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主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1原 告の求めた判決

特許庁が不服2008-12599号 事件について平成22年6月7日 にした審

決を取 り消す。

第2事 案の概要

本件は,特 許出願に対す る拒絶査定に係 る不服の審判請求にっいて,特 許庁が し

た請求不成立の審決の取消訴訟である。主たる争点は,審 判手続の違法の有無,補



正要件充足性 の有無(新 規事項の追 加),実 施 可能要件充足性 の有無である。

1特 許庁 にお け る手続 の経緯

原告 は,平 成18年4.月8日,名 称 を 「高周波超伝導電磁 エ ンジン」 とす る発 明

の特許 出願(特 願2006-130763号,請 求項 の数3)を したが,平 成20

年3.月24日 付 けで拒絶査定を受 けたので,平 成20年4月22日,拒 絶査定不服

審判請求 を した。

上記審判請求 は,不 服2008-12599号 事件 として審理 され,原 告 は,平

成21年10月1日 付 けの拒絶理 由通知 に対 して,平 成21年10月19日 付けの

補正(甲24)を し,さ らに,平 成22年2月15日 付 けの最後 の拒絶理 由通知 に

対 して,平 成22年3月2日 付 けの補 正(甲27,本 件補正)を したが,特 許庁 は,

平成22年6月7日,「 本件審判の請求 は,成 り立たない。」 との審決 を し,そ の

理 由中で本件補正 を却下 した。そ して,審 決謄本 は平成22年6.月26日,原 告 に

送 達 された。

2本 願発 明(請 求項1の 発明)の 要 旨

(1)平 成21年10月19日 付 けの補正 に よる もの

【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)本 件補正 に よるもの

【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。

3審 決 の理 由

審決の理 由の要点は次の とお りで あ るが,本 件補正は特許 法17条 の2第3項 に

違反す るので却下すべ きであ り,そ うす ると,本 願発 明は,平 成21年10月19

日付けの補正 による明細書等 によ り特 定 され ることにな るが,平 成21年10月1

9日 付 けの補 正は特許法17条 の2第3項 に違反 し,ま た,発 明の詳細 な説明の記

載が実施可能 要件 を満 た していない ので,本 件 出願 を拒絶すべ きである,と い うも

のである。

(1)最 後 の拒絶理 由

ア 理 由1

平成21年10月19日 付 けの補正 は,次 の とお り,特 許 法17条 の2第3項 に

規定す る要件 を満た していない。

平成21年10月19日 付 けの補 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 レンツ力 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 るが,「 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 ることは,当 初 明細書等 に記載 され てお らず,当 初明細書等の

記載か らみ て 自明な事項で もない。

イ 理 由2

本件 出願 は,次 の とお り,特 許法36条4項1号 に規 定す る要件 を満た していな

い。

本件 出願 の請求項1～3に 係 る発 明は,発 明特 定事項 と 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 う構成 を含 む ものであ り,そ の根 拠につい

て,発 明の詳細な説 明の段落 【0012】 ～ 【0015】 に記載 がある。 しか し,

この うち 「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 レンツ力 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 レンツ力の力積 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 レンツ力 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。 」の記載 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1～3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。

よって,本 件 出願 の発明の詳細 な説 明は,当 業者が請求項1～3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 ものではない。

(2)本 件補正の却 下決定

本件補正 は,明 細書の段落 【0014】 にお ける 「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 る補正事 項(補 正事項①)と,段 落

【0006】,【0014】,【0015】 に記載 された 「永久電流」を 「永久電

流(輸 送電流)」 と補正す る補正事項(補 正事項②)か らな る。 そ して,補 正事項

② については,永 久電流 を輸送電流 に限定 し,渦 電流 を除外す ることに よ り,本 願

の請求項1に 係 る発 明の発 明特定事項 で ある 「超伝導磁 石」 についての概 念 を変更

す るものであ る。他方,当 初 明細書等 には,「 輸送電流」 について記載 されてお ら

ず,ま た,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。 したがって,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,特 許法17条 の2第3項 に規定 された要件

