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注意  

本問題文和訳は、公式訳ではありません。2022 年マンフレッド・ラクス宇宙法

模擬裁判大会（Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2022）において

使用される問題文の正文（英語）を、日本宇宙法学生会議があくまで参考資料と

して日本語に翻訳したものです。必ず、日本宇宙法学生会議のウェブサイトに掲

載されている正文を確認するようお願いします。仮に、和訳の事実と正文の事実

に相違があり問題が発生した場合には、正文の事実が優先されます。 
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CASE CONCERNING REGISTRATION AND DAMAGES INVOLVING OBJECTS 

MANIFACTURED IN SPACE 

宇宙空間で製造された物体についての登録、損害に関する事件 

 

  

Agreed Statement of Facts:  

合意事実陳述書： 

 

 

1. The year is 2032. Candidia became an independent nation in 2010. On 1 July 2020, Candidia 

adopted its National Legislation on Space Affairs (NLSA), and has a thriving space sector, 

including launch services and satellite fabrication. As a matter of practice, Candidia relies on the 

technical representations and internal reports of applicant companies seeking authorization under 

the NLSA, without further independent verification. The Candidian tax codes are favorable to 

investors, and launch services companies are exempt from taxation.  

 

2032年。Candidiaは 2010年に独立した国家である。2020年 7月 1日 Candidiaは宇宙関

係の国内法（NLSA）を採択し、打ち上げ事業や衛星組み立てなどを含む宇宙分野が盛

んになっている。実際のところ、Candidiaは NLSAの下で認可を受けようとする申請企

業の技術説明や内部報告に依存しており、それ以上の独立した検証は行っていない。

Candidiaの税制は投資家に有利で、打ち上げ事業会社は課税が免除されている。 

 

2. Respondent Xenovia is an archipelago nation, comprised of small volcanic islands, located three 

hundred kilometers from Candidia. Most of its now permanent inhabitants came from other island 

nations that were in danger of losing their livelihood due to sea level rise in that particular part of 

the ocean. While Xenovia’s population is small, it is very wealthy and well educated, and it has 

attracted many scientists and engineers with training in space-related activities and new 3D 

printing technologies. Part of the archipelago is near the Equator, making it ideal for efficient and 

cost-effective launches of satellites to geostationary orbit (GSO). Xenovia has become a preferred 

launch site for military satellites of several other countries to GSO, even though Xenovia itself 

has a very small military force. 

 

被告国の Xenoviaは群島国家であり、小さな火山島から構成され、Candidiaから 300km

の距離に位置する。現在定住しているもののほとんどは、ある地域の海洋で海面上昇が
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起こり、日常生活に支障が出ることを恐れ、他の島嶼国からやってきた人々である。

Xenovia の人口は少ないが、非常に裕福で教育水準が高く、宇宙関連活動の訓練や新た

な 3Dプリント技術は多くの科学者やエンジニアにとって魅力的なものである。群島の

一部は赤道に近く、そのため静止軌道（GSO）への衛星の打ち上げを効率的にかつ費用

対効果を高く行うのに理想的な場所となっている。Xenovia は、他の数か国が軍事衛星

を GSOへと打ち上げるのに好ましい場所となっている。一方で、Xenovia自体の軍事力

は微々たるものである。 

 

3. Candidia and Xenovia are both Signatories to the 2001 Cape Town Convention on International 

Interests in Mobile Equipment and have adopted the 2012 Protocol on Matters Specific to Space 

Assets. Both States ratified the Cape Town Convention and the Protocol on Matters Specific to 

Space Assets in 2026. The regime under the Convention and Protocol became operative in 2027 

when the newly formed Space Asset Registry Foundation was established by the Parties to serve 

as the Supervisory Authority. The Space Asset Registry (SAR) was met with considerable 

reticence and skepticism from industry during the negotiation process, as it did not take into 

account the input of large, well-established satellite operators. However, some States, including 

Candidia, were fully supportive and required satellite operators to use the new system and register 

their international interests. 

