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注意  

本問題文和訳は、公式訳ではありません。2023 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 2023）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、国際

宇宙法学会（IISL）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 Laser Activities and the Use of   

Anti-Satellite Weapons in Outer Space   

 

Agreed Statement of Facts 

合意事実陳述書 

 
1. Argyliam is a small, island State, which has succeeded, over the last 25 years, in becoming an international 
financial and banking center, while at the same time becoming famous for providing tourist services of high 
quality. This has resulted in considerable wealth flowing into Argyliam, which has been invested in high-tech 
and advanced space applications. There is an explicit provision in the Constitution of Argyliam that the State 
will remain outside international alliances, and will be permanently neutral in its international relations.   
 

Argyliam 国は小さな島国である。この 25 年間で、Argyliam 国は国際的な金融業・銀行業の中心となること

に成功すると同時に、高い品質の観光サービスを提供することで有名となっている。これにより Argyliam 国

にはかなりの富が流れこみ、同国ではハイテクで先進的な宇宙開発に投資がなされてきた。Argyliam 国憲

法においては、同国が国際同盟には加わらずその外に留まること、また国際関係において永久に中立を保

つことが明示的な条項として規定されている。 

 
 
2. In order to maintain its status of neutrality, and given that, due to its small size and small population, Argyliam 
could not effectively maintain viable and adequate armed forces, it has attempted to fill this gap through 
technology. In particular, significant government funds were directed towards research into dual-use space 
applications, under a philosophy that space could, among other things, provide an immediate comparative 
advantage in Argyliam’s military sector. 
 

その中立的地位を保つため、また面積が狭く人口も少ないゆえに、Argyliam 国は、実行可能で適切な軍隊

を効果的に維持することができなかったことから、技術力によってこの溝を埋めようとした。特に、宇宙は他の

分野と比べ、Argyliam 国の軍事セクターに直接的な相対的優位性をもたらすという理念のもと、多額の政府

資金が、軍民両用の宇宙アプリケーションの研究へと投入された。 

 
3. In view of the need to obtain the information necessary to avoid collisions of objects in space, Argyliam 
contracted with Charalg Inc., a Space Situational Awareness service provider founded in 2028 and registered in 
Koligian. Through a global network of fully automated, ground-based, and space-based sensors capable of 
surveying and tracking space objects in orbit around the Earth, Charalg Inc. provided information and data to a 
large number of States. Charalg Inc. had built a considerable reputation for reliability, except on a single 
occasion, in December 2029, when its provision of incorrect data almost caused a satellite collision in low Earth 
orbit. 
 

宇宙空間における物体の衝突を回避するのに必要な情報を取得する必要性を考慮して、Argyliam 国は

Charalg 社と契約を交わした。同社は 2028 年に設立された宇宙状況監視サービスプロバイダーであり、

Koligian 国に登録されている。地球軌道上にある宇宙物体を調査・追跡する能力を有する、全自動化され

た地上施設および宇宙に配備されたセンサーのグローバルネットワークを通じて、Charalg 社は多くの国に

情報やデータを提供していた。Charalg 社は、2029 年 12 月に一度だけ、誤ったデータを提供したために衛

星が地球低軌道上で衝突しそうになったことを除けば、その信頼性にはかなりの定評があった。 
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4. Koligian is a space-faring State with a significant history of space exploration and exploitation. Since 2020 
it has actively facilitated and encouraged the growth of its private sector in space activities. 
 

Koligian 国は、宇宙の探査及び利用（※exploitation は商業利用を指すことが多い）においてかなり歴史に

ある宇宙活動国である。2020 年以降、宇宙活動における民間セクター（産業界）の振興を積極的に促進し、

奨励してきた。 

 
5. On 1 January 2031, Argyliam placed three satellites with laser capabilities at an altitude of 200 km above the 
Earth's surface, named Palver-1 -2 and -3 (“Palver”), which, simultaneously with their launch, were registered 
in Argyliam’s national register of space objects. Relevant information was also sent to the United Nations and 
placed on the UN Register. In a statement preceding the launch of the three Palvers, Argyliam Foreign Minister 
Georg Andersowicz said that their deployment “was mainly for experimental purposes to establish proof of 
concept and initial components for a system of satellite-to-satellite communication by laser beam and would 
contribute to the defense of the State”.  
 

