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はじめに 

 

 

 我が国と諸外国との経済的相互依存関係が深まる中で、今後とも我が国企業の海外進

出、事業展開のより一層の拡大が見込まれます。今後、我が国企業が諸外国で事業を展

開していく前提として、国内のみならず進出先においても商標・意匠・特許等の知的財

産権が適切に保護されることが不可欠となっています。 

 

 開発途上国における知的財産権制度は WTO･TRIPS 協定の成立、APEC の進展などを受

けて近年急速に整備されています。しかし、未だに不備な部分を残しており、また制度

が存在していても運用面、特にエンフォースメントが適切になされていないため、進出

先で知的財産権保護とそれにより生じる収益の回収が十分になされていない状況がみ

られます。 

 

 特に、アジア太平洋地域においては、商標・意匠を中心にして、我が国企業の製品に

対する模倣が相当程度増加しつつあり、我が国企業の真正商品のマーケットシェアおよ

び企業のイメージに悪影響を及ぼしています。 

 

 このような状況下、ジェトロでは、平成 9年度より特許庁委託事業として、海外にお

ける我が国企業の知的財産権保護に関する各種事業を実施しております。 

 

 ここに本事業において収集した情報を基に、「模倣対策マニュアル ロシア編」を作

成しましたのでお届けします。また、ジェトロホームページにおいても同情報をご覧頂

くことが可能です（http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html）。本事業及

び本書が皆様のお役に立てば幸いです。 

 

2012年 3月 

日本貿易振興機構 

進出企業支援・知的財産部  

                                                                   知的財産課 

http://www.jetro.go.jp/theme/ip/data/manual.html
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エグゼクティブ･サマリー 

(1) 概要 

ロシアは、1991 年に始まった市場経済への移行から数年を経て、安全かつ安定した市場経

済を構築し、2008～2009 年の世界経済危機を無事に切り抜け、成長を続けている。ロシア

は、世界の国々の中でも、経済成長率の加速が著しい BRICs 諸国の一つである。ロシアの経

済成長率は 2010 年と 2011 年で約 4％であり、2012 年は 3.7％になると予想される。ロシア

経済は、あらゆる種類の製品の膨大な量の輸入を賄える構造になっている。ロシア市場は技

術や工業製品を現在も熱心に吸収している。これは他の先進国からロシアを区別するロシア

経済の特徴となっている。日本は、東アジアにおけるロシアの隣国である。日本は、世界で

主導的な地位を占め、海外市場を必要としている。ロシアは、日本の専門的知識と製品を媒

介する上で極めて好適な拠点となり得る。日本は、あらゆる種類の製品をロシアに輸出して

いる。これには、自動車、ビデオ、写真機器、道路建設機械、鉄鋼作業工作機械、化学薬品、

化粧品及び他の多くの製品が含まれる。 

こうしたあらゆる製品には知的財産権が存在するが、これを保護する必要があることは、

証明する必要のない自明の真理である。本マニュアルでは、ロシアの知的財産について包括

的に解説している。本書は、基本的には、概要、特許、商標、著作権及びエンフォースメン

トで構成されており、原産地名称やドメイン名などの付随的問題についても言及している。 

(2) ロシアの知的財産権保護制度  

本マニュアルの第一章は、ロシアの法制度について説明している。この章の内容から、読

者は、ロシアの法制度がどのように構成され、また、現代ロシアにおける法体系の源泉が何

であるかを理解することができる。新たな市場経済は、90 年代以前に存在していたものとあ

まりにも異なっているため、旧ソ連の法律が役に立たないことは当然である。ロシアの法制

度は、多数の法令で構成されている。そのいくつかは完全に知的財産のみを対象としており、

他の法令にも、基本的には他の事項について規定することを意図しつつ、知的財産に関する

特別な規定を備えるものがある。ロシア民法は、この法体系の中で非常に特異な位置を占め

ている。民法は、一方において、ロシアにおけるあらゆる経済関係について規定する一般法

である。他方で、民法には、知的財産に完全に特化し、知的財産に関係する基本的かつ最も

重要な文書である特別な第 IV 部が収録された。法体系全体においてその重要性が際立つ民
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法に法律の特定分野をそのまま含めることは実際には異例の扱いである。 

ところで、法律を起草する政府当局と、法律を適用する他の政府当局が存在する。本マニ

ュアルでは、知的財産に関係する政府当局にのみ焦点を当てている。これは、ロシア連邦知

的財産特許商標庁(以下、Rospatent)、警察、税関などである。また、ロシアの法制度内にお

いて独立した組織である裁判所についても説明している。 

ロシアは国際社会の一部を構成し、従ってマニュアルでは、国内法について説明するのみ

ならず、ロシアが当事国である国際協定についても詳細に検討している。 

さらに、本マニュアルではロシアの特許制度の特徴を説明している。ロシアにおいて付与

される特許は、国内特許、又はユーラシア特許庁(EAPO)が付与するユーラシア特許である。

双方の要件はかなり似ているが、注意すべき違いもあり、その点についてマニュアルに詳細

に記載している。 

ロシアには、発達した特許制度が存在する。発明は何年も前から存在し、政治体制による

影響を受けてなかったため、ロシアの発明に関係する規制システムの水準は高い。本マニュ

アルでは、発明とは何か、発明が特許性を備えるための要件とは何か、また誰が特許を出願

できるかについて説明している。特許可能な対象というものがあり、また、技術的解決方法

が、発明、実用新案又は意匠として認められるための要件も存在する。 

特許出願後に方式審査と実体審査が行われる。審査の結果は同じ(できれば、特許の付与)

であっても、それぞれの開示方法には特有の違いがある。本マニュアルのこの部分は、出願

人の主張する発明を開示すべき方法、出願に必要な書類について説明しているため、出願人

にとっておそらく特に重要な内容であろう。また、特許性の基準について説明し、出願が審

査手続を通過するのに必要な注意点についても説明している。審査は比較的短期間で行われ

るものの、特許が付与されるまでに、紆余曲折を経る場合もある。本マニュアルは、出願人

にどのような対応が期待されるのかについても説明している。 

本マニュアルでは、特許が付与された後にその所有者に生まれがちな、自分がどのような

権利を取得したのか、権利の範囲及び実施への制限が何か、譲渡及び実施許諾を含め、自分

の権利をどのように処分してもよいのか、といった疑問点について説明している。 

ロシアには独特な異議申立制度がある。異議申立を Rospatent に提出する国々もあれば、

裁判所に提出する国々もある。ロシアにおける異議申立の管轄機関は、特許紛争審判室(CPD)

であり、Rospatent の枠組内に設置されてはいるものの、独立した機関である。 

さらに本マニュアルは、ユーラシア特許制度について説明している。ユーラシア特許制度
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は、広域的制度であり、いくつかの点において欧州特許制度に類似している。ユーラシア特

許制度には多数の旧ソ連を構成していた共和国が参加している。ユーラシア特許庁の審査に

より統一特許を取得することができるが、その点においてユーラシア特許は欧州特許よりも

有利な立場にある。欧州特許では、各国の言語要件が障害になっているのに対し、ユーラシ

ア特許はロシア語の特許であり、翻訳が必要とされないため、非常に魅力的な広域特許とな

っている。 

本マニュアルでは、ユーラシア特許について、ロシア国内特許についてと同様に、その長

所と短所も交えて、詳しく説明しており、これにより、出願人は、あらゆる手続上の詳細及

びそれぞれの取得に要する費用を検討した上で選択すべきルートについて明確な見通しを得

ることができる。 

本マニュアルでは、ユーラシア特許について説明した後、Rospatent により付与される意

匠及び実用新案特許について説明する。これらの対象は特許により保護されているものの、

発明とは別個の対象であり、それぞれが多くの固有な特徴を備えている。 

本マニュアルで扱う次の対象は、商標その他の個別化手段(means of individualization)で

ある。商標は、市場経済特有のものであるため、ロシアにおける商標の歴史は 1991 年以降

について説明している。本マニュアルでは、時の経過と共に商標法がいかに発展したのかを

説明した後、商標が国内外の企業に普及したスピードを示す統計情報を掲載している。さら

に、本マニュアルは、ロシアの商標制度の特徴について説明し、何が商標として登録できる

のか、特に日本語の文字商標の登録について説明している。また、登録可能な対象、団体商

標及び原産地名称について説明している。商標は、文字でも図形でも登録可能である。 

あらゆる名称が登録できるわけではなく、したがってマニュアルでは、Rospatent が出願

を拒絶する理由について明確に説明している。拒絶理由には絶対的拒絶理由と相対的拒絶理

由がある。登録可能性の基準について、ロシアにおいて出願する可能性があるのであれば、

登録を求める前に重要な問題に関する知識をあらかじめ得ておくことは有益である。 

本マニュアルでは、さらに、Rospatent が審査を進める方法について説明している。特許

の場合と同様、出願と一緒に提出すべき書類があり、そのリストを掲載した。これは、実体

審査開始前の方式審査である。審査全体には、約 1 年しかかからない。したがって、登録手

続は、企業がロシアで、取引を開始する上で妨げにはならない。 

異議申立手続は、特許紛争審判室が事件を審理するという点において特許に類似する特徴

を備えている。特許紛争審判室は、不使用を除くあらゆる理由による無効、取消など、あら
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ゆる種類の紛争を審理する。 

商標登録により、一定の制限の下で商標権者に権利が付与される。本マニュアルでは、こ

れらの制限及び商標の処分に関するルールを説明している。商標の使用には特に注意する必

要がある。多くの商標権者が、不使用によりその権利を失っている。問題は、一見するより

も複雑である。本マニュアルでは、商標の使用方法について説明し、使用に関連して発生し

得るミスについて警告している。商標に関する多くの問題を解消する 1 つの方法は、商標が

周知であると認められることである。そのように認められるための要件についても説明して

いる。 

原産地名称は、知的財産の法律実務においてあまり見かけない対象である。知られている

限り、原産地名称の日本からの登録はまだ存在しない。日本にも、製造場所又は産地に関連

する固有の属性が付随する製品があるのではなかろうか。したがって、日本の特定の場所の

製品を識別するための原産地名称が、ロシアの消費者を獲得できる可能性もある。ロシアの

消費者は、あらゆる日本製品に興味を持っているため、本マニュアルで説明している原産地

名称に関する詳しい内容は、日本企業にとっても関心のあるテーマかもしれない。 

さらに本マニュアルでは、著作権について説明している。他の対象の場合と同様、ロシア

は、著作権分野における多くの国際条約の締約国となっている。これまでの経験から、日本

の著作権者がロシアにおける自分たちの著作物の許諾を得ない使用に憂慮していることが分

かっている。本マニュアルは、著作権が保護されている方法及び権利を行使するために利用

できる法律について説明している。著作権は、芸術、音楽、文学著作物だけでなく、芸術よ

りも比較的技術に近い対象も網羅している。こうした対象とは、コンピュータ・プログラム、

データベース及び集積回路などである。これらの対象は、ロシアにおいて全面的に保護され

ている。著作権とは別に、ロシアでは、著作権に関連する権利も保護されている。ロシアに

おいて著作権及び著作隣接権が保護されるための条件は、国内法だけでなく国際法に基づい

ている。本マニュアルには、以上のすべての内容が記載されている。 

商号も副題の 1 つである。これには取引上の表示と社名がある。第一に、日本企業がロシ

アにおいて子会社、駐在員事務所あるいは合弁会社を設立すればロシアにおいてビジネスを

展開するのに有利だと考えられるため、社名は、企業にとって関心のあるテーマかもしれな

い。 

経済活動におけるドメイン名の重要性がますます高まっている。ドメイン名により、情報

資源へのアクセスが可能になるだけでなく、ますます取引に利用されている。その商標との
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類似性ゆえに、ビジネスが深刻な損害を受ける可能性がある。したがって、本マニュアルで

は、ロシアにおけるドメイン名の種類、善意の商慣行に反して登録された場合に対抗する方

法について説明している。 

植物品種及び動物種は、非常に独特な対象である。出願件数は比較的尐ないものの、増え

てきている。例えば日本とロシア極東地域における地理的条件はかなり似通っていることか

ら、日本の育種者／育成者にとってこれは関心のあるテーマだと思われる。これまでのとこ

ろ、主に花卉や果樹、そして家畜に関連する特許が出願されている。 

知的財産に関係する他の対象の 1 つとしてノウハウ(営業秘密)を挙げることができる。こ

れは、登録されず、第三者に開示されるまでその状態が続く。このような状況でノウハウを

売買したい場合、当事者の責任が重くなる。本マニュアルでは、ノウハウ契約を結ぶ際に従

う必要のあるルールについて説明している。登録する必要がない分、他のタイプの契約より

も違反が起きやすいため、契約書の作成には特に慎重を期する必要がある。 

本マニュアルでは、不正競争についても言及している。不正競争は、この 20 年の間に一

般的になった経済的現象である。不正競争防止法は、比較的最近の法律であるにもかかわら

ず、既に何度も改正され、知的財産に関連する条項が盛り込まれた。法の該当する規定は、

短いものの、他の法律が適用されない場合における侵害の規制に貴重な役割を果たしている。 

本マニュアルは、技術移転についても特許や商標に関する議論の枠組みの中で説明してい

る。技術移転は、ある程度まで、技術を国内に導入する場合の論理的帰結である。該当する

節では、技術について論じているものの、このような議論は、商標にも当てはまる。技術が

移転される場合、譲渡及び実施許諾契約が作成されることになる。契約の対象が特許である

か商標であるかにかかわらず、これらの契約には共通する点が多い。 

(3) ロシアの知的財産権執行制度  

マニュアルの第 2 章では、模倣及び侵害された権利の執行に関わる状況について説明して

いる。この章では、侵害の性質、ロシアに持ち込まれる侵害品の出所、そして権利者が侵害

事件を処理することを認める法律について明らかにしている。これらの法律は、基本的には、

それまでの章で説明したのと同じ法律であるものの、ここでは特に権利行使という視点から

検討している。 

この章では、税関と権利者によって提起された訴訟件数を示している。統計は、行政、民

事、刑事訴訟の内訳を示しているものの、裁判所、特に普通裁判所が事件の件数と事件の内
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訳について詳細に示すデータベースを作成していないため、統計が完全なものではない点に

注意する必要がある。そのような完全な統計は、おそらく司法機関内部には存在すると思わ

れ、外部の研究者の閲覧に供するための作業が進められているものの、また実現には至って

いない。 

この章では、行政、民事又は刑事訴訟を提起することのできる場合及び一定のルートを選

択する際に考慮しなければならない問題について分析している。 

また、模倣品対策活動に従事する非政府組織に関する情報も掲載した。しかしながら、非

政府組織は、模倣品対策において、目立った役割を果たしておらず、その点に注意する必要

がある。例えば、CIPR と呼ばれる組織があるものの、昨年は実質的に活動していなかった。

権利保護に関わる非政府組織(NGO)も存在するものの、もっぱら著作権者のために、著作物

の使用者から使用料を徴収する活動に従事している。 

この章では、自分の権利が侵害されていることに知的財産権者が気づいた場合に、自己の

権利の保護に着手する方法について説明している。実際の処理は、通常は、現地の弁護士が

行うものの、権利者が、侵害者との闘いに着手する方法についてあらかじめ情報を得て理解

しておくことは有益であろう。 

さらに、ロシアの司法制度(主に 2 つの部門で構成される)に関する基本的な情報を盛り込

んだ。訴えを提起すべき裁判所、訴訟準備を進める方法及び訴訟においてどのような主張が

可能かについて説明している。 

加えて、並行輸入はロシアと取引をするあらゆる国々のビジネスマンにとって関心のある

テーマであるため、これについて別個に検討している。 

司法制度は、現在も発展を続けている。このため、本マニュアルでは、近い将来設置され

る知的財産裁判所について紹介した。関連する法律が作成され、政府と下院で審議の上、2011

年 12 月に批准された。同法によると、知的財産裁判所は 2013 年 2 月 1 日までに設立される

見通しである。 

本マニュアルは、ロシアの水際対策の概要について説明している。模倣品の大部分がロシ

アに輸入の形で入ってきており、税関には国境を越える模倣品の移動を取り締まる機会がふ

んだんにあるため、執行という観点から、この節は特に重要である。しかしながら、このプ

ロセスには、権利者の協力が不可欠である。 

本マニュアルの第２章には、知的財産権保護に関与する様々な機関宛の文書を作成する際

に必要とされる書式のサンプルを収録している。 
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マニュアル全体では、知的財産のあらゆる対象のロシア国内における登録及び執行状況に

ついて、その概要を示している。また、ロシア法、Rospatent、司法実務及び法執行機関の

実務に関係する数多くの改正も考慮に入れた。現状は、例えば 5 年前の法環境と比べ、大き

く変化している。本書が、日本企業にとって、ロシア市場に参入する最良の方法を見出す役

に立つことを願っている。 
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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
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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
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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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第 1 章： ロシアにおける知的財産権の取得  

第 1 節： 特許(明細書の別の部分に実用新案を含める場合も含む) 

(1) ロシアの特許制度 

a) 特許制度の概要  

1) 特許法の歴史概略  

ロシアでは、何世紀にもわたって発明を法的に保護してきた。また、発明の法的保護に関

する最初の法律は 1812 年に制定されたが、アメリカの初期の特許法と同様、これには発明

の多項クレームに関する要件が一切含まれていなかった。しかしながら、図面と数字ととも

に、「その正確な製造に関係する可能性のある一切の内容を隠すことなく」あらゆる重要な情

報、手順及び実施方法を記載した発明の正確な明細書を政府機関に提示する必要があると定

めていた。 

ロシアの産業及び製造業の活動を急速に成功させるためには、特許法を改正し、拡充する

必要があったため、1833 年に「特権の位置づけ」が制定された。これには、産業上の利用可

能性の基準と発明の非自明性が規定された。 

「新規の発見及び発明に対する特権の付与に関する手続の変更に関する」法律により 1879

年に様々な法改正が行われ、何らかの貢献に対する特別な恩賞の印としてではない、法律に

基づく排他的権利を確認したことがその主な改正点であった。 

1896 年に「発明に関する特権の位置づけ及び近代化」法が制定され、その中で、相異なる

複数の対象を含めることが認められた一方、ただし書きとして、分けて実施できない別個の

対象と組み合わせた単一の明確な製法を含めなければならないことが規定された。また法は、

発明の明細書において、発明の新規性を特徴付ける顕著な特徴を指摘するよう定めていた。 

「発明の位置付け」法が 1919 年に制定され、新規性及び本質的顕著性の基準が導入され

た。 

経済体制移行中の 1924 年に、「発明の特許に関する法律」が制定され、これにより、特許

の存続期間を 15 年とする特許形態による発明の保護が導入され、また法は、発明製品の準

備方法によるその間接的保護について定め、また、特許の多項クレームを願書に記載すべき

であることを初めて規定した。 
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ソ連崩壊後、ロシア連邦特許法が 1992 年に制定された。同法は、数回にわたって改正さ

れ、最終的には 2008 年 1 月 1 日に施行されたロシア連邦民法第 IV 部に(再度多くの修正を

加えて)収録された。 

民法第 IV 部は、Rospatent 又はユーラシア特許庁の付与した特許により認定された発明

に、ロシア連邦領内における排他的権利を認めると規定している。 

2) 管轄官庁（各庁の長の名称、審査官数、部署名）  

ロシアの行政構造において、知的財産の対象に関する排他的権利を証明するための保護証

を発行する権能は、Rospatent が担っている。 

Rospatent は、主に次に掲げる権能を有する。  

 ① 知的財産権の出願審査の管理、監督並びに権利登録証の発行 

 ② 知的財産権、知的財産分野のライセンス契約及び譲渡契約の登録並びに登録された知的

財産権に関するデータの公開 

 ③ 特許(年金／更新を含む)手数料及び登録料を支払う手続の遵守管理及び監督 

 ④ ロシア連邦特許弁護士の認定及び登録並びにその法律で定める要件への遵守管理 

Rospatent は、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、(集積

技術を含む)集積回路の回路配置、商標、サービスマーク、原産地名称の法的保護の分野にお

ける管理及び監督を担当している。また、連邦予算を使った民間の研究開発事業の成果の法

的保護及び利用分野における監督も担当している。 

Rospatent は、ロシア連邦政府の下部機構であり、政府の任命する長官(Dr. Boris Simonov)

を長とする。 

Rospatent は、2 つの組織を管理している。 

 あらゆる対象の出願の審査、特許付与及び商標登録並びに原産地名称、コンピュータ・

プログラム、データベース及び集積回路の回路配置の登録に携わる特許審査官の部門

である連邦産業財産権機関(FIPS) 

 知的財産分野について、法律学又は経済学の学位を有する専門家に研修を行い、特に

特許弁護士を育成するロシア国家知的財産教育研究所(RGIIS) 

特許及び商標出願の審査並びに知的財産の登録済みの対象に関係する知的財産権や契約

(譲渡、ライセンス、担保など)の登録、また、審判手続のほぼすべてを連邦産業財産権機関

が行っている。最近行われた機構改革の結果、Rospatent の特許紛争審判室は、連邦産業財
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産権機関の管理下に入り、その一部門となった。したがって、連邦産業財産権機関の機能に

は、特許、実用新案及び意匠の出願受理、その審査及び登録、商標及びサービスマークの法

的保護並びに商標の登録証の発行、原産地名称の法的保護及び登録証の発行、コンピュータ・

プログラム、データベース及び集積回路の回路配置の出願審査及び国家登録証の発行が含ま

れる。 

発明、実用新案及び意匠の特許出願の審査は、方式審査課、発明及び実用新案の 16 の専

門課及び意匠課を含む審査各課で行っている。専門部門は、大きく連邦産業財産権機関の 2

つの部(化学・バイオテクノロジー・医学部及び物理・応用力学部)に分かれている。 

有機化学、バイオテクノロジー、医薬品化学、医学分野における発明及び実用新案の出願

審査は、化学・バイオテクノロジー・医学部の次に掲げる各課で行っている。 

 冶金・工学課 

 有機化合物課 

 ポリマー・無機化合物課 

 生化学課 

 食品産業・農業課 

 医学・医療技術課 

 医薬品課 

物理学及び応用力学、コンピュータ工学など、他の技術分野の発明及び実用新案の出願審

査は、同様に次に掲げる 7 つの課で構成される物理・応用力学部で行っている。 

 鉱業・建設課 

 電力工学課 

 電気通信工学課 

 コンピュータ工学課 

 測定技術課 

 輸送課 

 軽工業・繊維工業課 

商標出願及び原産地名称の出願審査は、次に掲げる 5 つの課で構成される商標登録部で行

っている。 

 国際商標登録 

 商標出願記録課 
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 個別化手段登録課 

 商標審査課 

 商標出願・原産地名称出願方式審査課 

＜Rospatent の職員に関するデータ＞ 

事務職員：75 名、連邦産業財産権機関の職員総数：約 2600 名(約 600 名の特許審査官、約

200 名の商標審査官及び特許紛争審判室の約 60 名の特許審判官を含む。) 

3) 出願及び登録件数に関する最近 5 年間の統計データ (区分：  特許

／実用新案、ロシア居住者／外国人 ) 

2006～2010 年の出願及び取得件数は次に掲げる通りである。 

(出所：Rospatent 年次報告書  http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm) 

 

発明 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 年 

(対前年比％) 

出願件数  内訳： 37,691 39,439 41,849 38,564 42,500 110 

ロシアの出願人による件数 

(％) 

27,884 

(74) 

27,505 

(69.7) 

27,712 

(66.2) 

25,598 

(66.4) 

28,722 

(67.6) 
112 

外国の出願人による件数 

(％) 

9,807 

(26) 

11,934 

(30.3) 

14,137 

(33.8) 

12,966 

(33.6) 

13,778 

(32.4) 
106 

発行済み特許 23,299 23,028 28,808 34,824 30,322 87 

年末時点で有効な特許 123,882 129,910 147,067 170,264 181,904 107 

http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm
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実用新案 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 

(対前年比%) 

出願件数 

内訳： 
9,699 10,075 10,995 11,153 12,262 110 

ロシアの出願人による件数

(％) 

9,265 

(95.5) 

9,588 

(95.2) 

10,483 

(95.3) 

10,728 

(96.2) 

11,757 

(95.9) 
110 

外国の出願人による件数 

(％) 

434 

(4.5) 

487 

(4.8) 

512 

(4.7) 

425 

(3.8) 

505 

(4.1) 
119 

年末時点で有効な特許 (証) 33,033 35,082 41,092 48,170 54,848 114 
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意匠 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 

(対前年比%) 

出願件数 

内訳： 
4,385 4,823 4,711 3,740 3,997 107 

ロシアの出願人による件数

(％) 

2,627 

(59.9) 

2,742 

(56.9) 

2,356 

(50) 

1,972 

(52.7) 

1,981 

(49.6) 
101 

外国の出願人による件数 

(％) 

1,758 

(40.1) 

2,081 

(43.1) 

2,355 

(50) 

1,768 

(47.3) 

2,016 

(50.4) 
114 

発行済み特許  
2,675 4,020 3,657 4,766 3,566 75 

年末時点で有効な特許  
14,621 15,729 18,451 22,401 22,946 102 

4) 特許制度のハーモナイゼーションを目的とするロシアの政策及び

施策  

ロシア連邦憲法では、国際法、そしてロシア連邦の加盟する国際協定の広く受け入れられ

ている原則及び規範が、ロシアの法制度の必須要素であると定める。ロシア連邦が加盟する

国際条約は、直接適用可能であり、国際条約のルールがロシアの民事規定のルールとは異な

る場合、国際条約のルールが優先される。 

ロシア政府は、Rospatent に対し、自国が WTO に参加するために参加又は参加を予定し

ている知的財産分野の国際協定について、その要件に全面的に準拠するための提案を策定す

るよう明確に指示している。 

世界知的所有権機関(以下、WIPO)主導で締結した国際協定は、ロシアの知的財産法の発

展に大きな影響を及ぼしている。第一に、パリ条約は、長い間、発明、商標、意匠保護に関

するソ連とロシアの両方の法律が発展する基礎となってきた。パリ条約のおかげで、条約優

先権、分割出願及び手数料が支払われなかった場合に特許を更新できないなどの概念がロシ

ア特許法に導入された。 

また、現段階において、特許の国際的ハーモナイゼーションのプロセスもロシア特許法の

発展に多大な影響を及ぼしている。1991 年の「ソ連における発明に関する」ソ連法により、
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国内特許制度が、「発明のための特許に関する実体法の一定の点の統一に関する条約」(スト

ラスブール条約)及び「欧州特許の付与に関する条約」(欧州特許条約)の規定にかなり近づい

た。先行技術や進歩性などの概念が、ロシア法にも導入された。ロシアにおける特許可能な

対象が拡張され、また、多くの法規定は、これらの条約の規定を逐語的に再現したものとな

っている。 

「特許についてパリ条約を補足する条約」は、「ソ連における発明に関する」ソ連法とロ

シア連邦特許法の両方並びに出願及びその審査に関する特許庁規則に反映されている。90 年

代初めの、このような条約を結ぶ最初の試みは必ずしも成功していないものの、ソ連及びロ

シア特許法の起草者は、WIPO という枠組みにおける基準を国内特許法に盛り込む手段とし

てこの条約を利用した。 

同時に、関税および貿易に関する一般協定(GATT)の多国間交渉のウルグアイラウンド

(1986〜1994 年)において、知的財産権保護の新たな基準を定めるさらにもう一つの条約が締

結された。それが TRIPS 協定である。TRIPS 協定によって特許法に新たに導入された基準

は多くはないものの、ロシア特許法をこれに対応させる(そうすることが WTO に加盟するた

めの必須条件であった)ためには、ロシアが、例えば強制実施権の規定など、ロシア連邦の特

許法のいくつかの規定を改正する必要があった。 

さらに、WIPO の指導の下、特許法条約(PLT)が 2000 年に採択された。条約は、正式な

要件並びに締約国(その特許庁)並びに出願人及び権利者の手続上の権利及び義務を巡る問題

を扱っている。特許法条約は、特許手続に関連して、ロシア特許法にはない、他のないしは

追加的なルールを定め、特に次の点を規定する。 

 クレームを提出していない場合でも、特許の出願日を決定できること。 

 出願日を決定する目的であれば、出願人が、明細書及び図面の代わりに先行する出願

を参照できること。 

 優先権主張の効力がクレームに記載された発明の特許性判断に関係する場合にのみ、

特許庁が先行する出願の訳文を提出するよう出願人に要求できること。 

 出願書類の要件を PCT において許されている要件の限度内に制限すること。 

 出願日を決定すること又は単なる手数料の支払いを目的とする場合、出願書類の提出

手続において、(代理人を定めずに)自ら行為する出願人の権利。 

 出願人が、優先日から 16 ヶ月以内に優先権書類の写しを提出すればよいこと。 

ロシアでは、2002～2003 年にロシア特許法及びいくつかの準法的措置の改正を検討した
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際、TRIPS 協定と特許法条約の以上のような規定を考慮した。 

WIPO の特許法常設委員会(SCP)の、ある会合の間に、ロシア連邦の代表団は、自国が

WIPO 主導によるハーモナイゼーションを常に支持してきたと指摘した。その上で、当該代

表団は、一般的な用語による実体特許法のハーモナイゼーションのため、特許法常設委員会

においてそれまでに達成された成果を高く評価した。さらに、代表団は、国家及び国際レベ

ルにおいて特許法を改善する特許法常設委員会の作業それ自体に価値があり、したがって、

実体特許法のハーモナイゼーションについて可能な限り広い視野で議論する価値があると述

べた。 

最後に、知的財産権分野における国際的な統一条約の内容も、2008 年 1 月 1 日に施行さ

れたロシア連邦民法第 IV 部に直接反映されている。これらの条約に盛り込まれた統一的民

法規範の多くは、原則として、対応する民法第 IV 部の条文として再録されている。民法第

IV 部全体の最高でおよそ 3 分の 1 が、前述の条約のいずれかを民法に移植した規定である。 

5) ロシア特許制度の特徴  

ロシアの特許制度には、相異なる二つの行政機関が発行する相異なる二つの特許が存在す

る。一つは広域的なもの(モスクワにあるユーラシア特許庁によって発行されたユーラシア特

許であり、もう一つは国内的なもの(Rospatent が発行するロシア連邦特許)である。 

Ⅰ）ロシア国内特許 

ロシア特許商標庁(上述のように、Rospatent と呼ばれる)は、本部がモスクワにあり、発

明、実用新案及び意匠の国内特許を付与する。 

ロシア連邦民法第 1354 条によれば、発明、実用新案又は意匠に関する特許は、発明、実

用新案、又は意匠の優先権、著作者であること、そして発明、実用新案、又は意匠に対する

排他的権利を証明するものである。発明又は実用新案の保護範囲は、特許に含まれるクレー

ムの範囲にもとづいて決定される。クレームの解釈には、明細書及び図面を利用できる。意

匠の保護範囲は、物品の外見に表示され、意匠特許に記載された意匠の本質的特徴の一覧に

記載されている本質的な特徴の組み合わせによって決定される。 

ロシア連邦民法第 1229 条に基づき、何人も特許権者の許諾を得ることなく、特許を受け

た発明、実用新案又は意匠を実施してはならない。 

ロシア連邦民法第 1358 条は、特許の独立クレームに記載されている当該発明若しくは実

用新案の各特徴、又はそれと同等の特徴であって、主張される侵害の日の前に当該技術分野
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において同等なものとして知られている特徴が、物品に含まれ、また、製法に用いられてい

る場合は、発明又は実用新案が当該物品又は製法において実施されたものと見なされると定

めている。意匠は、意匠の本質的特徴の一覧に記載された意匠の本質的特徴のすべてが物品

に含まれ、その外見に表されている場合に当該物品において実施されているものと見なされ

る。特許を受けた意匠の実施には均等理論が一切適用されない。 

法は、発明が新規なもので、進歩性を有し、かつ産業上利用可能なものであるときに、法

的保護が与えられると定めている。実用新案は、新規なものでかつ産業上利用可能なもので

あれば、法的保護が与えられる。意匠は、その本質的特徴が新規かつ独創的なものであると

きに、法的保護が与えられる。 

Ⅱ）ユーラシア特許庁（EAPO）の広域特許 

ユーラシア特許庁も、本部がモスクワにあり、「新規であり、進歩性を有し、かつ、産業

上利用可能な発明にユーラシア特許を付与する」ためにユーラシア特許条約(EAPC)により設

立された。ユーラシア特許に基づいた特許権には、その特許発明を実施し、及び実施を許諾

し、又は他者が実施することを禁止する排他的権利が含まれる。ユーラシア特許条約は、「ユ

ーラシア特許により与えられる法的保護の範囲は、クレームにより決定される。明細書及び

図面はクレームを解釈するためにのみ用いられる」と明記する。ユーラシア特許の効力又は

侵害から生じた紛争は、「条約及びその特許規則に基づき、その国の国内裁判所又は他の管轄

機関により解決される」。ユーラシア特許は、国内特許制度とは独立しており、条約は、「締

約国が国内特許を付与する権利を妨げない」。ユーラシア特許は、発明にのみ与えられ、実用

新案及び意匠には与えられない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

特許の目的 審査請求期限 特許の存続期間 最初の年金納付期限 

権利内容 起算点 
期限 

(月数) 
起算点 

特許の存続

期間(年数) 
起算点 

期限 

(年数) 

発

明 

ロシア連邦住

民 
国内出願 36 国内出願 20 国内出願 22 

ユーラシア 

地域住民1 

サーチレポー

トの公開 
6 広域出願 20 広域出願 22 

実用新案 国内出願 -3 国内出願 10+34 国内出願 15 

 

意匠 国内出願 -3 国内出願 15+106 国内出願 22 

註： 
1－広域出願の出願先及び年金の納付先はユーラシア特許庁である。 
2－出願日から 2 年又は特許庁による特許査定の受領後 2 ヶ月以内、特許庁に対し、最初の 

年金を納付し、納付書を提出する必要がある。 
3－特許庁は、出願を受理した場合にのみ審査を行う。特別な審査請求を行う必要はない。 
4－実用新案特許の効力は、出願日から 10 年で失効するものの、特許庁は、特許権者の請求 

に応じ、3 年を超えない期間これを延長することができる。 
5－特許庁による特許査定の受領後 2 ヶ月の期間中に、特許庁に対し、最初の年金を納付し、 

納付書を提出する必要がある。 
6－意匠特許の効力は、出願日から 15 年で失効するものの、特許庁が、特許権者の請求に応 

じ、10 年を超えない期間これを延長することができる。 

b) 出願人適格 

発明又は実用新案について特許を受ける権利は、まず発明者に帰属する。その権利は、包

括承継により又は労働契約を含む契約にもとづき、別の者に移転又は譲渡することができる。 

自己の雇用義務又は使用者に係る特定の職務の遂行に関連して従業者により創作された

発明の場合、特許を出願する権利は、雇用契約に別段の合意がある場合を除き、使用者に帰

属する。 

発明者が発明に関して使用者へ通知した時から 4 ヶ月以内に、使用者が、特許出願をせず、

特許を出願する権利を第三者に移転せず、又は発明を秘密にしておくことについて発明者に

通知しなかった場合は、出願し、特許を受ける権利は、従業者－創作者に帰属する。 

発明の創作について想定していない受注契約に基づいて発明が創作され、発明を出願する

権利が受注者に帰属することを妨げる契約の規定がない場合には、当該権利は受注者に帰属

する。 
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従業者が、使用者の財政的又は技術的手段その他の資産を利用して発明しているものの、

自己の雇用義務の遂行に関連せず、かつ使用者に係る特定の職務の遂行の結果ではない場合、

特許を出願する権利は、全面的に従業者に帰属する。 

特許を取得する権利の譲渡は書面で行わなければならず、さもなければ無効であると見な

される。 

c) 特許性要件 

1) 発明の定義と特許可能な対象  

ロシア連邦民法では、発明又は実用新案を網羅的に定義していない。民法では、そうする

代わりに、どのような対象が保護され、どのような対象が保護されないかを定めている。 

民法 1350 条によれば、製品(特に、装置、物質、微生物の菌株、動植物細胞の培養物)、又

は方法(具体的手段を用いて具体的対象物に影響を及ぼす工程)に関連するあらゆる分野の技

術的解決方法が発明として保護される。 

民法 1351 条は、装置に関する技術的解決方法のみが、実用新案として保護されると述べ

ている。ロシアでは、装置に関係しない製品が実用新案として保護されない点に注意すべき

である。 

人間をクローニングするための手段、ヒト胚細胞の遺伝的一体性を変更する手段、ヒト胚

の産業及び商業目的での利用、社会的利益、人道及び道徳の原則に反する解決方法は保護さ

れない。 

ロシアにおいて、発見、科学的理論、数学的方法、ゲームの規則、知的又は事業の活動、

コンピュータ・ソフトウェア、情報の提示に関する提案は(各々それ自体としては)保護され

ない。 

審美的要求を充たすことを意図した製品の外観のみに関する提案は、意匠としてのみ保護

され得る。 

植物品種及び動物種(育種の成果)並びにその生物学的生産方法は、特許保護の対象から除

外される。ただし、微生物学的方法及び微生物学的方法により得た製品は保護され得る。た

だし、育種の成果に対する特許は、民法第 73 章に規定される手続に従い、農業省が付与す

る。 

集積回路の回路配置も、特許可能な対象から除外されており、民法第 74 章に従い、それ



27 

 

自体として保護される。 

2) 先願主義  

ロシアは、典型的な先願主義の国である。特許を受ける権利は、まず発明者に帰属し、そ

の後、法律で定めた理由に基づき別な者(又は法定承継人)に移転又は譲渡することができる。

このような理由には、例えば、包括継承、労働契約等を含む契約を含めることができる。 

特許を受ける権利の譲渡に関する契約は書面で結ばなければならない。書面要件に従わな

い場合は契約の無効原因となる。 

Rospatent は、実際に出願する権利が出願人にあるかどうかを審査せず、特許出願書類に

記載された情報を信頼する。 

しかしながら、民法第 1398 条によれば、民法に照らして発明者又は特許権者ではない者

の表示に基づいて特許が付与された場合、又は、民法に照らして発明者又は特許権者である

者を特許に表示することなく、特許が付与された場合には、その存続期間中に無効とされ得

る。 

当該違反について知った者は、そのような特許の発行について、裁判所で争うことができ

る。 

3) 新規性、進歩性及び産業上の利用可能性  

発明は、新規であり、進歩性及び産業上の利用可能性があれば、法的保護が与えられる。

発明は、工業、農業、公衆衛生、その他の経済分野又は社会分野で利用可能であれば、産業

上利用可能であると見なされる。 

発明は、先行技術からみて公知ではない場合、新規であると見なされる。 

発明は、技術水準からみて、当業者にとって自明でないときに、進歩性を有する。 

技術水準は、当該発明の優先日前に、公衆が利用可能であったあらゆる情報で構成される。 

発明の新規性を判定する場合、ロシアにおいて他の出願人により発明又は実用新案として

出願され、かつロシアにおいて公開及び／又は権利付与されているあらゆる出願も、その優

先日が先行していることを条件として、技術水準に含まれる。 

また、発明の新規性を判定している場合に、ロシアにおいて同一出願人により発明又は実

用新案として出願され、かつロシアにおいて権利付与されているあらゆる出願も、その優先
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日が先行していることを条件として、技術水準に含まれる。このことは、ロシアにおいてダ

ブルパテントが許されていないことを意味する。 

実用新案は、産業上利用可能かつ新規である場合、法的保護が与えられる。 

実用新案の産業上の利用可能性要件は、発明の要件と全く同じである。 

実用新案の技術水準は、当該実用新案の優先日よりも前に世界のいずれかで公開されてい

たあらゆる情報、及び当該実用新案の優先日よりも前にロシアで公衆が利用可能な状態であ

った実用新案の実施に関する情報で構成される。 

また、発明又は実用新案の他の出願人がロシアにおいて出願し、ロシアにおいて公開及び

／又は権利付与されているあらゆる出願も、その優先日が先行していることを条件として、

実用新案の技術水準に含まれる。 

ダブルパテントを防ぐため、ロシアにおいて同一出願人により発明又は実用新案として出

願され、かつロシアにおいて権利付与されているあらゆる出願も、その優先日が先行してい

ることを条件として、実用新案の技術水準に含める。 

発明と実用新案のいずれについても、発明者、出願人、又は彼らから直接的又は間接的に

情報を得た者が、発明(実用新案)の本質(対象)に関する情報を公開するような情報を開示して

も、Rospatent に対し、その開示から 6 ヶ月以内に当該発明を出願すれば、当該発明(実用新

案)に特許性がないものとは見なされない。以上に関する立証責任は、出願人にある。 

4) 出願の拒絶理由  

発明(実用新案)が保護されない対象に関するものである場合、出願を拒絶しなければなら

ない。特許性の基準(発明については産業上の利用可能性、新規性及び進歩性、また実用新案

については、産業上の利用可能性と新規性)の尐なくともいずれかを満たしていない場合は、

発明の出願を拒絶しなければならない。ロシアには、これ以外の拒絶理由は存在しない。 
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d) 特許出願 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発明の出願審査フローチャート 

 

方
式
審
査 

 

実
体
審
査 

 

審
判
手
続 

出願人の随意的行為と請願 

優先権主張 (優先日から 16 ヶ月以内) 

優先権書類の提出 (優先日から 16 ヶ

月以内) 

出願書類の補正又は訂正 (決定される

まで) 

期日前の公開請求 (出願日から 12 ヶ

月以内) 

発明の特許出願から実用新案出願へ

の変更の宣言 (出願に関する情報が公

開されるまで、ただし遅くとも特許査

定の前まで) 

出願取下(遅くとも発明の登録まで) 

情報調査請求 (方式審査を通過した場

合) 

次の期限の延長請求：要求された書類

の提出期限／実体審査請求期限(期限

の満了前) 

次の権利の回復請求：要求された書類

の提出権／実体審査請求権／特許紛

争審査室への異議申し立ての権利(期

限の満了日から 12 ヶ月以内) 

発明特許の出願 

出願日の確定 

不備または誤った書類に関す

る通知及び追加書類の要求 

要求した書類の受理 

受理なし 

出願取下と

みなされる 

提出なし 

方式審査の通過通知 

受理あり 
 

出
願
に
関
す
る
情
報
の
公
開 

実体審査請求の提出 

提出あり 

実体審査に必要な追加書類の要求 

要求した書類の受理 

受理なし 
出願取下と

みなされる 

受理あり 

特許性審査に関する

結果通知 

通知に対する意見書 

特許査定 

登録料及び特

許発行手数料

の納付 なし 

あり 

発明の登録、特許証の交

付、特許付与に関する情

報の公開 

特許拒絶査定 

特許紛争審判室

への異議申立 

申立認容 
認容 

却下 

裁判所への上訴 

上訴認容 
認容 
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1) 方式審査の概要  

Ⅰ）外国の出願人の場合の委任状と認証 

定住国がロシア連邦以外の市民及び外国法人がロシアで特許事件を処理する場合、

Rospatent において登録されたロシアの特許弁護士を代理人に定める必要がある。特許弁護

士の権限は、出願人が正式に署名した委任状によって確認する。出願人は、Rospatent の要

件に従い、委任状に自らのフルネームを記載して署名し、法人の場合には、署名者の権限、

日付と署名した場所を記載して署名しなければならない。 

委任状を提出するかどうかは任意である。特許弁護士の意志による場合又は Rospatent

から要求された場合(出願人を代理する権限が弁護士にあるかどうかに合理的な疑いがある

場合)のいずれかの場合に委任状を提出する。 

Ⅱ）出願する権利を証明する書類 

出願する権利を証明する書類を Rospatent に提出する必要はない。 

Ⅲ）優先権を証明する書類 

条約に基づく優先権を主張する場合には、優先権出願書類の認証謄本をRospatentに提出

する必要がある。優先権出願書類の認証謄本は、優先日から16ヶ月以内に提出しなければな

らない(複数の優先権を主張する場合には、すべての認証された写しを、最先の優先日から16

ヶ月以内に提出しなければならない)。実用新案を出願する場合、認証謄本を提出する期限は、

Rospatentに出願した日から3ヶ月間である。 

Ⅳ）出願を裏付ける他の文書 

ロシア連邦民法第1375条によれば、発明/実用新案の出願には次に掲げる書類を含めなけ

ればならない。 

① 出願人及び発明者の名前、居住地又は住所を記載した特許付与請求 

② 明細書 

③ クレーム 

④ 図面と(例えば配列表等)発明の本質を理解するのに必要な他の資料 

⑤ 要約 
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出願日は、特許付与請求、明細書、及び当該明細書の中で言及のある場合はその図面を含

む出願書類をRospatentが受理した日であると見なされる。これらの書類を同時に提出でき

ない場合、最後の書類を受理された日が出願日となる。 

Ⅴ）発明出願の方式審査 

審査官は、発明出願の方式審査の間に次に掲げる点について審査しなければならない。 

① 必要な出願書類がすべて提出されているかどうか。 

② 発明の本質に立ち入ることなく、すべての書類が、作成に関する方式要件を満たし 

ているかどうか。 

③ 手数料が適正に支払われているかどうか。 

④ 必要な場合、委任状が提出されているかどうか。 

⑤ 発明の単一性要件を満たしているかどうか(発明の本質に立ち入ることなく、明白な 

矛盾のみについて判断する)。 

⑥ 新しい事項が提示されているかどうか(出願書類が補正されている場合)。 

⑦ 国際特許分類(IPC)を利用している場合、分類が正しく行われているかどうか(誤って 

いる場合には、審査官が分類する必要がある)。 
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Ⅵ）実用新案出願の審査 
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実用新案の出願については、実体審査に関する定めがないため、審査は方式審査に限定さ

れる。 

審査官は、実用新案出願の審査の間に次に掲げる点について審査しなければならない。 

① 必要な出願書類がすべて提出されているかどうか。 

② すべての書類が、作成に関する方式要件を満たしているかどうか。 

③ 手数料が適正に支払われているかどうか。 

④ 必要な場合、委任状が提出されているかどうか。 

⑤ 実用新案の単一性要件を満たしているかどうか。 

⑥ 実用新案が、民法に基づいて保護される技術的解決方法に関するものであるかどうか。 

⑦ 国際特許分類を利用している場合、分類が正しく行われているかどうか(誤っている場 

合には、審査官が分類する必要がある)。 

⑧ 新しい事項が提示されているかどうか(出願書類が補正されている場合)。 

⑨ 優先権書類があれば、それが所定の期間内に提出されているかどうか。 

⑥ は次の方法で審査する。審査官は、第一段階として、人間をクローニングするための

手段、ヒト胚細胞の遺伝的一体性を変更する手段、ヒト胚の産業及び商業目的での利用、社

会的利益、人道及び道徳の原則に反する解決方法等、保護されない対象に関する解決方法で

はないかどうかを審査する。 

保護される対象に関するものである場合、次に、解決方法が技術的解決方法に関するもの

であり、したがって、実用新案として保護されるかどうかを判定する必要がある。特に、そ

の顕著な特徴がいずれも審美的要求を充たすことを意図した製品の外観のみに関する解決、

集積回路の回路配置、発見、科学的理論及び数学的方法、ゲームの規則及び方法、知的又は

事業の活動、コンピュータ・プログラム、情報の提示のみで構成される解決方法等、非技術

的解決方法に関するものである場合、クレームに記載された解決方法は、実用新案であると

は見なされない。 

その上で、実用新案が装置に関するものであるかどうかを評価する必要がある。これにつ

いて評価する際に、審査官は、クレームに記載されている実用新案が、方法、物質、微生物

株、植物や動物の細胞培養物を対象とするものであるかどうかを審査する必要がある。クレ

ームに記載されている実用新案の顕著な特徴が、方法、物質、微生物株、植物や動物の細胞

培養物のいずれかに関係するか、その顕著な特徴がいずれも当該対象を特徴づけるものであ

る場合、当該実用新案は、これらを対象とするものと見なされる。 
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(発明、実用新案のいずれについても)上記の要件の尐なくともいずれかを満たしていない

場合、方式審査に関する拒絶理由通知を行い、これに対して 2 ヶ月以内に応答する必要があ

る。この期間は、最高で 10 ヶ月延長することができる。出願人が各出願資料を期限内に修

正しないか、(それが許される場合に)追加資料を提出しない場合には、出願が放棄されたも

のとする。放棄された出願は、期限を徒過した日から 1 年以内であればこれを回復できる。 

2) 審査請求及び実体審査  

実体審査は、方式審査を通過した出願についてのみ行う。ただし、そのためには、対応す

る審査請求を提出し、それぞれにつき手数料を支払わなければならない。 

審査請求は、出願人又は任意の第三者が提出しなければならない。請求は、出願日から(PCT

出願の場合には国際出願日から)3 年以内に行わなければならない。審査請求を提出する期間

は、2 ヶ月間延長することができる。審査請求が所定の期間内に提出されない場合、当該出

願が放棄されたものとする。期限を徒過した場合、期限を徒過した日から 1 年以内であれば

権利を回復できる。 

審査請求を提出した第三者は、本案審査に参加できない。当該第三者は、審査官による最

終決定の通知のみを受け取る。 

審査官は、実体審査の間に次に掲げる行為を行うものとする。 

 ① 発明の優先権の決定 

 ② 提出されたクレームが方式要件を満たしているかどうかの審査 

 ③ 追加書類があれば、これに新規事項が含まれているかどうかの審査 

 ④ 情報調査、そしてこれに続く、発明が特許性要件を満たしているかどうかの審査 

Ⅰ）優先権の確定 

発明の優先権は、Rospatent に次の書類を提出した日に定める。送り状、明細書及び明細

書で図面を参照している場合には図面。クレーム及び要約は、後から提出することができる。 

追加書類を新規事項として審査することを拒絶する拒絶理由通知が行われた日から 3 ヶ月

以内に新規事項を別個の出願として提出した場合、これを Rospatent に出願した日を優先日

とする。 

優先権を主張する後願の出願の出願日に同一出願人の先願の出願が係属しており、後願の

出願が先願の出願の出願日から 6 ヶ月以内に行われている場合、先願の出願が Rospatent に

行われた日を優先日とする。 
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特許を受けた原出願が国家特許登録簿に登録される前、又は拒絶された原出願の審判請求

期限失効前に分割出願が行われた場合、Rospatent に原出願が行われた日を分割出願の優先

日とする。 

Rospatent に対し、原出願の出願日から 1 年以内に後願の出願が行われた場合、パリ条約

加盟国で最初の出願が行われた日を優先日とする。 

Ⅱ）クレームの審査 

クレームは、まず、発明の単一性要件が満たされているかどうかについて審査する。発明

の単一性要件が満たされていない場合は、審査を進めるために、適正な発明を選ぶよう求め

る拒絶理由通知を行う。所定の期間内に適切な応答がなされない場合、最初のクレームに記

載された発明について審査が行われる。 

さらに、すべての本質的特徴が独立クレームに記載されているかどうかを審査する必要が

ある。 

本質的特徴の一部が独立クレームに記載されていない場合、これを加えるよう出願人に要

求する。 

本質的な特徴とともに任意に選択した特徴が独立クレームに含まれる場合もある。この場

合、審査官は、任意に選択した特徴を独立クレームから削除するよう出願人に求める。 

不明瞭な特徴がクレームに含まれている場合、出願人は、技術水準にもとづき、その特徴

が当業者にとって明瞭である事実を証明する何らかの証拠を提出するか、又は原出願書類に

よって裏付けることのできる別な特徴に変更するか、又は当該特徴を削除する必要がある。

出願人が不明瞭な特徴を変更又は削除することを拒絶した場合、出願は放棄されたものとす

る。 

クレームを実施するための様々な実施例を含む一般的概念がクレームに含まれている場合、

審査官は、明細書において、当業者が、そのような一般的概念に一般化できるような特定の

実施例が示されているかどうかを審査する必要がある。 

明細書によりクレームが全面的に裏付けられていない場合、審査官は、クレーム又は明細

書を適切に補正するよう求めなければならない。 

Ⅲ）情報調査 

方式審査を通過したすべての出願について技術水準の調査を行う。情報調査は、出願人又

は利害関係者から提出された実体審査請求により行う。 
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情報調査は、クレームに記載され、法律により発明として認め得る解決方法について行い、

保護対象外の解決(例えば発見やコンピュータソフトウェア)については調査しない。 

情報調査は、クレームによって特徴付けられている発明について行うが、クレームに含ま

れていないものの、明細書に開示されている本質的な特徴も考慮する。 

発明を特徴付ける多項クレームであって発明の単一性要件を満たさないものに関する特許

調査は、この要件を満たし、出願人が選んだ発明の群、又は、出願人がどの群を選んだかに

ついて審査官に通知しなかった場合には、最初の群について行う。 

出願人が補正し、そのためにまだ調査していない国際特許分類サブグループに該当するク

レームについては、追加調査を行うことができる。 

特許調査並びにその後の調査の目的とする技術水準には、公衆が利用可能なすべての情報

が含まれる。公衆が利用可能な情報であるとは、誰でもその情報を調べるか、その内容に関

する知識を適法に入手できる場合を意味する。 

印刷された情報が技術水準に含まれると見なされる日は、刊行物に記載された日、(刊行物

に記載されない)寄託による公開の場合には寄託日とする。日付を月又は年で定める場合、そ

の月又は年の最終日から公衆により利用可能であったと推定する。 

展示会で実演されている物品は、実演を開始した日から公衆により利用可能であったと推

定する。視認できる情報源は、これを観察することが可能になった日から公衆により利用可

能であったと推定する。 

インターネット出版物として利用可能な又は CD 若しくは DVD に保存された電子データ

は、これに表示されている発行日又はこれが電子メディアに収録された事を文書で確認でき

る日から公衆により利用可能であったと見なされる。 

情報調査は、1920 年以降の入手可能な情報源に基づいて行う。このような情報源として、

通常、次のものがある。 ロシアとソ連特許庁の公報、ソ連及びロシアの保護文書における発

明の明細書、公開されたユーラシア出願及び特許、ロシアにおける発明及び実用新案の出願

書類、オーストラリア、オーストリア、カナダ、ドイツ、英国、フランス、日本、米国並び

にアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)、アフリカ知的財産機関(OAPI)、欧州特許庁(EPO)及

び WIPO の特許文献。WIPO が行っている勧告によれば、情報調査の対象文書には、尐なく

とも過去 5 年間の非特許文献も含める。 

特許調査の結果に基づいて、サーチレポートを作成する。サーチレポートには、出願の識

別データ、クレームに記載された発明に割り当てられ、調査した技術分野を示す国際特許分
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類記号、判明したもので、発明に関連する部分に言及する文献の書誌データを含める。重要

性の区分は、(「X」、「Y」等)WIPO ST.14 基準に準拠して定める。 

サーチレポートには、判明した文献の写しを添付しない。これを入手するためには、特別

に申請し、手数料を支払わなければならない。 

利害関係者は、調査がなされた出願の公開後にそのサーチレポートを入手できる。サーチ

レポートを入手するためには、特別に申請し、手数料を支払わなければならない。 

サーチレポートには、放棄された出願、公開されていない出願及び秘密発明の出願及び特

許は記載されない。 

Ⅳ）特許性の審査 

情報調査を行った後、審査官は、人間をクローニングするための手段、ヒト胚細胞の遺伝

的一体性を変更する手段、ヒト胚の産業及び商業目的での利用、社会的利益、人道及び道徳

の原則に反する解決方法等、保護されない対象に関する解決方法ではないかどうかを審査す

る。 

保護される対象に関するものである場合、その解決方法が発明として保護される対象であ

るかどうかを判定する必要がある。特に、その顕著な特徴が、いずれも発見、科学的理論及

び数学的方法、審美的要求を充たすことを意図した製品の外観のみに関する解決方法、ゲー

ムの規則及び方法、知的又は事業の活動、コンピュータ・プログラム、情報の提示のみで構

成される解決方法に関するものである場合、クレームに記載されている解決方法は、発明で

あるとは見なされない。 

さらに、クレームに記載されている解決方法が、集積回路の回路配置、植物品種、動物種

並びに微生物学的方法及び微生物学的方法によって得られる製品を除くその生物学的製法な

ど、保護されない対象に関するものではないかどうかについて評価する必要がある。 

審査官は、その後、特許性審査を行う。 

クレームに代替的な特徴が含まれている場合、それぞれの代替選択肢について特許性の審

査を実施しなければならない。 

審査官は、産業上の利用可能性の評価から始める。 

ⅰ）産業上の利用可能性審査 

発明は、工業、農業、公衆衛生、その他の経済分野又は社会分野で利用可能であれば、産

業上利用可能であると見なされる。 
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原出願の明細書及び／又はクレームに発明の用途が含まれているかどうかを最初に評価す

る必要がある。さらに、発明の前記用途を達成することを可能にする手段及び方法が、図面

を含む原出願書類に含まれているかどうかを審査する必要がある。発明の用途が実現可能で

あることを裏付けるものが実験データのみである場合、データを含み、これを用いて当該用

途を実現するのに十分な、対応する発明の具体的な実施例のすべてを明細書に含める必要が

ある。 

これらの要件の尐なくとも 1 つが満たされていない場合には、産業上の利用可能性を理由

とする拒絶を克服するため、可能であれば、クレームに対する補正を要求する拒絶理由通知

を行う。 

産業上の利用可能性を満たしていない場合、新規性及び進歩性に関する特許性審査は行わ

ない。 

ⅱ）新規性の審査 

発明は、先行技術から公知ではない場合、新規であると見なされる。独立クレームのすべ

ての特徴について新規性審査を行う。発明であるとは見なされない別な解決方法に関係する

特徴がクレームに含まれている場合、クレームに記載された発明とは無関係なものとして、

新規性を審査する際にその特徴を考慮しない。 

発明の新規性を審査する場合、その優先日が先行していることを条件として、ロシア連邦

において他の出願人により発明又は実用新案として出願され、かつロシア連邦において公開

及び/又は権利付与されているあらゆる出願も、考慮すべき技術水準に含まれる。 

また、発明の新規性を判定している間、その優先日が先行していることを条件として、ロ

シア連邦において同一出願人により発明又は実用新案として出願され、かつロシア連邦にお

いて、権利付与されているあらゆる出願も技術水準に含まれる。このことは、ロシアにおい

てダブルパテントが許されていないことを意味する。この場合、クレームの範囲内において

のみ、特許を先に付与された出願を後願の出願に対抗して引用することができる。その明細

書、図面及び要約は、先行技術文献として利用できない。 

発明の用途を含む独立クレームのすべての特徴が開示されている引用が、1 つでも先行技

術に含まれている場合、発明は新規ではない。 

まだ公開されていない先願の出願を見つけた場合、審査官は、現状では前記発明に特許を

付与し得るものの、先行する出願が公開されれば、特許が無効となり得ることを出願人に通
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知する。この場合には、発明を先願の出願から区別するため、出願人がクレームを限定する

