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産業財産権制度問題調査研究

 産業財産権制度に関しての企画立案に資するように、法制面や運用面について改正を行う
際の基礎資料となる報告書を取りまとめることが目的。

 調査研究テーマ毎に専門家を交えた研究委員会の開催・国内外公開情報調査・国内外ヒア
リング調査・国内外アンケート調査等、調査研究テーマに応じた調査・分析を行う。
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各国の制度調査

＜調査イメージ＞

産業財産権制度問題調査研究について

＜詳細について＞

本調査の詳細については、特許庁HP（以下
URL記載）に掲載しております。平成30年度
研究テーマ一覧「宇宙分野における知財戦略
の策定に向けた研究機関等や国の委託研究に
よる発明の保護の在り方に関する調査研究報
告書」をご参照ください。
URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toush
in/chousa/zaisanken.htm

＜お問い合わせ先＞
経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課
〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3
TEL：03-3581-1101（内2156）
FAX:03-3580-5741

調査研究機関
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産業財産権制度問題調査研究

■国内ヒアリング調査
国内の企業、大学、公的研究機関約30者

を対象に実施。

知財の取得、活用、保護の状況等の現状

を把握し、我が国の宇宙産業の知財戦略

策定に向けた論点・課題把握を行った。
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調査の俯瞰図

背景
我が国の宇宙産業における特許出願は欧米と比較して少ない状況にある。さらに外国企業は宇
宙分野の原理特許を国内外で取得する傾向にあり、我が国での宇宙産業を脅かす懸念もある。
また「宇宙基本計画工程表」および「知的財産推進計画2018」においても、国内外の宇宙シ
ステムの知財を巡る動向等を分析・調査し、宇宙分野における政府機関・宇宙機関・民間の全
体の知財戦略の策定に向けた検討を行う旨が明記され、知財戦略の策定に向けた対応が必要と
なっている。

まとめ
•我が国の宇宙産業は近年多くのベンチャー企業が誕生しているが、ベンチャー企業は資金的・人的リソー

スの不足や情報の不足等から、知財の取扱いについて十分な戦略が検討できていないケースが多い。

•また国プロジェクトにおいても、事前の技術動向調査やプロジェクトを通じてどの様な知財を取得・保護

していくべきか等の検討が十分にされずに実施されているケースが存在する。

•我が国の知財戦略は上記の状況に対応すべく、企業に対する支援や国プロジェクトにおいて実施前後に知

財に関する検討を十分に実施できる体制を構築していく必要がある。

■委員会
委員長：中須賀真一

（東京大学大学院工学系研科教授）

委員：6名

■国内外公開情報調査
日本版バイ・ドール制度を活用し出願さ

れた特許、国研が出願している特許、外

国企業が日本に対し出願している特許

（重要特許）等の知財の取扱い状況把握。

欧米の宇宙機関における国のプロジェク

ト実施時の知財関係の規定等の把握。

目的
海外の国のプロジェクトにおける発明保護の政策・規定を調査し、我が国の政府及び企業に
おける発明の保護の状況を比較することで、研究機関等や国の委託研究による発明の保護の
在り方と我が国の宇宙産業の知財戦略の今後目指すべき方向性を検討する
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産業財産権制度問題調査研究１．本調査研究の背景・目的

5

• これまでの宇宙産業は官需中心で製品・サービスが「一回限り」であるがゆえに、大量生産の
必要がなかったロケット・衛星部品等において、知財戦略の必要性が薄かった

• しかし近年宇宙産業は世界的に大きな転換期を迎えている。民間市場の拡大により、民生品を
使った製品のコモディティ化、価格の低下等が急速に進み、大量生産の必要性が増加している。

• このような背景を受けてこれまでは必要性の薄かった知財戦略の重要性が増していると考えら
れる。

• また海外の宇宙関連企業の日本市場参入等が加速しており、日本国内に対しても外国企業によ
る特許出願等が増えていくことが予想されている

これまでの宇宙産業（一度きりの一点もの生産） 今後の宇宙産業（コモディティ製品の大量生産）

ユーザー
（政府・JAXA・一部民間）

メーカー

衛星を発注
もしくは共同開発

5~10年かけて開発・製造

打上げ・軌道投入

開発・製造まで長い年月がか
かり、かつ「一度きりの一点
もの」であるため、特許を取

得するメリットが薄い

宇宙空間に放出されて
しまえば、不可侵（リ
バースエンジニアリン

グできない）

ユーザー（民間） メーカー

同一の衛星を大量発注
もしくはユーザー自ら製造

既存の衛星プラットフォームを
ベースに年数十機以上を製造

打上げ・軌道投入

• 同一機種が世界各国で利用
⇒海外出願への対応

• 衛星のプラットフォーム購入によるリバー
スエンジニアリングが可能
⇒出願および特許侵害・訴訟等への対応

• 国内マーケットに進出する海外企業の増加
⇒外国企業による国内出願や、海外資本

の国内進出への対応



産業財産権制度問題調査研究２．本調査研究の実施方法
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• 書籍、論文、調査研究報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調
査研究に関する文献等を収集・分析した。

• また国内の宇宙関連企業、大学、公的研究機関約30者を対象としたヒアリング調査を実施し、
我が国の宇宙産業の知財の取扱いや知財戦略検討の論点や課題点等を把握した。

• 文献調査やヒアリング調査で得られた各論点や課題について、検討委員会で議論を行い各委員
からのご指摘・ご助言を参考に調査のとりまとめを実施した。

文献調査の内容

我が国の国プロにおける知財の取扱い状況の把握

日欧米の宇宙分野の国プロにおける知財の
有効活用事例の整理

海外の国プロジェクトにおける知財の
取扱いに関する規定の把握

日本の国立研究開発法人の知財に対する
体制、制度、規定等の把握

宇宙産業における知財の活用事例の整理

日本に登録・出願されている重要特許の分析

規定・制度
把握

出願動向
把握

特許の
活用方法
把握

ヒアリング調査の論点

知財の取扱いや知財戦略について

• ヒアリング対象の社内、研究機関内における知財取扱いに関
するポリシーや、特許のオープンクローズ戦略の考え方等に
ついて把握

特許の出願状況や知財検討の体制について

• 特許の出願・保有状況、出願対象国・地域等の状況把握
• 知財の検討体制（専門部署の有無や人材の有無等）や外部の

専門家との情報交換や他者の出願動向調査実施有無等の把握

国プロジェクトにおける知財のあり方について

• 国プロジェクト参画時や公的研究機関等との共同研究時の知
財の取扱いや、出願計画等の検討状況の把握

• 国プロジェクトで得られた発明を出願・実施する際の課題や
問題点等の把握



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果
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３.１. 宇宙分野における国プロでの特許の出願状況

