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イントロダクション 

(1) ロシアの法制度 

ロシア連邦は、大陸法系(大陸ローマ・ゲルマン法系ともいう)であり、これは、ロシアの

法体系全体が包括的な階層構造をなしていることを意味する。このような制度では、理論上、

立法機関(ロシア議会)で制定される制定法が主要な役割を果たしている。裁判所には、主に、

新たな行為規範を創りだす権限はなく、法律を解釈し、適用する権限が与えられている。た

だし、ロシアの最上位の司法機関は、現実には、裁判所の実務及び法解釈に関する一般原則

を詳細に生み出している。これが、下級裁判所を拘束し、それが法律の単純かつ字義どおり

の解釈の範囲を超えている場合もある。すなわち、最高司法機関は、既存の法律に基づき、

事実上新しいルールを形成していることになる。下級裁判所の判断がこの一般原則に適合し

ない場合、そのことは、上級審において、下級裁判所の判決を無条件に覆す根拠となる。 

法制度の中核には、ロシア連邦憲法があり、ロシアの法制度の基礎をなしている。連邦憲

法の下位法として連邦憲法的法律があり、これは、憲法で明確に定めた分野(例えば、国家商

事(仲裁)裁判所に関する連邦憲法的法律)などで採択されている。法律の最も一般的な法源は

連邦法であり、これは、憲法と連邦憲法的法律の両方の下位に位置する。各法典は、連邦法

に位置付けられ、(民事、刑事、租税等を含む)多くの法律分野で適用されている。 

ロシア連邦憲法第 71 条の下、連邦国家機関のみが民法を管轄する(すなわち、ロシア連邦

の下部機関には、民事規定が含まれる法律を制定する権限がない)。知的財産法は、民法の一

部を構成する。ロシア連邦民法は、私法のほとんどの側面を規律する制定法であり、ロシア

連邦民法第 IV 部は、知的財産権のみを扱っている。民法の構成は、典型的なローマ法のも

のであり、行為能力、私人に関わる法的事実及び人の類型などの問題、財産法、債権債務法

並びに他のあらゆる基本的問題が網羅された詳細な総則を備えている。債権債務の定義、債

務の履行が不十分な場合の法的責任、第三者による履行、債務の履行担保、契約を結び、修

正し、終了するための手続などに関連するものを含むロシア連邦民法の総則第 I 部の規定の

すべてが知的財産事項に適用される。ロシア連邦民法第 II 部は、売買、契約当事者の履行、

輸送など、特別な種類の債務について規定する。知的財産事項に関連して、第 II 部には、フ

ランチャイズ契約(「営業許可」)に関する非常に詳細な規定が盛り込まれている。さらに、

ロシア連邦民法第 III 部には、国際私法に関する規定が含まれ、したがって、これらの規定

も知的財産権と密接な関係にある。 
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ロシア連邦民法第 IV 部は、2008 年 1 月 1 日に発効した。これは、独自の広範かつ詳細な