 

Candidia と Xenovia は、双方とも 2005 年の可動物件の国際的権益に関するケープタウ

ン条約の署名国であり、2012 年の宇宙資産に固有の事項に関する議定書を採択してい

る。両国は 2026 年にケープタウン条約と宇宙資産に固有の事項に関する議定書を批准

した。加盟国により監督機関として新たに宇宙資産登録財団が設立された 2027 年、条

約と議定書に基づく体制の運用が開始された。宇宙資産登録（SAR）は、交渉過程にお

いて、産業界からかなりの敬遠と懐疑を受けたが、それは強大で確立された通信衛星事

業者の意見を考慮に入れていなかったためである。しかし、Candidiaを含む一部の国は

全面的に支持し、通信衛星事業者らに新システムを使用し、その国際的権益を登録する

ことを要求した。 

 

4. Over the previous decade, new communication satellite systems in LEO (Low Earth Orbit) and 

MEO (Medium Earth Orbit) have proliferated, with some systems comprising thousands of 

satellites. Over the same period, satellites launched to GSO have seen a slight decrease in numbers. 

In the mid-2020s, the diverse multi-national consortia ownership structure of satellites making up 

these constellations meant that individual satellites within the same constellation were registered 

by a multitude of different states depending on the nexus with the owners of the individual space 

objects. In addition, some satellites were also placed on the SAR by Parties to the relevant 
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instruments. 

 

過去数十年間にわたり、地球低軌道(LEO)及び中軌道(MEO)上の新たな通信衛星システ

ムは急増しており、そのうちいくつかのシステムは数千もの衛星群から成っていた。

また同期間、GSO上に打ち上げられた衛星の数はわずかに減少していた。2020年代半

ば、衛星コンステレーションを構成する衛星の多国籍企業連合による所有構造は、多

様化していた。つまり、同一衛星コンステレーションにある個々の衛星が、個々の宇

宙物体の所有者とのつながりに依拠して、多数の異なる国々によって登録されている

状況であった。 

加えて、いくつかの衛星は関連する文書の当事国によって SARに登録されていた。 

 

5. Xenovia and Candidia compete with each other, and with several other States that are engaged in 

launch services and other space activities, and are actively seeking investors for their private 

domestic space sector, including funding for satellite systems and for possible future space stations. 

Candidia, through its State-owned Investment Fund, has sought to gain ownership of various 

satellite systems through commercial acquisition of the owners/operators of relevant satellites. It 

has also actively promoted itself as a State of Registry to new satellite operators, through low 

registration fees and by requiring minimal information as to the purpose and function of spacecraft, 

or their ownership and control. Candidia follows the guidelines set forth in the NLSA, and believes 

these are sufficient and in compliance with the 1976 Registration Convention. The information to 

be provided for the international registration as provided in the NLSA includes (i) the Name of 

launching State(s); (ii) a designator or registration number of the space object; (iii) the date and 

location of the launch; (iv) the basic orbital parameters; and (v) the general function of the space 

object. 

 

Xenoviaと Candidiaは互いに、また打ち上げやその他の宇宙活動に従事する複数の他の

国家と競い合い、衛星システムと将来的な宇宙ステーションへの資金供給等を含む、自

国国内宇宙産業への投資を積極的に求めていた。Candidiaは、国有投資ファンドを通

じ、衛星の所有者または（及び）管理者を商業的に買収することで、複数の衛星システ

ムの所有権獲得を推し進めてきた。また Candidiaは、衛星の新規管理者に対し、登録料

を低く設定し、登録の際に宇宙船の目的や機能、所有権や管理等について最低限の情報

しか求めないことによって、同国を衛星の登録国にするように売り込んできた。

Candidiaは NLSAに規定されるガイドラインに従っており、Candidiaのこれらの行為は

1976年宇宙物体登録条約を遵守していると認識している。NLSAによって示されてい

る、国際登録の際に必要な情報には、(i)打ち上げ国の国名、(ii)宇宙物体の識別子、また
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は登録番号、(iii)打ち上げの場所及び日付、(iv)基本的な軌道パラメータ、及び(v)宇宙物

