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V．ロシア B．特許

B．特許
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
特許権の客体は、民法典35第 1349 条に規定されている。
なお、第 1350 条第 1 項の改正により、
「特定の目的のための製品又は方法の使用」が発
明として保護対象に追加された。また、第 1350 条第 2 項の改正により、発明の新規性の
判断に当たり、先行技術としてロシア連邦領域内で特許が付与された工業意匠も含まれる
こととなった。
【改正前】36 第 1349 条 特許権の客体
1. 特許権の客体は、発明及び実用新案につき本法に定める要件を満たす科学及び技術的分
野における知的活動の成果、及び意匠につき本法に定める要件を満たす美術的デザインの
分野における知的活動の成果とする。
2. 本法の規定は、本法第 1401 乃至第 1405 条の具体的な規定及び当該規定に従い発布さ
れた制定法に別段の定めがない限り、国家機密を構成する情報を含む発明(「秘密発明」)
に及ぶ。
3. 本法上の法的保護は、国家機密を構成する情報を含む実用新案及び意匠には付与されな
いものとする。
4. 次に掲げるものは、特許権の客体ではないものとする。
1) ヒトのクローン化方法
2) ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の修正方法
3) 工業目的及び商業目的によるヒトの胚の使用
4) 公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反するその他の企て
【改正前】第 1350 条 発明の特許性の要件
1. 製品(装置、物質、微生物の菌株、植物又は動物の細胞培養を含む。)又は方法(有形的手
段を用いて有形物に影響を与える手順)に関連するあらゆる分野における技術的解決は、発
明として保護されるものとする。
2. 発明が先行技術により予測されない場合は、発明は新規であるとされるものとする。
技術水準を考慮して、発明が当業者に自明でない場合は、当該発明は進歩性を有するもの
とする。
技術水準には、発明の優先日より前に、世界のあらゆる場所で公表されたあらゆる情報、
及び公衆が利用可能となったあらゆる情報が含まれるものとする。発明の新規性の判断に
あたり、技術水準には、発明及び実用新案につきその他の出願人がロシア連邦内で申請し
た、先の優先権を有するすべての出願(当該出願に係る書類は、本法第 1385 条第 2 項又
35

