
（６） ギアナ宇宙センターからのアリアン、ヴェガおよびソユーズの打上機に関する、 

        欧州諸国政府の宣言（新アリアン宣言） 
 

本宣言の当事者諸国の政府（以後、「当事国」という）は、 

アリアン・打上機・プログラムの実行に関する、若干の欧州諸国政府および欧州宇宙研究機構の間で 1973 年 9

月 21 日に締結された取り決め、とりわけ、アリアン・プログラムの生産段階での内容を定める新しい取り決めを

内容とする第 I 条、第 III.1 条の、および第 V 条を考慮し、 

1975 年 5 月 30 日に署名のための開放が開始され、1980 年 10 月 30 日に施行された、欧州宇宙機関（以後、「ESA」

または「当機関」という）設立のための憲章」（以後「ESA 憲章」という）を鑑み、 

ESA 打上機プログラムは、主として研究開発活動に焦点を置いていること、および、当該機関の枠組み内で開発

されたアリアンおよびヴェガの打上げシステム（以後、「ESA 開発打上機」）という）は、欧州のための宇宙への確

実なアクセスの確保に貢献していることを考慮し、 

1979 年 7 月 26 日の決議 ESA/C/XXXIII/Res. 3 により、当機関の理事会が、製作を産業組織に委任することに合

意したことを考慮し、 

若干の欧州諸国政府が、1980 年 4 月 14 日から 2008 年末まで、「アリアン打上機の生産段階に関する宣言」お

よびそれに引き続く更新および延長（以後、「アリアン生産段階宣言」という）を通して、アリアン打上機の生産

段階は産業組織により実施されること、および、当機関は ESA 憲章の第 V.2 条にしたがってアリアン打上機生産段

階に付随する運営上の活動を実施することに合意したことを想起し、 

当機関が、いくつかの理事会の決議を採択することによって、この委任事項を実施することを受諾したことを考

慮し、 

上記の委任事項の履行のため、当機関は下記の項に定義されるアリアンスペースとの協定およびその付随契約を

締結したこと（この協定はその後、更新され、拡張されている）、および、この協定を通して、アリアンスペース

が、ESA 憲章の条項にしたがった平和的な目的のために、アリアン打上機の製造、マーケティングおよび打上げを

実施することに同意したことを想起し、 

アリアンスペースグループは、現在、共にフランス国内に登録された営業所を有しているアリアンスペース･パ

ルティシパシオン S.A. 社およびアリアンスペース S.A.社の両社（以後、総称して「アリアンスペース」という）

により形成されていること、および、アリアンスペースの株式は、上記に定義される ESA 開発打上機の製造に関わ

った企業を含む、欧州の複数の事業体により所有されていることを考慮し、 

さらに、アリアンスペースが提供する打上げサービスの柔軟性を向上させる目的のため、当機関は、ギアナ宇宙

センター（以後、「CSG」という）からのソユーズ打上げシステム（以後、「ソユーズ打上機」という）の開発のた

めにフランスおよびロシアとの契約を締結したこと、および、アリアンスペースとの協定に関する付随契約をも締

結したことを考慮し、 

当機関の理事会の 2005 年 12 月 5 日および 6 日の閣僚級会議が、2008 年以降の打上機の利用段階に関する共通

の枠組みを策定する必要を認識し、一貫した打上機戦略を実施して 2009 年 1 月 1 日以降「アリアン生産段階宣言」

の体制を引き継ぐ、「欧州打上機部門の発展に関する決議」（以後、「2005 年打上機決議」という）を採択したこと

に注目し、 

2005 年打上機決議にしたがって、当機関の関連した打上機開発プログラムに参加する ESA 加盟諸国は、当機関

の枠内において、できる限り早期に、かつ、本宣言の発効に間に合うように、本宣言の条項にしたがって、ESA 開

発打上機のそれぞれについて該当する利用契約を締結し、関係する各打上機の利用段階に関する具体的な原則を設

定しなければならないことに注目し、 

「2005 年打上機決議」の 16 d)項において言及される、「2007 年以降の、欧州の打上機部門の再構築に関連した

決定の、一貫した実施に関する基準枠組み」(ESA/PB-ARIANE (2005)3、rev.3)という表題の文書(以後、「基準枠組

み」という)に注目し、 

アリアン生産段階宣言に参加する各政府は、ESA 理事会が採択した関係決議にしたがって CSG 射場の資金調達

に貢献してきたことを考慮し、 

フランス政府とESAの間の、2002年4月11日に締結されたギアナ宇宙センター(CSG)に関する協定(2002年～

2006年)（以後、「CSG協定」という）、2002年4月11日に締結されたCSGにおける当機関の射場および付随施設に

関する契約（以後、「ELA協定」という）、2005年3月21日に締結されたソユーズ射場に関する契約（以後「ELS協

定」という）、およびこれらの契約のその後の改訂版を考慮し、 



1967 年 1 月 27 日の、「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」（以後、「宇宙条約」という）の各条項を考慮し、 

 

ESA は 1972 年 3 月 29 日の「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」の各条

項および 1975 年 1 月 14 日の「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約」の各条項を受諾しているこ

とを考慮し、 

 

1977 年 12 月 13 日に ESA の理事会が採択した、当機関の法的責任に関する決議（ESA/C/XXII/Res.3）を考慮し、 

 

下記のように合意する。 

 

