
審 決

不服2008-12599

請 求人 久保 田 英文

特願2006-130763「 高周波超伝導電磁 エ ンジン」拒 絶査 定不 服

審判事件 〔平成19年10月25日 出願 公開、特開2007-278265

〕 について、次 の とお り審 決す る。

結 論

本件審判 の請求 は、成 り立 た ない。

理 由

第1.手 続 の経緯

本願 は、平成18年4月8日 の出願 であ って、平 成19年10月30日 付

けの拒絶理 由通知 に対 して、同年11月13日 付 けで上 申書 及 び物件 と して

出願 人の著作 と推定 される 「超伝導 電磁 エ ンジン詳説」 が提 出 され、同年1

2月6日 付 けで面接が な され、同年12月12日 付 けで手続補正書 及び意見

書並 びに同一 出願 人に よる先 の出願 の出願番号通 知及び国際出願番号通知 の

写 しが提 出 されたが 、平成20年3月24日 付 けで拒絶査定 が なされ、同年

4月22日 付 けで拒絶査定不服審判 が請 求 され、その後 、当審 における平成

21年10月1日 付 けの拒絶理 由通知 に対 して、同年10月19日 付 けで意

見書及 び手続補正書並 びに 「資料集」 が提 出 され、平 成22年2月15日 付

けの最後の拒絶理 由通知 に対 して、同年3月2日 付 けで手続補正書 及び意見

書並 びに 「資料集2」 が提 出 され、同年4月23日 付 けで電話 による応対 が

なされ た もので ある。

第2.最 後の拒 絶理 由

当審 において通知 した平成22年2月15日 付 けの最後 の拒絶理 由におけ

る理由1及 び理由2の 内容 は、以下 の とお りである。

1.理 由1

平成21年10月19日 付 けで した手続補正 は、下記の点 で願書 に最初 に

添付 した明細書 、特 許請求の範囲又 は図面(以 下 、 「当初明細書等」 とい う
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。)に 記載 した事項 の範 囲内 において した もので ないか ら、特許法 第17条

の2第3項 に規定す る要件 を満 た していない。

記

平成21年10月19日 付 けで した手続補 正後の段 落 【0014】 には、

「高周波超伝導電磁 エ ンジンの超伝導磁 石 には、各 瞬間 において、脈流 によ

る電磁力が ゼ ロの部分 があ る。 よって、脈流波形 の形状 ゆえ に、 この運動量

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。 ロー レンッカ

の力積 は電子対 の重心運動 を動 かす ことがで きないので、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。」 と記 載 されている。

一方 、当該記載 に関連 して、当初 明細書等 には、例 えば、段 落 【0014

】において、 「高周波超伝 導電磁 エ ンジンの超伝導磁 石 には、各 瞬間 におい

て、脈流 の ロー レンツカがゼ ロの部分 があ る。 よって、脈流 波形の形状 ゆ え

に、 この運動量秩序 に従 った動 きを電子対 はす るこ とがで きない。 ロー レン

ツカ の力積 は電子対 の重心 運動 を動 かす こ とがで きないので、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。」 な どと記載 されてい る ものの、 「一斉変化の動 き」

がで きない こと及び 「反平行 運動 の運動量 に変化」 す るこ とについては何 ら

記 載 されてお らず、 これ らの こ とは、当初 明細 書等の記載か らみて 自明 な事

項 で もない。

2.理 由2

本件 出願 は、発 明の詳細 な説明の記 載が下記の点で、特 許法第36条 第4

項 第1号 に規定 す る要件 を満た してい ない。

記

請 求項1な い し3に 係 る発 明 は、

「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 を流す こ とによ り、その

ルー プに超伝導磁 石の磁 界 による磁 力 を発 生 させ る一方、その程 度の高周波

数の脈流磁界 が作 用 して超伝 導磁 石の永 久電流 に働 く電磁 力の力積が磁 力 に

変化 しないので、ルー プに発 生 した磁 力 を推 進力 ・制動力 ・浮力 と して利 用

する」

とい う発 明特定事項 を含 む ものであ り、当該 「超伝 導磁 石の永久電流 に働

く電磁力 の力積 が磁 力 に変化 しないので、ルー プに発生 した磁 力 を推進 力 ・

制動力 ・浮力 と して利 用す る」根拠 と して、発 明の詳細 な説明の段落 【00

12】 ない し 【0015】 において、

「 【0012】
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超伝導磁 石5の コイルの形状 に沿 って重 ね合 わせ る ように丈夫 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

。 この形状 ゆえに常 伝導体 は、消費電力が少 ない他 に二つ の長所 を有す る。

常伝導体 に生 じる強い推 進力 を乗 り物 の骨格 に伝 えるのに適 している。流す

電流 を低電圧 にで きるので 、電流が作 る磁界 の波動 の力が弱 く、超伝導磁石

に悪影響 を与 えない。 なお 、磁場 中で電子 に働 く力 を 「ロー レンツカ」 、磁

場 中で電流 に働 く力 を 「電磁力」 とす る。 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」 と呼ぶ。

