
 1

【書類名】 意見書 

【提出日】 平成21年10月19日 

【あて先】 特許庁審判長     殿 

【事件の表示】 

  【審判番号】 不服2008－ 12599 

  【出願番号】 特願2006－130763 

【審判請求人】 

  【識別番号】 

  【住所又は居所】 

  【氏名又は名称】久保田英文  

【発送番号】110635 

【意見の内容】 

 まず、明らかにしておきたいのは、本願発明が科学の世界における最先端の研究の成果

を応用した技術的思想であるということです。そして、本願の本質的意義は、明細書の（段

落 0002）に記載してある「特許文献１」特開 2005－185079 号公報の未完成発明を完成さ

せて、最先端の研究成果の核心部分を公開したことにあります。また、本願発明の請求項

は、発明者が多大な努力の結果明らかにしえたその核心部分が保護されることを狙ったも

のです。そして、発明者はホームページで情報公開することにより、新たな技術的思想の

普及を図っています。（http://j.se-engine.org）  
 そのような最先端の研究の成果である本願発明を進歩性無しとして拒絶するならば極め

て不当かつ違法であることは、審査請求の拒絶理由通知書に対する意見書、本審判の請求

書で述べたところです。  
 なお、この意見書では、誤解を避けるために、磁場中で電子に働く力を「ローレンツ力」、

磁場中で電流に働く力を「電磁力」とします。そして、導体である電磁石同士が及ぼしあ

う反発力もしくは吸引力を「磁力」と呼びます。但し、引用文を除きます。また、本願明

細書の段落を（段落 00xx）という形で表示します。  
 以下、進歩性に関する主張に代えて、新たに主張された点について、反論します。  
 
 
新主張 1.について  
 本件出願時の物理学における技術常識に基づく十分な根拠がない、すなわち理論的根拠

が十分ではないとし、具体例を三つあげて、特許法第 36 条第 4 項第 1 号が要求する発明

を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないと主張されます。  
 思うに、「特許法３６条４項は、「発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するもの

でなければならない。」と定め、同条同項１号において、「一経済産業省令で定めるところ

により、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をするこ

とができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして、上記

の「経済産業省令」に当たる特許法施行規則２４条の２は、「特許法第三十六条第四項第一
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号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解

決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術

上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定め

ている。  
 特許法３６条４項１号において、「通常の知識を有する者がその実施をすることができ

る程度に明確かつ十分に記載したものであること」（いわゆる「実施可能要件」）を規定し

た趣旨は、通常の知識を有する者（当業者）がその実施をすることができる程度に明確か

つ十分に記載したといえない発明に対して、独占権を付与することになるならば、発明を

公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずる

からである。」  
（事件番号 : 平成 20(行ケ )10237／事件名 : 審決取消請求事件／裁判年月日 : 平成 21 年 07
月 29 日／裁判所名 : 知的財産高等裁判所）  
 従って、当業者が明細書の記載に基づいて当該発明を再現性をもって実施できるように

