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 第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 宇宙法模擬裁判日本大会（以下「本大会」という。）は、宇宙法を題材とした模擬裁判に取り組むこ

とを通して、法曹界、学界、ビジネス界、政・官界その他の意欲的な活動が必要とされる職業に従事するこ

とを希望する学生の能力向上を支援するとともに、宇宙法の知識を普及し、理解を増進させ、宇宙活動に

おける法の重要性に対する意識の向上を図ることを目的とする。 

２ この規則（以下「本規則」という。）は、本大会の公正かつ円滑な運営を確保するため、本大会に関する

事項を定め、もって同条第一項に掲げる本大会の目的を達成することを目的とする。 

（大会組織） 

第二条 本大会は、宇宙法模擬裁判日本大会実行委員会（以下「実行委員会」という。）により開催・運営さ

れる。実行委員会は、大会の開催・運営に関する事項の最終決定権を有する。 

２ 実行委員会は、本規則に規定される通知を Web サイト又は電子メールによって行う。 

（使用言語と開催形式） 

第三条 本大会において使用する言語は、問題文上の架空の固有名詞を書面に記載するときを除き、日本語

とする。 

２ 本大会は、対面方式又はオンライン方式で開催される。実行委員会は、あらかじめ、開催形式を Web 

サイト上で公開する。 

（問題） 

第四条 問題（Corrections and Clarifications を含む。）は、実行委員会の和訳が付された “Case Concerning 

Laser Activities and the Use of Anti-Satellite Weapons in Outer Space” (the 2023 Manfred Lachs Space Law 

Moot Court Competition Case) を用いる。問題の正文は、英語である。 

２ 実行委員会は、第七条第一項前段の期日までに、前項の和訳のうち Corrections and Clarifications を除

いたものを、Web サイト上で公開する。実行委員会は、International Institute of Space Law によって the 

Corrections and Clarifications of the 2023 Manfred Lachs Space Law and Moot Court Competition が公開

された後、速やかに、それを和訳し、Corrections and Clarifications として Web サイト上で公開する。 

（解釈及び適用） 

第五条 実行委員会は、本規則の解釈及び適用の最終決定権を有する。 

 

 第二章 参加 

 

（大会への参加資格） 

第六条 日本の大学の学士課程の学生又は日本の大学院の修士課程の学生は、本大会への参加資格を有する

（以下「参加資格保有者」という。）。 

２ チームは、六名以下の参加資格保有者により構成される。チームには、二名以上四名以下の弁論者がい

なければならない。チームの構成員は複数の大学又は大学院の参加資格保有者であってもよい。参加保有



資格者は、複数のチームに重複して参加することはできない。 

（参加手続） 

第七条 本大会への参加を希望する参加資格保有者は、前条第二項に規定するチームを編成し、かつ、実行

委員会の定める期日までに、そのチームを登録しなければならない。登録とは、Web サイト上の登録フォ

ームによる登録申請が実行委員会に到達し、かつ、登録料の振込みが完了することをいう。 

２ 実行委員会は、あらかじめ、前項前段の登録期日を定めて、それを Web サイト上で公開する。また、

実行委員会は、遅滞なく、登録が完了したチーム（以下「登録チーム」という。）にチームナンバーを通知

する。 

３ 登録料及び振込先は、実行委員会により決定される。 

４ 登録チームは、実行委員会が定める期日までに、原告弁論者及び被告弁論者を登録しなければならない。

登録チームは、実行委員会が定める期日までは、その登録内容を変更することができる。 

（書面作成と弁論練習） 

第八条 登録チームは、書面の作成にあたり、他の登録チームとの間で情報交換その他協力行為をしてはな

らない。 

２ 登録チームは、弁論の練習を行うにあたり、他の登録チームとの間で情報交換その他協力行為をしては

ならない。 

 

 第三章 書面 

 

