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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
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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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＜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。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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。 


	模倣対策マニュアル　表紙
	模倣品対策マニュアル（ロシア）第1章第7節
	模倣品対策マニュアル（ロシア）付録(1)
	模倣品対策マニュアル（ロシア）付録(2)
	模倣対策マニュアル　奥付



