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第 3 節 知的財産権侵害への民事上の救済措置の適用  

(1) ロシアの民事裁判制度とその特徴  

 知的財産侵害に対する民事訴訟は、ロシア連邦裁判所、すなわち、商事(仲裁)裁判所(「仲

裁裁判所」とも呼ばれる)又は普通裁判所(「通常裁判所」としても知られる)が審理する。 

 訴訟物及び訴訟当事者の人格(法人又は自然人)に応じ、事件を上記 2 種類の裁判所に配分

する。 

 ロシア連邦仲裁手続法で定める一般原則によれば、商事(仲裁)裁判所は、営利法人又は個

人事業者の事業活動分野内におけるこれらの者の経済的紛争を審理する。紛争の両当事者が

営利企業であるか、ビジネスマンである場合、経済的な性格の紛争であると推定されるケー

ス大半である。同時に、ロシア連邦仲裁手続法には、外国企業又は外国のビジネスマンが関

与しているインターネット及びドメイン名に係る紛争を商事(仲裁)裁判所で管轄するための

特別な規定が用意されている。商事(仲裁)裁判所は、この規定を適用し、特に商標がドメイ

ン名に違法に使用されている場合に外国企業である商標権者がドメイン名の所有者に対して

提起した訴訟を審理する (例えば、G.H. Mumm & Cie v. Mr. Usupov Sh. D. – 第

А40-47499/10-27-380 号事件に関する 2011 年 5 月 18 日付ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所

幹部会決議第 18012/10 号)。 

 普通裁判所は、自然人及び法人が当事者である非経済的事件を審理する。普通裁判所は、

特に次の事件を管轄する： 著作物の著作者を確認するための紛争、著作者の非財産的権利の

保護に関する紛争、自然人である著作権者が提起した著作権侵害訴訟、発明、実用新案及び

意匠の発明者に関する紛争、発明、実用新案及び意匠を利用する際の発明者への報酬の支払

いに関する紛争、自然人でありかつ個人事業主としての資格を持たない特許権者が提起した

特許侵害訴訟。 

 それぞれの普通裁判所及び商事(仲裁)裁判所の裁判管轄は、特定の区域に限定される。 

 ロシア連邦の 2 つの連邦構成主体で 1 つの商事(仲裁)裁判所を共有しているサンクトペテ

ルブルク及びレニングラード・オブラストを除き、83 の構成主体のそれぞれに第 1 審商事(仲

裁)裁判所が置かれている。第 1 審普通裁判所の裁判区はこれよりも小さく、複数の地区に分

かれた市又は町に、裁判区がそれぞれの地区に限定された複数の普通裁判所が置かれている

場合もある。 

 商事(仲裁)裁判所制度は、ロシア連邦連邦構成主体商事(仲裁)裁判所(一審)、控訴商事(仲裁)
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裁判所(二審)、ロシア連邦管区商事(仲裁)裁判所(三審)、そして、下級商事(仲裁)裁判所の判

決が上告された場合に案件を四審として審理する監督審裁判所であるロシア連邦最高商事

(仲裁)裁判所で構成される。 

 普通裁判所制度は、地区普通裁判所(一審)、ロシア連邦連邦構成主体普通裁判所(二審)、第

三審の事件を審理するロシア連邦連邦構成主体普通裁判所幹部会(三審)及びロシア連邦最高

裁判所(四審、ただし、知的財産権侵害事件は審理しない)で構成される。 

 

 知的財産侵害に対する民事訴訟は、被告又は被告の 1 人の住所がある管区の商事(仲裁)裁

判所又は普通裁判所にそれぞれ提起しなければならない。 

(2) 知的財産権侵害者を訴えるための条件  

 ロシア連邦民法第 1229 条によれば、知的活動の成果(科学、文学及び技術的著作物、実演、

レコード、無線又は有線放送組織により伝達又は送信された内容、発明、実用新案、意匠、

ノウハウ、植物品種及び動物品種(選択交配の成果)、集積回路の回路配置)又は個別化手段(社

名、商標及びサービスマーク、原産地名称、商号(商業上の指定))に排他的権利を有する自然

人又は法人は、権利者として、自らの裁量により、法律に違反しない一切の方法で当該成果

又は手段を使用する権利を有する。 

 権利者は、自らの裁量により、知的財産の保護対象の他の者による使用を許可又は禁止す

ることができる。禁止していないことで、同意(又は許可)したものとは見なされない。 

 他の者は、ロシア連邦民法で定める場合を除き、権利者の同意なく知的財産の保護対象を
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使用してはならない。ロシア連邦民法により、知的活動の成果又は個別化手段の権利者以外

