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平成２２年（行ケ）第１０２２８号審決取消請求事件 

 原 告 久保田英文 

 被 告 特許庁長官 岩井良行 

平成２２年１１月１８日  

 知的財産高等裁判所第２部 御中 

 

                    原告 久保田英文  

 

準 備 書 面（第１回） 

 

 頭書事件について，原告は，次のとおり弁論を準備する。 
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第１ 被告側準備書面（第１回）に対する認否 

１ 被告側準備書面（第１回）中の「訴状に対する認否」「１」について 

１）特許庁から送付された各書面に対して「付け」を付した日付である。「平

成１９年１１月６日」，「平成２１年１０月６日」，「平成２１年１０月２７

日」，「平成２２年２月２３日」は，それぞれが発送日兼送達日である。「平

成２０年４月１日」，「平成２２年６月１日」，「平成２２年６月２５日」は，

それぞれが発送日である。 

２）「１回目の拒絶理由通知書」は，審判時の１回目の拒絶理由通知書である。

「平成２１年１０月１９日付けの補正」の内容が「適法として許可され」明細

書の内容になった。そして，「 後の拒絶理由通知書」は，その明細書の一部

となった内容が特許法の規定に適合しない旨を通知したのである。特許庁が適

法に許可したから，明細書の内容になったのである。 

 

２ 被告側準備書面（第１回）中の「訴状に対する認否」「２」について 

 審判の手続及び審決の認定判断には誤りがあり，審決は違法として取り消さ

れるべきである。 

 

３ 被告側準備書面（第１回）中の「訴状に対する認否」「３」について 

１） 「（１）」の「ア」すなわち「 後の拒絶理由通知書（平成２２年２月

２３日付け）に対する応答として申し出た補正（平成２２年３月２日付け）を

却下する旨の通知は無く，防御の機会を与えられなかった事実」及び「ウ」す

なわち「結審間近で審判長が交代した事実」について被告は，認めた。 

２）「 後の拒絶理由通知書」は，「平成２１年１０月１９日付けの補正」の

内容が「適法として許可され」明細書の内容になったが，その明細書の一部と

なった内容が特許法の規定に適合しない旨を通知したのである。特許庁が適法

に許可したから，明細書の内容になったのである。 

３）「不知」ではなく，被告は「超伝導電磁エンジン詳説」（甲第９号証）が，

原告の著作と確認できた。 

４）対外的関係においては，送達日を用いるべきである。法律的効果の発生す
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る送達日を用いた方が，審決取消訴訟の原告一般にとって便利だからである。

かつ，裁判所にとっても便利であると推量するからである。 

５）「（２）」ないし「（４）」については，被告が争うとしている点は争う。 

６） 後の拒絶理由通知書に応じた補正が却下されることについて，法定の防

御の機会が原告に与えられていない。法令の解釈により， 後の拒絶理由通知

書に応じた補正が却下されることについて，被告は防御の機会を与えなければ

ならない。すなわち，この場合，被告が原告に防御の機会を与えることは，法

令の命じるところである。 

 

４ 被告側準備書面（第１回）中の「訴状に対する認否」「４」について。 

 被告が争うとしている点は争う。 

 

５ まとめ 

 以上で認めた点を除き，被告が争うとしている点は，すべて争う。 

 

第２ 原告の主張 

 原告は，被告側第１回準備書面による主張に対して，次のとおり反論する。 

１ 取消事由１（補正却下手続の違法と理由「第５．付言」）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『ア 特許法５３条３項但し書きにおいて，「拒絶査定不服審判を請求した

場合における審判においてはこの限りでない」と規定しているのは，審査に

おける同条１項の規定による却下の決定に対して，拒絶査定に対する拒絶査

定不服審判を請求した場合に，それとともに補正却下の不服を申し立てるこ

とができる旨を規定したものである。同項但し書きが，「拒絶査定不服審判

においてはこの限りでない」と規定していないことから，審判においてなさ

れた補正却下の決定に対する不服申立ての規定ではない。 

 そして，審決における補正却下の決定に対して，不服を申し立てることが

できないとしても，審判請求人は，この補正却下の決定に対して，審決に対
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する審決取消訴訟において，争うことができるのであるから，不合理はない。 

 審決は，「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５

３条第１項の規定により却下すべきものである。」（審決１２頁２４～２７

行）として，「平成２２年３月２日付けの手続補正を却下する。」（審決６

頁２２行）ものであり，同法１５９条１項の規定により，同法５３条の規定

を，拒絶査定不服審判に準用する場合において，同法１７条の２第３項の規

定に違反するとして，補正却下の決定をしたものである。 

 したがって，同法５３条３項に規定するとおり，審判において，不服を申

し立てることができない。 

イ さらに，審判において拒絶理由が２回通知されていることから，慎重な

審理が行われたのであり，審判における補正却下の決定に対して不服を申し

立てる機会が無いことは，上述したとおり，特許法に則した適正な手続であ

るから，審判における手続に瑕疵はない。 

 なお，審決の「第５．付言」は，「電話による応対」が，審判において補

正却下された場合には，出訴による以外は「法定の防御の機会」が無いので，

審判請求人（原告）は「分割出願」することによって審査
ママ

手続における「防

御の機会」を確保することができることを，確認的に連絡したにすぎないこ

とを述べたまでである。 

ウ 以上のとおりであるから，審決において補正却下の決定をした手続に誤

りはないから，原告が主張する取消事由１は理由がない。』（被告側第１回

準備書面４～５頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

ア まず，拒絶査定不服審判の性質を述べる。法は，原則として三審制を採

っている。拒絶査定に対する不服の訴訟においても，三審制が採用されるべ

きであるが，特許庁の行政専門性を考慮して，第一審の役割を特に特許庁に
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委ねた。これが，拒絶査定不服審判である。拒絶査定不服審判は，第一審の

