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ワーク

税所さやか

格付投資情報センター（R&I）は、2021 年 6 月に策定された味の素 サステナビリティファイナンスフレ
ームワークが国際資本市場協会の「ソーシャルボンド原則 2021」（SBP2021）、
「サステナビリティボンド・
ガイドライン 2021」、
「グリーンボンド原則 2021」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」
に適合していることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいている。

■オピニオン概要
(1)調達資⾦の使途
調達資金はタイ味の素社がタイ北部に所有するカンペンペット工場のバイオマスコジェネレーション
設備の導入、アンモニアのオンサイト生産技術の研究・開発を進めるつばめ BHB 社とアイルランドの
サプリメント会社であるニュアルトラ社に対する出資に充てられる。タイのバイオマスコジェネレーシ
ョン設備は、蒸気の発生と同時に発電を行う省エネルギー性の高い設備であり、地域で排出された籾殻
を燃料とする再生可能エネルギー製造設備でもある。既存のオイルボイラーとの置き換えと再生可能エ
ネルギーを用いた自家発電により CO2 削減効果が期待できる。ネガティブなインパクトとして籾殻の高
熱燃焼に伴う残灰の発がん性物質が指摘されるが、タイの国内基準値以下であるほか、自発的な安全対
策がとられることで健康被害のリスクは抑えられる。つばめ BHB 社への出資は、低温低圧のオンサイ
トアンモニア生産の実現により、生産・輸送の両面から省エネルギー化を目指すものであり、更に原料
水素の調達及びアンモニア生産に再生可能エネルギーを利用することが出来るようになれば、人々の生
活にとって欠かせない物質であるアンモニアのサプライチェーンにおいてより多くの CO2 削減効果が
期待できる。発酵原料として重要なアンモニアの自製化に取り組むと同時に、つばめ BHB 社を通じて
幅広い用途をもつアンモニアのオンサイト生産システムの社会実装を志向している。ニュアルトラ社へ
の出資は栄養補助を必要とする高齢者や疾患を有する人々に対して経口補助食品であるオーラルニュー
トリションサプリメント（ONS）製品を提供することにより、QOL（Quality of life）向上へ貢献するこ
とが期待できる。アミノ酸に対する技術を活用し、さらなる製品価値の向上を進めるともに、市場を拡
大しより多くの人々への提供を可能とする取組みである。株式取得による直接的なネガティブインパク
トは想定されない。
(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス
適格事業はいずれも味の素グループが推進するサステナビリティ方針と整合しており、これに紐づけ
られたファイナンスは経営ビジョンの実現や SDGs の達成を目的とした資金調達として位置付けられる。
プロジェクトの評価・選定においては、国内外で広く活用されている認証など比較可能な判断基準を参
照しており、いずれにおいても妥当な水準の環境改善効果が担保されている。全プロジェクトにつき環
境・社会の観点から横断的な検証を実施しリスク低減を図っている。プロジェクトの評価・選定は妥当
な内部プロセスを経ている。
(3)調達資⾦の管理
調達資金の管理はグローバル財務部が行う。各プロジェクトの支出を管理し、充当額と未充当額を追
跡管理する。未充当資金は現金または現金同等物として管理する。調達資金の管理は妥当である。
(4)レポーティング
味の素は償還までの間、資金充当状況及び環境改善効果・社会的成果についてレポーティングする。
資金充当完了後については、事業計画及び実績の開示を通じて環境改善効果等について報告する予定。
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資金の充当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速やか
に開示する。開示頻度・内容ともに適切である。

発⾏体の概要
世界一のアミノ酸メーカー。世界で初めて、アミノ酸のグルタミン酸が「うま味」の成分であることを発
見した池田菊苗博士の「うま味を通じて粗食をおいしくし、日本人の栄養状況を改善したい」という志に、
実業家の二代鈴木三郎助が共感したところから味の素グループは始まった。現在、アミノ酸を使ったうまみ
調味料「味の素」をはじめとした調味料、栄養・加工食品、ソリューション＆イングリディエンツ、冷凍食
品、ヘルスケア及び電子材料等の事業を 130 超の国・地域で幅広く提供している。
「Eat Well, Live Well.」
のキャッチコピーのもと、
「食と健康の課題解決」に取り組んでおり、2030 年までに「10 億人の健康寿命を
延伸」することと、
「環境負荷を 50%削減」することを目指している。

1. 調達資⾦の使途
(1) 対象プロジェクト


調達資金は以下の対象事業に関する投資や支出に全額充当する（新規またはリファイナンス）
。事業カテ
ゴリーは以下に該当する。
事業カテゴリー1

対象事業
グリーン
1

タイ味の素社カンペンペット⼯場に
・再⽣可能エネルギー
おけるバイオマスコジェネレーショ
・省エネルギー
ン設備導⼊

2

つばめ BHB 社への出資
（アンモニアオンサイト⽣産技術
研究開発）

3

ソーシャル

・再⽣可能エネルギー
・省エネルギー

ニュアルトラ社（アイルランド）の株
式取得

・必要不可⽋なサービスへ
のアクセス（健康）
・⾷の安全

国際資本市場協会のグリーンボンド原則及びソーシャルボンド原則に示される事業区分。グリーン適格カテゴリーとして 10 カテゴリ
ー、ソーシャル適格カテゴリーとして 6 カテゴリーが示されている。

