平和的目的のための宇宙の探査及び利用における協力のための損害賠償責任に係る相互
放棄に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定
（平成７年７月 20日条約第 11号）（改正 平成８年 12月 10日外務省告示第 594号）
日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、平和的目的のための宇宙の探査及び利用における共同活動について
適用される損害 賠償責任に係る相互放棄に関する協定を締結することを希望し、次のとおり協定した。
第１条
この協定は、平和的目的のための宇宙の探査及び利用における共同活動に関する日本国政府とアメリカ合衆
国政府との間の協力を促進するため、損害賠償責任に係る相互放棄に関する枠組みを確立することを目的とす
る。この目的を達成するため、この相互放棄は、広く解釈するものとする。
第２条
この協定は、附属書に掲げる共同活動であって、この協定の効力の発生の時に既 に実施されているもの又は
この協定の有効期間中に開始されるものについて適用する。日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、附属書に
掲げる共同活動の一覧表の見 直しを行うために定期的に協議するものとし、また、合意により当該附属書を修
正 することができる。この協定は、1988年９月29日にワシントンで作成された常時有人の民生用宇宙基地の
詳細設計、開発、運用及び利用における協力に関するアメリカ合衆国政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本
国政府及びカナダ政府の間の協定 （以下「宇宙基地協力協定」という。）又は宇宙基地協力協定の後に効力を
生ずる協定であって宇宙基地協力協定を修正し若しくはそれに代わるものに従って行われる活動については、
適用しない。
第３条
１

この条の規定の適用上、
（ａ）「当事者」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府並びにこれらの機関をいい、それぞれの国
の宇宙開発計画を実施するために日本国又はアメリカ合衆国の法令により設置された団体その他
附属書において特定の共同活動に関して指定される者を含む。
（ｂ）「関係者」とは、当事者との関係において次の（１）から（３）までのいずれかに該当する者を
いう。
（１）契約者又はその下請契約者（あらゆる段階のもの）
（２）あらゆる段階の利用者又は顧客
（３）あらゆる段階の利用者若しくは顧客の契約者又はその下請契約者（あらゆる段階のもの）

日本国及びアメリカ合衆国以外のいずれかの国又はその政府機関若しくは団体が、当事者との関係において
（１）から（３）までのいずれかに該当する者である場合又はその他の形態により附属書に掲げる共同活動に
関係する場合には、「関係者」には、当該いずれかの国又はその政府機関若しくは団体を含める。「契約者」
及び「下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。
（ｃ） 「損害」とは、次のものをいう。
（１）人の傷害、健康障害又は死亡
（２）財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失
（３）収入又は収益の喪失
（４）その他の直接的、間接的又は二次的な損害
（ｄ）「打上げ機」とは、搭載物若しくは人を運ぶ物体若しくはその一部であって、打上げ予定のもの、
地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。
（ｅ）「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産をいう。
（ｆ）「保護される宇宙作業」とは、地球上若しくは宇宙空間で行われ又は地球と宇宙空間との間を移
動中に行われる打上げ機及び搭載物に係る活動その他附属書に掲げる共同活動の下で行われるす
べての活動をいい、少なくとも次の活動を含む。

（１）打上げ機、移動機、搭載物、機器又はこれらに関連する支援のための装置、設備若しくは
役務に係る研究、設計、開発、試験、製造、組立て、統合、運用又は利用
（２）地上支援、試験、訓練、模擬実験、誘導・制御装置又はこれらに関連する設備若しくは役
務に係るすべての活動
「保護される宇宙作業」には、宇宙から帰還した後に地上で行われる活動であって、関係共同活動以外の活
動における使用を目的として搭載物の生産物又は搭載物に係る作業方法を更に開発するために行われるものを
含めない。
２