• 行政機関等のプロジェクトにおける知財の取扱い状況の把握を行い、他分野と宇宙分野の特許の
出願動向等を把握・比較した。

• 対象とする特許は関係省庁、国立研究開発法人等における国の委託プロジェクトにおける特許出
願（日本版バイ・ドール制度の適用を受ける特許出願）を対象に情報を整理した。

• 2013年以降に出願された特許出願の内、特許出願の多かった委託者は下記の通り（宇宙分野以外
も含む）。

• NEDO、JST、総務省、経済産業省の事業による出願が多く、多くの出願は審査請求されている。

3,747 

2,576 

1,619 

727 

681 

354 

299 

218 

124 

67 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

新エネルギー・産業技術総合開発機構

科学技術振興機構

総務省

経済産業省

情報通信研究機構

文部科学省

日本医療研究開発機構

農林水産省

農業・食品産業技術総合研究機構

環境省

71.3%

63.2%

77.2%

78.3%

83.1%

71.5%

41.8%

67.4%

58.1%

73.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

新エネルギー・産業技術総合開発機構

科学技術振興機構

総務省

経済産業省

情報通信研究機構

文部科学省

日本医療研究開発機構

農林水産省

農業・食品産業技術総合研究機構

環境省

委託者別の特許出願件数（上位10機関） 審査請求がなされた特許の割合（上位10機関）



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果
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３.１. 宇宙分野における国プロでの特許の出願状況

• 本調査の対象となった特許は2013年以降に出願されたものであり、総数は10,954件であった。
• その中で宇宙分野の事業による出願件数は48件となっており、全体のわずか0.4%にとどまる。
• 宇宙分野の研究開発費は他の分野に比較して比較的高い水準にあると考えられるが、産業の規模

が他分野に比べて限定的であることや、安全保障にかかわる技術や機微性の高い技術も多く取り
扱うことから、他分野に比べて特許の出願が少ないと考えられる

宇宙分野の事業による委託者別の特許出願件数

1

1

1

2

43

0 10 20 30 40 50

科学技術振興機構

新エネルギー・産業技術総合開発機構

内閣府

経済産業省

総務省

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000

1,500

11,000

1,000

2,000

0

3,000

10,500

2,500

500

研究開発費（百万円）

理化学研究所

特許権保有件数

産業技術総合研究所

放射線医学総合研究所

物質・材料研究機構

情報通信研究機構

農業・食品産業技術総合研究機構

宇宙航空研究開発機構

日本原子力研究開発機

農業生物資源研究所

海上技術安全研究所

平成29年「国立研究開発法人における研究開発の実施状況についての報告書」より

国研の研究開発費と特許保有件数

• 宇宙分野の国プロジェクトで出願された特許を総務省による委託事
業が大半を占めている。

• 総務省の委託事業では、通信・放送衛星を中心に、既に産業化が進
んでいる領域が多いため、受託した企業による出願が多くなってい
ると考えられる。



産業財産権制度問題調査研究３．調査結果

3.2. 宇宙分野における海外の知財の取扱い事例

• 米国の国家航空法では基本的にはNASA（政府）に知財権が帰属する。一方でSpace Act
Agreement（SAA）にもとづくNASAとの共同開発では貢献度等に応じて権利配分できる。

参加企業
A

NASA

知財権譲渡
・NASAが放棄 または
・発明者が企業と認められる場合のみ

国家航空宇宙法によるルール

出所）NASA “Intellectual Property-Specific Sections Of The Space Act Agreements Manual”
阪崎裕美「米航空宇宙局（NASA）における宇宙技術及び関連特許の活用」（2010）より作成

調達契約
による発明

知財権帰属

NASAの宇宙方協定におけるルール（共同開発・実験）

9

NASA参加企業

権利配分は以下の項目を考慮して決定
・契約相手の貢献度
・契約内容の目的
・契約における企業からの弁済有無
・NASAの責任範囲
・NASA側の発明者の利益分配
・海外組織への不適切な技術移転有無 等

権利分配

発明行為

※事前に新たな発明の可能性が高いと想定されたもの

有償ライセンス（ロイヤリティー有り）
・独占または部分独占
・NASAの方針に沿った
商業化を行うこと

（NASAによる取り消し可）

ライセンス料



産業財産権制度問題調査研究
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３．調査結果

3.2. 宇宙分野における海外の知財の取扱い事例

• 国際宇宙ステーションへの民間企業による商業軌道輸送サービスを開発することを目的としたプ
ログラム「COTS」では受託企業に知財を譲渡し、かつ5年間はNASAも当該特許を実施せず受託
企業が独占実施できる環境を提供している。

参加企業
A

NASA

③知財権
譲渡

COTSにおける知財権の帰属ルール

出所）NASA ” Commercial Orbital Transportation Services Demonstrations Announcement Number 
COTS-01-05 
January 18, 2006(As Amended February 17, 2006)”より作成

②請求

COTSによる
発明

COTSで
使われた
自社開発
技術

知財権帰属

①知財権
帰属

④無償
ライセンシング
（政府利用限

定）

⑤COTS終了後5年間、
NASAは使用しない

① 国家航空宇宙法（1958年）に基づき、国プロによ
る発明の知財権はNASAに帰属する

② 参加企業（発明企業）はNASAに知財権放棄の請求
ができる

③ 請求があった場合には、SAAの規定に則り、NASA
は知財権を放棄し、当該企業に譲渡する

④ NASAは政府利用目的に限り、当該知財をライセン
シスを受けることで使用ができる

⑤ COTSの全マイルストーンを達成した場合には、以
降5年間（または2015年まで）、NASAは当該知
財を使用しない
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３．調査結果

3.2. 宇宙分野における海外の知財の取扱い事例

• NASA TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM（T2プログラム）はNASAの保有特許をライセンシングすること
で、NASAの保有技術を商用転用するためのプログラム。

• ライセンス希望者は、起業時や新商品の開発など、幅広いタイミングで応募可能で、NASAの特許リストからラ
イセンスを希望する特許を見つけ（Find）、応募し（Apply）、契約内容の交渉を行う（Set Terms）と、ライ
センシングを受けることができる（Sign、License）

• 目的や企業属性に応じて、Standard Commercial License、Evaluation License、Startup License の3つのパ
ターンがある。