役割を果たすのであるから，慎重な審理が行われなければならない。 

 特許法第５３条３項本文が１項の決定に対して不服申し立てができないと

した趣旨は，不服申し立てができるとするとその間「審査」が中止され，迅

速な権利付与が図られないからである。そして，特許法第１５９条が特許法

第５３条を準用する審判の場合においてはこの趣旨は妥当しない。審決取消

訴訟の前審である拒絶査定不服審判手続においては，慎重な審理が行われる

べきであるからである。 

 審判における決定に対して，その審判中で不服申し立てができないとする

ことは，本来の訴訟構造論からしておかしい。訴訟においては，その審級に

おける決定に対しては，その審級に留まったままで不服申し立てできるのが

原則である。判決が審理を尽くしたと言えるためには，判決に至る前の決定

に対して，不服申し立てができなければならないはずである。不服申し立て

ができないとするならば，十分な審理を行わずに有無を言わさず決定を押し

通して判決に至ったということになるのではないだろうか。不服申し立てが

できないとするならば，不服申し立てができる原告の権利，すなわち適正な

手続を受ける権利（憲法第１３条・憲法第３１条）及び裁判を受ける権利（憲

法第３２条）を不当に制限するものとなる。そして，拒絶査定不服審判は，

第一審の役割を果たすものであるから，訴訟に準じて上述が妥当する。 

 従って，特許法第１５９条が特許法第５３条を準用する審判の場合におい

ては，第５３条第１項の決定に対して，不服を申し立てることができると解

すべきである。 

 特許法５３条３項但し書きが「拒絶査定不服審判においてはこの限りでな

い」と規定していないのは，同項が直接的に規定するものが「審査における

同条１項の規定による却下の決定に対して，拒絶査定に対する拒絶査定不服

審判を請求した場合に，それとともに補正却下の不服を申し立てることがで

きる旨」であるからに過ぎない。また，「この限りでない」場合に，法律が

必ずその旨を規定するものではないし，すべて必ず規定できるものでもない。

そして，但し書きであるから，本文と合わせて法の趣旨に従い解釈すべきで
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ある。上述の法の趣旨に従った解釈を施すべきである。 

「審決における補正却下の決定に対して，不服を申し立てることができな

いとしても，審判請求人は，この補正却下の決定に対して，審決に対する審

決取消訴訟において，争うことができるのであるから，不合理はない。」と

被告は言う。しかし，国民の権利を守るべき行政庁が国民の不服申し立てを

する権利を奪うことがどうして「不合理はない」のであろうか。審判におい

て十分な審理を受ける権利を奪うことがどうして「不合理はない」のであろ

うか。 

 従って，原告は特許法第１５９条・第５３条１項・第１７条の２第３項に

よる補正却下の決定に対して，行政不服審査法に基づく不服を申し立てるこ

とができた。であるならば，不服申し立ての機会を保障するために，審決よ

りも前に，拒絶査定不服審判の原告に通知がなされなければならないのは当

然である。また，その通知の中で行政不服審査法第５７条による教示が行わ

れなければならないのに，為されなかった。よって，審決は，原告ひいては

国民の不服申し立ての権利を奪った違法なものであり，取り消されるべきで

ある。 

 平成１８年法律第５５号による特許法第１７条の２の改正は，発明の単一

性の要件に係わる「技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止」と「分割制

度の濫用防止」に関するものであり，本件には関係がない。 

 

イ 被告は「審判において拒絶理由が２回通知されていることから，慎重な

審理が行われた」と言う。２回というのはごく一般的であり，特に慎重な審

理が為されたとは言えない。また，慎重な審理が為されたか否かは，拒絶理

由の回数よりも，審理の内容によって判断すべきである。そして，審理の内

容を見ると，原告ひいては国民の不服申し立ての権利を奪った違法なもので

ある。審判における補正却下の決定に対して不服を申し立てる機会が法によ

って保障されていることは，上述したとおりであり，特許法に違反した違法

な手続であるから，審判における手続に瑕疵が存在し，違法である。 

 なお，平成２２年４月２３日の電話連絡によって勧められた「分割出願」
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であるが，そのまま出訴するよりも，「分割出願」した方がよいという理由

が今もって原告には分からない。 

 また，被告は，電話連絡が『「分割出願」することによって審査
ママ

手続にお

ける「防御の機会」を確保することができることを，確認的に連絡したにす

ぎない』とも言うが，確認の時期を失している。分割出願可能なのは補正期

間内であり（特許法第４４条１項１号），それは本件においては，平成２２

年２月２３日付け 後の拒絶理由通知書（甲第１６号証）の示すとおり，そ

の発送日から６０日間以内だからである。 

 

ウ 以上のとおりであるから，審決において補正却下の決定をした手続に誤

りが存在し，原告が主張する取消事由１は理由があり，審決は取り消される

べきである。 

 

２ 取消事由２（審判手続の手続的違法）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『 原告の主張は，「手続補正２」のうち，「特許法第１７条の２第３項違

反を解消するための部分」については，適法であり，違法状態を解消できる

ことを前提としている。 

 審決の「第４．本願について」の「３．当審の判断」の「（２）」におい

て検討したとおり，原告の主張する「特許法第１７条の２第３項違反を解消

するための部分」は，そもそも平成２１年１０月１日付けの拒絶理由（甲第

１４号証）に対応して，平成２１年１０月１９日付けの手続補正（甲第２４

号証）において，「各超電子の散乱を通じて」を「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」に補正（下線部の記載を付加）して，

新たな技術的事項を導入したものを，更に平成２２年３月２日付けの手続補

正（甲第２７号証）において，当該下線部の記載を削除することにより，解

消しようとするものである。 

 仮に，特許法第１７条の２第３項違反を解消するために，付加された「反
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平行運動の運動量に変化し，その」との記載を削除すれば，元の「各超電子