記載されていれば十分であり、綿密かつ詳細な理論的説明を記載する必要はないと考えま

す。特許出願にかかる発明の場合は、学術論文とは異なり、理論的解明を目的とするもの

ではないからです。具体的には、発明の目的・構成・効果が明確かつ十分に書いてあれば、

当該発明を再現性をもって実施可能です。  
 本願発明の明細書には、目的・構成・効果が十分詳細かつ明確に書かれています。明細

書は、「技術分野」「背景技術」「発明が解決しようとする課題」「課題を解決するための手

段」「発明の効果」「発明を実施するための最良の形態」「実施例」「産業上の利用可能性」

「符号の説明」に分けて、目的・構成・効果を明確かつ十分に記載しています。  
 よって、本出願に、理論面で綿密かつ詳細な記載がないとしても、特許法３６条４項１

号違反となるものではありません。  
 ですから、理論的根拠に関する新主張は、理論的に詳細な記載が無いこと自体を問題と

するものだとすれば失当です。そういう意味の主張ではないとすれば、理論的に根拠づけ

られないので実施不可能という主張、あるいは理論に反するので実施不可能という主張で

あると解されます。明細書に綿密かつ詳細な理論的説明を記載する必要はないので、この

理論的主張に対する反論には、当然、明細書外の文書も根拠とすることができます。です

から、明細書外の文書も指摘しながら反論を行います。  
 
「本件出願時の物理学における技術常識に基づく十分な根拠がな」いと主張される点につ

いて。  
 これは、当時の物理学における技術常識に基づいて直接根拠づけることができないとい

う主張ではなく、当時の物理学における技術常識から合理的推論を行っても理論的に根拠

づけられないという主張だと解されます。当時の物理学における技術常識に基づいて直接

根拠づけることができないものを排除するならば、当時の物理学における技術常識を発展

させた技術的思想は、特許を受けることができなくなり、科学技術の発展は止まるからで

す。  
 まず、本意見書と同時に証拠として提出した資料集の（1）～（3）をご覧ください。電

流方向の運動量秩序が物理学の技術常識として記載されています。各文書について説明し

ます。  
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資料番号（1）:『超電導入門』A.C.ローズ・インネス・E.H.ロディリック著／島本  進訳／

産業図書刊／1978 年  
 運動量秩序と運動量秩序による規制が、「電流が流れるのを妨げるただ一つの散乱過程

は、電流の向きに対の全運動量が変わる場合であり、そして対が破れる場合にのみこれが

生ずる。しかし、この対の破壊は、最小のエネルギー量として 2Δを要し、そこでこの散

乱はもしこのエネルギーが他から供給されることが可能な場合にのみ起こる。低い電流密

度の場合にはこのエネルギーが対に伝達される方法がなく、そこで対の全運動量を変える

散乱は完全に妨げられるので抵抗がない。」（134～135 頁）と明確に述べられています。  
 
資料番号（2）:『超伝導の世界―なぜ起こる?どう使う?』大塚  泰一郎著／講談社ブルーバ

ックス／1987 年  
 運動量秩序が、5 章「模索の時代」の「超電子は秩序ある運動をする」の項（136～138
頁）や、6 章「BCS 理論の登場」の「マイスナー効果と完全導電性」の項（186～191 頁）

に明確に述べられています。例えば、「したがって運動量ゼロの状態を保つべく超電子がい

っせいに同じ速度をもって流れ出すというのが運動量秩序の考えである」（140 頁より）と

あり、「これに対しクーパー対のもつ運動量 2Q は平均運動量ではなく、すべての対が共通

してもつ運動量である」（189 頁より）とあります。  
 
資料番号（3） :『超伝導』中嶋  貞雄著／岩波新書／1988 年  
 運動量秩序が VIII 章「BCS 理論」の「ペアの凝縮と超伝導」の項（142～143 頁）と「永

久電流と寿命」（143～144 頁）の項に明確に述べられています。例えば、「クーパーペア

が同一の運動量でそろった運動をすることによってマクロな永久電流が流れる」（143 頁

より）とあります。  
 
 これを敷衍して説明します。超伝導現象とは、電子対凝縮した電子の超流動です。その

実体は、BCS 理論によって説明される特殊の引力により全電子が対状態になって凝縮し、

電子対を構成する各電子は反平行運動を行い、電子対の重心運動はすべて同じ大きさの運

動量を持つということです。そして、永久電流を構成する電子対すべての重心運動の運動

量が一斉に同じ大きさで変化しなければならない（運動量秩序）ということです。さらに、

この電子対の重心運動の方向は、暗黙のうちに電流方向が想定されていたということです。 
 これが当時の物理学の技術常識です。  
 この物理学の技術常識を電磁力方向にまで拡張して分析・考察し、磁力が生じないとい

う巨視的量子効果を発見して応用したのが私の創意です。この創意は、超伝導と物理の基

本原則に基づいて合理的推論を行った結果得られたものです。提出済みの『超伝導電磁エ

ンジン詳説』（久保田英文著）をご覧ください。特に、「第１章 超伝導電磁エンジンの機

能・原理・構造」の「第２節 超伝導電磁エンジンの原理・運動量秩序」と「第３節  超伝

導電磁エンジンと高周波脈流」をご覧ください。超伝導と物理の基本原則に基づいた合理

的推論の内容が綿密かつ詳細に書かれています。  
 
 次に、具体的に指摘された理論的主張について反論します。  
1-1. 
「電磁誘導作用が生じ、この部分で生じた起電力が全体に作用するものと考えられるが、
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当該運動量秩序に従った動きを電子対はすることができないと判断する根拠が明らかでは

