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(大田=ニュースワイヤ) 2009年 10月 08日--医薬は新薬で開発されて市場に進入するまで約 15

年の長い時間と天文学的な投資費用が必要となるが一応市場に成功的に進入すれば他の産業

分野の製品に比べて市場占有率は大きくて持続的だ. ここに医薬品開発者は他の産業分野に比

べて医薬品に対する特許権獲得及び権利行事に積極的で特許保護期間を延ばすために多様な

努力を傾けるようになる. 

 

このような戦略の一つとして新薬開発者は医薬用新規化合物に対する物質特許を登録した後, こ

の化合物を改良した形態の光学異性質体, 新規塩, 結晶多形, 製形, 複合製剤, 新しい製造

方法, 代謝体, 新規用度などの後続特許を持続的に出願して特許による市場独占的範囲及び

期間を拡大することで収益を極大化する経営戦略を取るようになるのにこれを称えて特許権が常に

青い木のように生きているようにする戦略と言っていわゆるエバーグリーニング戦略(evergreening 

strategy)と呼ぶ. 

 

特許庁(庁長ゴゾングシック)は最近製薬分野から重要話題で頭をもたげているエバーグリーニング戦

略を類型別に分析した 2009年政策研究報告書 ‘製薬分野のエバーグリーニング特許戦略と紛

争事例研究’(主管研究機関: 韓国保健産業振興院)を発刊した. 

 

この報告書はアトバスタティン, クルロピドグレル, アムロデ－ピン, オメプラゾルなどのブロックバスター

医薬 10 種類に対して新薬開発以後出願されたそれぞれのエバーグリーニング特許類型及びこれ

ら特許と係わる紛争事例を分析した. 全世界販売1位医薬品である高脂血症治療剤アトバスタテ

ィンの物質特許が国内で 2007年に満了したが、光学異性質体, 中間体及び 結晶多形 関連後

続特許たちによって実際に 2016年まで特許権が延長されているし, 全世界 2位品目である抗血

栓製剤クルロピドグレルも 2003年物質特許満了後光学異性質体, 結晶多形, 複合製剤などの

後続特許たちによって 2019年まで尊属されたことが分かる. 

 

また, 本報告書ではエバーグリーニング戦略に登録された特許たちの国内, アメリカ, ヨーロッパ, 日

本など国家別・類型別特許紛争事例を収集・分析したし, これを基盤として国家別特許性判断

基準の差も比較・分析した. その他に各国の製薬分野政策動向, 例えば我が国の食品医薬品安

全庁の改良新薬に対する新しい許可基準及び薬価関連政策, アメリカの薬価支出を減少させる

ためのゼネリック活性化政策, ヨーロッパの製薬業社不公正談合などに対した調査, オーストラリアの

特許-許可連携運用案, カナダでの持続的な後続特許の使用に対する制限する事例, インドのエ

バーグリーニング戦略に対する審査基準などの政策を検討することと同時に国内, カナダ及びアメリカ

の市場動向, 関連特許出願・訴訟現況及び業社別勝訴率なども体系的に調査・分析した. 

 



エバーグリーニング戦略は通常特許権者たちが物質特許満了後にも係わる改良特許を通じて市場

独占権をずっと維持するため “盾”で使うことに認識されて来たが、ゼネリック医薬品生産者も新薬

開発と物質特許に対する改良発明を通じて新薬開発者に対抗することができる “槍”の役目がで

きる. 例えば、韓米薬品がファイザー製薬の高血圧治療剤であるアムロデ－ピンの新しい塩特許を

受けて年間 600億以上の売上げを果たしたことは後発走者の成功的なエバーグリーニング戦略活

用事例だ. 

 

新薬としてサンプルラズ, ジョインス錠, スチレンカプセル, ペックティブ錠, ザイデナ錠など 10余製品

位を開発したわが国の企業がこの研究報告書を通じて新薬開発だけではなく外国製薬剤師のエバ

ーグリーニング戦略に対抗して改良新薬を出願する戦略を学ぶことができるし, 特に, 韓米FTAが発

效して医薬品の特許-許可連携制度が施行されれば外国製薬社のエバーグリーニング戦略がより

活性化になることと予想されて, これと係わる紛争ももっとたくさん発生することと予想される状況で主

要紛争事例などに対した研究を通じて特許紛争に対する対応戦略を用意することができることで期

待される. 

