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味の素グループは、確かなグローバルカンパニーとして、世界各地で異なるサステナビリティについての要請に応え続けていくために、

米州、欧州、アジア、日本の有識者から『味の素グループ サステナビリティデータブック2017』についての第三者意見をいただきました。

欧州からの視点

グローバルレビュー

味の素の約束 
　味の素社の年次サステナビリティデータブックのレビューにこの数年間携
われることを嬉しく思います。御社のサステナビリティ・ビジネスと社会や環境
への良い影響に対する取り組みには豊かさと深さがあります。さらに、一貫性
もあります。味の素は、現状に対して有効なサステナビリティの取り組みを継
続的に適用し、更新しながら、サステナビリティ戦略と活動を推進するための
一貫した構造と枠組みを維持しています。これは味の素の約束です。 サステ
ナビリティデータブックを詳細に見せていただき、取り組みの継続性と、新たな
状況への対応を示す、しっかりした、効果的な、透明性のある魅力的なコンテ
ンツであると思います。
　このデータブックは2017年も変わっていません。味の素グループミッション、
味の素グループビジョン、 味の素シェアードバリュー（ASV）の3つの柱 －「地
球持続性」、「食資源」、「健康なこころとからだ」は、引き続き御社の取り組み
の拠り所となっています。ただし、マテリアリティ項目のマッピングの国連持続
可能な開発目標に合わせた改訂や、栄養ポリシーの制定、2020年度統合目
標の導入、そして何よりも、サステナビリティと財務目標を一つの一貫した方
向性で統合したページは、この2017年のデータブックに新たに取り入れられ、
このエキサイティングな会社の将来の約束を示しています。 

マテリアリティ、ステークホルダー、目標および統合報告書
　味の素が改訂したマテリアリティ項目のマッピングでは、一部の項目の優
先順位を変更したことに加え、新たに「食の楽しみ、人とのつながり」「持続可
能な消費と生産」「容器包装の環境負荷削減」の３つの項目が加わるととも
に従業員に関わるトピックが「従業員の能力開発」と「従業員のダイバーシ
ティ」とに分割されました。このことは以下の理由において非常に良いことで
す。(1)マテリアリティ項目のマッピングのレビューは、56名の外部専門家への
アンケートを含むステークホルダーの協議をもって行われています。結果は透
明性のある形で開示され、数名の専門家の意見が含まれています。これによ
り、マテリアリティのレビューが検証され、信頼性を与えています。(2)新たな課
題は、主に味の素の社会への影響を反映しています。このことは、社会価値
を高めることへの真のコミットメントを示しています。例えば、「食の楽しみ、人と
のつながり」は、私たちが暮らしているインスタントでデジタル、ストレス過多で、
しばしば非人間的な世界の中である意味置き去りにされてきた社会的価値
への重要な回帰です。食品会社にとって、消費者の食習慣を再構築し、社
会的利益の提供を目標とするということは、共有価値の創造およびプラスの
効果をもたらす賢明な要素であると私は考えます。(3)新しいマテリアリティ項
目のマッピングは、前のものよりも包括的です。これは、さらなる社会的価値を
創出するための意欲が増しており、非常に幅広い分野の課題においてコミッ
トメントを公に宣言する意志を示しています。
　このレポートにもう一つ追加されたものは、間違いなく最先端の内容です。
非財務目標と財務目標を並べた報告は、統合された考え方と、すべてのス
テークホルダーにとってビジネスの全体的な影響を反映した結果です。数値
化された2020年度の非財務目標は、それ自体が優れた内容です。人々の快
適な生活への貢献人数2,200万人、年間で3,800万時間の余暇の創出、

共に食べる場を1世帯当たり年間70回創出など、味の素の影響を驚くべき
規模と範囲で視野に入れ、責任ある企業の行動が社会のあり方を真に変え
ることができることを示しています。もちろん、これらの目標はすべて業務と密接
に関わっており、対応するビジネス目標および財務目標に反映されます。これ
は非常に合理的であり、私が見た「統合された考え方」の最善例の1つです。
私は味の素が本当の変化を起こすと約束したように、これらの複数年目標を
達成することを願っています。