1
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(2) 対象事業の事業カテゴリーと環境改善効果・社会的成果、ネガティブな影響
グリーンカテゴリー︓再⽣可能エネルギー、省エネルギー
対象事業１︓ タイ味の素社カンペンペット⼯場におけるバイオマスコジェネレーション設備導⼊


タイ味の素社がタイ北部に所有するカンペンペット工場（KPP）にバイオマスコジェネレーションシス
テムを導入する。カンペンペット工場は、グルタミン酸ナトリウムと核酸の主要製造拠点。現在稼働中
のバイオマスボイラーとオイルボイラーが会計上、償却済みとなったことから、今般新たに蒸気の発生
と発電の両方が可能なバイオマスコジェネレーション設備をメインとした体制に置き換えるというもの。
2022 年 5 月に稼働開始予定。燃料は全て地元で排出される籾殻を使用する。



投資対象のコジェネレーション設備は、蒸気の発生と同時に発電を行うため省エネ性が高い。加えて、
当該設備の導入により①既存のオイルボイラーが置き換えられるほか、②KPP で必要とする電力約 4 割
相当分（約 68GWh）の発電能力があるため、その分だけタイの電力会社から購入している天然ガス由
来の電力を削減することができる。この投資による CO2 削減量は約 50 千トンで、これは KPP で 46％
減（2018 年度対比）、味の素グループ全体で 2%減（同）に相当する。



タイは世界でも有数の稲作地帯であるため、燃料の籾殻が不足するリスクはない。運営に当たっては既
に経験がある（KPP では 2008 年に導入したバイオマスボイラー、アユタヤ工場には 2014 年にバイオ
マスコジェネレーション設備を導入済）
。設備が故障した場合でも基本的には自社で対応が可能であり、
通常運転に伴うリスク体制はとれている。



籾殻を高温燃焼させた際に発がん性物質（結晶質シリカ）が発生するとされている。タイにおける法令
規準以下であることを確認しているが、さらに念を入れた対応として、①高温燃焼籾殻灰中の飛散しや
すいフライアッシュは工業用途（セメント産業など）の顧客への販売を基本とし、文書による注意喚起
とマスク着用や換気などの安全管理を依頼する、②飛散しづらいボトムアッシュは湿潤状態にして飛散
防止策を取り、業者や農家向けに農業資材として販売するといった対策をとっている。さらに、マスク
着用の周知徹底や定期的な客先訪問により作業環境や灰の取り扱い状況を確認していく。



再生可能エネルギー、省エネルギーとして明確な環境改善効果が見込めると判断した。
タイ味の素社カンペンペット工場

[出所：味の素 Web サイト]
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対象事業２︓つばめ BHB 社への出資（アンモニアオンサイト⽣産技術研究開発）


味の素は 2017 年 4 月に UMI (ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター㈱)、東京工業大学の
元素戦略研究センター長の細野秀雄栄誉教授らと共につばめ BHB 社を設立し、地産地消型のアン
モニア生産・供給システム構築を目指して技術開発に取り組んでいる。



アンモニアは約 100 年以上前に発明されたハーバー・ボッシュ法によって現在も生産されている。この
製法は別に用意した水素と大気中の窒素を原料に、鉄を用いた触媒を用いて高温高圧下2で合成するもの
である。アンモニアは窒素と水素からなる物質であり、特に窒素はアミノ酸やたんぱく質を構成してお
り生命活動に必要不可欠である。アンモニアは窒素源として重要な化合物であり、世界で製造される約
8 割が肥料の原料となり、残りの 2 割が工業用として利用されている。この肥料としての利用は世界の
食料の安定供給のために極めて重要である。



このハーバー・ボッシュ法はその反応条件やコストの面から大型プラントでの大量生産が基本となる。
一拠点で大量生産するため、専用の運送手段や保管設備を用いて世界各地に対して供給する必要がある。
これらの特徴は生産・輸送にともなう消費エネルギーが大きいことを示しており、気候変動緩和の観点
から対策が必要である。



つばめ BHB 社は新たに開発したエレクトライド触媒を用いて、既存の製法であるハーバー・ボッシュ
法と比較して低温低圧でアンモニア合成を行うプロセスを実用化し、アンモニアのサプライチェーンに
イノベーションを起こすことを目標としている。既存法との比較は下表の通り。

[出所：つばめ BHB Web サイト]



2

味の素はグルタミン酸を始めとするアミノ酸等の発酵素材の生産において多くのアンモニアを利用して
いる。加えて、味の素以外の潜在ユーザーにとっても、つばめ BHB 社が目指すオンサイトアンモニア
生産システムの実用化は、アンモニアの安定調達と同サプライチェーンにおける CO2 排出量の削減に
貢献することが期待される。