 

ソース：特許庁 

 

 

特許庁特許庁特許庁特許庁, , , , ＥＣＯ技術に対して超高速ＥＣＯ技術に対して超高速ＥＣＯ技術に対して超高速ＥＣＯ技術に対して超高速審査制審査制審査制審査制実施実施実施実施    

特許庁は低炭素ＥＣＯ成長国家戦略によって研究開発されたＥＣＯ技術に対する特許超高速審

査制を10月 1日から実施する計画だと9月30日に明らかにした. 超高速審査対象は環境汚染物

質排出を最小化する環境関連ＥＣＯ技術とＥＣＯ成長関連金融支援や認証を受けた技術であり, 

出願人が公認された専門機関に先行技術調査を依頼した後依頼情報を書いて特許庁に申し込

めば良い. 

 

超高速審査制を利用すれば出願後権利獲得までの期間を1ヶ月以内で減らすことができる. 現在

一般審査は平均18ヶ月, 優先審査も3ヶ月ほど必要となる. 

 

超高速審査後該当の出願特許登録が断れても出願人は迅速審判制度を活用, 審判請求後4ヶ

月の内に拒絶決定に対する審判結果を受けることができるようになる. 

 

超高速審査を書面で申し込めば受付及び電子化などに追加時間が必要となるから、必ず電子出

願をした方が良い. 超高速審査申し込み及び提出書類などに対した詳しい事項は特許庁ホームペ

ージ(http://www.kipo.go.kr) 告知事項で確認することができる. 

 

特許庁関係者は 超高速審査を通じてＥＣＯ技術に対する特許権を早く獲得すれば迅速な事業



化が可能だ"と "特に超高速審査後 `特許審査ハイウェー'を利用すれば外国でも早期に特許権

を確保することができてますます激しくなる世界ＥＣＯ市場で有利な高地を先占することができる"と

言った. 

 

ソース：毎日経済 

 

 

''''特許権濫用特許権濫用特許権濫用特許権濫用' ' ' ' ガイドライン出るガイドライン出るガイドライン出るガイドライン出る    

過多な損賠請求など具体過多な損賠請求など具体過多な損賠請求など具体過多な損賠請求など具体基準基準基準基準    10101010月月月月15151515日日日日発表発表発表発表    

国内企業国内企業国内企業国内企業の特許権紛争の特許権紛争の特許権紛争の特許権紛争負担負担負担負担大きく大きく大きく大きく軽減へ軽減へ軽減へ軽減へ    

    

特許料を要求しなかったが、遅れて訴訟を申し立てるとか、小さな特許で過多な損害賠償を請求

するなど特許権を濫用する行為を阻むための具体的な基準が初めて作られる. 

特許権濫用基準と損害賠償範囲などを含んだ民間次元のガイドラインが用意されるによって国内

企業が特許化け物に対立して戦うとか特許権紛争に巻き込まれる時負担が大きく減ることと見込ま

れる.  

 

国内裁判でこれを参考して判決を下ろすようになればアメリカなど海外判決にも相当な影響を及ぼ

すことができるからだ. 

 

14日特許庁と知識財産研究院によれば特許権濫用防止フォーラムは最近産業界と学界・法曹界

などの意見を集めて特許権濫用防止のための具体的指針を確定して15日セミナーを通じて公式発

表する予定だ. 

特許権濫用防止指針は特許権濫用の基準と類型, 損害賠償請求範囲, 特許権侵害禁止請

求基準などを明確に規定して特許権者と利用者の利益が均衡を成すように明文化した. 

 

指針では公共福利と信義誠実原則に違背される特許権行事を濫用で規定したことを含めて特許

権者と相手の利益が著しく差があるとか、社会的利益の均衡を破壊する場合及び特許権行事が

特許制度の経済的・社会的目的に行き違う場合を濫用で明示して法の保護を受けることができな

いように規定した. 

 

小さな特許で莫大な損害賠償を請求することも制限した. 製品一部の特許権で製品全体に対す

る損害賠償を請求することができなくて特許を侵害した場合その部分を具体的に特定しなければな

らない.  

 

さらに特許侵害事実が分かりながらも特許料を要求しなかったが、遅れていきなり特許侵害を請求



した特許も法の保護を受けることができないようにした. 公共研究所や大学などを除いて特許で製

品を作らなかったら損害賠償金額に制限を受けるようになる. 

