
（３） 宇宙活動に関する法律 

（No.2008-518 2008年6月3日） 

（2009年4月4日修正） 

第1編：定義 

第1条 

本法律の適用において、以下の用語は次の内容を意味する。  

（1）「損害」 宇宙活動の実施に際して、宇宙物体により直接引き起こされる人身及び財産並びに公衆衛生又は環境

等に対する損害。ただし、損害が、この物体から利用者に送信された信号の利用の結果である場合を除く。 

（2）「宇宙活動事業者」（以下「事業者」という。） 自己の責任において、かつ独立して、宇宙活動を実施するすべ

ての自然人または法人。  

（3）「宇宙活動」 宇宙空間での物体の打上げ若しくは打上げの試行又は月その他の天体を含む宇宙空間に所在する

間、及び該当する場合には地球への帰還時に、宇宙物体の運用を維持する活動。 

（4）「打上げ段階」 宇宙活動に際して、打上げ活動が取消し不能となった時点から開始し、本法律に基づき付与さ

れた許可の条件があるときはそれに従って、打上げ機と宇宙空間へ配置される予定の物体の分離の時点で終了す

る期間。 

(5) 「運用段階」 宇宙活動の実施に際して、打上げ機と宇宙空間へ配置されるべき物体の分離から、次の事象うち

最も早いものの発生により終了するまでの期間。 

 －最後の軌道離脱操作及び停波作業が実行された時 

 －実施者が当該宇宙物体の制御を喪失した時 

 －当該宇宙物体の地球への帰還又は大気圏内での完全な破壊 

（6）「宇宙活動に関する第三者」 宇宙活動又は当該活動により打上げ若しくは運用が行われる宇宙物体の生産に参

加する者以外のすべての自然人または法人。特に、宇宙活動実施者、その契約相手方、下請事業者及び顧客並び

に顧客の契約相手方及び下請事業者は、第三者とはみなされない。 

（7）「宇宙由来データの第一次運用者」 地球観測衛星システムをプログラミングし、又は地球観測データを宇宙か

ら受信するすべての自然人又は法人。  

 

第2編：宇宙活動の許可 

第1章：許可対象となる活動 

第2条 

下記の者は、行政当局による許可をあらかじめ取得しなければならない。 

（1）その国籍を問わず、フランスの管轄下にある領域、手段若しくは施設からの宇宙物体の打上げを実施しようとす

る全ての事業者又はフランスの管轄下にある領域、手段若しくは施設へのかかる物体の帰還を実施しようとする

すべての事業者。 

（2）外国の管轄下にある領域、手段若しくは施設若しくはいずれの国の主権にも属さない場所から宇宙物体の打上げ

を実施しようとするフランスの事業者、又は外国の管轄下にある領域、手段若しくは施設若しくはいずれの国の

主権にも属さない場所へのかかる物体の帰還を実施しようとする全てのフランスの事業者。 

（3）事業者であるか否かに係わらず、宇宙物体の打上げを行わせようとする全てのフランス国籍の自然人若しくはフ

ランス国内に本拠地を有する法人又は宇宙空間に所在する間かかる宇宙物体を運用しようとする全てのフランス

の事業者。 



 

第3条 

本法律の規定に基づく許可の対象となった宇宙物体の運用の第三者への移転は、行政当局の事前の許可を必要とする。 

第2条第3号の規定に定めるところにより、その打上げまたは運用について本法律による許可が与えられていない宇宙

物体を運用しようとするフランスの事業者は、行政当局から事前に交付される当該運用を目的とする許可を取得しな

ければならない。 

本条の適用の方法は、コンセイユ・デタ（国務院）のデクレ（政令）により定められるものとする。 

 

