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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 

背景： 

我が国の宇宙産業における特許出願は欧米等と比較して少ない状況であるこ

と等を受けて、「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、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た。 

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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I ．  序  

 

１． 本調査の背景と目的  

 

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。  

平成３０年６月に知的財産本部で決定した「知的財産推進計画２０１８ 1」や

平成２９年１２月に宇宙開発戦略本部で決定した「宇宙基本計画工程表 2」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

旨が明記されており、個々の企業のみならず、国のプロジェクトを主導する行政

機関等においても、宇宙分野における知財戦略の策定に向けた対応が必要となっ

ている。  

知財戦略における発明の保護の一つとして、特許による権利化が挙げられるが、

我が国の宇宙産業の特許出願件数は米、欧と比較しても少ない状況であり 3、宇

宙分野の原理特許（コンセプトに係る特許）が外国企業により国内外で取得され

るなど、我が国の宇宙分野における知財戦略に懸念ある。  

 そのため、本調査では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ことを目的に実施した。  

                                                   
1  知的財産推進計画 2018 P16 知財戦略本部  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2018.pdf  [最終アクセス日： 2019 年 3

月 25 日 ]  
2  宇宙基本計画工定表  工程表 30 宇宙開発戦略本部

http://www8.cao.go.jp/space/plan/plan2/kaitei_fy29/kaitei_fy29.pdf  [最終アクセス日： 2019 年 3 月

25 日 ]  
3  平成 27 年度 . 特許出願技術動向調査報告書（航空機・宇宙機器関連技術）経済産業省特許庁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou -houkoku/h27/27_09.pdf [最終アクセス日： 2019 年 3 月 25

日 ]  

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku2018.pdf
http://www8.cao.go.jp/space/plan/plan2/kaitei_fy29/kaitei_fy29.pdf
https://www.jpo.go.jp/shiryou/pdf/gidou-houkoku/h27/27_09.pdf
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２． 本調査の実施方法  

 

（１） 公開情報調査  

 

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。  

 

（２） 国内ヒアリング調査  

 

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。  

 ヒアリング対象については、宇宙関連企業、研究機関を中心としながらも、他

分野との比較を行うために、公的研究機関については宇宙分野以外の研究開発を

行っている機関に対してもヒアリング調査を実施している。  

 

（３） 検討委員会  

 

 国内外文献調査および国内ヒアリング調査の結果を踏まえて、有識者委員会を

開催し我が国に求められる宇宙分野の知財戦略について、あるべき方向性の議論

を行って頂いた。  

 

＜委員会名簿＞  

委員長（敬称略）  

  中須賀真一   東京大学大学院工学系研究科教授  

 

委員（50 音順、敬称省略）  

  岩本裕之    宇宙航空研究開発機構 新事業促進部 部長  

  岡島礼奈    株式会社 ALE 代表取締役社長  

小山浩     三菱電機株式会社 電子システム事業本部  役員技監  

  鮫島正洋    弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士  

  高倉成男    明治大学 法科大学院 法務研究科長・教授 

永石哲也    産業技術総合研究所 知的財産・標準化推進部 部長  
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＜議事内容＞  

 第 1 回委員会 調査の進め方の確認と調査仮説の検討  

（１）調査方針の説明  

（２）プレヒアリングの報告と調査の論点  

（３）ヒアリング先の検討  

（４）重要特許の調査方針  

 

 第 2 回委員会 企業等に対する知財戦略の方向性検討  

１．第１回委員会の議事録およびご指摘事項の確認  

２．調査結果のご報告・議論  

（１）小型コンステレーションの進展を踏まえた欧米事業者等の技術動向調査

（知財分野）  

（２）海外の国プロにおける知財の帰属等について  

（３）ヒアリング結果のご報告  （説１０分議１０分）  

（４）知財戦略の方向性（議論の叩き台）  

 

第 3 回委員会 国プロジェクトにおける知財戦略の方向性検討  

１．第２回委員会の議事録およびご指摘事項の確認  

２．調査結果のご報告・議論  

（１）国研及び大学へのヒアリング結果のご報告  

（２）国プロにおける知財戦略の検討の方向性  

（３）知財戦略の方向性（案）  
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II ．  調査結果  

 

１． 日本の宇宙産業の知財に対する意識・知識向上の啓蒙  

 

我が国の宇宙産業は、国内官需が中心であることと、プレーヤーが限られてい

たこともあり、知財戦略検討の必要性が認知されていなかった。  

しかし、近年の民需牽引型の宇宙産業の立ち上がり、他国企業による日本国内

への特許出願、日本においても多くのベンチャー企業が誕生しつつあり、その多

くが海外市場を狙っている状況等を考慮すると、業界全体として知財に対する知

識・意識をあげていく事が求められる。  

本調査のヒアリング結果から、我が国の宇宙産業の知財に対する意識や知識は

限定的であり、一企業内で知財戦略やオープン・クローズ戦略が十分に検討され

ていないことが多いことが明らかになった。  

今後これまで知財戦略に足して知識・意識の薄かった企業等の意識啓発や知識

向上を目的に、知財戦略の必要性や検討のポイントを広く周知していく必要があ

る。  

 

２． ベンチャー企業や中小企業に対する支援  

  

また宇宙産業の特徴としてベンチャー企業の新規参入や異業種からの宇宙業

界への新規参入が多いことがあげられる。  

これらベンチャー企業や新規参入した企業は、比較的知財に対する取組みを重

要視する企業が多いことがわかった。しかしベンチャー企業を中心に人的・資金

的リソース不足から、検討の必要性は認識していても十分な検討が出来ておらず、

知財戦略検討に課題を抱えている企業が多い。  

これら問題意識は持っているが、何から着手すれば良いかわからない企業や、

検討を進めたいがリソース不足のためにそれができない企業に対して、情報提供

や検討の支援を行っていくことが求められる。  
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３． 定期的な他国・地域の企業等の出願動向調査の必要性  

 

 知財戦略を検討していくうえで重要なポイントとなるのは、他国や他の企業が

どの分野にどの程度特許出願を行っているのか（行っていないのか）を把握する

ことが重要である。  

 出願の多い分野では、研究開発の実施や製品・サービスの展開の際に、それら

既存の特許を侵害しないことはもちろん、国や企業としてどの分野にどのように

特許出願をしていくべきなのかを検討する素地とすることが出来る。  

 また特許出願が少ない領域においても、その中で特許を取得しなければならな

いのはどの様な領域なのか、特許を出願しない場合において生じるリスクの検討

等を行いながら、知財戦略を検討していく必要がある。  

 

４． 国プロジェクトにおける知財戦略検討の必要性  

 

 ここまで記載したとおり、我が国の宇宙産業はこれまで知財に対する意識・知

識が低かったことから、国プロジェクトにおける知財も有効活用されてこなかっ

たと考えられる。  

 実際にヒアリング調査では、国プロに参加している企業の中には知財戦略につ

いては全く考慮しない中で国プロジェクトを実施している企業も存在した。  

 我が国では宇宙産業の市場の大部分を官需が占めているため、国プロジェクト

が産業に与えるインパクトは大きく、知財戦略検討の必要性も非常に大きくなっ

ている。  

 国プロジェクトを実施する前、実施した直後、そこで得られた知財の取扱いや

活用促進等の幅広いフェーズで、検討が必要になる。  

 特に国プロジェクトが担う役割の大きい、基幹ロケットの開発や次世代の大型

の技術実証衛星、国の重要インフラとして利用される衛星関連技術、安全保障関

連の技術等においては、他国や企業の技術動向を十分踏まえた上で我が国の研究

開発の方向性や、そこから得られる知財の取扱いや戦略について検討していく必

要がある。  

 さらにそれらのプロジェクトに関わる民間企業等に対しても知財戦略の必要

性を訴え、プロジェクトの成果をともに有効活用できるように議論を行い、知財

の取扱い方針を検討していく必要がある。  
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I ．  序  

 

１． 本調査の背景と目的  

 

 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  

 そのため、本調査では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ことを目的に実施した。  
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２． 本調査の実施方法  

 

（１） 公開情報調査  

 

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。  

 

（２） 国内ヒアリング調査  

 

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。  

 ヒアリング対象については、宇宙関連企業、研究機関を中心としながらも、他

分野との比較を行うために、公的研究機関については宇宙分野以外の研究開発を

行っている機関に対してもヒアリング調査を実施している。  
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（３） 検討委員会  

 

 国内外文献調査および国内ヒアリング調査の結果を踏まえて、有識者委員会を

開催し我が国に求められる宇宙分野の知財戦略について、あるべき方向性の議論

を行って頂いた。  

 

＜委員会名簿＞  

委員長（敬称略）  

  中須賀真一   東京大学大学院工学系研究科教授  

 

委員（50 音順、敬称省略）  

  岩本裕之    宇宙航空研究開発機構 新事業促進部 部長  

  岡島礼奈    株式会社 ALE 代表取締役社長  

小山浩     三菱電機株式会社 電子システム事業本部  役員技監  

  鮫島正洋    弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士  

  高倉成男    明治大学 法科大学院 法務研究科長・教授 

永石哲也    産業技術総合研究所 知的財産・標準化推進部 部長  
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事務局  

   

区分  氏名  所属・役職  

経済産業省  

佐藤 浩昭  

（さとう ひろあき）  
特許庁総務部企画調査課 課長補佐  

浅井 洋介  

（あさい ようすけ）  

製造産業局 航空機武器宇宙産業課 

宇宙産業室 室長  

太田 晴信  

（おおた はるのぶ）  

製造産業局 航空機武器宇宙産業課 

宇宙産業室 宇宙産業専門職  

小宮 恵理子  

（こみや えりこ）  

産業技術環境局総務課  

成果普及・連携推進室 室長  

秋山 誠  

（あきやま まこと）  

産業技術環境局総務課  

課長補佐（バイドール・知財）  

内閣府  
森本 哲也  

（もりもと てつや）  
宇宙開発戦略推進事務局参事官補佐  

株 式 会 社    

野村総合研究所  

佐藤 将史  

（さとう まさし）  

ICT・メディアサービス産業コンサル

ティング部 上級コンサルタント  

株 式 会 社    

野村総合研究所  

八亀 彰吾  

（やかめ しょうご）  

社会システムコンサルティング部  

副主任コンサルタント  

 

３．オブザーバ（敬称略）  

内閣衛星情報センター 技術部 企画課長 中澤忠輝  

内閣衛星情報センター 管理部 総務課 國藤貴之  

文部科学省 宇宙開発利用課 宇宙科学技術推進企画官 有林浩二  

文部科学省 宇宙開発利用課 宇宙開発連携協力係長 上田貴裕  

文部科学省 宇宙開発利用課 行政調査員 村木祐介  

防衛装備庁 技術戦略部 技術振興官付 調整官 植田高盛  

防衛装備庁技術戦略部  技術振興官付知的資産管理運営室 千田英  

経済産業省産業技術環境局研究開発課  未来開拓研究統括戦略官 梶川健一  

特許庁  総務部  企画調査課  特許戦略調整班 研究係長 宮部菜苗  
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＜議事内容＞  

 第 1 回委員会 調査の進め方の確認と調査仮説の検討  

（１）調査方針の説明  

（２）プレヒアリングの報告と調査の論点  

（３）ヒアリング先の検討  

（４）重要特許の調査方針  

 

 第 2 回委員会 企業等に対する知財戦略の方向性検討  

１．第１回委員会の議事録およびご指摘事項の確認  

２．調査結果のご報告・議論  

（１）小型コンステレーションの進展を踏まえた欧米事業者等の技術動向調査

（知財分野）  

（２）海外の国プロにおける知財の帰属等について  

（３）ヒアリング結果のご報告  

（４）知財戦略の方向性（議論の叩き台）  

 

第 3 回委員会 国プロジェクトにおける知財戦略の方向性検討  

１．第２回委員会の議事録およびご指摘事項の確認  

２．調査結果のご報告・議論  

（１）国研及び大学へのヒアリング結果のご報告  

（２）国プロにおける知財戦略の検討の方向性  

（３）知財戦略の方向性（案）  
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II ．  公開情報調査  

 

１． 日本の省庁等の研究開発プロジェクトにおける知財の取扱い状

況の把握  

  

（１） 調査の目的  

 

 本調査項目では、国の研究開発プロジェクト（省庁や国の研究開発機関等によ

る委託事業）により、出願された特許の件数等を把握することで、宇宙分野にお

ける国プロジェクトにおける特許の出願動向と、それ以外の分野における特許の

出願動向を把握し比較することで、宇宙分野の現状や特性等を把握する。  

 

（２） 国の研究開発プロジェクトについて  

法令上の取決めはないが、一般的には、①費用の全額を国（委託を行う国立研

究開発法人を含む。）が負担して実施、②国が外部に委託する形式で実施、③特

定のテーマを国が設定、④複数の機関が参加（産学連携等）する研究開発事業の

ことをいう。  

我が国では、「開発者のインセンティブを増し、国の資金による研究開発成果

の普及を促進するため、米国のバイ・ドール法を参考として、国の委託研究開発

に関する知的財産権について、開発者にその利益を帰属させるための措置を講ず

る。」旨を決定するとともに、平成 14 年に策定した知的財産戦略大綱において、

「産業活力再生特別措置法第 30 条（いわゆる日本版バイ・ドール制度）4を、特

別な事情のあるものを除き、全ての委託研究開発予算について、2002 年度中に

適用する。」旨を決定している。  

よって、ほぼ全ての国の研究開発プロジェクトにおいて、成果に係る特許権は、

民間企業等のプロジェクト参加者に帰属するものとなっている。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4  平成 19 年に、日本版バイ・ドール制度は、特別措置法である産業活力再生特別措置法から恒久法で

ある産業技術力強化法第１９条（平成十二年法律第四十四号）に移管されている。  
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（３） 調査の方法  

 

 本調査では公開されている特許出願情報の明細書における「【国等の委託研究

の成果に係る記載事項】平成○年度、○○省、○○委託事業、産業技術力強化法第

19 条の適用を受ける特許出願」の記載 5からテキスト検索で母集団を抽出した。 

 その母集団の中から、実施年度、委託事業を実施した省庁、審査請求の有無や

海外出願の有無等に対して分類を行いデータを収集した。  

 なお、国の事業として、委託による事業以外に、請負による事業や補助による

事業もあるが、公開されている特許公表から抽出できないため、今回は対象外と

している点に留意されたい。  

 調査の対象とするデータの母集団は、約 5.7 万件が対象となったが、中には 10

年以上も前のデータも含まれるため、直近の動向を把握することを目的に、2013

年以降のデータ（約 1.1 万件）に絞り動向を分析した。  

 また対象の内、宇宙分野に関連するプロジェクトによる出願を把握するために、

母集団の中から「国際特許分類（ IPC）が B64G」である特許と、委託事業名に

「宇宙」、「衛星」、「ロケット」の文字が含まれるものを対象に宇宙分野に関する

プロジェクトによる出願を把握した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

5 産業技術力強化法（平成十二年法律第四十四号）第十九条に規定する特定研究開発等成果に係る特

許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。（特許法施行規則第二十三条第六項）

に基づく。  
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（４） 調査結果と分析  

 

 各省庁や国研等の委託事業における特許の出願件数は、新エネルギー・産業技

術総合開発機構（NEDO）、科学技術振興機構（ JST）、総務省、経済産業省、情

報通信研究機構（NICT）等の委託事業による出願が多い。  

  

図表 1 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  
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特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース）  
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図表 2 特許出願が多い委託元機関の特許の審査請求件数  
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出願されている特許の多くが審査請求まで実施されており、国プロで出願され

た特許の多くは権利化を視野に入れて出願されていることがわかる。  

 もっとも出願数の多い NEDO 事業により出願された特許は 3,747 件であったが、

その内 2,672 件（70%以上に相当）が審査請求されている。  

 JST についても 60%以上、総務省、経済産業省についても 80%弱が審査請求さ

れている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査請求件数（ 2013 年～ 2018 年）  
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 次に、出願件数の多かった委託元上位 10 機関において、特許の出願人ランキ

ング（上位 10 者）を整理した。  

 NEDO 事業ではコニカミノルタ、東芝、パナソニック、日本電気等の大手メー

カーが上位を占める結果となったが、JST においては大学や他の国研が上位を占

めている。  

 

図表 3 委託元機関別の特許出願人（1）  
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総務省については、パナソニック、日本電気、富士通、日本通信電話等のサー

ビス、製品に通信関連技術を多く用いている企業が上位を占めている。  

一方で経済産業省については、産業技術総合研究所や大学等の研究機関の割合

も多い。以降も上位 10 機関の委託事業における出願人を整理する。  

 

図表 4 委託元機関別の特許出願人（2）  
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図表 5 委託元機関別の特許出願人（3）  
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図表 6 委託元機関別の特許出願人（4）  
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図表 7 委託元機関別の特許出願人（5）  
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 下記に、出願の多い委託元の特許による海外出願動向を整理する。海外出願に

対しては、米国、欧州、中国、韓国に対する出願を対象とした。  

 件数の多かった上位 10 機関による出願の内、半数以上が海外に対して出願さ

れていることがわかった。特に NEDO、文部科学省、農業・食品産業技術総合研

究機構の事業で出願された特許は 65%以上が海外に対して出願されている。  

 

図表 8 日本版バイ・ドール制度を活用した海外出願件数  

（2013~2018 年公開ベース）  
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 一方で、宇宙分野の出願動向を見てみると、対象とする 2013 年以降のデータ

約 1.1 万件の内、わずか 48 件のみという結果となった。  

 

図表 9 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  

（宇宙分野）  

1

1

1

2

43
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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

 

 

 

 48 件の内、43 件は総務省による委託事業での出願となっており、多くは通信

衛星や放送衛星関連の技術となっていた。  

 中には地球観測衛星関連の技術である、金属資源探査に関する特許や超小型衛

星に関する出願も見られたが、極わずかであった。  

 全 48 件の内、40 件が審査請求されており高い比率で審査請求がされている。

しかし、海外に対する出願は非常に少なく 48 件の内わずか 1 件だけが PCT 出願

されているにとどまった。  

 海外出願比率の少なさについては、平成 27 年度に実施された航空機・宇宙機

器分野の特許出願技術動向調査でも指摘されていたところであるが、本調査に限

っては、出願の多くが総務省による委託事業であり、通信・放送という国内向け

事業が大半を占めることが、海外出願が著しく低くなっている原因であると考え

られる。  

 

 

 

 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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 出願のあった 48 件の内、最も出願が多かったのは日本放送協会（NHK）、次

いでソフトバンク、日本電信電話（NTT）、国際電気通信基礎技術研究所であっ

た。総務省から多くの事業を受託している通信関連の企業・研究機関が多い。  

 

図表 10 宇宙分野に関連する出願人ランキング  

（2013~2018 年公開ベース）  

出願人 件数
日本放送協会 20
ソフトバンク株式会社 7
日本電信電話株式会社 7
株式会社国際電気通信基礎技術研究所 7
ジオテクノス株式会社 2
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 2
国立大学法人東北大学 2
三菱電機株式会社 2
日本電気株式会社 2
学校法人慶應義塾 1
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 1  

※共同出願の関係で上記の合計が 48 にならない点に注意  

 

 我が国における宇宙分野の研究開発費は、他の分野と比べて決して低くない水

準にあると考えられる。  

 しかし十分に産業化が進んでいない分野であることや、研究開発から実用化ま

でに長い時間がかかること等が原因で他に比べて出願件数が少ないと想定され

る。  

 また一方で、宇宙分野は長らく限られたプレーヤーが国内の官需を中心に事業

を行ってきたという背景がある。そのため、技術を開発しても特許にする必要性

が薄く、業界全体が知財に対する検討を十分に行ってこなかったということも考

えられる。  
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 宇宙分野以外の分野では、航空機分野、原子力分野、防災分野、人工知能分野

に対する委託事業を対象に特許の出願件数等を比較した。  

 分野の抽出に際しては、委託事業名に対し特定のキーワード検索を行い上記の

4 分野を整理した。  

キーワードは航空機分野では「航空機」、「ジェットエンジン」、原子力分野で

は「原子力」、「原子炉」、「高速炉」、「汚染」、「除染」、「放射性」、防災分野では

「防災」、「減災」、「災害」、人工知能分野では「人工知能」、「ビッグデータ」、「機

械学習」、「自己学習」のキーワード検索を行い、対象となる特許を抽出した。  

 

図表 11 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  

（航空機分野）  
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航空機分野では 41 件の出願が確認された。その多くが総務省および経産省に

よる事業の出願であった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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 また出願の多かった出願人については下記の通り。企業の他に研究機関や大学

も存在する。この他にも出願件数が 1 件だった企業や大学が 10 者存在する。宇

宙分野より出願自体は少ないものの、共同術願が多く出願人は多くの企業や大学

等が含まれている。  

 