 

ソンキョンハン特許権濫用防止フォーラム委員長かたがた成均館大法大教授は "特許権濫用防

止と係わって具体的な指針が用意されたことは世界初め"と言いながら "企業は行為規範で活用し、

法院で裁判する時参考するように作った"と説明した. 最近特許化け物に特許訴訟が急増しながら

特許権が濫用される事例が増えてこれを防止するための対策が必要だという世論を反映した. 

 

現在としては関連者の間利害関係が複雑で特許法に反映しにくいが法院や企業が指針を裁判に

活用する場合影響力を海外にまで拡大することができるように見える.  

 

ゾングヨンドック建国大法大教授は "利害関係が複雑で今すぐ法制化は大変だ"と言って "しかし

韓国法院がこれを参照で外国企業との紛争で判決を下ろして該当の企業がこの裁判結果を海外

法院に提出すれば陪審員などがこれを参考するようになって結果的に相当な影響力を及ぼすことが

できる"と説明した. 

 

ソース：ソウル経済 
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三星三星三星三星MLCCMLCCMLCCMLCC独自技術蓄積独自技術蓄積独自技術蓄積独自技術蓄積........多数特許登録で多数特許登録で多数特許登録で多数特許登録で向かい火向かい火向かい火向かい火    

 

日本電子部品企業である村田製作所が三星電気を相手として積層セラミックコンデンサー(MLCC) 

特許侵害訴訟を起こしたことに対して三星電気は関連事業部と協議をして積極対応して行く方針

だと明らかにした.  

 

三星電気関係者は4日 "村田製作所がアメリカ現地で起こした訴訟だからまだ国内では訴状を手

に入れることができなかった状態で訴訟の具体的な内容を把握した後積極対応して行く"と言った.  

 

この関係者は "通常の特許訴訟は前もって両者が特許交渉を進行している途中決裂される場合

進行されるのに村田の特許侵害訴訟は事前連絡なしに進行されて残念な面がある"と言った.  

 

彼は "三星電気はその間MLCC独自技術を蓄積して多くの特許を登録しておいた状況だ"と言って

特許訴訟に強い自信感を示した.  

 

これに先たち村田製作所は去る1日アメリカ国際貿易委員会(ITC)に三星電気が自社のセラミックコ



ンデンサー製造関連特許を侵害したと三星電気製品がアメリカ国内で生産, 販売されることができ

ないようにしてくれと要請する一方, カリフォルニア中央地方法院にも別途の訴訟を起こした.  

 

MLCCは電子製品の電流量を調節する装置で, 携帯電話・ゲーム機, TV, PC などにあまねく使わ

れる必須部品である.  

 

村田製作所はMLCC市場で世界1位だが、最近三星電気と台湾のヤギョ, 日本の京セラなど後発

走者たちが素早く追い付くと特許攻勢で後発走者を弾き出そうとする. 

 

ソース：money today 

 

 

LGLGLGLG電子電子電子電子, , , , ワールプール冷蔵庫特許ワールプール冷蔵庫特許ワールプール冷蔵庫特許ワールプール冷蔵庫特許訴訟再審判決訴訟再審判決訴訟再審判決訴訟再審判決で勝訴で勝訴で勝訴で勝訴    

(ソウル=ニュースワイヤ) 2009年10月11日--LG電子が現地時間 9日世界最大家電業社のひとつ

である‘ワールプール(Whirlpool)’とのアメリカ冷蔵庫特許訴訟再審判決で勝訴, 技術優秀性を再

認定られてアメリカ輸出中断の危険までとり除いた.  

 

去年1月, ワールプールはアメリカ国際貿易委員会(以下 ITC, International Trade Commission)

に5件の特許侵害を理由で LG電子冷蔵庫に対してアメリカ国内販売及び収入禁止訴訟を起こし

た.  

これに対してLG電子は積極的な特許無效証拠提出及びワールプールの訴訟以前法律的検討怠

慢を主張した. その結果, 去年5月1日ワールプールは自社が主張した5件特許の中で2件に対する

訴訟を異例的に自ら取下げしたし, 9月にはLG電子と合意の下に‘自動製氷機水供給チューブ’ 

関連特許2件に対する訴訟も取下げした.  

 

ITC判事は最終係留された‘氷保存及び移送装置’ 関連特許1件に対して今年2月‘LG電子冷

蔵庫はワールプール特許を侵害しない’と特許非侵害判決を下したが, 今年7月ITC委員会から再

審命令を受けた.  