の者が権利者の同意を得ずにこれを使用することが許される場合を除き、当該同意を得ずに

当該知的財産の対象を使用することは違法であり、民法及びその他の法律で定めた法的責任

が生ずる。 

 これまでに他の章で説明したように、民法のそれぞれの条文により、知的財産の対象のそ

れぞれの使用態様について規定している。 

 権利者は、訴訟を提起する準備として、事前に次の手順を踏む必要がある。 

 証拠の収集及び確保 

 訴状の作成及び請求の記載 

 すべての文書につき、その写しの被告への送付 

 裁判所手数料の計算及び納付 

 ロシア連邦民法(第 195、196 条)では、原告が、侵害された権利を保護するために侵害者に

対する訴訟を提起できる期間として、原則として 3 年間の期限を定めている。この出訴期限

は、知的財産紛争にも適用される。このことは、権利者が侵害の事実について知ったか、又

は知り得べき日から 3 年以内に訴訟を提起する必要があることを意味する。原告は、この 3

年の期限満了後であっても訴訟を提起でき、また裁判所も、当該事件を審理できるものの、

出訴制限が満了している事実を被告が主張すれば、裁判所により、訴えが却下される。 

 訴状には、① 現実の侵害の事実、及び ② その法的根拠、並びに ③請求、を記載しなけ

ればならない。 

 ① 現実の知的財産権侵害の事実は、文書で立証しなければならない。裁判所は、提出書類 

の書式に関する厳格な要件を定めており、一切の重要文書につき、その原本又はその認 

証された写しを提出する必要がある。外国の文書を提出する場合には、そのアポスティ 

ーユ認証を受け、ロシア語に翻訳する必要がある。文書のロシア語訳は、公証人による 

公証を受ける必要がある。 

 訴訟を準備する過程で、知的財産の権利者は、次の事実を証明する証拠を収集する必 

要がある。 

 原告が、問題の知的財産の対象に対する排他的権利者であること。これには、特に 

特許証、商標登録証、著作権譲渡契約書等が必要になる。 

 問題の知的財産の対象が侵害製品に違法に使用されていること。この点を証明する

ためには、試験購入の過程で入手した文書(領収書、航空貨物運送状、契約書等)、侵
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害品の見本(又はその写真)及びこれに付随する技術的文書(があれば)、購入した見本

に発明、実用新案、意匠が実施されていることを証言する技術的専門家又は特許弁

護士の報告書を提出する必要がある。 

 侵害製品につき、被告が侵害行為を犯したこと。例えば、被告がロシア連邦領内に

侵害品を輸入したか、これを製造、その販売を申し出、販売若しくは侵害品を他の

方法で市場に導入し、又はそれらの目的のためにこれを保管したこと。試験購入に

より入手した文書は、被告の名称その他の必須事項が記載されたものでなければな

らない。 

 ② 訴状の請求の根拠とする法律の規定を引用符で囲む必要がある。また、紛争に適用でき 

る上位審の判例又は法解釈の引用があれば、これも訴状に含めることが極めて望ましい。 

 ③ 民事訴訟の枠組みにおいて、権利者は、次の内容を請求できる： 

 知的財産の対象に対する権利の確認－当該権利を否定するか、これを他の理由で認

めず、権利者の適法な利益を侵害する者に対して。 

 知的財産の対象の使用中止－使用又はこれに必要な準備をなした者に対して。 

 損害賠償－権利者との契約を結ぶことなく知的財産の対象を違法に使用したか、又

は他の方法で排他的権利を侵害し、権利者に損害を与えた(損害を立証する必要があ

る)者に対して。 

 保管している一切の模倣品の廃棄－生産者、輸入者、保管人、運送人、販売人その

他の流通業者又は悪意の購入者に対して。 

 行われた侵害行為に関する裁判所の判決に真の権利者を表示して公表すること－排

他的権利の侵害者に対して。 

 法は、商標、著作権及び著作隣接権の所有者に対し、損害賠償を請求する代わりに、次に

掲げる無条件の金銭的補償を受ける選択肢を用意している： 

① 侵害の性質から推して裁判所が裁定した 10,000 ルーブル(300 米ドル)から 5,000,000 

ルーブル(170,000 米ドル)の額。当該補償を選択する場合、裁判所の裁定する補償金 

額を引き上げるためには、やはり原告が被った損害又は他の面において被害を受けたこ 

とを立証することが望ましい。 

② 著作物若しくはレコードの複製物又は商標を違法に添付した物品の価値の倍額、類似の 

状況のもとで知的財産の該当する対象を適法に使用した場合に通常徴収される対価か 

ら類推した当該対象の使用権の価値の倍額。 
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 これに代わる選択肢として、損害賠償及び無条件の補償を受けることもできる。これは、