第2章：許可交付の条件 

第4条 

宇宙物体の打上げ、打ち上げられた宇宙物体の運用及び運用の移転並びに地球への帰還の許可は、当該申請者及び必

要に応じてその株主の倫理的、財政的及び専門的な資質並びに利用しようとするシステム及び方法が人身及び財産の

安全並びに公衆衛生及び環境の保護を目的として定められた技術に関する規則と適合することを、行政当局が確認し

た後に交付される。  

これらの許可は、許可の申請により意図される活動が、その利用が予定されるシステム等を考慮すれば、フランスの

国家防衛上の利益またはフランスによる国際的約束の遵守を害する性質のものである場合には、交付されない。 

宇宙活動事業者が倫理的、財政的及び専門的な資質を満たすことを証明する期限付きのライセンスは、許可を所轄す

る行政当局によって交付することができる。このライセンスは、第一段落に定めるシステム及び方法の技術に関する

規則との適合性を併せて証明することもできる。そのライセンスは、数個の活動に対する許可としての効力を持ちう

る。  

コンセイユ・デタが定めるデクレは、本条の適用条件を定めるものとする。特に、デクレにて以下の事項を規定する。 

（1） 許可申請の裏付けとして提供されるべき情報及び文書並びにその許可の交付手続 

（2） 許可を交付し、第一段落に定める技術に関する規則を制定する所轄の行政当局 

（3） 第３段落に定める許可を交付することができる条件並びに許可を交付される者その実行する宇宙活動を行政当

局に通知する方法 

（4） 外国の領域又は外国の管轄下にある手段若しくは施設から行われる活動のために許可が申請された場合であっ

て、当該国の国内的若しくは国際的な約束、法律及び慣行が、人身及び財産の安全、公衆衛生及び環境の保護

並びに責任に関して十分な保証を備える場合に、申請者に対して、行政当局が第1号に定める適合性の検査の全

部又は一部を免除できる条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3章：許可保持者の義務 

第5条 

本法を適用して交付された許可には、人身及び財産の安全並びに公衆衛生及び環境の保護であって特にスペースデブ

リに伴うリスクの抑制への配慮を目的として定める条件を付すことができる。  

これらの条件は、国家防衛の利益を保護すること又はフランスの国際約束の遵守を確保することのためにも同様に付

すことができる。 



  

 

第6条 

Ⅰ 本法律による許可の対象となるすべての事業者は、第13条に規定する条件の下で、かつ第16条および第17条に定

める金額の範囲において負担する可能性のある責任の限度で、保険を付保し又は所轄当局が認める財務保証を具

備しなければならない。 

コンセイユ・デタが定めるデクレは、保険の方式及び所轄当局が認めることのできる財務保証の性格並びにこれら

の承認を与える当局が第1段落に定める義務の履行が証明されたものと認めるための条件を指定する。さらに同デ

クレは、事業者が、所轄当局により、前段落に定める義務の免除を受けることができる条件についても指定する。 

Ⅱ 保険又は財務保証は、第Ⅰ項に定めた金額の限度内で、当該宇宙活動に関して第三者が被る可能性のある損害を

賠償しなければならないリスクを担保するものでなければならない。 

Ⅲ 保険又は財務保証は、宇宙物体により引き起こされた損害を理由として課されることがある責任の範囲で、以下

の者に利益を与えるものでなければならない。 

（1） 国家及びその公共の施設 

（2） 欧州宇宙機関及びその加盟国 

（3）事業者及び宇宙物体の製造又は宇宙活動に参加した者 

 

 

第7条 

(2009年4月1日付のオルドナンス（命令）No. 2009-375第12条により改正) 

