
（６）商業宇宙法 
 

第１節 総論 

第 50101 条 定義 

本章において、 

(1) 商業的供給者－用語「商業的供給者」とは、連邦、州、地方及び外国の政府以外の者が、主たる管轄権を有す

る形で宇宙輸送サービス又は他の宇宙関連活動を提供する者を意味する；  

(2) ペイロード－用語「ペイロード」とは、宇宙輸送機によって宇宙へ、又は宇宙から、又は宇宙空間内で、又は

亜軌道飛跡において輸送しようとするものを意味するが、当該ペイロードのために特別に設計され、又は改造さ

れた宇宙輸送機のコンポーネントを除いて、宇宙輸送機自体を含まない；  

(3) 宇宙関連活動－用語「宇宙関連活動」には、研究開発、製造、処理、サービス、その他の関連・支援活動を含

む；  

(4) 宇宙輸送サービス－用語「宇宙輸送サービス」とは、宇宙輸送機及びそのペイロードの、宇宙空間への、又は

宇宙空間からの、又は宇宙空間内の、又は亜軌道飛跡における輸送のための準備並びに宇宙空間への、又は宇宙

空間からの、又は宇宙空間内の、又は亜軌道飛跡におけるペイロードの輸送の実行を意味する；  

(5) 宇宙輸送機－用語「宇宙輸送機」とは、宇宙空間における運用、又は宇宙空間への、又は宇宙空間からの、又

は宇宙空間内の、又は亜軌道飛跡におけるペイロードの輸送を目的として建造された飛翔体を意味し、ペイロー

ドのために特別に設計され、又は改造されていない当該飛翔体のあらゆるコンポーネントを含む； 

(6) 州－用語「州」とは、米国の諸州、コロンビア特別区、プエルト・リコ、ヴァージン諸島、グアム、米国領サ

モア、北マリアナ諸島、米国のその他の州、準州、領土のそれぞれを意味する；そして 

(7) 米国の商業的供給者－用語「米国の商業的供給者」とは、米国法規に基づき組織された商業的供給者であって、

以下の条件を満たすものを意味する。 

 (A) 米国人が 50%以上その株を所有している； 又は 

 (B) 外国企業の子会社であって、運輸長官が以下の事実を認めている。 

(i) その子会社は過去において、以下の方法により米国市場に十分な貢献をなしている。 

(I)  長期的な研究、開発、(主要コンポーネントおよびサブアセンブリの製造を含む)製造に関す

る米国における投資；および  

(II) 米国における雇用についての多大な貢献； そして 

(ii) その外国企業が法人化ないし組織され、また妥当な場合にはその外国企業がその事業を主として

行っている国又は国々が、(A)号に記述された企業に対し、米国において当該外国企業の子会社に

与えられるのと同等な互恵的待遇を与えており、そのことが以下によって証拠立てられている。 

(I) (A)号に記述された企業に対し、政府出資の研究開発について、本章に基づいて認められるも

のと同等な参加機会が与えられている；  

(II) (A)号に記述された企業に対し、地域での投資機会について、米国において外国企業に課せ

られていない障壁が課せられていない； そして  

(III) (A)号に記述された企業の知的所有権に関し、適切で有効な保護が与えられている。 
 
  