【0013】

常伝 導体1に は高周波電源2か らループ を作 る ようにケーブル4を つ な ぎ

、一方向のみ に断続的 に流 れる脈流 を流す。 このループは一回巻 きの常伝導

電磁 石 となる。脈流の周波数 は、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 とす る。波形 の例 は図3の ようになる。脈流 は電流 ゼロの部

分が磁 界 を作 らないので、脈流 の磁界 に よる ロー レンツカ がゼ ロの部分が超

伝導磁 石 に恒常的 に存在す る ことになる。常伝導体1を 絶縁材 で覆 って脈流

が漏れ ない ようにす る。絶縁材 は力が加 わって も破 れない丈夫 な もの を用 い

る。超伝 導磁石5の 構成す るループ と常伝導体1と ケーブル4の 構成す るル

ープの間 には直接 的 な作用 ・反作用 の法則が成立す る。

【0014】

常伝 導体1と ケー ブル4に 流 れる脈流 の作 る磁界が作用 して超伝導 コイル

を流れ る永久電流 に電磁 力が作用す るが 、その ロー レンツカ は、永久電流 を

構成す る電子対の重心運動 を動 かす ことはで きない。電子対 の重心運動 は永

久電流現象の基本原則 ・運動量秩序 に従 った動 き しかで きないか らである。

運動量 秩序 とは永久電流 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 とい うことである。 この運動量秩序

は、超伝 導磁 石の強い磁 界 を作 る永久電流 の流 れる方 向だけではな く、外部

磁場 による電磁 力が作 用す る方 向に も、働 く。高周波超伝導電磁エ ンジ ンの

超伝 導磁 石 には、各瞬間 にお いて、脈流 に よる電磁力が ゼ ロの部分が ある。

よって、脈 流波形の形状 ゆ えに、 この運動量秩序 に従 った…斉変化 の動 きを

電子対 はす るこ とがで きない。 ロー レンッカの力積 は電子対 の重心運動 を動

かす こ とがで きないので、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。

【0015】

従 って、脈流 の磁 界 によるロー レンッカ を受 けて電子対 に生 じるはず の運

動量 、す なわ ち、永 久電流 が流れ る方向 に対 して垂直 な電子対 の重心運動 の

運動量 か ら、超伝導 コイルの材料が運動エ ネルギーを得 て生 じるはずの超伝

導 コイル に働 く磁力 が生 じない。 これに よ り常伝導体1に 働 く磁力のみが残

る ことにな り、その磁力 を直線的運動エ ネルギー と して利用 で きる。常伝導
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体1に 働 く磁 力の強 さは脈 流の強 さを変 えるこ とで コン トロールで きる。 ま

た、磁 力の強 さは、常伝 導体の ループの長 さ、超伝導磁石 の長 さを変 えるこ

とで、変化 させ るこ とがで きる。 また、磁力の強 さは、超伝導磁石の磁界の

強 さを変 えるこ とで、変化 させ るこ とが で きる。 そ して、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。」

と説明 してい る。

しか しなが ら、当該 「常伝導体1と ケーブル4に 流 れる脈流 の作 る磁界が

作 用 して超伝導 コイルを流れ る永久電流 に電磁力が作用す るが 、そのロー レ

ンツカ は、永久電流 を構成す る電子対の重心運動 を動 かす ことはで きない。

電子 対の重心運動 は永久電流現象の基本原則 ・運動量秩序 に従 った動 きしか

で きないか らで ある。運動量秩序 とは永久電流 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 とい うことで

あ る。 この運動量秩序 は、超伝導磁石 の強 い磁界 を作 る永 久電流の流 れる方

向だ けで はな く、外部磁場 に よる電磁力が作用す る方 向に も、働 く。高周波

超伝 導電磁 エ ンジ ンの超伝導磁石 には、各瞬 間において、脈流 に よる電磁力

がゼ ロの部分が ある。 よって、脈流波形 の形状 ゆえに、 この運動量秩序 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。 ロー レンッカの力積 は

電子対の重心運動 を動かす ことがで きないので、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。従 って、脈流 の磁界 に よるロー

レンツカ を受 けて電子対 に生 じるはずの運動量 、す なわち、永久電流が流れ

る方向 に対 して垂直 な電子対の重心運動 の運動量か ら、超伝導 コイルの材料

が運動 エ ネルギーを得 て生 じるはずの超伝導 コイルに働 く磁力が生 じない。

これ によ り常伝導体1に 働 く磁力のみが残 るこ とにな り、その磁力 を直線的

運動 エ ネルギー として利用 で きる。」 ことにつ いては、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 く、発明 の詳細 な説明 に よって、

請求項1な い し3に 係 る発明 にお ける 「超伝導磁石 の永久電流 に働 く電磁 力

の力積が磁 力 に変化 しないので、 ループに発生 した磁力 を推進力 ・制動力 ・

浮力 として利用す る」 とい う発明特定事項 を実現 で きる ものである と確認す

るこ とがで きない。

例 えば、 「超伝導磁 石には、各瞬 間において、脈流 に よる電磁力がゼ ロの

部分があ る。 よって、脈 流波形の形状 ゆえに、 この運動量秩序 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。」 と説明 しているが、当該 「超