Ⅰ 下記の者は、本章に定める義務の遵守を確認するために、必要な検査を行う権限を有する。 

(1) 宇宙、防衛、研究、環境を担当する国家機関又はそれらの分野における業務を実施する公共の施設に属し、

コンセイユ・デタのデクレにより定められた条件に従って、第2条に規定される行政当局から委任された職

員。 

（2）航空機内において技術的な検査を実施する権限を有する職員。 

（3）保険法第L. 310-13条に定める保険検査団体の構成員。 

（4）公衆衛生法第L. 1421-1条に定める職員。 

（5）海事を担当する行政官及び調査官、海事を担当する技術及び行政団体の官吏、海事を担当する検査官、国

の艦船の司令官並びに海の監視を担当する国の航空機の機長。 

上記第(1)号から第(5)号に規定される各職員は、刑法第226-13条及び第226-14条に定める要件及び罰則により

職業的な守秘義務を負う。 

Ⅱ 第Ⅰ項に規定される職員は、いつでも、宇宙物体自体を含む宇宙活動が実施される建物、敷地及び施設の立ち入

り検査を実施することができる。遅くとも検査活動の開始時までに、当該事業者に対しては、本人が立ち入りに

立ち会い若しくは自らが選任したすべての者を立ち会わせ又はその代理させることができる旨が告知される。そ

の敷地の全部又は一部が住居であるときは、立ち入りは、第７－１条に定める条件の下でのみ認められる。 

Ⅲ 第Ⅰ項に定める職員は、第7－1条に定められた差押えの場合を除いて、検査の実施に際して、その媒体の種類を

問わずあらゆる文書又は有用な資料の提出を求めることができる。それらの職員は、これを複写すること並びに

召喚により又は現場において必要な情報及び証拠を収集することができる。 

職員は、事業者により署名されたリストを作成した後でなければ文書を持ち出すことはできない。このリストに

は、それらの文書の性格および数量を記載する。  

事業者は、検査の結果について第2条に規定される行政当局から通知を受ける。当該事業者は、当該当局に対し、

自らの見解を述べることができる。  

Ⅳ 事業者又は施設の立ち入りを承認する権限を有する者が連絡不能の場合又は立入りに反対する場合には、第Ⅰ項

に規定される職員は、第７‐１条に定める条件の下で立ち入りを認められる。 



第７‐１条     (2009年4月1日付のオルドナンス（命令）No. 2009-375第13条により） 

Ⅰ 第７条に定める立ち入りは、立ち入る場所を管轄する大審裁判所の自由・勾留担当裁判官のオルドナンスによっ

て認められる。 

オルドナンスには、立ち入る場所の住所、立ち入りおよび差押えを行う権限を与えられた単一又は複数の公務員

の氏名及び肩書き並びに立ち入りが認められる時間を指定する。 

オルドナンスは原本の呈示によってのみ執行される。 

Ⅱ オルドナンスは、立ち入りの際に、受領証又は立ち入り調書への欄外署名と引き換えに真正な謄本を受けとる立

入り場所の占有者またはその代理人に対して通知される。場所の占有者又は代理人が不在の場合には、立ち入り

後に、受領通知の要求を付した書留郵便によってオルドナンスを通知する。通知は、受領通知に記載された受領

の日付の日に行われたものとみなす。受領が通知されないときは、執行士によるオルドナンスの送達が行われる。 

通知書には、立ち入りを認めるオルドナンスに対する不服申し立て及び立ち入りの執行方法についての異議申 

し立ての手続及び期間を記載する。立ち入りを認めた裁判官に対して立ち入りの停止または中止の申し立てを行

うことができる旨もまた記載する。 

Ⅲ 立ち入り及び文書の差押えは、これを認めた自由・勾留担当裁判官の権限及びその監督のもとで行われる。自由・

