
    国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による

使用を律する原則  
（第37会期 国際連合総会決議37/92号）採択1982年12月10日 

 

国際連合総会は、 

国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛星の国家による使用を律する原

則を作成する必要性を強調し、一又は複数の国際協定を締結する必要性に留意す

る1972年11月9日の決議2916号（第 27会期）を想起し、 

更に、1973年 12月 18日の決議第 3182号（第 28会期）、1974年 11月 12

日の決議第 3234号（第 29会期）、1975年 11月18日の決議第 3388号（第 30

会期）、1976年 11月 8日の決議第 31/8号、1977年 12月 20日の第 32/196

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

号及び 1980年 11月 3日の決議第 35/14号、並びに第 37会期で国際的な直接

テレビ放送に関する人工地球衛星の使用を律する一連の原則案の採択を審議す

ることを決定した 1981年 11月 18日の決議 36/35号を想起し、 

前記の決議において表明された指針に従うために宇宙空間平和利用委員会及

び法律小委員会において行われた作業を満足をもって留意し、 

直接衛星放送のいくつかの実験が実施されてきており、多くの直接放送衛星シス

テムが若干の国において運用され、かつ、非常に近い将来商業化され得ることを

考慮して、 

国際的な直接放送衛星の運用が、政治、経済、社会及び文化の面で著しい国際

的な影響を有するであろうことを考慮し、 

国際的な直接テレビ放送についての原則の確立はこの分野における国際協力

を強化し、国際連合憲章の目的及び原則の促進に資するであろうことを信じ、 

この決議の附属書に定められた「国際的な直接テレビ放送のための人工地球衛

星の国家による使用を律する原則」を採択した。 

「国際的な直接テレビ放送のための国家による人工地球衛星の使用を律する原

則」 

Ａ．目的及び対象  

１ 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、不干渉の原則を含む

国家の主権的権利、並びに関連する国際連合の文書において確立された情報及び

思想を求め、受容しかつ伝えることについてのすべての人間の権利と両立するよ

うに行われなければならない。 

２ その活動が、文学的及び科学的分野における情報及び知識の自由な配布及

び相互交換を促進し、特に開発途上国における教育的、社会的及び経済的開発を

助長し、すべての人民の生活の質を向上しかつ国家の政治的及び文化的保全に正

当な敬意を払ってリクリエーションを提供すべきである。  

３ これらの活動は、従って、すべての国家及び人民の間の国際的な平和と安

全を維持するための相互理解の発達と友好関係及び協力の強化と両立するよう

に行われるべきである。 



Ｂ．国際法の適用  

４ 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、国際連合憲章、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、国際電気通信条約及びその無線通信規則の関連規定、