400～500℃、100～300 気圧。
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研究開発の対象であるオンサイトアンモニア合成は 3 つの要素により環境改善効果をもたらすと考えら
れる。①低温低圧条件によるアンモニア合成、②小規模分散による輸送負担の減少、③原料水素の調達
及びアンモニア生産への再エネ利用である。①はアンモニアの生産に占めるエネルギーの抑制、②は地
産地消による流通に係るエネルギーの削減、③は再生可能エネルギー由来のグリーン水素を原料とし、
且つアンモニア生産にも再生可能エネルギーを利用することでグリーンアンモニアの供給を実現しよう
とするものである。



本対象事業は Phase1 味の素グループでの実証機導入、Phase2 他社での実証機導入、Phase3 グリーン
アンモニア生産の実現の 3 つのフェーズからなる。Phase1 と 2 においては要素①と②による環境改善
効果が見込まれる。Phase3 では③まで含めたものとなる。Phase3 まで実現出来れば、アンモニアの利
用に際してカーボンフリーを実現出来ることとなる。



本事業は研究開発であり実施段階ごとの影響が想定されるが、危険物であるアンモニアの取り扱いに関
しては、生産・保管の双方において安全管理が重要である。味の素はアンモニアを原材料として利用し
てきており、使用経験はある。また、地産地消を旨とするオンサイト生産では、保管に係るリスクは減
少すると考えられる。想定されるネガティブな影響については実用化の過程で必要な検証がなされる予
定である。



アンモニアはカーボンニュートラル社会の構築において新たな用途が検討されている。グリーンアンモ
ニアを燃料として利用するものである。味の素やつばめ BHB 社は新たなアンモニア生産のあり方が広
がっていった先にそのような用途はあり得るとしているが、本件の目標は先に示した通り、人々の生活
を支えているアンモニアのサステナブルな供給を目指したものである。



省エネルギー、再生可能エネルギーとして明確な環境改善効果が見込めると判断した。

ソーシャルカテゴリー︓必要不可⽋なサービスへのアクセス（健康）・⾷の安全
対象事業３︓ニュアルトラ社（アイルランド）の株式取得


高エネルギー・高たんぱく医療食品を開発し、英国とアイルランドで販売しているニュアルトラ社（ア
イルランド）の株式取得資金。



味の素グループは 2020 年 12 月に同社を米・味の素キャンブルックを通じて株式を取得した。2012 年
に設立されたニュアルトラ社は、疾患による食事制限を受けていたり加齢により栄養欠損に陥っている
高齢者向けに、高エネルギー・高たんぱく医療食品の一種であるオーラルニュートリションサプリメン
ト3 （ONS）製品を開発し、英国とアイルランドで販売している。ニュアルトラ社が開発した ONS 製
品は、患者の QOL（Quality of life）向上のために多種多様な味、形態、テクスチャーを持つ。ミルク
シェイクタイプや半固形タイプ、ジュースタイプなど様々である。



欧州では 1,000 億円を超える ONS 市場が存在しており、継続的な成長が見込まれている。このことは
ONS 製品に対してニーズが存在し、増加していることを示している。味の素グループはアミノ酸及びア
ミノ酸をベースとした製品・サービスを多様な領域の顧客にグローバルに提供するヘルスケア領域の事
業を行っている。アミノ酸の栄養機能、生理機能、旨味機能を活かし、生活者の QOL 向上や快適な生活
をサポートしている。ASV4経営を掲げ、事業を通じた社会価値と経済価値の共創を目指すなか、
「10 億
人の健康寿命の延伸」と「環境負荷の 50%削減」を課題と掲げている。本対象事業は前者の課題認識に
通じるものである。過剰な塩分摂取による高血圧や心疾患のリスク、高齢者の栄養不足による虚弱化等
の経口課題が世界中で増大していると認識しており、これを解決する取組みの一つとして本対象事業に
取り組む。

3Oral Nutrition Supplementation 「経口的栄養補助」
。食事に加えて追加的に摂取することで、不足する栄養を補おう
とするもの。
4 Ajinomoto Group Shared Value 社会価値と経済価値の共創を目指す考え方
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高齢化の進展は社会的課題の一つである。高齢者人口の割合の増加及びそれに伴う様々な問題は日本固
有の問題ではない。日本は世界でも最も総人口に占める 65 歳以上人口の割合が高い国として認識され
ているが、下図の通り高齢者人口の割合の増加は世界的な問題として現れている。

[出所：総務省統計局

Web ページ]



先進国における高齢者人口の割合及び見通しの増加は顕著である。世界全体においても増加が見込まれ
ていることがわかる。加えて、高齢者の増加とともに、食生活やライフスタイルの変化から高血圧を始
めとする疾患の増加も課題となっている。同時にこれらの社会的な課題は社会福祉の継続性という課題
へつながるものである。味の素の課題認識は社会的課題であるといえる。



