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６．ロシア【実体審査あり、ハーグ協定未加盟】 
 
６．１．制度の枠組み 
 
（１）ロシア民法第 4 法典(以下、「法」と略す場合もある。)第 7 編・知的活動の成果及

び識別手段に関する権利147において、意匠を保護する規定がある(法第1345第1項)。 
（２）意匠とは、物品の外観を決定する工業的に又は職人により製造された当該物品の美

術的業現及びデザイン表現である(法第 1352 条第 1 項)。 
（３）ロシア特許庁になされた意匠出願は方式審査が行われる(法第 1391 条第 1 項、法第

1391 条 2 項で準用される法第 1384 条)。方式審査が肯定的な結果の場合、意匠の

出願の実体審査(特許請求された意匠の本法第 1352 条に基づく特許性の確認を含

む。) が実施される (法第 1391 条第 1 項) 。 
（４）意匠の付与に関する情報は公報に掲載される(法 1394 条第 1 項)。意匠付与に関する

情報を公開した後は、何人も、出願書類及び調査報告書を閲覧する権利を有するも

のとされる(法第 1391 条第 2 項)。 
（５）意匠に係る排他的権利の存続期間は、出願日から 15 年である(法第 1363 条第 1 項)。 
（６）意匠は、一定の保護要件を満たさない場合は存続期間中のいかなる時においても全

部又は一部が無効と認められ得る(法第 1398 条第 1 項)。 
（７）無効理由を知った何人も特許紛争協議会あるいは司法手続により異議を申立てるこ

とができる(法第 1398 条第 2 項)。紛争協議会に対する不服申立ては知的財産裁判所

(2013 年 2 月 1 日運用開始)へ行うことができ、当該裁判所の決定については上級審

へ控訴が可能であり、 終的には 高裁まで争うことができる。 
（８）意匠権の保護に関連する紛争は、裁判所により解決されるものとする(法第 1406 条)。 
（９）侵害が生じた場合に、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

規定されているが知的財産権は民法により保護されることが も一般的である。 
（１０）意匠の対象が、国境付近又は国内市場において侵害された場合権利者は、民事事

件よりも行政事件を提起する場合が多い。訴訟費用が民事事件より安価となるのが

主な理由である。 
（１１）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が行われる148。 
 
 
６．２．意匠権設定までの運用 
 

                                            
147 2010 年改正2010 年10 月19 日改正法施行  ロシア連邦民法第4 法典第7 編知的活動の成果及び識別

手段に対する権利http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm( 終アクセス

日：2014年 2月 14日) 
148 JETRO 模倣品対策マニュアル ロシア編 2012年

http://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/ip/pdf/2011_mohou.pdf( 終アクセス日：2014 年 2月 10 日) 
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（１）願書の記載 
 意匠の保護範囲は、願書に記載した「本質的特徴の一覧表」(クレーム)によって定義さ

れる。「意匠を使用する目的と分野」は、「意匠の表現(Description of Design)」に記載

される必要があり、また意匠が属するロカルノ分類に影響を及ぼす。 
 ロシア特許庁の回答者は、願書に記載した物品名として、例えば、「筆記具」等、包括

的な製品群を表す名称を認めるとしている。 
 
 ロシア特許庁の回答者149によれば、出願人が意匠分類を記載することは必須である。 
一方、ロシアの実務者によれば、出願人がロカルノ分類を記載するが、ロシア特許庁の

審査官は、実体審査の間に(During the substantive examination)意匠のロカルノ分類を検

証し、必要があればこれを修正する。審査官は「意匠の表現(Description of Design)」に

記載されている「意匠を使用する目的と分野」の記載に従ってロカルノ分類を決定する。

意匠分類に間違いがあってもロシア知財庁が出願人に対応を求めることはせず、出願人は

何もする必要はない。意匠分類は 1 通の願書に含めることができる意匠の権利範囲(物品あ

るいは物品分野)等を決定する要素であり、出願に係る意匠の属する意匠分野あるいは製品

分野を決定するものである。また、出願に係る意匠の物品の類似する物品や物品分野を決

定するものでもある。 
 
ロシア特許庁の回答者によれば、意匠の説明は、審査官･審判官等が出願等を理解する

ためのみに利用される。 
 
（２）物品名の表示 
 願書に記載した物品名(title of article)は方式審査又は実体審査でどのように認定してい

るかについて、ロシア特許庁の回答者は、例えば「筆記具」等、包括的な製品群を表す名

称を認めるとしている。 
 なお、画像(graphic image)は保護対象としている。意匠がパターンである場合、そのパ

ターンが使用されている製品名を記載しなくてはならない。タイプフェースも意匠として

保護される。 
 
（３）図面提出要件 
意匠出願には、「物品の外観の全面的かつ詳細な認識を示す物品に係る一連の表現」が

含まれなければならない(法第 1377 条 1.(2))。物品に係る一連の表現は、図面の他、写真

若しくは CG よる特定が可能である。図面に代えて、写真若しくは CG を提出する場合

に個別手数料の納付は不要である。なお、見本による意匠の特定はできない。意匠の権利

範囲を定める意匠の特徴点は、意匠の図面により再現されなければならないためである。

なお、CG による意匠の特定は、静止した図形のみ認められている。他の条件は、写真に

よる意匠の特定と同じである。 

                                            
149 ロシア特許庁の回答者の所属部、ポジション(審査官、審判官等)の記載を求めたが回答が得られなかった。 
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（４）図面に記載した破線の意味 
 保護を受けようとする部分が実線で、それ以外の本体部分が破線で表されている意匠が

出願された場合の取り扱いについて、デジタルカメラの部分意匠を示して、ロシア特許庁

に回答を求めた。ロシア特許庁回答者によれば、破線を実線に描き変えると意匠の内容(要
旨)が変更されるため、出願方式を満たさない補正不可能な出願として出願人にその旨の通

知した後に出願を却下するとことであった。 

     