総則を備え、一種の「法典内法典」として構成されている。この第 IV 部は、ロシアにおい

て保護される知的財産の対象、知的財産の対象のあらゆる権利者に付与される排他的権利の

説明、知的財産権の取得手続に関する共通の規定、存続期間、ロシアにおける外国人権利者

の権利の効力、登録手続、知的財産の対象を扱う契約の種類、ライセンス、担保及び移転(譲

渡)に関する一般的規定、知的財産権の保護、維持及び執行に関するルールなどを網羅してい

る。総則に続いて、特別な種類の知的財産の対象に関する章がある。 

「ロシア連邦民法第 IV 部の発効に関する」2006 年 12 月 18 日(改正)連邦法第 231 - FZ 号

も重要な文書である。この法律は、第 IV 部の規定が発効する日を定め、また、知的財産分

野のそれ以前のほぼすべての制定法の廃止について定める規定も含まれている。しかしなが

ら、同法は、過去に制定された一定の法律について、これに替わる法令が定められるまで、

その効力が持続すると定めている。例えば、使用者と従業者との契約において該当する規定

がない場合には、職務発明を実施する場合に従業者に支払われる報酬に関する旧ソビエト法

の規定が適用される。さらに、上記連邦法には、当時効力を有した法律に従って著作者(発明

者)、そして最初の権利者を決定しなければならないこと、すなわち、職務創作物が 2007 年

に成立した場合には、著作権に関する旧法の規定を適用しなければならないと明記している。 

また、ロシア連邦政府及び Rospatent の定める下位法も、知的財産に重要な役割を果たし

ている。この広範な一群の法律は、発明、実用新案及び意匠に関する特許付与並びに商標及

び原産地名称の登録を目的とする願書の提出、Rospatent による審査及び決定、国家登録が

可能なあらゆる対象について、知的財産の対象の国家登録の維持、変更手続等、それぞれに

特有な手続を含め、あらゆる点を詳しく網羅している。特許と商標に関係する手数料の納付

額について定める規則も存在する。その上、Rospatent は、十数点の内部通達を行っている

が、この内部通達は Rospatent の職員のみを拘束するとされる一方で、ガイドラインとして

の役割も果たしており、Rospatent との応答及び対応を効果的に行う上でこれを遵守するこ

とが極めて望ましいとされる。 

さらに、前述のように、ロシアの最高司法機関は、実務に関する一般原則を策定しており、

一般に下級審は、この原則に非常に厳密に従っている。2009 年 3 月 29 日、「ロシア連邦民

法第 VI 部の発効に伴う一定の問題に関する」ロシア連邦最高裁判所大法廷規則第 5 号及び

ロシア連邦最高仲裁裁判所大法廷規則第 29 号との共同規則も、知的財産事項に関する最高

裁判所の重要な文書である。この規則は、第 IV 部の適用に伴って知的財産法につき発生し
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た実務上の数多くの疑問点について明確にしている。グローバル化、そして国際条約への加

盟の進展に伴う法律のハーモナイゼーションに関連して、ロシアが、文学的及び美術的著作

物の保護に関するベルヌ条約(以下、ベルヌ条約)、工業所有権の保護に関するパリ条約(以下、

パリ条約)、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(ローマ条約)、衛

星により送信される番組伝送信号の伝達に関する条約(ブリュッセル条約)、オリンピック・

シンボルの保護に関するナイロビ条約、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者

の保護に関する条約(レコード保護条約)、商標法条約、特許手続上の微生物の寄託の国際的

承認に関するブダペスト条約、標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下、マドリッド協

定)、標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(以下、マドリッド議定書)、特許協力

条約(以下、PCT)、工業意匠の国際分類を設定するロカルノ協定、標章の登録のための商品

及びサービスの国際分類に関するニース協定、国際特許分類に関するストラスブール協定な

ど、知的財産事項を規律するほぼあらゆる国際条約の締約国である点に注意しなければなら

ない。 

またロシアは、近年、以下の協定を批准している。 

①著作権に関する世界知的所有権機関条約(WIPO 著作権条約)－2009 年 2 月 5 日 

②実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(WPPT)－2009 年 2 月 5 日 

③商標法に関するシンガポール条約－2009 年 12 月 18 日 

④特許法条約－2009 年 8 月 12 日 

他方で、ロシアは、標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定、意匠の国際登録

に関するヘーグ協定、原産地名称の保護及び国際登録に関するリスボン協定の締約国ではな

い。さらに、ロシアは、(実際には、その規定の多くに準拠しているものの)知的所有権の貿

易関連の側面に関する協定(以下、TRIPS 協定)の当事国ではないが、世界貿易機関(以下、

WTO)への加盟交渉は完了しており、2011 年 12 月 16 日には、付随する WTO 加盟議定書に

も署名し、現在は国内にて批准手続き中である。その点において、ロシアは、国際基準との

国内法のハーモナイゼーションを絶えず進めている。例えば、ロシア連邦民法第 IV 部を

TRIPS 協定と整合させるため、第 IV 部の一連の改正を 2010 年 10 月に行い、TRIPS 協定

の規定に基づき、知的財産権の制限に関する規則を含むロシア連邦民法第 1229 条(5)を改正

した。 

現在、民法全体の改正に向け、かなりの規模の包括的改正案が議論されており、近い将来、

法律として成立する可能性が高い。また、この包括的改正案には、未登録契約の法的位置付
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け、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)の責任、複雑な対象に関する規定、実用新