商標(著作権)の所有者が、以上の請求のいずれか 1 つしか提起できないことを意味する。損

害を文書で証明できず、損害額の計算の詳細な内容を示すことが困難な場合には、補償を請

求したほうが有利である点を考慮する必要がある。 

 訴訟の裁判所手数料は、ロシア連邦税法で定める非金銭的及び金銭的請求額にもとづいて

計算する。したがって、現在、非金銭的請求を行った場合の裁判所手数料は 4,000 ルーブル

(130 米ドル)である。裁判所の口座に裁判所手数料を振り込んだことが確認できる支払指図

書の原本を訴状とともに提出しなければならない。 

 必要な証拠をすべて収集し、訴状を作成した後で、事件の被告その他の当事者にあらゆる

書類の写しを書留郵便で郵送する必要がある。郵便局の受領証を訴状とともに裁判所に提出

する必要がある。 

 訴状の提出が済めば、裁判が始まる。 

 訴訟が、形式要件(裁判所手数料を正確に計算し、支払っており、郵便局の受領証が添付さ

れている等)をすべて満たしている場合、裁判所は、訴状が提出された日から 5 営業日以内に

訴状を受理し、裁判所の命令により、事件の予備法廷審問の日取りを設定する。通常の場合、

予備審問は、訴状が提出された日から 1 ヶ月以内に行われる。 

 提起された訴訟が形式的要件を満たしていない(例えば、裁判所手数料の支払いを確認でき

る文書が提出されていない等の)場合、裁判所は、審理を延期し、期限(通常は 2-3 週間)を定

め、不備を補うことを原告に認める。 

 予備審問において、原告は、自らの主張、訴えの根拠を述べ、裁判所に提出した証拠を開

示する。 

 被告は、抗弁の要点を述べる。 

 この段階において、当事者には、訴訟手続に第三者を参加させ、(裁判所が要求した場合に

のみ獲得できるものであるが)追加的な証拠を要求し、鑑定命令その他の措置を求める申立を

行う権利がある。当事者は、この段階において(さらに、後の段階でも)和解契約を結ぶこと

ができる。 

 予備審問の結果、事件の本案を審理する準備が整ったかどうかを裁判所が検討し、これが

整っていれば、実体審理を行う日取りを設定する。その段階で、裁判所は、事件の争点を整

理し、弁論書をすべて提出するよう当事者に求め、追加的な証拠の必要性並びに他の者又は

鑑定の必要性について判断を下す。 
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 特許侵害事件の場合、裁判官に技術的な背景的知識がなく、鑑定人の助けがなければ、技

術の細部がわからない場合もあるため、特定の技術分野について専門家の知識が必要な場合

には、裁判所が、鑑定を命ずるのが普通である。商標及び著作権侵害事件でも鑑定を命ずる

場合はあるものの、商標問題は、特許ほど難解ではないため、特許事件の場合ほど多くはな

い。 

 事件の本案審理に関する訴訟手続は 1～2 ヶ月程度であるが、鑑定人報告書の作成にはそ

れ以上に時間がかかるため、鑑定を命じた場合には、さらに期間を要する。 

 裁判所は、訴訟当事者の書面若しくは口頭による説明及び裁判所の命じた鑑定の結果(鑑定

を命じた場合)を含む当事者の提出したあらゆる証拠を吟味し、法律の現行の規定を適用して

判決を下す。ロシアには判例法がないものの、裁判官は、裁判所実務により形成された方法

論及び最上級審の示した法解釈を考慮に入れる。 

 第一審裁判所では、1 人の裁判官が事件について判決を下すのが普通である。しかしなが

ら、事件が特に難解なために合理的必要性がある場合及び/又は経済、金融、及び経営分野に

関する特別な知識を利用する必要がある場合において、第一審商事(仲裁)裁判所は、当事者

の申立に応じ、対応する活動分野の専門家 2 名を仲裁人として関与させることができる。こ

のような場合には、3 名の裁判官の合議体で事件を審理する。 

 裁判官は、判決を下すため、審理の最後に退廷し、また、当事者が退廷する前に判決の結

論を言い渡す。上記判決の結論では、請求を棄却するか、全部又は一部を認容する旨を述べ

る。裁判所は、事件について確定した現実の事実、調査の結果及び判決の意図に言及する判

決の全文をそれから 5 営業日以内に作成し、当事者に送付しなければならない。 

 一審の商事(仲裁)裁判所の判決は、二審の商事(仲裁)裁判所(控訴裁判所)に控訴しない限り、

判決日からちょうど 1 ヶ月後に効力を生じ、したがってこれを執行できる。 

 一審の普通裁判所の判決は、二審の普通裁判所に控訴しない限り、判決日から 10 日後に

効力を生じ、執行できる。 

 いずれの系統の裁判所でも、二審裁判所の手続は、一審裁判所よりも短く、ほとんどの場

合、控訴した日から 1 ヶ月以内に行われる 1 回限りの審理で判決がなされる。控訴審は、3

名の裁判官の合議体で審理する。控訴裁判所の判決は、その瞬間から効力を生ずる。 

 控訴商事(仲裁)裁判所の判決は、それから 2 ヶ月以内に、各連邦管区商事(仲裁)裁判所(三

審裁判所 - 破毀裁判所)に上訴できる。 

 二審普通裁判所の判決は、それから 6 ヶ月以内に三審普通裁判所に上訴できる。 
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 三審裁判所の手続は短く、その判決は、その時点で効力を生ずる。 