を満 た してい ない。

したが って,本 件 補正は,平 成18年 法律第55号 に よる改正前の特許法159

条1項 において読み替 えて準用す る同法53条1項 の規定 によ り却 下すべ きもので

あ る。

(3)本 件 出願 について

ア 最後の拒絶 理 由の理 由1を 引用す る理 由

平成21年10月19日 付 けの補正 は,段 落 【0014】 について,「 ロー レン

ツ力 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。 」 とす る補正(下 線部分が補 正箇所)

をす ることに よ り,発 明特定事項 「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」 の概念 を変更す る ものであ る。 そ して,当 初 明細書等 には,「 反

平行 運動の運 動量 に変化 」す る旨の記載 はな く,ま た,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 はないか ら,上 記補正 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。

したがっ て,本 件 出願 は,平 成21年10月19日 付 けの補正が特許法17条 の

2第3項 に規 定す る要件 を満た してい ない。

イ 最後 の拒絶理 由の理 由2を 引用す る理 由

本件補正が却 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 く,特 許法36条4項1号 に規定す る要件 を満 た していない。

第3原 告主張 の審決取消事 由

1取 消事 由1(補 正却下手続の違 法)

特許法53条3項 本文 においては,同 条1項 の決 定に対 して不服 申立てができな

い としてい るが,同 条3項 ただ 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 はない。」 と規定 され てい るこ と,適 正な手続

的処遇 を受 ける権利 を有す ること(憲 法13条,31条)な どか らする と,審 判 の

場合 において は,補 正却 下の決 定に対 して不服 申立てができる と解 すべ きで ある。

そ うである とす る と,原 告 は,補 正却 下の決 定に対 して,行 政不服審査法 に基づ

く不服 申立てが で きたのであ り,こ の不服 申立ての機会 を保障す るために,審 決 よ

りも前 に,上 記補 正 を却下す る旨の書 面に よる通知がな され なければな らず,ま た,

その通知の 中で行政 不服審査 法57条 に よる教示が行 われ なければな らないが,そ

の よ うな通知や教示 は され なかった。

この ように,審 判 手続 には,補 正却 下に対す る不服 申立 ての機会 を原告 に与えな

かった違法が 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 の信義則違反)

審決 は,平 成21年10.月19日 付 けの補正 は特許法17条 の2第3項 に反す る

違法 な補正で あ ると判断 した。



ところで,原 告は,平 成21年10月19日 付 けの補正が特許法17条 の2第3

項違反 である とす る最後の拒絶理 由通 知 に従 って,上 記補正 におい て補正 した部分

(段落 【0014】 の 「反平行運動 の運動量 に変化 し,そ の」 の部分 な ど)を 削除

す る内容 の補正 を本件補正(補 正事項 ①)と して行 い,適 法性 を確保 しよ うとした。

しか るに,被 告 は,本 件補正 を却下 して,原 告 による特許 法17条 の2第3項 違反

の解 消 を妨げてお きなが ら,特 許法17条 の2第3項 違反 を拒絶理 由の一つ とす る

審決 を した。

また,本 件補正 には,「 輸送電流」 を追加す る補正事項② と,平 成21年10月

19日 付 けの補正 において補正 した部 分 を削除す る補正事項①が含まれ てお り,被

告 は,こ れ らを分 けて,後 者 のみ を内容 とす る補正書 を提 出す る機 会を原 告に与 え

るべ きであったが,そ のよ うな機会 を与 えず に,補 正却下 を含む審決を した。

この よ うに,被 告 が,補 正事項① に関 して,特 許法17条 の2第3項 違反 を解消

す る補 正を させ ない よ うに してお きな が ら,同 条項違反 を主張す るこ とは,信 義則

あ るいは手続 的正義 に反す る。

3取 消事 由3(補 正却下の決定の誤 り)