以降、民法典を引用する際は、
「～条」とのみ示す。
特許庁 外国産業財産権制度情報(https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/russia/minpou_no4.pdf)
で公開されている民法典の日本語条文は改正前の条文であるため、改正前の条文であることを追記している。
日本語の引用条文は以下、同じ。
36
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は第 1394 条第 2 項に従い何人もアクセスする資格がある。)、並びに、ロシア連邦領域内
で特許が付与された発明及び実用新案も含まれるものとする。
4. 発明は、工業、農業、公衆衛生、経済のその他の部門、又は社会的分野で使用され得る
場合は、産業上に利用可能であるとされるものとする。
5. 次の各号に掲げるものは、発明とされないものとする。
1) 発見
2) 科学的理論及び数学的方法
3) 専ら製品の外観に関し、かつ、審美的要求を満たすことを目的とした企て
4) ゲーム、及び、知的活動又は事業活動のための規則及び手段
5) コンピュータプログラム
6) 情報の提示に関するアイデア
本項に従い、これらの客体は、特許出願が上記の主題それ自体を対象とする場合にのみ発
明とはされないものとする。
6. 次の各号に掲げるものには、発明としての法的保護が付与されないものとする。
1) 植物品種、動物品種、及び、それらを得る生物学的方法。但し、微生物学的方法及びか
かる方法の使用により得た製品を除く。
2) 集積回路の配置設計(回路配置)
WIPO が公開している 2014 年民法典改正条文の英語版を以下に引用する37。
in Article 1350:
a) the words "in particular, to the application of a product or method for a definite
purpose" shall be added to Paragraph One of Item 1;
b) in Item 2:
in Paragraph Three after the words "The state of the art" shall be added the words "in
respect of an invention";
in Paragraph Four the words "inventions and utility models" shall be replaced by the
words "inventions, utility models and industrial designs";
１．２ 登録要件
（１）方式審査
方式審査では、方式要件(出願書類の不備)、補正要件、単一性要件が審査される。方式
審査が完了すると、出願人に対して、方式審査の肯定的結果及び発明の出願の提出日が出
願人に通知される。
WIPO、Federal Law No. 35-FZ of March 12, 2014, on Amendments to the First, Second and Fourth
Parts of the Civil Code and Certain Legislative Acts of the Russian Federation
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14951 (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日) 英語の引用条
文は、以下同じ。
なお、改正前の英文条文は以下に掲載されている。WIPO, “Russian Federation: Civil Code of the Russian
Federation (as amended up to December 8, 2011)”, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=277714
(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
37
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【改正前】第 1384 条 発明の出願の方式審査
1. 連邦の知的財産当局に提出された発明の出願につき、方式審査が実施されるものとす
る。当該審査の過程において、本法第 1375 条第 2 項に定める書類の存否、及び当該書類
が所定の要件に合致しているかについて確認されるものとする。
2. 本法第 1378 条第 1 項に基づき出願人が発明の出願に係る補充資料を提出した場合に
は、当該資料が、特許請求がなされた発明の本質を変更するか否かが確認されるものとす
る。特許請求がなされた発明の本質を変更する補充資料は、発明の出願を審査する目的で
は斟酌されないものとするが、出願人は別の出願として提出することができる。連邦の知
的財産当局はこの旨を出願人に通知するものとする。
3. 連邦の知的財産当局は、方式審査の完了後直ちに、方式審査の肯定的結果及び発明の出
願の提出日を出願人に通知するものとする。
4. 発明の出願が出願書類に係る所定の要件を満たさない場合、連邦の知的財産当局は、補
正した書類又は不足する書類を、出願人が勧告を受領した日から 2 月以内に提供するよう
出願人に勧告するものとする。出願人が、かかる書類を所定期間内に提供すること又は当
該期間を延長する請求を提出することを怠ったとき、出願は取り下げられたとされるもの
とする。当該期間は、10 月以下の範囲で連邦執行当局がこれを延長することができる。
5. 発明の出願が発明の単一性の要件(第 1375 条第 1 項)に反して提出された場合、連邦の
知的財産当局は、出願人が当該通知を受領した日から 2 月以内に、特許請求された発明の
うちいずれが審査されるべきであるかを知らせ、かつ必要に応じて出願書類を補正するよ
う出願人に対し勧告するものとする。原出願において特許請求された他の発明は、分割出
願として提出され得る。出願人が、所定期間内に、特許請求された発明のうちいずれが審
査されるべきであるかを通知することを怠るか、又は、必要に応じて適切な書類を提出す
ることを怠るとき、発明の審査は、特許請求の範囲中に最初に明記されている発明に関し
て行われるものとする。
（２）実体審査
実体審査では、特許要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性、不特許事由(第 1386 条))
の充足、ダブルパテント(第 1383 条)が確認される。
【改正前】第 1386 条 発明出願の実体審査
2. 発明の実体審査は、下記を含むものとする。
発明の新規性及び進歩性を確認するための特許請求された発明に関する先行技術調査
特許請求された発明につき、本法第 1350 条に定める特許性の充足の確認
特許請求された発明については、本法第 1349 条第 4 項、及び、第 1350 条第 5 項及び第 6
項に明記された客体に関連する調査は行われないものとする。連邦の知的財産当局は、発
明の実体審査の開始日から 6 月の期間満了前に、その旨を出願人に通知するものとする。
調査の実施及び調査報告書の提示のための手続は、知的財産分野における規範的かつ法的
規整を所轄する連邦執行当局がこれを定める。