 

当時ITC委員会の再審命令はITC判決歴史上極めて異例的なことで業界ではワールプール側の政

治的攻勢と景気低迷によるアメリカ国内保護貿易主義拡散の影響という分析も出した.  

 

ITC判事は今年7月から再審を始め, 現地時間10月 9日‘訴えられたLG電子冷蔵庫はワールプー

ル特許を侵害しない’と既存判決を維持して‘ワールプールがLG電子を相手としてITCに提訴した特

許請求項6個中5個特許請求項は皆権利無效’という判決を下した.  

 



再審まで進行した異例的な状況で得た今度勝訴でLG電子は自社技術の優秀性を再立証するよ

うになったし, 来年初のITC委員会の最終判決でも有利な高地を占めるようになった.  

 

LG電子HA事業本部長李ヨンハ社長は“世界最大家電業社ワールプールと取り組んだ熾烈だった

特許競争から再審までのぼる難しい状況でも特許非侵害判決とともにワールプール特許請求項の

権利無效判決まで導き出したことは非常に鼓舞的なことだ”と言いながら “今後にも自社が保有し

た特許に対して正当な権利を行使するために特許経営活動に力をつくすこと” と強調した.  

 

一方, 現地時間 10月 7一 LG電子はニュージャージー地方法院にワールプールを相手として‘冷

蔵室内に位置した製氷室システム’特許関連特許侵害訴訟及び損害賠償請求訴訟を起こした. 

LG電子関係者は “ニュージャージー地方法院に起こした訴訟は単純にワールプールに対する対応

次元ではなく, 自社の優秀な技術に対する正当な権利を主張するため” と言った.  

 

LG電子はワールプールの牽制にもかかわらず去年アメリカ3ドア冷蔵庫マーケットーシェア19.8%(販売

量基準)で１位を占めた.  

 

[LG電子-ワールプール冷蔵庫特許訴訟経過]  

-2008年 1月 23日ワールプール, ITCにLG電子冷蔵庫相手5件の特許侵害訴訟提起   

-4月 24日 LG 電子, デラウェア地方裁判所にワールプール相手4件特許侵害訴訟提起 

-5月 1日ワールプール, ITC 特許侵害訴訟 5件中2件自ら取下げ  

 5月 1日ワールプール, LG電子相手アメリカデラウェア地方裁判所特許 7件侵害訴訟提起   

 5月 8日ワールプール, アメリカデラウェア地方裁判所特許侵害7件中 1件自ら取下げ   

-9月 2日ワールプール特許2件合意取下げ (ITC,デラウェア地方裁判所)   

-2009年 2月 ITC判事, 訴えられたLG冷蔵庫全モデルに対してワールプール特許非侵害判決  

-2009年 7月 ITC 委員会, ITC判事の判決再審命令   

-2009年 10月 8日 LG電子, ニュージャージー地方裁判所にワールプール相手特許侵害訴訟及

び損害賠償請求訴訟提起(3ドア‘冷蔵室内に位置した製氷室システム’関連特許 1件)  

-2009年 10月 9日 ITC判事, 再審判決結果発表   

(訴えられたLG電子冷蔵庫の前製品ワールプール特許侵害疑いなし. ワールプールが提訴した特許

請求項 6個中 5個請求項権利無效判決) 

 

ソース：ニュースワイヤ 

 

 

国内製薬社国内製薬社国内製薬社国内製薬社, , , , ゼネリックゼネリックゼネリックゼネリック特許訴訟の特許訴訟の特許訴訟の特許訴訟の勝訴率勝訴率勝訴率勝訴率77.1%77.1%77.1%77.1%    

2000200020002000年以後年以後年以後年以後48484848件中件中件中件中 CJ CJ CJ CJ・東亜・東亜・東亜・東亜 7 7 7 7件件件件, , , , ゾンググンダング・ゾンググンダング・ゾンググンダング・ゾンググンダング・ボリョボリョボリョボリョンンンン5555件件件件等等等等37373737件勝訴件勝訴件勝訴件勝訴    



国内製薬社と多国籍製薬社のゼネリック関連特許訴訟で国内製薬社の勝訴率が77.1%であること

で現われた. 

特許庁は最近発表した'製薬分野エバーグリーング特許戦略及び紛争事例研究報告書'によれば, 

2000年から2008年まで総48件のゼネリック訴訟の中で37件だったし, 敗訴は11件であることと調査さ

れた. 