報告年度における違い
　2017年のサステナビリティデータブックは、非常に詳細で150ページありま
す。内容は、健康、環境、そしてガバナンスに関する３つの特集記事と、味の
素のサステナビリティに関する影響のほぼすべての分野にわたる詳細な報
告とデータを提示しています。各セクションでは、冒頭にいつくかの重要ポイン
トを提示していますが、読者はこの長い文書を読むのに、かなりの時間と労力
を必要とするでしょう。味の素の透明性は高く評価できますが、私は、このアプ
ローチの効果を検討する余地があると考えています。一つ目に、報告書の冒
頭に、報告年度における実際の変化と効果を短くまとめたものを掲載すれば、
味の素が2017年度に実現した変化の概要として、非常に有用であるかもし
れません。読者は、そこを見て自分の興味のある分野から読み始めることがで
きるでしょう。二つ目に、古いコンテンツはすべて整理してしまってもよいかもし
れません。過去数年間に繰り返し掲載されている内容がいくつかあり、これら
の内容は今年度の報告書には必ずしも必要ではありません。これらの内容の
ため報告書が冗長になり、焦点がぼやけてわかりにくくなっています。進行中
のプログラムや基本方針に大幅な進展が年度内に無かった場合、それを再
び報告する必要はありません。三つ目に、外部の報告書の枠組みへの言及
は、読者がこの報告書を読んで理解するのに役立ちます。「持続可能な開発
目標」との間には緩やかな相関関係がありますが、それに加えて、「GRIスタン
ダード」、「CDPレポート」、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」やその他
の枠組みも、読者が報告書を読む上で、味の素の大きな取り組みが、サステ
ナビリティ活動と報告における世界のベストプラクティスに同調したものであ
ると理解する手助けになります。このような枠組みが無いと、読者は味の素の
貢献について比較する視点を持つことができません。

約束の実行
　この数年間、味の素の進歩を見させていただき、私はこの優秀な企業が
サステナビリティの約束を実行すると確信しています。2017年の報告書では、
アプローチの成熟度が向上し、社会的価値が強化されていることを感じまし
た。情報開示と継続的な投資、イノベーションと情熱にもう少し重点を置くこと
で、味の素のサステナビリティの約束は、確かに信頼できるものとなるでしょう。
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デボラ・ライプツィヒ氏
（Deborah Leipziger） 

『The Corporate Responsibility Code 
Book』著者。企業責任、サステナビリティ分
野におけるアドバイザー。ハブソン大学Lewis 
Instituteソーシャル・イノベーション シニアフェロー。

米州からの視点
　ここ数年にわたって進捗をレビューしてきましたが、味の素グループ サステ
ナビリティレポート2017でもまた機会をいただき、嬉しく光栄に思います。サス
テナビリティに向かう長い旅路において、味の素は数々の新たな節目にたどり
着こうとしています。戦略の設定やレポーティングに、「国連持続可能な開発
目標（SDGs）」を取り入れている点は高く評価されるでしょう。今回のコメントで
は、味の素の進捗をまとめるとともに、さらなる可能性、機会、懸念事項につい
ても考察しました。

成果
人権：味の素は、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に従って、バリュー
チェーンにおける潜在リスクの特定を進めており、高く評価できます。このよう
なデューデリジェンスは、企業が取り組むべき重要なプロセスです。グループ
内のさまざまな部門を含む人権専門委員会の設置は素晴らしいです。今後は、
海外における課題にも対処する組織へと拡大することを期待します。
味の素グループ栄養ポリシー：2017年に味の素グループ栄養ポリシーが制定
されました。これまでに同様のものはなく、味の素グループのビジョンを明示し
ています。
環境：本レポートで味の素は、製品ライフサイクルでフードロスを半減する、製
品ライフサイクル全体でカーボンニュートラルにするといった2050年に向けた
長期目標を掲げています。また、「2020年までに持続可能な調達100%を実
現」することも約束しています。
責任ある消費とフードロス：フードロスの削減に向けて、「賞味期限表示の見
直し」、「酵素技術の活用」、「味なエコマークの活用」の3つの重要な対策を
取っています。
ソーシャルビジネス：ガーナ栄養改善プロジェクトでは、引き続き栄養不足の問
題に取り組み、大きな貢献をしています。西井社長と、この「ソーシャルビジネ
ス」の成長を支持するムハマド・ユヌス博士との対談の実施は大きな成果で
す。ユヌス氏同様、ガーナ栄養改善プロジェクトの拡大を期待しています。
UC Davisとの協働：味の素は、酪農由来の温室効果ガス（GHG）削減に向
けてCalifornia Dairy Research Foundationと共同研究を進めていま
す。このように、複数のステークホルダーを巻き込んだ取り組みは業界全体の
解決策を見出すのに有効です。2020年までにGHG排出量15％削減という
カリフォルニア州の目標達成に貢献するとともに、業界の支援にもつながるで
しょう。
持続可能な物流：味の素は、ほかの食品企業と協働し、物流センターやトラッ
クドライバーの共有などで国内の物流体制の効率化を図っており、高い評価
に値します。その結果、GHG排出量は15％削減、1日あたりに使用するトラッ
クの台数は18％削減されました。