（書面とその提出） 

第九条 登録チームは、原告・被告双方の書面を作成しなければならない。 

２ 登録チームは、電子メールにより、実行委員会の指定するアドレスに、Word ファイル (.docx) で原告・

被告の書面をそれぞれ各一部ずつ提出しなければならない。 

３ 登録チームは、実行委員間の指定する期日と同じかそれより前に、提出をしなければならない。 

４ 前項の提出が期日までに行われていないときは、実行委員会は、速やかに、その登録チームにその旨を

通知する。 

（書面の形式） 

第一〇条 次の各号に掲げる書面の形式は、それぞれ当該各号に定めるものでなければならない。 

一 文字のサイズ 一二ポイント 

二 書体 日本語は MS 明朝、英語は Times New Roman 

三 用紙のサイズ A4 版 

四 余白 上下左右それぞれ二・五センチメートル以上 

五 行間 一行 

２ 書面とその Word ファイル（.docx）には、チームナンバーを除き、個人名、所属の機関その他の作成者

が特定される要素を一切記載してはならない。 

３ 書面は、次の各号に掲げる要素によって構成されなければならない。 



一 表紙 

二 目次 

三 参考資料索引 

四 請求項目 

五 事実概要 

六 主張概要 

七 脚注を含めた主張 

八 法廷への請求 

４ 次の各号に掲げる要素は、それぞれ当該各号に掲げる方法で記載されなければならない。 

一 前項第一号及び第八号 附属書Ⅱに定める方法 

二 前項第三号 書面に記載されたすべての参考資料及びそれらの参考箇所が特定できる方法 

三 前項第五号 問題文に記載のある事実とそれを基にする推論のみを摘示し、根拠のない事実、曲解され

た事実、法的議論の結論その他事実の概要として不適当な事項を記載しない方法 

四 前項第六号 単なる請求の見出しではなく、前項第七号全文の趣旨を要約する方法 

五 前項第七号 原告・被告それぞれの書面が、その頁数が二〇頁以内であって、かつ、その字数が脚注を

除いて二万字以内（スペースは含まないが、半角英数字は含む。）となる方法及び脚注が本文における主張

や命題の根拠を特定する方法 

５ 登録チームは、前条第二項の方法で書面を提出するときは、その Word ファイル（.docx）名にチームナ

ンバー及び原告・被告の区別を可能とする要素を含めなければならず、そのメールの件名を「【チームナン

バー】2023 年宇宙法模擬裁判日本大会書面提出」としなければならない。 

（書面の評価） 

第一一条 実行委員会は、宇宙法及び国際法の研究者、法曹実務家その他の有識者を招聘し、書面裁判官に

任命する。 

２ 書面裁判官は得点を公式得点表に記入しなければならず、実行委員会は、本大会が終了した時から一年

を経過するまでの間は、その公式得点表を保存する。 

３ 書面裁判官は、各書面を、〇点から五〇点の範囲で採点する。 

４ 書面裁判官は、次の各号に掲げる要素を考慮して、書面を採点しなければならない。 

一 事案についての諸事実および適用される法的原則への理解 

二 オーソリティーの使用およびリサーチの広範性 

三 関連する判例事案の適切かつ正確な分析 

四 事実および論点抽出の明確性、一貫した論理構成力 

五 文法および文体 

 

第四章 口頭弁論総論 

 

