
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、アジアの有識者から『味の素グループ 統合報告書2019』

『味の素グループ サステナビリティデータブック2019』についての第三者意見をいただきました。

グローバルレビュー

	

2019年の味の素グループの報告情報体系は、統合報告
書を起点として、素晴らしい進化を遂げています。
まず、統合報告書において、自社がどのようにして融合的
な社会・経済価値を創造しているか、すなわちASVについ
ての信用できる説明を行っています。ASVは、味の素グ
ループの経営戦略として、それまでのアプローチと一貫
性があり、フレームワークの構築と発展が図られていま
す。さらに、取締役会および幹部がASVアプローチを支持
していることは、同社がサステナビリティの原則をビジネ
スに取り入れるアプローチをもって、全社一丸となって取
り組んでいるという信頼感を与えています。この点で、統
合報告書は統合思考をしっかりと反映したものであり、意
思決定に必要な情報を幅広いステークホルダーに提供す
るための十分なサステナビリティの内容を、サステナビリ
ティデータブックへの参照を含み、効果的に実現している
といえるでしょう。
そして、本年のサステナビリティデータブックは、統合報告
書を補完する位置づけとして、ホームページに含まれてい
る他の開示事項を参照する形をとっており、全体像がより
明確化されました。これにより、様々なステークホルダー
にあわせて、異なるフォーマットや範囲で情報開示を実施
しているだけでなく、整合性がとれた企業の見解を示して
いることがわかります。サステナビリティレポートを作成し
ながら、年次財務情報開示ではサステナビリティにふれる
ことすらできていない企業が本当に数多くある中、味の

最適化された報告情報体系	
素グループが自社の戦略
と開示事項をすべてのプ
ラットフォームにおいて矛
盾なく提示できているこ
とで、ステークホルダー
が、これは「リップサービ
ス」や「PR活動」ではなく、
企業の誠実な戦略的取り
組みであると信頼する一
助となっています。
また、これまでのデータ
ブックは背景を示す関連情報やデータが豊富に盛り込
まれていましたが、2019年版では、味の素グループの
ブランドや企業イメージのスタイルや雰囲気を保ちつ
つ、戦略や重要事項へのフォーカス、項目情報を、より明
確に、より連携させてまとめています。また、事業活動の
基盤に関する項目と持続可能な開発に関する項目の関
連性も、マテリアリティの新たなリストにおいて、より明
瞭に示されています。同時に、ストーリー部分を統合報
告書に盛り込むことで、サステナビリティデータブックで
は具体的なサステナビリティパフォーマンスに焦点があ
てられるようになっており、統合報告書とサステナビリ
ティデータブックの間で、項目がより鮮明に線引きされ、
重複が回避されています。

エレイン・コーヘン氏 
（Elaine Cohen）
Beyond Business Ltd.
創始者・CEO
www.b-yond.biz

欧州からの視点
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グローバルレビュー	

味の素グループの新たなマテリアリティ項目は簡潔かつ
明確で、味の素グループの全社戦略の一部として適切で
あり、事業および社会への影響との関連性ともに、よく示
されています。いくつかの項目は、複数の類似要素をカ
バーする、より広範囲な課題へ変更されています。たとえ
ば健康・栄養課題への取り組みは、以前は不足栄養、過剰
栄養、高齢者栄養の３項目でした。これらの項目には明ら
かに根本的な共通要素があるため、このような課題をひと
つの項目にまとめることは、はるかに理にかなっていると
思います。
さらに、マトリックスではなくリスト形式での説明にするこ
とで、味の素グループの最重要目標を達成するためには、
これらの影響すべてが同等の重要性をもって取り組まれ

味の素グループの「健康なこころとからだ」「食資源」「地球
持続性」の三つの柱からなるフレームワークは、サステナ
ビリティへの長期のコミットメントを示しています。事業活
動の強力な基盤を支えにうまく構成されており、味の素グ
ループだからこその貢献ができる分野を明らかにしてい
ます。健康なこころとからだ、食資源、地球持続性が、堅固
な戦略を形成していることで、味の素グループは、説得力
をもって自社の影響を説明することができています。味の
素グループは中核となる柱それぞれについて、自社の業
績や目標のみならず、関連する社会的環境的背景を述べ
ています。
今後は、目に見えにくい分野である社会的価値の影響分
析を行うことで、持続可能な開発への寄与をさらに明確に