2031 年 1 月 1 日、Argyliam 国は、Palver-1 -2 及び -3（以下、「Palver」）と名付けられたレーザー能力を持

つ衛星 3 機を地表高度 200km に配備した。それらは打ち上げと同時に、Argyliam 国の国内宇宙物体登録

簿に登録された。また、関連情報は国連にも通知され、国連宇宙物体登録簿に登録された。Palver 衛星 3

機の打ち上げ前の声明において、Argyliam 国の Georg Andersowicz 外務大臣はこれらの衛星の配備につ

いて「主にレーザー光線による衛星間通信システムの概念実証と、初期コンポーネントの確立を目的とした

実験目的のものであり、国家の防衛に貢献するだろう」と述べた。 

 
6. On 31 March 2031, the intelligence services of Argyliam informed the Minister of Foreign Affairs and the 
Minister of Defense that, “according to cross-checked information”, the satellite EVGA-1607, was conducting 
“continuous spying on critical infrastructure facilities and military sites” in Argyliam. EVGA-1607 was 
registered in the State of Kassof and had been placed in orbit at an altitude of 210 km above the surface of the 
Earth on 25 February 2031. The orbit of EVGA-1607 periodically brought the satellite into proximity with 
Palver-3 but did not pose a significant collision hazard. Kassof and Argyliam have a long history of 
confrontation which ended when, by an international arbitral tribunal ruling in 2027, the two States settled their 
dispute over the delimitation of their (common) continental shelf. 
 

2031 年 3 月 31 日、Argyliam 国の諜報機関は外務大臣と国防大臣に対し、「照合した情報」によれば衛星

EVGA-1607 が Argyliam 国の「重要インフラ施設及び軍事施設に対する継続的なスパイ活動」を行っている

と伝えた。EVGA-1607 は Kasof 国で登録されており、2031 年 2 月 25 日に高度 210km の軌道に配備され

ている。EVGA-1607 の軌道は定期的に Palver-3 と接近するが、深刻な衝突の危険性は引き起こさない。

Kasof 国と Argyliam 国は長い対立の歴史があったが、2027 年の国際仲裁裁判所の判決により、両国の（共

通の）大陸棚の境界線をめぐる紛争が解決した際に対立も終結した。 

 
7. n 1 April 2031, Minister Andersowicz, in a Note Verbale to the Ambassador of Kassof, protested against the 
“spying of his country” through EVGA-1607 and requested its immediate cessation and non-repetition in the 
future. The Ambassador of Kassof, after consulting the competent authorities of his country, replied that EVGA-
1607 was a satellite deployed for purely commercial applications, that no espionage had ever taken place 
through it, and that his country was firmly looking forward to friendly relations with Argyliam. 
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2031 年 4 月 1 日、Andersowicz 外務大臣は Kassof 大使宛ての口上書において、EVGA-1607 を用いた「自

国のスパイ行為」に対し抗議した上で、当該行為を即時に停止し、将来にわたって繰り返さないことを要求し

た。Kassof 大使は、自国の所轄官庁と協議したのち、EVGA-1607 は純粋に商業アプリケーションのために

配備された衛星であり、当該衛星を用いたスパイ活動は行われたことはなく、また、Kassof 国は Argyliam 国

との友好関係を強く望んでいると返答した。 

 
8. On 10 April 2031, and after being assured by the country’s intelligence services that the espionage activities 
of EVGA-1607 were continuing, Argyliam Defense Minister Pol Kodaphnic ordered Palver-3 to emit a laser 
beam directed at EVGA-1607 as the satellites were nearing conjunction in order to dazzle and blind EVGA-
1607’s sensors. This action was undertaken based on targeting data which had been provided by Charalg Inc. 
 

2031 年 4 月 10 日、EVGA-1607 によるスパイ活動が継続していると Argyliam 国の諜報機関が確認したの

ち、Argyliam 国の Pol Kodaphnic 国防大臣は、Palver-3 に対し、EVGA-1607 と接近する際、そのセンサー

をくらまし見えなくさせるため、当該衛星に向けてレーザー光線を照射するように命じた。この行動は、

Charalg 社により提供されたターゲティングデータに基づいて実行された。 

 
9. The data provided by Charalg Inc. was not completely accurate, resulting in a small but critical time delay in 
the emitted laser beam which by-passed EVGA-1607 completely and instead hit a low Earth orbit 
communications satellite, Iriord-8, which was registered in Koligian. The laser damaged an electronic 
component of Iriord-8 triggering a misfire of attitude control thrusters that pushed it out of orbit and into the 
atmosphere where it was completely burned up. 
 

