲載：人々の健康における機関投資家の役
割

• （和文）記事：誰一人取り残さない、栄養改善に向けた企業と投資家行動

に関する情報
• メソドロジー：がどの様に変化をもたらすか
• メソドロジー （評価結果は 月に公開予定）
• 結果報告書（全文）
• 結果報告書（全文）

に関する情報発信
• ニュースレターへの登録フォーム
• 活動に関連した各国メディア掲載
• 発行資料のお知らせ（ペーパーの概要紹介）
• アカウント
• アカウント

お問合せ

栄養、食事、健康に関する投資家要望
（

）への賛同を希望する等、
と投資家行動に関するお問い合わせは、
以下までにお願いいたします：

https://accesstonutrition.org/investor-signatories/
https://accesstonutrition.org/app/uploads/2020/11/ATNI-Collaborative-Engagement-report-External-Final.pdf
https://accesstonutrition.org/app/uploads/2020/06/Investor-Expectations-on-Nutrition-Diets-and-Health-FINAL.pdf
https://accesstonutrition.org/app/uploads/2021/02/ATNI-Investor-Newsletter-January-2021.pdf
https://www.responsible-investor.com/articles/you-are-what-you-eat-you-are-what-you-invest-in-jp
https://www.alterna.co.jp/36449/
https://accesstonutrition.org/methodology/
https://accesstonutrition.org/news/methodology-for-the-global-index-2021-now-online/
https://accesstonutrition.org/index/global-index-2018/
https://accesstonutrition.org/index/global-index-2018/product-profile/
https://www.cognitoforms.com/ATNF1/AccessToNutritionInitiativeNewsletter
https://accesstonutrition.org/inthenews/
http://accesstonutrition.org/news/
https://www.linkedin.com/company/access-to-nutrition
https://twitter.com/ATNIndex
mailto:investor.support@accesstonutrition.org
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