(3) 正式事実審理及び判決  

 原告に有利な判決が下され、これが効力を生じ次第、執行手続に入ることができる。仮差

止命令又は裁判所の命ずる罰金の執行等、一定の問題については、裁判所の判決が即座に執

行される。 

 仮差止命令や考えられる他の即時の措置の場合、権利者は、潜在的な侵害者が市場に参入

するのを防ぐか又は商品を既に市場に流通させている潜在的な侵害者の活動を停止させる措

置を講ずることができる、ロシア法では、原告が差止命令の申立を行える点に留意すべきで

ある。法律によれば、裁判所は、次の場合に差止命令を認めことができる：① 裁判所の判決

において、ロシア連邦外における執行が想定されている場合を含め、そのような措置を講じ

なければ、裁判所の判決の執行を妨げるか、執行が不可能になる場合、並びに② 原告が重大

な損害が被るのを予防することが目的である場合。被告の一定の財産を差し押さえること、

被告に対して一定の作為又は不作為を禁じること、その他の要件を差止命令に含める場合も

ある。 

 裁判所は、差止命令を求める申立が行われた日の遅くとも翌日までにこれを吟味する必要

がある。また、差止命令は、予備的なものであってもよく、裁判所は、これを訴えが提起さ

れる前に認めてもよい(ただし、仮差止命令を認めた日から遅くとも 15 日以内に訴えを提起

しなければならない)。裁判所は、原告が被告の被る損失を補償しなければならない場合に備

え、保証金を提出するよう原告に要求してもよい。さらに、原告が保証金を自主的に差し入

れれば、裁判所により差止命令が認められる可能性がある程度高まる点にも留意したい。た

だし、原告が保証金を提出しても、申立に理由がなければ、差止命令は認められない。 

 したがって、差止命令には、予備的なものと、訴訟の提起後における訴訟手続の任意の段

階で認められるものとの 2 種類がある。しかしながら、実務上は、裁判所が、差止命令を機

械的に認めることを嫌がる場合があり、裁判所は、差止命令を求める申立がなされる度に、

これを十分に吟味している。 

 裁判所が差止命令による救済措置を認めなかった事件も存在するが、それは、差止命令を

認めない場合に上述のような結果を招くことにつき、申立人が立証できなかったためである。 

 例えば、医薬品特許の侵害が主張されていた最近の事件において、裁判所は、原告が、差

止命令が認められなければ勝訴しても判決を執行できないこと、また、敗訴した場合は被告
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の損失を補償する旨の証拠が提出していないため、侵害が主張されている製品の製造、供給

及び販売の差止を認めることができないと述べた。これと同時に、差止命令を申し立てる理

由が明快かつ十分な証拠に裏付けられている場合、裁判所がこれを認める可能性が高い。そ

の一例は、医薬品特許に関係する特許侵害事件において原告が差止命令を申し立てた第

A50-20124/2011 号事件である。 

 結論的には、裁判所にとって説得力のある証拠があれば、商標、特許及び他の知的財産事

件のいずれにおいても差止命令による救済措置が認められると言える。 

 この節において既に述べたように、原告は、① 権利の確認、② 侵害の中止、③ 損害の賠

償、④ 物理的媒体及び模倣品の生産に使われた設備／施設の差し押さえ及び廃棄、⑤ 正当

な権利者を記載した判決の公表、を裁判所に申し立てることができる。さらに、著作権、著

作隣接権及び商標の侵害事件の場合には、損害賠償に代わりに金銭的補償を受けることがで

きる。特許の場合、このような選択肢はまだ用意されていないものの、ロシア議会が現在審

議中の法改正に伴い、金銭的補償が法律(民法第 IV 部)に盛り込まれるものと予想される。 

 他にも重要な法規定がある： 民法第1253条は、法人が排他的権利を繰り返し侵害したか、

その侵害が重大なものである場合、検察官の請求により当該法人を清算できると定めている

(この規定にもとづいて 2010 年に解決された事件は 1 件のみである)。 

 大多数の訴訟において、侵害の差止命令及び損害賠償/金銭的補償を求める申立が行われて

いる。このため、2011 年の前半に第一審商事(仲裁)裁判所に提起された排他的権利の保護に

関係する 1,447 件の事件のうち、1,294 件が排他的権利の執行に関するもので(121 件が

Rospatent の決定に対する上訴事件で)あった。第一審裁判所では、請求の 57％を支持して

いる。第二審で覆された事件が約 2.9％、破毀裁判所で覆された事件が 1.1％である。 

 さらに、580 件(総数の 44％)において、損害賠償／金銭的補償を請求しており、第一審裁

判所は、その 62％を支持している。模倣品の差し押さえが認められた事件はわずか 4 件にす

ぎない(第一審裁判所により認められたものが 3 件)。侵害訴訟の 60.5％が著作権、29.9％が

商標、4.7％が特許に関する事件であった。 

 判決の公表を求める請求について、裁判所は、判決を公表することで、権利者の権利がど

う救済されるのかにつき立証するよう権利者に求める場合がある。原告がこの点を十分に立

証できない場合が多いため、裁判所がこのような請求を退ける結果になっている。しかしな

がら、特許紛争の場合、裁判所は、著作権及び商標事件の場合よりも、判決の公表を求める

請求に好意的な傾向にある。他方で、特許紛争の数は、商標及び著作権紛争よりも尐ない。 
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 執行手続については、第一審裁判所が、執行命令を行う。さらに、原告は、執行命令を、