I. 当事国の目的および約束事項 

１ 本宣言を通して、当事国は、ここに、前文において述べられたアリアン生産段階宣言の枠組みに引き続いて、

2008 年以降に CSG が運営する ESA 開発打上機およびソユーズ打上機の利用段階に関する共通の枠組みにつき、合

意する。打上機の利用段階とは、前文に述べられる基準枠組み内で説明される資格認定プロセスに従うもので、該

当する打上機の製造、統合、打上げ作業およびマーケティング活動を含む。 

２ 欧州のために手頃な条件での、利用可能で、信頼性がある独立した宇宙へのアクセスを保証することが、本

宣言の当事国のこれまでの主要な目的であり、今後の主要目的でもある。 

３ 宇宙への確実なアクセスは、(i) 主として欧州の組織的任務の必要性に応えて設計され、欧州の産業界によ

り開発および製作された打上機と、(ii) 常時稼動可能な欧州射場、および、(iii) 欧州の産業界の能力によって、確保

される。 

４ 打上機利用段階は、「宇宙条約」および「ESA 憲章」に合致した、平和的な目的のために実施されなければ

ならない。 

５ 当事国は、前文において言及された基準枠組み内で定義される役割および責任にしたがって、ESA 開発打上

機および CSG から運行されるソユーズ打上機の利用段階の実施を、アリアンスペース（以後、「打上げサービス業

者」という）に委任することを、ここに決定する。この目的のため、当機関は、下記第 III 節に定められるガイドラ

インにしたがって、打上げサービス業者と契約を締結する。これらの契約は、前文に述べられる ESA とアリアンス

ペースとの間の協定を引き継ぐものであり、この協定の継続性を保証する。 

６ ESA 開発打上機の利用にあたっては、前文に述べられた当機関の関連する打上機開発プログラムに参加する

各国間で今後締結される、ESA 開発打上機のそれぞれについての関連開発契約の個々の条項、および、下記第 III

節にて予見される ESA と打上げサービス業者との間の契約の各条項を前提として、当機関により行われる関連する

開発プログラムに由来する仕事の産業的・地理的配分を尊重するものとする。 

７ 欧州の射場は、本宣言の各当事国が宇宙へ迅速にアクセスできるようにするために、常に稼動状態に保たれ

なければならない。各当事国は、個別の取り決めにしたがって、各自負担分につき CSG 射場の費用負担に貢献する。 

８ 各当事国は、自国のプログラム、および、自国が関与する欧州プログラムおよびその他の国際的プログラム

の定義および実施に際しては、ESA 開発打上機および CSG から運行されるソユーズ打上機を考慮にいれるものと

する。ただし、これらのロケットの利用が、予想される時点において利用可能な他の打上機または宇宙輸送手段の

利用と比較して、費用、信頼性またはミッションへの適格性に関して合理的でない不利益を呈する場合には、この

限りではない。 

各当事国が与えるべき利用の優先度は、下記の優先順位によるものとする。 

- ESA 開発打上機 

- ESA が開発した以外の打上機による打上げミッションと選択肢を比較する場合には、CSG から運行され

るソユーズ打上機 

- その他の打上機 

９ 各当事国は、ここに、欧州組織的プログラムのための打上げサービスの購入を律する枠組みの設定、および、

打上げサービスに関する世界市場における欧州にとって公平な機会の確保を、共同で支援することに合意する。 



１０ 本宣言の対象に含まれる打上げシステムの一つを通して提供される打上げサービスが、当機関の加盟国以外

の国に販売される場合、または、当機関の加盟国の管轄権に属さない顧客に販売される場合には下記の通りである。 

(a)  当事国は、前文に述べられるアリアン生産段階宣言に基づいて設立される販売管理委員会を引き継い

で、計画された打上げ販売が上記第 I.4 節の条項に反する使用になるか否かを決定するための責任を有する