伝 導磁 石」 が、超伝導状 態 にある とすれ ば、 「常伝導体1と ケーブル4に 流

れ る脈 流の作 る磁界」 を打 ち消す よ うな誘導電流 を発生 させ るこ とは、マ イ

スナー効 果(必 要であれ ば、平成21年10月19日 付 けの意見書 とともに

提 出 された 「資料集」 にお ける資料番号(1):「 超伝導入 門」の第2章 完

全 反磁性 及 び第9章 超電導の微視 的理論の9.1.6Meissner効 果、 同資料
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番号(2):「 超伝導 の世界 なぜ起 こる?ど う使 う?」 の5模 索 の時代 のマ

イスナー効 果 と磁気 エ ネルギー、浮 き磁 石、 ロン ドン兄弟、マ イスナー効 果

を推理す る及び ロン ドン方程式並 び に6BCS理 論 の登場 のマ イスナー効 果

と完全導電性 、同資料番号(3):「 超伝導」 のIIIマ イスナー効 果 と磁 束

量子化 または同資料番号(4):「 超伝導 による電磁推 進の科学」 の2.超

伝導電磁推進 の基礎 の2.5超 伝導 の概 要b.超 伝 導のマ クロな特徴(3)

磁気侵入 ゼ ロ等参照。)と して知 られてお り、逆 に、その よ うな誘 導電流 を

発生 させ ない場合 には、超伝 導状態 にはない とい えるか ら、何 れ に して も、

上記説 明が技術 的 に妥 当な もの とは考 え難 い。

さらに、上記 「超伝導磁 石 には、各瞬間 において、脈 流 による電磁 力がゼ

ロの部分 がある。 よって、脈 流波形 の形状 ゆえ に、 この運動 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。」 との説明 に関連 して、上

記意見書 において 「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。」 と主張 し

ている ように、そ もそ も 「脈流」等 の電流 が 「光速 度 に近い速度」 で全体 に

波及す る ことは、良 く知 られてお り、 「常伝導体1と ケー ブル4に 流 れ る脈

流」 は、 「常伝導体1」 全体 の 「各瞬間」 において、 「脈 流」 が流 れてい る

状態 と、 「脈流」 が流 れてい ない状態 との何 れかの状 態で存在す る とい え、

同様 に、 「超伝導磁 石」全体 の 「各瞬間」 において も、 「脈 流」 による 「電

磁力」 が作用 する状態 と、 「電磁 力」 が作 用 しない状 態 との何 れかの状 態で

存在 する といえる。

よって、部分 的 には 「電磁 力がゼ ロ」 の期 間があ る として も、 「常伝 導体

1」 に 「力積」 を与 え られ る程 度の期 間 を考 え る と、当然 に電磁力 が作 用 し

ている もの と考 え られ、 この場 合、電子対 それぞれ にお ける相 互運動 はない

と して も、対 となった電子全体 は動 くことが可 能であ り、 この動 きに応 じて

作 用す る力 については、請求人のい う 「運動量秩序」 が作 用す る とは考 えに

くい。

そ うす る と、結局 、上記 説明 を受 け入れる こ とがで きない。

したが って、上記 「資料 集」 におけ る(4):「 超伝 導 による電磁推進 の

科学」 の2.超 伝導電磁推 進の基礎 の2.2電 磁 力d.船 体 の得 る電磁 力 に

おいて、 「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

」 「したがって両 ルー プが ともに船体 に固定 されてい る と,両 者の力がバ ラ

ンス して船体 を動 かす力 は現 れ ない」 と記載 されてい るように、請 求人の説

明 とは逆 に、 「脈流 の磁界 によるロー レンツカ を受 けて電子対 に生 じる」 「

運動量 、す なわ ち、永 久電流 が流 れる方向 に対 して垂 直 な電子対 の重心 運動

の運動量 か ら、超伝導 コイルの材料 が運動 エネルギー を得て生 じる」 「超伝

導 コイルに働 く磁力 が生 じ」 るとともに 「ルー プに発生 した磁 力 を推進 力 ・

制動力 ・浮 力 と して利 用」 で きないのでは ないか。
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また、 「脈流」 の状 態 は、上述 した とお りであ るか ら、請求項1な い し3

に係 る発 明 において 「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」 を用 いた ことについて、発 明の詳細 な説明の記載 を参酌 して も

、その役割 が どの様 なものか、電磁推 進装置 に関 して通常の知識 を持 つ者が

、その作 用効 果 を理解で きる程度 に記 載 され た もの とは認め られ ない。

また一方で、請求人の主張 どお りに 「超伝導磁石の永久電流 に働 く電磁 力

の力積 が磁 力 に変化 しない」 もの とす る と、 「超伝導磁石」 が 「永久電流」

によって 「永久磁 石」 と して振 る舞 うこ とを意味す る もの と解 され るか ら、

この意味 において、 「永久磁石」 と して振 る舞 う 「超伝導磁 石」 と、 「常伝

導体1」 との間 において、直接 的 な作 用 ・反作 用の法則が成立 しない とは考

え難 く、 この ような直接 的 な作用 ・反作 用の法則か ら生ず る 「磁力」 を、そ

れ ら 「超伝 導磁 石」 及 び 「常伝導体1」 を含 む系全体の 「推 進力 ・制動力 ・

浮力 と して利用す る」 こ とがで きない こと も、運動量保存の法則(必 要であ

れば、上記意見 書 にお ける資料番号(4):「 超伝導 による電磁推 進の科学

」 の2.超 伝 導電磁 推進の基礎の2.1力 と運動c.運 動量等 参照。)か ら

明 らかであ る。

よって、 この出願の発明の詳細 な説明 は、当業者が請求項1な い し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 ない

o

第3.平 成22年3月2日 付 けの手続補 正 につ いての補正却下の決定

[補正却下の決定の結論]

