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IDSは、「重要と認識している」 
情報を提出する義務 

37CFR1.56
… a duty to disclose to the Office all 
information known to that individual to be 
material to patentability…

 

拒絶理由通知や意見書に記載された、先行技術の説明個
所は、「重要と認識している」ので注意が必要。
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IDS違反は、 
２つの要素で判断される 

(1) 情報の重要性 (materiality)

 

(2) 欺く意図の程度 (intent)
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不公正行為があったと認定されると、
何れのクレームも、権利行使不能になる。

37 CFR §1.56(a)
 
  “… no patent will be granted on an application in 
connection with which fraud on the Office was 
practiced or attempted or the duty of disclosure was 
violated through bad faith or intentional misconduct.“
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非英語文献については、
下記の２つを提出する義務がある。

 

37 CFR 1.98(a)
 

１．文献の関連性についての「簡潔な説明」

２．全文訳または部分訳 （入手可能な場合） 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１．文献の関連性についての「簡潔な説明」
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英文要約は「簡潔な説明」要件を満たさな
い場合がある

⇒ ご提案：　英文要約には頼らない

MPEP609.04(a)(III)
Submission of an English language　

abstract of a reference may fulfill the 
requirement for a concise explanation.

（英文要約の提出が簡潔な説明の要件を満たす場合も
ある。）
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文献のCompleteな訳を提出すると簡潔な説明不要

⇒ ご提案:　機械訳も対応英語出願も、Completeか
　　　　　  不明確なので、簡潔な説明を常に出す

MPEP609.04(a)(III)
If a complete translation of the 

information into English is submitted 
with the non-English language 
information, no concise explanation is 
required. 
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調査報告／OAの翻訳は「簡潔な説明」 要件を満たす

⇒ ご提案:　OAの機械翻訳を常に提出する

　∵ OAには最も重要な部分が記載されている。

 　　 この部分を出願人が認識していたことも明らか。

　　  機械翻訳の品質が、従前と比較して大幅に高まった。

　　  安価

MPEP609.04(a)(III)
Submission of an English-language version of a 

foreign search report or action which indicates the 
degree of relevance found by the foreign office can 
satisfy the requirement for a concise explanation.
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２．全文訳または部分訳 （入手可能な場合） 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「全文訳」を入手できる (readily available) 場合は、 
 提出しなくてはならない 
 
⇒ ご提案:　機械翻訳が入手可能なら常に提出する 

37CFR1.98(a)(3)(ii)
Any IDS shall include: 

 A copy of the translation if a written 
　　English-language translation…, or portion
　　thereof, is within the possession, custody,
　　or control of, or is readily available to any 
　　individual…
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引用文献の対応英語出願が「引用文献の翻訳なら」 
それを翻訳文として提出しても良い 
 
⇒ ご提案： 対応英語出願は、機械翻訳が入手不能 
　　　　　　　 な場合の代替手段としてのみ使う。 
 

MPEP609.04(a)(III)
An English-language equivalent application 

may be submitted to fulfill  this requirement 
if it is, in fact, a translation of a foreign 
language application being listed in an IDS.
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文献やOAの人間翻訳は必要か？

SEL判決（SEL v. Samsung, Fed. Cir. 2000）では、「簡潔な
説明」 要件を満たさなかったために、特許権行使不
能となった。

リスクとコストのバランスを図ったうえで、何を翻訳する
か検討する必要がある。
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SEL v. Samsung Electronics で、 
SELがＩＤＳ義務違反と判断された背景 

SELはIDSとして、下記を提出した。
　　①日本での引例（キャノン公報：日本語：２９ページ）
　　②その「簡潔な説明」
　　③１ページ分の「部分訳」
②と③には、最も重要な情報が含まれていなかった。
 
発明者が、下記を知っていたと認定された。
　　①引例公報には重要情報が含まれていたこと、
　　②部分訳にはその情報が含まれていなかったこと、
　　③完全な翻訳は特許成立の可能性を低くすること
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提出した「簡潔な説明」と「部分訳」には、 
最も重要な部分が含まれていない 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SEL敗訴には特殊事情があり、 
常に人間訳が必要とはいえない 

1.「簡潔な説明」および「部分訳」に、重要情報が含まれていな 
かった理由が十分に説明されなかった。

 
2.「部分訳」は、他の出願から流用したものだった。
 
3.発明者の山崎博士は、物理学者、SEL社長、かつ多くの特許の 

発明者であり、出願手続きにも深く関与していたので、引用 
文献の重要部分がどこかを理解していたはずと判断された。

 
4.山崎博士は代理人弁護士を、重要先行技術を特許庁に提出し 

ようとしたことを理由に解任していた。 
 

→　不公正行為を働いたと判断された。
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LNP v. Miller では、部分訳すら提出し
てないが、義務違反とされていない 

LNP Engineering Plastics v. Miller Waste Mills (Fed. Cir. 2001) 

 

・対応日本出願で日本公報（‘７１４）が引用。

・’７１４に関連する’７１５をIDS提出。

・’７１４の部分訳を作成したが、’715と重複する 

(cumulative)という理由で提出しなかった。

・弁護士が’714は’715と重複すると誤って判断した。

 

→　特許庁を欺く意図は無かった、と認定された。
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ご提案： 文献やOAの人間訳を提出しない 

・理由：　 

１．機械訳に依れば、全文の訳文がだされるので、重要部
分を抜かした部分訳を提出したSELと異なり、欺く意図を
立証しにくい 

 

２．Completeな文献訳があれば、簡潔な説明が不要にもか
かわらず、文献全文訳に加えて、OA訳まで提出すること
で、欺く意図の立証はさらに困難になる 

 

３．極めて安価 

　　人間訳は高価だが、OA応答にさえ不要な場合が多い 

18