図表 12 航空分野に関連する出願人ランキング 上位 5 者  

（2013~2018 年公開ベース）  

出願人 件数
ＳＵＢＡＲＵ（富士重工業） 12
日本電気株式会社 11
ＫＤＤＩ総合研究所 4
国際電気通信基礎技術研究所 4
九州工業大学 2
神戸製鋼所 2
産業技術総合研究所 2
川崎重工業株式会社 2  

 

図表 13 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  

（原子力分野）  
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 原子力分野では 52 件の出願が確認された。委託もとの省庁では、経済産業省、

文部科学省が多くを占める。  

 

 

 

 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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 出願人については、日本原子力開発機構がトップで、民間企業では原子力発電

事業行っている企業が上位に位置している。  

 原子力分野も出願件数では宇宙分野と大きな差は無いものの、共同出願が非常

に多く、出願件数 5 件未満の出願にも数多く存在する。ただし大学や研究機関の

割合が非常に高い。  

 

図表 14 原子力分野に関連する出願人ランキング 上位 5 者  

（2013~2018 年公開ベース）  

出願人 件数
日本原子力研究開発機構 11
東芝 8
電力中央研究所 6
三菱重工業 6
産業技術総合研究所 5  

 

図表 15 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  

（防災分野）  
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 防災分野では 175 件の出願が見られ、その大半は総務省による事業の出願であ

り 120 件に及ぶ特許が出願されている。  

 

 

 

 

 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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 出願人は企業が多く、特に大手メーカーが中心となっているが、大学や研究機

関では、防災・減災に注力している東北大学の件数が多くなっている。  

 

図表 16 防災分野に関連する出願人ランキング 上位 5 者  

（2013~2018 年公開ベース）  

出願人 件数
日本電気 45
富士通 32
日本電信電話 22
東北大学 16
日立製作所 9  

 

図表 17 日本版バイ・ドール制度を活用した特許出願が多い委託元機関  

（人工知能分野）  
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人工知能分野では 44 件の出願があり、NICT が最も多く、NEDO、総務省、JST

は同程度の件数となっている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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 人工知能の分野も出願人に占める民間企業の割合が比較的高い。  

 

図表 18 人工知能分野に関連する出願人ランキング 上位 5 者  

（2013~2018 年公開ベース）  

人工知能 件数
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 8
国際電気通信基礎技術研究所 8
ダブル技研 5
首都大学東京 4
ＮＥＣソリューションイノベータ 3
アジア航測 3
鉄道総合技術研究所 3
住友化学 3  

  

他分野の出願件数は、防災分野以外は概ね宇宙分野と同程度の件数となってお

り、50 件前後の出願件数となっていた。  

 また出願人をみると、他の分野では宇宙分野と比較して出願人が多く見られた。 

宇宙分野はプレーヤーの数が限定的であるため、民間企業、大学、その他の研

究機関同士での共同出願の件数が、他分野より少なくなっていると考えられる。 
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２． 宇宙分野の国プロジェクトにおける知財の有効活用事例  

 

米国、欧州（ESA 参加国）の宇宙分野の国のプロジェクトにおいて知財を有

効に活用した事例の調査を行う。  

 

（１） 調査の目的  

 

 過去に行われた国内外の宇宙システムの知財を巡る動向等の分析・調査から、

個々の企業のみならず、国のプロジェクトを主導する行政機関等においても、宇

宙分野における知財戦略の策定に向けた対応が必要であると考えられている。そ

こで、本章では、欧米において国のプロジェクトで得た知財の民間転用に成功し

た事例を調査することで、その取り組みを把握する。  

 

（２） 調査の方法  

 

 米国、欧州の代表的な国のプロジェクト後に、主契約者がその知財を生かして

商用化している事例を調査した。国のプロジェクトを行った主契約者のホームペ

ージ等を元に調査した。  

また、国の機関が実施する民間企業への支援プログラムを経て、民間企業が事

業を行っている場合も、本調査の対象であると考えた。国の機関のホームページ

等を元に調査を行った。  

 

（３） 調査結果と分析  

 

（ｉ）エアバスとサフランの協業による欧州ロケット産業の民営へのシフト  

 

①  エアバスサフランランチャーズ（現アリアングループ）の設立  

 

欧州の機関ロケットであるアリアンシリーズは、ESA 主導で開発が行われ、

その主契約者としてエアバスが開発に関わっていた。しかし、2014 年にエアバ

スと、航空機系の大手部品メーカーであるサフランは、エアバスサフランランチ

ャーズ（現アリアングループ）というジョイントベンチャーを設立した。低価格

でロケット打ち上げサービスを提供する米系ファームに対抗するために、欧州の

打ち上げサービス専門事業者であるアリアンスペースが親会社のエアバスに提

案する形で実現した。  
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②  ロケット関連事業者への民間出資による民間主導の加速  

 

2016 年、エアバスサフランランチャーズはアリアングループへ改名すると同

時に、サフランの出資比率を引き上げ、エアバス、サフランの両社は 50％ずつ

の出資となった。これは、従来の政府主導での開発時に強大な力を持っていたエ

アバスと、サフランが同等の権限を持ってロケット開発を行っていくことを示し

ている。  

また、CNES が保有していたアリアンスペースの株式をアリアングループが買

収し、欧州のロケット打ち上げ産業の民営化が進行した。  

 

図表 19 アリアンロケットの運用と主契約者の変遷  

 

 

 

 

 

（ⅱ）フランスによる SPOT 衛星の開発とその後の民間転用  

 

SPOT 衛星は、5 号機までは CNES を中心とする政府予算で開発・運用され、

エアバスグループは主契約者として開発を担っていたが、6 号機以降はエアバス

グループが開発・運用を行っている。エアバスグループは、 6・7 号機のサービ

スを民間企業に提供し、商用化に成功した。  

一方、CNES を中心とする政府機関は、SPOT と同型の Pleiades 衛星を開発・

運用しており、これまでの SPOT 衛星で培った技術が政府側でも継続的に利用さ

れ続けている。  
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図表 20 SPOT 衛星の民間転用事例  

 

 

 

 

 

（ⅲ）ESA/CNES の NEOSAT プロジェクトによる民間企業支援  

  

①  プロジェクト概要  

 

 ESA は欧州における通信衛星技術の研究開発を目的とする ARTES（Advanced 

Research in Telecommunications Systems）プログラムを実施している。20 程度の

プロジェクトが進行中であるが、そのうちの一つが NEOSAT（Next Generation 

Platform）と呼ばれるプロジェクトである。  

NEOSAT は、ESA および CNES が管轄する、中型のオール電化通信衛星の研

究開発を行う民間企業を支援するプロジェクトである。エアバスが開発する

Eurostar Neo およびタレスアレーニアスペースが開発する Spacebus が支援対象と

なっており、目標として 2030 年までに世界の通信衛星市場の 50％を欧州で製造

することと、軌道上におけるコストを 30％削減することを掲げている。  

 

②  プロジェクトの特徴  

 

エアバスおよびタレスアレーニアスペースは、1990 年代頃から衛星開発を行

っており、欧州の最も代表的な衛星製造事業者である。ESA および CNES は、

欧州の通信衛星機器のプレゼンスを高めるために、2 社の衛星開発を別々のライ

ンで支援している点が本プロジェクトの特徴である。両社の衛星が目指す機能は

類似のものであるが、各社を融合させずにそれぞれのラインで開発させることに

より、各社の長所を生かした開発が行われると考えられる。  
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（ⅳ）NASA の COTS プロジェクトによる民間企業支援と SpaceX 社  

 

①  プログラム概要  

 

 NASA は民間企業による ISS への輸送を実現するため、当該研究開発を行う民

間企業に対して 5 年間で最大 5 億ドルの資金援助を行う COTS（Commercial 

Orbital Transportation Services；商業軌道輸送サービス）プログラムを 2006 年に

発表した。COTS プログラムでは、2008 年に SpaceX および Orbital Sciences（後

の Orbital ATK、現 Northrop Grumman の子会社）が選出され、NASA の支援を受

けながら輸送船の研究開発を行った。本プログラムは、機器開発の進捗に応じて

資金援助が行われ、打ち上げを確約するものではなかったが、両社とも NASA

と CRS（Commercial Resupply Services；商業補給サービス）契約を締結し、 ISS

への輸送を実現させた。  

 

②  SpaceX における COTS/CRS 後の商用利用  

 

 COTS プログラム終了後、SpaceX は着実に打ち上げ回数を増やしている。海

外の民間事業者からの発注が増えており、商用化の道を進んでいると言える。  

 

図表 21 SpaceX の打ち上げ件数推移（回）  
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３． 宇宙関係の国のプロジェクトにおける知財の規定  

 

（１） 調査の目的  

 

海外諸国における国のプロジェクト（国プロ）における知財の規定について、

我が国に対する示唆を得ることを目的としたベンチマーク調査を行った。  

 

（２） 調査の方法  

 

 以下の調査対象、及び調査内容について、公開情報を整理した。  

 

＜調査対象＞  

 欧州宇宙機関  

 米国航空宇宙局  

 米国国防総省  

 

＜調査内容＞  

 国プロにおける発明の知的財産権の帰属に関するルール  

 

（３） 調査結果と分析  

 

（ｉ）欧州宇宙機関  

 

 欧州宇宙機関（ESA）においては現在、国プロ参加企業の知的財産権保護を最

優先としたルールを採っている 6。この現行ルールは、2004 年以降の全ての ESA

によるプロジェクトにおいて適用されている。  

 2003 年より以前より、ESA プロジェクトにおいて知的財産権が参加企業に帰

属されてきた。しかしこの当時においては、国プロによって当該企業が保有した

知的財産を、排他的利用等の条件なく（無条件）かつ無償でのライセンシングを

ESA 及び ESA 加盟国政府や加盟国の企業や法人に行うことが求められていた。  

 この旧式ルールは、国プロの成果を社会に広め産業競争力向上という目的を掲

げていたものの、実態は不特定多数の機関・企業等にほぼ自由な条件で使用され

る構造となっており、知的財産権を持つ企業にとっては特許取得や知的財産権行

                                                   
6 ESA ”Intellectual Property Rights – a New Regime in ESA Contracts”  
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使のインセンティブが働かない、という状況に陥っていた。  

 このような状況を踏まえて 2004 年以降は、参加企業のインセンティブ向上に

重きを置いた設計に変更された。ESA に対しては、旧来ルールと同様に無条件

かつ無償のライセンシングが義務付けられたものの、その他の機関については、

対象によって使用条件や課金等の調整が可能となった。  

 

図表 22 ESA の過去の国プロの知的財産権ルール（2003 年まで）  

参加企業
A

国プロ

ESA
加盟国
政府

加盟国
企業・法人

IPR（知財権）帰属

無条件・無償
ライセンシング

無条件・無償
ライセンシング

無条件・無償
ライセンシング

 

 

図表 23 ESA の現在の国プロの知的財産権ルール（2004 年以降）  

参加企業
A

国プロ

ESA
加盟国
政府

加盟国
企業・法人

IPR（知財権）

無条件・無償
ライセンシング

公的宇宙開発
プロジェクトに限る

条件付
ライセンシング
（課金可）

条件付
ライセンシング
（課金可）

サード
パーティ

企業
アカデミア

公的宇宙開発
プロジェクトに

限る

A社のビジネスと
コンフリクトしない

研究に限る

A社のビジネスと
シナジーがあるもの

条件付無償
ライセンシング

有償
ライセンシング
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（ⅱ）米国航空宇宙局  

 

米国航空宇宙局（NASA）において民間企業等との調達契約の原則となってい

るのが国家航空宇宙法（1958 年制定）である 7。この法制度下においては、NASA

との調達契約において生じた発明の知的財産権は一義的に NASA に帰属するこ

ととされる。原則、NASA からライセンシング等によって他機関の使用を促進す

るようなことは勘案されていない。この知的財産権は、NASA が放棄、または発

明者が契約者たる企業側であることが明示的に認められる場合にのみ、国プロに

参加した企業に帰属することとなっている。  

国家航空宇宙法の中には「その他の取引」項目として、NASA 長官に事業遂行

に必要な契約を自らが妥当と考える条件で締結できる特例措置を認めるものが

ある。宇宙法協定（Space Act Agreement）と呼ばれるこの制度においては、国家

航空宇宙法が適用される通常の契約とは異なり、国プロから生まれた発明の知的

財産権については、当事者間、つまり NASA 及び参加企業等間で権利分配がな

される。その際、契約相手（企業等）の貢献度や契約内容の目的、契約における

企業等からの弁済有無等のいくつかの項目が権利分配内容の判断基準となる。  

この宇宙法協定下の契約においては、契約のパターンに応じて、NASA から参

加企業に対してライセンシングが認められる。NASA との共同開発・共同実験の

契約の場合、新しい発明の可能性が低いと想定される案件においては、宇宙法協

定に従った当事者間の知的財産権の権利分配に止まる。他方で、新しい発明の可

能性が高いと想定される案件については、同様に当事者間の権利分配が行われる

ことに加えて、NASA より参加企業に対して独占的または条件付独占的利用を認

める有償ライセンシングを供与する努力を行うことが求められる。NASA へ企業

が技術や運用等の役務提供を行う契約の場合には、無償ライセンシングによる独

占的利用が可能となっている。  

 民間企業への権利分配の考え方を更に推し進める形で、民間企業に権限を譲渡

することを前提とした契約形態となっているのが商業軌道輸送サービス（COTS）

である。COTS では、国家航空宇宙法を基本として、その中で一義的には NASA

に帰属する知的財産権について、発明の当事者である参加企業が NASA に対し

て権利放棄を請求することができる。NASA はそれに従って放棄することが求め

られ、民間企業に権利が譲渡される形となる。NASA は政府利用を目的とした場

合に限り、民間企業から無償でのライセンス供与を受ける権利を有するが、原則

として、COTS の求めるマイルストーン達成後、5 年間はそのライセンスを使用

                                                   
7 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）  
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しないこととしている。  

 

図表 24 NASA の国家航空宇宙法の調達契約に関する知的財産権ルール  

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

調達契約
による発明

知財権帰属

 

 

 

図表 25 NASA の宇宙法協定における知的財産権ルール（共同開発・共同実験） 

 

①事前に新たな発明の可能性が低いと判断されるケース  

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低いと想定されたもの
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②事前に新たな発明の可能性が高いと判断されるケース  

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

 

 

図表 26 NASA の宇宙法協定における知的財産権ルール（技術・役務提供）  

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

無償ライセンス（ロイヤリティー無し）
・独占
（NASAによる取り消し不可）

NASAの行う開発等に
企業が技術・オペレーションを提供（弁済）
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図表 27 NASA の COTS における知的財産権ルール  

参加企業
A

NASA

③知財権
譲渡

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、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
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

 

 

 

（ⅲ）米国国防総省  

 

米国国防総省（DoD）の行う技術開発には宇宙分野も多く含まれる。NASA が

契約内容や諸条件に応じて国プロ参加企業に知的財産権を分配や譲渡等、調整を

行っているのに対して、DoD では国プロ参加企業へ権利帰属する方針を採って

いる 8。  

原則となるのがバイ・ドール法（U.S. Code Title 35, Section 200～212）に基づ

く知財帰属ルールであり、宇宙分野もその例外ではない。このルール下において

は、DoD と民間企業による共同開発によって生じた新しい発明について、当事

者である参加企業が希望する場合には、知的財産権は参加企業に帰属する。その

際、当該企業はその知的財産を用いた製品やサービスの商業化を義務として負う。

一方で、DoD は無条件で非独占的なライセンス供与を当該企業から受ける権利

を有する。  

 

                                                   
8原崎亜紀子「防衛装備・技術協力とその知的財産戦略」（ 2018）、経済産業省「日本版バイ・ドール制

度の評価に関する調査」（平成 28 年度）  
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図表 28 DoD の共同開発における知的財産権ルール（バイ・ドール法適用）  

 

DoD

参加企業
A

無条件非独占的ライセンス

共同開発

による発明

知財権帰属
（企業による選択）

商業化の義務を負う
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４． 日本の国立研究開発法人の分析  

 

（１） 調査の目的  

 

我が国の宇宙産業の知財戦略や今後目指すべき方向性を検討するために、我が

国の国立研究開発法人等の知財関連情報を整理し、宇宙産業と他産業の現状を比

較分析する。  

 

（２） 調査の方法  

 

 以下の調査対象、及び調査内容について、公開情報を整理した。  

 

＜調査対象＞  

 宇宙航空研究開発機構（ JAXA）  

 産業技術総合研究所（AIST）  

 理化学研究所（理研）  

 物質・材料研究機構（NIMS）  

 日本原子力研究開発機構（原研）  

 日本医療研究開発機構（AMED）  

 科学技術振興機構（ JST）  

 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）  

 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ JOGMEC）  

 東京大学  

 

＜調査内容＞  

 知財部の体制  

 知財支援制度  

 標準契約書内容（請負、委託、共同研究）  

 特許出願件数  

 審査請求件数  

 共同出願先  

 出願先国  
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（３） 調査結果と分析  

 

（ｉ）知財部の体制  

 

 ほとんどの組織で知財部の存在が確認された。公開情報のみでいえば、AIST

の知財体制が充実しており、研究開発から技術移転までをサポートしている。  

 

図表 29 各機関の知財部体制  

名称  概要  

JAXA  新事業促進部を設置し、産官学連携を進める。具体的な知財体制

は WEB 公開されていないが、新事業促進部の取り組みから推察

するに、数名の知財担当者が存在すると考えられる。  

AIST  AIST の技術の実用化を狙い、イノベーション推進本部内に、知

的財産・標準化推進部を設置。公開情報を見るに、知財専門人材

を合計 48 名配置し、研究開発から技術移転までをサポートして

いる。  

理研   具体的な人数等の公開はされていないが、科技ハブ産連本部産業

連携部が中心となり、知財体制を構築していると推察。  

NIMS  外部連携部門内に知的財産室を設置し、NIMS において創出され

た知的財産の権利化、維持、管理を実施。戦略的かつ強固な知的

財産を構築するとともに、知的財産の運用を柔軟に行うことによ

り、さらなる研究成果の社会への還元を目指している。  

原研   研究連携成果展開部が中心となり、知財関連の支援策を実施。具

体的な体制については公開されていない。  

AMED  知的財産部が中心となり、様々な支援策を実施。知的財産コンサ

ルタント等、公開情報を見るに、合計１８人で支援を実施。  

JST  知的財産マネジメント推進部を背致死、権利化支援やマネジメン

ト強化支援等を実施。具体的な人数等に関しては公開されていな

い。  

農研機構   知的財産部を設置し、特許権等の実施手続き（秘密保持契約、情

報開示契約、オプション契約、実施契約等）を実施。具体的な人

数等に関しては公開されていない。  

JOGMEC  知財体制に関する直接的な情報の公開はされていないが、知財に

関するセミナーを総務部が実施していることから、総務部内に知
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財人材が配置されていると推察される。  

東京大学   産学協創推進本部内に知的財産部を設置。各部局の知的財産室や

東京大学 TLO 等と連携し、知財支援等を実施。  

 

（ⅱ）知財支援制度  

 

 あくまでも公開情報ベースでみると、各機関の知財支援制度にはばらつきが見

られる。知財支援を多く実施している機関は、基本的にパテントオフィサーやパ

テントリエゾン等、専門スタッフを配置し、技術移転に関する支援や知財戦略支

援、各種調査等を実施している。  

 

図表 30 研究機関別特許出願件数（全分野）  

名称  概要  

JAXA  JAXA の有する知的財産を活用したい企業等向けに、コーディネ

ーターによる相談対応や特許・技術利用の推進を実施。  

AIST  パテントオフィサーや知財担当連携主幹等による研究開発領域

での知財支援のほか、パテントリエゾン等による発明相談・先行

技術調査、特許庁への出願・ノウハウ化支援、権利化手続き・知

財の骨太化支援を実施。また、技術移転支援として、知財の事業

化戦略の検討や知財の産業界への移転支援を実施している。  

理研   パテントリエゾンスタッフが発明を発掘し、権利を保護。研究成

果を発明として捉え直し、さらにデータ追加を提案し、強い特許

を確保。また、コーディネーターがライセンス活動を行い、その

一環として共同研究、技術指導などの提案を実施。  

 その他、契約業務支援や事業開発活動支援、理研ベンチャーの認

定等を実施。  

NIMS  NIMS において創出された知的財産の権利化、維持、管理を実施。 

原研   原則として実用化開発をするための技術開発能力と意欲がある

国内の中小企業を対象に、原子力機構の保有する特許等を利用し

た実用化共同研究開発を募集。  

 原子力機構の持つ高度な技術や研究開発成果の活用を促進する

ため、原子力科学研究所の向かいに産学連携サテライトを開設。

サテライト内には実用化装置やパネルを常設展示し、技術相談、

技術指導や共同研究等、産学技術の高度化や企業の技術開発を支
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援。  