平成22年3月2日 付 けの手続補正 を却下す る。

[理由]

1.本 件補正の内容

平成22年3月2日 付 けの手続補 正(以 下、 「本件補正」 とい う。)は 、

明細 書の段 落 【0006】 、 【0014】 及 び 【0015】 につい て、本件

補 正 によ り補 正 され る前の(す なわち、平成21年10月19日 付 けの手続

補 正書 によ り補 正 された)明 細書の下記(1)に 示す段 落 【0006】 、 【

0014】 及 び 【0015】 を、下記(2)に 示す段落 【0006】 、 【0

014】 及 び 【0015】 へ と補正す る もので ある。

なお、下線 は、補正箇所 を明示す るための もので ある。

(1)本 件補 正前 の段 落 【0006】 、 【0014】 及 び 【0015】

「 【0006】
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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 を流す ことによ り、その ル

ー プに超伝導磁 石の磁界 による磁 力 を発生 させ る一方、その程度の高周波数

の脈流磁界 が作 用 して超伝 導磁 石の永 久電流 に働 く電磁 力の力積が磁 力 に変

化 しないので、ルー プに発 生 した磁 力 を推進力 ・制動 力 ・浮力 と して利用す

るエ ンジン。

【0014】

常伝導体1と ケーブル4に 流れる脈流 の作 る磁 界が作 用 して超伝 導 コイル

を流 れ る永 久電流 に電磁 力が作 用するが、その ロー レンツカ は、永久電流 を

構 成す る電子対 の重心運動 を動 かす ことはで きない。電子対の重心 運動 は永

久電流現象 の基本原則 ・運動 量秩序 に従 った動 き しかで きないか らであ る。

運動量秩序 とは永 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 とい うことであ る。 この運動 量秩序

は、超伝導磁石 の強い磁界 を作 る永 久電流 の流 れ る方向だけで はな く、外 部

磁場 による電磁力 が作用 す る方向 にも、働 く。 高周波超伝導 電磁 エ ンジンの

超伝導磁 石には、各瞬間 において、脈流 による電磁 力がゼ ロの部分があ る。

よって、脈流波形 の形状 ゆ えに、 この運動量秩序 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。 ロー レンツカ の力積 は電子対 の重心 運動 を動

かす ことがで きないので、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。

【0015】

従 って、脈流 の磁界 に よる ロー レンツカ を受 けて電子対 に生 じるはずの運

動量 、す なわち、永久電流 が流 れる方 向に対 して垂 直 な電子対 の重心運動 の

運動量 か ら、超伝導 コイルの材料が運動エ ネルギー を得 て生 じるはず の超伝

導 コイルに働 く磁力が生 じない。 これに よ り常伝導体1に 働 く磁力 のみが残

る ことにな り、 その磁力 を直線 的運動エ ネルギー と して利用 で きる。常伝導

体1に 働 く磁力 の強 さは脈流 の強 さを変 えるこ とで コン トロールで きる。 ま

た、磁力 の強 さは、常伝導体 のループの長 さ、超伝導磁 石の長 さを変 える こ

とで、変化 させ るこ とが で きる。 また、磁力の強 さは、超伝導磁石 の磁界 の

強 さを変 えるこ とで、変化 させ る ことが で きる。 そ して、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。」

(2)本 件補正後の段 落 【0006】 、 【0014】 及 び 【0015】

「【0006】

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 を流す ことに より、 そのル

ープに超伝導磁 石の磁 界 に よる磁力 を発生 させ る一方、その程度の高周波数

の脈 流磁 界が作 用 して超伝導磁石の永久電流」謹 一に働 く電磁力 の力
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積が磁力 に変化 しないので 、ループに発生 した磁力 を推進力 ・制動力 ・浮力

として利用す るエ ンジ ン。

【0014】

常伝導体1と ケーブル4に 流 れる脈流 の作 る磁界が作用 して超伝導 コイル

を流れ る永久電流(輸 送電流)に 電磁力 が作用す るが 、その ロー レンツカ は

、永久電流(輸送電流)を 構成す る電子対 の重心運動 を動 かす ことはで きな

い。電子対 の重心運動 は永久電流現象 の基本原則 ・運動量秩序 に従 った動 き

しかで きないか らである。運動量秩序 とは永 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 とい うこ

とで ある。 この運動量秩序 は、超伝導磁石 の強い磁界 を作 る永 久電流(輸送電流)

