ある特許実務者同士の会話。。。

あー！ また、米国で拒絶理由をもらっちゃたよ～。

どんな拒絶理由？

クレームの構成が図面に表れていないんだって。
そんなこと知らないよ～。
それは、37 CFRの1.83(a) だね。
これって、米国じゃ当たり前のルールだよ。

でも、日本にはないルールだよね。

そうだけど、米国に出願するんだったら、
知っとかなきゃね。

具体的には、どうすればよかったの？

この手のルールは、外国出願した後じゃ手遅れだから、
日本出願の明細書作成のときに仕込んでおくんだよ。

こんなルールって、他の国にもあるんじゃないの？

そのとおり。
外国には、日本でＯＫでも、認められない明細書の記載が
いっぱいあるんだよ。

えー。でも、そんなのいちいち調べられないよ。

そんな悩みを解決してくれるのがレクシアなんだよ。
レクシアの機械・電気部門では、日本ではＯＫだけど、外国では
禁止されている記載のセミナーをしているよ。

それって、誰でも参加できるの？

これから、名古屋でセミナーをするみたいだから、
早めに、申し込んどいた方がいいよ。大阪じゃ、すぐに満席に
なったらしいからね。

ありがとう。それじゃ、早速、申し込むよ。

あらためまして、レクシア特許法律事務所です。

上記の特許実務者同士の会話のように、

日本では OK なのに、、、、、
外国では絶対に禁止されている
明細書の記載が結構あることを
ご存じですか？
↓

これを知らないと、
これを知らないと、残念ながら
外国出願で手遅れになることも。。
。＿|￣|○
。
↓

このようなことが生じる理由の１つとして、日本の明細
書の記載には、特許法３６条、わずかな審査基準などの
書の記載には、特許法３６条、わずかな審査基準などの
最低限のルールしかなく、特に、外国で通用しないこと
最低限のルールしかなく、特に、外国で通用しないこと
により禁止
により禁止された
禁止されたルールが
されたルールが、日本の実務にほとんど
ルールが、日本の実務にほとんどない
、日本の実務にほとんどない
ことが挙げられます
ことが挙げられます。
が挙げられます。
↓

また、このような、わずかしか
また、このような、わずかしかルールがない状況では、
、わずかしかルールがない状況では、
明細書の記載の
明細書の記載の大部分が記載する者の裁量に委ねられて
記載の大部分が記載する者の裁量に委ねられて
います。そのため、根拠のないローカルルール
います。そのため、根拠のないローカルルールによる記
根拠のないローカルルールによる記
載が当たり前のように使用されています。
が当たり前のように使用されています。
↓
例えば、、
、、
、
■請求項に、「～を特徴とする＊＊」という記載が当たり前のように
「～を特徴とする＊＊」という記載が当たり前のようになさ
当たり前のようになさ
れています
ています。
ます。
→「特徴とする」には全く
全く意味がありません。
意味がありません。翻訳によっては外国で問
翻訳によっては外国で問
「特徴とする」には全く意味がありません
題になることがあります。

■明細書の「課題を解決するための
明細書の「課題を解決するための手段」の項に「請求項＊の～」と
ための手段」の項に「請求項＊の～」と記載
手段」の項に「請求項＊の～」と記載
している明細書が散見されます
している明細書が散見されます。
が散見されます。
→中国で拒絶されます。
中国で拒絶されます。
■嵌合、枢着などのいわゆる特許用語が日常的に使われています。
嵌合、枢着などのいわゆる特許用語が日常的に使われています。
→特許用語は一般的な辞書には載っておらず、日本の訴訟において、そ
→特許用語は一般的な辞書には載っておらず、日本の訴訟において、そ
の解釈が争点になることがあります。また、外国での出願時には、翻訳
で問題になることがあります。
↓
このように、日本の明細書の中には
このように、日本の明細書の中には、
日本の明細書の中には、ルールがわずかしかないことをいい
ことに、脈々と受け継がれた
脈々と受け継がれた法的に根拠のない記載が多く
法的に根拠のない記載が多く、
多く、上記のように、
外国出願だけではなく、日本の権利行使時においても、問題を引き起こし
やすくなります。
↓
審査基準には、わずか３つの要件しか
例えば、日本の分割出願について、審査基準には、
審査基準には、
わずか３つの要件しか
例えば、日本の分割出願について、
記載されておらず、
記載されておらず、実体的要件を満たすための具体的な記載方法は全く記
載されておりません。そのため、
載されておりません。そのため、訴訟において
そのため、訴訟においては
訴訟においては、実体的要件違反が争点
になることが多々ありましたので、弊所では、
になることが多々ありましたので、弊所では、先般
弊所では、先般、訴訟
先般、訴訟や外国実務
、訴訟や外国実務を分
や外国実務を分
析した分割出願のセミナーを開催しました。
↓
上記のように、日本の明細書の記載には、法的な記載のルールがわずかし
かありませんが、日本での権利行使、外国出願を考慮すると、少なくとも
かありませんが、日本での権利行使、外国出願を考慮すると、少なくとも
裁判例、外国の法制などの客観性のある法的なルール
客観性のある法的なルールを参酌した
を参酌した
上で、明細書を作成しなければなりません。
上で、明細書を作成しなければなりません。

