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The creating of ratings for the sea

Investing in the global ocean
ESG investment involving the sea



対談「海・自然と金融」

Dialogue: Financing our ocean and the nature
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海洋X⾦融
＝保険

個⼈資産のリスク
の分散

経済活動の拡⼤⾃然資本の棄損

⾃然資本の棄
損を減じる 保険

Ocean x finance 
= Insurance  

Diverse risk of 
private assets

Expanding 
economies

Damaging 
natural capital

Insurance to 
reduce natural 

capital loss
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海洋X
⽇本＝

稲作漁
労⺠

⿂⾷乱獲

⿂のいな
い海

Ocean x 
Japan

Rice & 
seafood  
based 
culture

Seafood 
based diet

Over 
fishing

Ocean 
without fish
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公共財を守るための金融としての保険

公共財を守る＝ 規制（保護地域、 禁
漁、漁獲割り当て、ゾーニング etc)

公共財の悲劇→今海でおきていること

値段が付かない＝ 乱獲・絶滅のリスク

自然資本=値段のつかない公共財

海洋という自然資本

Insurance to protect public goods 

Protect public goods = regulations( 
conservation area, ban, allocation 

of catch, zoning etc)

Current situation of ocean Tragedy 
of commons

Priceless = high risk of 
overexploitation 

Natural capital = priceless public 
good

Ocean as a natural capital

河口眞理子©ALL RIGHTS RESERVED



ご清聴ありがとうございました。 Thank you for your kind attention

命のゆりかごである海へ改めて感謝と敬意を！
ご清聴ありがとうございました

Thank and pay respect  once again to the ocean, cradle 
of life.

Thank you for your kind attention!
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パネルディスカッション
「SDGs達成に向け、世界の機関投資家が始めた
水産企業の格付け」

Panel discussion: 
Institutional investors around the world aimed at 
achieving the SDGs through the ranking of 
seafood industry



日本の水産業におけるサステナビリティの推進
ベンチマークの役割



•

•
•

•
•

•

• 国連の持続可能な開発目標（ ）を達成するために
は、ビジネスが鍵となる

• のベンチマーク
• に関する企業のパフォーマンスを測定し、比較

• 無料公開されている

• 企業、投資家、政府、市民社会、個人に利用されている

• リーダーシップを認識し、説明責任を生み出す

よりよい世界のためのベンチマーク



のベンチマークは、 達成のための基本となる つの変革に取り組
む 社に焦点を当てている

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/systems-transformations-report/


セオリー・オブ・チェンジ

方法論の開発、データ収集、 つの
システム変換にまたがる企業を評価

方法論やベンチマーク結果の公表

企業は、より持続可能な実践に向け
た取り組みを加速させる

ステークホルダーは、ベンチマーク
の結果とデータに基づいて行動を起

こす

持続可能な未来に向けたビジネスイ
ンパクト

アクティビティ アウトプット アウトカム インパクト



を超えるアライアンス

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/wba-allies/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/wba-allies/


食糧システムのトランスフォーメーション

•
食品＆農業ベンチマーク

•
スポットライト：種子へのアクセス・インデックス

•
スポットライト：シーフード・スチュワードシップ・インデック
ス



Measuring and ranking the 
world’s 30 most influential 

seafood companies 
最も大きな影響力を持つ水産会社トップ30の測定

およびランキング



•

•

•

• 業界の「要」となる有力企業は、業界のシステムの構造と機能にけ
た違いに大きな影響を与えます。これらの企業は業界を支配し、コ
ントロールし、結び付け、影響を与える存在である

• 少数の企業が世界の水産物の生産や貿易に対して大きな影響力
を持っている

• 世界の水産業界に大きな影響力を持つこれら企業は、業界のサス
テナビリティに向けての動きを先導し、ポジティブな変化を加速させ
ることができます。

世界で最も大きな影響力を持つ有力水産会社トップ を測定



の水産企業に対するベンチマーキング



ランキング



日本企業のスコア



サステナビリティ戦略

 