Charalg 社から提供されたデータは完全に正確ではなく、その結果、照射されたレーザー光線には、ほんの

少しであるものの決定的な時間の遅れが生じ、EVGA-1607 を完全に通り過ぎて、代わりに Koligian 国に登

録されていた地球低軌道通信衛星 Iriord-8 に照射された。そのレーザーは Iriord-8 の電子部品を損傷させ、

姿勢制御スラスターの誤作動を引き起こしたため、Iriord-8 は軌道を外れて大気圏に突入し、完全に燃え尽

きた。 

 
10. The destruction of Iriord-8 was a significant setback for the Koligian economy and critical infrastructure. 
Its telecommunications services were greatly impacted, and many State services suffered considerable damage, 
since Koligian had been particularly advanced in the digitization of telecommunications through satellite 
utilization. The local press in Koligian began to publish articles that were highly critical of Argyliam.  
 

Iriord-8 の破壊は、Koligian 国の経済と重要インフラに大きな打撃を与えた。Koligian 国では、衛星を利用

した電気通信のデジタル化が特に進んでいたため、通信サービスにも大きな影響があり、多くの国家サービ

スがかなりの被害を受けた。Koligian 国の地元紙は、Argyliam 国を厳しく批判する記事を掲載するようにな

った。 

 
11. On 20 April 2031, the Ambassador of Koligian delivered a diplomatic note of protest to Argyliam, in which 
the Government of Koligian accused Argyliam of the “unprecedented and unlawful weaponization of outer 
space” and called for the suspension of all “aggressive military” space activities of Argyliam and, in particular, 
the immediate deactivation of the three laser systems on Palver, given “the dangers their existence entailed for 
the freedom of all States to peacefully explore and use outer space”. The Argyliam Foreign Minister replied that 
“the responsibility for the unfortunate incident lies entirely with the Koligian company Charalg Inc., which 
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recklessly provided us with false information”, and that the Palver had been placed in orbit “in accordance with 
international law in order to protect the independence, territorial integrity and permanent neutrality of Argyliam”.  
 

2031 年 4 月 20 日、Koligian 大使は Argyliam 国に抗議する外交文書を送達し、その中で Koligian 政府は、

Argyliam 国が「前例のない不法な宇宙空間の兵器化（weaponization）」を行っていると非難し、Argyliam 国

のすべての「侵略的な軍事」宇宙活動を停止するよう求めた。特に「宇宙空間を平和的に探査し利用するす

べての国の自由にとって、その存在は必然的に危険を伴うものである」ことから、Palver3 機に装備されたレ

ーザーシステムの即時停止を求めた。Argyliam 外務大臣は、「不幸な事故の責任はすべて、無謀にも誤っ

た情報を提供した Koligian 国の Charalg 社にある」とし、Palver は「Argyliam 国の独立、領土保全、永世中

立を守る目的で、国際法に従って軌道に配備されたものである」と答えた。 

 
12. On 10 May 2031, Palver-2 unexpectedly and without explanation ceased responding to commands. All 
ability to control it was lost and could not be restored; however, according to official statements from the 
Argyliam Ministry of Defense, the laser beam remained in an active state and “there was a small possibility of 
spontaneous activation”. According to the same sources, the chances of this happening “were less than 3%”. In 
the meantime, the uncontrolled Palver-2 was drifting toward a densely populated orbit, in which there were 150 
functioning satellites. Most of these satellites were in a constellation operated by an international consortium to 
provide global Internet services, including for aircraft and maritime use. The individual satellites were registered 
in several states, including, five registered in Koligian. Palver-2 was expected to enter this orbit on 13 May 
2031.  
 

2031 年 5 月 10 日、Palver-2 が予期せず、何の説明もなくコマンドに応答しなくなった。それを制御する全て

の能力は失われ、回復させることはできなかった。しかし、Argyliam 国防省の公式発表によると、レーザー光

線はアクティブ化の状態を保っており、「自発的にアクティブ化する可能性がわずかにあった」。同じ情報源

によると、その可能性は「3％未満」であった。その間、制御不能となった Palver-2 は、150 機の衛星が運用さ

れている密度の高い軌道に向かって漂っていた。これらの衛星のほとんどは、国際的な共同事業体が運営

する衛星群に属するものであり、航空機や海上での利用を含む世界的なインターネットサービスを提供して

いた。個々の衛星はいくつかの国で登録されており、そのうちの 5 機は Koligian 国で登録されていた。

Palver-2 は 2031 年 5 月 13 日にこの軌道に配備される予定だった。 

 
13. On the morning of 11 May 2031, four States, including Koligian, asked Argyliam to take immediate 
measures to “manage the course” of Palver-2. Argyliam declared that, having developed the necessary 
technology, it would immediately send a Space Servicing Vehicle (SSV) to re-boost Palver-2 in order for the 
satellite to gain the necessary altitude so that there would be no possibility of interference with the operation of 
neighboring satellites. The SSV was expected to rendezvous with Palver-2 and initiate the re-boost operation 
within 24 hours of launch. In response to questions from journalists, the Argyliam Minister of Defense said that 
the SSV had passed the ground-based experimental phase, which was “completely successful”, but had not yet 
been launched and tested in space.  
 