ことが望ましい。 

独立クレームが新規であると見なされる場合、対応する従属クレームは審査しない。独立

クレームが新規ではない場合、審査官は、従属クレームのそれぞれについて新規性を評価す

る必要がある。 

新規ではないクレームが含まれている場合、審査官は、明細書に基づいてクレームを限定

するよう出願人に示唆する。 

発明が新規ではないことが判明した場合、発明の進歩性について審査しない。 

審査官は、発明の新規性が認められる場合、新規の発明について、その進歩性を審査する。 

ⅲ）進歩性の審査 

発明が、技術水準からみて、当業者にとって自明でないときに進歩性を有する。発明が、

先行技術データ及び／又は当業者の通常の知識を組み合わせ、変更し、又はその組み合わせ

た使用によって創作されている場合、その発明は、技術水準から見て自明である。 

発明の進歩性を審査する場合には、次の手法を利用する。審査官は、進歩性がないことを

証明するためには、次に掲げる行為をする必要がある。 

 発明に最も関連性のある先行技術を探すこと。ここで、最も関連性のある先行技術と

は、当該発明と同一の目的を有する手段であることである。 

 発明の特徴であって前記の最も関連性のある先行技術よりも新規なものを探すこと。

発明であるとは見なされない別な解決方法に関係する特徴がクレームに含まれる場

合、その特徴は考慮されない。 

 発明のそれぞれの新規な特徴を開示している追加の先行技術文献を見つけること。 

 当該発明の技術的結果に及ぼす当該特徴(追加の先行技術文献で開示されているも

の)の効果が、当該追加の先行技術文献から公知であることを証明すること。 

これらのハードルがすべてクリアされた場合にのみ、クレームに記載された発明に進歩性

があるものと見なされる。 

特に、次に掲げる技術的解決方法には、進歩性が認められない。 
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 公知のルールに従い、公知の手段に公知の部分を組み合わせるなど、公知の手段への

追加にもとづいた技術的解決方法であって、発明に従って達成される技術的結果への

当該追加による効果が公知である場合。 

 公知の手段の一部を除外すると同時に、これに関連する機能を除外することによる技

術的解決方法であって、当該除外の結果として(例えば、構造の単純化、信頼性の向

上等)通常の結果しか達成されない場合。 

 技術的解決方法に含まれる要素又は手順から得られる技術的効果を高めるため、類似

の要素又は手順の数を増やすことによる技術的解決方法。 

 公知の物質の公知の特性から得られる技術的結果を達成するため、その公知の手段又

はその一部が当該公知の物質で構成される技術的解決方法。 

 公知の部分で構成される手段を創作することによる技術的解決方法であって、当該部

分の選択及び相互接続が公知のルールに基づいて行われ、達成される技術的な結果が

公知の部分及びその相互接続の公知の属性のみから生ずるもの。 

 最適又は実施されているパラメータの選択による技術的解決方法であって、発明に従

い、当該パラメータが達成された技術的結果に及ぼす効果が公知であり、通常の試行

錯誤又は設計手法によりパラメータを選択できる場合。 

出願書類の開示内容に照らし、発明の技術的結果を達成する仕組みが明らかに単純なもの

であっても、そのような開示内容が、先行技術よりも、むしろ出願資料から自明である場合、

進歩性がないとはとは見なされない。 

技術的結果が判明していない特徴がクレームに記載されている場合、審査官は、当該発明

の技術的結果に及ぼす当該特徴の効果が、当該追加の先行技術文献から公知であることを証

明する必要はない。 

独立クレームに進歩性があると見なされる場合、対応する従属クレームは審査しない。独

立クレームに進歩性がない場合、審査官は、従属クレームのそれぞれについて進歩性を評価

する必要がある。 
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進歩性のないクレームが含まれる場合、審査官は、明細書に基づいてクレームを限定する

よう出願人に示唆する。 

一群の発明が存在する場合、その群に属するそれぞれの発明について審査を行う。群内の

一部の発明に特許性がない場合、審査官は、対応する独立及び従属クレームを取り下げるか、

対応する独立クレームを限定するよう示唆する。すべての発明が特許可能な場合にのみ、特

許査定を下すことができる。 

Ⅴ）出願の補正 

審査中、ただし付与又は拒絶の最終決定が行われるまで、出願人には、発明の本質を変え

ない(「新規事項」を挿入しない)範囲で出願書類を補正する権利がある。 

補正により、当初提出した明細書及びクレームには存在せず、しかもクレームに含めるべ

きであるような新規な特徴が追加された場合、発明の本質が変更された(「新規事項」が追加

された)ものと見なされる。 

この考え方は、通常の国際的慣行とは異なり、プラス面とマイナス面がある。プラス面は、

出願人が、先行技術により公知であるような発明の特徴を明細書で開示していなかった場合

でも、これらの特徴を一般化された概念としてクレームに記載していれば、明細書及び図面

においてこれらの一般化された概念についてさらに説明する十分な機会が出願人に与えられ、

それが「新規事項」の追加であるとは見なされないことである。マイナス面は、図面につい

て、クレームに記載された特徴を十分に裏付けるものではないとは見なされるため、当初の

図面にのみ開示されている(ものの、当初出願された明細書には開示されていない)特徴をク

レームに追加する権利が一切認められない点である。 

無料で補正を行うことのできる期間は、出願日から 2 ヶ月間である。 

Ⅵ）拒絶理由通知 

書類を追加及び／又は補正しない限り、実体審査を行えない場合、当該追加書類及び／又

は補正書類(補正されたクレームを含む)及び／又は意見書を提出するよう出願人に求める拒

絶理由通知を実体審査の間に行うことができる。応答期限は、拒絶理由通知を受領した日か

ら 2 ヶ月間、また、拒絶理由通知を受領した日から 1 ヶ月以内に Rospatent に対し引用文献

を要求した場合には、その引用文献を Rospatent より受領した日から 2 ヶ月間とする。 

期限内に応答しなかった場合、当該出願を放棄したものと見なされる。請求書を期限前に

提出すれば、期限を最高で 10 ヶ月間延長できる。期限を徒過したことにつき、確認し得る
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十分な理由があれば、期限を徒過した日から 1 年間、出願を回復することができる。 

Ⅶ）正式決定 

実体審査の間に、特許請求された発明が特許性の基準を満たしていると判断されれば、特

許査定が行われる。 

実体審査の間に、特許請求された発明が特許性の基準を満たしていないと判断されれば、

拒絶査定が行われる。 

Rospatent は、拒絶査定を行う前に、拒絶理由を述べた審査結果通知を行う。前記審査結

果通知が行われた日から 6 ヶ月以内に出願人の意見書が提出された場合、それが考慮される。 

上記期限内に応答がなされなかった場合、及び／又は出願人の意見書に説得力がなかった

場合、拒絶査定が行われる。これまでの経験では、拒絶査定が直ちに行われるのを回避する

には、クレームを補正するだけでよい。このような場合、審査官は、拒絶査定を行う代わり

に、再度、審査結果通知を行う場合がほとんどである。 

3) 登録に要する期間  

ロシアの審査は驚くほど迅速である。発明に関する出願の場合には、登録に要する期間が審

査請求を行った時期に左右される。これまでの経験によれば、審査請求を行ってから審査官

が特許査定を下すまで、通常は、1 年から 1 年半を要する。 

実用新案の場合、大半のケースで、2～3 ヶ月以内に付与決定が行われる。 

 

4) 出願手数料  

 

手数料表(ロシア・ルーブル(RUB)、2008 年 12 月 30 日から) 

手数料 ルーブル(RUB) 

ルーブル(RUB) 

(ロシアWTO加盟日以降     

政府命令2011年9月15日781号) 

発明に関する出願 5,400 1,650 

– 25点を超えるクレーム1点につき +810 +250 

実用新案の出願 2,700 850 



43 

 

– 25点を超えるクレーム1点につき +270 +100 

出願の次の点に関する実体審査請求 

– 1 つの発明(1 つの独立クレーム) 8,100 2,450 

– 一群の発明(一群の独立クレーム) 
+6,480  

最高で 10 点の追加の独

立クレームのそれぞれに

つき 

+11,400  

10 点を超える独立クレ

ームのそれぞれにつき 

+1,950 

最高で 10 点の追加の独立

クレームのそれぞれにつき 

 

+3,400 

10 点を超える独立クレーム

のそれぞれにつき 

国際調査報告又は予備審査報告を出願に添付した場合、実体審査の手数料を 20%減

額する。Rospatent が作成した調査報告を出願に添付した場合、実体審査の手数料を

50%減額する。 

条約優先権に対する権利の回復請

求 
1,350 400 

出願の早期公開請求 1,350 400 

発明出願から 2 ヶ月を経過した後

に行う出願補正の請求 
1,350 － 

新規クレームの導入 

– 実体審査請求の提出前 + 810  

追加クレーム 1 点につき 

＋650 

追加クレーム 1 点につき 

– 実体審査の請求後 + 6,480  

追加した独立クレーム 1

点につき 

+2,350 

追加した独立クレーム 1 点

につき 

実用新案出願から 2 ヶ月を経過し

た後に行う出願補正の請求 
1,350 － 

新規クレームの導入 + 810  

追加クレーム 1 点につき 

＋650 

追加クレーム 1 点につき 

実体審査請求を行う期間の(2 ヶ月

を超えない)期間延長を求める請求 
2,700 850 
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拒絶理由通知に応答する期間の延長を求める請求(1 ヶ月延長するにつき) 

–最高で 6 ヶ月まで 540 200 

– 6～10 ヶ月 1,350 400 

期限を徒過した出願の権利回復を求める請求 

– 6 ヶ月以内 2,160 650 

– 6〜12 ヶ月 8,640 2,600 

出願書類、引用等の認証された

写しの請求 
1,080 550 

出願人の名前の変更登録の請求 
1,350 400 

発明に関する出願から実用新案に

関する出願への変更請求 
540 100 

実用新案に関する出願から発明に

関する出願への変更請求 
2,700 850 

– 25点を超えるクレーム1点につき + 540 ＋200 

特許紛争審判室への審判請求 

– 出願放棄の決定に対する審判請

求 
1,890 400 

– 拒絶査定に対する審判請求 
8,100 2,450 

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号)による特許料金規則)  

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

5) 出願の公開又は公告  

特許出願は、Rospatent に出願した日から 18 ヶ月の期間満了後に公開する。 

当該公開後、Rospatent は、出願書類(明細書、クレーム、図面及び要約並びに出願日から
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12 ヶ月以内に提出された出願書類への一切の補正)を公衆の縦覧に供する。 

誰でも手数料を支払えば公開された出願の写しを入手できる。 

6) 出願に対する異議申立  

国内特許法令では、出願に対する異議申立について定めていない。それでも、任意の第三

者は、何らかの先行技術の存在について知らせる非公式な通知書を審査官に提出することが

できる。審査官は、当該通知書を考慮しても考慮しなくてもよい。 

e) 特許権 

1) 特許権の基本的内容  

Ⅰ）特許に関する排他的権利の内容 

特許権者は、特許の対象に関する排他的権利を有する。何人も、特許権者の許可を得ず、

特許を受けた対象を実施する権利を有さず、前記実施には、特に次に掲げる行為を含める。 

 特許を受けた対象を組み入れた製品のロシア連邦へ輸入、製造、利用、販売の申出、

販売、他の態様での市場への導入又はこれらの目的で保管すること。 

 特許を受けた方法により直接得られた製品に関する前記行為。これが新規の物である

場合に、それと同一の物は、異議申立の証拠がないときは特許を受けた方法から得ら

れたものと見なされる(侵害者が立証責任を負う)。 

 機能させるために特許を受けた方法を必然的に用いる装置に関して、上記行為をする

こと。 

 特許を受けた対象を利用する方法を実施すること。 

独立クレームのすべての特徴(又は均等な特徴)が製品又は方法に含まれている場合、当該

製品又は方法において、特許を受けた対象が実施されているものと見なす。特徴の均等性は、

当該技術分野において、侵害に先立って公知であることを要する。 

ロシアには間接侵害の法理が存在しないため、発明の本質的な部分をそれぞれ別な独立ク

レームで保護することが望ましい。 
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2) 特許権の期間 (存続期間 )及び保護証の発行  

ロシア連邦民法第 1363 条に従い、特許の通常の存続期間は、それぞれの出願日から 20 年

間である。しかしながら、使用に販売承認が必要とされる医薬品、殺虫剤又は農薬に関する

発明については、Rospatent がこの期間を延長することができる。特許権者の請求により、

発明の出願日から当該使用承認を最初に受けた日までの期間から 5 年間を差し引くことで計

算される期間、この期間を延長する。発明特許の存続期間は、5 年を超えて延長することが

できない。 

特許の存続期間の延長請求は、特許の存続期間中であって、最初に承認を受けた日又は特

許付与日のいずれか遅い方の日から 6 ヶ月を超えない期間内に提出する必要がある。 

請求書には、出願人の氏名、住所、基本特許番号、医薬、殺虫剤又は農薬の名称、特許を

付与された多項クレームの中の当該製品を対象とする独立クレームの番号を記載しなければ

ならない。 

請求書には、発明特許証(原本)、特許を受けたクレームにおいて特徴付けられた製品であ

ることが特定できる製品の特徴及び記載を含む公証人による認証済みの公文書の写し、製品

の最初の販売承認の登録番号及び発行日並びに委任状を添付しなければならない。 

Rospatent は、提出日から 1 ヶ月以内に請求書を検討しなければならない。 

これに対応する特許保護期間を特許証に注記し、それを特許権者に返却する。 

特許の存続期間延長に関する情報は、ロシア連邦公報に公告する。 

ユーラシア特許の存続期間も、同様に延長できる。その請求は、Rospatent に行わなけれ

ばならない。 

実用新案特許の通常の存続期間は、出願日から 10 年であり、Rospatent は、特許権者の

請求に応じ、3 年を超えない期間延長することができる。 

意匠特許の通常の存続期間は、出願日から 15 年であり、特許権者の請求に応じ、10 年を

超えない期間延長することができる。 

特許期間の延長を受けるために「特許が実施されている」ことを証明する必要はない。 

3) 先使用権を含む特許への制限  

Ⅰ）侵害から除外される行為 

次に掲げる行為は、侵害とはならない。 
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 外国の車両の構造、補助装置又は操作に特許を受けた対象を組み込んだ製品が国内に

一時的又は偶発的に存在し、当該製品が車両に関する必要性を満たす目的にのみ使わ

れ、当該外国においてロシアの車両にも同一の権利が認められている場合における、

当該製品の使用。 

 特許を受けた対象を組み込んだ物又は方法に関する科学的研究又は実験。 

 特許権者にできる限り速やかに通知し、かつ、相応の補償を行うことを条件として、

特許を受けた発明を緊急事態において使用すること。 

 特許を受けた対象を事業活動に関連しない、個人、家族、家庭又はその他の活動のた

めに使用すること。 

 特許を受けた発明を用いた薬剤師の処方に基づき、薬局で医薬品を時折調合すること。 

 特許権者又は特許権者の許諾を得た他の者が特許を受けた対象を組み入れた物をロシ

ア連邦に先行して導入していた場合において、これらの物のロシア連邦への輸入、利

用、販売の申出、販売、その他の市場への導入又はこれらの目的で保管すること。 

Ⅱ）先使用権 

ロシア連邦の領土内において、優先日以前に登録された対象と同一の対象を無関係に創作

し、善意で実施した(あるいは実施のために必要な準備をしていた)第三者は、その範囲を拡

大しない限りにおいて、その実施を無償で継続する権利を有する。 

先使用の権利は、先使用又は先使用の準備がなされている事業と一括してのみ、第三者に

譲渡することができる。 

Ⅲ）後使用権 

維持手数料の不払いにより特許が無効となった場合、権利者の請求により、権利を回復す

ることができる。当該請求は、期限を徒過した日から 3 年以内、ただし、権利の存続期間が

満了する前に行わなければならない。回復された特許に関する情報は、Rospatent の公報に

公告する。 

権利が無効になった日から権利回復の公告日の間に権利の対象の実施を開始した(あるい

は実施に必要な準備をした)第三者は、その範囲を拡大しない限り、その対象を継続して無償

で実施する権利を有する。 
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4) 特許権の譲渡及びライセンス (排他的又は非排他的 ) 

Ⅰ）概要 

特許権者は、契約により発明、実用新案又は意匠を実施する排他的権利を他の者に譲渡す

る(排他的権利の譲渡の)場合、又は発明、実用新案又は意匠を実施する権利を契約に定めた

制限内で他の者に認める(ライセンス契約の)場合を含め、自らに帰属するこれらのものに対

する排他的権利を法律に反しない方法で処分することができる。 

Ⅱ）譲渡 

特許権者は、任意の自然人又は法人に自らの特許出願又は付与された特許を随時譲渡する

ことができる。特許権の譲渡は、Rospatent に登録しなければならず、登録しない限り効力

を生じない。譲渡について登録するためには、次に掲げる文書が必要となる。 

 ① 譲渡証書正副 2 通 

 ② 特許登録証の原本 

 ③ 当事者のいずれかの委任状 

 ④ 登録料が支払われたことを証明する書類 

譲渡証書は、譲渡人と譲受人が署名、捺印し(印鑑がある場合)、その正式な肩書きを記載

しなければならない。 

特許の譲渡契約の譲受人は、契約に別段の規定がない限り、契約に定めた代償を特許権者

に支払う義務を負う。代償の定めのある譲渡契約に代償の額又はこれを決定する手続に関す

る規定がない場合、当該契約は結ばれていないものと見なされる。 

上記内容から、代償の支払いについて定めない契約は許容されないと解することができる

ものの、実際には、この点については、注意して扱う必要がある。民法の規定は、商業的組

織間の贈与が許されないと定めている。したがって、そのような契約が税務当局の目にとま

れば、当事者に対する質問が行われる可能性がある。税務当局は、その取引を贈与と見なし、

取引の市場価値に基づいて代償を計算し、ロシア側の当事者に納税を要求し、支払の遅れに

対する罰金と処罰を加える可能性がある。この点に関する裁判所の判例がないため、代償を

定めない取引は、当事者の裁量に委ねられている。 

発明に対する排他的権利は、その譲渡について Rospatent に登録した時に、元の特許権者

から譲受人に移転する。譲受人が、契約で定めた特許権者への代償支払義務に重大に違反し、

排他的権利が既に譲受人に移転していた場合、元の特許権者は、排他的権利の返還及び損害
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賠償を請求する司法手続を提起する権利を有する。発明に対する排他的な権利が譲受人にま

だ移転しておらず、排他的な権利を得るための代償支払義務に対する違反があった場合、特

許権者は、契約を一方的に解消し、契約解消による損害について賠償を請求できる。 

Ⅲ）譲渡の公募 

発明者である出願人は、発明に関する特許出願の際に、特許が付与された場合において、

発明を譲り受ける意志を最初に表明し、特許権者及び Rospatent にこれを通知したロシア連

邦の任意の市民又は任意のロシア法人に対し、確立された条件に従い、特許を譲渡する契約

を結ぶ義務を負う旨の請願書を Rospatent に提出することができる。このような請願書を提

出した出願人は、出願手数料及び発行特許の特許手数料を免除される。Rospatent は、前記

請願について公報に公告する。特許の発行から 2 年以内に応募がなかった場合、特許権者は、

免除された手数料の全額の支払いと引き換えに、公募を取り下げることができる。 

Ⅳ）ライセンス 

ライセンス契約は、特許の付与後にのみこれを結ぶことができ、契約が無効とされないた

めには、これを Rospatent に登録しなければならない。係属中の出願についてライセンスを

認めることはできない。 

契約書に記載するライセンサーの名前は、特許登録証と同じでなければならない。ライセ

ンサーの名前又は住所が特許の付与後に変更された場合、当該変更を事前に Rospatent に登

録するか、最低でも登録を求めるライセンスとともに適切な請願書を提出する必要がある。 

ライセンス契約は、Rospatent に登録した日から効力を生ずる。ライセンス契約書には、

以下に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ① 特許番号 

 ② 契約の当事者(フルネーム及び住所) 

 ③ 移転する権利の種類、すなわち、専用実施権であるのか、通常実施権であるのか 

 ④ 許諾範囲、すなわち、ロシア連邦全体又はその一部(許諾範囲を定めていない場合、ロ 

シア連邦領全体がライセンスの許諾範囲であると見なされる) 

 ⑤ 存続期間(この期間を定めていない場合、5 年間のライセンス契約を結んだものと見な 

される) 

ライセンシーは、ライセンス契約で定めた権利及び手段の範囲内でのみライセンス対象を

実施する。ライセンシーに許諾したことがライセンス契約に明示されていない対象について
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は、これを実施する権利がライセンシーに許諾されていないものと見なす。 

ライセンス契約に別段の規定がない限り、ライセンシーは、ライセンスを受けた対象を実

施する過程でライセンサーに報告書を提出しなければならない。ライセンス契約において、

当該報告の期間及び手続について定めていない場合、ライセンシーは、ライセンサーの要求

に応じ、当該報告を随時行う義務を負う。 

ライセンス契約期間中に、ライセンサーは、ライセンスを受けた対象を実施するライセン

シーの権利行使を妨げかねないいかなる行為も控える義務を負う。 

ライセンスを受けた発明の、ライセンス契約に定めていない方法、又はその期間の満了後

における、又は契約に基づいてライセンシーに付与された権利の限界を超えた他の方法によ

る実施は、特許侵害であると見なされ、これに対応する法的責任を生ずる。 

ライセンシーは、ライセンサーの書面による同意に基づき、許諾された権利のサブライセ

ンス(再実施権)を他の者に許諾する権利を有する。当該書面による同意がない場合、

Rospatent は、サブライセンス契約の登録を拒絶する。ライセンス契約に別段の定めがある

場合を除き、ライセンシーは、サブライセンシーの行為につき、ライセンサーに責任を負う。 

ある対象に対する排他的権利が消滅した場合、ライセンス契約が終了したものと見なされ

る。 

後に無効であることが判明した特許に基づいて結ばれたライセンス契約は、特許無効の決

定が行われるまで履行されていた範囲において、その効力が持続する。したがって、ライセ

ンスを受けた特許が無効となる前に適正に支払われたロイヤルティの返金を請求することは

できない。 

 

Ⅴ）ライセンスの公募(オープンライセンス) 

特許権者は、記載された条件で任意の者に通常実施権を付与する意志がある旨の請願書を

Rospatent に提出することができる(オープンライセンス)。その場合、Rospatent が請願を

公告した年の翌年から特許維持手数料が半額に減額される。 

オープンライセンスに関する情報の公告日から 2 年以内に自らの請願書に記載した条件に

よるライセンス契約締結の提案がなされなかった場合、特許権者は、免除された手数料の支

払いと引き換えに公募を取り下げることができる。この場合、その後は、特許維持手数料を

全額納付しなければならない。 
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5) 強制実施権  

ロシアでは、特許発明又は実用新案の実施は、特許が無効とされないための必須要件では

ない。しかし、特許を受けた発明又は実用新案が、特許から一定期間内(発明については 4 年

間、実用新案については 3 年間)に実施されていないか、十分に実施されていない場合、これ

に関連する商品がロシアの製品市場に十分に供給されないことになる。発明又は実用新案の

未実施又は不十分な実施が正当な理由によるものであることを特許権者が証明できない場合、

その特許権は法律(ロシア連邦民法第 1362 条)の規定に基づく強制実施権の対象となり得る。

これを避けたい場合、特許を受けた製品を必ずしもロシア国内で製造する必要はない。物品

が市販されていることが決定的に重要である。したがって、十分な数量の特許商品がロシア

で販売されていれば、強制実施権の適用を回避することに役立つ。 

ロシアにおける強制実施権の根拠規定は、民法第 1362 条である。特許権者及びそのライ

センシーが、特許されてから 4 年間、特許を受けた発明を全く実施していないか、十分に実

施せず、これによりそれぞれの商品又はサービスが国内市場に十分に供給されていない場合、

特許を受けた発明の実施を希望し、実施する準備を終えていたにもかかわらず、一般的に受

け入れられている条件によるライセンス契約の締結を特許権者に拒絶されていた者は、その

発明を実施する非排他的な強制実施権を求め、特許権者に対する訴訟を提起する権利を有す

る。発明の未実施又は不十分な実施が正当な理由にもとづくものであることを特許権者が証

明できない場合、裁判所は強制実施権の付与及びその条件について判決を下すことができる。

支払総額は、類似の状況において付与される通常のライセンスと同水準に設定する。 

また、特許権者が、他の発明特許の特許権者の権利を侵害することなく、自らの特許を実

施できず、他の特許の特許権者が、一般的に受け入れられている条件の下でライセンス契約

を結ぶことを拒絶した場合、当該特許権者は、当該他の特許の特許権者の発明を実施するた

めの非排他的強制実施権を求め、当該他の特許の特許権者に対する訴訟を提起することがで

きる。ただし、訴訟を提起する特許権者の特許クレームに記載されている発明が、他の特許

の特許権者の発明を上回る大きな経済的利点を有する重要な技術的成果でなければならない。 

このような強制実施権を裁判所が認めた場合、支払総額は類似の状況で通常決定されるラ

イセンス料を下回ってはならない。当初の発明の（編者注：強制実施権を申立てられた側）

特許権者は、強制実施権が認められた発明につき、非排他的かつ一般的に受け入れられてい

る条件で発明を実施する非排他的実施権を取得する権利を有する。 

さらに、民法第 1360 条では、ロシア連邦政府に対し、その旨を特許権者に速やかに通知
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し、特許権者に合理的な金銭的補償を行うことで、国家安全保障上の利益のため、特許権者

の許諾なしに特許を受けた発明を実施することを認めている。 

とはいえ、ロシアにおいて強制実施権が認められた事例に関する情報はなく、これを請求

した事例さえ知られていない。国家安全保障上の利益のために特許権者の許諾を受けること

なく、特許発明を実施することを政府に認めた事例に関する情報もない。 

6) 実用新案の非実体審査の際の「実用新案技術評価書」の書類の入

手可能性  

出願人、権利者、又は第三者は、クレームに記載された実用新案の特許性を評価する場合

の比較対象となる技術水準について判定するための情報調査を実施するようRospatentに請

求することができる。このような先行技術調査を実施するための手数料は、独立クレームが

1 点であれば 4050 ルーブル(約 130 米ドル)、これに独立クレームが 1 点追加されるにつき、

さらに 3240 ルーブル(約 100 米ドル)である。Rospatent は、2 ヶ月以内に調査を行う。 

f) 特許紛争審判室(Chamber Of Patent Disputes) 

特許紛争審判室(は、Rospatent の決定に対する審判請求及び無効訴訟を審理する機関であ

る。特許紛争部は、Rospatent の連邦産業財産権機関の一部門である。特許紛争審判室の審

決は、オンラインで閲覧できる(http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm)。 

1)審判請求  

次に掲げる決定に対して、審判を請求することができる。 

 ① 拒絶査定 

 ② 特許査定(通常は、認容されたクレーム、明細書、図面、決定書の表紙に記載されたデ 

ータに出願人が同意できない場合に異議申立を行う) 

 ③ 出願放棄の決定 

審判請求は、決定を受領した日から 6 ヶ月以内、また、拒絶理由通知を受領した日から 2

ヶ月以内に Rospatent が引用文献を要求した場合には、その引用文献を Rospatent より受領

した日から 6 ヶ月間以内に特許紛争審判室に行わなければならない。 

特許紛争審判室は、審判請求書類が国内要件に適合しているかどうかを 1 ヶ月以内に審理

し、その後、特許紛争審判室が審判を開く日時を出願人に通知する。 

http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm
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審判請求書類が要件を満たしていない場合、対応する通知を受領した日から 3 ヶ月以内に

その内容を訂正するか、不備の書類を提出するよう申立人に促す。 

審判を開く日は、通常、審判請求が行われた日から 2〜3 ヶ月以内の日を指定する。 

審判請求は、特許紛争審判室のメンバーと Rospatent の対応する審査課の審査官の両方か

ら選ばれた 3～5 名の審査官で構成される特許紛争審判室の合議体による審判で審理する。 

出願人も、審判請求の対象とされた決定を下した審査官も、審判に参加する。 

合議体は、クレームが認容されるよう、特許権者に対し、その補正を求めることができる。 

補正された多項クレームを提出する場合、審判請求の審理を延期し、審査課が追加情報の

調査を行い、その調査完了後に、次の審判日を指定する。その場合、合議体は、追加調査の

結果にもとづいて最終決定を下す。 

補正は、元の明細書及びクレームのみに基づいて行わなければならない。 

特許紛争審判室合議体は、審判請求を審理した後、次に掲げる審決を行うことができる。 

＜拒絶査定に対する審判請求の場合＞ 

 審判請求を認め、既存のクレームについて特許査定を下すこと。 

 審判請求を却下し、Rospatent の決定の効力を持続させること。 

 審判請求を認め、補正された多項クレームに基づいて特許査定を下すこと。 

＜特許査定に対する審判請求の場合＞ 

 審判請求を認め、特許査定を取り消し、さらなる審査を行うために、出願を差し戻す

こと。 

 審判請求を却下し、Rospatent の決定の効力を持続させること。 

 審判請求を部分的に認め、補正された多項クレームについて特許査定を下すこと。 

＜出願放棄の決定に対する審判請求の場合＞ 

 審判請求を認め、出願を回復させること。 

 審判請求を却下し、Rospatent の決定の効力を持続させること。 

合議体は、審判において、審決を言い渡し、その後、2 ヶ月以内に審決書を作成し、申立

人に送付する。 

特許紛争審判室の審決は、監督機関(連邦知的財産特許商標庁)の長の承認を受け、承認さ

れた日に効力を生ずる。 
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特許紛争審判室における審判請求の審理は、申立からの審決まで、平均して 6〜12 ヶ月を

要する。 

特許紛争審判室の審決は、申立人が審決を受領した日から 3 ヶ月以内に裁判所で争うこと

ができる。 

 

特許紛争審判室における審判 

(出所：2004 年 Rospatent 年次報告書) 

2) 特許の無効  

発明に係る特許は、次に掲げるいずれかの場合、その存続期間中いつでも、その一部又は

全部を無効にすることができる。 

 ① 特許を受けた主題が、特許性の要件を満たさない場合。 

 ② 出願日における当初の明細書及びクレームに含まれていなかった特徴が、特許を受けた

クレームに含まれている場合。 

 ③ 同一の発明に関する同一の優先日を有する複数の出願に特許が付与された場合。 

 ④ 誤った創作者又は特許権者を特定して特許が付与された場合。 

上記(①、②、③)を理由とする異議申立は、特許紛争審判室に対して行わなければならな

い。 

④を理由とする異議申立は、裁判所に対して行う。 

特許紛争審判室または裁判所は、異議申立書類が国内要件に適合しているかどうかを 1 ヶ

月以内に審理する。その後、審判が開かれる日時を、特許権者及び異議申立を行った当事者

に通知する。特許紛争審判室への異議申立に関する答弁書を審判が開かれる日までに提出す

るよう促す内容の提案を添え、異議申立書類をすべて特許権者に送付する。 
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異議申立書類がすべての要件を満たしていない場合、異議申立を行った当事者に対し、対

応する通知を受領した日から 3 ヶ月以内にその内容を訂正するか、不備の書類を提出するよ

う促す。 

審判が開かれる日として、通常、審判請求が行われた日から 4〜6 ヶ月以内の日を指定す

る。 

特許権者は、審判を開くために指定した日まで、いつでも異議申立に応答することができ

る。また、特許権者には、審判において直接答弁する権利もある。 

異議申立は、特許紛争審判室のメンバーと Rospatent の対応する審査課の審査官の両方か

ら選ばれた 3～5 名の審査官で構成される特許紛争審判室の合議体による審判において審理

する。 

両当事者(特許権者及び異議申立を行った当事者)並びに異議申立の対象とされた決定を行

った審査官も、審判に参加する。 

合議体は、クレームが認容されるよう、特許権者に対し、その補正を求めることができる。 

補正された多項クレームを提出する場合、審判請求の審理を延期し、審査課が追加情報の

調査を行う。調査完了後に、次の審判を開く日を指定する。このような場合、合議体は、追

加調査の結果に基づき最終決定を下す。 

補正は、特許が付与されたクレームのみに基づいて行わなければならない。明細書の開示

内容に基づいた補正は許されない。 

特許紛争審判室の合議体は、異議申立を審理した後、次に掲げる審決を行うことができる。 

 異議申立を却下し、特許の効力を全面的に持続させること。 

 異議申立を認め、特許の効力を全面的に無効とすること。 

 異議申立を部分的に認め、特許を一部無効とすること。 

特許が一部無効とされた場合、新規特許が付与される。 

合議体は、審判において審決を言い渡し、その後、2 ヶ月以内に審決書を作成し、申立人

に送付する。 

特許紛争審判室の審決は、Rospatent 長官により承認され、承認された日から効力を生じ

る。 

特許紛争審判室における異議申立の審理には、申立から平均して 10〜24 ヶ月を要する。 

特許紛争審判室の審決は、申立人が審決を受領した日から 3 ヶ月以内に裁判所で争うこと
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ができる。 

g) 年金を含めた政府の特許料 

手数料表(ロシア・ルーブル(RUB)、2008 年 12 月 30 日から) 

手数料 ルーブル(RUB) 

ルーブル(RUB) 

ロシア WTO 加盟日以降 

(政府命令 2011 年 9 月 15

日 781 号) 

特許登録料 
10,800 3,250 

発明特許の年金(年間): 

3-4 年 2,700 850 

5-6 年 4,050 1,250 

7-8 年 5,400 1,650 

9-10 年 8,100 2,450 

11-12 年 12,150 3,650 

13-14 年 16,200 4,900 

15-18 年 20,250 6,100 

19-20 年 27,000 8,100 

21 年以降 36,000 12,000 

実用新案の年金(年間): 
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手数料 ルーブル(RUB) 

ルーブル(RUB) 

ロシア WTO 加盟日以降 

(政府命令 2011 年 9 月 15

日 781 号) 

1-2 年 1,350 400 

3-4 年 2,700 850 

5-6 年 4,050 1,250 

7-8 年 5,400 1,650 

9-10 年 8,100 2,450 

11 年 12,150 3,650 

12 年－13 年 12,150 4,050 

期限から 6 ヶ月以内の期限に遅れた年金の支払いについては、50％の追加手数料を徴収する。 

年金の不払いによる消滅後 3 年以内

の回復 

当年の年金を 2.5 倍にし

た額 

 

発明の存続期間の延長を求める請求  5,400 2,450 

実用新案の存続期間の延長を求める

請求  
1,350 400 

特許証の副本の取得 2,700 1,350 

ライセンス契約の登録請求： 

- 特許 1 件につき 5,400 1,650 
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手数料 ルーブル(RUB) 

ルーブル(RUB) 

ロシア WTO 加盟日以降 

(政府命令 2011 年 9 月 15

日 781 号) 

- 同一のライセンス契約に含まれる追

加特許 1 件につき 
2,700 850 

譲渡契約の登録請求： 

- 特許 1 件につき 5,400 1,650 

- 同一の譲渡契約に含まれる追加

特許 1 件につき 
2,700 850 

登録されたライセンス又は譲渡契約

の修正の登録請求 
1,350 400 

権利のオープンライセンスに関する

請求 
1,350 400 

特許証の訂正の登録請求 4,050 2,050 

特許査定に対する特許紛争審判室へ

の異議申立 
16,200 3,250 

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号)による特許料金規則) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

 

h) 特許付与の公告 

Rospatent は、特許査定に基づき、対応する特許登録料が納付された後に、特許の公告を

手配し、特許に関する情報を国家特許登録簿に記入し、特許付与に関する情報を公報に公告

する。特許の国家登録の日が、特許の発行日であると見なされる。公報には、付与された特

許につき、その書誌情報及びクレームに関する情報を掲載する。発明及び実用新案に関する

公報が毎月 3 号発行されている。公報には、電子版もあり[OG]、公開された出願及び特許に

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/electron_bulletins/inventions_utility_models/
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関する情報を通し番号の順に掲載しているものの、検索機能はない。公報の検索が可能な版

は、CD 及び DVD 形式で購読できる。付与された特許に関する情報は、Rospatent の無料デ

ータベース[FreeDB]でも閲覧できるものの、1994 年以降に付与された特許の要約しか利用

できない。しかしながら、明細書の写しを含め、特許に関する完全な情報が収録されたデー

タベースを購読することもできる [DB]。 

特許登録証は、紙に印刷され、特許登録証の綴りの表紙には、特許番号、発明の名称、国

家登録日、優先日、特許の存続期間の満了日、発明者の名前及び譲受人の名前が記載される。

綴りには、クレーム及び図面とともに発明の明細書が含まれ、明細書の 1 ページ目には、IPC

分類記号、特許弁護士の情報など、追加的な書誌データのリストが掲載される。 

共同譲受人には、特許登録証が 1 通しか発行されない。 

  

発明の特許登録証 実用新案の特許登録証 

(2) ユーラシア特許制度  

ユーラシア特許制度の下で、出願から付与まで、1 つの手続でユーラシア特許を取得でき、

付与されたユーラシア特許の地理的範囲は、旧ソ連(ソビエト連邦)の共和国であった締約国 9

ケ国に及ぶ。付与されたユーラシア特許は、その効力を及ぼしたいと考える締約国のそれぞ

れにつき(年金を支払うことで)維持しなければならない。 

ユーラシア特許制度は、現在知られている 4 つ目の広域特許制度(他はアフリカ広域知的財

産機関(ARIPO)、アフリカ知的財産機関(OAPI)及び欧州特許庁(EPO))であり、付与された特

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupatabru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/article_2/article_rupatabru


60 

 

許について特に発効手続をとらなくても、付与された特許から生ずる特許権が締約国に及ぶ

という点において、アフリカ広域知的財産機関(ARIPO)、アフリカ知的財産機関(OAPI)やと

同じ原則に立っている。 

旧ソ連は、1991 年 12 月 25 日に消滅し、その共和国 15 か国が独立国家となった。これら

の共和国(国家)は、アルファベット順に並べると、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラル

ーシ、エストニア、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、ラトビア、リトアニア、モル

ドバ、ロシア連邦、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ、ウズベキスタンである。 

さらに、15 の新しい国家が、すべて独自の知的財産権庁を設置し、共通の国家間知的財産

条約を結び、現在では、どの国でも、外国の出願人が、パリ条約及び PCT 制度を利用し、

国内特許を取得できる。 

それまでは同じ領域につき、ソ連特許を 1 つ取得すれば良かったのに対し、ソ連崩壊後は、

15 か国のそれぞれにつき特許保護を受けなければならなくなった。これに関連して、これら

の新しい国家の中には、制度を構成するどの国においても保護が受けられるような特許を付

与することのできる国家間の中央特許庁を備えた共通特許制度を樹立しようとする国々もあ

った。この方向での最初の試みが、1991 年 12 月 27 日における「工業所有権保護に関する

予備協定」(いわゆる「ミンスク協定」)への署名であった。この協定に署名したのは、アル

メニア、ベラルーシ、モルドバ、ロシア連邦、タジキスタン及びウクライナであった。しか

しながら、その当時、ミンスク協定に批准した国は、ウクライナのみであったため、発効し

なかった。 

1993 年 3 月 12 日に 9 か国(すなわちアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタ

ン、モルドバ、ロシア連邦、タジキスタン、ウクライナ、ウズベキスタン)がモスクワで「工

業所有権保護及び工業所有権保護のための国家間特許保護評議会の設置方法に関する」協定

に調印した。この協定は、加盟国共通の特許保護制度を創設する条約の準備及び採択につい

て規定するものであった。条約の条文は、WIPO の国際事務局と協力して起草した。ユーラ

シア特許条約は、アゼルバイジャン、アルメニア、ベラルーシ、グルジア、カザフスタン、

キルギスタン、モルドバ、ロシア連邦、タジキスタン、ウクライナにより、1994 年 9 月 9

日にモスクワで正式に調印された。条約は、1995 年 8 月 12 日に発効した。 

ユーラシア特許条約は、国際連合、パリ条約及び PCT の加盟国であれば、どの国でも自

由に参加できることを掲げている。ユーラシア特許機構設立の目的は、旧ソ連領(の尐なくと

も一部)について統一特許領域を形成することであった。手続及び特許付与にはロシア語のみ



61 

 

が使われる。ユーラシア特許庁では、旧ソ連諸国並びに東欧諸国及びアジア諸国から新規加

盟国を募るために一定の努力を払っている。 

次に掲げる国は、ユーラシア特許条約の現在の締約国であり、ユーラシア特許を容易に取

得できる。 

 

締約国： 加盟した日： 

アルメニア 1996 年 2 月 27 日 

アゼルバイジャン 1995 年 12 月 25 日 

ベラルーシ 1995 年 8 月 12 日 

カザフスタン 1995 年 11 月 4 日 

キルギスタン 1996 年 1 月 13 日 

モルドバ 1996 年 2 月 16 日 

ロシア連邦 1995 年 9 月 27 日 

タジキスタン 1995 年 8 月 12 日 

トルクメニスタン 1995 年 8 月 12 日 

 

グルジアとウクライナの 2 か国は、ユーラシア特許条約に署名したものの、まだ批准して

おらず、この 2 か国が最終的に条約に参加するかどうかはまだはっきりしない。ウズベキス

タンは、ユーラシア特許条約にまだ調印さえしていない。 

その一方で、バルト 3 国(エストニア、ラトビア、リトアニア)は、欧州特許条約(EPC)の

締約国となったため、これらの諸国がユーラシア特許条約に加盟することは考えにくい。 

ユーラシア特許条約は、パリ条約第 19 条の意味における特別協定であり、PCT 第 45 条

(1)の意味での広域特許条約である。条約に基づき、ロシア連邦のモスクワに本部を置く「ユ

ーラシア特許機構」という名称の政府間組織が創設された。この機構の機関が、管理評議会

とユーラシア特許庁である。 

ユーラシア特許庁は、1996 年 1 月 1 日から新たな特許出願を受け付け始めた。 
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ユーラシア特許庁の管理体制 

(出所：ユーラシア特許庁ウェブサイト http://eapo.org/eng/ea/about/structure.html) 

a) ユーラシア特許制度の特徴 

ユーラシア特許出願は、ユーラシア特許条約のすべての締約国を対象とし、ユーラシア特

許は、これらのすべての締約国について一括して付与される。出願の際に保護を受けたい国

を指定する必要はない。実際にも、ユーラシア特許出願では、特許が効力を及ぼす国を指定

することさえできない。付与されたユーラシア特許は、特許の付与及びその発効後に国内特

許の束となる欧州特許とは対照的に、締約国単位で効力を及ぼすものではなく、すべての締

約国の領土に法的効果を及ぼす単一の統一特許となる。 

しかしながら、ユーラシア特許の付与後は、特許保護を受けたい締約国のそれぞれにつき、

これを維持しなければならない。付与された特許の維持管理は、付与された特許の効力を維

持する国につき、ユーラシア特許庁に年金を支払うことで行う。 

ユーラシア特許制度は、締約国の国内特許制度と並存する。このため同一の譲受人に帰属

する場合、同一の優先権を持つ発明について、ユーラシア特許に併せて各締約国の国内特許

を出願、取得することも可能である。しかしながら、特にすべての又は複数の締約国で保護

を受けたい場合、ユーラシア特許を取得することには、複数の締約国のそれぞれにつき国内

特許を取得するよりも有利な点がある。ロシア語による単一の手続により取得でき、複数の

締約国に効力が及ぶ統一特許としてのユーラシア特許は、ロシア語以外の公用語を有する国

長官 

副長官 
長官補佐 

秘書課 審査部 経済開発人事部 

特許情報部 方式審査課 
財務会計部 

情報支援公告課 化学医学課 
国際関係分部 

特許文書処理部 力学物理学電子課 法務部 

手続オートメーション部 ユーラシア特許登録課 サービス部門 

ネットワークインフラ技術

サポート部 
審判請求品質管理課 管理事務室 

http://eapo.org/eng/ea/about/structure.html
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(例えば、アルメニア、アゼルバイジャン、モルドバなど)でも通用する広域特許権を取得で

きるため、早道かもしれない。 

装置、方法、物質、微生物の菌株、植物や動物の細胞培養物、さらに装置、方法、物質又

は株の使用が発明の対象となり得る。 

特許可能な発明は、進歩性及び産業上の利用可能性を有する、新規なものでなければなら

ない。発明は、先行技術から公知であってはならない。進歩性を有する発明とは、当業者に

とって自明ではないものである。発明は、工業、農業、公衆衛生、人間のその他の活動の分

野で利用可能であれば、産業上利用可能であると見なされる。 

次に掲げるものは、発明であるとは見なされないため、特許を受けることができない。 

 発見 

 科学的理論及び数学的方法 

 単なる情報の提供 

 経済的組織及び経営方法 

 記号、計画及び規則 

 精神的な行為を行う方法 

 アルゴリズム及びコンピュータ・プログラム 

 集積回路の回路配置 

 構造物及び建築物並びに土地開発の企画及び計画 

 製品の外見のみに関する美的要件を満足することを目的とした解決方法 

特許は、次のものには付与されない。 

 植物品種及び動物種 

 公の秩序又は善良の風俗を保護するために商業利用を阻止すべき発明 

発明は、その優先日における先行技術から公知であってはならない。技術水準は、当該発

明の優先日前に、世界のいずれかで公衆が利用可能であったあらゆる情報で構成される。ま

た、出願日又は優先日が先行するユーラシア特許出願又はこれに付与されたユーラシア特許

がその後公開された場合には、当該出願の内容も技術水準に含まれる。出願日又は優先日が

先行し、ユーラシア特許庁を指定する PCT 国際出願がユーラシア広域段階に入った場合に

のみ、当該 PCT 出願は、先行技術を構成する。このような先行する出願は、新規性を決定

する目的でのみ先行技術を構成し、進歩性を決定する目的では先行技術を構成しない。 

何れかの締約国において未公開の出願から生じる先行権利は、優先権が务後するユーラシ
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ア出願に悪影響を及ぼし得る。同様に、ユーラシア特許から生じる先行権利も、優先権が务

後する締約国の特許に同様の効果を及ぼす。しかしながら、ユーラシア特許庁は、自らへの

出願を審査する際、締約国への未公開の出願を考慮しない(参照することさえできない)ため、

この規定は、審査には関係しない。 

発明者、出願人又はこれらの者から直接又は間接的に情報を得た者によるものである場合

に限り、出願日又は優先日に先立つ 6 ヶ月間における発明に関する情報の開示は、新規性を

妨げない。 

b) 出願人適格及び特許を受けるための要件 

発明者又はその権利の承継人(例えば譲受人)、共同発明者又はその権利の承継人は、ユー

ラシア特許を出願できる。同一のユーラシア特許につき二人以上の権利者がいる場合、特許

発明の実施権は、当該締約国の国内法の規定により規律される。 

また、従業者によってなされた発明(職務発明)の場合にも、国内法が適用される。職務発

明について取得したユーラシア特許に関する権利は、従業者が主に雇用されているか、使用

者の営業所のある国の法律に従って決定される。 

ユーラシア特許出願並びに付与された特許は、ユーラシア特許条約の全締約国一括でのみ、

これを譲渡することができる。譲渡は、書面で行う必要があり、効力を生ずるためにはユー

ラシア特許庁に登録しなければならない。 

c) 出願から特許付与までの手続 

ユーラシア特許の付与を求める出願は、ユーラシア特許庁に行わなければならない。しか

しながら、国内出願を最初に行うよう義務づけている締約国の出願人は、ユーラシア出願を、

国内特許庁に行う必要がある。ユーラシア特許条約の締約国に属さない出願人は、ユーラシ

ア特許弁護士を代理人にしなければならない。 

適正に行われた出願、すなわち出願日が決定された出願は、尐なくとも次の書類で構成さ

れる。 ユーラシア特許出願として出願を行う旨の文書、出願人の連絡先情報、及び一見して

発明の明細書であることがわかる部分。願書を除く、適正に行われたユーラシア出願のすべ

ての書類は、任意の言語でよいものの、願書は、ロシア語でなければならない。しかしなが

ら、さらに、すべての出願書類につき、そのロシア語の翻訳文を提出する。ユーラシア特許

庁における手続もロシア語で行う。 

PCT 出願がユーラシア広域段階に入る期限は、優先日から 31 ヶ月である。 
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(出所：ユーラシア特許庁 2010 年年次報告書中データ) 

 

ユーラシア特許庁は、出願につき、例えば、すべての必要書類が提出され、要件に適合し

ているか、優先権の主張が適切に行われているか、また、発明が特許性のない対象に関する

ものでないかなど、方式要件に適合しているかどうかを審査する。審査において、所定の期

間内に訂正又は補正を行うよう出願人に求め、その場合、方式審査の期間をこれに応じて延

長することができる。 

審査を進めることが許された各ユーラシア特許出願につき、情報調査が行われる。調査は、

クレームに基づいて行い、明細書及び図面がある場合は、これも考慮に入れる。調査の間に

発明の単一性要件が満たされていないことが判明した場合、調査の対象とする発明の群を選

ぶよう出願人に求めることができる。 

ユーラシア特許庁は、自前の調査機能を継続的に強化しているものの、現時点において、

依然として Rospatent が、ユーラシア特許庁との協定に基づき、情報調査を行っている。従

って、情報調査に関する要件だけでなく、調査した情報の情報源に関する要件も、以前に説

明した Rospatent の要件に類似である。ユーラシア特許条約規則は、国際サーチレポート及

びその PCT の下での公開を、ユーラシア特許庁のサーチレポートに替え得ると規定する。 

ユーラシア特許出願は、出願日から 18 ヶ月の期間満了後、又は優先権が主張されている

場合は優先日から 18 ヶ月の期間満了後、可及的速やかにサーチレポートとともにこれを公
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開する。出願の公開内容には、公開された書誌データを記載した表紙、要約、明細書、クレ

ーム、図面及びその他の書類並びにサーチレポート(可能な場合)を含める。サーチレポート

の公開を別個に行う場合、ユーラシア出願の公開日並びにサーチレポート及び要約の公開日

を含む公開された書誌的データを記載した表紙をこれに添える。 

 

(出所：ユーラシア特許庁 2010 年年次報告書中データ) 

 

出願の公開は、クレームに記載された発明の公開された内容に従った仮保護の権利を生ず

る。ユーラシア特許が付与された後、特許権者は、出願の公開日からユーラシア特許の公告

日まで、自らの同意なく特許発明を実施した者に対し、補償を求めることができる。仮保護

の権利の範囲は、付与された特許クレームの範囲に限定される。 

すべてのユーラシア特許出願につき、クレームに記載された発明が特許性の条件を満たし

ているかどうかを調べる実体審査を行う。この実体審査は自動的には始まらず、出願人の請

求に応じて開始される。サーチレポートの公開日から 6 ヶ月の期間満了前に、審査請求を行

い、審査手数料を支払わなければならない。国際サーチレポートの公開日から 6 ヶ月の期間

を超えた後にユーラシア広域段階に入った PCT 出願については、審査請求を出願日に行う。

審査請求を所定の期間内に行わなかった場合、当該出願が放棄されたものと見なされる。 

出願人は、実体審査の間に、何回か拒絶通知を受け取る可能性があり、ユーラシア特許条

約規則では、その総数について定めていない。審査官は、十分な審査を行うために合理的に

必要な回数の拒絶理由通知を行うことができる。出願人は、出願の係属中、特許査定又は特
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許拒絶査定を受けるまで随時、意見書の提出及び/又はクレームの補正により応答することが

できる。 

ユーラシア特許には、早期審査制度が存在する。追加手数料の納付に応じ、ユーラシア特

許庁は、方式審査の期間を最低でも 5 日間短縮し、早期の方式・実体審査請求並びに対応す

る手数料が支払われた日から早ければ 1 ヶ月以内に最初の拒絶理由通知を行うことができる。 

特許査定又は特許拒絶査定が行われることにより、審査が終了する。特許を付与できると

認めた場合、出願人に中間報告(「付与可能通知(Notification on Readiness to Grant)」)を行

う。出願人が補正することをそれ以上望まない場合、特許付与及び特許公告料を納付する。

出願人は、特許料を支払う代わりに、さらに補正することができ、その場合には、審査が継

続される。 

分割出願は、特許査定が行われるまで、又は拒絶査定に対する審判請求期限が満了するま

で、これを行うことができる。分割ユーラシア出願は、その元となった親出願の出願日及び

優先日を享受する。 

ユーラシア特許の付与が拒絶された場合でも、出願人は、ユーラシア特許出願を、自らが

引き続き特許を受けたいと考える各締約国における一つ又は複数の出願に変更することがで

きる。国内特許の付与を望む締約国を指定した当該変更請求は、ユーラシア特許付与の拒絶

通知又は(審判請求を行った場合には)審判請求を却下する通知を受けた時から 6 ヶ月の期間

の満了まで、これを行うことができる。変更請求を行うためには、手数料を納付しなければ

ならない。 

d) 特許権 

ユーラシア特許により与えられる保護の範囲は、クレームに基づいて決定される。明細書

及び図面は、クレームを解釈する目的でのみ用いる。クレームを解釈する際、独立クレーム

に含まれる発明のすべての特徴又はこれと均等な特徴を適切に考慮する。締約国の法令によ

り認められている場合には、均等論を利用することができる。 

ユーラシア特許により付与される排他的権利の効力は、特許の公告日から生ずる。 

侵害訴訟は、ユーラシア特許条約及びその規則に基づき、締約国の国内裁判所がこれを審

理する。侵害訴訟において国内裁判所が下した決定は、それぞれの締約国内で効力を及ぼす。

各締約国は、ユーラシア特許の侵害に対し、国内特許の場合と同様の民事上又は他の法的責

任を認める。 
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特許権者の同意を得ることなく、次に掲げる行為をした場合、特許侵害とみなされる。 

 特許を受けた物の製造、使用、輸入、販売の申出、販売、若しくはその他あらゆる種

類の市場取引又はその目的での保管。 

 特許を受けた方法の使用又はその方法の使用の申し出、さらに、特許を受けた方法か

ら得られた物の製造、使用、輸入、販売の申出、販売、若しくはその他あらゆる種類

の市場取引又はその目的での保管。 

以下の行為は侵害とはみなされない。 

 科学的研究及び実験を目的とする特許発明の実施。 

 あくまでも個人的な非営利目的での特許発明の実施。 

 パリ条約の加盟国の輸送手段の建設又は運行における特許発明の実施であって、当該

発明が専ら上記輸送手段の必要性のために実施され、当該輸送手段が一時的又は偶発

的に当該締約国の領域に入った場合。 

 薬局における医療処方にもとづく薬剤の随時の調製。 

 権利消尽後における特許製品に関する行為。 

 

ユーラシア特許は、年金が支払われることを条件として、出願日から 20 年間付与される。

国内特許法において存続期間の延長が認められている国々では、そうすることが可能である。 

ユーラシア特許は全ての締約国に関して同時に付与され、またそれぞれの締約国において

別々にライセンスすることが可能である。 

e) 審判機関 

ユーラシア特許庁の決定及び行政手続きによる無効処分に対する審判請求は、それぞれの

事件につきユーラシア特許庁長官が任命したユーラシア専門家の合議体が審理する。 

1) 審判請求  

拒絶査定を受領した日から 3 ヶ月以内にこれに対する審判請求を行うことができる。 

審判請求書類がユーラシア特許庁規則に適合しているかどうかを 1 ヶ月以内に審理し、そ

の後、ユーラシア特許庁において審判を開く日時を出願人に通知する。 
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審判請求書類が要件を満たしていない場合、ユーラシア特許庁が定めた期間内、通常は 2

ヶ月以内に、その内容を訂正するか、不備の書類を提出するよう出願人に促す。 

審判が開かれる日として、通常は、審判請求が行われた日から 2〜3 ヶ月以内の日を指定

する。 

審判請求は、3 名で構成する審査官の合議体による審判で審理する。 

出願人も、審判請求の対象とされた決定を下した審査官も、審判に参加する。 

合議体は、クレームが認容されるよう、その補正を出願人に求めることができる。 

補正された多項クレームが提出された場合、審判請求の審理を延期し、次の審判日を指定

し、そこで補正された多項クレームを審理し、異議申立について決定を下すか、さらに審査

を行うために、出願を審査課に差し戻す。 

補正は、元の明細書及びクレームのみに基づいて行わなければならない。 

合議体は、審判請求を審理した後、次に掲げる審決を行うことができる。 

 審判請求を認め、審理しているクレームについて特許査定を下すこと。 

 審判請求を却下し、ユーラシア特許庁の決定の効力を持続させること。 

 審判請求を認め、補正された多項クレームにもとづいて特許査定を下すこと。 

 さらに審査を行うために、出願を審査課に差し戻すこと。 

合議体は、審判において、審決を言い渡し、その後、2 ヶ月以内に審決書を作成し、出願

人に送付する。 

ユーラシア特許庁における審判請求の審理は、申立から合議体の審決の受領まで、平均し

て 4〜6 ヶ月を要する。 

合議体の審決は、合議体による審決書の発行日から 4 ヶ月以内にユーラシア特許庁長官に

上訴することができる。上訴に関する長官の決定は終局的であり、争うことはできない。 

2) 行政的無効手続  

ユーラシア特許庁に対して、発明に対するユーラシア特許の公告日から 6 ヶ月以内に異議

申立が行われた場合、ユーラシア特許庁における行政的手続により、これを無効とすること

ができる。 

次に掲げる理由に基づき、行政的無効手続を開始することができる。 
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 ① 特許を受けた対象が、特許性の要件を満たさない場合。 