（口頭弁論における手続） 



第一二条 第四章は、開催方式にかかわらず、口頭弁論の審理において適用される。 

２ 口頭弁論は、国際司法裁判所において行われることを想定する。 

３ 弁論は、原告の主弁論、被告の主弁論、原告の反論、被告の再反論の順序で行う。主弁論は二名の弁論

者によって行われる。反論・再反論は、原告・被告の主弁論を行った者のうち任意の一名によって行われ

る。 

４ 口頭弁論の審理における法廷の構成は、以下の通りとする。 

一 裁判長一名と二名以下の裁判官（以下「弁論裁判官」と総称する。）。 

二 次に掲げる者が、実行委員会により任命され、置かれる。 

ア 各弁論者の主弁論と反論・再反論の時間を計測し、弁論者に対して適切な間隔で残りの時間を提示し、

及び、弁論者に割り当てられた時間が経過した旨を宣言する者（以下「タイムキーパー」という。） 

イ 裁判の円滑な進行のために法廷全体を取り仕切る者（以下「廷吏」という。） 

三 実行委員会が、必要があると認めるときは、本規則の解釈、適用及び執行について弁論裁判官を補佐す

る者（以下「裁判官補佐」という。）。タイムキーパーと廷吏は、いずれも裁判官補佐を兼任することができ

る。 

５ 弁論の時間は、以下の通りとする。 

一 原告・被告には、それぞれ四五分が割り当てられる。各弁論者の主弁論は一〇分以上でなければならず、

反論・再反論は二分以上六分以内でなければならない。 

二 原告・被告は、それぞれ開廷に先立って、各弁論者の主弁論及び反論・再反論（以下「弁論」と総称す

る。）に割り当てる時間をタイムキーパーに通知する。各弁論者は、次項の場合を除き、タイムキーパーに

通知した時間を超えて弁論を行うことはできない。 

三 裁判長は、各弁論者の主弁論において、割り当てられた時間が経過した後に、一人あたり最大二分の延

長を認めることができる。 

６ 弁論裁判官は、口頭弁論の評価のために、弁論中の弁論者に対して質問をすることができる。 

（口頭弁論の評価） 

第一三条 実行委員会は、宇宙法及び国際法の研究者、法曹実務家その他の有識者を招聘し、弁論裁判官に

任命する。特定の登録チームとの間に、公平な採点を期待できないような関係を有すると実行委員会が認

める者は、その登録チームのメンバーが弁論者となる法廷において弁論裁判官になることはできない。 

２ 弁論裁判官は得点を公式得点表に記入しなければならず、実行委員会は、本大会の決勝ラウンドが終了

した時から一年を経過するまでの間は、その公式得点表を保存する。 

３ 弁論裁判官は、各弁論者の弁論を、〇点から五〇点の範囲で採点する。 

４ 弁論裁判官は、次の各号に掲げる要素を考慮して、弁論を採点しなければならない。 

一 事実を把握し、必要な論点を抽出して、一貫した論理を構成する能力 

二 国際法をはじめとする広範な法的知識 

三 質問への応答を通しての的確性及び明確性 

四 適用可能な国際法の知識及び証拠を適切に援用する能力 

五 国家の代理人としての適切な振舞い 



５ 本規則の規定により一方当事者のみの口頭弁論が行われるときは、弁論裁判官は、可能な限り、不在の

当事者が出席して主張を行ったかのように弁論を採点しなければならない。この場合において、弁論を行

わなかった登録チームのメンバーのうち、第七条第四項で登録されており、その法廷で弁論をする予定で

あった者の法廷弁論素点は〇点とする。 

（法廷の撮影又は録画） 

第一四条 すべての登録チームは、実行委員会及び日本宇宙法学生会議が法廷を撮影又は録画することに同

意したものとみなす。ただし、その撮影又は録画に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 

 

 第五章 対面方式 

 