の散乱を通じて」の記載に戻ることとなり，結局のところ，平成２１年１０

月１日付けの拒絶理由（甲第１４号証）で指摘したとおり，同法第３６条４

項１号の規定に適合しないこととなる。 

 したがって，原告が主張する「特許法第１７条の２第３項違反を解消する

ための部分のみを内容とする補正書を提出する機会を原告に与える」ことに

より，違法状態を解消することはできない。 

 以上のとおり，原告の主張はその前提において失当であるから，審判手続

の手続的違法を主張する原告の取消事由２は理由がない。』（被告側第１回

準備書面６～７頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

 被告は原告の意思に従い，「反平行運動の運動量に変化し，その」との記

載を明細書の内容にした。それは，適法な原告の意思に従って補正を認めな

ければならないからである（特許法第１７条の２第１項）。そして，被告は

その補正の内容を 後の拒絶理由通知書（甲第１６号証）において，特許法

第１７条の２第３項違反だと指摘した。原告は，その指摘に従い，「反平行

運動の運動量に変化し，その」を削除する意思を表示する補正書（甲第２７

号証）を提出した。この補正は適法であるから，被告は，原告の意思に従っ

て，削除を認めなければならない（特許法第１７条の２第１項）。補正書の

形式上無理があるなら原告の意思を尊重し，原告に更なる補正の機会を与え

なければならない。なのに，被告は原告の意思を無視した。 

 また，「反平行運動の運動量に変化し，その」との記載による特許法第１

７条の２第３項違反を解消することは原告にとり重要な意味を持つ。この違

反が残れば，原告の＜仮に補正却下の決定が適法だとしても特許法第３６条

違反にならないので審決は違法であり取り消されるべきである＞という主張

が制限されるからである。すなわち，明細書の記載が第３６条違反にならな

いとしても，「反平行運動の運動量に変化し，その」との記載を理由とする
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第１７条の２第３項違反になりうるからである。被告は，原告の意思に従い，

事態を複雑化させることなく，補正を認めるべきであった。 

 従って，原告の意思を無視して特許法第１７条の２第３項違反を解消する

補正をできないようにしておきながら，特許法第１７条の２第３項違反を主

張することは，信義誠実の原則及び手続的正義に反し，許されない。合法性

を確保しなければならない行政庁である被告は，違法状態の解消を求める意

思を尊重しなければならない。公権力が処分を行う場合，処分を受ける個人

は，適正な手続的処遇を受ける権利を有する（憲法第１３条・憲法第３１条）

のに，適正な手続が行われなかった。 

 

 加えて，特許法第１７条の２第３項違反を解消するために，付加された「反

平行運動の運動量に変化し，その」との記載を削除すれば，元の「各超電子

の散乱を通じて」の記載に戻ることとなるが，その場合も同法第３６条４項

１号の規定に適合する。このことは，訴状の「（４） 取消事由４」の「ウ」

の「（イ） （２）について」（訴状の１７～１９頁）において主張すると

おりである。平成２１年１０月６日付けの拒絶理由（甲第１４号証）での特

許庁の指摘は誤っており，特許法第３６条４項１号の規定に適合している。

従って，特許法第１７条の２第３項違反を解消するための部分のみを内容と

する補正書を提出する機会を原告に与えることにより，違法状態を解消する

ことができる。よって，原告の主張は、被告が言うところの前提においても

正当であり，「原告の主張はその前提において失当であるから，原告の取消

事由２は理由がない」との被告の主張は理由が無い。 

 また，仮に特許法第３６条４項１号の規定に適合しないとしても，特許法

第１７条の２第３項違反を解消したいという原告の適法な意思を尊重して補

正の機会を与えるべきものであった。それなのに，被告は自ら特許法第１７

条の２第３項違反を指摘しておきながら，それに従って特許法第１７条の２

第３項違反を解消したいという原告の意思を無視したのである。公権力が処

分を行う場合，処分を受ける個人は，適正な手続的処遇を受ける権利を有す

る（憲法第１３条・憲法第３１条）のに，適正な手続が行われなかったので
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ある。 

 以上より，審判手続の手続的違法を主張する原告の取消事由２は理由があ

り，審決は取り消されるべきである。 

 

 

３ 取消事由３（理由「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」）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『ア 「１．本件補正の内容」について 

 平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）について補正却下の

決定をした審決に誤りはなく，当該決定に至る判断内容に誤りがないことは，

後述するとおりである。 

 審決における「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」の「１．本件補正の内容」は，平成２２年３月２日付けの手続

補正（甲第２７号証）の内容を明らかにしたものである。 

イ 「２．本件補正の適否」の「ア．の補正事項」について 

 原告が主張する取消事由１及び２は，上述したとおり，いずれも理由がな

い。そして，後述する「ウ」のとおり，「イ．の補正事項」が特許法の規定

に適合しないから，「ア．の補正事項」及び「イ．の補正事項」を含む平成

２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）を却下することは，特許法

に則した適正な手続である。 

ウ 「２．本件補正の適否」の「イ．の補正事項」について 

 審決は，「イ．の補正事項」を，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」

の誤記）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（被

告注：「超伝導磁石」の誤記）」についての概念を変更するものである。』

（審決９頁２５～２９行）と認定し，願書に 初に添付した明細書，特許請
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求の範囲又は図面（甲第１０号証）には，「輸送電流」について記載されて

いない（審決９頁３０～３２行）こと，及び，「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」（審決

１２頁２～３行）ことから，「イ．の補正事項」が，願書に 初に添付した

明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）に記載した事項の範囲内

においてなされたものではない（審決１２頁１９～２０行）と判断したもの

である。 

 そして，審決は，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）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』（審決１２頁５行）こ

とを認めた上で，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）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』（審決１２頁１０～１１行）こと，

及び，「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」（審決１２頁１６～１８行）ことからも，上述したとお

り，願書に 初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）

に記載した事項の範囲内においてなされたものではないこと，すなわち，

「イ．の補正事項」が，新たな技術的事項を導入するものであると判断した

ものである。 

 これに対して，原告は，「本件出願において，超伝導磁石に接続した外部

電源の記載が無いのは，超伝導磁石が電磁石として機能している状態を描い

たからである。超伝導磁石が電磁石として機能している状態では，外部電源

は，切り離されているのである。」と，図示されている超伝導磁石が，外部

電源を有していないことを認めている。 

 そして，原告は，「電磁石とは，通常，磁性材料の芯のまわりに，コイル

を巻き，通電することによって一時的に磁力を発生させる磁石である。」と，

電磁石が外部電源を有することを認めている。 

 そうであるならば，外部電源を有しないコイルを磁性材料の芯のまわりに

巻いたものは，電磁石とはいえないから，当然に，外部電源を有しないコイ
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ルを有する超伝導磁石も，超伝導電磁石とはいえない。 

 また，原告が，「輸送電流」なる用語の根拠として示している甲第１号証

における「蓄電池のようなある外部電源から超電導体に流される電流（これ

らを輸送電流という）」（２３頁４～６行）の記載は，「輸送電流」なる用

語の内容を定義しているのであるから，「輸送電流」の意味内容をこのよう

に解すべきことは，当然である。 

 一方，超伝導磁石の超伝導コイルを流れる永久電流が輸送電流であるとす

ると，超伝導磁石が外部電源を有する超伝導電磁石であると認められ，超伝

導電磁石であるならば，外部電源から所望により輸送電流を流すことが可能

な構成を意味することとなる。 

 したがって，「イ．の補正事項」は，審決に記載したとおり，新たな技術

的事項を導入するものである。 

エ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「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」の違法を主張する原告の取消事由３