 ② 出願日における当初の明細書及びクレームに含まれていなかった特徴が、特許を受けた 

クレームに含まれている場合。 

ユーラシア特許庁は、異議申立書類が同庁の規則に適合するかどうかを審理し、それから

1 ヶ月以内に異議申立に関する答弁書を同庁に提出するよう促す内容の提案を添え、異議申

立書類すべてを特許権者に送付し、その次に、特許権者から提出された答弁書に関する意見

書を提出するよう促す内容の提案を、異議申立を行った当事者に送付する。両当事者の意見

書の受理又は提出期限の満了のいずれかの後に審判の日時を指定する。 

異議申立書類が要件を満たしていない場合、異議申立を行った当事者に対し、対応する通

知を受領した日から所定の期間内にその内容を訂正するか、不備の書類を提出するよう促す。 

審判が開かれる日として、通常は、異議申立が行われた日から 6〜8 ヶ月以内の日を指定

する。 

異議申立は、3 名で構成するユーラシア特許庁審査官の合議体による審判で審理する。 

両当事者(特許権者及び異議申立を行った当事者)並びに異議申立の対象とされた特許査定

を行った審査官も、審判に参加する。 

合議体は、クレームが認容されるよう、その補正を特許権者に求めることができる。 

補正された多項クレームが提出された場合、異議申立の審理を延期し、次の審判日を指定

し、そこで補正された多項クレームを審理し、異議申立について決定を下すか、さらに審査

を行うために、出願を審査課に差し戻す。 

特許を受けたクレームの補正は、元の明細書及び当該特許されたクレームの両方に基づい

て行うことができる。 

合議体は、異議申立を審理した後、次に掲げる審決を行うことができる。 

 異議申立を却下し、特許の効力を全面的に持続させること。 

 異議申立を認め、特許の効力を全面的に無効とすること。 

 異議申立を部分的に認め、特許を一部無効とすること。 

特許が一部無効とされた場合、新規特許が付与される。 

合議体は、審判において、審決を言い渡し、その後、2 ヶ月以内に審決書を作成し、特許

権者に送付する。 
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合議体の審決は、合議体による審決書の発行日から 4 ヶ月以内にユーラシア特許庁長官に

不服申し立てをすることができる。不服申し立てに関する長官の決定は終局的であり、争う

ことはできない。 

ユーラシア特許庁における異議申立の審理は、申立から最終決定の受領まで、平均して 10

〜24 ヶ月を要する。 

またユーラシア特許は、その効力が及ぶユーラシア特許庁の各締約国における国内無効手

続により、その存続期間中、随時無効にすることができる。その場合でも、他の加盟国では、

特許の効力が持続する。 

f) 手数料 

手数料表(ロシア・ルーブル(RUB)、2011 年 1 月 1 日から) 

手数料 ルーブル(RUB) 

ユーラシア特許出願、新規性調査及び出願公開のための単一手続

手数料 25,500 

5 点を超える追加のクレーム 1 点ごとの手数料 2,200 

単一手続手数料及び追加クレーム手数料を納付した証拠の提出

期限に遅れたものの、その 2 ヶ月の猶予期間中における証拠提出

に対する追加手数料 

該当する手数料の

20％ 

別な言語で最初に提出した出願書類のロシア語訳の提出期限に

遅れたものの、その 2 ヶ月の猶予期間中のロシア語翻訳文の提出

に対する手数料 

3,200 

PCT に基づく国際調査機関の作成した国際サーチレポートが出

願書類に含まれているか、出願人が出願する際にこれを提出した

場合 

サーチレポートが提出

されている発明につき、

単一手続手数料が 25％

減額される。 

 Rospatent が国際サー

チレポート又は国際型

のサーチレポートを作

成した場合、単一手続手

数料を 40％削減する。 

12 ヶ月の優先期間満了後、2 ヶ月以内に行われた出願につき優

先権を主張する場合(その場合、出願人が自己の責に帰さない事

情により上記 12 月の優先期間内にユーラシア出願を提出できな

かったことの証拠を提出しなければならない)。 

16,000 
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手数料 ルーブル(RUB) 

1 つの発明に対する審査手数料 
25,500 

発明の数にかかわらず、1 群の発明に対する審査手数料 44,500 

審査請求を 2 ヶ月の猶予期間中に提出した場合の追加手数料(そ

の場合は、提出期限に遅れた正当な理由を提出しなければならな

い)。 

支払うべき審査手

数料の 50％ 

実体審査の請求前における出願の補正、追加又は訂正。各請願に

つき。 
3,200 

実体審査の請求後における出願の補正、追加又は訂正。各請願に

つき。 
6,400 

審査官の要求に応じ、追加書類を提出する 3 ヶ月の期限の延長手

数料 

a)期限の満了から 6 ヶ月を限度として、1 ヶ月延長するにつき 

 

950 

b)期限の満了から 6～12 ヶ月の範囲で 1 ヶ月延長するにつき 2,200 

c)期限の満了から 12 ヶ月経過後、1 ヶ月延長するにつき(請求す

る期間延長が全体で 18 ヶ月を超えない場合) 
3,200 

ユーラシア特許の取得手続に関する期限の徒過に対して、権利を

回復するための手数料 
3,200 

ユーラシア出願を国内特許出願に変更するための手数料 6,400 

特許の拒絶査定に対する審判請求を行うための手数料 17,500 

特許料： 

a)付与及び付与の公告に要する基本手数料 
16,000 

b)1 つの発明の 35 ページを超えるページ 1 ページごとの追加公

告手数料 
160 

2 ヶ月の猶予期間中に付与手数料を支払う場合の追加手数料 3,200 

35 ページを超えるページ 1 ページごとの、ユーラシア特許庁に

よる追加公告手数料の督促状が送付された日から 3 ヶ月以内に

なされた追加公告手数料の期限に遅れた支払いに対する追徴金 

支払うべき手数料

の 25％ 

異議申立手数料 25,500 

異議申立手続の結果として補正されたユーラシア特許の新規明

細書の公告につき： 

a)基本手数料 

6,400 

b)35 ページを超えるページ 1 ページごとの追加手数料 320 
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手数料 ルーブル(RUB) 

35 ページを超えるページ 1 ページごとの、ユーラシア特許庁に

よる追加公告手数料の督促状が送付された日から 3 ヶ月以内に

なされた追加公告手数料の期限に遅れた支払いに対する追徴金 

支払うべき手数料

の 25％ 

ユーラシア特許出願の譲渡 6,400 

ユーラシア特許の譲渡 12,800 

ユーラシア特許出願に対する担保権の登録  3,200 

ユーラシア特許に対する担保権の登録 6,400 

付与されたユーラシア特許の、出願人を原因とする誤りの訂正 1

件につき 
3,200 

特許権者の名前、その住所又は居住地に対する変更の登録請求 1,600 

ユーラシア特許出願又は特許書類の閲覧手数料 4,000 

ユーラシア特許の登録請求 1 件の手数料 800 

特許の権利放棄の宣言の提出手数料 640 

(出所：ユーラシア特許庁料金規則－http://eapo.org/eng/reestr/fees.php3) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

http://eapo.org/eng/reestr/fees.php3
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g) 公開 

ユーラシア特許庁の公式ホームページ: www.eapo.org 

 

ユーラシア特許登録証 
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2010年のユーラシア特許付与の国別内訳

 

(出所：ユーラシア特許庁 2010 年次報告書中データ )

http://www.eapo.org/
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第 2 節  意匠  

(1) 意匠制度の概要及び意匠委又は法定の対象の定義 

ロシアの意匠制度は、次に掲げる法律文書をその根拠としている。 

 ① ロシア連邦民法第 IV 部 

 ② 意匠特許出願の出願、審査及び登録に関する行政規則(「規則」) 

 ③ 工業意匠の国際分類を設定するロカルノ協定 

 ④ 工業所有権の保護に関するパリ条約 

ロシア連邦民法第 1352 条によれば、意匠とは、工業製品又は手工芸品の外観を定義する

芸術的かつ構造的解決方法である。規則 9.4 では、このような物品が、工業製品又は手工芸

品、特にパッケージ、ラベル、紋章、活字体、結合品を組み立てるための構成部品を含む物

品の独立した部品、共同利用される一式の部品、内装などであってもよいと定めている。 

物品の独立した部品とは、機能的に独立した部品であって、当該物品の使用中に目に見え

るものをいう。部品を結合品に組み立てるための構成部品とは、結合品の機能的に独立した

部分であって、その組立を目的とし、取り外し、組み立てるために繰り返し使用できるもの(例

えば、ヘッドライト、バンパー)である。結合品(例えば車)とは、結合品を組み立てるための

構成部品で構成される物品である。結合品は、分解し、繰り返し組み立てることができる。

一式の物品とは、共通の目的を有し、複雑な用途を目的とする 1 群の物品(例えば、家具セッ

ト、カップと皿のセット、フォークとナイフのセット等)である。例えば、カミソリやヤカン、

掃除機の美的かつ構造的解決方法のように、三次元の意匠でもよい。例えば壁紙、絨毯、又

はラベルなど、美的かつ構造的解決方法のような二次元の意匠でもよい。ロシア法では、秘

密の意匠も、関連する類似意匠も認められていない。 

ロシア連邦民法第 1352 条は、次に掲げる解決方法が、ロシア連邦において意匠として認

められないと定めている。 

 外部形状がもっぱら物品の技術的機能によって決定される物品 

 小型建築様式を除く建築物 

 液体や気体からなる形状が不安定な物体 

 公共の利益に反する物品、人間性や道徳性に反する物品 

ロシア連邦民法第 1357 条によれば、意匠について特許を受ける権利は、まず、意匠の発

明者に帰属する。意匠特許を受ける権利は、他の者(譲受人)に譲渡することができる。 
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ロシア連邦民法の第 1352 条は、意匠について、新規性及び独創性というその登録可能性

に関する二つの基準を定めている。物品の表示に反映され、意匠の本質的特徴の一覧に列挙

された本質的特徴の組み合わせが、意匠の優先日までに世界で一般的に入手可能となってい

る情報から知りえない場合、当該意匠に新規性がある。言い換えれば、絶対的世界新規性を

持つ意匠のみに権利が付与される。ロシア連邦では、意匠出願の新規性(喪失の)猶予期間が

ある。新規性(喪失の)猶予期間とは、意匠出願が、創作者や出願人による意匠に関する情報

の開示の日から 6 ヶ月以内になされた場合、意匠の登録性の判断を妨げないことを意味する。

審査官は、意匠の新規性を審査する間に、他の出願人によるすべての出願及びすべてのロシ

ア意匠特許を確認する。意匠の本質的特徴を物品の特異性の創造的性質により決定できる場

合、これに独創性があるとされる。この基準により、意匠に対し、効果的かつ確実な保護を

及ぼすことができる。これは、すなわち、製品の外的形状をわずかに変更したような意匠に

よる侵害を防げることを意味する。 

新規性と独創性に関する要件とは別に、ロシア連邦民法第 1377 条及び規則 9.6 で定める

単一性要件も存在する。単一性要件とは、単一の意匠か、単一の創造的概念を構成するよう

な方法で相互に関連付けられた 1 群の意匠について意匠出願が可能であることを意味する。

意匠の表示と本質的な特徴の一覧が次に掲げる内容を示している場合、その意匠は単一性要

件を満たしている。  

 ① 1 つの物品、特に物品全体、物品の独立した部分又は共同で利用される物品の組品の美 

的かつ構造的解決方法である 1 つの意匠。 

 ② 単一の創造的な概念を形成し、1つの同じロカルノ分類に関連する1群の意匠であって、 

これらの意匠の 1 つが物品全体であり、もう 1 つの意匠が、使用する際に目に見える 

その独立した部分であるようなもの。 

 ③ 単一の創造的な概念を構成し、1 つの同じロカルノ分類に属する 1 群の意匠の変種。 

(2) 意匠登録出願 

意匠特許を取得するためには、これを出願する必要がある。ロシア連邦民法第 1377 条で

定めているように、意匠の出願書類には、以下に掲げる書類を含める必要がある。 

 ① 出願人及び創作者を特定し、両者の住所を記載した意匠特許付与請求書 

 ② 物品の外観の概念を詳細に示す 1 組の意匠を表示したもの 

 ③ 意匠の本質を開示するために必要な場合は、透視図、人間工学体系及びフローチャート 
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を示す図面 

 ④ 意匠の明細書 

 ⑤ 意匠の本質的特徴の一覧 

 ⑥ 委任状 

 ⑦ 認証された優先権書類 

上記①、②、④、⑤が提出された日を意匠出願日とする。これら書類の一部の提出時期が

異なる場合、最後の書類が提出された日を意匠出願日とする。 
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意匠出願審査のフローチャート 

方
式
審
査 

実
体
審
査 

審
判
手
続 

出願人の随意的行為と請願 

優先権主張 (出願日から 2 ヶ

月以内) 

優先権書類の提出 (出願日か

ら 3 ヶ月以内) 

出願書類の補正又は訂正 (決

定されるまで) 

出願取下(遅くとも意匠登録

まで) 

要求された書類の提出期限の

延長又は期限の回復請求 

意匠特許の出願 

出願日の確定 

不備又は誤った書類に関す

る通知及び追加書類の要求 

要求した書類の受理 
受理なし 

出願取下と

みなされる 

受理あり 

方式審査の通過通知 

実体審査に必要な追加 

書類の要求 

要求した書類の受理 

受理なし 

出願取下と

みなされる 

受理あり 

特許性審査に関する

結果通知 

特許査定 

登録料及び特

許発行手数料

の納付 なし 

あり 

意匠の登録、登録証の

発行、特許付与に 

関する情報の公開 

通知に対する意見書 

特許拒絶査定 

特許紛争審判室

への異議申立 

申立認容 

認容 

却下 

裁判所への上訴 

上訴認容 
認容 
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(3) 出願の方式審査の概要 

ロシア連邦民法第 1391 条によれば、意匠出願については、方式審査と実体審査を行う。

規則 21.2 は、意匠出願の方式審査を行う場合、次に掲げる点も確認するよう規定する。 

 意匠出願書類が完全かつ正しいか。 

 所定の手数料が納付されているか。 

 委任状があるか。 

 単一性要件を満たしているか。 

 追加書類を提出するための規則に適合しているか。 

 意匠が正しく分類されているか。 

意匠出願が、規則に定める要件を満たしていない場合、Rospatent は、書類の提出要求を

行う。当該書類の提出要求に応答する期限は、これを受領した日から 2 ヶ月とする。この期

間は延長できるものの、書類請求の受領日から起算して 10 ヶ月を超えてはならない。意匠

出願が、規則に定める要件を満たしている場合、方式審査の通過通知を出願人に送付する。 

a) 外国の出願人の場合の委任状及び認証 

外国出願人の場合、意匠出願に委任状を含めなければいけない。委任状の認証も、公証も

必要とされない。委任状は、出願日の後に提出することができる。 

b) 出願する権利を証明する書類 

出願する権利を証明する書類は不要である。 

c) 優先権を証明する書類 

条約に基づく優先権出願を Rospatent に行う場合、優先権を証明する書類、すなわち最初

の出願の認証謄本を、その日付から 3 ヶ月以内に Rospatent に提出しなければならない。 

(4) 実体審査 

方式審査の結果が肯定的なものであった場合、実体審査が自動的に始まる。規則 22.1 に記

載されているように、実体審査には、次に掲げる手順が含まれる。 

 意匠の優先権の確定 
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 本質的特徴の一覧の検証 

 追加提出された書類が意匠の本質を変更するものでないかどうかの検証 

 特許性基準、すなわち新規性及び独創性を満たしているかどうかの検証 

規則 22.6 によれば、Rospatent は、特に、本質的な特徴の一覧を補正する必要があるか、

意匠の特許性に関する何らかの疑問点を解消する必要がある場合、書類の提出要求を行うこ

とができる。当該書類の提出要求に応答する期限は、これを受領した日から 2 ヶ月とする。

この期間は延長できるものの、書類請求の受領日から起算して 10 ヶ月を超えてはならない。 

Rospatent は、請求された意匠が特許性に関する基準を満たしていなければ、拒絶査定を

行う。出願人は、拒絶査定を受領した日から 3 ヶ月以内にこれに対する審判請求を特許紛争

審判室に行うことができる。出願人が特許紛争審判室の審決に不服の場合、裁判所に訴訟を

提起することができる。 

請求された意匠が特許性に関する基準を満たしていれば、Rospatent は、特許査定を行い、

これに応じて特許査定を受けた日から 2 ヶ月以内に特許料を支払う。 

ロシア連邦民法第 1394 条によれば、Rospatent は、意匠の特許査定が行われ、特許料が

支払われた後、意匠特許に関する情報を公報に公告する。公告内容には、書誌データ、意匠

の表示及び本質的特徴の一覧を含める。公告を延期することはできない。自らに関する情報

が公表されることを意匠の創作者が拒絶した場合、これを公告しない。 

(5) 登録に要する期間 - 登録まで、どの程度時間がかかるか 

Rospatent のデータによれば、意匠特許出願が審査され、特許が付与されるまでにおよそ

5～6 ヶ月かかる。 

(6) 管轄官庁に納める所定の出願手数料及び専門家に対する審査報酬 

手数料表(ロシア・ルーブル(RUB)、2008 年 12 月 30 日から) 

手数料 ルーブル（RUB） 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日 

781号) 

意匠出願 8,100 2,500 

1 点を超える意匠クレーム各 1 点につき + 4,590 ＋1,400 
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手数料 ルーブル（RUB） 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日 

781号) 

– 実施例各 1 点につき +540 ＋350 

出願から 2 ヶ月経過後における意匠出願

の補正請求 

1,350 － 

新規意匠／実施例の導入 

– 意匠の追加クレーム各 1 点につき  + 4,320 1,700 

–追加の実施例各 1 点につき + 270 ＋650 

従来型の意匠出願の出願期間の延長請求 1,350 400 

拒絶理由通知に応答する期間の延長請求(1 ヶ月延長するにつき) 

– 6 ヶ月まで 540 200 

– 6～10 ヶ月 1,350 400 

期限を徒過した出願の権利回復を求める請求 

– 6 ヶ月以内 2,160 650 

– 6〜12 ヶ月 8,640 2,600 

出願書類、引用等の認証された写しの請求 1,080 550 

出願人の名前の変更請求 1,350 400 

特許紛争審判室への審判請求： 

– 出願放棄の決定に対する審判請求 1,890 400 

– 拒絶査定に対する審判請求 8,100 2,450 

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号)特許料金規則) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

(7) 出願の公開又は公告  

Rospatent は、意匠出願を公開しない。しかしながら、意匠特許付与通知の公告後は、誰

でも、出願書類及びサーチレポートの詳細について知る権利がある。 
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(8) 登録の前又は後の出願に対する異議申立て 

ロシアには、意匠出願に対する異議申立制度が存在しない。それでも、利害関係者は、通

知書を審査官に提出することができ、審査官は、当該通知書を考慮しても考慮しなくてもよ

い。 

(9) 意匠権 

a) 意匠権の基本的内容 

意匠特許権者は、特許を受けた意匠を実施する排他的権利を有する。何人も、意匠特許権

者の許可を得ず、特許を受けた意匠を実施する権利を有さない。この実施には、特に次の行

為を含める―特許を受けた意匠を組み入れた物品のロシア連邦へ輸入、製造、利用、販売の

申出、販売、他の態様での市場への導入又はこれらの目的で保管すること。 

意匠の本質的特徴の一覧に記載された意匠の本質的特徴のすべてが物品に含まれ、その表

示に明示されている場合、当該物品において特許を受けた意匠が実施されているものと見な

す。 

b) 意匠権の期間(存続期間)及び保護証の発行 

意匠特許の通常の存続期間は、15 年であり、意匠特許権者の請求に応じ、10 年を超えな

い期間延長することができる。 

期間の延長を受けるために「意匠特許が実施されている」ことを証明する必要はない。 

c) 意匠権の譲渡及びライセンス(排他的又は非排他的) 

Ⅰ）概要  

意匠特許権者は、契約(排他的権利の譲渡に関する契約)により他の者に譲渡する場合、又

は該当する意匠を契約に定めた制限内で実施する権利を他の者に認める(ライセンス契約の)

場合を含め、自らに帰属する意匠に対する排他的権利を法律及び当該排他的権利の性質に反

しない方法で処分することができる。 

Ⅱ）譲渡  

意匠特許権者は、自らの意匠特許出願又は付与された意匠特許を任意の者に随時譲渡する

ことができる。意匠特許権の譲渡は、Rospatent に登録しなければならず、登録しない限り
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効力を生じない。譲渡について登録するためには、次に掲げる文書が必要となる。 

 ① 譲渡証書正副 3 通 

 ② 意匠特許登録証の原本 

 ③ 当事者のいずれかの委任状 

 ④ 登録料が支払われたことを証明する書類 

譲渡証書は、譲渡人と譲受人が署名、捺印し(印鑑がある場合)、その正式な肩書きを記載

しなければならない。 

意匠特許の譲渡契約の譲受人は、契約に別段の条項がない限り、契約に定めた報酬を意匠

特許権者に支払う義務を負う。報酬の定めのある譲渡契約に報酬の額又はこれを決定する手

続に関する規定がない場合、当該契約は結ばれていないものと見なされる。 

意匠に対する排他的権利は、その譲渡について Rospatent に登録した時に、元の意匠特許

権者から譲受人に移転する。排他的権利が譲受人に移転した後に、譲受人が、契約で定めら

れた意匠特許権者への報酬支払義務に対する重大な違反を犯した場合、元の意匠特許権者は、

排他的権利の返還及び損害賠償を請求する司法手続を提起する権利を有する。意匠に対する

排他的な権利が譲受人に移転する前に、排他的権利を得るための報酬の支払義務に対する違

反があった場合、意匠特許権者は、契約を一方的に解消し、契約解消による損害について賠

償を請求できる。 

Ⅲ）ライセンス  

ライセンス契約は、意匠特許の付与後にのみこれを結ぶことができ、契約が無効とされな

いためには、これを Rospatent に登録しなければならない。 

契約書に記載するライセンサーの名前は、意匠特許登録証と同じでなければならない。ラ

イセンサーの名前又は住所が意匠特許の付与時のものから変更された場合、当該変更を事前

に Rospatent に登録するか、最低でも登録を求めるライセンスとともに適切な請願書を提出

する必要がある。 

ライセンス契約は、Rospatent に登録した日から効力を生ずる。ライセンス契約書には、

以下に掲げる事項を記載しなければならない。 

 ① 意匠特許番号 

 ② 契約の当事者(フルネーム及び住所) 

 ③ 移転する権利の種類、すなわち、専用実施権であるのか、通常実施権であるのか 
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 ④ 許諾範囲、すなわち、ロシア連邦全体又はその一部(許諾範囲を定めていない場合、ロ 

シア連邦領全体がライセンスの許諾範囲であると見なされる) 

 ⑤ 存続期間(この期間を定めていない場合、5 年間のライセンス契約を結んだものと見な 

される) 

ライセンシーは、知的活動の結果又は個別化手段を、ライセンス契約で定めた権利及び手

段の範囲内でのみ実施する。意匠を実施する権利であって、ライセンス契約においてライセ

ンシーに許諾したことが明示されていないものについては、ライセンシーに許諾されていな

いものと見なす。 

ライセンス契約に別段の規定がない限り、ライセンシーは、ライセンスを受けた対象を実

施する過程でライセンサーに報告書を提出しなければならない。当該報告の期間及び手続に

ついて、ライセンス契約に定めていない場合、ライセンシーは、ライセンサーの要求に応じ、

当該報告を随時行う義務を負う。 

ライセンス契約期間中に、ライセンサーは、ライセンスを受けた対象を実施するライセン

シーの権利行使を妨げかねないいかなる行為も控える義務を負う。 

ライセンスを受けた意匠の、ライセンス契約に定めていない方法、又はその期間の満了後

における、又は契約に基づいてライセンシーに付与された権利の限界を超えた他の方法によ

る実施は、意匠特許侵害であると見なされ、これに対応する法的責任を生ずる。 

ライセンシーは、ライセンサーの書面による同意に基づき、許諾された権利のサブライセ

ンス(再実施権)を他の者に許諾する権利を有する。当該書面による同意がない場合、

Rospatent は、サブライセンス契約の登録を拒絶する。ライセンス契約に別段の定めがある

場合を除き、ライセンシーは、サブライセンシーの行為につき、ライセンサーに責任を負う。 

排他的権利が消滅した場合、ライセンス契約が終了したものする。 

後に無効であることが判明した意匠特許に基づいて結ばれたライセンス契約は、意匠特許

無効の決定が行われるまで履行されていた範囲において、その効力を持続する。したがって、

ライセンスを受けた意匠特許が無効となる前に適正に支払われたロイヤルティの返金を請求

することはできない。 

Ⅳ）ライセンスの公募 (オープンライセンス ) 

意匠特許権者は、記載した条件で任意の者に通常実施権を付与する旨の請願書を

Rospatent に提出することができる(オープンライセンス)。その場合、Rospatent が請願を
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公告した年の翌年から特許維持手数料が半額に減額される。 

オープンライセンスに関する情報の公告日から 2 年以内に自らの請願書に記載した条件に

よるライセンス契約締結の提案を受けなかった場合、意匠特許権者は、免除された手数料の

支払いと引き換えに公募を取り下げることができる。この場合、その後は、特許維持手数料

を全額納付しなければならない。 

(10) 意匠審判部 

Rospatent の特許紛争審判室は、意匠審判部として機能する。特許紛争審判室の活動は、

2003 年に施行された「特許紛争室への審判請求及びその審判に関する規則」(審判規則)によ

り規律されている。特許紛争審判室では、意匠事件だけでなく、発明、実用新案及び商標に

関する事件も扱っている。特許紛争審判室は、次の事件を審理する。 

 ① 特許拒絶査定又は特許査定に対する審判請求 

 ② 出願の取り下げと見なす決定に対する審判請求 

 ③ 特許付与に対する審判請求 

 ④ 方式審査の結果についてなされた決定に対する審判請求 

意匠特許は、ロシア連邦民法第 1398 条に規定されている通り、特許紛争審判室に適切な

審判請求を行うことで、これが存続する期間中これを無効とすることができる。次に掲げる

場合、意匠特許の無効理由となる。 

 ① 意匠が特許性の基準を満たしていない場合 

 ② 本質的特徴の一覧の中に、当初出願された図面が示していない特徴が含まれている場合 

 ③ 同一の意匠に対する同日になされた複数の出願に特許が付与されていた場合 

 ④ 意匠特許権者又は意匠の創作者の記載が誤っている場合 

出願人が特許紛争審判室による審理の結果に不服の場合、裁判所に訴訟を提起することが

できる。 

a) 出願の拒絶に対する審判部の審理 

審判規則 4.9 によれば、本質的な特徴の一覧を補正することにより、意匠が特許性基準を

満たさないとする結論に至った理由又は意匠が特許性のない解決方法であると判断した理由

が取り除かれる場合、特許紛争審判室は、特許拒絶査定に対する審判請求を審理する間に、

当該補正を出願人に提案することができる。 
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b) 登録意匠の取消又は無効に関する審判部の審理 

審判規則 4.9 によれば、特許紛争審判室は、意匠特許付与に対する審判請求を審理する間、

本質的な特徴の一覧を補正しない限り、意匠特許の全面的無効を宣言しなければならないも

のの、これを補正すれば、意匠特許の一部無効を宣言するだけで済む場合、当該補正を意匠

特許権者に提案することができる。 

(11) 意匠の登録及び登録更新の手数料  

意匠登録及び意匠出願に対する特許の発行につき、10,800 ルーブル(その時の為替レート

によるものの、約 400 米ドル)の手数料を支払う必要がある。出願人は、意匠特許査定の受領

から 2 ヶ月以内(ただし、Rospatent が行った特許付与の決定後、遅くとも 4 ヶ月以内)に手

数料を支払わなければならない。上記期間の満了後であっても、遅くともその満了後 6 ヶ月

以内であれば、手数料が受理される。その場合、手数料が 50％増額される。したがって、意

匠登録料を支払うことのできる期間は、特許査定がなされた日から最高で 10 ヶ月である。

手数料を支払うことのできる上記 10 ヶ月の期間満了後は、意匠特許に関する権利を回復す

ることはできない。 

意匠特許存続期間の 3 年目から、意匠特許を維持するための更新手数料を毎年支払うもの

とする。特許存続期間中の毎年の維持手数料の支払いは、特許存続期間の前年度中に行う必

要がある。また、上記期日後も、手数料を支払うことができるものの、期間満了後 6 ヶ月以

内でなければならない。その場合の手数料は、50％増額される。 

維持手数料の(ロシア・ルーブルでの)額を次の表に記載する。 

年 
(各年の)手数料 

RUB 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日781号) 

備考 

3-4 2,700 850  

5-6 4,050 1,250  

7-8 5,400 1,650  

9-10 8,100 2,450  

11-12 12,150 3,650  

13-14 16,200 4,900  
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年 
(各年の)手数料 

RUB 

ルーブル(RUB) 

ロシアWTO加盟日以降 

(政府命令2011年9月15日781号) 

備考 

15 20,250 6,100  

16 

20,250+1,350 

= 21,600 
6,100＋400=6,500 

特許の存続期間をさらに延長する

ためには、特許期間の 16 年目に

対する支払いに 1350 ルーブル(ロ

シアの WTO 加盟以降は 400 ルー

ブル)の額を添える必要がある。 

17-18 20,250 6,100  

19-20 27,000 8,100  

21-25 36,000 12,000  

(出所：政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号特許料金規則) 

1 ルーブル(RUB) ＝約 2.4 円(2011 年 12 月時点) 

 

年金を所定の期間内に支払わなかった場合、意匠特許の存続期間が早期終了する。意匠特

許は、年金の支払期日の満了から 3 年間であれば、回復することができる。意匠特許の回復

手数料は、請願を行った年の手数料額の 2.5 倍とする。 

(12) 意匠登録の公告 

Rospatent は、特許発行に関する情報を「意匠」という見出しで公報に公告する。(公報は

定期刊行物である。最低でも月 1 回発行される)。公報は、検索エンジンを備えた電子装置上

でも公開されている。さらに、公報に掲載された情報は、Rospatent の公式ホームページの

検索エンジンでも検索できる(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/)。検索は、ロシア

語で行う必要がある。 

http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
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意匠特許登録証 
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第 3 節 商標  

(1) 商標制度の概要 

＜ロシアの商標に関する基本的法律＞ 

 商標法(1992) 

o ロシア商標の承認(1925～1991) 

 改正商標法(2002) 

o WTO－TRIPS 協定(エンフォースメント) 

o WIPO - パリ条約、商標法条約(周知商標、出願と登録の分割) 

 民法第 IV 部(2008) 

 改正民法第 IV 部(2010～2011) 

 パリ条約、商標法条約、商標法に関するシンガポール条約、マドリッド協定及びマド

リッド議定書 

 

a) ロシアにおける現行商標法の沿革 

 1992 年 1 月 1 日に施行が予定されていた 1991 年 6 月 3 日の「商標及びサービスマークに

関する」ソビエト連邦法の制定は商標法の発展において大きな節目となるはずだった。この

法律は商標関連事項の規制に関する 1917 年以来始めての法律だったからである。同法は

1980 年代末のロシアの経済状況の変化及び製品と製造者の個別化に関する工業先進国での

経験を取り込んでいた。 

 ソ連の崩壊により同法は制定されなかったが、この法は 1992年 9月 23日に承認された「商

標、サービスマーク及び原産地名称に関する」ロシア連邦法の基礎となった。2002 年 12 月

27 日に公布された後、同年末に「商標、サービスマーク及び原産地名称に関する」ロシア連

邦法の改正に関する連邦法により、大幅に改正されている。 

 2006 年、特別知的財産権法を組み込んだロシア民法第 IV 部が公布され、2008 年 1 月 1

日に施行された。第 IV 部第 76 章の表題は「法人、物品、業務、サービス及び企業の個別化

手段に関する権利」であり、第 76 章第 2 パラグラフは「商標及びサービスマークに対する

権利」との題で 39 ヶ条で構成されている。 

 ロシアの政府、いくつかの省庁あるいは部局 (特に科学教育省と連邦知的財産庁)が制定し
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た下位法令はロシア連邦民法の規定の具体化が目的であり、出願書の作成と提出、商標登録

出願、登録の有効期限延長、異議申立て、特許紛争審判室によるこれらの審決、商標権契約

の登録を中心に規定している。 

 ロシアにおける外国商標の法的保護は、工業所有権に関する国際的な条約及び協定に定め

られた一般的に受け入れられている国際協力原則に基づいている。中でも特に重要なのは

1883 年 3 月 20 日付の工業所有権の保護に関するパリ条約、1891 年 4 月 14 日付の標章の国

際登録に関するマドリッド協定、1957 年 6 月 15 日付の商標登録のための商品とサービスの

国際分類に関するニース協定、1989 年 6 月 27 日付の標章の国際登録に関するマドリッド協

定に関する議定書である。 

b) 管轄官庁及び担当者 

 Rospatent が知的財産に関する正式登録を管轄している。Rospatent の管轄事項には商標、

サービスマーク、商品の原産地名称が含まれているほか、マドリッド協定及びマドリッド協

定に関する議定書が規定する本国官庁及び指定国官庁にあたる。 

 Rospatent はロシア連邦政府の下部組織である。 

 2011 年現在の Rospatent の長は Dr. Boris Simonov である。 

c) 統計データ 

 Rospatent によるロシア連邦での商標の出願と登録の状況は下記の通りである。 

 2006 2007 2008 2009 2010 

ロシア連邦での商標出願件数 

内訳） 

38,417 41,874 40,374 34,994 42,559 

ロシアの出願人による出願(居住者) 29,589 31,502 30,024 26,448 32,735 

外国の出願人による出願(非居住者) 8,828 10,372 10,350 8,546 9,824 

登録された商標及びサービスマーク 

内訳） 

18,959 21,187 28,099 28,335 29,159 

ロシアの出願人による出願(居住者) 13,694 14,993 19,895 19,585 20,116 

外国の出願人による出願(非居住者) 5,265 6,194 8,204 8,750 9,046 

年末までの有効登録件数* 197,055 207,562 222,208 246,607 268,165 

(出所：Rospatent 年次報告書 http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm) 

※マドリッド協定及び議定書により保護された国際登録を除く。 

http://www.rupto.ru/en_site/about/sod/otcheti/reports.htm
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 2006 2007 2008 2009 2010 

ロシアを指定した国際登録 

(マドリッド協定又は議定書による) 
14,567 15,388 16,738 15,113 14,289 

ロシアで保護を認められた国際登録 

(マドリッド協定又は議定書による) 
10,240 9,537 8,518 8,101 6,019 

(出所： Rospatent) 

上記の表にはロシアでの周知商標の出願に関する統計は含まれていない。これらについて

は別途手続が定められることになっている。 

＜ロシアにおいて周知されている商標又は商標として使用される標識の認定に関する申立の検討＞ 

 2006 2007 2008 2009 2010 

周知商標の認定の申立 認定 17 12 7 9 14 

不認定 7 6 4 7 10 

(出所：Rospatent) 

d) ロシア商標制度の特徴 

 複数区分に出願可能 

 商品及びサービスの国際(ニース)分類 

 区分名が自動的に当該区分に含まれるすべての商品又はサービスを対象としている

わけではない。 

 最初の外国出願の優先権主張は 6 ヶ月以内 

 出願と登録は分割可能 

 頻繁な使用により得た識別性が考慮される(例: 2～3 個の子音で構成される文字商標) 

 医薬品の文字商標については元のラテン文字による登録と併せてキリル文字による

登録を別途行うことが推奨される。 

 商標登録は出願日から 10 年間有効であり、その後は回数制限なく 10 年ずつ延長でき

る。 

 ロシアの商標は「先願登録」主義である。商標権は商標を国に登録した時点で発生し、

Rospatent が発行する登録証が証拠となる。 

 言語、絵画、三次元その他の表示又はこれらの組み合わせも商標として登録することがで

きる。 
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 商標はどのような色彩あるいは色彩の組み合わせでも構わない。 

 ロシア法は商標として保護される対象物を制限していない。登録の対象物となるための主

な基準は識別力及び製品又はサービスの区別力である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜※日本文字、ラテン文字、キリル文字のいずれにするのがよいか＞  

一般的なロシアの消費者は日本語を理解できず、日本語の標章は図として認識される。し

たがって、日本語商標を使用している日本企業は商標をラテン文字又は／及びキリル文字で

登録することを推奨する。 

 ラテン文字であれば一般的なロシアの消費者が容易に認識して理解できる。 

＜ロシアで商標として認められるもの＞ 

文字: 

 

 

図: 

 

立体: 

音: 

動画: 

色彩／色彩の組み合わせ: 

ホログラム: 

その他の標章 
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 製品名を文書、価格タグ、コマーシャルなどに使用する場合、相当するロシア語を使

用することができ、場合によっては使用しなければならない。 

 ラテン文字及び／又はキリル文字による登録も行うことでロシアでの法的保護が強化

され、他の製造業者が混同を生じさせる程度の類似性を有するラテン文字／キリル文

字の商標を登録することを防止できる。 

(2) 出願人適格 

 事業に従事する法的な組織又は自然人(すなわち各事業者)は Rospatent に商標を出願でき

る。また、団体(法人及び／又は自然人の団体)が所有する団体標章も登録できる。ロシア法

によれば団体標章とは、団体を構成する者が製造し又は販売した商品を表示することを意図

した商標であり、かかる商品は品質の特性が均一であるか又は他の共通の特性を有していな

ければならない。団体を構成するそれぞれの者が団体標章を使用できる。 

(3) 登録要件 

a) 商標及び登録可能な対象の定義 

 ロシア連邦民法第 1477 条は、商標を法人又は個人事業主の商品の個別化のための表示で

あると定義している。商標に関するロシア連邦民法はサービスマークにも適用され、すなわ

ち、法人又は個人事業主が実施する業務又は提供するサービスにも適用される。 

 Rospatent に登録された商標及びロシア連邦が加盟している国際条約により想定されてい

る商標に関するの独占権はロシア連邦領土内で有効である。 

 法人又は個人事業主は商標の独占権者となることができる。商標登録証はロシア連邦登録

局に登録された商標に対して発行される。商標登録証は、登録証に記載された商品に関して、

商標の優先権及び独占権を証明するものである。 

 商標の登録において商品及びサービスは商品及びサービスの国際分類(NICE 分類)に従っ

て分類される。 

 上述のように、ロシア商標法には商標として登録可能な表示のリストがあるが、これはす

べてを網羅したものではない。表示が下記の登録要件に適合していれば商標として登録可能

である。特に表示が文字又は文字の組み合わせであって、言葉まで至っていない場合(子音の

みなど)は識別力がないとされ、オリジナルの図形である場合あるいは出願日の前にロシアで
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使用されており識別力があることが証明された場合を除き、識別力がないとみなされる。法

律では商標として登録可能な表示の種類を限定していないが、色彩又は色彩の組み合わせの

みであって図形でないもの法的保護を受けられるかどうかは断言できない。審査官はこのよ

うな表示は識別力がないと判断する可能性があり、識別力を取得していることの証拠が必要

となると考えられる。 

 ロシア商標法は周知商標、団体商標、原産地名称の登録は想定しているが、「連合商標」及

び「証明商標」の登録は想定していない。 

1) 団体商標  

 組織や事業体の団体であってその活動が設立国の法律に反しないものはロシア連邦で団体

商標を登録することができる。 

 団体商標は上記の団体が製造し又は販売する商品の表示であって、団体を構成する者が製

造しあるいは販売した商品を表示するものであり、かかる商品は品質の特性が共通であるか

又は他の共通の特性を有していなければならない。 

 Rospatent への団体商標の登録出願時(団体商標出願)には団体商標規約を添付しなければ

ならない。団体商標規約には下記を記載しなければならない。 

 ① 自己の名で団体商標を登録する権利を有する団体の名称(権利者の名称) 

 ② 団体商標の使用権を有する組織のリスト 

 ③ 団体商標登録の目的 

 ④ 団体商標を使用する商品リスト。団体商標により表示する商品の品質の特性その他の共 

通特性 

 ⑤ 団体商標の使用条件 

 ⑥ 団体商標の使用を団体が管理するための規定 

 ⑦ 団体商標規約違反の場合の責任規定 

2) 原産地名称  

 法的保護を受けられる原産地名称とは、近代的、歴史的、公式・非公式にかかわらず、国、

都市、地方、又はその他の地理的場所を正式名であれ、略称であれ、その地理的場所に対し

て、自然条件かつ、又は、人間的要因の特徴によって専ら又は主として決められる特別の品

質の品物に関して、その使用の結果として由来する表示、及び知られている表示をいう。 
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 特定の種類の商品の表示としてロシア連邦で一般的に使用されるようになった地理的場所

の名称又は地理的場所を含む名称であっても、製造場所と関連性がない場合には原産地名称

とは認められない。 

 原産地名称としての外国の地理的場所の名称のロシア登録は、かかる名称が商品原産国で

原産地名称として保護されている場合にのみ許可される。原産地名称の独占使用権は原産国

で権利が保護されている組織に者にのみ付与される。 

 原産地名称の独占使用権は、同一の地理的場所内に存在し、同一の特徴を有する商品を製

造するすべての者に与えられる。 

b) 先願主義 

 ロシアの商標は「先願主義」を採用している。ロシア商標法によれば商標に対する保護は

その登録に基づいてのみ与えられる。登録せずに商標を使用していた場合は先行権の侵害と

みなされるため、登録せずに商標を使用することは安全ではない。 

 同一/類似の商標の存在又はより早い優先日を有する同一/類似の商標の存在により新規商

標出願が受理されなかった場合、先使用があったことだけでは十分な主張にはなり得ない。

当該商標の出願日より前にロシアで商標が集中的に先使用されていたことを証明する資料を

使用して、商標の集中的使用により当該商標が特定の組織と関連付けられており、他社がそ

の名称を登録することは顧客に誤解を生じるとして取消申立を行うことはできる。 

c) 出願却下の理由(相対的拒絶理由) 

① 当該表示が下記と同一又は混同を生じる程度に類似している場合には商標として登録で 

きない。 

 (a) 類似商品について他社がより早い優先日で出願している場合。ただし他社による出願 

が後日に取り消され又は取り消されたものとみなされた場合を除く。 

 (b) 類似する商品について他社がロシア連邦で保護される(ロシア連邦が締結している国 

際条約に基づく場合を含む)商標を有しておりこれが優先日より前である場合。 

 (c) 類似の商品に関してロシア連邦での周知商標と認められている他者の商標である場合。 

 上記(a)、(b)、(c)に該当する商標と混同する程度に類似している表示は、当該商標の所有

権者が同意した場合にのみ、類似商品の商標として登録することができる。 

② ロシアで保護されている原産地名称と同一又は混同を生じる程度に類似する表示をいず 

れかの商品の商標として登録することはできない。その例外は、原産地名称の使用を認め 
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られている者の名義で登録される商標の中に当該標章が保護されない要素として含まれ 

ている場合であって、登録された原産地名称の個別化の目的で同一商品に関して商標の出 

願が要求された場合である。 

③ ある表示がロシア連邦で保護されている会社名又は取引上の表示(又はかかる名称あるい 

は表示とは別個の要素)と同一又は混同を生じる程度に類似している場合、又は生物品種 

としてロシア登録されている植物あるいは動物の品種名(生物品種)と同一又は混同を生 

じる程度に類似している場合、上記に関する第三者の権利がロシア連邦において当該登録 

出願の優先日より前に発生している場合には、かかる表示を登録することはできない。 

④ 表示が下記と同一である場合には商標として登録できない。 

 (a) 権利者の同意がなく、出願日においてロシア連邦で周知の科学、文学、芸術の作品、 

そのような作品の登場人物あるいは引用句、芸術作品の一部の名称であって、登録を受 

けようとする商標の優先日以前にこれら作品の権利が生じている場合。 

 (b) 出願日前にロシア連邦で有名になった人物の名前、姓、ペンネームあるいはその派生 

語、肖像及び複写であってその人物あるいは承継人の同意がない場合。 

 (c) 意匠及び適合表示であって商標登録出願日より前に権利が発生している場合。 

⑤ ロシア連邦が加盟する国際条約に従って商標として認められた表示への法的保護は、相対 

的拒絶理由によっても絶対的拒絶理由によっても付与されない(商標に関するマドリッド 

システム参照)。 

d) 登録できないもの(絶対的拒絶理由) 

① 表示に識別力がない、あるいは以下の要素だけで構成されている場合、商標として登録さ 

れない。 

 (a) 特定の種類の商品を表示するのに一般に採用されている。 

 (b) 一般に採用されているシンボルや用語。 

 (c) 商品の種類、品質、量、性質、用途、価値を指すもの、及び製造あるいは販売の時間、 

場所、手段を指すもの。 

 (d) もっぱらあるいは主に商品の機能の性質により決定される商品の構成を表すもの。 

 このような標章は、これが主たるを占めないことを条件に、保護対象とならない要素とし

て商標に組み込むことができる。 

 本規定は、使用した結果、識別力を獲得した標章には適用されない。 
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② ロシア連邦が加盟国である国際条約に基づき、標章は以下の要素だけで構成されている場 

合は商標として登録されない。 

 (a) 国家の記章、国旗あるいはその他国家のシンボル及び標章。 

 (b) 国際的政府間組織の略称あるいは完全な名称その他の記章、旗あるいはその他のシン 

ボル及び標章。 

 (c) 公式な認証印、保証印、計量印、印紙、賞その他の顕著な標章。 

 (d) 上記(a)から(c)に記載された要素と混同する程度に類似する表示。 

 このような表示は関係当局の承認が得られることを条件に、保護対象とならない要素とし

て商標に組み込むことができる。 

③ 以下の要素が存在しあるいは含まれている表示は商標として登録できない。 

 (a) 商品あるいはその製造者に関して、消費者を誤認、あるいは混同させる可能性がある。 

 (b) 公共の利益、人間性あるいは道徳の原則に反する。 

④ ロシア連邦国民の文化遺産、あるいは世界文化遺産又は自然遺産の中でとりわけ価値ある 

物の公式名称や画像、あるいは収蔵及び蓄えられている文化的価値のイメージと同一ある 

いは紛らわしい標章であって、所有権者あるいは所有権者から表示の商標登録の権限を付 

与された者の同意を得ていない者からの出願については、商標として登録されない。 

⑤ ロシア連邦が加盟国である国際条約に基づき、ワインあるいはアルコール飲料を特定し、当該 

国に起源がある(当該国の地理的境界内で生産されたもの)、及び主にその起源によって決定さ 

れる個別の品質、名前及びその他性質を持つなど、当該条約の加盟国のいずれかで保護されて 

いる要素を表すあるいは含んでいる表示は、商標が当該地理的領土で生産されていないワイン 

やアルコール飲料を特定するのに使われる場合、商標として登録されない。
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(4) 商標出願手続と審判部  

以下は商標出願フォームである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicant’s 

name and 

address 

Reproduction of 

the trademark 

Trademark 

description 

Names of the 

Goods and/or 

Services 

Applicant’s or 

Representative’s 

signature 

List of ICGS 

Classes 

Claiming 

Priority 

Kind of the 

trademark 

Representative’s 

name and 

address 

Address for 

service 

List of 

attachments 

 

文書送達宛先 

 

出願人の名称と住所 

 

請求する優先権 

 

代理人の氏名と住所 

商標のコピー 

 

商標の説明 

 

商標の種類 

 

商品及びサービスの国際

分類(ICGS 分類)リスト 

 

商品及び／又は 

サービスの名称 

 

添付文書リスト 

 

出願人又は代理人の署名 
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商標出願手続及び特許紛争審判室への審判請求手続は下の表の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出願 

方式審査 

却下 受理通知 

絶対的または相対的理由の審査 

拒絶理由通知 

出願人の意見書提出 

登録査定 一部登録査定 全部拒絶査定 

特許紛争(審判)室への審判請求 

1 ヶ月 

6 ヶ月 

12～14 ヶ月 

登録料 申立認容 申立の却下 

 

裁判所への上訴 

登録および公告 

登録証発行 

3 ヶ月 

2 ヶ月 

1 ヶ月 

1 ヶ月 
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Rospatent での国際登録手続フローチャート 

a) 出願の方式審査の概要 

1) 外国出願の場合の委任状及び証明  

 ロシア法では、外国出願人は商標弁護士を通じて Rospatent への出願を行う必要がある。

委任状と出願文書を同時に提出する必要はないが、その後の出願手続では提出が求められる。

委任状は出願人が発行し、会社の権限がある者が役職と氏名を記載して署名しなければなら

ない。署名の日付と場所も記載すること。公証も公的機関の認証も不要である。委任状は出

願後でも提出できる。Rospatent への委任状提出についての厳格な期間の定めはない。 

2) 出願権の証拠文書  

 上述のように、法人又は個人事業主は Rospatent に商標出願を行うことができる。出願人

の商標出願の証拠文書を提出する必要はない。 

3) 優先権の証拠文書  

 条約に基づく優先権を主張するためには最先(本国)出願書の謄本を提出しなければならな

い。出願書の内容は最先出願書と同一でなければならない。最先出願書の謄本は条約に基づ

く Rospatent への出願日から 3 ヶ月以内に提出すればよい。この期間は延長できない。また

ロシアでは分割(部分)優先権は想定されていないことに注意が必要である。 

WIPO 官報掲載 

絶対的および相対的理由の審査 

条件付拒絶通知 

出願人の意見書提出 
保護付与証書 

保護の付与 

上訴認容 上訴却下 

特許紛争(審判)室への不服申立 

裁判所への上訴 

最終却下 

6 ヶ月 

12 ヶ月 

3 ヶ月 
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4) 出願書に添付する他の文書 (条約に基づく出願書を含む ) 

 出願書及び出願手数料と出願審査手数料を支払済みであることを証明する文書のほか、図

形商標/複合商標のコピー6 部(8×8cm 又は 8×10cm)を提出する必要がある。立体商標、音声

商標、動画商標などの「非従来型」商標の出願では、異なった図面、写真、ビデオなどの提

出が求められる場合もある。 

b) 実体審査 

 ロシア連邦民法第 1497(1)条によれば、商標出願の審査には方式審査と商標としての表示

の審査(出願表示審査、以下「実体審査」という)がある。 

 実体審査は方式審査を通過した商標出願について実施される。実体審査の目的は出願され

た表示が民法第 1477 条及び第 1483 条(1)～(7)並びに商標優先権の要件に適合しているかを

確認することにある。 

 Rospatent は実体審査の結果に基づいて商標登録に認容又は却下の決定書を発行する。た

だし Rospatent は決定書の発行に先立って、出願標章が法的要件に適合しているかどうかの

通知(以下「通知」という)を行うことができる。Rospatent の実務ではかかる通知が行われ

るのは審査官が出願商標の登録に問題があると判断した場合のみである。 

 通知の目的は出願人に対して、実体審査により出願商標のロシア登録に問題点があったこ

とを通知し、これらの事項について主張/意見を提出するよう促すことにある。出願人の主張

/意見が出願人への通知から 6 ヶ月以内に提出された場合、審査官は検討を行う。 

 審査官は出願人の主張/意見を検討し、通知に記載された却下理由(の全部又は一部)を取り

下げて登録決定書を発行することができる。審査官が出願人の意見/主張に同意できない場合、

その理由を詳細に記載した却下決定書が発行される。 

 実体審査の段階で、審査官は商標出願審査に必要な追加資料/文書の提出を出願人に要求す

ることができ、その場合、正式な照会状が出願人又はその代表者に送付される。要求された

資料/文書は正式照会状の受領日から2ヶ月以内にRospatentに提出することになっているが、

出願人の要請があればこの期間を 1～6 ヶ月延長することができる。6 ヶ月を超える延長は法

律で認められていない。 

 登録決定書の発行後も、Rospatent はロシア登録簿に記載する前に登録について再検討す

ることができる。 

 かかる再検討が行われるのは下記の場合である。 
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 同種の商品/サービスについて登録決定書を発行済みの先の優先権がある商標と同一

又は混同を生じさせる程度の類似性がある商標の出願。 

 登録決定書に記載された商標と同一又は混同を生じさせる程度の類似性がある原産

地名称として表示を登録する場合。 

 先の優先権があり全体又は一部が重複する商品リストの同一商標又は同一の保護商

標の出願。 

 出願変更であって、当該商標のロシア登録が商品の製造者製造者に関して、消費者を

誤認、あるいは混同させる可能性がある場合。 

c) 登録所要期間 

 出願はファックスにより行い、1 ヶ月以内に原本を提出することもできる。その場合、方

式審査の期間は原本を受け取った日から起算される。 

 Rospatent の実務上、必要な書類/資料のすべてが提出され方式審査において審査官に異議

がなかった場合、出願日から 12～14 ヶ月後に登録決定書が発行される。出願人は登録決定

書を受け取ってから 2 ヶ月以内に登録料及び商標登録証発行料金を支払わなければならない。

登録決定後、登録料の払込が確認されてから 1ヶ月以内に Rospatent が商標登録証を登録し、

登録証が発行される。商標登録証はロシア登録簿に商標を記載した日から 1 ヶ月以内に

Rospatent が発行する。 

 上記をまとめると、ロシアで商標が登録され商標登録証が発行されるまでの所要期間は 16

～18 ヶ月である。 

d) 管轄当局への出願料納入 

＜商標登録の料金＞ 

 出願手数料   約 70 米ドル 

 出願標識の審査手数料   約 285 米ドル 

 登録料    約 400 米ドル 

 合計    約 755 米ドル 

 追加分類料(審査)  約 50 米ドル、 2 つ目の分類から 1 分類あたり 
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 修正料(出願)   約 120 米ドル 

 修正料(登録)   約 50 米ドル 

 不服申立手数料(出願)  約 205 米ドル 

 異議申立手数料(登録)  約 335-400 米ドル 

 更新料    約 500 米ドル 

 規約登録料   約 50 米ドル 

 

 商標出願に関する手数料はロシア政府命令(2008 年 12 月 10 日 941 号によって認められた

特許料金に関する法規により定められている。 

 出願人は商標出願時に商標出願手数料、方式審査の実施及びその結果に関する決定書発行

料金、実体審査の実施及びその結果に関する決定書発行料金を納入しなければならない。上

記の諸料金の納入確認書を出願書類に添付する。 

 2011 年、商標出願手数料、方式審査の実施及びその結果に関する決定書発行料金が 2,000 

ルーブル・RUB(～65 USD)に、実体審査の実施及びその結果に関する決定書発行料金が

8,500 ルーブル・RUB(～280 USD)になった。これは 1 つの分類に属する商品/サービスの料

金であり、商品/サービスの分類が増えるごとに 1,500 ルーブル・RUB(～50 USD)が追加さ

れる。 

 特許料金に関する法規によれば、出願人は追加出願、出願資料の変更又は訂正(存在する場

合)について、各追加/変更/訂正ごとに 3,600 ルーブル・ RUB (～120 USD)を納入しなけれ

ばならない。 

 出願人は登録決定書の受領時に商標登録料及び商標登録証発行料金として 12,000 ルーブ

ル・RUB (～400 USD)を納入する。官報による登録商標の公示手数料は想定されていない。 

 諸手数料は固定額であるが、米ドル相当額は為替レートにより変化する。 

e) 出願の公表又は公開 

 ロシア商標法は商標の正式な公表については規定していないがロシア連邦民法第 1493(1)

条は Rospatent への商標出願後においては、出願日に提出された出願書類を誰でも閲覧する

ことができる。出願書類の閲覧方法は Rospatent が定める。 

f) 登録の前又は後における出願への異議申立 

 異議申立は権利付与後においてのみ行うことができる。 
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 異議申立は Rospatent の特許紛争審判室に対して行う。 

 先行する商標又は原産地名称に基づく異議申立は公開日から 5 年以内でなければな

らない。 

 絶対的事由及び先行する権利の一部による異議申立(会社名、著作権など)は登録の有

効期間中いつでも行うことができる。 

 異議申立は関係者以外は行うことができない。 

 

 ロシア商標法は権利付与前の異議申立手続を定めていない。ロシア民法は同種の商品/サー

ビスについてロシアで保護されている商標と同一又は混同を生じる程度に類似する商標に対

する先行権利に基づく申立を含め、登録された商標に対する無効又は取消の申立の可能性を

認めている。取消申立の期限は当該商標がロシア登録簿に記載されて公開された日から 5 年

である。 

 商標出願の審査中、Rospatent に対していわゆる非公式異議申立を行うこと、すなわち

Rospatent に対して同種の商品/サービスについて混同する程度に類似する先行権利の存在

を通知し審査官が第三者からの商標出願を拒絶するよう求めることができる。 

 このような非公式異議申立により第三者について審査中の商標につき拒絶の仮決定を行う

こともあるが、審査官は非公式異議申立を無視することもできる。一方、審査官は非公式異

議申立によるのではなく職権による審査の結果として拒絶の仮決定書を発行できる。 

g) 商標審判部 

 ロシアには審判部というものはない。その代わりとして、審判部が存在する国での審判部

の機能と同様の機能を持つ行政機関が存在する。 

 上記の行政機関とは特許紛争審判室である。特許紛争審判室は Rospatent の下部組織であ

る。 

 特許紛争審判室は不服申立、無効申立、取消申立を受け付けて審議し、その結果に基づい

て決定書を発行する。特許紛争審判室による決定は Rospatent 長官の承認を受ける。 

 不服申立、無効申立、取消申立の審査の期限は定められていない。現在は、不服(取消又は

無効)の申立の審査終結までの所要期間は平均 6～8 ヶ月である。ただし事例の複雑さにより

審査期間は異なる。 

 不服申立の審査が特許紛争審判室業務の中心となっている。 
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1)Rospatent 審査官による出願却下に対する特許紛争審判室での審査  

 ロシア連邦民法では商標出願の所有権者である出願人は審査段階でのRospatentの決定に

対して異議申立を行うことが認められている。異議申立は出願したすべての商品とサービス

に影響する却下決定と出願明細書の一部に関する却下の両方について行うことができる。ま

た、商標の特定の要素の除外を条件として表示の登録が認められる場合にも出願人は異議申

立を行うことができる。 

 ロシア法が定める不服申立期限は 3 ヶ月であり、この期限は出願人又はその代表者が当該

決定書を受け取った日から起算される。異議申立期限は延長可能である。一方、期限内に不

服申立が行われなかった場合、出願人が期限内に申立を行わなかったことに正当な事由が存

在し、手続再開手数料を納付すればあらためて不服申立を行うことができる。再開期限は申

立期限の終了日から 6 ヶ月以内である。 

 不服申立はまず特許紛争審判室が受け付けて審査する。すべての方式要求事項が満たされ

ている場合には、不服申立を受理できない明確な理由は存在しないのが通常である。 

 特許紛争審判室は受理した後に特許紛争審判室職員の中から不服申立を担当する専門家 3

人で構成される委員会を設置する。特許紛争審判室は聴聞日を指定して出願人に通知し、出

願人(その代表者)に聴聞への出席を招請する。 

 委員会は申立の原因となった決定を行った審査官も出席するよう招請することができる。 

 聴聞では参加当事者に自分の主張を述べる機会が与えられる。委員会に質問があれば参加

当事者に質問し、その回答を得た後に決定を行う。ただし、申立の審査の客観性確保のため

にいずれかの当事者からさらに情報や文書の提出を求める場合もある。 

 申立の審査を行うロシア機関は申立の基礎となった決定には拘束されないことに注意が必

要である。すなわち、特許紛争審判室は審査段階での却下理由を修正することができ、これ

まで指摘されていなかった事由を追加することもできる。 

 最後に、特許紛争審判室は不服申立の審査にあたって、出願の修正を許容することができ

修正によって商標認容の却下事由がなくなる場合には出願人に修正を提案することができる。 

2)特許紛争審判室での無効申立、取消申立の審査  

 特許紛争審判室は不服申立のほかに無効申立、取消申立も審査する。無効申立、取消申立

の対象となるのは登録されている商標のみである。 

 ロシア連邦民法は、取消申立を行うことができる場合をいくつか定めている。その中心は
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類似性であり、すなわち、第三者の商標、周知商標、原産地名称、会社名、取引上の表示に