※実際のアンケート票で
は、この図とほぼ同じデ
ジタルカメラの図を示し
て回答を得た。

 

デジタルカメラの部分についての意匠 
(Design of a part of a digital camera) 

 
 また、ロシアの実務者は、意匠出願の保護対象は完成品あるいは製品の独立した一部分

の外観に関連したものでなくてはならないと述べて、上図には完成品、あるいは製品の独

立した一部分のいずれも表示されていないため、かかる製品はロシアで産業意匠の特許を

取得することはできない、点線が利用されるのは、産業意匠の主な審美性および/あるいは

人間工学的な特徴(本質的ではない特徴)を定義しないか、出願人が保護を希望しない製品

部分(性能)を示す場合であるとしている。さらに、破線を実線に描き変えると意匠の内容(要
旨)が変更されるため、補正が認められず、出願人にその旨の通知した後に出願が却下され

るとしている。 
 
（５）図面又は写真によって開示されてない部分の扱い 

下の斜視方向から撮影した蓋を開いた状態の化粧品用ケースの写真一枚のみをロシア

特許庁の回答者に提示し、その扱いについて以下の回答を得た。 
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【上方からの斜視図】

※実際のアンケート票では、
この図とほぼ同じ化粧品の写
真を示して回答を得た。

 
 一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース) 

(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone 
(cosmetic case)) 

 
ロシア特許庁では、図面等で表現されている部分だけで意匠を認定して審査をする。す

なわち、見えていない部分は無いものとして取り扱う。図面等で表現されていない部分に

ついてはディスクレームされたものとして意匠を認定して審査をする。 
 民法は「物品の外観の全面的かつ詳細な認識を示す物品に係る一連の表現」を要求して

いる(第 1377 条 2.2))。開閉、折り畳み、変形などが可能な物品は、閉じた図および／又は

開いた図によるこれらの物品の図像により表示することができる(ロシア意匠規則改正案

9.2.3 物品の図像一式に関する要件 (3)6 段)。 
 
（６）複数意匠の関係 
 以下の判断例について、出願に係る意匠が先行意匠によって拒絶されるかどうかについ

て、次のとおり、ロシア特許庁の回答者の考え方が得られた150。 
 

【判断例１】 
 下の出願に係る意匠A、先行意匠B、先行意匠C はいずれも物品が「街路灯灯具本体」

で同じであるが、意匠A、先行意匠B 及び先行意匠C は互いに発光面(底面)の形状が異な

るとともに、先行意匠C は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なる。図面は

CG で作成されている。 
このとき、意匠A についての出願は先行意匠B あるいは先行意匠C によって拒絶され

るか。 
 

                                            
150 ロシア特許庁へは、日本でのこれらの意匠の情報(登録の有無、本意匠－関連の関係など)は一切開示せず

に回答を求めた。 
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出願意匠A151             先行意匠B152           先行意匠C153 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロシア特許庁回答者回答： 
意匠A についての出願は、先行意匠B あるいは先行意匠C のいずれによっても拒絶さ

れうる。 
 
【判断例２】 
 下の出願に係る意匠F 及び先行意匠G は物品が包装容器で同じであるが、先行意匠G
は、全体の形状、底面の山形部の数、凹部の位置が意匠F とやや異なる。このとき出願に

係る意匠F は先行意匠G によって拒絶とされるか。 
 
 

                                            
151 意匠登録第 1365435 号(本意匠) 
152 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 
153 意匠登録第 1421163号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 

 

【上方からの斜視図】 
【上方からの斜視図】

 

【下方からの斜視図】 【下方からの斜視図】 

      
意匠Aの使用状態の参考

リング下面が発光部となっている。 

中心に長尺のポールを取り付けて

使用する。 
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出願に係る意匠F154               先行意匠G155 

   
ロシア特許庁回答者回答： 

意匠F についての出願は先行意匠G によって拒絶とはされない。ただし、意匠の本質

的特徴」の一覧表に開示されている特徴の組合せが、 も近い類似物に関する情報により

知られている場合には、先行意匠G を基に拒絶される可能性がある。 
 
（７）パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の扱い 
 意匠の優先権は、工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国で 初に出願された日に

確立され、工業意匠がその日から 6 か月以内にロシア特許庁に出願されることを条件とす

る。パリ条約の優先権を主張する出願が出願人の責を超える理由により規定の期間内に出

願されない場合、この期間はロシア特許庁により 2 か月を限度として延長される。条約に

よる優先権の確立は出願人(又はその代理人)によるロシア特許庁への 初の出願の認定書

の複写の提出による(民法第 1382 条、(意匠)規則 22.3.2.1(改正規則 9.1))。 
 方式審査又は実体審査においてパリ条約による優先権の主張を伴う出願の優先権が有効

であることを確認するために、優先権証明書に記載された出願日、出願人、図面をチェッ

クしている。条約による優先権の認定は意匠出願の実体審査(substantive examination)の
期間中に担当官(an expert)により実施される。 
 
（８）パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の記載と優先権証明書の記載との相違 
 パリ条約による優先権主張を伴った意匠出願の願書又は図面の記載が優先権証明書の記

                                            
154 意匠登録第 1373205 号(単独登録) 
155 意匠登録第 1409656 号(単独登録) 

【斜視図】 

 

【斜視図】 

 

【平面図】 【平面図】 
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載との違いについて、ロシア特許庁の回答者は、物品名の変更であれば優先日は確保され

