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序 

 

 戦後の我が国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業

の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、

その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業に

おける技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、近年の東

アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、我が国の機

械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢いを失ってきつ

つあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会

対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。これら

の課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は高ま

っており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られております。我が国機械工

業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始まり、

やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくには

この力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつな

がる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高

まっておリます。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発にかける

意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発により、今後大

きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業

のテーマの一つとして日本貿易振興機構に「極限環境対応型機器の開発及び利

用の動向に関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究

成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１７年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

                     会 長  金 井   務 

 

 

 

 



序 
 

 

宇宙産業は、主に通信・放送分野での宇宙利用および宇宙環境を利用した新規産業の

創出に伴い、堅調な成長が見込まれています。 

米国においては、従来官民の協力体制によって宇宙の開発が進められてきましたが、

近年、国が実施するプログラムにおいても、経済性と効率性を一層重視する傾向が高ま

ってきています。 

平成１６年度社団法人日本機械工業連合会受託調査「極限環境対応型機器の開発及び

利用の動向に関する調査研究」として実施した本調査研究は、米国の先端的な宇宙技術

に関する動向を調査し、我が国における今後の技術開発の方向性、宇宙産業の競争力強

化に向けた方策を見出すことを目的に実施しました。 

調査の実施については、日本貿易振興機構サンフランシスコセンタ－およびシカゴセ

ンターにて現地調査を行い、東京本部においてとりまとめを行いました。 

本報告書が関係各位のご参考となれば幸いです。 

 

 

平成１７年３月 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

理 事 長  渡 辺  修 
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1 衛星打ち上げ事業に対する優遇税制措置 

 

1.1 これまでの経緯 

 

1.1.1 優遇税制措置の背景 

 

a. 産業側の要求 

 

Satellite Industry Association（SIA）のデータ1では、衛星産業における全世界の売上高

は 1999 年の 604 億ドルから 2002 年には 868 億ドル（99 年比 43.7％増）に増加している。  

一方、世界における政府および商用宇宙関連市場は、2005 年までに 1,800 億ドルを越える

と予想される。商用の宇宙関連活動には、以下のようなものがある： 

• 衛星用の遠隔計測技術－LANDSAT業界における売上高は、2000 年で 20 億ドルとされ

る。現在、世界の衛星画像市場は、60 億ドルと予測されている。  

• 商用衛星向けの宇宙輸送技術は、世界全体で余剰傾向にある事から競争が非常に激

しい。 

• 測位システム－GPS Industry Council の見解によると、GPS サービスは今後、一般

消費者を対象とした領域（カーナビ装置、固定／携帯電話用のトラッキング機能、

携帯端末機用のアクセス技術等）で著しく成長を遂げると期待されている。同サー

ビスは自動車やボートの他、ハイカーやバイカーでも利用できる。 

• 宇宙の無重力環境を利用して、特殊合金やプラスチック、ガラス、医薬品等の製品

を製造する。 

                                                  
1 http://www.sia.org/industry_overview/2002%20Satellite%20Industry%20Statistics.pdf
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b. 商用衛星 

表 1 商用 GEO 発射への需要（2001～2010 年） 

 

（出所）FAA 

商用衛星の打ち上げニーズ（供給側）は、今後年間 68 発射に達する見込みで、さらに増加

傾向が予想される。一方、年間の実際需要（表 1）は、今後しばらくはわずか 20～30 発射

とされており、将来的には 100％を上回る余剰供給の可能性がある。  

 

したがって、ロケット打ち上げサービスに対する売上税免税措置等の優遇税制措置が適用

されれば、商用衛星の打ち上げ事業はさらに余剰傾向を辿るとの見方が現在根強い。 

 

 

c. NASA の果たすべき役割 

 

ところで、1988 年の Commercial Space Launch Act 改正案では、米国における商用宇宙技

術の開発企業を第三者賠償責任から保護している。これまで、開発企業に対しては「予想

最高損害額」と 5億ドルのいずれか低い方の額で保証契約が義務付けられていた。これに

加え、連邦政府はその額を越える最高 15 億ドルの賠償責任を保証していた。1988 年、連邦

議会は賠償責任に関する権限を発令し 1992 年にはその範囲を拡張したが、1999 年末を以っ

て失効している。過去において、米国の輸出規制は国家安全保障の保護を目的とし（優先

し）、合法の商業活動を制限するものであった。今日、様々な要因を背景に、商用ロケット

打ち上げ事業への転換が活発化している。   

 

宇宙船基地事業には州が介在しており、FAA が以下の拠点を正式認可している： 

 

• California Spaceport（カリフォルニア州 Vandenberg Air Force Base 内） 
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• Spaceport Florida（フロリダ州 Cape Canaveral Air Force Station 内：認可は 1989

年） 

• Virginia Spaceport（バージニア州 Wallops Island） 

• Kodiak Launch Complex（アラスカ州 Kodiak Island）  

 

現在、上記以外にアイダホ州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ネバダ州、ニ

ューメキシコ州、ノースカロライナ州、オクラホマ州、テキサス州、ユタ州等でも宇宙船

基地事業計画が検討されている。   

 

Thomas Legislative Informationサービスのリストによると、現時点では、宇宙活動の商

用化を促進する上での法案が 39 件掲載されている。なお、打ち上げ事業に関連した主な法

案には、以下のものがある：  

• Commercial Space Act of 2003 (H.R. 3245) 

• Commercial Space Transportation Act (S. 1260) 

• Spaceport Equality Act (H.R. 644)  

• Invest in Space Now Act (H.R. 2358)  

• Commercial Space Launch Amendments Act of 2004  (H.R. 3752.RFS) 

 

 

d. 法案提出の背景 

 

連邦議会が宇宙活動の商用化における優遇税制措置への法案を提出した背景には、様々な

要因がある：  

 

• 連邦政府 

o 宇宙打ち上げの経費削減に向け、より低コストの発射技術を開発するため 

o 国外の宇宙輸送サービスに対する過剰依存を回避するため 

o 米国の宇宙産業（特に商用衛星打ち上げ事業、衛星用遠隔計測技術、測位シ

ステムの各分野）における国際レベルでの競争力を高めるため 

o 付加価値のある成長産業として、商用宇宙産業を促進するため  

 

• 民間産業 

o 衛星打ち上げ事業における主導権を中国およびロシアより取り戻すため 

o 低コストの次世代型打ち上げ機および関連サービスを開発するため 

o 宇宙観光旅行事業の開発 
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• 州および連邦政府  

o 宇宙船基地の建設および改装作業を促進することにより、民間からの投資活

動を活性化させ、延いては雇用機会の増大と地域経済の発展を促すため  

 

1.1.2 宇宙産業に絡む懸案事項 

 

さらに、商用宇宙産業に介在する政府機関や民間企業等では、ここ数年の間、以下のよう

な目標や懸案事項も明確に打ち出してきた：  

 

• 連邦政府 

o 余剰の弾道ミサイルを宇宙輸送装置に転換すること 

o 連邦政府が管理している過剰な発射基地を商用の基地として再利用するこ

と 

o 発射基地の規制により、国家安全保障および公衆の衛生と安全を確保するこ

と 

o LANDSAT 計画および一般データサービスの価値を最大化すること 

o GPS に関連した米国の産業規格を促進すること 

 

• 民間産業 

o 宇宙打ち上げ技術市場における主導的立場を獲得すること 

o 将来における航空宇宙分野の学生やエンジニア、投資家の育成 

 

• 州および連邦政府  

o 宇宙船基地の建設計画を促進することにより、地域の評判作りに貢献するこ

と 

o 幼稚園から高校までの教育制度（12 年間）を通じて科学、数学、技術に対

する学生の関心を高揚させること 

 

 

1.2 州法および連邦法の関係 

米国の売上税は、日本の消費税と異なり、州・地方レベルで課せられており、その扱い（何

を課税対象とみなし、何％の税率が適用されるか）はそれぞれ異なる。 

実際、後述の通り、米国では連邦ベースでの宇宙開発に絡む売上税等の優遇税制は立法化
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が進んでいない。逆に、連邦が示している宇宙開発産業促進に対する大方針に沿って、具

体的な条文化、施策が実行されているのは州ベースである。以下では、その周辺の事情と

具体的ないくつかの州における実態を紹介する。 

 

1996 年、ホワイトハウスが発表したNational Space Policy2は、米国における宇宙開発の

ガイドラインを示したもので、特に州をはじめ地域および民間産業に対して、宇宙関連技

術への投資とその利用を促したものである。 同政策では、主要な方針について以下のよう

に明記している： 

 

• 「米国の商用宇宙政策に関する根本的な目標は、宇宙活動における我が国の経済力

を強化すると同時に、国家の安全と外交上の利害関係を保護する点にある。」地域経

済発展に向けた戦略として、宇宙輸送事業はこの方針に含まれる。  

 

• 「米国は今後、連邦政府からの直接的な財政支援に頼らない形で、商用宇宙活動に

おける目標を達成する方針である。商業部門における宇宙開発活動は、法律、国家

安全保障、国際的責務および公衆衛生が定める範囲においてのみ管理・規制の対象

とされる。」   

 

• 「宇宙打ち上げ事業における自由かつ公正な取引は、米国の目標とするものである。

この目標を維持する上で、我が国は今後、宇宙打ち上げ事業に関する現行の契約が

満了すると同時に、自由かつ開かれた市場経済を特徴とする貿易環境へと転換させ

る方針である。」こうした自由市場政策は、同事業に対する多くの州や地域の参加を

促進する要因となっている。  

 

現在までに 12 の州が商用宇宙政策を打ち出し、National Space Policy より認可を受けて

いる。   

 

a. カリフォルニア州  

 

航空宇宙技術の開発企業はSection 3(1) of Article XIII of the California Constitution

法（Section 3(1) of Article XIII）の下、ロケットの組立ておよび打ち上げ事業ではな

く、輸送活動を提供する場合においてのみ課税控除の対象とされる。3   

 

                                                  
2 http://www.ostp.gov/NSTC/html/fs/fs-5.html
3 http://www.boe.ca.gov/proptaxes/pdf/860_0022.pdf
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実際、先に述べた Space Ship One の成功例（民間初の有人弾道宇宙飛行を競うコンテスト

Ansari X Prize より賞金 1,000 万ドルを獲得）は、州の間に競争意識を高める要因となっ

た。現在のところ宇宙船基地はカリフォルニア州、アラスカ州、フロリダ州、バージニア

州の計 4州に配置されており、ニューメキシコ州およびオクラホマ州でも新基地の建設計

画が進められている。 

 

 

 

b. フロリダ州 4

フロリダ州では、新旧いずれの企業に関しても事業の拡張および移転計画を支援する上で、

幅広い免税制度を設けている。これらの免税制度は、多くの産業に効果をもたらすと同時

に、法人所得税や消費税、使用税などあらゆる種類の税金を対象としている。免税制度の

一覧および申請手続きに関する情報は、EDC of Florida Spaceより入手できる。それには、

航空機部品、改造品、メンテナンス、修理等に絡む売上げ税の免除規定がある。 

 

「既存の宇宙船基地における経済的および財政的な成果が公表されるにつれ、今後、他の

州も商用宇宙船基地計画へ積極的に動き出すものと見られる。それは、財政的な利害関係

の重要性が高いためである。」近年、Futron Corporationが発表したSpace Tourism Market 

Studyでは以下の点が要旨として挙げられている：

• 宇宙観光旅行市場の年間売上総額は、2021 年までに 10 億ドルに達すると見込まれ

る。 

• 軌道外の宇宙観光旅行に対する需要が最も高く、2021 年までに年間で、乗客 1万

                                                  
4 http://www.spacecoastedc.org/BusinessAssistance/RelocationExpansionIncentives.aspx
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5,000 人に対し 7億ドルの売上が予想される。 

• 軌道宇宙観光旅行に対する需要は、上記のそれに比べ徐々に増加するものと思われ

るが、2021 年までに年間、乗客 60 人に対し 3億ドルの売上が予測される。  

• 軌道外／軌道上の宇宙観光旅行に関心を示す人々には、それぞれ人口統計学的な違

いが見られる。  

 

1.3 連邦法の規定 

 

商用宇宙に対する優遇税制措置は連邦政府ではなく、産業活性化を目的に州が行われてい

る（もちろん、州による優遇税制措置は商用宇宙産業に限らない）。ここでは、連邦ベース

の、宇宙産業の活動全般を促進するための各種法規定を列挙した。これらは、消費税など

州内の航空宇宙産業に影響を与えている。これらの法案は、直接には売上税免税等の優遇

措置を規定はしていないが、宇宙産業を支える、その基礎をなすガイドライン的規定であ

る。また、これまでの宇宙産業を取り巻く政策の紆余曲折も見て取れる。  

 

1.3.1  Commercial Space Launch Act（1984）とその修正案（1988） 

同法案（49 U.S.C. Subtitle IX--Commercial Space Transportation, Ch. 701, Commercial 

Space Launch Activities, 49 U.S.C. 70101-70119, 1994 に成文化）はDepartment of 

Transportation（DOT：運輸省）に対し、商用打ち上げ事業と関連施設の許可および規制に

ついて権限を与えるものである。また、FAAに対してはCommercial Space Transportation 

Licensing Regulations, 14 C.F.R. Chapter IIIと呼ばれる規制の他、許可に関する条項

や条件を改善するための役割を担っている。Office of the Associate Administrator for 

Commercial Space Transportation（AST） 

同法案が発効した 1984 年以来、宇宙産業の規模が膨らみ複雑化してきたことも受けて、規

制による負担とコスト削減を実現する上で、認可手続の円滑化に向けて 1988 年、Commercial 

Space Act が改正された。  

1.3.2  Launch Services Purchases Act（1990 年） 

1990 年 11 月 5 日、ブッシュ大統領の調印により、Launch Services Purchase Act （LSPA）

がTitle II of the FY 1991 NASA Authorization Billに成文化された。これは、宇宙活動

の成果を規定した最初の法律といえる。同法案では、NASAにおけるシャトル以外の宇宙打

ち上げ事業を禁止しており、国家宇宙政策を大幅に変換した。  
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当初、NASAは同法案に反発したが、その後、手頃で信頼できる宇宙輸送機を確保するため、

本部にLaunch Services Purchases Officeを設置した。NASAでは、NASA Launch Servicesプ

ログラム（米国内の商業用供給源から、費用効率の高い打ち上げサービスを調達する）の

中に打ち上げ事業の概念を取り入れている。  

 

 

1.3.3  Land Remote Sensing Policy Act（1992 年） 

1992 年 2 月 11 日、ブッシュ大統領は National Space Council が考案した National Space 

Policy Directive（LANDSAT の補償範囲を 21 世紀も継続するよう確約した内容）を承認し

た。   

1.3.4  Commercial Space Act（1998 年）  

1998 年 10 月 28 日、クリントン大統領の承認を得たCommercial Space Act of 1998（Public 

Law 105-303）では、International Space Station（国際宇宙ステーション）建設計画の

他、軌道宇宙環境での経済促進に向けた自由かつ競争的市場の利用を目標としている。   

1.3.5  Space Transportation Investment Act（2000 年）‒ H.R. 4676 

同法案（H.R. 4676, Cook）では、連邦政府より認可を受けた宇宙打ち上げ機メーカへの投

資家に対し優遇税制措置を執る方針である。これにより、Department of Transportation

（以下：DOT）が、同法案の下に設立された U.S. Commercial Space Transportation Vehicle 

Certification Program に適格な企業を認定することになる。認可の対象は新型でコストの
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低い打ち上げ機か、既存の打ち上げ機で値下げされたものになるのかは具体化されていな

い。現在のところ、同法案は施行されていない。          

 

認可企業の投資家らは「Qualified Space Transportation Vehicle Provider Stock」に対

し、10 年間有効の税額控除を受けることになっている。控除の対象額は、株式を購入した

年の比率で算出される（2001 年は 50％、2002 年は 40％、2003 年は 30％、2004 年と 2005

年は 10％、2006 年から 2010 年の間は 10％）。また、この比率の他に最高控除額も定めら

れている。各対象企業の株に対しては 2001 年で 3,500 万ドル、2002 年は 4,000 万ドル、2003

年は 4,500 万ドル、2004 年から 2010 年の間は 5,000 万ドルが控除対象の限度額とされる。

ただし、宇宙発射基地の建設、改装、修理作業は税額控除の対象とされない。   

1.3.6  Commercial Space Transportation Cost Reduction Act ‒ S. 469 

同法案（S. 469, Breaux）では、DOT 管轄の下、現行の平均レベル（具体化されていない）

より大幅に低い発射費用が実現可能で、認可済みの商用宇宙打ち上げ機メーカを支援する

ため、借入保証計画を構築する方針である。宇宙発射基地は具体的に「対象外」とされて

いるが、現在のところ、同法案は施行されていない。  

1.3.7  Commercial Space Transportation Competitiveness Act of 2000 ‒ H.R. 2607 

上下両院で可決された同法案（H.R.2607） Text, PDF）の目標は、商用宇宙輸送産業の発

展を促すことにある。   

1.3.8  Space Transportation Liability Indemnification ‒ H.R. 3752 

商用宇宙輸送産業に対する債務補償制度を拡張し、Office of the Associate Administrator 

for Commercial Space Transportation とその他の目的に対する予算を承認するものである

（2004 年 3 月 4日に発表）。 

1.3.9  Commercial Space Act of 2003 ‒ H.R. 3245

2003 年 10 月 2 日、Dana Rohrabacher氏（カリフォルニア州の共和党員） が発表した同法

案では、以下の内容が規定されている： 

 

• FAA の Office of Space Transportation に対し、商用有人宇宙飛行のライセンス供

与を承認すること   

• 第三者に対する賠償責任の適用期間を 3年間延長すること   

1.3.10  Commercial Space Transportation Act ‒ S. 1260

2003 年 6 月 13 日、John McCain 上院議員が発表した同法案は、商用宇宙輸送産業の発展を

促進すると同時に、Office of Associate Administrator for Commercial Space 
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Transportation に対する予算の承認を目的とする。HR 3752 とセット法案として定義され

る可能性がある。 

 

 SEC. 3 商用宇宙輸送に対する債務補償期間の延長  

 延長対象期間：2004 年 12 月 31 日より 2009 年 12 月 31 日まで。  

 

1.3.11  Invest in Space Now Act - H.R. 2358

同法案では、発射費用の大幅削減を目的とした打ち上げ機開発企業に投資を行う民間投資

家への優遇税制措置を規定。製品完成までに必要な研究開発費は優遇税制措置の対象とな

り、その税額控除を投資家へ転換することができる。  
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2 衛星技術開発向け部品の輸入に対する優遇税制措置 

 

2.1 これまでの経緯 

 

2.1.1 産業側の要請 

米国の衛星メーカー企業に関係のある税務政策は、本来、Communications Satellite Act of 

1962 の影響を受けている。以下では同産業を対象とした税務政策に関する主な沿革を以下

のとおり整理した：  

• 1962 年 - Communications Satellite Act of 1962 により、全世界を対象とした電

気通信事業向け商用衛星システムの構築に対するフレームワークが確立された。  

• 1964 年 8 月 ‒ 米国は、暫定措置としてInternational Telecommunications 

Satellite Organization（INTELSAT：国際電気通信衛星機構）の設立に合意した。

このINTELSATは電気通信衛星システムの設計、開発、運営を目的とした政府間の機

関であり、通常、米国企業には適用されない連邦政府からの特別税制に恩恵を受け

た。 INTELSAT は、全ての連邦所得税および電気通信税に加え、電気通信衛星機器

の輸入に対する関税の控除対象とされた。コロンビア特別区においては、INTELSAT

を対象としない設備、所得、業務、その他の取引活動についても全て税額控除が適

用された。 

• 1960 年代 ‒ 未上場企業の COMSAT 社には、米国内の税制が全て適用された。米国の

所得税に対する扱いは、企業が国内で法人化されているか、もしくは外国企業であ

るかによって異なる。 

• 1990 年代 ‒ 新設の商用衛星企業による多くの批判は、INTELSAT との競争における

問題に向けられた。 

• 2000 ‒ 2001 年に成立した The Open-Market Reorganization for the Betterment of 

International Telecommunications（ORBIT） Act では、INTELSAT が規定の方法で

民営化を行わない場合、罰則を与える方針が示されていた。 

• 2001 年 7 月 18 日、INTELSAT がバミューダ諸島にて持ち株会社として民営化。その

結果、INTELSAT は優遇税制措置やその他の特権を受ける対象から除外されたため、

米国企業は以前よりこれと対等に競争できる機会を得た。 
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INTELSAT の民営化を契機に、米国の商用衛星企業はより対等な環境で競争を展開できるよ

うになった。   

2.1.2 連邦政府による政策  

衛星用の輸入部品に関しては、企業の形態（親会社もしくは関連会社等）に関係無く、以

下について納税義務を課している： 

• 米国企業の海外拠点における所得（所得の発生した国はいずれも対象となる）。    

• 外国企業は、米国内における全ての所得に対して課税されるが、海外での所得に関

しては特定の種類のみが課税対象となる（通常、後者については、米国内に設置さ

れた事業所や支社に起因する場合に限る）。 

• 海外での所得に対する二重課税を回避するため、連邦政府は企業に対し現地で収め

た所得税への控除申請を許可している。 

• 国内および外国企業の宇宙、海上、国際電気通信活動に対する所得税を算出する上

で、所得の発生地（国内、海外等）に特化した規制が設けられている。 

• 米国企業は、海外に設置した事業所や子会社に対する所得税を据え置くことができ

る場合がある。  

• 一般に、米国内における外国企業の所得にはいずれも税金が課せられるが、海外で

の所得に関しては特定の種類のみが課税対象となる（通常、後者については、米国

内に設置された事業所や支社から派生した場合に限る）。  

 

2.2 連邦法の規定  

 

優遇税制措置には以下の例を含む様々な種類がある： 

• 投資家に対する減税または課税控除 

• メーカを対象とした減税 

• 免税公債 

 

米国の衛星産業（Hughes、Space Systems Loral等）とDepartment of Defense（国防総省）

は対立関係にある。それは、Strom Thurmond National Defense Authorization Act of 1999

（国内製技術に関する二重用途（民生用および軍用の両方）を回避する目的で可決された）

の中では、海外向けの衛星技術やそれを開発するための各種部品は軍需品と定義付けられ

ているためである。軍用の衛星技術開発向け部品に関しては、商用衛星技術（COMSAT）の
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メーカ企業と輸入業者に対しDepartment of State（国務省）管轄のOffice of Defense Trade 

Controls5から輸入許可を得るよう、連邦法で義務付けている。 

 

2.3 優遇税制措置がなかった場合の航空宇宙産業への影響 

 

衛星技術開発向け部品およびサブシステムの輸入活動に対する優遇税措置が適用されない

場合、米国の商用衛星開発企業と打ち上げ事業の提供会社は、以下の問題に直面すること

になる： 

 

• 調達費用の引き上げ 

• 製品の幅が縮小 

• 中国およびロシアに対する市場競争力の低下 

• 組立作業の海外委託率の増加  

• 米国内の衛星産業における雇用機会の低下 

 

 

                                                  
5 http://www.clw.org/atop/itar.html
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3 宇宙船に対する優遇税制措置 

 

宇宙船開発活動に対する優遇税制措置は、現在のところ皆無である。1.3.5 で述べた通り、

2000 年に連邦議会へ提出された Space Transportation Investment Act（H.R. 4676）では、

認可済みの宇宙船開発メーカへの投資家に対し、株式購入年毎に規定された比率に基づい

て、税額控除を行うよう提案していた（2001 年は 50％、2002 年は 40％、2003 年は 30％、

2004 年と 2005 年は 10％、2006 年から 2010 年の間は 10％と年々減少する）が、現在のと

ころ、同法案は施行されていない。  

 

3.1 衛星 

 

また、衛星技術の開発活動を促進するため、連邦政府は、投資家を対象とした様々な税額

控除を設けている。 

 

 

3.2 優遇税制措置がなかった場合の航空宇宙産業への影響 

 

優遇税制措置が適用されない場合、米国の商用宇宙産業における世界的競争力は、以下の

面で引き続き影響を受けることになる： 

 

• ROIの低下 ‒ ROIが減少傾向に向かえば、国内の投資家らは危険性を伴う宇宙打ち

上げ事業への投資を躊躇するようになる。 

 

• R&D活動への投資減退 ‒ 米国における宇宙関連技術の開発企業は、外部からの投

資や前向きなROIが確信できなければ、ロケット打ち上げ先端技術のR&D活動に対

して積極的に投資する動機がなくなる。 

 

• 競争力の欠如 ‒ 国内外の衛星事業会社を主体とした顧客は、発射費用の削減を目

指して、今後も中国およびロシアの打ち上げサービスを利用していく。  

 

• NASAの打ち上げ活動に要する費用 ‒ 打ち上げ作業を低コストで実現できる米国企

業が存在しなくなれば、NASAは外部委託することにより数十億ドル単位の経費削

減の道が閉ざされる。  
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• 宇宙船基地 ‒ 海外での衛星打ち上げ事例が増加するにつれ、米国内における宇宙

船基地の復旧、改造および建設作業が減速傾向を辿る。 

 

• 国内の大学機関で航空宇宙技師を志願する学生の数は、雇用機会の縮小により減

少する可能性がある。 

 

• 高額所得の職種減少 ‒ 商用宇宙産業に関しては、全国的に見て付加価値があり、

高額所得の雇用機会が減少する。  

 

• 州および地方税の損失 - 宇宙打ち上げ活動と関連技術開発用の部品、サービスの

調達が減少すれば、州および地方政府の税収額は減少する。   

 

3.2.1 第三者に対する損害 

 

その他のロケット打ち上げに対する優遇措置として、Commercial Space Launch Act 

Amendments of 1988 の下、FAA では商用打ち上げ許可の発行に対し、第三者賠償責任保険

を条件として義務付けている。1972 年 の、宇宙物体によってもたらされた損害に対する国

を超えた責任に関する国際会議では、政府の権限において発射された打ち上げ機、または

（スペースシャトル等の）運搬船が原因で発生した損傷、もしくは第三者への損害に対し

責任を負うよう規定されている。 

 

1988 年 10 月 14 日、上院で可決された1988 Amendmentsは、以下の条項を義務付けている： 

• 打ち上げ事業提供の認可を受けた個人に対する保険義務を改正。損害賠償保険の取

得に代わり、許可済みの打ち上げ活動で発生した死傷、資産（設備等）の損失また

は損害に対する第三者からの要求に充分対応可能な財的責務を果たす能力を実証す

ることも選択肢として認めている。義務の範囲は 5億ドル未満、もしくは世界市場

で通用する適正な損害賠償保険の最高額に制限されている。  

• 米国内の資産に対する損害賠償額は、最高 1億ドルに設定されている。 
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4 Appendix- 各州の取り組み 

 

例えば、カリフォルニア州では、1994 年以来、当州では商業用のロケット打ち上げ向けに

同州内で使用された物品（打ち上げサービスを除く）に対する売上税は免除されている。

これは、商業用宇宙開発を同州に呼び寄せ、引き止めるための金銭的インセンティブを狙

っている。これは、競合他州と張り合っている面が大きい。6  

 

4.1 Credit for Purchase of “Space Transportation Vehicle Provider Stock”  

http://www.tdf.it/english/umani/Tax_Credit_eng.htm SEC.5 

1. In General.--Part IV of subchapter A of Chapter 1 of the Internal 

Revenue Code of 1986 (relating to credits against tax) is amended 

by adding at the end the following new section:  

2. Subpart H - Space Transportation Credit.  

Section 54 - Credit for Purchase of Space Transportation 

Vehicle Provider Stock.  

a. In General.--There shall be allowed as a credit against the tax 

imposed by this chapter for the taxable year an amount equal to:  

1. 20% of the aggregate amount paid during the taxable year for 

the purchase of qualified space transportation vehicle 

provider stock.  

b. Qualified space transportation vehicle provider stock - for purposes 

of this section -  

1. In General.--The term "qualified space transportation vehicle 

provider stock" means any common stock in a C corporation or 

any stock in a state-registered limited liability company 

(LLC) if --  

                                                  
6 http://www.caltax.org/member/digest/July2000/jul00-2.htm
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A. As of the date of issuance, such corporation is a 

qualified space transportation vehicle provider  

B. Such stock is acquired by the taxpayer at its original 

issue (directly or through an underwriter) --  

i. In exchange for money or other property (not 

including stock) and  

C. The proceeds of such issue are used by such issuer during 

the 36 month period beginning on the date of issuance 

in substantial compliance with the issuer’s projected 

usage submitted to the Secretary of Transportation under 

Section (d) with its application for certification.  

2. Qualified space transportation vehicle provider -- the term 

"qualified space transportation vehicle provider" means any 

United States commercial space transportation vehicle 

provider which has been certified by the Secretary of 

Transportation as provided in (d) below.  

c. Recapture of credit where issuer ceases to be qualified --  

1. In General.--If, during the 3-year period beginning on the date 

qualified Space Transportation Vehicle Provider Stock was 

purchased by the taxpayer, the issuer of such stock ceases to 

meet the requirements of (b)(2), then notwithstanding any 

provision of this subtitle, the tax credits shall be recaptured 

and the taxpayer shall add said amount to the tax liability 

of the taxpayer during the taxable year during which such 

cessation occurs.  

d. United States Commercial Space Transportation Vehicle Certification 

--  

1. United States Commercial Space Transportation Vehicle 

Industry Certification Program  
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A. Establishment of Program.--There shall be a United 

States Commercial Space Transportation Vehicle Industry 

certification program to provide certification for tax 

credit qualification to multiple United States 

commercial space transportation vehicle providers 

developing vehicles with launch costs significantly 

below current levels.  