混同が生じる程度の類似性がある場合、識別力の欠如、欺瞞的、詐欺的、誤解を与えるもの

などその他の絶対的理由、真正所有権者の許可を得ずに真正所有権者の代理人として商標を

違法に登録した場合などである。 

 第三者の商標又は原産地名所との類似性を根拠とする無効申立は公開日から 5 年間を期限

とする。上記のうちこれら以外の理由による無効申立は商標の有効期間中、いつでも行うこ

とができる。無効申立が認容されれば商標登録が取り消され、登録が行われなかった場合と

同じ効果となる。 

 無効申立は特許紛争審判室への申立から始まる。申立では当該商標が違反した法律規定を

根拠としなければならない。複数の根拠を同時に援用することもできる。 

 特許紛争審判室での申立審査手続は不服申立の場合とほぼ同じである。主な違いは特許紛

争審判室が当該登録の所有権者に通知し、申立の聴聞実施予定日を伝えることである。特許

紛争審判室は当該商標の所有権者に、聴聞実施日の前に余裕をもって申立書の写を送付する

義務がある。当該登録の所有権者は聴聞日まで申立への答弁書を提出することができる。聴

聞日において参加当事者は自己の立場を説明することができる。委員会は参加当事者の主張

を聴聞した上で申立の全部また一部の認容あるいは申立却下の決定を行う。却下された場合、

当該登録は完全な効力を維持する。 

 当該登録の所有権者が申立に対して期限内に答弁書を提出せず、又は聴聞に参加しなかっ

た場合でも、当該商標の所有権者に申立があったことの通知が行われていなかった場合又は

正当な理由により聴聞に参加できなかった場合を除き、申立の審査には影響しない。正当な

理由により聴聞に参加できなかった場合には当該商標の所有権者が答弁書を提出できるよう

に聴聞を延期する決定を行うことができる。 

  

Ⅰ）冒認商標登録の無効申立 

 商標所有権者は母国では登録されているがロシアでは登録されていない自己の標章につい

て第三者が許可なくロシアで登録していることを発見することがある。 

 その場合、登録を取り消し、真正所有権者の商標がロシアで類似の標識についての商標権

を登録していないものとみなして登録を受けるにはどうすればよいかという疑問が生じる。 

 ロシア法は商標取消を無効にできるいくつかの事由を下記の通り定めている。 



108 

 

 ① 識別力、記述力がなく又は誤解を生じさせる商標である場合。 

 ② 商標所有権者(当該標章の所有者)が法人又は個人事業主として登録されていない場合。 

 ③ 類似の商品又はサービスについて出願又は登録され、優先日が早い他の商標と混同を生 

じさせる程度の類似性がある場合。 

 ④ ロシアで保護されている第三者の会社名、取引上の表示、意匠、原産地名称などとの同 

一性(混同を生じさせる程度の類似性)がある場合。 

 ⑤ ロシアで保護されている著作権作品との同一性があり、かかる著作が当該登録より先の 

優先日を有している場合。 

 ⑥ 真正所有権者の許可を得ずに代理人の名で類似の商標を違法に登録した場合(工業所有 

権の保護に関するパリ条約第 6 条の 7)。 

 ⑦ 不正競争にあたる場合。 

 まず、真正所有権者の標章を表示した商品が当該登録の優先日より前にロシア市場で販売

されていた場合であって真正所有権者の標章がロシア市場で広範に使用されており、かつそ

の期間が極めて長期であり、当該登録の優先日に先立っていたときには、申請書有権者は絶

対的事由により相手方の登録に不服申立を行うことができる(相手方の標章が商品の真正製

造者を誤解させている)。 

 特に、不服申立の根拠は次のように構築することができる。すなわち、真正所有権者の商

標がロシアで広範に先行使用されているため消費者は当該商標を特定の業者と関連付けて認

識しており、そのため消費者は侵害者の類似商標が表示された商品と真正所有権者の商品の

商業的出所を混同するおそれがある。 

 ただし、ロシア法は正式には先行使用権を認めておらず(ロシアでの商標の独占使用権は登

録から生じる)、そのため Rospatent はこれらを理由とする不服申立(他の組織が所有する先

の先行登録権に基づく不服申立)の審査には消極的であるのが通常である。 

 言い換えれば、ほとんどの場合、ほぼ先行使用のみを根拠として誤解を招くものであると

して第三者の商標に異議申立を行うことの成功率は高くない。成功の確率を高めるためには

認識調査の結果(消費者は真正所有権者の商標を真正有権者と関連付けているという結果)を

提出することが推奨されるが、真正有権者の商標がロシアで大規模に使用されていない場合

は逆効果となる可能性もある。 

 また、真正有権者が当該冒認登録商標と混同する程度の会社名で取引を行なっており、会

社名使用権が当該冒認登録商標の優先日に先行している場合、他の組織が有する会社名使用
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権への侵害として登録を取り消すことができる可能性が高い。 

 上記を理由とした不服申立を行う場合、真正所有権者は、自己の会社名がロシアに正式に

登録されていなくともパリ条約第 8 条を援用して保護を得られることを主張できる。この種

の不服申立に成功するためには類似する名称で取引を行なっている真正所有権者の法人登記

日を証明できる会社登記簿の謄本及び当該会社の事業の性質を説明した文書を提出すること

が不可欠である。さらに、ロシア当局は真正所有権者に対し、混同の危険性をロシア当局が

判断する目的で、ロシアでの実際の取引活動の証拠を提出するよう要求するのが通常である。 

 さらにロシアではパリ条約第 6 条の 7(真正所有権者の許可を得ずに代理人の名で商標を違

法に登録した場合)を根拠に相手方の登録への不服申立を行うことができる場合もある。これ

を理由として手続を開始するためには真正有権者が自己と登録者との間に何らかの正式な関

係があること(例えば両者の間に正式な代理店契約あるいは代理人契約が存在するなど)を証

明する必要がある。かかる契約は当該登録の優先日より先に締結されたものであなければな

らず、標章が登録されている商品と同一又は類似の商品の使用に関するものでなければなら

ない。 

 この他、真正所有権者はパリ条約の加盟国の 1 つで類似商品を対象とする同一又は類似の

標章を先に有効に登録している必要がある。 

 最後に、不正競争を根拠に第三者の標章登録を取り消せる可能性がある。 

 ロシア法による不正競争の定義は、商業組織による行為であって、商業活動で優位に立つ

ことを目的として、ロシア法、取引慣習、優良実施方法、合理性、公正の要求事項に違反し、

他の商業活動者またに損害を与え又は損害を与える可能性があり、あるいはかかる者の事業

上の評判を低下させる可能性があるもの、とされている。 

 不正競争防止法に規定されている不正競争の例の 1 つに悪意による商標登録がある。法律

は通常の商標登録と不正な登録との明確な区別基準を定めていない。かかる基準は判例によ

り蓄積されてきた。このような基準の例として、個別化あるいは商標使用の防止手段として、

他の商業組織が登録の前に使用していた名称/表示を出願し登録する行為がある。 

 この根拠を援用するには、当該標章(第三者が登録した真正所有者の標章)がきわめて類似

しており、かつ同一又は類似の商品に使用されているため混同が生じ、侵害者の活動により

真正所有権者の事業に損害が生じる可能性があり、あるいは尐なくともかかる活動により真

正所有権者及びその事業上の評判に損害が生じる可能性があることを主張する必要がある。 

 このような場合を審査するにあたっては、侵害者のロシアにおける事業の具体的内容、商
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品の販売促進と広告の方法(真正所有権者とは無関係な商品であると広告されていたか、真正

所有権者と関連性がある商品として販売されていたか)、両当事者間に関係が存在するか、ロ

シア市場で実際に競争が発生しているか、発生しているとすれば侵害者が市場に参入する前

には被害側当事者は相当な販売を行なっていたか、登録者がその登録を真正所有権者に売却

しようとしたかなど、重要な事情が考慮される。 

 いずれにせよ、実務上、不正競争を証明することは難しい場合がある。侵害者が故意で行

為を行ったことをロシア連邦反独占庁(FAS)に証明しなければならないからである。 

 不正競争を根拠とする商標登録への申立は反独占庁に対して行う。反独占庁が申立人の主

張を容認した場合は Rospatent に対して当該商標を商標登記簿から抹消するよう指示する。

反独占庁の決定は裁判所に上訴できる。 

 不正競争以外の不服申立(無効申立)は特許紛争審判室に対して行う。 

h) 特許紛争審判室の決定に対する裁判所への不服申立(CPD) 

 不服申立(無効処分)、取消処分又は Rospatent 長官への不服申立により Rospatent が発行

した決定書に対しては、かかる決定書の受領から 3 ヶ月以内であれば仲裁(商事)裁判所に提

訴できる。特に、当該決定により権利の制限を受けた当事者は当該決定が違法であるとして

裁判所に訴訟を提起できる。 

 当該決定が法律に違反していると認定された場合は決定を取り消し、侵害された権利が回

復される。例えば、原告による Rospatent への決定への申立が認められ、登録が取り消され

又は無効とされた場合、裁判所は Rospatent に対して登録を回復するよう命じることができ

る。 

i) 商標権 

1) 商標権の基本的内容  

 商標権の内容には所有権者に付与された法的機能が含まれる。 

 ロシア連邦民法第 1484(1)条は、自己の名で商標を登録した者(所有権者)は、法律に違反し

ない限り、その態様を問わず当該商標を使用する独占権を有すると定めている。また所有権

者は当該商標の独占権を処分することができる。 

 ロシア連邦民法第 1484(3)条は、所有権者が許可した場合を除き、いかなる者も、混同が

生じる可能性がある場合には、個別化のために登録されている商品又は同類の商品に係る当
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該商標に類似している標識を使用することができないと定めている。 

 以上にように商標の独占権には 2 つの法的機能がある。すなわち、所有権者が何らかの行

為を行うこと、もう 1 は他者が類似の商標を使用できないという機能である。 

 商標の独占権は商標が登録されている商品、作品、サービスの個別化のために発現される

ことになる。特に、商標権は下記の態様で商標を使用することにより発現される。 

 ロシア連邦領土内で製造され、販売の申し出が行われ、販売され、展示会や展覧会で

展示され、民間商業に供され、あるいはこれらの目的のため保管あるいは輸送され、

又はロシア連邦領土内に輸入された商品(商品のラベルとパッケージを含む)。 

 業務の履行又はサービスの提供。 

 商品の民間商業への提供に関する文書。 

 商品の販売、業務の履行、サービスの提供の申し入れ及び広報、看板、広告。 

 インターネット。ドメイン名その他の表示手段を含む。 

 商標権は絶対権である。商標権が絶対権であるとは、同種の商品/サービスの販売のために

同一又は類似の表示を使用しようとするすべての者に対して強制執行ができるということで

ある。 

2) 商標登録の期間 (有効期間 )、登録証の発行、期間の更新 /延長  

 Rospatent は商標登記簿に登録された商標について商標登録証を発行する。商標登録証は、

当該登録証に記載されている商品に関して商標の優先権及び独占権を証明する。 

 ロシア連邦民法第 1491 条は、商標の独占権の有効期間を Rospatent への商標出願日から

10 年と定めている。 

 所有権者は、かかる権利期間の最終年に申請することにより、商標独占権の有効期間を 10

年ずつ延長できる。 

 商標登録の有効期間が過ぎた場合でも、所有権者は、権利更新の目的で、商標権の有効期

間終了後の 6 ヶ月の「猶予期間」を申請できる。かかる「猶予」期間は手数料納付を条件に

認められる。 

 商標独占権の有効期間の延長回数に制限はない。 

 Rospatent は商標独占権有効期間の延長回数を商標登記簿及び商標登録証に記載する。 
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3) 先行使用者の権利を含めた登録商標に対する制限  

 登録された商標の所有権者の権利に対する唯一の制限は権利の消尽である。ロシア連邦民

法第 1487 条は、商標所有権者自身又はその承認を受けた者が当該商標が表示された商品を

市場に提供した場合は誰もがその商標を使用することができる、すなわち、かかる商標付き

商品を再販売できると定めている。この規定は並行輸入に関連してよく論じられる。並行輸

入に関する規則は後述する。 

4) 登録商標の譲渡と使用許諾 (独占又は非独占 ) 

＜商標権の処分＞ 

 ロシア連邦民法は、商標権の主な処分方法として下記の 2 つを規定している。 

o 譲渡－独占権のすべてを移転する(契約の売買に類似)。 

o 使用ライセンス付与－所有権者が独占権を保持したまま商標使用権を付与する。

契約の規定により制限される。 

 民法はこの他、登録商標独占権への担保権設定を規定している。 

 ロシアで保護されている商標に関する契約、並びに契約以外に起因する登録商標権移

転はいずれも Rospatent に登録しなければならない。 

 商標所有権者は、権利の性質の反しない範囲で、特に商標独占権の移転(譲渡)契約及びラ

イセンス契約により、適法に商標独占権を処分することができる。ライセンス契約は独占権

のすべてを移転するわけではない。独占権のすべての移転をするとの直接の記載がない契約

はすべてライセンス契約とみなされる。商標所有権者との契約によらない独占権の移転は、

特に包括承継及び商標所有権者の財産の没収の場合には、認められる。 

 移転(譲渡)契約では商標所有権者は登録された商品の全部又は一部に対する商標独占権の

すべてを他者、すなわち譲受人に譲渡することになる。ただし、商品又はその製造者を消費

者に混同させる可能性がある場合には譲渡は認められない。ロシア連邦で保護されている原

産地名称を非保護要素として含む商標の独占権の譲渡は、譲受人がかかる名称の独占権を所

有している場合にのみ認められる。 

 ライセンス契約の場合、ライセンシーはライセンス商標の下で自己が製造又は販売する商

品の品質をライセンサーの品質要求事項に適合させなければならない。ライセンサーはかか
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る規定の遵守を管理する権利を有する。ライセンシーとライセンサーは商品の製造者として

のライセンシーに対する損害賠償請求に連帯責任を負う。 

 ロシア連邦で保護されている原産地名称を非保護要素として含む商標に関するライセンス

は、ライセンシーがかかる名称の独占権を所有している場合にのみ認められる。 

 ライセンス契約では商標の使用が認められる地域を指定しなければならない。指定がない

場合、ライセンシーはロシア連邦全域で使用できる。ライセンス契約の有効期間は商標独占

権の有効期間を超えてはならない。契約に期間の指定がない場合、契約の有効期間は 5 年と

みなす。 

 商標独占権の新所有者への移転は商標の旧所有権者が締結したライセンス契約の修正又は

取消となるものではない。 

 商標独占権の処分が行われる移転契約、ライセンス契約その他の契約は文書で締結しなけ

ればならず、Rospatent に登録する必要がある。この規定に違反した場合は契約が無効とな

る。 

j) 類似性 

ロシア連邦民法第 1483 条は、下記と同一又は混同を生じる程度に類似する表示の登録を禁

止している。 

 類似の商品に関連して先の優先権が認められている他者が出願した商標。ただし、ロ

シアにおける登録が取り消され又は取り消されたとみなされた場合を除く。 

 ロシアで保護されている他者の商標。類似の商品に関してロシアが加盟する国際条約

に従って登録された商標を含む。 

 他者の商標であって、民法が定める手続により類似商品に関してロシアで周知あると

認証され先の優先権を有する商標。 

 商標の方式審査の後、Rospatent は絶対的事由、相対的事由に基づく審査を実施する。相

対的事由に基づき出願表示を審査する場合、Rospatent の審査官はかかる表示がロシア連邦

民法第 1483 条の要求事項を満たしているかを審査する。 

 出願された表示のすべての要素が他の標章と一致する場合、当該商標は先の優先権がある

他の標章と同一であるとみなされる。 

 出願された標識が、他の標章と多尐の相違はあるものの全体として連合（編者注：類似関
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係にある）している場合、当該商標は先行する優先権がある他の標章と類似しているとみな

される。 

1) 標識の類似性  

 出願された標識と他の商標の類似性の審査は「商標登録における標識の出願と審査に関す

る規則」に基づく。審査事項は音声、図形、意味である。 

 出願された標識と他の商標の音声の類似性の審査の基準は、両標識間の音声の近似性又は

同一性の存在、両標識の音声の近似性の程度、両標識での近似の音声及び音声の組み合わせ

の位置、音節の位置、両標識での音声組み合わせの近似性、母音の組み合わせ近似性、子音

の組み合わせの近似性、両標識の文字の近似性、互いの標識の重複、両標識のアクセントな

どである。 

＜音声同一性の例＞ 

STARVIC－STARVIC(キリル文字) 

KRECSON－CRECSON 

＜音声類似性の例＞ 

ALTAVAR－ALVATAR 

FISHCOM－FISHCON 

CUPIRON－PIRON 

 出願された標識と他の商標の図形の類似性の審査の基準は、一般的な外観上の印象、印刷

の種類、両標識の文字の比較(大文字、小文字)、両標識の文字の位置、両標識のアルファベ

ット、色彩又は色彩の組み合わせなどである。 

＜図形同一性の例＞ 

Ώ－Ώ 

PLUS－PLUS 

＜図形類似性の例＞ 

ARAGOS－aragos－GOSARA 

Ώ－Ώmega 

出願された標識と他の商標の意味の類似性の審査の基準は、両標識のアイディアの類似性

(異なった言語で同じ意味を表示)、それ自身で意味を持つ両標識の論理的要素、両標識のア

イディアの対立などである。 
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＜意味同一性の例＞ 

TIGER－TИГP(キリル文字)－TIGRE 

 

＜意味類似性の例＞ 

WHITE TIGER－BLACK TIGER 

be beast－be beauty 

it is always fun－fun as always 

Rospatent 審査官は上記の事項及び基準を組み合わせて又は単独で考慮することができる。 

2) 商品とサービスの類似性  

商品の類似性の指標 

主要指標 商品の種類(タイプ) 

 商品の目的 

 商品の素材 

補助指標 販売手法 

 顧客層 

 商品の寿命 

 商品価格 

 その他の標識 

 

 審査では出願された標識を使用する商品/サービスを他の商品/サービスと比較する。両標

識の商品/サービスの類似性の検討においては、当該商品/サービスが同一の商品製造者又は

サービス提供者に属するという原則の可能性について判断を行う。当該商品/サービスが他の

商品/サービスと類似する種類かの判断を行うためには、その適用、商品の素材、流通経路、

消費者層を Rospatent の審判官が考慮する。両標章の対象となる商品の類似性の一般的基準

には、商品/サービスの種類、商品/サービスの目的、商品の素材の種類などがある。審査手

続において商品/サービスの上記以外の特徴は補足要因として考慮される。類似性一般基準は

組み合わせて審査することも単独で審査することもできる。審査官は通常、両標識の類似性

は商品/サービスの類似性として広くとらえ、商品が類似しているかどうかは主として当該商

品が同じ種類に属するかを根拠にしている。 
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＜類似する商品/サービスの例＞ 

車両－自動車 

コンピュータ－モニター 

ソフトウェア－コンピュータ・ソフトウェア開発 

電話－音声又は画像の記録、送信、複製のための装置 

(5) 商標の「使用」 

 ロシア連邦民法は商標権の保持の条件として商標の使用を義務付けている。 

 登録に関する限り、ロシアでは商標の実際の使用又は使用意図に対して定められた要

求事項はない。 

 パリ条約第 5Ｃ条はロシア連邦民法第 IV 部に取り込まれている。 

 ロシア連邦民法第 1486 条は商標権の維持の条件として登録の使用が必須であることを

黙示的に規定しているが、民法には商標所有権者が自己の商標を使用しなければならない

という直接の規定はない。 

 民法第 1486(2)条では、商標は、商標の所有権者又は民法第 1489 条が定めるライセン

ス契約により権利を付与された者が当該商標が登録された商品及び/又は商品パッケージ

に標識したときに使用されたものとみなすと規定されている。 

 かかるライセンス契約が効力を有するためには Rospatent に登録されていなければな

らない。ロシアではライセンス契約は Rospatent に登録されることで有効になるとみなさ

れており、不使用による取消申立において、ライセンスが登録されている場合にのみ証拠

となる。商標は、「商標所有権者の支配の下にある」他の者あるいは組織が使用した場合

に使用されたものとみなされる。「支配の下にある」の意味を法律は説明していないが、

実務から推測するに、商標所有権者は最終使用者(販売者、代理店)による商標の使用を認

識していなければならない。このため、商品が商標所有権者の製造施設から複数の仲介業

者を経て最終代理店に渡った場合、このサプライ・チェーンの各段階の契約のすべてに商

標に関する記載がなければ、不使用の申立が行われた場合には商標所有権者は事業取極の

すべてを認識していたことの証拠としてすべての契約書を提出しなければならない。 

a) 商標使用の証拠となる文書 

 商標とその所有権者が表示されている荷送文書及び通関文書であって、登録商標を
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表示した商品がロシア国境を超えてロシアに供給されたことを示す文書。不使用に

よる取消申立において使用期間の証明には通関文書があることが非常に重要であ

る。特に、税関申告書の荷送人が商標所有権者以外の組織になっている場合には、

かかる組織と商標の登録権者との関係を証明する必要がある。実務上、適切な税関

申告書がないときには、他の文書の比重が高まる。商品が適法に国境を越えたこと

及び商標の所有権者により又はその支配の下でロシアに送付されたことの証明が

重要だからである。 

 この他、支払確認及び商標表示が記載されたインボイス、商標、商品、これらの所

有者が表示されている供給契約書でもよい。 

 ロシアでの売上高が記載されている会社の年次報告書のコピー 

 代理店契約書、その他の誓約書あるいは現地代理店からの証拠文書。日付が入って

いる価格表、商品が最終消費者に販売されたことの確認書を含む。 

 当該商標を使用している商品のロシア品質証明書も役立つ場合がある。ただし品質

証明書のみでは商標が実際に使用されたことの証拠にはならない。 

 顧客のロシア事務所(存在する場合)からの明細書又は証拠文書。現地事務所が該当

文書を発見できず、商標所有権者から商品を購入して顧客に販売している旨の誓約

書を提出する場合にはこの文書が有益である。ただしこれらの文書のみでは不十分

であり、他の文書の補足とする。 

 日付入りの広告資料。ロシアの雑誌、新聞の日付入切り抜きや TV コマーシャル

など。 

 ロシアで登録した商標に基づく商品の広告に関連する費用の資料。前述のように、

広告資料及び広告に関連する費用の資料だけで実際の商品販売の確認文書がなけ

れば証拠として不十分である。 

b) 不使用による商標の取消 

 登録から 3 年経過した後においては、登録商標が期限前終了(取消)の対象となる可能

性がある。 

 取消の申立は関係者のみが行うことができる。 

 証明責任は申立を受けた商標所有権者が負う。 

 ロシア連邦民法第 1486 条は、登録後 3 年連続して使用されなかった商標に関連する商
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品の全部又は一部に関して商標の法的保護を期限前に終了させることができると規定し

ている(不使用の申立の日まで当該商標権が使用されていなかったことを条件とする)。 

 上記から、商標所有権者は第三者から不使用の申立を受けないように、法律が定める制

限に抵触しないよう、商標を間断することなく継続使用しなければならないことになる。 

c) 商標の不使用の正当事由として認められるもの 

 所有権者の支配を越えた状況 

 不可抗力 

 災害 

 軍事措置 

 所有者の疾病 

 市場の予期しない変化 

d) 商標の適切な使用と認められるもの 

 インターネット、取引文書、広告での商品及びそのパッケージの使用。 

 所有権者、ライセンシー、フランチャイズ、所有権者が支配する他の者による使用。 

 修正した商標を使用することも許可されている。一部の要素のみを修正し特徴を変更して

いない商標を使用すれば当該商標を使用したものとみなされる。このような修正商標を使用

しても商標登録の無効原因にならず、商標に付与された保護の制限とはならない。基本的内

容に影響しない修正を行った商標の使用は認められる。当該修正が重大であるかどうかの判

断は裁判所が行う。登録した商標と同一の商標の使用を推奨する。最善の方法は商標を使用

するすべての形式を登録しておくことである。 

不使用による取消申立は、知的財産裁判所が設立されるまではモスクワ市商事(仲裁)裁判

所に対して行う。商標権者は自己の商標が適切に使用されていたことの証明責任を負う。 

e)取消しの申立方法 

ロシアの知的財産裁判所は 2013 年から業務を開始する予定である。これに先立って、2011

年 12 月 8 日付の法律では、知的財産裁判所が設立されるまでの不使用取消審判訴訟は

(Rospatent の特許紛争審判室に代えて)モスクワ市商事(仲裁)裁判所に提起することを定め

ている。つまり、不使用により商標を取り消そうとする者は、通常の訴訟の準備をし、これ
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を提起しなければならない。 

不使用の申立ての証拠資料は、仲裁手続法の要件に従わなければならない。外国で作成さ

れ、ロシアで使用するための書類、その中でも当該商標の取消しによる申立者の利益を証明

するための書類は、指定機関による正式認証及びアポスティーユによる認証を受けなければ

ならない。このほか、当該書類の公証を受けた翻訳文が求められる。したがって、アポステ

ィーユによる認証を受けた書類を受け取り次第、裁判所において商標権者を代理する権限を

与えられた者は、これらの書類をロシア語に翻訳させなければならないことになる。 

訴訟を提起するためには、次の書類が必要となる。  

① 委任状 –正式認証及びアポスティーユによる認証を受けたもの。 

② 商標権者の法的地位に関する書類－正式認証及びアポスティーユによる認証を受けた 

もの。 

③ 原告の正当な利益の証拠(商標登録証その他原告が引用された登録商標の指定商品を取 

り扱っていることを確認する書類。例. 広告物、供給契約、通関申告書等)－正式認証 

及びアポスティーユによる認証を受けたもの。 

 

 不使用による取消申立を行う者はかかる申立による自己の利益を証明しなければならない

ことになっている。現在の実務では、取消の利益は、当該標章が他の出願中の標章の登録の

妨げになっていることだけでは不十分であり、不使用を理由に先行する商標の取消をするこ

とに申立人の利益があることの裏付けとなる追加文書(他の法域での登録証またロシアで商

標を使用する意図を示した文書)を裁判所に提出しなければならない。 

商標登録日から 3 年を経過した後は商標登録の不使用による申立を受ける可能性がある

(ロシアの国際商標表示に関しては、登録日はロシアが別段の指定を行った場合を除き、 

WIPO の場合と同じ日である。別段の日を指定した場合、商標について不使用を根拠とする

申立が可能となる日の計算においてかかる日を登録日とする)。 

 不使用を理由とする期限前終了の訴訟では当該登録の不使用の証拠を提出する必要はない。

この訴訟は当該商標がロシアで一定期間、すなわち取消申立の前 3 年間において使用されて

いないという推定のみを根拠とするものであり、登録を維持するためには商標所有権者が使

用を証明しなければならない。つまり、商標使用の立証責任は商標所有権者が負う。 
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f) 関係者による登録への異議申立 

 取消申立は関係者のみが行うことができ、取消申立による利益が存在することを文書で証

明しなければならない。かかる証拠としてはロシア及び外国での類似の商品に関して当該登

録と抵触すると考えられる名称の下であるいはかかる名称を使用して取消申立人が取引を行

なっていることを示す文書、当該商標が取消申立人がロシアで所有している商標の使用及び

登録の妨げとなっていること(Rospatent が当該商標の存在を理由に取消申立人の表示を却

下した場合 など)を示す文書、取消申立人が他の法域で同様の商品についてすでに保護を受

けている当該商標の登録所有権者であることを示す文書、その他取消申立人が所有する知的

財産権と当該商標に付与された権利の間に抵触の危険があり取消申立人が当該標章をロシア

市場で使用する意図を有することを確認した文書などがある。 

 ロシアの現行実務では、当該登録が取消申立人の標章の受理の妨げとなっていることのみ

では利益が存在することの十分な証明とはみなされていない。 

g) 取消申立手続の実施 

取消申立は当該登録又はその一部に含まれているすべての商品に影響する。ロシア法には

提出すべき証拠の性質の具体的な定めがないため、商標所有権者(被告)は自己が適当と考え

る証拠を使用し、提出することができる。証拠の評価にあたって裁判所が指針とすべき主な

要件は商標権者自身、そのライセンシー、又は商標権者が管理する第三者がロシア市場で商

品に当該標章を使用したか(販売など)が示されているかである。商品がロシアへの輸出品で

ある場合、委員会は商標権者から最終消費者への供給経路を開示した証拠文書の提出を求め

ることもできる。 

 裁判所にとって、すべての文書に日付が表示されていること、及び文書に表示された日付

が使用を証明する期間内のものであることが非常に重要である。 

 また、証拠全部から総合的に判断して正確な商標の使用及び商標を使用した具体的商品が

認識できなければならない。 

 不使用の申立の審査にあたり、裁判所は正当事由により当該標章が使用されなかった事情

を考慮することができる。かかる事由は商標権者の支配を超えた環境によるものでなければ

ならない。基本的に、災害、軍事行動、天災、商標権者の健康状態、政治的経済的な生活の

予期しない変化などの不可抗力がこれにあたる。 

 当該標章が修正された形式で使用されていた場合、すなわち、登録された形式とは異なっ



121 

 

ている場合、裁判所はかかる修正が商標の識別力に影響する基本的なものであるかを決定す

る。影響する場合、裁判所は使用証拠の受理を拒否できる。 

 

(6) ロシアでの周知商標 

 ロシアでは周知商標は受けられる保護の範囲が広い。 

 周知とみなされるためには、商標が下記に適合していなければならない。 

o 集中的使用 

o ロシアの関連団体で広く知られていること 

o 特定製造者の商品を識別する商標として広く知られていること 

 周知商標の地位は Rospatent が認証するものであり、ロシアの手続で登録された商標、

国際登録によりロシアで保護されている商標、さらにはロシアで登録されていない商

標が対象となる。 

 2000 年末の時点でロシアの周知商標登録簿に記載されている周知商標は 100 を超え

ている。その中には BRIDGESTONE、COCA－COLA、NESCAFE、PENTIUM、

INTEL、NIKE、GALLUP、TIFFANY、DISNEY などの外国標章もある。 

 周知商標の法的保護は長期間にわたって解決が遅れていた再重要事項の 1 つである。今で

は周知商標としての処理が通常になった。ただし、周知商標の地位を得るための手続はかな

り複雑である。 

 周知商標の法的保護は、周知商標として認められている他の商標の商品又はサービスと類

似していないものが対象である。周知商標の地位は、その所有権者が消費者は当該商標を自

己とのみ関連付けること、商標所有権者以外の者が当該商標を使用した場合は周知商標の所

有権者に損害を与えることを証明した場合にのみ適用される。商標がロシア周知商標登録簿

に記載された後は、当該商標の所有権者は周知認証の決定書の日付に先立って登録された他

の類似商標に対して不服申立てを行うことができる。その理由は、周知商標の地位は周知商

標と認証された日より前に開始しているから、すなわち遡及効果があるからである。 
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a) ロシアの周知商標: 法的沿革の概要 

 ロシアは 1965 年 7 月 1 日にパリ条約に加盟しており、第 6 の２条によりロシアには周知

商標の保護義務があったが、実際に保護される可能性が生じたのは 1998 年以降である。 

 周知商標保護の可能性は過去のロシア商標法、例えば 1974 年商標規則、1992 年商標法(同

法第 22 条 1 項)に言及されていた。しかし周知商標出願を審査して周知商標の登録決定書を

発行する管轄機関が定められていなかったことから実務では周知商標保護を受けることは不

可能であった。すなわち、手続が定められておらず、審査の規則も存在しなかった。 

 1998 年 3 月 30 日、ロシア政府は周知商標としての登録出願を審査する管轄当局を決定し

た。その機関とは「高等特許評議会」である。同年、出願と審査に関する「申立、出願、請

願及び高等特許評議会によるこれらの審査規則」が定められた。その後、管轄当局名が特許

紛争審判室に変更された。 

 2000 年 3 月 17 日、「ロシア連邦での商標の周知認証規則」が承認され、2004 年 3 月 5 日

に修正された。これらの規則は 1 つの条文を除いて現在も有効である。出願は現在は特許紛

争審判室ではなく Rospatent が審査している(2008 年 1 月 1 日から)。 

 周知商標の保護と登録の現在の法的根拠は下記の通りである。 

 ロシア連邦民法第 IV(第 1508、1509 条) 

 ロシア連邦での商標の周知認証規則 

 ロシア連邦での商標の周知性に関する消費者調査に対する Rospatent 勧告 

b) ロシアでの周知商標認定の適格性を有する商標 

 ロシアで全国登録されている商標 

 マドリッドシステムによりロシアで保護されている国際商標 

 ロシア領土内で商標として使用されていた未登録商標 

c) ロシアでの周知商標の認証手続 

＜主要過程＞ 

 ロシア及び世界での証拠収集、特に意見調査 

 商標が周知となっている商品/サービス及び周知となった日の決定 

 Rospatent への申立書の作成と提出 
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 審査官委員会による申立の審査 

 Rospatent からの決定書の受領、登録料の支払(Rospatent が認証した場合)、周知商

標証の取得 

d) 商標又は表示をロシアの周知商標として登録するための根拠となる文書 

商標又は表示をロシアの周知商標として登録するための申立書は、申立人が自己の商標が周

知となった日を示して Rospatent に提出する。 

 標準様式は定められていない。 

 申立には以下を含めなければならない。 

o 申立人(商標所有権者)に関する情報 

o 周知商標としての認証を求める表示 

o 商標が周知となった製品(サービス) 

o 当該商標が周知となったと申立人が考える日 

o 当該商標がロシアで周知となったことの証拠文書 

 手数料－ ～1,000 USD 

 審査所要期間は約 6～10 ヶ月 

申立人が主張する日がすべての文書で確認できることが重要である。審査官がこれらの文

書では商標について主張する日の証明にならないと判断した場合、登録が却下されることに

なる。追加資料の提出要求や日付の訂正要求は行われない。 

申立には商標の集中的使用の証拠を添付しなければならない。かかる証拠には下記があげ

られる。 

 当該商標の商品が販売された場所のリスト 

 商標を表示した商標の販売量 

 商標の使用方法 

 商品の年間平均購入者数 

 商標が周知となっている国のリスト 

 広告費用(例: 年間費用) 

 年間財務報告書に基づく商標/表示の推定価値 
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 専門機関による意見調査の結果 

 商標の使用範囲、特にロシアに関する情報 

 広告、販売促進キャンペーンに関する情報、広告見本 

 見本市及び展示会への出品に関する情報、ロシアの定期刊行物での広告 

 商標が広範な評判を得ている国に関する情報 

 商標に関連する価値についての情報 

実務においては、特に意見調査の結果は商標の登録又は周知認定において審査官が最も重

視する文書である。これに関するガイドラインとして「ロシアでの周知性に関する消費者意

見調査の実施に関する勧告」が存在する。かかる勧告によれば、意見調査はロシアの尐なく

とも 6 つの大都市で実施することになっている。モスクワ及びサンクトペテルブルグでの

意見調査が最も好ましい。申立人は活動範囲に応じて他の都市を選択することができる。 

規則も勧告も商標が周知認定されるために必要な商標を知っていする消費者の人数を定め

ていない。LIPTON 商標が周知として認証されたとき、紅茶を飲む人の約 60%が知ってい

た。ИЗВЕСТИЯ(IZVESTIYA)の商標は消費者の 96%が知っていた。 

必要に応じて、ロシア連邦での商標の周知性について他の証拠を提出することが申立人に

要求される。 

e) 商標の周知性認定における代表的な問題点と却下理由 

 提出された文書と資料が宣言日以降の商標の周知性を証明していない。 

 資料と文書が、申立書に記載されたすべての商品の商標の周知性を証明していない 。 

 申し立てられた商標と通常使用され周知と認証される可能性がある商標に相違があ

る(例:申立書では商標は白黒であったが周知の商標は色彩がある。登録出願では商

標のラベルではなく文字要素が提出された)。 

 資料と文書では当該商標を申立人自身が使用していたことが証明されない。申立人

の下部組織で使用されたことは記載されているが申立人自身が使用していたとの記

載がない。 
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 周知性を主張する商標と混同する程度に類似する登録商標がすでに存在する。 

f) ロシアの周知商標の例 

 最初に周知商標として登録された(2000 年 4 月 7 日)は  (IZVESTIYA)であった。 

 この登録の商品は「新聞」である。この商標は 1992 年 12 月 31 日から周知であるとして

登録されたが、この商標は 1917 年から使用されており、この新聞はロシアで最も購読部数

が多い新聞である。1917 年から 1992 年までの長い歴史があるためロシアでの周知性の証明

となる文書と資料の収集に困難があった。 

 2 番目に周知商標登録されたのは (URALMASH、"Ural Machine Building 

Plant"の略)であり、分類 7 の商標として登録された。分類 7 は掘削機、粉砕機、冶金装置、

鍛造プレス機である。 

 周知商標登録の 3 番目は (Java)。商品はタバコで 2001 年 4 月 16 日に登録された。 

 最初に登録された外国の周知商標は第 5 号の であり、2001 年 12 月 18 日

に登録され、1996 年からの周知性が認証された。 

 日本最初の周知商標は 2010 年の であり、第 94 号と

して Bridgestone Corporation の名で登録された。 

 2011 年 10 月現在、ロシアでは 109 の周知商標が認証されている。 また、これまでに 2

つの登録について異議申立があり、取り消された。 
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g) ロシアで周知商標登録を受けることの長所と短所 

長所: 短所: 

• 保護の範囲が広がる 

• 登録に遡及効果がある 

• 保護期間に制限がない 

• 維持料、更新料がかからない 

• 侵害者又はドメイン名侵害者への対

抗が容易 

• 特権的地位 

• 手数料が高額であり、意見調査に費用

がかかる 

• 煩瑣で忍耐を要する作業が必要 

• 十分な実施実績がない(実務的という

より理論的) 

 周知商標では、周知商標登録された商品との類似性がない商品も法的保護の対象となる。

ただし、かかる商品に関する他者による商標の使用が商標所有権者の消費者と関連性がなけ

ればならず、商標所有権者の適法な利益を侵害するものでなければならない。 

周知商標の法的保護に時間的制限はない。10 年ごとに更新して更新料を支払うという必要は

ない。 

周知として認証された商標は下記に有益である。 

 周知商標として認証された後に第三者が出願した類似又は同一の商標の却下。 

 周知商標と同一又は混同を生じる程度に類似する商標を第三者が登録していた場合

の登録取消。 
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第 4 節  原産地名称  

原産地名称の保護に関する規定はロシア連邦民法第 1516～1537 条である。 

(1) 原産地名称の保護対象  

 ロシア連邦民法第 1516(1)条は知的財産権の対象として保護される原産地名称を次のよう

に定義している。「近代的、歴史的、公式・非公式にかかわらず、国、都市、地方、又はその

他の地理的場所を正式名であれ、略称であれ、その地理的場所に対して、自然条件かつ、又

は、人間的要因の特徴によって専ら又は主として決められる特別の品質の品物に関して、そ

の使用の結果として由来する表示、及び知られている表示」をいう。 

 ロシア連邦民法の最新の修正(2010 年 10 月 4 日付連邦法第 259-FZ 号による)の結果、上

記の条文は特定の地域を原産地とする商品を示す表示さらにはかかる名前の地域がない場合

であっても商品に関してかかる表示を行ったことにより知られるようになった地域であって

上記条文の第 1 項に適合するものには適用されることとなった。 

 法律は原産地名称と、ロシア連邦内で特定の種類の商品を示す通例の地域であって製造地

域と関連性がない地域名を表すか又はそれを含む表示を区別している(ロシア連邦民法第

1516(2)条)。このような表示の例として「スイス・チーズ」、「カマンベール」、「チリ・ソル

トペッパー」など、徐々にある種の製品の名称として定着してきたものであっって原産地の

特定機能を失っているものがある。 

(2) 原産地名称の法的保護が行われるようになった理由 

 ロシアでの原産地名称保護は、ロシアでの名称登録により又はロシア連邦が加盟国である

国際条約によって開始され(ロシア連邦民法第 1518 条)、当該地理的場所の自然条件かつ、又

は、人間的要因の特徴により専ら又は主として決められる特別の品質の品物の製造が可能で

ある間は無期限で有効である(ロシア連邦民法第 1521 条)。 

 原産地名称は 1 以上の法人又は自然人によって登録され、原産地名称の登録を受けた者は、

それを使用する権利を得る。 

 原産地名称の使用権は、当該地域内において同じ基本的特徴を持つ商品を生産しているい

かなる法人又は自然人にも与えられる。 

 登録された原産地名称の使用権を得るために、使用者は、当該地理的場所に所在している

必要は必ずしもなく、同一の地理的場所の同一の特徴を有する商品を生産していることのみ

で足りる。 



128 

 

(3) 原産地名称の登録と原産地名称使用権証明書の発行 

 原産地名称の登録及びすでにロシアで登録済の原産地名称の使用権の獲得には、

Rospatent への出願が必要である(ロシア民法第 1552 条)。法律は下記の 2 つの申立を規定し

ている。 

 原産地名称の登録及び使用権を得るための申立 

 登録済の原産地名称の使用権を得るための申立 

申立には以下の内容を含んでいなければならない。 

 原産地名称の登録及び使用権の許可出願、又はすでに登録済の原産地名称の使用許可

出願 

 出願する標章 

 登録を求める商品の名称 

 原産地の名称(地域の境界) 

 商品の特徴に関する説明 

 外国の原産地名称に関する申立の場合は、原産国での原産地名称に対する申立人の権利を

証明する文書を添付しなければならない。例えば、管轄当局が発行した原産地名称使用権証

明書又はその謄本などである。 

 また、申立には所定額の料金を納付済であることの証明書も添付しなければならない。

2011 年現在の申立審査料は約 33USD である。原産地名称の登録が承認されかかる原産地名

称の独占使用権証明書が発行される場合はさらに 400USD を納付する。 

 申立の審査は Rospatent が行う。原産地名称登録に関する情報は、原産地名称自体、商品

の表示、特徴の記述、原産地名称の使用権証明書所有者に関する事項とともにロシア登録簿

に記載される。かかる登録の修正も登録簿に記載される(ロシア連邦民法第 1529 及び 1532

条)。 

(4) ロシアで保護される原産地名称の例 

 2011 年現在、ロシア連邦原産地名称登録簿には約 120 件が記載されおり、そのほとんど

がロシア人によるミネラルウォーターに関するものである。一部は外国人が所有している。

例えば、«BUDEJOVICKE PIVO»、«CESKOBUDEJOVICKE PIVO»、«BUDEJOVICKE 

PIVO – BUDVAR»、 «BUDĚJOVICKÉ PIVO, BUDWEIS BEER» (登録番号 18、19、20、

92)(チェコ共和国のビール)、«KARLOVARSKA, HORKA-KARLSBADER BITTER» (登録番
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号 38) (チェコ共和国の果実酒)、«MURFATLAR» (登録番号 99)(ルーマニア・ワイン)、«ASTI» 

(登録番号 114)(イタリア・ワイン)、«PROSCIUTTO DI PARMA» (登録番号 116)(イタリアの

ハムと乾燥ハム)などである。 

(5) 原産地名称の保護期間と原産地名称使用権証明書の有効期間 

 原産地名称の登録には定められた期間はないが、原産地名称使用権証明書の有効期間は

Rospatent に申立書を提出した日から 10 年である。原産地名称使用権証明書は何度でも 10

年ずつ延長できる。証明書の外国人所有者が証明書の期限延長を受けるには原産国での原産

地名称に対する申立日現在の権利を証明する文書を添付しなければならない(ロシア連邦民

法第 1531 条)。証明書の期間延長料金は約 500USD である。 

(6) 原産地名称使用権に関連する権利  

 原産地名称使用権の譲渡あるいは原産地名称使用ライセンス権の付与は禁止されている

(ロシア連邦民法第 1519 条)。原産地名称使用権証明書の所有者は、原産地名称が登録されて

いる商品と同一の商品について商標を登録する場合には、かかる原産地名称が含まれている

商標を自己の名で登録することができる。原産地名称使用権を持たない者は登録されている

原産地名称を含む商標又はこれに類似する表示を自己の名で登録することはできず、ライセ

ンスとしてかかる商標の使用権を取得することもできない。 

 登録済原産地名称使用権証明書を持たない者は、実際の原産地を表示している場合であっ

ても、あるいは原産地名称を翻訳しあるいは「～と同種の」、「～タイプ」、「複製」などの語

との組み合わせであってもかかる原産地名称を使用することはできない。また、使用権証明

書を所有していない者は原産地及び特別な製品の特徴について顧客の誤認を生じるような類

似の商品についての類似表示を使用することもできない(ロシア連邦民法第 1519(3)条)。 

(7) 原産地名称保護及び原産地名称使用権の終了  

 関係者は原産地名称の登録及び登録原産地名称の使用権付与に異議申立を行うことができ

る。異議申立は Rospatent に対して行う(ロシア連邦民法第 1535 条)。かかる申立の根拠に

は下記があげられる。 

① 法的要求事項に違反した原産地名称の保護付与。この異議申立は登録及び証明書の有効 

期間内であればいつでも行うことができる。 

② すでに登録済み商標が存在し、そのため原産地名称を使用すると商品又はその製造者に 
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ついて消費者が誤認するおそれがある場合。この理由に基づく申立は原産地名称の登録に 

関する情報が公開されてから 5 年以内に行わなければならない。 

 原産地名称登録は次の場合に失効する。 

① 地理的場所の代表的な条件が消滅し、当該特徴を有する商品の製造が不可能になった場 

合。 

② 原産地名称使用権証明書の外国人所有者が商品原産国でかかる表示に対する権利書を 

偽造した場合(ロシア連邦民法第 1536 条)。 

原産名名称登録権証明書は次の場合に失効する。 

① 証明書の所有者が製造した商品が当該原産地名称の代表的な特徴を失った場合。 

② 原産地名称登録が失効した場合。 

③ 証明書の所有者が活動を停止した場合。 

④ Rospatent が証明書所有者から権利放棄の申立を受けた場合。 

(8) 登録された原産地名称に関する情報の公開  

 登録された原産地名称、発行された原産地名称使用権証明書、原産地名称登録の変更に関

する情報は、法的保護の失効あるいは原産地名称使用権証明書の失効を含め、Rospatent 公

報に掲載されるほか、Rospatent のウェブサイトに掲載される。 

(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/) (ロシア語のみ) 

 

http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/
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第 5 節 著作権  

(1) 著作権制度の概要 

 ロシアは著作権法の基本原則に沿って法制度を構築してきた。旧ソ連及びその後継者とし

てのロシアは著作権に関する多数の重要な国際著作権条約に加盟しており、これがロシアの

著作権制度の基礎となっている。 

 1993 年に現ロシアの憲法が採択されたとき、国は国民に文芸、芸術、科学、技術その他の

種類の創造的活動の自由を保証している。 

a) 国際条約 

 憲法によれば、ロシアが加盟した国際条約は法制度の一部であり、適用に国内法の制定が

必要な場合を除き、直接に適用される。ロシアが締結した国際条約に国内法と異なる条項が

含まれている場合には国際条約の条項が優先適用される。 

 現在、ロシアの著作権法制度には著作権及び著作隣接権に関する下記の多国間国際条約が

組み込まれている。 

 ① 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約。ロシアについては 1995 年 3 月 

13 日に発効。この条約はロシアで発効した日においてロシア領土内で公知となってい 

た著作物には適用されない。 

② 1971 年改正の万国著作権条約(及び追加議定書)。ロシアについては 1995 年 3 月 9 日に 

発効。 

③ 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。ソ連が 1988 年に批准し、 

1991 年 12 月 25 日にロシアが加盟国であることが確認された。 

④ 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)。ロシアについては 1995 年 3 月 13 日に発効。 

⑤ 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 (以下、ローマ条約)。 

ロシアについては 2003 年 5 月 26 日に発効。 

ロシアはローマ条約第 5(1)(b)、6(1)(b)及び 12 条については適用を保留する通告を行 

なっている。より詳しく述べると、レコード製作者の国内取扱についてロシアは「固 

定の基準」(ローマ条約第 5(1)(b)条)を適用しないことに同意している。また上記通告 

によれば、ロシアは放送機関の主たる事務所が他の締約国に所在しており放送が同締 
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約国に設置された機器から行われている場合にのみ放送を保護する(ローマ条約第 

6(1)(b)条)。 

ローマ条約第 12 条は、商業上の目的のために発行されたレコード又はその複製物 

が放送又は公衆への伝達に直接使用される場合には、単一の衡平な報酬が、使用者によ 

り実演家若しくはレコード製作者又はその双方に支払われると定めている。 

上記の条項は、下記の場合には適用されないか、又は保護はロシアにのみ限定される。 

 レコードの製作者が他の締約国の国民でない場合、ロシアはローマ条約第 12 条

を適用しない。 

 レコードの製作者が他の締約国の国民である場合、ロシアはロシア国民が最初

にレコードを固定化した時に当該締約国が与える保護と同程度の保護を与える。 

 ⑥ 実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下、WPPT)。WPPT はロシア連 

邦については 2009 年 2 月 5 日に発効。 

WPPT 第 15(1)条に従い、レコード製作者が他の締約国の国民又は法人ではない場合 

にはロシアはレコードに関して WPPT 第 15(1)条を適用しない。レコードの製作者が 

他の締約国の国民又は法人である場合、ロシアは WPPT 第 15(1)条に従い、ロシア国 

民が最初にレコードを録音した時に当該締約国が与える保護と同程度の保護を与える 

よう制限する。また、WPPT 第 3(3)条に従い、ロシアは、ローマ条約の批准時に、ロ 

ーマ条約の第 5(1)(b)条が規定する「固定の基準」は適用しないことを通告済みである。 

 ⑦ 著作権に関する世界知的所有権機構条約。ロシアについては 2009 年 2 月 5 日に発効。 

b) 国内法 

 国際条約と並び、ロシアは連邦法及び他の連邦規則に著作権法制度を組み込んでいる。こ

のように規則が定められている理由は管轄当局の分割にある。知的財産権の専属管轄権は連

邦規制当局にある。地方当局は著作権及び著作隣接権の管轄権を持たない。 

 著作権に関する法律は民法第 IV 部、行政違反法、刑法、関税同盟に関する税関規則、税

関規制に関する法律、競争保護に関する法律、広告法である。 

 上記の連邦法は著作権に適用される諸法律の中核をなすものと考えられる。 

 1) ロシア民法第 IV 部  
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 民法第 IV 部が制定される以前においては、著作権及び著作隣接権はどちらも複数の異な

った連邦法及び規則により規制されていた。2008 年 1 月までは著作権及び著作隣接権の連邦

法の中心として「著作権及び著作隣接権に関する法律」及び「コンピュータ・プログラムと

データベースの法的保護に関する法律」が適用されていた。 

 その後は著作権及び著作隣接権を規制する子となった法律が民法第 IV 部に統合され、さ

らに著作権(第 70 章)及び著作隣接権(第 71 章)の 2 つの章に若干の改訂が行われた。 

 これらの章は基本的な著作権の原則を踏まえた上で重要な国際著作権条約に対応した進歩

的な法律である。民法第 IV 部の当該章には著作物の基準、著作隣接権の対象、人格権及び

経済的権利、著作権が付与される主な著作物、権利者の同意を得ずに自由に著作権又は著作

隣接権を使用できる場合などが定められている。 

 また民法第 IV 部には著作権又は著作隣接権の所有者が侵害に対して民事訴訟で求めるこ

とができる民事救済方法についても定めている。 

2) 行政違反法及び刑法  

 各国で犯罪とされるものには 3 種類あることが知られている。民事犯罪、行政違反、刑事

犯罪である。前述のように民法は著作権及び著作隣接権の性質、人格権及び経済的権利、救

済方法及び民事責任その他の民事法分野の事項を定めている。 

 民法とは異なり、行政違反法は権利者が行政事件として処理することを希望する場合に適

用される。行政事件手続は権利者の申立により政府機関が開始できる。 

 刑法は最も多くの法律違反について、すなわち犯罪の大半を規定している。模倣その他の

著作権侵害は刑事罰の対象となる。国家秩序に重大な影響があり、個人(権利者)と公益の双

方を損ねる著作権及び著作隣接権に関する犯罪は行政違反法及び刑法が取り扱う。 

3) 税関法及び税関規則に関する法律  

 模倣品(著作権を含む)の輸入/輸出の監視及び防止のため、ロシア税関当局は疑義品を短期

間通関保留にすることができる。輸入品が著作権で保護されており又は模倣品であることを

税関が発見した場合、税関は著作権侵害として行政手続を開始できる。言い換えれば、ロシ

アの税関規則の分野では「職権」の原則が適用され、これにより税関には著作権侵害及び模

倣品に対する強い権限が与えられている。 

 国境管理をしやすくするため、税関は知的財産登録簿を構築している。税関知的財産登録
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簿には商標及び著作権及び著作隣接権対象物も記載される。 

 関税同盟に関する税関規則(2011 年、ロシア、カザフスタン、ベラルーシが関税同盟を形

成した)、ロシア税関規則に関する法律その他の連邦規則が国境を超えて移動する商品の取扱

手続を定めている。 

 国境管理、行政上及び刑事上の救済方法の詳細は本書のそれぞれの章を参照のこと。 

4) 競争保護法及び広告法  

 競争保護法は市場での取引関係を規制し、不正競争を禁止している。競争会社が市場で有

利な地位を得るために違法行為を行い、そのために著作権がある著作物を含めたいずれかの

知的財産を利用した場合などである。 

 広告法は著作権その他の知的財産を広告で使用する場合は公正かつ正確でなければならな

いと定めている。 

(2) 著作権管轄当局 

 ロシアには決まった著作権管轄当局はない。ロシア教育科学省の下部組織である

Rospatent が著作権(特にソフトウェア、データベース、集積回路)の登録及び著作権の法的

利用(譲渡など)を管轄している。著作権は創作的活動の結果としていずれかの媒体に固定さ

れたすべてのソフトウェアとデータベース(公開、未公開を問わない)も対象となり媒体の形

式、目的、利点を問わない。文芸、音楽、ビデオなどの他の著作権対象著作物は Rospatent

の管轄ではない。これらは著者らが創作して当該媒体に固定した瞬間から著作権で保護され

ているものとみなされる。 

 Rospatent の連絡先は次の通りである。 

Rospatent 住所：  

30-1 Berezhkovskaya nab., Moscow G-59, GSP-5, 123995, Russian Federation; 

Fax： (499) 240-61-79; Web： http://www.rupto.ru; e-mail： rospatent@rupto.ru. 