（対面方式の口頭弁論） 

第一五条 第五章の規定は、対面方式で開催される場合の口頭弁論の審理において適用される。 

（出廷メンバー） 

第一六条 法廷で弁論を行うそれぞれの登録チームのメンバー（以下この章において「出廷メンバー」とい

う。）は、弁論者が二名であって、かつ、補佐人が一名以下でなければならない。 

２ 出廷メンバーは、原告席・被告席へ電子機器その他法廷にふさわしくないものを持ち込んではならない。 

（意思疎通） 

第一七条 出廷メンバーは、次の各号に掲げる場合を除き、いかなる者との間でも、意思疎通を現にし、又

は意思疎通を図ってはならない。 

一 裁判官との間で、弁論により意思疎通をとる場合 

二 原告席・被告席において、同じチームの他の出廷メンバーとの間で、書面により意思疎通をとる場合 

２ 出廷メンバーは、弁論裁判官、裁判官補佐、廷吏及びタイムキーパーに対し、自らの所属する大学名又

は大学院名が明らかになるような行為を控えなければならない。 

（欠席） 

第一八条 三〇分を過ぎても一方の登録チームが入廷していないときは、一方当事者のみの口頭弁論が行わ

れる。 

２ 三〇分を過ぎても第七条第四項で登録した弁論者が一人しか出廷しなかったときは、その弁論者は口頭

弁論を行い、弁論裁判官による採点を受けることができる。この場合において、他方の弁論者の法廷弁論

素点は〇点とする。 

 

 第六章 オンライン方式 

 