は理由がない。 

 なお，同じく「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」の「３．むすび」に記載した，平成１８年法律５５号改正附則

３条１項は，同法による改正前の特許法１７条の２，５３条及び１５９条の

規定が，同法の施行前にした特許出願について適用されることを規定した条

文である。』（被告側第１回準備書面１１～１４頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

ア 「１．本件補正の内容」について 

 平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）について補正却下の

決定をした審決は誤りであり，当該決定に至る手続及び判断内容に誤りある

ことは，訴状及びこの準備書面で述べるとおりである。 

 従って，審決における「（２）本件補正後の段落【０００６】，【００１
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４】及び【００１５】」（審決７～８頁）が適法な補正（平成２２年３月２

日付け）の結果である原告の主張する適法な明細書の内容である。 

 

イ 「２．本件補正の適否」の「ア．の補正事項」について 

 原告が主張する取消事由１及び２は，上述したとおり，いずれも理由があ

る。また，訴状及び後述する「ウ」のとおり，「イ．の補正事項」は特許法

の規定に適合する。従って，「ア．の補正事項」及び「イ．の補正事項」を

含む平成２２年３月２日付けの手続補正（甲第２７号証）を却下することは，

特許法に違反した違法な手続である。 

 

ウ 「２．本件補正の適否」の「イ．の補正事項」について 

（ア）新規事項の追加について 

 審決が，「イ．の補正事項」を，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」

の誤記）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（被

告注：「超伝導磁石」の誤記）」についての概念を変更するものである。』

（審決９頁２５～２９行）と認定したのが誤りであるのは，訴状の『（イ） 

「イ．の補正事項」』（訴状の１１～１３頁）及びこの準備書面で述べると

おりである。 

 願書に 初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）

では，「輸送電流」については，「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」を当然の前提として記載されているとともに，当業者

にとり自明な事項でもあることは，『（イ） 「イ．の補正事項」』（訴状

の１１～１４頁）及び「（１）超伝導磁石の基本的理解とマイスナー効果」

（甲第２６号証である審判時第２回意見書の２～４頁・訴状の２２～２７頁）

及びこの準備書面で述べるとおりである。 

 従って，「イ．の補正事項」が，願書に 初に添付した明細書等（甲第１

０号証）に記載した事項の範囲内においてなされたものではないと判断した
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審決は誤りであり，取り消されるべきである。 

 審決は，『超電導磁石（被告注：「超伝導磁石」の誤記）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』（審決１２頁６行）ことを認め

たが，それに留まらず，「外部電源から電流が流されること」（審決１２頁

１２行），すなわち外部電源から輸送電流を流して磁場を発生させることが

超伝導磁石の本来の利用法であり，そのことが超伝導磁石を扱う者にとって

基礎中の基礎的事項，常識的知識であるのは，訴状（１３頁７～１６行）及

びこの準備書面で述べるとおりである。 

 従って，「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」（審決１２頁１７～１９行）という審決の判断は誤

りである。すなわち，願書に 初に添付した明細書等（甲第１０号証）に記

載した事項の範囲内においてなされたものではないとして，「イ．の補正事

項」が新たな技術的事項を導入するものとした判断は誤りであり，審決は取

り消されるべきである。 

 以上，要するに，被告の主張は，外部電源から電流を流すことは新規事項

の追加にあたるというものである。しかし，外部電源から輸送電流を流して

磁場を発生させることが超伝導磁石の本来の利用法であり，そのことは超伝

導磁石を扱う者にとって基礎中の基礎的事項，常識的知識であり，自明なの

である。 

 超伝導磁石を機能させて利用する方法を「応用超電導」（甲第８号証）の

３～４頁が説明している。それは，大要を述べると，外部電源を超伝導コイ

ルに接続させて電流を流し，その電流を永久電流として超伝導コイルを周回

させるようにした後，外部電源を切り離すというものである。これが超伝導

磁石の本来の利用法であり，冒頭で説明していることからも分かるように超

伝導磁石を扱う者にとって基礎中の基礎的事項，常識的知識である。 

 であるから，超伝導磁石の磁場を利用する場合，外部電源から電流を流す

ことは当業者にとり自明な事項なのである。 

 本件発明は，超伝導磁石を不可欠の構成要素とし，超伝導現象を原理とし
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て利用する。本件出願における当業者とは，超伝導現象と超伝導磁石に関す

る通常の知識を有する者であると解される。であるならば，超伝導磁石を機

能させる方法は常識的知識であるから，当業者は当然，理解しているはずで

ある。 

 また，本願発明が，超伝導磁石の磁場を利用して推進力を得る発明である

ことは明細書等の記載から自明である。従って，本願においても，外部電源

から電流を流すことは当業者にとり自明な事項である。 

 

（イ）超伝導磁石概念について 

 外部電源から輸送電流を流して磁場を発生させることが超伝導磁石の本来

の利用法であることは，超伝導磁石の概念からも自明である。『第２版 科

学大辞典』（甲第６号証）及び『物理学辞典 三訂版』（甲第７号証）によ

れば，超伝導磁石は，超伝導体を用いた電磁石なのである。 

 そして，電磁石とは，通常，磁性材料の芯のまわりに，コイルを巻き，通

電することによって一時的に磁力を発生させる磁石である。『物理学辞典 

三訂版』によれば，「電磁石」とは，「強磁性体で構成される鉄芯（継鉄，

ヨーク）のまわりに巻いたコイル導体に電流を流すことによって鉄芯を磁化

し，外部に磁場を発生させる装置」である。『第２版 科学大辞典』が述べ

ているように「電磁石」の本質は，「外部から電流を流すことにより磁界を

発生させる装置」であることに存する。電磁石の本質的利用法はその磁石と

しての磁場を利用することにあるからである。 

 電磁石においては，外部電源から電流を流してコイルを周回させ磁場を発

生させることが本来の利用法であり，電磁石を扱う者にとって基礎中の基礎

的事項，常識的知識である。超伝導磁石においては，外部電源から電流を流

して超伝導コイルを周回させて磁場を発生させることが本来の利用法であ

り，超伝導磁石を扱う者にとって基礎中の基礎的事項，常識的知識である。

以上の比較から分かるように，超伝導磁石と電磁石は，電磁石の本質および

利用法を共有する。この共通性から，明らかに，超伝導磁石は，超伝導体を

用いた電磁石であるとともに，すべての超伝導磁石は超伝導電磁石でもある
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のである。 