の流れ る方向 だけではな く、外部磁場 に よる電磁力が作用す る方 向に

も、働 く。高周波超伝導電磁エ ンジンの超伝導磁石 には、各瞬 間において、

脈流 に よる電磁力がゼ ロの部分が ある。 よって、脈流波形 の形状 ゆえに、 こ

の運動量秩序 に従 った動 きを電子対 はす る ことが で きない。 ロー レンッカの

力積 は電子対の重心運動 を動 かす ことが で きないので、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。

【0015】

従 って、脈流の磁界 に よるロー レンッカ を受 けて電子対 に生 じるはずの運

動量、す なわち、永久電流(輸送電流)が 流 れる方向 に対 して垂直 な電子対

の重心運動の運動量か ら、超伝導 コイルの材料が運動エ ネルギーを得 て生 じ

るはずの超伝導 コイルに働 く磁力が生 じない。 これ によ り常伝導体1に 働 く

磁力のみが残 るこ とにな り、その磁力 を直線的運動エ ネルギー と して利用で

きる。常伝導体1に 働 く磁力の強 さは脈流 の強 さを変 えるこ とで コン トロー

ルで きる。 また、磁力の強 さは、常伝導体 のループの長 さ、超伝導磁石の長

さを変 えるこ とで、変化 させ るこ とが で きる。 また、磁力の強 さは、超伝導

磁石の磁界の強 さを変 えるこ とで、変化 させ るこ とがで きる。そ して、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。」

2.本 件補正の適否

本件補正 は、

ア.本 件補正前の段落 【0014】 にお ける 「脈流波形の形状 ゆえに、 この

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」及 び 「

ロー レンツカの力積 は電子対の重心運動 を動かす こ とがで きないので、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」 を、本件

補正後の段 落 【0014】 におけ る 「脈流波形の形状 ゆ えに、 この運動量秩

序 に従 った動 きを電子対はす るこ とがで きない」及 び 「ロー レンツカの力積

は電子 対の重心運動 を動 かす こ とがで きないので、重心運動 の運動量 に変化
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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」へ と補正す る補 正事項 と、

イ.本 件補正前 の段落 【0006】 における 「高周波数 の脈流磁界 が作用 し

て超伝導磁石 の永 久電流 に働 く電磁力 の力積が磁力 に変化 しない」 、同 じく

段落 【0014】 における 「超伝導 コイル を流 れる永 久電流 に電磁力 が作 用

す るが 、その ロー レンツカ は、永 久電流 を構成す る電子対 の重心運動 を動 か

す ことはで きない」 及び 「運動量秩序 は、超伝導磁石 の強い磁 界 を作 る永 久

電流 の流 れる方 向だけでは な く、外部磁場 による電磁 力が作 用す る方向 にも

、働 く」並 び に同 じく段落 【0015】 における 「永 久電流 が流 れ る方向 に

対 して垂 直 な電子対 の重心運動 の運動量 か ら、超伝導 コイルの材料 が運動 エ

ネルギー を得 て生 じるはずの超伝導 コイル に働 く磁力 が生 じない」 を、本件

補 正後 の段 落 【0006】 における 「高周波数 の脈流磁界 が作 用 して超伝 導

磁 石の永久電流(輸 送電流)に 働 く電磁力 の力積が磁 力 に変化 しない」 、同

じく段落 【0014】 にお ける 「超伝導 コイル を流 れ る永 久電流(輸 送電流

)に 電磁 力が作 用す るが、その ロー レンツカ は、永 久電流(輸 送電流)を 構

成す る電子対 の重心 運動 を動かす ことはで きない」 及 び 「運動量秩序 は、超

伝導磁 石の強い磁 界 を作 る永久電流(輸 送電流)の 流 れ る方向 だけで はな く

、外 部磁場 による電磁 力が作 用す る方向 にも、働 く」並 びに同 じく段 落 【0

015】 におけ る 「永久電流(輸 送電流)が 流れ る方向 に対 して垂直 な電子

対の重心 運動 の運動 量か ら、超伝 導 コイルの材料が運動 エ ネルギーを得 て生

じるはずの超伝 導 コイル に働 く磁 力が生 じない」へ と補正す る補正事項 と、

か らなる。

そ して、上記 ア.の 補正事項 は、上記 第2.1.理 由1に 対応 して、 「一

斉変化の」 及 び 「反平行運動の運動 量 に変化 し、その」 との記載 を削除す る

ものであ り、上記 イ.の 補正事項 は、上記 第2.2.理 由2に 対応 して、超

電導磁 石の超伝 導 コイルを流れ る永久電流 に 「(輸 送電流)」 との記載 を付

加 して、永久電流 を、輸送電流 に限定 して、渦電流 を除外す るこ とによ り、

特 許請求の範囲の請求項1に 係 る発 明の発 明特 定事 項で ある 「超電導磁石」

についての概 念 を変更す る ものであ る。

一方、当該 イ.の 補正事項 に関 して、当初明細書等(願 書 に最初 に添付 し

た明細 書、特許請求の範囲又 は図面)に は、 「輸送電流」 につ いて記載 され

てい ない。

そ して、当初明細書等 には、図面 とと もに、例 えば、段落 【0012】 な

い し 【0021】 に、

「 【0012】

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。 この形状 ゆえに常

伝 導体 は、消費電力が少 ない他 に二つの長所 を有す る。常伝導体 に生 じる強

い推 進力 を乗 り物の骨格 に伝 えるの に適 している。流す電流 を低電圧 にで き
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るので、電流が作 る磁界 の波動 の力が弱 く、超伝導磁石 に悪影響 を与 えない