ない。」とされる点について。  
 電磁誘導とは磁界の変化により起電力が生ずることです。起電力とは、電流を生じさせ

る力、電子の重心運動を生じさせる力であり、永久電流については、電子対の重心運動を

生じさせる力です。この重心運動を生じさせる力の実体は、ローレンツ力です。電磁誘導

の原因は、ローレンツ力なのです。  
 ローレンツ力は磁界が運動する電子に及ぼす力です。これを相対的に考えれば、運動す

る磁界が電子に及ぼす力となり、通常の電磁誘導が導かれます。だからこそ、フレミング

左手の法則に相対するフレミング右手の法則が存在するのです。  
 ですから、電磁力が電流に及ぼす影響、すなわち磁界が運動する電子に及ぼすローレン

ツ力について説明すれば、ご指摘の電磁誘導についても説明したことになります。  
 私は、ローレンツ力が電子対に及ぼす影響について、明細書において筋道を明確に示す

とともに、『超伝導電磁エンジン詳説』で詳細かつ明確に、論じています。  
 ただし、「運動量秩序に従った動きを電子対はすることができない。」（段落 0014）とい

う記述については、誤解を避けるために、「運動量秩序に従った一斉変化の動きを電子対は

することができない。」と補正します。  
 
1-2. 
「さらに、当該常伝導体 1 とケーブル 4 に流れる脈流の作る磁界の変化は、脈流波形の形

状ゆえに、各瞬間において、超伝導磁石に対して増加部分と減少部分を有するから、全体

としての変化もないのではないか。」と主張される点について。  
 確かに磁場空間のエネルギーの量は一定です。しかし、そのエネルギーは空間的に不均

一に分布します。この偏りにより、装置が機能します。  
 
1-3. 
「何ら方向性を有する運動を生ずることなく、方向性の無い純粋な熱エネルギーとして放

出される根拠が不明である。何ら方向性を有する運動を生ずることなく、方向性の無い純

粋な熱エネルギーとして放出されるのであれば、当該運動量の平均が方向性を有しないこ

ととなるのではないか。」と主張される点について。  
 ローレンツ力は、運動量秩序により、電子対の重心運動を動かせないので、主に各電子

の反平行運動の運動量に変化します。このことを「重心運動の運動量に変化せずに、各超

電子の散乱を通じて、最終的には熱エネルギーとして外部に放出される。」（段落 0014）と

表現しました。各超電子が反平行運動をしていることは出願時の物理学の技術常識です。

とは言え、誤解を避けるために、「重心運動の運動量に変化せずに、各超電子の反平行運動

の運動量に変化し、その散乱を通じて、最終的には熱エネルギーとして外部に放出される。」

という記述に補正したいと思います。  
 反平行運動とは、大きさが同じで向きが反対のベクトルで表現されます。大きさが同じ

で向きが反対の各超電子が形成する電子対の運動量は、反平行運動全体に関しては、必然

的にゼロになります。反平行運動に関しては方向性を持たないことになります。  
 
「ところで、そのような、いわゆる実施可能要件を定めた特許法３６条４項１号の下にお

いて、特許法施行規則２４条の２が、（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びそ
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の解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の

技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは、特許法が、いわゆ

る実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を、実質的に確保するためであるということ

ができる。そのような趣旨に照らすならば、特許法施行規則２４条の２の規定した「技術

上の意義を理解するために必要な事項」は、実施可能要件の有無を判断するに当たっての

間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別

個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない。」  
（事件番号 : 平成 20(行ケ )10237／事件名 : 審決取消請求事件／裁判年月日 : 平成 21 年 07
月 29 日／裁判所名 : 知的財産高等裁判所）  
 
 前述のように本願発明の本質的意義は、文献 1 の発明を完成させて、完成をもたらした

最先端の研究の成果の核心部分を公開したことにあります。  
 文献 1 の発明を完成させた点については、明細書において、次のように説明・主張され

ています。「従来型の「超伝導電磁エンジン」 (特許文献１参照 )がある。「超伝導電磁エン

ジン」に流す脈流は、通常の周波数では装置が機能しないと考えられる。そこで、高周波

超伝導電磁エンジンは、装置を機能させる脈流の性質を明らかにして「超伝導電磁エンジ

ン」を完成させたものである。「特許文献１」特開 2005－185079 号公報」 (段落 0002)。
この記述から、研究の成果の核心部分は脈流の性質にあることも分かります。その脈流の