 確かに，超伝導磁石は，通常の電磁石とは違い，磁性材料の芯は無いとと

もに，一時的にではなく超伝導現象を利用して永久的に磁力を発生させるこ

ともできる。また，通常の電磁石とは違い，磁石として機能させる状態では

外部電源が切り離されている。しかし，上述のように超伝導磁石と電磁石は

本質とその利用法を共有するので，超伝導磁石は電磁石の一種であるととも

にすべての超伝導磁石は超伝導電磁石なのである。 

 

 被告は，原告が「図示されている超伝導磁石が，外部電源を有していない

ことを認めている。」（被告側第１回準備書面１３頁６～７行）こと及び「電

磁石が外部電源を有することを認めている。」（被告側第１回準備書面１３

頁１０行）ことから，「外部電源を有しないコイルを有する超伝導磁石も，

超伝導電磁石とはいえない。」（被告側第１回準備書面１３頁１２～１３行）

と主張している。これは，外部電源を有しない，すなわち外部電源から切り

離されて電磁石として機能している本願発明の超伝導磁石が，超伝導電磁石

とは言えないという主張である。この主張は，上述のように，すべての超伝

導磁石は当然に，超伝導電磁石であるから，非常識であり、理由が無い。 

 被告は，原告が「図示されている超伝導磁石が，外部電源を有していない

ことを認めている。」（被告側第１回準備書面１３頁６～７行）ことを指摘

するが，原告の主張は，超伝導磁石の外部電源の直接の記載は無いが，外部

電源を利用して輸送電流を周回させることは，超伝導磁石を利用する以上，

当然の前提であり自明であるというものである。 

 被告は，原告が「電磁石が外部電源を有することを認めている。」（被告

側第１回準備書面１３頁１０行）ことを指摘するが，外部電源を切り離すか

否かは，電磁石としての利用及び機能において本質的なことではないのであ

る。 

 

（ウ）輸送電流概念について 

 被告は，『甲第１号証における「蓄電池のようなある外部電源から超伝導
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体に流される電流（これらを輸送電流という）」（２３頁４～６行）の記載

は，「輸送電流」なる用語の内容を定義している』と言う（被告側第１回準

備書面１３頁１５～１７行）。しかし，甲第１号証（２０５頁７行）の「輸

送電流とは試料にそって流れる電流である」も明らかに定義である。この二

つが一見，相反するような表現となっている理由は，その記載の位置からし

て「流される電流」（２３頁４～６行）という表現が第１種超伝導体を念頭

に置いたものであるのに対して，「試料にそって流れる電流」（２０５頁７

行）という定義は，その記載の位置からして第２種超伝導体を念頭に置いた

ものであるからである。すなわち第１種超伝導体においては外部から流され

た電流を一時的に通過させるのに対して，第２種超伝導体は超伝導磁石の超

伝導コイルの材料として利用し輸送電流を周回させることが予定されている

からである。第１種超伝導体では一時的に通過させるので「流される電流」

と表現され，第２種超伝導体では周回させるので「試料にそって流れる電流」

と表現されたのである。また，そのように表現しても，「流される電流」と

「試料にそって流れる電流」という表現は矛盾しない。「流される電流」が

そのまま，「試料にそって流れる電流」となるのであり，二つの電流は同一

だからである。 

 そして，本願発明は，第２種超伝導体を材料とする超伝導磁石を利用する

ものであるから，「試料にそって流れる電流」という定義を採用するべきで

ある。 

 

（エ）ウのまとめ 

 被告は，「超伝導磁石の超伝導コイルを流れる永久電流が輸送電流である

とすると，超伝導磁石が外部電源を有する超伝導電磁石であると認められ，

超伝導電磁石であるならば，外部電源から所望により輸送電流を流すことが

可能な構成を意味することとなる。」（被告側第１回準備書面１３頁１９～

２２行）と主張する。確かに，超伝導磁石の超伝導コイルを流れる永久電流

が輸送電流であるともに，超伝導磁石は外部電源を利用して輸送電流を周回

させる電磁石である。しかし，外部電源から輸送電流を流すことは，超伝導
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磁石の本来の利用法であり，超伝導磁石を扱う者にとって基礎中の基礎的事

項，常識的知識であり自明なのである。 

 したがって，「イ．の補正事項」は，訴状に記載したとおり，新たな技術

的事項を導入するものではなく，被告の主張は理由が無い。 

 

エ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「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」の違法を主張する原告の取消事由３は理

由があり，審決は取り消されるべきである。 

 なお，「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」の「３．むすび」に記載された，平成１８年法律５５号改正附則３条１項

は，本件には関係がない。平成１８年法律第５５号による特許法第１７条の２

の改正は，本件とは関係がない。発明の単一性の要件に係わる「技術的特徴の

異なる別発明への補正の禁止」と「分割制度の濫用防止」に関するものだから

である。 

 

４ 取消事由４（理由「第４．本願について」）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『ア 「１．本願発明」について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

請求項１に記載の「永久電流」なる発明特定事項を解釈するにあたり，発明

の詳細な説明を参酌することは当然であり，本願発明は，補正却下の決定に

より，当該「永久電流」が「輸送電流」に限定されないものとなる。 

 そして，審決が認定した本願発明に誤りはなく，その点は原告も認めると

おりである。 

イ 「２． 後の拒絶理由」について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がない。

原告が主張の根拠とする「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２６号証）
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は，「永久電流」が「輸送電流」であることを前提としているのであるから，