本対象事業を通じて味の素はニュアルトラ社の現在の市場である英国・アイルランドにて継続的な事業
を行うことだけが目的ではなく、味の素が持つ技術や素材の活用を検討して、製品価値の更なる向上を
図り、また英国・アイルランド以外の国への展開を通じて、ONS 製品を必要とする人々に対して供給し
QOL 向上へ貢献するとしており、社会的成果が見込めるものである。



本対象事業によるネガティブインパクトは想定されないが、Food For Medical Purpose（FSMP、特別
医療目的用食品）や健康保険還付などの制度が活用されている事業であることから、制度変更はリスク
となり得る。現時点では医療保険制度の見直しや、製品への還付が廃止になるといった動きはないもの
の、継続的に注意は必要となる。



ニュアルトラ社への出資は、高齢者及び疾患を抱える人々の QOL 向上に資するものであり、ポジティ
ブな社会的成果が見込めると判断した。SBP2021 に例示される事業区分は「高齢者及び栄養補助が必要
な疾患を抱える人々」を対象とした「必要不可欠なサービスへのアクセス（健康）
・食の安全」に該当す
る。
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＜SDGs への貢献＞
SDGs ⽬標

施策

3.4︓ 2030 年までに、⾮感染性疾患による若年死亡率
を、予防や治療を通じて３分の１減少させ、精神保健及
び福祉を促進する



ニュアルトラ社（アイルランド）の株
式取得を通じて、ONS製品の更なる
開発や、当社の技術を応⽤した、ONS
製品の課題（味、バラエティ等）を解
決し、ユーザーのQOL向上に貢献する

7.2︓2030年までに、世界のエネルギーミックスにおけ
る再⽣可能エネルギーの割合を⼤幅に拡⼤させる
7.3︓2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善
率を倍増させる
7.a︓2030年までに、再⽣可能エネルギー、エネルギー
効率及び先進的かつ環境負荷の低い化⽯燃料技術など
のクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを
促進するための国際協⼒を強化し、エネルギー関連イン
フラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する
13.1︓全ての国々において、気候関連災害や⾃然災害に
対する強靱性（レジリエンス）及び適応の能⼒を強化す
る



バイオマス燃料活⽤のための設備設
置（バイオマス発電設備）
アンモニアオンサイト⽣産技術研究
開発への投資

17.7︓開発途上国に対し、譲許的・特恵的条件などの相
互に合意した有利な条件の下で、環境に配慮した技術の
開発、移転、普及及び拡散を促進する
17.16︓全ての国々、特に開発途上国での持続可能な開
発⽬標の達成を⽀援すべく、知識、専⾨的知⾒、技術及
び資⾦源を動員、共有するマルチステークホルダー・パ
ートナーシップによって補完しつつ、持続可能な開発の
ためのグローバル・パートナーシップを強化する
17.17︓さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略
を基にした、効果的な公的、官⺠、市⺠社会のパートナ
ーシップを奨励・推進する











バイオマス燃料活⽤のための設備設
置（バイオマス発電設備）
アンモニアオンサイト⽣産技術研究
開発への投資

ニュアルトラ社（アイルランド）の株
式取得を通じて、ONS製品の更なる
開発や、当社の技術を応⽤した、ONS
製品の課題（味、バラエティ等）を解
決し、ユーザーのQOL向上に貢献する
バイオマス燃料活⽤のための設備設
置（バイオマス発電設備）
アンモニアオンサイト⽣産技術研究
開発への投資

[出所：味の素 サステナビリティファイナンスフレームワークより]

調達資金はタイ味の素社がタイ北部に所有するカンペンペット工場のバイオマスコジェネレーション設備
の導入、アンモニアのオンサイト生産技術の研究・開発を進めるつばめ BHB 社とアイルランドのサプリメ
ント会社であるニュアルトラ社に対する出資に充てられる。タイのバイオマスコジェネレーション設備は、
蒸気の発生と同時に発電を行う省エネ性の高い設備であり、かつ、地域で排出された籾殻を燃料とする再生
可能エネルギー製造設備でもある。既存のオイルボイラーとの置き換えと再生可能エネルギーを用いた自家
発電により CO2 削減効果が期待できる。ネガティブなインパクトとして籾殻の高熱燃焼に伴う残灰の発が
ん性物質が指摘されるが、タイの国内基準値以下であるほか、自発的な安全対策がとられることで健康被害
のリスクは抑えられる。つばめ BHB 社への出資は、低温低圧のオンサイトアンモニア生産の実現により、
生産・輸送の両面から省エネルギー化を目指すものであり、更に原料水素の調達及びアンモニア生産に再生
可能エネルギーを利用することが出来るようになれば、人々の生活にとって欠かせない物質であるアンモニ
アのサプライチェーンにおいてより多くの CO2 削減効果が期待できる。発酵原料として重要なアンモニア
の自製化に取り組むと同時に、つばめ BHB 社を通じて幅広い用途をもつアンモニアのオンサイト生産シス
テムの社会実装を志向している。ニュアルトラ社への出資は栄養補助を必要とする高齢者や疾患を有する
人々に対して ONS 製品を提供することにより、QOL（Quality of life）向上へ貢献することが期待できる。
アミノ酸に対する技術を活用し、さらなる製品価値の向上を進めるともに、市場を拡大しより多くの人々へ
の提供を可能とする取組みである。出資による直接的なネガティブインパクトは想定されない。
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2. プロジェクトの評価と選定のプロセス
(1) 包括的な⽬標、戦略等への組み込み