…
•
•

 

多くの企業が 担当者を置き、サステナビリティ戦
略を策定し、目標を設定し、進捗状況を報告してい
る。

しかし、改善の余地もある：

• より期限を定めた具体的な目標の開発

• グループ全体の水産事業（子会社、サプライチェー
ンを含む）における戦略の明確化



トレーサビリティと調達

•
•
•

一部の企業はトレーサビリティと責任ある調達先からの
調達を約束している

しかし、改善の余地もある：
• 製品の原産地の開示を増やす
• トレーサビリティシステムの証拠を提供する
• 持続可能な水産物の割合を高めるためのプログラ

ムの透明性を高める



エコシステム・インパクト

•

一部の企業は、絶滅危惧種の保護、持続可能な漁業
からの調達、および または地域に根ざした管理を実
施することを約束し、目標としている

しかし、改善の余地もある：
• 養殖・漁業の生態系への影響と緩和策を総合的

に開示し、測定する。



•

•

企業は人権と労働者の権利を尊重することを約束している

しかし、改善の余地もある：

• 人権・労働者の権利問題に対処するためのプロセスの透
明性を高める（デューデリジェンス、是正措置など）

• 自社のオペレーションやサプライチェーンにおけるコミット
メントを達成するための進捗状況の報告

人権と労働環境



•

一部の企業は、地域社会の権利を尊重し、コミュニティへの強い関
与を約束している。

一部の企業は、地元のサプライヤーの利用に重点を置き、小規模
生産者のための訓練を行っている。

アプローチは強化可能：

• 地域コミュニティを支援し、関与するための戦略的かつ体系的な
アプローチを開発する。

地域社会



各社はどのようにベンチマークを利用してきたのか

 

•  
•

•  
•
•

社との対話

ベンチマークをどのように利用したか？

• の方針と手順のギャップを特定するため

• ステークホルダーや社会的期待の理解を深めるため

• 情報開示の改善に向けた優先順位を明確にするため

• 取締役会に の問題点を意識させるため

• サプライチェーン・エンゲージメントのための戦略を策定す
る



mailto:h.packer@worldbenchmarkingalliance.org
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Sustainable Finance
サステナブル・ファイナンス

Maarten Biermans, November 2020

Rabobank
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Agenda 目次

• About Rabobank
ラボバンクについて

• Observations regarding Seafood
水産業に関する考察

• Sustainable Finance
サステナブル・ファイナンス
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46 Countries Over 600 Offices
Over 50,000 

Employees

Rabobank: Globally leading food and agribusiness lender and 
financial services provider

ラボバンクは世界的な食品・アグリビジネス向け融資および金融サービスを提供する世界有数の金融
機関です。
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Aquaculture seafood is the fastest growing protein industry
養殖水産業はタンパク質の供給において現在最も成長している産業です

All seafood supply growth will continue to come from aquaculture
水産物の供給量の増加はすべて養殖業の増加によるもの
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Innovation in aquaculture is accelerating growth
イノベーションが養殖業の成長を加速させます
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Constrained supply, but continuous demand and high price 
point, is calling for novel salmon farming technologies

Sources: Rabobank, Company website, 2019
継続的な需要と高価格帯を受け、新たなサケの養殖技術の開発が求められています。
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Feed is a key driver for the future of Aquaculture 
飼料は養殖業の未来を左右する重要なドライバーです

New feed ingredients will 
change the feed formula, 
cost and sustainability of 
farming and fish 
marketing
新しい飼料成分は飼料配合、コス
ト、さらには農業・養殖業の持続可
能性や水産物のマーケティングにも
影響を与えます。

• Algae 
• Bacterial proteins new 

land-based source of 
omega 3

• Insects

• 藻類
• 細菌性タンパク質（オメガ-3の

新しい供給源）
• 昆虫 

Aquaculture has a lower FCR (Feed Conversion ratio) than that of terrestrial animals
水産養殖は陸上動物に比べて FCR（飼料要求率）が低い
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And Check out our Award winning F&A research
賞を受賞した弊社のF&Aリサーチ
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Sustainable Finance has grown substantial in recent years 
サステナブル・ファイナンスは、近年大幅に成長しています。