勾留担当裁判官は、それが有益と認めるときには、立ち入りが実施されている間に当該場所へ出向くことができ

る。自由・勾留担当裁判官は、必要と認めるときは、いつでも立ち入りの停止又は中止を決定することができる。

立ち入りおよび差押えの停止又は中止を求める手続が自由・勾留担当判事に係属することによっては、当該立ち

入りおよび差押えは妨げられない。 

Ⅳ 立ち入りは６時以前及び２１時以降に開始してはならない。立ち入りは、場所の占有者又はその代理人の立ち会

いに基づいて行われる。場所の占有者又はその代理人は自らの選択により弁護士にその補佐をさせることができ

る。場所の占有者が不在の場合は、立ち入りを行う職員は、自己の権限に服していない証人２名の立ち会いの下 

でのみ立ち入りを実行することができる。 

権限を与えられた職員、場所の占有者又はその代理人に限り、差押え前に物件及び文書を確認することができる。 

立ち入りの権限を与えられた職員は、執行の方法及び推移並びに実施された検証を記録した調書を直ちに作成す

る。必要な場合には、差し押さえられた物件及び文書の目録を添付する。調書及び目録には、権限を与えられた

職員及び場所の占有者又は必要があればその代理人及び証人が署名する。署名を拒むときは、その旨を調書に記

載する。 

調書及び目録の原本は、作成後直ちに立ち入りを認めた裁判官に提出される。それらの謄本は、場所の占有者若

しくはその代理人に対して交付し、又は受領の通知の要求を付した書留郵便により送達する。 

調書及び目録には、不服申し立ての期間を記載する。 

差し押さえられた物件は、破毀の抗告ができない決定により還付を命ぜられない限り、訴訟手続きのために保管

される。 

Ⅴ 立ち入りを認めるオルドナンスに対しては、民事訴訟法に定める手続に従い、控訴院院長に抗告することができ

る。当事者は、代訴士を選任する必要はない。  

抗告は、控訴院の書記課に提出され又は宛てた書留文書により15 日以内に申し立てることによって行う。この

期間はオルドナンスが通知された日から起算する。抗告は停止効を持たない。 

大審裁判所の書記課は、直ちに事件記録を当事者が異議を申し立てることができる控訴院の書記課に移送する。 

控訴院院長の命令に対しては、民事訴訟法に定める手続に従い、破毀を申し立てることができる。破毀申し立て

の期間は 15 日間とする。 

Ⅵ 自由・勾留担当判事が認めた立ち入りおよび差押えの執行方法に関する不服申し立ては、民事訴訟法に定める手

続に従い、控訴院長が管轄する。当事者は代訴人を選任する必要はない。 

異議は、控訴院の書記課に提出され又は宛てた書留文書により 15 日以内に申し立てることによって行う。この

期間は、第一段落に定める調書又は目録の送達又は受領の日から起算する。不服申し立ては停止効を持たない。 

控訴院院長の命令に対しては、民事訴訟法に定める手続に従い、破毀を申し立てることができる。破毀申し立て

の期間は 15 日間とする。 

Ⅶ 本条の内容は、立ち入りを認める自由・勾留担当判事の命令の通知文書に転記される。 



 

第8条 

宇宙物体の打ち上げまたは運用に関して、行政当局又はその授権を受けた職員は、いつでも、人身及び財産の安全並

びに公衆衛生及び環境の保護のために指図を与えかつ必要と考えるあらゆる措置をとることができる。 

行政当局又はその授権を受けた職員は、危険が切迫している場合を除き、あらかじめ事業者と協議する。  

コンセイユ・デタが定めるデクレは、本条を実施する職員の委任及び授権の方法について規定する。  

 

 

 

第4章：行政制裁及び刑罰 

 