性質がどのようなものかは、文献 1 の請求項 1 と本願発明の請求項 1 を比較することによ

り、直ちに明確になります。「その波長がループの一周の長さと一致する程度の高周波数の

脈流」であることが分かります。明細書の「発明の詳細な発明」の記述の趣旨からも導き

出すことができます。  
 
 以上、本願発明においては、本質的技術的意義が明確かつ十分に開示されている上に、

本願発明の明細書には、目的・構成・効果が明確かつ十分に書かれています。また、本願

発明の使用する超伝導磁石、超高周波電流等の要素技術は既に実用化・確立されたものば

かりであり、それらを新しい考え方に基づいて、組み合わせて画期的効果を得る技術的思

想が本願発明です。ですから、確実に当業者が明細書の記載に基づいて当該発明を再現性

をもって実施できます。  
 従って、本願発明は、特許法３６条４項１号・特許法施行規則２４条の２の趣旨を満た

します。形式的解釈適用を避け、実質的に考えて、本出願の発明はこれを特許すべきもの

と主張します。  
 
 
新主張 2.について  
「常伝導体 1 に働く電磁力が、そもそも、脈流を流すことによって、どの様に生じるもの

であるのかが不明である。」と主張されます（新主張 2-1 とします）。  
 加えて、「超伝導コイルに働く電磁力と上記常伝導体 1 に働く電磁力との間において、

直接的な作用・反作用の法則が成立するとしても、超伝導コイルに働く電磁力が生じない

のであれば、常伝導体 1 とケーブル 4 の構成するループに何らかの力が作用する以上、必

然的に、超伝導磁石 5 の構成するループにその反作用として力が加わることとなるから、

逆に常伝導体 1 とケーブル 4 の構成するループに働く電磁力も生じないこととなるのでは
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ないか」と主張されます（新主張 2-2 とします）。  
 以上の二つの主張についても、一般論として「新主張 1.について」で述べたことがあて

はまります。煩雑なので繰り返すのは避けます。  
 新主張 2-1 については、その上に立って、具体的に論じます。  
 新主張 2-2 については、その上に立って、当時の物理学における技術常識から合理的推

論を行っても理論的に根拠づけられないという主張だと解し、理論的に反論します。  
 
 
新主張 2-1 について  
 電磁力の強さについて説明します。  
 脈流の流れる常伝導体が超伝導磁石の磁界から受ける電磁力の強さは、  
F=Bil  （1 式）  
B : 磁束密度  
i : 電流の強さ  
l : 導線の長さ  
によって簡単に計算できます。この理論は高等学校程度の技術常識です。  
 超伝導磁石のループから生じる磁界の様子は簡単に分かります。超伝導磁石のつくる磁

界は、導線に電流を流したときに生じる磁界の理論から推論することで簡単に分かります。

導線に電流を流したときに生じる磁界は、右ねじの法則に従って同心円状に発生します。

また、導線からの距離が r の位置における磁束密度（B）の大きさは、電流の強さを i、透

磁率をμとすると、（μ i）÷（2πr）によって簡単に計算できます。この理論も、高等学

校程度のものであり、当然に技術常識です。  
 超伝導磁石は、何重にも巻いたコイルに、変化しない永久電流を流したものです。当業

者は、この理論を超伝導コイルに当てはめて磁束密度が分かります。業者によって製造さ

れた超伝導磁石であれば、性能として磁束密度が明らかにされています。測定器具によっ

て、実際に測定することもできます。  
 また、脈流波形は一定の範囲で規則的に変動しますが、光速度に近い速度で移動してい

るので、その平均を考えれば十分です。これが、当業者にとって容易な思考であることは

明白です。  
 以上に基づき、（1 式）に、ループ一周の長さを "l"としてあてはめ、磁束密度と流す電流

の強さをあてはめれば、電磁力の強さは簡単に計算できます。  
 また、電磁力の方向は、フレミング左手の法則により直ちに分かります。  
 以上のことは、当業者も当然の前提として理解しているはずです。  
 
新主張 2-2 
 本願発明は、常伝導電磁石と超伝導電磁石のループを重ね合わせるように固定したもの

です。これは、同じ大きさのドーナッツ型の永久磁石二つを重ね合わせた場合に相当し、

二つの磁石間には、作用・反作用の法則が成立し、同じ大きさで向きが反対の吸引力ある

いは反発力が生じることは直感的に理解できることです。また、二つの電流ループ間に直

接的に作用・反作用の法則が成立することは、資料集の（4）において明確に肯定されて

います。  
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資料番号（4） :『超伝導による電磁推進の科学』岩田章・佐治吉郎著／朝倉書店刊／1991
年  
「電流ループ間の電磁力は作用・反作用の法則が直接的に成り立つ。」（26 頁）と明確に述