336

V．ロシア B．特許

また、改正により、実体審査において、クレームされている発明が、当業者がその発明
を実施できるように十分に開示されなければならない旨が審査されることが、第 1386 条
に追記された。
107) Article 1386 shall be stated in the following wording:
"Article 1386. The Expert Examination of an Invention Application on the Merits
Thereof
2. The expert examination of an invention application on the merits thereof includes
the following:
information retrieval concerning the declared invention to assess the state of the art
subject to which the invention patentability will be verified;
verifying the compliance of the declared invention with the requirements established
by Item 4 of Article 1349 of this Code and with the patentability conditions set out by
Paragraph One of Item 1, Items 5 and 6 of Article 1350 of this Code.
verifying the sufficiency of disclosing the essence of the declared invention in the
documents of the application provided for by Subitems 1-4 of Item 2 of Article 1375 of
this Code and presented as of the date when it is filed for making the invention by an
expert in the given field of technology;
verifying the compliance of the declared invention with the conditions of the
patentability provided for by Paragraph Two of Item 1 of Article 1350 of this Code.
The federal executive governmental body charged with intellectual property matters
shall forward to an applicant a report on the information retrieval.
No information retrieval shall be carried out in respect of the objects cited in Item 4 of
Article 1349 and in Items 5 and 6 of Article 1350 of the present Code and the federal
executive governmental body charged with intellectual property matters shall notify an
applicant of it.
A procedure for carrying out information retrieval and for filing a report on it shall be
established by the federal executive governmental body charged with normative legal
regulation in the area of intellectual property.
１．３ 権利期間
特許、実用新案、意匠ともに、権利の存続期間は第 1363 条に規定されている。
【改正前】第 1363 条 発明、実用新案及び意匠に係る排他的権利の存続期間
1. 発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利の、及び、当該権利を証明する特許は、本法
に定める要件を満たすことを条件として、特許付与を求める初回出願が連邦の知的財産当
局へ提出された日から起算して、次に掲げる期間にわたり存続するものとする。
発明の場合は、20 年
実用新案の場合は、10 年
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意匠の場合は、15 年
特許により証される排他的権利は、発明、実用新案又は意匠の正式登録及び特許証付与(第
1393 条)の後に効力を生ずるものとする。
なお、改正により、意匠の存続期間が変更される。最長の権利期間は 25 年のままであ
るが、従来は、存続期間 15 年と延長期間 10 年であった。改正後は、存続期間 5 年と延長
期間 5 年ごと、合計で 25 年までである。
86) Article 1363 shall be stated in the following wording:
"Article 1363. The Effective Term of Exclusive Rights to an Invention, Utility Model
and Industrial Design
1. The exclusive right to an invention, utility model, industrial design, and to the
patent certifying this right shall be effective, provided that the requirements
established by this Code are satisfied, from the day when the patent application was
filed with the federal executive governmental body charged with intellectual property
matters, or, in the event of a divisional application (Item 4 of Article 1381), from the
date when the initial application is filed:
20 years for inventions;
10 years for utility models;
5 years for industrial design.
The protection of a patented exclusive right may be only exercised after the state
registration of an invention, utility model, industrial design and the issuance of the
patent (Article 1393).