原告の主張は，その前提において失当である。 

 そして， 後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのも

のであり，それを認定した審決に誤りはない。 

ウ 「３．当審の判断」について 

（ア） （１）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がな

い。 

 そして， 後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりの

ものであり，審決は， 後の拒絶理由の中から「新規事項の追加」の拒絶

理由を認定したもので誤りはない。 

（イ） （２）及び（３）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がな

い。 

 審決は，平成２１年１０月１９日付けでした手続補正（甲第２４号証）

が，願書に 初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号

証）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（審

決１４頁２１～２２行）こと，及び，「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」

（審決１４頁２８～２９行）ことから，当該手続補正が，願書に 初に添

付した明細書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）に記載した事項

の範囲内においてしたものでない（審決１４頁３０～３１行）こと，すな

わち，新たな技術的事項を導入するものであると判断した。 

 そして，審決は，「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。」

（審決１５頁２～４行）と判断したものである。 

（ウ） （４）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がな
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い。明細書の記載について原告が主張するところの取消事由５及び取消事

由６も，後述するとおり，いずれも理由がない。 

エ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「第４．本願について」の違法を

主張する原告の取消事由４は理由がない。』（被告側第１回準備書面１７～

１９頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

ア 「１．本願発明」について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がある。

請求項１に記載の「永久電流」なる発明特定事項を解釈するにあたり，発明

の詳細な説明を参酌することは当然であるが，その発明の詳細な説明に超伝

導磁石の磁石としての利用法という当然の常識まで記載しなければならない

ものではない。また，本願発明に対する補正却下の決定は違法である。そし

て、補正却下が違法である場合もない場合も，当該「永久電流」は当然に「輸

送電流」に限定されるものである。 

 被告は「審決が認定した本願発明に誤りはなく，その点は原告も認めると

おりである。」と言うが，原告は請求項１が 

「【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。」（訴状１６頁６～１１行） 

である点を認めたに過ぎず，明細書等を含めた本願発明に対する被告の認定

及び判断は誤っていると原告は主張している。 
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イ 「２． 後の拒絶理由」について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がある。

原告が主張の根拠の一つとする「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２

６号証）は，「永久電流」が「輸送電流」であることの根拠を述べたもので

ある。この主張は正当であり，「原告の主張は，その前提において失当であ

る。」という被告の主張は理由が無い。 

 そして，原告の主張を容れずに 後の拒絶理由（甲第１６号証）を認定し

た審決は，訴状及びこの準備書面で述べるように，その手続・認定・判断が

誤りであり，取り消されるべきである。 

 

ウ 「３．当審の判断」について 

（ア） （１）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がある。 

 そして，審決は， 後の拒絶理由（甲第１６号証）の中から「新規事項の

追加」の拒絶理由等を認定しているが，それは訴状及びこの準備書面で述べ

るように誤りである。 

 

（イ） （２）及び（３）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がある。 

 確かに，「反平行運動の運動量に変化」する旨の明示の記載は，願書に

初に添付した明細書等（甲第１０号証）には無い。しかし，「反平行運動の

運動量に変化」する旨の記載が明細書の内容になったのは，被告が平成２１

年１０月１９日付け手続補正（甲第２４号証）の当該内容を適法として許可

したからである。被告は明示の記載もなく自明な事項でもないと主張するが，

被告によれば明示の記載もなく自明な事項でもない事項の補正を被告は許可

し，それにより明細書の記載内容となったのである。そして，その後，被告

の指摘に従い，原告が平成２２年３月２日付け手続補正（甲第２７号証）で，

被告によれば明示の記載もなく自明な事項でもない事項である「反平行運動

の運動量に変化」する旨の記載を削除する補正を申し出たのに，被告は原告
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の意思を無視し，補正を認めなかったからである。そのことが違法であり，

「反平行運動の運動量に変化」する旨の記載に基づいて，特許法第１７条の

２違反を主張することが許されないことは，訴状及びこの準備書面の取消事

由２に関する部分で主張するとおりである。 

 加えて，特許法第１７条の２第３項違反を解消するために，付加された「反

平行運動の運動量に変化し，その」との記載を削除すれば，元の「各超電子

の散乱を通じて」の記載に戻ることとなるが，その場合も同法第３６条４項

１号の規定に適合する。このことは，訴状の「（４） 取消事由４」の「ウ」

の「（イ） （２）について」（訴状の１７～１９頁）において主張すると

おりである。 

 

（ウ） （４）について 

 原告が主張する取消事由１～３は，上述したとおり，いずれも理由がある。

加えて，原告が主張する取消事由５及び取消事由６も，後述するとおり，い

ずれも理由がある。 

 

エ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「第４．本願について」の違法を

主張する原告の取消事由４は理由があり，審決は取り消されるべきである。 

 

５ 取消事由５（理由「第２． 後の拒絶理由」）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『ア 「理由１」について 

 原告が主張する取消事由２及び３は，上述したとおり，いずれも理由がな

い。 

 そして， 後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのも

のであり，それを認定した審決に誤りはない。 

イ 「理由２」について 
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 原告が主張の根拠とする「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２６号

証）は，「永久電流」が「輸送電流」であることを前提としているのである

から，原告の主張は，その前提において失当である。そして，審決も，当該

意見書において請求人（原告）が主張する内容が願書に 初に添付した明細

書，特許請求の範囲又は図面（甲第１０号証）の記載と対応が取れないこと

を説示している（審決１２頁４～１８行）とおり，当該記載からは，永久電

流が輸送電流に限定されたものと解することはできない。 

 また， 後の拒絶理由の内容は，甲第１６号証に記載されたとおりのもの

であり，それを認定した審決に誤りはない。 

ウ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「第２． 後の拒絶理由」の違法

を主張する原告の取消事由５は理由がない。』（被告側第１回準備書面１９

～２０頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

ア 「理由１」について 

 原告が主張する取消事由２及び３は，上述したとおり，いずれも理由があ

る。 

 そして，原告の主張を容れずに 後の拒絶理由（甲第１６号証）を認定し

た審決は，訴状及びこの準備書面で述べるように，その手続・認定・判断が

誤りであり，取り消されるべきである。 

 

イ 「理由２」について 

 原告主張の根拠の一つである「平成２２年３月２日付け意見書」（甲第２

６号証）は，「２．発明の詳細な説明の記載要件について」の「（１）超伝

導磁石の基本的理解とマイスナー効果」において，本願発明では「永久電流」

が「輸送電流」であることを当然の前提としていて，永久電流が輸送電流に

限定されたものと解することができることを論証している。 
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 そして，当該意見書における原告主張の内容が願書に 初に添付した明細