Rospatent の著作権(ソフトウェアとデータベース)に関する主な業務は下記の通り。 

 ソフトウェア、データベースの登録 

 登録されているソフトウェアとデータベースの譲渡の登録 

 登録するためにライセンスは不要である。 

http://www.rupto.ru/
mailto:rospatent@rupto.ru
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 著作権の登録は任意であり、保護を受けるための要件ではない。しかし著作物の登録を行

なった場合はその譲渡も Rospatent に登録しなければならない。 

 また、著作権の範囲及び著作権規則(規則の管理及び監督を除く)を含めた政府方針の策定

を管掌しているのはロシア連邦文化省である。ロシア連邦文科省の連絡先は次の通りである。 

Ministry of Culture of the Russian Federation 住所： 125993 GSP-3, Moscow, Malyi 

Gnezdnikovskii per., 7/6, bld.1, 2; Web： http://mkrf.ru/; e-mail： info@mkrf.ru 

 ロシア連邦文科省は、特に、著作権集中管理団体の認定及び認定団体の管理監督を行なっ

ている。所有権者との契約の有無にかかわらず、所有権の管理を認められているのは認定団

体のみである。また、文科省は著作権に関するロシア法遵守の管理監督も行う 。 

(3) 著作権及び著作権対象物の定義と意義 

 著作権とは広義には科学、文芸、芸術の著作物の創作と使用(発表、上演、実演など)を規

制する民法の一部門である。ソフトウェアとデータベースも著作権対象物である。したがっ

て、ロシアでの著作権の概念は単純な複製権より広い。ロシアの著作権制度は、尐なくとも、

3 つの基本原則、すなわち「内国民待遇」、「自動保護」、「独立保護」に基づいている。 

 民法第 IV 部は著作権保護はいずれかの形式の遵守を条件としてはならないと定めている。

科学、文学、芸術の創作活動の成果物であれば、かかる作品の目的及び利点を問わず、保護

される。同じ要求事項(オリジナリティ)に適合する作品の一部(表題を含む)も同じである。 

 また、著作権対象物が法的保護を受けるためには「固定の基準」に適合していなければな

らない。より正確には、文書又は口頭、音声又は画像記録、図形、立体形状など、客観的な

形式になっていれば、公表されているか否かにかからず著作権による保護が受けられる。 

 著作権はアイディア、方法、プロセス、システム、手段、概念、原則、発見及び事実には

適用されない。公文書(法律、裁判所の決定、その他の立法、行政又は司法上のその他の書類)、

その公式翻訳、国章及び公式記号(旗、紋章、装飾、通貨記号等)、民話、出来事や事実に関

する報道レポートは、著作権では保護されない。 

 民法第 IV 部は最も代表的な著作物の種類を規定しているのみであり、すべてを網羅して

いるものではない。規定されているのは文学著作物 (コンピュータ・プログラムを含む)、演

劇又は演劇、歌劇その他の台本、舞踏及びパントマイムの著作物、音楽著作物(付随する文書

の有無を問わない)、視聴覚作品、絵画と彫刻、図及びデザイン、漫画その他の造形美術著作

物、建築、都市計画、造園設計の著作物、写真その他である。 

http://mkrf.ru/
mailto:info@mkrf.ru
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 二次的著作物(科学、文学及び芸術著作物の翻訳、翻案、注釈、分析、要約、レビュー、舞

台脚色、アレンジ及びその他の変換)及び作品集(百科事典、アンソロジー、データベース)並

びに内容の選定もしくはアレンジを理由に創作活動の結果とみなされるその他の複合著作物

も、著作権の対象となる。 

a) 複合著作物 

 法律では映画、歌劇、劇場上演などは著作権の複合著作物として取り扱われる。これらの

著作物が「複合」と呼ばれる理由は 2 つ以上の著作物で構成されているからである。 

 複合著作物の例として映画が挙げられる。民法は映画監督、脚本家、作曲家(映画用音楽の

作成者)が映画の著者として認められている。 

 映画著作者のほかにも映画に関係する多数の著作物が存在する。尐なくともプロダクショ

ン・デザイナー、衣装デザイナー、カメラマン、フィルム編集者が製作過程に関与し、映画

に創造的な貢献をしている。したがって、映画製作者が単独著作権者になろうとすれば映画

著作者、その他の映画の重要な著作物の著作者など主要権利者と著作権譲渡契約を締結しな

ければならない。 

 複製、配給、レンタル、一般向けケーブル放送が予定されている映画は国への登録が義務

付けられている。共通の道徳及び倫理原則に違反する映画から国民を守ることがその目的で

ある。この手続はロシア法特有のものではなく、ベルヌ条約に基づいてロシアが定めたもの

である。 

 一方、映画の登録はその著作権とは無関係である。著作権はいずれかの客観的形式に映画

創作が固定された瞬間に発生する(固定の基準)。 

b) コンピュータ・プログラム 

コンピュータ・プログラムとは、特定の結果を生み出すためにコンピュータ又はその他の

データ処理機を動作させることが意図されたデータ及びコマンドの全体を意味し、コンピュ

ータ・プログラムの開発中に作成された準備的文書、及びプログラムそのものによって生成

される視聴覚表示を含む。 

前述のようにコンピュータ・プログラムは著作権の対象として文芸作品と同様の法的保護

を受ける。公表されていると否とを問わず、創作活動の成果物であって客観的形式で表現さ

れているものは、その媒体、意図、利点にかかわらず著作権の対象となる。 

コンピュータ・プログラムの法的保護は、ソースコード及びオブジェクトコードを含む表
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示言語及び表示形式を問わず、あらゆる種類のコンピュータ・プログラム(オペレーティン

グ・システムを含み)に適用される。 

コンピュータ・プログラムは文芸作品の 1 種とされることから他の文芸著作物と共通の特

徴を持つ。ただし、下記のようにコンピュータ・プログラム独自のものもある。 

 コンピュータの複製に関する特別規則。すなわち、コンピュータ・プログラムの所

有者は、保管の目的で又は適法に入手したコピーを喪失し、破損しあるいは使用に

不適になった場合に備えてバックアップ・コピー1 個を許可無く作成することができ

る。 

 通常顧客へのライセンス付与方法が特殊である。いわゆるシュリンクラップ・ライ

センスとは一定の制限内でコンピュータ・プログラムの使用を許諾するものである。

コンピュータ・プログラムの使用条件は媒体(CD/DVD)又はそのパッケージに記載さ

れている。顧客はパッケージを開くことで自動的にパッケージに記載された使用条

件に同意したことになる。 

 他の著作権対象物と異なり、コンピュータ・プログラムは Rospatent に任意で登録

可能であり、コンピュータ・プログラムの著作権者は Rospatent に正式登録を申請

できる。審査により承認されれば Rospatent はコンピュータ・プログラム登録簿に

記載し、出願人に登録証を発行し、登録されたコンピュータ・プログラムの詳細を

公表する。この規則はデータベースにも適用される。 

 登録コンピュータ・プログラムの譲渡は Rospatent への登録が義務付けられている

が、ライセンスには正式登録は不要である。したがって、譲渡交渉を行う場合はコ

ンピュータ・プログラムに関連するライセンス契約を新規権利者に通知する必要が

ある。同じ規則がデータベースにも適用される。 

 コンピュータ・プログラムには取消権は適用されない。 

 特別な場合にはコンピュータ・プログラムの複製とデコンパイルを自由に行うこと

ができる(ロシア連邦民法第 1280 条)。 

(4) 著作隣接(関連)権 

 アングロサクソン法域の一部では著作隣接権を独立した権利と認めず、著作権の一部であ

るとみなしている。ロシア法体系は著作権と著作隣接権はきわめて近いものの異なった権利

として取り扱う。「関連」あるいは「隣接」という名称は著作権にきわめて近いというこの
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権利の特徴を強調したものである。著作隣接権の発生のための形式は不要である。 

 著作隣接権が最初にロシアで認められたのは 1991 年であり、現在、著作隣接権保護の対

象となるのは 5 つである。従来の対象物はロシア連邦民法第 IV 部の発効により拡張された。 

① 実演 

② レコード及び 

③ 無線通信、ラジオ放送、テレビ放送(放送及び有線放送機関) 

上記に加えて民法により新たに以下 2 つが対象に加えられた。 

④ データベースの内容(一部は無許可抽出の保護にも関連する) 

⑤ 科学、文芸、芸術の著作物であって公開あるいは公知となっていないもの、又は著作権 

で保護されていないことを理由として公開されたもの(かかる著作物の発行者の権利保 

護にも一部関連する) 

 データベースの内容の著作隣接権はデータベースであれば 2007 年 12 月 31 日に作成され

公開されたことを条件とし、文芸、科学、芸術の出版者の権利は同日以降に当該著作物が公

開されたことを条件とする。 

 著作隣接権者となり得るのは実演者、レコード製作者、放送又はケーブル放送機関、デー

タベース作成者、科学、文芸、芸術の著作物の出版者である。 

a) レコード 

 レコードの定義はローマ条約及び WPPTに基づいてロシア連邦民法第 IV部に定められて

いる。 

 デジタル技術の大きな発展により、レコードの定義の変更及び要素の追加が必要となった。

現在、レコードとは実演音声、その他の音声又はこれらの音声表現の最初の固定であるとさ

れている。「音声表現」とはレコード製作者が記録した新しい種類の音声情報であって法律が

認めるものをいう。 

 レコードは音声(又はその表現)の最初の固定であることに留意しなければならない。民法

が規定している場合を除き、レコード独占権者の許可なしにレコードの録音又は使用を行う

ことは禁止されている。 

 著作権者及び著作隣接権者を不正複製及び模造コピーの配布から保護するため、特殊な技

術が開発され導入されている。 

 WPPT はロシア及び他の締約国に対し、実演者及びレコード製作者が自己の権利の行使に
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関連して使用した技術的措置の無効化及び情報の削除また改変に対して法的措置を取ること

を義務付けている。民法第 IV 部及び他の関連諸法には技術的保護措置及びその除去への責

任について規定がある。技術的措置について禁止されている行為は下記の通り。 

 権利者の許可なく、技術的保護措置を削除する行為 

 利益を得又はサービスを提供する目的でいずれかの技術又は技術機器、その部品の

作成、流通、レンタル、一時的無料提供、輸入、広告を行い又はかかる技術的手段を使用し、

その結果として技術的保護措置が適切な保護動作を行わずあるいは行うことが不能となる場

合。 

b) 放送 

 放送機関は無線及び有線放送の著作隣接権者であるとみなされる。 

 放送機関の法的地位及びその種類は連邦マスメディア法が定めている。放送機関が事業を

行うには国から免許を取得しなければならない。 

 同法は番組(情報)の送信過程として「放送」を保護している。同法はローマ条約の考え方

に準拠している。 

 また、「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)」では

「番組伝送信号」は同条約による保護対象である。 

 国際条約及びロシア法は放送を 2 種類に区別している。その 1 つは有線放送であり有線ラ

ジオ、有線テレビ、ケーブル・テレビ、光ファイバー・ケーブルが含まれる。もう 1 つは無

線放送であり、地上放送、衛星放送が含まれる。この区別は法律的というより技術的である。

どちらの放送も法律上の規制はほぼ同じだからである。 

 

(5) 著作者と著作権 

a) 人格権 

著作物の著作者は下記の(非専有又は人格的)権利を有する。 

 著作者権 

 自己の名に対する著作者権利 

 改変されない権利 

 著作物出版権 
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 (著作物の出版決定の) 取消権 

 非専有(人格)権は譲渡及びライセンス付与ができない。これらの権利の放棄は禁止されて

いる。これらの権利は誰が独占権(占有権及び経済的権利)を所有するかにかかわらず保存す

る必要がある。 

 著作者権は上記の権利群の中核であると考えられる。著作物の著作者は著作者であること

を否定された場合は自己が著作者であることを主張する権利を有する。自己の名に対する著

作者権の根拠は著作者は自己の名やペンネームを用いて、又は名を表示せずに(匿名)、著作

物を使用し又は使用を許可することができるということである。これらの事項については当

該契約に規定すべきである。他の人格権は著作物を改変されない権利であり、これは著作者

の事前の同意なく著作物への追加、修正、訂正、補足を行なうこと、著作物へのコメント、

結論、解釈を追加することをいう。著作者の死亡後、著作物の意味及び完全性に違反せず、

かつ遺書、書簡その他の手段(文書)で直接表明された著作者の意図に反しない限り、著作権

者は著作物への上記の変更権を付与することができる。法律は著作者の死後、著作者権、著

作者名、著作物の完全性について著作者らからこれらの権利の保護の目的で譲受した者、著

作者の相続人、その他の関係者が保護できる可能性を定めている。 

b) 著作権を構成する権利の種類 

著作権が付与されている著作物の独占的(専有又は経済的)権利には下記がある。 

 複製権 

 オリジナル又はコピーの販売又はその他の譲渡による流通を行う権利 

 展示(実演)権 

 販売の目的でのオリジナル又はコピーの輸入権 

 オリジナル又はコピーのレンタル権 

 公演権 

 放送権 

 ケーブル放送権 

 翻訳その他の翻案権 

 建築、設計、都市計画、景観プロジェクトの実施による実現権 

 公衆に伝達する権利。この権利は 2006 年 9 月 1 日にロシア著作権法に規定された。 

 著作権が設定されている著作物の独占(専有)権のすべてを第三者に譲渡することができる。
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著作権者はかかる権利の全部又は一部につきライセンスを付与することもできる。 

c) 著作権の期間(有効期間) 

 独占著作権は著作者の生存中及び著作者死亡の翌年の 1 月 1 日から 70 年間有効である。

共著による著作物の独占権は最後に死亡した著作者の生存中及びその後 70 年間有効である。

匿名又は偽名による著作物の著作権はこれらの適法な開示から 70 年間有効である。この期

間中に著作者が自己の身元を開示し、又は身元に関する疑いがなくなった場合、著作権は著

作者の生存中及び著作者死亡の翌年の 1 月 1 日から 70 年間有効である。死後に出版された

著作物の著作権は、著作者の死亡から 70 年以内に開示された場合には、開示の翌年の 1 月 1

日から 70 年間有効である。 

d) 著作権の譲渡とライセンス付与 

 譲渡とは著作権者が自己が著作権を有する著作物を第三者(譲受人)に絶対的に譲渡し又は

完全に売却することをいう。譲渡により著作権がある著作物のすべての著作権が移転する。

特に、著作権譲渡契約では、著作者その他の著作権者(譲渡人)は著作物に対する独占権のす

べてを相手方(譲受人)に譲渡する義務を有する。著作権の譲渡は契約により行う必要がある。

契約は契約書を作成し、両当事者の権限を有する代表者が署名しなければならない。契約が

両当事者に効力を有するためには下記の基本的要素が含まれている必要がある。 

① 当事者 

② 契約の対象物(著作権が設定されている著作物の題名/登録番号/登録日(該当する場合) 

③ 対価(又は取引が無料であることの表示) 

④ 譲渡する権利の範囲 

著作権譲渡契約は署名日に発効する。かかる契約の対象物が登録可能である場合(ソフトウ

ェア又はデータベース)で Rospatent に登録した場合には、かかる契約を登録した日に発効す

る。 

 著作権譲渡契約の登録所要期間は、登録手続中に他の行為の要求や公式問い合わせがなけ

れば 2～3 ヶ月である。 

 ライセンス付与とは著作権者が第三者たる使用者(ライセンシー)に自己の著作権が設定さ

れている著作物の使用を許諾することである。ライセンス付与は著作権がある著作物の所有

権又は権利を恒久的に譲渡するものではない。著作権者(ライセンサー)は所有権を保持し、

自己の(ライセンス対象)著作物のライセンシーによる使用を支配する。特に、著作権ライセ
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ンス契約では、著作者その他の著作権者(ライセンサー)は相手方(ライセンシー)に対し、契約

が定める条件に従って著作物を使用する権利を付与する義務がある。ライセンシーはライセ

ンス契約で明示的に許可された権利及び著作権の利用方法の範囲においてのみ、ライセンス

対象の著作権設定著作物を使用することができる。著作権設定著作物の使用権について直接

規定していないライセンス契約はライセンスを付与したものとはみなされない。ライセンス

契約は文書によらなければならず、両当事者の権限を有する代表者が署名しなければならな

い。契約が両当事者に効力を有するためには下記の基本的要素が含まれている必要がある。 

① 当事者 

② 契約の対象物(著作権が設定されている著作物の題名/登録番号/登録日(該当する場合) 

③ 対価(又は取引が無料であることの表示) 

④ ライセンス権(使用許諾)の範囲 

⑤ ライセンスの種類(独占/非独占) 

⑥ 対象地域(記載されていない場合、ロシア全域でライセンスが有効となる) 

⑦ 有効期間(記載されていない場合、有効期間は 5 年となる) 

著作権ライセンス契約は署名日に発効する。かかる契約の対象物が登録可能である場合(ソ

フトウェア又はデータベース)で Rospatent に登録した場合には、かかる契約を登録した日に

発効する。著作権ライセンス契約については公証も公的機関の認証も不要である(ソフトウェ

ア又はデータベースが Rospatent に登録されている場合はライセンス/譲渡契約も登録しな

ければならない)。ライセンス契約が定期刊行物の著作権設定著作物に関連する場合は口頭で

の契約も認められる。ソフトウェア又はデータベースのライセンス契約は、ソフトウェア又

はデータベースのコピーに記載された条件に従い、又はこれらのパッケージに記載された条

件に従い(シュリンクラップ・ライセンスの場合)、著作権者と各正規ユーザー(ライセンシー)

の間での契約により締結しなければならない。 

 

e) 著作権の登録 

 一般的に、著作権の成立、実施、保護のために著作物を登録する必要はない。一方、ソフ

トウェアとデータベースについては登録が認められており、また登録に適している。ソフト

ウェアの法的保護は、ソースコード及びオブジェクトコードを含む表示言語及び表示形式を

問わず、あらゆる種類のコンピュータ・プログラム(オペレーティング・システムを含み)に
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適用される。データベースの法的保護は、データの選択及び構成を理由として、創作的活動

の結果として構築されるデータベースに適用される。ソフトウェア又はデータベースの登録

出願は Rospatent に文書で行う。登録出願はコンピュータ・プログラム又はデータベースご

とに行わなけれければならず、下記の基本情報を含んでいなければならない。 

 権利者、著作者、これらの住所又は所在地 

 コンピュータ・プログラム又はデータベースの名称 

 作成日 

 コンピュータ・プログラム又はデータベースの内容を示した資料 

 2010 年 1 月 29 日からコンピュータ・プログラム又はデータベースの登録料は法人が約 82 

USD、個人が約 54 USD となった。出願が認証された場合、Rospatent は登録証を発行し、

これがコンピュータ・プログラム及びソフトウェアの著作権所有の有効な証拠となる。コン

ピュータ・プログラム又はデータベースが登録されている場合、第三者への譲渡は Rospatent

に登録する必要がある。 

 非政府組織及び民間企業(執筆者の事務所など)の中には著作物(通常は視聴著作物、人工物、

文芸)のコピーの預託サービスを提供しているところがある。その目的は預託日においてこれ

らの重要部分が存在したことの証拠とするためである。後日に裁判となった場合に、預託証

書は著作権者であることの証拠文書となる。 
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第 6 節  その他の権利  

(1) 商号 

 商号に関し、ロシアは次の 2 つの知的財産権を認めている。① 会社名、② 商号(「取引上

の表示」)。会社名、商号、商標、原産地名称を併せて個別化の 1 つの分類を構成している。 

a) 会社名 

 ロシア連邦民法第 1473(1)条は、会社名とは商業組織の名称であり、市場で法人を個別化

するものであるとしている。ある組織の会社名は設立定款に記載されている。共通ロシア法

人登記簿(CSRLE)の登録と別個に登録することは義務付けられていない。会社名に対する独

占権を有するのは営利企業のみである。 

 ロシア最高商事(仲裁)裁判所の説明によれば、外国企業の会社名もロシアで保護される。

しかし実務上、外国企業が保護を受けるためには当該会社名がロシアで使用されていたこと

の証拠を提出する必要があり、かかる使用の瞬間から保護の対象となる。 

 会社名には企業の組織形態(「有限責任会社」や「株式会社」など)及び会社の名称を含め

る必要がある。会社名は企業の事業部を示す文言のみであってはならない。ロシア語での正

式名称のほか、ロシア語での略称、ロシア語と外国語による正式名称及び/又は略称も認めら

れている。ロシア企業の名称に外国の企業組織形態を示す用語及び略称を含めることは禁止

されている。一方、外国語のロシア語翻訳においては会社名にこれらを含めることが認めら

れている。ロシア企業が会社名に含めることができない制限にはこの他にも下記がある。 

① 外国の国の正式名、略称又はこれらから派生した語 

② 国家機関の正式名又は略称 

③ 国際機関又は政府機関の正式名又は略称(例: 会社名に"CIS" あるいは「独立国家共同 

体」を含めてはならない) 

④ 公共機関の正式名又は略称 

⑤ 公益、人道主義及び道徳の原則に有害な表示 

ロシア連邦政府が許可した場合を除き、会社名に「ロシア連邦」、「ロシア」及びこれらか

らの派生語を使用してはならない。会社名が法的要件に適合していない場合、法人登録当局

は会社名変更を求めて裁判所に提訴することができる。 

 会社名所有者の独占権は看板、レターヘッド、インボイスその他の文書、広告、商品とそ
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のパッケージに個別化手段として会社名を使用するという自己の行為が大半である。会社名

の処分は許可されていない。 

 共通ロシア法人登記簿(CSRLE)に登録済みの会社名と同一あるいは混同を生じる程度に

類似する会社名を類似の事業の実施に使用することはできない。かかる使用があった場合、

優先権利者は類似の活動による損害を主張して当該会社名の禁止を求めることができる。 

 会社名に対する権利は、権利者が商標として登録しているかあるいは商号(取引上の表示)

として登録しているかにかかわりなく保護される。 

b) 商号 

 商号は法人又は個人事業主が取引、産業、他の企業との個別化のために使用する表示であ

り、会社名とは異なる。ロシア連邦民法第 132 条は、企業とは権利の客体であって企業活動

で使用するための有体及び無体の財産の集合体であり、不動産とみなされると規定している

(レストランやドラッグストアなど)。商号は 1 つ又は複数の企業の個別化に使用される。 

 商号権は、当該表示に識別力があり特定の地域で知られている場合に発生する。商号権は

権利者が 1 年間連続して使用しなかった場合に消滅する。 

 法律が定める商号独占権は、会社と商標が使用される方法と主として同じ方法で、適法に

商号を使用する権利であるとされている。商号は企業を個別化するものであり、商号の処分

は企業と共に行わなければならない。企業リース契約あるいはフランチャイズ(「営業権」)

契約の一部で商号使用権を付与することは認められる。 

 商号権者は、同一又は混同を生じる程度に類似する商標、会社名、商号を使用する者が後

日出現した場合には使用停止及び使用により発生した損害賠償を要求することができる。同

一権利者の商標又は会社名に使用されている要素と類似の要素を含む商号はかかる商標ある

いは会社名とは別個に保護される。 

(2) ドメイン名 

 ロシアに割り当てられているドメイン・ゾーンは.SU、.RU 及びキリル文字の. РФ である。 

 SU ドメインはソ連のドメイン・ゾーンとして作成された。1991 年にソ連が崩壊した後、

新しくできた諸国は自国のコードをトップレベル・ドメインとすることを要求した。しか

し.SU ドメインが引き続きロシアのドメインとなった。.SU ゾーンは 20 年間、ロシアのイ

ンターネットの中で中規模ではあるが安定したゾーンでありこのドメイン名もロシアで引き

続き使用されている。 
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 ロシア連邦の国ドメインである.RU は 1994 年に創設された。2011 年現在、300 万以上の

ドメイン名が.RU を使用している。 

 .RU 及び.SU を使用するドメイン名の登録規則は自由度が高い。法人も自然人もドメイン

名を登録できる。ロシアで非居住者によるドメイン登録に制限はない。 

 .RU ドメイン及び.SU ドメインはロシアのドメインとして問題なく機能しているが、イン

ターネット用にさらにロシアのドメインを作る必要性が感じられた。当初、インターネット

は英語を話すユーザー向けであった。したがって、ドメイン名には英文字が使用されていた。

その後、インターネットが世界中に普及して英語を使用しない国でもインターネット通信が

可能になった。ロシアのインターネット・ユーザーはどんどん増加したがその多くは英語を

話せない。したがって、ロシア国民が利用しやすいようにロシア向けにキリル文字が使用で

きるようにすることが決定された。トップレベル・ドメインにキリル文字を導入した国はロ

シアが最初である(現在では数カ国がキリル文字を使用している)。.РФ を登録してから 1 年

未満のうちに、.РФ の使用者の大半がロシア連邦の営利企業であることが明確になった。

2011 年末までに約 90 万の.РФ が登録されており、そのほとんどで実際にコンテンツが掲示

されている。このロシア・ドメインでは 1、2 年後に電子メール・サービスが開始される予

定である。 

 .RU 及び.SU ドメインと異なり、.РФ ドメインにはドメインの誤った使用を防止するため、

特にドメイン売買業者による占拠を防止するため、一定の制限がある。その内容は下記の通

りである。 

 2010 年 11 月 11 日から 2011 年 11 月 10 日の間に登録されたドメイン名については、登録

後の 1 年間、ドメイン名管理者を変更できない。 

 また、ドメイン名のオープン登録の後 1 年間は外国企業に代理してドメイン名を登録する

ことができない(オープン登録は 2010 年 11 月 1 日から認められた)。 

 これらの制限は理由がないことではない。インターネットのユーザーが増加するほど、個

別化の手段(特に商標又は会社名)に類似する発音のドメインを売買する業者も増えるためで

ある。 

 売買業者の目的は下記のようにさまざまである。 

 特定の商標に関連付けられている他者の評判を利用する 

 登録ドメイン名を商標権者その他の者に販売して利益を得る 

 商標権者がインターネットで事業を行うことを妨害する 
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 商標権者又はその事業の評判を落とす 

 ドメイン名売買は広く行われているため、商標又は会社名と同じドメインをすべての公開

アクセスサイトと権利者が参入しようとしている市場の国の国内ドメイン・ゾーンの両方で

登録しておくことを推奨する。一見、これは二重のムダのように思えるかもしれないが、開

発目的で会社又はプロジェクトを立ち上げる場合に、こうすることで多額の費用がかかる長

期訴訟など、多くの問題を回避できる。もちろん、商標権者が望むのであればドメイン名売

買業者に多額の金銭を支払っても構わない。 

 ロシア・ユーザーに提供されているドメインの登録と運営に適用される現在有効な規制文

書から考えて、ロシアのどれかのドメインが他のドメインより有利であるということはない

と言える。 

 . РФ、.RU 又は.SU のドメイン名の管理者は、自分のほうが早く登録していたことのみを

理由として、他のドメイン・ゾーンで第三者が同一のドメイン名を使用していた場合に、自

己への移転を要求する権利を持たない。 

 インターネット・アドレス空間は現時点で法的規制が及んでいない。ロシア連邦の法律も、

ロシア連邦の下位法も、ドメインの法的地位、使用方法、保護を規定していない。 

 ロシアのドメイン・ゾーンの名前には統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP) もこれに類似

する手続も適用されない。個別化手段の所有者とドメイン名管理者に紛争が生じた場合、裁

判所は司法の一般原則に基づいて審議する。 

 ドメインに関連する紛争は商事(仲裁)裁判所の管轄に属するというのが最新の判例である。

ロシア連邦仲裁手続法第 27 条によれば、商事(仲裁)裁判所の任務は法人、個人事業主の地位

を適法に取得しているが法人格がない起業家の経済的紛争の解決及び他の事件の審理である

とされている。判例では法人の個別化手段の使用はインターネットでの事業と関連性を有す

る、すなわち民事関係から生じる経済的紛争であるとされている。 

 ドメインに関する紛争は第一審判決が最終ではないのが原則である。実務では、上訴ある

いは差止命令発行を求めた裁判所が第一審判決を廃棄しあるいは新規裁判に移行することと

もある。 

 ドメイン関連紛争で代表的な請求は下記の通りである。 

 被告によるドメイン名の使用が個別化手段(商標、会社名)に対する原告の独占権の侵

害であることの認定 

 原告に権利を有する個別化手段と混同を生じる程度に類似する表示をの被告による
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使用の禁止 

 独占権侵害に対する金銭賠償 

 被告によるドメイン名の使用が個別化手段に対する原告の独占権を侵害していると認定さ

れた場合、当該ドメイン名は登録簿から除外される(取消)。勝訴側(原告)は.RU、.SU、. РФ

の各ドメイン名登録規則に従って当該ドメイン名を登録する優先権が与えられる。この権利

を行使するには勝訴者は判決が発効してから 30 日以内に、自己が選択したレジストラーと

ドメイン名登録のサービス契約を締結し、ドメイン名管理権への同意を得る。 

 実務上、ドメイン関連の紛争は下記の条件を満たしていなければならない。 

 原告が個別化手段に対して独占権を有していること。 

 被告はドメイン名管理者であること。 

 当該ドメイン名が個別化手段と混同するほど類似していること。 

 個別化手段に対する独占権を、当該ドメイン名登録の前から有していたこと。 

 当該ドメイン名は商標が登録されている商品/サービスの促進のために使用され、又は

当該法人の事業分野に関連していること。 

 ロシア市場での個別化手段に対する一般人の認識度及び一般人が商標/会社名の所有

者と当該ドメイン名とをインターネット・ユーザーとして関連付ける可能性があるこ

と。 

 裁判所は申立の根拠となった状況が存在するか決定する。裁判所は、手続法に従い、文書

及び資料による証拠、訴訟当事者の説明、証人の証言その他の証拠を受理する。 

 裁判所は被告がインターネットに掲示した情報のみで構成されるウェブ・ページの単なる

印刷コピーは証拠として受理しない。そのため、侵害者の違法活動の確認として、侵害者の

ウェブサイトの公証人による証明を得る必要がある。 

 以上まとめると、裁判所判例によれば、商標その他のインターネットでの個別化手段の所

有権者は、下記の条件が満たされれば保護される。 

 ドメイン名に商標、会社名その他の個別化手段と同一又は混同するほど類似する表示

が使用されていること。 

 ドメイン名が個別化手段と混同するほど類似していること。 

 個別化手段に対する権利を、当該ドメイン名登録の前から有していたこと。 

 ドメイン名の所有者が営利目的でドメイン名を所有していたこと。 
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(3) 半導体配置設計権 

 ロシア連邦民法第 1448(1)条によれば、配置設計とは集積回路要素の構成及び有体媒体へ

の接続の形状を表示したものである。創造的活動による配置設計の保護は、これがオリジナ

ルであり、創作の日において配置設計業界の作成者及び/又は専門家に知られていなかったこ

とを条件として付与される。配置設計のオリジナリティは反証を許す推定である。配置設計

に含まれるアイディア、方法、システム、技術、コード化情報は法的保護の対象にならない。 

 配置設計の著者に最初の独占権が与えられる。独占権が発生した後は譲渡契約、ライセン

スにより移転することができ、あるいは職務による配置設計の場合は法律により事業主に移

転する場合もある。 

 配置設計の独占権は法律に違反しない範囲で配置設計を使用できる権利である。特に権利

者は下記を行うことができる。 

 ① 配置設計の全部又は一部を複製して集積回路その他に組み込むこと。ただし配置のうち 

オリジナルでない部分を除く。 

② 当該配置、当該配置を含む集積回路又は当該集積配置を含む製品をロシア連邦に輸入し、 

販売しその他市場に供給すること。 

配置設計に関する規則のうち最も重要な規定はロシア連邦民法第 1454(3)条の規定であり、

同一の配置を別個に作成した者は同一配置について別個の独占権を持つ。 

 配置は、最初に使用されてから 2 年以内であれば Rospatent に登録することができる。配

置に対する権利は最初に使用されたとき、又は登録されたときのいずれか早い方から 10 年

間である。配置設計が登録されている場合、譲渡、ライセンス付与、担保権設定契約及び契

約によらない配置設計の譲渡(組織再編など)も Rospatent に登録しなければならず、登録し

なければこれらは無効となる。 

 法律の規定により、従業員が職務に関して又は事業主の業務により作成した配置設計に対

する権利は事業主に属する。配置設計契約により受託者が作成した場合は顧客に属する。当

事者間の契約でこれと異なる定めをすることができる。 

 配置設計に対する権利を事業主が所有し又は第三者に譲渡された場合、事業主は対価を受

ける権利を有する。そのため契約に事前に対価の金額及び条件を定めておくことを推奨する。 

(4) 植物の新品種に対する権利  

 選択の成果に対する独占権の客体は動植物の品種でもよい(以下「成果」という)。成果が
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特許を取得するには識別力、均一性、安定性(DUS 基準)、新規性の基準に適合していなけれ

ばならない。 

a) 新規性 

 成果が新規として認められるためには、特許出願日において当該成果の種子又は品種が下

記の期間以内に、ブリーダーあるいはその法的後継者によって販売もしくはその他の方法に

よる譲渡、もしくは他者への使用の許可がされて、いないことが必要である。 

① ロシア連邦領土内－出願日の 1 年以上前 

② 他国領土－出願日の 4 年以上前、又は、ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は 

林業用の品種 -出願日の 6 年以上前 

b) 識別力 

 成果は出願時に存在した一般的に知られている他の既存の品種の成果と明確に区別できな

ければならない。 

c) 均一性 

 成果は繁殖の特異性に関連して生じる個体のバラツキを考慮した上で、十分に均一な特徴

を有していなければならない。 

d) 安定性 

 成果の安定性が認められるのは、繁殖を反復した後、あるいは特殊な繁殖サイクルにおい

ては各サイクルの終了時に、基本的特性が変化しない場合である。 

 成果に対する特許はロシア農業省が 30 年間付与する。ぶどう、装飾用の木、果実用の木

の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は 35 年である。 

 ロシア連邦民法第 1420 条は、成果への特許取得権は最初は成果の作成者に属すると規定

している。ただし、成果への特許取得権は他者(法律が定める後継人)にあるいは契約により

譲渡することができる。 

 ロシア連邦民法第 1421 条は、権利者は成果及びその一部に対する独占権を持ち、その使

用及び処分についての独占権も有すると規定している。成果の使用には下記が含まれる。 

 ① 製造又は繁殖 

 ② 繁殖のため播種可能な応対にすること 
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 ③ 販売の申し出 

 ④ 販売その他により民間取引に供すること 

 ⑤ ロシア連邦領土から輸出すること 

 ⑥ ロシア連邦領土内に輸入すること 

 ⑦ 上記 1～6 に記載した目的のため保管すること 

 ロシア法は成果の独占権との侵害にあたらない行為として下記を規定している。 

 ① 個人的使用(個人、家族、世帯、その他の事業活動と関連しない必要性) 

 ② 科学的研究又は実験 

 ③ 成果を他の動植物品種の作出の基礎として使用すること 

 ④ 農場で取得した植物を当該農場での品種育成を目的として 2 年以内に使用すること 

 ⑤ 特定の動物で使用する目的で家畜を繁殖させること 

 ⑥ 特許所有者により又はかかる者の同意を得て民間取引に提供された種、植物品種、唐物 

品種、家畜に対する何らかの行為。ただし、下記を除く。かかる植物種又は動物種の後 

日の繁殖、特定の品種又は系統が保護されていない国に向けて、動植物の品種の繁殖を 

目的として、ロシア連邦の領土内から植物又は家畜を輸出すること(後日の使用のため 

の加工を目的とする輸出を除く)。 

 ロシアで成果物に対する特許を取得するには、出願書に所定の文書を添付してロシア農業

省に提出する。 

 出願日から特許証の発行までの間、各成果には暫定的な法的保護が与えられる。すなわち、

暫定的な法的保護の期間内に成果の不正使用が行われた場合、権利者は(特許が付与された後

に)、出願者の同意なく成果を使用した者に対して金銭補償を求めることができる。かかる補

償の額は両当事者又は裁判所が定める。 

 暫定的な法的保護の期間中、出願者が種又は品種の販売その他の譲渡を行うことができる

のは科学目的による場合、又は販売その他の譲渡が特許出願の譲渡に関連している場合ある

いは種子バンクを作成する目的での出願人の指示による種子の製造に関連している場合のみ

である。 

 出願審査の所要期間は成果の種類により異なる。品種育成権者による出願を審査した後、

農業省は特許権を付与して発明者証を発行するか、特許権付与を拒絶する。 
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第 7 節  無方式の権利  

(1) 技術ノウハウを含む営業秘密の保護 

 ロシア連邦民法第 1465 条によれば、営業秘密(ノウハウ)(ロシア法の定義によれば「営業

秘密」という用語と「ノウハウ」という用語は同義である。以下では、「営業秘密」の方を用

いる)は、科学技術分野における知的活動の成果に関するデータ及び職業的活動の方法に関す

るデータを含む、(産業上、技術的、経済的、組織的及び他の)あらゆる種類のデータ(情報)

である。 

 このようなデータは、その第三者に対する秘密性故に、現実の又は潜在的な商業上の価値

を有するものでなければならない。第三者がこれらのデータに自由かつ適法にアクセスでき

るようであってはならず、これらのデータの所有者は、そのために商業上の秘密を保持する

仕組みを導入する必要がある。 

a) 法的な枠組み 

 営業秘密は、ロシア連邦民法第 IV 部の制定後、知的財産権の他の対象と同様の位置を占

めている。民法第 75 章が営業秘密に充てられており、定義、排他的権利の本質、権利を処

分するための手続及びこれを侵害した場合の責任について定めている。 

 営業秘密の法的枠組みについて理解する場合、民法第 69 章の一般的規定等、特に排他的

権利、権利の処分に関する規定、ライセンス契約や譲渡契約に関する規定、また営業秘密を

構成する情報の商業上の秘密保持制度の確立、変更及び終了に伴う関係を規律する 2004 年 7

月 27 日の「商業上の秘密に関する」連邦法第 98 号を指針とする必要がある。 

 民法第 IV 部が制定されるまで、機密情報、すなわち、その権利の創設、保護、処分する

ための条件に関する規定は、「商業上の秘密に関する」法に盛り込まれていた。同法は、機密

情報に関する権利を処分するための手続について一般的に規定し、これを契約にもとづいて

移転できることを明記していたにとどまる。詳しい法規定が欠けていたことは、法執行手続

に関する疑問を生み、そうした環境のもと、そのような情報の所有者が、これを処分し、第

三者に使用させても単に自らの利益を失う結果に終わるため、これに躊躇する状況を生み出

した。 

 上記の法律によれば、「商業上の秘密」の概念には営業秘密も含まれ、このことは、営業秘

密が、機密情報の一種であることを意味していた。「商業上の秘密に関する」連邦法の現行の
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規定、すなわち第 3 条(1)は、「商業上の秘密」の所有者が、これから収益を得る現在の又は

潜在的な状況下において、不合理な支出を避け、市場における財、作業、サービスの地位を

維持し、その他の商業的利益を得ることを可能にする情報の機密保持体制であると定義して

いる。 

b) 営業秘密として保護される情報 

 立法者は、こうした法制度を導入しながら、営業秘密として保護することのできるデータ

(情報)の網羅的なリストを定めていない。したがって、あらゆる情報を保護できる可能性が

あり、このことは、所有者を競争相手よりもかなり有利にする。とりわけ、以下のような情

報が営業秘密となり得る。 

 特定の製品の製造又は作業の遂行に利用できる技術知識 

 最も効果的な生産体制又は経営方法に関するデータ 

 特許され得る解決方法、製品等、並びに特許性はないものの、所有者にとって商業的価値

のあるものも保護され得る。 

 「商業上の秘密に関する」連邦法の第 4 条(1)によれば、情報の所有者は、自らの裁量によ

り、営業秘密として保護するデータの構造を定義する権利を有する。 

 ただし、データの所有者の裁量が法律により制限される点に注意が必要である。「商業上の

秘密に関する」連邦法の第 5 条は、秘密とされ得ない情報の一覧を定めている。そのような

情報には、次ものがある。 

 会社の設立文書に含まれる情報 

 委任状なしに法人を代表行為することを許された者についての情報 

 環境汚染、放射能、食品の安全性、防火及び産業組織の安全な運用及び個人及び集団

全体の安全性に悪影響が及ぶその他の要因に関する情報 

 従業者の数と体制、労働条件、職業上の精神的外傷及び疾病等に関する情報 

 法律により開示義務が定められている他のデータ 

c) 保護可能性に関する基準 

 情報が営業秘密として適法に保護されるためには、法律に定める要件を満たしている必要

がある。要件は、だいたいにおいて、営業秘密の定義から派生するものである。 

 まず、そのデータが、現実の又は潜在的な商業的価値を有するものである必要がある。情

報の価値が情報の所有者によって決まる点を考えると、この基準は主観的なものである。商
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業的価値を決める場合、その前提として、次の 2 つの側面を考慮する必要がある。 

 そのデータに、技術的、工業技術的又は特別な知識のその他の方法による利用など、

革新的技術が含まれているかどうか。 

 そのような革新的技術の利用から経済的利益が得られるかどうか。 

 第 2 に、その情報が第三者に知られていないことを要し、このことは、営業秘密であるデ

ータが、公有にかかるものであってはならないことを意味する。特定の人々(例えば、従業者、

取引先)に知られているという事実は、これを営業秘密として保護する妨げにはならない。 

 第 3 に、そのような情報が、自由かつ適法にアクセスできるものであってはならない。こ

のことは、利害関係者がオープンソースから情報を得ることが可能であるようなものであっ

てはならないことを意味する。第三者がこのようなデータを利用するためには、あくまでも

その所有者の許可が必要とされる一方、これに関与した者が、その秘密を保持する義務を負

わされている必要がある。 

 第 4 に、情報の所有者は、その機密を保全するために必要な措置を講じていなければなら

ない。すなわち、商業上の秘密保持体制を導入する必要がある。 

 商業上の秘密保持体制とは、営業秘密に対する排他的権利を認めるための基準の一つであ

り、法律で定められ、情報を開示から保護するための措置の複合体である。 

 情報の所有者が、情報を営業秘密として保護するためには、次の措置を講ずる必要がある。 

 まず、保護の対象に含まれるデータの一覧及び構造を正確に定義することで、保護対象を

特定する必要がある。そのようなデータは、物理的な媒体に固定され、「商業(営業)秘密」

であることを表示する必要がある。また、所有者(法人の場合はその完全な名称及び所在地、

個人事業主の場合には名前及び居住地)も表示されている必要がある。 

 特に営業秘密を第三者による侵害から確実に保護するため、これを識別できる必要がある。 

 例えば、第三者が営業秘密を不正使用した場合、裁判所は、これに対する排他的権利が原

告にあったかどうか、すなわち、営業秘密だとされるデータが保護可能性の基準を満たして

いたかどうかを検証する必要がある。また、裁判所は、侵害者として訴えられている者の使

用したデータが、原告の営業秘密を構成するデータと同一のものであるかどうかを検証する

必要がある。これらの事実を検証するためには、裁判所が、営業秘密の内容について明確に

理解する必要があり、このような理解は、その構成要素が明確に特定でき、物理的な媒体に

固定されていない限り得られない。 
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 商業上の秘密保持体制を導入するためのもう一つの要件は、特に保護情報を取り扱うため

の秩序を確立し、その遵守管理を確保することで、情報へのアクセスが制限されていること

である。 

 したがって、商業上の秘密について、例えば、営業秘密を扱うための秩序に関する規定を

設け、営業秘密と見なされる情報に関する企業内の指針を定めている等、企業が法律により

定められた行為を行っている必要がある。保護された情報へのアクセス権を有するか、これ

から認められる従業者は、社内規定に精通し、その旨を文書に署名する必要がある。こうし

た方法であれば、従業者が、機密情報の一覧、取り扱い方法及びこれに違反した場合の責任

について十分に理解することができる。 

 また使用者は、(例えば、「機密資料」を保管するための施錠可能な書類棚を従業者のため

に用意し、情報を電子媒体に保存する場合には、特別なプログラムと、これにアクセスする

ためのパスワードを用意する等)従業者が機密保持規定を遵守できるような業務環境を整え

る必要もある。 

 次に、保護データの所有者の同意を得たか、自らの職務の一環として当該データの内容に

ついて知った者を記録する必要がある。 

 従業者による機密情報の使用並びに機密情報を第三者(顧客、同僚)と共有することが必要

な状況について、社内規則で定める必要がある。情報を共有する必要がある場合は、当事者

間の機密保持契約を結ばなければならない。 

 企業が、法律の定めに従い、機密情報を伴う業務を規定していなかった場合、従業者が規

則に精通していなかった場合、また、情報の保管に必要な条件が整っていなかった場合、機

密情報の開示について論ずるまでもなく、当該データを開示した従業者に対する請求を提起

することはできない。 

 以上の内容は、社内で商業上の秘密保持体制を導入することがどれほど重要であるかを物

語っている。 

d) 営業秘密に関する法規定の特異性 

 情報が保護可能性に関する基準を満たし、必要なあらゆる措置を講じていた場合において、

当該データは、営業秘密に対する法的保護を受けられる。知的財産の他の対象と比較した場

合、このような保護には、いくつかの特異性がある。 

 まず、営業秘密は、国家登録の対象とはなっていない。これは、同一の営業秘密について
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複数の者が独立かつ排他的な権利を有する可能性につながる。営業秘密は、国家登録の対象

ではなく、秘匿されているため、第三者が、他の権利者の存在について知ることなく、既に

他の者の営業秘密として保護されている機密情報となり得る知識を独自に形成する可能性が

ある。法律(ロシア連邦民法第 1466 条(2))にもとづき、人が故意にかつ他の権利者から独立

して独自に保護された機密に類似するデータの権利者になった場合、その者は、当該機密に

ついて独立かつ排他的権利を取得する。同一のデータについて独立かつ排他的な複数の権利

が存在することになるが、これは、必ずしも保護対象に排他的権利を認める場合の一般原則

の例外ではない。 

 第 2 に、営業秘密に対する排他的権利は、そのデータに関する商業上の秘密保持体制が確

立された瞬間から発生される。 

 第 3 に、営業秘密に関する法規定のもう 1 つの特徴は、営業秘密の著作者に法的な重要性

がない点である。知的財産に関する一般原則のもとで、知的財産を創作した者は、その知的

財産に対し、財産権と非財産的人格権の複合的権利を有する。 

 営業秘密を作成した者は、創作者としての権利や他の人格的な非財産的権利を持たない。 

 第 4 に、営業秘密に対する排他的権利は、その権利者が、営業秘密の内容を秘密にしてお

くための措置を採り続ける限り有効である。権利者が情報を秘密にしておく利益を失い、ア

クセスを阻むあらゆる障壁を取り除き次第、権利者は、その地位を喪失する。 

 第三者による行為の結果として、データが公衆にとっての通常の知識になった場合、この

排他的権利は消滅する。さらに、開示された瞬間から、すべての権利者が一度に排他的権利

を失う(ロシア連邦民法第 1467 条)。営業秘密に対する排他的権利の存在は、上記のような主

観的要因に左右されるため、法律では、当該情報の存続期間を定めていない。 

e) 営業秘密に関する排他的権利の権利者 

 営業秘密の排他的な所有者(権利者)は、自然人又は法人とされる。自己の雇用義務又は使

用者に係る特定の職務の遂行に関連して従業者により創作された営業秘密に対する排他的権

利は、雇用主に帰属する。 

 受注契約の履行、研究開発、実験、設計契約又は国家若しくは地方自治体との契約を履行

する過程で営業秘密を取得した場合も、同じルールが適用される(ロシア連邦民法第 1471 条)。

このような場合、営業秘密に対する排他的権利は、契約に別段の定めがない場合、受注者(又

は履行者)に帰属する。 
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f) 営業秘密に対する権利の処分 

 情報が営業秘密として法的に保護される場合、所有者は、承認を与え、これを他の当事者

に利用させることで利益を得ることができる。ロシア連邦法は、次に掲げる方法を含め、営

業秘密に対する排他的権利を法に違反しないあらゆる方法で処分することを認めている。 

 譲渡契約にもとづく排他的権利の移転(販売) 

 ライセンス契約(又はフランチャイズ契約)に定めた枠組みに従い、他の当事者に営業

秘密の使用権を認めること 

 民法上の他の契約にもとづいて権利を処分できるものの、その場合には、営業秘密に関係

する部分には、ロシア連邦民法のライセンス契約及び譲渡契約に関する規定が適用される。 

 ロシア連邦民法第 1468 条によれば、営業秘密に対する排他的権利の譲渡契約には、一方

の当事者(権利者)が他の当事者(排他的権利の譲受人)に営業秘密に関する権利を全面的に移

転する旨を定めなければならない。譲渡契約により当該営業秘密を処分した者は、自らが譲

渡した情報を開示してはならない。譲渡契約には、営業秘密の対象となる情報を明記しなけ

ればならない。契約する際に、報酬に関する規定又はこれを決定する方法を定めることも重

要である。 

 契約には、排他的権利を全面的に移転させることを明記しなければならず、そうでない場

合、当該契約は、ライセンス契約であるものと見なされる。 

 譲渡契約とは異なり、ライセンス契約では、営業秘密に対する排他的権利がライセンシー

に移転しない。ライセンス契約のライセンシーは、契約で定めた枠組み内で、営業秘密の使

用権を一時的に取得するにすぎない。契約の独立した主題として、又は特許発明又は商標に

付随する形で営業秘密のライセンスを取得するケースもある。 

 ライセンス契約には、契約の対象、営業秘密の使用方法並びに報酬の額又はこれを決定す

る方法を記載しなければならない。 

 以上の内容からわかるように、営業秘密を譲渡する／そのライセンスを認めるための仕組

みは、知的財産の他の対象に適用される仕組みと基本的には類似である。しかしながら、営

業秘密に対する排他的権利を処分する際は、次の重要な違いに留意するべきである。 

g) 営業秘密に対する排他的権利の処分契約の特異性 

 契約の中で取引の詳細な内容を開示し、営業秘密の一覧及びその内容を厳密に定義しなけ

ればならない。契約書の営業秘密に関する記載が詳しいほど(機密情報は、契約書に開示する
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必要はなく、附属書に記載すればよい)、その移転方法が確立されている程、当事者にとって、

紛争が生じた場合に営業秘密の対象となるデータを特定し、その意図的な移転の事実を立証

することが容易になる。 

 そのような契約のもう 1 つの特徴は、法律で定める、当事者の、契約にもとづいて移転す

るデータの機密保持義務の存在である。 

 権利を譲渡する場合、自らの権利を処分する者は、排他的権利が消滅するまで、営業秘密

の機密性を保全しなければならない。この、営業秘密が存在し続ける限り、その機密性を保

全する義務を負い続けることは、ライセンス契約にもあてはまる特徴である。ライセンサー

は、ライセンス契約の存続期間中、その権利が制限される(ロシア連邦民法第 1469 条(3))。 

 したがって、ライセンシーは、契約を結ぶ際に、営業秘密の所有者が、これを本当に営業

秘密として扱い、上述の条件を遵守するよう念を入れなければならない。ライセンシーが、

必要な書類を提供するようライセンサーに要求してもよい。また、営業秘密の所有者は、ラ

イセンシーが移転された情報の商業上の秘密保持体制を導入するよう確保しなければならな

い。もう 1 つの特異性は、契約の存続期間にある。法律は、存続期間について、ライセンス

契約の必須条件であると見なしていない。ロシア連邦民法第 1469 条(2)によれば、ライセン

ス契約を結ぶ際に、存続期間を定めても、定めなくてもよい。 

(2) 詐称通用を含む不正競争行為と対処法  

 ロシア連邦は、そのルールがロシアにおける知的財産権保護に直接かつ全面的に適用され

るパリ条約を含む、知的財産分野の多くの国際条約に加盟している。パリ条約の効果的な実

施を確保するため、ロシア連邦民法、「競争の保護に関する」連邦法及び他の法律等、該当す

る法律を制定又は改正した。さらに、後者には、パリ条約第 10 条の 2 に従い、加盟国にお

いて許されない不正競争行為を取り締まるためのルールを盛り込んだ。 

 2006 年 7 月 26 日の「競争の保護に関する」連邦法第 135 - FZ 号において、不正競争は、

商業活動において有利になることを目的とし、ロシア法、商慣習、合理性及び公正性の要件

に反し、他の商業事業者に損害を与えたか、与えるおそれがあるか、又はその営業上の信用

を損なうおそれのある商業的主体の活動であると定義されている(第 4 条)。 

 「競争の保護に関する」法の第 14 条は、不正競争行為と見なし得る次に掲げる行為を列

挙している。 

 ① 経済主体に損失を与えるか、その営業上の信用を損なう可能性のある虚偽、不正確、又 
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はゆがめられた情報の拡散。 

 ② 製造の性質、方法、及び場所、消費者の特性、商品の品質及び量、その生産者に関する 

虚偽表示。 

 ③ 経済主体による、自らが製造又は販売する製品と他の経済主体が製造又は販売する製品 

との不適切な比較。 

 ④ 知的活動の成果及び法人の個別化手段、生産、作業、サービスを識別する手段が違法に 

使われている場合、その商品の販売、交換又は他の方法での市場への導入。 

 ⑤ 商業上、公的又は法律により保護される他の秘密を構成する情報の違法な受領、使用及 

び開示。 

 それ以外に、法人の個別化手段、生産、作業、サービスの個別化手段に対する排他的権利

の取得及び使用に関連する行為も、許されない不正競争行為であると認識される場合がある

(「競争の保護に関する」ロシア連邦法の第 14 条(2))。 

 法は、通常の商標登録と不正なものとを区別するために基準を明確に定めていない。この

ような基準は、裁判所の判例により形成された。例えば、次のような基準がある：他の商業

主体が個別化手段として使用してきた名称／表示の登録出願及び登録、又は、他の商業主体

が登録前まで使用してきた商標の使用を妨げる行為。 

 この判例を援用するためには、同一又は類似の商品に使われている標章が混同を生ずる程

度に類似であり、異議申立当事者の活動が競合者の事業に損害を与え得ることあるいは尐な

くともその活動が、競争者の事業及びその事業の信用を損なうおそれがあることを立証する

必要がある。 

 このような事例について検討する際には、ロシアにおける異議申立当事者の事業の特性、

商品の販売を促進し、広告した方法(競争相手の事業と何ら関わりがない商品として広告され

ているか、それとも、競争相手に関係する商品として詐称通用がなされているかどうか)、ロ

シア市場において実際に競争が存在し、存在するとすれば、反対当事者が市場に参入する前

に、被害当事者が、自らの商品の相当な販売を行っていたかどうか、登録者が、自らの登録

を真の所有者に販売しようと試みたかどうか等、あらゆる重要な事情が考慮される。 

 ロシア連邦民法によれば、不正競争防止関連の事件について判断を下す特別な行政機関、

すなわちロシア連邦反独占庁(FAS)(以下、反独占庁)が商標の国家登録に関係する権利者の行

為を不正競争行為であると認識した場合、法的保護の存続期間中に、商標への法的保護の付

与について争い、そのすべて又は一部が無効であると認識される可能性がある(ホームペー



160 

 

ジ： http://en.fas.gov.ru/)。したがって、勝訴した場合には、FAS が決定を Rospatent に提

出し、商標登録が無効となり得る(民法第 1512 条(2)の 6 項)。 

 これは、商標の不法占有者その他の不公正な商標権者に対抗する方法として非常に効果的

である。例えば、TPAO UDACHA Ltd.社は、IR 768181Bにもとづき「BrandTea」JSCに

よる商標「ドルチェヴィータ」の登録及び使用に対する不正競争訴訟を2009年に提起した。

反独占庁は、この事件について検討した結果、「茶」の「ドルチェヴィータ」商標に係る権利

の取得及び使用に関連する「BrandTea」JSCの行為が不正競争行為であると認めた。

Rospatentは、反独占庁の決定に基づき、分類30のあらゆる商品につき、その商標登録を取

消した。Rospatentの決定に対し、さらに「BrandTea」JSCが仲裁裁判所に上訴したが、仲

裁裁判所は、商標権者が商標を不正な目的で登録し、使用していた商品、例えば「茶」につ

き、その商標登録を取消す必要があると判示した。 

 不正競争関連事件について判断を下す反独占庁が“ロシア連邦における競争状況に関する

報告書(2010)” 

(http://www.fas.gov.ru/netcat_files/225/164/h_a4bb7ac6f53e6ed19a75704a4047f293) に て

公表している政府統計によれば、反独占庁は、2010 に 927 件の「競争の保護に関する」法

第 14 条違反事件を扱い、この件数は、2009 年よりも 240 件増えている。 

 第 14 条不正競争事件の構成を下図に示した： 

21

17

1
32

6

23

虚偽、不正確またはゆがめられた情報

の拡散(%)

消費者を誤解させる行為(%)

不正確な比較(%)

知的財産権の侵害(%)

識別手段に関する排他的権利の不正

な取得及び使用(%)

その他 (%)

（出所：ロシア連邦反独占庁(FAS)) 

 知的財産権を違法に使用する商品の販売に関係する不正競争事件の件数は 2010 年に 24％

増加している。件数が増加した理由は、知的財産保護分野における反独占庁の活動が非常に

http://en.fas.gov.ru/
http://www.fas.gov.ru/netcat_files/225/164/h_a4bb7ac6f53e6ed19a75704a4047f293
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活発になったためである。不正競争訴訟により、不正な競争者の活動の抑制及び知的財産権

侵害の防止を非常に効率的に行うことができるようになった。 

 これらの事件のほとんどは、商標や会社名など、個別化手段の違法な使用によるものであ

る。例えば、反独占庁は、最近、「Avto.ru」LLC 社及び「Avto.ru 企業グループ」(いずれも

2003 年に設立)による社名「AUTO.RU」LLC(1997 年に設立)の違法な使用に関する事件を

扱った。どの企業も競合しており、インターネット広告分野で営業していた。事件の事情及

び社名の類似性を考慮し、反独占庁は、AUTO.RU LLC の主張を認め、侵害者に会社名を変

更するよう命じた。「Avto.ru」LLC は、この命令に従い、「Atlant」LLC に、「Avto.ru 企業

グループ」は「ロシア自動車ポータル」LLC に社名を変更した。 

 しかしながら、法律では、反独占庁の権限が及ぶ範囲を個別化手段に関する事件の処理に

限っているわけではない。「競争の保護に関する」法(第 14 条(2)の 5 項)に従い、法律により

保護される営業、公的その他の秘密を構成する情報の違法な受領、使用、及び開示は許され

ず、不正競争であると認識される。ロシア連邦民法第 IV 部の第 75 章によれば、次のような

情報は、営業秘密(ノウハウ)として保護される 。 

「科学技術分野における知的活動の成果に関する情報及び専門的な活動を行うための手段に

関する情報を含む、第三者に知られていないおかげで実際の又は潜在的な商業的価値を有し、

第三者が適法な形で自由にアクセスできず、当該情報の所有者が商業上の秘密保持体制を導

入している(生産、技術、経済、組織その他に関連する)任意の種類の情報」。 

 一般に、権利者の同意を得ない知的財産の対象のいかなる使用も、営業秘密(ノウハウ)に

対する排他的権利の侵害を構成する。以下に掲げる者は、ノウハウに対する排他的権利の潜

在的な侵害者であると見なされる。 

 ノウハウを違法に入手した者、すなわち、所有者が営業秘密を構成する情報の機密性を

保護するために講じた措置を故意に迂回しようとした者。 

 雇用契約の条件に反してノウハウを開示した従業者。 

 ノウハウ契約、例えば、ライセンス契約に違反して開示した取引先。 

 ノウハウの所有者の許可なく、これを開示したその他の者。 

 しかしながら、ノウハウへのアクセスを偶然に又は誤って取得した場合を含め、自らの使

用が違法であることを知らなかったか、知り得なかった場合、その者は、ノウハウの使用に

責任を負わない。 

 したがって、営業秘密(ノウハウ)の不正使用又は開示は、法の下で認められてはならない
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不正競争行為であると見なすことができる。 

 これ以外にも、反独占庁には、特許権侵害に関係する不正競争事件を取り扱う権限もある。

ただし、特許権者の多くが自然人であるため、特許権者の間でこうしたルートの利用が一般

化しているとは言い難い。それでも、反独占庁には、命令を下す権限とともに、ロシア連邦

行政違反法第 14.33 条に従って侵害者に対する行政訴訟を提起し、これに以下の罰金を加え

る権限があるため、民事又は刑事ルートよりも、このルートを好んで利用している企業もあ

る。 

 ① 犯罪的要素のない不正競争につき、職員に 12,000 – 20,000 ルーブル( 400 - 700 米ドル)、 

法人に 100,000 – 500,000 ルーブル(3,300 – 20,000 米ドル)の行政反則金を課す。 

 ② 知的財産権の違法な使用に関係する不正競争の場合、職員には、20,000 ルーブル(700 

米ドル)の行政反則金又は 3 年までの資格停止、また法人には、違反が生じた市場にお 

ける商品(作業又はサービス)の販売収益の 1～15%、ただし 100,000 ルーブル(3,300 米 

ドル)を超えない額の行政反則金を課す。 

 反独占庁が判断を下した特許権侵害事件の数は、それほど多くはない。こうした事件の 1

つは、ベルゴロド市の反独占庁事務所が 2010 年に判断を下したものである。この事件は、

「Belogorie」JSC 社が、特許権者である「Voshod」JSC の同意を得ることなく、ベーカリ

ー機器に関する同社の発明を使用した特許侵害に関するものである。反独占庁は、発明の違

法な使用行為を不正競争であると認識し、10 万ルーブル(3300 米ドル)の罰金を課した。 

 「競争の保護に関する」法では、基本的には、知的財産の従来型の対象(商標、特許等)の

不正使用又はこれに関する権利の不正な取得による不正競争に対する効果的な対策を定めて

いる。しかしながら、同法には、商標又は著作権法により保護されている対象ではない場合

でも、不正な競争者の行為を不正競争行為であるとして認識し得れば、不正競争に他の形態

で対処する道が用意されている。例えば、著作権保護の対象ではなく、また商標や意匠とし

ても保護されない場合でも、競争者による包装に類似する意匠につき、その使用が次に掲げ

る結果につながる場合は、当該使用は許されない。 

 商業活動において不正な競争相手を有利にする場合。 

 不正な競争相手の行為が、ロシア法、商慣習、善行、合理性及び公正性の要件に反し

ている場合。 

 不正な競争相手の行為が、営業秘密(ノウハウ)に対する排他的権利の所有者に損害を

与えたか、与えるおそれがある場合、又は他の競争者の営業上の信用を毀損するおそ
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れがある場合。 