委員会（以後、「販売管理委員会」という）を設立することに合意する。 

 販売管理委員会は、本宣言の各当事国の代表一人ずつから構成されるものとする。販売管理委員会の委

員は、打上げサービス業者からの、当機関の加盟国以外の国または当機関の加盟国の管轄権に属さない顧

客に対する打ち上げサービスの販売計画について、当機関の事務局長により逐次報告を受けるものとする。 

 販売管理委員会は、次のように招集されるものとする。委員の 3 分の 1 は、打上機の使用が、上記第 I.4

節の条項に違反するということを理由として、会議を要求することができる。 

 この要求は、提案される契約について販売管理委員会の委員が情報を受けてから 4 週間以内に行なわな

ければならない。販売管理委員会は、その後 2 週間以内に招集されなければならない。委員会は、遅くと

も 4 週間以内に、計画されている打上げの販売が上記第 I.4 節の条項と相容れないことを理由として、委員

の 3 分の 2 以上の議決をもって、当該販売を禁止することを決定することができる。 

 この決定は、打上げサービス業者への拘束力を有するものとする。フランスは、宇宙条約によってフラ

ンスが有する権限の履行により、販売管理委員会が下した禁止の決定の適切な実施を保証するために必要

な措置を取ることを約束する。 

(b)  すべての当事国は、本宣言に基づいて当事国に委譲される義務に影響を与えることなく、自国の理由

をもって、ある特定の打上げに関わらないことを宣言する権利を保有するものとする。 

(c)  ある当事国が、ある打上げの販売が本宣言の遵守と相容れないと考える場合には、当該当事者は、必

要と考える協議を行なった後、当機関の事務局長にその旨を伝えなければならない。 

 事務局長が打上げサービス業者に伝えた後にも、当該販売が続行する場合には、当該当事国は、1 ヶ月

以内にその旨を当機関および他の当事国に通知し、かつ、他の販売に関しては、自らが行なった誓約を尊

重することを条件に、問題となる販売に関して当宣言への関与を即時に停止することができる。当該当事

国は、下記第 I.11 節に定義するところにより使用される国家資産および知的財産権を打上機の利用のため

の使用に供し続けるものとし、その使用を妨害してはならない。 

 関係する当事国が、自国の産業界が製造する装置およびサブシステムを、問題となる打上げの目的のた

めの利用に供することに反対する場合には、当該当事国は、その権限の枠内で、当該供給品の製造の他の

当事国の産業界への譲渡を円滑化しなければならず、いかなる場合においても、他の当事国の産業界によ

る当該供給品の製造に反対してはならない。 

(d)  販売管理委員会は、手順に関する独自の規則を制定するものとする。 

１１ 各当事国は、ESA 開発打上機および CSG から運行されるソユーズ打上機の利用の目的において必要とされ

る場合には、下記のものを下記の条件にて、打上げサービス業者の利用に供することを約束する。 

- 本宣言の特定の当事国が所有する、ESA 開発打上機および CSG プログラムにおけるソユーズ打上機の

開発プログラムのために使用された資産は、その利用のために生じた費用のみに限定される資金条件によ

り、サービス業者の利用に供する。ただし、上記第 I.7 節の個別条項が当てはまる CSG 射場は除く。 

- 当事国に属する知的財産権であって、ESA 開発打上機および CSG プログラムにおけるソユーズ打上機

の開発プログラムから派生するものは、無料にて利用に供する。打上げサービス業者は、上記プログラム

から派生する、当事者が所有する技術情報には、無料でアクセスできるものとする。 

１２ 本宣言の各当事国は、ESA および打上げサービス業者に、産業品質調査および価格調査に関して必要とされ

る補助を提供するために最善の努力を払うものとする。 