B. Administration of Program.--The program shall be 

carried out by the Secretary of Transportation under a 

streamlined application process pursuant to the terms 

of this Section and any regulations that may be 

promulgated hereunder, in consultation with other U.S. 

Government officials, and private sector 

representatives, as necessary, to ensure fair, 

effective and timely program administration and 

streamlined certification.  

C. Scope of Program.--  

i. Temporary Government Support.--The United States 

Commercial Space Transportation Vehicle Industry 

Certification program is intended to provide 

eligibility for tax credits to investors to 

support financing of qualified commercial space 

transportation vehicle development ventures 

during their startup phases.  

ii. Exclusion of Space Launch Sites.--The Program 

does not provide certification pertaining to the 

construction, reconstruction, or reconditioning 

of space launch sites.  

A. Nondisclosure of Confidential 

Materials.--Materials that are submitted 

by a United States commercial space 

transportation vehicle provider to the 

Secretary in connection with an application 

submitted under the United States 
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Commercial Space Transportation Vehicle 

certification program and deemed by the 

commercial provider to be confidential, and 

that contain trade secrets or proprietary 

commercial, financial, or technical 

information of a kind not customarily 

disclosed to the public, shall not be 

disclosed by the Secretary to persons other 

than Government officers or employees 

notwithstanding any other provision of law.  

B. Consultation.--The Secretary shall consult 

to the extent deemed necessary for 

effective implementation of the Act with 

appropriate federal agencies, 

Congressional, and space transportation 

industry representatives.  

C. Program Management.--The Secretary shall 

manage the certification program 

consistent with the purposes of this Act.  

2. Authorization of Secretary to Certify Vehicle Providers.  

The Secretary shall certify vehicle providers who 

--  

Demonstrate by the submission of technical and 

financial information that they have a reasonable 

possibility of developing, operating or 

maintaining a space transportation vehicle or 

vehicles with launch costs significantly below 

current levels.  

Authorization by the Secretary is deemed granted 

unless within 120 days of application submission 

the Secretary determines that the provider has no 

reasonable possibility of significantly lowering 

launch costs.  
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Once certified, a vehicle provider must submit to 

the Secretary, each year, a certified audit 

opinion letter verifying its use of funds in 

substantial compliance with its application.  

A. Failure to submit a certified audit opinion letter 

verifying substantial compliance with its application 

will result in decertification of the vehicle provider.  
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4.2 National Science and Technology Council 

 
 

For Immediate Release 

September 19, 1996 

 

FACT SHEET 

 

NATIONAL SPACE POLICY 

 

Introduction  

(1) For over three decades, the United States has led 

the world in the exploration and use of outer space. Our 

achievements in space have inspired a generation of 

Americans and people throughout the world. We will 

maintain this leadership role by supporting a strong, 

stable and balanced national space program that serves 

our goals in national security, foreign policy, economic 

growth, environmental stewardship and scientific and 

technical excellence. Access to and use of space is 

central for preserving peace and protecting U.S. 

national security as well as civil and commercial 

interests. The United States will pursue greater levels 

of partnership and cooperation in national and 

international space activities and work with other 

nations to ensure the continued exploration and use of 

outer space for peaceful purposes.  

(2) The goals of the U.S. space program are to:  

(a) Enhance knowledge of the Earth, the solar 

system and the universe through human and robotic 

exploration;  
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(b) Strengthen and maintain the national security 

of the United States;  

(c) Enhance the economic competitiveness, and 

scientific and technical capabilities of the 

United States;  

(d) Encourage State, local and private sector 

investment in, and use of, space technologies;  

(e) Promote international cooperation to further 

U.S. domestic, national security, and foreign 

policies.  

(3) The United States is committed to the exploration 

and use of outer space by all nations for peaceful 

purposes and for the benefit of all humanity. "Peaceful 

purposes" allow defense and intelligence-related 

activities in pursuit of national security and other 

goals. The United States rejects any claims to 

sovereignty by any nation over outer space or celestial 

bodies, or any portion thereof, and rejects any 

limitations on the fundamental right of sovereign 

nations to acquire data from space. The United States 

considers the space systems of any nation to be national 

property with the right of passage through and 

operations in space without interference. Purposeful 

interference with space systems shall be viewed as an 

infringement on sovereign rights.  

(4) The U.S. Government will maintain and coordinate 

separate national security and civil space systems where 

differing needs dictate. All actions undertaken by 

agencies and departments in implementing the national 

space policy shall be consistent with U.S. law, 

regulations, national security requirements, foreign 
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policy, international obligations and nonproliferation 

policy.  

(5) The National Science and Technology Council (NSTC) 

is the principal forum for resolving issues related to 

national space policy. As appropriate, the NSTC and NSC 

will co-chair policy processes. This policy will be 

implemented within the overall resource and policy 

guidance provided by the President.  

Civil Space Guidelines  

(1) The National Aeronautics and Space Administration 

is the lead agency for research and development in civil 

space activities.  

(2) NASA, in coordination with other departments and 

agencies as appropriate, will focus its research and 

development efforts in: space science to enhance 

knowledge of the solar system, the universe, and 

fundamental natural and physical sciences; Earth 

observation to better understand global change and the 

effect of natural and human influences on the 

environment; human space flight to conduct scientific, 

commercial, and exploration activities; and space 

technologies and applications to develop new 

technologies in support of U.S. Government needs and our 

economic competitiveness.  

(3) To enable these activities, NASA will:  

(a) Develop and operate the International Space 

Station to support activities requiring the 

unique attributes of humans in space and establish 

a permanent human presence in Earth orbit. The 

International Space Station will support future 

decisions on the feasibility and desirability of 
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conducting further human exploration activities.  

(b) Work with the private sector to develop flight 

demonstrators that will support a decision by the 

end of the decade on development of a 

next-generation reusable launch system.  

(c) Continue a strong commitment to space science 

and Earth science programs. NASA will undertake:  

(i) a sustained program to support a robotic 

presence on the surface of Mars by year 2000 

for the purposes of scientific research, 

exploration and technology development;  

(ii) a long-term program, using innovative 

new technologies, to obtain in-situ 

measurements and sample returns from the 

celestial bodies in the solar system;.  

(iii) a long-term program to identify and 

characterize planetary bodies in orbit 

around other stars;  

(iv) a program of long-term observation, 

research, and analysis of the Earth's land, 

oceans, atmosphere and their interactions, 

including continual measurements from the 

Earth Observing System by 1998.  

(d) In carrying out these activities, NASA will 

develop new and innovative space technologies and 

smaller more capable spacecraft to improve the 

performance and lower the cost of future space 

missions.  

(4) In the conduct of these research and development 

programs, NASA will:  
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(a) Ensure safety on all space flight missions 

involving the Space Shuttle and the International 

Space Station.  

(b) Emphasize flight programs that reduce mission 

costs and development times by implementing 

innovative procurement practices, validating new 

technologies and promoting partnerships between 

government, industry, and academia.  

(c) Acquire spacecraft from the private sector 

unless, as determined by the NASA Administrator, 

development requires the unique technical 

capabilities of a NASA center.  

(d) Make use of relevant private sector remote 

sensing capabilities, data, and information 

products and establish a demonstration program to 

purchase data products from the U.S. private 

sector.  

(e) Use competition and peer review to select 

scientific investigators.  

(f) Seek to privatize or commercialize its space 

communications operations no later than 2005.  

(g) Examine with DoD, NOAA and other appropriate 

federal agencies, the feasibility of 

consolidating ground facilities and data 

communications systems that cannot otherwise be 

provided by the private sector.  

(5) The Department of Commerce (DoC), through the 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), 

has the lead responsibility for managing Federal 

space-based civil operational Earth observations 

necessary to meet civil requirements. In this role, the 
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DoC, in coordination with other appropriate agencies, 

will:  

(a) acquire data, conduct research and analyses, 

and make required predictions about the Earth's 

environment;  

(b) consolidate operational U.S. Government civil 

requirements for data products, and define and 

operate Earth observation systems in support of 

operational monitoring needs; and  

(c) in accordance with current policy and Public 

Law 102-555 provide for the regulation and 

licensing of the operation of private sector 

remote sensing systems.  

(6) The Department of the Interior, through the U.S. 

Geological Survey (USGS), will maintain a national 

archive of land remote sensing data and other surface 

data as appropriate, making such data available to U.S. 

Government and other users.  

(7) The Department of Energy will maintain the necessary 

capability to support civil space missions, including 

research on space energy technologies and space 

radiation effects and safety.  

National Security Space Guidelines  

(1) The United States will conduct those space 

activities necessary for national security. These 

activities will be overseen by the Secretary of Defense 

and the Director of Central Intelligence (DCI) 

consistent with their respective responsibilities as 

set forth in the National Security Act of 1947, as 

amended, other applicable law, and Executive Order 12333. 

Other departments and agencies will assist as 
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appropriate.  

(2) Improving our ability to support military operations 

worldwide, monitor and respond to strategic military 

threats, and monitor arms control and non-proliferation 

agreements and activities are key priorities for 

national security space activities. The Secretary of 

Defense and DCI shall ensure that defense and 

intelligence space activities are closely coordinated; 

that space architectures are integrated to the maximum 

extent feasible; and will continue to modernize and 

improve their respective activities to collect against, 

and respond to, changing threats, environments and 

adversaries.  

(3) National security space activities shall contribute 

to U.S. national security by:  

(a) providing support for the United States' 

inherent right of self-defense and our defense 

commitments to allies and friends;  

(b) deterring, warning, and if necessary, 

defending against enemy attack;  

(c) assuring that hostile forces cannot prevent 

our own use of space;  

(d) countering, if necessary, space systems and 

services used for hostile purposes;  

(e) enhancing operations of U.S. and allied 

forces;  

(f) ensuring our ability to conduct military and 

intelligence space-related activities;  
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(g) satisfying military and intelligence 

requirements during peace and crisis as well as 

through all levels of conflict;  

(h) supporting the activities of national policy 

makers, the intelligence community, the National 

Command Authorities, combatant commanders and the 

military services, other federal officials, and 

continuity of government operations.  

(4) Critical capabilities necessary for executing space 

missions must be assured. This requirement will be 

considered and implemented at all stages of architecture 

and system planning, development, acquisition, 

operation, and support.  

(5) The Department of Energy, in coordination with DoD, 

ACDA and the DCI will carry out research on and 

development of technologies needed to effectively 

verify international agreements to control special 

nuclear materials and nuclear weapons.  

(6) Defense Space Sector Guidelines:  

(a) DoD shall maintain the capability to execute 

the mission areas of space support, force 

enhancement, space control, and force 

application.  

(b) In accordance with Executive Orders and 

applicable directives, DoD shall protect critical 

space-related technologies and mission aspects.  

(c) DoD, as launch agent for both the defense and 

intelligence sectors, will maintain the 

capability to evolve and support those space 

transportation systems, infrastructure, and 

support activities necessary to meet national 
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security requirements. DoD will be the lead agency 

for improvement and evolution of the current 

expendable launch vehicle fleet, including 

appropriate technology development.  

(d) DoD will pursue integrated satellite control 

and continue to enhance the robustness of its 

satellite control capability. DoD will coordinate 

with other departments and agencies, as 

appropriate, to foster the integration and 

interoperability of satellite control for all 

governmental space activities.  

(e) The Secretary of Defense will establish DoD's 

specific requirements for military and 

national-level intelligence information.  

(f) The Secretary of Defense, in concert with the 

DCI, and for the purpose of supporting operational 

military forces, may propose modifications or 

augmentations to intelligence space systems as 

necessary. The DoD may develop and operate space 

systems to support military operations in the 

event that intelligence space systems cannot 

provide the necessary intelligence support to the 

DoD.  

(g) Consistent with treaty obligations, the 

United States will develop, operate and maintain 

space control capabilities to ensure freedom of 

action in space and, if directed, deny such 

freedom of action to adversaries. These 

capabilities may also be enhanced by diplomatic, 

legal or military measures to preclude an 

adversary's hostile use of space systems and 

services. The U.S. will maintain and modernize 

space surveillance and associated battle 
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management command, control, communications, 

computers, and intelligence to effectively detect, 

track, categorize, monitor, and characterize 

threats to U.S. and friendly space systems and 

contribute to the protection of U.S. military 

activities.  

(h) The United States will pursue a ballistic 

missile defense program to provide for: enhanced 

theater missile defense capability later this 

decade; a national missile defense deployment 

readiness program as a hedge against the emergence 

of a long-range ballistic missile threat to the 

United States; and an advanced technology program 

to provide options for improvements to planned and 

deployed defenses.  

(7) Intelligence Space Sector Guidelines:  

(a) The DCI shall ensure that the intelligence 

space sector provides timely information and data 

to support foreign, defense and economic 

policies; military operations; diplomatic 

activities; indications and warning; crisis 

management; and treaty verification, and that the 

sector performs research and development related 

to these functions.  

(b) The DCI shall continue to develop and apply 

advanced technologies that respond to changes in 

the threat environment and support national 

intelligence priorities.  

(c) The DCI shall work closely with the Secretary 

of Defense to improve the intelligence space 

sector's ability to support military operations 

worldwide.  
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(d) The nature, the attributable collected 

information and the operational details of 

intelligence space activities will be classified. 

The DCI shall establish and implement policies to 

provide appropriate protection for such data, 

including provisions for the declassification and 

release of such information when the DCI deems 

that protection is no longer required.  

(e) Collected information that cannot be 

attributed to space systems will be classified 

according to its content.  

(f) These guidelines do not apply to imagery 

product, the protection of which is governed by 

Executive Order 12951.  

(g) Strict security procedures will be maintained 

to ensure that public discussion of satellite 

reconnaissance by Executive Branch personnel and 

contractors is consistent with DCI guidance. 

Executive Branch personnel and contractors should 

refrain from acknowledging or releasing 

information regarding satellite reconnaissance 

until a security review has been made.  

(h) The following facts are UNCLASSIFIED:  

(i) That the United States conducts 

satellite photoreconnaissance for peaceful 

purposes, including intelligence 

collection and monitoring arms control 

agreements.  

(ii) That satellite photoreconnaissance 

includes a near real-time capability and is 

used to provide defense-related 
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information for indications and warning, 

and the planning and conduct of military 

operations.  

(iii) That satellite photoreconnaissance 

is used in the collection of mapping, 

charting, and geodetic data and such data 

is provided to authorized federal agencies.  

(iv) That satellite photoreconnaissance is 

used to collect mapping, charting and 

geodetic data to develop global geodetic 

and cartographic materials to support 

defense and other mapping-related 

activities.  

(v) That satellite photoreconnaissance can 

be used to collect scientific and 

environmental data and data on natural or 

man-made disasters, and such data can be 

disseminated to authorized federal 

agencies.  

(vi) That photoreconnaissance assets can be 

used to image the United States and its 

territories and possessions.  

(vii) That the U.S. conducts overhead 

signals intelligence collection.  

(viii) That the U.S. conducts overhead 

measurement and signature intelligence 

collection.  

(ix) The existence of the National 

Reconnaissance Office (NRO) and the 

identification and official titles of its 

senior officials. All other details, facts 
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and products of intelligence space 

activities are subject to appropriate 

classification and security controls as 

determined by the DCI.  

(i) Changes to the space intelligence 

security policy set forth in the national 

space policy can be authorized only by the 

President.  

 

Commercial Space Guidelines  

(1) The fundamental goal of U.S. commercial space policy 

is to support and enhance U.S. economic competitiveness 

in space activities while protecting U.S. national 

security and foreign policy interests. Expanding U.S. 

commercial space activities will generate economic 

benefits for the Nation and provide the U.S. Government 

with an increasing range of space goods and services.  

(2) U.S. Government agencies shall purchase 

commercially available space goods and services to the 

fullest extent feasible and shall not conduct activities 

with commercial applications that preclude or deter 

commercial space activities except for reasons of 

national security or public safety. A space good or 

service is "commercially available" if it is currently 

offered commercially, or if it could be supplied 

commercially in response to a government service 

procurement request. "Feasible" means that such goods 

or services meet mission requirements in a 

cost-effective manner.  

(3) The United States will pursue its commercial space 

objectives without the use of direct Federal subsidies. 
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Commercial Sector space activities shall be supervised 

or regulated only to the extent required by law, national 

security, international obligations and public safety.  

(4) To stimulate private sector investment, ownership, 

and operation of space assets, the U.S. Government will 

facilitate stable and predictable U.S. commercial 

sector access to appropriate U.S. Government 

space-related hardware, facilities and data. The U.S. 

Government reserves the right to use such hardware, 

facilities and data on a priority basis to meet national 

security and critical civil sector requirements. 

Government Space Sectors shall:  

(a) Enter into appropriate cooperative agreements 

to encourage and advance private sector basic 

research, development, and operations while 

protecting the commercial value of the 

intellectual property developed.  

(b) Identify, and propose appropriate amendments 

to or the elimination of, applicable portions of 

United States laws and regulations that 

unnecessarily impede commercial space sector 

activities.  

(c) Consistent with national security, provide 

for the timely transfer of government-developed 

space technology to the private sector in such a 

manner as to protect its commercial value, 

including retention of technical data rights by 

the private sector.  

(d) To the extent feasible, pursue innovative 

methods for procurement of space products and 

services.  
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(5) Free and fair trade in commercial space launch 

services is a goal of the United States. In support of 

this goal, the United States will implement, at the 

expiration of current space launch agreements, a 

strategy for transitioning from negotiated trade in 

launch services towards a trade environment 

characterized by the free and open interaction of market 

economies. The U.S. Trade Representative, in 

coordination with the Office of Science and Technology 

Policy and the National Economic Council, will develop 

a strategy to guide this implementation.  

(6) Consistent with Executive Order 12046 and applicable 

statutes, U.S. Government agencies and departments will 

ensure that U.S. Government telecommunications policies 

support a competitive international environment for 

space-based telecommunications.  

Intersector Guidelines  

The following paragraphs identify priority intersector 

guidance to support major United States space policy 

objectives.  

(1) International Cooperation  

The United States will pursue and conduct international 

cooperative space-related activities that achieve 

scientific, foreign policy, economic, or national 

security benefits for the nation. International 

agreements related to space activities shall be subject 

to normal interagency coordination procedures, 

consistent with applicable laws and regulations. United 

States cooperation in international civil space 

activities will:  

(a) Promote equitable cost-sharing and yield 
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benefits to the United States by increasing access 

to foreign scientific and technological data and 

expertise and foreign research and development 

facilities;  

(b) Enhance relations with U.S. allies and Russia 

while supporting initiatives with other states of 

the former Soviet Union and emerging spacefaring 

nations;  

(c) Support U.S. technology transfer and 

nonproliferation objectives;  

(d) Create new opportunities for U.S. commercial 

space activities; and  

(e) Protect the commercial value of intellectual 

property developed with Federal support and 

ensure that technology transfers resulting from 

cooperation do not undermine U.S. competitiveness 

and national security.  

(f) In support of these objectives:  

(i) NASA and the Department of State will 

negotiate changes in the existing legal 

framework for International Space Station 

cooperation to include Russia in the 

program along with the United States, 

Europe, Japan, and Canada; and  

(ii) NASA, in coordination with concerned 

U.S. Government agencies, will explore with 

foreign space agencies and international 

organizations the possible adoption of 

international standards for the 

interoperability of civil research 
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spacecraft communication and control 

facilities.  

(2) Space Transportation  

(a) Assuring reliable and affordable access to 

space through U.S. space transportation 

capabilities is fundamental to achieving national 

space policy goals. Therefore, the United States 

will:  

(i) Balance efforts to modernize existing 

space transportation capabilities with the 

need to invest in the development of 

improved future capabilities;  

(ii) Maintain a strong transportation 

capability and technology base to meet 

national needs for space transport of 

personnel and payloads;  

(iii) Promote reduction in the cost of 

current space transportation systems while 

improving their reliability, operability, 

responsiveness, and safety;  

(iv) Foster technology development and 

demonstration to support a future decision 

on the development of next generation 

reusable space transportation systems that 

greatly reduce the cost of access to space;  

(v) Encourage, to the fullest extent 

feasible, the cost-effective use of 

commercially provided U.S. products and 

services that meet mission requirements; 

and  
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(vi) Foster the international 

competitiveness of the U.S. commercial 

space transportation industry, actively 

considering commercial needs and factoring 

them into decisions on improvements to 

launch facilities and vehicles.  

(b) The Department of Transportation (DoT) is the 

lead agency within the Federal government for 

regulatory guidance pertaining to commercial 

space transportation activities, as set forth in 

49 U.S.C. ｧ 701, et seq., and Executive Order 

12465. The U.S. Government encourages and will 

facilitate U.S. private sector and state and local 

government space launch and recovery activities.  

(c) All activities related to space 

transportation undertaken by U.S. agencies and 

departments will be consistent with PDD/NSTC-4.  

(3) Space-based Earth Observation  

(a) The United States requires a continuing 

capability for space-based Earth observation to 

provide information useful for protecting public 

health, safety, and national security. Such a 

capability contributes to economic growth and 

stimulates educational, scientific and 

technological advancement. The U.S. Government 

will:  

(i) Continue to develop and operate 

space-based Earth observing systems, 

including satellites, instruments, data 

management and dissemination activities;  
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(ii) Continue research and development of 

advanced space-based Earth observation 

technologies to improve the quality and 

reduce the costs of Earth observations;  

(iii) Support the development of U.S. 

commercial Earth observation capabilities 

by:  

-- pursuing technology development 

programs, including partnerships 

with industry;  

-- licensing the operation and, as 

appropriate, the export of private 

Earth observation systems and 

technologies, consistent with 

existing policy;  

-- providing U.S. Government civil 

data to commercial firms on a 

non-discriminatory basis to foster 

the growth of the "value-added" data 

enhancement industry; and  

-- making use, as appropriate, of 

relevant private sector capabilities, 

data, and information products in 

implementing this policy.  

(iv) Produce and archive long-term 

environmental data sets.  

(b) The U.S. Government will continue to use 

Earth observation systems to collect 

environmental data and provide all U.S. 

Government civil environmental data and 

data products consistent with OMB Circular 
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A-130, applicable statute and guidelines 

contained in this directive.  

(c) The U. S. Government will seek mutually 

beneficial cooperation with U.S. 

commercial and other national and 

international Earth observation system 

developers and operators, to:  

(i) define an integrated global 

observing strategy for civil 

applications;  

(ii) develop U.S. Government civil 

Earth observing systems in 

coordination with other national and 

international systems to ensure the 

efficient collection and 

dissemination of the widest possible 

set of environmental measurements;  

(iii) obtain Earth observation data 

from non-U.S. sources, and seek to 

make such data available to users 

consistent with OMB Circular A-130, 

national security requirements, and 

commercial sector guidance contained 

in the national space policy; and  

(iv) support, as appropriate, the 

public, non-discriminatory direct 

read-out of data from Federal civil 

systems.  

(d) The U.S. Government space sectors will 

coordinate, and where feasible, seek to 

consolidate Earth observation activities 
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to reduce overlaps in development, 

measurements, information processing, and 

archiving where cost-effective and 

consistent with U.S. space goals.  

(i) In accordance with PDD/NSTC-2, 

DoC/NOAA, DoD, and NASA shall 

establish a single, converged, 

National Polar-Orbiting 

Environmental Satellite System 

(NPOESS) to satisfy civil and 

national security requirements.  

(ii) NASA, DoC/NOAA, DoD, the 

Intelligence Community, and DoE 

shall work together to identify, 

develop, demonstrate, and transition 

advanced technologies to U.S. Earth 

observation satellite systems.  

(iii) In accordance with PDD/NSTC-3, 

NASA, DoC/NOAA, and DoI/USGS shall 

develop and operate an ongoing 

program to measure the Earth's land 

surface from space and ensure the 

continuity of the Landsat-type data 

set.  

(iv) Consistent with national 

security, the U.S. Government space 

sectors shall continue to identify 

national security products and 

services that can contribute to 

global change research and civil 

environmental monitoring, and seek 

to make technology, products and 

services available to civil agencies 
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for such uses. Both unclassified and, 

as appropriate, classified data from 

national security programs will be 

provided through established 

mechanisms.  

(4) Nonproliferation, Export Controls, and 

Technology Transfer  

(a) The MTCR Guidelines are not designed to 

impede national space programs or 

international cooperation in such programs 

as long as such programs could not 

contribute to delivery systems for weapons 

of mass destruction. Consistent with U.S. 

nonproliferation policy, the United States 

will continue to oppose missile programs of 

proliferation concern, and will exercise 

particular restraint in missile-related 

cooperation. The United States will 

continue to retain a strong presumption of 

denial against exports of complete space 

launch vehicles or other MTCR Category I 

components.  

(b) The United States will maintain its 

general policy of not supporting the 

development or acquisition of space launch 

vehicle systems in non-MTCR states.  

(c) For MTCR countries we will not encourage 

new space launch vehicle programs which 

raise questions from a proliferation and 

economic standpoint. The United States will, 

however, consider exports of 

MTCR-controlled items to MTCR countries. 

Additional safeguard measures could also be 
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considered for such exports, where 

appropriate. Any exports would remain 

subject to the non-transfer provisions of 

the INF and START treaties.  

(d) The United States will work to stem the 

flow of advanced space technology to 

unauthorized destinations. Executive 

departments and agencies will be fully 

responsible for protecting against adverse 

technology transfer in the conduct of their 

programs.  

(e) In entering into space-related 

technology development and transfer 

agreements with other countries, Executive 

Departments and Agencies will take into 

consideration whether such countries 

practice and encourage free and fair trade 

in commercial space activities.  

(5) Arms Control  

The United States will consider and, as 

appropriate, formulate policy positions on arms 

control and related measures governing activities 

in space, and will conclude agreements on such 

measures only if they are equitable, effectively 

verifiable, and enhance the security of the United 

States and our allies. The Arms Control and 

Disarmament Agency (ACDA) is the principal agency 

within the Federal government for arms control 

matters. ACDA, in coordination with the DoD, DCI, 

State, DoE, and other appropriate Federal 

agencies, will identify arms control issues and 

opportunities related to space activities and 
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examine concepts for measures that support 

national security objectives.  

(6) Space Nuclear Power  

The Department of Energy will maintain the 

necessary capability to support space missions 

which may require the use of space nuclear power 

systems. U.S. Government agency proposals for 

international cooperation involving space 

nuclear power systems are subject to normal 

interagency review procedures. Space nuclear 

reactors will not be used in Earth orbit without 

specific approval by the President or his designee. 

Such requests for approval will take into account 

public safety, economic considerations, 

international treaty obligations, and U.S. 

national security and foreign policy interests. 

The Office of Science and Technology Policy, in 

coordination with the NSC staff, will examine the 

existing approval process, including measures to 

address possible commercial use of space nuclear 

systems.  

(7) Space Debris  

(a) The United States will seek to minimize 

the creation of space debris. NASA, the 

Intelligence Community, and the DoD, in 

cooperation with the private sector, will 

develop design guidelines for future 

government procurements of spacecraft, 

launch vehicles, and services. The design 

and operation of space tests, experiments 

and systems, will minimize or reduce 

accumulation of space debris consistent 

with mission requirements and cost 
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effectiveness.  

(b) It is in the interest of the U.S. 

Government to ensure that space debris 

minimization practices are applied by other 

spacefaring nations and international 

organizations. The U.S. Government will 

take a leadership role in international 

fora to adopt policies and practices aimed 

at debris minimization and will cooperate 

internationally in the exchange of 

information on debris research and the 

identification of debris mitigation 

options.  

(8) Government Pricing  

The price charged for the use of U.S. Government 

facilities, equipment, and service, will be based 

on the following principles:  

(a) Prices charged to U.S. private sector, 

state and local government space activities 

for the use of U.S. Government facilities, 

equipment, and services will be based on 

costs consistent with Federal guidelines, 

applicable statutes and the commercial 

guidelines contained within the policy. The 

U.S. Government will not seek to recover 

design and development costs or investments 

associated with any existing facilities or 

new facilities required to meet U.S. 

Government needs and to which the U.S. 

Government retains title.  

(b) Consistent with mission requirements, 

NASA and DoD will seek to use consistent 
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pricing practices for facilities, 

equipment, and services.  

(c) Tooling, equipment, and residual 

hardware on hand at the completion of U.S. 

Government programs will be priced and 

disposed of on a basis that is in the best 

overall interest of the United States while 

not precluding or deterring the continuing 

development of the U.S. commercial space 

sector.  
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4.3 CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

SECTION 1. (a) The maximum amount of any ad valorem tax on real property 

shall not exceed One percent (1%) of the full cash value of such property. 

The one percent (1%) tax to be collected by the counties and apportioned 

according to law to the districts within the counties.  