そこで、
レクシアの特許
レクシアの特許 機械・電気部門では、
このような旧態依然たる特許実務に立ち向かい、これまでの多数
の訴訟経験、及び外国出願に関する多くの知見をもとに、日本の
訴訟、外国出願で耐え得る明細書を作成するため、

「ローカルルールで記載された明細書は
ローカルルールで記載された明細書はもう
明細書はもういらない
もういらない！
いらない！
法的根拠のある明細書の作成セミナー 機械・電気編」
機械・電気編」
を全６回に亘って開催することといたしました
全６回に亘って開催することといたしました！！！
開催することといたしました！！！

講師：レクシア特許法律事務所 弁理士 立花 顕治

■第１回 記載に法的根拠のある明細書の作成のために検討すべきこと
第１回は、全６回のセミナーの基盤となるお話しをします。まず、法的根拠のない
ローカルルールがもたらす弊害を説明します。そして、訴訟、外国出願において必要
なのに、日本の実務において決まりのない事項を説明し、その上で、また、参酌すべ
き国内外の法の概要と明細書反映へのポイントの概要を説明します。さらに、国内出
願から外国出願への展開のスキームを説明します。

■第２回 日本ではＯＫなのに、外国で絶対に禁止されている明細書の記載
日本ではＯＫなのに、外国で絶対に禁止されている明細書の記載
明細書で根拠のない記載をすることによって顕在化する問題の中で、最も大きいの
が、外国の実務に対応していない可能性があることです。つまり、日本では、ＯＫの
記載なのに外国では禁止されているルールがたくさんあります。そして、外国のルー
ルに対応していなければ、外国出願されたときに、当然に拒絶され、コスト及び時間
が無駄になります。
このような外国のルールは、大半が、国内明細書を作成するときに対応可能です。
ものすごいテクニックやスキルが必要ではありません。本当に、知っているか、知ら
ないかだけの差になります。
第２回のセミナーでは、米欧中に出願するに当たって、日本ではＯＫなのに、これ
らの国で禁止されている、あるいは、これらの国の実務にそぐわないルールを多数、
列挙していきます。

■第３回

訴訟で絶対に攻撃される明確性違反のポイント

■第４回

国内、外国で使える、方法特許の記載

■第５回

訴訟に耐えうる機能的記載

■第６回

機械・電気系のための数値限定発明

(8 月開催予定)

(10 月開催予定)

(12 月開催予定)

(2 月開催予定)

（開催時期、題目、内容、開催順序は変更になることがあります）

今回、名古屋
今回、名古屋にて
名古屋にて、上記
にて、上記第１回、第２回をまとめ
、上記第１回、第２回をまとめたセミナーを
第１回、第２回をまとめたセミナーを
2016 年 7 月 14 日(木) 13：
13：30～16:45
16:45 に、開催します。
場所は、TKP
場所は、TKP ガーデンシティ名古屋
ガーデンシティ名古屋新幹線口
名古屋新幹線口 ４階です。
なお、第１回、第２回は、それぞれ６月中に大阪での開催が決まっていますが、満席
のため、すでに締め切っています。