 原子力機構の特許などを使用して実用化や製品化を行なう企業

に対し「 JAEA ライセンス企業」の呼称やロゴマークの使用を認

定。  

AMED  AMED 知財リエゾンによる研究初期フェーズでの知的財産コン

サルテーションや AMED 知財部による発明相談等を実施。コン

サルテーションの一貫として、希望に応じて、補足的な先行文献

調査やライセンス可能性調査を実施。  

 AMED ぷらっと（シーズ・ニーズのマッチングシステム）を開

設し、大学・研究機関のシーズと企業のニーズをオンライン上で

マッチング。  

 その他、国内外の研究開発情報の収集・分析や知的財産の普及啓

発活動等を実施。  

JST  大学等知財基盤強化支援事業として、権利化支援の他、マネジメ

ント強化支援（人的サポート）やパッケージ化（知財譲渡や知財

の包括的な権利化）を実施。その他、J-STORE（大学・公的研究

機関が保有しているライセンスの情報検索プラットフォーム）や

説明会等を開催し、企業へのライセンスを進めている。  

農研機構   産学連携イベントの開催や農研機構で開発した品種・特許の普

及、利用促進を実施。  

JOGMEC  直接的な記述はないが、 JOGMEC の知的財産をもとにした事業

開発を協力パートナー（企業、大学、資源国機関等）と推進。  

東京大学   東大 TLO と連携し、東大知財の実用化等を推進。  
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（ⅲ）標準契約書内容（請負、委託、共同研究）  

 

 請負契約の標準契約書については、基本的に知的財産権に関して詳細に記述し

ている機関は少ない。  

 委託契約の標準契約書については、提出書類等、細部は異なるものの、基本的

にどの機関も日本版バイ・ドールに従っている。  

 共同研究の標準契約書については、基本的に貢献度合いに応じて権利配分を実

施。AIST 等不実施補償料請求の廃止等、一部の機関に技術移転を促す工夫が見

られる。  

 

図表 31 研究機関別特許出願件数（全分野）  

名称  概要  

JAXA  請負契約については、納入文書等における著作権並びにプログラ

ムの著作物及びデータベースの著作物の著作権に関する契約条

項は規定あり。その他知的財産権に関する契約条項は規定なし。 

 委託契約については、100 万円以下／超の２パターン。知的財産

権、著作権及び技術情報の条項は規定あり。技術情報（ノウハウ）

については基本 JAXA に帰属。甲に帰属する技術情報を乙が甲と

の契約以外に利用する場合には、許諾の条件について都度甲乙協

議。  

 共同研究については、標準契約書は未公開。ただし、別途「研究

開発契約」等が存在し、その中では原則不実施補償の支払いを明

示しており、知財は貢献度合いに応じて配分  

AIST  請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、標準契約書は非公開。ただし、案件毎の契

約書から推察するに、日本版バイ・ドールに基本的に従う。  

 共同研究については、そのテーマに応じて、３つの標準契約書が

存在。基本的に貢献度合いに応じて、権利を共有するが、民間企

業向けの契約書では、不実施補償の取り扱いや共有知的財産の第

三者への実施許諾等に工夫が見られる。例えば、民間企業が AIST

との共有知財を非独占的に実施する場合に、不実施補償料を請求

しない等（ただし、民間企業が産総研との共有知財を独占的に実

施する場合には、独占実施料を請求）。  

理研   請負契約については、知的財産権に関する詳細な契約条項はな
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い。  

 委託契約については、標準契約書は非公開。  

 共同研究については、標準契約書は非公開。  

NIMS  請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、標準契約書は非公開。  

 共同研究については、標準契約書は非公開。ただし、知的財産ポ

リシーとして、不実施補償料を請求しない等の記述が存在。  

原研   請負契約については、乙は契約によって生じる権利若しくは義務

を第三者に譲渡し、承継させ又は他の目的に供してはならないと

いう旨の記述が存在。  

 委託契約については、基本的に日本版バイ・ドールに従う。また、

機構又は受託者は、委託研究において知り得た一切の情報を秘密

として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第

三者に開示してはならないという旨の記述が存在。  

 共同研究については、基本的に貢献度合いに応じて、権利共有。

また、不実施補償料の支払いを明示している。  

AMED  請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、基本的に日本版バイ・ドールに従う。ノウ

ハウ（秘匿することが可能な技術情報で甲及び乙協議の上、指定

するもの）の指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示する（基

本 5 年間、協議の上、延長・短縮あり）という旨の記述が存在。 

 共同研究については、標準契約書は非公開。  

JST  請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、事業毎に企業向け・大学向けの標準契約書

が存在。基本的に日本版バイ・ドールに従う。  

 共同研究については、標準契約書は非公開。  

農研機構   請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、基本的に日本版バイ・ドールに従う。乙は

「農林水産研究における知的財産に関する方針（平成 28 年 2 月

農林水産技術会議決定）」に基づき、知的財産の管理を行うもの

とするという旨の記述が存在。  

 共同研究については、基本的に貢献度合いに応じて、権利共有。

研究成果の公表については、あらかじめ相手方の同意を書面によ

り得る必要がある旨の記述が存在。  
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JOGMEC  請負契約については、標準契約書は非公開だが、個別案件の契約

書を見る限り、権利は JOGMEC に帰属することを基本としつつ、

共有持分の対価を支払えば、共有とできる（ただし、乙の共有持

分は 50％が限度）。  

 委託契約については、標準契約書は非公開だが、個別案件の契約

書を見る限り、基本的に日本版バイ・ドールに従う（ただし、乙

の共有持分は 50％が限度）。  

 共同研究については、標準契約書は非公開だが、個別案件の契約

書を見る限り、基本的に貢献度合いに応じて、権利共有。  

東京大学   請負契約については、標準契約書は非公開。  

 委託契約については、標準契約書は非公開。  

 共同研究については、基本的に貢献度合いに応じて、権利共有。 
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（ⅳ）特許出願件数  

 

 近年の特許出願件数としては、AIST、東京大学が突出して高い。一方、宇宙

関連に限定した場合、ほぼ JAXA からの出願に限られる。  

 

図表 32 研究機関別特許出願件数（全分野）  
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図表 33 研究機関別特許出願件数（宇宙関連分野 9）  
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9 IPC：「B64G」または、名称、要約、特許請求の範囲に「宇宙」「衛星」を含む出願  
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（ⅴ）審査請求件数  

 

審査請求件数のランキングは特許出願件数のランキングと同様の傾向である。 

 

図表 34 研究機関別審査請求件数  
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（ⅵ）共同出願先  

 

JAXA は、三菱重工、 IHI、川崎重工などの重工系との共同出願が多い。  

 

図表 35 研究機関別共同特許出願件数（ JAXA）  
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特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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AIST は、富士電機、デンソー、村田製作所、フジクラなど機械系との共願が

多い。  

 

図表 36 研究機関別共同特許出願件数（AIST）  
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理研は、住友化学、日産化学、カネカ、日本化薬など化学系との共願が多い。 

 

図表 37 研究機関別共同特許出願件数（理研）  
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特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 

特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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NIMS は、素材系が多いが、AIST や理研等の公的機関とも多い。  

 

図表 38 研究機関別共同特許出願件数（NIMS）  

11 

11 

8 

7 

7 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

0 3 6 9 12

光波

トヨタ自動車

産業技術総合研究所

東京工業大学

シャープ

理化学研究所

長岡技術科学大学

デンカ

名古屋大学

日亜化学工業

筑波大学

大阪大学

ハリマ化成

サムスン電子

ＩＨＩ

 

 

 

原研は、建設系・インフラ系が多いが通信機など軽機とも実施している。  

 

図表 39 研究機関別共同特許出願件数（原研）  
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特許出願件数（ 2013 年～ 2018 年公開ベース） 
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AIMED は、近年は特許出願そのものを行っていない。  

JST は、東工大、ヨーク大学、北大、名大など、上位には大学との共同出願が

多い。  

 

図表 40 研究機関別共同特許出願件数（ JST）  
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農研機構は、三菱農機や日本製粉など、農機・食品系との共願が多い。  

 

図表 41 研究機関別共同特許出願件数（農研機構）  
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JOGMEC は、石油関係・材料関係が多く、商社とも共願している。  

 

図表 42 研究機関別共同特許出願件数（ JOGMEC）  
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東京大学は、NTT、トヨタ自動車、富士通、日立製作所など大手メーカーと実

施している。  

 

図表 43 研究機関別共同特許出願件数（東京大学）  
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（ⅶ）出願先国  

 

AIST、理研、NIMS、 JST、東京大学が積極的に海外出願を実施している。出

願国の内訳は、アメリカ（US）＞ヨーロッパ（EP）＞中国（CN）＞韓国（KR）

の順であることは上位 5 機関で共通した傾向になる。  

 

図表 44 研究機関別出願先国別特許出願件数  

（2013 年～2018 年公開ベース）  
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（ⅷ）調査結果まとめ  

 多くの国研は知財体制を構築し、自身の有する知財のライセンス促進や、民間

企業の事業化支援を実施している。その中でも、AIST や AMED 等の機関は、パ

テントリエゾンを設置し、知財戦略のコンサルテーションや各種調査支援など、

踏み込んだ支援を実施していると見受けられる。また、AIST 等、共同研究契約

書において、不実施補償料を請求しない旨を記述する等、民間企業の知財利用へ

の配慮が見受けられる。そもそも、AIST の研究領域は比較的多岐に渡り、また、

その研究は宇宙分野に比べて事業化につながりやすい。その結果、共同研究等の

産学連携が相対的に多く、上述の豊富な支援メニューの構築や標準契約書の作成

につながったと推察される。一方、AMED の研究領域は医療分野に限定される

ものの、医療分野は知的財産の取り扱いに関する意識が高い分野であるため、上

述の豊富な支援メニューにつながったと推察される。以上を踏まえると、知的財

産に関する体制や支援等の充実度は、その機関の研究領域や今までの事業化・産

学連携頻度によって異なると言える。今まで宇宙分野は、事業化・産学連携の頻

度が相対的に少ない分野であったが、今後は事業化・産学連携の頻度が増える。

そのため、他機関のような知的財産体制・支援等の必要性が増すと、本調査結果

からも示唆される。  
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５． 宇宙産業における特許保有・活用の分析  

 

日本、米国、欧州（ESA 参加国）の宇宙産業における知財戦略として、特許

取得、クローズド化などの手法毎に、部品・コンポーネント等の性質に応じた、

メリット、デメリットを整理し、可能な範囲で、国内外の企業等での成功事例の

実例（上記以外に、失敗事例、権利行使・ライセンシング等の活用事例も含む。）

についても調査、分析を行う。  

 

（１） 調査の目的  

 

 米国、欧州の宇宙産業において取得された特許が活用された事例について調査

をし、我が国の宇宙分野に関する知財戦略策定の際の参考とする。  

 

（２） 調査の方法  

 

 NASA の SBIR/STTR のアニュアルレポートや spinoff シリーズ、ESA の TTP2

ホームページ等を参考に、宇宙産業で得られた特許や知財の活用状況に関する調

査を行った。  

 

（３） 調査結果と分析  

 

（ｉ）NASA の研究者により開発された ROM（Reduced Order Modeling）ソ

フトウェアに関する特許の活用  

 

NASA の新型航空機の開発者であった Walt Silva は、航空機の開発時に必要

となる空気力学のモデリングを行うソフトウェアを開発し、2008 年に特許を出

願、2011 年に承認された。この発明により、従来 1 週間以上の日数を要してい

たモデリングの計算を 1 日程度で行えるようになり、圧倒的なコスト削減を実現

させた。この功績は、その年の最も敬意ある発明として NASA から表彰され、

Silva 本人も Space Act Award を受賞した。  

開発された ROM（Reduced Order Model）と呼ばれるソフトウェアは、NASA

の みならず、 Boeing 等の大企業か ら Huntsville や Alabama-based CFD 

Research Corporation（CFDRC）等の中小企業まで、主に航空機開発や航空管

制等で幅広く使われている。  

 NASA では、更なる技術発展や実用化を目的として、政府機関のプログラム内
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でこれまでに取得された特許の活用を推進している。例えば CFDRC 社は、SBIR

内のプロジェクトで ROM を米国空軍と共に活用することで、空軍による実用化

へ向けた開発を行っている。また、同時に ROM そのものの機能についても、大

幅な向上を目指すことを公表している。  

 

（ⅱ）NASA で取得された X 線解析（XRD）ツールの特許を活用した商用化  

 

 NASA の技術者であった Philippe Sarrazin は、Curiosity Rover に搭載する

ための CheMin と呼ばれる X 線回折器（XRD）の試作版を開発した。従来から

X 線による土壌の成分分析は行われていたが、探査機に搭載できる形のものはな

く、この発明は NASA によって特許化された。Sarrazin は 2003 年に NASA を

退職し inXitu 社を設立し、SBIR 契約の中で、自身が NASA 時代に取得した特

許をライセンスされる形で XRD の開発を続け、JPL 等と共同研究しながら

Curiosity への搭載を実現し、探査に用いられた。  

 その後、 inXitu は、地上用の XRD の製造・販売を行い、2011 年にマサチュ

ーセッツ州に拠点を置くオリンパスによって買収された。inXitu 由来の XRD の

技術は、地球上での鉱山開発等で応用されている。  

 

（ⅲ）テラヘルツ技術に関する ESA の特許を生かしたセキュリティゲート等へ

の応用と商用化  

 

 テラヘルツ波は、初期の宇宙空間の形成史や、オゾン層の観察時など、様々な

惑星科学研究に用いられている。これは、テラヘルツ波が赤外線と電磁波の中間

の周波数に値するため、両者の特徴を併せ持つことによる。赤外線の性質である、

特徴的な吸収スペクトルを持つため物体の判別に長けることと、電波の性質であ

る、物質透過性が高いことを生かし、隠されたものを透視しながら物質の判定を

行うことができるのである。  

 ESA では、モチベーションの高い若手研究員を集めてチームを結成し、短期

間で宇宙技術開発を行わせる StarTiger プログラムを行っていた。初期メンバー

の一人だった Peter de Maagt は、本プログラム内で衛星のミッション用として

テラヘルツカメラの試作品を開発した。ESA はこの発明を保護するため、本発

明に関する国際特許を申請・取得した。  

 英国の STFC（Science and Technology Facilities Council；科学技術施設研

究会議）は、ESA から本特許のライセンスを受けてセキュリティチェックシス

テム“ThruVision”を開発した。また、STFC のスピンアウト企業として StarTiger
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の初期メンバーらと共に ThruVision System Ltd. を設立した。  

 ThruVision System Ltd. は 2012 年に UK の Digital barriers plc に買収され

たが、2015 年の同社のアニュアルレポートによると 2000 万ユーロの売上が

ThruVision から得られているという。ThruVision は、イギリスのみならず、ト

ルコ、日本、香港、米国、フィリピンでも販売・利用されている。また、2014

年のアセアンサミットの会場においても用いられた。  

さらに、本特許はセキュリティチェックとは異なる場面でも用いられている。

同じく ESA からライセンシングを受ける SubTeraNDT Limited では、石油やガ

スの腐食等の異常を確認するための非接触・非イオン化システムの中で、本特許

によるテラヘルツ技術を用いている。  

 

（ⅳ）ESA の太陽電池に関する特許をスマートバイクに転用し商用化   

 

オランダの B4-Bike 社は、ESA の BIC（Business Incubation Center）の援

助を受けて 2012 年に設立されたスタートアップである。ESA が保有する太陽電

池に関する特許を用いて、太陽光を動力とするスマートバイクの開発・販売を行

っている。  

 オランダでは、通勤時の混雑が問題となっていた。20km 以内の距離でも車で

移動する上に、80％以上が 1 人で車に乗るため、交通渋滞や環境汚染が兼ねて

より問題となっていた。  

 B4-Bike は、太陽光を動力とするスマートバイクを開発することで、渋滞およ

び環境汚染問題を一気に解決しようとしている。  

 

（ⅴ）特許をあえて取得しない SpaceX10 

 

SpaceX は、宇宙開発ビジネスの競合がロシアや中国などの特許権を強制させ

ることが難しい国であることを理由に、開示リスクが大きいとして基本的に特許

を取得しない方針を取っている。  

しかし、SpaceX の成功の要因となった、ピントルインジェクターの改良技術

                                                   
10 SpaceX の特許戦略と中国の特許情報無断使用例 Orbit Seals  

http://orbitseals.blogspot.com/2018/05/spacex-patent-strategy.html 
SpaceX とロケットエンジンのピントルインジェクター  Orbit Seals 

http://orbitseals.blogspot.com/2018/04/spacex-2-spacex-and-rocket-engine.html 

https://orbitseals.blogspot.com/2018/04/spacex-1-spacex-and-rocket-engine.html 
テスラのイーロン・マスク、特許を全面開放する決断に込められた「信念」  HUFFPOST 

https://www.huffingtonpost.jp/2014/06/13/tesla-motors-patent_n_5490702.html 

[最終アクセス日： 2019 年 3 月 25 日 ]を元に記載している。  

http://orbitseals.blogspot.com/2018/04/spacex-2-spacex-and-rocket-engine.html
https://orbitseals.blogspot.com/2018/04/spacex-1-spacex-and-rocket-engine.html
https://www.huffingtonpost.jp/2014/06/13/tesla-motors-patent_n_5490702.html
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に関する特許は取得している。ピントルインジェクターは従来アポロ月着陸船用

に開発されたエンジン効率を高める技術であり、TRW 社によって発明された。  

SpaceX は、ピントルインジェクターを開発した TRW の技術者を引き抜き、ピ

ントルインジェクターをロケット用に改良させたことで、ロケットエンジンに関

する圧倒的な低コストを実現した。元のピントルインジェクターに関する技術は

TRW によって特許取得がされていたが、2002 年に特許権利が切れており、その

後 SpaceX がそのノウハウを利用した開発を行ったことになる。SpaceX がピント

ルインジェクターの改良技術を特許化した理由は明らかになっていないが、ピン

トルインジェクター自体の技術は既に公開されており、それをロケットに転用す

るという発想自体は簡単に思いつくものではないが、改良技術そのものは比較的

容易に実施可能なため、アイディアを保護するために取得したと考えられる。  

上述のように、基本的には特許を取得しない方針を取る SpaceX であるが、

SpaceX と同じくイーロンマスク CEO が経営するテスラ・モーターズ（以下テス

ラ）は、2014 年 6 月 12 日、所有する特許を全てオープンソース化するという発

表を行っている。  

これは、“特許は自社の技術を守るために取得する”という SpaceX の考え方

と矛盾するように感じるが、この方針転換は、テスラの競合は電気自動車を製造

する他社ではなく、ガソリン車の製造者であると気づいたことに関係するという。

テスラは本来、大手自動車メーカーが同社の特許技術を用いて電気自動車の大量

生産を行い、強大なライバル企業となることを恐れたが、実際は大手メーカーは

電気自動車に舵を切らず、ガソリン車を製造し続けた。その結果、世界には依然

としてガソリン車が溢れ、電気自動車の市場が伸びない。その状況を見たテスラ

は、自社の保有特許を公開することで、他社に電気自動車の製造を促し、電気自

動車の市場を拡大させようとしているのである。  

イーロンマスクは、“Zip2（1995 年創設のソフトウェア会社）を起業した頃は、

特許は良い物であると考えていたし、特許を取得するために努力したが、近頃は

大企業の地位を確立させ、発明者ではなく弁護士の懐を肥やすだけとなっている。

特許の取得は訴訟への宝くじを買うのと似たようなものだと気づき、できるだけ

避けてきた”と特許に対する考えを述べている。  
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（ⅵ）日本での宇宙関連特許出願を増やす海外出願人 11 

 

1993 年から 2017 年までに日本で取得された宇宙関連特許に関して、出願を集

中させている領域を海外出願人と国内出願人とで比較すると、海外出願人は、衛

星受信装置、燃料電池、樹脂組成物、合金関連、医薬・バイオ系に集中している

のに対し、ロボット関連や、アンテナ等の展開構造物、半導体装置、集積回路、

放射線検知、太陽電池などは、国内出願人と比較して、あまり出願されていない。

主要な技術領域のうち、海外出願人の方が、国内出願人を上回る件数を出してい

るのは医薬・バイオ系だけであるが、衛星受信装置などは既に国内出願人と同程

度の出願を行っている。  

 ボーイング社が出願を行っている領域は、材料系から撮像装置 /画像処理まで

全体的に幅広い。特に出願を集中させているのは、複合材による構造物であり、

航空機の他、宇宙船にも適用可能とする機体の構成材に関する技術である。一方

で、宇宙工学関連の IPC を有す特許が多い技術領域に対しては、衛星受信装置

とペイロード /ロケット発射装置に出願を行う程度である。ボーイング社は日本

国内に対して、宇宙船等に適用可能とする胴体やその構成材である複合材とその

周辺技術、また衛星受信装置に関する出願が主であると考えられる。  

三菱電機は衛星関連の他、飛翔体位置検出、アンテナ等の展開構造物、ヒート

パイプに集中させている。  

東芝は衛星関連や、飛翔体位置検出、ロボット関連、アンテナ等の展開構造物

の他に、宇宙施設での使用も想定する燃料電池に出願を集中させている。留意点

として、東芝の EL 表示装置は「地球環境、宇宙環境に優しい材料」という記述

により収集されたノイズであった。  

三菱重工業はアンテナ /レーダー装置、ロボット関連、ペイロード /ロケット発

射装置、推進用燃料タンク /スラスタなどに出願を集中させている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
11VALUENEX 技術トレンドレポート・「日本の宇宙産業を築く、国内特許ポートフォリオを侵食する海