事業および社会への影響との関連性を示す新たなマテリアリティ	

社会的価値の影響を可視化し、最先端の情報開示を	

る必要があるという点が明確になりました。また、事業
活動の基盤に関する項目を含めたことは有益で、持続可
能な開発が、事業上の必要性であり、かつ社会的／環境
的必要性であることを示しています。革新と連携を通じた

「グローバルな競争激化への備え」は、事業の成功と社
会の進歩の双方に及ぼす重要な影響を示しています。
ただ、具体的なフォーカス分野や表現方法の点で、マテ
リアリティ項目に変更が加えられたにもかかわらず、マ
テリアリティの改定プロセスの記述は限定的です。新た
に選定された項目や、マテリアリティ項目から外された
ものについて詳細に議論することができれば、より高い
信頼を得ることができるでしょう。

述べる余地があります。当社グループの製品を買うこと
で消費者のライフスタイルの変化やそのほかの社会的
便益がもたらされるというのが味の素グループの前提
です。この仮定を、社会に実際に及んでいる影響と関連
付ける調査があれば、味の素グループのバリュープロポ
ジションが強化されるでしょう。特定製品の使用が、生活
時間の増加や心身の健康の向上といった期待される成
果と、科学的に関連付けられている成果データを新たに
用意することで、シンプルな手法で理論を検証すること
が可能でしょう。これは、味の素グループは正しいことに
取り組み、成果をもたらしているという信頼を高めるだ
けでなく、社会的影響の測定および情報開示の点で最
先端の企業となれるでしょう。

味の素グループが20年以上におよびサステナビリティ報
告をまとめてきたことの連続性と一貫性は、強い信頼性を
構築しています。実績に裏付けられた味の素グループの
透明性へのコミットメントが信頼を築いているように、報
告の一貫性は信頼構築の核です。
また、水および労働安全衛生に関する新たなGRIスタン
ダードを早期に適用するなど、GRIフレームワークにより
厳密に整合させるため、素晴らしい取り組みを行い全体と
して目に見えて優れたGRI情報開示となっています。

信頼構築の核となる、長期に渡る報告の一貫性	
さらに、新たな開示事項や気候関連財務情報開示タス
クフォース（TCFD）提言に則したシナリオ分析を用いて
気候変動に触れている点や、法人税に関する新たな情
報開示に言及している点も注目すべきです。しかも、確
実に短くなった報告書にこのすべてがおさめられており、
情報が見つけやすくなっています。当年のトピックスを
ハイライトして統合報告書に掲載しているのも良い点で
す。これは、重複を避け、焦点を保ち、読者に全体像と詳
細の双方を提示するよい方法です。

欧州からの視点
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グローバルレビュー	

味の素グループのサステナビリティデータブック2019は、同社が期待通り、より良い方法
でサステナビリティを戦略的優先事項として理解し、統合していることを示しています。ま
た、新たなリスク・機会、および事業の成長を促す将来性についても示しています。

はじめに	

ジョス・タントラム氏 
（Joss Tantram）
テラフィニティ社
パートナー （コーポレートサステ
ナビリティ）

欧州からの視点

味の素グループのサステナビリティデータブック2019で
は、グローバルなバリューチェーンを有するグローバル企
業として、味の素グループがグローバルなトレンドおよび
課題を認識し対応するアプローチがさらに進化している
ことが示されています。
この点は、味の素グループが見直したマテリアリティへの
新たなアプローチに良いかたちで反映されています。サ
ステナビリティデータブック2019は、グローバルなメガト
レンドと関連した、もしくはそれを反映する多数の「マクロ
フォーカス」なトピックに従って構造化されており、この「マ
クロフォーカス」なトピックから、４つの戦略的テーマとそ
れに関連した11のマテリアリティ項目が導き出されてい
ます。このような構造のもと、このデータブックは、サステ
ナビリティの焦点となる重要分野を、それぞれ関連する国
連の持続可能な開発目標（SDGs）と相互に関連付けなが
ら、明確に説明しています。
この新たなアプローチには、変化する世界は新たな課題
を引き起こすものであり、それに対して企業の実効性ある
対応が求められているという明確な見解が示されていま
す。サステナビリティデータブックは読者にとって、比較的
理論整然としていて分かりやすい筋立てになっています