Standard Commercial 
License

Evaluation License Startup License

特徴
最も一般的なライセンシング。
NASAの技術を用いた商業化を希望
する全企業が応募可能。

自社のビジネスに適合する技術かど
うかを判断するために、最長1年安
価で利用可能なライセンシング。

スタートアップや起業家のためのラ
イセンシング。

ライセンス料 都度の話し合いにより決定。

企業のニーズにより、下記のいずれ
か。
① $2500/12month
② $500/6month ③ No cost 

ライセンス時の初期費用を含む、3
年間の使用料が無料。ただし、商業
化した場合は、規定のロイヤリティ
を徴収。

応募可能な
事業者
（国内or国外）

国内・国外とも可。 国内・国外とも可。 国内で商業化を目指す企業等のみ。

契約形態
（独占or非独占）

独占・部分独占・非独占のいずれの
形態もある。都度の話し合いにより
決定。

非独占契約のみ。
基本的には非独占契約だが、企業の
交渉次第で独占権を検討。

備考 －

・本ライセンス中に、該当技術を用
いた商業を行うことは不可（別途左
記の契約を行う）。
・企業はNASAと該当技術の活用に
関する議論を行うことが可能。

・T2プログラム内に位置づけられ
る”Startup NASA”プログラムでは、
上記に加え、NASAの人員や施設の
利用を可能とする支援も実施。
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３．調査結果

3.3. ヒアリング調査で得られた指摘や課題

分野 技術流出リスク 特許出願が必要となるケース

ロケット製造
打ち上げ

• 製造したロケットは国内から自社で打ち上げを行うため、ク
ライアントやビジネスパートナーに製造した製品を引き渡す
わけではなく、他分野に比べて技術流出のリスクは低い

• そのため秘匿化できる技術が多く積極的な特許出願を行う
必要性は薄い

• 技術流出リスクは低いものの、他社でも容易に開発できる恐
れのある技術については出願を検討する必要がある

• また一部のコンポーネントを海外等に輸出している場合には、
特許出願や輸出先での他者の出願動向を確認しておくことが
必要である

衛星・探査機等製造

• バス等のコア技術となる部分については他者に技術流出
するリスクは低いため秘匿化するべき

• クライアントや協業先とはNDAを結ぶことが一般的である
が、NDAを結んだからといって絶対に技術漏洩しないわけ
ではない

• また衛星の外観から技術流出につながるケースもあるの
で、展示会や射場で他社の目に触れる可能性のある際に
は注意が必要

• クライアントや協業先のコンポーネントメーカーに対しては、技
術説明の必要や一定部分の技術情報を開示する必要がある
ため、その場合は出願を検討すべき

部品・コンポーネント
製造

• コンポーネントメーカーは製造した製品をプライムメーカー
等に引き渡すため、他分野と比べて技術の漏洩リスクやリ
バースエンジニアリングされるリスクが高い

• また海外企業で小型・超小型衛星のコンステレーションを
計画している企業等から発注を受けるケースも多く、海外
に対しても技術流出リスクが高い

• ただしリバースエンジニアリングされても漏洩しない技術に
ついては秘匿化すべき

• クライアントに製品を引き渡すため、コア技術でリバースエンジ
ニアリングされても流出しない技術以外は出願を検討すべき

• 特に近年は部品・コンポーネントの価格がどんどん安価になっ
ていることや、民生品を活用するケースも多いことから、他社
製品を容易に入手することができるようになっている

地上サービス

• クライアントに納品するハード製品等の技術流出リスクは
高いものの、データ提供等のサービスは状況が異なる

• ただしデータ提供やクラウドサービスの場合、ユーザーイ
ンターフェースとなるアプリケーションを発展させるために
オープンフリー化することが一般的

• 測位衛星の受信機の製造等、ハード製品の場合、リバースエ
ンジニアリングされても流出しない技術以外は出願を検討す
べき

• アプリケーションはオープンフリーであるが、それらを統合して
ソリューションにする際に出願を検討すべき

• また参入企業数が他分野と比べて圧倒的に多いため、他社へ
のけん制や参入障壁を大きくする意味で出願が有効になる
ケースがある
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３．調査結果

3.3. ヒアリング調査で得られた指摘や課題

分野 社内の体制や知財に対する取組み 指摘や課題

大手・中堅企業

• 全社的な知財部が存在し、知財に関する基本方針や最終
的な出願等に関する判断は知財部が検討

• 宇宙事業においては各部や課に知財担当（他業務との兼
務）が存在し、現場であがった出願ニーズ等をもとに、出願
すべきか等を検討し、全社の知財部に相談する

• 他社の出願動向等は、出願時を中心にチェック
• 自社の事業継続に影響が出る可能性のある特許出願を発
見した場合には、特許庁に対する情報提供等を行う

• 自社で一定程度の特許出願動向は把握しているものの、一企
業で網羅的に実施するには限界がある

• またどのように検索を行っていくべきか、効率的な方法がわか
らず多くの工数がかかってしまう

• 国プロに参画する機会も多いが、共同出願となることが多く、
不実施補償の支払いや他社にライセンシングされる可能性等
を考えると、国プロで特許を取得する意義やインセンティブを
感じにくい

中小・ベンチャー企業

• 社内に専属の部署は存在しない
• CXO等の取締りクラスと、現場のエンジニア数名で対応で
きる範囲で対応している

• 資金に余力のある企業は外部の弁護士や弁理士と顧問契
約を結んだり、プロジェクトベースで知見のある人材を雇用
して検討に当たっている

• 他社の出願動向は自社でやれる範囲で実施しているが、
できる範囲は限定的

• 出願する場合は自社内で全て対応することは難しいので、
弁理士や投資元にいる知財に詳しい人材等に相談しなが
ら実施している

• 海外で事業を展開しようとしている企業を中心に知財に対する
意識が高く積極的に取り組んでいこうとしているものの、どの
様に検討を進めていいかわからない

• 社内に専門家がいないので、外部に相談をしたいが、宇宙分
野の知財のあり方について知見を有する弁護士や弁理士が
少ないため、相談しても適切な回答を得られないケースもある

• 宇宙ビジネスの特殊性や一般になじみが無いことから顧問契
約をする弁護士、弁理士に自社のビジネスを理解いただくの
に時間とコストがかかる

• 業界に知財について詳しい人材が少ないことや、業界と特許
庁、弁理士、弁護士等の専門人材との交流が少ないため、特
許庁等が実施している既存の支援策等の情報が入ってこない