第9条 

本法律に基づいて交付された許可は、それを交付された者が課せられた義務に違反した場合又は許可申請の対象とな

った活動がフランスの国家防衛上の利益若しくはフランスによる国際約束の履行を害する性質のものであると認めら

れるときは、撤回又は停止することができる。 

打ち上げられた宇宙物体の運用のための許可の停止又は撤回の場合、行政当局は、事業者に対して、自己の費用によ

り、当該物体にかかわる損害のリスクを限定するため、一般に認められた行動規範に照らして適切な手段を講じるこ

とを命ずることができる。  

第10条 

刑事訴訟法の規定に従って行動する司法警察員及び警官に加えて、第７条第Ⅰ項に定める職員であって宣誓した職員

は、本章およびその適用のために制定される法令の各規定に対する違反を調査しかつ記録する資格を有する。それら

の者は、この目的のため、同条第Ⅱ項ないし第Ⅳ項に定める権限を有する。 

これらの者は、違反の事実を記録し、反対の証拠がない限り証明力を有する調書を作成する。この調書は、作成後5

日以内に共和国検察官に送付される。 

コンセイユ・デタのデクレは、本条の適用の方法を定める。 

第11条 

Ⅰ 以下の行為に対しては、200, 000ユーロの罰金が科される。 

（1）その国籍を問わず、事業者が、許可を受けることなく、フランスの領域若しくはフランスの管轄下にある手段若

しくは施設から宇宙物体の打上げを実施し又はフランスの領域若しくはフランスの管轄下にある手段若しくは

施設へのかかる物体の帰還を実施すること。 

（2）フランスの事業者が、許可を受けることなく、外国の領域若しくは外国の管轄下にある手段若しくは施設若しく

はいずれの国の主権にも属さない場所からの宇宙物体の打上げ又は外国の領域若しくは外国の管轄の下にある

手段若しくは施設若しくはいずれの国の主権にも属さない場所へのかかる物体の帰還を実施すること。 

（3）すべてのフランス国籍の自然人又はフランス国内に本拠地を有する法人が、許可を受けることなく、宇宙物体を

打上げさせ又は宇宙空間にある間にその運用を行うこと。 

Ⅱ 以下の行為に対しては、200,000ユーロの罰金が科される。 

（1）本法に基づいて打上げまたは運用の許可を受けた宇宙物体の運用を許可を受けることなく第三者に移転すること。 

（2）フランスの事業者が、本法に基づいて打上げの許可を受けていない宇宙物体の運用を許可を受けることなく承継

すること。 



Ⅲ 事業者は、以下の行為に対して、200,000ユーロの罰金が科される。 

（1） 行政措置又は裁判所の差止若しくは停止の決定に違反して宇宙活動を続行すること。 

（2） 規定を直ちに遵守するように命じる行政当局の勧告に従うことなく宇宙活動を続行すること。  

Ⅳ 事業者又は自然人が、第7条に従って実施される検査を妨害する行為に対しては、200,000ユーロの罰金が科され

る。 

 

 

 

第3編：打ち上げられた宇宙物体の登録 

第12条 

「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約（1975年1月14日）」第2条その他適用がある国際約束によりフ

ランスに登録義務が課せられる場合には、打ち上げられた宇宙物体は、国のためにフランス国立宇宙研究センター

（CNES）が管理する登録簿に、コンセイユ・デタのデクレに定められた方法に従って、登録される。  

 

第4編：責任 

第1章：第三者に対する責任 

第13条 

宇宙活動によって第三者に生じた損害に対しては、当該活動を行った事業者のみが、次の条件に従って責任を負う。 

（1） 地表及び空中において生じさせた損害については、厳格に損害賠償責任を負う。 

（2） 地表又は空中以外において生じさせた損害については、過失によるときにのみ責任が追及される。この責任は、

被害者の過失が証明された場合を除き、軽減又は阻却されない。 

故意による場合を除き、第1号及び第2号に規定される責任は、許可又はライセンスに定められた義務のすべて

が履行されたとき又はその義務が履行されるべき日から１年後のいずれか早い方に停止する。この時期以降に

生じた損害については、国が事業者に代わって行う。 

第14条 

「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約（1967年1月27日）」又

は「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（1972年3月29日）」の規定に基づいて国

が損害を賠償したときは、国は、フランスに国際責任を負担させる損害の原因となった事業者に対し、事業者の保険

又は財務保証から填補を受けていない範囲において、賠償額につき求償することができる。 

損害が本法律により許可を受けた範囲での活動において使用された宇宙物体により引き起こされたものである場合は、

その求償は次の範囲で行われる。 

（1） 打上げ段階で発生した損害については、第16条に規定する条件によって定められた金額を限度とする。 

（2） 宇宙物体の地球への帰還時を含む打上げ段階の後に発生した損害については、第17条に規定する条件によって

定められる金額を限度とする。 

事業者の故意による場合には、第1号及び第2号に定める限度額は適用されない。 

国は、本法律の下で許可された活動の範囲内において使用された宇宙物体により引き起こされた損害であって国益を標

的とした行為の結果であるものについては、求償を行わない。



第15条 

本法律により許可を受けた範囲の活動において使用された宇宙物体により引き起こされた損害を理由として事業者が

第三者への賠償を命ぜられた場合であって、原因となった活動がフランスの領域、欧州連合の他の加盟国若しくは欧

州経済地域協定の加盟国の領域又は、フランス、欧州連合の他の加盟国若しくは欧州経済地域協定の加盟国の管轄下

にある手段若しくは施設から実行されたときは、その事業者は、故意による場合を除き、財務法に定める方法により

次の通り国の補償を受ける。 

（1） 打上げ段階で発生した損害の場合は、第16条に規定する条件によって定められた金額を超過する部分の補償。 

（2） 当該宇宙物体が地球に帰還する場合を含む打上げ段階の後に地表又は空中で発生した損害の場合は、第17条に

規定する条件によって定められた金額を超過する部分の補償。 

打上げ段階で発生した損害の場合には、国の補償は、本法律にいう宇宙活動に関する第三者に該当しない者も、

必要があれば、前の段落に定める条件の範囲内において、受けることができる。 

 