3. The effective term of the exclusive right to an industrial design and the patent certifying
this right may be repeatedly extended on the basis of an application of the patent holder
by five years but in total at most by 25 years as from the date of filing a patent application
with the federal executive governmental body charged with intellectual property matters
or, in the event of filing a divisional application (Item 4 of Article 1381), from the date of
filing the initial application.
１．４ 権利の効力範囲
特許、実用新案、意匠ともに、排他的権利の侵害に該当する行為については第 1358 条、
排他的権利の侵害に該当しない行為は第 1359 条、第 1360 条に規定されている。
【改正前】第 1358 条 発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利
2. 発明、実用新案又は意匠の使用には特に次の各号に掲げる行為が含まれるものとする。
1) 発明若しくは実用新案を組み込む製品又は意匠を組み込む物品の、ロシア連邦領域内へ
の輸入、製造、利用、販売の申し出、販売、その他の態様で民間の流通に置くこと、又は、
当該目的による保管
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2) 特許を付与された方法により直接得られた製品に関して、本項第 1 号に定める行為を
なすこと。特許を付与された方法により得られた製品が新規である場合、反証がない限り、
同一の製品は当該特許を付与された方法から派生したとされるものとする。
3) 装置であって、当該装置の目的に従う機能(使用)が、自動的に特許を付与された方法を
含むものに関して、本項第 2 号に定める行為をなすこと。
4) 発明が使用される方法を(特に当該方法を適用することにより)行うこと。
特許された発明、実用新案又は意匠と均等なものを使用した場合でも排他的権利の侵害
に該当することが第 1358 条第 3 項に規定されている。
【改正前】第 1358 条 発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利
3. 発明若しくは実用新案に係る特許請求の範囲中の独立請求項に明記された発明若しくは
実用新案の各特徴、又は当該特徴と均等である特徴を、ある製品が含んでいるか、ある方
法に伴う場合であって、当該特徴又は均等である特徴自体が、当該製品又は方法に関して、
本条の第 2 項に定める行為が行われる前に当業者間においてそれ自体知られていた場合、
当該発明又は実用新案は当該製品又は方法により使用されたとされるものとする。
ある物品が、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(第 1377 条
第 2 項)に明記された当該意匠のすべての本質的特徴を含む場合、当該意匠は当該物品に使
用されたとされるものとする。
発明又は実用新案の使用が、別の発明又は別の実用新案の特許に含まれる特許請求の範囲
中の独立請求項に列挙されたすべての特徴の使用を伴う場合、及び意匠の使用の場合にお
いて、別の意匠に係る本質的特徴の一覧表に含まれるすべての特徴の使用をも伴う場合は、
当該別の発明、別の実用新案又は別の意匠も使用されたとされるものとする。
【改正前】第 1359 条 発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利の侵害に該当しない行
為
次の各号に掲げる行為を行うことは、発明、実用新案又は意匠に係る排他的権利の侵害を
構成しないものとする。
1) 発明又は実用新案を組み込む製品、及び、意匠を組み込んだ装置を、構築物、付属装置
において使用し、又は、外国の輸送手段(河川及び海上輸送、航空輸送、自動車輸送、及び、
鉄道輸送)において、並びに宇宙船内で使用すること。但し、当該輸送手段又は当該宇宙船
が、一時的又は偶発的にロシア連邦領域内に配置され、かつ、上述の製品又は装置が専ら
輸送手段又は宇宙船の必要のために使用されている場合に限る。かかる行為は、当該外国
(ロシア連邦領域内で登録された輸送手段及び宇宙船につき自国におけると同種の権利を
付与する場合)の輸送手段及び宇宙船に係る特許権者が保有する排他的権利を侵害する行
為と認められないものとする。
2) 発明若しくは実用新案を組み込む製品若しくは方法の科学的研究、意匠を組み込む装置
の科学的研究、又は当該製品、方法若しくは装置による実験の遂行
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3) 緊急事態(自然災害、大惨事、事故)における発明、実用新案又は意匠の使用。但し、特
許権者に対し、可能な限り早く通知され、かつ合理的な対価が支払われることを条件とす
る。
4) 利益又は収入を得ることが使用目的でない場合における、私的、家族内、家庭内、又は
事業活動に関連しないその他の必要のための発明、実用新案又は意匠の使用
5) 発明を用いた薬剤に係る医師の処方箋に基づいた、薬局における一時的調合
6) 発明若しくは実用新案を組み込む製品又は意匠を組み込む装置のロシア連邦領域内へ
の輸入、利用、販売の申し出、販売、その他の態様で民間の流通に置くこと、又は当該目
的による保管であって、当該製品若しくは装置が、特許権者若しくは特許権者の同意を得
たその他の者により、ロシア連邦の領域内における民間の流通に既に置かれていたとき。
【改正前】第 1360 条 国家安全保障の利益のための発明、実用新案又は意匠の使用
国家安全保障の利益のために、ロシア連邦政府は特許権者の同意なく、発明、実用新案又
は意匠の使用を許可する権利を有するものとする。但し、特許権者に対し、可能な限り早
く通知され、かつ、合理的な対価が支払われることを条件とする。
１．５ 使用分類
ロシアは、国際特許分類に関するストラスブール協定に加盟しており38、IPC 分類を使
用している。なお、ROSPATENT で独自に付与している特許分類はない39。
１．６ 出願日の認定要件
特許出願は、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁に提出す
ることにより行う。
【改正前】第 1375 条 発明の特許付与を求める出願
2. 発明出願は次に掲げるものを含むものとする。
1) 発明者の氏名及び特許を請求する者の名称、並びに、各人の法律上又は実際の住所を記
載した、特許付与を求める請求
2) 発明を実施するために十分詳細に、発明を開示する発明の明細
3) 発明の本質的特徴を記載し、かつ、発明の明細により十分に裏付けられた特許請求の範
囲
4) 発明の本質を理解するために必要であれば、図面及び他の資料
5) 要約
3. 発明出願の提出日は、連邦の知的財産当局による、特許付与の請求、発明の明細、並び
に明細中に言及されている場合は図面を含む出願の受理日、及び、前記書類のすべてが同
時に提出されなかった場合は最終の文書の受理日であるものとする