o

【0013】

常伝導体1に は高周波電 源2か らループ を作 る ようにケーブル4を つな ぎ

、一方 向のみに断続 的に流 れる脈流 を流 す。 このループは一回巻 きの常伝導

電磁 石 となる。脈流 の周波 数は、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 とする。波形 の例 は図3の ようになる。脈流 は電流 ゼ ロの部

分 が磁 界 を作 らないので、脈流の磁界 によるロー レンツカがゼ ロの部分が超

伝 導磁 石 に恒常 的 に存在す るこ とになる。常伝導体1を 絶縁材 で覆 って脈流

が漏れ ない ようにす る。絶縁材 は力が加 わって も破れ ない丈夫 なもの を用い

る。超伝 導磁 石5の 構成す るループ と常伝導体1と ケー ブル4の 構成す るル

ー プの間 には直接 的 な作用 ・反作用の法則が成立す る。

【0014】

常伝導体1と ケーブル4に 流れ る脈流 の作 る磁界が作用 して超伝導 コイル

を流れ る永久電流 にロー レンツカが作用す るが、永久電流 を構成す る電子対

の重心運動 を動かす こ とはで きない。電子対の重心運動 は永久電流現象の基

本原則 ・運動量秩序 に従 った動 き しかで きないか らである。運動量秩序 とは

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 とい うことである。 この運動量秩序 は、超伝導磁石

の強 い磁界 を作 る永 久電流 の流 れる方向だけではな く、外部磁場 に よる ロー

レンツカが作用す る方向 にも、働 く。高周波超伝導電磁エ ンジンの超伝導磁

石 には、各瞬 間において、脈流 の ロー レンツカがゼ ロの部分 がある。 よって

、脈流波形 の形状 ゆえ に、 この運動量秩 序 に従 った動 きを電子対 はす る こと

が で きない。 ロー レンツカの力積 は電子 対の重心運動 を動 かす ことがで きな

いので、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。

【0015】

従 って、脈流 の磁 界 によるロー レンツカ を受 けて電子 対 に生 じるはずの運

動 量、す なわ ち永久電流が流 れる方向 に対 して垂直 な電子対の重心運動の運

動 量か ら超伝導 コイルの材料が運動エ ネルギーを得 て生 じるはずの超伝導 コ

イル に働 く電磁 力が生 じない。 これに よ り常伝導体1に 働 く電磁力のみが残

るこ とにな り、 その電磁力 を直線的運動エ ネルギー として利用で きる。常伝

導体1に 働 く電磁力 の強 さは脈流 の強 さを変 えるこ とで コン トロールで きる

。 また、電磁力の強 さは、常伝導体 のループの長 さ、超伝導磁石 の長 さを変

えるこ とで、変化 させ る ことがで きる。 また、電磁力 の強 さは、超伝導磁石

の磁界 の強 さを変 える ことで、変化 させ る ことが で きる。 そ して、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。

【0016】

図4の ように回転軸8か ら等距離 の対称 的 な位置7に 二つの高周波超伝導
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電磁エ ンジ ンを固定 し、高 周波超伝導電磁 エ ンジンによる回転半径 に対 して