べられ、25～26 頁でその理由が理論的に明確に論述されています。  
 
 一方の力が消滅すれば、他方の力が消滅してしまうのではないかという主張について。  
 本願発明の常伝導の電磁石を流れる脈流に電磁力が働きますし、超伝導磁石を流れる永

久電流にも電磁力が働きます。なんら、作用・反作用の法則に反しません。しかし、作用・

反作用の法則は、当該法則に基づいて、働いた力がどのように変化するかまでは、言及し

ていません。  
 電流ループが外部磁場により、磁力を発生させるメカニズムは次のようなものです。外

部磁場により、電流が電磁力を受けます。その電磁力を受けた電流は運動量を持ちます。

電流を構成する電子が、この運動量をループの材料に与えます。ループの材料が運動量を

受けるということは、ループが力積（力×時間）を受けるということです。この「力積」

の「力」が磁力となるのです。ですから、磁力の元は電磁力を受けた電流の運動量です。

このように、通常は、作用・反作用の法則に従った電磁力がマクロな磁力に変化するので

す。  
 しかし、本願発明においては、超伝導電磁石を流れる永久電流に働いた電磁力は、磁力

に変化できずに、反平行運動の運動量となるのです。作用・反作用の法則に基づいて働い

た電磁力が通常とは違う変化の仕方をするだけです。作用の力も、反作用の力も働きます

が、その一方が通常とは違う変化をするだけなのです。作用の力、反作用の力の一方たり

とも消滅することを認めていません。片方が消滅していないので、もう片方が消滅するこ

とはありません。  
 しかし、明細書においては、ローレンツ力と電磁力、磁力を区別して記述していません

でした。この点については、誤解をうけやすいので、ローレンツ力と電磁力、磁力の区別

を導入して、要約書の解決手段と請求項 1 と明細書の（段落 0006）（段落 0012）（段落

0014）（段落 0015）を補正したいと思います。  
 
 以上の理論的主張は、明細書においても筋道を明確に示すとともに、『超伝導電磁エンジ

ン詳説』で、詳細かつ明確に論じています。  
 従って、本願発明は、特許法３６条４項１号・特許法施行規則２４条の２の趣旨を満た

し、本出願の発明はこれを特許すべきものです。  
 すなわち、本願発明においては、本質的技術的意義が十分開示されている上に、本願発

明の明細書には、目的・構成・効果が明確かつ十分に書かれています。また、本願発明の

使用する超伝導磁石、超高周波電流等の要素技術は既に実用化・確立されたものばかりで

あり、それらを新しい考え方に基づいて、組み合わせて画期的効果を得る技術的思想が本

願発明です。ですから、確実に当業者が明細書の記載に基づいて当該発明を再現性をもっ

て実施できます。従って、本願発明は、特許法３６条４項１号・特許法施行規則２４条の

２の趣旨を満たします。形式的解釈適用を避け、実質的に考えて、本出願の発明はこれを

特許すべきものと再度主張します。  
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新主張 3.について  
 請求項 1 には、「超伝導磁石及びループ等について、空間的な相互関係あるいは相互の

作用等をどの様に設定して配置することにより、エンジンを構成するのかが不明確であり、

さらに、電磁力の方向も不明確である。」とされ、「そもそも超電導磁石及びループ等をど

のように配置し相互作用させることにより、ループに発生した電磁力を推進力・制動力・

浮力として利用することができるものか、発明の詳細な説明の記載からは、明らかではな

い。」とされます。  
 思うに、「特許法３６条６項２号は、特許請求の範囲の記載において、特許を受けようと

する発明が明確でなければならない旨を規定する。同号がこのように規定した趣旨は、特

許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許発明の技術的範囲、すなわち、

特許によって付与された独占の範囲が不明となり、第三者に不測の不利益を及ぼすことが

あるので、そのような不都合な結果を防止することにある。そして、特許を受けようとす

る発明が明確であるか否かは、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書

の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特

許請求の範囲の記載が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点

から判断されるべきである。」  
（事件番号 : 平成 20(行ケ )10107／事件名 : 審決取消請求事件／裁判年月日 : 平成 20 年 10
月 30 日／裁判所名 : 知的財産高等裁判所）  
 そこで、特許請求の範囲の記載のみならず、願書に添付した明細書の記載及び図面を考