体の一般的な機能の 5つが含まれている。 

 

6. In addition, the general corporate and banking laws of Candidia provide that the identity of 

company shareholders and the owners of financial accounts are not subject to compulsory 

disclosure. Its banking laws further provide that creditors are granted a limited power of attorney 

to execute documents on behalf of debtors in furtherance of their contracts. 

 

加えて、Candidia企業法及び銀行法は、企業の株主と金融口座所有者の身元は、強制的

な情報開示の対象とならないと規定している。Candidia銀行法はさらに、契約促進のた

め、債権者に対し債務者に代わって書類を履行するための限定的な代理権限を与えると

規定している。 

 

7. In 2022, Candidia established a national registry of objects launched into space, but it is 

incomplete and not up to date. Several States have accused Candidia as acting as a ‘flag of 

convenience’ for new satellite systems, noting that the identities and nationalities of the owners 

of the space objects are shielded from disclosure by Candidia law. Candidia asserts that all entities 

with an international interest in space assets can and should list their interests in the SAR. 

 

2022年、Candidaは宇宙空間に打ち上げた物体の登録を行ったが、それは不完全かつ最

新のものではなかった。数か国は、それが新規衛星システムの「便宜置籍船」として機

能していると Candidiaを非難し、そして、宇宙物体の所有者の身元と国籍は Candidia法

によって開示から保護されていると指摘している。Candidiaは、宇宙資産に国際的権益

を持つ全ての主体が SARに登録でき、また登録すべきであると主張している。 

 

8. On 1 July 2024, Candidia’s Ministry of Communication and Space Affairs, aiming for better 

coordination of frequencies and avoidance of potential harmful interference of signals, notified 

the International Telecommunication Union (ITU) of its intent to launch a large constellation 

comprising more than 10,000 satellites as a launch service provider. Parts of these satellites would 

be manufactured on Candidian territory, while other components would be manufactured in orbit 

with the use of 3-D printers. The ITU, through its Radiocommunication Bureau, sent an official 

letter in early 2025 informing Candidia that, due to the existing high volume of filings for new 

satellite systems, the time for processing a filing could be as long as seven years, even for 

‘replacement’ satellites.  

 

2024年 7月 1日、Candidia通信宇宙省は、周波数状況の改善、信号への潜在的に危険と
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なる干渉を回避するべく、打ち上げサービスプロバイダーとして、10000を超える衛生

で構成された大規模な衛星コンステレーションを打ち上げる意向を、国際電気通信連合

（ITU）へと通知した。これら衛星の部品の一部は Candidia国内で製造される一方で、

他の部品は 3D プリンターを使用し軌道上で製造される。無線通信局を通じ ITU は、

2025 年初頭に Candidia に対し公式の書簡を送り、新規衛星システムの申請が大量に存

在する為、「交換」衛星の場合であっても、申請の処理に 7 年も時間がかかる可能性が

ある旨を通知した。 

 

9. The lack of effective Space Traffic Management (STM) systems has become an increasingly 

significant issue for the ITU, as well as in the United Nations’ Committee on the Peaceful Uses of 

Outer Space (UNCOPUOS). At the 2030 meeting of UNCOPUOS, Xenovia announced that it was 

developing a fleet of robotic space objects to provide on-orbit refueling, repair and repositioning 

of satellites. The fleet would be owned and operated by a public-private partnership called Fenix 

LLC, in which Xenovia held a 50% equity share. At the UNCOPUOS meeting, the plan was 

described by Candidia as a ‘potential military weapon to disable or remove satellites from orbit’. 