効率的で、再生可能な発酵技術を活用した製品を多く生
産している企業として、味の素グループは、世界が抱える
食の課題にいくつか対応できる有利な立場にあります。加
えて、代替原料（たとえば、サトウキビ由来の砂糖というよ
りもバガス）を味の素グループが使用することも良いで
しょう。一方で、味の素グループには、原材料の調達や、サ
プライチェーンにおける高い社会・環境的基準の徹底にお
いて、さらにサステナビリティを推進する余地もあります。
原材料のサステナビリティに関しては、より包括的なアプ
ローチを導入し、持続可能な供給について、広く認められ
た基準の採用を徹底したり、より強固なサプライチェーン
プロセスを導入し、危機的な状態にある原材料の投入に

グローバル環境における味の素グループ	

持続可能なイノベーションの事業化	

が、ベストプラクティスの
どのガイダンスや基準を、
サステナビリティデータ
ブックの構成や情報開示
方法の根拠としているの
か不明確です。
ほかにも味の素グループがさらに自社のアプローチを
発展させる余地は残されていますが、最も重要なのは、
主要課題のいくつかに対して、もっと野心的な目標を確
立し、推進することを通して発展させることでしょう。こ
こ数年で、企業は自社のサステナビリティパフォーマン
スを、世界基準のベストプラクティスや科学的なコンセ
ンサスに対して明確に突き合わせ、調整する必要がある
との認識がなされるようになりました。森林破壊ゼロ宣
言やサイエンス・ベース・ターゲット（SBT）といったイニ
シアティブは、私たちのかけがえのない、この逼迫した
世界の限界と整合している可能性が高いパフォーマン
スに向けて、企業からの支援を募っています。
とりわけSBTイニシアティブ参加企業として、味の素グ
ループは自社のパフォーマンスにそうしたターゲットを
採用することを真剣に検討すべきです。

ついて、産地やトレーサビリティ、サステナビリティを徹
底するといった点に改善の余地があります。
同時に、基準に基づいた、より野心的なサプライヤーの
管理手法によって、味の素グループは、現行では困難な、
サプライチェーンパフォーマンスの測定および実証が
できるようになるでしょう。これには、潜在的な課題分野

（社会的リスクおよび環境的リスクが見られるとして知
られる原材料、プロセス、場所）をリスクに基づいて特定
するアプローチや、国際的なベストプラクティスから学
ぶ明確なサプライヤーのコンプライアンス基準、および
サプライヤーコンプライアンスを検査し証明する能力
が含まれるべきでしょう。

味の素グループ サステナビリティデータブック 201992



グローバルレビュー	
欧州からの視点

味の素グループは、グローバルな課題への対応と解決の
中心に、自らの身を置いているグローバル企業です。サス
テナビリティデータブック2019は、多くの点においてこ
の意欲が正当であることを示しています。しかし、野心が
行動より勝っている、あるいはこの志を正当化するために
できることがもっとある、という分野も複数残っています。
その一つが現時点での達成率が25%に留まっている、持
続可能なパーム油100％を実現するという目標です。世
界のリーダー企業と並ぶことを目指す味の素グループで
あれば、再生可能エネルギーの利用目標について、もっと

この意見は、味の素グループのサステナビリティデータ
ブック2019に対して外部の視点を提供するものです。テ
ラフィニティ社のジョス・タントラムが味の素（株）より依頼