CJは 2000年以後総 10件の特許訴訟を進行して国内製薬社の中で一番多い訴訟を進行し, 

東亜製薬8件, ゾンググンダング7件, ボリョン製薬6件, 第一薬品4件, 中外製薬3件, 韓米薬品 

2件順だった. 

 

また緑十字, 柳韓洋行, ブグァン薬品, 新風製薬, イルドン製薬などはそれぞれ1件の特許訴訟を

進行した. 

 

製薬社別勝訴件数はCJと東亜製薬は7件を勝訴し, ゾンググンダング5件, ボリョン製薬5件, 中外

製薬3件, 第一薬品 2件, 韓米薬品 2件などだった. 

 

10件の特許訴訟を進行したCJは3件の敗訴があったし, ゾンググンダング2件, 第一薬品2件などだ

った. 

東亜製薬, ボリョン製薬、イルヤング薬品, 国際薬品などはそれぞれ1件の敗訴があった. 

 

年度別で 2006年は総 11件の特許訴訟を進行し, 2004年と2004年は8件, 2002年7件, 2001年 

6件などだった. また2000年, 2007年, 2008年はそれぞれ 2件のゼネリック関連特許訴訟があった. 

 

ソース：メデーパナニュース 

 

 

‘‘‘‘ITITITIT・・・・技術強国技術強国技術強国技術強国コリアコリアコリアコリア’ ’ ’ ’ 特許訴訟特許訴訟特許訴訟特許訴訟受難時代受難時代受難時代受難時代    

特許化け物韓半島上陸…大企業から特許化け物韓半島上陸…大企業から特許化け物韓半島上陸…大企業から特許化け物韓半島上陸…大企業から‘‘‘‘もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ’’’’    

‘特許化け物‘特許化け物‘特許化け物‘特許化け物(Patent Troll)’(Patent Troll)’(Patent Troll)’(Patent Troll)’という新種化け物にという新種化け物にという新種化け物にという新種化け物に国内企業国内企業国内企業国内企業と学界が搖れていると学界が搖れていると学界が搖れていると学界が搖れている....    

 

特許化け物は商品を製造・販売しないで特許だけ買い入れて特許訴訟を通じて巨額の特許使用

料を受け出す特許専門企業を言う. インテルとマイクロソフト(MS)が主導する‘インテレクチュアル・ベ

ンチャーズ(Intellectual Ventures・以下 IV)’を含めて ‘インタデジタル(InterDigital)’ など主にアメ

リカ業社が世界市場を荒している. 

 

国内での特許化け物活動は大企業狙いから始まった. 特に我が国の IT, 電子技術が世界で脚光

を浴びると関連特許を買い入れた後続いた特許訴訟を通じて無差別的攻撃を加えている. 



 

2005年12月三星電子は ‘インタデジタル’から訴訟を訴えられた. 

インタデジタルは世界IT市場を主導している韓国企業を攻略する特許化け物. 数兆ウォン規模のフ

ァンドを造成して最高水準のエンジニア・学者・知的財産権専門家100人余りを雇った特許訴訟専

門会社だ. 

結局三星電子は特許化け物の攻撃に訴訟実効性が低いと判断, インタデジタルに1億3400万ドル

(約1636億ウォン)のロイヤルティを支払った. LG電子は訴訟の前に勝算がないと判断して, 2006から 

2008年まで毎年9500万ドル(約116億ウォン)ずつ総2億8500万ドル(約3480億ウォン)の携帯電話ロ

イヤルティを支払うことに合議した. 

IT分野特許2万件を保有しているアメリカ代表特許専門業社であるIVも最近 “私たちが保有した

携帯電話特許10件を三星電子とLG電子が侵害した”と二つの会社に数千億ウォンの年間特許使

用料を要求した. 

 

最近電子産業振興会の特許支援センターが明らかにした資料によると三星電子とLG電子のみを

相手として特許化け物が要求した金額だけ16兆5000億ウォンに達する. 特に三星は2004年から 

2008年まで5年間特許化け物から被訴された件数が総38件で, 世界企業で一番多い攻撃を受け

ていることと現われた. 

 

特許化け物のターゲットは大企業だけではない技術力がすぐれて輸出実績が良い中小企業は勿論, 

国内学界でも領域を広げて特許を買い入れている. 一つずつばらで価値を推し量って買うのではなく

何年間登録した特許数十個を丸ごと買い入れている. 大企業に自分のアイデアを無視されて投資

先を捜すことができなかった研究者立場では口当たりが引く提案だ. 