評価できるコミットメント
　本レポートには、重要なコミットメントがいくつか明記されています。
従業員の健康：味の素は、グローバルCHO（Chief Health Officer）と各国
CHOを任命することを約束しています。これは、「味の素アカデミー」の導入と
ともに、従業員の健康のための重要なコミットメントです。また、LGBTQのイン
クルージョンに向けた課題への対応も明記しています。
目標設定：本レポートでは、2020年に向けて女性基幹職と経営役員の現地
化の目標を設定していますが、さらなるインクルージョンの推進に向けた重要
な一歩です。

さらなる可能性、機会
　味の素は、「持続可能なパーム油のための円卓会議」やFSCなどサステ

ナビリティ推進のためのさまざまな国際的な取り組みに参加しています。最初
の一歩としては良いですが、グローバル食品企業トップ10クラス入りを果たす
にはさらなるリーダーシップの発揮が必要です。そのために、Good Growth 
Partnership（2017年9月発足、パーム油、牛肉、大豆などの持続可能な調
達に関するパートナーシップ）への参加を推奨します。このパートナーシップは、
国連開発プログラム（UNDP）、WWF、国連環境計画などが主導するもので
す。味の素には、この重要なグローバルイニシアチブに多大な影響を及ぼす
力があります。

懸念事項
環境：中南米と中国を除く主要地域すべてでCO2排出量が増えていますが、
これは生産拡大によるものでしょうか？詳細な分析結果を明記する必要があ
ります。
サプライチェーンにおける人権：サプライヤーCSRガイドラインの文言を強化し
て参画を促すべきです。「お取引先の皆様には、国際社会の人権重視の流
れに従い、従業員の人権を尊重し、尊厳を持って扱い、安全で快適な職場環
境を確保することをお願いします。」（現状の文言）
原料に関連する健康リスク：原料としてのパーム油の使用量を減らす試
みはありますか？健康に良い原料でしょうか？同様に、グルタミン酸ナトリウム
（MSG）の健康に対する影響に関しても議論の余地があります。
移民：味の素は、世界の移民・難民の問題に対処するための枠組みを作るべ
きです。本レポートでは、タイで実施された移民に関するステークホルダーとの
ワークショップについて言及されていますが、この世界的な課題に対してさら
に取り組む必要があります。
育児・介護：「育児・介護へのサポート強化」を目指しているとありますが、リソー
スや指標の観点からはどのように考えているのでしょうか？
2020年度統合目標：社会価値と財務価値を組み合わせた統合目標を記載
していることでレポートに深みが増しています。しかしながら、統合目標が少し
曖昧なため、より具体的に明記するとさらに良いでしょう。
GRI（Global Reporting Initiative）：GRIガイドラインに従って情報開示を
行い、GRIの枠組みに沿って記載した一覧を掲載することを推奨します。
CDP：透明性と説明責任の向上のため、温室効果ガス排出量に関する
CDP評価の開示を引き続き行うよう期待します。比較可能性と透明性確保
のために大切です。また、CDPを通じた水利用の開示も必要です。

まとめ
　過去4年にわたって、味の素はサステナビリティの目標達成に向けて前進
してきました。成果を上げてきた背景には、官と民の両方のパートナーと連携
して目標達成に取り組んできたことが挙げられます。味の素グループが、グ
ローバルな舞台でのさらなるリーダーシップを今後どのように発揮して、サステ
ナビリティを推進していくのかを楽しみにしています。
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グローバルレビュー
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CSRコンサルタントとして、多国籍企業の事業
への深い理解、グローバル課題・社会課題へ
の経験に基づいた専門性、5カ国語を扱う語
学力を活かし、アジア各地で企業や教育機関
に対して効果的なCSR活動の助言をしている。
また、社会的責任の能力開発のための革新的
な教育プログラムを提供する社会的企業であるFirst Penguinを設立。
マレーシア理科大学産業コミュニティエンゲージメントアドバイザーや長
田廣告株式會社のCSRアドバイザーを務めるなど、アジア各地のコミュニ
ティ開発に従事している。さらに、ペナングリーンカウンシルより組織委員
会として任命を受け、ペナン州における環境教育施設の設置に取り組んで
いる。慶応大学大学院経営管理研究科経営学修士、横浜国立大学経営
学博士号取得。2016年、内閣府による「アジア・太平洋輝く女性」の１人
に選出された。