結論	

この声明について	

野心的になれるはずです。
サステナビリティデータブック2019には、グローバル
な課題に向き合い取り組み、そして多くの面で「地球的
な視野にたち、“食”と“健康”、そして、明日のよりよい生
活に貢献します」という自社のミッションを実現する方法
と能力を実証している、過渡期にある企業がみてとれま
す。この道のりの次のステップとして求められるのは、パ
フォーマンスのターゲットが野心的、包括的、そして実現
されることに焦点をあてること、つまり野心とそれに相
応しい行動です。

され、第三者の意見としてまとめました。 これは、いかな
る保証または証明をも意図した声明ではなく、報告書の
レビューおよび評価を基にした意見となります。 

味の素グループ サステナビリティデータブック 201993



グローバルレビュー	

全般的に、2019年の味の素グループの報告書は、使いや
すさと透明性において、前年と比べて改善されています。
GRIに沿った新たなマテリアリティ項目により、データと情
報の標準化が向上し、非常に効果的に情報が提示され、読
みやすくなりました。将来的には、SASBの開示基準とも関
連付けることを期待します。2019年5月にプラスチックに
対する考え方が公表されましたが、年次サステナブル報告
書以外に随時補足的情報を提供することは、ステークホル
ダーに対して適時に進捗報告する良い方法だと思います。
データを多用する試みや将来を見据える精神が見受けら
れる点は良いのですが、もっと味の素グループの長期戦
略の本質を伝える努力が必要だと思います。シナリオ分析
では2100年の仮定を用いていますが、味の素グループの

「食資源」と「地球持続性」に関するマテリアリティ項目の
目標は、2020年、2025年、2035年と幅があり、「健康な
こころとからだ」と「事業活動の基盤」では2020年に限定
されています。長期戦略の目標年を2030年と2050年に
統一すると良いでしょう。
2030年と2050年の目標設定にあたり、味の素グループ
のミッションである「私たちは地球的な視野にたち、“食”と

“健康”、そして明日のよりよい生活に貢献します」を活用

昨年来、統合報告書とサステナビリティデータブック、そ
の他の開示資料間のリンクが強化されており、その結
果、読みやすさと資料間の情報連携が改良されています。
サステナビリティデータブック2019の添付資料1の他、
PDFやエクセルフォーマットでもダウンロードできる、新
たな環境測定基準のダッシュボードにより、透明性が裏付
けられています。
今年は、統合報告書の目次に情報体系が目立つように表
示され、すべてのESG・サステナビリティ情報を容易に探

統合報告書2019は事業と財務価値創造にフォーカスし
ていますが、社会価値創造モデルに関しても適切なレベ
ルの記述が含まれていると思います。統合報告書の一番
最初にある「味の素グループの「今」」では、様々な事業部
門の売上高と利益の概略が示されており、ビジネスの文

報告手法	

情報伝達と相互リンク手法	

統合報告書2019	

すべきでしょう。つまり、こ
のミッションの目的と業績
目標を策定し、中長期目
標に統合するということ
です。SDGs指標にもっと
密に沿うようにすれば、よ
り広範な社会課題と関連
性が強まり、2030年目
標を設 定 するグ ル ー プ
の努力を後押しする力と
なるでしょう。統合報告書
にIIRCの<IR>フレーム
ワークを取り入れると、6
つの資本の観点から社会価値を明示できるでしょう。
味の素グループが今年TCFDによる提言に賛同署名し、
最初の取り組みとしてシナリオ分析を行ったことを、とて
も嬉しく思います。マテリアリティ項目ごとにリスクと機
会を記したことも、TCFD提言の準拠に向けて正しい方
向性に踏み出したことを示しています。次回の味の素グ
ループの統合報告書では、シナリオ分析とTCFD提言の
他の要素がさらに進展していることを期待します。

せるようになったことを、嬉しく拝見しました。サステナ
ビリティデータブック2019がGRIスタンダードに沿っ
て作成されたことも素晴らしいと思います。GRIスタン
ダード対照表は、味の素グループの一連のサステナビリ
ティ関連資料の案内図として最適だと思います。対照表
は、各項目にリンクが貼られ、ページが記載されており、
一ヵ所にわかりやすくまとまっていました。さらに、年次
CDP報告書の気候変動、水セキュリティー、フォレストの
各課題の項目にリンクを貼ることを提案します。

