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Good morning, my name is Stephen Fisher. I am the Sustainability Director for the Sea 
Delight group of companies. 
おはようございます。私の名前はスファン・フィッシャーです。シー・デライト・グル

ープのサステナビリティ・ディレクターを務めています。 
 
I have been in the seafood industry for over 30 years. I entered the seafood business in 
the late 1980s working for Nikko Fish Company in San Francisco Ca. This was a 
Japanese wholesale and retail fish company that serviced the large Japanese-American 
restaurant and grocery trade in the San Francisco. My training in seafood was more 
Japanese than American.  
水産業界には 30年以上携わっています。1980年後半にサンフランシスコにあるニッ
コウ・フィッシュ・カンパニーで水産業界のキャリアをスタートしました。ニッコウ・

フィッシュカンパニーは、日系の総合卸売企業で、主にサンフランシスコを中心とし

た、日本レストランやスーパーへ商品を卸していました。私の水産業界での知識はここ

で培われました。 
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The man in the picture is Mr. Chiyo Tadanori. Without his patient teaching by example, 
especially in cutting and grading tuna, I would not be with Sea Delight today. 
この男性はチヨ・タダノリさんです。彼の指導のもと、水産業界のノウハウを学びまし

た。ここで学んだ、マグロの切り方や見極めの技術がなければ Sea Delightの仕事には
つけなかったでしょう。 
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Sea Delight is a major importer and distributor of seafood products in the US, EU, and 
Canada. Some of our most important wild-caught products are highly migratory species 
like tuna, swordfish and mahi mahi. The range of these species are not confined to one 
area or country but are often ocean wide. These stocks are managed under Regional 
Fishery Management Organizations (RFMOs), such as the Indian Ocean Tuna 
Commission (IOTC) holding its annual meeting this month in India. 
シーデライトは、輸入と卸売を中心にアメリカ、ヨーロッパ、カナダのマーケットで事

業展開をしています。私たちの主力商品の多くはマグロや、カジキ、シイラといった天

然の highly migratory spp.です。こうした魚は一箇所に留まることないため、IOTCの
ような RFMOにて管理がされています。今年の IOTCの年次会合は今月、インドにて
行われます。 
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Increasingly our biggest customers, including major retail supermarket chains and food 
service companies, are requiring fish from sustainable or improving fisheries. However, 
it is very difficult for a fishery to be certified as sustainable without a good management 
system in place.  
近年、私たちの顧客である大手こうりチェーンやフードサービス企業が持続可能、もし

くは改善に向けた取り組みのあり漁業からの水産物を要求するようになりました。しか

し、適切な管理がない限り、漁業が認証を取得することは困難を極めます。 
 



Why Sea Delight believes the seafood industry must initiate pressure on the RFMOs to 
improve fishery management can best be communicated by quoting my colleague from 
the Sustainable Fishery Partnership (SFP), Dr. Tom Pickerel: 
シー・デライトは一企業として、RFMOに適切な漁業管理の重要性を訴え続けていま
す。共同する NGO、SFPのトム・ピケレル博士のセリフを紹介します。 
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“Advocacy to RFMO member-state delegations for effective management of global tuna 
stocks has long been a focus of the conservation community – though with limited 
success. 
 
 
Given the economic impacts (real and perceived) to tuna supply chains of required 
changes in fisheries, large commercial interests often hold disproportionate sway, 
particularly among fishing-centric nations through domestic fisheries agencies and 
through member-state RFMO delegations. And too often, the only market voices being 
heard are those primarily aligned to the catch sector that resist change and prefer the 
status quo. 
マグロのサプライチェーンの改善を例に考えて見ましょう。巨大な経済効果を生むよう

な企業や政府、RFMOのメンバー国の意見が重要視される傾向にあり、マーケットか
らの声は変化を拒み漁獲量の維持を唱えるサイドの意見が反映されます。 
 
This in turn leads to slow or no progress on important issues of tuna sustainability. 
これらの要素が合間って、マグロの持続可能性はなかなか向上が見られません。 
  
Many market actors (retailers, foodservice companies, distributors, fishers, brands & 
marketers) support the changes required to achieve sustainable fisheries. These 
companies are open to directly advocating for change; and some have done so, often 
along with their NGO/conservation partners. However, to date there has been too little 
direct engagement by supportive market players to the fisheries management decision 
makers at RFMOs.  



多くのマーケット・ステークホルダー（小売、フードサービス、ディストリビュータ

ー、漁業者、ブランディングやメーケッティング企業）は持続可能性実現に向けた変化

を支援しています。このような企業は表立って意見を言うことに積極的です。実際に多

くの企業はパートナーNGOの支援のもとそうした意見を表明しています。しかし、残
念ながら現在に到るまでそうした声は RFMOに大きな影響を及ぼすような強さはあり
ません。 
 
What is needed is a coordinated effort among both NGOs and willing market actors to 
focus energy on neutralizing and overcoming dissent by providing direct interventions 
into RFMO processes to improve the long-term sustainability of the stocks they 
manage.  
では何が必要なのでしょうか。 
xxxxxx 
 