案の審査、オープンソース・ライセンスの導入その他の多くの問題を含む民法第 IV 部に対

する多数の改正が盛り込まれている。 

ロシアの法制度の特徴とは、要するに、若く、発展途上で、同国が市場経済に急速に移行

した過去 20 年の自国の経験と欧州の先進諸国の経験を組み合わせたものとなっている点で

ある。 

(2) ロシアの政府部門 

ロシア憲法によれば、政府の立法、行政及び司法部門はそれぞれ独立しており、三権分立

の原則に基づき、相互に作用している。 

ロシアの立法部門は、要するに、ロシア議会の 2 つの議院(国家院(下院)、連邦院(上院))で

構成される。議会の主な役割は、知的財産事項に関連する法律を含む法律を制定することで

ある。立法は、一般に次の経過をたどる。議会のそれぞれの議院が別々に会議を開く。法案

は、まず国家院に提出され、国家院は、法案を 3 回の読会において検討し、(通常の連邦法で

あれば)投票の単純多数決で法律を可決するか、法案を否決する。法律は、5 日以内に連邦院

に上程される。出席議員の単純過半数により可決した場合、また法案を 14 日以内に議決し

なかった場合は、連邦院が法案を承認したものと見なされる。連邦院が法案を否決した場合、

下院は、3 分の 2 以上により再可決することができる。法律は、議会通過後、5 日以内に大

統領に提出しなければならない。大統領は 14 日以内に法律に署名し、これを官報に掲載し

なければならない。大統領には、法案の成立に対する拒否権がある。議会は、両院それぞれ

の 3 分の 2 の可決により、大統領による拒否権を覆すことができる。 

大統領は国家元首であり、行政権を行使する機関がロシア政府である。①発明、実用新案、

意匠の特許出願、商標、サービスマーク、原産地名称、コンピュータ・プログラム、データ

ベース、集積回路の回路配置の登録出願の受理、審査、国家登録、登録情報の公開、②

Rospatent に登録した対象に関係する契約の登録、③特許弁護士の認証、を担当する

Rospatent を含め、すべての省庁、連邦機関及び外局は政府の監督下にある。商標に関する

あらゆる異議申立、特許無効の申立、Rospatent の専門家の決定に対する審判請求等を扱う

特許紛争審判室も、Rospatent の監督下にある。 

最高司法機関は、憲法裁判所、最高裁判所及び最高商事(仲裁)裁判所である。最高裁判所

と最高商事(仲裁)裁判所は、それぞれ普通裁判所制度と国家商事(仲裁)裁判所制度の頂点に立



12 

 

っている。普通裁判所は、当事者のいずれかが個人である場合の民事、刑事、および行政訴

訟を審理する。普通裁判所は、知的財産の対象の創作者や個人に帰属する権利の侵害に関す

る紛争を審理する。逆に、国家商事(仲裁)裁判所は、事業活動に関係するあらゆる事項を管

轄し、したがって紛争の参加者は主に法人と個人事業主である。商事(仲裁)裁判所制度は 4

審制を採用している。あらゆる事件について、第一審裁判所がまず判決を下す。第一審裁判

所の判決は、判決の申し渡しから 1 ヶ月以内に控訴裁判所に上訴することができる。控訴裁

判所の判決は、これを下した日に効力を生ずる。それにもかかわらず、これをさらに破毀裁

判所に上訴することができ、さらに破毀裁判所の決定を最高商事(仲裁)裁判所に上訴するこ

とができる。最高商事(仲裁)裁判所が審理する事件の数は、現実には極めて尐ない(1％未満)。 

今後、知的財産裁判所を設置することが決定されており、これについては本マニュアルの

該当する章で説明する。 

(3) ロシアの知的財産権法制  

a) 知的財産権法制  

 ロシア連邦憲法(第 44 条及び第 71 条(o)) 

 ロシア連邦民法(特に第 IV 部) 

 ロシア連邦刑法(第 146、147 及び 180 条) 