１３ 輸出販売との関連で、保証および輸出資金調達に関して特別の取り決めを設定することが望ましいとわかっ

た場合には、全当事者は、共同で協議して、前文に述べられる利用契約において定義されるところにより、利用に

おける参加への案分比例による、リスクおよび資金拠出の公平な分配の原則に基づいて、どのようにその要請を満

足させることができるかを決定するものとする。 

１４ 各当事国は、打上げサービス業者の特性に大きな変更があった場合、または、打上げサービス業者の営業、

若しくは、ESA 開発打上機および CSG からのソユーズ打上機の未来に大きな影響を与える可能性がある事象が生

じた場合には、取るべき措置について共同で協議することに合意する。 

 

II. 当機関への委任事項 

本宣言の全当事国は下記を行う。 

１ 当機関に対して、本宣言の各条項が必ず順守され適用されること、および、全当事国の権利が保護されるこ

とを保証し、利用段階中に打上げサービス業者および産業界が実施する活動により関連施設を含む打上げシステム

の資質が問われるような事態にならないように監視するよう要請する。 



２ 当機関に対して、理事会の決定を通して、ESA 憲章の第 V.2 条に基づいて、本宣言の条項により当機関に委

任された委任事項に同意するよう要請する。 

３ 当機関に対して、現在の宣言に含まれる原則にしたがって、打上げサービス業者と下記第 III 節に予見される

具体的な取り決めを締結することを要請する。 

４ 当機関に対して、本宣言を通して当機関に委ねられた委任事項に関連した問題について、当機関の理事会の

会議の折、または、打上機に関連した問題の委ねられた当機関の下部組織の会議の折に、当事者に報告することに

同意するよう要請する。これらの報告活動は、少なくとも年 1 回行なうものとし、具体的には下記のものを含むも

のとする。 

(a) CSG の財政面での必要性および資金拠出に関する報告、 

(b) 世界の打上げサービス市場に関する、当機関の事務局長またはその代理人による報告およびそれに付随

した重要な分析、 

(c) 本宣言の当事国の間での利用に関連した仕事の地理的な分配の全般に関する、当機関の事務局長または

その代理人による詳細報告、 

(d) 利用に関連した産業界の仕事の分配に関する当機関の事務局長による報告、 

(e) 下記第 III.1.n)節の条項に関連して入手されたデータに基づいた当機関の事務局長による詳細報告、およ

び、打上げサービス業者の活動に関する、サービス業者の代表者による、年次営業計画に関する報告。そ

の際、理事会またはその下部組織は、打上げサービス業者に対して本宣言の目的の達成のために有用と考

えるあらゆる勧告を行なうことができる。打上げサービス業者に対して、更なる報告を提供するように要

請することもできる。 

(f) 打上げサービス業者の会社およびそのグル-プの構造および/または株主構成の進展を含む、打上げサー

ビス業者の活動に関する、当機関の事務局長による報告、 

(g) 販売管理委員会の議長による報告、 

５ 当機関に対して、上記に言及される報告および情報は、機密的性質を有している可能性もあるため、しかる

べく取り扱うよう要請する。 

６ 本宣言の当事国の代表が、当機関の理事会の会議、または打上機関連問題の委ねられているその下部組織の

会議の場を利用して、本宣言の実施に係わるあらゆる問題に関して合意に達するよう配慮する。 

７ 当機関の理事会に対して、当機関の事務局長に、本宣言の預託の任務および下記第 V 節に述べられる任務を

履行する権限を与えるよう要請する。 

８ 当機関に対して、打上機の輸出活動の促進、とりわけ、国際組織へのアプローチにおいて、打上げサービス

業者を支援するよう要請する。 

９ 当機関に対して、業界品質調査および価格調査に関して必要とされる支援を打上げサービス業者に提供する

よう要請する。 

 