審決 は,本 件 補正において,「 永久電流」 を 「永 久電流(輸 送電流)」 と補正 し

た こと(補 正事 項②)が 特許法17条 の2第3項 に違反す る としている。

しか し,上 記 補正は,本 願発 明の 「永久電流」が,発 明の構成上 当然 に 「輸送電

流 」で あるこ とを釈明 した ものである。超伝導磁石 は,超 伝導体 を用いた電磁石 で

あ り,電 磁 石は コイル に電流 を流す ことに よって機能す る。 この電流が輸送電流 に

他 な らない。超 伝導磁石概念 において外部電源か ら電流(輸 送電流)を 流す ことは

不 可欠 であ り,本 質的要素 である。 また,輸 送電流 とは試料 に沿 って流れ る電流 と

され てい るか ら,超 伝導磁石 において は,超 伝導 コイル を周回す る永久電流が輸送

電流 に該 当す る。 さらに,本 願発明 は,超 伝導磁石 の磁場 を利用 して推進力 を得 る

もので あるが,超 伝 導磁石 の強大 な磁 場 を作 ってい るのは輸送電流 である。 したが

って,本 願 発明 の永久電流 が輸送電流 を指す こ とは 自明であ り,補 正却下は誤 りで



ある。

4取 消事 由4(本 願発 明 に関す る判 断の誤 り)

(1)審 決 の 「3.当 審 の判断」の(1)～(3)の 項(13頁14行 ～14頁32行)

について

審決は,「3.当 審の判 断」 の(1)～(3)の 項(13頁14行 ～14頁32行)に

おいて,最 後の拒絶理 由の理 由1の とお り,平 成21年10月19日 付 けの補正は

新規事項の追加 に当た る旨判断 した。 しか し,取 消事 由1～3で 主張 した とお り,

平成21年10月19日 付 けの補正 について特許 法17条 の2第3項 違反 の主張 を

す ることは許 されず,ま た,本 件補正 を却 下す る決 定は取 り消 され るべ きである。

被告は,「 反平行運動の運動量 に変化す ること」 につ いて,平 成21年10.月1

.日付 け拒絶理 由では特許法36条4項1号 違反 である と指摘 していたのに,最 後 の

拒絶理 由通知 では,同 号違 反 の指摘 は していない。 これ によ り,被 告は,同 号違反

の指摘 を取 り下げたはずで あるのに,審 決 の 「3.当 審 の判断」の(2)の 項(14頁

2行 ～29行)に おいて,同 号違反 と判断す るのは信義則違 反 である。

(2)審 決 の 「3.当 審 の判断」 の(4)の 項(14頁33行 ～36行)に ついて

審決は,こ の(4)の 項 において,本 件補正が却下 された以上,最 後の拒絶理 由に記

載の とお り,発 明の詳 細な説 明 は,当 事者 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 ものでは ない とす るが,取 消事 由1～3で 主張 した と

お り,平 成21年10月19日 付けの補正 について,特 許法17条 の2第3項 違反

の主張をす るこ とは許 されず,ま た,本 件補正 を却 下す る決 定は取 り消 され るべ き

である。

仮 に,本 件補正 の却 下決定 が維持 された として も,取 消事 由5で 主張す る とお り,

本願発 明は,特 許法36条4項1号 に規定す る要件 を満 た してい る。

5取 消事由5(最 後の拒絶理 由に関す る判断の誤 り)

