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<IR> networks
worldwide now have
over 750 participants
  
Businesses find <IR> networks help them
implement Integrated Reporting by giving
them important insights, the ability to test
ideas and learn from peers. At its roots
<IR> is market-led, responding to the
needs of businesses to improve the way
they communicate their value creation
story. Therefore, businesses find that
collaborating and sharing experiences is
the best way to get the most out of their
move towards <IR>.

As a result <IR> networks are growing,
with more opportunities for organizations
to collaborate with national and industry
peers as well as international businesses,
to explore how to evolve their integrated
thinking and reporting practices.

<IR> networks are instrumental
in increasing the pace and scale of <IR>
adoption with the number of participants
now at over 750. The IIRC is collaborating
with many organizations around the world
to run these networks, including stock
exchanges, institutes, businesses and
industry associations. For example, the
Confederation of Indian Industry and the
Brazilian Development Bank are leading
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統合報告ネットワークには、
現在、世界中から750 を超
えるメンバーが参加している
企業は、統合報告ネットワークが重要な洞察や、アイデア
を試す力を提供し、メンバー企業からの学びを得られる場
であり、統合報告の実務に役立つと認識している。「統合報
告」は、市場主導型である。企業が自社の価値創造ストー
リーを伝える方法を改善したいというニーズに応える。その
ため、企業は、共同作業や経験の共有が、最良の方法であ
ると認識している。

その結果、統合報告ネットワークは拡大している。企業が、
同じ国や同じ業界だけでなく、国際的な企業と協業できる
機会が増えており、統合思考と統合報告の実務を進化する
方法を模索している。

統合報告ネットワークは、現在 750 以上ものメンバーで
構成されており、「統合報告」の導入の速度と規模の拡大
の原動力となっている。IIRC は、証券取引所、研究機
関、企業、業界団体を含む世界中の組織と協力し、この
ネットワークを運営している。例えば、Confederation 
of Indian Industry（インド工業連盟）と Brazilian 
Development Bank は、それぞれの地域で業界をリー
ドする幅広いネットワークを持っている。そして IIRC は、
新たな聴衆に「統合報告」の良さを届けるため、このモデ
ルをグローバル展開することに注力している。

このニューズレターは、統合報告ネットワークの最新ニュー
スの一部を提供している。

統合思考、実験的調査 : 
SAICA は 

南アフリカが経験した、
「統合報告」の実行が 

いかに統合思考に 
影響を及ぼすかを 

共有する新しい研究を
公表した。この研究に

よると、86% の 
非執行取締役が、 

統合思考は役員会に 
おける意思決定を 
改善していると 

考えている。

保険および再保険業界
における価値創造

統合思考および 
「統合報告」を通じて、 

保険や再保険企業が 
ステークホルダー 

のために 
どのように価値創造 

するかについて、 
統合報告 

インシュアランスネット
ワークが 

簡潔かつ実用的な 
見解を発表した。

https://www.saica.co.za/Portals/0/Technical/Sustainability/SAICAIntegratedThinkingLandscape.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/Business-Case-IR-Insurance-Industry-Network-2015.pdf
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統合報告アカデミック 
ネットワーク
IIRC は、学者間や、学者とその他の人たち（例えば、報告
組織、財務資本の提供者や政策立案者のような人々）の間
で、共同研究や情報共有が容易できるよう、統合報告アカ
デミックネットワークを立ち上げようとしている。このネット
ワークは、IIRC が新しい学術的思考に乗り遅れないように
するうえでも、重要な役割を果たす。私たちはこの活動の
範囲を拡大するために、既存のアカデミックネットワークと
の協力を模索する。

IIRC の Technical Director – フレームワーク開発者で
ある Michael Nugent 氏は以下のように述べた。

「私たちは、『統合報告』の実践やフレームワークの特定の
課題に関する学術的な研究において、ますます重要な役割
を果たしていきます。学者の知見は、『統合報告』が継続的
に発展する上で非常に重要です。このネットワークが、企
業報告の学術コミュニティ、IIRC、その他の組織との間に、
より良い、より効率的な情報をもたらすと私たちは信じてい
ます。」