執行手続の開始を求める申立とともに執行官(廷吏)に提出する。判決の発効日から原則とし

て 3 年以内であれば、執行命令を提示し、判決の執行を要求することができる。執行手続が

開始された後、執行機関は、債務者が判決を自発的に履行するために最高で 5 日間の猶予期

間を認めることができる。さもなければ、執行官は、判決の執行措置を進める。執行官は、

執行手続の過程で、判決に定めた措置を講じる。必要な情報を請求し、調査を行い、財務書

類を確認し、債務者の財産を押収し、債務者を追跡し、鑑定を行い、さらに、例えば財産の

差し押さえ、財産に対する権利の債権者への移転等、あらゆる措置を講ずる。 

a) 民事事件におけるいくつかの事例 

1) 特許侵害及び特許の効力  

 ある企業が、スペアパーツ(道路建設機材の切断機のカッターとカッターホルダー)のロシ

アへの輸入及び販売を進めた。 

 ロシア特許の特許権者「Pigma」が、特許侵害を理由にその企業を訴えた。 

 原告は、スペアパーツの輸入及び販売が自らのロシア特許第 2002050 号を侵害しているこ

とを理由にその中止を求めた。第一審裁判所、控訴裁判所及び破毀審は、原告の当該請求を

認めた。ところが、被告の弁護士が、Rospatent の特許紛争審判室において、原告の特許が

「進歩性」の要件を満たしていないことを証明したため、ロシア特許が取り消された。裁判

所の判決を覆したわけである。 

2) 商標の不正登録  

 ロシア企業「AISI.CL」がドイツ企業の商標をロシアで登録していた事件。 

 商標弁護士が、Rospatent の特許紛争審判室及び裁判所においてドイツ企業を代理し、未

使用を理由に不正な登録を抹消させることに成功した。裁判所も特許紛争審判室の審決を支

持した。 

 その結果、依頼人であるドイツ企業「Street One GmbH」は、ロシアにおいて商標に対す

る排他的権利を取得した。 

3) 商標権侵害事件  

 「BURBERRY Limited」(英国)の商標を連邦税関局の税関登録簿に記載することで、バー
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バリー商標を表示する物品の違法な輸入を停止させることに成功した。 

 あるロシア企業がロシアに輸入した「バーバリー」商標の表示された模倣ブランド衣料品

の貨物をロシアの税関が押収した。弁護士の申立にもとづき、税関が、行政手続を開始した。 

 裁判所の終局的判決は、「BURBERRY」商標の違法な使用を理由に侵害者が有罪であると

認めた。その商品がロシアに違法に輸入された模倣品であると認定され、廃棄するために没

収された。裁判所の課した罰金は、3,5000 ルーブル(1300 米ドル)に達した。 

4) 著作権侵害  

 Salomon S.A.(フランス)vs. SK Kant(ロシア) 

 スキーブーツの金具の外観に係るフランス企業の意匠を模倣した金具を製造、販売し、フ

ランス企業の知的財産権を侵害した。 

 「著作権及び著作隣接権に関する」ロシア法の規定が援用され、問題の知的財産権が否認

されたため、ロシア企業の行為が、「Salomon S.A.」の創造的な著作物の不正使用であるこ

とをフランス企業の弁護士が証明した。 

 裁判所の判決により、ロシアにおいて、当該フランス企業の知的財産権を侵害する行為が

中止された。 

5) 商標権侵害  

 USG(米国)は、分類 02 の充填剤を含め、様々な物品及びサービスにつき、世界中及びロシ

アで登録されている文字要素「SHEETROCK」を含む一群の商標の権利者である。USG は、

「SHEETROMIX」を表示する標章を添付した充填剤を生産、その販売を申し出、これを販

売した貿易会社「BLIS」LLC を提訴した。 

 USG は、貿易会社「BLIS」LLC による商標の不正使用を理由に、同社に対し、侵害活動

の中止及び法律に定めた補償金の支払いを求める訴訟をモスクワ地方商事(仲裁)裁判所に提

起した。 

 裁判所は、この事件を吟味する過程で、鑑定を命じた。鑑定人は、商標と、侵害の容疑者

が使用する表示とを比較分析し、両者の間に混同を生ずるおそれがある程度の類似性がある

と結論づけた。 

 裁判所は、鑑定人及び商標権者が収集し、提出した他の証拠にもとづき、商標権者に有利

な判決を下した。 
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 この事件は、表示がやや異なる場合でも、商標権者の権利が保護され得ることを実証した