(b) The limitation provided for in subdivision (a) shall not apply to ad 

valorem taxes or special assessments to pay the interest and redemption 

charges on any of the following:  

(1) Indebtedness approved by the voters prior to July 1, 1978. 

(2) Bonded indebtedness for the acquisition or improvement of real property 

approved on or after July 1, 1978, by two-thirds of the votes cast by the 

voters voting on the proposition. 

(3) Bonded indebtedness incurred by a school district, community college 

district, or county office of education for the construction, 

reconstruction, rehabilitation, or replacement of school facilities, 

including the furnishing and equipping of school facilities, or the 

acquisition or lease of real property for school facilities, approved by 

55 percent of the voters of the district or county, as appropriate, voting 

on the proposition on or after the effective date of the measure adding 

this paragraph. This paragraph shall apply only if the proposition approved 

by the voters and resulting in the bonded indebtedness includes all of the 

following accountability requirements:  

(A) A requirement that the proceeds from the sale of the bonds be used only 

for the purposes specified in Article XIIIA, Section 1(b) (3), and not for 

any other purpose, including teacher and administrator salaries and other 

school operating expenses. 

(B) A list of the specific school facilities projects to be funded and 

certification that the school district board, community college board, or 

county office of education has evaluated safety, class size reduction, and 

information technology needs in developing that list.  
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(C) A requirement that the school district board, community college board, 

or county office of education conduct an annual, independent performance 

audit to ensure that the funds have been expended only on the specific 

projects listed.  

(D) A requirement that the school district board, community college board, 

or county office of education conduct an annual, independent financial 

audit of the proceeds from the sale of the bonds until all of those proceeds 

have been expended for the school facilities projects. (c) Notwithstanding 

any other provisions of law or of this Constitution, school districts, 

community college districts, and county offices of education may levy a 

55 percent vote ad valorem tax pursuant to subdivision (b). 

CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

SEC. 2. (a) The "full cash value" means the county assessor's valuation 

of real property as shown on the 1975-76 tax bill under "full cash value" 

or, thereafter, the appraised value of real property when purchased, newly 

constructed, or a change in ownership has occurred after the 1975 assessment. 

All real property not already assessed up to the 1975-76 full cash value 

may be reassessed to reflect that valuation. For purposes of this section, 

"newly constructed" does not include real property that is reconstructed 

after a disaster, as declared by the Governor, where the fair market value 

of the real property, as reconstructed, is comparable to its fair market 

value prior to the disaster. Also, the term "newly constructed" shall not 

include the portion of reconstruction or improvement to a structure, 

constructed of unreinforced masonry bearing wall construction, necessary 

to comply with any local ordinance relating to seismic safety during the 

first 15 years following that reconstruction or improvement. However, the 

Legislature may provide that under appropriate circumstances and pursuant 

to definitions and procedures established by the Legislature, any person 

over the age of 55 years who resides in property that is eligible for the 

homeowner's exemption under subdivision (k) of Section 3 of Article XIII 

and any implementing legislation may transfer the base year value of the 

property entitled to exemption, with the adjustments authorized by 

subdivision (b), to any replacement dwelling of equal or lesser value 

located within the same county and purchased or newly constructed by that 
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person as his or her principal residence within two years of the sale of 

the original property. For purposes of this section, "any person over the 

age of 55 years" includes a married couple one member of which is over the 

age of 55 years. For purposes of this section, "replacement dwelling" means 

a building, structure, or other shelter constituting a place of abode, 

whether real property or personal property, and any land on which it may 

be situated. For purposes of this section, a two-dwelling unit shall be 

considered as two separate single-family dwellings. This paragraph shall 

apply to any replacement dwelling that was purchased or newly constructed 

on or after November 5, 1986. In addition, the Legislature may authorize 

each county board of supervisors, after consultation with the local 

affected agencies within the county's boundaries, to adopt an ordinance 

making the provisions of this subdivision relating to transfer of base year 

value also applicable to situations in which the replacement dwellings are 

located in that county and the original properties are located in another 

county within this State. For purposes of this paragraph, "local affected 

agency" means any city, special district, school district, or community 

college district that receives an annual property tax revenue allocation. 

This paragraph shall apply to any replacement dwelling that was purchased 

or newly constructed on or after the date the county adopted the provisions 

of this subdivision relating to transfer of base year value, but shall not 

apply to any replacement dwelling that was purchased or newly constructed 

before November 9, 1988. The Legislature may extend the provisions of this 

subdivision relating to the transfer of base year values from original 

properties to replacement dwellings of homeowners over the age of 55 years 

to severely disabled homeowners, but only with respect to those replacement 

dwellings purchased or newly constructed on or after the effective date 

of this paragraph.  

(b) The full cash value base may reflect from year to year the inflationary 

rate not to exceed 2 percent for any given year or reduction as shown in 

the consumer price index or comparable data for the area under taxing 

jurisdiction, or may be reduced to reflect substantial damage, destruction 

or other factors causing a decline in value.  

(c) For purposes of subdivision (a), the Legislature may provide that the 

term "newly constructed" does not include any of the following:  
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(1) The construction or addition of any active solar energy system. 

(2) The construction or installation of any fire sprinkler system, other 

fire extinguishing system, fire detection system, or fire-related egress 

improvement, as defined by the Legislature, that is constructed or 

installed after the effective date of this paragraph. 

(3) The construction, installation, or modification on or after the 

effective date of this paragraph of any portion or structural component 

of a single- or multiple-family dwelling that is eligible for the 

homeowner's exemption if the construction, installation, or modification 

is for the purpose of making the dwelling more accessible to a severely 

disabled person.  

(4) The construction or installation of seismic retrofitting improvements 

or improvements utilizing earthquake hazard mitigation technologies, that 

are constructed or installed in existing buildings after the effective date 

of this paragraph. The Legislature shall define eligible improvements. This 

exclusion does not apply to seismic safety reconstruction or improvements 

that qualify for exclusion pursuant to the last sentence of the first 

paragraph of subdivision (a). 

(5) The construction, installation, removal, or modification on or after 

the effective date of this paragraph of any portion or structural component 

of an existing building or structure if the construction, installation, 

removal, or modification is for the purpose of making the building more 

accessible to, or more usable by, a disabled person.  

(d) For purposes of this section, the term "change in ownership" does not 

include the acquisition of real property as a replacement for comparable 

property if the person acquiring the real property has been displaced from 

the property replaced by eminent domain proceedings, by acquisition by a 

public entity, or governmental action that has resulted in a judgment of 

inverse condemnation. The real property acquired shall be deemed comparable 

to the property replaced if it is similar in size, utility, and function, 

or if it conforms to state regulations defined by the Legislature governing 

the relocation of persons displaced by governmental actions. The provisions 
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of this subdivision shall be applied to any property acquired after March 

1, 1975, but shall affect only those assessments of that property that occur 

after the provisions of this subdivision take effect.  

(e) (1) Notwithstanding any other provision of this section, the 

Legislature shall provide that the base year value of property that is 

substantially damaged or destroyed by a disaster, as declared by the 

Governor, may be transferred to comparable property within the same county 

that is acquired or newly constructed as a replacement for the substantially 

damaged or destroyed property.  

(2) Except as provided in paragraph (3), this subdivision shall apply to 

any comparable replacement property acquired or newly constructed on or 

after July 1, 1985, and to the determination of base year values for the 

1985-86 fiscal year and fiscal years thereafter.  

(3) In addition to the transfer of base year value of property within the 

same county that is permitted by paragraph (1), the Legislature may 

authorize each county board of supervisors to adopt, after consultation 

with affected local agencies within the county, an ordinance allowing the 

transfer of the base year value of property that is located within another 

county in the State and is substantially damaged or destroyed by a disaster, 

as declared by the Governor, to comparable replacement property of equal 

or lesser value that is located within the adopting county and is acquired 

or newly constructed within three years of the substantial damage or 

destruction of the original property as a replacement for that property. 

The scope and amount of the benefit provided to a property owner by the 

transfer of base year value of property pursuant to this paragraph shall 

not exceed the scope and amount of the benefit provided to a property owner 

by the transfer of base year value of property pursuant to subdivision (a). 

For purposes of this paragraph, "affected local agency" means any city, 

special district, school district, or community college district that 

receives an annual allocation of ad valorem property tax revenues. This 

paragraph shall apply to any comparable replacement property that is 

acquired or newly constructed as a replacement for property substantially 

damaged or destroyed by a disaster, as declared by the Governor, occurring 
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on or after October 20, 1991, and to the determination of base year values 

for the 1991-92 fiscal year and fiscal years thereafter. 

(f) For the purposes of subdivision (e):  

(1) Property is substantially damaged or destroyed if it sustains physical 

damage amounting to more than 50 percent of its value immediately before 

the disaster. Damage includes a diminution in the value of property as a 

result of restricted access caused by the disaster.  

(2) Replacement property is comparable to the property substantially 

damaged or destroyed if it is similar in size, utility, and function to 

the property that it replaces, and if the fair market value of the acquired 

property is comparable to the fair market value of the replaced property 

prior to the disaster.  

(g) For purposes of subdivision (a), the terms "purchased" and "change in 

ownership" do not include the purchase or transfer of real property between 

spouses since March 1, 1975, including, but not limited to, all of the 

following:  

(1) Transfers to a trustee for the beneficial use of a spouse, or the 

surviving spouse of a deceased transferor, or by a trustee of such a trust 

to the spouse of the trustor. 

(2) Transfers to a spouse that take effect upon the death of a spouse.  

(3) Transfers to a spouse or former spouse in connection with a property 

settlement agreement or decree of dissolution of a marriage or legal 

separation.  

(4) The creation, transfer, or termination, solely between spouses, of any 

coowner's interest.  

(5) The distribution of a legal entity's property to a spouse or former 

spouse in exchange for the interest of the spouse in the legal entity in 

connection with a property settlement agreement or a decree of dissolution 

of a marriage or legal separation. 
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(h) (1) For purposes of subdivision (a), the terms "purchased" and "change 

in ownership" do not include the purchase or transfer of the principal 

residence of the transferor in the case of a purchase or transfer between 

parents and their children, as defined by the Legislature, and the purchase 

or transfer of the first one million dollars ($1,000,000) of the full cash 

value of all other real property between parents and their children, as 

defined by the Legislature. This subdivision shall apply to both voluntary 

transfers and transfers resulting from a court order or judicial decree. 

(2) (A) Subject to subparagraph (B), commencing with purchases or transfers 

that occur on or after the date upon which the measure adding this paragraph 

becomes effective, the exclusion established by paragraph (1) also applies 

to a purchase or transfer of real property between grandparents and their 

grandchild or grandchildren, as defined by the Legislature, that otherwise 

qualifies under paragraph (1), if all of the parents of that grandchild 

or those grandchildren, who qualify as the children of the grandparents, 

are deceased as of the date of the purchase or transfer.  

(B) A purchase or transfer of a principal residence shall not be excluded 

pursuant to subparagraph (A) if the transferee grandchild or grandchildren 

also received a principal residence, or interest therein, through another 

purchase or transfer that was excludable pursuant to paragraph (1). The 

full cash value of any real property, other than a principal residence, 

that was transferred to the grandchild or grandchildren pursuant to a 

purchase or transfer that was excludable pursuant to paragraph (1), and 

the full cash value of a principal residence that fails to qualify for 

exclusion as a result of the preceding sentence, shall be included in 

applying, for purposes of subparagraph (A), the one million dollar 

($1,000,000) full cash value limit specified in paragraph (1).  

(i) (1) Notwithstanding any other provision of this section, the 

Legislature shall provide with respect to a qualified contaminated property, 

as defined in paragraph (2), that either, but not both, of the following 

shall apply:  

(A) (i) Subject to the limitation of clause(ii), the base year value of 

the qualified contaminated property, as adjusted as authorized by 
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subdivision (b), may be transferred to a replacement property that is 

acquired or newly constructed as a replacement for the qualified 

contaminated property, if the replacement real property has a fair market 

value that is equal to or less than the fair market value of the qualified 

contaminated property if that property were not contaminated and, except 

as otherwise provided by this clause, is located within the same county. 

The base year value of the qualified contaminated property may be 

transferred to a replacement real property located within another county 

if the board of supervisors of that other county has, after consultation 

with the affected local agencies within that county, adopted a resolution 

authorizing an intercounty transfer of base year value as so described.  

(ii) This subparagraph applies only to replacement property that is 

acquired or newly constructed within five years after ownership in the 

qualified contaminated property is sold or otherwise transferred.  

(B) In the case in which the remediation of the environmental problems on 

the qualified contaminated property requires the destruction of, or results 

in substantial damage to, a structure located on that property, the term 

"new construction" does not include the repair of a substantially damaged 

structure, or the construction of a structure replacing a destroyed 

structure on the qualified contaminated property, performed after the 

remediation of the environmental problems on that property, provided that 

the repaired or replacement structure is similar in size, utility, and 

function to the original structure. 

(2) For purposes of this subdivision, "qualified contaminated property" 

means residential or nonresidential real property that is all of the 

following:  

(A) In the case of residential real property, rendered uninhabitable, and 

in the case of nonresidential real property, rendered unusable, as the 

result of either environmental problems, in the nature of and including, 

but not limited to, the presence of toxic or hazardous materials, or the 

remediation of those environmental problems, except where the existence 

of the environmental problems was known to the owner, or to a related 

individual or entity as described in paragraph (3), at the time the real 
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property was acquired or constructed. For purposes of this subparagraph, 

residential real property is "uninhabitable" if that property, as a result 

of health hazards caused by or associated with the environmental problems, 

is unfit for human habitation, and nonresidential real property is 

"unusable" if that property, as a result of health hazards caused by or 

associated with the environmental problems, is unhealthy and unsuitable 

for occupancy.  

(B) Located on a site that has been designated as a toxic or environmental 

hazard or as an environmental cleanup site by an agency of the State of 

California or the federal government.  

(C) Real property that contains a structure or structures thereon prior 

to the completion of environmental cleanup activities, and that structure 

or structures are substantially damaged or destroyed as a result of those 

environmental cleanup activities.  

(D) Stipulated by the lead governmental agency, with respect to the 

environmental problems or environmental cleanup of the real property, not 

to have been rendered uninhabitable or unusable, as applicable, as 

described in subparagraph (A), by any act or omission in which an owner 

of that real property participated or acquiesced.  

(3) It shall be rebuttably presumed that an owner of the real property 

participated or acquiesced in any act or omission that rendered the real 

property uninhabitable or unusable, as applicable, if that owner is related 

to any individual or entity that committed that act or omission in any of 

the following ways:  

(A) Is a spouse, parent, child, grandparent, grandchild, or sibling of that 

individual. 

(B) Is a corporate parent, subsidiary, or affiliate of that entity.  

(C) Is an owner of, or has control of, that entity. 

(D) Is owned or controlled by that entity. If this presumption is not 

overcome, the owner shall not receive the relief provided for in 
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subparagraph (A) or (B) of paragraph (1). The presumption may be overcome 

by presentation of satisfactory evidence to the assessor, who shall not 

be bound by the findings of the lead governmental agency in determining 

whether the presumption has been overcome.  

(4) This subdivision applies only to replacement property that is acquired 

or constructed on or after January 1, 1995, and to property repairs 

performed on or after that date. (j) Unless specifically provided otherwise, 

amendments to this section adopted prior to November 1, 1988, shall be 

effective for changes in ownership that occur, and new construction that 

is completed, after the effective date of the amendment. Unless 

specifically provided otherwise, amendments to this section adopted after 

November 1, 1988, shall be effective for changes in ownership that occur, 

and new construction that is completed, on or after the effective date of 

the amendment. 

CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

Section 3. From and after the effective date of this article, any changes 

in state taxes enacted for the purpose of increasing revenues collected 

pursuant thereto whether by increased rates or changes in methods of 

computation must be imposed by an Act passed by not less than two-thirds 

of all members elected to each of the two houses of the Legislature, except 

that no new ad valorem taxes on real property, or sales or transaction taxes 

on the sales of real property may be imposed. 

CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

Section 4. Cities, Counties and special districts, by a two-thirds vote 

of the qualified electors of such district, may impose special taxes on 

such district, except ad valorem taxes on real property or a transaction 

tax or sales tax on the sale of real property within such City, County or 

special district. 
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CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

Section 5. This article shall take effect for the tax year beginning on 

July 1 following the passage of this Amendment, except Section 3 which shall 

become effective upon the passage of this article. 

CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

Section 6. If any section, part, clause, or phrase hereof is for any reason 

held to be invalid or unconstitutional, the remaining sections shall not 

be affected but will remain in full force and effect. 

CALIFORNIA CONSTITUTION ARTICLE 13A (TAX LIMITATION) 

SEC. 7. Section 3 of this article does not apply to the California Children 

and Families First Act of 1998. 
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4.4 Commercial Space Act of 1998 

 

On October 28, 1998, the President signed the Commercial 

Space Act of 1998 creating Public Law 105-303. Section 107 

of the law contains language on acquisition of earth science 

data and changes to the Land Remote Sensing Policy Act of 

1992. That section is shown below in its entirety.  
 

PL 105-303: Commercial Space Act of 1998
 

SEC. 107. SOURCES OF EARTH SCIENCE DATA.

(a) ACQUISITION- The Administrator shall, to the 

extent possible and while satisfying the scientific or 

educational requirements of the National Aeronautics 

and Space Administration, and where appropriate, of 

other Federal agencies and scientific researchers, 

acquire, where cost-effective, space-based and 

airborne Earth remote sensing data, services, 

distribution, and applications from a commercial 

provider.

(b) TREATMENT AS COMMERCIAL ITEM UNDER ACQUISITION 

LAWS- Acquisitions by the Administrator of the data, 

services, distribution, and applications referred to 

in subsection (a) shall be carried out in accordance 

with applicable acquisition laws and regulations 

(including chapters 137 and 140 of title 10, United 

States Code). For purposes of such law and regulations, 

such data, services, distribution, and applications 

shall be considered to be a commercial item. Nothing 

in this subsection shall be construed to preclude the 

United States from acquiring, through contracts with 

commercial providers, sufficient rights in data to 

meet the needs of the scientific and educational 

community or the needs of other government activities.

(c) STUDY- (1) The Administrator shall conduct a study 
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to determine the extent to which the baseline 

scientific requirements of Earth Science can be met by 

commercial providers, and how the National Aeronautics 

and Space Administration will meet such requirements 

which cannot be met by commercial providers.

(2) The study conducted under this subsection shall--

(A) make recommendations to promote the 

availability of information from the National 

Aeronautics and Space Administration to 

commercial providers to enable commercial 

providers to better meet the baseline scientific 

requirements of Earth Science;

(B) make recommendations to promote the 

dissemination to commercial providers of 

information on advanced technology research and 

development performed by or for the National 

Aeronautics and Space Administration; and

(C) identify policy, regulatory, and 

legislative barriers to the implementation of 

the recommendations made under this subsection.

(3) The results of the study conducted under this 

subsection shall be transmitted to the Congress within 

6 months after the date of the enactment of this Act.

(d) SAFETY STANDARDS- Nothing in this section shall be 

construed to prohibit the Federal Government from 

requiring compliance with applicable safety 

standards.

(e) ADMINISTRATION AND EXECUTION- This section shall 

be carried out as part of the Commercial Remote Sensing 

Program at the Stennis Space Center.

(f) REMOTE SENSING- 

(1) APPLICATION CONTENTS- Section 201(b) of the 

Land Remote Sensing Policy Act of 1992 (15 U.S.C. 

5621(b)) is amended--

(A) by inserting `(1)' after `NATIONAL 

SECURITY- '; and
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(B) by adding at the end the following new 

paragraph:

`(2) The Secretary, within 6 months after the date of 

the enactment of the Commercial Space Act of 1998, 

shall publish in the Federal Register a complete and 

specific list of all information required to comprise 

a complete application for a license under this title. 

An application shall be considered complete when the 

applicant has provided all information required by the 

list most recently published in the Federal Register 

before the date the application was first submitted. 

Unless the Secretary has, within 30 days after receipt 

of an application, notified the applicant of 

information necessary to complete an application, the 

Secretary may not deny the application on the basis of 

the absence of any such information.'.

(2) NOTIFICATION OF AGREEMENTS- Section 

202(b)(6) of the Land Remote Sensing Policy Act 

of 1992 (15 U.S.C. 5622(b)(6)) is amended by 

inserting `significant or substantial' after 

`Secretary of any'.

 

 

4.5 The Case for Spaceports  

http://www.space.com/missionlaunches/launches/graham.html

 

By Sen. Bob Graham (D. Fla.) 

posted: 05:42 pm ET 

21 July 1999 

On May 25, the Cox commission reported multiple instances of sensitive 

American nuclear and missile technology falling into the hands of the 

People's Republic of China. It identified the lack of a sufficient U.S. 

commercial space launch capacity - a problem that has sent launch business 
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to nations like China - as one of the reasons for this transfer of 

information.  

The numbers tell an alarming story. Though nearly 70 percent of the world's 

commercial satellites are assembled in the United States, only 45 percent 

are launched from the United States. Because more than 60 U.S. satellites 

have been approved for export to launch from Russia, the Ukraine and China 

since 1995, U.S. rocket manufacturers and their vast supplier network have 

lost approximately $2.4 billion in direct revenues - a figure that doesn't 

include American satellite launches by the powerful European Arainespace 

Consortium.  

Why are we losing out to other nations? One reason is cost. As author Gregg 

Easterbrook pointed out in the June 2, 1998, edition of The New York Times, 

companies that launch satellites aboard American space vehicles can expect 

to pay between $10,000 and $12,000 per pound. Nations like China - where 

the government partially subsidizes the cost of satellite launches - can 

offer the same services for half the cost.  

A second reason for our nation's declining share of commercial space 

launches is the relatively small number of available launch vehicles in 

the United States. From 1977 to 1986, the space shuttle was the only 

spacecraft authorized to carry satellites into orbit. That nearly 10-year 

hiatus in American rocket development gave a huge advantage to nations that 

used that time to build and improve the Russian Proton, European Araine 

and Chinese Long March rockets.  

Last fall, I joined Sen. Connie Mack (R-Fla.), Rep. Dave Weldon (R-Fla.), 

members of the House Science Committee, members of the Senate Commerce, 

Science and Transportation Committee and a broad, bipartisan coalition in 

tackling these problems through the enactment of the Commercial Space Act. 

That legislation took steps to create a stable business environment for 

the U.S. commercial space industry, while simultaneously making the 

government's use of space technology more efficient and saving taxpayers 

millions of dollars. Even better, it did not add new federal regulations 

or raise taxes by so much as a penny. President Clinton signed it into law 

on Oct. 28, 1998.  

 64



 

The Commercial Space Act will help to address the cost and capacity problems 

that have plagued our nation's commercial space industry. For example, it 

breaks the federal government's monopoly on space travel and encourages 

launch options that might lower costs. Until the passage of this legislation, 

the space shuttle was the only American craft authorized to both leave and 

re-enter our planet's atmosphere. Commercial companies that have an 

interest in providing repeat services to their customers might benefit from 

the same principle of reusability that powers the Columbia, Discovery, 

Atlantis and Endeavor space shuttles.  

In addition, our legislation helps to mitigate the United States' dearth 

of launch vehicles by allowing the conversion of excess ballistic missiles 

into space transportation carriers. International arms-control agreements 

have rendered these missiles useless for national defense, and the hundreds 

in storage eat up close to $10 million a year. Replacing their nuclear 

warheads with scientific and educational payloads will give the United 

States a practical, low-cost method for putting satellites into orbit. But 

more less-expensive rockets will do little to erase other nations' 

competitive advantage if the United States does not have the infrastructure 

needed to launch them. That's why a similar bipartisan coalition recently 

introduced the Spaceport Investment Act. This legislation would make the 

financing of spaceport construction and renovation 100 percent tax-free 

- an innovation that could spur private investment in the important task 

of building and modernizing our nation's space launch facilities.  

While airports, high-speed rail, seaports, mass transit and other 

transportation projects can raise money through tax-exempt bonds, 

spaceports do not currently enjoy such favorable tax treatment. This 

amounts to a glaring omission in federal policy. Airlines, cruise lines 

and shipping lines could not exist without airports and seaports. In the 

same fashion, state-administered spaceports provide vital incentives for 

space-related economic growth by supplementing the launch infrastructure 

already provided by the federal government.  

My home state offers tangible proof of spaceports' value to the commercial 

space industry. Since its creation in 1989, Spaceport Florida has 

facilitated more than $100 million in space-related construction and 
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investment projects. This includes the modification and conversion of 

Launch Complex 46 from a military to a commercial space facility. Virginia, 

Alaska and California also host spaceports, and 10 other states - Idaho, 

Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada, New Mexico, North Carolina, 

Oklahoma, Texas and Utah - are considering their establishment. We must 

take advantage of this opportunity to make the public and the private 

sectors partners in the effort to build badly needed launch sites around 

the nation.  

The Commercial Space Act and Spaceport Investment Act will boost the effort 

to recapture space business in the United States. But these legislative 

initiatives must be part of a larger solution. In the coming months, I will 

be exploring the idea of a National Space Summit that brings together 

lawmakers, federal and state space administrators, business leaders and 

academic representatives with the goal of launching a united effort to 

revitalize our commercial space industry and reverse our rapidly declining 

share of space launches.  

For far too long, federal policy in dealing with our nation's space launch 

industry has been stuck on the launch pad. Our choice is clear: We can either 

repave our pathways to outer space or face the unacceptable alternative 

of losing even more commercial space business to other countries. I am 

confident that the 106th Congress will choose the option that returns the 

United States to its rightful, pre-eminent role in outer space.  

[Sen. Bob Graham (D-Fla.) is a member of the Finance Committee.] 
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4.6 Spaceport Investment Act  

(Introduced in Senate) 

S 1239 IS  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c106:S.+1239: 

106th CONGRESS 

1st Session 

S. 1239 

To amend the Internal Revenue Code of 1986 to treat spaceports like airports 

under the exempt facility bond rules.  

IN THE SENATE OF THE UNITED STATES 

 

June 17, 1999 

Mr. GRAHAM (for himself, Mr. MACK, Mr. BINGAMAN, Mr. INOUYE, Mr. INHOFE, 

Mr. BURNS, Mr. BAUCUS, Mr. CRAPO, Mr. CRAIG, and Mrs. FEINSTEIN) introduced 

the following bill; which was read twice and referred to the Committee on 

Finance  
 

A BILL 

To amend the Internal Revenue Code of 1986 to treat spaceports like airports 

under the exempt facility bond rules.  

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United 

States of America in Congress assembled,

SECTION 1. SHORT TITLE. 

 

This Act may be cited as the `Spaceport Investment Act'. 

 

SECTION 2. SPACEPORTS TREATED LIKE AIRPORTS UNDER EXEMPT FACILITY BOND RULES. 

(a) IN GENERAL- Paragraph (1) of section 142(a) of the Internal 

Revenue Code of 1986 (relating to exempt facility bond) is amended 

to read as follows: 

`(1) airports and spaceports,'. 

(b) TREATMENT OF GROUND LEASES- Paragraph (1) of section 142(b) of 

the Internal Revenue Code of 1986 (relating to certain facilities 

must be governmentally owned) is amended by adding at the end the 
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following new subparagraph: 

`(C) SPECIAL RULE FOR SPACEPORT GROUND LEASES- For 

purposes of subparagraph (A), spaceport property which 

is located on land owned by the United States and which 

is used by a governmental unit pursuant to a lease (as 

defined in section 168(h)(7)) from the United States 

shall be treated as owned by such unit if-- 

`(i) the lease term (within the meaning of section 

168(i)(3)) is at least 15 years, and 

`(ii) such unit would be treated as owning such 

property if such lease term were equal to the 

useful life of such property.'. 

(c) BOND MAY BE FEDERALLY GUARANTEED- Paragraph (3) of section 149(b) 

of the Internal Revenue Code of 1986 (relating to exceptions) is 

amended by adding at the end the following new subparagraph: 

`(E) EXCEPTION FOR SPACEPORTS- Paragraph (1) shall not 

apply to any exempt facility bond issued as part of an 

issue described in paragraph (1) of section 142(a) to 

provide a spaceport in situations where-- 

`(i) the guarantee of the United States (or an 

agency or instrumentality thereof) is the result 

of payment of rent, user fees, or other charges 

by the United States (or any agency or 

instrumentality thereof), and 

`(ii) the payment of the rent, user fees, or other 

charges is for, and conditioned upon, the use of 

the spaceport by the United States (or any agency 

or instrumentality thereof).'. 