本ネットワークの立ち上げにご興味・ご関心のある方は、 
このフォームにてお知らせください。

統合報告を強化する :  
内部監査の価値に 

関する提案 : 
The Institute of 

Internal Auditors 
（内部監査人協会）の 

会員たちは、 
内部監査人が 

なぜ、どのように 
効率的な統合報告の 

プロセスを築き、 
保証のニーズを 

満たすか 
を明らかにした。

公的セクターパイオニア 
ネットワークは前進する
2015 年 3 月 24-25 日に、パイオニアネットワークの初の
オンラインセミナーが開催され、公的機関による「統合報告」
がスタートした。そこでは、「統合報告」への旅（チャレンジ）
をスタートするための実用的なステップが提供された。そ
して、公的セクターと民間セクターの違いを反映した手引き
や解釈が載っているフレームワークの要素についての議論
が始まった。

「統合報告」の知見と経験を有する方々が、DBS 

The Prince's 
Accounting for 
Sustainability 

Project（A4S）の 
もとにある 

CFO Leadership  
Network が 
四つの指針を 

発表した。 
それらの指針は 

財務や会計団体が 
サステナビリティを 
業務プロセスおよび 

意思決定に 
統合する際の 

現実的な 
問題点に対処する 
ためのものである。

役員のための 
統合報告ガイド

Deloitte は 
役員のための 

http://www.accountingforsustainability.org/cfos/network-of-chief-financial-officers/guides
http://auditoresinternos.es/uploads/media_items/integrated-reporting.original.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/M69VSGR
http://www.iasplus.com/en/publications/uk/other/directors-guide-to-integrated-reporting
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Bank の Mikkel Larsen 氏、Rosatom の Sergey 
Golovachev 氏、New Zealand Post の Dawn 
Baggaley 氏とともに、このオンラインセミナーをリードし
た。彼らは皆、「統合報告」に関する素晴らしい知見と、彼
らが経験を通じて得られた恩恵と機会（成果）を提供した。

オンラインセミナーには、公的セクターから 50 人以上が
参加し、「統合報告」に関する理解を深め、「統合報告」に
挑戦する意欲に満ちていた。

「アニュアルレポートは、ステークホルダーとのコミュニケー
ションツールとして最適です。統合的な手法で重要な情報
を開示することにより、企業は、自社がオープンであり透
明であることを多いに示すことができます。私は、公的セ
クターにおいても統合報告が求められていると思っていま
す。公的機関にとっては、効率性と主要なステークホルダー
である納税者への説明責任が重要な課題であり、『統合報
告』を通じてこれらの課題への対応を検討することができ
ます。」と、Rosatom の Sergey Golovachev 氏は述
べた。

「私は、公的機関が統合報告のパイオニアになりうる理由
が多くあると考えています。彼らのミッションステートメン
トが狭義の『アウトプット』ではなく『（社会への）アウトカム』
に焦点を当てていること、このミッションステートメント
によって公的機関がリソースの活用と価値創造との関連に
ついて何とかしてよりよい測定と説明を行おうとすること、
G20が公的機関にますます注目し権限委譲を進めているこ
と、自主研究の必要性が増しており、公的機関の存在意義
がその一部を担うためでもあることが挙げられます。」と、
DBS Bank の Mikkel Larsen 氏は話している。

「我々は、170 年の歴史を有し大きな変化を経験してきた
組織です。長い歴史を通じて作り上げてきたさまざまな価
値や資本を『統合報告』を通じて伝え、管理しています。

『統合報告』は、よりよいコミュニケーションと管理をもた
らしました。6 つの資本というレンズを通じて私たちの事
業を見ることにより、サイロが除去され、事業間の相互関
係が明確になりました。また、事業上の重要課題に対して
鋭敏になり、戦略の実現力を強化しています。」と、New 

統合報告に関する 
ガイドブックを公表した。

「統合報告」を 
推進する人々や、 

「統合報告」とは何か、 
企業が実際にうけた 
恩恵などについて 

書かれている。
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Zealand Post の Dawn Baggaley 氏は述べた。

World Bank（世界銀行）や United Nations 
Development Programme（国連開発計画）が参加し
ているパイオニアネットワークの次のステップは、例えば価
値創造や重要性などの領域に焦点を当てることである。