書等（甲第１０号証）の記載と対応が取れないことを述べる審決の１２頁５

～１９行は，訴状及びこの準備書面（取消事由３・取消事由５）で述べたよ

うに誤りである。明細書等から，永久電流が輸送電流に限定されたものと解

することができるのである。 

 また，原告の主張を容れずに 後の拒絶理由（甲第１６号証）を認定した

審決は，訴状及びこの準備書面で述べるように，その手続・認定・判断が誤

りであり，取り消されるべきである。 

 

ウ まとめ 

 以上のとおりであるから，審決における「第２． 後の拒絶理由」の違法

を主張する原告の取消事由５は理由があり，審決は取り消されるべきである。 

 

６ 取消事由６（特許庁の態度の不当性・違法性）に関して 

（１）被告の主張 

被告は， 

『 原告が主張する取消事由１～５は，上述したとおり，いずれも理由がな

い。 

 原告は，明細書の記載について，「本出願に，理論面で完全な記載がない」

（訴状１９頁１２行）ことを認めつつも，「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，理論的に解明し尽くす必要はない」

（訴状１９頁２～３行）と主張している。しかしながら，そもそも原告は，

本願発明について，実験はしていない（第１回準備手続）と述べており，ま

た，本願発明が再現性をもって実施できるものであることも明らかにされて

いないのであるから，「原告の明細書は，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されている。」と

主張するには，その実施をすることができると理解できる程度に理論的な裏

付けが必要である。 

 なお，原告が主張する「情報公開」は，明細書としての開示に影響を与え
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るものではない。 

 審決における「第２． 後の拒絶理由」は， 後の拒絶理由の内容を明ら

かにしたものである。 

 審決が，「第４．本願について」の「４．むすび」で，「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。」と述べているのは，同じく「第４．本願について」の「３．

当審の判断」で，「（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。」とした記載を受けたものである。 

 審決が，「超伝導電磁エンジン詳説」（甲第９号証）を出願人の著作と推

定されるとしたのは，当審において，出願人の著作であることが確認できな

いからであり，出願人の著作であることまで否定したものではない。 

 審決が，「平成１８年法律第５５号」について説示しているのは，上記「３

取消事由３（理由「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」）に対して」の「エまとめ」のなお書きに記載したとおり，

平成１８年法律第５５号改正附則３条１項の規定によるものである。 

 電話連絡については，上記「１取消事由１（補正却下手続の違法と理由「第

５．付言」）に対して」のなお書きに記載したとおり，確認的に連絡したに

すぎないものである。 

 審判長が交代したのは，前任の審判長が審判官の官職を有しないこととな

ったことによるものである。 

 以上のとおりであるから，特許庁の態度の不当性・違法性を主張する原告

の取消事由６は理由がない。』（被告側第１回準備書面２２～２３頁） 

と主張する。 

 

（２）被告の主張に対する反論 

 原告が主張する取消事由１～５は，上述したとおり，すべて理由がある。 

 本願発明は，原告独創の発想を元にして，物理と超伝導の基本原則に則り
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つつ，思考実験を重ね合理的推論を行って完成させたものである。物理と超

伝導の基本原則に則っていることは，本願明細書等の記載と物理と超伝導の

基本的知識から，理解できる。そして，被告側第１回準備書面においては，

原告の争う点については争うとするだけで，本願発明の依拠する理論につい

ての理論的反論は全く無い。加えて，審決及び被告側第１回準備書面の依拠

する理由が特許法第１７条の２及び第３６条違反であることは，審決及び被

告側第１回準備書面の記載から明らかである。 

 また，本願発明の明細書には，目的・構成・作用・効果が十分詳細かつ明

確に書かれているとともに，本願発明が使用する要素技術が確立されたもの

ばかりであって実施可能要件を満たすことは，平成２２年３月２日付け審判

時第２回意見書（甲第２６号証）の「２．発明の詳細な説明の記載要件につ

いて」の「（４）実施可能要件」（８～１０頁）及び当該箇所を引用して再

主張する訴状（３３～３６頁）とこの準備書面のとおりである。 

 物理と超伝導の基本原則に則っていることが理解できるのだから，本願発

明が物理と超伝導の基本原則に従ってその素晴らしい作用・効果を反復して

再現可能であることが理解できる。そして，本願発明が使用する要素技術が

確立されたものばかりであることから，現実の装置を製造してその素晴らし

い作用・効果を反復して再現可能であることも理解できる。 

 従って，本願発明が再現性をもって実施できるものであることは明らかに

されている。また，物理と超伝導の基本原則に則っていることが本願明細書

等の記載と物理と超伝導の基本的知識から理解できるのだから，その実施を

することができると理解できる程度に理論的な裏付けがある。 

 

 被告は，原告が「本願発明について，実験はしていない（第１回準備手続）

と述べて」いることを指摘する。原告は，思考実験は重ねて何度も行ったが，

自分で実際の実験を行ったと今までに一度たりとも述べたことはない。原告

が独創の発想に基づいた理論に従って超伝導電磁エンジンの基本概念を完成

させたが，費用等の面から実際の実験を行えないので，発明出願の新規性及

び進歩性を確保した上で，基本概念等を公開して，他人に実験を行ってもら
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い，その他人と超伝導電磁エンジンの特許権から得られる利益を共有したい

というのが原告の方針である。 

 訴状で「本願発明が機能するかどうかについて，実験による公式の報告が

なされていない」（３８頁１１～１２行）と述べたのは，公式ではなく，非

公式に本願発明のプロトタイプの報告があったからである。それは，ストレ

ンジクラフトあるいはドローンズと呼ばれ，本願の出願があったほぼ一年後

の平成１９年前半にアメリカ合衆国に出現した。このストレンジクラフトは，

その出現の時期，形状，特徴などから超伝導電磁エンジン１台を船体とする

飛翔体と考えられることは，平成２１年１月２日から超伝導電磁エンジンの

ホームページ上で公開している「ストレンジクラフトあるいはドローンズに

ついて」という文書で述べているとおりである。これと同内容の文書を甲第

２９号証として提出する。また，インターネットからダウンロードして入手

したストレンジクラフトの写真画像データをプリント会社に依頼して印刷し

てもらった写真を甲第３０号証として提出する。この写真は，平成１９年１

２月６日に，本件発明に関する理解を深めてもらうために，審査官と面接し

た際に提示して受領を求めたが，手続が面倒だと言われて受領されなかった

ものと同じである。 

 