20132008 2012 201520112007

13

2009

146

2010 2014 2016

65

2017 2018

238

2019 2020*

16 11
29 35 31 28

86

308

567

463

Sustainability-linked Loan

Social Bond

Sustainability-linked Bond
Green Loan

Sustainability Bond

Green Bond
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Guiding principles of the various forms of Sustainable Finance
サステナブル・ファイナンスにおける指針となる原則  
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Linking loans to Sustainability
融資とサステナビリティの連携

1.

外部の 格付けに連動したサステナビリティ・リン
ク・ローン

3.
持続可能な資産やプロジェクトに結びついたグリーンローン

グリーン構造化の方法論

2.

持続可能性の主要なパフォーマンス指標と連動した
サステナビリティ・リンク・ローン

ガイドライン
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The Seafood Stewardship Index adds to the universe of ESG disclosures
シーフード・スチュワードシップ・インデックスを、ESG開示の世界に加えていく

Source: WBA/ Sustainalytics 

Seafood Stewardship 
Index

Sustainalyti
cs

Good

Good

Different Judgements

Non-Listed



Marketing materials for professional investors, not for onward distribution

Stewardship in Practice スチュワードシップの実践

Engaging on ESG Issues within the Seafood Industry
水産業界におけるESGへの取り組み

Peter van der Werf, Senior Engagement Specialist, Active Ownership
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“Every investment strategy should be research-driven” 
Wim Rauwenhoff, Robeco's first director (from 1933 to 1960)

Fact & figures ファクト& データ

> AuM: EUR 155 billion 
1,550億ユーロ

> 855 employees at 17 offices worldwide 
世界17拠点で855名の従業員

> EUR 71 billion managed based on Quant models
クオンツモデルに基づき710億ユーロを管理

> EUR 144 billion managed in ESG integrated assets
ESG統合資産で1,440億ユーロを運用

> A+ score in PRI assessment
PRI評価でA+スコア

Figures as per June 2020

Robeco
Who are we?



21/10/2020
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Executive summary 概要
Active Ownership アクティブ・オーナーシップ

Active Ownership

Robeco integrates RobecoSAM Sustainability 
research, expertise and foresight in all its 

investment processes

> Integrated financial and 
sustainability analysis

> 統合的な財務・持続可能性
分析

> 15 years of experience in 
active ownership

> アクティブ・オーナーシップに
おける15年の実績

> Strong focus on 
materiality and impact

> マテリアリティとインパクトを重
視

Unique active ownership proposition
ユニークなアクティブオーナーシップの提案

> Sustainability is 
a driver of change

> 持続可能性は変化の原動力

> Companies with sustainable 
business practices are 

more successful

> 持続可能なビジネスを実践している企
業は、より成功している。

> Active ownership contributes 
to both investment results 

and society

> 積極的なオーナーシップが投資成果
と社会に貢献

Active Ownership: Key beliefs
アクティブ・オーナーシップ：重要な信念
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Addressing aquatic animal welfare mortality rate and 
stock density　動物福祉、死亡率、ストック密度への対応

> Mowi is a leading seafood company and the world’s 
largest producer of Atlantic salmon
Mowiは水産業のリーディング企業であり、アトランティックサーモンの
世界最大の生産者

Results 結果

> Fish Welfare Policy implemented　
魚類福祉政策の実施

> Sustainable Salmon Feed Policy implemented
持続可能なサーモン飼料方針の実施

> Commitment to increasing stock density
ストック密度の向上への取り組み

> Specific biodiversity reporting in annual reports
年次報告書における生物多様性の具体的な報告

Ensuring responsible aquaculture 
practices　責任ある養殖の実践を保証する



5

Addressing risk of modern-day slavery
現代奴隷のリスクに対処する

> Thai Union is one of the largest global fisheries 
companies focused on wild catch and aquaculture
タイユニオンは、天然水産物と養殖に特化した世界最大級の水産
会社