国家間の友好関係と協力に関する国際的な文書、及び人権に関する国際的な文書

の関連規定に従って行われるべきである。  

Ｃ．権利及び利益  

５ すべての国家は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動を行い、

かつ、自国の管轄下にある人及び団体によるこれらの活動を許可する平等な権利

を有する。すべての国家及び人民は、当該活動から生じる利益を享受する権利を

有しかつ享受すべきである。すべての国は、差別なく、すべての関係者により相

互に合意された条件において、この分野における技術を入手できるべきである。  

Ｄ．国際的な協力  

６ 国際的な直接テレビ衛星放送の分野における活動は、国際的な協力に基づ

き及び国際的な協力を促進するべきである。この協力は適当な取極の対象となる

べきである。国家開発を促進するための国際的な直接テレビ衛星放送の利用にお

ける開発途上国の必要に特別な考慮が払われるべきである。 

Ｅ．紛争の平和的解決  

７ これらの原則が適用される活動から生じることのあるいずれの国際的な

紛争も、国際連合憲章に従って、紛争当事国によって合意された紛争の平和的な

解決のために確立された手続によって解決すべきである。 

Ｆ．国家責任  

８ 国家は、自国が行った又は自国の管轄の下で行われた国際的な直接テレビ

衛星放送の分野における活動並びにこれらの活動がこの文書に定められる原則

に適合することについて国際的な責任を負わなければならない。 

９ 国際的な直接テレビ衛星放送が国際的な政府間機関によって行われる場

合には、当該機関及びその参加国は前項に定める責任を負うべきである。 

Ｇ．協議の義務及び権利  

１０ 国家間で確立された国際的な直接テレビ放送衛星業務内でのいずれか

の放送国又は受信国は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野における自国の活動

に関して同じ業務の枠内で他の放送国又は受信国によって協議を要請された場

合には、当該主題に関していずれか他の国と行い得るその他の協議を害すること

なく、直ちに協議を開始すべきである。  

Ｈ．著作権及び著作隣接権  

１１ 国家は、国際法の関連規定を害することなく、関係国間又はその管轄の

下で行動する権限を有する法人間の適当な協定により二カ国間及び多国間で、著

作権及び著作隣接権の保護のために協力すべきである。国家は、この協力におい

て、国家開発を促進するための、直接テレビ放送の使用における開発途上国の利

益に特別な考慮を払うべきである。 



Ｉ．国際連合への通告  

１２ 国家は、国際的な直接テレビ衛星放送の分野において活動を行い又は許

可する場合は、宇宙空間の平和的な探査及び利用における国際的な協力を促進す

るために、当該活動の性質について、最大限可能な限度で、国際連合事務総長に

通知すべきである。国際連合事務総長は、この情報を受理した場合に、関連専門

機関並びに公衆及び国際科学界に当該情報を直ちにかつ効果的に配布する。 

Ｊ．国家間の協議及び協定  

１３ 国家は、国際的な直接テレビ放送衛星業務の確立を意図し又は当該業務

の確立の許可を意図する場合は、遅滞なく、企図された一又は複数の受信国に当

該意図を通告しかつ協議を要請する国と直ちに協議を開始する。 

１４ 国際的な直接テレビ放送衛星業務は、前項に定める条件が満たされた後、

国際電気通信連合の関連文書及びこの原則に従い、協定及び/又は取極に基づい

てのみ確立されるものとする。  

１５ 衛星信号の放射の不可避的な電波漏れに関しては、国際電気通信連合の

関連文書をもっぱら適用することができる。  

a
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Principles Governing the Use by States of Artificial Earth 
Satellites for International Direct Television Broadcasting 

 
The General Assembly,  
Recalling its resolution 2916 (XXVII) of 9 November 1972, in which it stressed the 

necessity of elaborating principles governing the use by States of artificial Earth 
satellites for international direct television broadcasting, and mindful of the importance 
of concluding an international agreement or agreements,  

Recalling further its resolutions 3182 (XXVIII) of 18 December 1973, 3234  
(XXIX) of 12 November 1974, 3388 (XXX) of 18 November 1975, 31/8 of 8 November 
1976, 32/196 of 20 December 1977, 33/16 of 10 November 1978, 34/ 66 of 5 December 
1979 and 35/14 of 3 November 1980, and its resolution 36/35 of 18 November 1981 in 
which it decided to consider at its thirty-seventh session the adoption of a draft set of 
principles governing the use by States of artificial Earth satellites for international direct 
television broadcasting,  

Noting with appreciation the efforts made in the Committee on the Peaceful Uses of 
Outer Space and its Legal Subcommittee to comply with the directives issued in the 
above-mentioned resolutions,  

Considering that several experiments of direct broadcasting by satellite have been 
carried out and that a number of direct broadcasting satellite systems are operational in 
some countries and may be commercialized in the very near future,  

Taking into consideration that the operation of international direct broadcasting 
satellites will have significant international political, economic, social and cultural 
implications,  

Believing that the establishment of principles for international direct television 
broadcasting will contribute to the strengthening of international cooperation in this field 
and further the purposes and principles of the Charter of the United Nations,  

Adopts the Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for 
International Direct Television Broadcasting set forth in the annex to the present 
resolution.  
 

Annex. Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for 
International Direct Television Broadcasting  

A. Purposes and objectives  
1. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite 
should be carried out in a manner compatible with the sovereign rights of States, 
including the principle of non-intervention, as well as with the right of everyone to seek, 
receive and impart information and ideas as enshrined in the relevant United Nations 
instruments.  