味の素グループは、事業を通じて社会価値と経済価値を共創する取り組みにより成長してきた。この取
り組みを Ajinomoto Group Shared Value (ASV) と称し、経営の基本方針としている。



2030 年に「食と健康の課題解決企業」に生まれ変わることを目指して経営資源を集中し、地球環境の負
荷削減・再生に貢献しながら人々の暮らしを健康でより豊かにすることで企業価値向上を図っている。
環境面においては、地域・地球との共生を目指して「気候変動への適応とその緩和」、「資源循環型社会
の実現」、
「サステナブル調達の実現」に重点的に取り組む。2030 年までのアウトカムに、
「10 億人の健
康寿命の延伸」と「環境負荷 50%削減」の実現を宣言、これに向けて中期経営計画の目標やロードマッ
プの中で具体的な KPI を示している。

[出所：味の素グループ統合報告書 2021]
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気候変動、食資源の持続可能性の確保、生物多様性の保全といった「環境負荷削減」によってはじめて
「健康寿命の延伸」に向けた取り組みを持続的に実現できるとの考えから、2020-2025 中期経営計画に
おいて気候変動対応、プラスチック廃棄物削減、フードロス低減の 3 つに重点的に取り組んでいる。



気候変動対策における温室効果ガスの削減目標については、2020 年 4 月に SBT (Science Based Targets)
イニシアチブ5より 1.5℃目標に合致したものとして認定を取得している。スコープ 1＋2 の目標は 2030
年度までに温室効果ガス排出量を 2018 年度基準で 50％削減、スコープ 3 は 2030 年度までに温室効果
ガス排出量を同 24％削減とするもの。今般の投資対象であるタイのバイオマスコジェネレーション及び
つばめ BHB 社のアンモニアのオンサイト生産技術の研究による温室効果ガス削減は、これらの目標に
貢献していくものである。



社会面では創業以来 100 年以上にわたって続けてきたアミノ酸の研究の強みを背景に、アミノ酸関連技
術を使って過剰な塩分接種やたんぱく質等の必須栄養素不足といった栄養に関する世界的な課題の解決
に貢献する。
「おいしく、便利で簡単に入手でき、地域の食習慣や嗜好を尊重した栄養価値の高い食品が
あるからこそ、生活者は栄養バランスの良い食事を長期にわたって継続できる」という考えのもと、妥
協のない「食」の提供に勤しむ。
「2030 年までに 10 億人の健康寿命の延伸」に向けて、栄養改善での道
筋とその KPI を示すコミットメントを下図の通り策定している。



今般の投資対象となっているニュアルトラ社への出資は、これらの目標達成に貢献していくものである。

[出所：味の素グループ統合報告書 2021]



5

味の素グループは事前に投資家に、環境面及び社会面での目標について、サステナビリティファイナン
スフレームワークをはじめ、その他統合報告書等の中で説明している。

企業の GHG 削減⽬標が科学的な根拠と整合したものであることを認定する国際的なイニシアチブ。
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(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準


当サステナビリティファイナンスは経営理念やグループビジョンの実現、中期経営計画フェーズ 2
（2023-2025 年度）
、2030 年にむけた 2 つの目標（「環境負荷 50%削減」と「10 億人の健康寿命を延伸」）
の達成を目的とした資金調達として位置付けられる。各目標に対する取り組みは、国連の提唱する「持
続可能な開発目標（SDGs）」
、日本政府の SDGs 実施指針等に合致するものである。



各取り組みは、ESG・サステナビリティのマネジメントにおいて、「味の素グループポリシー（AGP）」
や関連社内規程に基づき、ISO9001、ISO14001 等を骨格とするマネジメントシステムに則り、プロセ
スの適正化を確保しながら運用されている。



グローバル財務部によるプロジェクトの選定基準は、上記を満たす取り組みのうち、味の素グループと
して①対外的に特に説明していきたいもの、②健康栄養面と環境面にそれぞれ紐づくもの、③金額的に
大きいものとされた。

(3) プロジェクトの評価・選定の判断を⾏う際のプロセス


グローバル財務部が各責任部門と適格性について協議の上、評価・選定を実施する。適格性基準に沿っ
ているか検討されたプロジェクトについて、財務担当の執行役が味の素グループの理念及びグループビ
ジョンとの整合性を踏まえ、統合的に分析・検討をした上で最終決定を行う。選定結果は経営会議で報
告された。