III. 打上げサービス業者が行なうべき約束 － ESA と打上げサービス業者との間の取り決め 

１ 本宣言に基づいて当機関に委任される委任事項の実行に際し、2005 年打上機決議にしたがって、ESA は、

条文に述べられる ESA とアリアンスペースとの間の協定およびそれに続く付随契約に引き続いて、これらの契約の

継続性を保証すべく、打上げサービス業者との間に契約を締結する。これらの取り決めは、ESA 開発打上機および

CSG から運行されるソユーズ打上機のそれぞれにつき別個に適用される個別条項を含むもので、打上げサービス業

者に委託される任務を鑑み、サービス業者の下記の約束を含むものとする。 

(a) サービス業者に委託される活動を、ESA 憲章、宇宙条約の各条項、および、適用される国内法規にした

がって実施すること、 

(b) 上記第 I.10 節に規定される販売管理委員会が行なう決定にしたがうこと、 

(c) 下記に合意すること、 

- 主たる企業目標は、ESA 開発打上機の利用であること、 

- サービス業者は、主たる企業目標を支持するよう CSG から運行されるソユーズ打上機の利用を実施

すること、 

- サービス業者は、主たる企業目標を支持するよう、ESA 理事会およびフランス政府の合意にしたが

い、CSG からのその他の打上機の利用を行なうことができること、 



- その他の活動は、ESA 理事会に相談した上で実施することができるが、主たる企業目標に悪影響を

与えてはならないこと、 

- 上述した全ての活動は、関連する ESA 理事会の決定（および適宜、ESA とフランスとの間に締結さ

れる契約）にしたがってサービス業者により実施されるものとすること、 

- サービス業者は、上記第 I.8 節に定められる優先順位を尊重しなければならないこと、 

(d) ESA 開発打上機のそれぞれについて、欧州にとっての宇宙への確実なアクセスを確保するために必要な

欧州産業界の能力を維持することに寄与し、それぞれの打上機の性能範囲を考慮した、最小限必要な打上

げ率を確保するという目的をもって、ペイロードの割当政策を実施すること、 

(e) ESA 開発打上機に関して、該当する打上機システムのプライム契約者と共に、費用、信頼性、打上げ率

容量、およびスケジュールなどの、当機関と合意した目標の履行に基づいて定義された、リスク評価を含

むビジネス計画を作成すること、 

(f) 関係する ESA 開発打上機のそれぞれにつき、次の条項に基づいて、前文中に述べられる利用契約の条項

にしたがって当機関が引き受ける関連するすべての打上機開発プログラムに由来する作業の業界内の配分

を尊重すること。 

- 打上げサービス業者が、価格、品質または納期の点につき産業界の提案が不合理であるために当該

配分を維持することができないと考える場合には、当該任務を競争入札にかけるものとする。 

- 上記の対策を取る前に、打上げサービス業者は、関係する当事者および当機関の事務局長に対して、

その措置を行なう意図について通知し、かつ、合理的な時間内に共同で解決法を見つけることができ

るよう、その措置の裏づけとなる合理的なな根拠を提供するものとする。当機関は、当機関が引き受

ける ESA 開発打上機の全プログラムに由来する任務の業界内の配分に変更を生じるような手続きに

ついては、参画しなければならない。その手続は、上記の第 II.3 節の条項にしたがって当機関とアリ

アンスペースとの間で締結される具体的な契約内に定めた通りに行なうものとする、 

- 過去の契約業者は財政面で最適な提案を適用することができる。過去の契約業者は、価格、納期お

よび品質の面で同等である他の全ての業界提案との関係では優先されるものとする、 

(g) 上記第 I.11 節および下記第 III.2 節に基づいて入手される権利および情報は、ESA 開発打上機および CSG

から運行されるソユーズ打上機の利用の実行の目的にのみ使用し、所有者の承諾なしには、それらの権利

および情報につき、第三者に開示したり、使用の許諾を与えたりせず、適用される国家の輸出規制規則、