(d) EFFECTIVE DATE- The amendments made by this section shall apply 

to obligations issued after the date of the enactment of this Act. 
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米国における宇宙産業の動向等に関する調査 

（シカゴセンター報告） 
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第 1 章 宇宙分野における中核技術及び流出防止対策を講ずべき技術 

 

宇宙産業におけるイノベーションの重要性は極めて高い。「宇宙産業の将来のための

委員会（The Commission on the Future of the United States Aerospace 

Industry）」は、「宇宙産業は、長期にわたる研究とイノベーションによって培われた

技術により推進され、米国のリーダーシップは、卓越した研究とイノベーションの成果で

ある。」とし、比較優位を得るために、優位をもたらす最先端技術分野を早期に見出し、

集中的に投資することが重要であるとしている。一方で、技術による比較優位を維持する

ためには、技術内容を秘匿し保護する必要がある。第 1 章では、米国の競争力と国家安

全保障にとって重要と考えられている宇宙関連技術とその保護策等について紹介する。 

 

1.宇宙分野における中核技術 

 1980 年代半ばから 1990 年代前半にかけ、米国では、宇宙分野での比較優位を失いつ

つあるとの危機感から、重要技術を特定し、投資を集中することによって先駆者としての

優位性を得るべきとの考えが生まれた。これを受け、航空宇宙委員会と航空宇宙工業会が

投資を集中すべき中核技術に関する様々な提言を行った。また、国防総省は、自身が関心

を有する開発段階にある技術リストを作成しており、これらが将来における中核技術にな

ることが予想される。 

(1)航空宇宙委員会 

航空宇宙委員会（Aerospace Commission）は、「イノベーションで優位に立つこと

により、21 世紀の米国は、安全、確実、迅速かつ画期的な宇宙関連技術を獲得するであ

ろう。しかし、宇宙技術に関する包括的な政策に対する合意がない。その結果、政府と

産業界の投資は焦点が定まっておらず、幅広い長期的なプログラムに拡散され、インフ

ラは老朽化している。一方、外国政府は研究とインフラ整備に対する投資の重要性を認

識している。このため、米国が基礎研究における優位を維持し、画期的かつ飛躍的な宇

宙技術を他国よりも迅速に開発しなければ、軍事的・経済的利益を失する可能性が高

い」との問題意識を提示した。その上で、「情報技術」、「推進と出力」、「ノイズと

排出物」、「エネルギー源」、「ヒューマンファクター」、「ナノテクノロジー」の 6

分野を優先すべき長期的研究分野とするとともに、宇宙政策に関する以下の提言を行っ

ている。 
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・宇宙へのアクセス 

将来の宇宙産業の成功は、適切な費用での宇宙へのアクセスにかかっている。この

ため、ペイロードに対する軌道到達コストを大幅に削減する再使用可能式または使

い捨て式の打上げ機を開発する必要がある。 

・宇宙空間での移動 

 現在の推進システムは移動時間が長すぎ、有人による太陽系の調査は、ほぼ不可

能である。イオンやプラズマ、原子力などの出力源は、宇宙探索のための移動時

間を半減できる可能性はあるが大幅な削減は期待できない。このため、宇宙空間

での移動に革命を起こすためには、反物質エネルギーシステムなどの画期的なエ

ネルギー源を使用した、全く新しい推進システムを実現する必要がある。 

・エネルギー源 

短期的には核分裂とプラズマ・エネルギーの利用を積極的に追求し、長期的には有

人による太陽系および外宇宙の探索を実現するため、核融合や反物質など現在の物

理法則を超えたエネルギー源を利用しなければならない。このようなエネルギー源

は、重点的基礎研究の対象とすべきである。 

・放射線の影響 

   放射線による人体への影響は、長期の有人宇宙ミッションにおける重要な制約の

一つである。この影響に対策を講じ、長期間の宇宙飛行における乗組員の肉体

的・精神的健康の維持、生存率の向上を図るため、放射線による人体への影響を

研究する必要がある。 

 

また、同委員会は、航空宇宙関連技術に関して、以下の目標を 2010 年までに実現す

ることを国家的優先事項として採択するよう提言している。 

• 宇宙へのアクセスにかかる費用と時間を50パーセント削減すること 

• 宇宙における2点間の移動時間を50パーセント短縮すること 

• 軍事・商業用のアプリケーションとして、地球と宇宙を継続的に監視、調査する

能力を確保すること 
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なお、同委員会が定めた研究開発目標を整理すると、以下の表のようになる。この目

標は、宇宙関連の技術ニーズを包括的に示した最新の内容となっている。また、同委員会

は幅広い権限と委員選出基盤を持っており、目標実現に向けた合意作りが進展することが

期待されている。 
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航空宇宙委員会が定めた研究開発目標 
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(2)航空宇宙工業会（AIA） 

宇宙産業、特に大企業の声は、航空宇宙工業会（Aerospace Industries 

Association：以下 AIA とする）が毎年発表する、政府の研究開発投資に関する分析

に反映されている。2004 年の声明では、航空宇宙委員会の勧告の実施を要求するとと

もに、「宇宙飛行に関する国家的要請の欠如」に対する懸念を表明した。NASA の予算

が減少傾向にあることを問題視し、宇宙飛行能力、シャトルの寿命延長、推進力・出

力に関する支出の増額を要求し、政府に対して「2010 年までに新規の打ち上げ機を運

行させること」を提案している。 

一方、ブッシュ大統領が2004年1月に発表した、月と火星に新規の有人ミッションを

送り込むプログラムについては、国家の宇宙プログラムに生命を吹き込むものとして

賛同している。AIAは新規有人機の開発、NASAの増員、宇宙関連研究開発予算の増額を

要求してきたが、大統領の新ビジョンは、これらすべてのニーズに対応している。大

統領が提出した2005年度予算案では、NASAの予算は、今後3年間毎年5パーセント増額

することとなっており、この点も高く評価している。 

また、AIAは、ブッシュ大統領の発表に従い、独自に5ヵ年の研究開発計画を発表し

た。これは、NASAに200億ドルを提供し、2010年までに新たな有人輸送システムを運行

させることを目標としている。NASAは、機体開発用として5年間に120億ドルを計上し

ているが、有人飛行は2014年まで実現できないものとなっている。しかし、月と火星

に向けた有人ミッションについては、AIAの目標をはるかに超えており、AIAは、これ

を十分に支援できるとしている。 

 

(3)開発段階にある宇宙関連技術リスト 

開発段階にある技術リスト（Developing Science and Technologies List：以下

DSTLとする）は、軍事重要技術プログラム（Militarily Critical Technologies 

Program）に従って作成され、国防総省が関心を持つ技術に関し、系統的かつ継続的な

評価と分析を提供するものである。DSTLは、世界中の政府および民間部門が持つ科学

技術能力のうち、将来における米国の軍事能力を重大に強化または劣化させる可能性

のあるものを重点的な対象としている。これには新規技術と実用化技術の他に、技術

進歩によって改良・統合が可能となる従来技術も含まれる。世界中の様々な技術を対

象に、パラメータが設定されている。 
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なお、宇宙関連技術としては、「宇宙航空電子工学と自律制御」、「エレクトロニ

クスとコンピュータ」、「宇宙システム用打ち上げ機」、「宇宙光学機器」、「電力

と熱の管理」、「宇宙システム用推進機構」、「宇宙システム用センサー」、「宇宙

環境の克服」、「宇宙用構造材」、「統合システム」、「宇宙配備レーザー（SBL）」

に重点がおかれている。 

以下に、DSTLに含まれている宇宙関連技術に関する内容を紹介する。 

 

（宇宙航空電子工学と自律制御） 

ナビゲーション、姿勢制御、軌道決定、宇宙船の動力学的制御等を対象としてい

る。例えば、宇宙規格に適合する次世代の時計は既存の時計よりも安定性が桁違い

に優れたものになるが、これに使用される技術として、イオントラップ、光学ポン

プ、水素メーザ (分子増幅器)、次世代のルビジウム技術やセシウム技術などが挙げ

られている。また、マイクロ衛星やナノ衛星全体の自律的運行を可能にする先端技

術には、全地球測位システム（Global Positioning System：以下 GPS とする）や

ディファレンシャル GPS、自律運行管理ソフトウェアなどが含まれている。この他、

耐障害能力のあるコンピュータや障害の検出・分離・回復技術、既存の機能を小型

のパッケージ内で実行できるマイクロ電子機械システム（microelectromechanical 

systems）などがあげられている。 

 

（エレクトロニクスとコンピュータ） 

この分野で優先される技術としては、宇宙規格に適合する耐放射線性超大規模集積

回路（very large-scale integrated circuit）技術、宇宙空間での機上処理に欠

かせない宇宙用高密度接続デバイス技術と高速データバス技術、宇宙システム内の

スイッチング損失を減少させて検知能力を向上させるセンサーとアクチュエータの

開発を可能とする技術、宇宙規格に適合する広帯域無線周波数デバイス、衛星レー

ザー通信技術、放射線監視用量子ドット、複雑な地上インフラなしに宇宙システム

の能力発現と自律制御を支援する光学電子デバイスなどがあげられている。 

 

（宇宙システム用打ち上げ機） 

ここでは、大型ロケット、固体燃料エンジンと液体燃料エンジンの統合、複数段階

のブースター、燃料とエンジンの技術進歩に焦点が当てられている。打ち上げ中の

振動負荷と音響負荷を軽減させるペイロード分離技術、マイクロ衛星やナノ衛星の
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低軌道（low earth orbit）への経済的な到達を可能にするレーザー打ち上げ技術

などが対象としてあげられている。 

 

（宇宙光学機器） 

光学システムと部品の設計、高精度軽量光学部品の生産技術、軽量光学機器用の特

殊材料、宇宙光学機器の製作や運用中における表面の原位置を特定する精密計測な

どが対象としてあげられている。 

苛酷な宇宙空間で使用可能な工学システムには、最大20Gの打ち上げ負荷、120dB 

を超える振動、システムからのガス放出による軌道上の汚染、宇宙空間の原子酸素、

宇宙空間における粒子の衝突による劣化に耐えることを要求されている。また、宇

宙空間で使用する電力、中継、通信システムには低電力かつ大型の光学素子が必要

であるが、打ち上げ時の衝撃に対応するため、搭載可能な大きさは制限されている。

このため、搭載できない大型の光学素子は、宇宙空間で組み立てなければならない。

この際、適切な形状と仕上げを実現・維持することが重要であり、素子の歪みを判

別・補正するとともに、意図的に変形させるソフトウェアは、宇宙光学機器の高解

像度の実現と維持に関して極めて重要となっている。さらに、宇宙船1隻でエミュレ

ーションできる大きさをはるかに上回る衛星の場合には、周囲を共に回り、集団で

エミュレーションを行うマイクロ衛星やナノ衛星の運行管理が重要となっている。 

 

（電力と熱の管理） 

宇宙システム用電源にとって重要な点は、効率性、軽量性、耐用期間、信頼性であ

り、10kW を超える高出力と10年を超える耐用期間が必要である。宇宙空間での発電

は、太陽光発電が一般的であり、システムの質量を軽減し発電効率を高める技術が

対象とされている。現在は、14%の効率を持つシリコンアレイが用いられているが、

放射線耐性がより強いガリウムヒ素アレイの効率は、最大19パーセントに達してい

る。また、マルチバンドギャップ構造により、コスト低減と効率向上、放射線耐性

の強化が期待されており、2重接合式のInGaP（インジウム・ガリウム・リン）／

GaAs（ガリウムヒ素）太陽電池の発電効率は最大29.5パーセント、3重、4重の電池

の効率は理論上42パーセント近くになる。現時点で最も進んだ太陽電池の効率は26

パーセントであり、2～3年のうちに30パーセントの効率達成が期待されている。な

お、現在の太陽電池は、稼動時に結晶シリコン電池と一重および多重接合式のGaAs

電池を構造的に支持できる、剛性の高いハニカム基板を使用している。この基板は、
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厚さと密度の点から実用上の限界に達しており、出力を 50～80 W/kg に制限してい

る。新しい形状記憶合金デバイス、超軽量合成材料、薄膜光電素子などにより、現

在のものよりも倍軽量化され、150 W/kg の出力が可能になる可能性がある。 

一方、エネルギー保存デバイスは、宇宙船の電力システム、スペース、重量の大き

な割合を占めるため、質量軽減と高効率化、機能追加を可能とする技術が対象とな

る。この他、効率の良い除熱に関する技術があげられる。宇宙空間では、寿命が長

く、放電深度が大きく、信頼性の高いものが要求される。地上では最近、リチウム

イオンバッテリーに切り替わっているが、寿命が短く、これを3万サイクル以上に伸

ばす技術があれば、宇宙での使用が可能になり、エネルギー保存デバイスのコスト

と重量が削減される。 

宇宙船の熱管理は、多くの機能を実行する上で重要となっており、廃熱問題は、宇

宙システムにおける能力と機能の向上を妨げる障壁となる可能性がある。この技術

としては、受動システム、毛管ヒートポンプ、機械的ポンピングを行う流体ループ

などがあげられている。 

 

（宇宙システム用推進機構） 

推進系の技術には、化学燃料（液体、固体、ハイブリッドの各システム）、電気

エネルギー、太陽熱という3つのカテゴリーがあり、打ち上げ機に関しては、高エネ

ルギー推薬技術があげられている。 

低コストの固体推薬と低圧高許容差の液体推薬、ハイブリッド推薬は、第一段階の

ブースター推進に関して有用である。固体およびハイブリッドの推進技術には、非

ハロゲン化固体酸化剤、化学合成材料、高エネルギーのバインダーポリマーとモノ

マー、超微細材料などがあげられている。液体推薬技術には、2推薬推進システム用

の高性能炭化水素成分などがある。高エネルギー推薬技術により、今後10～15年の

間にブースターの性能は4～10パーセント、推薬密度は2パーセント以上向上すると

見られる。衛星の推進系に関しては、新しい一推薬式の方法により、今後10年間で

推力密度が70パーセント向上すると見込まれている。また、極低温推進用の液体、

固体、柔泥状、泥漿状の推薬は、損失率を年間30パーセント未満に抑えながら100K

（絶対温度の単位：K＝C（セ氏度）＋273.15）以下の温度で稼動しなければならな

い。ここでは、極低温での冷蔵と保存効率を改善し、保存期間を延長させることが

重要となっている。 
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電気推進は、効率良い軌道保持と軌道投入に有効であり、低電力、中電力、高電力

の各システムに分かれる。低電力技術は、マイクロ衛星やナノ衛星の軌道上での推

進に関して最も有用である。中電力システムは、軌道保持、軌道トッピング、軌道

位置変更に関して有用である。高電力システムは、軌道投入と軌道移動の手段とな

る可能性がある。また、先進的な長寿命ホールスラスタ材料、流束密度の飽和点が

高い磁性材料、キュリー温度の高い永久磁石、耐久力ある中空陰極用の耐酸化性材

料に関する技術が要求されている。 

太陽熱は、低軌道（LEO）から静止軌道への移動において有効である。太陽熱推進

系（Solar Thermal Propulsion）の実現を支援する技術としては、大型の宇宙配備

太陽熱集中器、スラスタ、推薬管理システムなどがあげられる。これらは、太陽熱

を集中して水素を加熱し、800秒を超える推進系システムの比推力（Specific 

Impulse）を可能にするコンセプトの下に進められている。この推進技術により、衛

星の移動能力と地球低軌道（LEO）から地球静止軌道（GEO）への移動が可能となる。 

 

（宇宙システム用センサー） 

宇宙配備型の電気光学機器とレーダーセンサー関連の技術は、米国の国家安全保障

にとって決定的に重要である。このようなセンサーを使用すれば、宇宙空間から地

表または地表付近を調査可能である。太陽光が分散し、熱放射が十分でないために

細部まで十分に明瞭な画像が撮影できない場合には、レーザー照明を追加光源とし

て使用できる。これらの技術は、戦略的なデータ収集を行う上で、極めて重要であ

る。特に重要な技術としては、以下があげられている。 

• 赤外線センサーは、国防支援プログラム（Defense Support Program）と宇宙配

備赤外線システム（Space-Based Infrared System）などのセンサーシステムに

おける重要な要素である。 

• 合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar：以下SARとする）は、特に宇宙

アプリケーションに適したものであり、高解像度化が求められている。 

• 量子井戸型赤外線検出器（Quantum well IR photodetectors）は、宇宙からの

低温物の監視において特に有用である。そのマルチスペクトル能力は、目標間を大

きく区別するためにマルチスペクトルおよびハイパースペクトルの高解像度反応を

生み出すNB（ノイズブランカー）モード、非常に帯域の広い反応を生み出すモード

で使用される。 
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• ハイパースペクトル撮像には、戦場環境の特徴付けと戦術的目標の追跡という2つ

の有望な国防上のアプリケーションが考えられる。 

• 先進的宇宙配備レーダー技術は、宇宙配備式の新たな諜報・監視・偵察

（intelligence, surveillance and reconnaissance：以下ISRとする）レーダ

ーシステムに結び付いている。この実現には、レーダーアルゴリズム、MMIC（モ

ノリシックマイクロ波集積回路）、RFフォトニクス技術、低電力高性能コンピュー

タが重要である。 

• 宇宙センサー用の薄膜シリコンウィンドウ材料の製作と最適化技術は、宇宙での核

爆発検出と宇宙気候の監視において有用である。 

 

（宇宙環境の克服） 

宇宙環境は苛酷であり、ペイロードは極限的な温度、粒子の衝突、イオン反応、

放射線を浴びながら、打ち上げの力に耐えた後に軌道上で高度の信頼性を保つ必要

がある。衛星の異常は、イオン化粒子環境の影響により発生することが多いため、

システムは宇宙環境のさまざまな要素による影響を同時に受けても正常な機能を続

けるように設計されなければならない。このため、近宇宙と大気圏上部における高

エネルギー放射環境と、その環境がもたらす影響に関して理解を深める必要がある。

また、将来のシステム設計に役立てるため、この環境と、太陽および太陽地球間活

動が引き起こす環境変化に関するモデルが必要となっている。 

こうしたことから、大気圏上部と宇宙で使用される先進的な高エネルギー粒子検

出器、イオン化粒子放射の強度・エネルギー・組成の測定と大気圏および近宇宙に

おけるイオン化粒子放射のマッピングを目的としたシステムなどがあげられている。 

宇宙環境からの衛星の保護は、残存可能性に対して決定的に重要である。衛星に対

する宇宙環境からの攻撃は、当初の想像よりはるかに徹底的かつ複雑であることが

判明した。宇宙環境では、高エネルギー粒子と帯電粒子、UV放射、原子状酸素、ス

ペースデブリ（宇宙のゴミ）と微小隕石粒子、温度変化という要素が、さまざまな

軌道において程度の差こそあれ存在している。このため、重大なシステムを一定の

パラメータ内で運用する必要のある衛星を長期に存続させるためには、大きな温度

変化をもたらす過度のガス放出や圧力の加わる条件を発生させずに、宇宙環境によ

り発生する劣化と腐食に耐える材料を開発しなければならない。これには、材料が

宇宙環境に暴露される間に発生する複雑な反応プロセスに関する基礎的な理解が必

要となる。 
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（宇宙用構造材） 

宇宙で使用される構造材は、地上で使用されるものとは異なっている。宇宙用構造

材は、軽量で非常に強く、剛性が高いことが最も重要であり、打ち上げと軌道投入

の力に耐えなければならない。また、宇宙に放出された後で展開されなければなら

ないし、システムの寿命中は適切に機能しなければならない。宇宙環境には、高レ

ベルの放射線、極限的な温度と温度勾配、マイクロ粒子や原子状酸素との衝突、ガ

ス放出といった特徴がある。 

宇宙用構造材には、衛星バス構造、パネル、タンク、パイプ、ヒートパイプ、ソー

ラーパネル構造要素、衛星部品の接続・展開・運用に使用される要素などがある。

これには、打ち上げ機用の構造要素、燃焼室、ノズル、連結装置も含まれる。この

ような構造材は、設計寿命が続く限り宇宙船のすべての運用をサポートするもので

あるため、軽量で剛性が高く、安定したものでなければならない。また、打ち上げ

と軌道投入の力に耐え、センサー、アンテナ、その他のシステムの展開を補助し、

衛星全体を物理的に安定な状態に維持しなければならない。さらに、打ち上げ機の

構造材は、同様のストレスだけでなく、推進時の熱、分離の力や再使用可能な構造

部分は複数のサイクルに耐える必要がある。また、高温燃焼室と推進ノズルは、打

ち上げ機の上昇能力を増大させる上で決定的に重要である。新しい宇宙用構造材の

研究には、宇宙での使用に適し、費用対効果を高くするために必要な特性（例えば

剛性対重量比など）を提供する複数成分の合成物質の存在をコンピュータで予想す

る手法が援用されている。 

開発段階の技術としては、ミサイルや衛星の構造材になるアイソグリッド合成部材

などがあげられている。タイタン、デルタ、アトラス打ち上げ機用の現在のペイロ

ード・フェアリングは、金属アイソグリッドを硬化させた構造材で作られており、

製造コストが高く、長いリードタイムが必要である。しかし、合成アイソグリッド

構造材は、フェアリングとインターステージの製造コストを半分にでき、重量も

40％削減できる。 

高性能材料の使用により、展開可能な部材（例えば高電力スポットビームアンテナ、

高電力衛星をサポートする大型ソーラーパネルなど）を打ち上げ時には折りたたん

でおき、宇宙空間で展開することが可能になる。これにより、宇宙空間でのシステ

ムの展開と組立だけを目的として衛星に搭載せざるを得ないアクチュエータなどの

機械システムの必要性が減少する。 

 81  



また、複数の機能をスムーズに実行する構造材は、宇宙空間において極めて有用で

ある。この複数の機能を持つ構造材の端的な例は衛星パネルで、これにはパッシブ

型ヒートパイプやラジエータが組み込まれ、電子部品を物理的に支持するだけでな

く、それらから発生する熱を除去する役目も果たす。この種の構造材に関して最先

端の特殊なケースに、新しいマイクロおよびナノ技術や進歩したリソグラフィーを

使用するものがある。アナログ、デジタル、ハイブリッド式の電子システムが先進

的なリソグラフィー技術によりシリコン基板上に統合され、複雑なナノマシンが開

発されている。このナノマシンの平行アレイを大量に含んだ、あるいはこれを組み

合わせて作られる構造材を、宇宙システムのパネルとして使用することも可能であ

る。また、アレイ素子には、光学その他のセンサーを含むもの、マイクロ燃料電池

とノズルを含むもの、複雑なエレクトロニクスやコンピュータ回路を含むものもあ

る。こうしたパネルに小型衛星の構造とペイロードのバスを実際に形成させれば、

消費材（例えば燃料など）の保存と使用を含む感知・判定・位置確認機能をバスに

組み込むことが可能になる。さらに、このような材料が特定の軍事目的専用の追加

ペイロード区画を持つ標準「高性能バス」構造材の中に織り込まれれば、新しいタ

イプの小型宇宙システムが実現可能になる。 

さらに、現在の衛星の電気システムには、電力、データ送信、コマンドや制御信号

の経路となる何千フィートものケーブルや、数え切れないほどのコネクタ、そして

構造周囲のアース面が使用されている。こうした従来型システムは重量があり、衛

星バスの製造には人間による多くの作業が必要である。サブスケールの統合型エレ

クトロニクスを設計、製作、試験、評価する技術の開発により、少なくとも宇宙電

気システムの重量は半分に減らせるはずである。そして、電子部品のエンクロージ

ャとハーネスの重量の70パーセントを削減し、衛星全体の推薬質量比を25パーセン

ト増大させることが目標となっている。 

宇宙システムに貢献する開発段階の技術の一つに、磁気流体力学のコンセプトを使

用したマイクロポンプの開発があり、フローレートを容易に制御できる継続的な可

逆フローを生み出す。このようなマイクロポンプは、流体回路の一要素としてどの

位置にでも取り付けられ、その組み合わせによって流体用のプラグやバルブになる。

これには、たった１個の主ソレノイドバルブ（電源）で真にコンパクトなシステム

を可能にする、SMP（対称型マルチプロセッサ）によるアドレス指定が可能な膜バル

ブ付きのシステムが含まれる。電力が供給されていない間はバルブが定位置（開ま

たは閉）になる点が非常に有利な点で、これにより大幅に電力消費が抑えられる。
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このマイクロポンプは、リソグラフ技術とマイクロ機械加工により大量生産の低コ

スト部品として製作し、それに宇宙構造材用の技術を加えることが可能である。 

 

（統合システム） 

ここでは、宇宙システムの柔軟な使用と再使用を可能にする技術が説明されている。

現在では、宇宙システムの寿命が延長されているので、設計者たちはおそらく、シ

ステムの使用可能寿命が尽きるまでにサポートする用途すべてを予想することはで

きない。したがって、新規または変更後のアプリケーションに合わせて既存の宇宙

システムの適応・改造・アップグレードを行う技術がますます重要になる。また、

地上からのプログラムと構成の変更を可能にするとともに、ハードウェアモジュー

ルのアップグレードを行うことにより、既存の宇宙システムを新たな方法で使用す

ることが可能となる。 

発電効率の向上、推進力の増大、信頼性の向上などを目指して行われる技術開発に

より、システムが宇宙空間で稼動する時間はますます長くなってきている。また、

こうしたシステムの製造、軌道投入、運用の継続には膨大なコストがかかり、コン

セプトから軌道上の能力を持つまでのリードタイムも長い。この結果、宇宙システ

ムの稼働時間は長期化し、これに伴う旧式システムへの対応が将来の設計における

基準となる。この結果、軍当局は、新規の能力をより迅速かつより低コストで組み

込めるシステム統合技術に関心を持っている。これには、標準、モジュール式設計、

地上からのプログラムおよび構成の変更能力、既存の宇宙システムによる新規ミッ

ション（元のシステム設計において検証されていなかったもの）への適応を可能に

する技術などが含まれる。 

開発段階にあるソフトウェア技術は、ドメインアーキテクチャ、プロトコルアーキ

テクチャ、データを使用したランタイム・ディスパッチ、内観言語（introspective 

languages）、複数ランタイムバージョンのモジュール、アジェンダ・アーキテクチ

ャなどがあげられる。これらのメリットは、配備後長期間にわたって送られる新た

な要求に適合するようソフトウェアを適応させられること（すなわち自己改造行

動）である。この能力は、寿命が10～15年あるが、変更が必要な時にアクセスが容

易でない宇宙システムの場合、特に有効である。 

その他の重要な技術としては、設計情報の保存、アーキテクチャとコードの開発・

試用を通じた並行的な進化、仮定に変更があった場合の依存性の追跡、影響あるシ

ステム部分に限定した再テストなどによりソフトウェアの進化を効果的にサポート
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する技術などがあげられる。これらの技術により、長寿命のソフトウェア集約型宇

宙システムを継続的に進化させることが可能になり、そのコストはシステムの規模

ではなく変更する部分の規模に比例して段階的に増えるようになる。 

また、既存の宇宙システムのモジュール交換を支援する技術の重要性も増加する。

これには、スペースタグ技術、ペイロードモジュールの標準化、電気的なモジュー

ルとインターフェースの標準化、宇宙空間でのモジュール交換を可能にする技術な

どがあげられる。地上からのプログラム変更と同時に、ハードウェアモジュールの

アップグレードが可能になれば、新技術に合わせて既存の「宇宙インフラ」を使用

できるようになる。 

 

（宇宙配備レーザー（SBL）） 

チップ上のアプリケーションに使用するマイクロレーザーから、電子部品のレーザ

ーダイオード、レーザー通信モジュール、固体レーザーの監視またはポンプ源とし

ての大型レーザーダイオードアレイ、武器となる可能性のある高エネルギーレーザ

ーまで、レーザーは多くの宇宙分野で使用されている。ここでは、0.01mm～30mmの

電磁スペクトラムの赤外、可視、紫外の各範囲における、SBLおよびレーザーシステ

ムの開発・生産に応用可能な技術があげられている。 

DODの将来の宇宙システムに重大な影響を与えるSBL技術には、宇宙用レーザーの

主な改良点、宇宙用の低電力および高電力のコヒーレント放射源の形成に対し大幅

なコスト節約になる新規の設計・製作・サポート技術の開発、アプリケーション用

のマイクロおよびナノレーザーの開発、短波長（X線およびガンマ線の領域を含む）

および小型化（マイクロチップやナノチップレベルのレーザーを含む）へのレーザ

ーの使用範囲の拡大などがある。レーザーは、アプリケーションと要求条件に応じ

て、継続モード、反復パルスモード、反復バーストモード、単パルスモードで運用

される。また、レーザーシステムとしては、レーザー発振器の他に、増幅段階、周

波数変換部品、ラマンセル、複数波混合部品などがあげられるとともに、HEL5およ

び低エネルギーレーザー（LEL）システムもあげられている。 

米国研究審議会が1998年に発表した「Harnessing Light: Optical Science and 

Engineering for the 21 st  Century（光の利用：21世紀のための光科学と光工

学）」という報告書は、光学のさまざまな分野に関して全米の専門家たちが行った

研究の集大成であるが、この中には以下の記述がある。 
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「歴史を振り返ると、新技術は戦争に重大な影響を与えてきた。新技術を最もよく応

用できた者が通常は勝利者となる。過去50年間では、核兵器、マイクロ波レーダー、

誘導ミサイルなどの開発により、防衛戦略の見直しが行われた。今日では、これまで

近代的とされてきた、大量の兵士と物資を投入して敵軍と交戦させる戦略は、死傷者

の数を最小に抑えながら戦争を実行するハイテク方式に取って替わられようとしてい

る。米軍が使命を遂行するには、現在では、従来型の野戦と市街地戦の両方を全世界

で実行できる戦闘部隊が必要となっている。死傷者数を減少させる一方で戦闘員がよ

り有効に戦えるように、スピードと秘匿性により敵軍を圧倒する方法、装備の改善、

核兵器や化学兵器、生物兵器による脅威の探知と管理、敵の目標に関するリアルタイ

ムの情報配信など、軍は数多くの作業を進行している。」 

   これを可能にする上で、光学機器とレーザーは重要な役割を果たすことになる。将

来は、レーザーとレーザー光学機器はまったく新しい宇宙防衛アプリケーションの

基礎となり、戦争の方法を再び変化させると考えられる。 
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2.宇宙関連技術の輸出管理と違法流出事例 