38
39

加盟：1975 年 9 月 30 日、発効：1976 年 10 月 3 日
現地事務所への調査結果
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１．７ 優先権
（１）主張の要件
パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願は、優先期間内に ROSPATENT に出願書類
を提出することにより行う。優先期間は、特許及び実用新案は 12 か月である。出願人の
支配が及ばない事情により、所定の期間内に優先権の主張を伴う出願が提出できなかった
場合、当該期間は、2 か月を超えない範囲内で連邦の知的財産当局がこれを延長すること
ができる。
（２）主張の手続き
優先権を主張しようとする出願人は、
当該出願の提出日から 2 か月以内に ROSPATENT
に対してこの旨を通知し、かつ、当該出願日から 3 か月以内に優先権書類の謄本を提示す
る必要がある。
【改正前】第 1382 条 条約による発明、実用新案又は意匠の優先権
1. 発明、実用新案又は意匠についての優先権は、工業所有権の保護に関するパリ条約の同
盟国における発明、実用新案又は意匠に係る最初の出願日により決定されるものとする
(「条約による優先権」)。但し、連邦の知的財産当局に対して、発明又は実用新案の出願
は上記の優先日から 12 月以内に、及び、意匠の出願の出願は上記の優先日から 6 月以内
に提出されたことを条件とする。出願人の支配が及ばない事情により、所定の期間内に条
約優先権の主張を伴う出願が提出できなかった場合、当該期間は、2 月を超えない範囲内
で連邦の知的財産当局がこれを延長することができる。
2. 実用新案又は意匠の出願について条約優先権を主張しようとする出願人は、当該出願の
提出日から 2 月以内に連邦の知的財産当局に対してこの旨を通知し、かつ、上述の連邦当
局への当該出願の提出日から 3 月以内に本条第 1 項に基づく最初の出願の謄本を提示す
るものとする。発明について条約優先権を主張しようとする出願については、その出願人
は、連邦の知的財産当局に対してこの旨を通知し、かつ、工業所有権の保護に関するパリ
条約の同盟国の特許庁へ最初の出願を提出した日から 6 月以内に、その出願の謄本を当該
連邦当局に提示するものとする。
出願人が上述の期間内に最初の出願の謄本を提示することを怠った場合であっても、上述
期間満了前に連邦当局に対し請求したとき、連邦の知的財産当局は優先権を認めることが
できる。但し、出願人が、最初の出願を提出した特許庁に対して最初の出願日から 14 月
以内に最初の出願の複写を請求し、かつ当該複写を受領した日から 2 月以内に連邦の知的
財産当局に対してこれを提示することを条件とする。
連邦の知的財産当局は、発明に係る優先権主張の有効性の確認が、当該主張がなされた発
明の特許性の審査を伴う場合にのみ、当該発明に係る最初の出願のロシア語による翻訳文
を提示するよう出願人に対して要求する権利を有するものとする。
なお、2014 年の民法典改正により、優先権証明書の提出が遅延した場合の規定が追加さ
れた。
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102) in Article 1382:
a) in Item 2:
the words "utility model or" shall be deleted;
a paragraph with the following content shall be added hereto:
"If an attested copy of the first application is not filed within the cited time, the right of
propriety, nevertheless, may be recognized by the federal executive governmental body
charged with intellectual property matters on the applicant's petition filed with the
same the federal executive governmental body charged with intellectual property
matters before the expiry of the cited time period. The petition may be allowed on
condition that a copy of the first application has been requested for by the applicant at
the same patent office with which the first application is filed within eight months as
from the date of filing the first application and is presented with the federal executive
governmental body charged with intellectual property matters within two months as
from the date when it is received by the applicant.";
１．８ 新規性の喪失の例外適用
第 1350 条第 3 項に新規性喪失の例外が規定されている。当該規定の適用を受けるため
には、発明者又は出願人による開示日から 6 か月以内に出願する必要がある。当該規定の
適用を受けるために、ROSPATENT に書面を提出する必要はない40。
【改正前】第 1350 条 発明の特許性の要件
3. 発明に関連した情報につき、当該発明者、出願人、又は発明者若しくは出願人から直接
的若しくは間接的に当該情報を受領したその他の者による開示であって、当該発明の本質
に関する情報を公表したものは、当該発明に係る特許出願が情報の開示日から 6 月以内に
連邦の知的財産当局に提出された場合には、発明の特許性の認定を妨げる事情とはならな
いものとする。当該事情が発生したが、当該事情をもってしても情報の開示が発明の特許
性の認定を妨げないことの立証責任は出願人が負担するものとする。
１．９ 出願公開
出願日から 18 か月後に公開される。早期公開は、出願日から 12 か月の期間満了前に出
願人が請求できる。
【改正前】第 1385 条 発明出願に関する情報の公開
1. 連邦の知的財産当局は、方式審査の結果が肯定的である場合、発明の出願の提出日から
18 月の期間満了時、発明の出願に関する情報を官報に掲載するものとする。公開される
データの一覧表は、知的財産分野における規範的かつ法的規整を所轄する連邦執行当局が
これを決定する。