• 体力の無い中小企業やベンチャー企業では費用面で海外出
願を多くすることが出来ない

• 国や大学との共同出願で得た知財を実施するには不実施補
償等の費用がかかるが、企業体力的に大きな負担となる

• 不実施補償やライセンスフィー等をストックオプションで支払え
る等の柔軟なスキームがほしい
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LEVEL 0
No positon

LEVEL 1
Defend Position

LEVEL 2
Operation Excellent

as cost center

LEVEL 3
Profit-Center

Value Creation

Bruce-Elder-pyramidに基づき事務局作成

LEVEL 4
fully integrated

・知財活動・担当者無し
（何か問題が起きてから対応）

・外国企業から事業（宇宙産業）を守る
（特許出願、特許調査を実施）

・戦略的に事業（宇宙産業）を守る

（研究開発や市場動向を踏まえたオープン＆ク
ローズ戦略、海外への特許出願戦略）

・知財により事業収益拡大、宇宙産業発展

（外国企業のけん制、事業連携・共同研究の推
進、ライセンス料収入、知財売買）

・事業戦略と知財戦略の統合

３．調査結果

3.3. ヒアリング調査で得られた指摘や課題

• 本ヒアリング調査から、我が国の宇宙産業関連企業は、社内に担当者がおらず知財に対する対策が
十分に出来ていない企業が大多数であることがわかった（下記図表のレベル0~1）。

• 日本の宇宙産業を発展させ成長させていくには、最低限自社の事業を守るための対策（オープン・ク
ローズ戦略の策定等）を実施できるレベル（下記図表のレベル3）に底上げしていく必要があると考え
られる。
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示

• 本調査では日本国内に出願されている特許や国際出願されている特許の中から、我が国として研
究開発が進められている領域や、ベンチャー企業がビジネス展開を図ろうとしている領域等を中
心に、特に権利範囲の広い概念特許（ビジネスモデル特許）を“重要特許”として位置づけ、参考
情報として整理した。

• これらの特許を国内の関係者に周知することで、知財の取扱いに関する検討の必要性や出願時に
どの様な権利主張を行えばよいか等の参考情報となることを期待している。

調査の方法

• 我が国がこれまで注力して開発を行ってきた技術や、日本の宇宙ベンチャーが対象
としているビジネス領域等を対象とした

• 特許の検索については「技術・分野」と「出願人」の2つの観点から検索を行った

対象とする宇宙産業
の領域設定

注目技術・分野
の設定

（キーワード設定）

キーワードに関連する出
願人設定

日本を中心とした
宇宙分野の出願検索
⇒ロングリスト作成

重要特許絞込み
⇒ショートリスト作成

（20件程度）
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示

＜機器＞
 オール電化衛星
 小型衛星
 通信衛星
- 光通信
- データ中継
- HTS
 測位衛星
 観測衛星

 再使用ロケット
 小型ロケット

輸送
 デブリ除去、ディオービット
 軌道上補給（製造、メンテナンス）
 SSPS
 SSA

軌道上サービス

＜データ利用＞
 リモートセンシング
 位置情報/G空間
 AI/機械学習

人工衛星

 ランダー、ローバー
 サンプルリターン

月・火星探査

対象とする領域や技術の整理

• 対象とする領域については、下記の4区分をベースにそれぞれの領域で我が国が研究開発を進める
分野や、ベンチャー企業等がビジネスを展開しようとしているテーマにフォーカスを当てた。

• 記載した技術・トピックをキーワードとして宇宙分野に対する出願を検索。



産業財産権制度問題調査研究

17

３．調査結果

• またキーワードだけでなく、キーワードに関連の深い世界の主要プレイヤーを数社ずつ設定し、
主要プレーヤーを出願人とする特許出願についても検索した。

• キーワードと出願人の双方から出願を検索しロングリストを作成した上で、権利範囲の広い出願
や分野のバランスを考慮し、20の“重要特許”を設定した。※要約版では一部を抜粋して記載

キーワード プレーヤー（出願人）

衛星（機器） オール電化衛星 Boeing（米）, Airbus（欧）, SSL（米）

小型衛星 SSTL（英）, Planet（米）, Spire（米）

光通信/データ中継/HTS Boeing（米）, Airbus（欧）, SSL（米）

衛星
（データ利用）

リモートセンシング Planet（米）, Digital Globe（米）

位置情報/G空間 Qualcom（米）, マゼランシステムズ（露）

AI/機械学習 Orbital Insight（米）, Descartes Labs（米）, BlackSky（米）

輸送 再使用ロケット SpaceX（米）, Blue Origin（米）

小型ロケット NZ Rocket lab（米）, Vector（米）

軌道上サービス デブリ除去、ディオービット SSTL（英）、Tether Unlimited（米）, Aerospace（米）、Astroscale（日）

軌道上補給（製造、メンテナンス） SSL（米）, Northrop Grumman（元Orbital ATK）（米）, Made In Space（米）

SSPS -

SSA Leolabs（米）

月・火星探査 ランダー、ローバー Moon Express（米）, Astrobotic（米）、ispace（日）

サンプルリターン Deep Space Industries（米）, Planetary Resources（米）

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
ブルーオリジンによる再使用型ロケットに関する特許

出願番号 特願2015-150580

出願人 ブルーオリジン（米）

発明の名称 宇宙打ち上げ機の海上着陸及び関連のシステム及び方法

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、中国、ロシア

優先日 2009年6月15日

審査状況 米国：特許済 日本：審査中 欧州：審査中 中国：特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本出願はロケットの第1段を海上に着陸させる機構を持った再使用ロケットに対し幅広く適応される。米
国及び中国で特許化されており、日本、欧州では審査中となっている。
再使用型ロケットについてはこれまで我が国でも研究開発に取り組んでいる技術領域であり、特許化され
た再には商用化に大きな支障をきたす。
米国では特許化された後SpaceXによる異議申し立てにより大半のクレームが無効となった。

１つ又はそれ以上のロケットエンジンを含む宇宙打ち上げ機
を備えた、宇宙空間へのアクセスを提供するシステムであっ
て、前記宇宙打ち上げ機は、１つ又はそれ以上のロケットエ
ンジンの少なくとも１つに点火して前記宇宙打ち上げ機を機
首からの方向で宇宙空間に打ち上げて、大気圏に再突入する
ために前記宇宙打ち上げ機を船尾からの方向に指向させて、
前記１つ又はそれ以上のロケットエンジンの少なくとも１つ
からの推力を用いて実質的に船尾からの方向で水域の着陸構
造体上に前記宇宙打ち上げ機を着陸させる、ことを含むルー
チンを実行するように構成されるシステム。
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
ボーイングによる電気推進システムを有する衛星に関する特許