(1)輸出管理 

国防総省の研究者は、仕事を始めると間もなく、機密文書や技術に関する規制に全員

が精通するようになる。DODは、米国の優位性を維持する重要技術の詳細リストの作成

を議会に義務付けられている。このリストに掲載された技術は、商務省の輸出管理リ

ストに組み込まれ、輸出が制限される。 

国防総省は、防衛脅威軽減局（Defense Threat Reduction Agency）を通じて、軍

事重大技術リスト（Militarily Critical Technologies List：以下MCTLとする）

の作成を目的としたプログラムである、重要技術管理プログラム（Militarily 

Critical Technologies Program）を運用している。このリストは、商務省が管理す

る通商管理リスト（Commerce Control List：以下CCLとする）と、国務省が管理する

国際武器輸出規制（International Traffic in Arms Regulations：以下ITARとす

る）に使用される。なお、MCTLは、一般の人々が技術報告書や科学論文で公開できる

かを判定する材料として使用されているが、国防技術情報センター（Defense 

Technical Information Center）のSTINETへのアクセス権を持つ関係者に対しては、

より完全なMCTLが提供されている。 

MCTLは、米国の軍事的優位の維持に決定的に重大であると国防総省が考える技術が

体系化されており、以下の3部分から構成されている。 

・武器技術（Weapons Systems Technologies：以下WSTとする） 

米国の軍事システムが優位を確保するために必要な最低限の技術を示している。 

・大量破壊兵器（Weapons of Mass Destruction：WMDとする） 

生物兵器、化学兵器、核兵器の開発、統合、配備、投下に必要な技術を示しており、

最新および旧式な技術の併用方法や、武器の能力を脅威レベルに高める他の技術の

使用方法に関する情報も記載されている。 

・開発段階の重要技術（Developing Critical Technologies：以下DCTとする） 

国防長官が 4 年ごとに行う国防戦略見直し（Secretary of Defense 

Quadrennial Defense Review：以下 QDR とする）と国防計画を意識し、軍事的

に重要な技術の候補、国際協力プログラム、国家・国際的輸出管理対象技術などが

示されている。例えば、航空学、装備と効果的な材料、指向性・運動性エネルギー

技術、レーザー、光学機器、核技術、センサーなどを対象とした項目が掲載されて
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いる。また、材料および処理技術も対象とされており、装甲や対装甲、電気、光学、

高温、強化構造材料などの技術情報が記載されている。 

   

(2)宇宙関連技術の違法流出事例：ヒューズとボーイングによる中国への技術供与 

  国務省は 2002 年末に、大手航空宇宙会社であるヒューズ・エレクトロニクス社

（Hughes Electronics Corp.）とボーイング・サテライト・システムズ社（Boeing 

Satellite Systems Inc.）が、中国の大陸間ミサイル開発を支援することになりかね

ない宇宙技術を中国に違法に提供したと告発した。この技術提供は、1995 年に中国が

一連の宇宙ロケット打ち上げに失敗したことから始まったものであり、ヒューズは、

故障原因を究明するためにロケット工学に関する詳細な情報を提供したとされる。ボ

ーイングは、情報を提供した衛星打ち上げ部門を 2000 年に 37 億ドルで買収していた。

国務省の告発対象となったのは、ヒューズ・エレクトロニクスの親会社と、ボーイン

グに買収された元ヒューズの衛星打ち上げ部門であった。国務省国防貿易管理課長の

ウィリアム・J・ローウェル氏が署名した告発文書には、ヒューズとボーイングが武器

輸出管理法および国際武器流通規定に関して 123 件の違反を犯したと書かれている。 

政府当局者は、この種の政府による告発は極めて稀なケースであるとし、中国での

行為が不適切であったという主張に対して 2 社が抗議し、非を認めなかったことに対

する政府当局の怒りを反映したものであると発言している。ヒューズ・エレクトロニ

クスの広報担当であるロバート・マーソッチ氏は、「当社は何も間違ったことをして

いない。国務省とは交渉中であり、対応策を検討している」と述べている。ヒューズ

とボーイングは、1990 年代半ばに中国での事業に適用されていたのは商務省の規制の

みであり、国務省の指摘は誤りであると主張している。商務省の規制はより緩く、中

国当局者とある程度の情報のやり取りは許可されていた。一方、国務省は、より厳格

な輸出管理法が当時でも有効であり、両社はそれに違反したとしている。 

この一方で、国務省は、両社と中国で同様な活動に関わった第 3 の会社であるロラ

ール・スペース＆コミュニケーションズ社（Loral Space & Communications Ltd.）

については、同社が 2002 年 1 月に 1,400 万ドルの罰金の支払いと、海外への技術移転

に関する社内体制の変革に 600 万ドル支出することに合意したことから告発を見送っ

た。政府当局者は、過去の不適切な行為を認め、それを繰り返さないための全社的ガ

イドラインを設定したとしてロラールを称賛している。国務省の広報担当であるジェ

イ・グリアー氏は、「国務省はヒューズおよびボーイングと、ロラール同様の解決を

図るための話し合いを何度も行ったが、両社は違反の重大性を認識しておらず、事態
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を解決するための処置もなされていないため、将来に違反を犯さないという保証もな

いと言える」と述べている。 

1986 年にスペースシャトル「チャレンジャー号」の爆発事故が発生した後、レーガ

ン大統領は、米国の宇宙関連企業が衛星を中国の「長征」ロケットに載せて打ち上げ

ることを許可すべきとの判断を 1988 年に示した。しかし、米国企業が政府からのライ

センスと国防総省の検査員による監視を受けずに、中国に対して打ち上げに関する支

援を行うことは禁止されていた。米国政府は、商業ロケットの打ち上げに関する米国

のノウハウが、中国の核搭載ミサイルの性能を高める目的で使用される可能性を恐れ

ていた。米国議会下院のコックス委員会はこの点を徹底的に議論し、ロラール社とヒ

ューズ社が 1996 年に情報提供したロケット誘導システムは、中国の将来の大陸間弾道

ミサイル誘導システムに使用できるシステムの一部となるとの判断を下している。 

中国の宇宙開発当局は、魅力ある中国市場に参入する条件として、米国企業による

技術移転を積極的に要求していた。さらに、長征ロケットに墜落や故障が発生する都

度、全世界の保険会社が技術的問題点に関する綿密な精査を要求したことから、米国

企業に、中国との理解の共有を求める大きな圧力が加わっていた。ヒューズ・エレク

トロニクスは米国の衛星メーカーの中でも特に積極的であり、1990 年代には会社の将

来を中国市場に賭けていた。国務省の告発状には、同社のエンジニアや重役が長征ロ

ケットの爆発原因に関する長時間の説明や資料を提供した事例が何十件もあげられて

いる。1995 年 1 月に長征ロケットが離昇後に爆発した際、ヒューズのスティーブン・

ドーフマン副社長は中国宇宙開発当局のトップに手紙を書き、「当社は、この故障の

調査において十分に協力する準備ができています。…私は、依頼があればどのような

データでも資料でもお見せするようスタッフに指示しました。…有意義な技術移転を

含めて、私は貴方との相互協力を強く支持します」と伝えた。また、ヒューズのファ

ックス履歴によれば、社員が中国の電気通信関連組織に対し、打ち上げ問題に関する

「ほとんどすべての事項」を説明し、中国側は「現在までに行われた故障関連のミー

ティングのすべてに出席し、双方が提出したすべての資料のコピーを持っている」こ

とが判明している。さらに、1995 年の同社の社内メモには、「ヒューズにとって、過

去に行った中国への技術移転の約束を『実行するか拒否するか』をはっきりさせる時

がきている。当社が『中国との特定の契約』の受注を希望するなら、中国に対し本当

に技術を移転するという約束をしなければならない」と書かれている。 

国務省の告発状は、6 億ドルの中国向け通信衛星の建造に関する提案に際し、通訳と

して採用した中国人が、その契約を監督する立場にある中国の上級官僚の息子であっ
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たことを、ヒューズは 1996 年に開示しなかったことも指摘している。この息子の役割

は「通訳者や翻訳者としての範囲を超えており、むしろヒューズの利益を中国側から

引き出すために、父である官僚のシェン氏や他の宇宙開発当局者と折衝を行う仲介者

としての役割に近かった」としている。また、「ある会社の重役が、その官僚を中国

の宇宙開発当局で最も重要な人物と呼んでいた」と、書かれた社内メモも存在する。

さらに、中国との 6 億ドルの契約を締結した後、ヒューズの社員が、契約に関して不

透明な働きをしたマカオの仲介会社に 300 万ドルを支払ったことを不安に思っている

ことを 1999 年に国務省に自発的に話した点も指摘している。告発状によれば、この会

社は、中国軍の電気通信ネットワークの構築を支援した企業の重役が支配する会社で

あった。ヒューズは、社内調査を行ったがその結果を国務省に報告しなかった。こう

した中、国務省は 1999 年、ヒューズと中国との親密な取引関係を理由として同社によ

るネットワーク構築ライセンス申請を却下した。 

2003 年 3 月、ボーイング・サテライト・システムズとヒューズ・エレクトロニクス

社は、国務省の告発に対して、3,200 万ドル支払うことに合意した。このうち 2,000

万ドルは、国庫および米国税関に支払われる。残りの 1,200 万ドルは、5 年以内にコン

プライアンス・プログラムを制定することを条件に支払が猶予される。両社は、打ち

上げ失敗の分析や関連情報を提供する前に、国務省からライセンスを取得すべきであ

ったと述べている。一方、中国外務省は 1 月に、中国の宇宙開発プログラムは成功し

ており、外国からの補助は必要がなかったとして、航空宇宙会社がロケット技術を提

供したという非難に反論している。 
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第 2 章 宇宙関連技術の移転を管理する法制度 

 

1.宇宙関連技術の知的所有権保護 

宇宙関連技術、中でも連邦政府が資金提供した研究から生まれた技術に対する知的所

有権の保護は、一般的な知的所有権制度に例外を設ける形で実施されている。以下では、

知的所有権制度に関して NASA が採用している特定の要求条件を解説する。 

NASA が行う航空宇宙契約（Space Act agreement）は、航空宇宙法により認められる

「その他の取引」の一つであり、物品・サービスを NASA が関与しない形で調達すること

を目的としている。通常の物品・サービスの調達契約とは権利配分方法が異なるため、知

的所有権を設定する上で重要な意味を持っている。通常の調達契約は航空宇宙法 305 章

(a)が適用され、調達契約に基づく作業により発生した発明の権限は、米国政府に帰属す

る。従って、調達契約の場合、請負業者は、米国政府が、知的所有権者として認めるか権

利放棄しない限り発明の所有権を取得できない。一方、航空宇宙契約の場合は、発明自体

が NASA のために行われるものでなければ、NASA は契約の性質や当事者の貢献度に従っ

て、知的所有権を適切に配分できる。 

知的所有権の分配方針を決定する要素としては、①他の契約相手の貢献、②契約の目

的、③契約における弁済の可否、④創造活動に対する NASA の責任の有無（施設を使わせ

るだけか、情報交換に従事するか）、⑤ロイヤリティーの分配に関して NASA の発明者に

十分な機会が与えられているか、⑥外国組織との契約における不適切な技術移転の回避な

どがある。 
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NASA における知的所有権関連の法律制定の枠組み 

 

大統領命令第 10096 号：政府職員である発明者に関する政府の統一的な方針を規

定   

 

37 CFR Part 501：政府職員が行った発明の権利に関する統一的な特許方針 

 

42 U.S.C.§2457：発明の所有権（大規模組織用） 

 

政府の特許方針に関する各行政省庁長官との覚書 

 

14 CFR Part 1245：NASA の権利放棄に関する規定 

 

35 U.S.C.§200 以下：連邦政府の補助を受けて行われた発明の特許権の情報に関

してはチャプター18 を参照（小規模組織および非営利組織用） 

 

37 CFR Part 401：政府の交付金、契約、および協力的合意に基づいて非営利組

織および小企業が行った発明に対する権利  

 

 

 

NASA の知的所有権は、特定の例外を除き、いかなる者も連邦機関の記録にアクセス可

能であると定めた法律情報自由法（Freedom of Information Act：以下 FOIA とする）

の影響を受けている。企業秘密や財務内容などを含む文書で、政府外で作成された後に

NASA が管理しているものは、FOIA の例外 4 に基づいて開示の対象外となる。しかし、発

明に関する情報と特許出願情報は、FOIA の例外 3 に基づき開示を留保することが可能で

ある。 

新たな発明がなされる可能性が低い契約（契約参加者のハードウェアの試験・評価を行う

ための施設の使用契約、単純な情報・技術の交換契約など）における知的所有権に関して

は、NASA は「弁済・非弁済の双方に適用できる簡易条項（Short Form 

Nonreimbursable and Reimbursable）」を使用している。この契約に基づいて発明が
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なされた場合には、当事者が知的所有権を保持する。共同で発明が行われた場合には、当

事者が協議することが定められている。 

一方、発明がなされる可能性が高い研究、実験、開発、エンジニアリング、実証、設計を

NASA が共同で行う契約には、「標準弁済不能（Standard Nonreimbursable）条項」が

使用され、当事者が自らの知的所有権を保持する原則が適用される。NASA が開発した技

術を商業化する場合を除き、37 CFR Part 404 の要求条件に基づき、NASA は、特許権を

得た発明に対する独占的または部分独占的な商業ライセンスを参加者に供与する努力を行

う必要がある。参加者に供与される商業ライセンスは、ロイヤリティーの対象となり、

NASA の方針に沿った形で商業化されない場合には取り消すことが可能である。NASA が研

究、実験、開発、エンジニアリング、実証、設計を行い、それに対して民間参加者から弁

済を受ける契約には、「標準弁償可能条項」が使用される。当事者が自らの知的所有権を

保持する原則は同じであるが、民間参加者に供与されるライセンスと政府が留保する権利

は異なっている。具体的には、民間参加者に与えられるライセンスは、37 CFR Part 

404 の要求条件に従った独占的かつロイヤリティー負担のない取消不能のライセンスとな

る。一方、NASA が留保する権利は通常、NASA の研究、実証、試験、評価を目的とした権

利に限定される。 
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2.輸出管理 

(1)一般的管理制度 

武器輸出管理法（Arms Export Control Act：以下 AECA とする）は、軍用品に関す

る米国の輸出管理の基礎となっている。この法律は、軍事用の物品・サービスの輸出

ライセンスやその他の許可条件などを定めた武器輸出規制（International Traffic 

in Arms Regulations：以下 ITAR とする）に従って実施されている。軍事用の物品と

サービスの製造、輸出、仲介に従事するすべての個人または組織は、米国政府に登録

しなければならない。宇宙関連技術は、輸出管理制度のほとんどの部分で軍事品目と

して定義されている。また、AECA により、国務省は輸出認可に関し、年に 1 度および

四半期に 1 度の報告書を議会に提出することを義務付けられている。特定の輸出認可

の提案と未認可の報告に関しても、議会への通知が必要である。 

1979 年の輸出管理法（Export Administration Act）の改正により、米国が原産地

である軍民両用の物品、ソフトウェア、技術の輸出と再輸出を、他の省庁と相談した

上で規制する権限が商務省に与えられた。商務省は、輸出管理規則（Export 

Administration Regulations：以下 EAR とする）を通じてこの権限を行使している。

多国間協定により合意された輸出管理に加え、商務省は国家安全保障、外交政策等の

理由に基づき、輸出と再輸出に関する規制を行っており、国務省が国際テロリズム支

援国家に指定した国々や、国内での決議による制裁や国連制裁の対象となる国、組織、

個人に対する規制があげられる。さらに、商務省は、敵国貿易法（Trading with the 

Enemy Act）と国際緊急経済力法（International Emergency Economic Powers 

Act）に基づき、米国人による、または米国内からの特定の国、組織、個人との貿易と

取引を禁止する規制も行っている。 

管理品目に関するリストは、国際的合意に基づくリストに対応しているが、国家安

全保障や外交政策上の観点から必要であれば、追加的に管理を行っている。リストと

しては、商品管理リスト（Commerce Control List）、軍需品リスト（United 

States Munitions List）、原子力規制委員会管理リスト（Nuclear Regulatory 

Commission Controls）が重要である。 

まず、商品管理リストでは、以下が対象となっている。 

• ワッセナー協定の共用技術リスト上の品目 

• 原子力関連共用品（原子力供給者グループのリストに掲げられたもの） 

• ミサイル技術管理レジームのリスト上にある共用品目 
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• オーストラリア・グループのリストにある化学兵器の前駆物質、生物組

織及び毒素、生物化学兵器関連設備 

• 対テロリズム、犯罪管理、火器取締条約、地域の安定、国連制裁、供給

不足などの理由により、米国の外交政策等を推進するための管理品目 

  軍需品リストは、軍事用の物品とサービスの規制に使用され、以下のすべての条件に

当てはまる場合に、軍事用として指定される可能性がある。 

• 軍事用途向けに特定の設計、開発、構成、適応、改造が行われているこ

と 

• 主に民間用途で使用されるものでないこと 

• 形状、機能等の観点から、民生用に使用される性能を備えていないもの 

• 軍事上または諜報上、管理が必要となる応用可能性があること 

（なお、その物品・サービスの輸出後の用途は、軍需品リスト上での管

理と無関係である。） 

 原子力規制委員会管理リストは、原子力設備と物質を規制しているが、エネルギー

省も自らの権限で外国における原子力関連事業に対する規制を実施している。例えば、

エネルギー関連活動の支援では、米国外での特別な原子力物質の生産に米国人が従事

することを承認できる。 

以上のリストに記載される物品・サービスについて、輸出者は適切な機関に輸出許可

申請を行わなければならない。輸出許可は、通常、国防総省、エネルギー省、情報当

局、NASA、国務省関係部署など、関連の政府機関による徹底的な審査が行われる。こ

のプロセスにおいて、政府が確認する事項は以下の通りである。 

• 申請者の資格 

• 取引に関与するすべての当事者 

• エンドユーザーと最終用途に対する、輸出内容の質的・量的妥当性 

• 法制面の問題 

• 暗黙的に内包する国家安全保障上の問題 

• 外交政策上の観点（地域的安定性に対する潜在的な影響、人権、多国間

管理体制に対するコンプライアンスの確保等） 

  国務省国防通商管理部が 2001 年に審査した輸出許可件数は 4 万 9,000 件であったが、

米国を原産地とする物品・サービスを受け取るのは、少数の友好国と同盟国である。

一方、商務省は、年間約 1 万 2,000 件の共用技術関連の輸出申請を受け取っている。 
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この 3 つのリストの他に、ガイドラインも援用して、輸出管理の対象とはならない

が共用技術のうち問題のある輸出を防いでいる。拡散管理強化構想（Proliferation 

Control Initiative：以下 EPCI とする）と呼ばれるこの規制は、要注意ミサイルプ

ロジェクトと政府が要注意エンドユーザーに指定する特定外国組織を対象に、拡散が

懸念されるプロジェクトに寄与する共用設備、ソフトウェア、技術に関しても、ライ

センスなしの輸出を禁止している。 

また、以下の場合は、個別の輸出ライセンスが必要とされる。 

• 大量破壊兵器（Weapons of Mass Destruction：以下 WMD とする）プ

ログラムや要注意ミサイルプロジェクトに使用されることが判明、また

はそう考えられる理由がある場合 

• WMD プログラムや要注意ミサイルプロジェクトに使用または転用される

リスクがあるとの通知が商務省からなされた場合 

なお、EPCI 関連のライセンスは、ケースバイケースで審査される。申請内容が、核

拡散活動に使用または転用されるリスクを有している、または生物・化学兵器の拡散

や要注意ミサイルプロジェクトに対して大きく寄与すると米国政府が判断した場合、

ライセンスは与えられない。 

 

（商務省の輸出管理） 

商務省産業安全保障局（BIS）は、軍民共用の商品、ソフトウェア、技術に関する米

国の輸出管理政策の開発、実施、解釈を担当している。BIS の管轄下にある軍民共用品

は、主として民間で使用されるが、軍用にも使用できるものである。BIS の主な目標の

一つは、米国の輸出者に対して不必要な負担をかけず、適法な貿易の流れを妨げない

形で、米国からの輸出や米国を原産地とする品目の第三国からの再輸出を、国家安全

保障および外交政策上の目標に確実に適合させることである。このため、BIS は明確か

つ簡潔な規制を追及しており、原子力供給者グループ（NSG）、ミサイル技術管理レジ

ーム（MTCR）、オーストラリア・グループ（AG）（化学兵器および生物兵器の拡散防

止）、ワッセナー協定（WA）（従来型兵器および軍民両用の商品および技術）の 4 つ

を特に重視している。また、BIS は、制裁方針、的確な輸出認可機関、輸出者の権利・

義務などの周知にも努めている。 

規制方針の策定に関し、BIS は技術諮問委員会（Technical Advisory 

Committees：以下 TACs とする）を通じて産業界と協議を行っている。TACs は、技術

トレンドや、輸出管理の実現可能性と発生し得る影響に関する産業界の意見を収集す
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るための貴重な情報源となっている。さらに、規制が有効となる前にコメントを提示

する機会を与えるため、重要な規則をしばしば提案の形で発表している。 

  なお、BIS が管理する品目・技術リスト（Commerce Control List：以下 CCL とす

る）には、他省庁が輸出・再輸出の管理を専轄事項としている品目は含まれていない。

（BIS 以外の機関が管理している品目・技術については、CCL 上に参照情報が記入され

ている。） 

CCL リストは 10 種類の技術カテゴリーに大別され、宇宙関連品目はカテゴリー9 に

含まれている。また、各カテゴリーには、対象品目のみならず、「設備、アセンブリ、

部品」、「試験、検査、生産設備」、「材料」、「ソフトウェア」、「技術」が共通

して含まれている。 

0-原子力関連の材料、施設、および設備、並びに諸品目 

1-化学物質、「微生物」、および毒素 

2-物質の処理 

3-エレクトロニクス 

4-コンピュータ 

5-電気通信および情報セキュリティー 

6-レーザーおよびセンサー 

7-ナビゲーションおよび航空電子工学 

8-海事関係 

9-推進システム、宇宙船、および関連設備 

 

   BIS は、貿易国別チャート（Commerce Country Chart）も作成しており、仕向け

先や管理理由ごとに輸出許可に際しての要求条件が記載されている。輸出者は、CCL

と貿易国別チャートを使用すれば、CCL 上の品目に関しては、どの国に輸出を行う場

合でも輸出許可の要否を容易に判断できる。 

なお、カテゴリー9（宇宙関連の品目）の内容は、付録として添付する。 

 

（軍需品管理リスト） 

軍需品管理リスト（United States Munitions List：以下 USML とする）は、ライ

センスの対象となる軍事的な品物・サービスを定義しており、以下の 16 項目から構成

されている。 

1. 概要 
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2. 軍需品リストの解釈とミサイル技術管理レジームに関する説明 

3. 航空機および関連品目 

4. 水陸両用機および関連品目 

5. カテゴリー4(c)関連の器具および装置 

6. カートリッジおよびシェル・ケーシング 

7. 化学薬品 

8. 最終製品、コンポーネント、アクセサリー、付属品、部品、ファームウェア、

ソフトウェア、システム 

9. 火器 

10. 鍛造品、鋳造品、機械加工品 

11. 軍事用の解体ブロックおよび爆破キャップ 

12. 軍事用の爆薬および推薬 

13. 軍事用の燃料濃縮装置 

14.［予備］ 

15. 軍艦および艦船用の特殊設備 

16. ミサイル技術管理レジームに関する付記 

 

なお、軍需品の輸出許可の最終責任は、国防貿易管理部（Office of Defense 

Trade Controls：以下 ODTC とする）にあり、国防総省の一部である国防安全保障協

力局（Defense Security Cooperation Agency）にライセンス照会を行い、確認させ

ることが可能となっている。 

 

（国家貿易安全保障構想） 

国防貿易安全保障構想（Defense Trade Security Initiatives：以下 DTSI とす

る）は、軍需品の輸出許可プロセスを簡素化するために考案された 17 の改革から成っ

ている。これは、特定の外国政府と企業に対する機密情報以外の輸出を武器輸出規制

（International Traffic in Arms Regulations：以下 ITAR とする）の例外とし、

NATO 加盟国、日本、オーストラリアに対し、柔軟な許可手続きを認めている。 

新たに定められた手続きとしては、以下の 4 つがあげられる。 

  ・主プログラム許可（Major Program Authorization） 

米国企業が原設備製造者（OEM）として許可を受ける際に適用され、主要なプロ

グラムのライセンスを個々としてではなく、全体として一括で許可される。 
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  ・主プロジェクト認可（Major Project 

Authorization） 
衛星の輸出管理 

衛星及び部品の輸出・再輸出、外国の打

ち上げ機を使用して衛星を打ち上げる者

は、政府の正式な承認を得なければなら

ない。商業通信衛星の輸出・再輸出の大

多数は国務省が認可するが、省庁間で米

国軍需品リスト（USML）の見直しが行わ

れた結果、いくつかの宇宙適格品目が商

務省の通商管理リスト（CCL）に移行さ

れた。商務省は衛星全体の輸出を認可す

る権限を持たないが、宇宙商業化局が

USML 認可プロセスにおける弁護的な役割

を果たすことで、商業的ニーズを支援し

ている。 

  外国政府が行う商業プロジェクトの入札

に関し、複数の登録済み請負業者が一括して

許可される。 

  ・全世界プロジェクト認可（Global 

Project Authorization） 

  国防総省と外国の防衛省庁との間で締結

した国際協定や覚書（MOU）を推進する際に

必要となる許可件数を削減する。 

  ・M&A、ジョイントベンチャー等におけ

る技術データの輸出 

    米国の国防関連企業は、NATO 加盟

国、オーストラリア、日本に属する企業と研

究協力を試みる目的で、技術データを交換す

るライセンスを申請できる。 

 

また、武器輸出規制の対象外の範囲を拡大するものとして、以下があげられる。 

・適格国に対する適用除外の拡張 

  米国同等の輸出管理と技術流出防止措置を採用・実行している同盟国に対する

適用除外範囲を拡大するものである。 

・メンテナンスおよびトレーニングに関する輸出許可の適用除外 

  米国企業が同盟国に対するメンテナンスやメンテナンストレーニングを行う場

合に適用除外として許可するものである。 

・FMS 防衛サービスに関する ITAR 適用除外 

  有償軍事援助（FMS）に基づく防衛サービスに関する適用除外 

 

（2）宇宙関連品目特有の輸出管理制度 

宇宙関連では、多国間の取り決めとして、ミサイル技術管理レジーム（MTCR）と従来

型兵器・軍民共用の商品・技術の輸出管理に関するワッセナー協定（Wassenaar 

Arrangement：以下「ワッセナー協定」とする）の 2 つの管理スキームが存在する。 
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MTCR は 1987 年に創設され、現在 33 ヶ国が加盟しており、その他の数ヶ国（中国や

イスラエルなど）も正式加盟はしていないが遵守することを約束している。その目標

は、大量破壊兵器（WMD）を搭載する能力のあるミサイルの拡散を制限することにある。

宇宙打ち上げ機は「ミサイル」と見なされるので、MTCR の対象となる。MTCR は自発的

な取り決めであり、正式な国際協定ではないため、加盟国は自らの輸出管理制度を通

じて、国家レベルでこの規制を実施する。この体制をより効果的に促進する試みとし

て、米国議会は MTCR 非加盟国へ規制対象技術の輸出を行った国に対する経済制裁の発

動を義務付ける法律を 1990 年に可決した。この法律の発効以後、米国は中国、インド、

イラン、北朝鮮、パキスタン、ロシア、南アフリカ共和国、シリアに対し、さまざま

な経済制裁を発動してきた。この体制へのコンプライアンスをさらに強化するため、

加盟国は却下された輸出案件に関し、アンダーカット（他国よりも緩い条件で輸出を

認可すること）を禁止する方針を 1994 年に合意した。これに基づき、特定国への対象

技術の輸出を加盟国の一つが却下した場合、他の加盟国もその輸出を却下することと

なった。 

 MTCR は、宇宙プログラムや宇宙での国際協力を妨げるために考案されたものではな

い。従って、相手先国における打ち上げ機の適正使用が保証されている場合には、打

ち上げ機の移転は許可される。しかし、過去に、弾道ミサイル開発に使用する目的で

打ち上げ機の獲得を試みていることが疑われたにもかかわらず、移転したとして加盟

国が批判されたこともあった。 

ワッセナー協定は、安全保障上のリスクを伴う国に対する従来型兵器と軍民共用技

術の取引を制限するため 1996 年に創設された。もともとは、ソビエト連合と共産圏諸

国への武器・技術の売却防止のため、NATO 諸国、日本、オーストラリアが 1949 年に

結成した多国間輸出管理調整委員会（Coordinating Committee on Multilateral 

Export Controls：以下 COCOM とする）を引き継いだものであるが、冷戦終結後に解

散した COCOM と異なり、ロシア自身も加盟国となっている。ワッセナー協定は、MTCR

同様、加盟国の国内法で実施されているが、非加盟国への技術移転を禁止する拒否権

メカニズムがないことが問題となっている。このため、ワッセナー協定は事後的な報

告システムと大して違わないと批判されており、政策担当者の立場を困難なものにし

ている。 

複雑との批判を受けることが多い米国の輸出管理体制は、「ビジネス重視派」対

「国家安全保障重視派」の対立が反映している。国家レベルでは、宇宙技術を含む戦

略物資輸出の認可は、商務省と国務省が最も重い責任を負っており、国務省は、軍用
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技術を取り扱い、商務省は共用技術を扱う。国務省は、軍事専用品目と関連技術の商