垂直 な推進力9を 回転 軸 に与 え、回転運動 エ ネルギー を得 る。高周波 超伝導

電磁 エ ンジンと冷却 器 を一体 と して回転 軸の延長 に固定す る。高周波 電源 と

高周波超伝 導電磁 エ ンジン ・冷却 器 との接 続 につい ては、必要 に従い、高周

波超伝 導電磁 エ ンジン ・冷却器 ・高周波電源 を一体 と して回転体 ・回転軸の

延長 に固定 す る。あ るい は、回転軸 とともに回転す る二つの端子 とブラシを

用いて、電気ケー ブル を高周波電源か ら高周波 超伝 導電磁エ ンジン ・冷却器

に接続 す る。

【0017】

高周波超伝導電磁 エ ンジ ンによって得 られ る回転エ ネルギーによ り、発電

機 を回す。

【実施例 】

【0018】

乗 り物の船体の骨格 に複数 の高周波超伝導電磁エ ンジ ンを固定 して電子制

御 し、推進力 ・浮力 ・制動力 を与 える。配電 につ いては、電源 か ら高周波超

伝導電磁エ ンジ ンの直前 までは高電圧 として消費電力 を抑 え、変圧 して低電

圧 に して高周波超伝導電磁エ ンジ ンに高周波数 の脈流 を流す。

【産業上 の利用可能性】

【0019】

あ らゆる乗 り物 を高性能化 で きる。物 を浮 かべ て楽 に移動 で きる台 が製造

で きる。極 めて巨大 な物体 を も回転 させ られる。少 ない消費電 力で大 きな電

気エ ネルギーを得 られる。

【図面 の簡単 な説 明】

【0020】

【図1】 高周波超伝導電磁 エ ンジンを上 か ら見 た平面 図である。

【図2】 高周波超伝導 電磁 エ ンジ ンを示 した側面 図である。

【図3】 常伝導体 に流 す脈流 の波形 の例

【図4】 高周波超伝導 電磁 エ ンジンに よ り回転 エ ネルギー を得 る方法

の概念 図である。

【符号 の説明1

【0021】

1常 伝 導体

2高 周波脈流 電源

3冷 却 器

4ケ ーブル

5超 伝 導磁 石

6波 長=ル ー プー周の長 さ

7高 周波超伝 導電磁 エ ンジン固定位 置

8回 転 軸
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9高 周波超伝導電磁エ ンジ ンに よる推進力」

と記 載 されている ものの 、この ような記載 における永久電流 が、渦電流 を除

外 した輸送電流 のみ を意味す る ことは、当業者 に 自明な事項 ではない。

なお 、上記平成22年3月2日 付 けの意見書 において請求 人が主張す る よ

うに、超電導磁石 において輸送 電流 を用いる こと自体 は、良 く知 られている

けれ ども、当該意見書 とともに提 出 された 「資料集2」 における資料番号(

1):「 超伝導 入門」 の第23ペ ー ジに示 されている ように、輸送電流 とは

、外部電源 か ら流 される電流 の ことであ って、当初 明細書等 には、常伝導体

1に は、高周波電源2か ら電流 が流 される ことが記載 されているけれ ども、

超電導磁石5に は、冷却器3が 接続 される ことが記載 されているのみであっ

て、外部電源 か ら電流 が流 される ことは、記載 されていない。

しか も、当初 明細書等 には、段 落 【0018】 において、 「配電 について

は、電源 か ら高周波超伝導 電磁 エ ンジンの直前 までは高電圧 と して消 費電力

を抑 え、変圧 して低電圧 に して高周波 超伝導電磁 エ ンジ ンに高周波数 の脈流

を流す。」 と、 また、段落 【0019】 において、 「少 ない消費電 力で大 き

な電気 エネルギー を得 られる。」 とも記載 されている ことか ら、超伝導磁 石

5が 、外部 電源 を有する超伝 導電磁 石であ って、所望 に よ り輸送電流 を流 す

ような構成 を意図 していた ことが、当業者 に自明である とは認め られない。

よって、本件補 正は、当初明細書等 に記載 した事項 の範 囲内 においてな さ

れた ものではな く、平成18年 法律 第55号 改 正附則 第3条 第1項 に よ りな

お従前 の例 に よる とされる同法 による改正前の特 許法 第17の2第3項 の規

定 を満 た していない。

3.む す び

したがって、本件補正 は、平成18年 法律 第55号 改正 附則 第3条 第1項

に よ りなお従 前の例 による とされ る同法 による改正前 の特 許法第17条 の2

第3項 の規定 に違反するので、同法第159条 第1項 において読み替えて準

用す る同法第53条 第1項 の規定 によ り却下すべ きものである。

第4.本 願 について

1.本 願発 明

平成22年3月2日 付 けの手続補正 は、上記の とお り却 下 されたので、本

願 の請 求項1に 係る発 明(以 下、 「本願発明」 とい う。)は 、平成21年1

0月19日 付 け手続補 正後 の明細書 、特許請求の範 囲及び図面の記載 か らみ

て、その特 許請求の範 囲の請求項1に 記載 された事項 に よ り特 定 される以下

の とお りの ものである。
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「 【請求項1】

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 を流 す ことによ り、そのル

ープに超伝導磁石 の磁界 に よる磁力 を発生 させ る一方 、その程度 の高周波数

の脈流磁界が作用 して超伝 導磁 石の永 久電流 に働 く電磁力 の力積が磁力 に変

化 しないので、ループ に発 生 した磁力 を推進 力 ・制動 力 ・浮力 と して利 用す

るエ ンジ ン。」

2.最 後 の拒絶理 由

上記平成21年10月19日 付 け手 続補 正後の明細書 、特 許請求の範 囲及

び図面 に対 して、当審 におい て通知 した平成22年2月15日 付 けの最後 の

拒絶理 由 におけ る理 由1及 び理由2の 内容 は、上記第2.1.及 び2.に 記

載 した とお りであ る。

3.当 審の判断

(1)本 願 について通知 した最後の拒絶理 由の うちの一つ は、上記 理由1の

うちの以下の とお りの もの である。

平成21年10月19日 付 けで した手続補正 は、下記の点で当初明細書等

(願書 に最初 に添付 した明細書、特許請求の範囲又 は図面)に 記載 じた事項

の範囲内 におい て した もの でないか ら、特許法第17条 の2第3項 に規定す

る要件 を満 た していない。

記

平成21年10月19日 付 けで した手続補正後 の段落 【0014】 には、

「高周波超伝導電磁エ ンジ ンの超伝導磁石 には、各瞬 間において、脈流 に よ

る電磁力がゼ ロの部分が ある。 よって、脈流波形 の形状 ゆえに、 この運動量

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。 ロー レンッカ

の力積 は電子対 の重心運動 を動 かす ことが で きないので、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。」 と記載 されている。
一方