Results 結果

> Shrimp peeling activities were brought in-house
エビの殻剥きを内製化

> Banned fees paid by migrant workers to work 
移民労働者が働くために支払う手数料を禁止 

> Increased disclosure by launching the ‘Sea 
Change’ program
Sea Changeプログラムを立ち上げ、情報開示を強化

Guarding labor standards
労働基準を守る
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Addressing labor standards in the supply chains
サプライチェーンにおける労働基準への対応

> Charoen Pokphand (CP) Foods is the world’s 
largest aquaculture producer of prawns 
チャロエンポックファンド（CP）フーズは、世界最大のエビの養殖業
者

Results 結果

> Developed a Traceability Protocol
トレーサビリティープロトコルの開発

> Conducts third-party audits of their supply chain
サプライチェーンの第三者監査の実施

> Developed a Sustainable Sourcing Policy
持続可能な調達方針を策定 

> Vessel Monitoring System implemented by the 
Thai Government
タイ政府が実施する船舶監視システム

Increasing supply chain responsibility 
サプライチェーンの責任の増大 
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Collaborations for constructive engagements 
建設的な関与のためのコラボレーション  

> Dow Jones Sustainability Index based on results from the 
SAM Corporate Sustainability Assessment
SAM企業持続可能性評価の結果に基づくダウ・ジョーンズ・サステナビリ
ティ・インデックス

> The Access to Medicine Index
薬へのアクセスインデックス

> The Access to Nutrition Index
栄養指標へのアクセス

Lessons learned 学び

> Collective action is important
協働のアクションが重要

> Annual questionnaires provide incentives
年次アンケートでインセンティブを得る

> External verification of engagement progress 
エンゲージメントの進捗状況の外部検証

The WBA Seafood Stewardship Index 
WBAシーフード・スチュワードシップ・インデックス  

> Top 3: Thai Union Group, Mowi, CP Foods
トップ3：タイユニオングループ、モウイ、CPフーズ

Benchmarks and engagement
ベンチマークとエンゲージメント



8

Engaging on biodiversity 生物多様性への取り組み

> Biodiversity loss vulnerability 
生物多様性の脆弱性

> Currently focusing on land use, but will expand to oceans 
in the future
現在は陸上利用が中心だが、将来的には海洋にも拡大

Finance for Biodiversity Pledge signatory 
生物多様性ファイナンス  誓約書

> Nature loss must be reversed 失われた自然を取り戻す

> Actions include アクション

> Collaboration コラボレーション

> Assessing biodiversity impact 生物多様性の影響評価

> Target setting by 2024 and reporting 
2024年までの目標設定と報告

What is next for the Seafood 
industry?
水産業界のネクストステップ



Important Information 

Robeco Institutional Asset Management B.V. has a license as manager of Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) and Alternative Investment Funds 
(AIFs) (“Fund(s)”) from The Netherlands Authority for the Financial Markets in Amsterdam. This document is solely intended for professional investors. Robeco Institutional Asset 
Management B.V and/or its related, affiliated and subsidiary companies, (“Robeco”), will not be liable for any damages arising out of the use of this document. The content of this 
document is based upon sources of information believed to be reliable and comes without warranties of any kind. Without further explanation this document cannot be considered 
complete. Any opinions, estimates or forecasts may be changed at any time without prior warning. If in doubt, please seek independent advice. It is intended to provide the professional 
investor with general information on Robeco’s specific capabilities, but has not been prepared by Robeco as investment research and does not constitute an investment 
recommendation or advice to buy or sell certain securities or investment products and/or to adopt any investment strategy and/or legal, accounting or tax advice. All rights relating to 
the information in this document are and will remain the property of Robeco. This material may not be copied or used with the public. No part of this document may be reproduced, or 
published in any form or by any means without Robeco's prior written permission.
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Disclaimer