責任部門は各事業部門のほか、取締役会の下部組織のサステナビリティ諮問会議の答申を受けて業務執
行の責任主体として機能するサステナビリティ委員会や、業務運営組織であるサステナビリティ推進部
などが含まれる。ガバナンスに則りかつ専門性を加味したプロセスがとられている。

■サステナビリティ体制

[出所：味の素グループ 統合報告書 2021]

適格事業はいずれも味の素グループが推進するサステナビリティ方針と整合しており、これに紐づけられ
たファイナンスは経営ビジョンの実現や SDGs の達成を目的とした資金調達として位置付けられる。プロジ
ェクトの評価・選定においては、国内外で広く活用されている認証など比較可能な判断基準を参照しており、
いずれにおいても妥当な水準の環境改善効果が担保されている。全プロジェクトにつき環境・社会の観点か
ら横断的な検証を実施しリスク低減を図っている。プロジェクトの評価・選定は妥当な内部プロセスを経て
いる。
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3. 調達資⾦の管理


調達資金は、グローバル財務部が社内の会計システムなどを通じて各プロジェクトの支出を管理し、充
当額と未充当額を追跡管理する。



ニュアルトラ社及びつばめ BHB 社は実行済みの出資に対する充当であるため、当サステナビリティファ
イナンスの資金調達後、即実行される。タイ味の素社のバイオマスコジェネレーション設備は、2020 年
から 2022 年の 3 年間に渡って発生する設備投資に充当される予定。タイ味の素社が当設備に対して支
出したものについて情報が連携され、グローバル財務部が資金を充当する。味の素グループの設備投資
管理部門による確認もなされる。



未充当資金は現金または現金同等物として管理される。



充当状況等について重大な変更等があった場合は適時開示される。

調達資金の管理はグローバル財務部が行う。各プロジェクトの支出を管理し、充当額と未充当額を追跡管
理する。未充当資金は現金または現金同等物として管理する。調達資金の管理は妥当である。

4. レポーティング
(1) 開⽰の概要


レポーティングの概要は以下の通り。

資⾦充当状況
環境改善効果・社会的成果



開⽰事項

開⽰タイミング

開⽰⽅法

・充当⾦額
・未充当⾦の残⾼
・調達資⾦のうちリファイナンスに充当された部分の概算⾦額
（または割合）

サステナビリテ
ィファイナンス
実⾏から償還さ
れるまでの間、年
に⼀回

味の素のウェブ
サイト

同上

同上

各プロジェクト毎に
・アウトプット（プロジェクトの進捗・結果）
・アウトカム（課題解決に伴う効果）
・インパクト（アウトカムから発現する効果）
（次項「インパクトレポーティング」参照。

資金充当状況についてはプロジェクト単位で開示する。

11/13

セカンドオピニオン

(2) 環境改善効果・社会的成果に係る指標、算定⽅法等


以下の内容が開示される予定。

■インパクトレポーティング
インパクトレポーティング
対象プロジェクト

ニュアルトラ社（アイ
ルランド）の株式取得

タイ味の素社カンペ
ンペット⼯場におけ
るバイオマスコジェ
ネレーション設備導
⼊

つばめ BHB 社への出
資（アンモニアオンサ
イト⽣産技術研究開
発）

アウトプット
（プロジェクトの進捗・結
果）

アウトカム
（課題解決に伴う効果）

・味の素グループとのシナジ ・発売された ONS 製品の数
ー （市場拡⼤、販路、開発
を進めている ONS 製品の数、
等）

インパクト
（アウトカムから発現する
効果）
・⾼齢者の健康をサポート
及び QOL の向上
・ONS 製品の味の向上、バラ
エティーの拡充

気候変動緩和に資する温室
効果ガス排出量抑制
【FY25: 30%削減（対
FY18）】
【 FY30: 50% 削 減 （ 対
FY18）】（スコープ１、２総
量）
気候変動緩和に資する温室
・オンサイトアンモニア⽣産 ・温室効果ガス削減率
の実⽤化（1.味の素グループ （ TCFD に 対 応 し た 情 報 開 効果ガス排出量抑制
【FY25: 30%削減（対
での実証機の導⼊、2.他社で ⽰）
FY18）】
の実証機導⼊、3.グリーンア
【 FY30: 50% 削 減 （ 対
ンモニア⽣産の実現）
FY18）】（スコープ１、２総
量）
[出所：味の素サステナビリティファイナンスフレームワークより]
・バイオマスボイラー・コジ
ェネレーションの導⼊

・購⼊電⼒（⾮再エネ）、燃
料オイル削減を通じた温室
効果ガス削減率
（TCFD に対応した情報開
⽰）
（計画︓▲46%）

味の素は償還までの間、資金充当状況及び環境改善効果・社会的成果についてレポーティングする。資金
充当完了後については、事業計画及び実績の開示を通じて環境改善効果等について報告する予定。資金の充
当計画に大きな変更が生じた場合や、充当後に充当状況に大きな変化が生じた場合は、速やかに開示する。
開示頻度・内容ともに適切である。

以
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【留意事項】
セカンドオピニオンは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付業以
外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認
されることを防止するための措置が法令上要請されています。
セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間
団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合
性以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表
明するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、
成果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またそ
のように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨する
ものでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを
行うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。
投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。
R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への
適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。
R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら
の情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損
害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むもの
とします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を
負わないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰
属します。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳
及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。
セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。
【専門性・第三者性】
R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリ
ーンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。
R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。
R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。
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サステナビリティボンド／サステナビリティボンド・プログラム
独立した外部レビューフォーム

セクション 1.