るとしている。 
 パリ条約による優先権主張を伴った意匠出願における意匠が、全部が実線による線図で

表現された物品全体の意匠であるのに対して、パリ条約による優先権証明書に開示された

意匠は物品全体が破線で、権利範囲である部分が実線による線図で表現された部分の意匠

であった場合、パリ優先権の主張を伴った出願は優先権の主張は認められないとして、物

品全体の意匠について優先日は認定されない。 
 パリ条約による優先主張の主張を伴った意匠出願における意匠と、パリ条約による優先

権証明書に開示された意匠との対比において、それぞれが色彩付きの図・線図･陰影のみの

図･写真等、異なっている場合、パリ優先権の主張を伴った出願の優先日は認められるか否

かという質問に対して、ロシア特許庁の回答者は、ロシア特許庁へ出願された物品の外観

の表現はパリ条約の優先権を主張する 初の出願の認定された複写にある物品の表現と同

一でなければならないとしている。 
 
（９）グレースピリオド(新規性喪失の例外規定) 
 グレースピリオドの情報は公報に掲載されない。ロシアの法規は出願に関する情報の開

示を提供せず、さらに第三者による意匠登録への異議申立の提出に関する猶予期間を提供

しない。 
 
（１０）保護要件 
法第 1352 条には意匠の特許性の要件について、「物品の外観を決定する、工業的に又は

職人により製造された当該物品の美術的表現及びデザイン表現は、意匠として保護される

ものとする。意匠が、その本質的特徴において、新規かつ独自である場合に、当該意匠に

対し法的保護が付与されるものとする。意匠の本質的特徴には、物品の外観の審美的及び

／又は人間工学的特性を決定する特徴(形態構造、装飾及び色彩の組み合わせを含む｡) が
含まれるものとする。」と規定されている。すなわち、保護要件としては新規性・独自性(法
第 1352 条)が求められ、新規であっても独自性が無ければ登録されない。また、図面の外

に詳細なクレーム(本質的特徴の一覧表)が要求され、意匠を文章で示さなければならない

(現在、クレームを不要とする法改正が進行中である156)。なお、新規性・独自性の判断主

体について、明確な定義は見当たらなかったが、文献情報157によると「情報に通じている

消費者」とされる。 
 新規性についてロシア特許庁の回答者は、意匠は物品に反映される基本的な特徴及び「本

質的特徴の一覧表」(クレーム)で規定される範囲が一般に優先日前に世界で得られる意匠

の情報でなければ新規と定義され、新規性を決定する時、ロシア連邦で特許された意匠(特
に同一出願人によるもの)で優先日の早いものを考慮するとしている。また、意匠は、物品

に反映される基本的な特徴及び意匠の基本的な特徴のリストで規定される範囲が、一般に

優先日前に世界で得られる意匠の情報により知られる場合、新規性の要件と矛盾するもの

                                            
156 ロシア知的財産権 新情報セミナー(JETRO)2013 年 10 月 7日 
157 ロシア知的財産権 新情報セミナー(JETRO)2013 年 10 月 7日 
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と定義される。 
 独自性について同庁は、意匠はその本質的な特徴が物品の特別な外観の創造的な性質に

より決定されるのであれば独自性があると定義され、この条件は例え新規なものであって

も創造的な性質を持たない意匠を特許する可能性を除外するものであるとしている。混同

を生じるほどの類似について考察する際は、所定および同種の目的を有する物品の外観を

定義づける既知の解決策に関する情報(類似物の数)を考慮に入れると共に、所定の目的を

有する物品の外観の解決策を開発する際の意匠創作者の制約、とりわけ物品の機能的特徴

も考慮に入れる(意匠創作者の裁量の範囲の認定)。工業意匠は、権利請求された工業意匠

の本質的特徴の集合体によりもたらされる全体的な視覚的印象が、 も近い類似物の本質

的特徴の集合体によりもたらされる全体的な視覚的印象と一致する場合に、混同を生じる

ほど類似しているとみなされる(ロシア意匠審査基準：意匠出願の審査に関する勧告、2.3
工業意匠の独自性の分析(1)第 1 段階、4 段落後半)。 
 これらの点について、ロシアの実務者は、次のように述べている。すなわち、意匠の新

規性とは、製品のイラストに反映され、かつ意匠の本質的特徴の一覧に含まれている本質

的特徴の全体性が、意匠の優先日以前に世の中に流通した情報を通じて知られていない場

合である。意匠が先行技術と同一である場合、かかる意匠は新規性の基準を満たさないも

のとする。意匠が先行技術と紛らわしいまでに酷似している場合、かかる意匠は独自性の

基準を満たさないものとする。 
 
（１１）創作非容易性に関する参考判断例 

ロシア特許庁からは回答が得られなかった。以下の例について、ロシアの実務者の見解

が得られたので参考として記載する。 
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【参考判断例１】 
“本棚付き机” 
   

出願の意匠：本棚付き机

寄せ集め・置き換え

公然知られた意匠：机

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 
ロシア実務者回答： 

その意匠の属する分野において、本立てを机に組み合わせることは当業者にとってあり

ふれた寄せ集め・置換であるものと考えられる。 
 
【参考判断例２】 
“ 電子複写機” 

繰り返し連続する構成要

素の単位数を増加

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。
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ロシア実務者回答： 
同じ引き出しの形状を有する電子複写機等の分野において、公然知られた意匠の繰り返

し連続する構成要素の単位の数を適宜増減させることは当業者にとってありふれた手法で

あるものと考えられる。 
 
【参考判断例３】 
“Toy Motorcycle” 

     

実物オートバイ

おもちゃ

転 用

※実際のアンケート
票では、この図とほ
ぼ同じ図を示して回
答を得た。

 

ロシア実務者回答： 
その意匠の属する分野において、おもちゃの形状を乗物の形状に模することは当業者に

とって商慣行上の転用であるものと考えられる。 
 
 
６．３．意匠権設定後の運用 
 
（１）願書の記載と権利範囲 
 願書に記載した物品名(title of article)は権利範囲にどのように影響するかについてロシ

アの実務者は、例えば、「筆記具」等、願書に包括的な製品群を表す名称が物品名とするこ

とが認められており、その権利範囲は、製品群である「筆記具」全般に及ぶとしている。
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すなわち、製品名は、保護の適用範囲に影響を及ぼすものであるから、製品名にはより一