第２節 商業宇宙利用機会の拡大 

第 50111 条 宇宙ステーションの商業化 

(a) 政策  

議会は、国際宇宙ステーション建設の第一の目的は、地球軌道空間の経済的開発であることを宣言する。さらに

議会は、自由な競争市場が経済開発促進のために最も効率的な条件を作り出し、それゆえに地球軌道空間の経済開

発を支配すべきであることを宣言する。さらに議会は、宇宙ステーションの運用、サービス、利用配分、及び能力

追加についての自由市場原理の導入並びに、それによって実現する商業的供給者の最大限の関与及び商業的利用者

の参加が、資金調達におけるすべてのパートナー及び米国の負担のうちの連邦政府の分に対して、宇宙ステーショ

ンの運用費を削減することになることを宣言する。  

(b) 商業的に供給される合衆国業務の利用 

(1) 総則－国家航空宇宙局は、宇宙の商業利用を促進し、国際宇宙ステーションの有用性及び生産性の最

大化を推進し、国際宇宙ステーションへの乗員輸送及び乗員救助業務を提供する商業的な手段を実現す

るため、以下のことを行う。 

(A) 合衆国の商業的に供給される国際宇宙ステーションへの乗員輸送及び乗員救助業務が、国

家航空宇宙局指定の上昇、突入及び国際宇宙ステーションの近接操作の安全性要件を満たす能

力を示している場合、これらの商業的業務を実行可能な限り最大限に利用する。 

(B) 安全性要件を満たす商業的乗員輸送及び乗員救助業務が実行可能になった時点で、地球低軌

道を超えて宇宙飛行士を輸送するミッションにおける有人探査ビークルの利用を運用上可能

な限り制限する。 

(C) 合衆国の商業的乗員輸送及び救助業務業者となる可能性のある者に対する、国家航空宇宙

局が開発した技術の移転を合衆国法に合致する形で運用上可能な限り最大限に促進する。 

(D) フェーズ 1 商業的軌道輸送業務の有人ビークル・デモンストレーション・プログラムに関

して、競争的資金援助を伴う宇宙法協定(Space Act Agreement)を 2 以上の営利企業と締結する

ため、2008 年 10 月 15 日から 180 日以内に意向通知を発する。 

(2) 議会の意図－議会は、(1)号(D)に定めるプログラムに対する資金援助、及び将来の会計年度における

オリオン有人探査ビークル開発、Ares I 有人打上げビークル開発又は国際宇宙ステーションへの貨物輸

送に対する資金援助を、2008 年国家航空宇宙局権限法(Public Law 110– 422, 122 Stat. 4783)第 101 条

(3)(A)に基づき認められる額の全額支給により賄うこととはしないことを意図している。 

(3) 追加的な技術－国家航空宇宙局は、国際宇宙ステーションに関する業務提供者として選定された商業

クループロバイダーに、国際宇宙ステーション用として適合するドッキング・アダプター及びその他の

関連技術を利用させる。 

(4) 乗員輸送・乗員救助業務契約－商業的供給者が国際宇宙ステーションへの乗員輸送及び乗員救助業務

を提供し、国家航空宇宙局の上昇、突入及び国際宇宙ステーションの近接操作の安全性要件を満たす能

力を示している場合、国家航空宇宙局は、当該商業的供給者との間で、国家航空宇宙局が予定する国際

宇宙ステーション乗員輸送及び乗員救助の必要条件の一部に関して、国際宇宙ステーション乗員輸送・

乗員救助業務契約を締結する。契約期間は、当該商業的供給者による国家航空宇宙局との契約に基づく

運用の開始から 2016 暦年までとするが、2020 暦年を限度として、履行期間を延長することができる

ものとする。 

第 50112 条 米国の全地球的位置決めシステム(GPS)の規格の普及 

全地球的位置決めシステムを、米国の国家安全保障、公共安全、科学的及び経済的利益にとって最も有効に寄与す

る方法で支援し、維持するため、議会は大統領に対し以下を促す。 

(1) 全地球的位置決めシステムの運用が、直接利用者の料金が無料という形式で全世界的に継続されるこ

とを保証する；  

(2) 以下のために、外国政府及び国際機関との協力を促進する国際協定を締結する。 



(A) 全地球的位置決めシステム及びその増強を、受け入れ可能な国際標準として確立する； そ

して 

(B) 全地球的位置決めシステムの応用を妨げるいかなる外国障壁も世界中で排除する； そして  

