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５月９日付マクレランド豪法務大臣、ラッド豪外務大臣及びバーク豪環境大臣による

ＩＣＪへの申述書提出に関する共同ステートメント（仮訳） 

 

１．豪州政府は、本日、ハーグの国際司法裁判所（ＩＣＪ）に日本の捕鯨に関する訴

訟についての申述書を提出することを発表した。申述書の提出は南大洋（Southern 

Ocean）南極海における日本の捕鯨を永久に中止させるための次のステップである。 

 

２．豪州政府は日本の捕鯨は国際的義務、特に国際捕鯨取締条約に反するものである

と確信している。 

 

３．豪州は日本に違法な捕鯨活動を止めるよう再三要請したが、日本はそれを拒絶し

ている。これが豪州政府がこの件をＩＣＪに提訴した理由である。 

 

４．昨年５月の訴訟手続きを開始するという決定は容易に行ったものではない。豪州

政府は捕鯨を継続するという日本の決定には同意できない。ＩＣＪ提訴は友好国

（friends）の間で法的見解の相違を解決する適切な手段である。 

 

５．豪州は、日本は国際捕鯨取締条約の下での商業捕鯨の一般的な禁止及び同条約の

下で設定された南極海サンクチュアリ内での商業捕鯨の禁止に違反していることを

主張する予定である。 

 

６．日本は科学的調査目的のための捕鯨に関しては国際捕鯨取締条約の例外に当たる

ものであることに根拠を求めている。 

 

７．豪州政府は、日本による捕鯨は科学的なものではなく商業的なものであり、狭い

例外規定には当てはまらないと確信している。 

 

８．法的措置を取るという決定は、捕鯨を世界的に終わらせるための行動を行うとい

う豪州政府の約束を明らかにするものである。 

 

９．申述書はＩＣＪによって公表が命じられるまでは対外秘となる。日本は 2012 年 3

月 9 日までに答弁書を提出しなければならない。 

 

１０．３月には、ＩＣＪは豪州が本裁判の特別選任裁判官に指名したチャールズワー

ス教授を受け入れた。 
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The Government has announced that Australia will file its written submission in the Whaling Case against Japan at the 

International Court of Justice later today in The Hague. 

The filing of the Memorial is the next step in the case to stop Japan’s Southern Ocean whaling program for good. 

The Australian Government believes Japan’s whaling activities are contrary to its international obligations, in particular, 

the International Convention for the Regulation of Whaling. 

Despite Australia repeatedly calling on Japan to cease its illegal whaling activities, Japan has refused to do so. That is 

why the Australian Government has taken this case in the ICJ. 

The decision to commence proceedings in May 2010 was not taken lightly. The Government disagrees with Japan’s 

decision to continue whaling and this is the proper way to settle legal differences between friends. 

Australia will argue that Japan is in breach of the general prohibition under the Convention on commercial whaling as 

well as a prohibition on such whaling in the Southern Ocean Sanctuary, also established under the Convention. 

Japan has sought to rely on an exception to the Convention concerning whaling ‘for purposes of scientific research’. 

The Government believes the whaling carried out by Japan is commercial, not scientific, and does not fall within that 

narrow exception. 

The decision to take legal action demonstrates the Government’s commitment to do what it takes to end whaling 

globally. 

The Memorial will remain confidential until its public release is ordered by the Court, which is likely to be at the first oral 

hearing of the case. Japan must file its Counter-Memorial by 9 March 2012. 

In March, the ICJ accepted the nomination of Professor Hilary Charlesworth AM as Australia’s ad hoc judge in the 

Case. 

Media inquiries

Minister's office: (02) 6277 7500■
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