（ａ）当事者は、損害賠償責任に係る相互放棄に同意し、これによって、保護される宇宙作業から生ず
る損害についての請求であって、次の（１）から（３）までに掲げる者に対するものをすべて放棄
する。この相互放棄は、損害を引き起こした者又は財産が保護される宇宙作業に関係しており、か
つ、損害を受けた者又は財産が保護される宇宙作業に関係していたために当該損害を受けた場合に
限り適用する。この相互放棄は、次の（１）から（３）までに掲げる者に対する損害賠償請求につ
いて適用し、当該損害賠償請求の法的基礎が不法行為（あらゆる程度及び種類の過失によるものを
含む。）、契約その他いかなるものであるかを問わない。
（１）他方の当事者
（２）他方の当事者の関係者
（３）（１）又は（２）に掲げる者の被雇用者
（ｂ）更に、当事者は、自己の関係者に対し、契約その他の方法により（ａ）の（１）から（３）まで
に掲げる者に対するすべての請求の放棄に同意するよう要求することにより、（ａ）に規定する損
害賠償責任に係る相互放棄を自己の関係者に及ぼす。
（ｃ）この相互放棄は、損害を引き起こした者又は財産が保護される宇宙作業に関係しており、かつ、
損害を受けた者又は財産が保護される宇宙作業に関係していたために当該損害を受けた場合にお
いて、1972年３月29日にワシントン、ロンドン及びモスクワで作成された宇宙物体により引き起
こされる損害についての国 際的責任に関する条約から生ずる責任についても、適用する。
（ｄ）この相互放棄は、この条の他の規定にかかわらず、次に掲げる請求については、適用しない。
（１）当事者とその関係者との間又は一の当事者の関係者の間の請求
（２）自然人の傷害、健康障害又は死亡について当該自然人又はその遺産管理人、遺族若しくは
代位権者によって行われる請求
（３）悪意によって引き起こされた損害についての請求
（４）知的所有権に係る請求
（５）当事者又は関係者が損害賠償責任に係る請求の相互放棄を（ｂ）に定めるところにより直
接又は間接に自己の関係者に及ぼすことができなかったことから生ずる損害についての請求
（６）当事者間の契約の明示の規定に基づく請求
（ｅ）この条のいかなる規定も、請求又は訴えの基礎を創設するものと解してはならない。

第４条
前条の規定にかかわらず、同条に規定する相互放棄は、附属書に掲げる共同活動の特性を考慮して両政府間
の合意により制限することができる。
第５条
１ この協定は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの
国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する公文を交換した日に効力を生ずる。この協定は、５年間効力
を有するものとし、その後は、一方の政府が６箇月前に他方の政府に対して文書による通告を行うことによ
り終了させない限り、引き続き効力を有する。
２ この協定の終了は、附属書に掲げる共同活動がこの協定の終了の時までに完了しているかしていな
いかを問わず、当該共同活動から生ずる請求についてのこの協定 の適用に影響を及ぼすものではない。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。1995年４月24日にワシントン
で、
ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
栗山尚一

アメリカ合衆国政府のために
ティモシー・Ｅ・ワース
＜翻訳：正文＞

（４）AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN AND THE GOVERNMENT
OF THE UNITED STATES OF AMERICA CONCERNING CROSS-WAIVER OF LIABILITY
FOR COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USE OF SPACE FOR PEACEFUL
PURPOSES
The Government of Japan and the Government of the United States of America,
Desiring to conclude an Agreement for a cross-waiver of liability applicable to joint activities in the
exploration and use of space for peaceful purposes,
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
The purpose of this Agreement is to establish a framework for cross-waiver of liability in the interest of
encouraging cooperation between the Government of Japan and the Government of the United States of America in joint
activities for the exploration and use of space for peaceful purposes. This cross-waiver of liability shall be broadly
construed to achieve this objective.
ARTICLE 2
This Agreement shall apply to joint activities listed in the Annex, ongoing at the time of entry into force of this
Agreement or begun while this Agreement is in force. The Government of Japan and the Government of the United States
of America shall consult on a regular basis to review the list of joint activities contained in the Annex and may revise the
Annex by mutual agreement. This Agreement shall not apply to activities undertaken pursuant to the Agreement among
the Government of the United States of America, Governments of Member States of the European Space Agency, the
Government of Japan, and the Government of Canada on Cooperation in the Detailed Design, Development. Operation,
and Utilization of the Permanently Manned Civil Space Station, done at Washington, on September 29, 1988 (hereinafter
referred to as the “IGA” ), or any subsequent agreement that modifies or supersedes the IGA.
ARTICLE 3
1.

For the purposes of this Article:
(a) A “Party” includes the Government of Japan, the Government of the United States of America, and their
agencies. It also includes those institutions established under the laws and regulations of Japan or of the United
States of America for the implementation of the space development programs of the respective countries and other
entities which may be designated in the Annex, with respect to each specific joint activity for which they are
designated.
(b) The term “related entity” means:
(1) a contractor or subcontractor of a Party at any tier;
(2) a user or customer of a Party at any tier or
(3) a contractor or subcontractor of a user or customer of a Party at any tier.