外企業の脅威」・ 3-6 頁（VALUENEX 株式会社、 2017 年）を元に記載している。  
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６． 宇宙産業における重要特許の分析  

 

（１） 調査の目的  

 

 宇宙分野において、日本国特許庁で特許登録・出願されている基本特許・原理

特許や、国際出願もしくは複数か国で特許登録・出願されている重要な発明につ

いて技術概要を調査し、我が国の宇宙産業への影響を分析することを目的に実施

した。  

 

（２） 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。  

 

図表 45 調査のフロー  

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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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した。  

 

図表 46 対象とする領域や技術の整理

＜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

 

 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ーヤーを

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。  

 

図表 47 調査対象とした出願人  

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）
 



- 54 - 

（３） 調査結果と分析  

 

 以下に本調査で“重要特許”としてピックアップした 20 の特許を紹介する  

整理した情報には、特許番号、出願人、出願先国、出願先国でのステータス、

特許請求の範囲や代表的な図表等を記載している。なお「特許請求の範囲」につ

いては請求項の第 1 項を参照して記載している。  

  

図表 48 重要特許 1：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 中国：特許済 欧州：審査中

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段を海上に茶栗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。

 

図表 49 重要特許 2：ロケットの再使用モジュールに関する特許  

出願番号 特願2012-513330

出願人 アストリウム （仏）

発明の名称 ランチャー用の再利用可能モジュール

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、中国、ロシア

優先日 2008年12月22日

審査状況 米国：特許済 日本：特許済 欧州：特許済 中国：特許済 ロシア：拒絶回答あり

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本出願は前頁と同様にロケットの再使用を可能にするモジュールに関する特許である。
再使用の方法は第一段をパラシュートを使い着陸させる方式を採用している。本特許も再使用の手法を記
載した概念的な特許であり、日本、米国、欧州、中国で特許済みとなっている。

少なくとも一つのステージを具備してなる、クラフトを宇宙空間へと打ち上げ
ることを意図された推進モジュール用の回収可能モジュールであって、前記回
収可能モジュールは、打ち上げ時に、回収されない部分(１６)に固定され、前
記回収可能モジュール(１４)は、前記クラフトの打ち上げのために意図された
推進システム(８)と、前記推進システムの指令および制御のためのシステムと、
亜音速飛行推進エンジン(２０)と、亜音速飛行のためのエアフォイルと、着陸
ギア(３０)と、制動パラシュート(２２)と、を有し、前記回収可能モジュール
(１４)は、前記ステージの下側ポジションに設置されることを意図されており、
前記非回収部分(１６)は、前記推進システム(８)に供給を行うための少なくと
も一つのタンク(１２,１３)を有し、前記回収可能モジュール(１４)および前記
非回収部分(１６)は、前記推進モジュールが所定の高度に達した時点で分離さ
せられるように意図されており、かつ、前記回収可能モジュール(１４)は、た
とえば打ち上げ場所への帰還のための惰性飛行の後に、制御された様式で着陸
できるようになっていることを特徴とする回収可能モジュール。
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図表 50 重要特許 3：有翼の宇宙船に関する特許  

出願番号 特願2006-514594

出願人 モハーベ エアロスペース ベンチャーズ（米）

発明の名称 翼付き宇宙船

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、カナダ、中国、韓国、ロシア、インド

優先日 2003年3月28日

審査状況 出願対象国全てで特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本特許は有翼の宇宙船に関する権利範囲の広い特許である。日本を含む複数の国に出願しており、全ての国
で特許済みとなっている。
我が国でもベンチャー企業を中心に、弾道飛行用の有翼宇宙船の開発が進められているところであるため、
これらの特許には注意が必要である。

胴体と、該胴体から延伸している左右の翼と、昇降装置とを具
備する宇宙船であって：該左右の翼が、蝶番取り付けされ外端
部を備えた後方翼区画を有しており、該外端部は後方へ向かっ
て延伸しているテールブームを支持していて、該テールブーム
がラダーを備えた垂直尾翼とエレボンを備えた水平尾翼とを有
しており；該昇降装置は該胴体と該後方翼区画との間に連結さ
れていて、該後方翼区画を標準翼形状から上向き状態へ移動す
るようになっていて、該上向き状態は、宇宙飛行後の再突入時
に該宇宙船を減速するために大きな抗力を提供するものであり、
その後該昇降装置は、該後方翼区画を制御されたほぼ水平な滑
空着陸のための該標準翼形に引きもどすようになっている；宇
宙船。

 

 

図表 51 重要特許 4：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、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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図表 52 重要特許 5：衛星等の推進システムに関する特許  

出願番号 特願2016-513042

出願人 スネクマ（仏）

発明の名称 電気推進力と固体燃料化学推進力の両方を有する宇宙推進モジュール

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、ロシア、ウクライナ、イスラエル

優先日 2013年2月26日

審査状況
米国：拒絶回答あり 日本：特許済 欧州：審査中 ロシア：特許済
ウクライナ：特許済 イスラエル：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

本特許は衛星や宇宙船等において、電気推進と固体推進の双方を有する推進システムに関する特許で、前
頁の電気推進システムを有する衛星と同様に広い権利範囲を主張している特許である。日本ではすでに特
許済みとなっていることから、電気推進システムを有する衛星や宇宙船の開発においては注意が必要であ
る

宇宙推進モジュールにおいて、 本体（１１）
と、少なくとも１つの電気スラスタ（３０）と、
を有する固体推進燃料化学スラスタ（１０）を
有し、かつ、前記少なくとも１つの電気スラス
タ（３０）は、前記固体推進燃料化学スラスタ
（１０）の前記本体（１１）上において取り付
けられていることを特徴とするモュール。

 

 

図表 53 重要特許 6：光学衛星のロケットとのインターフェースに関する特許  

出願番号 特願2018-517138

出願人 エアバス ディフェンス アンド スペース （仏）

発明の名称 撮像光学機器を備える衛星

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、中国、韓国、イスラエル

優先日 2015年10月2日

審査状況
米国：審査中 日本：特許済 欧州：特許済 中国：審査中 韓国：特許済
イスラエル：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
光学衛星とその衛星を打ち上げるロケットとのインターフェースシステムに関する特許である。
既に日本、欧州、韓国で特許済みとなっている。光学衛星そのもののシステムや機能等に関する特許では
ないが、概念的な特許で細かな技術的事項が記載されずに出願され特許化されている。

光軸（Ｖ）を有する主対物系を備え、視野を有している少なくとも１つの撮像光
学機器（３）と、衛星打上げ機の衛星インターフェースシステム（２’）に対して
取り外し可能に固定されるようになっている少なくとも１つの打上げ機インター
フェースシステム（２）と、前記打上げ機インターフェース（２）と前記撮像光
学機器（３）との間を連結し、上端（９）と下端（１０）との間において前記主
対物系の前記光軸（Ｖ）に対して略平行に延在する連結デバイス（７）と、を備
え、前記打上げ機インターフェースシステム（２）は、前記下端（１０）におい
て前記連結デバイス（７）に接続され、前記撮像光学機器（３）の前記光軸
（Ｖ）は、前記連結デバイス（７）の前記上端（９）から前記下端（１０）に向
かっており、前記打上げ機インターフェースシステムは、前記撮像光学機器の前
記視野の外側にあることを特徴とする、衛星（１）。
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図表 54 重要特許 7：超小型衛星のモジュールに関する特許  

出願番号 特願2017-537838

出願人 タレス アレニア スペース（伊）

発明の名称 超小型人工衛星の製造に最適化されたモジュール式構造

出願先国
出願先：米国、日本、欧州、中国、韓国、台湾、アルゼンチン、イスラエル、

ユーラシア（EAPO）

優先日 2014年12月15日

審査状況 米国：未請求 日本：審査中 欧州：特許済み 中国：審査中 その他：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
超小型衛星を簡易に製造するための構造に関する特許で、3つのモジュールから構成される超小型衛星の
製造方法に関するものである。国内では審査中となっているため、今後の審査状況を確認しておく必要が
ある。欧州では既に特許済みとなっている。

超小型人工衛星の製造方法であって、前記製造方法は、超小型人工衛星（５，６，７，
８）の電子基板（１１，１２，１３，１４）を収容するよう構成された第１型モジュール
（１）と、前記超小型人工衛星（５，６，７，８）のデバイス及びシステム（２１，２２，
２３，２４）を収容するよう構成された第２型モジュール（２）と、第３型モジュール
（３）とを準備する工程を含み、前記第３型モジュールは、打上ロケットに連結されるよ
う構成された第１の接続手段（３１，３２）と、前記超小型人工衛星（５，６，７，８）
の外部付属物に連結されるよう構成された第２の接続手段（３３）とを備えるとともに、
前記超小型人工衛星（５，６，７，８）の本体（４，９）を所定の高さにするように設計
されており、すべての前記第１型モジュール（１）、第２型モジュール（２）、及び第３
型モジュール（３）は、型の同異に関わらず重ねることができ、前記製造方法は、異なる
型のモジュールを重ねて前記超小型人工衛星（５，６，７，８）の前記本体（４，９）を
形成する工程をさらに含み、重ねられた前記モジュールには、少なくとも１つの前記第２
型モジュール（２）と少なくとも１つの前記第３型モジュール（３）とが含まれる、
製造方法。

 

 

図表 55 重要特許 8：小型通信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2018-503556 

出願人 ワールドビュー・サテライツ・リミテッド（米）（現在のOneWeb）

発明の名称 指定されたロケーションにおける高められた能力を有する通信衛星システム

出願先国 出願先：米国、欧州、日本、韓国、シンガポール、カナダ、イスラエル

優先日 2015年7月24日

審査状況 米国、欧州、韓国、シンガポールで特許済 日本：未請求（出願日は2016年7月21日）

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本特許は低軌道における通信衛星のコンステレーションによる全休的な通信サービスを提供するための技術である。
現在は米国、欧州、韓国、シンガポールで特許取得済み。我が国においては現状未請求であるが出願日から3年にあた
る2019年7月までは審査請求の有無を確認しておく必要がある。

低地球軌道における通信衛星のシステムであって、少なくとも第１の衛星と第２の衛
星とを含む、低地球軌道における複数の通信衛星を備え、各衛星が、前記衛星のカバ
レッジエリアに通信サービスを提供するための１つまたは複数の通信アンテナを備え、
衛星の前記カバレッジエリアが、地球端末が前記衛星を介して通信サービスにアクセ
スできる、地球の表面の一部分であり、各衛星が、前記衛星のロール軸周りで前記衛
星を回転させるための姿勢制御モジュールをさらに備え、前記第１の衛星および前記
第２の衛星が、２つの異なる軌道において地球を周回し、前記第１の衛星が地球の表
面上の第１のトリガロケーションの上を通過するとき、前記第１の衛星の前記姿勢制
御モジュールが、前記第１の衛星をそのロール軸周りで第１の角度だけ回転させ、そ
れによって、前記第１の衛星を第１の回転した向きに配置し、前記第１の衛星の前記
姿勢制御モジュールが、前記第１の衛星をカバレッジ時間間隔中に前記第１の回転し
た向きのままにし、したがって、前記第１の衛星の前記カバレッジエリアと前記第２
の衛星の前記カバレッジエリアが前記カバレッジ時間間隔中に少なくとも一部は重複
し、地球の表面上の指定されたロケーションは、前記カバレッジエリアが前記カバ
レッジ時間間隔中に重複する部分内にあるままである、システム。
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図表 56 重要特許 9：小型衛星の製造に関する特許  

出願番号 特願2017-551274

出願人 ワールドビュー・サテライツ・リミテッド（米）（現在のOneWeb）

発明の名称 人工衛星フレームおよび人工衛星を製造する方法

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、中国、韓国、カナダ、シンガポール、イスラエル

優先日 2015年3月31日

審査状況
米国：出願放棄 日本：審査中 欧州：審査中 中国：審査中 韓国：拒絶回答あり
カナダ：審査中 シンガポール：審査中 イスラエル：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

本出願は人工衛星のフレームおよび衛星を製造する方法に関する特許である。
OneWeb社は小型通信衛星の大規模コンステレーションを計画しているが、本特許は通信衛星に限定され
ず、衛星のフレーム製造に関する幅広い権利範囲が主張されている。
米国では期間内に回答を行わなかったため出願放棄となっているが、日本や欧州をはじめ幅広い国に出願
をおこなっており、多くの国で審査中となっているため、今後の動向をウォッチしていく必要がある。

複数の衛星コンポーネントを取り付けるための複数の側面
を画定する一体の本体を備える衛星フレーム。

 

 

図表 57 重要特許 10：衛星のコンステレーションシステム構築に関する特許  

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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図表 58 重要特許 11：衛星画像解析に関する特許（1）  

出願番号 特表2018-536236

出願人 オービタル・インサイト（米）

発明の名称 低解像度リモートセンシング画像を用いた移動車両の検出及び分析

優先日 2015年11月16日

出願先国 出願先：米国、日本

審査状況 米国：未請求、日本：審査中

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

米国では未請求となっているが、日本では審査中となっている。当社は日本に拠点を進出をはたし、日本企
業と提携しながら日本国内マーケットの獲得に乗り出している。我が国では衛星データプラットフォーム
「Tellus」の動きもある中で、本特許が権利化されると、日本政府の注力する衛星データ利用マーケットに
拡大に大きな影響を及ぼす恐れがある

空中撮像装置からの画像を処理する方法であって、 地理的領域の複数の画像を受信す
るステップであって、前記複数の画像の各画像は、異なる時間に取り込まれる、ステッ
プと、 前記複数の画像の各画像について、ピクセルクラスタリングを実行して前記画
像における複数の隣接ピクセルを含むブロブを識別するステップであって、前記隣接ピ
クセルは、ピクセル属性に基づいて互いに一致する、ステップと、 前記複数の画像か
ら特徴ベクトルを抽出するステップであって、前記特徴ベクトルは、前記複数の画像に
おける画像内のブロブの相対位置を示す特徴を少なくとも含む、ステップと、 前記特
徴ベクトルに基づく機械学習モデルによって、 各ブロブが前記複数の画像の異なる画
像に対応する、複数のブロブと、 前記複数のブロブが移動車両に対応する可能性を示
すスコアと、 を含む出力を生成するステップと、 閾値を超える前記生成したスコアに
応答して、前記複数のブロブと前記移動車両との間の関連を記憶するステップと、 前
記複数の画像における１つまたは複数の移動車両の数を決定するステップであって、各
移動車両は、対応する複数のブロブに関連付けられる、ステップと、 前記１つまたは
複数の移動車両の視覚的表現をユーザ装置に配信するステップと、 を含むことを特徴
とする方法。

 

 

 

図表 59 重要特許 12：衛星画像解析に関する特許（2）  

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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図表 60 重要特許 13：小惑星探査及び採掘に関する特許  

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。

 

 

図表 61 重要特許 14：宇宙探査の着陸システムに関する特許（1）  

出願番号 特願2012-520786

出願人 アストリウム （仏）

発明の名称 宇宙探査機の着陸装置及びかかる装置を備えた探査機の着陸方法

出願先国 出願先：米国、欧州、日本、中国

優先日 2009年3月17日

審査状況 出願対象国全てで特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への影響

本出願は宇宙探査に用いる探査機の着陸システムに関する特許で、可動探索車（ローバー）を搬送す
る加工モジュールを含む着陸装置が対象となっている。
米国、欧州、日本、中国で特許済みであり、月面探査や小惑星探査等、深宇宙探査に官民ともに注力
している我が国の宇宙産業としては、注意が必要な特許と考えられる。

可動探索車（３）を搬送する下降モジュール
を含む宇宙探査機（１）であって、前記下降
モジュールは、前記可動探索車が内部に連結
される着陸モジュール（２）であり、前記着
陸モジュールは、前記可動探索車の下位レベ
ルの下で展開するように構成された着陸脚部
（４）を備えることを特徴とする宇宙探査機。
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図表 62 重要特許 15：宇宙探査機の着陸システムに関する特許（2）  

出願番号 特願2012-513556 

出願人 エアバス ディフェンス アンド スペース（仏）

発明の名称 機体の着陸システム及びこの着陸システムを備えた宇宙探査機

出願先国 出願先：米国、欧州、日本、中国

優先日 2009年6月4日

審査状況 出願対象国全てで特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への影響

本出願は宇宙探査に用いる探査機の着陸システムに関する権利範囲の非常に広い特許出願で、米国、
欧州、日本、中国で特許済みである。
民間による商用活動以外においても特許侵害として訴訟されるリスクが存在する。現在に我が国で開
発を進めている月面着陸機や将来の月探査機の開発等において注意が必要である。

地面と接触する時に機体の着陸衝撃を緩和し、
かつ着陸後、前記機体を地面上に支持する、
各々が端部にフットパッドを有する、着陸脚
部を含む機体の着陸システムであって、前記
着陸脚部のアセンブリが、前記機体の下部に
接続されるように意図され、前記フットパッ
ドが同一平面上にないことを特徴とするシス
テム。

 

 

 

 

図表 63 重要特許 16：宇宙探査・システムに関する特許  

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
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図表 64 重要特許 17：スペースデブリの捕獲に関する特許  

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。

 

 

図表 65 重要特許 18：人工衛星の除去等に関する特許  

出願番号 特願2014-520724

出願人 ディーオービット（伊）

発明の名称 人工衛星を移動又は撤去させるための装置

出願先国 出願先：米国、日本、欧州、オーストラリア、ロシア、ウクライナ

優先日 2011年7月18日

審査状況 出願対象国全てで特許済

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

人工衛星を別の軌道に遷移させる、もしくは大気圏へ再突入させる装置に関する特許で、日本をはじめ、米
国、欧州、ロシア等の幅広い国・地域に出願し、全ての出願先国で特許済みとなっている。
前頁の特許同様に我が国における開発やベンチャー企業がビジネスを行う上で注意が必要となる特許である。

宇宙衛星（２０’、２０”）に連結される装置（１０）であって、遠隔制御手段により又は
前記装置により、宇宙衛星を、宇宙空間から撤去する又は宇宙衛星を別の宇宙軌
道に移動させるため、打ち上げ前に宇宙衛星に連結される装置において、前記装
置が、宇宙衛星に対して及び前記遠隔制御手段に対して独立であり、前記装置が、
前記装置（１０）に搭載した制御手段と、 前記搭載した制御手段に作動的に接続さ
れた、前記遠隔制御手段又は制御信号発信手段から制御信号を受信して移動／
撤去シーケンスを作動させるための手段と、 前記搭載した制御手段に作動的に接
続された推進手段であって、前記制御信号を受信すると、前記搭載した制御手段
により作動され、宇宙衛星（２０’、２０”）を宇宙空間から地球上の目標領域へ撤去
する又は宇宙衛星（２０’、２０”）を別の目標宇宙軌道に移動させる推進手段と、
前記装置を宇宙衛星から独立化させるための前記装置（１０）用の電力供給手段
と、 前記装置（１０）を宇宙衛星（２０’、２０”）に、打ち上げ前に機械的に連結する
手段（３１０）と、 前記搭載された制御手段に作動的に接続された、推力ベクトルの
不整合を軽減する手段とを、 備えていることを特徴とする装置
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図表 66 重要特許 19：スペースデブリ除去に関する特許  

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。

 

 

図表 67 重要特許 20：宇宙太陽光発電に関する特許  

出願番号 特願2016-567583

出願人 カリフォルニア インスティチュート オブ テクノロジー（米）

発明の名称 大規模宇宙太陽光発電所：誘導可能ビームを用いる送電

出願先国 出願先：米国、日本、欧州

優先日 2014年6月2日

審査状況 米国：審査中 日本：審査中 欧州：審査中

発明の概要
特許請求の範囲

代表図

宇宙産業への
影響

本特許は宇宙太陽光発電に関する特許である。米国、日本、欧州にて審査中となっている。
我が国では長らく宇宙太陽光発電に関する研究開発が実施されてきたため、権利化された場合には将来の事
業化に大きな影響が考えられるものの、米国では2019年1月31日付けで、「最終拒絶理由通知書発送」と
なっている。