40

現地事務所への調査結果
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発明者は、発明の出願に関する公開情報中における氏名表示権を放棄することができる。
発明の出願の提出日から 12 月の期間満了前に提出された出願人の請求に応じて、連邦の
知的財産当局は、当該提出日から 18 月の期間満了前に発明の出願に関する情報を公開す
ることができる。
発明の出願を提出した日から 12 月の期間満了前に、出願が取り下げられたか若しくは取
り下げられたと認められた場合、又は、出願に基づいて発明の登録が発効した場合は、公
開は行われないものとする。
１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度
民法典の改正前は、出願に対する情報提供や異議申立について定めていなかった。しか
し、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た。審査官は、当該通知書を考慮しても考慮しなくてもよい41。情
報提供の可能な時期は、特許出願の公開後である42。
なお、2014 年民法典改正により第 1386 条第 5 項に情報提供制度が新たに規定された。
107) Article 1386 shall be stated in the following wording:
"Article 1386. The Expert Examination of an Invention Application on the Merits
Thereof
5. In respect of an invention application published in the procedure established by
Article 1385 of this Code the federal executive power body in charge of intellectual
property matter shall publish a report on the information retrieval effected in the
procedure established by Items 2 and 4 of this article.
After publishing data on an invention application any person is entitled to present
observations thereof in respect of the compliance of the declared invention with the
patentability terms established by Article 1350 of this Code. Such persons shall not
take part in the proceedings concerning the application. Observations shall be taken
into account when adopting a decision on an application in the procedure established
by Article 1387 of this Code.
A procedure for and term of informing an applicant about the results of holding an
information retrieval and publication of a report on such retrieval shall be established
by the federal executive governmental body charged with normative legal regulation in
the area of intellectual property.