第16条 

本法律に基づき交付される許可において、財政法の定める範囲で、射場の特徴をはじめとするリスクを考慮して、そ

れぞれ打上げ段階で発生する損害の場合に国が求償する限度額及び国の補償が発動される基準額を定める。 

 

 

 

 

 

第17条 

本法律に基づき交付される許可において、財政法の定める範囲で、リスクを考慮して、打上げ段階後に発生する損害

の場合に国が求償する限度額及び国の補償が発動される基準額を定める。 

＜注意＞ 

2005年7月3日付の法律2008-518号の第29条に従って、国の補償が発動される額の上限と下限を定める財政法の公布

をもって本法律第16条と第17条を発効する。 

 

 

 

第18条 

国の補償を受けることができる損害を理由として訴訟を提起された者は、その訴訟において、国の立場で抗弁する権

限を有する所轄の行政当局に対し、その旨を通知する。かかる通知が行われない場合、訴訟を提起された者は、国の

補償を受ける利益を放棄したものとみなされる。 

 

第2章:宇宙活動の参加者に対する責任 

第19条 

第三者の損害を賠償するため、第6条に定める保険又は財政保証が発動され、及び適用がある場合には国の補償が発動

されるときは、損害の原因となった宇宙活動又は当該宇宙物体の製造に参加した者は、故意による場合を除き、当該

活動または製造に参加した他の者から責任を追及されない。 

 

第20条 

宇宙活動又は宇宙物体の製造により、当該活動又は製造に参加した者に損害が生じた場合、当該活動又は製造に参加

しかつ予め契約で定められた者のすべての責任は、宇宙空間で運用される宇宙物体の製造段階若しくは軌道上におけ

る運用時に発生する損害に関し、反対の趣旨の明示的な約定がある場合又は故意による場合を除き、当該損害を理由

として追及することができない。 



第5編：科学研究法に関する条項 

第21条 

以下の通り改正する。 

・研究法第L. 331-6（Ⅴ）を改正 

・研究法第L. 331-7（Ⅴ）を改正 

・研究法第L. 331-8（Ⅴ）を改正 

 

（訳注）改正後の各条文は以下の通り。 

「第L.331-6条   

Ⅰフランス国立宇宙研究センター長は、国の名において、所轄の行政当局が指定する区域内においてギアナ宇宙セ

ンター施設の利用につき特別警察権を行使する。そのために、同センター長は、地上及びフライト中における人

身、財産、公衆衛生及び環境の保護を確保するために、ギアナ宇宙センターからの打上げの準備及び実行に伴う

技術上のリスクの管理を内容とする一般的安全業務を委ねられ、かつこの目的を達するため、上記区域内で適用

される特別の規則を制定する。 

Ⅱフランス国立宇宙研究センター長は、第Ⅰ項所定の区域に施設を設置する企業その他機関により、その施設及び

施設において実施される活動の安全を確保するために講じられる手段の実施を、同部門の国の代表者の権限の下

に調整し、かつそれらの企業及び機関がこのために課せられる義務を遵守していることを確認する。 

Ⅲ 第Ⅰ項及び第Ⅱ項に定める業務の実施に厳密に必要な範囲内で、フランス国立宇宙研究センター長が権限を付与

する職員は、業務のためにのみ使用され、ギアナ宇宙センターの第Ｉ項所定の区域に施設を設置する企業その他

機関が占有する土地及び敷地に立ち入ることができる。」 

「第L.331-7条 – フランス国立宇宙研究センター長は、宇宙活動に関する法（2008年6月3日第2008-518号）第8条

に規定される行政当局の委任を受けて、あらゆる宇宙活動のため、人身及び財産の安全並びに公衆衛生及び環境の

保護を確保するための必要な措置として同条に定めるものを実施することができる。 」 

「第L.331-8条 – コンセイユ・デタの命令は、フランス国立宇宙研究センター長が第L.331-6条に規定される権限を

授与できる条件その他の本章の適用の条件を定める」                        

（以上訳注） 

 

