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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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＜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、 



238 

 

「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。 
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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) 

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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「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 

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。 
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