リモート・センシング原則
（第４1会期 国際連合総会決議41/65号）採択 1986年12月3日
国際連合総会は、
宇宙空間平和利用委員会の法律小委員会が宇宙空間からのリモートセンシン
グの法律上の影響の問題を検討することを勧告した 1974年11月12日の決議
3234号（第29会期）、並びに、リモートセンシングに関する原則草案を作成す
るために、宇宙空間からの地球のリモートセンシングの法律的な影響の詳細な検
討を要求した、1975年 11月 18日の決議第3388号（第30会期）、1977年12月
20日の決議第32/196A号、1978年11月10日の決議第 33/16号、1979年 12月 5
日の決議第 34/66号、1980年 11月 3日の決議第35/14号、1981年11月18日の
決議第36/35号、1982年12月10日の決議第37/89号、1983年12月15日の決議第
38/80号、1984年12月14日の決議第39/96号、及び1985年12月16日の決議第
40/162号を想起し、
第29会期の作業に関する宇宙空間平和利用委員会の報告及びこの報告に附属
する宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関する原則案の本文を検討し、
宇宙空間平和利用委員会が、その法律小委員会の審議に基づき、宇宙空間から
の地球のリモートセンシングに関する原則案の本文を承認したことを満足をも
って留意し、
宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関する原則案の採択がこの分野
における国際的な協力の強化に寄与することを確信し、
この原則の附属書に定める宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関す
る原則を採択する。
宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関する原則
第1原則
リモートセンシング活動に関するこれらの原則の適用上、
(a)「リモートセンシング」とは、天然資源の管理、土地利用及び環境の
保護を改善する目的での、探査される物体により放射され、反射され、
回折された電磁波の特性を利用することによる宇宙空間からの地球表面
の探査をいう。
(b)「一次データ」とは、宇宙物体に搭載されたリモート･センサーによっ
て取得され、遠隔測定法によって電磁信号の形で、又は写真フィルム、
磁気テープその他の手段によって、宇宙空間から地上に伝送され又は伝
達される生データをいう。
(c)「処理済データ」とは、1次データを利用できるようにするために必要
な同データの処理の結果得られるものをいう。
(d)「解析された情報」とは処理済データの解釈、その他の出所からのデ
ータ及び知識の入力から生ずる情報をいう。
(e) 「リモートセンシング活動」とは、リモートセンシング宇宙システム
の運用、一次データの受信処理局の活動、並びに処理済データを処理し、
解釈し、及び配布する活動をいう。

第2原則
リモートセンシング活動は、経済的、社会的又は科学的及び技術的発展の程度
に関わりなく、特に開発途上国の必要を考慮して、すべての国の利益のために行
われる。
第3原則
リモートセンシング活動は、国際連合憲章、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及び国際電気通信連
合の関連文書を含む国際法に従って行われる。
第4原則
リモートセンシング活動は、宇宙空間の探査及び利用が、経済的又は科学的発
展の程度に関わりなく、すべての国の利益のために行われるということを特に規
定し、かつ、平等に基づく宇宙空間の探査及び利用の自由の原則を定める、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
する条約第 1条に含まれる原則に従って行われる。これらの活動は、国際法に従
って、他の国家及びその管轄の下にある団体の権利及び利益を正当に考慮しなが
ら、自己の富及び天然資源に対するすべての国家及び人民の完全かつ永久的な主
権の原則の尊重に基づいて行われる。この活動は、探査される国の合法的な権利
及び利益を損う仕方で行われてはならない。
第5原則
リモートセンシング活動を行う国は、これらの活動における国際協力を促進す
る。この目的上、これらの国は、他の国に当該活動への参加の機会を与える。こ
の参加は、各事例において、公平かつ相互に受け入れ可能な条件に基づくものと
する。
第6原則
国家は、リモートセンシング活動から最大限の利益を得るために、協定、その
他の取極によって、特に、可能な度に、地域的な協定又は取極の枠内で、データ
受信処理局並びに処理及び解釈施設の設置と運用の措置を講ずることを奨励さ
れる。
第7原則
リモートセンシング活動に参加する国は、相互に合意された条件で、他の関係
国に技術援助を与えるものとする。
第8原則
国際連合及び国際連合システムの枠内の関連機関は、リモートセンシングの分
野における技術援助及び調整を含む国際協力を促進するものとする。