公的セクターにおける「統合報告」に対する関心が世界的
に高まっている。第 22 回 East and South African 
Accountants General Conference（東南アフリカ会
計士総会）において、800 人もの参加者が公共財政管理
に関心を寄せた。IIRC の Board Member である Ian 
Ball 氏は、World Bank（世界銀行）と共に「統合報告」
に関するプレゼンテーションを行い、「統合報告」がどのよ
うにガバナンス、説明責任、透明性の向上に役立つか、また、
いかに公的機関の効率と成果を高めることができるかを説
明した。

パイオニアネットワークの参加者は、2015 年 5 月 27 日
にロンドンで開催予定の初の会合で顔を合わせる。

ネットワークの活動の詳細を知りたい方は、 
grant.patterson@theiirc.org へご連絡ください。

統合報告テクノロジー 
イニシアティブ開幕
2015 年 3 月18 日にロンドンで開催された第 1回統合
報告テクノロジーイニシアティブの会合で、ネットワークの
参加者たちは、 “Technology blueprint to support 
Integrated Reporting” を発行することを全会一致で決
定した。この Technology blueprint は、統合報告の作
成作業に対応する能力を向上させ、恊働し、効率的に行い
たい企業を想定利用者としている。2015 年の第 4 四半期
中の発行が期限になる。

統合報告テクノロジーイニシアティブは、Atos, Business 
Reporting Advisory Group, Credit 360, Deloitte, 
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EY, 富士通 , Indra, KPMG, PwC, S4SB, SAP, 
Tagetik が参加しており、12 の異なる専門分野で構成さ
れている。このグループには European Commission（欧
州委員会）の政策オブザーバーもいる。

ネットワークの参加者は、テクノロジーと次世代レポーティ
ングが交差する重要なトピックについて共同で研究を行い、
会合に備えた。会合では、研究発表と「統合報告」に関す
る最新ニュースについての聴聞会も行った。

統合報告テクノロジーイニシアティブは、独自の活動を行
う一方で、他のネットワークに対してサポートやガイダンス
を提供することも期待されている。他の統合報告ネットワー
クの参加者が問題解決に手助けが必要だと気づいたとき、
特に、イノベーションとテクノロジーの展開方法については、
テクノロジーイニシアティブの参加者と解決策を議論する機
会があるだろう。
 
Technology blueprint は、主に次の４つのトピックをカ
バーしている。次世代レポーティングにおける技術の活用
事例を作り上げること、このような要件に適した IT アーキ
テクチャを創出し展開すること、内部および外部のステー
クホルダーへの情報開示のマネジメント、こうした技術のた
めに実用的で多段階の採用プロセスを定義することである。
統合報告テクノロジーイニシアティブの次の会合は、2015
年 10 月にアメリカのニューヨークで行われる予定である。

ネットワーク参加に興味がある企業は 
techinitiative@theiirc.org までお問い合わせください。

統合報告バンキング 
ネットワークの議長  
Mikkel Larsen 氏が 
統合思考を掘り下げる
序論

「国際統合報告フレームワーク」によると、IIRC の長期的
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なビジョンは次のとおりである。「統合報告 (<IR>) が企業
報告の規範となり、統合思考が公的セクター及び民間セク
ターの主活動に組み込まれた世界が実現されることにあ
る。」

このビジョンは単なる「統合報告書」を作ることにとどまっ
ていない。その前提にあるのは、企業が統合報告書を作る
ためには「統合思考」を持っていなければならない。そうで
なければ長期にわたって創造する価値をはっきりさせること
ができないということである。

実際のところ、今まで多くの注目をあびているのは「統合報
告書」（制作物）である。組織は、統合思考を実現するた
めの手段として統合報告書を使ったり、あるいはたぶんもっ
と悪いことに全く統合思考を追求せずに報告書を作ったり
している。

そこで疑問になるのは、「『統合思考』とは何か」、「その利
点は何か、どうやって達成するのか」である。これらを考
えるときに役立つのはシステム思考とホロノミック思考であ
る。