アジアからの視点
　本レビューでは、味の素グループによるサステナビリティの取り組みを
アジアの視点から評価します。

全体の印象
　2013年より、味の素グループ サステナビリティレポート／サステナビリ
ティデータブックのレビューの機会をいただき光栄に思います。年を追うご
とに、明らかに進展が見られます。
　今年は、2014年以降続いていた構成（主なサステナビリティの枠組
みの提示、3つの特集記事、ISO26000の7つの中核主題に沿ったレ
ポーティング）に加えて、最も心強い進展として、さまざまな国における活
動が多く取り上げられている点が挙げられます。その一例として、味の
素財団が日本以外のタイやペルー、ブラジルで設立されています。さら
に、味の素グループウェブサイトの品質保証活動のページに、日本語、英
語、タイ語の他、ベトナム語とインドネシア語が新たに加わり、ポルトガル
語などの言語も加わる予定です。また、ブラジルやタイ、インドネシア、ベト
ナムなどにある海外の子会社でも、すでに各社のお客さま相談センター
を設置しています。このことは、「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパ
ニー」を目指し、2020年までにグローバル食品企業トップ10入りを目指す
グループの真摯な姿勢を表しています。もう一つ高く評価できる点は、作
業員の事故や法律違反の事例、環境に関わる事故など、ポジティブでな
い情報の開示です。
　一方、150ページにおよぶデータブックで繰り返しも多く見られました。
特に、特集で紹介されている事例が、ISO26000の中核主題に沿った形
で再度詳述されています。具体的な例として、ベトナム学校給食プロジェ
クトとカツオ生態調査が挙げられます。

味の素グループによるサステナビリティの優れた取り組み
マテリアリティ：2017年に味の素グループがマテリアリティ項目を見直し、
各項目の重要度の再検討や、新たな社会動向を踏まえた項目の追加、
表現の変更など、部分的に大幅な更新を行ったのは、非常に素晴らしい
動きです。 
環境長期ビジョン：2016年のデータブックでは明記されておらず、思い
切った行動です。このビジョンには、2020年度までに持続可能なパーム
油の100%調達を目指すという目標も含まれます。その目標達成を難題
のひとつとしつつも、その動きを先導していくことをコミットメントとして示し
ている事実を踏まえると、この点はとりわけ高く評価できます。
フードロス削減の取り組み：日本人は世界で最も要求が多い消費者と数
えられ、食品小売業界において賞味期限が常に課題になっていることを
考えると、味の素（株）で2011年から「賞味期限の年月表示化」や「賞味
期限の延長」に取り組み、フードロス削減に努めている点は高く評価でき
ます。
コーポレート・ガバナンス：味の素グループのコーポレート・ガバナンスにつ
いて、体制や構成のほか、詳細な説明が記載されており、高く評価でき
ます。なぜなら、開発途上段階にある国も含めて、アジアの多くの国では、
世界的動向にならって、ステークホルダーがコーポレート・ガバナンスに一
層注目するようになっているためです。同様に政府法定機関もますます
重点を置くようになってきており、上場企業に対してコーポレート・ガバナ
ンスに関する規則や規制を厳格化しています。
味の素グループ行動規範（AGP）：実践的な価値が少ない包括的な枠
組みのままとするのではなく、グループの全従業員が日々理解し実践すべ
き行動の在り方を示したものとしてAGPが再定義された点は高く評価で
きます。さらに、AGPに基づいて「味の素グループ購買基本方針」を規定