脈でサステナビリティを理解したい読み手にとって有益
でしょう。その後に、素晴らしいASVの概要、マテリアリ
ティ項目、関連するリスクと機会、主な取り組み、2020
年度目標が続いています。報告書の最後に、財務データ
や「原材料の持続可能な調達」「気候変動への対応」「資

セリーヌ・ルーベン・
サラマ氏 

（Celine Ruben-Salama）
プリンシパル, FOR THE LONG-
TERM, LLC
コロンビア大学（NY）サステナビリ
ティ・マネジメントプログラム講師・
教員アドバイザー

米州からの視点

味の素グループ サステナビリティデータブック 201994



グローバルレビュー	

サステナビリティデータブック2019に記されたESG/サ
ステナビリティ情報は、非常に網羅性が高く、それゆえに
当然ながら情報伝達における課題もあります。2019年版
の構成は、2018年版と比べて編集方針に関して大きな
改良が見られました。まず、再整理された11のマテリアリ
ティ項目に基づいて構成されています。これが非常にうま
く機能しており、サステナビリティデータブックのみなら
ず、付随するサステナビリティ関連資料も利用しやすくな
りました。また、対応するGRI項目番号が記され、統合報告
書に記載のある取り組みは赤字で示されており、二つのレ
ポート間で情報の相互参照がしやすくなりました。データ
ブック全体を通して、記述が簡素化され、的を射ており、グ
ラフや図、表、アイコンを使用したことで、多くの情報がう
まくひとつにまとまっています。
報告書では、「健康なこころとからだ」「食資源」「地球持続
性」「事業活動の基盤」の4つのテーマの項すべてでほぼ同
じフォーマットが使用されています。各テーマの最初に概

「健康なこころとからだ」の項では、目標と測定基準は昨年
のままで、「健康・栄養課題への貢献」のテーマのみが扱わ
れています。2020年度目標に対して進捗は見られますが、
目標を達成するためには2019年度と2020年度に大き
な努力が必要でしょう。味の素グループ製品による肉の摂
取量に関する目標は、個人的には現代の時代精神から少
しずれているように見えますし、気候関連目標とも整合し
ないと思います。恐らく、ここで伝えたいのは、肉よりもプ
ロテインなのではないでしょうか。追加説明があると役立
つでしょう。

「製品の安全・安心の確保」におけるサプライチェーンのア
プローチは、説得力があります。業績測定基準は、全対象

サステナビリティデータブック2019	

サステナビリティデータブック内項目：健康なこころとからだ	

要があり、SDGアイコンが表示され、主なESG項目ごと
に具体例、機会とリスク、主要な取り組みが表でまとめら
れています。ほとんどの場合、表に記載された具体例は
サブ項目内の記述と合致していますが、合致していない
箇所もあり、それが来年の改善点となるでしょう。
各項目の表紙の次に、様々な取り組みに対して「目標」

「考え方」「体制」「実績」が記されていますが、裏付け
データのレベルに差があります。詳細な測定手法が記
載されている項目もあれば、何も記載されていない項
目もあります。グレーのサイドバー内にGRI項目番号や
ページ番号、他資料の詳細情報へのリンクがあり、うま
く機能しています。多くの企業は、ここまでのレベルの
透明性を示せていないように思います。項目ごとの色分
けは昨年も行われていましたが、ビジュアルやレイアウ
トは2019年版で改良されています。昨年はケーススタ
ディが別の資料にまとめられていましたが、今年はデー
タブックに含まれており、この点も良いと思います。

会社82社に対して60社でISO 9001を取得、のように
文章内に散りばめられていますが、今後はこうした測定
基準をわかりやすく表にまとめ、数値・期限目標に対する
年ごとの傾向を示すと良いと思います。「お客様の声」と