2. Such activities should promote the free dissemination and mutual exchange of 
information and knowledge in cultural and scientific fields, assist in educational, social 
and economic development, particularly in the developing countries, enhance the 
qualities of life of all peoples and provide recreation with due respect to the political and 
cultural integrity of States.  

3. These activities should accordingly be carried out in a manner compatible with 
the development of mutual understanding and the strengthening of friendly relations and 
cooperation among all States and peoples in the interest of maintaining international 
peace and security. 



B. Applicability of international law 
4. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite 
should 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,1 of 
27 January 1967, the relevant provisions of the International Telecommunication 
Convention and its Radio Regulations and of international instruments relating to 
friendly relations and cooperation among States and to human rights. 

C. Rights and benefits  
5. Every State has an equal right to conduct activities in the field of international 
direct television broadcasting by satellite and to authorize such activities by persons and 
entities under its jurisdiction. All States and peoples are entitled to and should enjoy the 
benefits from such activities. Access to the technology in this field should be available to 
all States without discrimination on terms mutually agreed by all concerned.  

D. International cooperation  
6. Activities in the field of international direct television broadcasting by satellite 
should be based upon and encourage international cooperation. Such cooperation should 
be the subject of appropriate arrangements. Special consideration should be given to the 
needs of the developing countries in the use of international direct television 
broadcasting by satellite for the purpose of accelerating their national development.  

E. Peaceful settlement of disputes  
7. Any international dispute that may arise from activities covered by these 
principles should be settled through established procedures for the peaceful settlement of 
disputes agreed upon by the parties to the dispute in accordance with the provisions of 
the Charter of the United Nations.  

F. State responsibility  
8. States should bear international responsibility for activities in the field of 
international direct television broadcasting by satellite carried out by them or under their 
jurisdiction and for the conformity of any such activities with the principles set forth in 
this document.  
9. When international direct television broadcasting by satellite is carried out by an 
international intergovernmental organization, the responsibility referred to in paragraph 
8 above should be borne both by that organization and by the States participating in it.  

G. Duty and right to consult  
10. Any broadcasting or receiving State within an international direct television 
broadcasting satellite service established between them requested to do so by any other 
broadcasting or receiving State within the same service should promptly enter into 
consultations with the requesting State regarding its activities in the field of international 
direct television broadcasting by satellite, without prejudice to other consultations which 
these States may undertake with any other State on that subject.  

H. Copyright and neighbouring rights  
11. Without prejudice to the relevant provisions of international law, States should 
cooperate on a bilateral and multilateral basis for protection of copyright and 
neighbouring rights by means of appropriate agreements between the interested States or 
the competent legal entities acting under their jurisdiction. In such cooperation they 
should give special consideration to the interests of developing countries in the use of 
direct television broadcasting for the purpose of accelerating their national development.  
 



I. Notification to the United Nations  
12. In order to promote international cooperation in the peaceful exploration and use 
of outer space, States conducting or authorizing activities in the field of international 
direct television broadcasting by satellite should inform the Secretary-General of the 
United Nations, to the greatest extent possible, of the nature of such activities. On 
receiving this information, the Secretary-General should disseminate it immediately and 
effectively to the relevant specialized agencies, as well as to the public and the 
international scientific community.  
 

J. Consultations and agreements between States  
13. A State which intends to establish or authorize the establishment of an 
international direct television broadcasting satellite service shall without delay notify the 
proposed receiving State or States of such intention and shall promptly enter into 
consultation with any of those States which so requests.  

14. An international direct television broadcasting satellite service shall only be 
established after the conditions set forth in paragraph 13 above have been met and on the 
basis of agreements and/or arrangements in conformity with the relevant instruments of 
the International Telecommunication Union and in accordance with these principles.  

15. With respect to the unavoidable overspill of the radiation of the satellite signal, 
the relevant instruments of the International Telecommunication Union shall be 
exclusively applicable.  
 