↓↓↓ 申し込みは、次ページにて
申し込みは、次ページにて ↓↓↓

名古屋セミナーのお申込みについて
名古屋セミナーのお申込みについて
【開催日・申込締切日】
2016
日（木
201
6 年 7 月 14 日（
木）／ 2016
2016 年 7 月 7 日（水）申込締切

【定員】

20 名 (企業の知財関係者対象)
【セミナー申込方法】
以下の事項を記載の上、電子メール
電子メールにてお申し込みください。
電子メール
メール送信先：patent
patentme@lexiaメール送信先：
patent
-me@lexia
-ip.jp
参加費は無料です。但し、今回は定員が少ないため、
。但し、今回は定員が少ないため、１社あたりの参加者を
参加費は無料です
。但し、今回は定員が少ないため、
１社あたりの参加者を 2 名に限定
させて頂きます。
紹介者 ≪ご紹介を受けられた場合にのみご記入下さい≫

会社名

住
T

所
E

参加者

〒
L

F A X
[氏名]

参加者 [氏名]

[部署名]

[部署名]

[役職]

[役職]

[e-mail]

[e-mail]

応募が多数の場合には、応募の前後にかかわらず、
応募の前後にかかわらず、お断りさせて頂くことがございま
応募の前後にかかわらず、
すので、予めご了承下さい。お断りさせて頂く場合には、その旨ご連絡いたしますが、
応募受付の場合には、弊所からは特にご連絡いたしませんので、当日、お越し下さい。

【お問合せ】
レクシア特許法律事務所 機械・電気部門
E-mail: patent-me@lexia-ip.jp
【参加費】無料
【会場】
ＴＫＰガーデンシティ
ガーデンシティ名古屋
名古屋新幹線口
ＴＫＰ
ガーデンシティ
名古屋
新幹線口
カンファレンスルーム ４Ｂ
【アクセス】
JR 名古屋駅太閤通口から徒歩約１分
詳細は下記 URL をご参照下さい。
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-nagoya-shinkansenguchi/access/

↓↓レクシア
↓↓レクシア特許法律事務所
レクシア特許法律事務所 特許部門の説明は、次ページにて↓↓

レクシアは、経験豊富な弁護士、弁理士が所属する総合知財事務所です。

出願、契約書、訴訟、外国案件などなど・・・。
別々の事務所に、いちいち依頼するのはしんどい。その手間をなくします！

特許に関するあらゆる問題を

１つの窓口で対応いたします
レクシア特許法律事務所 特許関連業務編

特許出願をしたい
特許出願をしたい
所属弁理士は、多数の訴訟、当事者系審判の経験を有しておりますので、それらを
通じて得た知見に基づき、権利行使できる明細書を作成いたします。

外国出願をしたい
国内出願の段階から外国出願を見据えた明細書を作成し、外国の実務に通用する出
願及び中間対応をいたします。

鑑定書を作成してほしい
弊所では、訴訟等の当事者系の種々の手続きのみならず、多数の鑑定書を作成して
まいりました。特許の有効性の判断や属否の判断を、弁理士のみならず、弁護士も交
えて行います。

特許無効審判をしたい
特許無効審判をしたい
弊所設立以来、特許無効審判を 10 件以上受任しておりますが、弊所設立以来５年間
無敗です。無効審判は、審判長によって、口頭審理などの手続が相違します。弊所で
は、種々のタイプの無効審判に対応してまいりましたので、その経験を生かして、勝
つための方策を提案いたします。

特許異議申立をしたい
特許異議申立をしたい
上記のように、弊所では多数の無効審判の経験があり、昨年４月から開始した特許
異議申立についても、既に 15 件以上の案件を受任させていただいております。その経
験を生かして、申立人、被申立人のいずれの立場であっても勝つための方策を提案い
たします。

審決取消訴訟をしたい
審決取消訴訟は、弁理士のみでも代理することができますが、弊所では、所属弁護
士、弁理士が一体となって、対応いたします。訴訟経験豊富な弁護士が入ることで、
裁判官にアピールできる書面を作成いたします。ちなみに、設立以来、全件勝訴の実
績を誇っております。

