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英国が欧州連合から離脱したため、英国政府は、以前の EU パートナーとの
貿易における潜在的な損失を補填するために、ビジネスとイノベーションの奨励
に取り組んでいます。推進対象として指定された分野の 1 つは、
いわゆる
「グリー
ン経済」です。研究開発に対する税制優遇措置や、電気自動車技術や風力タービ
ンなどの持続可能なエネルギー生成などの開発に対するその他のインセンティブ
を通じて、この分野の開発を促進することが計画されています。
知的財産の分野における興味深い分野の 1 つは、英国知的財産庁の英国特許出
願に対する「グリーンチャネル」条項です。本誌のほとんどの読者が知っている
ように、英国の特許保護は、欧州特許庁または UKIPO のいずれかを通じて取得
できます。UKIPO の直接国内出願には、非常に低廉な庁費用と迅速な助成金と
いう点で、常にいくつかの利点があります。ただし、UKIPO は、問題をさらに
スピードアップするために「グリーンチャネル」条項を設定しました。UKIPO
の基準を満たす出願については、出願から 1 年以内に許可することを約束します。
グリーンチャネルステータスの取得は簡単です。必要なのは、発明がいくつか
の環境上の利益をもたらす理由についての声明と申請だけです。発明が、
例えば、
ソーラーパネルに関連する場合、その陳述は自明です。ただし、製造プロセスの
効率を向上させるなど、他のテクノロジーの場合でも、適切な説明を提供するこ
とで、出願をグリーンチャネルステータスの対象にすることができます。庁費用
はかかりません。このようなイニシアチブは、付与された英国特許に対して英国
の税控除を取得できるため、大きなメリットがあります。また、早期の権利行使
が可能になることも保証されます。
GJE では、ヨーロッパと英国の知的財産問題に関連するこのトピックやその他
のトピックについて詳しく紹介します。
（邦訳：当研究所）
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As the United Kingdom moves away from the European Union the UK government is
working to encourage business and innovation in order to compensate for potential loss of trade
with its former EU partners. One area identified for promotion is the so called “green economy”.
-

It is planned to encourage development in this area through tax breaks for research and
development, as well as other incentives for developing, for example, electric car technology and
sustainable energy generation, such as wind turbines. It is hoped that this will encourage
investment in the UK economy in areas that will have great potential for growth as everyone tries
and achieve sustainable development goals.
One interesting area in the field of intellectual property is the United Kingdom
Intellectual Property Office’s “green channel” provisions for UK patent applications. As most
readers of this publication will know, patent protection in the United Kingdom can be obtained
either through the European Patent Office or through the UKIPO. A direct national UKIPO filing
has always had some advantages, in terms of very low official fees, and speedy grant. However,
the UKIPO has set up the “green channel” provisions to speed matters up even further. For
applications that meet the UKIPO’s criteria they promise to grant such applications within one
year of filing.
Obtaining green channel status is simple. All that is required is a request, together
with a statement as to why the invention has some environmental benefits. In cases where the
invention relates to, for example, a solar panel, that statement is self explanatory. However, even
-

for other technology, e.g., that improves the efficiency of a manufacturing process, the application
can be eligible for green channel status by providing the appropriate explanation. There is no
official fee. Initiatives like this can be of significant benefit, as UK tax breaks can be obtained for
granted UK patents, it also ensures that earlier enforcement of rights is possible.
As always, we here at GJE are happy to tell you more on this or any other topic related
to European and UK IP matters.