2031 年 5 月 11 日の朝、Koligian 国を含む 4 カ国は、Palver-2 の「軌道管理」のための緊急措置を取るよう

Argyliam 国に要請した。Argyliam 国は、必要な技術を開発し、Palver-2 をリブーストさせるため宇宙サービ

ス機（SSV）をただちに送り、近隣の衛星の運用と干渉しないよう必要な高度を確保させると宣言した。SSV

は Palver-2 とランデブー（接続）し、打ち上げ後 24 時間以内に、リブーストを開始するはずであった。

Argyliam 国防相は記者からの質問に対し、SSV は地上で「完全に成功」した実験段階を経たが、まだ打上

げられておらず宇宙で実験もされていないと述べた。 
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14. In the evening of the same day, Koligian launched a direct-ascent anti-satellite (ASAT) missile, which was 
directed at and successfully hit Palver-2. The satellite, including its laser system, was completely destroyed. 
The debris generated by this strike accumulated in a part of the orbit where there were no operating satellites 
before heading for re-entry into the atmosphere, where it was completely burned up.  
 

同日夕方、Koligian 国は Palver-2 に照準を合わせて直撃型対衛星（ASAT）ミサイルを発射し、命中させるこ

とに成功した。レーザーシステムを含む衛星は完全に破壊された。この攻撃で発生した破片は、運用中の衛

星のない軌道上の場所に集積した後、大気圏に再突入し、完全に燃焼した。 

 
15. The entire Palver system required the synergy of all three individual lasers to work effectively and, without 
Palver-2, it was rendered inoperable. It would be several years before Argyliam would be able to restore its 
space laser protection system.  
 

Palver システム全体が有効に機能するためには、3 つの個々のレーザーの相乗効果が必要であったため、

Palver-2 がなくなったことにより、同システムは運用不能となった。Argyliam 国が宇宙レーザー防衛システム

を復旧させるまでには、数年の歳月が必要であろう。 

 
16. In an attempt to settle their disputes, Argyliam and Koligian entered into diplomatic consultations, the results 
of which proved inconclusive. Argyliam initiated these proceedings by Application to the International Court 
of Justice. Koligian accepted the jurisdiction of the Court, and the parties submitted this Agreed Statement of 
Facts.  
 

紛争を解決するため、Argyliam と Koligian は外交協議を行ったが、結論には至らなかった。Argyliam 国は、

国際司法裁判所への申立てにより、これらの手続きを開始した。Koligian 国は当該裁判所の管轄権を受け

入れ、両当事国はこの合意事実陳述書を提出した。 

 
17. Argyliam requests the Court to adjudge and declare that:  
1. The use of Palver-3 was in conformity with international law  
2. Argyliam is not liable for the destruction of Iriord-8  
3. The use by Koligian of the ASAT missile against Palver-2 constitutes a violation of international law  
4. Koligian is liable for the destruction of Palver-2  
 

Argyliam 国は、裁判所に対し、以下のように判決を下し宣言することを求める。 

1. Palver-3 の使用は国際法に合致していた  

2. Argyliam 国は Iriord-8 の破壊に対して賠償責任を負わない  

3. Koligian 国が Palver-2 に対して ASAT ミサイルを使用したことは国際法違反となる 

4. Koligian 国は Palver-2 の破壊に対して賠償責任を負う 

 
19. Koligian requests the Court to adjudge and declare that:  
1. The use of Palver-3 violated international law  
2. Argyliam is liable for the destruction of Iriord-8  
3. The use by Koligian of the ASAT missile against Palver-2 is not contrary to international law  
4. Koligian is not liable for the destruction of Palver-2 
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Koligian 国は、裁判所に対し、以下のように判決を下し宣言することを求める。 

1. Palver-3 の使用は国際法違反である。 

2. Argyliam 国は Iriord-8 の破壊に対して賠償責任がある。 

3. Koligian による Palver-2 に対する ASAT ミサイルの使用は、国際法に違反しない。 

4. Koligian は Palver-2 の破壊に対して賠償責任を負わない。 

 
 
20. Both Argyliam and Koligian are Parties to the United Nations Charter, the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties and the five United Nations treaties on outer space. There is no issue of jurisdiction before the 
International Court of Justice. 
 

Argyliam 国と Koligian 国の両国は、国連憲章、1996 年条約法に関するウィーン条約、および宇宙に関す

る国連 5 条約の締約国である。国際司法裁判所において、管轄権に関する問題は存在しない。 

 