 ロシア連邦行政違反法(第 7.28、14.10 及び 14.33 条) 

 「競争の保護に関する」ロシア連邦法(第 14 条) 

 政府の政令と省庁の規則 

1991 年のソ連崩壊後に登場した知的財産分野における最近のロシア法は 1992 年から

1993 年にかけて制定された個別の法律により構成されている。これらの法律は、それから十

年後(2002～2004 年にかけて)に大幅に改正された。 

1992 年に制定されたロシアの知的財産法は、基本的にはパリ条約とベルヌ条約において想

定され、一般的に認められた原則に準拠している。ロシア知的財産法が 1995 年以降に改正

された主な理由は、ロシアが WTO に加盟するための必須条件として、国内法を国際基準、

特に TRIPS 協定の規定に適合させる必要があったためである。さらに、1992 年に旧法が制

定された後も他の理由から解消されなかった問題を解消し、これにロシアと海外との経済関

係の大きな変化を反映させるため、このような改正が必要であった。このため、特許法、商



13 

 

標法、著作権法その他の関係法令を 2002～2003 年に改正し、TRIPS 協定のほとんどの規定

が国内法に導入された。それ以降、ロシアの知的財産法は、特許、商標及び著作権保護の国

際的に認知された法的基準にほぼ沿っている。 

2002～2003 年に大幅改正された知的財産法とは別に、知的財産の模倣及び侵害に対処す

るため、刑法が改正され、それまでよりも厳格な罰則が導入された。2003 年に導入されたロ

シア連邦新行政違反法は、模倣者に対する厳格な制裁措置を定めている。さらに、2004 年に

導入されたロシア連邦新関税法では、「一定の物品について税関の取り得る措置」という特別

な章を設け、国境を越える取引において税関当局が取り得る知的財産権保護措置(水際対策)

に関する規定を扱っている。法律の規定に基づき、税関当局には、知的財産権保護に関係す

る権限、すなわち、(商標権者又は著作権者の要求により記載する)税関登録簿に記載された

知的財産権を含む物品の通関を停止する権限が与えられている。商標又は著作権の対象が登

録されている場合には、侵害者の取締りをかなり効率的に行うことができる。 

ロシアの知的財産法を巡るもう 1 つの大きな改革は、2006 年に行われた。それまでの改正

とは異なり、議会は今回、包括的な文書を作成し、すべての知的財産法をロシア連邦民法第

IV 部にまとめる道を選択した。民法第 IV 部は、2008 年 1 月 1 日に施行された。民法第 IV

部が発効した日から、知的財産に関する特別法がすべて効力を失った。したがって、2008

年 1 月 1 日から、ロシアの法的枠組み内における知的財産法令の位置付けが高まった。 

知的財産法を民法第 IV 部に単に機械的にまとめたわけではない。民法第 IV 部は、8 つの

章(69～77 章)で構成され、これには 327 の条文(第 1225～1551 条)が含まれている。第 69

章には、あらゆる知的財産権に共通する規定が盛り込まれている。さらに、基本的には旧特

別法を再録した章もある。それぞれの章は、各知的財産権に対応し、該当する知的財産権保

護を高めるための多くの新しい規定が含まれている。第 70 及び 71 章には、著作権及び著作

隣接権保護に関する規定が含まれている。第 72 章は、(発明、実用新案、意匠の)特許権保護

に充てられている。第 73 章では、「選択交配の成果」、つまり、植物品種及び動物種の保護

を扱っている。集積回路の回路配置保護の規定は、民法の第 74 章に含まれている。第 75 章

は、営業秘密(ノウハウ)に充てられている。社名、取引上の表示(商号)、商標、サービスマー

ク及び原産地名称の保護は、民法第 76 章により規律される。最後に、第 77 章は、ロシア法

でこれまで扱っていなかった「集積技術(integrated technology)」と呼ばれる対象に充てら

れている。集積技術の定義は、やや漠然としており、これには、科学技術活動の結果として、

客観的な形で表される対象であり、民生又は軍事分野における特別な実用的活動の技術基盤
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となり得る発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム及び保護され得るその他の知