「お客様の満足度向上」が「製品の安全・安心の確保」の
項目内で論じられていることは興味深く、360度評価方
式を取っていることが見て取れます。

「健康・栄養課題への貢献」に関しては、実績の裏付けが
なく、今後SDGsに沿って測定基準を策定すべきでしょ
う。このテーマは味の素グループの全体的なミッション
ではないのでしょうか。信頼性向上のために、このテー
マに関する記述をかなり強化すべきでしょう。

2019年版では「食資源」の項が「地球持続性」から分離
されたことで、より合理的になり、理解しやすくなりまし
た。目標と測定基準は昨年のままで、「食資源」のテーマ
に強く重点が置かれています。高レベルの中期目標とそ

サステナビリティデータブック内項目：食資源	
の進捗が提示され、パーム油と紙の調達分野において
は詳細な測定基準が記されています。サステナブルな
パーム油と紙の調達分野で素晴らしい業績を上げたこ
と（100%）は喜ばしいですが、加工・流通工程の管理や

源循環型社会実現への貢献」の主要なマテリアリティ項目
と共に、社会価値業績データが提示されています。
2020年の報告書では、中期経営計画がどのように展開す

るのか、さらなる目標や測定基準を含め長期計画がどこ
まで明確に提示されるのか、楽しみにしています。

米州からの視点
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「地球持続性」の項では、「気候変動への適応とその緩和」
「資源循環型社会実現への貢献」「水資源の保全」「環境マ
ネジメント」が扱われています。味の素グループのマテリア
ルバランスが、「地球持続性」テーマの冒頭部分、目標のす
ぐ後に記されています。これが、この項における報告内容
の枠組みを示し、環境影響に関する文脈上の全体像を示
すのに役立っています。但し、この図と数値に簡単な文章
を添えると、補足説明として参考になるでしょう。
2030年度のビジョンとして、プラスチック廃棄物ゼロ化と
いう野心的な目標が「地球持続性」の目標に加えられ、昨年

「廃棄物のゼロエミッションと3R」で記載された内容が「資
源循環型社会実現への貢献」へと再編成されたほか、詳細
な廃棄物測定基準がGRI基準に沿って記されています。
このようにしなければ、前年と同じような目標に留まり、興
味を引くような変化があまり見られなかったでしょう。サス
テナビリティデータブック2019では、脱フロン目標に対
する2018年度実績が記されておらず、この測定基準にお
ける進捗が評価しづらくなっています。逆に、GHG削減と
水目標に関する業績グラフでは、温室効果ガス排出量・水

「事業活動の基盤」の項では、模範的な測定基準ダッシュ
ボードが提示されており、サステナビリティデータブック
2019の添付資料2に詳細が記され、PDFやエクセルでも
ダウンロードできるようになっています。扱われている課
題や方針、取り組み、プログラムは重要且つ多岐にわたっ
ており、「多様な人財の活躍」「ガバナンスの強化」「グロー
バルな競争激化への備え」に分けてうまくまとめられてい
ます。
汚職の防止、公正・透明な取引慣行、適切な競争行動、知
的財産の適切な管理と使用に関する考察は、昨年は「食資
源と地球持続性」で扱われていましたが、今年は「事業活

サステナビリティデータブック内項目：地球持続性	

サステナビリティデータブック内項目：事業活動の基盤	

使用量対排出・生産量原単位削減率が使用されており、
2030年度目標に対する進捗評価がしやすくなっていま
す。これらは意欲的な目標ではありますが、絶対値での
目標もあると良いと思います。特にGHG排出における
科学的根拠に基づく目標においては必要でしょう。さら
に、環境マークの項目では、「味なエコ」と「ほっとするエ
コ」マークが表示された製品点数が記されていますが、
これの全製品ポートフォリオにおける構成比はどの程度
なのでしょうか。
この項では今回新たに「環境マネジメント」の項目が追
加され、ISO 14001認証、環境アセスメント、監査、環境
法令や事故への対応、教育など、味の素グループの管理
体系に関する情報が整理されました。とても良い取り組
みですが、この項目は「地球持続性」の項の最初にある
影響分析のすぐ後に表示した方が良いと思います。
TCFD提言に賛同し、準拠に向けてシナリオ分析など最
初の一歩を踏み出したことを嬉しく思います。今後の報
告書では、様々な製品群において異なる時間軸で詳細
なシナリオ分析が行われることを期待します。