般的な表現(例えば筆記具)を使用することで保護の適用範囲も広がる。 
 なお、ロシアの実務者の見解として、物品名は権利範囲に影響しないという意見もあっ

たが、これは権利範囲がクレームで規定されることを念頭に置いた見解と思われる。 
  
（２）登録意匠の権利範囲の判断例 
 
【参考判断例１】 

下図ような化粧品用ケースについての意匠が意匠公報に掲載され、当該意匠が 1 つの斜

視図(写真)のみで表現されており、底面など開示されていない部分がある場合、登録意匠

の権利範囲をどのように考えるか、ロシアの実務者に見解を求めたところ、以下のとおり。 

    

【上方からの斜視図】

※実際のアンケート票では、
この図とほぼ同じ化粧品の写
真を示して回答を得た。

 

一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース) 
(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone 

(cosmetic case)) 
 
ロシア実務者回答１： 

図面等で表現されている部分のみの権利である。すなわち、見えていない部分は無いも

のとして取り扱われる(見えている部分だけが権利となっている)。図面等で表現されてい

ない部分がディスクレームされた権利とされる(見えていない若しくは表されていない部

分は権利から除かれている)。 
 
ロシア実務者回答２： 

図面等で表現されている部分のみの権利である。すなわち、見えていない部分は無いも

のとして取り扱われる。(見えている部分だけが権利となっている) 
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【参考判断例２】 
図面に記載した破線がもつ意味について、ロシアの実務者に下図のデジタルカメラの部

分についての意匠を提示した。 

     

※実際のアンケート票で
は、この図とほぼ同じデ
ジタルカメラの図を示し
て回答を得た。

 

デジタルカメラの部分についての意匠 
(Design of a part of a digital camera) 

 
ロシア実務者回答： 

物品の一部を保護することができるのは、発光機器のような複数の異なる物品において

使用することができるものである。当該方法で保護することにより、その他の部分の影響

をうけることなく、および多数の申請を請求することなく、デザイン部分を含むいかなる

物品に対しても共通させることを可能とする。 
 

（３）意匠の単一性 
 日本で認められる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」についての組

物の意匠の例について、下図のように柄部の特徴的が共通するスプーン、フォーク、ナイ

フの意匠のセットを一意匠として出願をすることができるかについて、ロシアの実務者は、

例えば物品名を「一式の銀食器類」の一意匠として出願ができるとしている。そして、セ

ットもので権利を認めてもらうために、デザインの共通性などの説明が必要である。例え

ば、一式の銀食器類とは、スプーン、フォークとナイフという構成要素によって特徴付け

られる。スプーン、フォークとナイフの取手部分は末端にかけて広がる楕円形となってお

り、また背面は上下の二部分によって構成されており、輪郭は外側に広がった後に内側で

交わることを説明する。さらに、クレームの記載例として、次のように示している。 
 「次の内容によって特徴付けられる、一式の銀食器類。 
  －構成要素の内訳: スプーン、フォークとナイフ； 
  －スプーン、フォークとナイフの取手部分は末端にかけて広がる楕円形となっており、

また背面は上下の二部分によって構成されており、輪郭は外側に広がった後に内側

に入る。」 
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※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 
柄部の特徴的な意匠が共通するスプーン、フォーク、ナイフのセット 

(A set of a spoon, folk and knife which share the distinctive design of the handle part) 
 

 同実務者は、セットもの又は組物の意匠権は、同じ物品で構成されるセットもの又は組

物全体としての実施にのみ意匠権の効力が及ぶとしている。 
 
（４）変化する意匠 
 ロシアの実務者は、以下の例のような変化する意匠の意匠権の効力は、 初の形態及び

後の形態に加えて変化途中の過程における形態にまで及ぶとしている。 

変化の前【ロボット】 変化の途中 変化の後【自動車】

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 

 物品がその機能に基づいて変化する意匠の例(立体形状変形おもちゃ) 
(Example of designs for which the article changes based on its function (changing 

stereoscopic toy)) 
 

 また、以下の例のような変化する画像の意匠に対して、同実務者は、ロシアの法律の下

では、静止状態の意匠のみ出願可能である。以下の図では、アイコンが画面の変化中にそ

の外観を変化させており、いわば別のアイコンになっている。アイコンの異なる外観を保
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護する際には、三つの意匠出願を行うことが可能である、としている。  
 1)一つの意匠に関する申請(一つ目の画像)、 
 2)一つの意匠に関する申請(二つ目の画像)、そして 
 3)一つの意匠に関する申請( 後の画像) 

初の画像 変化途中の画像 後の画像

アルバムを表示

メールを表示

時計を合わせる

カメラ

検索

設定 ※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 

変化する画像についての意匠 
(Design containing changing graphic images) 

 
 また、別のロシアの実務者は、変化する画像は一意匠として認められ出願ができるとし

ており、実績が少ない状況で見解が分かれている。 
 なお、画像の保護については、当該方法で保護することにより、その他の部分の影響を

うけることなく、および多数の申請を請求することなく、デザイン部分を含むいかなる物

品に対しても保護することを可能とするという意見があった。 
 
（５）意匠登録の無効 
 ロシアにおいて、方式審査あるいは実体審査において拒絶の理由にはなるが無効事由と

はならない要件は明らかではないが、ロシア特許庁の回答者はこの点に関する質問に対し

て次のように回答している。ロシアにおけるロシア連邦の工業意匠に関する特許を求める

出願の提出とともに方式審査が開始される。出願の方式審査の結果により、出願人が出願

の登録及び審査を実施する費用を支払わなかった場合、書類に欠落があった場合、要求の

受領の日から2か月以内に補正書類が提出されなかった場合に取下げられたものとみなさ

れる。取下げられたとみなされる出願については実体審査は実施されない。意匠の単一性

の要求を満たさない場合、出願の取下げについての議論の対象にはならない。出願人が、

単一性要求を満足する意匠(または一群の意匠)の特定をせず、およびそのように考えられ

る場合、「本質的特徴の一覧表」に特定される 初の意匠に関して審査が実施される。 
 登録された意匠の有効性判断を争って、登録を無効にするためには、特許紛争評議会に