Xenovia denied the allegations and formally announced that all activities undertaken by Fenix 

would be for ‘peaceful purposes’.  

 

効果的な宇宙交通管理(STM)システムの欠如は、ITU のみならず国連宇宙空間平和利用

委員会(UNCOPUOS)にとっても、ますます重要な問題となった。2030 年、UNCOPUOS

の会議において、Xenovia は、軌道上における衛生の燃料補給・修復・再配置をするロ

ボット宇宙船団を開発していることを発表した。当該船団は、Xenoviaが 50％の株式を

保有する、Fenix LLCという官民連携パートナーシップによって所有及び運営される。

UNCOPUOS の会議にて、Candidia は当該計画を「衛星を無効化し、軌道から外す軍事

兵器となりうる可能性がある」と述べた。Xenoviaはそのような申立を否定し、Fenixの

全活動は「平和目的」であると、公式に発表した。 

 

10. In 2025, the space station “Pacem” was constructed using 3D printing and other new technologies, 

and assembled in outer space. Pacem was owned and operated by Selada, Inc., a company 

incorporated and headquartered in the State of Safrandia, and is comprised of a consortium of 

private entities. The Government of Safrandia authorized Selada, Inc. to operate Pacem for a 

period of 5 years from the date of formal commencement of operations, which occurred on 1 July 

2026. Components of Pacem were launched from Safrandia, Xenovia, Candidia, and other nations, 

but none of these components was individually registered by any launch authority. The license 

issued to Selada, Inc. specified, that within six months after the formal commencement of 

operations by Pacem in orbit, Safrandia would list the space station on its national registry of 
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space objects and notify the UN. After the launch of all the components, but prior to the 

completion of assembly of Pacem, Selada Inc.’s’ shareholders voted to move their corporate 

charter and headquarters from Safrandia to Candidia to take advantage of Candidia’s tax laws. 

Safrandia did not register Pacem in its national register nor with the UN. 

 

2025年、3Dプリンターをはじめとした新技術を駆使して、宇宙ステーション「Pacem」

が建設され、宇宙空間で組み立てられた。Safrandia で法人化され、同国に本部を置き、

民間共同事業体で構成された Selada, Inc.によって、Pacemは所有・運営された。Safrandia

政府は、2026年 7月 1日の正式な運用開始日から 5年間、Selada, Inc.に Pacemの運用を

許可した。Pacemの部品は、Safrandia、Xenovia、Candidiaを含む複数の国から打ち上げ

られたが、これらの部品はどの打ち上げ機関にも個別に登録されていない。Selada, Inc.

に発行されたライセンスには、Pacemが軌道上で正式に運用を開始してから 6ヶ月以内

に、Safrandiaがこの宇宙ステーションを自国の宇宙物体登録簿に記載し、国連に通知す

ることが明記されていた。すべての部品が打ち上げられた後、Pacemの組み立てが完了

する前に、Selada Inc.の株主らは、Candidiaの税法を利用するため、会社の定款と本社を

Safrandia から Candidiaに移すことを決議した。Safrandia は Pacemを自国の登録簿にも

国連にも登録しなかった。 

 

11. Pacem is located in LEO at a slightly higher orbit than the International Space Station. The 

shareholders of Selada, Inc. restrict the kind of research, testing and other activities undertaken 

on Pacem. The research conducted on orbit is considered proprietary information belonging to the 

shareholders and has not been broadly shared with the wider space community. 