JETRO、模倣対策マニュアル ロシア編 2012 年 3 月、
http://www.jetro.go.jp/world/russia_cis/ru/ip/pdf/2011_mohou.pdf(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
42 現地事務所への調査結果
41
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１．１１ 審判制度
（１）拒絶査定不服審判
出願人は、特許紛争協議会に対して拒絶査定不服審判を申し立てることができる。当該
審判は、査定の受領日から 6 か月以内に限り請求することができる。
なお、特許を付与する査定に対しても、不服審判を請求することができる。この審判は、
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
きない場合に請求する43。
【改正前】第 1387 条 発明に対する特許の付与又はその交付を拒絶する査定
3. 連邦の知的財産当局による、発明に係る特許付与を拒絶する査定、発明に係る特許を付
与する査定、又は、発明の出願が取り下げられたと認める査定に対し、出願人は、査定書
を受領した日から 6 月以内、又は、不服申立通知に引用され、かつ、特許付与を拒絶する
査定書中に言及された、上述の連邦当局より請求された資料の複写を受領した日から 6 月
以内に、特許紛争協議会に申立書を提出することによって、不服を申立てることができる。
但し、後者は、発明の出願に関して行われた査定書を受領した日から 2 月以内に出願人が
これら資料の複写を請求したことを条件とする。
（２）無効審判
何人も、特許性、記載要件、ダブルパテント、冒認出願を理由として、無効審判を請求
することができる。冒認出願を理由とする無効審判は、裁判所が管轄し、それ以外の無効
審判は特許紛争協議会が管轄する。
【改正前】第 1398 条 発明、実用新案又は意匠に係る特許の無効確認
1. 発明、実用新案又は意匠の特許は、次の各号に掲げる場合においては、特許の存続期間
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。
1) 発明、実用新案又は意匠が本法に定める特許性を満たすことができない
2) 特許付与の査定書中に引用された発明又は実用新案の特許請求の範囲、又は、意匠の本
質的特徴の一覧表が、出願の提出日における発明又は実用新案の明細、及び、発明又は実
用新案の特許請求の範囲(提出日に発明又は実用新案の出願がかかる特許請求の範囲を含
んでいた場合)、又は、物品の図的表現にはなかった特徴を含む
3) 同一の優先日を有する、同一発明、実用新案又は意匠に係る数個の出願の場合における、
本法第 1383 条に定める要件に違反した特許の付与
4) 本法上発明者・考案者・創作者若しくは特許権者でない者を発明者・考案者・創作者又
は特許権者として特許中に表示したか、又は本法上、発明者・考案者・創作者若しくは特
許権者である者を、発明者・考案者・創作者若しくは特許権者として特許中に表示してい
ない特許の付与

43

JETRO 模倣対策マニュアル ロシア編 2012 年 3 月
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2. 本条第 1 項第 1 号乃至第 3 号の違反を知った何人も、発明、実用新案又は意匠に係る
特許付与について特許紛争協議会に対する申立の提起により異議を申立てることができ
る。
本条第 1 項第 4 号の違反を知った何人も、発明、実用新案又は意匠に係る特許付与につ
いて司法手続により異議を申立てることができる。
改正により、特許・実用新案の無効理由が追加された。新たに追加された無効理由は、
特許される発明が、原出願とともに提出された出願書類と矛盾する(non-compliance)こと
である(第 1398 条第 1 項第 2 号)。また、改正前の条文では、審判請求期間は権利の存続
期間中に限られているが、改正法では当該限定が削除されている。
118) Article 1398 shall be stated in the following wording:
"Article 1398. Declaring Invalid a Patent for an Invention, Utility Model or Industrial
Design
1. A patent for an invention, utility model or industrial design may be declared invalid in
full or in part if:
1) the invention, utility model or industrial design does not comply with the conditions of
patentability established by the present Code or with the requirements provided for by
Item 4 of Article 1349 of this Code, as well as if an industrial design does not comply
with the requirements provided for by Article 1231.1 of this Code;
2) the non-compliance of the documents of the application for an invention or utility
model presented as of the date of its filing with the requirement for disclosing the
essence of the invention or utility model fully enough for making the invention or utility
model by an expert in a given field of technology;
（３）その他
日本の訂正審判に相当する制度はないため、無効審判が請求されない限り、特許権の登
録後にクレームを訂正することはできない44。
１．１２ 早期審査制度
ロシア独自の早期審査の制度はない45。ただし、グローバル PPH に参加している46。