対する異議申立申請をする。意匠権(意匠特許)は、以下の場合において、その有効期間中

いかなる時でも、部分的もしくは全体的に無効となることがある。 



 

173 
 

a)意匠が特許要件を満たさない場合(新規性および独自性において)、 
b)意匠特許を付与された出願内容に該当する、意匠の「本質的特徴の一覧表」には記載

されていない特徴が存在する場合、 
c)意匠特許が発行された、単一かつ同一の優先日に同じ意匠が複数出願された場合、 
d)意匠特許が発行された際に、実際は作者もしくは所有者でない人物がそのように記載

されているか、あるいは実際は作者もしくは所有者である人物がそのように記載され

ていない場合 
 
知財庁と裁判所の意匠権に関する判断の傾向に関して、ロシアの実務者から以下の見解

を得た。特許庁および裁判所は、意匠の関連事項を審査する際に、同一の法律を指針とし

ている。実務経験から申して、両機関による意匠発行の評価に大きな差異は見られない。

意匠の登録が特許庁によって拒否された事例がある。この決定は、特許紛争に関する司法

機関 the Chamber of Patent Disputes に上訴することができる。後者は、特許庁に同意

することも、決定を覆して特許を与えることもできる。the Chamber of Patent Disputes
が特許庁の特許発行拒否を確認した場合には、出願者はその決定を裁判所に上訴できる。

この場合にもまた、裁判所は、特許紛争に関する司法機関the Chamber of Patent Disputes 
に同意し特許発行拒否を確認することもできるし、特許庁に特許の発行を強制することも

できる。この見解の相違は正常であり、裁判所または特許庁が意匠の審査に関して異なる

アプローチを取っていることにはならない。 
登録意匠の事例における裁判所のアプローチは、関連するロシアの法律、すなわちロシ

ア民法の第 1358 条の第 3 項に従っている。本条項は、意匠に係る物品の表現に顕され、

かつ意匠の本質的特徴の一覧表に明記されたすべての本質的特徴を含む場合には、該工業

意匠は、該製品において使用されたと見做される、と規定している。裁判所の任命による

審査を利用することは正常な実務である。その結果として、該出願者の意匠のすべての本

質的特徴が被告の製品において使用されたかどうかを評価するために裁判所により用いら

れる専門家(an expert)の見解が存在する。 
 
 
６．４．著作権との関係 
 
 ロシア特許庁の回答者は、意匠権と著作権の関係について次のように述べている。すな

わち、ロシアの法制度は芸術作品と工業意匠の知的財産権に別々の保護を提供している(法
第 1225 条)。芸術作品は、意匠及び、応用された及び装飾的芸術を含み、著作権法の下で

保護される(民法第 70 章)。工業意匠は特許法の下で保護される(法第 72 章)。特許権の対

象は造形の分野での知的活動の結果であって工業意匠の要件を満たすものである(民法第

1349、第 1 段落)。物品の外観を決定する、工業的に又は職人により製造された物品のデ

ザインが保護される(法第 1352 条、第 1 段落)。工業意匠はロシア連邦の管轄下における工

業意匠に関するロシア連邦特許として認定された法的保護を得る。 
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 法第 1352 条：意匠の特許性の要件 
1. 物品の外観を決定する、工業的に又は職人により製造された当該物品の美術的表現

及びデザイン表現は、意匠として保護されるものとする。 
意匠が、その本質的特徴において、新規かつ独自である場合に、当該意匠に対し法

的保護が付与されるものとする。 
意匠の本質的特徴には、物品の外観の審美的及び／又は人間工学的特性を決定する

特徴(形態構造、装飾及び色彩の組み合わせを含む。)が含まれるものとする。 
 

 法第 1259 条： 著作権の客体 
1. 著作権の客体は、著作物の価値及び目的並びにその表現の態様にかかわらず、次に

掲げる学術、言語及び美術の著作物である。 
  ……. 
 絵画、彫刻、グラフィックス、デザイン、劇画、漫画及びその他の造形美術の著

作物 
装飾・応用美術及び舞台芸術の著作物…… 

が含まれる。 
コンピュータプログラムもまた著作権の客体とみなされ、言語の著作物として保護さ

れる。 
 
 ロシアの実務者の回答によれば、著作権および意匠を扱う法律の引用条項は、著作権と

意匠権(意匠特許)によって全く同一の製品を保護できることを示唆している。これら二種

類の保護の関係性に関する条項は存在しない。実際には、産業意匠の特許が無い場合でも

製品の著作権を保護できたケースがある。 
 
 
６．５．意匠権侵害 
  
６．５．１．意匠権侵害についての事例検討158 
 
 以下にロシアの実務者が意匠権侵害について検討した結果を判断の参考例として示す。 
 
【参考判断例１】 
質問： 
下の意匠A、意匠B、意匠C はいずれも物品が「街路灯灯具本体」で同一であり、意匠

A は登録意匠で、意匠B、意匠C は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。登

録意匠A には対して、意匠B 及び意匠C は発光面(底面)の形状が異なるとともに、意匠C
は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なる。図面は CG で作成されている。

                                            
158 知財庁は審査上、登録可否の観点から類否を見ているが、実務者は、侵害・非侵害となるか等効力範囲

の観点から類否を見ている。 
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このとき、意匠B、意匠C は、登録意匠A の意匠権を侵害すると判断できるか。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録意匠A159         第三者の実施意匠B160    第三者の実施意匠C161 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ロシア実務者回答： 

侵害しているとされる製品において、特許のあらゆる本質的特徴を発見できなくてはな

らない。この場合、専門家の意見を求められる可能性がある。このケースに至っては、侵

害とみなされる可能性が高いであろう。 
 
また、下記公知意匠を示した場合の意匠権の侵害に関して、ロシアの実務者にヒアリン

                                            
159 意匠登録第 1365435 号(本意匠) 
160 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 
161 意匠登録第 1421163号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 