および、当機関の加盟国以外への技術譲渡に関する当機関の手続を順守し、顧客および供給業者との契約

においては、上記の制限を反映すること、 

(h) 利用段階中に CSG から打上げサービス業者が実施したアリアンの打上げまたはソユーズの打上げによ

り引き起こされた損害の被害者が訴訟を起こした場合には、本宣言の第 IV a)節および c)節の条件に基づい

て支払うことが要求される可能性があるあらゆる損害の額を、打上げ 1 回当り 6000 万ユーロを上限とし

て、フランス政府に補償すること、 

(i) 利用段階中に CSG から打上げサービス業者が実施したヴェガの打上げにより引き起こされた損害の被

害者が訴訟を起こした場合には、フランス政府および ESA が支払うことを要求される可能性があるあらゆ

る損害の額を、打上げ 1 回当り 6000 万ユーロを上限として、本宣言の第 IV b)節に定められるとおりの個

別の責任分担の割合にしたがって、フランス政府および ESA に補償すること、 

(j) 本契約の当事者および当機関により提供される資産および情報の管理責任を引き受け、サービス提供業

者、その従業員またはそのサービスを行なう者、または第三者によりそれらの資産および情報に損害が与

えられた場合には、その所有者に補填すること、 

(k) 上記第 III.1 h)節、i)節、j)節 に述べられる責任、および、本第 III.1 節に述べられる契約内に定められる活

動の実施に付随するその他の責任およびリスクにつき、適切な保険に入るか、同等の保証を得ること、そ

れらの保険または保証の条件は、当機関およびフランス政府と合意するものとする、 

(l) サービス業者およびその供給業者が利用段階中に実施する活動が、打上げシステムおよび関連する生産

用資産の適格な状態に疑義を呈するようなことにはならないことを保証し、上記第 I.11 節および下記第 III.2

節の条件に基づいてサービス提供業者の利用に供された資産を、所有者と締結した契約にしたがって、適

正な稼動状態に保つための技術的・財政的な責任を持つこと。上記を条件として、打上げサービス業者は、

所有者と合意することにより、自らの活動に必要だと思われる変更をこれらの資産に行なうことができる。

合意がない場合には、打上げサービス業者は、資産の返還時には初期状態に復元することを保証した上で、

このような変更を実施することができる。 



(m) 前文中に述べられる 2005 年打上機決議に言及される条項にしたがって、CSG 射場の使用に付随する費

用の資金拠出に貢献すること、 

(n) 打上げサービス業者およびその供給業者に関して（とりわけ、各打上機の年次の利用にかかる費用およ

び収益、並びに、営業計画の進展に関して）、ESA 憲章に基づき本宣言において任じられる委任事項を実施

するため、および、上記第 II.4 節にて予定される情報および報告を提供するために当機関の事務局長が必要

とする透明性および監査権を事務局長に提供することを約束すること。 

(o) 外部の者との関係において、および、顧客および公衆との関係において、打上機のマーケティングに関

する責任を履行する際には、特に書面資料および視聴覚資料において、当該開発プログラムは当機関によ

り実施されてきたことを述べ、本宣言の各当事国がその開発において果たしてきた役割に注意を向けるこ

とにより、ESA 開発打上機の開発および利用の欧州的性質および多国的性質を強調することを約束するこ

と、 

(p) 当機関および本宣言の当事国に対して、第三者顧客よりも優先して、下記の条件に基づいて必要とされ

る打上げサービスおよび打上げ枠を提供すること。 

- 当機関および当事者は、必要が生じた際に打上げサービス業者に連絡し、無料オプションを利用し

て、サービス要請を行なう。当機関とある当事国との間で優先権の衝突が生じた場合には、当機関が

優先権を有するものとする。当事国間で優先権の衝突が生じた場合には、関連する打上機の当機関の

開発プログラムに参加しているほうの当事国が優先権を有するものとする。 