 被告は，『原告が主張する「情報公開」は，明細書としての開示に影響を

与えるものではない。』と言うが，特許法第３６条を解釈・適用するに当た

って斟酌すべき事情であると考える。被告は斟酌しないようだが、裁判所に

おかれては、第３６条の立法趣旨に反する意図が無いことを示す「情報公開」

を斟酌して、本件事案に特許法第３６条を解釈・適用されることを望む。 

また，原告出願の明細書の枚数は甲第１０号証が示すようなものとなった

が，特許法第３６条の立法趣旨に反する意図は全く無かったことも付言する。

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されている

ことを確保した上で，出費を抑えるためであった。事情により、当時は、原

告は電子出願ではなく，紙の文書で出願することとなったが，紙の文書で出

願すると，電子化手数料というものを納めなければならない。この電子化手
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数料は，基本料金の１２００円に加えて一枚毎に７００円が追加されるとい

う高いものなので，費用を抑えるために，原告出願の枚数が，甲第１０号証

が示すようなものとなったのである。 

 なお，被告側第１回準備書面の「（１）原告の主張」において補正制度の

趣旨（取消事由３）及び実施可能要件の制度趣旨（取消事由６）に関する原

告の主張が抜けていることを指摘したい。原告の主張は，これらの制度趣旨

に従ったものである。 

 

 被告は，『審決における「第２． 後の拒絶理由」は， 後の拒絶理由の

内容を明らかにしたものである』と言うが，理由の第２であるのに， 後の

拒絶理由の内容を引用するだけで，その内容を理由として争う旨の明示の文

言が「第２． 後の拒絶理由」内に無いのである。 

 被告は，審決の理由「第４．本願について」の「３．当審の判断」の「（２）

上記（１）の理由について検討する。」と述べている部分は，『「３．当審

の判断」で，「（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。」とした記載を受けたもの』と言う。しかし，こ

の記載は、「上記理由２のとおり」と言うように、上記理由２「 後の拒絶

理由」について述べたものであって，理由「３．当審の判断」の「（２）上

記（１）の理由について検討する。」と述べている部分について述べたもの

とは受け取れない。 

 

 被告は，審決が，『「超伝導電磁エンジン詳説」（甲第９号証）を出願人

の著作と推定されるとしたのは，当審において，出願人の著作であることが

確認できないから』と主張する。しかし，確認できたのである。特許出願の

発明者兼出願人が当該発明の内容を説明した文書を当人の著作物として提出

した場合，当該著作物に当人の著作であることを怪しませる点や他に著作権

を主張する者がいる等の特段の事情が存在しない限り，提出者の著作と確認
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できたとすべきなのである。そして，「超伝導電磁エンジン詳説」には，そ

のような特段の事情は存在しない。従って，被告は確認できたのである。 

 

 被告は審決が『「平成１８年法律第５５号」について説示しているのは，

上記「３取消事由３（理由「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」）に対して」の「エまとめ」のなお書きに記載し

たとおり，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項の規定によるものであ

る。』と言うが，平成１８年法律第５５号による特許法第１７条の２の改正

は，発明の単一性の要件に係わる「技術的特徴の異なる別発明への補正の禁

止」と「分割制度の濫用防止」に関するものであり，本件には関係が無い。 

 

 なお，平成２２年４月２３日の電話連絡によって勧められた「分割出願」

であるが，そのまま出訴するよりも，「分割出願」した方がよいという理由

が今もって原告には分からない。 

 また，被告は，『電話連絡については，上記「１取消事由１（補正却下手

続の違法と理由「第５．付言」）に対して」のなお書きに記載したとおり，

確認的に連絡したにすぎない』と言うが，確認の時期を失している。分割出

願可能なのは補正期間内であり（特許法第４４条１項１号），それは本件に

おいては，平成２２年２月２３日付け 後の拒絶理由通知書（甲第１６号証）

の示すとおり，その発送日から６０日間以内だからである。 

 

 結審間近なのに「審判長が交代したのは，前任の審判長が審判官の官職を

有しないこととなったことによるもの」とは，審判長から審査長に降格した

のである。甲第３１号証として、平成２２年 7 月 8 日に特許庁ホームページ

からダウンロードした特許庁幹部名簿を印刷した文書を提出する。 

 

 さらに，被告は，取消事由１で述べたように原告の防御権を奪うとともに，

取消事由２で述べたように補正したいという原告の適法な意思表示を無視し

た。以上から分かるように，被告は原告，ひいては国民の権利と意思を軽ん
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じ，権利を奪っている（憲法第１３条・第３１条・第３２条違反）。真正な

発明を適法に出願したものであり，特許権を付与すべきものであるのに，葬

り去ろうと躍起になっている。原告に立法趣旨に反する意図が無く，明細書

等の記載も明確かつ十分であるにもかかわらず，特許法第３６条違反及び第

１７条の２違反を無理矢理仕立て上げようとする。不当な差別としか思えな

い。このような態度は，原告の政治的活動に起因すると考えられ，違法かつ

不当である（憲法第１４条・第２１条違反）。 

 以上のとおりであるから，特許庁の態度の不当性・違法性を主張する原告

の取消事由６は理由があり，審決は取り消されるべきである。 

 

 

第３ まとめ 

 以上のとおり，審決は，補正却下の決定に手続及び認定・判断の誤りがあって

違法であるとともに，本願に対する特許法第１７条の２第３項及び同法３６条４

項１号の要件違反の判断にも誤りがある。また，以上で述べてきたように，審決

及び被告側第１回準備書面における被告の理由は，成り立たない。本願には，そ

もそも特許法違反の点はなく，原告が主張する取消事由１～６はすべて理由があ

る。 

 仮に補正却下の決定が適法だとしても，被告が「反平行運動」に関して特許法

第１７条の２違反若しくは同法第３６条違反の主張をすることは信義誠実の原則

に反するので許されないし（訴状１７頁），他の点を見ても同法第３６条違反は

無いので，本願には特許法違反の点は無い。 

 本件発明の出願は，真正な発明を適法に出願したものであり，特許権を付与す

べきものである。これに対し手続及び認定・判断を過った審決は取り消されるべ

きである。よって，訴状の請求の趣旨記載の通りの判決を求める。 

 

以上 