【上方からの斜視図】
 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 

 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 【下方からの斜視図】 

       
登録意匠A の使用状態の参考

リング下面が発光部となっている。 

中心に長尺のポールを取り付けて

使用する。 
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グを実施し、以下の回答を得た。 
 
質問： 
侵害・非侵害を判断する審理の過程で、登録意匠A に対する以下の公知意匠が存在する

ことが判明した。公知意匠は意匠Aの登録時の手続きでは考慮されなかった。このとき、

意匠B、意匠C は、登録意匠A の意匠権を侵害するか。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

公知意匠162 
 
ロシアの実務者回答１： 
ロシアにおいては、意匠の保護の範囲は、意匠の「本質的特徴の一覧表」によって決定

される。該品目の画像に見出され、かつ該工業意匠の本質的特長のリストに与えられる工

業意匠のすべての本質的特長をその品目が含む場合には、工業意匠は、該品目において使

用されたと見做されなければならない。登録意匠A の「本質的特徴の一覧表」なくして、

意匠B およびC が登録意匠A を侵害しているか否かを判定することは不可能である。 
 
ロシアの実務者回答２： 
ロシアの法律 (ロシア連邦民法第 1358 条) に従って、製品の画像に反映され、意匠の「本

質的特徴の一覧表」に列挙された意匠のすべての本質的な特徴を当該製品が含む場合に、

その特許を受けた意匠は製品において使用されたと見做される。意匠B および意匠C が登

録された登録意匠A を侵害しているかどうかを分析するためには、登録された登録意匠A
の本質的な特徴の正確な内容を知る必要がある。分析を行う際には、登録された登録意匠

A の各特徴を意匠B および意匠C に含まれる特徴と比較する。登録された登録意匠A の

本質的な特徴の内容に列挙されたすべての特徴を意匠B が含む場合には、登録意匠A が意

匠B において使用され、そして意匠B が登録された意匠B を侵害していると判断する可

能性が高い。意匠C に関しても同じ分析を行う。従って、本質的な特長の完全な内容を見

ないうちには、いかなる回答も与えることができない。 
 

                                            
162 意匠登録第 1350510 号(単独登録) 
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【参考判断例２】 
質問： 
下の意匠D及び意匠Eはいずれも物品が郵便受箱で同一であり、意匠Dは登録意匠で、

意匠E は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠E は、前面

のカバー形状が登録意匠 D とやや異なる。このとき、意匠 E は、登録意匠 D の意匠権を

侵害すると判断できるか。 
  

     
       登録意匠D163        第三者の実施意匠E164 

  
ロシアの実務者回答： 

日本の雑誌「パテント」2010 年 Vol63.No.12「ロシアにおける模倣品対策」Vladimir 
Biriulin 著にて紹介された、類似ケースを確認いただきたい。(同誌には、意匠権と侵害意

匠との構造上の相違は侵害があったとする大筋の結論に影響するものではない主旨の例が

記載されている。) 
 
 

                                            
163 意匠登録第 1374144 号(本意匠) 
164 意匠登録第 1411875号(意匠登録第 1374144 号の関連登録) 

【斜視図】 【斜視図】 



 

178 
 

【参考判断例３】 
質問： 
下の意匠F及び意匠Gはいずれも物品が包装容器で同一であり、意匠Fは登録意匠で、

意匠 G は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 G は、全

体の形状、底面の山形部の数、凹部の位置が登録意匠F とやや異なる。このとき、意匠G
は、登録意匠F の意匠権を侵害すると判断できるか。 

 

      

           登録意匠F165        第三者の実施意匠G166 
ロシア実務者回答： 

専門家の意見が必要となるかもしれない。未登録の意匠には、特許意匠の全般的な印象

に変化を与えない程度の細かい構造的な変更点があると言える。これが証明された場合、

裁判所はこれを侵害のケースとみなすかもしれない。 
 
また、下記公知意匠を示した場合の意匠権の侵害に関して、ロシアの実務者にヒアリン

グを実施し、以下の見解を得た。 
 
質問： 
 侵害・非侵害を判断する審理の過程で、登録意匠F に対する下図の公知意匠が存在する

ことが判明した。公知意匠は意匠 F の登録時の手続きでは考慮されなかった。このとき、

意匠G は、登録意匠F の意匠権を侵害するか。 
 
 
                                            
165 意匠登録第 1373205 号(単独登録) 
166 意匠登録第 1409656 号(単独登録) 

【斜視図】 

 

【斜視図】 

 

【平面図】 【平面図】 
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公知意匠167 
ロシア実務者回答１： 
ロシアにおける意匠の保護の範囲は、意匠の「本質的特徴の一覧表」によって決定され

る。該品目の画像に見出され、かつ該工業意匠の「本質的特徴の一覧表」に与えられる工

業意匠のすべての本質的特徴をその品目が含む場合には、工業意匠は、該品目において使

用されたと見做されなければならない。登録意匠 F の「本質的特徴の一覧表」なくして、

意匠G が登録意匠F を侵害しているか否かを判断することは不可能である。 
 
ロシア実務者回答２： 

ロシアの法律 (ロシア連邦民法第 1358 条) に従って、製品の画像に反映され、意匠の

「本質的特徴の一覧表」に列挙された意匠のすべての本質的な特徴を当該製品が含む場合

に、その特許を受けた意匠は製品において使用されたと見做される。これはつまり、登録

意匠F が登録された意匠G を侵害しているかどうかを分析するためには、登録された意匠

G の本質的な特徴の正確なリストを知る必要がある。分析を行う際に、登録された意匠G
の各特徴を意匠E に含まれる特徴と比較する。登録された登録意匠F の本質的な特徴のリ

ストに列挙されたすべての特徴を意匠F が含む場合には、意匠G が登録意匠F において

使用され、そして登録意匠F が登録された意匠G を侵害していると考えられる。 
 
【参考判断例４】 
質問： 
下の意匠H 及び意匠 I はいずれも物品が歯科用回転器具で同一であり、意匠H は登録

意匠で、意匠 I は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 I は

                                            
167 意匠登録第 1314199 号(単独登録) 