Participants in the NGO Tuna Forum (inc. SFP., WWF, Pew Trust etc.) have agreed to 
construct functional advocacy plans for each RFMO during 2019. These plans will be 
driven by RFMO-specific priority issues and will detail the specific changes required at 
each RFMO. 
NGOマグロフォーラム*のメンバー（SFP、WWF、Pew Trustなど）は 2019年の
RFMOの際にアドボカシー・プランを策定することを確約しました。これは各 RFMO
に向けより具体的で的確な重要改善点を要求するためのプランです。 
 
This approach will empower market actors from across the supply chain to seek 
targeted action by the RFMOs. “ 
このアプローチはサプライチェーン上の企業の声を集約し、RFMOに向けたより的確
な提言を策定するために効果的と言えるでしょう。 
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I hope that the assembled business representatives here will join with Sea Delight and 
NGO’s like SFP in this initiative. 
ここにいる企業の皆様がこうした国際的な取り組みに参加してくださることを願いま

す。 
 



Another way to help is offered by the conservation NGO the International Pole and Line 
Federation (IPNLF). IPNLF will present a Position Statement to IOTC this month that I 
urge you to support. The Position Statement asks, in part: 
漁業管理機関に働きかけるもう 1つの方法は、NGOの International Pole and Line 
Foundation (IPNLF | 国際一本釣り基金)に参加することです。IPNFLは今月行われる
IOTCにて声明 position paperを発表します。ここにいる皆さんにこの声明を支援する
ことを強く勧めます。 
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End Quote. 
 
今年の IOTTCにて IPNLFは下記の重要事項の改善に向けた提言をします。 

• １ 
• キハダマグロの資源回復プランを策定し 2024年までに改善を目指す 
• dFADsのルールの改善 
• 漁獲戦略の策定 
• データ収集とモニタリング、コントロール、監視(MCS)の改善 
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Another point I will make is that Sea Delight wants similar action from the RFMO's on 
secondary catch species. Income from secondary catch like mahi, wahoo and swordfish 
can make a huge difference in the livelihood of tuna fishing communities. Sustainable or 
improving fisheries can secure a steady market share for these "fringe market" 
species and return more market value associated with FIP or certified fish back to the 
fishers and their families. 
RFMOに対してシー・デライトが要求するもう一つの事項は混獲です。シイラ、
wahoo、カジキなどの混獲はマグロ漁業コミュニティーにとって重要な収入になりま
す。持続可能、もしくは改善中の漁業からのそうした魚種（fringe market）は漁業コニ
ュニティーには安定した収入を、そしてマーケットには安定供給を可能にします。 
 
Of course, Sea Delight is involved in other initiatives to improve the sustainability of 
fisheries we work with. Our Procurement Policy says, in part; “Sea Delight 
preferentially sources and sells environmentally responsible seafood and aims to 
increase the percentage of products offered from fisheries and farms that improve 
environmental performance over time. Sea Delight also preferentially sources 
products from FIPs that meet the Conservation Alliance for Seafood Solutions FIP 
guidelines”. In fact, more than 80% of the seafood we purchased last year came 
from FIP or certified aquaculture sources. 
もちろん、シー・デライトはその他のイニシアチブにも参加しています。私たちの調

達方針は（一部）「シー・デライトは環境に責任のある水産物を積極的に調達・販売

し、環境面で改善を目指す漁業、養殖業からの調達を増やします。コンサベーショ

ン・アライアンスの FIP ガイドラインに従った FIP を優先します。」	

実際に昨年の調達水産物の 80%は FIP もしくは認証を取得した養殖場からの調達を達

成しました。	
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Some of the other initiatives we are working on include developing a new FIP with a 
small-scale handline tuna fishery in the Western Atlantic Ocean. We have also recently 
developed the capacity to prepare FIP pre assessments and action plans in-house to 
help increase our ability to help new fisheries work towards sustainability.  
西大西洋で手釣り（一本釣り）マグロの小規模 FIPのローンチも支援しています。シ
ー・デライトでは FIPの事前審査とアクションプランの策定を行うキャパシティーを
内部に社内に備えており、小規模 FIPのローンチを今後拡大していく予定です。 
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In the Vietnam handline tuna and swordfish fisheries, we are engaged in sea trials of 
our own Android data collection app. This new app uses a simple point and shoot photo 
system to identify and record catch events as they happen onboard.  
ベトナムのマグロとカジキマグロの手釣りでは自社で開発したアンドロイドのデータ・

コレクション・アプリケーションのトライアルを開始しています。このアプリケーショ

ンは漁獲時の写真と簡単な情報より漁獲情報の記録と解析を行います。 
 
We are also making this app available for free to anyone interested in using it.  
このアプリケーションは無料で公開しています。 



We strongly urge the businesses here today to join the initiative to apply pressure to 
RFMOs and take your own initiatives to source from improving fisheries and help 
improve the fisheries you source from. We also urge you to work with and support 
small-scale and community fisheries whenever possible. 
今日ここにお集まりいただいた皆さんにも、RFMOに改善要求を促すイニシアチブに
参加し、また自社のイニシアチブを通して漁業の改善と調達の改善を支援することを強

く勧めます。そして、小規模漁業の支援を積極的におこなってください。 
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Thank you! 
 