点において、重要な事件であった。 

6) 社名及び商標の侵害  

 日本企業 XXXXXXXX 株式会社は、同社の社名「XXXXXXXX」をドメイン名<xxxxxxxx.su>

に使用し、社名及び商標に対する同社に対する排他的権利を侵害したことを理由に私人

Khorkov 氏を訴えた。当該日本企業の法律事務所は、熟慮の後、社名及び商標に対する

XXXXXXXX の排他的権利を Khorkov 氏が侵害した証拠を収集した。権利者の同意のない排

他的権利の使用は、市民的権利の乱用であるため、これを中止させる必要があった。モスク

ワ地方商事(仲裁)裁判所は、「XXXXXXXX」表示の不正使用を中止させ、Khorkov 氏に補償

を命ずる判決を下した。第 9 控訴商事(仲裁)裁判所は、判決を部分的に修正し、補償金の請

求を棄却したものの、判決の残余の効力を維持した。 

 裁判所は、ロシアで登録していない場合でも、私人が外国企業の社名を使ってはならない

ことを示した。 

7) 商標権侵害と並行輸入  

 ロシア企業「Avtologistika」は、BMW AG(商標権者)の許可なく BMW の商標を付した自

動車のスペア部品を輸入するため、ロシアの税関に貨物を申告した。 

 BMW AG は、許可していない輸入を停止させるため、裁判所に民事訴訟を提起した。 

 BMW 社の法律事務所が努力したにもかかわらず、第一審裁判所は、訴えを退けた。そこ

で、上級審に控訴した。 

 控訴裁判所は、事件を十分に吟味し、一連の証拠について調べた後、その弁護士の主張を

考慮し、第一審裁判所の判決を取り消した。 

 控訴裁判所は、純正品であっても、商標を付した商品を商標権者(BMW AG)の許可なくロ

シアに輸入した場合には違法であると見なされると判示した。また裁判所は、BMW AG の

請求を支持し、補償金を支払うよう Avtologistika に命じた。 

 並行輸入の問題は、現代のロシアにおける重要な論点の 1 つである。この点に関する裁判

所の実務には、様々な理由からばらつきがある。 

 従って、ロシアにおいて、商標権者の許可のない、商標を付した純正品の輸入が許されな

いこと(権利の消尽に関する国家政策)を証明することが極めて重要であった。 
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 当該法律事務所の専門家は、法廷において主張し、勝訴するための適切な法的努力を払っ

た。 

(4) 並行輸入 

 多くの国々では、並行輸入について国内法で明確に規定しているため、権利者は、それぞ

れの規定を考慮し、特定国における事業計画を立案することができる。ロシアの法令には、

「並行(灰色品)」輸入に言及した規定がないものの、これには、ロシアにおける知的財産の

法的関係を規律する民法第 IV 部の一般原則が適用される。したがって、民法第 1229 条に定

める一般原則より、知的財産の対象を権利者の許可なく使用することは許されない。 

＜商標＞ 

 これは、昨年、最も論議された問題である。並行輸入をめぐる紛争のほとんどは、民法第

IV 部の発効後に発生しているものの、改正法では、(2002 年)商標法ほど、並行輸入に関する

ルールが明記されていない点に注意する必要がある。 

 特に、商標法の第 23 条には、権利の消尽をめぐる国家原則が明記されていた。この原則

は、その後、商標権者自身が、又はその同意にもとづいて物品をロシア市場で取引した場合、

商標権の侵害にあたらないと定めるロシア連邦民法第 IV 部の第 1487 条に引き継がれた。 

 かつては、行政違反法にもとづき、税関が並行輸入を訴追していた。その後、最高商事(仲

裁)裁判所が司法実務を改め、並行輸入に行政措置を適用しないと述べ、民事上の措置で並行

輸入に十分に対応できると述べた。しかしながら、このことは、民事訴訟において、それま

での結論とは矛盾する複数の判決を生み出す結果を招いた。 

 その結果、一部の事件において、並行輸入を禁止する判決がなされた。 

商標 裁判所 事件番号 判決日 

Panasonic 第 17 控訴(商事) 

仲裁裁判所 

17АП-480/2010-ГК 

(英語では、17AP-480/2010-GK) 

2010 年 2 月 25 日 

UVEX サンクトペテルブルク 

・レニングラード地方 

(商事)仲裁裁判所 

А56-20519/2009 

 

2009 年 7 月 9 日 

Evian 最高(商事)仲裁裁判所 BAC-10102/10 

(英語では、VAS-10102/10) 

2010 年 10 月 5 日 

BMW サンクトペテルブルク А56-55384/2010 2011 年 2 月 24 日 
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・レニングラード地方 