基本情報

発行体名：味の素株式会社
サステナビリティボンドの ISIN 又は 発行体のサステナビリティボンド発行に関するフレームワー
ク名（該当する場合）：味の素株式会社サステナビリティファイナンスフレームワーク
独立した外部レビュー実施者名：格付投資情報センター
本フォーム記入完了日：2021 年 9 月 28 日
レビュー発表日：2021 年 9 月 28 日

セクション 2.

レビュー概要

レビュー範囲
必要に応じて、レビューの範囲を要約するために以下の項目を利用又は採用する。

本レビューでは、以下の要素を評価し、グリーンボンド原則（以下、GBP）・ソーシャルボンド原則
（以下、SBP）との整合性を確認した：
☒
☒

☒

調達資金の使途
調達資金の管理

☒

プロジェクトの評価と選定のプロセス
レポーティング

独立した外部レビュー実施者の役割
☒

セカンドオピニオン

☐

認証

☐

検証

☐

スコアリング/レーティング（格付け）

☐

その他（ご記入ください）：

注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。
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レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク

（該当する場合）
＜セカンドオピニオン＞
フレームワークがグリーンボンド原則 2021、ソーシャルボンド原則 2021、サステナビリティボ
ンド・ガイドライン 2021、及び環境省グリーンボンドガイドライン 2020 年版に適合しているこ
とを確認した。
詳細はリポート本文を参照。

セクション 3.

レビュー詳細

レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。

1. 調達資金の使途
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
セカンドオピニオン「１．調達資金の使途」の本文を参照。

GBP による調達資金の使途カテゴリ：
☒

再生可能エネルギー

☒

エネルギー効率

☐

汚染防止および管理

☐

生物自然資源および土地利用に係る環
境持続型管理

☐

陸上および水生生物の多様性の保全

☐

クリーン輸送

☐

持続可能な水資源および廃水管理

☐

気候変動への適応

☐

高環境効率商品、環境適応商品、環境に
配慮した生産技術およびプロセス

☐

グリーンビルディング（環境配慮型ビ
ル）

☐

発行時には知られていなかったが現在
GBP カテゴリへの適合が予想されてい
る、又は、GBP でまだ規定されていない
その他の適格分野

☐

その他（ご記入ください）：

GBP の事業区分に当てはまらない場合で、環境に関する分類がある場合は、ご記入ください：
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SBP による調達資金の使途カテゴリ：
☐

手ごろな価格の基本的インフラ設備

☒

必要不可欠なサービスへのアクセス

☐

手ごろな価格の住宅

☐

中小企業向け資金供給及びマイクロフ
ァイナンスによる潜在的効果を通じた
雇用創出

☒

食糧の安全保障

☐

社会経済的向上とエンパワーメント

☐

発行時には知られていなかったが現在 SBP
カテゴリへの適合が予想されている、又
は、SBP でまだ規定されていないその他の
適格分野

☐

その他（ご記入ください）:

SBP の事業区分に当てはまらない場合で、社会に関する分類がある場合は、ご記入ください:

対象とする人々：
☐

貧困ライン以下で暮らしている人々

☐

☐

障がいのある人々

☐

☐

十分な教育を受けていない人々

☐

☐

失業者

☐

十分な行政サービスを受けられない
人々
女性および／または性的少数派の人々

☒

高齢者および脆弱な立場にある若者

☐

自然災害の罹災者を含む弱者グループ

☒

その他（ご記入ください）: セカンドオピ
ニオン「１．調達資金の使途」の本文を参
照。

排除され、あるいは社会から取り残さ
れている人々、あるいはコミュニティ
移民や難民

2. プロジェクトの評価と選定のプロセス
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
セカンドオピニオン「２．プロジェクトの評価と選定のプロセス」の本文を参照。

評価と選定
☒

十分な発行体の環境・社会面での目標
がある

☒

☒

サステナビリティボンドの適格プロジ
ェクトを定義した透明性の高いクライ
テリアがある
プロジェクトの評価と選定のためのク
ライテリアの概要が、公表される

☒

☒

☐
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文書化されたプロセスにより、定義された
事業区分にプロジェクトが適合すると判断
される
文書化されたプロセスにより、プロジェク
トに関連する潜在的な ESG リスクは特定・
管理される
その他（ご記入ください）：

責任およびアカウンタビリティに関する情報
☐
☐

外部機関の助言または検証を受けた評
価／選定基準である
その他（ご記入ください）：

☒

組織内で定められた評価基準である

3. 調達資金の管理
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
セカンドオピニオン「３．調達資金の管理」の本文を参照。