慮し、また、当業者の出願当時における技術的常識を基礎として、特許請求の範囲の記載

が、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から本願発明を検討

します。  
 どのように配置し相互作用させることにより、電磁力を推進力・制動力・浮力として利

用することができるものか明らかではないと主張されますが、明細書の記載及び図面を考

慮した上で、構成要素である常伝導磁石と超伝導磁石をどのように構成・配置させている

かについても本願の記述が明白であることに関して説明を加えます。  
「超伝導磁石５のコイルの形状に沿って丈夫で断面積が大きく消費電力が少ない形状の金

属の常伝導体１を超伝導磁石５に固定する。」（段落 0012）という記載があります。この「コ

イルの形状に沿って」「固定する」という記述と、図面の図１と図２で二つの視点から図示

されている超伝導磁石５と常伝導体１の関係から、常伝導のループと超伝導磁石のループ

の配置関係は明白です。同じ大きさの超伝導磁石５と常伝導体１を重ねあわせるように固

定することは明白に見て取れます。  
 この構造は、同じ大きさのドーナッツ状の永久磁石を二つ重ね合わせた場合に、相当す

ることが直ちに推論できます。同じ大きさのドーナッツ状の永久磁石を二つ重ね合わせた

場合には、円面に垂直な中心軸の方向に、重ね合わせの向き（磁極の向き）に従って、磁

力、反発力あるいは吸引力が生じ、二つの磁石に生じる力の大きさは同じです。このこと

は小学校の理科の実験で直感的に理解されていることでもあり、当然の技術常識です。た

だし、正確に同じ大きさであることは、高等学校で作用・反作用の法則として学びます。  
永久磁石を ｜  
磁力を矢印で示せば、  
反発力 :   ←｜｜→  
あるいは  
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吸引力 :   ｜→  ←｜  
という表現になります。  
 このことを本願発明に当てはめてみれば、常伝導体に働く磁力の簡単な理解が可能です。

二つの電磁石の平面に垂直な中心軸の方向に、重ね合わせの磁極の向きに従って常伝導磁

石に磁力、すなわち反発力あるいは吸引力が生じ、その常伝導磁石の磁力を推進力として

利用することが明白となります。そして、反発力と吸引力の両方を利用しうることは、「電

磁力の方向は、脈流の方向を逆転させることで、逆転できる。」（段落 0015）（補正前）と

いう記述で分かります。また、脈流波形は規則的に変動しますが、光速度に近い速度で移

動しているので、磁力に関しては、その平均を考えれば十分です。  
 請求項 1 が以上の趣旨であることは、明細書の記載及び図面を考慮すれば、明白です。

当業者も当然、理解できます。  
 しかし、超伝導磁石とループの位置関係について万一の誤解を避けるために、請求項 1
の「超伝導磁石に対して固定された位置にあるループに」という記述を「超伝導磁石に対

して重ね合わせるように固定したループに」という記述に変更する補正を行いたいと思い

ます。  
 そして、本願発明の技術的意義が明白であることは上述の通りであり、請求項は、その

核心的部分の保護を狙ったものであり、出願人の意図は、容易に察知できます。したがっ

て、第三者に不測の損害を与えることはありません。  
 よって、特許法第 36 条第 4 項第 1 号及び第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていま

す。  
 
 
 以上、見てきたように、本願発明は超伝導と物理の基本原則によって根拠づけることが

できます。そして、本件出願の発明の詳細な説明は、当業者が請求項 1 に係る発明並びに

当該請求項 1 を引用する請求項 2 及び 3 に係る発明を実施することができる程度に明確か

つ十分に記載されたものです。請求項の記載も明確です。従って、本件出願は、発明の詳

細な説明及び特許請求の範囲の記載が、特許法第 36 条第 4 項第 1 号及び第 6 項第 2 号に

規定する要件を満たしています。  
 よって、原査定を取り消す、この出願の発明はこれを特許すべきものとする、との審決

を求めます。  

 

【証拠方法】 

   『超伝導電磁エンジン詳説』（久保田英文著） 提出済み 

   『資料集』（久保田英文作製/A4用紙22枚） 平成21年10月19日に簡易書留で発送 