出願番号 特願2013-249017

出願人 ボーイング・カンパニー（米）

発明の名称 電気推進システムを使用して推進動作を実行するための方法および機器

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、カナダ、中国

優先日 2012年12月4日

審査状況 米国：特許済 日本：審査中 中国：審査中 カナダ：特許済、欧州：未請求

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への影響

本出願は電気推進機構を有した人工衛星を対象とした非常に権利範囲の広い出願であり、我が国において
は審査中となっている。
我が国でも電気推進衛星の開発が進められているところであり、権利化された場合にはこれまで開発を
行ってきた電気推進を有する衛星の商用化に大きな影響を及ぼすと考えられる。

機器であって フレームと、前記フレームに結合された電力
供給装置と、前記フレームに結合されたペイロードであっ
て、データを受信または送信する、ペイロードと、前記フ
レームに結合された電気推進システムであって、前記機器
の姿勢制御、運動量制御、および軌道制御を可能にする、
電気推進システムとを備える、機器。
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
ボーイングによる衛星のコンステレーション構築に関する特許

出願番号 特願2017-227829 

出願人 ボーイング・カンパニー（米）

発明の名称 複数の宇宙船の分散型上昇システム及び方法

出願先国 出願先：米国、欧州、日本、中国、ユーラシア（EAPO）

優先日 2016年12月1日

審査状況
米国：特許済 日本：未請求（出願日は2017年11月28日）、欧州：審査中、中国：未請求
EAPO：未請求

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本特許は衛星のコンステレーションを展開する手法に関する技術である。ロケット上段から軌道投入された
衛星群を効率的に軌道上に展開していくためのシステムで、衛星と中心している地上局も含むシステムと
なっている。
現時米国で特許取得済みであり、欧州でも審査中となっている。我が国では未請求となっているが、国内に
は複数の衛星コンステレーション構築を目指す宇宙ベンチャーが存在するため、今後の審査請求等の動向に
気をつける必要がある。

宇宙船のコンステレーションを展開する方法（２
００）であって打ち上げビークル（１５０）から
宇宙船（１０４、１０６、１０８、１１０）のク
ラスター（１０２）を第１の軌道（１４０）に放
出すること（２０２）と、地上局（１１４）から
視認される期間の重複が最小限に抑えられるよう
に、前記宇宙船のクラスター内の宇宙船を互いか
ら分離させること（２０４）と、前記各宇宙船が
分離したときに、同期上昇でそれぞれの最終軌道
（１４２）に同時に上昇させること（２０６）と
を含む方法。
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３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
オービタル・インサイトによるリモセン画像解析に関する特許

出願番号 US9934591

出願人 オービタル・インサイト（米）

発明の名称 Remote determination of quantity stored in containers in geographical region

優先日 2016年4月8日

出願先国 出願先：米国、欧州、日本

審査状況 米国：特許済、欧州：審査中、日本：出願手続き中

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

前頁と同様に我が国で注力している衛星画像の解析に関する技術であり、数年前に注目を集めた石油タン
クの備蓄量を推計する手法である。
現在米国で特許済み、欧州で審査中となっている。また日本に対しても国内移行手続きを行っており、近
日中に審査請求に進むことが想定される。

空中撮像装置から画像を処理する方法であって、関心対象の
画像を受信するステップと、前記画像からパラメータベクト
ルを抽出するステップと、前記対象物の高さ及び幅を決定す
るために前記画像に対して画像解析を実行するステップと、
前記抽出されたパラメータベクトルと、前記決定された高さ
と、前記決定された関心対象の幅とを使用して、前記関心対
象の複数の理想化された画像を生成するステップと、利子;受
信した画像の画素と理想化された画像の画素との間にドット
積を行うことを含む、関心対象の受信画像を複数の理想化画
像の各理想化画像にマッチングさせて、そして決定された関
心対象の満たされたボリュームに対応する情報をユーザデバ
イスに送信するステップとを含む方法。
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出願番号 US9266627 

出願人 プラネタリー・リソーシズ（米）

発明の名称 小惑星探査及び採掘のための方法、装置、およびシステム

出願先国 出願先：米国

出願日 2014年3月18日

審査状況 米国：特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への影響

本出願は小惑星探査および資源採掘を目的としたシステム、装置に幅広く適用される特許であり、米
国で特許済みとなっている。
本特許は米国以外には出願されていないため現状で我が国の産業に与える影響は限定的であると考え
られるが、本分野は我が国としても注力している分野であり、民間ベンチャー企業の活動も見られる
ため、続き出願動向をウォッチしておくことが必要と考えられる。

採掘のために小惑星を探査する方法であって、（ａ）少なくと
も１つの宇宙船を打ち上げる。宇宙船は宇宙望遠鏡を含む。
（ｂ）宇宙望遠鏡を用いて複数の小惑星を調べて特性評価およ
び目録作成のための小惑星に関する科学的データを集める。
（ｃ）宇宙望遠鏡によって検査されカタログ内に含まれる複数
の小惑星から採掘するための１つ以上の小惑星を選択する。
（ｄ）複数の小惑星から採掘するために選択された１つまたは
複数の小惑星に向かって少なくとも１つの宇宙船を飛行させる
こと。

３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
プラネタリー・リソーシズによる小惑星探査・採掘に関する特許
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出願番号 PCT/JP2016/073659

出願人 株式会社ispace（日）

発明の名称 探査方法、探査システム及び探査機

出願先国 出願先：国際出願

優先日 2018年8月10日

審査状況 国際出願

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への影響 国内企業による出願のため記載なし

衛星、小惑星、または惑星において天然資源
を探査する工程と、探査により検出された天
然資源を取得する工程と、取得された天然資
源を貯蔵する工程と、を有する

３．調査結果

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
ispaceる宇宙探査・システムに関する特許
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出願番号 特願2017-532243

出願人 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース（英）

発明の名称 スペースデブリの捕獲

出願先国 出願先：米国、欧州、日本、カナダ

優先日 2016年12月1日

審査状況 米国：特許済 欧州：特許済、日本：審査中、カナダ：未請求

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本特許は軌道上でスペースデブリを捕獲し、捕獲したデブリを大気圏へ再突入させるシステムを対象として
おり、対象部に対して銛等を発射し結合することでデブリを捕獲するシステムである。現在我が国では審査
中となっており、今後の審査結果が注目される。我が国ではスペースデブリ除去に関する研究開発が進めら
れており、さらに本分野で事業化を目指す宇宙ベンチャーも存在することから、スペースデブリ捕獲に関す
る特許の出願動向については定期的な情報収集が必要であると考えられる。

