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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。 
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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
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用新案出願審査のフローチャート 

 

 

実用新案の登録、特許証の交

付、特許付与に関する情報の

公開 

 

あり 

 

なし 

 

登録料及び

特許発行手

数料の納付 

 

特許査定 特許拒絶査定 

 

申立認容 

 

上訴認容 

 

認容 

 

認容 

却下 

 裁判所への上訴 

 

特許紛争審判室へ 

の異議申立 

 

審
判
手
続 

 

出願取下とみ

なされる 

 

受理なし 

 
要求した書類の受理 

 受理あり 

 

不備又は誤った書類に関する通知

及び追加書類の要求 

 

出願日の確定 

 

実用新案特許の出願 

 
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) 

発明の実用新案出願から特許出願

への変更の宣言 (特許に関する決

定が行われるか、審判請求手続き

が終了するまで) 

出願取下(遅くとも実用新案登録

まで) 

情報調査請求 

要求された書類の提出期限の延長

又は期限の回復請求 

 

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 
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– 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
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 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。 
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