(商事)仲裁裁判所 

KRUSOVICE 最高(商事)仲裁裁判所 BAC-5318/11 

(英語では、VAS-5318/11) 

2011 年 5 月 11 日 

 ロシアには判例法がないため、司法実務の動向を把握するのは困難である。最後になるが、

前掲の(第 BAC-10102/1 0 号)事件の場合、監督審を含むすべての審級で審理され、監督審は、

並行輸入が商標侵害であると認め、これが許されないことを確認した。並行輸入の可否につ

いて不確定な状態が数年にわたって続いたが、その後、上級審(最高(商事)仲裁裁判所)は、最

近、並行輸入について見解を述べ、これがロシアにおいて許されないことが確認された。 

 並行輸入について、さらに、民法第 1252 条(4)によれば、個別化手段を含む知的財産の対

象が表示されている(つまり、商品のラベルに商標が表示されている)物理的媒体(つまり物品)

の輸入が、権利者の権利を侵害する場合、当該物品は、模倣品であると見なされ、これを廃

棄するために押収される点も指摘しなければならない。 

 したがって、現在の法律及び裁判所の実務に従えば、並行輸入事件を民事訴訟の枠組みで

考えるべきである。その点につき、民法では、民事訴訟において次に掲げる請求を行うこと

ができると定めている点に注意すべきである。 

 ① 侵害の停止 

 ② 物品の没収及び廃棄 

 ③ 損害賠償(損害を受けた場合) 

 ④ 損害賠償に代わる 1 万から 500 万ルーブル(16 万米ドル)の金銭的補償又は模倣品の倍 

額又は商標を適法に使用した場合のライセンス費用の推定額の倍額 

 ⑤ 判決の公表 

 ⑥ 原告が負担した訴訟費用の補償 

 上記に加え、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン政府が2010年12月9日に署名した(2012

年1月1日発効)「知的財産の保護及び執行分野の法令に関する統一的原則に関する協定」が、

関税同盟域内にその効力が及ぶ権利消尽の原則について定めている点に注意する必要がある。

上記協定の第13条によれば、商標権者又は商標権者の同意を得た者が関税同盟加盟国の領内

に適法に流通させた物品への商標の使用は、商標侵害を構成しない。 

 このような原則を定めた目的は、関税同盟域内における物品の流通を阻むあらゆる障壁を

除去するためであった。しかしながら、上記の規定にもかからず、このような地域原理の導
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入は、ロシアにおける商標権者に対する排他的権利の範囲に影響を及ぼさず、商標権者は、

第三者による商標の一切の違法な使用に対し、商標権を行使する権利を有する。並行輸入を

めぐる状況は変化し続けている。その負の側面は、反独占庁が、ロシアにおいて権利の国際

的消尽を認める方向に並行輸入に対する考え方を変えることを擁護している点に留意すべき

である。権利の地域消尽の効力が 2012 年から生ずる点を考慮すると、このような試みには

かなり疑問が残る。 

＜特許及び著作権＞ 

 著作権及び特許の対象の並行輸入は、民法により、はるかに効果的に規制されている。前

述の第 1229 及び 1252 条(4)に規定され、著作権にも適用される一般原則以外に、民法には

第 1270 条という特別な規定があり、この規定によれば、著作物のオリジナル又は複製品を

販売目的で輸入することは許されない。特許の場合、民法第 1358 条(2)にもとづき、特許を

受けた発明、実用新案又は意匠が実施されている商品の並行輸入が禁止されている。 

 以上のルールを考慮すれば、ロシアでは、並行輸入業者が、権利者の許可を受けずに著作

権又は特許権の対象である物品を輸入した場合、侵害責任を免れる見込みはない。 

(5) ロシアにおける知的財産裁判所設置に関する見通し  

 上述のように、現在では、商事(仲裁)裁判所及び普通裁判所が知的財産事件を審理してい

る。これらの裁判所は、あらゆる種類の経済事件を扱っているため、知的財産を審理する裁

判所の能力にはばらつきがあることは明らかである。モスクワとサンクトペテルブルグがロ

シア最大の都市であり、この 2 都市の商事(仲裁)裁判所で扱われる知的財産事件の割合が高

いため、これらの事件に関する経験が最も豊富なのは、おそらくモスクワ商事(仲裁)裁判所

とサンクトペテルブルク商事(仲裁)裁判所であろう。普通裁判所の審理する事件は、さらに

多様である。普通裁判所では、主に個人を扱う一方、知的財産の所有者の多くは法人である

ため、知的財産事項の扱いに関して普通裁判所にそれほど経験がないことは当然である。知

的財産に対する排他的権利に関連する紛争の数が増えるにつれ、知的財産権特有の性質を考

慮に入れて紛争を解決できる専門的な裁判所を設置する必要性が理解されてきた。知的財産

裁判所が必要であるもう 1 つの理由は、このような紛争を審理し、解決するためには、特定

の技術分野に関する知識を含め、知的財産に関する十分な経験と専門的知識が必要とされる

場合が多いからである。知的財産権を扱う特別裁判所を設置すれば、現在の問題を解決し、

ロシア連邦の知的財産権保護制度全体の効率を高めることができる。 
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 「ロシア連邦の司法制度に関する」連邦憲法的法律の第 4 条にもとづき、ロシア連邦の司