宇宙空間で軌道周回するターゲット物体をインターセプトするため
のビークルであって、前記ビークルを軌道上へと駆動するための発
射部と、前記ビークルが軌道上にあるときにターゲット物体をイン
ターセプトするためのインターセプト部とを備え、前記インターセ
プト部は、前記ターゲット物体と係合するための手段を有し、前記
発射部は、前記ビークルを第１楕円軌道上へと駆動するよう構成さ
れ、前記ビークルは、前記ターゲット物体と係合すると第２楕円軌
道を取るよう構成され、前記第１楕円軌道は、インターセプトポイ
ントにて前記ターゲット物体の軌道と交差するように構成され、前
記第２楕円軌道は、前記ビークルが、前記ターゲット物体と係合し
たときに前記インターセプトポイントから地球の大気圏に向かって
移動するよう構成されるような軌道である、ビークル。

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
エアバス・ディフェンス・アンド・スペースによる宇宙デブリ除去に関する特許

３．調査結果
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出願番号 特願2014-55202

出願人 アストロスケール プライベート リミテッド（日）

発明の名称 宇宙用装置、デブリ除去システム及びデブリ除去方法

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、ロシア

優先日 2015年3月18日

審査状況 米国：拒絶回答あり 日本：未請求 欧州：審査中 ロシア：特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

国内企業による出願のため記載なし

宇宙空間に存在する対象物に接着する接着部と、推進
力を得るための推進部と、を備え、前記接着部で前記対
象物に接着した状態で前記推進部によって前記対象物と
ともに移動することにより前記対象物を所定の目標位置
へと運搬する、宇宙用装置。

3.4.  国内で出願されている特許や国際出願されている特許の例示
アストロスケールによるデブリ除去に関する特許

３．調査結果
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低 高事業実施上の他社への技術流出リスク・特許の有効性

知
財
に
対
す
る
意
識
・
知
識

知
財
戦
略
の
検
討
状
況

高

低

方向性案⑦
個別分野における注意
点やリスクに対する
対応の提示・普及

方向性案①②
知財戦略の必要性啓蒙、社内体制作りの促進

オープンクローズ戦略のガイドライン（基本的な考え方）提示・普及

方向性案③④
人材提供、相談窓口、人材育成、情報提供等の支援

方向性案⑤⑦
個別分野における注意
点やリスクに対する
対応の提示・普及

方向性案⑥
個別分野における注意
点やリスクに対する
対応の提示・普及

方向性案③④
人材提供、相談窓
口、人材育成、情報

提供等の支援

意識の低い企業の底上げ

ロケット製造
打ち上げ等

衛星製造（プライムメーカー）
部品・コンポーネント製造

地上サービス等

日本の宇宙産業にお
ける知財検討体制の
強化

個別具体の論点整理
今後の対応方針検討

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
• 企業の知財に対する取組み状況により求められる施策は異なる
• また事業領域によって想定されるリスクや知財の必要性も異なる
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我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
• 我が国の宇宙分野の知財に対する意識・知識の向上を図るために必要な施策とその対象の整理
• 要約版では下記の中から必要な取組みを抜粋して記載する。

対象 方向性案 共通 ロケット 衛星製造 コンポーネント 地上サービス

知財に対する
知識・意識の

低い企業

①知財戦略の必用性啓蒙 ○

①企業に求められる知財体制 ○

①特許調査の必要性啓蒙 ○

②オープンクローズド戦略
のガイドライン

○

知財に対する
知識・意識の

高い企業

③人材提供、相談窓口の支援 ○

③情報提供・交換の支援 ○

④秘匿化を行う際のリスク周
知と対応策の提示

○

⑤打上げ国での特許侵害
リスク

○ ○

⑥各国の法律の理解 ○ ○ ○

⑦訴訟リスク軽減方法の周知 ○

知財戦略の必要性啓蒙や基本情
報の共有を中心に業界のボトム

アップを図る

知財戦略の検討や出願を検討す
る段階で、課題となっている点
の支援を行い戦略策定や個別事
案の検討を適切に行える環境を

整える

個別分野の特性や宇
宙分野の特性を考慮
し、特に注意が必要

になる点を整理

ボトムアップ
を図る方策

知財戦略の
強化を図る

方策
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我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
企業における知財体制整備の促進
• ベンチャー企業や中小企業では、社内リソースの不足から社内で十分な知財検討体制が構築されていない

ケースも多い
• 専属の部署や人材を置くことは難しいものの、必要最低限の体制構築を促すことが重要
• また宇宙産業に詳しい弁理士等も少ないため、社外の弁理士を頼る場合は中長期的な関係性を構築し、自社

の宇宙ビジネスを理解してもらうことも必要

CEO、COO,CTO等
の経営陣

社内のエンジニアや
法務担当等

• 知財戦略は企業の経営戦略につ
ながる重要な要素

• 社内のCXO（経営陣）を巻き込み
社内体制を作ることが重要

• 社内リソースが限られているた
め、専任の職員を雇用することは
難しいものの、“兼務”という形で
知財について検討する体制を作
る必要がある

議論・検討

企業内における知財体制 企業外のアドバイザー

弁護士、弁理士

• 社外の弁護士事務所や弁理士事務所
を活用し定期的に議論を行う

• 宇宙分野の特種性から、自社の事業を
理解してもらえる弁理士を作っておくこ
とが重要

定期的なミーティング
特許出願の相談

宇宙産業に詳しい弁理士は限
定的である。そのため自社の事
業を理解してもらうために、特定
の弁理士と長期的なパートナー
シップを構築することが必要
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我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
特許調査の必要性の啓蒙
• 特許の出願等を検討する場合には、既にどの様な技術について出願がされているのか、どの様な企業が出願

をしているのか等を把握する必要もある。
• 一般に企業の中で研究開発等を行う前や、特許出願もしくは発明の秘匿化を検討する際には下記の手順に

則った特許調査が必要である。

１．自社製品やシステム、サービス等が他社の特許権を侵害しないかを確認する（クリアランス）
２．自社の発明が特許化できる可能性があるかを判断する（先行技術調査）
３．他社の特許が自社の発明に接触しうる場合に、他社の特許を無効化できる証拠を探す
４．宇宙分野の技術動向や海外等の競合の技術戦略を知る