審決が最後 の拒絶理 由の理 由1の とお りに判断す ることは,取 消事 由2,3で 主

張 したの と同様 の理 由か ら違 法であ る。



また,審 決が引用す る最後 の拒絶理 由の理 由2に つ いて も,原 告が提 出 した平成

22年3月2日 付 け意 見書(甲26)に 記載 した とお り,本 願発明は,特 許法36

条4項1号 の要件 を満 た してい る。実 施可能要件 は,目 的 ・構成 ・作用 ・効果が十

分詳細かつ明確 に書 かれ ていれ ば足 りるので あって,理 論 面で完全 に解 明 されてい

な くて もよい。そ して,本 願 明細書 は,目 的 ・構成 ・作用 ・効果が十分詳細 かつ明

確 に記載 されてい るか ら,実 施 可能要 件違反 にはな らない。 したが って,審 決の判

断 は誤 りである。

6取 消事 由6(特 許 庁の態度 の不 当性 ・違 法性)

特許 法36条4項1号 の実施 可能要 件が規定 され た趣 旨は,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 とは,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 るこ とにな るか らであ る。本願 明細書 は,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 てお り,ま た原告は,ホ ー ムページ等

に よる情報公開 も行 ってい るか ら,情 報公 開が不十分 であるこ とを理 由 とす る実施

可能要件違反 に よって本願発 明 を拒絶す るのは不 当で ある。

その他に も,被 告 は,原 告 に対す る平成22年4月23日 の電話連絡 において,

必要 のない分割 出願 を勧 め,あ るいは,結 審 間近なの に審判長 を交代 させ るな どの

不 当な点があ る。

第4被 告 の反論

1取 消事 由1に 対 し

特許法53条3項 ただ 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 査段階 にお ける補

正却下 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 ただ し書 きが,「 拒絶査定不服審判 においては この限 りでない。」 との規 定にな



っていない こ とか らして も,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 申立 てができない 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。

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,補 正を却 下す る

決定に対 して不服 申立てはできないの であ り,審 決 にお いて補正却下の決 定を した

手続 に誤 りはない。

2取 消事 由2に 対 し

原告 の主張 は,平 成21年10月1日 付 けの拒絶理 由に対応 して,平 成21年1

0月19日 付 けの補正にお いて,明 細 書段落 【0014】 中の 「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,さ らに本件補

正 において,当 該 下線部 の記載を削除 す るこ とで解消 しよ うとしたが(補 正事項①),

補正却下 によ りこれ が妨 げ られ,ま た,上 記の補正のみ を行 う機会 も付与 されなか

った とい うものである。

この原 告の主 張は,「 反平行運動の運動 量に変化 し,そ の」の記載 を削除する本

件補正は適 法で あ り,こ れ によ り違法 状態 を解 消でき ることを前提 としてい る。

しか し,仮 に,特 許法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」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 由で指摘 した とお り,特 許法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 るような,補 正事項①,す なわ ち 「反 平行運動 の運動

量 に変化 し,そ の」 の記載 を削除す 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。



3取 消事 由3に 対 し

審決 は,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 ことは,請 求項1に 係 る発明の

発 明特定事項 である 「超伝導磁石」 の概念 を変更す るものであ り,当 初明細書等 に

は,「 輸送電流」 について記載 され て いない 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」こ とか ら,

新規事項 に当た ると判断 した ものであ る。

そ して,審 決 は,超 伝 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 かち電流が 流 され るこ とは記載 され ていないこ 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 ことは,当 業者 に 自明であ るとは認 め られ ないこと

か らも,上 記補正 が新規事項 の追加 に 当たる とした ものであ る。

ところで,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。 」 として,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。他 方,原 告は,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,「 輸 送電流」は,外 部電源か ら超 電導 体に流 され る電流で あると解 され る

ところ,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 ることにな り,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,上 記補正 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。

4取 消事 由4に 対 し

(1)審 決 の 「3.当 審 の判断」の(1)～(3)の 項(13頁14行 ～14頁32行)

につ き

取消事 由1～3は,上 記1～3の とお り,い ずれ も理由がない。

そ して,最 後 の拒絶理 由の内容 は,前 記の とお りで ある ところ,審 決は,最 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。