業的輸出の認可を行う。国務省は、国際武器流通規制（ITAR）を所管し、武器、弾薬、

軍事用または諜報用に設計・適応・改造された民生用途の品目は、軍用品リスト

（USML）に含まれていれば輸出管理の対象となる。商業衛星は、1999 年 3 月 15 日付

で軍用品リストに加えられたため、輸出には国務省の承認が必要となっている。同時

に、国防総省の承認も要求される。商務省は軍民共用技術の輸出を審査する。対象と

なる品目・技術には、処理速度の速いコンピュータ、ナビゲーション装置、修正をほ

とんど必要とせずに軍用に使える品目など、分類が困難な多くのものが含まれている。 

米国は、衛星および部品の世界最大の輸出入国であるが、一方で世界で最も厳格な輸

出規制を行っている。それにもかかわらず、多くの政治家や国防総省は、「米国の安

全保障が商売の犠牲にされている」という危惧を表明している。「米国企業は軍事的

に有用な技術を外国に多く移転し過ぎである」という見解の背景には、コックス委員

会による中国向け技術移転に関する調査と、ボーイング社（シー・ローンチ社）によ

るロシアおよびウクライナ向け技術移転に関する調査の 2 つがある。これらの事件は

現在でも、政府による制裁措置や輸出管理の強化の形で米国企業に影響を及ぼしてい

る。これらの事件後、輸出管理が一層厳格になり、コックス委員会の報告書により法

制面の強化にも拍車をかけた。例えば、国防総省は外国の打ち上げ機関と米国の衛星

メーカーとの間で締結されるすべての契約の監視が義務付けられ、諜報機関も輸出判

断において以前よりも重大な役割を担っている。また、進行中の調査内容に関する議

会への報告も義務付けられている。 

  注．ボーイングは、1997 年に「シー・ローンチ（Sea Launch）」社への参画を通じ

て、手続き違反を犯して移転したミサイル技術がロシアとウクライナで使用され

る可能性を認識していたが、米国国務省による調査の後、1,000 万ドルの罰金が

課された。 

 こうした規制強化の動きに対して企業は、輸出管理を厳格に行っても却下された技

術を各国が入手することは時間の問題であり、その間に国際競争力が低下すると批判

している。関連技術が「海外で容易に入手可能」であれば、米国企業による輸出が許

可されるべきだと主張し、衛星に関する現在の輸出許可に時間がかかり過ぎている点

を問題としている。1992 年から 1996 年まで衛星輸出に関する判断は、産業界寄りの

商務省の手に委ねられていたが、中国事件やシー・ローンチ事件の後、議会は輸出管

理の権限を安全保障を重視する国務省に戻した。衛星メーカーは、輸出許可に長期間

を要したことが原因となって取引を失った例を引用し、大規模な事業損失をもたらし
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ているとしている。国防総省ですら厳しい輸出規制の結果、米国の宇宙産業が長期的

に見て取り返しのつかない打撃を受ける可能性があるとの懸念を表明している。この

理由の一つとして、フランスや NATO 加盟諸国、ロシア、ウクライナ、カザフスタンの

方が輸出手続が早く済むという点が指摘されている。このため、国内産業の強化と要

注意技術の規制との間で、微妙なバランス維持する必要が生じてきている。 

 

(3)衛星および部品の輸出管理に関する航空宇宙工業会（AIA）の勧告 

 米国の航空宇宙産業の業界団体である航空宇宙工業会（AIA）は、2004 年に宇宙関

連品目・技術の輸出管理の改正に関する多くの要望を発表した。以下は、その概要で

ある。 

 

（輸出許可手続きの迅速化） 

通信衛星、部品、技術の輸出許可手続きに関しては、国防貿易安全保障構想

（DTSI）などにより簡素化が進められているが、いまだ許可に時間がかかり過ぎて

いる。通信衛星とその部品が軍需品として定義される現状が続くのであれば、国務省、

商務省、国防総省は、特に NATO や他の同盟国向けの衛星とその部品の輸出に関し、

より簡単に輸出許可を取得できる制度を導入すべきである。例えば、商務省が所管し

ていた際に用いていた制度と同様のものを国務省が使用することや、入札提案、輸出、

技術移転に関して別々に輸出許可を必要とするのではなく、すべて一件の輸出申請と

して許可することが考えられる。 

 

（法制面の変更） 

衛星とその部品の輸出に関し、国務省がいかに迅速に手続を行おうとしても、同

省は依然として武器輸出管理法（AECA）に基づく運用を続けなければならず、同盟

国向けの輸出でも、商業通信衛星を販売する場合は議会への通知が義務付けられる

とともに、武器移転の禁止を目的とする様々な規制の対象となる。この問題を解決

する唯一の方法は、通信衛星に関する許可権限を商務省に戻し、軍民共用品として

審査する枠組みを復活させることである。必要であれば、商務省に所管を戻す法律

に、中国の打ち上げが関連する場合には、中国向けのすべての衛星設備やサービス

に対するモニタリングの実施などを定めてもよい。これにより、ロケット技術の中

国向け移転に関する懸念の軽減を図ることができる。 
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3.その他の情報管理体制 

(1)安全保障に関する機密取扱者の認定 

 安全保障に関する機密取扱者認定を個人に与えることができるのは連邦政府のみで

あり、この認定を取得するには、まず連邦機関または請負業者のために働き、高度に

機密性を帯びた情報に正当にアクセス可能となるまで仕事を続ける必要がある。 

機密取扱者の人物調査は、国防安全保障局（Defense Security Service：以下 DSS

とする）によって行われている。この調査は、誠実性、信用性、信頼性、財務的責任

能力、犯罪歴、感情的安定性などを重視しつつ、個人の性格と行動を中心に行われる。

国家記録とクレジット歴の確認はすべての調査において行われ、一部の調査では、機

密取扱者人物調査の申請者の知人や申請者自身との面談も行われる。 

アイゼンハワー大統領が 1953 年 4 月 17 日に署名した大統領命令第 10450 号により、

国家安全保障関連の情報や要注意情報へのアクセスを許可する権限が一定の政府機関

に与えられた。大統領命令第 10450 号の冒頭部分は、以下のようになっている。 

 

「国家安全保障の観点から、政府の省庁および機関に雇用されるすべての人々

は、信頼と信用が可能であり、素行と性格が善良であり、アメリカ合衆国に対す

る完全かつゆるぎない忠誠心を持っていることが要求される。そして、政府はす

べての人々を公正、厳正、公平に取り扱うべきだとする伝統により、政府の省庁

および機関による雇用を求める人々は、政府内での新規雇用と雇用継続を司る省

庁および機関の間で一貫した最低限度の基準と手順による審査を受けることが要

求される。」 

 

また、連邦政府との契約等により要注意情報へのアクセスが必要となる組織として、

シンクタンク、研究施設などもある。これらの組織は、自らの従業員に連邦政府によ

る機密取扱者人物調査を受けさせる義務を負っている。連邦政府と契約関係を持たな

い組織独自に機密取扱者認定の授与または申請を行ってはならず、連邦政府または請

負組織に勤務していない個人は機密取扱者認定を受けられない。 

機密取扱者認定によりアクセス可能となる情報の種類には、コンフィデンシャル(機

密)、シークレット（極秘）、トップシークレット（最高機密 TS）、要注意情報

（SCI）の四つがある。さらに、特に機密性の高い情報へのアクセスを可能とする機密

取扱者認定もある。国防安全保障局（DSS）は、特別アクセスプログラム（Special 

Access Programs）と呼ぶ機密取扱者認定を、「コンフィデンシャル（秘密、シーク
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レット、トップシークレットの各レベルを上回る情報へのアクセスを可能とし、情報

を保護するために設定されるプログラム）と定義している。 

申請する機密取扱者認定の種類によっても異なるが、機密取扱者認定取得までには

長いプロセスが必要である。まず、申請者を現在雇用している、または将来に雇用を

予定する組織が調査機関に適切な書類を提出することにより開始される。提出書類に

は、連邦書式 SF-86（国家安全保障質問票）とその裏付けとなる書類が含まれる。ま

た、従業員の署名があれば、調査機関は申請者の医療記録、クレジット歴や金融取引

の記録、軍役等の背景情報、警察記録などに関する調査を実行できる。さらに、同僚

や家族、友人、部下などとの面談、違法薬品の使用の有無に関する情報、外国人との

接触などの生活分野に関する多くの情報の確認も含まれる。この結果、認定までには

数ヶ月から 1 年程度の期間を要している。 

 

(2) 国防総省による技術移転 

 国防総省は、技術移転を国家安全保障上の使命追及と不可分の要素ととらえている。

自らが開発した技術を民間に移転し、商業利用することで民間企業との連携が強化さ

れ、民間からの軍事設備等の取得コストの低下が期待できる。国防総省は、分散的な

技術移転であり、省内の各軍事省は技術移転に関し別々の機関として認識され、省全

体としての管理・調整は困難である。しかし、省内の各種部門で採用されている技術

移転に関するベストプラクティスを共有し、全部門での導入を推進している。 

 技術移転について、省内で中心的役割を果たしているのは、技術移転局（Office of 

Technology Transition：以下 OTT とする）であり、技術移転プログラムの開発・実

行、軍民共用技術の扱い関する方針の策定、国防総省の製造技術プログラムの監督、

技術移転の支援を目的とする国防技術情報センターによる科学技術情報の収集・配布

などを行っている。 

 国防総省には 100 以上の研究技術応用部署（ORTA）があり、省全体で 50 名前後の法

務スタッフが技術移転を支援している。1994 年に設置された国防技術移転作業部会

（Defense Technology Transfer Working Group：以下 DTTWG とする）は、省内お

よび国防機関の代表者により構成され、月 1 回会合を開き、国防総省全体としての一

貫した方針を必要とする技術移転問題について検討を行っている。 

 国防長官は、技術移転に関する政策を 1995 年 6 月に発表し、1997 会計年度には、

技術移転の実施に関する方針と手続を制度化するための通達と訓令が起草され、

1999 年に通達が完成した。この通達は、国防総省が持つ技術を国内産業の強化を目
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的に使用することを奨励するものであるが、外国政府や企業に対する技術移転に関

しても、輸出管理法に準拠する形で許可している。 

 

(3)NASA による国際的技術移転 

 NASA の技術開発プログラムの理念、組織、施設、活動内容に関する海外からの問い

合わせには、商業技術事務所が応対しており、問い合わせ内容に関する正確な記録を

保持するとともに、内容の妥当性と適法性に懸念がある場合には防諜担当と相談する

こととしている。 

 一方、技術提供に関する外国組織からの要求は、通常は却下される。国際合意上の

責任を果たすために必要な場合には、外国組織に対しても提供されるが、合意内容と

輸出管理プログラムに沿った形で、輸出管理者との相談の上、該当する部門が実行す

る。特許やライセンス契約に関心を有する外国企業に対しては、必要な範囲において、

公開済み情報と輸出管理の対象とならない技術情報が提示される。また、公共の安全

衛生に関する場合や米国に経済的利益が発生する場合なども技術提供されるが、商業

技術事務所が担当し、承認前に防諜事務所と輸出管理者が調整・相談を行うことにな

っている。外国からの問い合わせで、NASA が開発した技術のうち、米国内の企業に移

転またはライセンス提供されている場合、その要求内容は当該企業に紹介されること

がある。なお、NASA の技術資料の輸出は、すべて輸出管理プログラム（ECP）に従っ

て扱われる。 
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第 3 章 宇宙関連技術の流出を防止する企業システム 

 

技術保護はハイテク企業にとって非常に重要であり、宇宙技術はその最たる例といえ

る。その範囲は、より多くの発明や企業とのつながりの強化を奨励するために作られた積

極的な奨励制度から、不適切な行動を抑止するために実施される防衛手段まであり、ほと

んどの場合、個人向けの奨励制度よりも、守秘契約、競業禁止条項など、直接的手段を通

じて技術の流出を管理することに重点が置かれている。 

 

1.積極的奨励制度 

  企業は、業務の改善を奨励し、創造・工夫、技術革新を触発し、自社に対する忠誠心

を維持するために、一連の奨励制度（インセンティブ）を採用している。最も直接的な方

法は、金銭的な奨励制度である。研究所の一部では、従業員が発明を行った場合、その者

に知的所有権の一部を与える制度を採用しており、発明が商業化されれば、その従業員は

収入を得ることができる。また、知的所有権は企業に留めるが、商業化されて利益を生む

ようになった場合に、開発した従業員に報酬を与える例もある。しかし、多くの大手の宇

宙関連企業では、いずれの奨励制度も採用していない。有用な発明を行った従業員に対し

ては、給与改定とボーナスを通じて報いられる。宇宙関連企業の技術開発の多くは政府と

の契約に基づいて行われているため、発明に対する権利関係は中小企業や研究所と比較し

はるかに複雑である。一方で、宇宙関連企業は、幅広い職業訓練プログラムを行っている

点に特徴がある。多くの大手企業は独自の社内教育とトレーニングを従業員に提供してお

り、教育プログラムに参加するための有給休暇や旅費を提供している。社外での教育・ト

レーニングを受ける機会を与える場合もあり、修士号や博士号、業務に関連した資格を取

得する従業員に授業料を支給している例もある。 

また、熟練した研究者や設計者に、技能を表彰し、会議やワークショップでの交流の

場を提供する場合もあるが、これは従業員と雇用主の双方に有形・無形の利益をもたらす。

従業員にとっては、業績が一般に認知されることにより個人的評価が高まり、資金獲得や

人材を集めることが容易になる。インタビューを行った大手宇宙企業の社長は、会議やワ

ークショップへの出席を従業員に奨励することは、会社にとっても大きな利益になると述

べている。会議に出席することで、企業が行っている研究開発に対する注目度が高まり、

外部の研究者が魅力を感じて集まってくるため、優秀な人材の確保が容易になるとともに、

熟練した専門家とのやりとりを通じてアイデアやコンセプトが向上する効果もある。 
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2.技術保護システム 

  奨励制度以上に影響力があり、企業にとって重要なのは、技術へのアクセスと技術交

流を管理するための制度である。権益を確保するため、各社は企業秘密を保護するた

めの幅広い管理体制を導入しており、競業禁止契約のほか、倫理ガイドラインによっ

て会社の情報・資産に関する厳格な基準を定めている。 

(1) 企業秘密の保護 

  企業秘密保護の起源はコモンローに遡るが、1939 年に、不合理に危険な製品を販売

した者の被害に対する賠償責任に関する「不法行為法リステイトメント（Restatement 

of Torts）」により法律としての制定が試みられた。その後も制定法的に取り扱う傾

向があり、統一法が起草され、いくつかの州ではその全部または一部が採択されてい

る。また、企業秘密の窃盗は、現在では連邦刑法上の罪となっている。 

統一法はリステイトメントと異なり、情報が持つ現在の競争上の価値とともに潜在

的価値も明白に保護するとともに、秘密性を保護するための「妥当な手段」が講じら

れていれば、その情報は秘密と見なされると規定している。しかし、いずれの法律に

も、曖昧な点が残っている。例えば、従業員の転職に際し、雇用主は不競業契約によ

り問題回避を図ることが多いが、契約条件が不当であったり、制定法上の上限を超え

ていれば、執行不可能となる。 

企業秘密には、何らかの財産としての価値があり、不適切な方法でそれを取得する

者には、刑事罰が下される。企業秘密の取扱に関する制定法上の規定を特に設けてい

ない多くの州でも、その秘密は刑法によって保護されている。また、憲法により有効

期限が強制される特許権や著作権と異なり、企業秘密の有効期限は永遠である。 

  企業秘密の定義は、州ごとに異なっている。ニューヨーク州では、慣習法に基づき、

企業秘密を「ある者の事業において使用される方式、パターン、考案品、情報の集ま

りであり、それを知らない、またはそれを使わない競争相手に対する優位性を獲得す

る機会を［当該所有者に］与えるもの」と定義している。また、ニューヨーク州の裁

判所では、どの技術情報を企業秘密と見なすかを決定する上で、以下の点を考慮して

いる。 

• 社会における認知度 

• 従業員または当該事業体と関係を持つ他者に、どの程度知られているか。 

• 当該事業体が、秘密性を保護するために、どの程度の手段を講じているか 

• 当該事業体と競争相手にとっての価値 

• 開発に必要であった作業量または支出額 
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• 他者が適正に取得・複製することの困難性 

 

また、カリフォルニア州が採択している統一企業秘密法は、企業秘密を、方式、パ

ターン、編纂物、プログラム、考案品、方法、技術、プロセスなどの情報のうち、

「 一般の人々にも、開示・使用された場合に経済的価値を得る他者にも知られていな

いことから、実際または潜在的に独自の経済的価値を生み出すものであり」、「秘密

を維持するために、状況に基づいて妥当な努力が必要となるもの」と定義している。 

  このように、「企業秘密」は、秘密性により独自の経済的価値を持ち、秘密性を保持

する試みの対象となる情報である。企業秘密が持つ決定的な特徴は、斬新性ではなく、

秘密性であり、先行技術の使用により明らかに予想される製品やプロセスであってもよ

いし、熟練した機械工が作り出せる単なる機械改良であってもよい。秘密性は、絶対的

なものでなくともよく、ライセンシーや従業員に対しは開示できるものであり、秘密裏

に行われる限り部外者にも開示できる。 

企業秘密として保護可能な情報例 

  顧客情報：顧客リスト、請求関連情報、過去の支払状況、顧客の嗜好、連絡

先情報など 

  製造のプロセス・方式：機械、考案品、設計、青写真、仕様、科学データな

ど 

  事業および財務関連情報：価格情報、入札時の慣行、マーケティング計画、

価格設定に関する方針など 

  コンピュータのプログラム・データ：データベースやソースコードなど 

  従業員のノウハウ：秘密維持または使用制限される状況で獲得された、技能

 

 

競争優位に立つために企業が開発に費やす多大なエネルギーと経営資源を考えれば、

企業秘密にアクセスしていた従業員が会社を去る時に競争的活動に関する制約を課す

ことは妥当であると考えられており、一般に以下の処置が講じられるべきとされてい

る。 
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• 秘密保護方針書の作成 

  これには、秘密情報を不当に使用・開示した場合、解雇の理由となる可能性が

あることを含めて明確に記述するべきである。企業が秘密と見なす情報の定義と、

従業員に期待される秘密情報の取扱方法を明確に記載することが望まれる。また、

従業員が開示予定の情報を秘密か否か確信できない場合、情報開示前に指定した

担当者に確認するよう指示すべきである。 

• 秘密保護方針書に関する従業員教育 

秘密保護方針書を従業員就業規定に含めることが必要である。 

• 秘密保護方針の強制 

企業が秘密保護方針書を強制しなければ、秘密情報は企業秘密としての保護を

受けられない。従って、方針書の内容が妥当かつ実行可能であり、情報を保護で

きるものであることを確認すべきである。また、従業員による秘密保護方針書の

遵守状況のチェックと責任者に対するトレーニングを行い、従業員に定期的に注

意喚起していくことが重要である。 

• 情報に対するアクセス制限 

企業秘密へのアクセスは、すべての従業員が容易にできる状態にせず、必要あ

る者に限定する必要がある。秘密情報は、制限対象であることを明確に表示され

た場所に保管すべきである。代理人、コンサルタント、顧客、合弁事業の相手、

ライセンシーに対しては、守秘契約書に署名するまでの間、情報を開示してはな

らない。 

• 離職時の面談 

従業員が離職する際には面談を実施し、秘密情報に関する注意喚起を行うこと

が有効である。 

 

(2)企業秘密の盗難例 

宇宙関連業界では、ボーイングとノースロップ・グラマンが関係した、企業秘密に

関する2件のスキャンダルが発生し、注目を集めている。 
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（ボーイングによるロッキード・マーチンの企業秘密の盗難） 

 ボーイングの元マネージャー2名は、ロッキード・マーチンから米空軍向けの数百万

ドル規模のプログラムに関する企業秘密を盗み出すことを計画したとして、2003年に

司法省の告発を受けた。2003年6月にロサンゼルスの連邦地方裁判所に提出された刑事

告発書では、ケネス・ブランチとウィリアム・アースキンは、共謀、企業秘密の窃盗、

調達不正行為防止法違反の罪でそれぞれ告発された。ブランチとアースキンは、カリ

フォルニア州ハンティントン・ビーチに基地を持ち、ケープ・カナベラルに施設を置

くボーイングの発展型使い捨て打ち上げ機（Evolved Expendable Launch Vehicle：

以下EELVとする）プログラムを担当するマネージャーであった。EELVは、アトラス／

デルタ・ロケットシステムに使用されている商業衛星を宇宙空間に送り込むために使

用されるロケット打ち上げ機である。政府の衛星を宇宙に向けて発射する際にも使用

されている。 

空軍は、ボーイングとロッキード・マーチンによるEELVサービスの供給を希望する

と1997年に発表し、民間商業衛星の打ち上げで多額の利益が得られる可能性があると

し、EELVプログラムへの投資は両社が自ら負担するよう要請した。最終的には、空軍

は、EELVプログラムの開発費用として両社にそれぞれ5億ドルを提供し、ボーイングと

ロッキード・マーチンは追加の開発費用を支払うことに合意した。 

刑事告発の裏付けとなる宣誓供述書によると、ブランチはロッキード・マーチンの

EELV担当エンジニアであったが、ロッキード・マーチンのEELV関連文書を入手するた

め、ボーイングのEELV担当エンジニアであったアースキンにより1996年に採用された。

ロッキード・マーチンの関連文書を持ち込む見返りとして、ブランチはボーイングに

高給で雇用されることとなり、1997年1月にロッキード・マーチンを離れ、EELVプロジ

ェクト担当者としてボーイングでの勤務を開始した。 

ボーイングとロッキード・マーチンは、EELV関連の28件の契約内容に関する総額約

20億ドルの見積を1998年7月20日に空軍に提出した。1998年10月16日、価格とリスク

評価に基づく検討の結果、ボーイングが28件中19件の契約を落札し、ロッキード・マ

ーチンが残り9件を落札した。供述書によれば、アースキンは1999年6月中旬に、「ブ

ランチを雇ったのは自分である。なぜならば、彼はロッキード・マーチンに勤務中に

自分に接触し、ロッキード・マーチンの見積の全容を渡すので、空軍のEELV関連契約

を受注した場合は、その見返りとしてボーイングでのポストを自分に与えてくれとい

う裏取引を提案してきたからである」と、ボーイングの別の従業員に語っている。

1999年6月、ブランチとアースキンがロッキード・マーチンの関連文書を所持している
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という主張に関し、この二人と面会したボーイングの弁護士の一人がアースキンとブ

ランチの事務所の捜索を行ったところ、「ロッキード・マーチン社専有・競争上極

秘」と書かれた様々な文書が彼らの事務所で発見された。 

 1999年8月、ブランチとアースキンはボーイングから解雇された。社内のブランチと

アースキンのオフィスから回収されたロッキード・マーチンの文書に関しては、EELV

の競争入札に詳しい空軍スタッフによる確認が行われた。この結果、合計3,800ページ

以上に及ぶロッキード・マーチンのものと思われる141件の文書が回収され、36件の文

書に「ロッキード・マーチン社専有・競争上極秘」との表示があった。16件の文書は

ロッキード・マーチン製EELVの製造コストに関連しており、空軍のEELV担当スタッフ

は、競争相手がこうした文書を入手した場合、競争入札の結果に影響する可能性があ

る程度認められると判断した。また、この他の製造コストに関連する7件の文書は、競

争相手がこうした専有文書を入手した場合、競争入札の結果に影響する可能性が高い

と判断された。 

空軍のEELV担当アナリストは、ボーイングのEELV担当がロッキード・マーチンの

EELV関連文書を所持していることが1997年の時点でわかっていれば、直ちに競争入札

を停止し、競争入札の是非について徹底的な調査を行ったであろうとの判断を下した。

「ブランチおよびアースキンに対する告発書には、彼らがフェアプレーの根本的な規

則に違反したと書かれている。競争相手の秘密情報を隠れて使用することにより、彼

らはロッキード・マーチンだけでなく、空軍と政府の活動資金を提供する納税者に対

しても損害を与えた。契約は非常に高額であったので、彼らの不適切な行動は好まし

くない膨大な損害をもたらした」と、連邦検事のデブラ・W・ヤン氏は述べている。 

このスキャンダルの結果、ボーイングは自社情報の取扱を含む多くの手続を変更し

た。ボーイング社の「倫理的なビジネスと行動に関するガイドライン」には、従業員

による情報の使用に関して以下の手続が規定されている。 

外部の者との情報交換は、会議や工場訪問の際、あるいは書類などの有形資料を

通じて行われるが、他者が制限なくすべての情報を容易に使用できる状態でない限

り、そしてすべての情報が公に知られていない限り、その情報の開示・授受を行う

前に専有情報合意書（proprietary information agreement：以下PIAとする）

を当事者間で締結する必要がある。 

PIAの第一の目的は、情報と関連資料の取扱方法に関する当事者間の誤解防止に

役立つことである。PIAはボーイングと相手方との秘密保持に関する関係を定義す
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るものであり、PIAが課す制限・条件に対する違反を予防する注意を払う必要があ

る。PIAがなければ、相手に開示される専有情報が受けるべき保護が不確実になり、

当該情報の専有状態すら失われる可能性もある。 

また、担当者は、PIA締結前に提示する情報がその時点で、社内の供給者管理調

達部門（Supplier Management and Procurement：以下SM&Pとする）が発行する

一般条件合意書などの対象となっていないことを確認する必要がある。一方、

SM&P部門は、①ボーイングが提供するすべての情報または資料に正しい説明が表

示されていること、②秘密である旨が表示されていること、③PIAに基づいて獲得

した情報にアクセス可能なすべてのスタッフが、合意書の存在と合意書による制限

事項を認識していることも確認する必要がある。 

 PIAを申請する従業員は、合意書に基づいて受領・開示されるすべての情報の管

理と保護に関し全般的な責任を負う。この責任には、PIAの制約や条件に従った表

示、管理、処分がなされることを確認すること、情報にアクセスできる担当者を

限定することが含まれる。 

 SM&P組織と契約担当組織は、法務部の支援を受けながら、PIAの作成、確認、

実施、維持に関する責任を負い、これらに所属する従業員は、PIAに関連する各組

織の処理および手順に慣れておく必要がある。 

 

（ノースロップ・グラマンとSpaceXにおける企業秘密の盗難） 

 大手の防衛関連企業のノースロップ・グラマン社（Northrop Grumman Corp.）と創

業したばかりのスペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社（Space 

Exploration Technologies Corp.：以下 SpaceX 社とする）は、最先端のロケットプ

ログラムに関する訴訟を行っている。ノースロップ社と SpaceX 社は、ロケットエンジ

ンとその部品に関する競争相手であることが知られている。国防総省内部には十分な

専門家がいないため、ノースロップは、SpaceX 社のようなロケットや衛星関連企業に

よる事業を空軍が管理する場合にも空軍を支援する立場にある。こうしたノースロッ

プの二重の立場により、エンジニアの一部が政府のために SpaceX 社の事業を監督して

いながら、自社のロケットに関する作業を行っていたが、2004 年 1 月までは問題とさ

れていなかった。 
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ノースロップは、SpaceX がロケット部品に関する企業秘密を盗んだと主張し、