特許情報プラットフォーム 特許庁 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

無償データベース

• 特許調査を実施するに当たっては、特許庁の提供している下記の無償データベースの活用等が有効である



産業財産権制度問題調査研究

30

４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
特許出願が必要になるケースの提示
• ロケットであれば自社のロケットをクライアント等に受け渡す必要性が無いため、情報漏えいリスクは少な

く特許出願が不要になるケースも多く存在すると考えられる。
• しかし近年は小型ロケットを中心に世界的にプレーヤーが増加しているため、他社から出願をされてしまう

リスクが高まっていると考えられる。

製品の製造・販売の過程で技術
内容が漏れる可能性がある

他社が独自に開発する
恐れがある

No

他社が侵害していることの
発見が可能である

No

内容を開示しても発明の価値を
大きく損なうことは無い

No

• 再使用や空中発射等のビジネスアイディアに近い特許で
は特許侵害を容易に発見できる場合がある

• 特許を取得するには全ての技術情報やノウハウを開示す
る必要があるわけではない

秘匿化（出願しない）

多くの技術を内製
化しており、かつ最
終製品がクライアン
トの手に渡らない

国内では競合が
いない。また国際的
にもプレイヤーは限

られる

• 小型ロケットは全世界で数多くの企業が開発競争を繰り広
げており、プレイヤーの数が爆発的に拡大している

• 今後類似のサービスを提供する競合が現れる恐れがある

外観からでは判断
できず特許侵害を

訴えられない

機微性の高い情報
が多く含まれる

これまでの宇宙産業の考え方 出願を検討すべき理由や論点

先使用権を主張できず他社に
出願されると事業に支障が出る

No

No

外国で打ち上げる
ことは無いので国
内で対応すれば十

分

ロケット製造
打ち上げ
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
特許出願が必要になるケースの提示
• ビジネスパートナーやクライアントと結ぶNDA（秘密保持契約）だけで自社の製品やサービスの技術情報

が流出しないとは限らず、NDA締結を根拠に特許出願を行わないという判断は不適切。

衛星製造

製品の製造・販売の過程で技術
内容が漏れる可能性がある

• 小型光学衛星等、人工衛星の構成･構造自体にノウハウ
の含まれる衛星においては、外観より製造上の知見を把
握し、技術流出につながる恐れがある

• NDAだけで自社の知的財産を守るには限度がある

他社が独自に開発する
恐れがある

No

他社が侵害していることの
発見が可能である

No

内容を開示しても発明の価値を
大きく損なうことは無い

No

• ビジネスアイディアに近い特許では特許侵害を容易に発見
できる場合がある

• 従来の通信、観測、測位衛星以外にもユニークな発想のビ
ジネスモデルを掲げる企業が多く出現している

• 自社の技術を概念的な特許で出願することも出来る場合
がある

秘匿化（出願しない）

顧客は限られるた
め情報流出するこ
とは無い（都度

NDAも結んでいる）

一度きりの一点も
のを生産している
ので問題ない

• コンステレーションシステム対応の衛星は大量生産を前提
としたコモディティ製品である

• 国内外に類似のビジネスモデルを掲げる競合企業が多く
存在し、他社から出願されるリスクが高まっている

宇宙空間にいくた
め侵害を発見でき

ない

出願するとノウハウ
流出につながる

これまでの宇宙産業の考え方 出願を検討すべき理由や論点

先使用権を主張できず他社に
出願されると事業に支障が出る

No

No

関連書類は整理し
ており問題なく先使
用権を主張できる

• 海外展開する場合は当該国で先使用権を主張できるよう
に対応する必要がある

• ただし国・地域によって先使用権のルールが異なるため、
先使用権を主張できない場合もある。そのような恐れのあ
る外国に対しては出願等を行い事業を守る必要性がある
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
特許出願が必要になるケースの提示
• 低コスト化が進む中で、自社製品を他社が容易に入手しリバースエンジニアリング等により情報が流出する

危険性が高まっている。

部品・コンポーネント製造

製品の製造・販売の過程で技術
内容が漏れる可能性がある

• NDAだけで自社の知的財産を守るには限度がある
• 低コスト化が進む中で、他社が容易に自社製品を入手し
リバースエンジニアリング等により情報が流出する危険
性が高まっている

他社が独自に開発する
恐れがある

No

他社が侵害していることの
発見が可能である

No

内容を開示しても発明の価値を
大きく損なうことは無い

No

• 製品の大量生産や低コスト化に伴い他社製品を容易に
購入し侵害があるか確認することができる

秘匿化（出願しない）

顧客は限られるた
め情報流出するこ
とは無い（都度

NDAも結んでいる）

一度きりの一点も
のを生産している
ので問題ない

• コンステレーションシステム対応の衛星は大量生産を前
提としたコモディティ製品である

• 国内外に類似のビジネスモデルを掲げる競合企業が多
く存在し、他社から出願されるリスクが高まっている

宇宙空間にいくた
め侵害を発見でき

ない

出願するとノウハウ
流出につながる

これまでの宇宙産業の考え方 出願を検討すべき理由や論点

先使用権を主張できず他社に
出願されると事業に支障が出る

No

No

関連書類は整理し
ており問題なく先使
用権を主張できる

• 海外展開する場合は当該国で先使用権を主張できるよう
に対応する必要がある

• ただし国・地域によって先使用権のルールが異なるた
め、先使用権を主張できない場合もある。そのような恐
れのある外国に対しては出願等を行い事業を守る必要
性がある
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
特許出願をしない際のリスクとその対策の周知
• 特許を出願せずに秘匿化するほうが適切であると判断される場合も多分に存在する。しかし他社の特許が権利化されればこれ

まで提供してきた自社のサービスや製品が他社の特許侵害になる恐れがある。これらのリスクを認識した上で下記の対応案等
を実施することが望ましい。

• 日本で先使用権を主張するためには、他社の特許出願より前に“国内において”、発明の実施である事業を“実施していた”もし
くは“事業の準備をしていた”ことを証明することが必要になる。一方で先使用権は各国・地域で独自に定められている制度で
あり、先使用権が主張できるケースが国内外で異なるため、注意が必要。詳細は下記のURLを参照されたい。

• 参考： https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_kanryaku.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html#senshiyou_02