(2)審 決 の 「3.当 審 の判 断」 の(4)の 項(14頁33行 ～36行)に つき

取消事 由1～3は,上 記1～3の とお り,い ずれ も理由が ない。取消事 由5も,

後記5の とお り,理 由が ない。

5取 消事 由5に 対 し

取消事 由2,3は,上 記2,3の 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26)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,当 初 明細書等の記載 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,最 後 の拒絶理 由の内容 は,前 記の とお りであ り,こ れ を認 定 した審決 に誤

りはない。

6取 消事 由6に 対 し

原告は,本 願発 明につ いて,実 験 は していない 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。

また,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。



電話連絡 の点 につ いては,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,原 告が 「分割 出願」す るこ とに よって審査

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。

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。

第5当 裁判所 の判断

1取 消事 由1に つ いて

原告は,特 許 法53条3項 た だ し書 きの規定等 を根拠 として,本 件補正 を却下す

る決定について は不服 申立 てが できる と解すべ きで あるな どと主張す る。

しか し,特 許 法53条3項 た だ し書 きは,拒 絶査定不服審判 を請求 した場合には,

審判手続 におい て,審 査段 階でな され た補正却下 の当否 を争 うことがで きることを

前提 に してい る ものであって,そ の規 定 か ら,審 判段階でな され る補正却下の当否

についての独立 の不服 申立てが認 め られ る もので はない。 特許 法159条1項 によ

り同法53条 の規定 が準用 され るこ とか ら明 らか なよ うに,拒 絶査 定不服審 判の段

階でなされた補正却 下の決 定に対 して は,独 立 の不服 申立て をす ることはで きず(同

条3項 本文),審 決取 消訴訟 が提起 され た場合 に,そ の訴訟 において補正却 下の当

否 を争 うことができ るのであ る。

原告の上記主 張は独 自の見解 による ものであって,採 用 す ることがで きない。

したがって,事 前 の通知や教示 をせ ず に,審 決 において本件補正 を却下 した こと

に違法はな く,取 消事 由1は 理 由がない。

2本 件補正却 下の判 断の当否

(1)審 決 は,本 願 明細書の段落 【0006】,【0014】 及び 【0015】

に記載 され た 「永久電 流」 を 「永久電 流(輸 送電流)」 と補正す る補正事項② が新

規事項の追加 に当たる として,本 件補 正 を却下 したので,そ の当否 について判断す



る に,当 初 明細 書(甲10)に は,「 永 久電 流 」 に 関 し,次 の記 載 が あ る。

「超伝導磁 石に対 して固定 され た位置 にある低消費電力の丈夫なループに高周波数

の脈流を流す ことにより,そ のルー プに超伝導磁石 の磁界による電磁力を発 生 させ る一

方,高 周波数の脈流の磁界が作用 して超伝 導磁石の永久電流に働 く電磁力の力積が運動

量に変化 しない無効 となるので,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 る請求項1の 装置。」(段 落 【0006】)

「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 レンツ力が作用す 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 レンツ力が作用す る方向にも,働 く。…」(段 落 【0014】)

「従って,脈 流の磁界 によるロー レンツ力 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。…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。…」(段 落 【0015】)

(2)超 伝 導磁 石 を流れ る永 久電 流 には輸送電流 と遮蔽電流があ るところ,超 伝

導磁石 の強 い磁 界 を発生 させ るのは一般 に輸 送電流 であるか ら,上 記段落 【001

4】 の 「超伝導磁石 の強い磁界 を作 る永久電流」は輸送電流 を指 す もの と解 され る。

また,超 伝導磁石 に よる磁界 の強 さは,一 般 に輸送電流 に依存 す ることか らする と,

上記段 落 【00151の 「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。 」 との記載 もまた,「 永久電流」が 「輸送 電流」で