 

 

 

 

【斜視図】 

【平面図】 
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側部に、登録意匠 H にはない二重の輪状模様が付されている。このとき、実施意匠 I は、

登録意匠H の意匠権を侵害すると判断できるか。なお、意匠に係る物品である「歯科用回

転器具」は、人工歯の形態を研削して修整するためのものであり、歯科用電気エンジン又

は歯科用ハンドピースに装着して回転させながら使われるものである。また、本器具は軸

対象に加工されている。 
 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

登録意匠H168         第三者の実施意匠 I169 
 
ロシア実務者回答： 

専門家の意見が必要となるかもしれない。未登録の意匠には、特許意匠の全般的な印象

に変化を与えない程度の細かい構造的な変更点があると言える。これが証明された場合、

裁判所はこれを侵害のケースとみなすかもしれない。 
 
６．５．２．意匠権侵害の救済 
  
 ロシアの実務者は、意匠権が侵害された場合に救済を求める機関として裁判所と警察を

挙げている。そして、意匠権の侵害に関しては、当事者のどちらかが私人である場合は一

般裁判所、両当事者が法人である場合は商事裁判所によって担当されるという。裁判所は

非常に頻繁に活用されている。場合によっては警察が関与して、侵害しているとされる対

象物を使用停止にして証拠書類を提出することがある。 
 
 救済機関として裁判所、警察等のメリット・デメリットは以下のとおりである。 
 

 メリット デメリット 
裁判所 裁判所における手順は簡単で、比較的

安く収まる。第一審裁判所の場合は

なし 

                                            
168 登録意匠第 1377111号(本意匠) 
169 登録意匠第 1377517 号(意匠登録第 1377111 号の関連登録) 

【正面図】 【正面図】 
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$15,000 以内。 
警察 警察は関与した際に報告書を作成す

るが、これは貴重な証拠書類となって

以後の審問にて使用される。 

時折、警察に訴えても直ぐには動いて

くれない場合がある。このような時

は、時宜にかなって行動が取られるか

が重要となってくる。 
税関 意匠特許の所有者が、意匠を侵害した

とされる対象物がいつ国境を越える

かを把握している場合、一般的に税関

は協力してくれるため、所有者は即座

に訴訟を起こすことが可能となる。 

法律は、税関が国境で意匠管理を行う

義務を課してはいない。 

知的財産

権庁 
知的財産権庁は、侵害への対処を行っていない。 

  
 ロシア特許庁の回答者によると、工業意匠の登録がロシア連邦の管轄域内で法的保護が

付与されたものである場合、上記に述べられた活動は意匠の使用の定義の範囲に該当する

として、意匠に係る物品に対する直接侵害に該当する行為として、製造、使用、譲渡、貸

渡し、輸出、輸入、譲渡若しくは貸渡しの申出を挙げ、その根拠は同法 1358 条第 2 段落

であるとしている。ロシアの実務者は、画像意匠についても同様の行為が直接侵害に該当

するとしている。また、同実務者は、間接侵害に関する法律条項は存在しないが、間接侵

害の内容はロシアにおいては侵害の恐れがある行為として認識される可能性があるとして

いる。そして、間接侵害に該当する行為として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る

物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為を挙げている。 
 裁判所は意匠の創造性に関する査定は行わない。裁判所は特許が存在しており、それが

特許庁によって認可されたという事実から審理を開始する。そのため、裁判所の役割は特

許が侵害されているか否かを確認する点にある。 
 意匠権の民事的救済として請求できる内容は、差止請求、損害賠償その他金銭的請求、

侵害品の破棄、侵害に供した設備の除去の請求、信用回復措置請求などである。なお、意

匠権の侵害は刑事罰の対象となっているが、これまでに適用された例はないようである。 
 意匠権侵害訴訟に至るまでの一般的な当事者間のやりとりについては、侵害者に対して

警告通知を発する義務はないものの、常識として行うのが望ましい。警告通知を与えるこ

とで侵害を停止し、訴訟を回避できる場合もある。 
 ロシアの実務者からは、権利行使を行う場合、基礎となる意匠権における意匠の開示と

して、侵害が認められやすい意匠の開示方法又は開示の程度として、登録意匠は通常の使

用状態では使用者からは観察できない面(例えば、冷蔵庫の背面など)も開示し、物品のす

べての面が見えるような意匠の表現が権利行使の際には有利であるとする意見や、願書に

おいて、意匠に係る物品の使用方法、機能、用途などを記載できる場合は、できるだけ詳

細に記載した方が権利行使の際に有利であるとする意見がある。 
 意匠権侵害に対して救済を求めて争う場合、民事訴訟で争う場合と刑事訴訟とする場合

のメリット、デメリットは以下のとおりである。 
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 メリット デメリット 