SpaceX は、ノースロップが政府の助言者である立場を濫用して機密情報を入手したと

主張している。一方で、両社はいずれも、自らはいかなる不正行為も行っていないと

主張している。SpaceX は、費用のかかる訴訟を行えば倒産するかも知れないと述べて

おり、起業家が小型ロケット市場における事業開始を見送る可能性が高まっている。

また、問題が行き詰まれば、偵察衛星の打ち上げからミサイル防衛シールドの試験目

標まで、国防総省が強く望む開発コストの削減が遅れる可能性もある。このため、空

軍宇宙ミサイルシステムセンターの司令官であるブライアン・アーノルド中将は、

SpaceX 社の創業者であるイーロン・マスク氏について、「彼は開拓者であり、成功し

てもらう必要がある」と述べている。 

 この問題は、軍の技術開発において、大手の請負業者を代理人として使用すること

が増えていることに関して、根本的な疑問を投げかけている。技術者の削減、予算の

引き締め、国防プログラムの複雑化により、国防総省は業界からの助力を得る目的で、

小規模な独立系技術サービス会社への依存を減らし、大手の民間軍事請負業者に大き

く依存することを余儀なくされている。同時に、国防産業同士の合併により国防総省

の選択肢が狭められ、大手企業の持つ製品群の幅は広がっている。従って、ノースロ

ップやロッキード・マーチンのような最大手の請負業者は、技術支援要請を受けるこ

とが多く、自らの権益と監督下にある会社の権益との相反を招く可能性が高まってい

る。ノースロップの予測では、このような技術支援業務による本年度の収入は 7 億ド

ル、同社の総収入の 2.5 パーセントに達する見込みである。 

国防総省はこの問題を認識しており、空軍の調達担当副長官であるマービン・サン

バー氏は、「我々は、競争環境を維持するためのセーフガードの適用に全力を尽くし

ている」と述べている。しかし、今回の事件に見られるように、大手の請負業者がラ

イバル企業の機密情報を知りうる立場につき、国防総省の多額の予算を左右する外部

委託制度において、倫理問題を回避することは困難であることが明らかになりつつあ

る。空軍によれば、ノースロップが不正なことをした証拠はないとしつつも、「利益

相反緩和計画」の提出を依頼し、その確認を現在も行っている。 

SpaceX 社の創業者であるマスク氏は、物理学を専攻した南アフリカ共和国出身者で

あるが、ベンチャーキャピタルと共に Zip2 と PayPal の 2 社を設立し、Zip2 をコンパ

ック・コンピュータ社（Compaq Computer Corp.）に 3 億 700 万ドルで、またインタ

ーネット決済会社である PayPal 社を eBay 社に 15 億ドルで売却した。2 年前にロサン

ゼルスに移住し、航空業界におけるサウスウェスト航空のように、ロケット打ち上げ
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分野でビジネスを成功することを決意し、自己資金で郊外に建てた工場で SpaceX 社を

開業した。同社の再使用可能なファルコン（Falcon）ロケットは、一回の打ち上げに

かかるコストが 600～2,000 万ドルとなり、ボーイングやロッキードよりもはるかに安

くなっている。このため、民間と国防総省の契約を間もなく受注した。マスク氏は政

府や民間企業から優秀な才能を持つ人材を採用したが、その中にはノースロップによ

り 2002 年に買収された TRW の出身者もいた。現在の訴訟の中心となっている点は、彼

が TRW の技術を使用してエンジンを建造したことである。これは、「ピントル」と呼

ばれるシャワーヘッドに似た部品により、特殊な配列の穴を使用して空気と燃料を燃

焼室に送る技術である。 

空軍は、SpaceX 社のロケットに関する設計確認と打ち上げ安全性の問題に関する評

価をノースロップに依頼した。特定のロケットと衛星のプログラムについてノースロ

ップは空軍との契約に基づく主要な技術アドバイザーであり、仕様関連の契約の作成

まで携わっていたが、この業務も幅広い契約の一部であった。このような助言者的役

割を果たす請負業者は、他社の機密情報へのアクセス権を持つ従業員と、ライバル各

社のプロジェクトに対抗する業務を行う従業員とを隔離することを国防総省により要

求されていた。2004 年 1 月に行われた設計確認において、SpaceX 社は、ノースロップ

がその制限を遵守していないことを心配し、事業開発担当長のグイン・ショットネル

氏は会議を中断し、ノースロップからの参加者のうち競合するロケットプログラムに

関係している者がいれば挙手してくれと依頼した。ノースロップの従業員は 8 名いた

が、うち 5 名が手を挙げたと同氏は言う。SpaceX は会議を取り消し、空軍への抗議を

行った。数週間後、ノースロップは 1 名を残して他の担当エンジニアを全員引き揚げ

させた。欠員を補充するため、空軍は、技術支援以外の契約を行っていないエアロス

ペース社（Aerospace Corp.）のエンジニアを採用した。 

SpaceX とノースロップは意見の相違を解決できず、ノースロップは自らを被害者で

あると主張して、2004 年 5 月に先に訴訟を開始した。ロサンゼルスの州裁判所で、ノ

ースロップは SpaceX と推進系を担当するチーフエンジニアが、エンジン開発のために

企業秘密を盗んだと訴えた。訴えられたエンジニアのトーマス・ミューラー氏は、TRW

とノースロップからマスク氏が採用した数名の従業員のうち、最初に採用された者で

あった。ノースロップは TRW の買収後、ピントル注入式ロケット技術のトップ企業と

なっていたため、ノースロップの弁護人はミューラー氏が転職後に守秘契約書違反を

犯し、SpaceX もそのことを知っていたと主張した。 
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 ノースロップはウォール・ストリート・ジャーナル紙の質問に対し、SpaceX は「ノ

ースロップ・グラマン社・TRW 社専有」というスタンプが押された文書を入手したと主

張している。SpaceX およびミューラー氏は、ノースロップの専有データの使用を否認

している。何十ページにものぼる問題文書のうち専有との表示があるのは 5 ページに

過ぎず、しかもその文書は誤って同社に持ち込まれたものであると主張するとともに、

その文書をまったく使用していないと述べている。 

SpaceX は 2004 年 6 月にロサンゼルスの連邦裁判所において、ノースロップの訴訟

が同社に損害を負わせることを意図した「反競争的で違法な行動のパターン」の一部

であると主張した。さらに、ノースロップが政府の助言者として信頼を受ける立場を

濫用しており、他社の「専有情報の保存、保護、不正使用防止」を目的として考案さ

れた管理体制が「体系的崩壊」の危機に瀕すると主張した。SpaceX の主張によれば、

ノースロップは競争上で優位に立つために、2003 年 3 月頃に SpaceX の情報を探るた

めに内密の調査を行ったとしている。ノースロップはその訴訟が抗弁のための策略だ

と批判し、軍への助言業務に関しては倫理基準を伴う「最高レベルの順守を確保する

厳格なプロセス」を固守していると主張した。ノースロップは、「自らの立場を利用

したことは一度もなく」、「潜在的または認識された利害相反に対する保護となる」

セーフガードを信頼していると述べている。しかし、ノースロップの経営陣は、厳し

い状況を考慮し、利害相反管理に関する社内調査を実施している。 

しかし、潜在的利害相反の問題は、ノースロップ社の他の事業にも影響を与えてお

り、議会の調査機関である政府責任説明局（Government Accountability Office：

以下 GAO とする）は 2004 年 8 月に、倫理管理に根本的に欠陥があるとしてノースロッ

プとの契約の取り消しを海軍に命じた。GAO によれば、対潜水艦および対機雷のプログ

ラム評価に関する同社の提案は、ノースロップ自身が建造する武器システムの評価に

関して客観性が損なわれるなど、潜在的な利害相反の認識を欠くものであるとしてい

る。ノースロップの広報担当によれば、同社は GAO の結論に反して、潜在的な利害相

反をなくす最新のプログラムにより、GAO が懸念する問題に対処できるとしている。 

訴訟の展開に詳しい人々によれば、ノースロップは自らの主張の中に、紛争を解決

し、協調を図れないかと相手を誘う言葉をちりばめていたと言う。当初は企業秘密の

使用を止めるよう SpaceX に明白に警告を与えたと言っていながら、SpaceX からの反

論に押され、この重要な要素を議論から外し請求を撤回することにより、弱体化した。 

SpaceX は、ノースロップの規制順守担当取締役であり、以前は証券取引委員会の委

員であったオーラナ・ピーターズ氏の証人喚問を行う法廷の許可を獲得しようと、あ
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らゆる手段を尽くした。ノースロップは和解案を 2004 年 12 月に提示したが、いかな

る交渉も現在行われていない模様である。「ノースロップは当社がこれほど抵抗する

とは予想していなかったようである。こちらに非がないならば、降りるつもりはな

い」とマスク氏は語る。しかし彼は、この法廷闘争により業務に向ける時間を奪われ

るとともに、財政的にも消耗戦であり、国防総省のビジネスを獲得する SpaceX の能力

も打撃を受けることを認めている。 

ノースロップが州の裁判所で起こした訴訟に関しては、2005 年夏に公判が行われる

予定である。SpaceX が連邦裁判所で起こした訴訟に関しては、ノースロップによる棄

却動議が判事により却下され、2006 年 2 月の公判が予定されている。この結果、空軍

は SpaceX による最初の打ち上げを許可しておらず、来年まで延期されている。マスク

氏はピントル技術を選択したことを悔やんでいるが、法律問題が後悔の理由ではなく、

企業秘密により SpaceX はエンジンを数ヶ月で開発できたとするノースロップの主張と

は反対に追求していた性能を未だに実現できていない。このため、別のエンジン技術

の調査を開始している。 

 

3.企業秘密を保護するメカニズム 

(1)従業員の雇用と競合企業への移籍時における適正評価（デューデリジェンス） 

高度な技能を持つ従業員は、貴重な人材であることが多いが、今日の労働市場は非

常に流動性が高く、短い期間に何回も転職することがある。従って、雇用主は競って

積極的な採用を行い、最高級の従業員を確保する。雇用主は、新たに従業員を雇用す

る際にも、現在の従業員が競争相手の企業に異動する際にも、適正評価（due 

diligence）を行うべきである。実際、新規雇用と退職プロセスへの人事専門家の参加

は、企業の権益を保護する上で不可欠である。 

 適正評価（due diligence）は、「判断を下す前に、または法律的・商業的責任を発

生させる行為を行う前に、行う適正な調査と評価」とされており、人事に関しては、

以下の点が重要となっている。 

• 候補者に関する情報を採用前に収集すること 

• 発生可能性のある雇用関連の問題を、法律顧問および経営陣と相談すること 

• 雇用または退職予定者との合意書など、企業の権益保護を目的として作られた

人事方針を遂行すること 
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• 従業員を引き抜いた場合に備え、企業秘密の保護を義務付ける措置を採ってお

くこと 

• 競業および勧誘禁止契約を使用して、従業員や顧客の獲得を防止すること 

• 従業員が持つ会社のすべての財産（知的財産を含む）を退職前に確実に返却さ

せること 

• 元の雇用主の企業秘密の維持を含め、元の雇用主との間に制約的合意を結んで

いる従業員の活動を監視し、その合意に反しないよう注意すること 

• 企業秘密が盗まれる可能性、法律または企業方針に対する違反が発生する可能

性を十分に認識し、対応策を策定しておくこと。 

なお、従業員のレベルなど、必要となる適正評価の内容は異なる。例えば、上級執

行役員やシニアエンジニアを採用する場合には、厳密な精査が必要である。 

 

(2)下請業者が元請業者に与える権利 

 宇宙産業の元請業者が下請業者に渡す契約書の多くは、下請業者がすべての知的財

産を有料で元請業者に譲渡するという取り決めを規定している。これは、大手の宇宙

関連企業が新規のアイデアとともに、知的所有権の獲得・保護を追及する方法の一つ

となっている。 

 

(3)競業禁止と開示禁止の合意 

 企業は従業員に対し、競業禁止の合意書への署名を求めることが多い。これは、従

業員の雇用契約が終了した後に、その者が行っていた仕事と同様の仕事に従事するこ

とを禁止するものである。競業禁止合意書には、特定の期間が設定されることが一般

的であり、禁止される活動の明確な内容も定義されている。これはかなり強力な保護

手段である一方、従業員の自由な職業選択権を損なう可能性があるので、使用には注

意が必要である。 

開示禁止の合意書は、企業と企業が定期的に使用する請負業者やコンサルタントと

の間で用いられる。これにより、請負業者やコンサルタントは、合意書上に規定され

ている状況でなければ、企業から提示された情報を使用できなくなる。これに違反し

た場合、民事上の責任のみならず、刑事罰の対象にもなる可能性もある。 
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CATEGORY 9 - PROPULSION SYSTEMS,
SPACE VEHICLES AND RELATED

EQUIPMENT
    

A. SYSTEMS, EQUIPMENT AND
COMPONENTS

N.B.:  For propulsion systems designed or
rated against neutron or transient ionizing, see the
U.S. Munitions List, 22 CFR part 121.

    
9A001  Aero gas turbine engines incorporating
any of the “technologies” controlled by
9E003.a, as follows (see List of Items
Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies to only to those MT Column 1
engines that meet the 
characteristics listed in
9A101

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number; parts and
accessories in $ value
Related Controls: See also 9A101 and 9A991
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  Not certified for the specific “civil aircraft” for
which they are intended;

Note:  For the purpose of the “civil aircraft”
certification process, a number of up to 16 civil
certified engines, assemblies, or components
including spares is considered appropriate.

b.  Not certified for civil use by the aviation
authorities in Country Group A:1;

c.  Designed to cruise at speeds exceeding Mach
1.2 for more than thirty minutes.
    

9A002  Marine gas turbine engines with an ISO
standard continuous power rating of 24,245
kW or more and a specific fuel consumption
not exceeding 0.219 kg/kWh in the power range
from 35 to 100%, and specially designed
assemblies and components therefor.
       
License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: $5000
GBS: N/A 
CIV: N/A 

List of Items Controlled:

Unit: Number
Related Controls: N/A
Related Definition:  The term “marine gas
turbine engines” includes those industrial, or
aero-derivative, gas turbine engines adapted
for a ship's electric power generation or
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propulsion. 
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
             

9A003  Specially designed assemblies and
components, incorporating any of the
“technologies” controlled by 9E003.a, for gas
turbine engine propulsion systems, as follows
(see List of Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: $5000
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Number  
Related Controls: N/A
Related Definition: N/A 
Items:

a.  Controlled by 9A001;

b.  Whose design or production origins are either
countries in Country Group D:1 or unknown to
the manufacturer.

9A004  Space launch vehicles and “spacecraft”.

License Requirements

Reason for Control:   NS and AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit:  Equipment in number.  Components,
parts and accessories in $ value.
!Related Controls: 
1.) See also 9A104. 
2.) Space launch vehicles are under the
jurisdiction of the Department of State. 
3.) Effective March 15, 1999, all satellites,
including commercial communications
satellites, are subject to the ITAR.  Effective
March 15, 1999, all license applications for
the export of commercial communications
satellites will be processed by the State
Department, Directorate of Defense Trade
Controls.  Retransfer of jurisdiction for
commercial communications satellites and
related items shall not affect the validity of
any export license issued by the Department
of Commerce prior to March 15, 1999, or of
any export license application filed under the
Export Administration Regulations on or
before March 14, 1999, and subsequently
issued by the Department of Commerce.
Commercial communications satellites
licensed by the Department of Commerce,
including those already exported, remain
subject to the EAR and all terms and
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conditions of issued export licenses until
their stated expiration date.  All licenses
issued by the Department of Commerce
for commercial communications
satellites, including licenses issued after
March 15, 1999, remain subject to SI
controls throughout the validity of the
license.  Effective March 15, 1999,
Department of State jurisdiction shall
apply to any instance where a
replacement license would normally be
required from the Department of
Commerce.  Transferring registration or
operational control to any foreign person
of any item controlled by this entry must
be authorized on a license issued by the
Department of State, Directorate of
Defense Trade Controls.  This
requirement applies whether the item is
physically located in the United States or
abroad. 

4.)  All other “spacecraft” not controlled
under 9A004 and their payloads, and
specifically designed or modified
components, parts, accessories, attachments,
and associated equipment, including ground
support equipment, are subject to the export
licensing authority of the Department of State
unless otherwise transferred to the
Department of Commerce via a commodity
jurisdiction determination by the Department
of State.  
5.) Exporters requesting a license from the
Department of Commerce for “spacecraft”
and their associated parts and components,
other than the international space station,
must provide a statement from the
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls, verifying that the item
intended for export is under the licensing
jurisdiction of the Department of Commerce.
All specially designed or modified
components, parts, accessories, attachments,
and associated equipment for “spacecraft”
that have been determined by the Department
of State through the commodity jurisdiction

process to be under the licensing jurisdiction
of the Department of Commerce and that are
not controlled by any other ECCN on the
Commerce Control List will be assigned a
classification under this ECCN 9A004.
6.)  Technical data required for the detailed
design, development, manufacturing, or
production of the international space station
(to include specifically designed parts and
components) remains under the jurisdiction of
the Department of State.  This control by the
ITAR of detailed design, development,
manufacturing or production technology for
NASA’s international space station does not
include that level of technical data necessary
and reasonable for assurance that a U.S.-built
item intended to operate on NASA’s
international space station has been designed,
manufactured, and tested in conformance with
specified requirements (e.g., operational
performance, reliability, lifetime, product
quality, or delivery expectations).  All
technical data and all defense services,
including all technical assistance, for launch
of the international space station, including
launch vehicle compatibility, integration, or
processing data, are controlled and subject to
the jurisdiction of the Department of State, in
accordance with 22 CFR parts 120 through
130.
Items:

a. The international space station being
developed, launched and operated under the
supervision of the U.S. National Aeronautics and
Space Administration.  Hardware specific to the
international space station transferred to the
Department of Commerce by commodity
jurisdiction action is also included. 

b. Specific items as may be determined to be not
subject to the ITAR through the commodity
jurisdiction procedure administered by the
Department of State after March 15, 1999.
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!9A005  Liquid rocket propulsion systems
containing any of the systems or components
controlled by 9A006. (These items are subject
to the export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls. See 22 CFR part 121.)

!9A006  Systems and components specially
designed for liquid rocket propulsion systems.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

!9A007  Solid rocket propulsion systems.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

          
!9A008  Components specially designed for
solid rocket propulsion systems. (These items
are subject to the export licensing authority of
the U.S. Department of State, Directorate of
Defense Trade Controls. See 22 CFR part 121.)

              
!9A009  Hybrid rocket propulsion systems.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

      
!9A010   Specially designed components,
systems and structures for launch vehicles,
launch vehicle propulsion systems or
“spacecraft”. (These items are subject to the
export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls. See 22 CFR part 121.)

!9A011  Ramjet, scramjet or combined cycle
engines and specially designed components
therefor. (These items are subject to the export
licensing authority of the U.S. Department of
State, Directorate of Defense Trade Controls.
See 22 CFR part 121.)

9A012 Non-military unmanned aerial vehicles,
having any of the following characteristics (see
List of Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies to   MT Column 1
non-military unmanned 
air vehicle systems (UAVs) 
and remotely piloted 
vehicles (RPVs) that are 
capable of a maximum 
range of at least 300 
kilometers (km), 
regardless of payload.

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number; parts and
accessories in $ value
Related Controls: See the U.S. Munitions List
Category VIII (22 CFR part 121). 
Related Definitions:  N/A
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Items:

a.  An autonomous flight control and navigation
capability (e.g., an autopilot with an Inertial
Navigation System); or

b.  Capability of controlled-flight out of the direct
vision range involving a human operator (e.g.,
televisual remote control).

Note: 9A012 does not control model aircraft.

9A018  Equipment on the Wassenaar
Arrangement Munitions List.

License Requirements

Reason for Control:   NS, RS, AT, UN

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

RS applies to 9A018.a and b RS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

UN applies to entire entry Iraq and Rwanda

License Exceptions

LVS: $1500, except N/A for Rwanda
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number;  parts and
accessories in $ value

! Related Controls:  (a) Parachute systems
designed for use in dropping military
equipment, braking military aircraft, slowing
spacecraft descent, or retarding weapons
delivery; (b) Instrument flight trainers for
combat simulation; and (c) military ground

armed or armored vehicles and parts and
components specific thereto described in 22
CFR 121, Category VII; and all-wheel drive
vehicles capable of off-road use that have
been armed or armored with articles described
in 22 CFR 121, Category XIII  (See §770.2(h)
- Interpretation 8) are all subject to the export
licensing jurisdiction of the U.S. Department
of State, Directorate of Defense Trade
Controls. 
Related Definition: This entry controls
parachute systems designed for use in
dropping personnel only. 
Items:

a. Military trainer aircraft bearing “T”
designations:

a.1.  Using reciprocating engines; or

a.2.  Turbo prop engines with less than 600
horse power (h.p.);

a.3.  T-37 model jet trainer aircraft; and

a.4.  Specially designed component parts.

b. Ground transport vehicles (including trailers)
and parts and components therefor designed or
modified for non-combat military use and
unarmed all-wheel drive vehicles capable of off-
road use which have been manufactured or fitted
with materials to provide ballistic protection to
level III (National Institute of Justice standard
0108.01, September 1985) or better.  (See
§770.2(h) - Interpretation 8).

c. Pressure refuelers, pressure refueling
equipment, and equipment specially designed to
facilitate operations in confined areas; and ground
equipment, n.e.s, developed specially for military
aircraft and helicopters, and specially designed
parts and accessories, n.e.s.;

d.  Pressurized breathing equipment specially
designed for use in military aircraft and
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helicopters;

e.  Military parachutes and complete canopies,
harnesses, and platforms and electronic release
mechanisms therefor, except such types as are in
normal sporting use;

f.  Military instrument flight trainers, except for
combat simulation; and components, parts,
attachments and accessories specially designed for
such equipment.

9A101  Lightweight turbojet and turbofan
engines (including turbocompound engines)
usable in “missiles”, other than those
controlled by 9A001, as follows (see List of
Items Controlled).
            
License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number;  parts and
accessories in $ value
!Related Controls:  9A101.b controls only
engines for non-military unmanned air
vehicles [UAVs] or remotely piloted vehicles
[RPVs], and does not control other engines
designed or modified for use in”missiles”,
which are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,

Directorate of Defense Trade Controls (see 22
CFR part 121).
Related Definitions:  N/A
Items:

a. Engines having both of the following
characteristics:

a.1.  Maximum thrust value greater than 400
N (achieved  un-installed) excluding civil certified
engines with a maximum thrust value greater than
8,890 N (achieved un-installed), and

a.2. Specific fuel consumption of 0.15 kg/N/hr
or less (at maximum continuous power at sea level
static and standard conditions); or

b. Engines designed or modified for use in
“missiles”, regardless of thrust or specific fuel
consumption.
   

!9A104  Sounding rockets, capable of a range
of at least 300 km. (These items are subject to
the export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls. See 22 CFR part 121.) 

!9A105  Liquid propellant rocket engines.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.) 

9A106  Systems or components, other than
those controlled by 9A006, usable in “missiles”,
as follows (see List of Items Controlled), and
specially designed for liquid rocket propulsion
systems.
         
License Requirements

Reason for Control:   MT, AT
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Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment and components in number;
parts and accessories in $ value
!Related Controls:  Items described in
9A106.a, .b, and .c  are subject to the export
licensing authority of the U.S. Department of
State, Directorate of Defense Trade Controls
(See 22 CFR part 121).
Related Definitions: N/A  
Items:

a. Ablative liners for thrust or combustion
chambers;
         
b.  Rocket nozzles;
         
c.  Thrust vector control sub-systems;
         

Technical Note:  Examples of methods of
achieving thrust vector control controlled by
9A106.c includes:

1.  Flexible nozzle;

2.  Fluid or secondary gas injection;

3.  Movable engine or nozzle;

4.  Deflection of exhaust gas steam (jet
vanes or probes); or

5.  Thrust tabs.
                                  

d. Liquid and slurry propellant (including
oxidizers) control systems, and specially designed
components therefor, designed or modified to
operate in vibration environments of more than 10
g rms between 20 Hz and 2000 Hz.

     Note:  The only servo valves and pumps
controlled by 9A106.d, are the following:

a.  Servo valves designed for flow rates of
24 liters per minute or greater, at an absolute
pressure of 7 Mpa or greater, that have an
actuator response time of less than 100 ms;

b.  Pumps, for liquid propellants, with
shaft speeds equal to or greater than 8,000 rpm or
with discharge pressures equal to or greater than
7 Mpa.

e. Flight control servo valves designed or
modified for use in “missiles” and designed or
modified to operate in a vibration environment of
more than 10g RMS over the entire range between
20Hz and 2 kHz.

!9A107  Solid propellant rocket engines,
usable in rockets with a range capability of 300
Km or greater, other than those controlled by
9A007, having total impulse capacity of 0.841
Mns or greater. (These items are subject to the
export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls. See 22 CFR part 121.)

!9A108  Solid rocket propulsion components,
other than those controlled by 9A008, usable in
rockets with a range capability of 300 Km or
greater. (These items are subject to the export
licensing authority of the U.S. Department of
State, Directorate of Defense Trade Controls.
See 22 CFR part 121.)
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!9A109   Hybrid rocket motors, usable in
rockets with a range capability of 300 Km or
greater, other than those controlled by 9A009,
and specially designed components therefor.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

9A110   Composite structures, laminates and
manufactures thereof, other than those
controlled by entry 9A010, specially designed
for use in “missiles” or the subsystems
controlled by entries 9A005, 9A007, 9A105.a,
9A106 to 9A108, 9A116, or 9A119.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Kilograms
Related Controls: 1.)   See also 1A002. 2.)
“Composite structures, laminates, and
manufactures thereof, specially designed for
use in missile systems are under the licensing
authority of the Directorate of Defense Trade
Controls, U.S. Department of State, except
those specially designed for non-military
unmanned air vehicles controlled in 9A012.
Related Definitions: N/A  

Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

!9A111  Pulse jet engines, usable in “missiles”,
and specially designed components therefor.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)
 
 
9A115 Apparatus, devices and vehicles,
designed or modified for the transport,
handling, control, activation and launching of
rockets, missiles, and unmanned aerial vehicles
capable of achieving a “range” equal to or
greater than 300 km.  (These items are subject
to the export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls.  See 22 CFR part 121.)
    

!9A116  Reentry vehicles, usable in “missiles”,
and equipment designed or modified therefor.
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

 
9A117 Staging mechanisms, separation
mechanisms, and interstages therefor, usable in
“missiles”. (These items are subject to the
export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls. See 22 CFR part 121.)
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!9A118  Devices to regulate combustion usable
in engines which are usable in rockets with a
range capability greater than 300 Km or
greater, controlled by 9A011 or 9A111. (These
items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

!9A119  Individual rocket stages, usable in
rockets with a range capability greater than
300 Km or greater, other than those controlled
by 9A005, 9A007, 9A009, 9A105, 9A107 and
9A109. (These items are subject to the export
licensing authority of the U.S. Department of
State, Directorate of Defense Trade Controls.
See 22 CFR part 121.)

9A120 Complete unmanned aerial vehicles
designed or modified to dispense an aerosol,
capable of carrying elements of a payload in
the form of a particulate or liquid other than
fuel components of such vehicles of a volume
greater than 20 liters, and having any of the
following:

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number; parts and
accessories in $ value
Related Controls: See ECCN 9A012 or the
U.S. Munitions List Category VIII (22 CFR
part 121). 
Related Definitions: N/A
Items:

a.  An autonomous flight control and navigation
capability (e.g., an autopilot with an inertial
navigation system); or

b.  Capability of controlled-flight out of the direct
vision range involving a human operator (e.g.,
televisual remote control).

NOTE: 1.  Item does not control model
aircraft intended for recreational or competition
purposes.

2.  Item does not control UAVs
designed to accept payloads (such as remote
sensing equipment or communications
equipment), that lack an aerosol dispensing
system/mechanism.

TECHNICAL NOTES:  

 1.  Complete systems comprise those
unmanned air vehicles (UAVs) already configured
with, or already modified to incorporate, an
aerosol delivery mechanism.

2.  An aerosol consists of a particulate or
liquid dispersed in the atmosphere.  Examples of
aerosols include liquid pesticides for crop dusting
and dry chemicals for cloud seeding.

3.  The phrase “elements of a payload in
the form of a particulate or liquid” refers to the
particulate or liquid being a part (possibly one of
many parts) of the payload.

4.  The phrase “particulate or liquid
other than fuel components” was added to ensure
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such items as exhaust vapour (a byproduct of
combustion in the form of a particulate) and
liquid fuel and its components (e.g. additives such
as oil) were not considered as control criteria
when evaluating UAVs against this control.

5. This item does not control UAVs that
are exported without the aerosol dispensing
system/mechanism included at time of export.

9A980  Nonmilitary mobile crime science
laboratories; and parts and accessories, n.e.s.

License Requirements

Reason for Control:   CC

Control(s) Country Chart

CC applies to entire entry CC Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9A990  Diesel engines, n.e.s., and tractors and
specially designed parts therefor, n.e.s.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1
except 9A990.a

AT applies to 9A990.a only AT Column 2

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  Diesel engines, n.e.s., for trucks, tractors, and
automotive applications of continuous brake
horsepower of 400 BHP (298 kW) or greater
(performance based on SAE J1349 standard
conditions of 100 Kpa and 25°)

b.  Off highway wheel tractors of carriage
capacity 9 mt (20,000 lbs) or more; and parts and
accessories, n.e.s.

c.  On-Highway tractors, with single or tandem
rear axles rated for 9 mt per axel (20,000 lbs.) or
greater and specially designed parts.

9A991  “Aircraft”, n.e.s., and gas turbine
engines not controlled by 9A001 or 9A101 and
parts and components, n.e.s.

License Requirements

Reason for Control:  AT, UN

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1
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UN applies to 9A991.a Iraq and Rwanda

License Requirement Notes: There is no de
minimis level for foreign-made aircraft described
by this entry that incorporate Commercial Standby
Instrument Systems (CSIS) that integrate
QRS11-00100-100/101 Micromachined Angular
Rate Sensors (see §734.4(a) of the EAR).