- 第三者が有料オプションを要請する場合、または、正式に発注することを希望する場合には、当機

関または一当事国が無料で予約している枠に関して、当機関または当該当事国は、無料オプションを

有料オプションまたは正式注文に変更して、優先権を維持することができる。 

- 当機関とアリアンスペースとの間の取り決めは、打上げ販売契約に取り入れるべきモデル条項を含

むものとする。このモデル条項では打上げ枠のずれが生じた際に適用すべき手順を定めるものとする、 

(q) 自らに委任された任務を実施するために必要な、他の任務を引き受けること。本宣言のいずれの条項も、

継続的な財政的損失に結びつく活動を追及するよう打上げサービス業者に要請するものと解釈されてはな

らない。 

２ 各当事国は、打上機の利用の目的で必要とされる際には、ESA は下記のものを下記の条件にて打上げサービ

ス業者の利用に供することを認識している。 

- ESA 開発打上機のそれぞれに関係する開発プログラムに由来する製作マスターファイルを、関連す

る利用段階の実施のための基盤として、無料で利用に供すること、 

- ESA 開発打上機および CSG から運行されるソユーズ打上機のそれぞれに関係する開発プログラム

の枠組み内で入手された設備、装置および器具で、当機関がその所有者であるものを、無料で利用に

供すること。これらの資産は、打上げサービス業者との合意により、打上げサービス業者の供給業者

の利用に供することもありえる、 

- ESA 開発打上機のそれぞれに関連する開発プログラム、および CSG から運行されるソユーズ打上

機に関連するプログラムから派生する知的財産権を、無料で利用に供すること。打上げサービス業者

は、これらのプログラムから派生する、当機関が所有する技術情報に対して、無料でアクセスするこ

とができるものとする。 

３ 当機関の枠組み内において引き受けられた打上機開発プログラムの目的が、打上げサービス市場の予見でき

る傾向を考慮に入れていることを監視するため、打上げサービス業者と当機関との間では、積極的な対話が維持さ

れるものとする。 

 

IV. 打上げにより引き起こされる損害に関する責任 

上記第 III 節に予見される打上げサービス業者の約束を条件として、本宣言の全当事国は以下を行う。 

(a) 利用段階中に CSG から打上げサービス業者によって実施されたアリアンの打上げにより引き起こされ

る損害の被害者により訴訟が起こされた場合には、フランス政府が裁定される全ての損害の支払につき、

責任を負うことに合意する、 

(b) アリアン以外の、当機関が開発したすべての打上機に関する 2005 年打ち上げロケット決議において定

義される責任原則に留意し、利用段階中に CSG から打上げサービス業者によって実施されたヴェガの打上

げにより引き起こされる損害の被害者により訴訟が起こされた場合には、フランス政府が、裁定される全

ての損害の支払のうち 3 分の 1 につき、責任を有するものであり、当機関が残りの 3 分の 2 の支払につき

責任を有するものであることに合意する。これらの打上機に関しては、当機関の加盟諸国のうち、関連す

る当機関の開発プログラムへの参加国である国々は、前文に述べられる相応する利用契約を締結するもの

とし、その利用契約で、2005 年打上機決議にしたがった当機関の責任の分配を規定するものとする。他の

当機関の加盟諸国が、この 3 分の 2 の負担金のいずれの部分の支払にも責任を負わされないことは同意さ

れている。



(c) 利用段階中に CSG から打上げサービス業者によって実施されたソユーズの打上げにより引き起こされる

損害の被害者により訴訟が起こされた場合には、フランス政府は、裁定される全ての損害の支払につき、ESA

および本宣言の当事者に対して責任を有するものであることに合意する、 

(d) 前文において述べられる当機関の法的責任に関する決議に留意し、当機関が打上げサービス業者の顧客

である場合に、当該損害の原因は当機関の衛星であることがわかった場合には、第 IV. a)節、b)節および c)