的活動の成果の組み合わせが含まれる。第 77 章の規定は、国家予算を利用又はこれが関与

する形で創作された、民生技術、軍事技術、特殊技術又は複数目的で利用可能な技術に対す

る権利に関係にする事項に適用される。 

b) 知的財産問題を担当する政府機関 

 Rospatent(発明、実用新案、意匠、商標、原産地名称、コンピュータ・プログラム、

データベース、回路配置に関する権利の国家登録) 

 文化省(著作権及び著作隣接権事項に関する国家政策) 

 農業省(選択交配 - 新しい植物品種及び動物種の国家登録) 

 連邦反独占庁(知的財産権に関係する不正競争の抑制) 

 連邦税関庁(国境における侵害防止) 

 内務省(国内における侵害の防止) 

 国防省、内務省、保健省、産業貿易省、連邦保安局、国家原子力エネルギー公社(秘

密発明の出願審査) 

(4) 特許及び商標弁護士  

外国人がロシアにおいて特許及び商標保護を受けるためには、ロシア特許弁護士を

Rospatent に対する代理人に任命しなければならない。ロシアでは、「特許弁護士に関する」

法律が 2009 年 3 月 31 日に施行された。同法は、ロシア領内における特許弁護士の職業的活

動に伴う関係を規律し、特許弁護士の資格要件を定め、特許弁護士の認定及び登録手続を定

め、また特許弁護士の権利、責任、及びその法律責任を定めている。 

同法は特に、ロシアの特許弁護士が、Rospatent の対応する登録簿に登録された個人でな

ければならないと規定する。特許弁護士は、ロシア連邦に居住するロシア国民であって高等

教育の学位を取得し、知的財産分野において 4 年以上の実務経験を有する者でなければなら

ないとされる。候補者は、Rospatent の試験に合格し、したがってロシア特許弁護士として

登録される権利を取得する必要がある。現時点では、約 1400 名の特許弁護士が Rospatent

の登録簿に登録されている。これらの者は、独立開業であっても契約による従業者であって

もよい。さらに、法は、特許弁護士が組合や自主管理組織を設立することも認めている。し

かしながら、ロシアの特許弁護士として営業する上では、このような組合や組織に加入して

いる必要はない。 
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法によれば、「特許弁護士」の肩書きを利用できるのは、実務に実際に従事する者、そうし

た者の使用者並びに特許弁護士の職業団体や自主管理組織団体のみであるとされる。 

法は、特許弁護士の活動に関連するサービスを提供する(業務を遂行する)契約を依頼人と

結んでいる特許弁護士及びその使用者に対し、契約を履行する過程で得た情報の機密を保持

し、依頼人の書面による同意を得ることなく、依頼人から受け取った文書に含まれる情報を

漏えいしないよう義務づけている。特許弁護士は、法の規定に従い、依頼人が発行した委任

状(公証する必要はない)にもとづいて Rospatent に対して依頼人の利益を代理する。 

法は、依頼人の指示を受ける資格が特許弁護士にない場合について説明している。すなわ

ち、弁護士が、(特許弁護士資格を取得する前の) Rospatent における在職期間中に、依頼人

の指示する対象である事件を審査していた場合、又は、その者が既に依頼人の利益と反する

者の相談を受けていたか、これを代理していた場合である。ただし、両当事者がこれについ

て合意した場合を除く。 

法は、特許弁護士がロシア法に反する活動をした場合に依頼人が特許弁護士に対する苦情

を上訴委員会に申し立てることができると定めている。上訴委員会は、苦情を検討した上で、

特許弁護士に通知を行うか、又は特許弁護士の資格の最高で 1 年間の停止又は特許弁護士の

最高で 3年間の前記登録簿からの除名を請求する訴訟を裁判所に提起するよう Rospatent に

助言できる。さらに、法は、特許弁護士が、依頼人に生じた損害について、ロシア法に基づ

き、その規定に従った責任を負うと規定する。 

Rospatent に登録されている特許弁護士のリストはオンラインで入手可能である

(http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm)。 

(5) IPR 情報 

Rospatent は、ロシアにおける登録活動の統計データを年次報告書に掲載している

(http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm)。 

http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm
http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm
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