宇宙太陽光発電所であって、該宇宙太陽光発電所は、宇宙空間の軌道のアレイ
構成内に配置される接続されていない複数の衛星モジュールと、該複数の衛星モ
ジュールの各々に配置される複数の発電タイルと、該複数の発電タイルの各々に
配置される少なくとも１つの光電池と、該少なくとも１つの光電池と一緒に用い
られ、前記複数の発電タイルの各々に配置される少なくとも１つの電力送信機と
を備え、該少なくとも１つの電力送信機は、前記少なくとも１つの光電池による
太陽光放射の収集により発生する電流が、前記少なくとも１つの電力送信機へ電
力を供給するように、前記発電タイルと信号を通信し、前記少なくとも１つの電
力送信機の各々はアンテナと、位相アレイを形成するために、前記電力送信機が
他の発電タイルの電力送信機と調整されるように、無線周波数電力信号の少なく
とも１つの位相を制御し前記アンテナに供給する制御電子機器とを備える、宇宙
太陽光発電所。
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III ．  国内ヒアリング調査  

 

１． 企業へのヒアリング調査  

 

（１） 調査の目的  

 

本調査では日本の宇宙関連企業の知財に対する意識や、社内の体制、抱えてい

る課題、政府に対する期待や要望等を把握するためにヒアリング調査を行った。 

 

（２） 調査の方法  

 

対象とした企業は、大企業、中小企業、ベンチャー企業等の企業規模のバラン

スや、ロケット製造・打ち上げ、人工衛星メーカー、部品・コンポーネントメー

カー、データ解析等を中心とした地上でのサービス提供企業等の分野のバランス

を考慮し計 23 社に対して調査を実施した。  

 調査の方法は対面式のヒアリング調査（聞取り調査）を中心に、企業の実態を

把握した。  

 

（３） 調査結果と分析  

 

 以下にヒアリングであげられた主な意見、知財に対する意識や課題等について

整理した。  

 ロケット、衛星、コンポーネント、地上サービスの各分野によって、事業実施

上の技術流出リスクはそれぞれ異なり、特許出願を検討すべき視点も異なること

が想定される。そのため、宇宙分野の知財戦略の検討や各企業の現状把握を行う

には、分野ごとの特性等を考慮した上で検討を行う必要がある。  

 ヒアリングの結果、大手企業は社内の体制等は充実しているものの、国内の限

られたプレーヤーにしかサービス・製品を提供してないことや、宇宙空間に放出

された衛星等の特許侵害を発見できないことなどから、これまで積極的に出願し

ようというモチベーションが沸かなかったという意見が多く聞かれた。  

 一方でベンチャー企業や近年新規参入した中小企業については、海外マーケッ

トへの進出を考えている企業が多いことや、民生部品等を活用して安くそして大

量に生産して提供するビジネスモデルを検討している企業も多いため、事業上の

技術流出リスクは高く、知財に対して検討する必要性があると認識している企業

が多い。ただし意識は高いものの、人材や資金的な余裕がないことから、専門的
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な部署を配置したり、専門的な人材を雇うことができず知財戦略について十分に

検討を深められていない企業が目立った。  

 上記の結果から、既存の宇宙分野のプレーヤーには知財戦略検討の必要性や特

許出願が求められるケース等について考えをシェアし、知財に対する知識や意識

を高めていくことが求められる。  

またベンチャー企業、中小企業に対しては、彼らの少ないリソースの中で最低

限実施しなければならないことの整理や、知財に関する情報共有、専門人材との

ネットワーク提供等を通じて、少しでも知財の検討を前に進めるサポートをして

いくことが求められる。  

 

図表 68 企業へのヒアリング結果概要（1）  

企業の分類  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

外等の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  
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企業の分類  技術流出リスク  特許出願が必要となるケース  

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  

 

 

 

 

 



- 67 - 

図表 69 企業へのヒアリング結果概要（2）  

企業の分類  
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

心にチェックを実施  

• 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  

• ただし宇宙分野は特許侵害をさ

れていても侵害を発見しにくい

ことや、販売先が国内の特定の企

業に限られるため、特許を出願す

るモチベーションは高くない  

• 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

• 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
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企業の分類  
社内の体制や知財に対する  

取組み  
指摘や課題  

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  

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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図表 70 企業へのヒアリング結果概要（3）  

企業の分類  知財戦略の概要  課題や要望  

ロケット製造・  

打ち上げ  

• 国内マーケットが中心である

ため特許出願は必要最低限に

抑え、先使用権で事業を守る  

• ただし他社の出願動向はウォ

ッチしており、自社に不利益な

出願が発見された場合には特

許庁に情報提供を行う  

• 海外企業を中心とした他社の

出願動向  

• 効率的な特許の検索方法  

衛星・探査機等  

製造  

• 基本は社内の知財戦略に則り

判断  

• 製品開発時に他社の出願動向

を確認  

• 明確な知財戦略はない  

• クライアントや提携先に技術

開 示 す る 必 要 が あ る 場 合 は

NDA に加えて出願もする  

• 社内体制的に十分な検討が出

来ないため、可能な限り出願す

る方針  

• 国プロにおいて、民間が成果利

用しやすい知財帰属のあり方

検討  

• 海外企業を中心とした他社の

出願動向  

• 国プロ等で政府機関と共同出

願した特許を利用する際のロ

イヤリティ軽減  

• JAXA や大学による新株予約権

の活用等  

• 宇宙分野の知財に詳しい弁理

士や OB の紹介  

部品・コンポーネ

ント製造  

• 戦略は無い  

• 宇宙産業では特許出願の必要

性は薄いと考えており基本的

に出願を行わず、NDA を交わす

にとどまる  

• 国内関連会社や国内の政府機

関等がクライアントの中心で

あるため、知財に対する戦略は

有していない  

• 明確な知財戦略はないが、他社

への牽制効果を期待して出願

していることが多い  

 

• 知財戦略の考え方に関する講

習会等の開催  

• 国プロで生まれた知財の活用

促進  

• ベンチャーに対するライセン

スロイヤリティ等の負担軽減  
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地上サービス  

• 将来的には事業戦略と合致し

た知財戦略を作成したいと考

えている  

• 海外の競合に対する牽制目的

で出願  

• 特許に詳しい人材によるハン

ズオン支援やこれらの人材の

ベンチャー出向促進  

 

 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。  

 

図表 71 企業における知財戦略のレベル  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 71 - 

２． 研究機関・大学等へのヒアリング調査  

 

（１） 調査の目的  

 

宇宙分野の研究開発等を行っている研究機関や大学にヒアリングを行うこと

で、我が国の宇宙分野の研究開発機関の知財に対する取組み状況の把握を把握す

ることも目的に調査を実施した。  

また宇宙分野と関連の無い他分野の研究開発機関にもヒアリング調査を行う

ことで、他分野での取組み状況との比較や、宇宙分野参考にすべき施策を把握す

る目的で調査を行った。  

 

（２） 調査の方法  

 

 調査の方法は対面式のヒアリング調査（聞取り調査）を中心に、企業の実態を

把握した。  

 

（３） 調査結果と分析  

 

 大学においては、一般に研究活動が中心であり特許をはじめとする知財に対す

る意識が低いことが知られているが、宇宙分野についても同様に事業化を視野に

入れて積極的に知財のマネジメントを行う研究者は限定的である。  

 ただし宇宙分野は核となる技術を元にしたハード・テック系の大学発ベンチャ

ーが比較的多く存在し、近年その数を増やしている。今回のヒアリングではこれ

ら大学発ベンチャーを創出している大学においては、特許の出願費用や維持管理

費用を大学が負担し、企業に知財を実施させている大学も存在した。  

 企業へのヒアリング結果にも記載したとおり、ベンチャー企業はリソースが限

られるため、特許の出願費用や維持管理費用が経営に大きなインパクトを与える。

それらの企業に対し大学が出願費用や維持管理費を負担することで、ビジネスを

立ち上げる支援を行っているケースも見られた。大学発ベンチャーの割合が多い

宇宙分野では今後も重要な役割になると見られる。  

 一方で公的な研究開発機関においては、各研究開発機関ともに研究開発機関が

有する知財を企業等にライセンシングする等の活動や国研発ベンチャーへの支

援等が中心であった。また自身の出願については近年費用対効果を重視する機関

が多く、以前より出願件数は減少しているものの、ある程度戦略的に出願する傾

向が見られた。  
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図表 72 研究機関へのヒアリング結果概要  

特許出願の  

考え方  

• 過去は特許を数多く出願し保有することに重きを置いていた

国研が多かったものの、近年は費用対効果や質向上の観点から

利活用が見込める特許に限り出願している国研が多い  

• 利活用については研究分野以外も含めて企業等により実施さ

れる可能性のあるものや、産業振興に資する可能性のあるもの

が優先的に出願される  

• 一方で安全保障上の理由やタイミング等により権利化が期待

できる技術でも秘匿化するケースもある  

出願件数や  

保有件数の傾向  

• 近年維持管理費用等の問題から件数よりも実用化率を重視す

る傾向があるため、出願件数や保有件数は減少傾向にある  

実用化に向けた  

取組み  

• 実用化率を上げることに重きが置かれているため、専任の知財

コンサルタントや実用化コーディネーターを配置して実用化促

進を図っている  

• また大学等が有する技術シーズと企業のニーズのマッチング

支援等を行う国研もある  

共同研究におけ

る知財の帰属等  

• 委託研究では各国研とも日本版バイ・ドールの適用が原則  

• 共同研究においては基本的に貢献度に応じて配分されるため、

都度協願となる  

• 不実施補償やロイヤリティ率については、都度協議をおこない

個別の対応・交渉を行っている  

• 一方で、研究国研内に研究開発機能を有していない場合は委託

研究が中心であり上記のような調整の必要性は発生していない  

• 通常日本版バイ・ドール制度は特許出願時に受託者に申告させ

ることが多いが、発明があった時点で報告させ出願すべきか秘

匿化すべきかの検討をサポートしている。  

不要となった  

特許の取扱い  

• 一定の期間内でライセンスするめどが立たない特許について

は、放棄や企業等への譲渡を行う  

• ただし国費を投じて取得した特許であるため、譲渡を行う際は

有償であることが多く、公募等にかけて売り先を選定するため

時間と労力がかかるとの指摘がある  
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特許庁や弁護

士・弁理士等との

交流  

• 国研の知財部や担当課の中には、特許庁、 JST、文部科学省、

民間企業で知財に詳しい人材を出向者として受け入れているケ

ースもある  

• また中途採用も一定数存在し企業や大学出身者を雇用してい

る  

• その他にも特許庁と数年に一度意見交換の場を設定したり、関

連業界や弁理士会等との定期的な情報交換を行っている国研も

存在する  

研究対象領域に

おける技術動向

調査  

• 研究開発を行う前に関連する特許の出願動向等の調査を行っ

ている国研は多くなく、基本的には研究開発後の出願を行うタ

イミングで調査を行うケースが多い  

• 一部国研では事業受託者の要望に応じて先行文献調査、ライセ

ンス可能性調査等を実施している  

• 各種戦略支援メニューを用意し、技術動向調査をしている。特

許庁ほどのものではないが、分野を絞り調査し、知財戦略を立

てている。  

• ファンディング前に特許出願動向等の調査をすることもある。

一つの公募に 20 件程度公募があった場合、採択のために調査す

ることもある。個別調査も技術動向調査も委託している。個別

調査は機密情報が多いため、公表はできない。  

その他  

• 海外企業等による基本特許が問題になっている。UCLA 等の４

社が特許を出している。日本はその座組に入れていない。また、

海外の基本特許を下請けとして使うか、凌駕する技術を日本で

開発するのかの方針をとろうと考えている。現在は、研究する

ためにその技術が必要。試験研究にあたるかどうかはグレーで

あるため、大学もカルフォルニア大学等の特許を使わざるをえ

ない。ただし、アカデミア利用であるため、値引きが効くケー

スが多い。その上で、海外の基本特許を使い続けるのか、新し

い技術を開発するのかを議論している。  

• 知財の相談窓口には、大学側から相談されることが多い。企業

は自分たちでやっている。ベンチャーからの相談はほとんどな

い。地方大学の中小規模の産学連携本部から連絡がくる。現実

問題、大学で知財戦略等を策定することは非常に難しい。一流
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大学でもほとんどできていない。  

• 産業連携を支える取り組みとして、技術相談を受ける窓口（メ

ールアドレス）を設けており、毎日何かしらの相談を受ける。

また、メルマガで取得特許を公開する、等の取り組みも行って

いる。  

• 共同研究を行う企業が知財管理能力を有さない場合は、国研の

スタッフが該当企業の出願・維持管理等を対応する。出願時に

要する費用については話し合いで決まり、折半の場合も先方の

100％出資の場合もある。弁理士を依頼する際は、国研側が窓口

となって弁理士事務所へ依頼を行う。  

• 特許クリアランスについては、国研では事業をやっていないこ

ともあり、十分に実施していない。海外企業の日本への出願例

については、十分把握できていない。ただ、欧州の国立系企業

が日本に出願しており、知財部でも注目されている。  

 

 一部の国研では、学生に対する教育教材の作成や業界に対する情報共有や普及

啓蒙活動（セミナー等）、特定分野の技術動向調査、企業や大学に対する相談窓

口の設置等、知財に関して幅広い支援を行っている機関も存在した。  

 これらの先進的な取組みを実施している研究機関は、自身で研究開発を行うよ

りも、ファンディング機能を主とする機関であったが、企業への支援や国の特定

産業における知財戦略を検討する上で、参考になる取組みであると考えられる。 

 

図表 73 研究開発機関の取組み概要  

学生教育
知識・スキル

向上
個別相談 研究開発実施 研究成果普及

教材作成

セミナー・イベント
実施

特定分野の

知財戦略策定のた
めの委託調査・報告

相談窓口設置
知財戦略アドバイス
コンサルテーション

調査支援
（市場調査、ライセンス可能性調査、出願状況調査 等）

シーズ・ニーズマッチング支援

リエゾン派遣

実用化促進（ライセンシング促進）

国研発ベンチャー支援

主要な支援メニュー
発展的な支援

メニュー

特許等の
技術動向調査報告
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IV ．  我が国の宇宙分野における知財戦略のあり方に関する検討  

 

１． 企業等に対する啓蒙や支援のあり方  

 

 ヒアリング結果を中心に我が国の宇宙産業の知財に関する取組み状況の現状

や課題が見えてきた。先述したとおり、一言に宇宙産業と言っても分野や企業の

規模によってそのスタンスや課題は大きく異なる。そのため事業領域や企業の規

模、企業の知財に対する意識・知識等に応じて必要な支援は異なる。  

 

図表 74 求められる支援内容の考え方  

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

 

 

 そもそもこれまでの我が国の宇宙産業は、国内官需が中心であることと、プレ

ーヤーが限られていたこともあり、知財戦略検討の必要性が認知されていなかっ

た。しかし、近年の民需牽引型の宇宙産業の立ち上がり、他国企業による日本国

内への特許出願、日本においても多くのベンチャー企業が誕生しつつあり、その

多くが海外市場を狙っている状況等を考慮すると、業界全体として知財に対する

知識・意識をあげていく事が求められる。  

 またベンチャー企業や新規参入した企業を中心に、知財に対する取組みを重要

視する企業も現れている。しかしこのような企業は人的・資金的リソース不足か

ら十分な検討が出来ておらず、知財戦略検討に課題を抱えている。  
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図表 75 民間企業等を対象にした知財戦略の方向性案  

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

 

 

上記の図表に示すとおり、我が国の宇宙分野の知財戦略を検討する上では、多

角的な取組みが必要と考えられる。  

 

（１） 業界のボトムアップを図る施策の方向性  

 

（ｉ）宇宙分野における知財戦略の必要性の啓蒙  

 

第一に、知財に対する知識・意識の低い企業に対する意識改革や啓発が求めら

れると考えられる。これまで必要性を感じていなかった企業等に対し、知財の検

討が必要な理由を理解していただき、業界のボトムアップを図っていくことが必

要である。  

普及啓蒙を行うに当たり、その対象を検討する必要があるが、既存の宇宙系の

業界団体や日本弁理士会等の企業をサポートする業界も含めた産業界、情報発信

の場として豊富なプラットフォームやイベント等の場を有する行政機関、学生等

の次なるプレーヤーを育てベンチャー企業等を排出している学術界のそれぞれ

に対し、宇宙分野での知財検討の必要性を訴えることが求められる。  
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図表 76 宇宙分野の知財戦略の方向性案：必要性の啓蒙  

○セミナー開催・パンフレット等の配布

• 政府の取組みの中で知財に関するセ
ミナー等を実施

• 宇宙業界向けだけではなく特許庁職
員向けにも実施し、宇宙産業に対す
る理解・知識を深める

• 業界団体への情報発信
• セミナーの開催
• 所属企業間での情報共有
• 弁理士会等の業界団体内での勉

強会

• 大学との連携による学生や研究者向
けのセミナー開催

産

官

学

日本航空宇宙工業会

日本弁理士会 等

 

  

（ⅱ）社内の検討体制に関する啓蒙  

 

また知財を検討するに当たっては、企業等の内部・外部の体制を確保すること

も必要であると考える。ベンチャー企業や中小企業は専門の組織や人材を確保す

ることは難しいものの、CEO や COO、CTO 等の経営層を巻き込み企業戦略に則

した知財戦略を検討することや、外部に相談できる弁理士等を確保すること等が

求められる。  

外部の弁理士等については、顧問契約等を行うことが理想ではあるが、資金的

に余裕の無い企業等の場合は、プロジェクトベース等で契約することも有効であ

る。ただし、宇宙産業に詳しくない弁理士等も多いと考えられるため、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

らうことも必要である。  
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図表 77 宇宙分野の知財戦略の方向性案：社内体制の構築  

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

 

 

（ⅲ）宇宙分野における知財戦略の必要性の啓蒙  

 

 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  

 

他社の特許出願状況を把握するには有償のデータベースももちろん存在する

が、無償のデータベースも存在する。特許庁が提供している無償のデータベース

である「 J-Plat Pat」がその代表例である。  

サイトの URL https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage  

これらのサイトを活用することや、外部の弁理士等に依頼をして調査を行う等

して、自社の知財戦略等を検討していくことが必要である。  
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（ⅳ）特許出願が必要になるケースの提示（ガイドライン等の作成）  

 

 ヒアリングの結果にも記載している通り、これまで宇宙産業では特許の必要性

が認知されていなかった。その理由は、ロケット等を中心に技術を内製化してお

り、また最終製品が不特定多数にわたることも少ないこと等を理由に、技術漏洩

リスクは他産業に比べて低いと考えられてきた。さらには、仮に侵害されていた

としても製品は宇宙空間にあり、かつ一度きりの一点ものであることが多いので、

特許侵害を知るすべがないことや、証明できないことが理由として考えられる。 

 しかし近年の宇宙産業の変化から状況は変わりつつあり、現在もしくは今後の

宇宙産業の動向に合致する検討が必要になる。  

 

図表 78 ロケット製造・打上げ事業における特許出願検討のポイント  

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

 

 

 例えば上記に記したとおり、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。  
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図表 79 衛星製造事業における特許出願検討のポイント  

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

 

 

図表 80 部品・コンポーネントメーカーにおける特許出願検討のポイント  

 

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

 

 

 また衛星メーカーやコンポーネントメーカーについても、上記の通り特許出願

を検討すべき論点は複数存在すると考えられる。  

特に本調査でのヒアリングでは、基本的に特許出願を検討していないと回答し

た企業の多くが、ビジネスパートナーやクライアントとの個別の NDA（秘密保

持契約）を締結しているため、情報流出を防止することができていると回答があ

った。前頁の図表に記載したとおり、NDA の締結だけで自社の製品やサービス
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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

いう判断は不適切であると考えられる。  

もちろん NDA の文章内に、リバースエンジニアリングを禁止する条項や、そ

の他の知財流出リスクとなるような行為を禁止する条項を入れることで、技術流

出リスクを低減させることも可能である。しかし一般的にクライアントやビジネ

スパートナーの立場からすると、契約文章内に多くの制約を記載することは好ま

れず契約締結が難航する原因ともなり文章の修正や制約の緩和を要求されるこ

とは珍しくない。そのため NDA だけでは十分な技術流出防止ができないケース

も多いことから、NDA の締結を根拠に安易に特許出願は不要であるとの結論を

出すべきではないと考えられる。  

さらに注意が必要な点は、研究開発目的における発明の実施である。特許侵害

は一般に「業として」特許発明を実施する場合に限られる（特許法第  68 条）。

そのため研究開発目的で実施する場合には特許侵害とならないと認識されてい

る。特許法 69 条 1 項には「試験又は研究のためにする特許発明の実施」につい

ては特許侵害とならない旨の記載がある。しかしその適用範囲は非常に狭く、特

許発明そのものを対象とし、かつ（1）特許性調査、（2）機能性調査、（3）改良

改善、を目的とする場合に限られている。それ以外の場合は、研究開発や科学目

的の場合でも特許侵害になるリスクがある。  

これらの論点を検討したうえで出願の必要があるのか、無いのか（秘匿化すべ

きなのか）を決定することが重要である。  
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（２） 業界の知財戦略強化を図る施策の方向性  