あうことを示 唆す る もの とい える。これ らの点 に照 らす と,当 初 明細書における 「永

久電流」は,そ の中の 「輸送電流」を指 していた もの と解 され るか ら,「 永久電流」

を 「永久電流(輸 送 電流)」 とす る補 正事項② は,当 初明細 書に記載 した事項の範

囲内においてす る ものであ り,か っ,明 瞭 でない記載 の釈 明を 目的 とす るもの とい



え る。

なお,被 告 は,当 初明細書 には輸送 電流 を流 すための外部電源 の記載 がないな ど

と主張す るが,当 初明細書にお ける 「超伝 導 コイル を流れ る永 久電流」(段 落 【0

014】)等 の記載か らすれ ば,当 業 者 に とって,外 部電源 に よ り超伝導 コイル に

電流 を流す こ とは 自明で あるか ら,被 告の上記 主張は採用す ることができない。

したが って,補 正事項②が新 規事項 に当た る として本件補 正 を却 下 した審決の判

断 には誤 りがある。

3特 許法36条4項1号 違反 につ いて

(1)し か しなが ら,本 件補 正において請 求項1の 文言 の補 正はない し,上 記2

で説示 した とお り,か つ,原 告 も 「本 願発明の永久電流 が,発 明の構成上 当然に輸

送電流で ある ことを釈明 した もの」 と主張す るよ うに,補 正事項② は,明 瞭でない

記載の釈明 を 目的 とす るもので あって,本 件補 正の前後 にお いて,請 求項1の 「永

久電流」が永久電流 中の輸送電流 を指 す ことに変わ りはない。 なお,明 細書 にお け

る補正事項① につ いても,平 成21年10月19日 付けの補正 で発 明の詳細 な説明

段落 【0014】 の記載 に付加 した部 分 を,最 後の拒絶理 由の指摘 に応 じて削除す

るもので,内 容 的にも請求項1の 内容 を変更す るもの とは認 め られ ない。 したが っ

て,本 願 発 明の要 旨は,本 件補 正の前 後 を通 じて変化 はない ことにな る。

この よ うに本件補正前後で本願発 明の要 旨に変更がない以上,2で 判断 した とお

り,本 件補 正却 下についての審決の判 断は誤 りであ るとして も,審 決が本件 出願 を

拒 絶す べ き とした理 由の うち,特 許法36条4項1号 違反 の点 に関 しては,本 件補

正 前について の審決の判 断に誤 りがな けれ ば,そ の判断 内容 は,本 件補正後の本願

発 明に も当て はま り,審 決の結論 に結果 的に誤 りがない こ とにな るので,そ の点 に

つ いて次に判断す る。

(2)本 願 明細書に記載 され た技術的事項 は,少 な くとも次 のア,イ の とお り,

物理学や超伝 導の技術分野 にお ける技術常識 に よって裏付 け られ ている とはいえな

い か ら,た とえ本願 明細書 に,目 的 ・構成 ・作用 ・効果が形 式的 に記載 されてい る



として も,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 るとい うことはで きない。

ア 本願 明細書 には,「 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 レンツ力は,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。」(本 件 補正 に よる段落 【0014】)と 記載 され てお り,本 願発 明

は,超 伝導磁石 を流 れ る永久電流(輸 送電流)を 構 成す る電子対に,超 伝導磁石 に

作用す る磁界 によ りロー レンツ力 が作用す るこ とを前提 としてい る。

しか し,超 伝導体が超伝導状 態に ある場合 に外部磁場が遮 蔽 され ることは,「 マ

イスナー効果」 として知 られ てい る。 本願発明 の超伝導磁石 は,そ のループに永久

電 流が流れているこ とか ら,当 然,超 伝導状態 にある と認 め られ,そ うであれば,

「マイ スナー効果」 に よって,外 部磁 場 は遮蔽 され,超 伝導体 内部には外部磁界が

作用 しない と考 えるのが 自然 で ある。 したがって,本 願 明細書 に記載 されているよ

うな,「 常伝導ルー プを流れ る脈流が作 る外部磁界 に よって,超 伝導磁石のループ

を流れ る永久電流(輸 送 電流)を 構 成す る電子対 に ロー レンツ力が作用す る」 こ と

について,当 業者が理解 し,実 施で きる程度 に技術 常識 に基づ く裏付 けが なされて

い るとはい えない。

イ 本願 明細書 には,「 脈流の磁界 による ロー レンツ力 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。」(本