侵害訴訟をしたい
弊所設立以来５年間で３５件（内、海外訴訟１１件）の特許侵害訴訟を受任してお
1

り、日本においてトップクラスの受任件数を誇っています。経験豊富な弁護士、弁理
士が一体となって、侵害品の分析、警告状の送付から、訴訟に至るまで、一貫して対
応いたします。
海外訴訟で戦いたい
上記のように海外訴訟にも多く携わっているニューヨーク州弁護士資格を有する弁
護士、及び米国パテントエージェント資格(2005 Limited Recognition)を有した弁理
士が対応いたします。ご希望に応じて、海外代理人の選定から、現地の訴訟手続への
同行まで、全てカスタマイズされたサービスのご提供が可能です。

知財に関する情報が欲しい
知財に関する情報が欲しい
弊所では、セミナー情報など、種々の知財に関するセミナーを開催しております。
単なる制度説明ではなく、弊所の弁護士・弁理士自身が聞きたいと思うテーマを厳選
しています。また、社内セミナーも多数承っており、クライアント様のニーズに応じ
たセミナーを開催することもできます。

機械・電気系特許のご相談は、こちらの連絡先にご連絡ください。
機械・電気系特許のご相談は、こちらの連絡先にご連絡ください。

Phone:

06-6448-7777

Email: patent-me@lexia-ip.jp
〒530530-0005
大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階
Phone: 0606-64486448-7777 / Fax: 0606-64486448-7766

レクシア特許法律事務所
機械・
機械・電気部門
弁理士 立花顕治
弁理士 山下未知子
弁理士 桝田剛
弁理士 本田恵
化学・
化学・バイオ部門
弁理士 田中順也
弁理士 水谷馨也
弁理士 塚本真由子
塚本真由子

法律部門
弁護士・弁理士 山田威一郎
弁護士・NY
弁護士・NY 州弁護士 中村小裕
弁護士・薬剤師 松本響子

意匠・商標部門
弁理士 松井 宏記
弁理士 田中 景子
弁理士 宗助 智左子
2

レクシアの
レクシアの弁理士・
弁理士・弁護士がこれまでに
弁護士がこれまでに執筆
がこれまでに執筆した
執筆した書籍
した書籍
(共著を含む)

レクシアでは、知財に関する多くの分野で執筆活動を行っています。また、書籍のみ
ならず、多数の論説も寄稿しております。

↓↓レクシアセミナー登録のご案内は、次ページ↓↓
3

レクシアセミナー登録のご案内
レクシア特許法律事務所では、設立以来、知財法務に関する情報発信を続
けており、5
けており、5 年間で 36 回のセミナーを開催してきました。
そして、今年に入ってからは、メールセミナーも行っており、レクシアセ
ミナー登録をしていただいている皆様に配信しております。
現在配信中のメールセミナーは、以下の２つです。
・知らないと怖い外国出願の実務
http://www.gaikokusyutsugan.jp/samples/sample_g.html
・訴訟から学ぶ明細書の作成 −機械・電気編−
機械・電気編−
http://www.gaikokusyutsugan.jp/samples/sample_s.html
できるだけ、書籍などにあまり記載のない内容を厳選してお届けしております。
サンプルのリンクを貼りましたので、是非ご覧ください。
配信は、一月に数回、多いときは、週２回配信することもあります。
また、レクシアセミナー登録をして頂いた方のみに、非公開セミナーのご案内
も差し上げております。
も差し上げております。
最近募集した下記のセミナーは、おかげさまで約半日で満席になりました。
http://www.gaikokusyutsugan.jp/seminar/37th_seminar.pdf
上記メールセミナーを含めたレクシアからのご案内は、現在、約 1700 名の知財・
法務関係者に配信させていただいております。
登録をご希望の皆様は、以下の事項を記載の上、
以下の事項を記載の上、seminar@lexiaseminar@lexia-ip.jp までメー
ルにてご連絡下さい(
ルにてご連絡下さい(企業知財関係者対象)
企業知財関係者対象)。
(1)
(2)
(3)
(4)

氏名
会社名
部署名
メールアドレス

皆様のご登録をお待ちしております。
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