節は適用されないものとすることに合意する、 

(e) 上記第 IV. a)節、b)節および c)節においてフランス政府が引き受ける責任は、当該損失が、当機関、当機

関が雇用する者、または加盟諸国（フランス国およびその支配下の公共機関を除く）の側の故意の作為また

は不作為により引き起こされた場合には適用されないこと、および、上記第 IV. b)節において当機関が引き

受ける責任は、フランス国およびその支配下の公共機関の側の故意の作為または不作為により引き起こされ

た場合には適用されないことに合意する。 

 

V. 発効、期間、改定、効力 

１ オーストリア共和国、ベルギー王国、デンマーク王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦

共和国、ギリシャ共和国、アイルランド、イタリア共和国、ルクセンブルク大公国、オランダ王国、ノルウェー王

国、ポルトガル共和国、スペイン王国、スウェーデン王国、スイス連邦、英国（グレートブリテン及び北アイルラ

ンド連合王国）は、欧州宇宙機関の加盟国であり、本宣言の当事国になることの受諾を書面にて当機関の事務局長

に通知することにより、2007 年 3 月 30 日以降、当事国となることができる。本宣言は、当機関の加盟国のうち 3

分の 2 が当事国になることの受諾を書面にて当機関の事務局長に通知した時点で、施行するものとする。施行後は、

上記の ESA 加盟国はいずれも、当事国になることの受諾を書面にて当機関の事務局長に通知することにより、本宣

言の当事国となることができる。本宣言は、加盟国が当事国になることの受諾を書面にて当機関の事務局長に通知

した日の 30 日後から、当該加盟国に対して効力を発するものとする。 

２ 本宣言が発効した後、本宣言は、いずれの国に対しても、要請すれば、欧州宇宙機関の新しい加盟国となる

ための門戸を開くものである。新規加盟のための要請は、当機関の事務局長に宛てるものとし、本宣言の全当事国

の同意を必要とするものとする。本宣言は、新規加入国が加入を書面にて当機関の事務局長に通知した日の 30 日

後から、当該加盟国に対して効力を発するものとする。 

３ 上記第 V.1 節に規定される条件が生じることを条件に、本宣言は、2009 年 1 月 1 日から 2020 年末まで適

用される。本宣言の条項は、適宜、2020 年末までに打上げサービス業者が締結する打上げ契約の実行を許容する

ため、上記の失効日移行も適用を続けるものとする。本宣言の当事者は、実施の進展および適切な取るべき措置を

評価するため、2014 年に当事者間の会議を招集するよう当機関の事務局長に要請する。 

４ 本宣言の当事国は、余裕をもって、宣言の失効の少なくとも 2 年前に、更新のための条件について共同で協

議するものとする。 

５ 本宣言の当事国は、4 ヶ国以上の要請により、本宣言の条項および実施の見直しの目的で、会合を開くもの

とする。これらの見直しに関しては、当機関の事務局長またはその他の当事者が、本宣言の内容を変更するため、

本宣言の当事国への提案を作成することができる。本宣言の各条項の変更は、本宣言の全当事国の満場一致の受諾

により採択されるものとする。 

６ 本宣言の各条項は、本宣言の当事者間の関係のみを律することを意図したものであり、これらの条項は、本

宣言のいずれかの当事国が、上記第 V.1 節に予定される本宣言の発効日に先立って第三者と締結した合意には、影

響を与えず、それらを変更するものではない。これらの条項は、本宣言の施行日の後に、本宣言のいずれかの当事

国が第三者と締結する合意によって、影響を受けたり、変更されたりすることはできない。 

 

VI. 紛争 

本宣言の解釈または実施をめぐって 2 者以上の当事国の間に紛争が生じた場合で、当機関の理事会による介入に

よっても解決されない場合には、ESA 憲章の第 XVII 条の条文にしたがって解決するものとする。 

本宣言は、2007 年 3 月 30 日にパリで採択され、本宣言の英語、フランス語、およびドイツ語の文章は等しく

正文とみなされるものである。本宣言の原文は、欧州宇宙機関の公文書保管所に保管されるものとし、欧州宇宙機

関はすべての当事国に認証謄本を送るものとする。 

 


	（６）Declaration by certain European Governments on the Launchers Exploitation
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