対応策 概要

① 他社の出願動向調査

• 自社の事業に関連する技術について、国内外
の他企業から出願がなされていないか調査

• 自社製品が他社の特許を侵害していないか、
自社の発明の特許化できる余地の検討、他社
の技術戦略把握等につなげる

②
特許庁に対する

情報提供
異議申し立て

• 自社の事業に不利益を被る出願が発見され
た際には、特許庁に対する情報提供等を行い
権利化を阻止

• 一度権利化されてしまった場合にも論文や他
の特許出願等を引用し、異議申し立てを行い
権利範囲を最小化する

③ 先使用権の活用

• 出願日より前に事業行為を行っている証拠が
ある場合には先使用権を行使し、他社の特許
が権利化されても事業継続が可能な状態にす
る
※ただし先使用権を主張するには各種書類等
の準備が必要（詳細は次頁参照）

秘匿化する際のリスクに対する対応策案 アメリカにおける先使用権の日本との差異

項目 日本 アメリカ

「発明の実施である事業実施」や
「実施の準備」に関する先使用権

の要件

「実施」又はと
「実施の準備」

の双方

米国内での実施
のみ

輸入行為が先使用権を発生する
行為の対象であるか

対象 対象でない

輸出行為が先使用権を発生する
行為の対象であるか

対象 対象でない

先使用権発生行為が
行われていなければならない日

出願の際
出願の一年
以上前

• アメリカでは輸出入を行っているだけでは先使用権は主張でき
ない（アメリカ国内で製造等の実施が必要）等、日本との大きな
差異が存在

• 特許庁等が公開している各国の先使用権の要件等を確認して
対応する必要がある
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
海外打ち上げにおける特許侵害リスクの周知
• 宇宙分野独特の活動として、特定の国・地域で製品の輸入、製造、販売等の行為を行っていなくても、製品

の“打ち上げ”を理由に他国・地域に自社製品を持ち込むケースが想定される。
• 国内で製造した衛星等を打ち上げのためだけに海外に持ち込んだ場合でも、打ち上げ国で当該製品に関する

特許が出願されていると、持ち込んだ時点で特許侵害となりうる（※ISSへの打ち上げに関しては国際条約
で例外となる）。

• 打ち上げ国で事業の実施（製造等）を行っていない場合でも、訴訟のリスクとなりえるため、打ち上げ国で
の出願状況を確認する等の対応が必要
 現時点で日本企業が打ち上げを行う可能性のある国は、アメリカ、ロシア、フランス、インドに限ら

れるため、これらの国での出願状況を確認することが重要
 ただし今後はニュージーランド、イギリス等で小型ロケットの打ち上げが活発化する可能性もあるた

め、状況に応じて出願状況を確認する必要がある

日本企業

国内に出願

日本国内
特許を実施し
製品を製造 外国

打ち上げのための外国へ持ち込み

外国企業

日本企業の打ち上げる
製品に関連する特許を出願

外国に持ち込んだ時点で、対象
国で類似の特許出願をしている
企業がある場合には特許侵害と

なり訴訟となるリスクがある

訴訟
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
各国の法制度の違いに対する理解促進
• 国・地域によっては、当該国の管轄権や管理権の下にある宇宙物体での行為について、当該国の特許法や産

業財産権や著作権が有効であると明記されている
• 現状我が国では下記の米国等のように宇宙物体や宇宙空間での行為に対する知財権の規定は存在しない
• しかし今後宇宙産業のフィールドは、地上の宇宙産業やISS内の活動だけでなく、民間による宇宙ステー

ションの整備、LOP-G（月軌道プラットフォームゲートウェイ ）等の深宇宙における拠点形成等が活発化
してくると考えられる

• そのため各国の法制度を十分に理解し各国の出願状況の確認等を行っていく必要が有る

 米国特許法第105条（抜粋）

 合衆国の管轄又は管理の下に、宇宙空間において，宇宙物
体又はその構成要素に関して行われ，使用され又は販売され
たすべての発明は、本法の適用上，合衆国内において行わ
れ使用され又は販売されたものとみなされる。

 国際宇宙基地協力協定（抜粋）

 各参加主体は、登録条約第2条の規定に従い、付属書に掲げ
る飛行要素であって自己が提供するものを宇宙物体として登
録する。欧州参加主体は当該参加主体の名において、かつ、
当該参加主体のために行動するESAに対し、登録の責任を委
任している。

 知的所有権に係る法律の適用上、宇宙基地の飛行要素上に
おいて行われる活動は、当該要素の登録を行った参加国の領
域においてのみ行われたものとみなす。

 ただし、ESAが登録した要素については、いかなる欧州参加国
も、当該活動が自国の領域内で行われたものとみなすことが
できる。参加国又はその協力機関若しくは関係者による他の
参加主体の宇宙基地の飛行要素上における活動への参加
は、それ自体では、本項に規定する当該活動に対する管轄権
を変更し又はこれに影響を及ぼさないことが確認される。

 ドイツIGA施行法（抜粋）

 ESAによって登録された要素の内部及び同要素上で実施
される活動は、産業財産権と著作権の分野に関しては、本法
律の適用範囲で行われたものとみなす。
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４．まとめ

我が国の宇宙分野の知財戦略に求めれる方向性
大手企業による訴訟リスク
• 今後ビジネスの拡大が期待されている衛星画像を用いたデータビジネスや、測位衛星からの位置情報を活用したビジネス等、

地上で活用するIT・デジタル関連サービスを中心に既存の大企業からの訴訟リスク高いと考えられる。
• 海外の大手企業の中には非常にたくさんの特許を日々出願している企業も多く存在するため、日本のベンチャー企業等がそれ

らの特許を全て把握し、特許侵害をしないでビジネスを拡大していくことは非常に困難である。
• このようなケースにおいて、特許出願を有効に活用することで、大手企業をけん制しながら自社のビジネスを展開できる可能

性がある。

新規参入の
日本のベンチャー

日本国内
外国

外国大手企業

各国に大量の特許を出願

外国外国

• 自社も侵害している可
能性があるため、安易
に訴訟を起こせない

マーケットに参入したい
が、海外大手企業の特許
を侵害する可能性が高い

訴訟

訴訟

• 数では勝てなくても、相手
企業に自社の特許を1つ

でも侵害させることができ
れば“交渉”の余地が生ま
れ、訴訟の抑止力になる

 特許権取得は競合と対等な立場で交渉のテーブルに着くた
めにも有効な手段となりえる

 特に既にドミナントな大手企業が存在する領域においては、
自社の特許を武器に、訴訟を起こさせないことやクロスライ
センス等の契約に持ち込むことができる可能性がある



産業財産権制度問題調査研究

禁 無 断 転 載

平成３０年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
宇宙分野における知財戦略の策定に向けた研究機関等や

国の委託研究による発明の保護の在り方について（要約版）
平成３１年３月

請負先
株式会社野村総合研究所

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2