 

Pacem は、LEO において国際宇宙ステーションよりもやや高い軌道に位置している。

Selada, Inc.の株主は、Pacem上で行われる研究、試験、その他活動の種類を制限してい

る。軌道上で行われた研究は、株主に属する専有情報とみなされ、広く宇宙関係のコミ

ュニティに共有されてはいない。 

 

12. In addition to research, the activities on board Pacem include the 3d printing of satellite 

components from materials supplied by companies under contract with Selada, Inc. Some of these 

components are incorporated in the “Valerian” constellation of small satellites. Valerian satellites 

perform multiple functions, including the provision of broadband services and private secure 

communications networks for terrestrial users. Benefitting from the AI technologies, they are 

capable of reprogramming to modify their functions as well as changing orbit within limited 

parameters. 
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Pacem上での活動には、研究のほか、Selada, Inc.と契約している企業から提供された材

料を使って衛星部品を 3Dプリントすることも含まれている。これら部品の一部は、小

型衛星コンステレーション「Valerian」に組み込まれている。Valerian衛星群は、地上の

ユーザーへの電気通信サービスや、安全な私的通信ネットワークの提供など、複数の機

能を果たす。Valerian は AI 技術を駆使して、それら機能を修正するリプログラミング

や、限られたパラメータ内での軌道変更も可能である。 

 

13. Valerian satellites are registered in various states, including Candidia and Xenovia, but some are 

not registered and few are entered on the SAR international registry. Each Valerian satellite weighs 

100 kg, and is designed to operate for about three years, after which they are de-orbited and re-

enter the Earth’s atmosphere by propulsion controlled from Pacem. In February 2029, Selada, Inc. 

conducted a risk analysis which concluded that there was a 1 in 5,000 chance that any component 

of a Valerian satellite would survive atmospheric re-entry and reach the surface of the Earth. 

 

Valerian 衛星群は、Candidia や Xenovia など様々な国で登録されているが、一部未登録

のものもあり、SARの国際登録に登録されているものは少ない。Valerian衛星は 1機あ

たり 100kg の重さで、約 3 年間の運用を想定し設計されている。また、任務終了後は、

脱軌道し、Pacemにより制御されて推進し、地球の大気圏に再突入することになってい

る。2029年 2月、Selada, Inc.はリスク分析を行い、Valerian衛星の部品が大気圏再突入

後も消滅せず、地表に到達する確率は 5,000分の 1であると結論づけた。 

 

14. Selada, Inc. obtained financing for Pacem in 2023 from Alendularia, S.A., a multinational 

privately held financial services company incorporated and headquartered in Xenovia and with 

offices in 20 countries, including Safrandia but not Candidia. Forty-nine percent of Alendularia, 

S.A. is owned by the global industrialist Monica Moulaka, a Candidian national, who has invested 

in Xenovian industries and banks. The remaining ownership is distributed among an undisclosed 

number of investors, but no one person or entity has a majority interest. The security agreement 

operates under the laws of Xenovia, and incorporates the remedies available to creditors 

articulated in the Cape Town Convention and Protocol on Matters Specific to Space Assets. 

 

2023年、Selada, Inc.は、Alendularia, S.A.から Pacemへの融資を受けた。Alendularia, S.A.

は、金融サービスを行う多国籍私企業であり、Xenoviaで法人化され、同国に本社を置く。

また、Safrandiaを含む 20か国に支社を持っている。（ただし、Candidiaにはない。） 

Alendularia, S.A.株式の 49％は、Xenoviaの産業や銀行に投資している、Candidia国籍の世

界的実業家、Monica Moulaka が所有している。残りの株式は、所有者数不明の株主たち

が保有しているが、誰一人として過半数を超えるほど所持してはいない。なお、担保約定
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は、Xenovia国内法に基づいて運用されており、債権者が利用可能な救済手段として、ケ

ープタウン条約及び宇宙資産議定書に規定されているものを取り入れている。 

 

15. On 29 July 2031, Pacem deployed the Valerian 806 satellite, which was owned by Candidia, from 

the Pacem space station into LEO. Valerian 806 contained transponders and other equipment that 

was leased to multiple customers and was an indispensable component of a private secure network 

to be utilized by the Government of Safrandia. 