 

このように特許化け物会社らは全世界を相手でアイデアをひいて集めている. こんなに選定されたア

イデアを何千ドル, 何万ドルに買って特許に出願する. 

 

特許狩りのために特許化け物が市場を手広く扱いていることを見せてくれる事例は多い. 

 

去る年末KAISTで‘発明アイデア競い大会’授賞式が開かれた. 学生と教授たちが出品した202個

提案の中10件のアイデアが受賞作で選定, 受賞者たちは総1億5000万ウォンが超える巨金を賞金

で受けた. 開発者たちの創意的アイデアと高い賞金でこの大会は表で見るには成功的だった. 

 

しかし KAISTは今年この大会をまた開催するか可否を悩んでいる. 大会後援者が世界的特許化

け物と呼ばれるIVであるからだ. 特許狩りのために特許化け物がどれだけの努力をするかどうかを見

せてくれる事例だ. 

 



ここに企業を越して政府次元の対策が出ている. 特許化け物に対応するために政府は総200億ウォ

ンをファンドで造成する方針だ. 2011年には民官共同で‘知識財産管理会社’を立ってて海外特許

企業に対立する. このために最大5000億ウォンまでファンド規模を拡大する計画だ. 

 

しかし政府の出した対応方案は特許化け物の攻撃を防御するのに焦点を合わせている. また数兆

ウォンを転がす特許化け物にまともに対立することができるかも疑問だ. 

 

ここに専門家たちは “21世紀知識社会に迎え研究もしないで工場も設置しない特許化け物がおび

ただしい‘力’を振り回すことは知的財権の力がいくら強なのかを見せてくれる事例”と言いながら “特

許化け物を防御するのに汲汲しないで我が国も知識経済戦争で自分の権利を守ることができる能

力を育てて, ドイツのように中小企業が大企業のアイデアバンクとして役割して協力システムを構築し

なければならない”と口をそろえて言っている. 

ソース：大田日報 

 

 

幹細胞技術強国コリア幹細胞技術強国コリア幹細胞技術強国コリア幹細胞技術強国コリア    

2002200220022002----2008200820082008年特許出願数年特許出願数年特許出願数年特許出願数184184184184件件件件でででで世界最高世界最高世界最高世界最高    

難病治療の希望である難病治療の希望である難病治療の希望である難病治療の希望である ‘ ‘ ‘ ‘幹細胞幹細胞幹細胞幹細胞’’’’    研究が活発になりながら幹細胞関連特許出願も研究が活発になりながら幹細胞関連特許出願も研究が活発になりながら幹細胞関連特許出願も研究が活発になりながら幹細胞関連特許出願も急増急増急増急増    

 

12日特許庁によれば人間の幹細胞関連特許出願は2002年最初に出願された以来毎年持続的

に増加, 去年まで184件の特許が出願されたことに集計された.  

 

幹細胞関連特許出願は2002年から本格化されて、特に2006年から急成長したことが明らかになっ

た.  

特許庁分析によれば我が国は幹細胞技術強国であることで現われた.  

2002-2008年出願人の国籍は我が国が43%で一番多かったし、アメリカ(13%), 日本(8.7%), イギリス

(2.7%) などの順序で現われた. 

 

技術分野別出願は受精卵胚芽幹細胞(91件)と成体幹細胞(61件)関連技術が83%で大部分を占

めた. 国内人出願は成体幹細胞と人工万能幹細胞に集中われていた. 成体幹細胞関連技術は

全体の62%, 人工万能幹細胞関連出願は80%が国内人であることと調査された.  

 

特許庁関係者は “幹細胞を利用した細胞治療剤分野で我が国の技術力が世界的なことで現わ

れた”と “これから幹細胞商業化成功と特許権による技術料収入が期待される”と言った. 

 

ソース：大田日報 



OLED TV, 23OLED TV, 23OLED TV, 23OLED TV, 23 市場先行獲得競争市場先行獲得競争市場先行獲得競争市場先行獲得競争''''火火火火が付いたが付いたが付いたが付いた''''    

有機発光ダイオード(OLED) TV 市場先行獲得のための装備関連技術開発競争が盛り上がってい

る. OLED 技術が携帯電話端末機など 3 インチ以下の小型ディスプレーにだけ適用される限界を持

っていたが、OLED の窮極的目標である大型 TV に技術を適用するための努力が足早く展開されて

いるのだ. 