（オンライン方式の口頭弁論） 

第一九条 第六章の規定は、オンライン方式で開催される場合の口頭弁論の審理において適用される。 

（出廷メンバー） 

第二〇条 法廷で弁論を行うそれぞれの登録チームのすべてのメンバー（以下この章において「出廷メンバ



ー」という。）は、出廷することができる。そのうち、弁論者は、二名でなければならない。 

（意思疎通） 

第二一条 出廷メンバーは、次の各号に掲げる場合を除き、いかなる者との間でも、意思疎通を現にし、又

は意思疎通を図ってはならない。 

一 裁判官との間で、弁論により意思疎通をとる場合 

二 弁論中ではない出廷メンバーとの間で意思疎通をとる場合 

２ 出廷メンバーは、他の出廷メンバーのみと同室することができる。 

３ 出廷メンバーは、弁論裁判官、裁判官補佐、廷吏及びタイムキーパーに対し、自らの所属する大学名又

は大学院名が明らかになるような行為を控えなければならない。 

（カメラ及びマイクの設定） 

第二二条 弁論裁判官は、弁論者がその顔を見ることができるように、可能な限りカメラの位置や向きを調

節しなければならない。 

２ 弁論中の出廷メンバーは、弁論裁判官がその顔を見ることができるように、可能な限りカメラの位置や

向きを調節しなければならない。 

３ 出廷メンバーは、弁論を行う場合又は弁論裁判官に発言を求められた場合を除き、自らのマイクをミュ

ートにしなければならない。 

（欠席と通信技術上の問題） 

第二三条 第七条第四項で登録した弁論者その他のチームメンバーが通信技術上の問題により入廷できて

いないときは、その登録チームは、速やかに、その旨を実行委員会に通知しなければならない。 

２ 三〇分を過ぎても第七条第四項で登録した弁論者いずれもが入廷できていないときは、一方当事者のみ

の口頭弁論が行われる。 

３ 三〇分を過ぎても第七条第四項で登録した弁論者が一人しか出廷しなかったときは、その弁論者は口頭

弁論を行い、弁論裁判官による採点を受けることができる。この場合において、他方の弁論者の法廷弁論

素点は〇点とする。 

４ 第七条第四項で登録した弁論者が弁論を行っているときに、その弁論者に通信技術上の問題が生じ、弁

論を続けることができない場合には、裁判長は、口頭弁論手続を一時中断する。一時中断がされた時から

三〇分が経過してもその問題が解決していないときは、その弁論者による弁論を中止し、次の弁論者が弁

論を行う。この場合において、弁論が中止された弁論者の法廷弁論素点は〇点とするが、他方当事者は問

題が発生するまでにされた主張を前提として弁論を行うことができる。 

５ 裁判長を除く弁論裁判官に通信技術上の問題が発生した場合に、次の各号のいずれかに当たるときは、

その弁論裁判官は採点してはならない。 

一 裁判長が口頭弁論を一時中断し、一五分経過したが、その問題が解決していないとき 

二 前号の一時中断がされた時から一五分を経過しない間にその問題が解決されたが、その弁論裁判官が、

その問題の影響が甚大で、公平に採点できないと考えたとき 

６ 前項第一号の場合において、その問題が解決したときは、その弁論裁判官は、弁論裁判官として、弁論

者に質問をすることができる。 



７ 裁判長に通信技術上の問題が発生した場合に、残りの弁論裁判官のいずれかが、口頭弁論手続き一時中

断する。一時中断がされた時から二〇分経過してもその問題が解決していない場合は、裁判長は辞退した

ものとみなされ、残りの弁論裁判官のいずれかが裁判長となり、その裁判長が口頭弁論手続を再開する。

この場合において、辞退した裁判長は、採点してはならない。一時中断がされた時から二〇分を経過しな

い間にその問題が解決された場合に、裁判長がその問題の影響が甚大で公平に採点できないと考えたとき

は、その裁判長は採点を辞退しなければならない。 

８ 前項第二段の場合において、その問題が解決したときは、問題が発生した裁判長は、裁判長ではなくな

るが、弁論裁判官として、弁論者に質問をすることができる。 

 

 第七章 進行手続 

 

（予選ラウンド） 

第二四条 登録チームは、予選ラウンドに出場し、原告・被告としてそれぞれ一試合以上で口頭弁論を行う。 

２ 予選ラウンドの組み合わせは、実行委員会の無作為抽選によって決定する。ただし、同一チーム同士が

二回以上対戦するような組み合わせが生じたときは、実行委員会は、組合せに必要な変更を加える。 

（決勝ラウンド） 

第二五条 実行委員会は、本大会の目的の達成に資すると認める場合に、決勝ラウンドを行う。合計点数の

順位で一位となった登録チーム及び二位となった登録チームが、決勝ラウンドで口頭弁論を行う。 

２ 原告・被告の組み合わせは、コイントスにより決定される。コイントスをする場合に、一位の登録チー

ムが、コインの裏表の選択権を有する。 

３ 決勝ラウンドの勝者は、裁判官の協議によって決する。 

 

 第八章 得点集計 

 

（得点） 

第二六条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 書面素点 書面裁判官が、第一一条第三項及び第四項に従って採点したものをいう。二人以上の書面裁