 

 ベンチャー企業や中小企業を中心に、知財戦略等に関する検討を深めたいと思

っても、知識の不足や資金の不足が原因で検討が深められないケースも多く存在

する。これらの企業を中心とした我が国の宇宙分野の知財戦略の強化を図る方策

も必要になる。  

 

（ⅰ）人材・情報提供や相談窓口等の設置  

 

 ヒアリング結果からも、知財戦略の検討を深めるためには、社内の人的リソー

スだけでは不十分という声が多く聞かれた。しかし誰に相談を持ち駆ればいいの

かがわからないケースも多い。そのような企業等に対して、専門人材を紹介でき

る機能や気軽に相談が出来る窓口等のニーズが高い。  

 

図表 81 人材の提供支援や相談窓口の提供  

○人材の提供支援
• 航空宇宙産業や他のメーカー等で知財の取扱い経験のあるシ

ニア、フリーの弁理士、大手特許・法律事務所等の人材をプール
し、中小企業やベンチャーへ紹介・派遣する

知財のスペシャリスト人材

• 大手航空宇宙産業等のOB

• フリーの弁理士
• 特許事務所、法律事務所

ベンチャーA 中小企業B

• プロジェクト形式での雇用
• 週○回等の顧問契約

• 政府による人材プール確保
• 適切な人材の派遣や紹介

○相談窓口の設置
• 企業が困ったときに相談できる窓口等の設置
• 現在は知財関連で課題や悩みがあっても相談先が不透明。ま

た宇宙分野に詳しい弁理士等も限定的で、弁理士事務所に相
談しても解決が見込めない可能性も高い

• 経産省：S-Expert（仮）
• 日本宇宙フォーラム：S-Bridge

• 宇宙システム開発利用推進機構：
宇宙ビジネスコート

• 特許庁：知財人材データベース

具体的な対応機関・取組み案

各種問い合わせ 参考

• 各都道府県には「知財相談支援窓口」や経産
局内に「知財総合支援窓口」が存在

• 知財に関する各種悩み相談や、補助金の紹
介を受けることが可能

 

 

 ただし、これらの機能は全て一から構築する必要があるわけではない。宇宙業

界では産業を支援する数多くの既存の取組みが存在する。その一機能として知財

に詳しい人材の紹介や、既存の窓口等を活用してそれらの代替とすることも可能

である。  
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 またこれまで記載してきたとおり、これまで宇宙業界では知財の必要性の認識

が低かったため、知財の検討や特許出願に関する既存の支援メニューが知られて

いないことや、知財の専門人材（特許庁や弁護士、弁理士等）とのネットワーク

が弱いことが課題としてあげられる。  

 これら既存の支援メニューや情報を宇宙分野の企業に届けることや、特許庁や

弁護士、弁理士等との定期的な情報交換や意見交換等を通じて双方の理解を高め

ることも、我が国の宇宙産業の知財戦略を検討する上で重要となると考えられる。 

 

図表 82 有益な情報提供や情報交換機会の提供  

特許出願費用の助成
無料の相談窓口 等

既存の支援
情報の整理

各種サービスメニューの把握

宇宙系企業 特許庁

• 審査の視点
• 海外企業の出願動向
• 各種制度・支援の説明・共有

• 業界・自社事業の説明
（特許出願時に面接や事業戦略対応まとめ審査を積極的に希望）
• 近年のトレンド・今後の動向共有
• 課題の共有や疑問点の解消

情報交換

 

 

（ⅱ）特許出願戦略に関する情報提供  

 

 宇宙分野の特許は侵害されていることを把握することが困難であることや、侵

害を立証するすべがないこと等が指摘されている。しかし公開情報調査の「 6.

宇宙産業における重要特許の分析」で記した通り、海外企業を中心に宇宙分野で

は多くの概念的な特許（ビジネスモデル特許）が存在する。  

 これらの特許は個別具体の技術に対する特許ではなく、ビジネスモデルや手法

に関する特許であるため、他社の侵害を容易に発見することができる。  

これらの情報は、どの様な出願であれば侵害されたことの発見が可能か、また

権利範囲が広く自社の技術（特にノウハウ）が流出しない方法で出願をするには

どの様な権利の主張の仕方があるのか等を検討する参考情報として活用するこ

とができると考えられる。  
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図表 83 出願方法として参考になる特許の例示  

事業領域  出願人  主張している権利範囲  

ロケット製造・打ち上げ  Blue Origin 再使用型ロケットの海上着陸方法  

人工衛星・探査機等製造  

Boeing 電気推進で稼動する人工衛星  

Airbus 低軌道に位置するデブリを除去する手法  

Planetary 

Resources 
小惑星資源探査を行う方法  

地上ビジネス  Orbital Insight  

低解像度の衛星画像から移動体を検知す

る方法  

衛星画像から対象物の容積の算出とその

情報をユーザーに配信する方法  

 

（ⅲ）特許出願をしない際のリスクとその対策の周知  

 

 これまで記載してきた点を考慮した上で、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。検討の結果特許出願せずに秘匿

化の判断をした場合、その際のリスクも合わせて検討しておくことが大事である。 

 自社は検討の結果、秘匿化を選んだとしても、類似の技術を開発する企業が存

在し、特許出願を行う可能性もある。その場合、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。  

 

図表 84 秘匿化をした際のリスクに対する対応案  

日本国内

国内企業
（出願なし）

海外企業
による出願

自社では出願の必要性が
無い（秘匿化したほうが良

い）と判断したが、他社の出
願より事業継続が困難に

日本国外

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

秘匿化する際のリスクに対する対応策案

 



- 85 - 

 ただし③に記載した「先使用権の活用」は注意が必要である。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。証明を行うには、研究が行われ発明が完成に至ったことを示す

研究ノート、技術成果報告書、設計図等や事業が行われていたことを示す、仕様

書、見積書、請求書等の資料が必要となる。また客観的に日時を保証する方法と

して、資料にタイムスタンプを付与すること等が必要になる。  

国内の先使用権の活用においては、特許庁より先使用権制度簡略版冊子「先使

用権～あなたの国内事業を守る～」が公表されている 12。これらの情報を元に正

しく先使用権が主張できる環境を整えておくことが必要になる。  

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、国外で先使用権を主張する場合は、対

象国・地域の先使用権の制度に従って証拠を確保する必要がある。各国の制度に

ついても特許庁の Web ページに「諸外国・地域における先使用権制度の調査結

果」が整理されているので、参考にしながら検討を行うことが必要である 13。  

 

図表 85 日本とアメリカの先使用権の差異（抜粋）  

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

 

 

 

                                                   
12先使用権  特許庁

https: //www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/document/index/senshiyouken_kanryaku.pdf  [最終ア

クセス日： 2019 年 3 月 25 日 ] 

13 先使用権制度について  特許庁

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/senshiyo/index.html#senshiyou_02  [最終アクセス日：

2019 年 3 月 25 日 ] 

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


- 86 - 

（ⅳ）海外打ち上げにおける特許侵害リスク  

  

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である。  

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

であるが、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。  

 

図表 86 海外打ち上げの際のリスク  

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

衛星等の打ち上げ国で類似の特
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

 

 

 本件は必ず特許侵害となるわけではなく、あくまでも可能性を示している。た

だし、海外打ち上げを行う可能性のあるベンチャー企業等が多く存在する我が国

では、これらの注意喚起を行い民間企業のビジネス展開を阻害する要因を把握し

ておくことが必要である。  
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（ⅴ）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  

 

図表 87 宇宙空間における知財権の適用  

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。  

米国特許法  

第 105 条（抜粋）  

• 宇宙空間において合衆国の管轄権又は管理権の下にある宇宙

物体上又はその構成部分上で行われ、使用され又は販売された

発明は、この編の適用上合衆国内で行われ、使用され又は販売

されたものとみなす。  

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。  



- 88 - 

（ⅵ）大手企業による訴訟リスク  

 

 我が国の宇宙産業は欧米に比べると後れを取っている領域が多く存在する。こ

のような状況下において、後発になる我が国のベンチャー企業等が市場でビジネ

スを成立させるためには、海外を中心とした大手既存企業と戦っていく必要があ

る。  

 特に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このようなケースが多くなると想定される。  

 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には、非常に困難な状況であると考えられ

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。  

 

図表 88 特許を活用した他社けん制  

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
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２． 国プロジェクトにおける知財検討のあり方  

 

 官需が市場規模の多くを占める宇宙産業において、国プロジェクトにおける知

財戦略の考えを整理することは他分野と比べ重要な事項である。  

 本調査では民間企業へのヒアリングや、国の研究開発機関へのヒアリング等を

通じて把握された宇宙分野の知財検討に関する課題と、その課題に対する対応方

針を整理した。  

 整理に際しては、宇宙産業の特徴や現在の我が国の宇宙産業のトレンドを加味

した上で実施した。  

 

図表 89 課題や検討のポイントとその整理  

産業が成熟しておらず知財の
必要性の認識が薄い

プレイヤーにおけるベンチャー
企業の比率が高く、かつシード
やアーリー期が中心

市場規模に占める国プロジェク
ト（官需）の比率が高い

安全保障や機微技術に関わる
研究開発が多く存在する

国内市場は限定的でグローバ
ル市場のウェイトが高い

• 個別企業において知財戦略を十
分に検討する意識や体制が弱く
検討が出来ない

• 他者の出願動向の把握等に手
が回らない

宇宙産業の特徴 生じている課題

• 本来であれば出願できる（すべき）技術やシ
ステムで特許が取得できていない

• 外国企業が国内に対して国プロジェクトの
推進にリスクとなる特許を出願した場合も
適切な処置（業界内での情報共有や回避
策の検討等）がとられていない

• 海外出願等の費用負担やライセン
スフィーの支払いが経営に大きな
ダメージとなる

• 国プロジェクトが産業に与える営
業が大きいものの、個別のプロ
ジェクト前後に十分な知財マネジ
メントやオープンクローズ戦略の
検討が出来ていない（統括する
機関・機能が存在しない）

検討のポイント
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（１） 分野・領域に応じた知財戦略検討の必要性  

 

宇宙分野はその領域（ロケット、人工衛星、コンポーネント、地上系ビジネス

等）が多岐にわたることや、領域ごとの特性も大きく異なる。そのため検討に当

たっては国として技術を広く普及させることで国内産業の底上げにつながる技

術・システムや、安全保障の観点や戦略的に海外企業等から国内産業を守るため

の技術・システムに該当する“共通・協調領域”と民間企業等の個別の差別化や

事業化を推進していく“競争領域”に大分し、国の知財戦略を検討すべきである

と考えられる。  

例えば基幹ロケットや国の重要インフラとして政府主導で開発する測位衛星

等、産業の基盤となる技術や安全保障上も重要な要素となる技術やシステムにつ

いては“共通・協調領域”とする一方で、民間による商用活動が活発で、民間企

業に広く活用されることが期待され、我が国の宇宙産業の市場拡大等に資する技

術・システムについては“競争領域”として位置づけ、双方の領域に対して国と

しての知財戦略を検討していくことが求められる。  

 

図表 90 国プロジェクトの知財戦略検討に必要な領域の整理（案）  

共通・協調領域 競争領域

• 国として維持・保持しておくべき産業の基盤となる技術や
システム

• 国プロやJAXAにおける研究開発等の国費を通じて獲得
し、技術・ノウハウを管理・活用すべき領域

• 外国から技術を守ることや、日本企業が広く共通して成
果を利用できることが必要

• 個別企業や大学が独自に成果を出すべき領域

• 実サービスが不足する宇宙産業において成功事例を創
出していくべき領域

• 個社に特化した個別プロジェクトの推進や、事業化につ
なげ他社との差別化を図ること等を目的に成果を利用で
きることが必要

ロケット製造
輸送

衛星製造

部品
コンポーネント

地上サービス

再使用型システム 基幹ロケットエンジン

即応型打上げｼｽﾃﾑ有人輸送システム

次世代推進システム

測位衛星システム

小型衛星の量産化

自動運用システム

○○の軽量化・小型化

○○の低コスト化

○○の軽量化・小型化

・・・・・

衛星データの利活用

測位衛星を活用した
位置情報システム

地上局設置の低コスト化

・・・・・・

 

 

 上記の図表に記したとおり、国が主導して研究開発を実施する基幹ロケット、

次世代の技術を活用した大型の技術実証衛星、国の重要インフラとして整備して

いる測位衛星網等については“共通・協調領域”として、特許出願もしくは秘匿

化（ノウハウ）するのか等を検討する必要がある。その際には、我が国の宇宙産

業のビジネスを拡大することだけではなく、他国へのけん制等の日本の宇宙産業
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を守る観点においても特許出願や秘匿化等の判断をしていく必要がある。  

 一方で、民間のビジネスが活発になりつつある領域は“競争領域”として位置

づけ、民間企業が利用しやすいスキーム（知財の帰属、不実施補償やライセンス

料の設定、独占利用の可否等）を検討していく必要がある。  

 

（２） 国プロジェクトの知財戦略検討に向けた課題とその対応方針案  

 

 国プロジェクトにおける知財戦略を検討するためには、現状の課題を把握し整

理する必要がある。下記に本調査で実施したヒアリング等から想定される課題を

整理した。  

 国プロジェクトにおいて、知財戦略を検討するには、プロジェクト実施後の成

果について検討することだけでなく、プロジェクト実施前に検討を行っておくこ

とが重要である。また国プロジェクトから特許が生まれた場合、その特許を権利

化するだけでなく、その先の活用についても企業等が利用しやすいスキームを用

意することも必要になると考えられる。  

 

図表 91 国プロジェクト実施時の課題の整理  

研究開発領域
検討

入札・公募
契約・

プロジェクト
実施

特許出願の
必要性検討

特許の活用

課
題

• 研究開発実施前の
技術動向調査・分
析が不十分な場合
がある

• 応札者も周辺分野
の知財動向を把握し
ていない場合がある

国・国研 企業・大学

• 応札者の有する特
許等を評価する仕
組みが限定的

国・国研

• プロジェクト実施前
に具体的な知財活
用計画が無く、戦略
を持たずに事業が
実施されている場
合がある

国研

• 国プロで得られた成
果について、出願す
る/しない、の議論が
十分にされていない
場合がある

• 判断基準となるオー
プン・クローズの考え
方が整理されていな
い場合がある

国・国研 企業・大学

• 民間企業等が特許
を実施しにくい契約
条件となっている

• 国や国研が有する
特許を民間にライセ
ンシングする条件に
柔軟性が乏しい

国・国研企業・大学

共通・協調領域

競争領域

• 共通・協調領域、競争領域に問わず国の知財戦略の検討や民
間企業等に対する意識啓発の意味も含め共通して求められる

• まだまだ官需が中心である我が国の宇宙分野の知財戦略を検
討する上で優先度の高い範囲

• 民間企業等による“成功事例創出”や海外でのビジネス展開等を
促進するために、企業等が国プロジェクトで創出された知財を有
効活用できる枠組みを整えることが求められる

• 産業振興の観点からは重要な項目であるが、全てのプロジェクト
で求められるわけではないため、検討すべき領域を絞って対応

優先度：高 優先度：中・低
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（ⅰ）定期的な技術動向調査と調達における知財活用計画の作成  

 

 戦略的に国プロジェクトを実施するには、我が国として定期的に技術動向調査

や他国・他社の出願動向調査を実施し、我が国の分野別の知財戦略を検討してお

く必要がある。  

 特に我が国の宇宙分野として、国プロジェクトでの開発が重要な役割を担って

いる、“共通・協調領域”においては、他国の知財の動向や出願状況等を分析し

ながら当該分野での知財戦略の全体像を定めておくことが望ましい。  

 また国プロジェクト実施時に行う、入札・公募において民間企業等から提出す

るプロポーザル内において、当該プロジェクトでテーマとなっている特許の保有

状況や、プロジェクトにおける知財の活用計画等の提出を徹底させ、採択時の参

考としていくことが望まれる。  

 前章「1.企業等に対する啓蒙や支援のあり方」でも記載したとおり、試験や実

験目的であっても、必ずしも特許侵害に当たらないとは限らなく、その適用範囲

は非常に狭い。特許発明そのものを対象とし、かつ（1）特許性調査、（2）機能

性調査、（3）改良改善、を目的とする場合に限ら、それ以外の場合は、研究開発

や科学目的の場合でも特許侵害になるリスクがある。  

 事前の技術動向調査等を定期的に行っていくことで、知財の獲得だけでなく、

リスク最小化の視点でも検討を行う必要がある。  

 

図表 92 国プロジェクト開始前と入札・公募時の取組みイメージ  

研究開発領域
検討

入札・公募
契約・

プロジェクト
実施

特許出願の
必要性検討

特許の活用

省庁・国研
企業・大学等

プロジェクト前の出願動向等
の分析

公示

定期的な技術動向調査
調査結果にもとづく個別分野の知財戦略検討 参照

情報収集
個社の戦略検討

個別の研究開発テーマ検討

応札

取得している関連特
許や当該プロジェクト
における知財の活用

計画を提出

知財の計画も含め選定先を
検討・選定

共通・協調領域

競争領域
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（ⅱ）事業実施前の計画策定と実施後の計画実行の支援  

 

 国プロジェクト実施前に採択された企業や大学とともに、当該プロジェクトに

おいて、特許権の対象となりえる発明が期待できるのか、その場合出願すべきか

秘匿化すべきか公知化すべきか、出願が想定される場合は出願先国はどこにする

のか、秘匿化する場合はノウハウのどのように取扱うのか等を検討しておく必要

もある。  

 さらに事業実施後に得られた成果に対して事前の検討を踏まえながら最終的

な方針を決定していくことが重要である。  

 本調査のヒアリング結果から判断するに、現在の国プロジェクトで生み出され

た成果による出願等の判断は、受託している企業等に依存してしまうケースも存

在すると考えられる。  

 宇宙分野における国プロジェクトにおいては、今後ベンチャー企業等も数多く

参画してくることが想定される。これらの企業等は前章で記載の通り、社内に十

分な知財戦略検討の体制が整っていないため、必要に応じて委託元の機関と受託

者間だけで検討するのではなく、適宜知財に詳しい弁理士や特許庁等のアドバイ

スを求めながら決定していくことが望ましい。  

 

図表 93 国プロジェクト実施前後の取組みイメージ  

研究開発領域
検討

入札・公募
契約・

プロジェクト
実施

特許出願の
必要性検討

特許の活用

企業・大学等

知財の活用計画の
方針検討

採択先の

プロポーザル提出時
の知財の活用計画

採択先の

プロポーザル提出時
の知財の活用計画

採択先の

プロポーザル提出時
の知財の活用計画

提出

• 特許権の対象となりうる発明の有無の確認
• 出願/秘匿の事前検討

• 出願が想定される場合には出願先国の検討や
当該企業・大学の独占実施の意向等の確認

必要に応じて事情に詳しい弁理
士や特許庁職員等にアドバイス
を求めながら実施

契
約
時
・実
施
前

実
施
後 • 事業を実施する過程で生まれた発明に対し、

オープンクローズ戦略を考えながら特許化、
秘匿化、公知化等の選択肢を検討

• 出願の場合は対象国の検討や出願する権利
範囲等について企業・大学と一緒に議論

知財戦略の方針検討

我が国の宇宙産業の現
状を考えると、企業や大
学だけでは十分な検討
ができるとは限らない

成果創出

省庁・国研

共通・協調領域

競争領域
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（ⅲ）国プロジェクトで得られた知財を活用しやすい環境の整備  

 

 最後に、国プロジェクトで得られた知財を我が国の宇宙分野としてどのように

有効活用していくのかを検討していくことも重要である。  

 特にこの点においては、民間企業が独自のビジネス推進や他社との差別化のた

めに利活用をするケースが多いと考えられる、“競争領域”で重要な視点となる。  

 本調査のヒアリング結果より、現状は委託元となる省庁や研究開発機関の定め

る契約書の雛形に応じて、日本版バイ・ドール制度が適用されて受託者に帰属す

るケースや、委託元との発明の貢献度に応じて共同出願とし、不実施補償等を個

別に検討しているケースが大半であることがわかった。  

 国プロジェクトの特性上、都度の個別議論で調整を行う必要があることは避け

られないものの、これまで記載したとおり我が国の宇宙産業に関連する企業や大

学は他分野と比べて必ずしも知財に関する知識や知見を豊富に有しているとは

いえない状況にある。またプレーヤーの中でベンチャー企業が比較的多くの割合

を占めているのも宇宙分野の特徴である。  

 そのため、都度の個別交渉時にどのように国や研究開発機関と交渉し、自社が

利用しやすいスキームで契約すべきか等の知識がなく、協議を行うことが難しい

状況にあると考えられる。  

 