(3) 通信・情報担当の商務省局長に明確な指示と適切な資源を提供し、同局長が国際的に以下を実現する

ことを可能にする。 

(A) 全地球的位置決めシステムが利用する電磁スペクトルの効率的な管理を実現し、維持する； 

そして  

 (B) 当該スペクトルを分裂及び干渉から保護する。  

第 50113 条 宇宙科学データの取得 

(a) 宇宙科学データの定義－本条において、用語「宇宙科学データ」には、以下の科学データが含まれる。 

(1) 月、小惑星、惑星、及びそれらの衛星、並びに彗星の元素としての鉱物学的資源  

(2) 微小重力加速度； 及び  

(3) 太陽嵐の監視 

(b) 商業的供給者からの取得   

NASA 長官は、国家航空宇宙局、及び適切な場合には他の連邦機関及び科学研究者の科学的ないし教育的な要件

を満たす場合には、費用効果が十分であることを条件に、可能な範囲で商業的提供者から宇宙科学データを取得す

るものとする。  

(c) 取得法における商業品目としての宇宙科学データの取扱い  

NASA 長官による宇宙科学データの取得は、取得に関し適用される法律及び規制(第 10 編の 137 章及び 140 章を

含む)に基づき行われるものとする。当該法律及び規制の主旨においては、宇宙科学データは商業品目と見なされ

るものとする。本項のいかなる規定も、米国が科学・教育界の要求、又は他の政府活動の要求を満足するために、

商業的供給者との契約を通じてデータに関する十分な権利を取得することを妨げるものとは解釈されないものと

する。  

(d) 安全基準 

本条のいかなる規定も、連邦政府が適用可能な安全基準の遵守を要求することを妨げるものとは解釈されないも

のとする。 

(e) 制限  

本条は国家航空宇宙局に対し、宇宙科学データ収集のための商業システムの開発に財政支援を提供する権限を与

えるものではない。 

第 50114 条 商業宇宙センターの管理 

NASA 長官はワシントン DC の国家航空宇宙局本部と協調して、商業宇宙センター・プログラムを管理するもの

とする。 

第 50115 条 地球科学データの源泉 

(a) 取得  

NASA 長官は、国家航空宇宙局と、適切な場合には他の連邦機関及び科学研究者の科学的ないし教育的な要件を

満たすため、費用効果が十分であることを条件に、可能な範囲で商業的供給者から宇宙からの、又は航空機による

地球のリモートセンシングに関するデータ、サービス、配布、及び応用を取得するものとする。  

(b) 取得法における商業品目としての取扱い  

NASA 長官による(a)項のデータ、サービス、配布、及び応用の取得は、取得に関し適用される法律及び規制(第

10 編の 137 章及び 140 章を含む)に従って行われるものとする。当該法律及び規制の主旨においては、上述のデー

タ、サービス、配布、及び応用は、商業品目と見なされるものとする。本項のいかなる規定も、米国が科学・教育

界の要求、又は他の政府活動の要求を満足するために、商業的供給者との契約によってデータに関する十分な権利

を取得することを妨げるものとは解釈されないものとする。 

(c) 安全基準  

本条のいかなる規定も、連邦政府が適用可能な安全基準の遵守を要求することを妨げるものとは解釈されないもの

とする。  

(d) 管理と実行  

本条はステニス宇宙センターにおける商業リモートセンシング・プログラムの一環として遂行されるものとする。 



第 50116 条 商業技術移転プログラム 

(a) 総則－NASA 長官は、国家航空宇宙局と民間部門の間の業務、製品及び知的財産の交流を促進するという目標

に向け、商業技術移転プログラムを実施する。このプログラムは、国家航空宇宙局による民間部門の技術の利用

の奨励と少なくとも同程度に、国家航空宇宙局の技術の民間部門への移転(「スピニングアウト」)の奨励を重視

する。このプログラムは、国家航空宇宙局、国内経済及び学界に対して明確な便益をもたらす形で維持されるも

のとする。 

(b) プログラムの構成－NASA 長官は、(a)項に定めるプログラムを実施するにあたり、2005 年 12 月 30 日現在の

国家航空宇宙局の技術移転及び商業化の組織構成の変更が予定される場合は、少なくとも 45 日前にプログラム

の参加者に対して通知する。 

 