 

５日特許庁によれば OLED 装備関連特許出願は 1998 年 4 件に過ぎなかったが、2009 年現在

まで 707 件に達するなど引き立っている. 

 

装備出願現況を見れば蒸着装備が 251 件を占めて一番多かったし、その後を引き継いでマスク

(189 件), 蒸発源(154 件), その他(35 件), レーザー伝写(33 件), 袋(17 件), 返送(11 件) などの

順序に集計された. 

 

出願人別では OLED 装備関連全体出願の 47.0%(332 件)を大企業が占めているし、中小企業は 

29.6%(209 件)に達した. しかし大面積装備出願においては大企業が 38.4%(38 件), 中小企業 

34.3%(34 件)で現われるなど大企業の出願比率が減ったことと調査された. 

 

特許庁関係者は "携帯電話市場で OLED 技術の成功的進入で大面積 OLED 技術に対する

大企業の関心が増加している"と言いながら"最近三星モバイルディスプレーと LG ディスプレー間技

術コンソーシアムによる開発競争を始まりに関連特許出願も増加することで期待される"と言った. 

 

ソース：デジタルタイムズ 

 

 

プラズマ環境浄化装置特許急増プラズマ環境浄化装置特許急増プラズマ環境浄化装置特許急増プラズマ環境浄化装置特許急増    

固体, 液体, 気体といっしょに `物質の第 4 状態'と呼ばれるプラズマを利用して空気及び水質を浄

化する環境汚染物浄化装置に対する関心が急増している. 

 

6 日特許庁によれば去る 10 年間(1999～2008 年) プラズマを利用した環境汚染物浄化装置関

連特許出願は総 335 件に達している. 特にＥＣＯ環境の大切さが膨れた京都議定書が締結され

た 2005 年を起点でたうまずたゆまず増加傾向を見せながら今年の上半期にだけ 23 件が出願され

るなど前年(34 件)に比べて大幅で増えることと予想されている. 

 



出願技術別動向を見れば空気殺菌, 滅菌, 消毒, 脱臭, 集塵, ダイオキシン除去などのための空

気浄化装置関連出願が 171 件(51%)で一番多かったし、その後を引き継いで汚染物質の表面洗

浄関連出願 107 件(32%), 汚廃水を浄化させる出願 57 件(17%) などの順序と調査された. 

 

出願人別では個人発明家による出願が 119 件(36%)で一番多かったしその次に中小企業 87 件

(26%), 外国人 52 件(16%), 大企業 45 件(13%), 大学及び研究機関 32 件(9%) などの順序だっ

た. 

 

特許庁関係者は "ＥＣＯ環境造成のための親環境国内技術の保護及び育成のために外国企業

より一歩先立って高付加価値親環境製品の技術力を早期に確保して優秀特許発掘及び特許 

フォトポリオ構築のための戦略が先行されなければならないこと"と言った. 

 

ソース：デジタルタイムズ 

 

 

市場支配的地位濫用審査基準一部改訂市場支配的地位濫用審査基準一部改訂市場支配的地位濫用審査基準一部改訂市場支配的地位濫用審査基準一部改訂    

公正取引委員会公正取引委員会公正取引委員会公正取引委員会, , , , 競争事業者競争事業者競争事業者競争事業者のののの新規進入障壁規定新規進入障壁規定新規進入障壁規定新規進入障壁規定改正へ改正へ改正へ改正へ    

 

公正取引委員会は‘独占規制及び公正取引に関する法律’ 第3条の2(市場支配的地位の濫用 

禁止) 第2項と同法施行令第5条(濫用行為の類型または基準)第6項の規定に根拠した‘市場 

支配的地位濫用行為の審査基準’の一部を改正した. 

 

IV. 3. ラ. (6)を ‘知識財産権に関連した特許侵害訴訟, 特許無效審判, その他司法的・行政的

手続きを不当に利用して他の事業者の事業活動を難しくする行為’と改正した.  

 

IV. 4. ラ. (4)を ‘知識財産権に関連した特許侵害訴訟, 特許無效審判, その他司法的・行政的

手続きを不当に利用して競争事業者の新規進入を難しくする行為’と改正した. 

 

ソース：日刊ntn 

 

 