図表 94 国プロジェクトで生まれた知財活用時の取組みイメージ  

 

研究開発領域
検討

入札・公募
契約・

プロジェクト
実施

特許出願の
必要性検討

特許の活用

企業・大学等

共同出願

【契約内容】
• 持分の検討
• 発明貢献度の検討
• 出願・維持管理費用の分担
• 不実施補償の支払い
• 第三者へのライセンシング可否
• 改良発明の取扱い
• ・・・・・・・・・・・・

特許の活用を促す
支援メニューの提示

• ベンチャー企業等にとっては
わずかな不実施補償料の支
払いも経営に大きな負担とな
る

• JAXA等と契約内容を交渉し

たくても社内に専門の人材が
いない企業も多い【支援メニューのイメージ】

• 国が指定する特定の事業分野に
おいては○年間無償での独占実
施を認める

• ベンチャー、中小企業については
不実施補償額の減免や○年間は
不実施補償を請求しない 等

• 第三者へのライセンシングを非営
利目的に限定する 等

宇宙産業の拡大促進

• 支援メニューを受けて商用利用促進
• 早期の事業化の実現
• 海外マーケットの獲得

省庁・国研

共通・協調領域

競争領域

 



- 95 - 

 これらの点を踏まえ、国プロジェクトで共同出願となった知財や、既に国や研

究開発機関が有している知財のライセンシング等に関するメニューを事前に提

示することで、民間企業等の利用を促すことが必要と考えられる。  

 NASA では、NASA TECHNOLOGY TRANSFER PROGRAM（T2 プログラム）と

呼ばれるプログラムで、NASA 保有特許をライセンシングすることで、NASA の

保有技術の商用転用を促進している  

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  

 

図表 95 NASA の保有する知財のライセンススキーム  

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。

 

 

 あらかじめ複数のメニューを提示しておくことで、目的等に応じて民間企業等

はどの様な利用の仕方があるのかを理解することができると考えられる。またこ

れらの中でも具体的なロイヤリティ率の費用等についても情報提供を行い、情報

を積極的に開示している。  
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NASA のプログラムでは License fee は下記の 3 種類に分けて考えられる。  

 

 an upfront fee（ライセンス契約時にかかる初期費用）  

 非独占契約の場合、$5,000-$10,000 が相場  

 独占契約の場合、その技術領域や商業予定エリアにより  

価格は変動  

 スタートアップの場合は初期費用がかからない  

 

図表 96 初期費用の総額と契約数のイメージ  

総費用

契約数

$5,000～$10,000
例：非独占ライセンス

$0
例：スタートアップ

ライセンス

$50,000＋
例：独占ライセンス

 

 yearly minimum royalty（企業から年間で徴収するロイヤリティの最低額）  

 事業計画に基づいて、契約ごとに算出  

 

 running royalty percentage（事業の収入に基づいて徴収するロイヤリティの割

合）  

 交渉次第だが、通常は 3～7%のロイヤリティを徴収  

 高額な初期費用を支払った企業は、交渉によって  

ロイヤリティの割合を下げやすい  

 該当事業の平均的な利益率や産業の成熟度等を鑑みてロイヤリティの割

合を判断  
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図表 97 ロイヤリティ率と契約数のイメージ  

契約数

ロイヤリティの率

3% 7%
利益率の低いプロダク
ト等に対しては利率を
低く（1%等）設定

利益率の高いプロダク
ト等に対しては利率を
高く（18%等）設定

 

 

 これら他国で導入されているライセンシングのメニュー等を参考に、我が国に

おいても国プロジェクトで取得した知財や、国の研究開発機関が有すると知財を

有効活用していく取組みが必要であると考えられる。  
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３． まとめ（総括）  

 

宇宙分野において、海外企業等の基本特許・原理特許や重要な発明に関する日

本国特許庁への出願状況を調査したところ、我が国の宇宙産業への影響を及ぼす

特許出願が複数なされていること、また、海外企業等の特許の動向を把握できて

いない国内企業が、多数存在していることが把握された。  

また、海外企業の外国特許庁への出願状況についてのクリアランスを行ってい

ない場合、国内企業が海外市場に進出する際に特許侵害を理由に販売差し止めや

損害賠償請求等の特許侵害リスクが発生する。  

同様に、科学探査目的の国プロや政府の公共事業でも、特許侵害になるリスク

があることから、国、国研、大学主導で実施している宇宙活動についても注意が

必要である。  

そのような状況の中で、従来から宇宙産業に関わる大手企業では、社内に知財

部が存在し、全社横断で知財に対する取組みを行っている。しかし、宇宙事業に

おいては市場規模が限られることや国内の特定の企業との事業や国の研究開発

プロジェクトへの参画を中心に行ってきたため、特許出願等の必要性を感じてい

ないケースが多く見られた。  

 また、国の研究開発プロジェクトにおいては、共同特許出願になることにより、

特許を活用して事業活動をする際に、不実施補償を国の研究機関に支払う必要が

生じることから、大手企業においても特許取得のインセンティブが低下している

というケースがみられた。同様に、委託や請負における国の研究開発プロジェク

トにおいて、成果に係る特許権が、国に帰属するケースも、一定数、存在してお

り、特許取得のインセンティブが低下しているとの声もある。  

 一方で、近年生まれたベンチャー企業や、新規に参入した中小企業は、国内だ

けでなく海外マーケットも主要な事業領域と捉えていること、また低コストで量

産が可能な製品・サービスを手がけようとしている企業が多いこと等の理由から、

知財に対する意識は比較的高い企業が多かった。しかしこれらの企業は社内に知

財部や知財を担当する専門人材等がいない（少ない）ことや資金的な余力も少な

いため、知財について検討したいと思っていても、知識、情報、資金等の不足に

より十分に検討が出来ない状況にあることが指摘された。  

 前者の大手企業に対しては、宇宙産業において知財の検討が必要になるケース

や検討しなければならない理由等を共有し、意識改革や啓蒙を行っていくことが

求められる。後者のベンチャー企業に関しては、知財戦略を検討するに当たり、

必要となる情報の共有や、宇宙の知財に詳しい専門人材を紹介する機能等が必要

であると考えられる。  
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また業界全体として、国や自治体が取り組んでいる既存の知財に対する取組み

を認知していないことや、特許庁や弁理士等のコミュニティとの情報交換等が少

ないことが指摘された。そのため、既存の支援メニューを宇宙分野の企業等にも

広く周知していくことや、特許庁や弁理士等の業界と宇宙分野に携わる企業等と

の情報・意見交換の場等を定期的に設けることが必要になると考えられる。  

さらに国プロジェクトにおいては、分野やテーマ毎に定期的な技術動向調査を

実施し、我が国として当該分野・テーマでどの様な知財戦略を取るべきか個別に

検討を深めていくことが必要と考えられる。これらの定期的な技術動向調査の結

果は業界に対し広く周知することで、個別企業の知財戦略検討のための基礎資料

にもなる。  

また国プロジェクトにおいて知財の方向性を検討する際には、実施主体の政府

機関や研究開発法人、事業に参画する企業・大学のみならず、知財に詳しい専門

人材を交えて議論すること等が必要であると考えられる。  

最後に、国プロジェクト実施後にも、そこで得られた知財を特許出願すべきか

どうか、出願する際の対象国等の検討も必要である。また政府機関や国の研究開

発機関が特許を所有した場合には、それらの特許を民間企業等が利活用しやすい

スキームを整えることも重要である。企業によっては有償でも独占実施を望む企

業もいれば、独占実施は望まないが無償での実施を望む企業も存在する。これら

の要望に対して、国としてどのように対応していくのかも重要な検討項目である。 

これらの論点に対し、安全保障や産業振興等の観点から、国として技術を保有

し特許化すべきではない技術や、特許化し国の共通基盤として民間企業に幅広く

ライセンシングをする技術、商用化を後押しすることを念頭に基本的に民間に帰

属させる技術や、ライセンシングや不実施補償等の条件を緩和し民間企業の利活

用を促進すべき技術等の判断が必要になる。  

今後、2019 年度中に宇宙分野の知財戦略を策定するべく、引き続き、検討を

深めていくことが重要である。  
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I ．  資料Ⅰ 重要特許抽出の元データ  

 

特開2014-111439 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 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2012-528757|特許5947208 機体の着陸システム及びこの着陸システムを備えた宇宙探査機 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス|アストリウム  エスアーエス

特開2016-26125 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 ブルー  オリジン  エルエルシー

特表2018-536236 低解像度リモートセンシング画像を用いた移動車両の検出及び分析 オービタル  インサイト  インコーポレイテッド

特表2017-532243 スペースデブリのインターセプト エアバス  ディフェンス  アンド  スペイス  リミテッド

特表2017-518723 大規模宇宙太陽光発電所：誘導可能ビームを用いる送電 カリフォルニア  インスティチュート  オブ  テクノロジー

特表2014-520724|特許6349254 人工衛星を移動又は撤去させるための装置 ディーオービット  ソチエタ  ア  リスポンサビリタ  リミタータ

特表2005-517190|特許4713083 飛行デブリ片を追跡する方法 ロッキード・マーティン・コーポレイション|ＬＯＣＫＨＥＥＤ  ＭＡＲＴＩＮ  ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

特開2015-74445|特許6389720 イオン推進システムにおける推進剤移送の推定のための方法およびシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2018-510090 人工衛星フレームおよび人工衛星を製造する方法 ワールドビュー・サテライツ・リミテッド

特表2018-531832|特許6401422 撮像光学機器を備える衛星 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2017-537838 超小型人工衛星の製造に最適化されたモジュール式構造 タレス  アレーニア  スペース  イタリア  ソチエタ  ペル  アツィオーニ  コン  ユニコ  ソシオ

特表2012-520786|特許5769697 宇宙探査機の着陸装置及びかかる装置を備えた探査機の着陸方法 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス|アストリウム  エスアーエス

特表2017-536294 地球大気圏への再突入の間に宇宙システムの分解を容易化する受動装置 タレス  アレーニア  スペース  イタリア  ソチエタ  ペル  アツィオーニ  コン  ユニコ  ソシオ

特表2005-500697|特許4567971 切り替え可能磁気装置 ジ・オージー・キッズ・トイ・カンパニー・プロプライエタリー・リミテッド|ＴＨＥ  ＡＵＳＳＩＥ  ＫＩＤＳ  ＴＯＹ  ＣＯＭＰＡＮＹ  ＰＴＹ  ＬＩＭＩＴＥＤ

特表2003-534513|特許3737758 磁気的に感知された二次環境の安全装置および発火用意装置
オービタル・エイティケイ・インコーポレーテッド|アライアント・テックシステムズ・インコーポレーテッド|
ＡＬＬＩＡＮＴ  ＴＥＣＨＳＹＳＴＥＭＳ  ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ

特表2012-507025|特許5685776 各種の制御不可能な系統効果により干渉を受ける時間変化信号値の予測誤差を修正する方法 テールズ

特表2013-528766|特許5817739 ロケット発射システムおよび支持装置 チン，ハワード，エム．|キャッラハ，キンベリー，エー．

特開2015-145234|特許6074821 ロケット発射システムに用いられるドッキングステーション、およびリフトリングアセンブリ チン，ハワード，エム．|キャッラハ，キンベリー，エー．

特開2016-222241 ロケット発射システムに用いられるロケット輸送デバイス チン，ハワード，エム．|キャッラハ，キンベリー，エー．

特表2016-524065|特許6375366 方向付け可能なロケットエンジン・システム アリアーヌグループ  ソシエテ  パ  アクシオンス  シンプリフィエ|エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエイエス

特表2004-535324|特許4307247 ジャイロダインのクラスターによって人工衛星の姿勢を制御しかつ操舵するための方法及び装置 ウアデエス・アストリウム・サ

特表2006-514594|特許4220521 翼付き宇宙船 モハーベ  エアロスペース  ベンチャーズ，リミティド  ライアビリティ  カンパニー

特表2010-507793|特許5095746 コントロールモーメントジャイロ、及びその取付装置 アストリウム・エス・エー・エス

特表2011-504571|特許5395087 エラストマーに基づいた、振動および衝撃を多軸式に防振するためのモジュール装置 アストリウム  エスアーエス|エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2011-504847|特許5677092 スペースクラフト（ｓｐａｃｅｃｒａｆｔ）後部胴体装置 アストリウム・エス・エー・エス

特表2016-508911|特許6253664 地球観測宇宙ミッション用の革新的な軌道設計 タレス  アレーニア  スペース  イタリア  ソチエタ  ペル  アツィオーニ  コン  ユニコ  ソシオ

特表2016-516172|特許6417389 発射輸送手段およびシステムおよびその経済的、効率的発射方法 パルマー  ラボ，エルエルシー|８  リバーズ  キャピタル，エルエルシー

特表2006-526540|特許4638420 表面温度制御システム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ
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- 106 - 

特表2016-513033|特許6290259 極低温回路コンディショニングシステム エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2016-509558|特許6419724 航空機内のタンク保持装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2016-513042 電気推進力と固体燃料化学推進力の両方を有する宇宙推進モジュール サフラン  エアークラフト  エンジンズ|サフラン  セラミクス|スネクマ|エラクレス|ＨＥＲＡＫＬＥＳ

特表2006-514726|特許4456080 ユニット形ハイブリッド式ロケット装置 モハーベ  エアロスペース  ベンチャーズ，リミティド  ライアビリティ  カンパニー

特開2007-168767|特許4783720 燃料タンク イーエイディーエス  スペース  トランスポーテーション  ゲーエムベーハー

特表2008-544888|特許5050247 フレキシブルで伸長可能な薄板による宇宙機器の要素用支持装置 テールズ

特表2009-528218|特許5174683 宇宙機推進力を生成するエレクトリックセイル ヤンフネン，ペッカ

特表2011-511733|特許5280461 宇宙船の姿勢を修正するためのアクチュエータ装置 アストリウム  エスアーエス|エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2012-513330|特許5529163 ランチャー用の再利用可能モジュール アストリウム・エス・エー・エス

特開2013-95416|特許6199021 サービスを提供するよう適合された少なくとも２つの衛星からなる１組の衛星を制御する方法およびシステム テールズ

特表2013-512145|特許6080552 不安定なスペース・デブリスの安定化 ポウロス  エアー  アンド  スペース

特表2013-528528|特許5841137 ランチャー用の簡易型再利用可能モジュール アストリウム・エス・エー・エス

特表2009-523648|特許5228231 編隊を組む宇宙船グループ内の一宇宙船用の、出力測定による相対位置制御装置 テールズ

特開2010-13097|特許5528732 宇宙航行機用の極低温液体貯蔵システム スネクマ|サフラン・エアクラフト・エンジンズ

特開2010-18271|特許5597865 惑星間ミッションの際に積載燃料の質量を軽くする方法 テールズ

特開2010-64735|特許5566643 二対のタンクを含むバンドル及びこのようなバンドルを含む空中発射ランチャー アリアーヌグループ  ソシエテ  パ  アクシオンス  シンプリフィエ|サフラン・エアクラフト・エンジンズ|スネクマ

特開2011-148488|特許6069671 衛星の質量を最適化する方法および装置 テールズ

特開2016-222246|特許6391650 周極緯度用の衛星システム及び方法 テレサット  カナダ

特表2011-528796|特許5520946 宇宙船の位置を推定するシステムおよび方法 エスエーエス－アストラ  エス  ア

特表2012-528756|特許5982682 通信システム テールズ

特表2014-530595|特許5662619 現地資源活用を通じて火星における有人宇宙ミッションを維持するために有用な資材を生産するプロセス
ウニヴェルシタ  デリ  ストゥディ  ディ  カッリャリ|ア・エッセ・イ  アッジェンツィーア  スパツィアーレ  イタリアーナ|チェントロ  ディ  リチェルカ，
スヴィルッポ  エストゥディ  スペリオーリ  イン  サルデンニャ  ソチェタ  アレスポンサビリータ  リミタータ

特表2015-516906|特許6181739 太陽掩蔽方法 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・リミテッド

特表2017-520076 異符号に帯電した粒子の準中性ビームを形成するための装置 エコル  ポリテクニック|サントル  ナショナル  ドゥ  ラ  ルシェルシュ  シアンティフィク

特表2018-522776|特許6464315 人工衛星 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2002-535219|特許4514960 ファイバ設置・巻付機用オーバーラップテープエンドエフェクタ
オーバイタル・エイティーケイ・インコーポレイテッド|オービタル・エイティケイ・インコーポレーテッド|
アライアント・テックシステムズ・インコーポレーテッド|ＡＬＬＩＡＮＴ  ＴＥＣＨＳＹＳＴＥＭＳ  ＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＥＤ

特開2002-31298|特許4726305 液体を高密度化するためのシステムおよび方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ|ＴＨＥ  ＢＯＥＩＮＧ  ＣＯＭＰＡＮＹ

特表2003-502571|特許4472225 宇宙ロケットエンジンの推力室構造 アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特表2003-502572|特許4394320 人工衛星や宇宙空間搬送機などに用いる駆動機構の推力室 アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特表2003-521424|特許4550347 宇宙船の姿勢を制御するシステムおよび方法 レイセオン  カンパニー|レイセオン・カンパニー|Ｒａｙｔｈｅｏｎ  Ｃｏｍｐａｎｙ
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特開2004-72764|特許4313114 展張可能なアンテナ反射器
エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|
アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング

特表2006-500522|特許4688495 エレメントを解放可能に接合するための装置および方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2007-30874|特許4585994 燃料タンク イーエイディーエス  スペース  トランスポーテーション  ゲーエムベーハー

特開2002-161960|特許4690610 位置決め装置および位置決めシステム エリコン・スペース・アクチェンゲゼルシャフト|Ｏｅｒｌｉｋｏｎ  Ｓｐａｃｅ  ＡＧ|スネクマ・モートゥール|ＳＮＥＣＭＡ  ＭＯＴＥＵＲＳ

特表2009-532253|特許5138671 アダプタ、ツール、および取付機構を有する二部構成の宇宙飛行体整備ビークルシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2010-520832|特許5324478 衛星燃料供給システムおよび方法 マクドナルド  デットウィラー  アンド  アソシエーツ  インク．

特開2010-195390|特許5678315 宇宙船、および推進システムを再生燃料電池システムに結合する方法 テールズ

特表2009-536314|特許5007467 編隊を組む宇宙船グループ内の一宇宙船用の、２周波数信号を解析することによる相対位置制御装置 テールズ

特開2012-153357|特許5998407 人工衛星用の太陽発電機を備えたアンテナを形成する展開可能な構造 テールズ

特表2012-507429|特許5572879 宇宙空間を移動する惑星の土壌サンプルの容器を捕捉する方法 テールズ

特表2012-515674|特許5479493 アンテナのネットワークを有する、電磁ビームを放出するシステム
マイクロウェーブ  ヴィジョン|セントレ  ナショナル  デテュッド  スパティアレ|ＭＩＣＲＯＷＡＶＥ  ＶＩＳＩＯＮ|
ＣＥＮＴＲＥ  ＮＡＴＩＯＮＡＬ  Ｄ‘ＥＴＵＤＥＳ  ＳＰＡＴＩＡＬＥＳ

特表2012-518575|特許5415566 固定状態の表面材及び展開可能な減速表面材及び／又は異形燃料タンクを備えた打ち上げビークル並びに関連のシステム及び方法 ブルー  オリジン  エルエルシー

特開2012-232738|特許6044039 マルチビーム光学器械の防護用装置 テールズ

特開2013-14316|特許6382484 接着用無機質コーティングを有する複合材料構造物及びその製造方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2012-526694|特許5666565 スペースキャリアビークルを形成するスペースマザープローブ及び複数のスペースドータープローブからなるシステム アストリウム．ソシエテ．パ．アクシオンス．シンプリフィエ

特表2014-507334|特許6019044 宇宙空間を自由に飛行している物体の回収・制動装置 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|アストリウム  ゲゼルシャフト  ミット  ベシュレンクテル  ハフツング

特開2012-224330|特許6051486 人工衛星の光学器械の防護装置 テールズ

特開2013-244962|特許6180187 燃料タンク アストリウム  ゲゼルシャフト  ミット  ベシュレンクテル  ハフツング

特開2013-237443|特許5378625 衛星燃料供給システムおよび方法 マクドナルド  デットウィラー  アンド  アソシエーツ  インク．

特表2014-503785|特許5945279 可逆の起爆火工品破壊部品（ｄｅｔｏｎａｔｉｎｇｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｒｕｐｔｕｒｅｐｉｅｃｅ） エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス|アストリウム  エスアーエス