第9原則
リモートセンシング計画を実施する国は、宇宙空間に打ち上げられた物体の登
録に関する条約の第 4条、及び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の第 11条の規定に従って、国際連合
事務総長に通知する。当該国は更に、要請に応じて、実行可能な最大限度で、他
の国、特に計画によって影響を受ける開発途上国に対して、他の関連情報を通知
する。
第10原則
リモートセンシングは、地球の自然環境の保護を促進しなければならない。
リモートセンシング活動に参加する国は、この目的上、自国の所有する情報で、
地球の自然環境に有害な現象を防止することができるものを確認した場合には、
当該情報を関係諸国に公表するものとする。
第11原則
リモートセンシングは、自然の災害からの人類の保護を促進する。リモートセ
ンシング活動に参加する国は、この目的上、自国の所有する処理済データ及び解
析された情報で、自然災害によって影響を受ける、又は差し迫った自然災害によ
って影響を受ける可能性のある国に役立てることができるものを確認した場合
には、当該データ及び情報を可能な限り迅速に関係国に通知する。
第12原則
被探査国は、自国の管轄権の下にある領域に関する一次データ及び処理された
データが作成される場合は直ちに、非差別的な基礎に基づきかつ合理的な価格の
条件で、これらを入手するものとする。特に開発途上国の必要及び利益が考慮さ
れた上で、被探査国はまた、リモートセンシング活動に参加する国が有する自国
の管轄の下にある領域に関する利用可能な解析された情報を、同様の基礎及び条
件に基づいて入手する。
第13原則
宇宙空間から地球のリモートセンシングを行う国は、特に開発途上国の必要に
関して、国際協力を促進し及び強化するために、要請に応じて、参加の機会を与
え、かつ、それから生ずる相互利益を増大するために、自国の領域が探査される
国と協議するものとする。
第14原則
リモートセンシング衛星を運用する国は、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の第6条に従って、自国
の活動について国際的な責任を有し、当該活動が、政府団体、非政府団体、若し
くは自国が属する国際組織によって行われるかどうかを問わず、この宣言の原則
及び国際法の規範に従って行われることを確保する。この原則は、リモートセン
シング活動についての国家責任に関する国際法の規範の適用の可能性を損なう
ものではない。
第15原則
この宣言の原則の適用から生ずる紛争は、紛争の平和的解決のための確立され
た手続によって解決するものとする。
＜翻訳：龍澤邦彦・監修、中央学院大学地方自治研究センター・編集『原典宇宙法』
（1999年、丸善プラネット株式会社）＞

Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer
Space
The General Assembly,
Recalling its resolution 3234 (XXIX) of 12 November 1974, in which it recommended that the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer
Space should consider the question of the legal implications of remote sensing of the
Earth from space, as well as its resolutions 3388 (XXX) of 18 November 1975, 31/8 of 8
November 1976, 32/196 A of 20 December 1977, 33/16 of 10 November 1978, 34/66 of
5 December 1979, 35/14 of 3 November 1980, 36/35 of 18 November 1981, 37/89 of 10
December 1982, 38/80 of 15 December 1983, 39/96 of 14 December 1984 and 40/162 of
16 December 1985, in which it called for a detailed consideration of the legal
implications of remote sensing of the Earth from space, with the aim of formulating draft
principles relating to remote sensing,
Having considered the report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer
Space on the work of its twenty-ninth session * and the text of the draft principles
relating to remote sensing of the Earth from space, annexed thereto,
Noting with satisfaction that the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space,
on the basis of the deliberations of its Legal Subcommittee, has endorsed the text of the
draft principles relating to remote sensing of the Earth from space,
Believing that the adoption of the principles relating to remote sensing of the
Earth from space will contribute to the strengthening of international cooperation in this
field,
Adopts the principles relating to remote sensing of the Earth from space set forth
in the annex to the present resolution.
Annex. Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space
Principle I
For the purposes of these principles with respect to remote sensing activities:
(a) The term “remote sensing” means the sensing of the Earth’s surface from
space by making use of the properties of electromagnetic waves emitted, reflected or
diffracted by the sensed objects, for the purpose of improving natural resources
management, land use and the protection of the environment; (b) The term “primary
data” means those raw data that are acquired by remote sensors borne by a space object
and that are transmitted or delivered to the ground from space by telemetry in the form
of electromagnetic signals, by photographic film, magnetic tape or any other means;
(c) The term “processed data” means the products resulting from the processing
of the primary data, needed to make such data usable;
(d) The term “analysed information” means the information resulting from the
interpretation of processed data, inputs of data and knowledge from other sources;
(e) The term “remote sensing activities” means the operation of remote sensing
space systems, primary data collection and storage stations, and activities in processing,
interpreting and disseminating the processed data.
*

Official Records of the General Assembly, Forty-first Session, Supplement No. 20 (A/41/20 and
Corr.1).