 

2031年 7月 29日、Pacemは、Candidiaが所有する衛星 Valerian 806を Pacem宇宙ステ

ーションから LEOと配備した。衛星 Valerian 806には、応答機やその他の機材が搭載さ

れていた。これらの機材は、複数の顧客へリースされており、また、Safrandia政府が利

用する安全な私的通信ネットワークに必要不可欠なものであった。 

 

16. That same day, Selada, Inc., notified Alendularia, S.A. that it was having cash flow issues and 

would be unable to make the contractual payment due 1 August 2030. In response, Alendularia, 

S.A. demanded payment within 90 days under threat of acceleration of all amounts outstanding, 

whilst reserving its rights under the security agreement. Selada, Inc. failed to comply within the 

designated period and, on 1 November 2031, Alendularia, S.A. contracted with Fenix LLC to 

obtain physical possession and control of Valerian 806 and to relocate it to another orbit. 

 

同日、Selada, Inc.は 、Alendularia, S.A.に対し、資金繰りに問題が起こったため、2020年

8 月 1 日を期限とする契約上の支払いを行えない旨を通知した。この返答として、

Alendularia, S.A.は、担保約定に基づく権利を留保した上で、未払い分の全額を繰上げて

支払うよう脅し、90日以内の支払いを要求した。Selada, Inc.は指定期間内の支払いが出

来なかったため、2031年 11月 1日、Alendularia, S.A.は Fenix LLCと、衛星 Valerian 806

の物理的保有並びに管理と別軌道への再配置をその内容とした契約を締結した。 

 

17. The Fenix-3 satellite, owned by Xenovia, which is also the State of Registry for that satellite, 

maneuvered towards Valerian 806 and grabbed it with a grappling mechanism that resembled a 

three-jawed vise The section of Valerian 806 grabbed by the device cracked and crumpled, 

rupturing a fuel line, and resulting in an explosion that destroyed both satellites. 

 

Xenoviaが所有国であり、また登録国でもある衛星 Fenix-3は、衛星 Valerian 806に接近

し、三爪の万力に似たグラッピング機器を用いて衛星 Valerian 806を捕獲した。グラッ

ピング機器によって掴まれていた衛星 Valerian 806の一部は悲鳴をあげ、燃料線が破裂

し、結果として双方の衛星を破壊する爆発を引き起こした。 
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18. Most of the fragments burned up in the atmosphere but some pieces survived atmospheric re-entry. 

Tragically, one large fragment of the Fenix-3 satellite struck a cargo plane of the Candidia military 

in flight, which crashed into the ocean killing all nine persons on board. 

 

ほとんどの破片は大気中で燃え尽きたが、一部の破片は大気圏再突入後も残った。悲惨

なことに、衛星 Fenix-3の 1つの大きな破片が飛行中の Candidia軍の貨物機に衝突し、

海に墜落し、搭乗していた 9人全員が死亡した。 

 

19. Both Candidia and Xenovia conducted investigations into the accident. Testing by Xenovia 

concluded that the basic structure of the Valerian satellite was inherently weaker due to its 

fabrication in low gravity as compared to if it had been manufactured on Earth. The report of the 

official post-accident Board of Inquiry of Candidia concluded that the basic structure of the 

Valerian satellites met the applicable engineering and construction standards, assuming that all 

materials were compliant with contract specifications. The Candidian Board of Inquiry also 

concluded that the de-orbiting plans for the Valerian system complied with the UNCOPUOS 

Space Debris Mitigation Guidelines. Despite request by Xenovia, Candidia did not release the 

telemetry records preserved from Valerian 806, citing national security/safety concerns. Xenovia 

filed a formal request for consultation through diplomatic channels, which was rejected by 

Candidia, The Xenovia post-accident report declared that the refusal of Candidia to produce this 

crucial evidence gave rise to the inference that the Safrandian secure private network had the 

potential to be utilized for military purposes. 