動の基盤」の中で扱われており、構成上理に適っていま
す。
事業活動の基盤に関する目標と測定基準は昨年と同じ
であり、ある領域では堅実な進歩が見られています。例
えば、年間平均総実労働時間における2020年度目標は、
2018年度に2年前倒しで達成しています。2018年度
には、経営役員の現地化比率が減少していますが、女性
マネージャー比率は23%に増加し、2020年度目標を上
回っています。今後は、「ガバナンスの強化」と「グローバ
ルな競争激化への備え」のテーマに関してより多くの目
標があると良いと思います。

コンプライアンスの追跡方法についてより詳しく見てみ
たいと思います。バイオプラスチックの調達と生産に関す
る議論が抜け落ちていますが、これを「持続可能な原料調
達」の項目に含めると良いと思います。興味深いことに、サ
ステナブルな農業や土地利用、高付加価値肥料、保全、生
態系、サプライヤーイニシアチブなど、その他の項目にお
ける実績の多くが裏付けに乏しいため、今後測定基準を
策定すべきでしょう。

「フードロスの低減」のテーマでは、詳細や測定基準がほ
とんどありません。「食資源」のテーマの深さに比べると、
このテーマで論じられていることは思い付きのように
感じられます。さらに、原料受け入れから納品までのグ
ループ内フードロスを2025年度までに50%削減する
という目標に対し、2018年度実績はフードロスが28%
増加と後退しています。今後この重要な分野にさらに重
点を置き、改良に向けて取り組むことを期待します。

米州からの視点
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アレックス・マブロ氏 
（Alex Mavro）
チュラロンコン大学、サシン・サス
テナビリティ＆アントレプレナー
シップ・センター （タイ）、シニアア
ドバイザー

味の素グループの報告書のレビューは今回が初めてです
が、私はこれまでさまざまなプロジェクトにおいて異なる
立場で何百もの報告書を読んできました。統合報告書、サ
ステナビリティデータブック、ウェブサイトなど、味の素グ
ループのサステナビリティ関連事項の開示は、私が見てき
たどの報告書と比べてもかなり網羅的なものです。
網羅的というのはよい面もありますが、一方で疑問点もい
くつか生じます。例えば、報告書には栄養改善、共に食べ
る場の増加、スマートな調理など、6つの非財務目標が記
載されています。社会課題の測定は常に困難を伴います
が、特に不確実に映るのは「共に食べる場の増加」です。こ
の主張を定量化する創造的な視点があるのかもしれませ
んが、もしそうであったとしても、それは読者が直感的に
理解できるものではありません。データブックには努力の
成果が見られるものの、依然として多くの人はそうした主
張の妥当性に疑問を持つでしょう。
詳細を網羅していることについては否定的な側面より肯
定的な側面の方が多く、私自身がそう感じたように、情報
の徹底ぶりは会社が率直であるという印象をもたらしま
す。ですが、味の素グループの熱心なファンでさえ、デー
タブック内の膨大なデータに参ってしまうのではないかと
思います。こうした大量の情報をそのまま掲載するよりも、
4つのカテゴリーの初めの１ページに概要を載せることに
より、読者がより直接的に読み進めることができる構成に
なります。
味の素グループのウェブサイト、統合報告書、サステナビ
リティデータブックのサステナビリティ関連事項の開示に
ついて、読者が味の素グループの内部構造の詳細を隅々
まで知りたいとすれば、開示の範囲には非の打ち所があり
ません。ただし、こうした非常に多くのデータを提示するこ