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: QRS11 Micromachined
Angular Rate Sensors are subject to the
export licensing jurisdiction of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
T r a d e  C o n t r o l s ,  u n l e s s  t h e
QRS11-00100-100/101 is integrated into and
included as an integral part of a CSIS of the
type described in ECCN 7A994 or aircraft of
the type described in ECCN 9A991 that
incorporates a CSIS that has such a sensor
integrated, or is exported solely for
integration into such a system.   (See 22 CFR
Part 121.)  In the latter case, such items are
subject to the licensing jurisdiction of the
Department of Commerce.  Technology
specific to the development and production of
QRS11 sensors remains subject to the
licensing jurisdiction of the Department of
State.
Related Definitions:  N/A
Items:

a. Military aircraft, demilitarized (not specifically
equipped or modified for military operation), as
follows:

a.1.  Cargo, “C-45 through C-118" inclusive,
and “C-121,”

a.2.  Trainers, bearing a “T” designation and
using piston engines,

a.3.  Utility, bearing a “U” designation and
using piston engines,

a.4.  Liaison, bearing an “L” designation, and

a.5.  Observation, bearing an “O” designation
and using piston engines;

b.  Civil aircraft; and

Note:  Specify make and model of aircraft and
type of avionic equipment on aircraft.

c. Aero gas turbine engines, and specially
designed parts therefor.

Note:  9A991.c does not control aero gas
turbine engines that are destined for use in civil
“aircraft” and that have been in use in bona fide
civil “aircraft” for more than eight years. 

d.  Aircraft parts and components, n.e.s.

e.  Pressurized aircraft breathing equipment,
n.e.s.; and specially designed parts therefor, n.e.s.

9A992  Complete canopies, harnesses, and
platforms and electronic release mechanisms
therefor, except such types as are in normal
sporting use.

License Requirements

Reason for Control:  AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
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GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

B.  TEST, INSPECTION AND
PRODUCTION EQUIPMENT

    

9B001  Specially designed equipment, tooling
and fixtures, as follows (see List of Items
Controlled), for manufacturing gas turbine
blades, vanes or tip shroud castings.

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies only to equipment MT Column 1
for engines that meet the 
characteristics described in
9A001

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions

LVS: $5000, except N/A for MT 
GBS: Yes, except N/A for MT

CIV: Yes, except N/A for MT

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls:  For specially designed
production equipment of systems, sub-
systems and components controlled by 9A005
to 9A009, 9A011, 9A101, 9A105 to 9A109,
9A111, and 9A116 to 9A119 usable in
“missiles” see 9B115.  See also 9B991.
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  Directional solidification or single crystal
casting equipment;

b.    Ceramic cores or shells.
 

9B002  On-line (real time) control systems,
instrumentation (including sensors) or
automated data acquisition and processing
equipment, specially designed for the
“development” of gas turbine engines,
assemblies or components incorporating
“technologies” controlled by 9E003.a.
License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies only to equipment MT Column 1
for engines that meet the 
characteristics described in
9A001

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: $3000, except N/A for MT 
GBS: Yes, except N/A for MT
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CIV: Yes, except N/A for MT 

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9B003  Equipment specially designed for the
“production” or test of gas turbine brush seals
designed to operate at tip speeds exceeding 335
m/s, and temperatures in excess of 773 K
(500°C), and specially designed components or
accessories therefor.
       
License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies only to equipment MT Column 1
for engines that meet the 
characteristics described in
9A001

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions 

LVS: $5000, except N/A for MT 
GBS: Yes, except N/A for MT
CIV: Yes, except N/A for MT

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: See also 9B115
Related Definitions: N/A

Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9B004  Tools, dies or fixtures for the solid state
joining of “superalloy”, titanium or
intermetallic airfoil-to-disk combinations
described in 9E003.a.3 or 9E003.a.6 for gas
turbines.
       
License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies only to equipment MT Column 1
for engines that meet the 
characteristics described in
9A001

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: $3000, except N/A for MT 
GBS: Yes, except N/A for MT
CIV: Yes, except N/A for MT

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
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9B005  On-line (real time) control systems,
instrumentation (including sensors) or
automated data acquisition and processing
equipment, specially designed for use with any
of the following wind tunnels or devices (see
List of Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls:  See also 9B105
Related Definitions:  N/A
Items:    

       
a.  Wind tunnels designed for speeds of Mach 1.2
or more, except those specially designed for
educational purposes and having a test section
size (measured laterally) of less than 250 mm;

Technical Note:  Test section size in 9B005.a
means the diameter of the circle, or the side of the
square, or the longest side of the rectangle, at the
largest test section location.

b.  Devices for simulating flow-environments at
speeds exceeding Mach 5, including hot-shot
tunnels, plasma arc tunnels, shock tubes, shock
tunnels, gas tunnels and light gas guns; or

c. Wind tunnels or devices, other than
two-dimensional sections, capable of simulating
Reynolds number flows exceeding 25 x 106.
          

9B006  Acoustic vibration test equipment
capable of producing sound pressure levels of
160 Db or more (referenced to 20 uPa) with a
rated output of 4 kW or more at a test cell
temperature exceeding 1,273 K (1,000°C), and
specially designed quartz heaters therefor.

License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: $3000 
GBS: Yes 
CIV: Yes

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: See also 9B106.  Note that
some items in 9B006 may also be controlled
under 9B106.
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
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9B007  Equipment specially designed for
inspecting the integrity of rocket motors using
non-destructive test (NDT) techniques other
than planar X-ray or basic physical or
chemical analysis.

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: N/A
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

       
9B008  Transducers specially designed for the
direct measurement of the wall skin friction of
the test flow with a stagnation temperature
exceeding 833 K (560°C).
       
License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: $5000
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Number
Related Controls: N/A
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9B009  Tooling specially designed for
producing turbine engine powder metallurgy
rotor components capable of operating at
stress levels of 60% of ultimate tensile strength
(UTS) or more and metal temperatures of 873
K (600°C) or more.
       
License Requirements

Reason for Control:   NS, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: $5000
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled
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Unit: Equipment in number; parts and
accessories in $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9B105  Wind tunnels for speeds of Mach 0.9 or
more, usable for “missiles” and their
subsystems.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: See also 9B005
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
        
 
9B106  Environmental chambers and anechoic
chambers, as follows (see List of Items
Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions: N/A
Items:

a.  Environmental chambers capable of simulating
all of the following flight conditions:

a.1.  Vibration environments of 10 g RMS or
greater between 20 Hz and 2,000 Hz imparting
forces of 5 kN or greater; and

a.2. Any of the following:

a.2.a. Altitude of 15,000 m or greater;
or

a.2.b. Temperature range of at least 223
K (-50° C) to 398 K (+125° C);

b.  Anechoic chambers capable of simulating all
of the following flight conditions:

b.1. Acoustic environments at an overall
sound pressure level of 140 dB or greater
(referenced to 2 x 10-5 N/m²) or with a rated
power output of 4kW or greater; and

b.2. Any of the following:



Commerce Control List Supplement No. 1 to Part 774 Category 9—page 17

Export Administration Regulations October 12, 2004 

b.2.a. Altitude of 15,000 m or greater;
or

b.2.b. Temperature range of at least
223K (-50° C) to 398 K (+125° C).

9B115  Specially designed “production
equipment” for the systems, sub-systems and
components controlled by 9A004 to 9A009,
9A011, 9A101, 9A104 to 9A109, 9A111, 9A116
to 9A119. 

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number; components in $
value
!Related Controls: Although items described
in ECCNs 9A004 to 9A009, 9A011, 9A101,
9A104 to 9A109; 9A111, 9A116 to 9A119
are subject to the export licensing authority of
the Department of State, Directorate of
Defense Trade Controls (22 CFR part 121),
the “production equipment” controlled in this
entry that is related to these items is subject to
the export licensing authority of BIS.
Related Definitions: NA.
Items: 

The list of items controlled is contained in the

ECCN heading.  

9B116 Specially designed “production
facilities” for the systems, sub-systems, and
components controlled by 9A004 to 9A009,
9A011, 9A012, 9A101, 9A104 to 9A109, 9A111,
9A116 to 9A119.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: Equipment in number; components in $
value
!Related Controls: Although items described
in ECCNs 9A004 to 9A009, 9A011, 9A101,
9A104 to 9A109; 9A111, 9A116 to 9A119
are subject to the export licensing authority of
the Department of State, Directorate of
Defense Trade Controls (22 CFR part 121),
the “production equipment” controlled in this
entry that is related to these items is subject to
the export licensing authority of BIS.
Related Definitions: NA
Items: 

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.  
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9B117  Test benches and test stands for solid or
liquid propellant rockets or rocket motors,
having either of the following characteristics
(see List of Items Controlled). 

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: See also 9B990
Related Definitions:  N/A
Items:

             
a.  The capacity to handle more than 90 Kn of
thrust; or
             
b.  Capable of simultaneously measuring the three
axial thrust components.
             

9B990   Vibration test equipment and specially
designed parts and components, n.e.s.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9B991  Specially designed equipment, tooling
or fixtures, not controlled by 9B001, as
described in the List of Items Controlled, for
manufacturing or measuring gas turbine
blades, vanes or tip shroud castings.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

LVS: N/A
GBS: N/A
CIV: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls:  N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  Automated equipment using non-mechanical
methods for measuring airfoil wall thickness;
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b.  Tooling, fixtures or measuring equipment for
the “laser”, water jet or ECM/EDM hole drilling
processes controlled by 9E003.c;

c.  Ceramic core leaching equipment;

d.  Ceramic core manufacturing equipment or
tools;

e.  Ceramic shell wax pattern preparation
equipment;

f.  Ceramic shell burn out or firing equipment. 

C.  MATERIALS 

9C110  Resin impregnated fiber prepregs and
metal coated fiber preforms therefor, for
composite structures, laminates and
manufactures specified in 9A110, made either
with organic matrix or metal matrix utilizing
fibrous or filamentary reinforcements having
a specific tensile strength greater than 7.62 x
104 m and a specific modulus greater than 3.18
x 106 m.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

LVS:  N/A
GBS:  N/A
CIV:  N/A

List of Items Controlled

Unit: Kilograms
Related Controls: 1.)  See also 1C010 and
1C210.c.  2.)  The only resin impregnated
fiber prepregs controlled by entry 9C110 are
those using resins with a glass transition
temperature (Tg), after cure, exceeding 418 K
(145 °C) as determined by ASTM D4065 or
national equivalents. 
Related Definitions: N/A  
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
    
    

D.  SOFTWARE

9D001 “Software” specially designed or
modified for the “development” of equipment
or “technology” controlled by 9A (except
9A018, 9A990 or 9A991), 9B (except 9B990 or
9B991) or 9E003.

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart
NS applies to “software” NS Column 1
for items controlled by
9A001 to 9A003, 9A012,
9B001 to 9B009, 9E003

MT applies to “software” MT Column 1
for equipment controlled 
by  9A106.a and .b, or 
9B116 for  MT reasons

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions  
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CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: 1.)   “Software” “required”
for the “development” of items controlled by
9A004 is subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. (See
22 CFR part 121.)  2.) “Software” “required”
for the “development” of equipment or
“technology” subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls is also
subject to the same licensing jurisdiction.
(See 22 CFR part 121.)
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9D002 “Software” specially designed or
modified for the “production” of equipment
controlled by 9A (except 9A018, 9A990, or
9A991) or 9B (except 9B990 or 9B991).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to “software” NS Column 1
for equipment controlled
by 9A001 to 9A003, 9A012,
9B001 to 9B009, or 9E003

MT applies to “software”  MT Column 1
for equipment controlled 
by  9B116 for  MT reasons

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
!Related Controls: 1.) “Software” “required”
for the “production” of items controlled by
9A004 is subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. (See
22 CFR part 121.)  2.) “Software” “required”
for the “production” of equipment or
“technology” subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls is also
subject to the same licensing jurisdiction.
(See 22 CFR part 121.)
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9D003    “Software”  specially designed or
modified for the “use” of full authority digital
electronic engine controls (FADEC) for
propulsion systems controlled by 9A (except
9A018, 9A990 or 9A991) or equipment
controlled by 9B (except 9B990 or 9B991), as
follows (see List of Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to “software” NS Column 1
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for “use” of FADEC for 
equipment controlled by
9A001 to 9A003

MT applies to “software” MT Column 1
required for the “use” of
FADEC for gas turbine 
engines controlled by 
9A101, 9A106, or
9A110

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

CIV: Yes, except N/A for MT
TSR: Yes, except N/A for MT

List of Items Controlled

Unit: $ value
!Related Controls: 1.)  See also 9D103. 2.)
“Software” “required” for the “use” of
equipment or “technology” subject to the
export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense
Trade Controls is also subject to the same
licensing jurisdiction.  (See 22 CFR part 121.)
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  “Software” in digital electronic controls for
propulsion systems, aerospace test facilities or air
breathing aero-engine test facilities;

b.  Fault-tolerant “software” used in “FADEC”
systems for propulsion systems and associated test
facilities.

          
9D004  Other “software”, as follows (see List of
Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls:  N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  2D or 3D viscous “software” validated with
wind tunnel or flight test data required for detailed
engine flow modelling;

b. “Software” for testing aero gas turbine engines,
assemblies or components, specially designed to
collect, reduce and analyze data in real time, and
capable of feedback control, including the
dynamic adjustment of test articles or test
conditions, as the test is in progress;

c. “Software” specially designed to control
directional solidification or single crystal casting;

d. “Software” in “source code”, “object code” or
machine code required for the “use” of active
compensating systems for rotor blade tip
clearance control.

Note:  9D004.d does not control “software”
embedded in uncontrolled equipment or required
for maintenance activities associated with the
calibration or repair or updates to the active
compensating clearance control system.
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9D018 “Software” for the “use” of equipment
controlled by 9A018.

License Requirements

Reason for Control:   NS, RS, AT, UN

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

RS applies to 9A018.a and .b RS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

UN applies to entire entry Iraq and Rwanda

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: Yes for Australia, Japan, New
Zealand, and NATO countries that are also
listed in Country Group B of Supplement No.
1 to part 740 of the EAR.

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9D101  “Software” specially designed or
modified for the “use” of commodities
controlled by 9B105, 9B106, 9B116, or 9B117.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading. 

!9D103  “Software” specially designed for
modelling, simulation or design integration of
“missiles”, or the subsystems controlled by
9A005, 9A007, 9A105.a, 9A106, 9A108, 9A116
or 9A119. (This entry is subject to the export
licensing authority of the U.S. Department of
State, Directorate of Defense Trade Controls.
See 22 CFR part 121.)
  

9D104  “Software” specially designed and
modified for the “use” of equipment controlled
by 9A001, 9A005, 9A006.d, 9A006.g, 9A007.a,
9A008.d, 9A009.a, 9A010.d, 9A011, 9A012  (for
MT controlled items only), 9A101, 9A105,
9A106.c and .d, 9A107, 9A108.c, 9A109, 9A111,
9A115.a, 9A116.d, 9A117, or 9A118.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1
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AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

CIV:  N/A
TSR:  N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: “Software” for
commodities controlled by 9A005 to 9A011,
9A105, 9A106.c, 9A107 to 9A109, 9A111,
9A115, 9A116, 9A117, and 9A118 are
subject to the export licensing authority of the
U.S. Department of State, Directorate of
Defense Trade Controls (see 22 CFR part
121). 
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

  
9D105  “Software” that coordinates the
function of more than one subsystem, specially
designed or modified for “use” in “missiles.”
(These items are subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls. See 22
CFR part 121.)

9D990 “Software”,  n.e.s . ,  for the
“development” or “production” of equipment
controlled by 9A990 or 9B990.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to “software” AT Column 1
for equipment under 

9A990 except 9A990.a

AT applies to “software” AT Column 2
for equipment under
 9A990.a only

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9D991   “Software”, for the “development” or
“production” of equipment controlled by
9A991 or 9B991.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:
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The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

E.  TECHNOLOGY
    

Note:  “Development” or “production”
“technology” controlled by 9E001 to 9E003 for
gas turbine engines remains controlled when used
as “use” “technology” for repair, rebuild and
overhaul. Excluded from control are: technical
data, drawings or documentation for maintenance
activities directly associated with calibration,
removal or replacement of damaged or
unserviceable line replaceable units, including
replacement of whole engines or engine modules

.
9E001  “Technology” according to the General
Technology Note for the “development” of
equipment or “software” controlled by
9A001.c, 9A004 to 9A011, 9B (except 9B990 or
9B991), or 9D (except 9D990 or 9D991). 

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to “technology” NS Column 1
for items controlled by
9A001.c, 9B001 to 9B009,
9D001 to 9D004

MT applies to “technology” MT Column 1
for items controlled by
9B001, 9B002, 9B003, 
9B004, 9B005, 9B007, 
9B105, 9B106, 9B116, 
9B117, 9D001, 9D002,
9D003, and 9D004 
for MT reasons

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit:  N/A
!Related Controls: 1.) See also 9E101 and
1E002.f (for controls on “technology” for the
repair of controlled structures, laminates or
materials). 2.) The “technology” required for
the “development” of equipment controlled
by 9A004 is subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls.  (See
22 CFR part 121.)  3.)  “Technology”,
required for the “development” of equipment
or “software” subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls, is also
subject to the same licensing jurisdiction.
(See 22 CFR part 121).  
Related Definitions:  “Development” or
“production” “technology” controlled by 9E
for gas turbine engines remains controlled
when used as “use” “technology” for repair,
rebuild and overhaul.  Excluded from control
are:  technology, drawings or documentation
for maintenance activities directly associated
with calibration, removal or replacement of
damaged or unserviceable line replaceable
units, including replacement of whole engines
or engine modules.
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.
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9E002  “Technology” according to the General
Technology Note for the “production” of
equipment controlled by 9A001.c, 9A004 to
9A011 or 9B (except 9B990 or 9B991).

License Requirements

Reason for Control:   NS, MT, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

MT applies to “technology” MT Column 1
for equipment controlled 
by 9B001, 9B002, 9B003, 
9B004, 9B005, 9B007, 
9B105, 9B106, 9B116, 
and 9B117 for MT reasons

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit:  N/A
!Related Controls: 1.) See also 9E102. 2.)
See also 1E002.f for ‘technology” for the
repair of controlled structures, laminates or
materials. 3.) The “technology” required for
the “development” of equipment controlled
by 9A004 is subject to the export licensing
authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls.  (See
22 CFR part 121.)  4.) “Technology”, required
for the “development” of equipment or
“software” subject to the export licensing

authority of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls, is also
subject to the same licensing jurisdiction.
(See 22 CFR part 121).
Related Definitions: N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E003  Other “technology”, as follows (see List
of Items Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   NS, SI, AT

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

SI applies to 9E003.a.1 through a.11, and h.  See
§742.14 of the EAR for additional information. 

AT applies to entire entry AT Column 1

License Requirement Notes:  See §743.1 of
the EAR for reporting requirements for exports
under License Exceptions.

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit:  N/A
Related Controls: 1.) Hot section
“technology” specifically designed, modified,
or equipped for military uses or purposes, or
developed principally with U.S. Department
of Defense funding, is subject to the licensing
authority of the U.S. Department of State. 2.)
“Technology” is subject to the EAR when
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actually applied to a commercial aircraft
engine program.  Exporters may seek to
establish commercial application either
on a case-by-case basis through
s u b m i s s i o n o f  docume n t a t i on
demonstrating application to a
commercial program in requesting an
export license from the Department
Commerce in respect to a specific export,
or in the case of use for broad categories
of aircraft, engines, or components, a
commodity jurisdiction determination
from the Department of State.

Related Definitions:  N/A
Items:

a. “Technology” “required” for the
“development”, “production”of any of the
following gas turbine engine components or
systems:

a.1.  Gas turbine blades, vanes or tip shrouds
made from directionally solidified (DS) or single
crystal (SC) alloys having (in the 001 Miller Index
Direction) a stress-rupture life exceeding 400
hours at 1,273 K (1,000°C) at a stress of 200 MPa,
based on the average property values;

a.2.  Multiple domed combustors operating at
average burner outlet temperatures exceeding
1,813 K (1,540° C) or combustors incorporating
thermally decoupled combustion liners,
non-metallic liners or non-metallic shells;

a.3.  Components manufactured from any of
the following:

a.3.a. Organic “composite” materials
designed to operate above 588 K (315°C);

a.3.b.  Metal “matrix” “composite”,
ceramic “matrix”, intermetallic or intermetallic
reinforced materials controlled by 1C007; or

a.3.c.  “Composite” material controlled by
1C010 and manufactured with resins controlled by

1C008.

a.4. Uncooled turbine blades, vanes,
tip-shrouds or other components designed to
operate at gas path temperatures of 1,323 K
(1,050°C) or more; 

a.5. Cooled turbine blades, vanes or
tip-shrouds, other than those described in
9E003.a.1, exposed to gas path temperatures of
1,643 K (1,370°C) or more;

a.6.  Airfoil-to-disk blade combinations using
solid state joining;

a.7.  Gas turbine engine components using
“diffusion bonding” “technology” controlled by
2E003.b;

a.8.  Damage tolerant gas turbine engine
rotating components using powder metallurgy
materials controlled by 1C002.b;

a.9. Full authority digital electronic engine
control (FADEC) for gas turbine and combined
cycle engines and their related diagnostic
components, sensors and specially designed
components;

a.10.  Adjustable flow path geometry and
associated control systems for:

a.10.a.  Gas generator turbines;

a.10.b.  Fan or power turbines;
                

a.10.c.  Propelling nozzles; or

Note 1: .  Adjustable flow path geometry
and associated control systems in 9E003.a.10 do
not include inlet guide vanes, variable pitch fans,
variable stators or bleed valves for compressors.

Note 2: 9E003.a.10 does not control
“development” or “production” “technology” for
adjustable flow path geometry for reverse thrust.
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a.11.  Wide chord hollow fan blades without

part-span support;

b. “Technology” “required” for the
“development” or “production” of any of the
following:

b.1.  Wind tunnel aero-models equipped with
non-intrusive sensors capable of transmitting data
from the sensors to the data acquisition system; or

b.2.  “Composite” propeller blades or
propfans capable of absorbing more than 2,000
kW at flight speeds exceeding Mach 0.55;
              
c. “Technology” “required” for the “development”
or “production” of gas turbine engine components
using “laser”, water jet, ECM or EDM hole
drilling processes to produce holes having any of
the following sets of characteristics:

c.1.   All of the following:

c.1.a.  Depths more than four times their
diameter;

c.1.b.  Diameters less than 0.76 mm; and

c.1.c.  Incidence angles equal to or less
than 25°; or

c.2.  All of the following:

c.2.a.  Depths more than five times their
diameter;

c.2.b.  Diameters less than 0.4 mm; and

c.2.c.  Incidence angles of more than 25°;

Technical Note:  For the purposes of
9E003.c, incidence angle is measured from a
plane tangential to the airfoil surface at the point
where the hole axis enters the airfoil surface.
          

d. “Technology” “required” for the
“development” or “production” of helicopter
power transfer systems or tilt rotor or tilt wing
“aircraft” power transfer systems; 

e.  “Technology” for the “development” or
“production” of reciprocating diesel engine
ground vehicle propulsion systems having all of
the following:

e.1.  A box volume of 1.2 m3 or less;

e.2.  An overall power output of more than
750 kW based on 80/1269/EEC, ISO 2534 or
national equivalents; and

e.3.  A power density of more than 700 kW/m3

of box volume;

Technical Note:  Box volume: the product of
three perpendicular dimensions measured in the
following way:

Length:  The length of the crankshaft from
front flange to flywheel face;

Width:  The widest of the following:

a.  The outside dimension from valve
cover to valve cover;
                  

b.  The dimensions of the outside
edges of the cylinder heads; or

c.  The diameter of the flywheel
housing;
                 

Height:  The largest of the following:

a.  The dimension of the crankshaft
center-line to the top plane of the valve cover (or
cylinder head) plus twice the stroke; or

b.  The diameter of the flywheel
housing.
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f.  “Technology” “required” for the “production”
of specially designed components, as follows, for
high output diesel engines:

f.1.  “Technology” “required” for the
“production” of engine systems having all of the
following components employing ceramics
materials controlled by 1C007:

f.1.a  Cylinder liners;

f.1.b.  Pistons;

f.1.c.  Cylinder heads; and

f.1.d.  One or more other components
(including exhaust ports, turbochargers, valve
guides, valve assemblies or insulated fuel
injectors);

f.2.  “Technology” “required” for the
“production” of turbocharger systems, with
single-stage compressors having all of the
following:

f.2.a.  Operating at pressure ratios of 4:1
or higher;

f.2.b.  A mass flow in the range from 30
to 130 kg per minute; and

f.2.c.  Variable flow area capability within
the compressor or turbine sections;

f.3.  “Technology” “required” for the
“production” of fuel injection systems with a
specially designed multifuel (e.g., diesel or jet
fuel) capability covering a viscosity range from
diesel fuel (2.5 cSt at 310.8 K (37.8°C)) down to
gasoline fuel (0.5 cSt at 310.8 K (37.8°C)), having
both of the following:

f.3.a.  Injection amount in excess of 230
mm3 per injection per cylinder; and

f.3.b.  Specially designed electronic

control features for switching governor
characteristics automatically depending on fuel
property to provide the same torque characteristics
by using the appropriate sensors;

g.  “Technology” “required” for the development”
or “production” of high output diesel engines for
solid, gas phase or liquid film (or combinations
thereof) cylinder wall lubrication, permitting
operation to temperatures exceeding 723 K
(450°C), measured on the cylinder wall at the top
limit of travel of the top ring of the piston.

h.  “Technology” not otherwise controlled in
9E003.a.1 through a.10 and currently used in the
“development”, “production”, or overhaul of hot
section parts and components of civil derivatives
of military engines controlled on the U.S.
Munitions List.

9E018  “Technology” for the “development”,
“production”, or “use” of equipment controlled
by 9A018.

License Requirements

Reason for Control:   NS, RS, AT, UN

Control(s) Country Chart

NS applies to entire entry NS Column 1

RS applies to 9A018.a and .b RS Column 2

AT applies to entire entry AT Column 1

UN applies to entire entry Iraq and Rwanda

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: Yes for Australia, Japan, New

Zealand, and NATO countries that
are also listed in Country Group B of
Supplement No. 1 to part 740 of the
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EAR.

List of Items Controlled

Unit:  N/A
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E101   “Technology” according to the General
Technology Note for the “development” or
“production” of commodities or software
controlled by 9A012, 9A101, 9A104 to 9A111,
9A115 to 9A119, 9D101, 9D103, 9D104 or
9D105.

License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions  

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit:  N/A
Related Controls:”Technology” controlled by
9E101 for items in 9A012, 9A101.b, 9A104,
9A105, to 9A109, 9A110 that are specially
designed for use in missile systems and
subsystems,  9A111, 9A115, 9A116 to
9A119, 9D103, and 9D105 are subject to the
export licensing authority of the U.S.
Department of State, Directorate of Defense

Trade Controls (see 22 CFR part 121).
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E102  “Technology” according to the General
Technology Note for the “use” of space launch
vehicles specified in 9A004, or commodities or
software controlled by 9A005 to 9A012, 9A101,
9A104 to 9A111, 9A115 to 9A119, 9B105,
9B106, 9B115, 9B116, 9B117, 9D101, 9D103,
9D104 or 9D105.
        
License Requirements

Reason for Control:   MT, AT

Control(s) Country Chart

MT applies to entire entry MT Column 1

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit:  N/A
Related Controls: 1.)  For the purpose of this
entry, “use” “technology” is limited to items
controlled for MT and their subsystems. 2.)
“Technology” controlled by 9E102 for
commodities or software subject to the export
licensing jurisdiction of the Department of
State in 9A004 to 9A012, 9A101.b, 9A104,
9A105, 9A106.a to .c, 9A107 to 9A109,
9A110 that are specially designed for use in
missile systems and subsystems, 9A111,
9A115 to 9A119, 9B115, 9B116, 9D103,
specified software in 9D104, and 9D105 are
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subject to the export licensing authority
of the U.S. Department of State,
Directorate of Defense Trade Controls
(see 22 CFR part 121).

Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E990 “Technology”, n.e.s., for the
“development” or “production” or “use” of
equipment controlled by 9A990 or 9B990.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to “technology” AT Column 1
for equipment under 9A990
and 9B990 except 9A990.a

AT applies to “technology” AT Column 2
for equipment under
9A990.a only

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E991  “Technology”, for the “development”,

“production” or “use” of equipment controlled
by 9A991 or 9B991.

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled

Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

The list of items controlled is contained in the
ECCN heading.

9E993   Other “technology”, not described by
9E003, as follows (see List of Items
Controlled).

License Requirements

Reason for Control:   AT

Control(s) Country Chart

AT applies to entire entry AT Column 1

License Exceptions

CIV: N/A
TSR: N/A

List of Items Controlled
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Unit: $ value
Related Controls: N/A
Related Definitions:  N/A
Items:

a.  Rotor blade tip clearance control systems
employing active compensating casing
“technology”  limited to a design and
development data base; or

b.  Gas bearing for turbine engine rotor
assemblies.

EAR99  Items subject to the EAR that are not
elsewhere specified in this CCL Category or in
any other category in the CCL are designated
by the number EAR99.
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