Principle II
Remote sensing activities shall be carried out for the benefit and in the interests of
all countries, irrespective of their degree of economic, social or scientific and
technological development, and taking into particular consideration the needs of the
developing countries.
Principle III
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with international law,
including the Charter of the United Nations, the Treaty on Principles Governing the
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies, and the relevant instruments of the International
Telecommunication Union.
Principle IV
Remote sensing activities shall be conducted in accordance with the principles
contained in article I of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies,
which, in particular, provides that the exploration and use of outer space shall be carried
out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of
economic or scientific development, and stipulates the principle of freedom of
exploration and use of outer space on the basis of equality. These activities shall be
conducted on the basis of respect for the principle of full and permanent sovereignty of
all States and peoples over their own wealth and natural resources, with due regard to the
rights and interests, in accordance with international law, of other States and entities
under their jurisdiction. Such activities shall not be conducted in a manner detrimental to
the legitimate rights and interests of the sensed State.
Principle V
States carrying out remote sensing activities shall promote international cooperation
in these activities. To this end, they shall make available to other States opportunities for
participation therein. Such participation shall be based in each case on equitable and
mutually acceptable terms.
Principle VI
In order to maximize the availability of benefits from remote sensing activities,
States are encouraged, through agreements or other arrangements, to provide for the
establishment and operation of data collecting and storage stations and processing and
interpretation facilities, in particular within the framework of regional agreements or
arrangements wherever feasible.
Principle VII
States participating in remote sensing activities shall make available technical
assistance to other interested States on mutually agreed terms.
Principle VIII
The United Nations and the relevant agencies within the United Nations system
shall promote international cooperation, including technical assistance and coordination
in the area of remote sensing.

Principle IX
In accordance with article IV of the Convention on Registration of Objects
Launched into Outer Space and article XI of the Treaty on Principles Governing the
Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and
Other Celestial Bodies, a State carrying out a programme of remote sensing shall inform
the Secretary-General of the United Nations. It shall, moreover, make available any other
relevant information to the greatest extent feasible and practicable to any other State,
particularly any developing country that is affected by the programme, at its request.
Principle X
Remote sensing shall promote the protection of the Earth’s natural environment.
To this end, States participating in remote sensing activities that have identified
information in their possession that is capable of averting any phenomenon harmful to
the Earth’s natural environment shall disclose such information to States concerned.
Principle XI
Remote sensing shall promote the protection of mankind from natural disasters.
To this end, States participating in remote sensing activities that have identified
processed data and analysed information in their possession that may be useful to States
affected by natural disasters, or likely to be affected by impending natural disasters, shall
transmit such data and information to States concerned as promptly as possible.
Principle XII
As soon as the primary data and the processed data concerning the territory under
its jurisdiction are produced, the sensed State shall have access to them on a
non-discriminatory basis and on reasonable cost terms. The sensed State shall also have
access to the available analysed information concerning the territory under its
jurisdiction in the possession of any State participating in remote sensing activities on
the same basis and terms, taking particularly into account the needs and interests of the
developing countries.
Principle XIII
To promote and intensify international cooperation, especially with regard to the
needs of developing countries, a State carrying out remote sensing of the Earth from
space shall, upon request, enter into consultations with a State whose territory is sensed
in order to make available opportunities for participation and enhance the mutual
benefits to be derived therefrom.
Principle XIV
In compliance with article VI of the Treaty on Principles Governing the Activities
of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other
Celestial Bodies, States operating remote sensing satellites shall bear international
responsibility for their activities and assure that such activities are conducted in
accordance with these principles and the norms of international law, irrespective of
whether such activities are carried out by governmental or non-governmental entities or
through international organizations to which such States are parties. This principle is
without prejudice to the applicability of the norms of international law on State
responsibility for remote sensing activities.
Principle XV
Any dispute resulting from the application of these principles shall be resolved
through the established procedures for the peaceful settlement of disputes.