特開2015-80213|特許6376559 宇宙配備用のアンテナ・システム エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|Ａｉｒｂｕｓ  ＤＳ  ＧｍｂＨ

特表2015-522459|特許6223426 ヒートパイプをパネルに搭載するための装置および方法 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・リミテッド|ＡＩＲＢＵＳ  ＤＥＦＥＮＣＥ  ＡＮＤ  ＳＰＡＣＥ  ＬＩＭＩＴＥＤ

特開2010-105659|特許5834350 宇宙機の慣性車輪をアンロードする方法およびシステム テールズ

特表2015-522465|特許6285919 デトネーションエンジンを備える軌道離脱装置を装備した宇宙船 サフラン・エアクラフト・エンジンズ|スネクマ

特表2016-506468|特許6323877 ロケットのための推進集成体 アリアーヌグループ  ソシエテ  パ  アクシオンス  シンプリフィエ|スネクマ

特表2017-537845|特許6302603 宇宙船 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2018-508715|特許6286109 組み立てられる２つの構成要素の緩衝取付装置、該装置の製造方法、該装置を用いて組み立てられた２つの構成要素のセット、および、組み立て方法 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2018-502773|特許6334827 人工衛星およびその人工衛星のプロペラントガスのタンクを充填する方法 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2018-511895|特許6433607 宇宙船の姿勢を制御するための方法及びデバイス エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・エスアーエス

公報番号 発明の名称 出願人(最新)

 

 

 

 

 

 

 



- 108 - 

特開2017-170903|特許6448703 接着用無機質コーティングを有する複合材料構造物及びその製造方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2001-221358|特許4558927 電動式アクチュエータ機構を備えた同軸形弁 アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特開2000-283393|特許4536196 液体貯蔵用タンクシステム、および液体貯蔵用タンク充填プロセス ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ|ＴＨＥ  ＢＯＥＩＮＧ  ＣＯＭＰＡＮＹ

特開2000-302198|特許4727019 極低温流体冷却方法および極低温流体冷却システム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ|ＴＨＥ  ＢＯＥＩＮＧ  ＣＯＭＰＡＮＹ

特開2002-61729|特許4800507 直進作動装置およびこの直進作動装置を有する宇宙船および太陽光発電装置の展開システム アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特表2010-537880|特許5372934 ペイロード中心構成を有する宇宙船 レイセオン  カンパニー

特開2003-3907|特許4057844 インナー・ケースとアウター・ケースとの分離手段を備えたロケット推進装置 アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特開2008-39765|特許5239007 横方向及び長手方向の計測学システム テールズ

特開2013-23215|特許6230779 宇宙探査機開発テストベッドシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2008-525261|特許5245086 宇宙環境における設備内の静電気放電防止用コーティング テールズ

特表2008-531397|特許5414181 組込まれた資源を有する宇宙船アダプタおよびその形成方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2009-532252|特許5137940 自在ドッキングアダプタを備えた２部構成のスペースクラフトサービスビークルシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2011-68346|特許5620209 拘束及び解放装置 エーアーデーエセ  カサ  エスパシオ，ソシエダ  リミタダ

特表2013-512819|特許5750809 宇宙船用の装置 ピーエイチエス  スペース  リミテッド

特表2015-518796|特許6223437 宇宙物体の捕獲 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・リミテッド

特開2001-333006|特許3839679 多数のアップリンクビームおよび機上信号処理を行う衛星ペイロード用のスイッチマトリクス ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2014-169069|特許6433129 開放側面を有する宇宙機 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2008-507446|特許4630332 ＣＭＧアレイ特異性回避のための方法及びシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特開2012-124900|特許5933241 宇宙機に搭載された構成部品を保護するための電力管理方式 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2016-539271 エンジン リアクション  エンジンズ  リミテッド

特表2015-501246|特許6165147 太陽電池発電装置やリフレクタなどを展開してロックするためのヒンジ機構
エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー
|アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング

特表2014-528366|特許5951026 ロボット修理多機能ツール マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特表2014-533216|特許6038168 軌道上の宇宙機へ流体推進薬を再供給する推進薬移送システム マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特表2016-511719 地球から電磁エネルギーに関する情報を得るための、例えば地球に干渉源を探すための、装置、システム、及び方法 エスエーエス・エス・ア

特表2015-513492|特許6127066 調整可能な熱放射率を有する表面を実現する装置 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-500466 ターボジェットおよびターボプロップ複合エンジン リアクション  エンジンズ  リミテッド

特表2015-516325|特許6322184 宇宙船捕獲メカニズム マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特表2015-531043|特許6261574 軟化ストリップとの接合を有する複合材タンク及びそのタンクの製造方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2017-47900|特許6339157 軌道上の宇宙機へ流体推進薬を再供給する推進薬移送方法 マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド
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特表2016-537239|特許6106341 角度のみの初期軌道決定（ＩＯＤ） レイセオン  カンパニー

特表2017-502209|特許6360903 反応スラスタを試験する地上システムおよび方法 エアロジェット  ロケットダイン  インコーポレイテッド

特表2018-514442|特許6448819 人工衛星 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特開2013-243420|特許5967938 三角形フェーズドアレイアンテナサブアレイ ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2002-234500|特許4146096 ピロ電気性／強誘電性粒子を含むコーティングで保護された宇宙船およびそのコーティング材料 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2005-42721|特許5252672 冷却媒体および多孔質部材で表面を有する機器を冷却する方法、浸出冷却装置、ならびに構造を冷却する方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2007-42109|特許4944534 特異点のない運動量経路を決定するための方法およびシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特表2007-509000|特許4723506 低衝撃分離ジョイントとその動作方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2007-526849|特許4516574 動的なＣＭＧアレイおよび方法 ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特表2014-515899|特許6054372 衛星命令のための緊急通信チャネルシステムおよび方法 オービタル  サイエンセズ  コーポレーション

特表2017-513074 宇宙飛行体内に用いられる望遠鏡及び望遠鏡アレイ ユニバーシティ  オブ  フロリダ  リサーチ  ファウンデーション，インコーポレイティド

特表2016-507419 航空機内のタンク保持装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2016-520479 宇宙物体上の圧力要素および少なくとも２つの再閉可能要素を含む、宇宙物体を検出するための装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエーエス

特表2017-536788 引き起こす干渉が低減された通信衛星システム ワールドビュー・サテライツ・リミテッド

特開2014-181030|特許6424008 環状外側要素を備えた打上げ用ビークル並びに関連システム及び方法 ブルー  オリジン  エルエルシー

特表2015-500159|特許6104930 推進薬補給中に人工衛星充填／排出バルブにアクセスするためのシステム及びツール マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特開2001-251126|特許3495334 広角度カバー区域用のアンテナクラスタ構造 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2008-132965|特許5241189 コントロール・モーメント・ジャイロスコープのアレイにおける特異点回避のための階層的構想 ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特表2018-511522 結合された補強材／ヒートパイプを有する人工衛星放熱パネル ワールドビュー・サテライツ・リミテッド

特表2016-537546 回転機械 リアクション  エンジンズ  リミテッド

特表2016-532809 ノズルの固定部および可動部間に密封装置を備えたロケットエンジン用燃焼ガス噴出ノズル エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2016-539852 宇宙飛行体の電気スラスタに推進剤流体を供給するための改良された流量調整システム サフラン・エアクラフト・エンジンズ|スネクマ

特表2018-511523 結合されたヒートパイプおよび相変化物質を備える受動的熱システムおよびそれを組み込んだ人工衛星 ワールドビュー・サテライツ・リミテッド

特表2017-516021 宇宙機のためのエンジンと、上記エンジンを備える宇宙機 サフラン  エアークラフト  エンジンズ

特表2009-545486|特許5237278 衝突防止操縦を決定する方法 レイセオン  カンパニー

特表2018-515383 人工衛星を組み立て、展開するためのシステムおよび方法 ワールドビュー・サテライツ・リミテッド

特開2011-1050|特許5820099 小型衛星内における運動量制御システムに基づくコントロールモーメントジャイロスコープ ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特開2011-52951|特許5216804 携帯用誘導弾の射出及び分離装置 国防科学研究所|Ａｇｅｎｃｙ  ｆｏｒ  Ｄｅｆｅｎｓｅ  Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

特表2016-525978 静止衛星のための離心率制御 クラトス  インテグラル  ホールディングス，エルエルシー
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特開2013-136375|特許6224318 磁気束発生器、加熱器、または消磁コイルとしての多目的電気コイル ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-511885 性能及びコストが改善されたグローバルナビゲーション衛星システムアーキテクチャ コーエン，クラーク，エマーソン|ＣＯＨＥＮ，Ｃｌａｒｋ，Ｅｍｅｒｓｏｎ

特開2014-152930|特許6385065 流体供給路を開放するための弁装置 エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|アストリウム・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング

特開2014-177271|特許5816315 絶縁を提供するシステム及び方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-524907 流体の流量を評価するための方法およびシステム サフラン・エアクラフト・エンジンズ

特開2012-6579|特許5844544 ジャイロスコープアレイを使用して角速度を減らすための方法とシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特開2017-44341|特許6466378 自己調節型同調可能マスダンパー ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2016-528095|特許6419180 並列デュアルロンチ機構 ロッキード  マーティン  コーポレイション|Ｌｏｃｋｈｅｅｄ  Ｍａｒｔｉｎ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

特表2012-532547|特許5400223 アンテナを地球の極地の上方に指向させている静止衛星に基づく低軌道の地球観測衛星のための極地における仮想的な人工衛星地上局 アストリウム・エス・エー・エス

特開2016-49969 衛星の遷移軌道検索方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2000-128099|特許3187796 周囲プラズマ環境に宇宙船を受動電気接地する方法 ヒューズ・エレクトロニクス・コーポレーション|ザ・ディレクティービー・グループ・インコーポレイテッド

特開2002-80000|特許3527482 予期せぬ軌道傾斜の影響による衛星の操縦制御法則の補正 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-93096 スラスト装置、スラストシステム、およびスラスト方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2005-508564|特許4420323 電荷放散性の白色の熱制御膜およびその熱制御膜を使用する構造 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2015-534029|特許6368310 分散型のオードナンスシステム、多段式オードナンスシステム、および関連の方法 オーバイタル・エイティーケイ・インコーポレイテッド

特表2010-510922|特許5124589 宇宙機に燃料を補給するためのシステムおよび方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2011-42358|特許5872145 パドル電流測定値フィードバックのみを使用したジャイロなし遷移軌道太陽捕捉 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-109416 発射体およびそのような発射体を収容するように意図された砲身 タレス

特開2016-109417 圧縮流体を使用して発射体を発射するための装置 タレス

特表2017-520742|特許6403807 低コスト、最小妨害の宇宙冷却用の周波数整合クライオクーラーのスケーリング レイセオン  カンパニー

特開2013-47667|特許5518940 検出器のための較正システム レイセオン  カンパニー

特表2017-501077 展開可能な膨張式ウイング エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特表2017-522226 宇宙船推進システムおよび方法 サフラン・エアクラフト・エンジンズ

特表2017-536295 細長片を使用して物体同士を接続するための装置 タレス

特表2018-504325 空力制動衛星軌道離脱システム アリアネグループ・エスアーエス

特表2018-504326 衛星軌道離脱システム アリアネグループ・エスアーエス

特開2005-178771|特許4235607 共通バスを有するオードナンス・システム、その動作方法、及びそれを含む航空宇宙ビークル オーバイタル・エイティーケイ・インコーポレイテッド|アライアント・テクシステムズ・インコーポレーテッド|Ａｌｌｉａｎｔ  Ｔｅｃｈｓｙｓｔｅｍｓ  Ｉｎｃ．

特開2011-98722|特許5773616 コントロール・モーメント・ジャイロスコープを用いて敏捷性のあるビークルの向きを変更する際に運動量の境界を課す方法およびシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特開2013-153641|特許6118549 自律式リチウムイオン電池保護 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ
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特開2016-78833 ナノサットの電熱展開システム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2013-6593|特許6043102 リアクションホイールを使用して姿勢を調節するための方法およびシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特開2016-130127 機器の照準を定めるための組立体 タレス

特表2017-508671 宇宙船ドッキングシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-537252 液体推進剤エンジンのための改良された点火方法 アリアングループ・エス・ア・エス|エアバス・サフラン・ローンチャーズ・エス・ア・エス

特開2014-38085|特許6271861 捩じり剛性を有するスポーク付き回転子を含む制御モーメントジャイロスコープおよびその製造方法 ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド|Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ  Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｉｎｃ．

特表2017-535481 燃料供給装置のロッキングおよび装置 アリアングループ・エス・ア・エス|エアバス・サフラン・ローンチャーズ・エス・ア・エス

特開2013-252852|特許6215579 デュアル積載型宇宙船を相互接続するためのシステム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2015-107796 ホストされたペイロードのための近距離接続性 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2013-184701|特許6214171 宇宙船の放熱パネル ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2018-529569 ２つの部品間の制御された分離を行うための装置、およびこのような装置の使用 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特開2016-60483 宇宙構造物放出システム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-71854 機械式フィードバックアクチュエータにおいて指令されていない運動を防止するためのマイクロダンパ ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-122644 複合材料とナノワイヤとによる導管 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2016-528466 組み合わされた結合および分離手段を有する、２つの要素を結合しておよび分離するための方法および装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエーエス

特開2014-159155|特許6038057 スパイラル積層構造の円錐及び製造方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2015-113121|特許6410585 宇宙航行機の自己汚染進行過程の計算方法 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|Ａｉｒｂｕｓ  ＤＳ  ＧｍｂＨ

特表2016-529152 オフセットしたエネルギー手段を有する、２つの要素の線形結合および分離のための方法および装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエーエス

特開2015-217939 衛星デジタルペイロード検証のための内部検査 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2016-529153 結合板を有する、２つの要素を結合しておよび分離するための方法および装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエーエス

特表2017-528374 衛星のためのドッキングシステムおよびドッキング方法 イフェクティブ・スペース・ソリューションズ・リミテッド|ＥＦＦＥＣＴＩＶＥ  ＳＰＡＣＥ  ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ  ＬＴＤ

特表2016-536520 電気的に点火され、スロットル調整された焦電性推進剤ロケットエンジン デジタル  ソリッド  ステート  プロパルション，  インコーポレイテッド

特表2017-504779 エアロノーティカルクラフトの２つのステージを切り離すかまたはそれを無効にするための成型爆薬およびアプリケーション エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスエーエス

特表2017-515739 ペイロード射出システム マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特表2017-520474 宇宙船キャプチャーメカニズム マクドナルド  デットワイラー  アンド  アソシエイツ  インコーポレーテッド

特表2017-535476 スペースクラフトおよびランチャーの分離可能な要素のための分離システム エアバス  ディフェンス  アンド  スペース，エス．エー．

特表2018-512692 改善された熱荷重耐久性を示すフィードスルーエレメントまたは接続エレメント ショット  アクチエンゲゼルシャフト|Ｓｃｈｏｔｔ  ＡＧ

特表2018-524226 宇宙探査機のための軽量受動式減衰装置 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース，エス．エー．

特表2018-535139 最適化情報統合に基づくＧＥＯ衛星制御システムのためのメニュー型設計方法 チャイナ・アカデミー・オブ・スペース・テクノロジー
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特表2018-535878 人工衛星用熱交換装置、およびそのような熱交換装置を備える壁および壁組立品 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス

特開2000-224090 傾斜した離心静止軌道衛星のオ―バ―ヘッドシステム ザ・ディレクティービー・グループ・インコーポレイテッド|ヒューズ・エレクトロニクス・コーポレーション

特開2016-29643 積層型の電池基板アセンブリを含む電池パック ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-124535 宇宙機、及び複合材フェースシートを有する、宇宙機用ラジエータパネル ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-153216 ファイバーステアリングを使用した複合材積層板の適合された熱膨張率 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-502227|特許6254707 磁石を用いた振動低減装置 コリア  エアロスペース  リサーチ  インスティトゥート|ＫＯＲＥＡ  ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ  ＲＥＳＥＡＲＣＨ  ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ

特開2008-45207|特許5230138 熱制御コーティング、コンポーネントの温度を制御する方法、および熱制御コーティングを含む宇宙船のコンポーネント ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2015-166240 宇宙航行機などの操作対象物の保持及び操向操作を行うための装置 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|Ａｉｒｂｕｓ  ＤＳ  ＧｍｂＨ

特開2008-56557|特許5346160 可変放射率材料、可変放射率材料を製造するための方法、および宇宙船の温度を制御するための方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2015-189469 人工衛星用太陽光発電翼及び人工衛星 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー|Ａｉｒｂｕｓ  ＤＳ  ＧｍｂＨ

特開2016-155544 宇宙飛行体及び宇宙飛行体保護ブランケット ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2017-525324 大規模宇宙太陽光発電所：効率的発電タイル カリフォルニア  インスティチュート  オブ  テクノロジー

特開2018-76053 宇宙ゴミ除去用衛星 コリア  エアロスペース  リサーチ  インスティトゥート|ＫＯＲＥＡ  ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ  ＲＥＳＥＡＲＣＨ  ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ

特開2012-25381|特許5159921 宇宙船の姿勢維持方法、制御モジュールおよび変位補正力の決定方法 ミツビシ・エレクトリック・リサーチ・ラボラトリーズ・インコーポレイテッド

特開2008-83779|特許5052852 特異点のない運動量経路を決定するための方法およびシステム ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド

特表2017-520462 宇宙空間で周回する少なくとも１つの物体の重心の位置を特定するためのシステムおよび特定される物体の物理的および機械的特性を評価する関連の方法 ポリテクニコ  ディ  トリノ

特表2017-537831 太陽電気推進用途のための電力アーキテクチャ エアロジェット  ロケットダイン  インコーポレイテッド

特表2018-510293 固体ロケットモーター用の推進薬グレイン
チェアマン，ディフェンス  リサーチ  アンド  ディヴェロップメント  オーガナイゼーション  （ディーアールディーオー）|
ＣＨＡＩＲＭＡＮ，  ＤＥＦＥＮＣＥ  ＲＥＳＥＡＲＣＨ  ＆  ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ  ＯＲＧＡＮＩＳＡＴＩＯＮ  （ＤＲＤＯ）

特表2018-527650 多体分析検査に基づくトラス・アンテナ反射鏡展開動力学モデリング方法 チャイナ・アカデミー・オブ・スペース・テクノロジー

特表2018-525265 コンパクトパッケージング用の大面積構造体 カリフォルニア  インスティチュート  オブ  テクノロジー

特開2015-36298|特許6440404 姿勢軌道制御システム及び当該姿勢軌道制御システムの動作方法 イェーナ・オプトロニク  ゲゼルシャフト  ミット  ベシュレンクテル  ハフツング|Ｊｅｎａ－Ｏｐｔｒｏｎｉｋ  Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ  ｍｉｔ  ｂｅｓｃｈｒａｅｎｋｔｅｒ  Ｈａｆｔｕｎｇ

特表2018-535353 宇宙空間電熱推進に適したマイクロ波電熱スラスタ ジェイエスダブリュー  スチール  リミテッド

特開2015-168422|特許6448293 構造部材展開システム ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2016-515201|特許6444898 捕捉チャネル測位 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2017-1659|特許6441851 スタンドオフパネル熱防護システム及び同システムを製作する方法 ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特表2018-522775|特許6453520 宇宙機による地上領域の画像取得を計画する方法 エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・エスアーエス

特表2018-530475 電気スラスタの差動スロットリングを伴う推進システム エアロジェット  ロケットダイン  インコーポレイテッド

特開2015-31958 乗務員コントロールパネル仮想トレーナー ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2016-84817 宇宙航行機に用いられる電気推進システム エアバス・ディフェンス・アンド・スペース・ゲーエムベーハー|エアバス  デーエス  ゲーエムベーハー

特開2016-117478 容器断熱アセンブリ ザ・ボーイング・カンパニー|Ｔｈｅ  Ｂｏｅｉｎｇ  Ｃｏｍｐａｎｙ

特開2018-74582 衛星映像損失認識システム、その方法、及び該コンピュータ判読可能な記録媒体 韓國航空宇宙研究院

特表2018-537352 軽量の宇宙船用ディスペンサ エアバス  ディフェンス  アンド  スペース，エス．エー．

特表2018-527243|特許6448855 スタックを形成するための柱を備える宇宙船、発射装置に設置される少なくとも２つのこのような宇宙船を備えるスタック、および宇宙船を降ろすための方法 エアバス  ディフェンス  アンド  スペース  エスアーエス
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