、当該記載 に関連 して、当初 明細書等 には、例 えば、段落 【0014

】 において、 「高周波超伝導 電磁 エ ンジンの超伝導磁 石 には、各瞬 間 におい

て、脈流 の ロー レンツカ がゼ ロの部分 がある。 よって、脈流波形 の形状 ゆえ

に、 この運動量秩序 に従 った動 きを電子対 はする こ とがで きない。 ロー レン

ツカ の力積 は電子対 の重心 運動 を動 かす ことがで きないので、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。」 な どと記 載 されている ものの、 「反平行運動 の運動

量 に変化」す る ことについて は何 ら記載 されてお らず、 この ことは、当初 明
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細書等 の記載 か らみて 自明 な事項で もない。

(2)上 記(1)の 理由 につい て検討す る。

そ もそ も、平成21年10月19日 付 けで した手続補正 は、 当審 にお いて

通 知 した平成21年10月1日 付 けの拒絶理 由における 「また、 「ロー レン

ツカの力積は電子対の重心運動 を動かす こ とが で きないので、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。」 とも主張 しているが 、方 向性 を有す る運動量が 、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。」 との指摘 に対

応 して、 当該手続補正前 の段 落 【0014】 の 「ロー レンツカの力積 は電子

対の重心運動 を動 かす ことがで きないので、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。」 に、 「反平行運動 の運動 量 に変化 し、その」 との記載 を付加 して、 「

ロー レンツカ の力積 は電子 対の重心 運動 を動 かす こ とがで きないので、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。」 と補 正

す る ことによ り、本 願発 明の発明特 定事 項であ る 「超伝 導磁石の永久電流 に

働 く電磁力 の力積 が磁 力 に変化 しない」 こ との概 念 を変更す る ものであ る。

そ こで、当初 明細書等 には、 「反平行運動の運動量 に変化」す る旨の明示

の記載 が ない ことは、明 らか である。

次 に、当初 明細 書等 にお ける段落 【0014】 の 「ロー レンツカの力積 は

電子対 の重心 運動 を動かす ことがで きないの で、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。」 につい て、上記平成21年10月1日 付 けの拒絶理 由にて、上記

の とお り指摘 したよ うに、最終 的に熱エ ネルギー と して外部 に放 出 される こ

ととなる各超電子の散乱が 、方向性 を有す る反平行運動 の運動量 に変化す る

こ とは、当業者 に 自明 な事項 ではない。

(3)し たが って、本願発 明 について、平成21年10月19日 付 けで した

手続補正 は、当初明細書等 に記 載 した事項 の範 囲内 において した ものでない

o

(4)ま た、上記 の とお り、平成22年3月2日 付 けの手続補 正が却下 され

た以上、上記理 由2の とお り、本願発 明 についての発 明の詳細 な説 明は、当

業者が本願発明 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 ない。
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4.む す び

以上の とお り、本願 は、願書 に添付 した明細書 、特許請求 の範 囲又 は図面

につ いて した、平成21年10月19日 付 けの手続補正が 、特許法第17条

の2第3項 に規定す る要件 を満 た していない。

また、本願 は、発 明の詳細 な説 明の記載 が、特 許法第36条 第4項 第1号

に規定す る要件 を満 た していない。

したが って、本願 は、拒絶 をすべ きものである。

よって、結論 の とお り審 決す る。

第5.付 言

請求人 は、平成22年3月2日 付 けの意見書 において、 「加 えて、今 回の

拒絶理 由通知書 で特許法 第17条 の2第3項 に規定す る要件 を満 た していな

い と主張 される点 については、1.で 述べ た ように、本 出願 と同時 に提 出す

る補正書 に よ り解消 され ます。 それで も、万 一、特許法第17条 の2第3項

違反 の記載が明細書 に残 る場合 は、 どの ような形 で もよいです か ら、その旨

お知 らせ いただ き、審理終結前 に更 なる補 正の機 会を与 えて くださる ように

お願 い致 します。」 と主張 しているが、 この ように、新規事項 の追加 に よ り

補正却下 された場合 には、補 正の機会 が無 いので、補正 をす るこ とが で きる

期 間内に分割 出願 をする ことに よって防御 の機会 を確保すべ きこ とは、平成

22年4月23日 付 けの電話 に よる応対 に よって、請 求人に連絡 した とお り

である。

平成22年6月7日

審判長 特許庁審判官 深澤 幹朗

特 許庁審判官 志水 裕司

特許庁審判官 金澤 俊郎

(行政事件訴訟法 第46条 に基づ く教示)

この審決 に対す る訴 えは、 この審決 の謄本 の送達 があった 日か ら30日(

附加期 間が ある場合 は、その 日数 を附加 します。)以 内に、特許庁長官 を被

告 として、提起す る ことがで きます。

〔審 決 分 類 〕P18.561-WZ(FO3G)
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