
 
     宇宙空間の探査と利用における国家活動を律する法原則に関

する宣言 
（第18会期 国際連合総会決議1962号）採択 1963年12月13日 

 

国際連合総会は、 

人間が宇宙空間へ進出することによって、人類の前に展開する広大な将来性に

鼓舞され、 

平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の進歩が全人類の共同の利益であ

ることを認識し、 

宇宙空間の探査及び利用が、人類の向上と国家の利益のために、その経済的又

は科学的発達の程度に関わりなく行われなければならないことを信じ、 

平和目的のための宇宙空間の探査及び利用の科学的及び法律的な面における

広範な国際協力に貢献することを希望し、 

この国際協力が諸国家間及び諸人民間の相互理解の増進及び友好関係の強化

に貢献することを信じ、 

平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為を誘発し若しくは助長することを

意図し、又はこれらを誘発し若しくは助長する恐れのある宣伝を非難する 1947

年 11月 3日の国際連合総会決議 110号（第 2会期）を想起し、かつ、この決議

が宇宙空間に適用されることを考慮し、  

国際連合加盟国が全会一致で採択した 1961年 12月 20日の決議 1721号（第 

16会期）及び1962年 12月 14日の決議 1802号（第 17会期）を考慮し、 

宇宙空間の探査及び利用において国家が次の原則に従うことを厳粛に宣言す

る。 

１ 宇宙空間の探査及び利用は全人類の利益のために行われる。 

２ 宇宙空間及び天体はすべての国が平等の基礎に立ち、国際法に従って、自

由に探査し利用する。 

３ 宇宙空間及び天体は、主権の主張、利用若しくは占拠その他のいかなる手

段によっても国家による専有の対象とはならない。 

４ 宇宙空間の探査及び利用における国家の活動は、国際の平和及び安全の維

持並びに国際協力及び理解の促進のために国際連合憲章を含む国際法に従って

行われる。  

５ 国家は、宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって

行われるか、非政府団体によって行われるかを問わず、国際的な責任を有し、自

国の活動がこの宣言に定められた原則に従って行われることを確保する国際的

な責任を有する。宇宙空間における非政府団体の活動は、関係国の許可及び継続

的監督を必要とするものとする。国際機関が宇宙空間において活動を行う場合に

は、当該国際機関及びこれに参加する国の双方が、この宣言の原則に従うことに

ついての責任を負う。 



６ 国家は、宇宙空間の探査及び利用において、協力及び相互援助の原則に従

うものとし、かつ、他の国の対応する利益に妥当な考慮を払って宇宙空間での活

動を行う。国家は自国又は自国民によって計画された宇宙活動又は実験が、宇宙

空間の平和的な探査及び利用における他の国の活動に潜在的に有害な干渉を及

ぼす恐れがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行われる前に適

当な国際協議を行うものとする。国家は他の国が計画した宇宙活動又は実験が、

宇宙空間の平和的な探査及び利用における活動に、潜在的に有害な干渉を及ぼす

恐れがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験に関する協議を要請す

ることができる。 

７ 宇宙空間に打ち上げられた物体が登録されている国は、それらが宇宙空間

にある間、当該物体及びその乗員に対する管轄権及び管理権を保持する、宇宙空

間に打ち上げられた物体及びその構成部分の所有権は、宇宙空間を通過すること

によって又は地球に帰還することによって影響されない。これらの物体又は構成

部分は、登録国の領域外で発見されたときは登録国に返還される。登録国は、要

請されたときは、返還に先立ち識別のための資料を提供するものとする。 

８ 国家は、宇宙空間に物体を打上げ又は打ち上げさせる場合、若しくは自国

の領域又は施設から物体が打ち上げられる場合は、その物体又はその構成部分が、

地球上、大気圏又は宇宙空間において、他の国又はその自然人若しくは法人に与

える損害について国際責任を有する。 

９ 国家は、宇宙飛行士を宇宙空間への人類の使節とみなし、事故、遭難又は

外国の領域又は公海における緊急着陸の場合には、宇宙飛行士にすべての可能な

援助を与える。宇宙飛行士は、そのような着陸を行ったときは、その宇宙飛行機

の登録国へ安全かつ迅速に送還されるものとする。 

a
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Declaration of Legal Principles Governing the Activities of 
States in the Exploration and Use of Outer Space  

 
The General Assembly,  

Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man’s 
entry into outer space,  

Recognizing the common interest of all mankind in the progress of the exploration 
and use of outer space for peaceful purposes,  

Believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the 
betterment of mankind and for the benefit of States irrespective of their degree of 
economic or scientific development,  

Desiring to contribute to broad international cooperation in the scientific as well as 
in the legal aspects of exploration and use of outer space for peaceful purposes,  

Believing that such cooperation will contribute to the development of mutual 
understanding and to the strengthening of friendly relations between nations and peoples,  

Recalling its resolution 110 (II) of 3 November 1947, which condemned propa-
ganda designed or likely to provoke or encourage any threat to the peace, breach of the 
peace, or act of aggression, and considering that the aforementioned resolution is 
applicable to outer space,  

Taking into consideration its resolutions 1721 (XVI) of 20 December 1961 and 
1802 (XVII) of 14 December 1962, adopted unanimously by the States Members of the 
United Nations,  

Solemnly declares that in the exploration and use of outer space States should be 
guided by the following principles:  

1 The exploration and use of outer space shall be carried on for the benefit and in 
the interests of all mankind.  
2 Outer space and celestial bodies are free for exploration and use by all States on 
a basis of equality and in accordance with international law.  
3 Outer space and celestial bodies are not subject to national appropriation by 
claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.  
4 The activities of States in the exploration and use of outer space shall be carried 
on in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in 
the interest of maintaining international peace and security and promoting international 
cooperation and understanding. 
5 States bear international responsibility for national activities in outer space, 
whether carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for 
assuring that national activities are carried on in conformity with the principles set forth 
in the present Declaration. The activities of non-governmental entities in outer space 
shall require authorization and continuing supervision by the State concerned. When 
activities are carried on in outer space by an international organization, responsibility for 
compliance with the principles set forth in this Declaration shall be borne by the 
international organization and by the States participating in it.  
 



6 In the exploration and use of outer space, States shall be guided by the principle 
of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space 
with due regard for the corresponding interests of other States. If a State has reason to 
believe that an outer space activity or experiment planned by it or its nationals would 
cause potentially harmful interference with activities of other States in the peaceful 
exploration and use of outer space, it shall undertake appropriate international consul-
tations before proceeding with any such activity or experiment. A State which has reason 
to believe that an outer space activity or experiment planned by another State would 
cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use 
of outer space may request consultation concerning the activity or experiment.  

7 The State on whose registry an object launched into outer space is carried shall 
retain jurisdiction and control over such object, and any personnel thereon, while in outer 
space. Ownership of objects launched into outer space, and of their component parts, is 
not affected by their passage through outer space or by their return to the Earth. Such 
objects or component parts found beyond the limits of the State of registry shall be 
returned to that State, which shall furnish identifying data upon request prior to return.  

8 Each State which launches or procures the launching of an object into outer 
space, and each State from whose territory or facility an object is launched, is 
internationally liable for damage to a foreign State or to its natural or juridical persons by 
such object or its component parts on the Earth, in air space, or in outer space.  

9 States shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space, and shall 
render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency 
landing on the territory of a foreign State or on the high seas. Astronauts who make such 
a landing shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space 
vehicle. 