第３節 連邦政府による宇宙輸送サービスの取得 

第 50131 条 商業宇宙輸送サービス取得の要件 

(a) 全般 

本条に別途規定のある場合を除き、連邦政府はその活動上、宇宙輸送サービスが必要な場合は必ず、米国の商業

的供給者から宇宙輸送サービスを取得するものとする。連邦政府は、利用できる最大限まで米国の商業的供給者の

宇宙輸送サービス能力に便宜を図るべく、ミッションを立案するものとする。 

(b) 例外  

連邦政府は、個々の事例において、NASA 長官、又は国家安全保障に関する問題の場合には空軍長官が次のよう

に判断した場合、宇宙輸送サービスを(a)項に基づいて取得する必要はないものとする。 

(1) ペイロードがスペースシャトルの独自な能力を必要とする；  

(2) ミッション固有の要件を満足し、費用効果に優れた宇宙輸送サービスが、必要な時期に米国の商業的

供給者から妥当な形で入手することができない；  

(3) 米国の商業的供給者の宇宙輸送サービスの利用が、唯一の科学的好機を逃すという許容できない危険

をもたらす；  

(4) 米国の商業的供給者の宇宙輸送サービスの利用が、国家安全保障上の目的と合致しない；  

(5) 米国の商業的供給者の宇宙輸送サービスの利用が、科学及び技術に関する国際協力計画のための国際

合意に合致しない；  

(6) 連邦政府所有の宇宙輸送機の試験又は実証と共にペイロードを輸送する方が、費用効果に優れてい

る； 又は 

(7) ペイロードが、スペースシャトル・ミッションで利用できる貨物スペースを二次ペイロードとして利

用することができ、しかもそのペイロードが、NASA 長官が承認した研究、開発、実証、科学、商業、

及び教育のプログラムの要件に合致している。  

(c) 外国の団体との合意  本条のいかなる規定も、科学及び技術に関する国際協力計画としての連邦政府ペイロ

ードの打上げに関し、NASA 長官が外国の団体との合意を計画し、又は協議することを妨げるものとは解釈されな

いものとする。 

(d) 効力の遅延  (a)項は、連邦政府が 1998 年 10 月 28 日より前に取得ないし所有し、又は当該取得又は所有権

に関する契約を当該日より前に締結した宇宙輸送サービス及び宇宙輸送機には適用されないものとする。  

(e) 歴史的な目的  本条は、連邦政府が過去の歴史の展示のみを目的に宇宙輸送機を取得し、所有し、又は保持

することを禁ずるものとは解釈されないものとする。 

第 50132 条 商業宇宙輸送サービスの取得 

(a) 取得法における商業品目としての商業宇宙輸送サービスの取扱い  

連邦政府による宇宙輸送サービスの取得は、取得に関し適用される法律及び規制(第 10 編の 137 章及び 140 章

を含む)に基づき行われるものとする。当該法律及び規制の主旨においては、宇宙輸送サービスは商業品目と見な

されるものとする。 

(b) 安全基準 

本条のいかなる規定も、連邦政府が適用可能な安全基準の遵守を要求することを妨げるものとは解釈されないも

のとする。 



第 50133 条 シャトルの民営化 

NASA 長官は、地球軌道へ、又は地球軌道からの人員、貨物、又は両者混合のペイロードの輸送のための、非緊
急の宇宙輸送要件すべてについて、宇宙輸送システムを、連邦政府が運用する形式、又は契約に基づく運用を連邦
政府が管理する形式から、連邦政府が商業宇宙輸送サービスを購入する形式へと、整然と移行するための準備を進
めるものとする。それらの準備作業において NASA 長官は、国家航空宇宙局の研究の焦点を取り戻すという目標及
び、最大限の商業的な宇宙利用を促進するという使命と同時に、短期的な経済のニーズに配慮するものとする。長
官はそれらの準備作業の一環として、当該スペースシャトル・プログラムの潜在的な民営化について計画立案する
ものとする。当該計画では、安全性と費用効果を優先するものとする。本条のいかなる規定も、国家航空宇宙局が
スペースシャトル編隊の安全で経済的な運用にとって重要な更新又は改良のための研究、設計、開発、又は資金提
供を行うことを禁ずるものではないものとする。 

 

第 50134 条 余剰大陸間弾道ミサイルの活用 

(a) 全般 

連邦政府は以下を行ってはならないものとする： 

(1) (c)項に記述されているミサイルを、宇宙輸送機の仕様に転換すること； 又は  

(2) (b)項に規定された場合を除き、当該ミサイルの所有権を他人に譲渡すること。  

(b) 権限に基づく連邦政府による活用 

(1) 総則－(c)項に記述されたミサイルは、(2)号に規定された場合を除き、連邦政府が宇宙輸送機として
利用するために転換できるものとする。ただしそのためには、当該転換の少なくとも 30 日前までに、
ミサイルを宇宙輸送機として利用しようとする機関は、下院の軍事委員会及び科学技術委員会、並びに
上院の軍事委員会及び商業科学運輸委員会に対し、当該ミサイルの使用が次のとおりであることを示す
証明書を提出するものとする。 

(A) 米国の商業的供給者から宇宙輸送サービスを取得する費用と比べた時に、連邦政府にと
って費用の節減になる；  

(B) 性能・スケジュール、及びリスク要件を含んで、機関が要求するミッション要件すべてを
満足する；  

(C) 米国の国際的な義務に合致している； そして 

(D) 国防長官又はその被指名人によって承認されている。 

(2) 転換 30 日以上前の証明書提出要件の例外－(1)号における証明書がミサイル転換の少なくとも 30 日
前までに提出されなければならないという同号の要件は、その要件を満たすことが、現下の国家安全保
障上の要件の充足と矛盾すると国防長官が判断した場合には、適用されないものとする。  

(c) 言及されているミサイル  

本条で言及されているミサイルは、米国が所有するミサイルで以下に該当するものである。 

(1) これまで大陸間弾道ミサイルとして国防総省が国防目的に使用していたミサイル； 及び  

(2) 米国の国防上の重要性にとって余剰であると宣言されており、米国の国際的な義務に合致しているミ
サイル。 
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