 したがって、不正競争ルートは、民事又は刑事訴訟手続に替わる適切な代替選択肢の一つ

であると思われ、知的財産権の権利者の権利及び利益を保護するための極めて効率的な方法

である。また、反独占庁の決定に対し、決定を受領した日から 3 ヶ月以内に裁判所に上訴で

きる点に留意すべきである。 
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第 8 節 技術移転  

(1) 政府の政策 

 知的財産分野全般、特に技術移転に関するロシア政府の政策は大きく変化しつつある。 

 まず、知的財産は、現在では、特に税、信用、賃貸借その他の側面と密接な関係にあり、

ロシア全体の技術発展を構成する要素であると考えられている。 

 技術移転に関する政策に、公的及び民間資金を革新的技術プロジェクトに投資する機会及

び必要条件に対する評価という要素が加味されるようになってきた。 

 革新的技術プロジェクトへの公共投資に関する限り、設備や研究活動に関する政府調達の

契約条件を定める法律を改正することが提案されている。このような改正の狙いは、国家的

ニーズに応えるような革新的技術及び機器を購入する意欲を高めるための条件を生み出すこ

とである。落札者が外国法人の場合及び外国機器を購入する場合、その見返りとして、当該

法人から移転される技術のライセンスを供与する権利を認めるよう要求することも提案され

ている。研究活動から、競争力があり、保護可能な研究成果を得るため、そのような成果を

評価する基準も提案されている。最近制定された法律にもとづき、公的な科学研究教育機関

等、革新的技術プロジェクトの推進主体に、開発した製品を商品化するための事業体を設立

する権利が認められた。 

 さらに、革新的技術プロジェクトへの非公的投資について、発明の国内及び外国における

特許取得のための支出に対する課税を含め、技術開発企業の税負担を軽減することも提案さ

れている。革新的な経済モデルの実験的な調整を目的とした 「Skolkovo」イノベーション・

センターを建設するプロジェクトが 承認された。 

(2) 技術移転を規律する法律  

 現在では、技術移転というものが、単なる技術の移転にとどまらない、排他的権利のライ

センス契約又は譲渡契約の枠内における当該技術の使用権付与をも含むものであることが理

解されている。権利を移転させるためには、当該権利が行使される域内での排他的権利を取

得する必要があることは言うまでもない。技術には、発明、実用新案、意匠、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、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)

とともにノウハウ(製造上の秘密、営業秘密)も含まれる。 

 ロシア法(ロシア連邦民法)は、上記対象すべてを排他的権利の対象であると定める。 
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 発明、実用新案、意匠及び選択交配の成果に対する排他的権利は、(特許の審査及び付与後

の)国家登録時に発生する。 

 コンピュータ・プログラム、データベース及び集積回路の回路配置に対する排他的権利は、

その創作時に発生する。創作者の選択に応じ、これを Rospatent に登録することができる。 

 ロシアでは、ノウハウに対する権利も排他的権利であると見なされている。法律に定めら

れたノウハウへの自由なアクセスを禁止する文書が発行されている場合を含め、該当する要

件が遵守されている場合に権利が発生する。 

 ロシア連邦では、排他的権利の対象となる知的財産につき、政府との契約にもとづいて資

金を受け、これを創作した場合、政府自身(ロシア連邦、その構成単位又はロシア連邦の自治

体)がこれを所有する。 

 さらに、ロシアには、集積技術という独自の対象もある。その対象は、排他的権利の対象

の集合体(尐なくとも二つの対象、例えば、発明とノウハウなど)である。連邦予算又はロシ

ア連邦の構成主体の予算により、又はその支援を得て創作された民生の、軍事の、特殊な又

は軍事利用可能な対象は、そのような集積技術であると見なされる。 

 上述の契約は、有償のものでも無償のものでもよい。営利団体が締結した契約は、無償で

あるとは見なされない。 

 そのような契約の場合の報酬には、様々な種類のものが考えられる(ロイヤルティ、一回限

りの支払い及びこれに相当する他の財産)。報酬額は、契約当事者で決定する。 

 発明、実用新案、意匠、選択交配の成果、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発明者が権利者ではない場合、契約を結ぶ際は、発明者に報酬を支払う

よう求める要件に十分に注意する必要がある。報酬額は、発明者/創作者の使用者と発明者/

創作者との合意により定める必要がある。両者が合意に達しなかった場合、報酬額をめぐる

紛争は、裁判所で解決する。裁判所は、新しい法令が制定されるまで、旧ソ連法で定めた報

酬(該当する知的財産から得られる利益の尐なくとも 15 パーセント、該当する知的財産に関

係する製品の原価の尐なくとも 2％、ライセンス契約で定めた額の尐なくとも 20％)を裁定す

ることができる。 

(3) 外国企業がロシアに技術を移転する場合に留意すべき主なポイント  

 ロシア連邦では、知的財産権を移転する際に支払うべき報酬の額にも、これに関係する資

金の海外送金にも、特別な制限はない。と同時に、これまでの実例によれば、明らかに過大
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評価された支払額に対し、税務当局が厳格に対応する可能性がある。主に、当事者の相互依

存関係を立証できる取引がこれに該当する。 

 ロシア法では、相互依存関係にある主体について、「その相互関係がそれぞれの活動の条件

や経済的成果に影響を及ぼす」ものであると理解されている(ロシア連邦税法第 20 条)。相互

依存関係にある主体間の取引の場合、両当事者の定めた価格が市場価格に準じたものである

かどうかを査定する。その価格と市場価格との乖離幅が 20％以上の場合、税務当局は、税金

や罰金を追徴する決定を下す場合がある。 

 ライセンスの契約条件に関する定評があって公開されているデータベースが存在しないた

め、ロシアにおいて、市場価格から乖離した価格であることを実証するのは非常に困難だと

思われる。しかしながら、税務当局が、ロシアで鑑定する際に一般的に使われている各産業

の標準的なロイヤルティ額を利用する場合もある。 

 企業にとっては、一般に、次の額が、ロイヤルティの最高額の目安となる。報酬の水準は、

世界的に受け入れられている範囲内の、ライセンシーが実際に得る経済的効果に比例するも

のでなければならない。ライセンシーの費用に占める知的財産使用報酬の割合が大きすぎ、

その利益の過半を費やすような事態は避けるべきである。 

 ロシアでは、ロイヤルティに付加価値税及び所得税が課される場合もある。発明、実用新

案、意匠、コンピュータ・プログラム、集積回路の回路配置及びノウハウに関する権利の移

転を伴う取引への付加価値税が 2008 年 1 月 1 日から免除された。著作権と商標権に関係す

る移転は、18％の付加価値税が課される。付加価値税財務代理人となる者は、取引において

税金とロイヤルティを同時に支払うロシア側当事者である。 

 所得税額は、現在有効な 1986 年 1 月 18 日の所得税の二重課税を回避するためのソ連(条

約上の地位の承継人であるロシア)政府と日本政府との条約により規律される。条約によれば、

文学的、芸術的又は科学的著作物の著作権のロイヤルティの受益者が日本の居住者である場

合、当該著作権の移転による所得は、ロシアにおける課税対象額から除外される。商標、発

明、実用新案、ノウハウにかかる権利の譲渡による所得に対する課税であって前記のように

課税されるものは、当該所得の 10％を超えてはならない。 

 前記条約(9 条)は、ライセンサーとライセンシーの間に「特別な関係」が存在し、そのよう

な関係を理由として、移転した権利から得られる収入の額が、そのような関係がなかったと

すれば、支払う者と受益者である権利者との間で合意されていたであろう額を超えている場

合について定めている。このような場合は、前記の最後の支払額にのみ上記の規定を適用し、
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残額に対しては、ロシア法及び日本法にもとづいて(ロシアにおける所得の 20％)課税する。 

さらに、条約に従い、ライセンサーである日本企業がロシアにおいて納めた税額は、日本

でこれらの企業に課される税額から控除される点に留意すべきである。 

 知的財産権の執行は、ロシア連邦民法第 IV 部、具体的には、特別な対象について扱って

いる章を根拠としている。これらの章は、特別な対象について説明し、これに関する権利が

侵害された場合に実施し得る措置について定めている。ロシア連邦民法の第 I、II 及び III

部は、人と人との関係を規律する一般原則を定め、これらのルールは、知的財産に関する民

法の特別な章の特別規定と併せて知的財産執行にも適用される。 
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第 2 章 知的財産権の執行 

 執行に適用される法律は他にもあるものの、そのすべてが、そもそも、民法第 IV 部を根

拠としている。当該他の法律として、次に掲げる法律がある。 

 ロシア連邦行政違反法。これは、法律で定めた政府機関が知的財産の侵害者に対し裁

判所で訴訟を提起するための法律である。知的財産権の所有者は、この訴訟に第三者

として参加でき、また、例えば、侵害製品が使用者にとって危険である等、その事件

が公共の利益に関わると認められた場合には、政府機関自らが、侵害者自身を告訴す

ることができる。 

 「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法。同法は、関税同盟(ロシア、カザフ

スタン、及びベラルーシ)の関税条約の採択を機に制定された。税関は、国境を越える

侵害品を留置し、さらに、「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法及びロシア

連邦行政違反法に従った措置を講ずる。 

 ロシア連邦刑法。同法は、犯罪と見なし得る行為を犯した知的財産侵害者に適用され

る。刑法は、自然人にのみ適用される。 

 「競争の保護に関する」ロシア連邦法。同法の名称は、知的財産とあまり関係がない

ように見えるものの、同法は、特に知的財産の対象について扱った節を設けている。

同法にもとづいて提起された事件は、反独占庁が判断を下し、上訴した場合には、さ

らに裁判所で審理する。 

 「広告に関する」ロシア連邦法。同法には、不正確かつ不正な広告について扱う条文

が盛り込まれている。これらの条文が、知的財産に関連して利用される頻度は高くは

ないものの、知的財産の所有者の立場を強める場合もある。 

 「消費者の権利保護に関する」法律。同法が、知的財産に適用される場面は限られて

いるものの、購入等をする製品に関する正確な情報を消費者に提供するよう義務づけ

ているため、これを利用できる場合もある。 

 仲裁手続法及び民事訴訟法。この 2 つは、実体法を補完する法律であり、商事(仲裁)

裁判所と普通裁判所という司法制度の相異なる 2 つの部門で利用される。 

 「仲裁者の参加による代替的紛争解決手続(調停手続)に関する」連邦法。これは新し

い法律であり、したがって、調停により紛争が解決された実例はまだない。 

 「商業上の秘密に関する」ロシア連邦法。同法は、ノウハウその他、流通が制限され
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る情報に関する法律である。 
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第１節 知的財産権侵害の概要  

(1) 概要  

 市場に流通する模倣品の割合については様々な見方があり、一部の専門家は、ロシア市場

における模倣品が改善傾向にあり、この 2-3 年の間に大幅に減尐したと考えている。 

 内務省は、海賊版ソフトの使用が、それまでよりも 7％減り、60％に減尐したと報告して

いる。ブランド衣料品については、模倣品が販売総額のおよそ 25％を占める一方、模倣品の

化粧品、香水、他の医療費、家庭用化学製品及び食品の割合は、推定で 15 から 25％である。

模倣品の国内生産は、通常では商品の組み立て又は包装に限定されているため、現時点にお

いて、模倣品のほとんどは輸入の形でロシアに入り、国内における模倣品の生産は最小限に

とどまる。 

 このような状況のもと、ブランド品の不正な輸入の取り締まりに中心的な役割を果たすの

がロシア連邦税関局であり、その活動は、権利者から高い評価を得ていた。このことは、税

関の知的財産登録簿に記載された知的財産の対象件数の増加傾向にあることを示す下図から

もうかがえる。 

 

税関の知的財産登録簿に記載された知的財産の対象件数 

 (出所：ロシア連邦税関局公式報告書) 

 

税関当局は、2010 年に、商標権及び著作権侵害商品の輸入に対する 1076 件の行政事件を

提起した。およそ 10,000,000 点の模倣品を摘発、押収し、その数は、2009 年(6,200,000 点)

よりも 40％多い。 
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 模倣品は、概して中国、台湾、ポーランド、トルコその他の国々から流入し、小さな販売

店や自由市で販売されている。また、模倣者の間では、インターネットの利用も広がってお

り、模倣品を販売するためのオンラインショップ及び取引プラットフォームを活発に利用し

ている。税関によれば、ほぼすべての産業、特に衣料品、玩具製造、香水の製造、アクセサ

リー、 CD/DVD、電子製品、食品、医薬品が模倣品による被害を受けている。 

 90 年代初めには、模倣品の比率が 70～80％であった。しかしながら、2010 年には、模倣

品の割合が減尐し、24％(約 900 億ルーブル)にとどまった。これには多くの理由があり、特

に、ロシア政府が、模倣品を取り締まる必要性及びこれを重要な優先課題として認識したこ

とが理由である。それ以外にも、ロシア市民の生活が改善され、大半の消費者が純正品を好

み、購入できるようになったこともある。しかしながら、模倣者に対する取り締まり効果が、

権利者の姿勢にも左右される点に留意する必要がある。権利者が積極的な役割を果たさない

場合、法執行当局も、国内に広がる模倣品に対する保護を効果的に行うことができない。模

倣品の取引額が大きくはない場合又は模倣者の活動から受ける損害がそれ程大きくはない場

合、知的財産の所有者は、通常、自らの権利を保護することをそれほど好まない。 

 多くの分野(自動車製造、電子機器等)の世界的リーダーである日本企業は、様々な国々で

知的財産権侵害に直面しているかもしれない。ロシアで発生している侵害の種類に関する統

計はないものの、通常は、商標法及び著作権法に関係するものである。 

 著作権侵害の大半は、インターネット上でのアニメや映画の違法な使用及び流通に関わる

ものである。ロシア法には、特に著作権侵害に関するルールは存在しないものの、このこと

は著作権侵害を許しているという意味ではない。民法第 IV 部の一般原則(第 1229、1270 条)

により、著作権者の許可を受けない著作権の対象の使用は、著作権者の知的財産権の侵害を

構成し、民事、行政、刑事責任を生ずる。 

 日本企業は、模倣行為の他、並行輸入の問題にも直面している。ロシアの法令には、「並行

輸入(又は灰色輸入)」に言及する規定はないものの、ロシアにおける知的財産の法律関係を

規定する民法(2008 年 1 月 1 日に施行)の一般原則が適用される。民法の第 1229 条に規定さ

れる一般原則によれば、権利者の許可なく知的財産の対象を使用することは許されない。「並

行輸入」に関する詳しい議論は、後述するこの章の 3 節を参照のこと。 

 ロシア法は、一般的に、民事、行政又は刑事訴訟手続により知的財産権を保護すると規定

する。権利者は、訴訟の目的に応じ、いずれかのルートを選択する。 

ロシアでは、侵害が生じた場合に、知的財産権を民法により保護することが最も一般的で
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ある。特定の企業又は個人による知的財産の対象の使用を禁止するため、また、知的財産権

侵害に対する損害賠償又は金銭的補償の請求について民法で定めている場合には、これを利

用するために民法が利用される。 

 下図に示されているように、知的財産紛争の大半を審理する商事(仲裁)裁判所が審理した

事件の件数は、90 年代末から着実に増えている。また、この図からもわかるように、普通裁

判所も、一定数の事件を審理している。その理由は、侵害事件の多くに商標が関わっている

ためである。商標を所有する主体は法人及び個人事業者であるため、商事(仲裁)裁判所が扱

うことになる。 
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1997 1998 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 
(June)

商事裁判所 121 202 999 1455 1831 2746 3482 3234 1447

普通裁判所 522 543 505 603 574 865 557

ロシアの裁判所で扱った民事の知的財産事件

(出所：商事(仲裁)裁判所および普通裁判所の統計) 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=5; http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/) 

 

 知的財産の対象が、国境付近又は国内市場において侵害された場合、これに関係する事件

につき、権利者は、民事事件よりも行政事件を提起することを選ぶ場合が多い。訴訟費用が

その主な理由である。行政訴訟手続は、通常、知的財産侵害について察知した権利者の訴え

から始まる。法執行当局は、訴えにもとづき、必要な措置(販売拠点又は構内の捜索、押収等)

を講じ、侵害の証拠を収集するために捜査する。証拠収集及びその後の手続など、民事事件

の訴訟費用の大半を権利者が負担するのに対し、行政事件では、法執行当局(税関、警察)が

自ら証拠を収集し、原告として介入する。 

 法執行当局には、行政事件について決定を下す権限がなく、捜査し、証拠を収集するのみ

である。捜査が完了し次第、その事件を裁判所(普通裁判所又は商事(仲裁)裁判所)に提出する。

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
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(出所：最高商事(仲裁)裁判所の統計) (http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/) 

 

知的財産分野の刑事事件を扱うのは警察及び検察であり、刑事責任を負うのは自然人のみ

であるため、普通裁判所で審理を行う。 

＜検察の連絡先＞ 

ロシア連邦検察庁 

住所：15a Bolshaya Dmirovka Str.,  Moscow、 Russia,  GSP-3, 25993 

電話：+7(495)987-56-56 

Web: www.genproc.gov.ru 

＜警察の連絡先＞ 

内務省(MVD) 

住所：16 Zhitnaya Str., Moscow, Russia, 119049 

電話：+7(495)667-72-64 

Web: www.mvd.ru 

 

内務省経済安全保障・汚職撲滅総局 

住所：16 Zhitnaya Str., Moscow, Russia, 119049 

電話：+7(495)667-68-67 

商事裁判所で扱った刑事事件 

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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(2) 警察の組織改革 

 ロシア連邦のメドベージェフ大統領は、2009 年 12 月に警察制度の抜本的改革を始めるた

めの大統領令に署名した。法執行サービスの機能を高めることが改革の主な狙いであった。

14 の非政府人権擁護組織で構成される作業部会が法案を起草した。これは、法案の内容につ

いて議会が公衆による勧告を求めた初めての事例である。 

 大統領による立法措置の結果、新たに「警察に関する」連邦法が制定され(2011 年 3 月 1

日から施行され)た。同法は、主要法執行機関の名称を「人民警察」から「警察」に改めた。

新法は、いかなる理由であろうとも、制止した相手に自分の名前及び所属を説明すること並

びに新しいデザインの制服に名札を表示することを警察官に義務づけている。また、同法に

は、国民による監視の理念が反映され、警察の活動に対する世論を把握するための調査結果

の定期的な公表、そして大統領が決定した手続に従って任命される公共的団体の代表者で構

成される地域評議会の設置を義務づけている。 

 「警察に関する」連邦法による、知的財産分野の法律への直接的な影響はないものの、い

くつかの改正により、自然人及び法人の権利及び合法的利益を効果的に保護する警察の権限

及び実行手段が強化され、警察がこれまでよりも効果的に行動できるようになった。知的財

産分野に従事する実務家の中には、法改正のプラス効果が既に表れていると感じる者もいる。

例えば、これまでは、違法な内容を含むホームページは、インターネットサービスプロバイ

ダが自主的にブロックするか、裁判所の決定又は検察官の命令にもとづいてブロックするし

かなかった。こうした状況が、現在では改善され、「警察に関する」連邦法の第 13 条に従

い、犯罪又は行政違反に繋がりかねない行為の停止を命じる権限が警察に与えられた。多く

のファイル共有サイトが、警察の命令に基づき、違法なコンテンツへのアクセスをブロック

した。ロシア連邦経済開発貿易省の職員によれば、警察の権限をめぐる前述のような改善は、

ロシアの知的財産権保護が大きく前進したことの証左である。 

 警察又は検察に告訴する前に、ロシア連邦領内で行われた侵害の証拠を収集する必要があ

る。証拠を入手する方法は、例えば事件の状況に左右され、見本の購入、サイトのコンテン

ツについて公証を受ける等の方法がある。私立探偵又は信用調査機関に依頼することが必要

な場合もある。公認の捜査員リストはなく、権利者から事件を付託された現地の検察官が、

状況や任務に応じて捜査員を選定する。 
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(出所：商事(仲裁)裁判所および普通裁判所の統計) 

(http://www.cdep.ru/index.php?id=5) 

 

(3) 模倣防止を目的とする非政府組織  

 ロシアには、模倣防止を目的とするいくつかの非政府組織が存在する。このような組織に

特別な権限を付与する法律はないため、このような組織には、その目的以外、他の非政府組

織と異なる点はない。 

 実務上、このような組織は、特定の市場において模倣品に対抗するために団結している知

的財産権の独立した所有者たちの組織か、又は知的財産権の権利者が模倣品に対抗するのを

支援する民間組織のいずれかの形で存在する。例えば、Russia 198097, Saint-Petersburg, 

Stachek pr. 47, office 400 にある知的財産保護団体「ロシアの楯」は、ロシアにあるいくつ

かの大手ソフトウェア会社の権利を執行している。 

 これとは全く異なる仕組みが、知的財産の多くの所有者の権利を一括して管理し、執行す

るために設立された権利集中管理団体(以下、CLS)である。 

 これは次のような仕組みになっている： まず、知的財産の所有者が、その組織と契約を結

裁判所で扱った刑事事件 

http://www.cdep.ru/index.php?id=5
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び、自分の知的財産権を管理することを CLS に許可する。さらに、知的財産の所有者自身は、

当該権利を失う。それと引き換えに、CLS は、第三者とライセンス契約を結ぶ仕事を引き受

け、ライセンス料からサービス料を差し引いた額を知的財産の所有者に送金する。 

 さらに、CLS は、知的財産権を管理する許可を得ることで、知的財産の所有者に代わって

知的財産権を行使する許可を得ることになる。しかしながら、CLS は、これを行使する際に

知的財産権所有者の同意を求めない。さらに、自分の権利が侵害されていることも、CLS が

自分の権利を執行していることも、知的財産の所有者が知らないケースがほとんどである。

知的財産権侵害に対して獲得した補償は、(サービス料を差し引いた後で)CLS の顧客に分配

する。 

文化省は、各活動分野につき、1 つの CLS(合計で 6 団体)を公認している。それらは、次

に掲げる団体である。 

 ① 音楽的著作物、音楽-演劇著作物の公演に関係する部分及び再放送を含む放送に対する 

排他的権利の管理(ロシア連邦民法第 1270 条(2)の 6-8 号)。 

公認 CLS： ロシア著作者協会(RAO) 

住所：Russia 123995, GSP-5 Moscow, Bronnaya str., 6A、 

ホームページ： http://www.rao.ru/ 

 ② 視聴覚著作物に使われる音楽著作物の作曲者の権利、特に当該視聴覚著作物の公演又は 

放送から報酬を受ける権利の管理(ロシア連邦民法第 1263 条(3))。 

公認 CLS： ロシア著作者協会(RAO) 

住所：Russia 123995, GSP-5 Moscow, Bronnaya str., 6A、 

ホームページ：http://www.rao.ru/ 

 ③ 芸術的著作物のオリジナル並びに作家及び作曲者のオリジナル原稿の再販権(droit de  

suit)(ロシア連邦民法第 1293 条)。 

公認 CLS： 芸術著作権管理協会(UPRAVIS) 

住所：Russia 107031, Moscow, Stoleshnikov per., 11, office 353 

ホームページ： http://www.upravis.ru 

 ④ 私的録音複製補償金に対する著作者、実演者、レコード及び視聴覚著作物制作者の権利 

(ロシア連邦民法第 1245 条)。公認 CLS ： ロシア権利者連合(RUR) 

住所： Russia 123001, Moscow, Trekhprudny per., 9 bld.2 

ホームページ： http://rp-union.ru/en/ 

http://www.rao.ru/
http://www.rao.ru/
http://www.upravis.ru/
http://rp-union.ru/en/


177 

 

 ⑤ 公演(公衆への伝達)及び営利目的で制作されたレコードによる報酬に対する実演者の 

権利行使。 

公認 CLS：ロシア知的財産機関(VOIS) 

住所：Russia123290, Moscow Shelepikhinskaya nab. 8A 

ホームページ： http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1 

 ⑥ 公演(公衆への伝達)及び営利目的で制作されたレコードによる報酬に対するレコード 

制作者の権利行使。 

公認 CLS： ロシア知的財産機関(VOIS) 

住所：Russia123290, Moscow Shelepikhinskaya nab. 8A 

ホームページ： http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1 

 政府が公認する期間は、その前の期(5 年から 10 年)における CLS のサービスの質に応じ

て決める。初めて公認された場合、公認される期間は 5 年間である。公認 CLS と他の CLS

との主な違いは、公認 CLS には、自らの顧客であるかどうかにかかわらず、任意の知的財産

所有者の知的財産権を執行する権利があることである。また、公認 CLS は、反トラスト法の

対象とはされない。 

 知的財産執行及び著作権侵害防止機関としての CLS の効率性は有用ではあるものの、CLS

には深刻な欠点もある。例えば、CLS 自身がサービス手数料を自ら決定できる点である。こ

れは、通常、15％程度であるものの、CLS が実際に得た報酬及びライセンシーの手数料に関

する情報は、知的財産の所有者にさえ明らかにされない。CLS の財務内容に関する情報も、

概して曖昧であり、公開されていない。これに関する情報源は、CLS 自身の発行するデータ

のみである。独立系のアナリストによれば、RAS(ロシアの主要 CLS の 1 つであるロシア著

者協会)は、獲得したライセンス料及び侵害に対する補償の約 50％をサービス料として差し

引いているという。 

 これとは別に、受け取ったロイヤルティ／損害賠償の分配にも問題がある。それは、CLS が

これを全面的にコントロールしており、CLS が受け取った資金を知的財産の所有者に実際に

どう分配しているのかについて知るのが困難だからである。 

 さらに、ライセンシー／侵害者から金銭を受け取ってから、知的財産の所有者に払うまで

に数年かかる場合さえある。これでは、特にライセンス契約の場合において不便である。知

的財産の所有者が、CLS の管理する知的財産権の実施を直接ライセンシーに許諾した場合、

CLS が、当該ライセンスが無効であると見なし、知的財産権侵害を主張し、ライセンシーに

http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1
http://www.rosvois.ru/index.php?id=3&L=1
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補償／損害賠償を請求する可能性もある。 

 公認 CLS は、自らの活動分野のあらゆる知的財産権を執行できる。これを防ぐ唯一の方法

は、知的財産権執行に CLS のサービスを利用しないという知的財産所有者の意思を明確に表

明した正式な陳述書を提出することである。 
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第 2 節 侵害者への (停止を求める )警告状  

 (知的財産とは直接関係ないが)法律で定める限られた一連の状況を除き、警告状は非公式

なものであり、これによりなんらかの権利が付与されることはなく、また、何らかの行為を

求め、受取人に法的義務を負わせることもできない。他の多くの国々の場合と同様、ロシア

における警告状は、自分の行為が知的財産権を侵害していることを当事者に伝え、当該侵害

活動を自主的に停止するようその者に促すために使われる。その提案に従うかどうかは、侵

害者に委ねられている。通常の場合、侵害者が故意ではない(すなわち、知的財産につき、侵

害者が、先行して登録された対象が存在することを知らなかった)場合、また、侵害者が、法

的な制裁を受ける可能性に不安を感ずるか、単純に民事／行政／刑事事件となることを避け

たい場合には、侵害活動を停止することになる。 

 したがって、警告状は、小規模な侵害者に対処する上で、民事／行政／刑事訴訟よりも迅

速、安価かつ効果的な方法である。さらに、知的財産権を主張する正式な根拠がないか、又

はこれを主張し得ない場合において、警告状は、侵害をやめさせる唯一のチャンスとなり得

る。 

 さらに、警告状の配達が確認されているにもかかわらず、返信がなかった場合、その事実

は、侵害が偶発的なものではなく、意図的である証拠となし得る。 

 警告状は非公式なものであるため、その書式に関する要件は存在しない。しかしながら、

これまでの実務慣行に従えば、このような書状は、(該当する場合には)自社のレターヘッド

を使った平明な文体のものとし、(弁護士である必要はないものの)権限を有する者がこれに

署名する必要がある。社印、公証又は公認は必要とされない。 

 警告状は、電子メール、郵便、ファックス等、様々な方法で送付してよい。その書状が実

際に配達され、侵害者がこれを読んだことが唯一の基準になる。 

 その内容について言えば、基本的には、侵害活動をやめるか、公的な制裁を受けるかとい

う二つに一つであることを侵害者に伝えることが主な目的である。したがって、次に掲げる

ポイントを書状に記載する必要がある。 

 ① 所有者、そして所有者の知的財産の対象について明らかにすること：  

例えば、「当『XXX』社は、ロシアにおける『gravipin』装置に関する特許第 123456789 

号の所有者です(・・・に添付した登録証を参照ください)」等。 
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 ② 侵害の主張。知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること：  

「当社は、特許第 123456789 号の対象である『gravipin』装置が、御社の 2010 年に 

製造した『gravicars』、具体的には型式 KU-2 及び KU-3 に使われていることを知りま 

した。その一方で、当社は、いかなる方法であれ、『gravipin』装置の実施を御社に許 

諾していないため、御社は、『gravipin』装置を『gravicars』に実施することで、特許 

第 123456789 号の対象となっている発明に対する当社の排他的権利を侵害していま 

す」等。 

 ③ 侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること： 「当社は、特許 

第 123456789 号の対象となっている『gravipin』の実施を 2012 年 2 月 13 日までに自 

主的に停止し、以後、これを一切実施しないよう御社に要求します。この条件がかなえ 

られれば、当社は、御社に対する訴訟を提起しないものとします(必須ではないものの、 

善意であることを示す)」等。回答期限を計算する場合には、配達に要する時間も考慮 

する必要がある。 

 ④ 任意であるが、侵害者に対する訴訟を裁判所に提起する用意があることを記載してもよ 

い：  

「さもなければ、当社の権利を執行するために、裁判所に訴えることになります。その 

場合には、御社の操業が中止され、罰金又は禁固に処される可能性があります」等。 

 警告状は、公式ではないものの、いかなる場合も、これに不正確又は誤った情報を記載し

てはならない。このような情報は、送り手を不利にする材料として容易に利用され得るから

である。 

 また、該当するロシア法の条文を引用することで、警告状のすべての記載を根拠づける必

要があることは言うまでもない。 
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第 3 節 知的財産権侵害への民事上の救済措置の適用  

(1) ロシアの民事裁判制度とその特徴  

 知的財産侵害に対する民事訴訟は、ロシア連邦裁判所、すなわち、商事(仲裁)裁判所(「仲

裁裁判所」とも呼ばれる)又は普通裁判所(「通常裁判所」としても知られる)が審理する。 

 訴訟物及び訴訟当事者の人格(法人又は自然人)に応じ、事件を上記 2 種類の裁判所に配分

する。 

 ロシア連邦仲裁手続法で定める一般原則によれば、商事(仲裁)裁判所は、営利法人又は個

人事業者の事業活動分野内におけるこれらの者の経済的紛争を審理する。紛争の両当事者が

営利企業であるか、ビジネスマンである場合、経済的な性格の紛争であると推定されるケー

ス大半である。同時に、ロシア連邦仲裁手続法には、外国企業又は外国のビジネスマンが関

与しているインターネット及びドメイン名に係る紛争を商事(仲裁)裁判所で管轄するための

特別な規定が用意されている。商事(仲裁)裁判所は、この規定を適用し、特に商標がドメイ

ン名に違法に使用されている場合に外国企業である商標権者がドメイン名の所有者に対して

提起した訴訟を審理する (例えば、G.H. Mumm & Cie v. Mr. Usupov Sh. D. – 第

А40-47499/10-27-380 号事件に関する 2011 年 5 月 18 日付ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所

幹部会決議第 18012/10 号)。 

 普通裁判所は、自然人及び法人が当事者である非経済的事件を審理する。普通裁判所は、

特に次の事件を管轄する： 著作物の著作者を確認するための紛争、著作者の非財産的権利の

保護に関する紛争、自然人である著作権者が提起した著作権侵害訴訟、発明、実用新案及び

意匠の発明者に関する紛争、発明、実用新案及び意匠を利用する際の発明者への報酬の支払

いに関する紛争、自然人でありかつ個人事業主としての資格を持たない特許権者が提起した

特許侵害訴訟。 

 それぞれの普通裁判所及び商事(仲裁)裁判所の裁判管轄は、特定の区域に限定される。 

 ロシア連邦の 2 つの連邦構成主体で 1 つの商事(仲裁)裁判所を共有しているサンクトペテ

ルブルク及びレニングラード・オブラストを除き、83 の構成主体のそれぞれに第 1 審商事(仲

裁)裁判所が置かれている。第 1 審普通裁判所の裁判区はこれよりも小さく、複数の地区に分

かれた市又は町に、裁判区がそれぞれの地区に限定された複数の普通裁判所が置かれている

場合もある。 

 商事(仲裁)裁判所制度は、ロシア連邦連邦構成主体商事(仲裁)裁判所(一審)、控訴商事(仲裁)
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裁判所(二審)、ロシア連邦管区商事(仲裁)裁判所(三審)、そして、下級商事(仲裁)裁判所の判

決が上告された場合に案件を四審として審理する監督審裁判所であるロシア連邦最高商事

(仲裁)裁判所で構成される。 

 普通裁判所制度は、地区普通裁判所(一審)、ロシア連邦連邦構成主体普通裁判所(二審)、第

三審の事件を審理するロシア連邦連邦構成主体普通裁判所幹部会(三審)及びロシア連邦最高

裁判所(四審、ただし、知的財産権侵害事件は審理しない)で構成される。 

 

 知的財産侵害に対する民事訴訟は、被告又は被告の 1 人の住所がある管区の商事(仲裁)裁

判所又は普通裁判所にそれぞれ提起しなければならない。 

(2) 知的財産権侵害者を訴えるための条件  

 ロシア連邦民法第 1229 条によれば、知的活動の成果(科学、文学及び技術的著作物、実演、

レコード、無線又は有線放送組織により伝達又は送信された内容、発明、実用新案、意匠、

ノウハウ、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)、集積回路の回路配置)又は個別化手段(社

名、商標及びサービスマーク、原産地名称、商号(商業上の指定))に排他的権利を有する自然

人又は法人は、権利者として、自らの裁量により、法律に違反しない一切の方法で当該成果

又は手段を使用する権利を有する。 

 権利者は、自らの裁量により、知的財産の保護対象の他の者による使用を許可又は禁止す

ることができる。禁止していないことで、同意(又は許可)したものとは見なされない。 

 他の者は、ロシア連邦民法で定める場合を除き、権利者の同意なく知的財産の保護対象を
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使用してはならない。ロシア連邦民法により、知的活動の成果又は個別化手段の権利者以外

の者が権利者の同意を得ずにこれを使用することが許される場合を除き、当該同意を得ずに

当該知的財産の対象を使用することは違法であり、民法及びその他の法律で定めた法的責任

が生ずる。 

 これまでに他の章で説明したように、民法のそれぞれの条文により、知的財産の対象のそ

れぞれの使用態様について規定している。 

 権利者は、訴訟を提起する準備として、事前に次の手順を踏む必要がある。 

 証拠の収集及び確保 

 訴状の作成及び請求の記載 

 すべての文書につき、その写しの被告への送付 

 裁判所手数料の計算及び納付 

 ロシア連邦民法(第 195、196 条)では、原告が、侵害された権利を保護するために侵害者に

対する訴訟を提起できる期間として、原則として 3 年間の期限を定めている。この出訴期限

は、知的財産紛争にも適用される。このことは、権利者が侵害の事実について知ったか、又

は知り得べき日から 3 年以内に訴訟を提起する必要があることを意味する。原告は、この 3

年の期限満了後であっても訴訟を提起でき、また裁判所も、当該事件を審理できるものの、

出訴制限が満了している事実を被告が主張すれば、裁判所により、訴えが却下される。 

 訴状には、① 現実の侵害の事実、及び ② その法的根拠、並びに ③請求、を記載しなけ

ればならない。 

 ① 現実の知的財産権侵害の事実は、文書で立証しなければならない。裁判所は、提出書類 

の書式に関する厳格な要件を定めており、一切の重要文書につき、その原本又はその認 

証された写しを提出する必要がある。外国の文書を提出する場合には、そのアポスティ 

ーユ認証を受け、ロシア語に翻訳する必要がある。文書のロシア語訳は、公証人による 

公証を受ける必要がある。 

 訴訟を準備する過程で、知的財産の権利者は、次の事実を証明する証拠を収集する必 

要がある。 

 原告が、問題の知的財産の対象に対する排他的権利者であること。これには、特に 

特許証、商標登録証、著作権譲渡契約書等が必要になる。 

 問題の知的財産の対象が侵害製品に違法に使用されていること。この点を証明する

ためには、試験購入の過程で入手した文書(領収書、航空貨物運送状、契約書等)、侵
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害品の見本(又はその写真)及びこれに付随する技術的文書(があれば)、購入した見本

に発明、実用新案、意匠が実施されていることを証言する技術的専門家又は特許弁

護士の報告書を提出する必要がある。 

 侵害製品につき、被告が侵害行為を犯したこと。例えば、被告がロシア連邦領内に

侵害品を輸入したか、これを製造、その販売を申し出、販売若しくは侵害品を他の

方法で市場に導入し、又はそれらの目的のためにこれを保管したこと。試験購入に

より入手した文書は、被告の名称その他の必須事項が記載されたものでなければな

らない。 

 ② 訴状の請求の根拠とする法律の規定を引用符で囲む必要がある。また、紛争に適用でき 

る上位審の判例又は法解釈の引用があれば、これも訴状に含めることが極めて望ましい。 

 ③ 民事訴訟の枠組みにおいて、権利者は、次の内容を請求できる： 

 知的財産の対象に対する権利の確認－当該権利を否定するか、これを他の理由で認

めず、権利者の適法な利益を侵害する者に対して。 

 知的財産の対象の使用中止－使用又はこれに必要な準備をなした者に対して。 

 損害賠償－権利者との契約を結ぶことなく知的財産の対象を違法に使用したか、又

は他の方法で排他的権利を侵害し、権利者に損害を与えた(損害を立証する必要があ

る)者に対して。 

 保管している一切の模倣品の廃棄－生産者、輸入者、保管人、運送人、販売人その

他の流通業者又は悪意の購入者に対して。 

 行われた侵害行為に関する裁判所の判決に真の権利者を表示して公表すること－排

他的権利の侵害者に対して。 

 法は、商標、著作権及び著作隣接権の所有者に対し、損害賠償を請求する代わりに、次に

掲げる無条件の金銭的補償を受ける選択肢を用意している： 

① 侵害の性質から推して裁判所が裁定した 10,000 ルーブル(300 米ドル)から 5,000,000 

ルーブル(170,000 米ドル)の額。当該補償を選択する場合、裁判所の裁定する補償金 

額を引き上げるためには、やはり原告が被った損害又は他の面において被害を受けたこ 

とを立証することが望ましい。 

② 著作物若しくはレコードの複製物又は商標を違法に添付した物品の価値の倍額、類似の 

状況のもとで知的財産の該当する対象を適法に使用した場合に通常徴収される対価か 

ら類推した当該対象の使用権の価値の倍額。 
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 これに代わる選択肢として、損害賠償及び無条件の補償を受けることもできる。これは、

商標(著作権)の所有者が、以上の請求のいずれか 1 つしか提起できないことを意味する。損

害を文書で証明できず、損害額の計算の詳細な内容を示すことが困難な場合には、補償を請

求したほうが有利である点を考慮する必要がある。 

 訴訟の裁判所手数料は、ロシア連邦税法で定める非金銭的及び金銭的請求額にもとづいて

計算する。したがって、現在、非金銭的請求を行った場合の裁判所手数料は 4,000 ルーブル

(130 米ドル)である。裁判所の口座に裁判所手数料を振り込んだことが確認できる支払指図

書の原本を訴状とともに提出しなければならない。 

 必要な証拠をすべて収集し、訴状を作成した後で、事件の被告その他の当事者にあらゆる

書類の写しを書留郵便で郵送する必要がある。郵便局の受領証を訴状とともに裁判所に提出

する必要がある。 

 訴状の提出が済めば、裁判が始まる。 

 訴訟が、形式要件(裁判所手数料を正確に計算し、支払っており、郵便局の受領証が添付さ

れている等)をすべて満たしている場合、裁判所は、訴状が提出された日から 5 営業日以内に

訴状を受理し、裁判所の命令により、事件の予備法廷審問の日取りを設定する。通常の場合、

予備審問は、訴状が提出された日から 1 ヶ月以内に行われる。 

 提起された訴訟が形式的要件を満たしていない(例えば、裁判所手数料の支払いを確認でき

る文書が提出されていない等の)場合、裁判所は、審理を延期し、期限(通常は 2-3 週間)を定

め、不備を補うことを原告に認める。 

 予備審問において、原告は、自らの主張、訴えの根拠を述べ、裁判所に提出した証拠を開

示する。 

 被告は、抗弁の要点を述べる。 

 この段階において、当事者には、訴訟手続に第三者を参加させ、(裁判所が要求した場合に

のみ獲得できるものであるが)追加的な証拠を要求し、鑑定命令その他の措置を求める申立を

行う権利がある。当事者は、この段階において(さらに、後の段階でも)和解契約を結ぶこと

ができる。 

 予備審問の結果、事件の本案を審理する準備が整ったかどうかを裁判所が検討し、これが

整っていれば、実体審理を行う日取りを設定する。その段階で、裁判所は、事件の争点を整

理し、弁論書をすべて提出するよう当事者に求め、追加的な証拠の必要性並びに他の者又は

鑑定の必要性について判断を下す。 
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 特許侵害事件の場合、裁判官に技術的な背景的知識がなく、鑑定人の助けがなければ、技

術の細部がわからない場合もあるため、特定の技術分野について専門家の知識が必要な場合

には、裁判所が、鑑定を命ずるのが普通である。商標及び著作権侵害事件でも鑑定を命ずる

場合はあるものの、商標問題は、特許ほど難解ではないため、特許事件の場合ほど多くはな

い。 

 事件の本案審理に関する訴訟手続は 1～2 ヶ月程度であるが、鑑定人報告書の作成にはそ

れ以上に時間がかかるため、鑑定を命じた場合には、さらに期間を要する。 

 裁判所は、訴訟当事者の書面若しくは口頭による説明及び裁判所の命じた鑑定の結果(鑑定

を命じた場合)を含む当事者の提出したあらゆる証拠を吟味し、法律の現行の規定を適用して

判決を下す。ロシアには判例法がないものの、裁判官は、裁判所実務により形成された方法

論及び最上級審の示した法解釈を考慮に入れる。 

 第一審裁判所では、1 人の裁判官が事件について判決を下すのが普通である。しかしなが

ら、事件が特に難解なために合理的必要性がある場合及び/又は経済、金融、及び経営分野に

関する特別な知識を利用する必要がある場合において、第一審商事(仲裁)裁判所は、当事者

の申立に応じ、対応する活動分野の専門家 2 名を仲裁人として関与させることができる。こ

のような場合には、3 名の裁判官の合議体で事件を審理する。 

 裁判官は、判決を下すため、審理の最後に退廷し、また、当事者が退廷する前に判決の結

論を言い渡す。上記判決の結論では、請求を棄却するか、全部又は一部を認容する旨を述べ

る。裁判所は、事件について確定した現実の事実、調査の結果及び判決の意図に言及する判

決の全文をそれから 5 営業日以内に作成し、当事者に送付しなければならない。 

 一審の商事(仲裁)裁判所の判決は、二審の商事(仲裁)裁判所(控訴裁判所)に控訴しない限り、

判決日からちょうど 1 ヶ月後に効力を生じ、したがってこれを執行できる。 

 一審の普通裁判所の判決は、二審の普通裁判所に控訴しない限り、判決日から 10 日後に

効力を生じ、執行できる。 

 いずれの系統の裁判所でも、二審裁判所の手続は、一審裁判所よりも短く、ほとんどの場

合、控訴した日から 1 ヶ月以内に行われる 1 回限りの審理で判決がなされる。控訴審は、3

名の裁判官の合議体で審理する。控訴裁判所の判決は、その瞬間から効力を生ずる。 

 控訴商事(仲裁)裁判所の判決は、それから 2 ヶ月以内に、各連邦管区商事(仲裁)裁判所(三

審裁判所 - 破毀裁判所)に上訴できる。 

 二審普通裁判所の判決は、それから 6 ヶ月以内に三審普通裁判所に上訴できる。 
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 三審裁判所の手続は短く、その判決は、その時点で効力を生ずる。 

(3) 正式事実審理及び判決  

 原告に有利な判決が下され、これが効力を生じ次第、執行手続に入ることができる。仮差

止命令又は裁判所の命ずる罰金の執行等、一定の問題については、裁判所の判決が即座に執

行される。 

 仮差止命令や考えられる他の即時の措置の場合、権利者は、潜在的な侵害者が市場に参入

するのを防ぐか又は商品を既に市場に流通させている潜在的な侵害者の活動を停止させる措

置を講ずることができる、ロシア法では、原告が差止命令の申立を行える点に留意すべきで

ある。法律によれば、裁判所は、次の場合に差止命令を認めことができる：① 裁判所の判決

において、ロシア連邦外における執行が想定されている場合を含め、そのような措置を講じ

なければ、裁判所の判決の執行を妨げるか、執行が不可能になる場合、並びに② 原告が重大

な損害が被るのを予防することが目的である場合。被告の一定の財産を差し押さえること、

被告に対して一定の作為又は不作為を禁じること、その他の要件を差止命令に含める場合も

ある。 

 裁判所は、差止命令を求める申立が行われた日の遅くとも翌日までにこれを吟味する必要

がある。また、差止命令は、予備的なものであってもよく、裁判所は、これを訴えが提起さ

れる前に認めてもよい(ただし、仮差止命令を認めた日から遅くとも 15 日以内に訴えを提起

しなければならない)。裁判所は、原告が被告の被る損失を補償しなければならない場合に備

え、保証金を提出するよう原告に要求してもよい。さらに、原告が保証金を自主的に差し入

れれば、裁判所により差止命令が認められる可能性がある程度高まる点にも留意したい。た

だし、原告が保証金を提出しても、申立に理由がなければ、差止命令は認められない。 

 したがって、差止命令には、予備的なものと、訴訟の提起後における訴訟手続の任意の段

階で認められるものとの 2 種類がある。しかしながら、実務上は、裁判所が、差止命令を機

械的に認めることを嫌がる場合があり、裁判所は、差止命令を求める申立がなされる度に、

これを十分に吟味している。 

 裁判所が差止命令による救済措置を認めなかった事件も存在するが、それは、差止命令を

認めない場合に上述のような結果を招くことにつき、申立人が立証できなかったためである。 

 例えば、医薬品特許の侵害が主張されていた最近の事件において、裁判所は、原告が、差

止命令が認められなければ勝訴しても判決を執行できないこと、また、敗訴した場合は被告
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の損失を補償する旨の証拠が提出していないため、侵害が主張されている製品の製造、供給

及び販売の差止を認めることができないと述べた。これと同時に、差止命令を申し立てる理

由が明快かつ十分な証拠に裏付けられている場合、裁判所がこれを認める可能性が高い。そ

の一例は、医薬品特許に関係する特許侵害事件において原告が差止命令を申し立てた第

A50-20124/2011 号事件である。 

 結論的には、裁判所にとって説得力のある証拠があれば、商標、特許及び他の知的財産事

件のいずれにおいても差止命令による救済措置が認められると言える。 

 この節において既に述べたように、原告は、① 権利の確認、② 侵害の中止、③ 損害の賠

償、④ 物理的媒体及び模倣品の生産に使われた設備／施設の差し押さえ及び廃棄、⑤ 正当

な権利者を記載した判決の公表、を裁判所に申し立てることができる。さらに、著作権、著

作隣接権及び商標の侵害事件の場合には、損害賠償に代わりに金銭的補償を受けることがで

きる。特許の場合、このような選択肢はまだ用意されていないものの、ロシア議会が現在審

議中の法改正に伴い、金銭的補償が法律(民法第 IV 部)に盛り込まれるものと予想される。 

 他にも重要な法規定がある： 民法第1253条は、法人が排他的権利を繰り返し侵害したか、

その侵害が重大なものである場合、検察官の請求により当該法人を清算できると定めている

(この規定にもとづいて 2010 年に解決された事件は 1 件のみである)。 

 大多数の訴訟において、侵害の差止命令及び損害賠償/金銭的補償を求める申立が行われて

いる。このため、2011 年の前半に第一審商事(仲裁)裁判所に提起された排他的権利の保護に

関係する 1,447 件の事件のうち、1,294 件が排他的権利の執行に関するもので(121 件が

Rospatent の決定に対する上訴事件で)あった。第一審裁判所では、請求の 57％を支持して

いる。第二審で覆された事件が約 2.9％、破毀裁判所で覆された事件が 1.1％である。 

 さらに、580 件(総数の 44％)において、損害賠償／金銭的補償を請求しており、第一審裁

判所は、その 62％を支持している。模倣品の差し押さえが認められた事件はわずか 4 件にす

ぎない(第一審裁判所により認められたものが 3 件)。侵害訴訟の 60.5％が著作権、29.9％が

商標、4.7％が特許に関する事件であった。 

 判決の公表を求める請求について、裁判所は、判決を公表することで、権利者の権利がど

う救済されるのかにつき立証するよう権利者に求める場合がある。原告がこの点を十分に立

証できない場合が多いため、裁判所がこのような請求を退ける結果になっている。しかしな

がら、特許紛争の場合、裁判所は、著作権及び商標事件の場合よりも、判決の公表を求める

請求に好意的な傾向にある。他方で、特許紛争の数は、商標及び著作権紛争よりも尐ない。 
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 執行手続については、第一審裁判所が、執行命令を行う。さらに、原告は、執行命令を、

執行手続の開始を求める申立とともに執行官(廷吏)に提出する。判決の発効日から原則とし

て 3 年以内であれば、執行命令を提示し、判決の執行を要求することができる。執行手続が

開始された後、執行機関は、債務者が判決を自発的に履行するために最高で 5 日間の猶予期

間を認めることができる。さもなければ、執行官は、判決の執行措置を進める。執行官は、

執行手続の過程で、判決に定めた措置を講じる。必要な情報を請求し、調査を行い、財務書

類を確認し、債務者の財産を押収し、債務者を追跡し、鑑定を行い、さらに、例えば財産の

差し押さえ、財産に対する権利の債権者への移転等、あらゆる措置を講ずる。 

a) 民事事件におけるいくつかの事例 

1) 特許侵害及び特許の効力  

 ある企業が、スペアパーツ(道路建設機材の切断機のカッターとカッターホルダー)のロシ

アへの輸入及び販売を進めた。 

 ロシア特許の特許権者「Pigma」が、特許侵害を理由にその企業を訴えた。 

 原告は、スペアパーツの輸入及び販売が自らのロシア特許第 2002050 号を侵害しているこ

とを理由にその中止を求めた。第一審裁判所、控訴裁判所及び破毀審は、原告の当該請求を

認めた。ところが、被告の弁護士が、Rospatent の特許紛争審判室において、原告の特許が

「進歩性」の要件を満たしていないことを証明したため、ロシア特許が取り消された。裁判

所の判決を覆したわけである。 

2) 商標の不正登録  

 ロシア企業「AISI.CL」がドイツ企業の商標をロシアで登録していた事件。 

 商標弁護士が、Rospatent の特許紛争審判室及び裁判所においてドイツ企業を代理し、未

使用を理由に不正な登録を抹消させることに成功した。裁判所も特許紛争審判室の審決を支

持した。 

 その結果、依頼人であるドイツ企業「Street One GmbH」は、ロシアにおいて商標に対す

る排他的権利を取得した。 

3) 商標権侵害事件  

 「BURBERRY Limited」(英国)の商標を連邦税関局の税関登録簿に記載することで、バー
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バリー商標を表示する物品の違法な輸入を停止させることに成功した。 

 あるロシア企業がロシアに輸入した「バーバリー」商標の表示された模倣ブランド衣料品

の貨物をロシアの税関が押収した。弁護士の申立にもとづき、税関が、行政手続を開始した。 

 裁判所の終局的判決は、「BURBERRY」商標の違法な使用を理由に侵害者が有罪であると

認めた。その商品がロシアに違法に輸入された模倣品であると認定され、廃棄するために没

収された。裁判所の課した罰金は、3,5000 ルーブル(1300 米ドル)に達した。 

4) 著作権侵害  

 Salomon S.A.(フランス)vs. SK Kant(ロシア) 

 スキーブーツの金具の外観に係るフランス企業の意匠を模倣した金具を製造、販売し、フ

ランス企業の知的財産権を侵害した。 

 「著作権及び著作隣接権に関する」ロシア法の規定が援用され、問題の知的財産権が否認

されたため、ロシア企業の行為が、「Salomon S.A.」の創造的な著作物の不正使用であるこ

とをフランス企業の弁護士が証明した。 

 裁判所の判決により、ロシアにおいて、当該フランス企業の知的財産権を侵害する行為が

中止された。 

5) 商標権侵害  

 USG(米国)は、分類 02 の充填剤を含め、様々な物品及びサービスにつき、世界中及びロシ

アで登録されている文字要素「SHEETROCK」を含む一群の商標の権利者である。USG は、

「SHEETROMIX」を表示する標章を添付した充填剤を生産、その販売を申し出、これを販

売した貿易会社「BLIS」LLC を提訴した。 

 USG は、貿易会社「BLIS」LLC による商標の不正使用を理由に、同社に対し、侵害活動

の中止及び法律に定めた補償金の支払いを求める訴訟をモスクワ地方商事(仲裁)裁判所に提

起した。 

 裁判所は、この事件を吟味する過程で、鑑定を命じた。鑑定人は、商標と、侵害の容疑者

が使用する表示とを比較分析し、両者の間に混同を生ずるおそれがある程度の類似性がある

と結論づけた。 

 裁判所は、鑑定人及び商標権者が収集し、提出した他の証拠にもとづき、商標権者に有利

な判決を下した。 
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 この事件は、表示がやや異なる場合でも、商標権者の権利が保護され得ることを実証した

点において、重要な事件であった。 

6) 社名及び商標の侵害  

 日本企業 XXXXXXXX 株式会社は、同社の社名「XXXXXXXX」をドメイン名<xxxxxxxx.su>

に使用し、社名及び商標に対する同社に対する排他的権利を侵害したことを理由に私人

Khorkov 氏を訴えた。当該日本企業の法律事務所は、熟慮の後、社名及び商標に対する

XXXXXXXX の排他的権利を Khorkov 氏が侵害した証拠を収集した。権利者の同意のない排

他的権利の使用は、市民的権利の乱用であるため、これを中止させる必要があった。モスク

ワ地方商事(仲裁)裁判所は、「XXXXXXXX」表示の不正使用を中止させ、Khorkov 氏に補償

を命ずる判決を下した。第 9 控訴商事(仲裁)裁判所は、判決を部分的に修正し、補償金の請

求を棄却したものの、判決の残余の効力を維持した。 

 裁判所は、ロシアで登録していない場合でも、私人が外国企業の社名を使ってはならない

ことを示した。 

7) 商標権侵害と並行輸入  

 ロシア企業「Avtologistika」は、BMW AG(商標権者)の許可なく BMW の商標を付した自

動車のスペア部品を輸入するため、ロシアの税関に貨物を申告した。 

 BMW AG は、許可していない輸入を停止させるため、裁判所に民事訴訟を提起した。 

 BMW 社の法律事務所が努力したにもかかわらず、第一審裁判所は、訴えを退けた。そこ

で、上級審に控訴した。 

 控訴裁判所は、事件を十分に吟味し、一連の証拠について調べた後、その弁護士の主張を

考慮し、第一審裁判所の判決を取り消した。 

 控訴裁判所は、純正品であっても、商標を付した商品を商標権者(BMW AG)の許可なくロ

シアに輸入した場合には違法であると見なされると判示した。また裁判所は、BMW AG の

請求を支持し、補償金を支払うよう Avtologistika に命じた。 

 並行輸入の問題は、現代のロシアにおける重要な論点の 1 つである。この点に関する裁判

所の実務には、様々な理由からばらつきがある。 

 従って、ロシアにおいて、商標権者の許可のない、商標を付した純正品の輸入が許されな

いこと(権利の消尽に関する国家政策)を証明することが極めて重要であった。 
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 当該法律事務所の専門家は、法廷において主張し、勝訴するための適切な法的努力を払っ

た。 

(4) 並行輸入 

 多くの国々では、並行輸入について国内法で明確に規定しているため、権利者は、それぞ

れの規定を考慮し、特定国における事業計画を立案することができる。ロシアの法令には、

「並行(灰色品)」輸入に言及した規定がないものの、これには、ロシアにおける知的財産の

法的関係を規律する民法第 IV 部の一般原則が適用される。したがって、民法第 1229 条に定

める一般原則より、知的財産の対象を権利者の許可なく使用することは許されない。 

＜商標＞ 

 これは、昨年、最も論議された問題である。並行輸入をめぐる紛争のほとんどは、民法第

IV 部の発効後に発生しているものの、改正法では、(2002 年)商標法ほど、並行輸入に関する

ルールが明記されていない点に注意する必要がある。 

 特に、商標法の第 23 条には、権利の消尽をめぐる国家原則が明記されていた。この原則

は、その後、商標権者自身が、又はその同意にもとづいて物品をロシア市場で取引した場合、

商標権の侵害にあたらないと定めるロシア連邦民法第 IV 部の第 1487 条に引き継がれた。 

 かつては、行政違反法にもとづき、税関が並行輸入を訴追していた。その後、最高商事(仲

裁)裁判所が司法実務を改め、並行輸入に行政措置を適用しないと述べ、民事上の措置で並行

輸入に十分に対応できると述べた。しかしながら、このことは、民事訴訟において、それま

での結論とは矛盾する複数の判決を生み出す結果を招いた。 

 その結果、一部の事件において、並行輸入を禁止する判決がなされた。 

商標 裁判所 事件番号 判決日 

Panasonic 第 17 控訴(商事) 

仲裁裁判所 

17АП-480/2010-ГК 

(英語では、17AP-480/2010-GK) 

2010 年 2 月 25 日 

UVEX サンクトペテルブルク 

・レニングラード地方 

(商事)仲裁裁判所 

А56-20519/2009 

 

2009 年 7 月 9 日 

Evian 最高(商事)仲裁裁判所 BAC-10102/10 

(英語では、VAS-10102/10) 

2010 年 10 月 5 日 

BMW サンクトペテルブルク А56-55384/2010 2011 年 2 月 24 日 
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・レニングラード地方 

(商事)仲裁裁判所 

KRUSOVICE 最高(商事)仲裁裁判所 BAC-5318/11 

(英語では、VAS-5318/11) 