第6編：知的財産 

第22条 

以下の通り改正する。 

・知的財産法第L. 611-1（Ⅴ）を改正 

・知的財産法第L. 613-5（Ⅴ）を改正 

 

（訳注）改正内容は次のとおり。 

知的財産法第L.611-1条に、以下を内容とする段落を追加。 

「フランスを当事国とする国際約束が異なる定めを置く場合を除き、本条の規定は、天体上又は「月及びその他の天

体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約（1967年1月27日）」第8条により国

家の管轄が及ぼされる宇宙物体上若しくはその内部を含む宇宙空間において発明され又は利用される発明に適用さ

れる。」 

同法第L.613-5条に、以下のe)号を追加。 

「e） 宇宙空間に打ち上げられるためにフランスの領域に持ち込まれる物」 

※知的財産法L.613-5条は、特許権の効力が及ばない場合を規定した条文である。 

（以上訳注） 

 



第7編：宇宙由来データ 

第23条 

コンセイユ・デタのデクレにおいて定義される一定の技術的特性を有する活動をフランス国内で実施する宇宙由来デ

ータの第一次運用者は、あらかじめ、所轄の行政当局に対してその旨を届け出るものとする。  

ここにいう技術的特性は、特に解像度、位置特定精度、観測周波数帯及び衛星システムのプログラミングの対象とさ

れ又は受信される地球観測データの品質のものとする。 

 

第24条 

所轄の行政当局は、宇宙由来データの第一次運用者が行う活動が、フランスの国家防衛、外交政策及び国際約束その

他の重要な国家の基本的な利益を害しないことを確保する。 

この目的を達するため、行政当局は、いつでも、この利益を保護するために必要な宇宙由来データの第一次運用者の

活動に対する制限措置をとることができる。 

 

第25条 

宇宙由来データの第一次運用者が第23条に規定する技術特性を有する活動を次の態様で行うときは、200,000ユーロ

の罰金が科せられる。 

（1） 第23条に規定する届出を行わない場合。 

（2） 第24条を根拠としてとられた制限措置に従わない場合。 

 

第8編：経過規定及び最終規定 

第26条 

本法律は、国家防衛上の必要のため、弾道弾ミサイルその他の宇宙空間を横切る軌道を有するミサイルの打上げおよ

び誘導には適用されない。 

国防大臣により実施される宇宙由来データの第一次的運用については、第7編の条項を適用しない。 

第27条 

研究法第L.331-2条第4段落に基づき行政当局の承認を得た後にフランス国立宇宙研究センターに委託された公的業務

に関連する限りにおいて、宇宙物体の打上げ、地上への帰還、運用又は運用の移転に対する第2編および第4編の条項

の適用並びに地球観測衛星の活動及び地球観測データの受信に対する第7編の条項の適用は、これを行わない。 

 

第 28 条 

以下の通り改正する。 

・研究法第L.331-2条（Ⅴ）を改正 

（訳注）改正内容は次のとおり。 

研究法第L.331-2条に、以下のf)、g)、及びh)号を追加。 

「f）宇宙活動に関する技術規制の定義について、国を補佐すること。」 

「g）宇宙担当大臣の委任に基づき、宇宙事業者により実行されるシステム及び手順とf)号に定める技術規制との適

合性の検査を実施すること。」 

「h）国のために宇宙物体の登録簿を管理すること。」 

※科学研究法L.331-2条は、フランス国立宇宙研究センターの業務を定めた条文である。 

（以上訳注） 

第29条 

本法の第16条および第17条は、国の補償が発動される金額を設定する上限額及び下限額を規定した財政法の公布日に

効力を生ずる。 

第30条 

本法律は、ニューカレドニア、フランス領ポリネシア、ワリス及びフツナ諸島並びにフランス領南方・南極地域で適

用される。 

本法律は、共和国の法律として執行される。 

2008年6月3日 パリ   (以下、略)