民事訴訟 民事訴訟によって、侵害を停止させ損

害を請求できる。 
無し 

刑事訴訟 侵害を停止できる。170 無し 

 
 工業意匠が製品に使用されていると見なされるのは、かかる製品がその表象内、および

工業意匠の「本質的特徴の一覧表」(クレーム)における本質的特徴を含んでいる場合であ

る。意匠権者は、侵害しているとされる製品のあらゆる本質的特徴が、特許に存在するこ

とを裁判所で証明しなくてはならない。 
特許法の対象として登録された 意匠の場合の意匠権の効力の範囲は、「本質的特徴の一

覧表」に列挙される、登録された意匠のすべての本質的特長を当該製品が含む場合には、

該製品に延長される。上で注意したように、意匠侵害事例において問題の製品が出願者の

工業意匠のすべての特徴を含むかどうかを確定するために、裁判所は、専門家の見解に依

存することがある。 
著作権の対象としてのデザインの場合には、効力の範囲は一般に、問題の製品の全般的

な外観に基づく。著作権を有するデザインと被告の製品との間にある程度の紛らわしい類

似性または同一性が存在するかどうかを確定するために、アプローチは、登録商標におけ

る場合とまったく同様である。そのような事例において、裁判所の任命による審査ならび

に世論調査の結果が利用可能である。 
 
６．５．３．意匠権侵害に関する判例 
 
 ロシア特許庁の回答者は、裁判所における意匠権に関する判決がなされたとき、判決例

によって、法律や審査基準などの変更が必要と判断される場合又は法律の解釈の変更が必

要と判断される場合は、これらの修正を行うとしている。 
  
 意匠特許No 41872A を所有するドイツの会社は、 ロシアの会社を当該権利侵害で訴え

た。第一審裁判所は、この主張を全面的に認めた。この際裁判所は、被告の製品が特許で

保護されている製品の全ての本質的特徴を取り込んでいる旨を記載した、選定専門家によ

る報告書を参照した。被告は控訴したがこれは失敗に終わり、続いて破棄院に告訴した。

被告は、自分の製品が特許で保護されている原告製品のあらゆる本質的な特徴を取り込ん

でいた訳では無く、特許製品のシリンダーには開口部が三つであるが、彼の製品はこれが

二つであったということを主張した。ドイツの会社は破棄院での審問には出廷せず、また

被告に対する解答も提示しなかった。裁判所は被告の申立てを認めず、ドイツの会社の主

                                            
170 ロシア実務者の回答では、刑事訴訟のメリットが民事訴訟と「同じ(same)」とあったが、刑事訴訟では損

害賠償の請求はできないので、ここでは侵害の停止ができることを意味すると解される。 
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張を認めた、前審の判決を維持した。理由は、開口部が三つではなく二つであった点は製

品の本質的な特徴を変更するものではなく、またその人間工学的品質(the ergonomic 
quality)に影響を及ぼすものでも無いと見なしたからである。 
 
注釈:  

このケースは、ロシアの裁判所が外国の知的財産権所有者に有利な判決を下す傾向があ

るのではないかという、時折話題に昇る疑問に答えるものであったと言える。ドイツの会

社は裁判所に出廷しなかったにも関わらず、その主張を認める判決を得られた。 
 
 ロシアのアイスクリーム製造会社は、アイスクリームのラベルに関する意匠特許 No 
52995 を所有していた。この会社は、同一のラベルを使ってアイスクリームを製造してい

た別のロシアの会社を告訴した。両当事者は、専門家によって作成された相容れない報告

書を提示した。第一審裁判所は、原告の主張を認めなかったため控訴となった。控訴裁判

所は、特許庁の専門家による更なる報告書の作成を命じた。特許庁の専門家による報告書

は、意匠の色とグラフィック上の処理は意匠特許のあらゆる本質的な特徴を含んでいた訳

では無いと述べた。そのため、裁判所は第一審で下された判決を維持した。 
 
 なお、一般的には意匠関連の訴訟は数が非常に少ない。 
 
 
６．６．税関・警察等での取締り 
 
 ロシアは、ベラルーシ、カザフスタンとともに税関機構を構成し、事前に登録がなされ

ている税関登録簿に基づいて知財対象物の権利保護措置を講じているが、当該知財対象物

は、商標権、著作権・隣接権、原産地表示、サービスマークを対象としており、意匠権は

税関機構における保護対象となっていない。 
 
関税同盟の関税法の第 46 章および 2010 年 11 月 27 日No. 311-FZ の連邦法の第 42 章

「ロシア連邦における税関規制に関して」は、権利所有者が税関 IP 登録簿において特定

の IP 主題の記録を取得した時の税関保護メカニズムを規定している。それにもかかわら

ず、税関当局は、IP が登録簿に記録されていなくても、商品を一時停止する資格を有する。 
しかし、(発明および実用新案と同じく(alongside with))特許としての工業意匠は、その

ような登録簿に記録されないという事実に注意が払われなければならない。しかし、デザ

インは、著作権として保護され、かつ著作権としてのデザインは登録簿に記録され、所有

者は税関による保護を享受できる。著作権の資格を有するためには、デザインは、創造性

によって特徴づけられなければならない。商品の検査および差押えのタイミングは、種々

の要因に依存するが、合理的な期間を逸脱することはない。税関により輸入品が登録簿に

記録されたデザインに類似することが見出された場合には、税関は、当該製品の解放を一

時停止し、輸入者および権利所有者の双方に通知する。該デザインが登録簿に記録されて
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いない場合でも、税関が、該輸入品が模倣品であることを確信する合理的根拠を有する場

合には、商品の解放は 7 日間一時停止される。意匠特許が存在し、どの税関チェックポイ

ントを通って侵害商品がロシアに入国できるかを所有者が知っている場合には、所有者は、

その税関事務所に商品入国の通知を依頼できる。税関は通常、協力的であり、特許所有者

に期待される引き渡しを通知することができるが義務ではない171。 
 
 
６．７．その他 
 
 意匠の有効性判断を争う場合、ロシアには助言ができる民間企業および独立した弁護士

がいる。 
 ロシアでは公共機関が先行意匠調査サービスを行っている。 
 意匠権侵害訴訟や無効手続において使用する証拠収集のための、侵害品の特定や調査、

無効事由調査について、民間の法律事務所や調査機関に制限は加えられていない。 
 
 工業意匠の法的保護を規定する文書はロシア特許庁の Website(ロシア語)で入手できる
172。 
  

                                            
171 参考URL 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59:deiat-adm3&catid=18:deiat-
adm-cat&Itemid=1830( 終アクセス日：201４年 2月 14日) 
172 http://www.rupto.ru  
民法(第 4部)はロシア特許庁のWebsite：(英語)で入手できる。

http://www.rupto.ru/rupto/portal/883567fd-fbd2-11e0-e807-8e000200001f?lang=enhttp://www.customs.ru/
index.php?option=com_content&view=article&id=59:deiat-adm3&catid=18:deiat-adm-cat&Itemid=1830(
終アクセス日：2014年 2月 14日) 
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