2011 年 5 月 11 日 

 ロシアには判例法がないため、司法実務の動向を把握するのは困難である。最後になるが、

前掲の(第 BAC-10102/1 0 号)事件の場合、監督審を含むすべての審級で審理され、監督審は、

並行輸入が商標侵害であると認め、これが許されないことを確認した。並行輸入の可否につ

いて不確定な状態が数年にわたって続いたが、その後、上級審(最高(商事)仲裁裁判所)は、最

近、並行輸入について見解を述べ、これがロシアにおいて許されないことが確認された。 

 並行輸入について、さらに、民法第 1252 条(4)によれば、個別化手段を含む知的財産の対

象が表示されている(つまり、商品のラベルに商標が表示されている)物理的媒体(つまり物品)

の輸入が、権利者の権利を侵害する場合、当該物品は、模倣品であると見なされ、これを廃

棄するために押収される点も指摘しなければならない。 

 したがって、現在の法律及び裁判所の実務に従えば、並行輸入事件を民事訴訟の枠組みで

考えるべきである。その点につき、民法では、民事訴訟において次に掲げる請求を行うこと

ができると定めている点に注意すべきである。 

 ① 侵害の停止 

 ② 物品の没収及び廃棄 

 ③ 損害賠償(損害を受けた場合) 

 ④ 損害賠償に代わる 1 万から 500 万ルーブル(16 万米ドル)の金銭的補償又は模倣品の倍 

額又は商標を適法に使用した場合のライセンス費用の推定額の倍額 

 ⑤ 判決の公表 

 ⑥ 原告が負担した訴訟費用の補償 

 上記に加え、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン政府が2010年12月9日に署名した(2012

年1月1日発効)「知的財産の保護及び執行分野の法令に関する統一的原則に関する協定」が、

関税同盟域内にその効力が及ぶ権利消尽の原則について定めている点に注意する必要がある。

上記協定の第13条によれば、商標権者又は商標権者の同意を得た者が関税同盟加盟国の領内

に適法に流通させた物品への商標の使用は、商標侵害を構成しない。 

 このような原則を定めた目的は、関税同盟域内における物品の流通を阻むあらゆる障壁を

除去するためであった。しかしながら、上記の規定にもかからず、このような地域原理の導
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入は、ロシアにおける商標権者に対する排他的権利の範囲に影響を及ぼさず、商標権者は、

第三者による商標の一切の違法な使用に対し、商標権を行使する権利を有する。並行輸入を

めぐる状況は変化し続けている。その負の側面は、反独占庁が、ロシアにおいて権利の国際

的消尽を認める方向に並行輸入に対する考え方を変えることを擁護している点に留意すべき

である。権利の地域消尽の効力が 2012 年から生ずる点を考慮すると、このような試みには

かなり疑問が残る。 

＜特許及び著作権＞ 

 著作権及び特許の対象の並行輸入は、民法により、はるかに効果的に規制されている。前

述の第 1229 及び 1252 条(4)に規定され、著作権にも適用される一般原則以外に、民法には

第 1270 条という特別な規定があり、この規定によれば、著作物のオリジナル又は複製品を

販売目的で輸入することは許されない。特許の場合、民法第 1358 条(2)にもとづき、特許を

受けた発明、実用新案又は意匠が実施されている商品の並行輸入が禁止されている。 

 以上のルールを考慮すれば、ロシアでは、並行輸入業者が、権利者の許可を受けずに著作

権又は特許権の対象である物品を輸入した場合、侵害責任を免れる見込みはない。 

(5) ロシアにおける知的財産裁判所設置に関する見通し  

 上述のように、現在では、商事(仲裁)裁判所及び普通裁判所が知的財産事件を審理してい

る。これらの裁判所は、あらゆる種類の経済事件を扱っているため、知的財産を審理する裁

判所の能力にはばらつきがあることは明らかである。モスクワとサンクトペテルブルグがロ

シア最大の都市であり、この 2 都市の商事(仲裁)裁判所で扱われる知的財産事件の割合が高

いため、これらの事件に関する経験が最も豊富なのは、おそらくモスクワ商事(仲裁)裁判所

とサンクトペテルブルク商事(仲裁)裁判所であろう。普通裁判所の審理する事件は、さらに

多様である。普通裁判所では、主に個人を扱う一方、知的財産の所有者の多くは法人である

ため、知的財産事項の扱いに関して普通裁判所にそれほど経験がないことは当然である。知

的財産に対する排他的権利に関連する紛争の数が増えるにつれ、知的財産権特有の性質を考

慮に入れて紛争を解決できる専門的な裁判所を設置する必要性が理解されてきた。知的財産

裁判所が必要であるもう 1 つの理由は、このような紛争を審理し、解決するためには、特定

の技術分野に関する知識を含め、知的財産に関する十分な経験と専門的知識が必要とされる

場合が多いからである。知的財産権を扱う特別裁判所を設置すれば、現在の問題を解決し、

ロシア連邦の知的財産権保護制度全体の効率を高めることができる。 
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 「ロシア連邦の司法制度に関する」連邦憲法的法律の第 4 条にもとづき、ロシア連邦の司

法機能は、ロシア連邦憲法及びその連邦憲法的法律にもとづいて設置された裁判所が担って

いる。 

 「ロシア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律は、ロシア連邦の商事(仲裁)

裁判所が、ロシア連邦の司法制度を構成する連邦裁判所であると規定する(第 1 条)。ロシア

連邦の商事(仲裁)裁判所制度は、ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所、連邦管区商事(仲裁)裁判

所、控訴商事(仲裁)裁判所、そして共和国、州、地方、連邦市、自治州、自治管区の第一審

商事(仲裁)裁判所で構成される。 

 「ロシア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律の第 4 条は、商事(仲裁)裁判所

が、商業紛争を解決し、ロシア連邦憲法、連邦憲法的法律、ロシア連邦仲裁手続法及びこれ

らの法律に従って制定された他の連邦法により商事(仲裁)裁判所の管轄する他の事件を審理

することで、ロシア連邦に正義をもたらすと規定する。 

 したがって、知的財産裁判所は、「ロシア連邦の司法制度に関する」連邦憲法的法律及び「ロ

シア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律を改正する連邦憲法的法律にもとづ

いて設置されることになる。 

 知的財産裁判所は、知的財産権保護に関連する紛争を第一審及び第三審裁判所として審理

する専門的な商事(仲裁)裁判所となることが予想される。 

 知的財産裁判所は、第一審裁判所として、次の事件を審理する。 

 ① 知的活動の成果及び個別化の手段の保護の分野のみならず、特許権並び選択交配の成果、 

集積回路の回路配置、製造秘密(ノウハウ)、法人、商品、著作物、サービス及び事業の 

個別化の手段、単一の技術の範囲内において知的活動の成果を使用する権利の分野にお 

ける出願人の権利及び法的利益を損なう連邦行政機関(主にRospatent)の規制行為に対 

する異議申立事件。 

 ② 知的財産の対象(著作権及び著作隣接権の対象となる事項並びに集積回路の回路配置を 

除く)への法的保護の付与又は停止に関する紛争に係る次に掲げる事件。 

 Rospatent、選択交配の成果については連邦行政機関(農業省)及びそれらの職員、そ

れとともに、ロシア政府により秘密発明の特許出願を審査することを認められた機

関の非規制行為、決定及び作為(不作為)に対する異議申立事件 

 特許権者の確認に関する事件 



196 

 

 連邦法が他の無効手続を定めている場合を除き、発明、実用新案又は意匠の特許、

商標への法的保護の付与の無効に関する事件 

 商標の不使用による取消に関する事件 

 知的財産裁判所は、紛争の原因となっている法律関係の参加者が法人であるか、自営業者

であるか、その他の主体であるか又は私人であるかにかかわらず、上に列挙した事件を審理

する。 

 知的財産裁判所は、破毀審として、第一審で審理した事件に併せて、ロシア連邦の構成主

体の商事(仲裁)裁判所及び控訴商事(仲裁)裁判所が第一審として審理した知的財産権保護に

関する事件も扱う。 

 知的財産裁判所が(破毀審の裁判所として)知的財産権の救済措置に係る紛争を審理するこ

とは、司法実務に統一性をもたらすと思われる。 

知的財産裁判所の第一審判決は、破毀手続に従い、同裁判所の幹部会に上訴できる。 

 ロシア連邦の構成主体の商事(仲裁)裁判所が第一審として審理した知的財産権侵害に係る

紛争は、控訴手続に従い、控訴商事(仲裁)裁判所で審理する。当該事件の破毀審は、知的財

産裁判所に提出し、知的財産裁判所は、これを破毀手続に従って審理する。 

 知的財産裁判所の破毀審における判決は、ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所が監督権限を

行使し、再審理することができる。 

 知的財産裁判所は、尐なくとも 30 名の裁判官で構成される予定である。連邦管区商事(仲

裁)裁判所に適用されている年齢、経験及び任命方法に関する要件が、知的財産裁判所の裁判

官にも適用される。 

 知的財産裁判所では、その管轄する事件を審理する過程で発生する特別な問題について調

査するため、裁判所の基準を満たす資格を有する専門家のグループを設置する。 

 知的財産裁判所は、2013 年 2 月 1 日までに設置される予定である。また、知的財産裁判

所は、「Skolkovo」イノベーション・センター内に設立される予定である。 

 知的財産裁判所は、ロシアの裁判制度における商事(仲裁)裁判制度の機能の一部を担うも

のとなる。 
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第 4 節 知的財産権侵害行為に対する行政的救済措置  

(1) 概要  

 侵害品が売られている場合に知的財産権者が自己の権利を行使する方法の 1 つに行政ルー

トがある。より一般的な方法として、行政上の知的財産権保護は警察(内務省)、反独占庁、

税関を通じて利用することができる。これらの方法については、本書の別々の章に全て記載

されている。この章では、警察によるこの「枠組み」の運用方法について検討する。 

 利用できる他の救済措置と比べて、行政的救済措置は迅速かつ費用対効果が高い点に留意

する必要がある。行政手続きに要する時間は、警察に申立書を提出した日から第一審裁判所

で最終的な判決が下される日まで 2～4 ヶ月である。行政措置の申請に伴う費用は、民事又

は刑事手続きの費用を大幅に下回る。 

(2) 行政法と行政制裁 

 行政的手段による知的財産権の保護を検討する場合、知的財産権者は次の法律に依拠する。 

① ロシア連邦民法 

② ロシア連邦行政違反法   

③ ロシア連邦警察法 

 ロシア連邦行政違反法は、行政違反及び関連する罰則を列挙する主要部と手続規則で構成

される。例えば、同法第 28.1 条はあらゆる行政事件に適用される行政違反訴訟の提起に関す

る規則を定めている。知的財産事件に適用される条文には、次のものがある。 

 第 7.12 条「著作権及び著作隣接権、発明者の権利及び特許権の侵害」 

 第 14.10 条「商標の不正使用」 

 第 7.12 条の第 1 部(Part 1)では、利益を得る目的での著作権を侵害する著作物又はレコー

ドの輸入、販売、賃貸その他違法な使用、あるいは製造者や製造地、著作権の所有者に関す

る虚偽の情報の表示を禁止している。この違反に対しては、次の行政的罰金が課される。 

 私人－1,500～2,000 ルーブル(約 50～70 米ドル)の罰金及び著作権を侵害する著作物

又はレコード及びその製造に使用した装置の没収 

 公務員－10,000～20,000 ルーブル(約 330～700 米ドル)の罰金及び著作権を侵害する

著作物又はレコード及びその製造に使用した装置の没収 

 法人－30,000～40,000 ルーブル(約 1,000～1,300 米ドル)の罰金及び著作権を侵害す
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る著作物又はレコード及びその製造に使用した装置の没収 

 第 7.12 条の第 2 部では、ロシア連邦民法の規定する手段によるものを含むあらゆる手段で

の発明、実用新案又は意匠の違法な実施を禁止している。この違反に対しては、次の罰金を

課す。 

 私人－1,500～2,000 ルーブル(約 50～70 米ドル)の罰金 

 公務員－10,000～20,000 ルーブル(約 330～$700 米ドル)の罰金 

 法人－30,000～40,000 ルーブル(約 1,000～1,300 米ドル)の罰金 

第 14.10 条は、商標、サービスマーク又は紛らわしいほど類似する名称の違法な使用は次

の通り罰せられると定めている。 

 私人－1,500～2,000 ルーブル(約 50～70 米ドル)の罰金及び模倣品の没収 

 公務員－10,000～20,000 ルーブル(約 330～700 米ドル)の罰金及び模倣品の没収 

 法人－30,000～40,000 ルーブル(約 1,000～1,300 米ドル)の罰金及び模倣品の没収 

(3) 行政訴訟 

 侵害品が売られていることを発見した場合は、権利者はテスト購入を行い、その際に領収

書や請求書を獲得して、市場で当該侵害品が販売されている証拠を確保するのが賢明である。 

 次に、権利者はどの権利が侵害されているのかを説明する警察への申立書を作成する。申

立書には、侵害の性質を詳細に記述し、所定の知的財産対象に対する権利の証明書類(例えば、

特許登録証、商標登録証、著作物(works of copyright)の写し)並びに侵害を確認する証拠とし

て収集したすべてのものを添付する必要がある。一見したところでは実体的な問題が明らか

でない複雑な侵害事案の場合(例えば、商標と紛らわしいほど類似する名称を使用している場

合や、特許侵害の事案)には、申立書に専門家の意見の添付が求められることもある。著作権、

商標、特許権の侵害に関する申立書の様式を付録として同封した。 

 申立書は警察本部又は侵害行為が行われた場所を管区とする警察署に送付するか、持参し

て提出することができる。請願書の提出及び警察によるその審理に対する公定手数料は定め

られていない。 

 請願書の提出を受けて、警察は捜査を開始する。捜査中は、警察は被疑侵害者の建物(事務

所、倉庫、店舗等)を検査し、侵害疑義品及び関連書類を差押え、侵害の状況を立証し、証拠

を発見し固める。次に、警察は対応する科学技術分野の専門家(特に、特許侵害の場合)及び

／又は知的財産領域で経験豊富なスペシャリスト(特許弁護士、商標弁護士)に差押えた物品
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の見本を渡し、専門家に当該品の侵害性を確認させる。警察が侵害の証拠をすべて揃えると

すぐに、警察は行政違反行為報告書(Administrative Offence Report)を作成し、その事案の

資料をすべて裁判所に送付するか、又は刑事訴訟を提起し、刑事捜査を開始する。この場合

の裁判所は決定を下す商事(仲裁)裁判所(侵害者が法人又は個人事業主の場合)又は普通裁判

所(侵害者が私人の場合)である。行政訴訟のフローチャートは、以下の第 6 節を参照のこと。 

(4) 様式  

a) 警察への著作権侵害の申立書 

日付： _________ 整理番号：___________ 

 

 

件名：___________________________［著作権者の氏名・名称］の所有する著作物______ ［著

作物の名称］に対する著作権侵害 

 

申立 

 

_________ ［ 著 作 権 者 の 設 立 国 の 名 称 ］ の 法 律 に 基 づ き 設 立 さ れ た

____________________社［著作権者の名称］(以下「権利者」と称す)は、文学的及び美術的

著作物の保護に関するベルヌ条約並びにロシア連邦民法に基づきロシア連邦の領域において

法的保護を与えられる著作物_____ [著作物の名称及び種別](以下「著作物」と称す)に対する

排他的権利の所有者である。権利の証明書類の認証謄本及び著作物の原本を別表１として同

封する。 

________社［侵害者の名称及び住所］が著作物の複製物を輸入又は出版し、販売の申

し出をし、販売し、保管し又はこれらの目的で輸送し、著作物の複製物を特に__________［侵

害者の既知の出版社、倉庫、店舗の住所］で販売の申し出又は販売していることが権利者の

知るところとなった。権利者が_______［侵害者の名称］から購入した著作物の複製物並びに

その際に取得した領収書を別表 2 として同封する。 

著作物の原本を購入した複製物と比較分析して、著作物が同一のものであることを確

認した。 

ロシア連邦民法第 1256 条第 1 項は次の通り定めている。 
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“1. 科学、文学及び芸術の著作物に対する排他的権利は、 

- ロシア連邦の領域において発表されたか又は発表されていないがロシア連邦の領域

に何らかの実在する形態で存在する著作物に拡大して適用され、その国籍にかかわらず著作

者(又はその法定相続人)に対して認められる。 

- ロシア連邦の国境を越えて発表されたか又は発表されていないがロシア連邦の国境

を越えて何らかの実在する形態で存在する著作物に拡大して適用され、ロシア連邦の国民で

ある著作者(又はその法定相続人)に対して認められる。 

- ロシア連邦の国境を越えて発表されたか又は発表されていないがロシア連邦の国境

を越えて何らかの実在する形態で存在する著作物に拡大して適用され、ロシア連邦の加盟す

る国際条約に従って、他の国の国民であるか無国籍者である著作者(又はその法定相続人)に

対して認められる。 

ロシア連邦民法第 1229 条第 1 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化の手段に対する排他的権利を有する自然人又は法人(権

利者)は、その成果又はその個別化手段を自らの裁量において法律に違反しないあらゆる方法

で使用する権利を有する。権利者は、本法に別段の規定がない限りは、知的活動の成果又は

個別化の手段に関する排他的権利を処分することができる(第 1233 条)。 

権利者は自らの裁量において他人に知的活動の成果又は個別化の手段の使用を許可し又は禁

止することができる。禁止がされていないことで許諾(許可)したものとはみなされない。 

他人は、本法により規定する場合を除き、権利者の許諾を得なければ、対応する知的活動の

成果又は個別化の手段を使用することはできない。知的活動の成果又は個別化の手段の使用

(それらの本法に定める方法での使用を含む)は、権利者の許諾なしに行われる場合には違法

であり、本法及び他の制定法に定める責任を負うことになる。ただし、権利者の許諾を得な

いでの権利者以外の者による知的活動の成果又は個別化の手段の使用が本法により認められ

ている場合を除く。」 

ロシア連邦民法第 1270 条第 1 項及び第 2 項は次の通り定めている。 

「1.本法第 1229 条に従って制定法に反しない形態及び方法(本条第 2 項に定める方法

による場合を含む)での著作物の使用に関する排他的権利は、著作物の著作者に属する。権利

者は、著作物に関する排他的権利を処分することができる。 

2. 利益獲得の目的又はこれ以外の目的で対応する措置が取られるか否かにかかわら

ず、著作物の使用には、特に次のものが含まれる。 
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1) 著作物の複製。すなわち、著作物の全部又は一部の一以上の複製物を何らかの物

質的形態(録音若しくは録音の形態を含む)により作成する行為、二次元の著作物の一以上の

複製物を三次元で作成する行為及び三次元の著作物の一以上の複製物を二次元で作成する行

為。この場合に、著作物の電子媒体への著作物の記録(コンピュータのメモリへの記録を含む)

も、複製とみなされる。ただし、この記録が一時的なものであって、適法な記録の利用又は

著作物を合法に公知とすることのみを目的とする技術的方法の不可分かつ本質的な部分を構

成するものである場合はこの限りでない。 

2) その原本若しくは複製物の販売その他譲渡による著作物の頒布 

3) 著作物の展示。すなわち、映画、スライド、テレビ画面、その他の技術的手段を

使用して著作物の原物又は複製物を直接に若しくはスクリーン上に映し出すこと、また著作

物の実演と同時に実演の場所又は別の場所で当該著作物が認知されるかを問わず、直接若し

くは技術的手段を使用して無料で入場できる開放的な場所又は一般に家族に属さない者が相

当数いる場所で視聴覚著作物の個々のフレームを、順序を守らずに実演すること。 

4) 頒布目的での著作物の原本又は複製物の輸入 

5)著作物の原本又は複製物の賃貸 

6) 作品の公演。すなわち、その実演若しくは展示場所で又は同時に著作物の実演若

しくは展示が行われた別の場所において著作物が認識されたかにかかわらず、実演による又

は技術的手段(ラジオ、テレビその他の技術的手段)を用いての著作物の発表並びに無料で入

場できる開放的な場所又は一般に家族に属さない者が相当数いる場所での視聴覚著作物(音

声あり又はなし)の展示。 

7) 放送を利用した伝達。すなわち、有線による伝達を除き、ラジオ又はテレビ(再送

によるものを含む)により周知させるため(展示又は実演を含む。)の著作物の伝達。この場合

に、伝達によるとは、公衆が実際に認識するかにかかわらず、聴覚及び／又は視覚で認知す

るために著作物を利用できるようにする手段による行為をいう。衛星放送による著作物の伝

達の場合は、放送による伝達とは、衛星で地上局からの信号を受け取り、衛星からの信号を

送信することで、公衆が実際に認識するかにかかわらず、それにより著作物を周知させるこ

とができることをいう。符号化された信号の伝達は、そのデコードの手段が無線放送局によ

り又はその許諾を得て、無制限の人々に与えられる場合は、放送による伝達となる。 

8) 有線を利用した伝達。すなわち、ケーブル、ワイヤー、光ファイバー又は類似手

段(再送による場合を含む)を使用してラジオ又はテレビにより周知させるための著作物の伝
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達。符号化された信号の伝達は、そのデコードの手段が有線放送局により又はその許諾を得

て、無制限の人々に与えられる場合は、有線による伝達となる。 

9) 著作物の翻訳その他の改変。この場合、著作物の改変によるとは、二次的著作物(翻

案、映画版、アレンジ、舞台版等)を創作することをいう。コンピュータ・プログラム又はデ

ータベースの改変(修正)によるとは、コンピュータ・プログラム又はデータベースをある言

語から別の言語に翻訳するなど、それらに何らかの変更を加えることをいう。ただし、翻案、

すなわち、利用者の特定の技術手段上にあるか又は利用者の特定のプログラムの管理下にあ

るコンピュータ・プログラム又はデータベースを機能させることのみを目的に変更が行われ

る場合を除く。 

10) 建築、デザイン、都市計画又は公演や庭園の計画の実際の実施 

11) 誰もが自身で選択できるあらゆる場所から何時でも著作物にアクセスできるよ

うに当該著作物を周知させること(周知) 

ロシア連邦民法第 1252 条第 4 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化手段が表された物理的キャリアの作成、頒布その他の使

用並びに輸入、輸送又は保管が当該成果又は手段に対する排他的権利の侵害となる場合は、

そのような物理的キャリアは模倣品と見なされ、本法により別の帰結が定められていない限

りは、裁判所の決定に基づき何の補償もされることなく流通停止となり廃棄される。」 

ロシア連邦民法第 1252 条第 5 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果及び個別化の手段に対する排他的権利の侵害を行うために主に使

用されるか又はそのための装置、その他設備及び材料は、裁判所の判決に基づき、侵害者が

費用を負担して、流通から排除され、かつ廃棄される。ただし、法規によりロシア連邦の収

入に移される旨定められている場合は、この限りでない。」 

権利者は著作物の複製物を出版し、輸入し、販売の申し出し、販売し、輸送し又は保

管する権利を______［侵害者の名称］に与えていないことから、______［侵害者の名称］の

行動は、著作権の保護対象となる著作物に対する___________社［商標権者の名称］の排他

的権利の侵害に当たる。 

ロシア連邦の現行法に準拠して、商標の違法な使用は、ロシア連邦行政違反法第 7.12

条第 1 項に定める行政責任並びにロシア連邦刑法第 146 条の定める刑事責任を生じさせるも

のである。 

上記に基づき、かつ、上記の関連法の規定に従って、__________［侵害者の名称］が
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行った侵害行為を禁止し、ロシア連邦の領域にある市場への当該著作物の海賊版のこれ以上

の流入を阻止し、ロシア連邦の現行法に従って犯罪を行った者に裁きを受けさせるためにあ

らゆる措置を講じるよう求める。 

 

同封物： 

1) 著作物の著作権及び原本であることの証明書類の公正証書謄本 

2) 権利侵害となる著作物の複製物及び領収書の写し 

3) 委任状の認証謄本［申請書の署名及び提出を代理人が行う場合］ 

 

敬具 

 

b) 警察への特許侵害の申立書 

日付: _________ 参照番号:___________ 

 

件名：____________________________［特許権者の名称］の所有する発明［実用新案又は意

匠］「________________________________________________________」［それぞれの発明、実

用新案又は意匠の名称］に対するロシア連邦特許第________号の侵害 

 

 

申立 

_________ ［ 特 許 権 者 の 設 立 国 の 名 称 ］ の 法 律 に 基 づ き 設 立 さ れ た

____________________社［特許権者の名称］(以下「権利者」と称す)は、_________を満了の

日とするロシア連邦特許第______号の発明［実用新案又は意匠］「___________」に対する排

他的権利の所有者である。特許登録証の認証謄本を別表１として同封する。 

________社［侵害者の名称及び住所］が製品を輸入又は製造し、販売の申し出をし、

販売し、又はこれらの目的で保管し、当該製品を特に__________［侵害者の既知の工場、倉

庫、店舗の住所］で製造し、販売の申し出又は販売していることが権利者の知るところとな

った。 

製品______(領収書の写しを別表 2 として同封する)を購入し、権利者は製品とそれに
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同封されている書類の記載情報を分析して、特許番号第______号の発明［実用新案又は意匠］

の独立クレームのそれぞれの特徴が当該製品で実施されているとの結論を出すに至った(こ

の事実を確認する専門家の報告書を別表 3 として同封する)。 

ロシア連邦民法第 1354 条第 1 項は次の通り定めている。  

「発明、実用新案又は意匠に関する特許は、発明、実用新案又は意匠の優先権、著作

者であること(authorship)、発明、実用新案又は意匠に関する排他的権利を証明する。」 

ロシア連邦民法第 1354 条第 2 項は次の通り定めている。 

「発明又は実用新案に関する知的財産権の保護は、特許に基づき発明又は適宜、実用

新案の特許のクレームにより指定された範囲で認められる。」 

ロシア連邦民法第 1354 条第 3 項は次の通り定めている。 

「意匠に関する知的財産権の保護は、特許に基づき、製品のイメージ(外観)に表され

ており、意匠の必須クレームの一覧に記載されている必須クレームの全体により決定される

範囲で認められる。(第 1377 条第 2 項)」 

ロシア連邦民法第 1229 条第 1 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化の手段に対する排他的権利を有する自然人又は法人(権

利者)は、その成果又はその個別化の手段を自らの裁量において法律に違反しないあらゆる方

法で使用する権利を有する。権利者は、本法に別段の規定がない限りは、知的活動の成果又

は個別化の手段に対する排他的権利を処分することができる(第 1233 条)。 

権利者は自らの裁量において他人に知的活動の成果又は個別化の手段の使用を許可し又は禁

止することができる。禁止がされていないことで許諾(許可)したものとはみなされない。 

他人は、本法により規定する場合を除き、権利者の許諾を得なければ、対応する知的活動の

成果又は個別化の手段を使用することはできない。知的活動の成果又は個別化の手段の使用

(それらの本法に定める方法での使用を含む)は、権利者の許諾なしに行われる場合には違法

であり、本法及び他の制定法に定める責任を負うことになる。ただし、権利者の許諾を得な

い権利者以外の者による知的活動の成果又は個別化の手段の使用が本法により認められてい

る場合を除く。」 

ロシア連邦民法第 1358 条は次の通り定めている。 

「1.特許権者は、本法第 1229 条に基づき発明、実用新案又は意匠を、本条第 2 項及

び第 3 項に定める手段を含めた法律に違反しない手段で使用する排他的権利を有する(発明、

実用新案又は意匠に対する排他的権利)。 
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2. 発明、実用新案、意匠の使用とは、特に次の行為であると理解される。 

1) 発明若しくは実用新案の実施された製品又は意匠の使用された製品のロシア連邦

の領域への輸入、製造、使用、販売の申し出、販売、その他市場への流通又はこれらの目的

での保管 

2) 特許の対象である方法により直接得られた製品に関して本項第1号の定める行為

の実行。特許の対象である方法により得られた製品が新規のものである場合は、それが得ら

れないことが証明されていない範囲において、特許の対象である方法の使用により同一の製

品が得られるものとみなす。 

3) その用途に従って機能(使用)させる間に特許の対象となる方法が自動的に実施さ

れる装置に関して本項第2号の定める行為の実行 

4) 発明が特に方法の適用により実施される場合に、この方法の実施 

3. 発明又は実用新案は、特許の発明又は実用新案のクレームに含められた個々のクレームに

記載されている当該発明若しくは実用新案のそれぞれの特徴、又は対応する製品若しくは方

法について本条第2項の定める行為を実施する前に所定の技術分野においてそれに相当する

ものとして知られるようになった特徴を製品が含むか、方法であれば、それが使用されてい

る場合は、それが製品又は方法に実施されたものと見なす。 

意匠は、製品の図に表され、当該意匠の本質的特徴の一覧に記載された意匠の本質的

特徴の全てを含む場合は、製品に使用されたものと見なす(第1377条第2項)。 

ロシア連邦民法第 1252 条第 4 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化手段が表された物理的キャリアの作成、頒布その他の使

用並びに輸入、輸送又は保管が当該成果又は手段に対する排他的権利の侵害となる場合は、

そのような物理的キャリアは模倣品と見なされ、本法により別の帰結が定められていない限

りは、裁判所の決定に基づき何の補償もされることなく流通停止となり廃棄される。」 

権利者は特許第____号の発明が実施されている製品_________を使用し、輸入し、製

造し、頒布し、販売の申し出し、販売し、保管する等の権利を他人に与えていないことから、

製品_______を製造し、輸入糸、販売の申し出し、販売し又はこれらの目的で保管する______

［侵害者の名称］の行動は、ロシア連邦特許第_________号の発明に対する___________社［特

許権者の名称］の排他的権利の侵害に当たる。 

ロシア連邦の現行法に準拠して、特許発明の違法な実施は、ロシア連邦行政違反法第

7.12 条（2）に定める行政責任並びにロシア連邦刑法第 147 条の定める刑事責任を生じさせ
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るものである。 

上記に基づき、かつ、上記の関連法の規定に従って、__________［侵害者の名称］が

行った侵害行為を抑制し、ロシア連邦の領域にある市場への当侵害品のこれ以上の流入を阻

止し、ロシア連邦の現行法に従って犯罪を行った者に裁きを受けさせるためにあらゆる措置

を講じるよう求める。 

 

同封物：: 

1) 特許登録証第______号の認証謄本 

2) 領収書の写し 

3) 特許第 _____号の特許発明の使用に関する専門家の意見 

4) 委任状の認証謄本［申請書の署名及び提出を代理人が行う場合 

 

敬具 

 

c) 警察への商標侵害の申立書 

日付： _________  整理番号：___________ 

 

件名：____________________________ ［商標権者の名称］の所有する登録商標第________

号に対する権利の侵害 

 

申立 

_________ ［ 商 標 権 者 の 設 立 国 の 名 称 ］ の 法 律 に 基 づ き 設 立 さ れ た

____________________社［商標権者の名称］(以下「権利者」と称す)は、_________日［登録

日］にロシアで登録され、「_____」［該当商品を記載］(以下「商標」と称す。)のような___

の分類の商品を含む、______の分類［分類一覧］の商品及びサービスに指定した登録証第

______号［登録番号］の商標___________［商標の複製］に対する排他的権利の所有者である。

商標登録証の認証謄本を別表１として同封する。 

________社［侵害者の名称及び住所］が製品______________［侵害品の名称］を輸入
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又は製造し、販売の申し出をし、販売し、保管し又はこれらの目的で輸送し、当該製品を特

に__________［侵害者の既知の工場、倉庫、店舗の住所］で製造し、販売の申し出又は販売

していることが権利者の知るところとなった。権利者が購入した製品_____の写真及び入手し

た領収書を別表 2 として同封する。 

同封した写真から_____［侵害者の名称］の製品及び／又はそのラベル又は包装に商

標又は紛らわしいほどに商標に類似する名称が付されていることが明らかになった。

________［侵害者の名称］の製品は商標の登録されている商品［又は同質商品］である。 

［標章の類似性と商品の同質性の場合には、標章と商品の同質性との類似性に関する

合理的な理由を記載した方がよい。］ 

ロシア連邦民法第 1477 条第 1 項は次の通り定めている。 

「1. 商標登録証(第 1481 条)により保証された排他的権利は、商標、すなわち法人又

は個人事業主の商品の個別化を実現させる表示につき認められる。」 

ロシア連邦民法第 1229 条第 1 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化(権利者)の手段に対する排他的権利を有する自然人又は

法人は、その成果又はその個別化の手段を自らの裁量において法律に違反しないあらゆる方

法で使用する権利を有する。権利者は、本法に別段の規定がない限りは、知的活動の成果又

は個別化の手段に対する排他的権利を処分することができる(第 1233 条)。  

権利者は自らの裁量において他人に知的活動の成果又は個別化の手段の使用を許可

し又は禁止することができる。禁止がされていないことで許諾(許可)したものとはみなされ

ない。 

他人は、本法により規定する場合を除き、権利者の許諾を得なければ、対応する知的

活動の成果又は個別化の手段を使用することはできない。知的活動の成果又は個別化の手段

の使用(それらの本法に定める方法での使用を含む)は、権利者の許諾なしに行われる場合に

は違法であり、本法及び他の制定法に定める責任を負うことになる。ただし、権利者の許諾

を得ないでの権利者以外の者による知的活動の成果又は個別化の手段の使用が本法により認

められている場合を除く。」 

ロシア連邦民法第 1484 条は次の通り定めている。 

「1. 本法第 1229 条の定める、本条第 2 項に定める手段による場合を含めた、法規に

違反しないあらゆる方法により商標を使用する排他的権利(商標に対する排他的権利)は、商

標登録の名義人に属する(権利者)。権利者は、商標に対する排他的権利を処分することがで
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きる。 

2. 商標に対する排他的権利は、商標登録を行った商品、著作物又はサービスを個別化

するために、特に当該商標を次のものに付すことにより実現することができる。 

1) 生産され、販売の申し出がなされ、販売され、展示会及び見本市で展示されたか、

他の手段によりロシア連邦の領域において商業的に流通され、この目的のために保管又は輸

送され、又はロシア連邦の領域に輸入された商品(商品のラベルや包装を含む) 

2) 著作物の実演又はサービスの提供 

3) 商品の商業流通と関連する文書 

4) 商品の販売、労働の履行、サービスの提供のための提案書、並びにお知らせ、看

板、広告 

5) ドメイン名やその他のアドレッシング手段を含めたインターネット 

3. その使用の結果として混同の虞が生じる場合は、何人も個別化のために商標の登録

対象とされる商品又は同様の商品に、権利者の許可なく、その商標に類似する表示を使用す

る権利を有さない。 

ロシア連邦民法第 1515 条第 1 項は次の通り定めている。 

「1. 商標又は混同という点において商標に類似する表示を物品、物品のラベル及び包

装に違法に付す行為は、模倣行為である。」 

ロシア連邦民法第 4 項は次の通り定めている。 

「知的活動の成果又は個別化手段が表された物理的キャリアの作成、頒布その他の使

用並びに輸入、輸送又は保管が当該成果又は手段に対する排他的権利の侵害となる場合は、

そのような物理的キャリアは模倣品と見なされ、本法により別の帰結が定められていない限

りは、裁判所の決定に基づき何の補償もされることなく流通停止となり廃棄される。」 

権利者は商標の付された製品_________を輸入し、製造し、頒布し、販売の申し出し、

販売し、輸送し又は保管する権利を___________［侵害者の名称］に与えていないことから、

______［侵害者の名称］の行動は、登録証第____号の商標に対する___________社［商標権

者の名称］の排他的権利の侵害に当たる。 

ロシア連邦の現行法に準拠して、商標の違法な使用は、ロシア連邦行政違反法第 14.10

条に定める行政責任及びロシア連邦刑法第 180 条の定める刑事責任を生じさせるものであ

る。 

上記に基づき、かつ、上記の関連法の規定に従って、__________［侵害者の名称］が
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行った侵害行為を禁止し、ロシア連邦の領域にある市場への模倣品のこれ以上の流入を阻止

し、ロシア連邦の現行法に従って犯罪を行った者に裁きを受けさせるためにあらゆる措置を

講じるよう求める。 

 

同封物： 

1)商標登録証の認証謄本 

2)侵害品の写真及び領収書の写し 

3) 委任状の認証謄本［申請書の署名及び提出を代理人が行う場合］ 

 

敬具 
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第 5 節 ロシア税関による水際対策  

(1) ロシア、ベラルーシ、カザフスタン関税同盟における知的財産権対象

の水際対策制度の概要 

 ロシア、ベラルーシ、カザフスタンは、2010 年 7 月 6 日にユーラシア経済共同体(Eurasian 

Economic Community)(EurAsEC)の枠組内において関税同盟を設立した。最近では、キル

ギスタン及びタジキスタンが既に関税同盟に加盟したいと発表している。関税同盟の主要な

目的は、関税、通関手数料、経済制約の免除される共通の通関地域を創設することである。

関税同盟内では、共通関税率や商品貿易を規制するその他の共通措置が実施されている。 

 関税同盟関税法(以下、法)は 2010 年 7 月 6 日に施行された。法は、国内法により定められ

た国内機構のほか、所有者の知的財産権を保護するための特別な通関措置を定めている。さ

らに、関税同盟の加盟国は知的財産権の統一税関登録簿に関する合意(以下、合意)を採択し

た。 

 法及び合意によれば、権利者は関税同盟の全加盟国で保護されている商標／著作権を統一

税関登録簿に登録することができる。これについて、登録簿の管理は、ロシア連邦税関局が

担当する。関連諸法はすでに施行されているものの、知的財産の統一税関登録簿の実際の運

用はまだである。このため、現時点では、知的財産の統一税関登録簿への知的財産権の登録

申請は受け付けていない。 

 この登録簿の運用が始まれば、商標／著作権の登録簿への登録申請は、それぞれ関税同盟

加盟国の中央税関当局が検討することになる。差し当たりは、関税同盟の各国の税関当局が

国内規則に従って知的財産の対象を取り入れた物品の移動を管理する。 

 並行輸入の取扱いに関しては、関税同盟では共通の体制は未だに定められていない。それ

ぞれの法域がこの問題については独自に対処している。したがって、ロシアでは法律により

知的財産権の国内消尽が適用されるので、並行輸入は禁止されている。ベラルーシでも、知

的財産権の国内消尽の概念が通用している。これらの法域とは異なり、カザフスタンの法律

では、知的財産権の消尽の法理については何も定められていない。実務においては、弁護士

はカザフスタンでは知的財産権の国際的消尽の法理が有効だと考える傾向にある。 
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(2) ロシアにおける知的財産権の水際対策の概要  

 関税同盟の関税法、「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法、その他の法律に基づ

き、税関当局の模倣品に対する水際措置は、基本的に有効である。連邦法は、輸入により所

有者の権利を侵害する物品の解放の停止を認める行政手続を定めている。 

 権利者は、ロシア連邦税関局の税関知的財産登録簿への自己の商標／著作権の登録申請を行う

ことができる。申請に際しては、権利者にはとりわけ次のものの提出が求められる。 

① 知的財産権(商標／著作権)の所有者であることの証拠 

② 知的財産権の対象製品を使用(輸入)する許可を得た者(輸入者)に関する情報 

③ 税関当局による模倣品の発見・特定を可能とするに足る情報 

④ 当該品が誤って通関停止された場合の物的損害を賠償するための担保保証(secured  

warranty)(補償金) 

 税関の知的財産登録簿は連邦のもので、ロシア税関当局の全てが参照し、遵守する義務がある。

この登録簿への知的財産権(商標／著作権)の登録には、公的手数料がかからない。商標／著作権

の税関の知的財産権登録簿への法定登録期間は、最長で 2 年間である(更新可)。 

 商標／著作権を税関の知的財産登録簿に登録する際は、税関当局は当該商標／著作権の付され

た物品の輸入を監視する。侵害品が輸入された場合、税関職員は当該品の解放を 10 営業日の間

停止し、また模倣疑義物品の供試品、見本品、実物を採取し、調査し、差止められた物品の写真

を検査する機会を与えることにより、通関申告者(輸入者)、差止められた物品に関する関連情報

を提供して商標／著作権の所有権者に伝達する。理由を示す必要があるとはいえ、さらに 10 営

業日の延長が可能である。 

 税関当局に侵害の疑いのある物品の差止めを認める主な目的は、当該品の侵害にあたる性質を

権利者が確認できるようにするためで、侵害が肯定された場合には、申告者(輸入者)に対し行動

を起こすためである。権利者は法律により利用可能な各種の司法救済措置を適用して、現実に自

己の権利行使を行うことができる。 

 一般的には、具体的には該当品が模倣品(偽物)である等の侵害があった場合には、(ロシア連邦

行政違反法第 14.10 条に従って)権利者には税関当局に措置申請(請願)により税関当局に支援を

求めて、税関当局が行政手続きを提起し、侵害者を裁判所に提訴できるようにする権利が与えら

れている。行政訴訟の結果、(職権による模倣品の廃棄とともに)没収及び(ロシア国庫収入となる)

罰金に処せられる。国境での税関当局の押収の結果、権利に対して生じた損害が相当な額(商標

で約 50,000 米ドル、著作権で約 1,700 米ドル)に上る場合は、当該事案はさらに刑事訴訟を提起
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するため、警察に移管される。侵害者に対する通常の刑事訴訟の結果、侵害が認められる場合に

は、罰金、職権による模倣品の廃棄、強制労働、矯正労働といった刑罰に処されることがある。

侵害をやめさせるために権利者が取ることのできるエンフォースメントの別の方法には、民事訴

訟がある。民事訴訟の枠内で、商標／著作権の所有権者は、差止めによる救済(物品の輸入禁止)

及び損害賠償(又は法律の定める金銭による賠償)を求めることができる。 

 輸入者に対して(期間の延長がされない場合には)10 営業日以内に訴訟が提起されなければ、物

品は解放されることとなる。模倣疑義品の留置に関連する通関停止通知への不応答が続けば、そ

れは税関の知的財産登録簿から当該商標／著作権を削除する有効な法的根拠になり得る。 

「ロシア連邦における関税規則」に関する連邦法に基づき、税関には、知的財産権の対象

物の侵害に対して職権により行為する権限が与えられている。税関は、知的財産権侵害の兆

候が明らかにされ、かつ、ロシア連邦領域における権利者(又はその代理人)の情報が利用可

能となった場合には、(その対象物が税関登録簿に登録されていないものであっても)知的財

産権の対象物を含む物品を含む物品の積荷を 7 営業日の間保留する権限を有する。物品の解

放停止措置の場合は、税関当局は、遅くとも物品の解放停止措置の翌日には、権利者及び通

関申告者に対しその旨を通知する。また、税関当局は、権利者に必要な情報を請求する権限

を有する。権利者に関して税関当局に提供された情報が確認されない場合、又は権利者(若し

くはその代理人)が税関当局に対し当該決定の取消しを申し立てた場合は、その物品の解放停

止に関する決定は物品の解放停止期間の満了前に取り消される。知的財産権の対象物が税関

登録簿に登録されていない場合は、税関は 1 回限りこの対象物を含む積荷を職権により停止

することが許される。 

 税関は特許製品の検査は行わないが、特許権者が自己の特許権を侵害する特許製品がロシ

アに輸入されようとしているとの情報を有する場合は、特許権者は税関に申告することがで

き、そうした要求に対し税関は前向きに対応する場合が多い。税関は、侵害品を発見すると

特許権者にそれを通知し、特許権者は行政訴訟又は民事訴訟のいずれであろうとも、訴訟を

提起することができる。 

(3) ロシア税関の組織 

 連邦税関局(FCS)は、国の執行機関であり、ロシア連邦政府の直接の管理下にある。 

 2011 年の連邦税関局の長は、Andrey Yurievitch Belyaninov 氏である。 

 連邦税関局は、主に次の職務を担っている。 
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 税関検査 

 通関手数料の徴収 

 税関の認定通関業者登録簿の管理 

 商品名称・分類登録簿の管理と登録簿に基づく物品の分類 

 関税法令への違反の除去 

 国際ビジネスの関係者へのコンサルティング(無償) 

連邦税関局の本部には、機能別に次の 21 の局がある。 

1. 税関手続管理総局 

2. 財務会計総局 

3. 税関手続規制局 

4. 連邦税関歳入・関税規制総局 

5. 密輸規制総局 

6. 調達兵站総局 

7. 情報技術総局 

8. 関税調査総局 

9. 分析局 

10. 監査局 

11. 法務局 

12. 法整備・法律支援局 

13. 国家雇用・人事局 

14. 国家保安局 

15. 通関検査局 

16. 関税協力局 

17. 関税統計分析局 

18. 関税品目分類(Goods Nomenclature)局 

19. 貿易制限・通貨・輸出管理局 

20. 渉外事務局 

21. 業務管理局 

地域支部(8 ヵ所): 

1. 中央税関支部(CTU) 
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2. シベリア税関支部(STU) 

3. 北東税関支部(SZTU) 

4. 南税関支部(JTU) 

5. 沿ヴォルガ税関支部(PTU) 

6. ウラル税関支部(UTU) 

7. 極東税関支部(DVTU) 

8. 北コーカサス税関支部(SKTU) 

連邦税関局の地域構造は次の通り。 

 

 連邦税関局本部の住所：Russia 121087, Moscow, Novozavodskaya str., 11/5 

 連邦税関局のウェブサイト： http://www.customs.ru (http://eng.customs.ru/－英語版) 

(4) 税関 

 侵害品の輸入者に対して行政訴訟を提起し、最終的に侵害品を廃棄させるためには、知的

財産権者から税関に請願書が提出される必要がある。 

 行政訴訟が提起されると、税関は裁判所の判決が下されるまで職権により行動することが

できる。 

 ただし、発生した損害額を計算したり、模倣品と識別される特徴について専門家に伝える

など、一定の場合には知的財産権者の支援が必要とされる場合がある。 

 ロシア連邦憲法によれば、(輸入者の私有財産である)模倣品の没収・廃棄の決定を採択で

きるのは裁判所のみである。したがって、知的財産権者が当該品が模倣の性質を有するもの

http://www.customs.ru/
http://eng.customs.ru/
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であると確認し、輸入者に異議がない場合であっても、税関は裁判所に提訴しなければなら

ない。 

 裁判所抜きで輸入者が事案を解決するための選択肢は、「ロシア連邦の税関規則に関する」

法律第 39 章(関税同盟の関税法第 42 章に該当)に従って税関廃棄の手続に当該品を付し、そ

れらを任意に廃棄するというものしかない。ただし、この選択肢は、物品の差止め期間中し

か利用できない。 

(5) ロシア関税法の概要  

 一般に、ロシア税関は関税同盟の関税法(ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの間で 2009

年 11 月 27 日付の関税同盟の関税法に関する条約第 17 号の別紙として採択された)、2010

年 11 月 27 日付の「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法第 311-FZ 号並びに 2001

年 12 月 30 日付のロシア連邦行政違反法第 195-FZ 号に基づき行動する。また、税関管理の

具体的側面の規制は、連邦税関局の個別の決定により行われている。これには例えば、2011

年 3 月 25 日付の「知的財産権保護の関連措置を取るための税関措置の採択に関する」連邦

税関局決定第 626 号がある。 

 関税同盟の関税法には、税関検査についての一般規定が盛り込まれており、税関にいくつ

かの重要な権限を与えている。「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法は、より詳細

に各国毎の規則や税関の権限を定めており、ロシア連邦行政違反法は商標／著作権侵害の場

合の具体的な救済措置を定めている。 

 関税同盟の関税法第 331 条によれば、税関には侵害の疑いのある貨物の通関を停止させる

権限がある。ただし、ロシア連邦憲法第 35 条(3)によれば、何人も裁判所の決定がなければ

自己の財産を剥奪されることはできない。したがって、商標侵害の場合にはロシア連邦行政

違反法第 14.10 条により、著作権侵害の場合には同法第 7.12 条により、模倣品の没収又は廃

棄の決定を採択する権限は、裁判所のみに与えられている。 

 「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法第 305 条(2)によれば、税関による保護の

対象となる知的財産権とは、税関登録簿に登録されている著作権、著作隣接権、商標、サー

ビスマーク、原産地表示である。特許が保護対象に含まれていない理由は、税関職員にとっ

て直ちに見分けるのが容易でない技術的解決のためである。 
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(6) 税関における差押え手続  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 侵害品の差押請求に必要な書類及び認証  

 侵害品の差押え及び廃棄の請求に必要な書類は、商標／著作権が税関の知的財産物登録簿

に登録されているか否かにより異なっている。 

 基本的には、侵害品の差押え及び廃棄を請求するためには、税関に次の書類を提出する必

要がある。 

 商標権者又はその代理人からの請願書(簡易署名)－行政訴訟の提起及びそれに続く模

倣品廃棄の根拠書類として必要とされる。 

 商標権者発行の代理人の委任状(公証及びアポスティーユによる認証)– 代理人が請願

 

 
- 刑事／行政訴追 

 

- 民事訴訟の追行 

 情報 

税関による差押え 

 

民事訴訟－仮処分の申請 

 

司法手続 

公判＆判決 

執行 

- 権利者の請願 

- 税関の措置 

 - 被疑（不認定）侵害者 

- 侵害された権利 

- 被った損害 

 

- 税関支署 

- 差止めの通知 

 

- 権利者は原告として訴訟

に参加する 

 

- 差止めによる救済（輸入禁止） 

- 罰金による救済（金銭的損害賠償の認定 

通常の 

民事訴訟 

4-7 ヶ月 

 

情報 

調査 

税関による差押え 

司法手続 

公判＆判決 

執行 

- 権利者の請願 

- 税関の職権による

措置 

 
- 被疑侵害者 

- 侵害された権利 

- 被った損害 

- 違反／侵害の報告 

 
- 税関支署 

- 差止めの通知 

 
- 商標権者が裁判手続に参

加するか、又は検察官が権

利者に代わって訴訟をする

ことができる。 

 - 罰金＆罰則 

- 模倣品の没収及び

職権による廃棄 

 

通常の 

行政訴訟： 

3-6 ヶ月 

 通常の 

刑事訴訟： 

1-2 年 
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書を提出する場合に、代理人は商標／著作権の権利者に代わり行為する権限を確認し

なければならない。 

 ロシア商標登録簿／国際商標登録簿の抄本(又は公証謄本)– 商標が税関登録簿に登録

されていない場合、当該商標が実際に有効かつ執行可能であることを正式に確認する

ためこの文書が必要とされる。 

 書類は全て原本又は公証謄本のいずれかでなければならない。書類がロシア語以外の言語

で作成されている場合は、ロシア語への公証翻訳文を添付しなければならない。 

 侵害された商標／著作権が税関登録簿に記録されている場合、商標権者又はその代理人(当

該代理人が税関登録簿に記録されているものと仮定)による請願書に簡易署名して提出する

必要がある。 

以下に委任状のサンプルを示す。 

 

委任状 

 

氏名  

(以下「本人」と称す。) 

住所  

 

ここに、以下の者に対し、以下の事項につき、その権限を認める。 

 

Ivanov Ivan Ivanovich (パスポート番号 12 34 123456, 発行者 OVD-115 、発行年月

日 2011 年 11 月 11 日)及び 

 “Daisy” LLC 法 律 事 務 所 (Russia 123456 Moscow, Red Square, 1, OGRN 

XXXXXXXXXXX) 

 

以下の機関に対し、本人を代理すること。すなわち、ロシア連邦裁判所、ロシア連邦内務省

機関、ロシア連邦検察局、ロシア連邦裁判所執行局、ロシア連邦税関局、ロシア連邦反独占

庁、ロシア連邦知的財産特許商標庁、その他連邦政府機関、各地の機関、法的主体及びその

他の第三者。 
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上記の権限を認められた者は、一切の行政訴訟、民事訴訟又は刑事訴訟において、本人に代

わりいかなる法的対応措置をも履行する権限を付与される。かかる法的対応措置には、以下

に掲げる行為等が含まれる。すなわち、訴訟、反訴、請求、上訴、申立に係る書類その他こ

れらに類する性質の書類及びこれらに対する答弁書等に署名の上これを提出すること、暫定

的救済措置に係る申立書に署名の上これを提出すること、仲裁機関に事件を付託すること、

請求事項の全部又は一部につきこれが無効であると宣言し、又は訴訟の(相手方)主張を認め

ること、訴訟上の根拠又は／及び係争物を変更すること、友好的な合意又は事実に係る合意

に至ること、新事実の発見を理由として訴訟の再審理を求める申立書に署名の上これを提出

すること、裁判所の決定、判決、命令、裁定及び措置を受け入れ、またこれに異議を申し立

てること、執行命令を得ること、手数料の納付、その払い戻し／受領の要求を行うこと、訴

訟における審理に出廷すること、書類の提出及び受領を行うこと、証拠を探して提出するこ

と、公証人による証拠保全手続を行うこと、証拠調べを行うこと、司法手続において、裁判

官その他訴訟当事者に対し、異議・反論を唱えること、裁判所の決定、判決その他裁定につ

き、変更を求めること、専門家を指名し、これに異議・反論を唱えること、被告に異議・反

論を唱えること、請求を申し立て、受け入れ、拒否すること、裁判所の判決、決定、命令そ

の他裁定につき、強制執行を求めること、執行官の行為及び措置につき異議申立てを提起す

ること、回収に係る執行命令を提示し、裁定その他の財産を受け取ること、本人の商標及び

著作権の対象物につき、これを税関庁の知的財産物の登録簿に登録及び更新するために必要

な措置を講じること、認定輸入業者のリストへの変更など、税関の知的財産物の登録簿にあ

らゆる種類の変更を挿入するために必要な措置を講じること、本人に代わり損害填補保証書

に署名すること、認定輸入業者リストに署名すること、模倣品と思われる物品の解放停止措

置の申立を提出すること、模倣品と思われる物品の差止め通知を受け取ること、解放停止措

置の取られた物品の供試品、見本品及び実物を入手し、これの分析を行い、これの写真につ

き調査を行い、又はその他これの調整を行うこと、専門家による意見を書面で準備すること、

情報及び書類を要求すること、模倣品と思われる物品の押収期間につき延長を求めること、

並びにその他本人に変わってあらゆる法的行為を実施すること。 

 

本委任状は、本状により付与された権限を譲渡する権利と共に、3 年間有効とする。 

 

__________________________________ _______________ ________________________________ 
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 (署名者の役職)  (署名)  (署名者の氏名) 

  

日付: ____________________________ 署名地: ________________________________ 会社印: 

公証及び認証が必要とされる 

 

 この委任状はサンプルである。特定の委任状の発行を希望する商標権者は、委任状に以下

の表現を含める必要がある。 

 「…上記の権限を認められた者は、輸入者 (INN (TIN) 231200604729)による商標

「XXXXXXX」を付した物品の輸入に関連する一切の行政訴訟、民事訴訟又は刑事訴訟にお

いて、本人に代わりいかなる法的対応措置をも履行する権限を付与される。かかる法的対応

措置には、以下に掲げる行為等が含まれる。」 

(商標侵害の場合に)税関に提出する請願書のサンプルを以下に示す。 

宛：特定の税関 

住所：Certain city, 123456, Some str., 1. 