していますが、大企業で一般的に定められているものに比べ、より明確な
ビジョンを持ったものとなっています。この取り組みは、味の素グループが
「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」となるべく真摯に取り組
んでいる姿勢をはっきりと表しています。
海外における環境面での成果：日本以外のブラジルや香港、ベトナムと
いった海外の事業所が、「優良事業所」として社内の環境賞を受賞して
いる点は、とても素晴らしいと思います。味の素グループの環境の取り組
みが海外の事業所でも実践されていることの表れです。2016年度のグ
ループのCO2排出量原単位は前年横ばいではあったものの、タイやベト
ナム、ブラジルの工場で再生可能エネルギーを生産するバイオマスボイ
ラーを導入している点も非常に素晴らしいと思います。
戦略的でインパクトが大きい地域貢献プロジェクト：ベトナムの学校給食
プロジェクトは、味の素グループが「21世紀の人類社会の課題」として取
り組む3つの課題のうちの一つ「健康なこころとからだ」に直結していま
す。プロジェクトの詳細な説明から、年を追うごとに少しずつ進展し、ベト
ナムにインパクトがもたらされ、日本の高度な知識やトレンドが取り入れら
れてきたことが分かります。
経済価値と環境価値のバランス：味の素グループで培われてきた知識と
技術を活用して環境負荷を削減する一方で、アミノ酸を活用して商品化
された飼料、副産物廃活性炭などは経済的な成果ももたらしています。こ
れは、企業の社会的責任（CSR）がまだ寄付や資金支援であると一般的
に考えられていて、石油・ガスやプランテーションなど環境負荷の大きい
業界を除いて「持続可能性（サステナビリティ）」という表現に触れること
がめったにない多くのアジアの企業にとって模範的なモデルです。

改善に向けた提案
ダイバーシティ：本データブックで取り上げられているマテリアリティに関
するフィードバックに参加した社外ステークホルダーは皆日本を拠点とし
ていることが明白です。本データブックは日本で編集され、日本語を原語
として書かれているため無理もないと思いますが、味の素グループが確
かなグローバルカンパニーを目指していて、世界各地に読者（ステークホ
ルダー）がいることが想定されることから、日本以外の社外ステークホル
ダーの声を掲載することを強く推奨します。グループが世界各地で協働し
ているNGOの声を取り上げることですぐに始められます。また、マテリアリ
ティ項目の調査（8ページ）に参加した社外有識者56名の地域を明示し
て、味の素グループが目指すダイバーシティ達成に向けた取り組みを反
映させることも提案します。（私もこの調査に参加しているように、日本を
拠点とする有識者のみを対象とした調査ではありません）
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従業員に対するコーポレート・ガバナンスとコンプライアンス意識向上の
取り組み：コンプライアンス教育や「ホットライン」、AGPに関する意識調
査、情報セキュリティの徹底など、コーポレート・ガバナンスやコンプライア
ンスに関する取り組みは、ほとんどが味の素（株）と日本国内のグループ
会社に集中しているという印象を受けます。味の素グループが、まだ開発
途上段階にある多くの国で事業を行っていることを考えると、今後のデー
タブックでは、そのような国の従業員のコーポレート・ガバナンスやコンプ
ライアンスに対する意識を向上する取り組みについて記載されると良い
でしょう。現在日本について取り上げている事例以外に、コンプライアン
ス教育に関するポスターやデータ、記載があれば、さらに多くの海外の読
者の目を惹くと思います。
グローバルなCSR活動体制：体制図では、「海外地域本部」は「グローバ
ルコミュニケーション部CSRグループ」の指揮命令下に置かれているこ
とが明示されています。味の素グループは「確かなグローバル・スペシャリ
ティ・カンパニー」となることを真摯に目指していることから、グループ全体
の組織（海外の子会社も含む）を対象として、社会貢献方針などのCSR
に関係する方針／指針、研修に関するより多くの情報を本データブック
で開示することを提案します（アジアの開発途上国ではまだ、CSRは大
企業が慈善事業に対して行う寄付や資金支援と同じだと社会で広く認
識されています）。
汚職の防止：「味の素グループ贈賄防止ポリシー」を作成して、味の素グ
ループの贈賄に対する姿勢を強化したのは歓迎される動きですが、日本
で実施されているような定期的な研修を、リスクが高い国でも同様に実
施することを強く推奨します。もし実施されているのであれば、その情報を
開示するべきでしょう。なぜなら、アジアの開発途上国の多くでは、いまだ
に「汚職は経済の潤滑剤」というのが社会通念だからです。
人権：人権課題に関してステークホルダーとの対話を継続的に行ってい
る点は高く評価できます。一方で、その対話で得られた見識に基づく行
動について記載すれば、より多くのアジアの読者の関心を惹くのではな
いでしょうか。アジアの開発途上国の多くでは、人権課題はますます広が
り、解決に至っておらず、一層関心が高まっています。 
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