件補正 による段落 【0015】)と 記 載 されてお り,本 願発 明は,常 伝導ループの

磁 界 によって超伝導磁石 に働 く磁力 が,超 伝 導磁石 の磁 界 によって常伝導ループに

働 く磁 力 よ り小 さくな り,打 ち消 され ずに残 る常伝 導 コイル に働 く磁力 を推進力 と

して利 用す る もの と認 め られ る。



しか し,本 願 発 明の 「高周波超伝導 電磁エ ンジン」 は,超 伝導磁 石のル ープ と常

伝 導体か らなるルー プ とが互 いに固定 され てい るところ,刊 行物(岩 田章,佐 治吉

郎著 「超伝 導に よる電磁 推進の科学」,株 式会社朝倉書店,1991年2月20日,

甲4)に,「 電磁推進船 の場合は…超伝導 コイル ルー プ と海 水通電ループ の二つか

ら成 り立 ってい る。この二つのループ 間には…作用 ・反作用の法則 が成立 してい る。

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。」(26頁10行 ～19行)と 記載 され てい るよ うに,

仮 に,超 伝 導磁 石に働 く磁力が常伝導 ループ に働 く磁力 より小 さい として も,互 い

に固定 され た超伝 導磁 石 のループ と常伝導体か らな るループ間の力 は,作 用 ・反作

用 の法則 に よ りバ ランスす るこ とにな り,結 局,本 願発 明の 「高周波超伝導電磁エ

ンジン」 を動かす力 は発生 しない と考 えるのが 自然である。本願 明細書 に記載 され

た技術 的事項 に よって は,常 伝導 コイ ル に働 く磁 力が打ち消 されず に残 り,こ れ を

推進力 と して利 用で きる ことについて,当 業者 が理解 し実施で きる程度 に技術常識

に基づ く裏付 けが な され ている とはい えない。

(3)し たが って,本 願 明細書には,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 ているとい うこ とはで きないか ら,本 願発明について特

許 法36条4項1号 に違反す る とした審決の判断に誤 りはない ことにな る。

4し たがって,本 件 出願 は特許法36条4項1号 所 定の要件 を満 た さないか ら,

同法49条4号 によ り拒絶 され るべ きで あ り,こ れ を理 由の一つ として拒絶査定不

服 審判請求 を不成立 とした審決の結論 には誤 りはない。

原告 は,平 成21年10月19日 付 けの補正に関す る同法17条 の2第3項 違反

を指摘 した審決 の判断過程 について手続 の違法 を述べ るが,こ の主張は,上 記に従

って審決 の結論 を支持す る判断に影響 はない。 また,ホ ームペ ージ等に よる情報公

開につ いて主張す る部分 も,具 体的主 張ではないので失 当であ る。電話連 絡や審判

長 の交代 に関す る原 告 の主張 も,審 判 手続 の適 法性や審決の内容 に影響 を及ぼす も

の ではない。



第6結 論

以上 の とお り,本 件補正を却 下すべ きもの と した審決 の判断 は誤 りであるが,本

件 補正 の前後 において本願発 明の要 旨認 定 に変わ りはな く,そ の前後を通 じて本願

発 明は特許法36条4項1号 に違反 す るもので あるか ら,本 件 出願 を拒絶すべき と

した審決 は,そ の結論 において是認 す るこ とがで きる。

よって,原 告 の請求 を棄却す るこ ととして,主 文の とお り判決す る。
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