判官が採点する場合には、それらの裁判官の採点結果の平均をいう。 

二 原告書面点数 原告の書面の書面素点から、第二八条第一項に従って減点したものをいう。 

三 被告書面点数 被告の書面の書面素点から、第二八条第一項に従って減点したものをいう。 

四 書面点数 原告書面点数と被告書面点数を総和したものをいう。 

五 法廷弁論素点 次に掲げる場合に、それぞれア、イ、ウ及びエが定める点数をいう。 

 ア 同一法廷の弁論裁判官が四人以上の場合 それぞれの弁論裁判官が第一四条第三項及び第四項に従っ

て採点したものを総和したものに、弁論裁判官の合計人数から三を減じたものを分母とし、三を分子とす

る分数を乗じた点数 

 イ 同一法廷の弁論裁判官が三人の場合 それぞれの弁論裁判官が第一四条第三項及び第四項に従って採



点したものを総和した点数 

 ウ 同一法廷の弁論裁判官が二人の場合 それぞれの弁論裁判官が第一四条第三項及び第四項に従って採

点したものに一・五を乗じて導出される点数 

 エ 同一法廷の弁論裁判官が一人の場合 その弁論裁判官が第一四条第三項及び第四項に従って採点した

ものに三を乗じて導出される点数 

六 法廷弁論点数 法廷弁論素点から、第二八条に従って減点したものをいう。 

七 弁論点数 予選ラウンドの法廷弁論点数を総和したものをいう。 

八 チーム弁論点数 登録チームの弁論者すべての弁論点数を総和したものをいう。 

九 合計点数 書面点数とチーム弁論点数を総和したものをいう。 

（罰則） 

第二七条 登録チームが、本規則に定める義務に違反したときは、附属書 I に従い、その登録チームの書面

素点又は弁論素点から減点が行われる。 

２ 登録チームは、次の各号に掲げる事項について、当該各号が定める期限までに、実行委員会に対して違

反申請を行うことができる。 

一 対戦予定の登録チームの書面 実行委員会の定める期限 

二 対戦した登録チームの口頭弁論 その試合が終了した時から一〇分を経過するまでの間 

３ 登録チームは、実行委員会が定める期限までに、自らへの罰則の適用について、実行委員会に対して異

議申立てを行うことができる。 

４ 罰則の適用により失格となることは、第七条第三項の「特段の事情」に当たらない。 

（順位） 

第二八条 各弁論者は、最も高い弁論点数から最も低い弁論点数へと順位づけられる。 

２ 各登録チームの原告書面は、最も高い原告書面点数から最も低い原告書面点数へと順位づけられる。各

登録チームの被告書面は、最も高い被告書面点数から最も低い被告書面点数へと順位づけられる。 

（結果報告） 

第二九条 実行委員会は、本大会終了後、速やかに、書面素点及び弁論素点を各登録チームに通知する。 

 

 第九章 賞 

 

（賞） 

第三〇条 実行委員会は、次の各号に掲げる者又はチームを、当該各号が定める賞に該当する者として発表

する。 

一 次に掲げる場合に、それぞれア及びイに該当するチーム 総合優勝 

 ア 決勝ラウンドが行われた場合 決勝ラウンドで勝利した登録チーム 

イ ア以外の場合 合計点数が最も高い登録チーム 

二 次に掲げる場合に、それぞれア及びイに該当するチーム 総合準優勝 

 ア 決勝ラウンドが行われた場合 決勝ラウンドで敗北した登録チーム 



 イ ア以外の場合 合計点数が第二位の登録チーム 

三 原告書面点数が第一位〜三位のチーム 原告書面第一位〜第三位 

四 被告書面点数が第一位〜三位のチーム 被告書面第一位〜第三位 

五 弁論点数が第一位の者 最優秀弁論者賞 

六 原告弁論者のうち弁論点数が第一位〜第三位の者 原告口頭弁論第一位〜第三位 

七 被告弁論者のうち弁論点数が第一位〜第三位の者 被告口頭弁論第一位〜第三位 

２ 前項に掲げる賞のほか、実行委員会は、本大会の目的の達成に資すると認める場合に、各種賞を設け、

その賞に該当する者を発表する。 

 

 第一〇章 改正 

 

（改正） 

第三一条 本規則の改正は、日本宇宙法学生会議において三分の二以上の賛成をもって発議され、実行委員

会の三分の一以上の賛成をもって採択されなければならない。 

 



附属書Ⅰ：罰則規定 

 

書面の不提出 失格

部数の不足 一部につき五点減点

書面の提出遅延
遅延一日目で一〇点減点

二日目以降は一日につき五点減点

書面の構成要素の欠落 一つの構成要素につき五点減点

個人名、所属の機関その他の作成者が特定される要素の 書面又は

データへの記入
一つにつき五点減点

主張本文への頁制限の超過 一頁ごとに五点減点

主張本文の字数制限の超過 一〇〇字ごとに五点減点

書面の書式の違反
一項目ごとに、その違反が、書面の全体に及ぶ場合

又はその程度が著しい場合に、五点減点

第一二条 第五項第三号の延長以外で、割り当てられた時間を超過 一回につき五点減点

第一六条 電子機器その他法廷にふさわしくないものの持込み 一回につき五点減点

第一項及び第二項以外の意思疎通 一回につき五点減点

自らの所属する大学名又は大学院名が明らかになる行為 一回につき五点減点

第一項及び第二項以外の意思疎通 一回につき五点減点

自らの所属する大学名又は大学院名が明らかになる行為 一回につき五点減点

第一項の情報交換その他協力行為 失格

第二項の情報交換その他協力行為 失格

第九条

第一〇条

第八条

第一七条

第二一条

書面素点からの減点

法廷弁論素点からの減点

失格



附属書Ⅱ：書面の形式 

A（表紙） 

 

 

 

 

 

JAPAN SPACE LAW MOOT COURT COMPETITION (Year) 
 
 

Team No…… 
 
 
 

IN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
AT THE 

PEACE PALACE, THE HAGUE 
 
 
 
 

Case concerning…………… (name) 
v. 