法機能は、ロシア連邦憲法及びその連邦憲法的法律にもとづいて設置された裁判所が担って

いる。 

 「ロシア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律は、ロシア連邦の商事(仲裁)

裁判所が、ロシア連邦の司法制度を構成する連邦裁判所であると規定する(第 1 条)。ロシア

連邦の商事(仲裁)裁判所制度は、ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所、連邦管区商事(仲裁)裁判

所、控訴商事(仲裁)裁判所、そして共和国、州、地方、連邦市、自治州、自治管区の第一審

商事(仲裁)裁判所で構成される。 

 「ロシア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律の第 4 条は、商事(仲裁)裁判所

が、商業紛争を解決し、ロシア連邦憲法、連邦憲法的法律、ロシア連邦仲裁手続法及びこれ

らの法律に従って制定された他の連邦法により商事(仲裁)裁判所の管轄する他の事件を審理

することで、ロシア連邦に正義をもたらすと規定する。 

 したがって、知的財産裁判所は、「ロシア連邦の司法制度に関する」連邦憲法的法律及び「ロ

シア連邦の商事(仲裁)裁判所に関する」連邦憲法的法律を改正する連邦憲法的法律にもとづ

いて設置されることになる。 

 知的財産裁判所は、知的財産権保護に関連する紛争を第一審及び第三審裁判所として審理

する専門的な商事(仲裁)裁判所となることが予想される。 

 知的財産裁判所は、第一審裁判所として、次の事件を審理する。 

 ① 知的活動の成果及び個別化の手段の保護の分野のみならず、特許権並び選択交配の成果、 

集積回路の回路配置、製造秘密(ノウハウ)、法人、商品、著作物、サービス及び事業の 

個別化の手段、単一の技術の範囲内において知的活動の成果を使用する権利の分野にお 

ける出願人の権利及び法的利益を損なう連邦行政機関(主にRospatent)の規制行為に対 

する異議申立事件。 

 ② 知的財産の対象(著作権及び著作隣接権の対象となる事項並びに集積回路の回路配置を 

除く)への法的保護の付与又は停止に関する紛争に係る次に掲げる事件。 

 Rospatent、選択交配の成果については連邦行政機関(農業省)及びそれらの職員、そ

れとともに、ロシア政府により秘密発明の特許出願を審査することを認められた機

関の非規制行為、決定及び作為(不作為)に対する異議申立事件 

 特許権者の確認に関する事件 
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 連邦法が他の無効手続を定めている場合を除き、発明、実用新案又は意匠の特許、

商標への法的保護の付与の無効に関する事件 

 商標の不使用による取消に関する事件 

 知的財産裁判所は、紛争の原因となっている法律関係の参加者が法人であるか、自営業者

であるか、その他の主体であるか又は私人であるかにかかわらず、上に列挙した事件を審理

する。 

 知的財産裁判所は、破毀審として、第一審で審理した事件に併せて、ロシア連邦の構成主

体の商事(仲裁)裁判所及び控訴商事(仲裁)裁判所が第一審として審理した知的財産権保護に

関する事件も扱う。 

 知的財産裁判所が(破毀審の裁判所として)知的財産権の救済措置に係る紛争を審理するこ

とは、司法実務に統一性をもたらすと思われる。 

知的財産裁判所の第一審判決は、破毀手続に従い、同裁判所の幹部会に上訴できる。 

 ロシア連邦の構成主体の商事(仲裁)裁判所が第一審として審理した知的財産権侵害に係る

紛争は、控訴手続に従い、控訴商事(仲裁)裁判所で審理する。当該事件の破毀審は、知的財

産裁判所に提出し、知的財産裁判所は、これを破毀手続に従って審理する。 

 知的財産裁判所の破毀審における判決は、ロシア連邦最高商事(仲裁)裁判所が監督権限を

行使し、再審理することができる。 

 知的財産裁判所は、尐なくとも 30 名の裁判官で構成される予定である。連邦管区商事(仲

裁)裁判所に適用されている年齢、経験及び任命方法に関する要件が、知的財産裁判所の裁判

官にも適用される。 

 知的財産裁判所では、その管轄する事件を審理する過程で発生する特別な問題について調

査するため、裁判所の基準を満たす資格を有する専門家のグループを設置する。 

 知的財産裁判所は、2013 年 2 月 1 日までに設置される予定である。また、知的財産裁判

所は、「Skolkovo」イノベーション・センター内に設立される予定である。 

 知的財産裁判所は、ロシアの裁判制度における商事(仲裁)裁判制度の機能の一部を担うも

のとなる。 
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