調達資金の追跡管理：
☒
☒

サステナビリティボンドの調達資金は、発行体により適切な方法で分別又は追跡管理さ
れる
未充当資金について、想定される一時的な運用方法の種類が開示される

☐

その他（明記ください）：

追加的な開示：
☐

将来の投資にのみ充当

☒

既存および将来の投資に充当

☒

個別単位の支出に充当

☐

ポートフォリオ単位の支出に充当

☐

未充当資金のポートフォリオを開示す
る

☐

その他（ご記入ください）：
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4. レポーティング
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：
セカンドオピニオン「４．レポーティング」の本文を参照。

調達資金の使途に関するレポーティング：
☒

プロジェクト単位

☐

プロジェクトポートフォリオ単位

☐

個別債券単位

☐

その他（明記ください）：

☐

投資総額に占めるサステナビリティボンド
による調達額の割合

☐

半年に一度

レポーティングされる情報：
☒ 充当した資金の額
☒ その他（明記ください）： セカン
ドオピニオン「４．レポーティング」
の本文を参照。

頻度：
☒ 年次
☐ その他（明記ください）：

環境・社会改善効果に関するレポーティング：
☒

プロジェクト単位

☐

プロジェクトポートフォリオ単位

☐

個別債券単位

☐

その他（明記ください）：

☐

半年に一度

頻度：
☒ 年次
☐ その他（明記ください）：

レポーティングされる情報（計画又は実績）：
☒ 温室効果ガス排出量／削減量

☐

エネルギー削減量

☐ 水使用量の減少

☐

受益者の数：

☐ 対象とする人々

☒

その他 ESG 指標（明記ください）： セカン
ドオピニオン「４．レポーティング」の本文
を参照。

開示方法
☐

財務報告書に掲載

☐

サステナビリティ報告書に掲載

☐

臨時に発行される文書に掲載

☒

その他（明記ください）： ウェブサイト
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☐

レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビュー
の対象であるか明記してください）：

該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してくださ
い。

有益なリンク （例えば、 レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。）
セカンドオピニオン 評価の考え方
https://www.r-i.co.jp/rating/products/esg/index.html

該当する場合は、利用可能なその他外部レビューをご記入ください
実施されるレビューの種類：
☐

セカンドオピニオン

☐

認証

☐

検証

☐

スコアリング/レーティング（格付け）

☐

その他（ご記入ください）：

レビュー実施者：

発表日：
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GBP で定義された独立した外部レビュー機関の役割について
(i)

セカンドオピニオン：発行体の支配下にない環境・社会面の専門性を有する機関がセカン
ドオピニオンを提供する。オピニオンの提供者は発行体のサステナビリティボンド・フレ
ームワーク構築のためのアドバイザーから独立しているべきである。そうでなければ情報
隔壁を設けるなど、セカンドオピニオンの独立性を確保するための措置をとることにな
る。オピニオンは通常はGBP・SBPへの適合性評価を基本とする。特に持続可能性に関する
包括的な目標、戦略、方針、プロセスの評価と、調達資金を充当するプロジェクトの種類
に応じた環境・社会面の特徴に対する評価を含むことができる。

(ii)

検証：発行体は、事業プロセスやサステナビリティ基準などに関連づけて設定する基準に
対して独立した検証を受けることができる。検証は、内部基準や外部基準あるいは発行体
が作成した要求との適合性に焦点を当てるものになる。また原資産の環境・社会面での持
続可能性に係る特徴についての評価を検証と称し、外部クライテリアを参照することがあ
る。さらにサステナビリティボンドで調達される資金の内部追跡管理方法とその資金の充
当状況、環境面での影響、GBP・SBPのレポーティングとの適合性に関する保証や証明も検
証と呼ぶことがある。

(iii)

認証：発行体は、サステナビリティボンドやそれに関連するサステナビリティボンド・フ
レームワーク、または調達資金の使途について、一般に認知されているサステナビリティ
基準やサステナビリティラベルへの適合性に係る認証を受けることができる。サステナビ
リティ基準やサステナビリティラベルは具体的なクライテリアを定義したもので、通常は
認証クライテリアとの適合性を、検証などの手法を用いて、資格認定された第三者機関が
確認する。

(iv)

スコアリング/レーティング（格付け）：発行体は、サステナビリティボンド、それに関連
するサステナビリティボンド・フレームワーク、調達資金の使途などの特徴について、専
門的な調査機関や格付機関の資格を有する第三者機関から、それぞれの機関が確立した評
価手法に基づく査定や評価を受けることができる。評価結果には、環境・社会面のパフォ
ーマンスデータ、GBP・SBPに関連するプロセス、2℃目標のようなベンチマークなどに焦点
を当てたものが含まれることがある。このようなスコアリングや格付は、信用格付（たと
えその中に重要なサステナビリティ面のリスクが反映されているとしても）とはまったく
異なったものである。
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