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Relationship with Non-Members 

非メンバーとの関係 

 

Purpose 

目的 

To provide an update concerning discussion or issues with Non-Member and Non-CNM 

(Cooperating Non-Member) States/Entities. 

非メンバー及び非協力的非加盟国／主体をめぐる議論又は問題に関する最新情報を

提供する。 

 

 

Identification of States that have or are likely to become important port or market 

States for SBT, for consideration at CCSBT 28 

CCSBT 28において検討すべき、SBTに関する重要な港又は市場国となっている、

又はなりつつある国の特定 

CCSBT 18 agreed that the following process would be used for nominating States that have 

or are likely to become important port or market States for SBT: 

CCSBT 18は、SBTに関する重要な港又は市場国となっている、又はなりつつある

国を指定するために以下のプロセスを踏むことに合意した。 

• Members nominate important States whose cooperation is desired, together with 

background information supporting that nomination and provide this information to 

the Executive Secretary at least 6 weeks in advance of the Annual Meeting. 

メンバーは、協力を得ることが望まれる重要国について、指定を裏付ける参

考情報を添えてこれを指名し、遅くとも年次会合の 6 週間前までに、事務局

長に対してこの情報を提供する。 

• The Executive Secretary incorporates this information in the Secretariat’s agenda 

paper for the standing agenda item on “Relationship with Non-Members” for 

consideration by the Extended Commission. 

事務局長は、拡大委員会における検討に付するため、かかる情報について、

常設の議題項目である「非メンバーとの関係」に対する事務局文書にこれを

含める。 

• With the Extended Commission’s endorsement, the Executive Secretary write to the 

nominated State(s) seeking their cooperation. 

拡大委員会の承認を受けて、事務局長は、指名された当該国に対して協力を

求める書簡を送付する。 

 

 

 

 

 



  

• The nominating Member follow-up the Executive Secretary’s letter with bilateral 

discussion. This is an important step because experience has shown that many States 

do not respond to written communication. 

当該国を指名したメンバーは、二国間協議を通じて事務局長からの書簡をフ

ォローアップする。これは、書簡によるコミュニケーションに対して返答し

てくる国はほとんどないという経験を踏まえれば、重要なステップである。 

 

No nominations were provided to the Secretariat in advance of CCSBT 28. 

CCSBT 28までに、事務局に対する通報はなかった。 

 

 

Interactions with Non-Members 

非メンバーとのやりとり 

In accordance with the decision of CCSBT 27, the Secretariat has invited China, Fiji, 

Mauritius, Namibia, Singapore and the USA to attend the October 2021 Annual Meetings of 

the Compliance Committee and the Extended Commission.  The letters of invitation are 

provided at Attachments A to F. The Secretariat sent invitation reminders to all these non-

Members on 3 August 2021. 

CCSBT 27による決定に従い、事務局は、中国、フィジー、モーリシャス、ナミビ

ア、シンガポール及び米国に対し、2021年 10月の遵守委員会及び拡大委員会年次

会合への参加を招請した。招請の書簡は別紙 Aから Fのとおりである。事務局は、

これらの非メンバーに対して 2021年 8月 3日にリマインダーを送付した。 

 

CCSBT 27 agreed that a reminder should be sent to China with regard to the CCSBT’s query 

on implementation of China’s regulations concerning SBT and China’s monitoring of the 

compliance of its vessels. This reminder was included in the invitation to China at 

Attachment A and in the invitation reminder sent on 3 August 2021. As at the time of 

finalising this paper, no response had been received from China in relation to the invitation or 

the request for information. 

CCSBT 27は、中国に対し、SBTに関する中国の国内規制の実施状況及び同国漁船

の遵守状況にかかる中国のモニタリングに関する CCSBTからの質問についてのリ

マインダーを送付すべきことに合意した。このリマインダーは、別紙 Aの中国に対

する招請書簡及び 2021年 8月 3日のリマインダーに含められた。本文書を最終化し

た時点で、会合参加の招請又は情報提供の要請に対して中国からの返答は受領して

いない。 

 

The Secretariat wrote to the Russian Federation during November 2020 to seek clarification 

in relation to Russia’s Annual Fishing/Capacity Management Plan for tropical tunas that 

refers to southern bluefin tuna. The Secretariat’s letter is at Attachment G. The Secretariat 

sent a reminder in April 2021, but as at the time of writing this paper, no response has been 

received. 

事務局は、2020年 11月に、ロシアに対して、みなみまぐろについて言及している

ロシアの熱帯まぐろに関する年間漁業／漁獲能力管理計画に関する明確化を求める

書簡を送付した。事務局からの書簡は別紙 Gのとおりである。事務局は 2021年 4

月にリマインダーを送付したが、本文書を作成した時点において返答は受領してい

ない。 

 



  

There has been additional interaction between the CCSBT Secretariat and non-Member 

States in the compliance area, particularly the USA’s continued cooperation with the 

CCSBT’s CDS. Interactions with non-Members and other organisations in the compliance 

area are reported in papers CCSBT-CC/2110/11 and 13.  

遵守分野では CCSBT事務局と非メンバー国との間で追加的な連絡があり、特に米

国とは CCSBTの CDSにかかる協力が続いている。非メンバー及びその他の機関と

の遵守分野での連絡については文書 CCSBT-CC/2110/11及び 13において報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepared by the Secretariat 

事務局作成文書 



Attachment A



Attachment A



Attachment B



Attachment C
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Attachment F
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