サステナビリティに関する情報開示全般について	
との短所は、詳細情報の
中で迷子になりやすく、そ
の中で主要な動向を見落
としてしまう可能性があ
ることです。
味の素グループの無形資
産について知りたい読者
がいた場合、統合報告書、
付属のデータブック、また
は味の素グループのウェ
ブサイトのいずれかで答
えを見つけられる可能性はあります。改善を要するのは、
探している情報を見つけるのに3つ全てを見なければな
らない可能性があるという点です。3つのリソースは互
いの連携が十分ではなく、補助となるホットリンクはわ
ずかしか付けられていません。（データブックはマテリア
リティ項目を中心に構成されていますが、検索性につい
ては依然として改善の余地があります。ただしGRI対照
表から全ての報告書にホットリンクが付いており、それ
には財務情報も含まれていて非常に便利です。）
また、3つのリソース全てを見たとしても、統合報告書の
印刷版には索引と用語集の両方が不可欠であり、検索
は容易ではありません。オンライン版には用語集があり
ますが、掲載されている用語のほとんどは食品関連の
用語に限られており、『MTP』、『DINK』、『DEWK』など
の用語の説明は見当たりません。当然、PDF版で読めば
必要な用語を見つけることはできますが、印刷版ではそ
うはいきません。個人的に印刷版は好きではありません
が、印刷版を手にする読者がいるのであれば、索引を作
成し、見やすく役立つものにしなければならないでしょう。

アジアからの視点
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アジアからの視点

統合報告書については、全体的に内容にメリハリがあり良
いと思います。特に社長のQ&A形式が気に入っています。
対話方式で分かりやすく質問に答えており、報告書全体を
特徴づけています。とても良く仕上がっていると思います。
一方でステークホルダー関与については、投資家説明会
を除き一切説明がありませんでした。これを特定のステー
クホルダーグループ（投資家）とのエンゲージメントを高
めるためと捉える人もいるかもしれませんが、説明会が一
方向の情報交換であることを考慮すると、そうした取り組
みが彼らとのエンゲージメントを高めるとは思いません。
また、マテリアリティに関する話し合いがどのように進め
られたのか、また、話し合いの参加者が価値、ステークホ
ルダー、仕組みの相互関係性を把握するためにシステム
思考を十分に理解したかどうかを明らかにする記述も見
当たりませんでした。味の素グループのマテリアリティの
特定は合理的だと思いますが、もし味の素グループが単
に「良い」仕事から「秀逸な」仕事へと上を目指すのであれ
ば、キャパシティ・ビルディングに時間を割く必要があるで

サステナビリティデータブックは前述の通り、想像し得る
全ての情報を網羅しています。ただ、情報が多すぎるので、
その中から2、3の重要なメッセージを抽出して示したもの
があれば、読者が内容を把握するのに役立つでしょう。現

2019年版の報告書が非常に網羅的で完全なものであっ
たため、過去の報告書を読む必要はないとさえ感じまし
た。しかしながら読み終わった後に、「まだ足りない、もっと
知りたい」という欲求が残りました。具体的には、会社の特

統合報告書について改善すべき点	

サステナビリティデータブックについて	

結論	

しょう。
味の素グループは既に多くのことをやり遂げています。
必要な指標を定期的に管理する仕組みはすでにあるの
で、残された課題はアウトプットの微調整ですね。
報告書で掲げられている目標については、アセットライ
ト経営への適応、業界全体での物流体制の効率化、味の
素グループのコアブランドへの集中―場合によっては
業績不振分野の縮小など、いずれも良く検討されている
と感じました。食の簡便化・多様化への対応強化、オンラ
インマーケティングチャネル活用の推進、複数の生産拠
点集約によるコスト削減などについても検討されていま
すね。
統合報告書の47ページから始まる最後の章「ASVを支
える経営基盤」には、サステナビリティ関連の有識者が
知りたいと思う内容が全てまとまっています。この章を
報告書の最初の方、取締役社長のインタビューの前か
後に移動させたほうがよいと思います。現状の補足や付
録のような位置以外の場所にあるほうがいいですね。

状のままだと、報告書を読んだとしても、組織やその取
り組みがどれだけ明らかになっているのかと疑問に感じ
る読者もいるかもしれません。

徴についての理解です。その会社が全ての人にとって万
能（あらゆる人に受け入れられる）ものとして描かれると
き、私の経験上、それはただ何も表していないだけ、とい
うことがあるのです。
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