 

Candidia と Xenovia の両国は、当該事故について調査を行った。Xenovia による調査で

は、衛星 Valerianが低重力下で製造されたため、その基本構造は、地球上で製造された

場合と比較して本質的に弱いという結論が出た。事故後に行われた Candidiaの公式事故

調査委員会の報告書は、すべての材料が契約仕様に適合していたと仮定した場合、衛星

Valerian の基本構造は、適用される工学および建設基準を満たしていたと結論づけた。

また、Candidia の事故調査委員会は、Valerian システムの再配置計画が UNCOPUOS の

宇宙デブリ軽減ガイドラインに準拠していると結論づけた。Xenovia が要求したにもか

かわらず、Candidia は国家安全保障上の懸念を理由に、衛星 Valerian 806 から保存され

たテレメトリー記録を公開しなかった。Xenovia は、外交ルートでの協議を正式に要求

したが、Candidiaはこれを拒否した。Xenoviaの事故後の報告書は、Candidiaがこの重要

な証拠の提出を拒否したことで、Safrandiaの安全私的通信ネットワークが軍事目的に利

用される可能性がある、と推測されるようになったと発表している。 
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19. The parties continued to discuss the issues through diplomatic channels, but were unable to reach 

a resolution. They both have accepted the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) 

and have decided to submit the matter to the ICJ on this Agreed Statement of Facts. 

 

両当事者は、外交ルートを通じて協議を続けたが、解決には至らなかった。両者は、国

際司法裁判所（ICJ）の管轄権を受け入れ、この合意された事実概要に基づいて、問題を

ICJに付託することを決定した。 

 

On the basis of the foregoing Agreed Statement of Facts,  

 

Candidia requests the Court to adjudge and declare:  

a. That Xenovia violated international law by interfering with Valerian 806 and is liable for the loss of 

lives on board the cargo plane, the loss of the aircraft, and the lost revenues from the destruction of 

Valerian 806, and  

b. That Candidia acted in accordance with international law and is not liable for the loss of Fenix-3 

上記の合意事実陳述書に基づき、 

Candidiaは、裁判所に対して、以下の判決及び宣言をすることを要求する。 

a. Xenoviaは、衛星 Valerian 806を妨害することで国際法に違反しており、貨物機内の人的

被害、航空機の損失、及び衛星 Valerian 806の破壊による減収に対して責任を負うこと。 

b. Candidiaは、国際法に従って行動しており、衛星 Fenix-3の損失に対して責任を負わない

こと。 

 

On the basis of the foregoing Agreed Statement of Facts,  

 

Xenovia requests the Court to adjudge and declare:  

a. That Xenovia acted in accordance with international law by attempting to obtain physical possession 

and control of Valerian 806 and is not liable to Candidia for any alleged damages, and  

b. That Candidia is liable for the loss of Fenix-3 

上記の合意事実陳述書に基づき、 

Xenoviaは、裁判所に対して、以下の判決及び宣言をすることを要求する。 

a. Xenoviaは、衛星 Valerian 806を物理的に所有及び管理しようとすることで国際法に従っ

て行動しており、申し立てられたあらゆる損害について Candidia に対して責任を負わない

こと。 

b. Candidiaは、衛星 Fenix-3の損失に対して責任を負うこと。 
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There is no issue of jurisdiction before the Court. Xenovia and Candidia are parties to the 1967 Outer 

Space Treaty and the 1968 Return and Rescue Agreement. Xenovia is also a party to the 1972 Liability 

Convention and the 1976 Registration Convention. Both have ratified the Cape Town Convention and 

the Protocol to Matters Specific to Space Assets, and, since 2028, have been members of UNCOPUOS. 

本法廷において管轄権の問題は存在しない。Xenoviaと Candidiaは、1967年の宇宙条約、及

び 1968年の宇宙救助返還協定の当事国である。また、Xenoviaは、1972年の宇宙損害責任

条約、及び 1976年の宇宙物体登録条約の当事国である。両国は、ケープタウン条約、及び

宇宙資産議定書を批准しており、2028年以降は UNCOPUOSの加盟国である。 

 