……………(name) 
 
 
 

CO SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE 
MEMORIAL FOR THE APPLICANT (RESPONDENT) 

 
 
 

……(name) 
 

 

  



B（目次の例） 

                                 目次                                    
 
目次                                     ⅰ 
参考資料索引                                                              ⅴ 
請求項目                                                                  ⅸ 
事実概要                                                                  ⅹ 
主張概要                                                                 ⅹⅲ 
主張詳細                                                                  1 
 Ⅰ. （国名）の〜という行為は違法である。 
  A.  
   1.  
    (a)  
     (ⅰ)  
  



C（参考資料索引の例） 

                 参考資料索引                  
国際判例 
The Zafiro case (Great Britain v. United States), (Decision), 1925 RIAA Vol.6, p.160, p.164, 
(November 30) 
 
書籍 
E.R.C. VAN BOGAERT, ASPECTS OF SPACE LAW, p.115, p.135, p.173, (1986) 
 

論文・雑誌 
Kay-Uwe Horl & Julian Hermida, “Change of Ownership, Change of Registry? Which Objects 
to Register, What Data To Be Furnished, When, And Until When?”, Proceedings of the 
International Institute of Space Law, Vol.46, p.454, p.458, (2003) 
 
条約 
Treaty on Principles governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer 
Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, December 19, 1966, 610 U.N.T.S. 205, 
Arts. 1, 6 & 8 
 
国連文書 
Report of the Legal Subcommittee on its 45th session, held in Vienna from 3 to 13 April 2006, 
U.N.C.O.P.U.O.S., 45th sess., U.N.Doc.A/AC.105/871, p.22, (2006) 
 
その他 
The United Kingdom Outer Space Act of 18 June 1986, Art.3(2)(b), (1986), available at  
<www.bnsc.gov.uk/assets/channels/about/outer space act 1986.pdf> 
 
The United States’ Commercial Space Launch Sec.70104(a)(4), (1984), available at  

<http://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_3/3-1-2-4/3-1-2-44_e.html> 
  



D（請求項目の例） 

                      請求項目                            
 
1) Republica は、Stationrider の作為及び不作為に関して責任を有し、Starflight-1 の損失

に関連して Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
 
2) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した浄化、回収及び返

還に関する費用についての賠償責任を負う。 
 
3) Aspirantia は、Linke 機長及び Vienet 博士を合法的に逮捕・起訴した。 
 
 
  



E（事実概要の例） 

                 事実概要                   
 Aspirantia 共和国（以下「Aspirantia」という。）及び Republica 王国（以下「Republica」
という。）は、国際連合の加盟国であり、1967 年の宇宙条約、1968 年の宇宙救助返還

協定及び 1972 年の宇宙損害責任条約の当事国である。Republica はウィーン条約法条

約を署名及び批准したが、Aspirantia は未だ署名していない。 
 Republica は、Aspirantia と地理的に隣接しており、宇宙活動における重要な技術力

を保有している。Stationride Corporation（以下「Stationrider」という。）は、Republica
から平均海面上 350km 上空の軌道上を回る常設国営宇宙ステーションまでの有人宇

宙飛行を事業として行う免許を受けている私企業であり、Space Activities Act 2000（以

下「SAA」という。）の適用下で、常設国営宇宙ステーションまでの有人宇宙飛行を事

業として行う免許を Republica から受けている。また先頃、宇宙ステーションに物資

を輸送するための Stationferry を利用し、私人を対象とした乗船サービスを提供する

許可も得た。 
Ashes Corporation（以下「Ashes 社」という。）は、Republica 国内の葬儀サービス企

業である。先頃、Stationrider は Ashes 社と、遺灰入りのカプセルが入った小型容器を

運搬し低軌道に配置するという内容の契約を結んだ。これに関し、Republica や他国の

環境保護論者、天文学者や宇宙科学者達が宇宙軌道を使用し、汚染するこのような手

法に対し抗議したにも関わらず、Republica 宇宙局は、この目的のために Stationferry
打上げを禁止せず、さらに打上げの際、ペイロード及びその位置に関して他国への通