 

ロシア連邦行政違反法第 14.10 条に基づく行政責任に係る請願書 

 

OWNER の住所に所在する「OWNER」社は商標「XXXXXXXX」(登録番号：XXXXXX)の

所有権者である。当該商標はとりわけ、分類 XX の商品を対象としている。当該商標につき

商標登録簿の抄本を別紙 1 として同封する。 

 

(弊社は、委任状(別表 2 として同封)に基づく「OWNER」社の代理人である。) 

 

(商標「XXXXXX」は、連邦税関局の 2011 年 1 月 1 日付決定に従って税関の知的財産物登録

簿に登録されている。) 

 

特定税関の書状により、IMPORTER(INN)が総数 XXXX 点の輸入品、すなわち「物品の種

別」のロシアへの輸入申告を行ったことを知るに至った。物品の製造者は、

MANUFACTURER と表示されており、荷送人は CONSIGNOR と表示されている。 
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一方、上記の物品は、次の理由から模倣品である。 

- 輸入品に付された表示が商標「TRADEMARK」第 XXXXXXXX 号と混同を生じるほど

類似している。 

- OWNER は IMPORTER にも MANUFACTURER にも物品に商標を使用する権利を与

えていない。 

- OWNER と MANUFACTURER 又は IMPORTER との間には何の契約も締結されてい

ない。 

- (その他模倣品の特徴を明記する。) 

 

ロシア連邦民法第 1484 条第 3 項によれば、混同の虞を生じる場合は、商標権者の許諾なく

商標登録の対象である物品と類似する物品に、混同を生じるほど類似する名称の商標を使用

することはできない。 

ロシア連邦民法第 1477 条第 1 項によれば、商標に対する排他的権利はロシアで保護の対象

となっている。 

 

ロシア連邦民法第 1229 条第 1 項によれば、商標の使用につき、第三者に許可又は禁止を行

うことができるのは商標権者(排他的権利の所有権者)のみである。商標の使用禁止がされて

いないからといって、許可されていることにはならない。商標権者の許諾なく商標を使用す

る行為は違法であり、罰せられる。 

 

ロシア連邦民法第 1515 条第 1 項によれば、違法に商標又は混同を生じるほど類似する名称

の付された物品、包装及びラベルは模倣品である。したがって、IMPORTER の輸入した商

標 XXXXX の付された物品は模倣品である。 

 

ロシア連邦行政違反法第 14.10 条は、類似商品への登録商標の違法な使用に対する行政責任

を規定している。 

 

以上を考慮し、またロシア連邦民法第 1559 条、第 1229 条、第 1484 条並びにロシア連邦行

政違反法  第 14.10 条にしたがって、IMPORTER に行政責任を負わせるために必要なあ
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らゆる措置を講じるよう要請する。 

署名 

役職 

日付 

著作権侵害に関連する請願書は法律の別の条に基づき作成されるため、そのサンプルは尐し

異なるものとなる。 

(8) 税関における登録制度  

 ロシア税関の知的財産登録簿に商標／著作権の登録を行うためには、権利者(その代理人)

は登録申請を行わなければならない。申請書では、一又は複数の知的財産権を指定し、次の

基本情報／文書を添付することができる。 

 委任状(正式認証及びアポスティーユによる認証) 

 国家商事登録簿からの商標権者の事業者証の抄本又は法人設立認可証(正式認証及び

アポスティーユによる認証) 

 損害填補保証書(正式認証及びアポスティーユによる認証) 

 ロシア商標登録証／国際商標登録証のそれぞれの簡易(スキャンした)コピー 

 WIPO 発行の国際商標登録原簿の原本(original extract) 

 著作権を確認する文書(登録証、寄託証) 

 税関登録を求める、商標を付した／著作権のある物品の正確なリスト 

 Rospatent に登録されたライセンス契約の簡易(スキャンされた)コピー(ある場合) 

 Rospatent に登録された譲渡捺印証書の簡易(スキャンされた)コピー(ある場合) 

 販売代理店契約の簡易(スキャンされた)コピー(ある場合) 

 (職務著作物の場合)雇用契約の簡易(スキャンされた)コピー 

 著作権の譲渡を確認する合意書の簡易(スキャンした)コピー 

 すべての認定(及び既知の非認定)輸入業者／通関申告者及びそれぞれの納税者番号

(ロシアの「INN」)のリスト 

 税関の知的財産登録簿への認定輸入業者／通関申告者の登録の許諾書(公証・アポステ

ィーユによる認証 

 すべての認定(及び既知の非認定)輸出業者／荷主のリスト 

 すべての認定(及び既知の非認定)製造業者／生産業者のリスト 
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 真正品(及び判明している場合は模倣品)の通関手続を行う主な税関支署 

 模倣品を識別する主な特徴 

 真正品を識別する主な特徴 

 真正品(及び模倣品)の写真、実物、及び又は見本品(ある場合) 

 真正品(及び模倣品)に使用されているラベル、タグ、ステッカー(ある場合) 

 商標権者／著作権者は、自己の裁量により、水際対策及び差止めのために重要かつ不可欠

と実際に考える措置の申請書にその他関連する情報及び／又は文書を追加し、添付すること

ができる。税関は、これを快く受理する。 

 ロシア連邦税関局に申請書が提出されると、担当審査官はこれを同封されている文書と共

に審査し、30 営業日以内に書面により登録を認める(拒絶する)旨の決定を申請者に通知しな

ければならない。この通知期間は、追加文書又は情報が必要とされる場合は、2 ヶ月まで延

長することができる。ロシア連邦税関局の決定により登録が認められる場合、商標権者／著

作権者に適宜通知し、(1 ヶ月以内に)物的損害の賠償義務(損害填補保証書)の保険金(契約)を

提出するよう求める。この保険証書によって、尐なくとも 500,000 ルーブル(約 16,700 ドル)

の責任が担保されなければならない。したがって、申請からロシア連邦税関局の最終決定(税

関の登録手続が完了する)までは一般に 2～3 ヶ月ほどかかる。対象となる商標／著作権が適

切に税関の知的財産登録簿に登録されると、ロシア連邦の領域にあるすべての税関当局はこ

の記録を参照しなければならない。 

(9) 税関における通関停止の保証としての保証証書及び／又は担保証書  

 ロシアの法律では、税関の知的財産登録簿への商標又は著作権の登録について公定手数料

はかからないと定められている。登録簿への商標／著作権の登録手続において権利者が納付

する手数料は、賠償責任保険契約の保険料と弁護士(代理人)費用のみである。賠償責任保険

契約は、税関の知的財産登録簿に商標／著作権を登録するために必要な書類の一つとして、

ロシア連邦税関局に提出する。保険料の金額は保険会社が計算し、通常は保険対象物の金額、

登録対象となる商標／著作権の件数、対象となる商標／著作権につき保護すべき物品／著作

物に応じて決まる。 

 訴訟費用は、裁判費用と弁護士(代理人)費用から成る。具体的には、行政訴訟／刑事訴訟

では、権利者には裁判費用が生じないが、民事訴訟の枠内で行われる法的措置には公定手数

料が課される。この金額は措置の費用に応じて異なり、ロシア租税法に従って算定する。 
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(10) 差押え手続における権利者及び通関申告者への情報の開示 

 ロシア連邦税関規則に関する法律第 308 条(3)によれば、権利者は解放停止の決定が出され

た物品に関する情報を税関当局から入手し、当該物品のサンプル及び実物を得ることができ

る。税関の行政手続きを支援するために採択された連邦税関局命令第 626 号は、物品の解放

停止に関する通知(停止通知)には次の情報を含めると定めている。  

＜通関申告者に対して＞ 

 通関申告番号 

 解放停止の決定が出された物品の説明(商標に関する情報を含む) 

 問題の物品が模倣品とされる特徴 

 通関停止の期間 

 権利者(その代理人)の氏名・名称及び住所 

＜権利者(その代理人)に対して＞ 

 当該物品の解放停止の決定を出した税関当局の部署に関する住所、電話番号、ファッ

クス番号、電子メールなどの情報 

 通関申告者(輸入業者)氏名・名称及び住所 

 解放停止の対象となった物品のある場所 

 解放停止の決定が出された物品の説明(商標に関する情報を含む。) 

 問題の物品が模倣品とされる特徴 

 決定の出された日 

 通関停止の期間 

通関停止品の関連画像を通知に添付することができる。 

(11) 税関が没収した模倣品の倉庫保管費用及び廃棄費用の負担 

 連邦税関局の「知的財産権の保護に関連する措置の税関手続の採択に関する」規則第 13

条によれば、模倣品と疑われる通関停止品は税関の保税倉庫に置かれる。 

 「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法第 128 条第 1 項第 3 号によれば、当該品

の保管につき関税が課される。 

 同連邦法第 114 条第 6 項によれば、関税の支払いは通関申告者が負担する。 

ただし、関税同盟の関税法第 331 条(5)は、知的財産権者の権利の侵害が証明されなかった場

合の、通関申告者が被った損害(納付済みの関税を含む)を賠償する知的財産権者の義務を定
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めている。 

 ロシア連邦民法第 1252(4)条によれば、裁判所は模倣品などの知的財産権を侵害している

と判断した製品をいかなる種類の賠償もなく、商流から外し破棄する命令権限を有する。破

棄費用は国家費用で負担されなければならない。 

(12) 税関との頻繁な連絡及び必要な情報の提供の推奨 

 税関との連絡は重要であり、税関に完全かつ実際の情報を提供する必要があることを強調

しなければならない。 

 税関の登録簿への知的財産権の登録により税関に提供する情報が多い(すなわち、認定及び

非認定の輸入業者／製造業者、知られている模倣品の輸入ルートなど)ほど、模倣品を発見し、

通関停止にする可能性は高まる。「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法第 306 条

(11)によれば、知的財産権者は税関登録簿への知的財産権の登録に際して提供した情報の一

切の変更又は更新(すなわち、自己又はその代理人の住所への変更)につき税関に通知するこ

とが義務づけられる。 

 「ロシア連邦における税関規則に関する」連邦法第 307 条(4)4 号のため、税関との連絡も

重要である。同条は、知的財産権者が自己の知的財産権につき疑われる侵害に関連して税関

の請求に応答できない場合は、税関は税関の登録簿から当該知的財産権を削除することがで

きると定めている。 

 また、知的財産権者の請願に基づき輸入業者に対する行政訴訟が提起される場合は、税関

は知的財産権者から追加的な情報の提供による支援を得る必要が生じる。この支援が提供さ

れない場合、税関は侵害の事実を証明できず、訴訟が取り下げられることになり、模倣品は

輸入業者に返却され、国内市場に流通されることになる。 

 これに加えて、税関の請求に応答するほか、例えば、知的財産権者が自己の権利を侵害す

る可能性のある委託販売品が流入することに気づいている場合は、税関に直接申告すること

ができる。この場合に、税関に請願を行うことができ、税関にはこの検討が義務づけられる。 

(13) 通関停止の関連機関及び専門機関  

通関停止を専門的に行う組織は税関のみである。 

＜税関の地域支部の連絡先(電子メールアドレス)＞ 

① 中央税関支部: ots–geg@mtu.customs.ru 

② シベリア税関支部: stu–kl@stu.zsttk.ru 

mailto:ots–geg@mtu.customs.ru
mailto:stu–kl@stu.zsttk.ru
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③ 北東税関支部: kontact_sztu@mail.customs.ru 

④ 南税関支部: jtu_kontakt@mail.customs.ru 

⑤ 沿ヴォルガ税関支部: ptu_contact@ptu.volga.customs.ru 

⑥ ウラル税関支部: MTS@ural.customs.ru 

⑦ 極東税関支部: dvtu@dvtu.vladivostok.ru 

⑧ 北コーカサス税関支部: ssbsktu@mail.ru 

 

 税関は物品の製造業者に関する捜査は行わないが、警察(内務省)など、その捜査権限を有

する国家機関がある。知的財産権者は自己の知的財産権の侵害を訴える請願を警察に行うこ

とができ、警察はその請願に記載された情報を確認する。 

警察連絡先: 

 ウェブサイト：http://mvd.ru/ (http://eng.mvdrf.ru/ - 英語版) 

 電話番号: (495) 667-72-64 

 住所: Russia, Moscow, Sadovo-Sukharevskaya str., 11 

 また、いくつかの調査会社や民間調査官も存在し、特許弁護士や商標弁護士と協力して、

依頼人に代わり必要な情報を集めてくれる。 

(14) 隣接諸国からの模倣品の流入を阻止する効果的な方法 

 中国などの隣接諸国からロシアへの模倣品の流入を阻止する上で、次の方法(措置)が効果

的であると言える。 

 ① 関税同盟のすべての加盟国(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン)の特許庁への商標登録 

 ② 関税同盟のすべての加盟国(ロシア、ベラルーシ、カザフスタン)の税関の知的財産登録 

簿への商標登録 

 ③ (実際の運用開始後)統一税関登録簿への商標登録 

 ④ 関連法域において侵害が行われた場合の商標権の行使 

(15) 税関における模倣品差押えの通告の事例  

 2011 年 4 月、「O’KEY-Logistics」 LLC はディズニーキャラクター(商標として登録済み)

の付されたシャボン玉作成キットの模倣品 33,120 点をロシアに輸入しようとした。ディズ

ニーエンタープライズ社の代理人の申立てにより、税関は委託販売品の通関を停止して行政

訴訟を提起し、その後サンクトペテルブルク・レニングラード地方商事(仲裁)裁判所に提訴

mailto:kontact_sztu@mail.customs.ru
mailto:jtu_kontakt@mail.customs.ru
mailto:ptu_contact@ptu.volga.customs.ru
mailto:MTS@ural.customs.ru
mailto:dvtu@dvtu.vladivostok.ru
mailto:ssbsktu@mail.ru
http://mvd.ru/
http://eng.mvdrf.ru/
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した。2011 年 9 月 20 日、裁判所は、輸入業者に罰金を課し、模倣品を没収する判決を採択

した(http://pravo.ru/news/view/61249/)。 

 2010 年 5 月、「CAPO Duty free」非公開株式会社は「BOLCHOJ VODKA」「BOLCHOJ 

CURRANT」「BOLCHOJ LEMON」の名称のウォッカ 1,728 瓶を輸入した。「BOLSHOI」

商標の権利者のロシア国立アカデミー・ボリショイ劇場は、商標侵害を申し立てる請願を税

関に提出し、当該品の廃棄を求めた。この請願の結果、第 13 商事(仲裁)控訴裁判所は輸入業

者に罰金を課し、模倣品を没収する判決を出した。このウォッカの委託販売はその後ロシア

では行われなくなった。 

(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8507210/Bolshoi-Theatre-wi

ns-battle-against-drinks-company.html). 

(16) 税関差押えの抑止効果  

 水際対策、差押え、エンフォースメント及び税関の知的財産登録簿は、ロシアにおける模

倣品及び並行輸入品対策において非常に効率的かつ実行可能な機構だと考えられている。水

際対策及び差押えは、権利者が侵害に対して適切な法的救済措置を利用する有効な機会を与

えるものであるため、非常に信頼できることが実証されている。これらの措置は実際に抑止

効果があり、このことは輸入業者から予定している輸入業務が合法であるかを知りたいと多

数の問い合わせがあることからも実感することができる。 

 

http://pravo.ru/news/view/61249/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8507210/Bolshoi-Theatre-wins-battle-against-drinks-company.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/8507210/Bolshoi-Theatre-wins-battle-against-drinks-company.html
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第 6 節  知的財産権侵害に対する刑事訴訟  

(1) 刑事訴訟 

主な根拠法となる刑法は次の通り。 

 1993 年 12 月 12 日のロシア連邦憲法 

 1996 年 6 月 13 日のロシア連邦刑法第 63-FZ 号 

 2001 年 12 月 18 日のロシア連邦刑事訴訟法第 174-FZ 号 

 1997 年 1 月 8 日のロシア連邦刑事執行法第 1-FZ 号 

 2011 年 2 月 7 日の「警察に関する」法第 3-FZ 号 

 1995 年 8 月 12 日の「捜査活動に関する」法第 144-FZ 号 

 「ロシア連邦における司法制度に関する」1996 年 12 月 31 日のロシア連邦憲法的法 

律第 1-FKZ 号 

 1992 年 6 月 26 日の「ロシア連邦における裁判官の地位に関する」法第 3132-1 号 

 ロシアの法令、その中でも特に刑法は、知的財産権(著作権、特許、商標)の侵害に対する

刑事責任を定めている。ロシア法では、法人ではなく個人(例えば、ゼネラルマネージャ)の

刑事責任につき定めている点に留意する必要がある。 

 一般に権利者が犯罪に関して警察又は検察に告訴を提出し、これに基づき刑事訴訟が提起

される。ただし、自首や別の情報源からの犯罪の実行や計画に関する連絡を受けて、刑事訴

訟を提起することもできる(ロシア連邦刑事訴訟法第 140 条)。 

 警察に申立てを行い、捜査を進めてもらうためには、侵害の証拠や侵害に関する確実な情

報(侵害が行われた場所(例えば、店)や侵害者の氏名など)がなければならない。さらに申立書

のほか、次の書類や資料を提出しなければならない。 

  権利証の謄本(例、特許登録証又は商標登録証) 

  侵害の証拠 

  委任状 

 申立書には、権利者又はその法定代理人が署名してもよい。こうした申立書には、権利者

から発行された委任状により、現地の弁護士が署名し、これを提出するのが一般的である。 

 申立書を提出すると、それぞれの法執行機関はその記載事実の確認を行い、摘発(レイド)、

捜査、尋問など必要な手続措置を実施する。集めた書類や情報に基づき、警察(又は検察)は

被疑侵害者に対して刑事訴訟又は行政訴訟を提起する理由があるか否かを判断する。 
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 刑事訴訟が提起される場合、捜査官は侵害者の特定に必要な措置を行う。このほか、この

段階では犯罪の知識が求められる。侵害行為が確認され、犯罪の特徴を全て備えている場合、

捜査官は立件する決定を出し、これを、承認を得るため及び裁判所に提出のため、公訴官に

送る。 

 刑事訴訟手続の枠組みでは、被害者には損害賠償を請求するために民事訴訟を提起する権

利がある。それぞれの民事訴訟は、刑事訴訟の提起後、第一審裁判所における審理手続きが

完了するまで提起することができる(ロシア連邦刑事訴訟法第 44 条)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一審裁判所が刑事訴訟の大半を審理している。訴訟の審理は、次の者で構成する裁判所

が行うことができる。①裁判官１名と裁判官補 2 名、②裁判官 3 名、③陪審、又は④単独裁

判官。犯罪者が重大犯罪(悪意ある殺人、反逆罪、テロ行為又は正義に対する犯罪)で告訴さ

れた場合には、陪審員は犯罪者の判断で公判に参加することができる。陪審員は、事実の問

題のみにつき判断し、適用される法律や判決については判断しない。裁判所は、特別室(協議

室)へと退室した後に判決を言い渡す。 

基本的に、刑事訴訟手続は、次の段階から構成されている。 

① 刑事訴訟手続の開始 

② 予備捜査 

③ 検察官が起訴の決定を承認 

第三審 

連邦最高裁判所 

第二審 

共和国最高裁判所、州級裁

判所、モスクワ市裁判所、

サンクトペテルブルク市

裁判所 

第一審 

地区裁判所、治安判事 
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④ 裁判所に提訴 

⑤ 審問の予定 

⑥ 裁判所の審理 

⑦ 判決 

⑧ 控訴 

⑨ 判決の執行 

⑩ 監督審による審理 

⑪ 事情の新規発見により、新たに訴訟を提起 

 ロシア連邦憲法第 49 条によれば、犯罪により告訴された者はいかなる者も連邦法により

定められた規則に基づき有罪が立証され、確定した裁判所の判決により確認されるまでは、

無罪であるとみなされる。さらに、被告人は自身の無罪を立証する義務はなく、ある者の有

罪につき取り除けない疑念があるときは、被告人に有益となるように解釈される。同様の規

則はロシア連邦刑事訴訟法第 14 条で想定されている。 

 まだ確定していない判決に対しては、当事者は控訴又は破毀を申し立てることができる。

当事者は判決を言い渡された日から 10 日以内に第 1 審裁判所の判決その他の決定に対し不

服及び陳情を申立てることができる。勾留されている被告人は、判決文の写しを受領した日

から 10 日以内にこの申立てを行うことができる。正当な理由があって裁判所の判決に異議

を唱える期間を逃してしまった場合は、申立又は陳述を提出する権利を有する者は、異議の

対象となる判決又はその他決定を下した裁判所に対し請願を行い、逃した期間の回復を求め

ることができる。この機関の回復を求める請願は、対応する刑事訴訟手続の担当裁判官の法

廷において検討される。裁判官が逃した期限の回復を拒絶する場合、これに対して上級審に

上訴することができる(ロシア連邦刑事訴訟法第 357 条)。 

 上訴又は破毀手続において刑事訴訟が審理される場合、裁判所は判決その他の裁判所の決

定の適法性、有効性及び正当性を確認する。この確認は控訴の対象となった部分に限定して

行われ、また不服又は陳述の申立てに関わる罪人についてのみ行う。破毀手続における刑事

訴訟の審理過程では、裁判所には罪人の処罰を軽減したり、より罪が軽い犯罪に対する刑事

規定を適用したりする権限を与えられている(刑事訴訟法第 360 条)。 

 判決の取消又は変更が認められる破毀の理由には、次のものがある。 

① 第一審又は控訴審により立証された、判決中の刑事訴訟の事実に関して説明された裁判 

所の決定に矛盾があること 
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② 刑事訴訟法への違反があること 

③ 刑法が誤って適用されていること 

④ 不当な判決であること(ロシア連邦刑事訴訟法第 379 条) 

(2) 刑事制裁 

a) 発明及び特許権の侵害に対する刑事責任 

 発明、実用新案、意匠の違法な使用は、侵害により生じた損害が「重大」である場合には、

ロシア連邦刑法第 147 条の想定する刑事責任を問われることがある。同条は次の制裁措置を

規定している。 

 200,000ルーブル(約 7,000米ドル)以下又は侵害者の 18ヶ月分の給与額若しくはその

他の形態の所得額の罰金 

 180～240 時間の強制労働 

 2 年以下の自由剥奪 

 侵害活動がたまたま共謀の結果として行われたか又は侵害者の組織により実行された場合

は、罰金額は 100,000～300,000 ルーブルまで(約 3,300～10,000 米ドル)か、侵害者の 1～2

年分の給与額又はその他の所得額となり、一方当該犯罪に対する自由剥奪の期間は 5 年以下

となる。 

b) 著作権及び著作隣接権の侵害に対する刑事責任 

 著作権及び著作隣接権の侵害は、侵害により生じた損害が「重大」である場合には、ロシ

ア連邦刑法第 146 条の想定する刑事責任を問われることがある。同条は次の制裁措置を規定

している。 

① 盗用の場合(刑法第 146 条(1))は次のいずれか。 

 200,000ルーブル(約 7,000米ドル)以下又は侵害者の 18ヶ月分の給与額若しくはその

他の形態の所得額の罰金 

 3～6 ヶ月間の拘留 

② 著作権又は著作隣接権の対象の違法な使用、頒布を目的としての著作権を侵害する著作 

物及びレコード(録音物)の見本品の取得、保存、輸送の場合は、次のいずれか(刑法第 

146 条(2)) 

 200,000 ルーブル(約 7000 米ドル)以下又は侵害者の 18 ヶ月分以下の給与その他所得
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の金額の罰金 

 180～240 時間の強制労働 

 2 年以下の自由剥奪 

 これと同じ違法な活動が a)侵害者の組織により、b)特に重大な規模で、又は c)その職権を

利用する者により行われた場合(刑法第 146 条(3)は、次の通り。 

 6年以下の自由剥奪刑及び 500,000ルーブル(約 17,000米ドル)以下の罰金刑又は侵害

者の 3 年分の給与額又はその他所得額の罰金刑 

 刑法第 146 条に定める活動は、著作物や録音物の見本品の取得費用又は著作権や著作隣接

権の対象の使用権の費用が 50,000 ルーブル(約 1,700 米ドル)を超えるときは重大な規模で、

250,000 ルーブル(約 8,000 米ドル)を超えるときは、特に重大な規模で行われているものと見

なす。 

c) 商標の違法な使用に対する刑事責任 

 商標又は物品の原産地名称の違法な使用は、侵害により生じた損害が「重大であり」又は

反復されるものである場合は、ロシア連邦刑法第 180 条の想定する刑事責任を問われること

がある。同条は次の制裁措置を定めている。 

 200,000 ルーブル(約 7000 米ドル)以下又は侵害者の 18 ヶ月分以下の給与その他所得

の額の罰金 

 180～240 時間の強制労働 

 2 年以下の矯正労働 

 そうした活動がたまたま共謀の結果として又は侵害者の組織が実行して行われるに至った

場合は、次のいずれかの制裁措置が課される。 

 500,000～1,000,000 ルーブル(約 17,000～33,000 米ドル)までの罰金又は侵害者の 3

～5 年分の給与その他所得の金額の罰金 

 6年以下の自由剥奪刑及び 500,000ルーブル(約 17,000米ドル)以下の罰金又は侵害者

の 3 年以下の給与その他所得の金額の罰金 
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権利者 

侵害の発見 

申立て 

 

起訴の決定 

裁判所 

証拠収集 

 

刑事訴訟 行政訴訟 

却下の決定 

予備調査 

 

行政違反報告 

検察 

刑事訴訟の提起 

有罪 

刑事訴訟の棄却の

決定 無罪 

刑事捜査官への

差し戻し 
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第 7 節  ADR(裁判外紛争解決手続 ) 

(1) ロシアにおける知的財産紛争での ADR の利用可能性 

 これまで知的財産事項に関連する訴訟の大半が国家商事(仲裁)裁判所又は普通裁判所(知的

財産事項における国家裁判所の権限の詳細については、上記の本章第 3 節を参照のこと)で審

理され、解決されている。また当事者が裁判外紛争解決手続(以下、ADR)の利用を選択する

ケースは非常に尐ないが、ロシアにおいて紛争当事者は調停や仲裁の形式で ADR を利用す

ることもできる。 

 当事者がこれまで知的財産関連の紛争を ADR に付託しようとしない主な理由としては、

知的財産分野の事件が相対的に尐ないことや最近になって採択された新法の運用に一貫性が

ないこと(ロシア連邦民法の知的財産事項を規制する第 IV 部は 2008 年に施行されたばかり

である)、知的財産事項、仲裁裁判所の運営、国際商慣行の知識を持ち、これを深く理解して

いるその分野の経験豊富な実務家が不足していることが挙げられるだろう。その一方、ここ

数年でこの状況は改善されつつある。 

 最近までは、仲裁裁判所の判決に基づき権利をさらに国家登録する可能性のある事案を仲

裁裁判所に提出することには別の重要な問題があった。この問題は主として国家登録の必要

な不動産を巡る紛争に関して生じたものであるが、国家登録の必要な紛争を仲裁裁判所に移

管することができないとするアプローチが知的財産物についても適用されるかもしれないと

考えられる(例．登録された商標譲渡契約の無効性及び関連する移転の国家商標登録簿への記

録を無効とする必要性を巡る紛争が関連してくるかもしれない)。 

 2011 年 5 月、ロシア連邦憲法裁判所は 2011 年 5 月 26 日付のロシア連邦憲法裁判所の決

定第 10-П 号において画期的な判決を下した。この判決の中で、権利の登録を巡る紛争は仲

裁裁判所に付託し、仲裁裁定に基づき不動産の権利登録を行うことができることが明確に述

べられた。この判決が知的財産分野における裁判外紛争解決手続の状況にも前向きな影響を

及ぼすことが望まれる。 

 また、2011 年 1 月 1 日をもって、2010 年 7 月 27 日付の「仲介人の参加する裁判外紛争

解決手続に関する(調停手続)」連邦法第 193-FZ 号が施行され、法律に調停手続が取り入れら

れた。調停はまだ目新しいものであり、ADR の類型として普及しているものではない。 

(2) ロシアにおける ADR システムの役割 

 民法第 11 条(1)によれば、侵害又は異議の対象となった権利の保護は一般的管轄権を有す
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る裁判所、国家商事(仲裁)裁判所又は商事(仲裁)裁判所の手続規則により定められた権限に基

づき行うことができる。ロシアにおける仲裁は、ロシアの法人間の紛争を解決する国内仲裁

裁判所又は特定の外国要素を有する紛争が付託される国際商事仲裁機関という形態で存在し、

いずれも常設又は特別に設置されるものとなっている。 

 1993 年 7 月 7 日付の(改正)「国際商事仲裁に関する」ロシア連邦法第 5338-1 号第 1 条(2)

に基づき、個別の仲裁契約の履行又はその他の契約に仲裁条項を盛り込むことにより、紛争

当事者には次の場合に紛争が国際商事仲裁機関で検討されるよう付託する権限が与えられて

いる。(i)紛争が国際取引の過程で発生する契約その他民事上の関係又はその他の国際取引関

係に関連し、当事者である法人の尐なくとも一方が外国に所在する場合、並びに(ii)ロシア連

邦の領域において設立された外国の投資を受けた事業体と国際協会・組織の双方間、加盟者

間の紛争又はロシア連邦の法律に基づくその他の法主体との紛争である場合。国際商事仲裁

に関するロシア法は、1985 年の UNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)国際商事仲裁モ

デル法を基礎とし、その規定の大半を文字通り繰り返すものである。 

 国際商事仲裁法には、2 つの常設仲裁機関の設置に関する規則が盛り込まれており、これ

らは ①国際商事仲裁裁判所(以下、ICAC)と②海事仲裁委員会(MAC)で、いずれもロシア連

邦商工会議所に設置されている。 

 2005 年 10 月 18 日付の ICAC 規則第 2 条第 1 項に従って、仲裁のため ICAC に付託する

ことのできる紛争を生じる民法上の関係には、特に科学技術交流、その他知的産物の交換、

産業他プロジェクトの建設、ライセンシング業務などがある。従って、ICAC には法律の前

提条件が充足される知的財産事項に関連する紛争を扱う権限がある。 

 ただし、知的財産事項に関する紛争のうち、仲裁裁判所による解決に付することができる

のは私法上の紛争のみであると言わねばならない。例えば、Rospatent による特許付与や商

標登録の拒絶への審判請求、Rospatent の特許紛争審判室の決定に関する上訴、その他類似

案件に関するものなど、Rospatent との公法上の紛争は仲裁裁判所による解決に付すことは

できない。このことは、他の一定の場合、Rospatent が紛争に参加する場合や移転やライセ

ンスについて州登録簿に登録が必要な知的財産物に関連する紛争などにも当てはまる。 

 ロシアの国際商事仲裁機関は、知的財産事項に関連する紛争の解決についてはほとんど実

践したことがない。2010 年を例に挙げれば、ICAC は 299 件の紛争を解決し、そのうち国際

的な物品の販売に関連するものが 150 件(50.2％)、サービス提供及び労働の履行の契約に関

連するものが 33 件(11%)、建設請負契約に関連するもの 49 件(16.4%)、それ以外が知的財産
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とは無関係の事項のものであった。 

(3) ADR 機関の名称、住所、電話番号、URL 

名称：International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and 

Industry of the Russian Federation(ロシア連邦商工会議所国際商事仲裁裁判所) 

直接の申立提出先：5/2, Iliyinka, Moscow, Russia; 

郵送先： 109012, Moscow, Iliyinka 6; 

Tel： +7(495) 620-00-07 

Fax： +7(495) 620-01-53 

E-mail： mkas_arbitration@tpprf.ru 

ウェブサイト(英語版)： http://www.tpprf-mkac.ru/en 

mailto:mkas_arbitration@tpprf.ru
http://www.tpprf-mkac.ru/en
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第 8 節 詐称通用  

 ロシアの法律には、コモンロー諸国(ロシアは該当しない)で用いられている「詐称通用」

という用語の法律上の定義は規定されていない。コモンロー諸国の法域では、詐称通用の法

理により、営業権(のれん)を損ねる不当表示から未登録商標権や会社の営業権(のれん)が保護

される。 

 基本的に、ロシアの知的財産法は、従来型の知的財産物(商標、特許等)に対する権利の違

法な使用や不正取得に関連した不正競争を防止する有効な措置を講じている。しかし、競争

保護法は、パリ条約の規則や要件に完全に対応する不正競争行為は認められないと定めてい

る。この関連で、商標又は著作権法により対象が保護されていない場合であっても、不正競

争に対処することはできる。 

 例えば、2011 年 4 月に、反独占庁は、「FINKA」という名称のウォッカの製造業者

「Rus-Alco」LLC が、ウォッカに非常に似通った「ALASKA」というラベルを使用してい

た「Absolut」LLC を訴えた事案を検討した。「FINKA」ウォッカのラベルは商標として登

録されていなかったが、反独占庁は当該の類似ラベルの使用が製品の実際の生産者に関して

消費者を誤認させる虞があると判断した。 

 「営業権(のれん)」に関しては、法律に定める法人のその他価値ある資産の一つとして、

営業権は記載されていない。しかし、法律では、法人の営業上の信用の保護が規定されてい

る。ロシア連邦民法第 152 条によれば、会社には、自社の営業上の信用を損ねる情報が事実

に即するものであることをその情報を広めた者が立証しない限りは、裁判所を介してこれに

異議を唱える訴えを提起する権利がある。法人の営業上の信用を損ねる情報をマスメディア

が広めた場合は、同じマスメディアがそれを否定しなければならない。当該の情報がある組

織の発行した文書に記載される場合は、当該の文書は交換又は回収されなければならない。

その他の場合には、反論の手続きは裁判所により決定される。 
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＜付録＞ 

(1) 「競争保護に関する」ロシア連邦法 (抜粋 ) 

「競争の保護に関する」ロシア連邦法 

2006年7月26日付、法律第135-FZ号 

第1章 総則 

第4条 本連邦法で用いられる基本的定義 

本連邦法では、以下の基本的定義を使用する。 

9) 「不正競争」とは、事業活動を行いつつ利益を得ることを目的とする経済的主体(人の 

 集団)の行為であって、ロシア連邦法令、取引慣行、並びに社会性、合理性及び公平性の 

 要件に反し、他の経済的主体－競合者に損失を与えたか、与える可能性があり、又はその 

事業上の名声を損なったか、損なう可能のあるものをいう。 

第2章 独占行為 不正競争 

第14条 不正競争の禁止 

1. 次に掲げるものなど、不正競争は許されない。 

1) 虚偽の、不正確な、又は歪曲された情報の流布であって、経済的主体に損失を与え得る 

もの又はその事業上の名声を損ね得るもの 

2) 製造の性質、方法及び場所、消費者の特徴、商品の品質及び数量、又はその製造者に関 

する不正表示 

3) ある経済的主体が製造又は販売する商品の、他の経済的主体が製造又は販売する商品と 

の、当該経済的主体による不正確な比較 

4) 知的活動の成果の不正使用が存在し、かかる不正使用が法人の個別化手段、並びに製品、 

作品及びサービスの個別化手段に等しい場合の、商品の販売、交換又はその他の流通方法 

5) 企業秘密、公職秘密、又は他の法による保護の対象となっている秘密を構成する情報の 

不正な受領、使用及び開示 

2. 法人の個別化手段並びに製品、作品及びサービスの個別化手段に関する独占権の取得及 

び使用に関係する不正競争は許されない。 

3. 商標の独占権の取得及び使用に関する本条第2項の規定の違反に関する連邦独占禁止機 

関の決定は、利害関係者が、当該商標につき認められた法的保護の無効を承認するため、 
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「競争の保護に関する」ロシア連邦法 

2006年7月26日付、法律第135-FZ号 

知的財産を所管する連邦執行機関に送付する。 
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(2) ロシア連邦行政違反法 (抜粋 ) 

ロシア連邦行政違反法 

2001 年 12 月 30 日付、法律第 195-FZ 号 

第 7 条 第 12 項 著作権及び著作隣接権、並びに発明及び特許権の侵害 

1. 本法第14条第33項第2号に規定する場合を除き、著作物若しくはレコードの複製物が著作権 

 及び隣接権に関するロシア連邦法に基づき偽造された場合、又は著作物若しくはレコードの複 

製物の製造者、その製造の場所、若しくは著作権及び隣接権の保有者に関して当該の複製物に

表示された情報が虚偽のものである場合に、所得を得る目的での著作物又はレコードの複製物

の輸入、販売、貸出、又はその他の不正使用、及び所得を得る目的での著作権及び隣接権のそ

の他の侵害は、次の通り処すものとする。 

民間人に対しては、1,500から2,000ルーブルの過料と著作物及びレコードの海賊版、海賊版 

の作成に使用された素材及び機器、並びに行政違反を行うために使用されたその他の器具の没 

収。公務員に対しては、10,000から20,000ルーブルの過料と著作物及びレコードの海賊版、複 

製に使用された材料及び機器、並びに行政違反を行うために使用されたその他の器具の没収。 

法人に対しては、30,000から40,000ルーブルの過料と著作物及びレコードの海賊版、海賊版の 

作成に使用された素材及び機器、並びに行政違反を行うために使用されたその他の器具の没 

収。 

2. 本法第14条第33項第2号に規定する場合を除き、発明、実用新案若しくは意匠の不正使用、 

発明、実用新案若しくは意匠に関する情報の公開前に著作者若しくは出願人の承諾を得ずに行 

われる発明、実用新案若しくは意匠の本質的部分の開示、又は発明者の剽窃及び共同発明者の 

強要は、次の通り処すものとする。 

民間人に対しては、1,500から2,000ルーブルの過料。公務員に対しては、10,000から20,000 

ルーブルの過料。法人に対しては、30,000から40,000ルーブルの過料。 

第 7 条 第 28 項 外国における産業財産の対象への所定の特許取得手続に対する違反 

外国における産業財産の対象への所定の特許取得手続に対する違反は、次の通り処すもの

とする。 

民間人に対しては、1,000から2,000ルーブルの過料。法人に対しては50,000から80,000ル

ーブルの過料。 
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ロシア連邦行政違反法 

2001 年 12 月 30 日付、法律第 195-FZ 号 

第 14 条 第 10 項 商標の不正使用 

他人の商標、サービスマーク、商品の原産地の名称、又は同一商品に関する表示の不正使

用は、次の通りに処すものとする。 

民間人に対しては、1,500 から 2,000 ルーブルの過料と商標、サービスマーク又は商品の

原産地名称の不正な複製が付された物品の没収。公務員に対しては、10,000 から 20,000 ル

ーブルの過料と商標、サービスマーク又は商品の原産地名称の不正な複製が付された物品の

没収。法人に対しては、30,000 から 40,000 ルーブルの過料と商標、サービスマーク又は商

品の原産地名称の不正な複製が付された物品の没収。 

第 14 条第 33 項 不正競争 

1. 本法第 14 条第 3 項及び本条本項第 2 号に規定する行為を除き、行為が犯罪性を持たな 

い不正競争は、次の通りに処すものとする。 

公務員に対しては、12,000 から 20,000 ルーブルの過料。法人に対しては、100,000 か 

ら 500,000 ルーブルの過料。 

2. 知的活動の成果、法人の個別化の手段、及び製品、作品及びサービスの個別化の手段の 

違法な使用により、商品の販売に際して売上高に表れた不正競争は、次の通りに処すもの 

とする。 

公務員に対しては、20,000 ルーブル以下の過料又は 3 年以下の資格剥奪。法人に対して 

は、違反が行われた市場における違反者の商品(作品又はサービス)の売上高の 100 分の 1 

から 15 分の 1 の金額で、100,000 ルーブルを下回らない過料。 
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(3) ロシア連邦刑法 (抜粋 ) 

ロシア連邦刑法 

(1996 年 6 月 13 日付、第 63-FZ 号) 

第 146 条 著作権及び著作隣接権の侵害 

1. 著作者要件の盗用(剽窃)は、この行為が著作者又は別の権利保有者に重大な損害を与えて 

いる場合、次の通り処すものとする。 

200,000 ルーブル以下の罰金、有罪判決を受けた者の給与若しくは他の所得の 18 ヶ月以 

 下の金額の罰金、180 時間から 240 時間の強制労働、1 年以下の矯正労働、又は 6 ヶ月以下 

の拘禁。 

2. 著作権又は著作隣接権の不正使用、及び大規模に行われる販売目的での著作物又はレコー 

ドの海賊版の取得、保管又は運搬は、次の通り処すものとする。 

200,000 ルーブル以下の罰金、有罪判決を受けた者の給与若しくは他の所得の 18 ヶ月以 

下の金額の罰金、180 時間から 240 時間の強制労働、2 年以下の矯正労働、又は 2 年以下 

の自由剥奪。 

3. 本条第2項に規定する行為は、以下のように行われた場合、次の通り処すものとする。 

a) (2003年12月8日付の連邦法第162-FZ号により廃止された) 

b) 集団、過去の共謀、又は組織によって 

c) 特に大規模に 

d) 職務上の地位を利用する者によって 

500,000ルーブル以下の罰金若しくは有罪判決を受けた者の給与或いはその他の収入の 

3年以下の金額の罰金と6年以下の自由剥奪の併科、又は罰金なしの6年以下の自由剥奪に 

処すものとする。 

注： 本条に規定する行為は、著作物若しくはレコードの複製物の価額、又は著作権若しく 

は著作隣接権の対象の使用の権利の価額が5万ルーブルを超える場合には、大規模に行 

われたものとみなし、25万ルーブルを超える場合には、特に大規模に行われたものとみ 

なす。 

第 147 条 発明及び特許権の侵害 

1. 発明、実用新案又は意匠の不正使用、著作者又は出願人の承諾を得ないでの発明、実用新 
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ロシア連邦刑法 

(1996 年 6 月 13 日付、第 63-FZ 号) 

案又は意匠の本質的部分の開示、及び発明、実用新案又は意匠に関する情報の公開前の著作 

者適格の不正取得又は共同著作者適格の強要は、これらの行為が何人かに損害を与えている 

場合、次の通りに処すものとする。 

200,000 ルーブル以下の罰金、有罪判決を受けた者の賃金、給与若しくはその他の所得の 

18 ヶ月以下の金額の罰金、180 時間から 240 時間の強制労働、又は 2 年以下の自由剥奪に 

処すものとする。 

2. 事前に共謀した集団によって、又は組織によって行われた同じ行為は、100,000 から

300,000 ルーブルの罰金、有罪判決を受けた者の賃金、給与又はその他の所得の 1 年から 2 年

の金額の罰金、6 ヶ月以下の拘束、又は 5 年以下の自由剥奪に処すものとする。 

第 180 条 商標の不正使用 

1. 商標若しくはサービス標章、物品の原産地の名称、又は類似の物品への類似の名称の不正 

使用は、繰り返し行われた場合、又は大きな損害を与えた場合、200,000 ルーブル以下の罰 

金、有罪判決を受けた者の給与若しくは他の所得の 18 ヶ月以下の金額の罰金、180 時間か 

ら 240 時間の強制労働、又は 2 年以下の矯正労働に処すものとする。 

2. ロシア連邦で登録されていない商標又は物品の原産地の名称に関する警告標示(R マーク) 

の不正使用は、この行為が繰り返し行われるか、大きな損害を与えている場合、120,000 ル 

ーブル以下の罰金、有罪判決を受けた者の給与若しくは他の所得の 1 年以下の金額の罰金、 

120 時間から 180 時間の強制労働、又は 1 年以下の矯正労働に処すものとする。 

3. 事前に共謀した集団又は組織によって行われた本条の第 1 項又は第 2 項に規定する行為 

は、500,000 から 1,000,000 ルーブルの罰金、有罪判決を受けた者の給与若しくはその他の 

所得の 3 年から 5 年の金額の罰金、6 年以下の自由剥奪、又は 500,000 ルーブル以下あるい 

は有罪判決を受けた者の給与若しくはその他の所得の 3年以下の金額の罰金と 6年以下の自 

由剥奪の併科に処すものとする。 

注： 大きな損害とは、1,500,000 ルーブルを超える損害とみなす。 
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(4) 関税同盟関税法 (抜粋 ) 

関税同盟関税法 

(2009 年 11 月 27 日付関税同盟関税法に関する条約の附属書) 

第 46 章「知的財産の対象物を含む物品に関する税関業務の特色」 

第 328 条 税関当局による知的財産権の対象物に関する権利の保護措置 

1. 税関当局は、その権限の範囲内で、本章が定める方法により知的財産の対象物に関する 

所有者の権利を保護する措置を講じるものとする。 

2. 知的財産権の対象物を保護する措置は、以下の物品に関しては、税関当局によって適用 

されないものとする。 

1) 国際郵便により個人宛に送付される物を含む、個人が私用のために税関国境を越えて 

輸送する物品 

2) 税関通過の税関手続きに従って税関国境を越えて輸送される物品 

3) 外交団、領事館、その他の外国の公式代表事務所、国際機関、並びにこれらの事務所、 

公館及び機関の職員が公用及び私用のために税関国境を越えて輸送する物品 

3. 税関当局による知的財産の対象物に関する権利の保護措置は、権利者が関税同盟の加盟 

国の法律に従ってその権利を保護するための手段に訴えることを妨げない。 

4. 税関当局は、関税同盟の加盟国のそれぞれの税関当局がその税関登録を管理する知的財 

産の対象物に関する権利、及び関税同盟の加盟国の知的財産対象物の統一税関登録簿に登 

録されている知的財産の対象物に関する権利の保護措置を、関税同盟の加盟国の法律に従 

って、かつ、当該税関登録簿に登録されていない知的財産の対象物に関しても講じるもの 

とする。 

第 329 条 税関当局による知的財産の対象物に関する権利の保護期間 

知的財産の対象物に関する所有者の権利の保護期間は、関税同盟の加盟国の税関当局が管

理する税関登録簿及び関税同盟の加盟国の知的財産の対象物の統一税関登録簿への登録によ

り設定される。ただし、この保護期間は、所有者が登録申請書で指定した期間であるが、登

録簿への登録の日から 2 年を超えてはならない。 

この期間は、本章の要件に従うことを条件として、所有者の請求に応じて何度でも延長す

ることができる。ただし、1 回あたり 2 年を超えてはならない。 
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関税同盟関税法 

(2009 年 11 月 27 日付関税同盟関税法に関する条約の附属書) 

知的財産の対象物に関する所有者の権利の保護期間は、適正な知的財産の対象物に関す

る所有者の権利の期間を超えることはできない。 

第 330 条 知的財産の対象物の税関登録簿 

1. 所有者の申請に基づき、知的財産の対象物は、関税同盟の加盟国の法律が定める条件で、 

関税同盟の加盟国の税関当局が保持する知的財産の対象物の税関登録簿に税関当局が登録 

するものとする。 

2. 税関当局は、関税同盟の加盟国の税関当局が保持する知的財産の対象物の税関登録簿に、 

関税同盟の 1 加盟国の領域内で保護される知的財産の対象物を、当該国の法律に従って登 

録する。 

3. 関税同盟の加盟国の知的財産の対象物の統一税関登録簿に知的財産の対象物を登録する 

ための条件及び登録簿を管理する順番は税関同盟の加盟国の国際的な合意により定める。 

第 331 条 知的財産の対象物を含む物品の解放停止 

1. 関税同盟の加盟国の税関当局が保持する税関登録簿又は関税同盟の加盟国の知的財産の 

対象物の統一税関登録簿に登録されている知的財産の対象物を含む物品の税関手続が行わ 

れる通関業務の過程において、税関当局が知的財産権侵害の痕跡を発見した場合、当該物 

品の解放は 10 営業日の間停止されるものとする。 

権利保有者又はその利益の代理人の請求により、税関当局はこの期間を延長することが 

できる。ただし、権利保有者又はその代理人が関税同盟の加盟国の法律に従って権利保有 

者の権利の保護について権限ある当局に付託している場合、かかる期間は 10 営業日を超 

えてはならない。 

物品の解放を停止する決定及び物品の解放停止を延長する決定は、税関当局の長又はそ 

の代理人が書面により行うものとする。 

2. 税関当局は、知的財産の対象物を含む物品の解放停止が決定された日から 1 営業日以内 

に、申告者及び権利保有者又はその利益の代理人に、かかる停止の事実、停止の理由とその

期間を通知し、申告者に対しては権利保有者及び(又は)その利益の代理人の氏名(姓、名、ミ

ドルネーム)及び所在(住所)を報告し、また権利保有者又はその利益の代理人に対しては申告

者の氏名(姓、名、ミドルネーム)及び所在(住所)を報告するものとする。 



245 

 

関税同盟関税法 

(2009 年 11 月 27 日付関税同盟関税法に関する条約の附属書) 

3. 知的財産の対象物を含む物品の解放停止が満了すると、本法に定める方法によりかかる 

物品の解放は再開され、実施されるものとする。ただし、物品の撤去、押収若しくは没収 

を確認する文書、又は関税同盟の加盟国の法律に基づき他の文書が税関当局に提出されて 

いる場合を除く。 

4. 税関当局は、関税同盟の加盟国の法令が定める順番で、権利保有者の申請がなくとも、 

関税同盟の加盟国の税関当局が保持する知的財産の対象物の税関登録簿及び関税同盟の加 

盟国の知的財産の対象物の統一税関登録簿に登録されていない知的財産の対象物を含む物 

品の解放を停止することができる。 

5. 権利保有者は、権利保有者の権利の侵害が確定されない限り、関税同盟の加盟国の民事 

法令に従って、本章に基づく物品の解放停止の結果として知的財産の対象物を含む物品の 

申告者、所有者及び受領者に生じた物的損害(損失)に対して責めを負うものとする。 

第 332 条 知的財産の対象物を含む物品の解放停止の取消 

1. 物品の解放停止に関する決定は、以下に該当する場合には、物品の解放停止の期間が満 

了する前に取り消されるものとする。 

1) 税関が権利保有者又はその利益の代理人による決定の取消しを求める請求を受領した 

場合 

2) 知的財産の対象物が関税同盟の加盟国の税関当局が保持する知的財産の対象物の税関 

登録簿及び関税同盟の加盟国の知的財産の対象物の統一税関登録簿から削除された場合

3) 関税同盟の加盟国の法令によって定められるその他の場合 

2. 物品の解放停止の取消しは、税関当局の長又はその代理人に対して書面で行われるもの 

とする。 

3. 物品の解放停止の取消し後、関税同盟の加盟国の法令により別段の定めがない限りは、 

当該物品の解放は本法に従って再開され、実施される。 

第 333 条 情報の提供、並びに物品の見本品及び実物の取得 

1. 税関当局は、申告者及び権利保有者又はその利益の代理人に対し、解放停止に関する決 

定の対象となった物品の情報を提供するものとする。 

2. 本条に従って申告者、権利保有者又はその利益の代理人が受領する情報は秘密とし、関 
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関税同盟関税法 

(2009 年 11 月 27 日付関税同盟関税法に関する条約の附属書) 

税同盟の加盟国の法令の定める場合を除き、これらの者により第三者及び政府機関に漏洩、 

開示されてはならない。 

3. 税関当局の許可書により、権利保有者、申告者、又はこれらの者の代理人は、税関の監 

督の下で、物品の分析、検査、撮影、又はその他の記録を行うために、解放停止に関する 

決定の対象となった物品の見本品及び実物を取得する権利を有するものとする。 
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(5) 「ロシア連邦における税関規則に関する」ロシア連邦法 (抜粋 ) 

「ロシア連邦における税関規則に関する」ロシア連邦法 

2010 年 11 月 27 日付、法律第 311-FZ 号 

第 42 章 知的財産の対象物に関する権利の保護措置 

第 305 条 税関当局による知的財産の対象物に関する権利の保護措置の適用根拠 

1. 税関当局は、関税同盟関税法第 46 章及び本章に従って、物品の解放の停止に関連して、

知的財産の対象物に関する権利の保護措置を講じるものとする。 

2. 知的財産の対象物に関する権利の保護措置は、知的財産の対象物の税関登録簿に登録さ

れている著作権及び著作隣接権、商標、サービスマーク、並びに物品の原産地表示の対象

物(「知的財産の対象物」)に関わる物品に関して講じられるものとする。税関当局は本章

に従って、権利保有者の請求なく、知的財産の対象物に対する権利の保護措置を講じる権

利を有するものとする。 

第 306 条 権利保有者による請求提出とその検討手続 

1. 権利保有者は、ロシア連邦への物品の輸出入に関連して、又は税関の管理下にある物品

に関してその他の措置を行う際に、ロシア連邦の法令に従って自らの権利の侵害が発生す

る可能性があると疑う正当な理由を有する場合、当該知的財産の対象物を知的財産の対象

物の税関登録簿に登録することを求める申請を提出する権利を有するものとする。権利保

有者に代わり、その代理人は関税同盟関税法及び本連邦法が規定する行為を行うことがで

きる。 

2. 知的財産対象物の税関登録簿への知的財産の対象物の登録を求める申請には、以下の情

報を記載しなければならない。 

1) 権利保有者に関する情報。代理人による申請の場合には、代理人に関する情報も記載

するものとする。 

2) 知的財産の対象物に関する情報。 

3) ロシア連邦への輸出入、又は税関の管理下にある際に他の行為を行うことが、その権

利の侵害となると権利保有者が考える物品に関する情報。かかる情報は税関当局が当該
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物品を特定できるのに十分詳細であるものとする。 

4) 税関当局が物品の解放の停止に関連する措置を講ずべき期限に関する情報。 

3. 申請は知的財産の対象物に対する権利の存在を確認する文書（証書、譲渡契約書、ライ

センス契約書、知的財産の対象物に対する自らの権利の確認として権利保有者が提出する

ことができる他の文書）を添付するものとし、申請が代理人によって提出される場合には、

かかる申請は権利保有者がかかる代理人に発行した委任状を添付するものとする。権利保

有者（又はその代理人）は、その権利の侵害が疑われる証拠を構成し得る物品の見本品を

かかる申請に添付することができる。  

4. 知的財産の対象物の種類に応じた申請提出手続、情報要件及び提出されるべき文書は、

連邦税関局が決定するものとする。 

5. 申請は、物品の解放の停止の結果として物品の申告者、所有者若しくは受領者又は他の

者に生じる可能性がある物的損害の賠償に関する権利保有者の誓約書を添付するものとす

る。  

6. 連邦税関局は、申請の受領日から 1 ヶ月以内に申請を検討し、物品の解放の停止に関す

る措置を講じること、かかる措置を講じることの拒絶、又は知的財産対象物の税関登録簿

への知的財産対象物の登録に関する決定を行うものとする。  

7. 権利保有者(又はその代理人)が提出した情報の確認のために、連邦税関局は、権利保有者

(若しくはその代理人)、第三者、又は国の官庁から、提出された情報を確認する書類を請

求する権利を有するものとする。請求された書類は、請求の受領から 10 日以内に提出さ

れなければならない。この場合、連邦税関局は 1 ヶ月を超えない範囲で申請検討期間を延

長することができる。 

8. 権利保有者(又はその代理人)が、提出を求められた、決定を行うのに重要な争点となる書

類を提出しない場合、申請の検討を停止することができる。この場合、申請検討の期間全

体は 3 ヶ月を超えることはできない。権利保有者(又はその代理人)から提出を求めた書類

を受領しない場合、申請は撤回されたものとみなされ、それ以上の検討の対象とはならな
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いものとし、権利保有者は文書又は電子形式でそのことを通知されるものとする。 

9. 物品の解放の停止に関する措置を講じること及び知的財産対象物の税関登録簿に知的財

産対象物を登録することの拒絶の決定は、提出された文書が関係する知的財産対象物に対

する権利保有者の所有権を裏付けない場合、又は権利保有者が一部無効な情報を提出した

場合に行われるものとする。知的財産対象物を知的財産対象物税関登録簿に登録すること

の拒絶の決定は、権利保有者が本連邦法第 307 条第 2 項に規定する要件に遵守しなかった

場合にも行われるものとする。 

10. 権利保有者は行われた決定を書面又は電子形式で決定の日から 3 日以内に通知される

ものとする。 

11. 申請書又はそれに同封した文書に記載したデータに変更があった場合、権利保有者(又

はその代理人)は速やかにその旨を連邦税関局に伝達しなければならない。 

第307条 知的財産対象物の税関登録簿 

1. 連邦税関局が物品の解放の停止に関する措置についての決定を行った著作権又は著作隣

接権、商標、サービスマーク、及び物品の原産地表示は、知的財産対象物の関税登録簿に

登録されるものとする。登録簿への登録に関して、手数料は徴収されないものとする。連

邦税関局は同局が定める手続に従って登録簿を保管するものとする。 

2. 連邦税関局が物品の解放の停止に関する措置を講じる決定を行っている知的財産の対象

物は、権利保有者がロシア連邦民法に定める方法で本連邦法第306条第5項に定められたそ

の義務を遵守していることを条件に、登録簿に登録されるものとする。権利保有者は前述

の義務の履行を保証する担保を本連邦法第306条第5項に定める者に生じる損害に対する

責任に付保する保険証書を提出することによって代替することができる。前述の義務の総

額又は付保額は30万ルーブル以上でなければならない。 

3. 権利保有者が義務の保証を確認する書類、又は損害賠償責任に付保する保険証書を、物

品の解放の停止に関して措置を講じることの決定の通知が送付された日から1ヶ月以内に

提出しない場合、連邦税関局は知的財産対象物を登録簿に登録することを拒絶する決定を

行うものとする。 

4. 知的財産の対象物は、以下の場合、登録簿から除外されるものとする。 
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1) 権利保有者が申し立てた場合 

2) 権利保有者が本条第 2 項に規定する要件を履行しない場合 

3) 知的財産対象物の法的保護の期間が満了した場合 

4) 権利保有者が、物品の解放の停止の期間内に、ロシア連邦法が認める官庁にその権利の保

護を申請しないか、物品の解放の停止の決定の撤回に関する申立を税関に提出しない場合 

5) 知的財産対象物の登録の申請の提出に際して虚偽の情報が提出されたことが発見された

場合 

5. 以下に基づき、登録簿の記載事項の変更を行うことができる。 

1) 知的財産対象物の登録簿への登録を求める申請書又は同封された文書に明記されてい

たデータの変更に関して、権利保有者(又はその代理人)から受領した情報 

2) 登録簿に権利保有者として登録された者が知的財産対象物に対する権利を剥奪される

か、制限されたことについて、権利執行機関、人又は法人から受領した情報 

6. 登録簿の記載事項の変更は連邦税関庁の決定に基づいて行われるものとする。 

7. 連邦税関局の決定に基づき、登録簿への変更の記載は、受領した情報の確認に先立って

行うことができる。権利保有者及び税関は、決定が行われた翌営業日に決定を通知される

ものとする。確認中は、当該知的財産対象物に関係する物品の解放の停止に関連する措置

は講じられないものとする。 

8. 知的財産対象物を登録簿に登録する期限は、確認に必要な期間について延長することが

できるが、2ヵ月を超えないものとする。 

9. 連邦税関局は、同局が定める手続に従って、登録簿のデータをその官報で公示し、イン

ターネット上のその公式サイトで公開するものとする。  

第308条 登録簿に登録されていない知的財産対象物に関係する物品の解放の停止 

1. 知的財産権侵害の兆候が明らかになっており、かつ、ロシア連邦の領域内での権利保有

者(又はその代理人)に関する情報が入手可能である場合、税関当局は登録簿に記載されて

いない知的財産対象物に関係する物品の解放を停止する権限を有するものとする。税関当

局は、本条に規定するその職務を履行するのに必要な情報を権利保有者から請求する権限

を有するものとする。本条に従った物品の解放の停止の場合、税関当局は、遅くとも物品
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の解放の停止の翌日にその旨を権利保有者と申告者に通知するものとする。 

2. 物品の解放は7営業日間停止されるものとする。所有者が税関に延長を求める請求書を送

付し、かつ、本連邦法第306条に従って当該知的財産対象物の登録簿への登録を求める申

請書を連邦税関局に提出することを条件に、税関当局は停止期間を10営業日まで延長する

ことができる。 

3. 権利保有者は本条に従って開放を呈する決定が行われた物品に関する情報を税関当局か

ら入手し、かかる物品の見本品を取得する権利を有するものとする。 

4. 税関当局が入手できる権利保有者に関する情報が確認されないか、権利保有者(又はその

代理人)がかかる決定の取消を税関当局に求めている場合、及び本連邦法第310条に規定す

る場合、物品の解放の停止に関する決定は、物品の解放の停止の期間の満了に先立って取

消の対象となるものとする。物品の解放の停止の満了までに、権利保有者が本条第2項に

規定する条件を満たしていないか、権限を与えられた機関が物品の処分、押収又は没収に

関する決定を行っていない場合、物品の解放は関税同盟関税法令及び本連邦法に従って行

われるものとする。 

5. 本条に規定する措置は、本条に従って既に措置が講じられている知的財産対象物に関係

する物品に関して適用されないものとする。 

第309条 物品の解放の停止に関連する措置を講じることに関して税関当局が決定を行う 

期限 

物品の留置、物品留置の延長、物品の解放、並びに情報取得、精査及び見本取得の行為の

権利の付与に関する決定は、知的財産権侵害の兆候が明らかになるか、関係する請求書を受

領するか、対応する決定が行われる他の行為が行われた翌日までに行われるものとする。 

第310条 開放が停止されている物品の廃棄手続 

物品の解放の停止期間中に、関税同盟関税法第331条又は本連邦法第308条に従い、権利保

有者から同意書を得た申告人は、留置されている物品の廃棄に関する税関手続を申告するこ

とができる。その場合、税関当局の物品の解放の停止に関する決定は取り消されるものとす

る。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[特許庁委託] 

模倣対策マニュアル ロシア編 

 

[著者] 

GORODISSKY & PARTNERS法律事務所 

編集長：Vladimir Biriulin 

 

 

[発行] 

日本貿易振興機構 進出企業支援・知的財産部 知的財産課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 

TEL:03-3582-5198 

FAX:03-3585-7289 

 

2012年 3月発行 禁無断転載 

 

 本冊子は、日本貿易振興機構が 2011 年 12 月現在入手している情報に基づくもの

であり、その後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・

コメントは著者及び当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのと

おりであることを保証するものでないことを予めお断りします。 



特許庁委託事業

2012年3月

日
本
貿
易
振
興
機
構

2
0
1
2
年
3
月

模
倣
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル　

中
国
編

模倣対策マニュアル
中国編