なぜ統合思考なのか？
「統合報告フレームワーク」では、統合思考のコンセプトと
利点を以下のように明確に示している。「統合思考は、組織
内の様々な事業単位及び機能単位と、組織が利用し影響を
与える資本との間の関係について、組織が能動的に考える
ことである。統合思考は短、中、長期の価値創造を考慮した、
統合的な意思決定と行動につながる。」。

簡潔に言えば、企業は自社の活動が資源に対してどのよう
な影響を及ぼしているかが分からない場合、活動の成功可
能性も判断できないとフレームワークが指摘している。
 
理論上のシステム思考

「システム思考」（ST）はしばしばこのように定義されている。
「特定のパート、成果や出来事に対応することや、もしかす
ると予期せぬ結果を引き起こすかもしれないことよりも、『問
題』を一つのシステム全体の中のパーツと見なす問題解決
の手法である。」
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「統合報告バックグラウンドペーパー」の中で、IIRC は「統
合報告」の作成において ST が起こることを想像している。
事業部門がパフォーマンスを改善すると同時に全体の株主
価値を下げてしまうこともあり得ると一部の学者たちは考え
ているのである。それらしい裏付けがある。コンサルティン
グファームを考えてみよう。他の事業部門がどんな利益を
もたらすことができるかを理解しないまま、ある部門が一
生懸命顧客に戦略を売り込もうとする。結局目先のソリュー
ションにしか辿りつけず、顧客との長期的な関係が損なわ
れてしまう。

ホロノミック思考（HT）
「ホロノミックス：人と地球を大事にするビジネス」という
書籍の中で「ホロノミック思考」（HT）について、組織と個々
人を一体化して表現する考え方だと定義している。

これは、システム思考で使われている手段について強化で
きるところが二つあることを暗に意味している：

1. ホロノミック思考は、従業員がもっと基礎的なレベルで、
組織の価値創造プロセスをより深く、広く理解することを提
唱している。
2. システム思考は、周囲の環境が組織戦略に与える影響に
注目している。ホロノミック思考も組織の「アウトカム」を
通じて、組織が環境に影響しているという意味で外向きで
ある。

現実にあるシステム思考、ホリスティック思考および 
「統合報告」
Starbucks、Puma、Aviva と Scottish Power のよ
うな組織は、業務プロセスを改良する際に、システム思考
とホロノミック思考の一方または両方を応用するそうだ。
Puma だけが統合報告書を作成している一方で、全ての組
織がよき報告の特徴を有しており、システム思考やホロノ
ミック思考がもたらした戦略を明確に反映している。

Aviva は「Strategic Report」と「Our wider impact 
Report」を作成した。その中で「strategic thesis」の
ような革新的な内容や、明確な KPI やマティアリティを提
示している。

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/07/IR-Background-Paper-Connectivity.pdf
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Scottish Power は「Reputation & Sustainability」
というサイトをオープンし、そこに Codes of Ethics や
Sustainability Policy、自社がいかに責任ある納税者
であるかを掲載している。 Starbucks は完成度の高い
Global Responsibility Report を作成している。 

Puma の 2014 年版統合報告書には、「stakeholder 
outreach」や「material matters」というような明確
かつ詳細なセクションがあって、「Environmental Profit 
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and Loss Account（環境損益計算書）」といった内容も
載っている。

Crown Estate は、直接的に生み出した「profit」を超え
てイギリスに対して貢献したことを「Total Contribution」
と定義し、測定するパイオニアである。同社は「triple 
bottom line」（経済的、環境的および社会的）という概
念を導入している。
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上記の事例は、システム思考とホロノミック思考の関連性
を最も裏付けられそうな内容である。しかしながら、この
論題はもっと深く探究する必要がある。このような思考は、



The above is at best anecdotal evidence of
the links between ST/HT. However it is a
thesis worth exploring further as it seems
that such thinking leads to the ability, and
possibly willingness, to communicate
externally more value added information.

This blog is extracted from a longer article
available here.
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より付加価値のある情報について外部と対話する能力や意
欲をもたらすだろう。

このブログはこちらの文章から抜粋したものである。

http://beantherecountthat.sg/articles/integrated-reporting-could-system-and-holonomic-thinking-help/