The term “related entity” may also include another State or an agency or institution of another State, where such
State, agency or institution is an entity as described in (1) through (3) above or is otherwise involved in a joint activity
listed in the Annex.
The terms “contractors” and “subcontractors” include suppliers of any kind.
(c) The term “damage” means:
(1) bodily injury to, or other impairment of health of or death of, any person;
(2) damage to, loss of o loss of use of any property;
(3) loss of revenue or profits; or
(4) other direct, indirect, or consequential damage.
(d) The term “launch vehicle” means an object or any part thereof intended for launch, launched from Earth, or
returning to Earth which carries payloads or persons, or both.
(e) The term “payload” means all property to be flown or used on or in a launch vehicle.
(f) The term “Protected Space Operations” means all activities pursuant to the joint activities listed in the Annex,
including launch vehicle activities and payload activities on Earth, in outer space, or in transit between Earth and
outer space. It includes, but is not limited to:

(1) research, design, development, test, manufacture, assembly, integration, operation, or use of launch or
transfer vehicles, payloads, or instruments, as well as related support equipment and facilities and services;
(2) all activities related to ground support, test, training, simulation, or guidance and control equipment and
related facilities or services.
The term “Protected Space Operations” excludes activities on Earth which are conducted on return from space
to develop further a payload’s product or process for use other than for the joint activity in question.
2.

(a) Each Party agrees to a cross-waiver of liability pursuant to which each Party waives all claims against any of
the entities or persons listed in sub-paragraphs (1) through (3) below based on damage arising out of Protected
Space Operations. This cross-waiver shall apply only if the person, entity, or property causing the damage is
involved in Protected Space Operations and the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its
involvement in Protected Space Operations. The cross-waiver shall apply to any claims for damage, whatever the
legal basis for such claims, including but not limited to delict and tort (including negligence of every degree and
kind) and contract, against:
(1) the other Party;
(2) a related entity of the other Party;
(3) the employees of any of the entities identified in sub-paragraphs (1) and (2) above.
(b) In addition, each Party shall extend the cross-waiver of liability as set forth in sub-paragraph 2 (a) above to its
own related entities by requiring them, by contract or otherwise, to agree to waive all claims against the entities or
persons identified in sub-paragraphs 2 (a) (1) through 2 (a) (3) above.
(c) This cross-waiver of liability shall be applicable to liability arising from the Convention on International
Liability for Damage Caused by Space Objects, done at the cities of Washington, London and Moscow, on March
29, 1972, where the person, entity, or property causing the damage is involved in Protected Space Operations and
the person, entity, or property damaged is damaged by virtue of its involvement in Protected Space Operations.
(d) Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability shall not be applicable to:
(1) claims between a party and its own related entity or between its own related entities;
(2) claims made by a natural person, his/her estate, survivors, or subrogees for bodily injury, other
impairment of health or death of such natural person;
(3) claims for damage caused by willful misconduct;
(4) intellectual property claims;
(5) claims for damage resulting from a failure of the Parties to extend the cross-waiver of liability as set
forth in sub-paragraph 2 (b) or from a failure of the Parties to ensure that their related entities extend the
cross-waiver of liability as set forth in sub-paragraph 2 (b); or
(6) contract claims between the Parties based on the express contractual provisions.
(e) Nothing in this Article shall be construed to create the basis for a claim or suit where none would otherwise
exist.
ARTICLE 4

Notwithstanding the provisions of Article 3 of this Agreement, this cross-waiver may be limited by mutual
agreement between the two Governments, to take into account the particular characteristics of the joint activities listed in
the Annex.
ARTICLE 5
1.
This Agreement shall enter into force on the date on which the Government of Japan and the Government of the
United States of America exchange notes informing each other that their respective legal procedures necessary for entry
into force of this Agreement have been completed and shall remain in force for a period of five years. It shall remain in
force thereafter unless terminated by either Government upon giving six months’ written notice to the other Government.
2.
The termination of this Agreement shall not affect its application to any claims arising out of joint activities listed
in the Annex at the time of termination of this Agreement, whether or not such activities are executed before the
termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

FOR THE GOVERNMENT
OF JAPAN:
Takakazu Kuriyama

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:
Timothy E . Wirth

DONE at Washington, this twenty-fourth day of April, 1995, in duplicate, in the Japanese and English languages, both
texts being equally authentic.