報を一切行っていない。 
  



F（主張概要の例） 

I:  
(i) Republica は、宇宙条約６条上 Stationrider の作為および不作為に関して責任を

有する。 
(ii) 宇宙損害責任条約３条に基づき Republica は Starflight-1 の損失に関連して

Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
II:  
(i) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した燃料による

浄化の費用について宇宙損害責任条約２条及び慣習国際法上賠償責任を負う。 
(ii) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した Stationferry
の回収及び返還について宇宙救助返還協定５条上賠償責任を負う。 
(iii) Republica は、Stationferry の緊急着陸の結果 Aspirantia が負担した S tationferry
の乗員・乗客の回収及び返還に関する費用について宇宙救助返還協定４条上賠償責任

を負う。 
III:  
(i) Aspirantia は Linke 機長及び Vienet 博士に対して刑事管轄権を行使することが

出来る。 
(ii) Aspirantia の本件の逮捕・起訴は宇宙救助返還協定４条に違反していない。 
 
 
 
  



G（脚注を含めた主張の例） 

                          主張詳細                              
I. Republica は、Stationrider の作為および不作為に関して責任を有し、Starflight-1 の

損失に関連して Aspirantia が被った損失及び損害に対し賠償責任がある。 
本件事実によると、Republica 国企業 Stationrider は、遺灰入りの口紅大のカプセル

が入った小型容器を運搬し低高度の「墓場軌道」に配置するため Stationferry を打ち上

げた。その際、Stationferry の乗客の一人 Timothy・L・Ash（以下「Ash」という。）は

遺灰入りの「father」と刻印されたカプセル（以下「father」という。）を宇宙空間に放

出しており、Stationrider は Ash の行為をなんら防止しなかった。その結果として、

「father」の衝突により Aspirantia 国企業 Startours の打ち上げた Starflight-1 は破損し、

Starflight-1 の乗客・副操縦士が死亡した。また、その後 Starflight-1 が墜落した結果

Startours は Starflight-1 を失い、機長及び乗客のうち一名が負傷した。 
宇宙損害責任条約３条は「損害が一の打ち上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人

に対して他の打ち上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされた

場合には、当該他の打ち上げ国は、当該損害が、自国が責任を負うべき者の過失によ

るものである限り賠償責任を負う」旨が規定されている1。 
したがって以下、宇宙損害責任条約３条に基づき Republica が Aspirantia に対し賠償

責任を負うことを論証するために、Stationrider は Republica が責任を負うべき者に該

当すること、Starflight-1 並びに「father」は宇宙物体であること、Aspirantia 並びに

Republica は打上げ国に該当すること、Starflight-1 の墜落及び乗員・乗客の死亡という

損害は Stationrider の過失により生じたことを順に論証する。なお、Starflight-1 と「father」
の衝突は、Starflight-1 の降下中に高高度において発生しており、地表以外の場所にお

いて引き起こされていることは本件事実より確認できる。 
A. Stationrider は Republica が責任を負うべき者に当たる。 

 宇宙損害責任条約３条にいう「自国が責任を負うべき者」とは、国家が自ら宇宙活

動の免許を付与した企業を含む2。 
 
 
  

 
1 The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, November 
29, 1971, 961 U.N.T.S. 187, Art.3. 
2 Krystyna Wiewiorowska, “Some Problems of State Responsibility in Outer Space Law,” 
Journal of Space Law, Vol.7, p.23, p.27, (1979). 



H（法廷への請求） 

 以上の理由から、原告……は、国際司法裁判所に対し、以下の事項を判決し、宣言

することを請求する。 
Ⅰ.…………… 
Ⅱ.…………… 
Ⅲ…………… 
 
 
 

 