黒瀬雅志、ロシア知的財産制度と実務、財団法人 経済産業調査会、2013 年 4 月、p.76
現地法律事務所への調査結果
46 特許庁、http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm(最終アクセス
日：2015 年 2 月 19 日)
44
45
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
（１）発明の出願審査のフローチャート47

47

JETRO 模倣対策マニュアル ロシア編 2012 年 3 月
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２．２ 出願に用いる言語
願書はロシア語で記載する必要があるが、その他の書類は外国語で作成することができ
る。外国語についての制限はない。外国語の明細書等を提出した場合には、出願日から 2
か月以内にロシア語の翻訳文を提出する必要がある48。
【改正前】第 1374 条 発明、実用新案又は意匠の特許付与を求める出願の提出
2. 発明、実用新案又は意匠に対する特許付与を求める請求はロシア語で記載されるものと
する。その他の出願書類はロシア語又は他言語で記載されるものとする。出願書類が他言
語で記載される場合は、ロシア語による翻訳文が出願に添付されるものとする。
２．３ 翻訳文の提出
（１）パリ優先権の主張を伴う出願の場合。
外国語の明細書などを提出した場合には、出願日から 2 か月以内にロシア語の翻訳文を
提出する必要がある49。優先権証明書の翻訳文は、ROSPATENT から要求された場合に提
出する。
【改正前】第 1382 条 条約による発明、実用新案又は意匠の優先権(第 2 項第 3 段落)
連邦の知的財産当局は、発明に係る優先権主張の有効性の確認が、当該主張がなされた発
明の特許性の審査を伴う場合にのみ、当該発明に係る最初の出願のロシア語による翻訳文
を提示するよう出願人に対して要求する権利を有するものとする。
（２）PCT 出願の国内移行
PCT 出願がロシア語以外の言語で出願されている場合は、優先日から 31 か月の期間が
満了する前に、ロシア語による翻訳文を提出する必要がある。
【改正前】第 1396 条 本法に規定する出願の効果を有する国際出願及びユーラシア出願
1. 連邦の知的財産当局は、国際出願中に主張された優先日から 31 月の期間が満了する前
に、出願人が発明又は実用新案の特許を取得することを意図する国家としてロシア連邦を
指定している、特許協力条約に基づき提出された発明又は実用新案の国際出願の処理を開
始するものとする。出願人の請求に応じて、当該期限の満了前に国際出願は処理されるも
のとする。
但し、国際出願がロシア語で出願されたか、又は、出願人が、前記期間の満了前に、異な
る言語で提出された国際出願の一部を構成する発明又は実用新案の特許付与を求める出願
のロシア語による翻訳文を連邦の知的財産当局に提出したことを条件とする。
発明又は実用新案の特許付与に係る国際出願に含まれる請求のロシア語による翻訳文を連
邦の知的財産当局へ提供することに代えて、本法に定める特許付与を求める請求を提出し
てもよい。
48
49

黒瀬雅志、ロシア知的財産制度と実務、一般財団法人 経済産業調査会、2013 年、p.55
黒瀬雅志、ロシア知的財産制度と実務、一般財団法人 経済産業調査会、2013 年、p.55
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所定の期限内に前記書類の提出を怠った場合、特許協力条約に基づくロシア連邦に関する
国際出願の効力は、消滅するものとする。
本法第 1378 条第 3 項に定める出願書類の変更を行うための期限は、本法に基づく連邦の
国際出願知的財産当局による国際出願の処理の開始日に開始されるものとする。
２．４ 出願・登録の手数料
（１）出願から登録までに掛かる手数料(ルーブル)
項目
出願料

審査請求料

金額

クレーム数 25 まで

1,650

25 超の各クレームにつき

+250

最初の独立クレーム

2,450

2~10 番目の各独立クレームにつき

+1,950

11 番目以降の各独立クレームにつき

+3,400
3,250

特許付与手数料
（２）特許権の維持に掛かる費用(ルーブル)
年金(毎年)

金額

3-4 年次

850

5-6 年次

1,250

7-8 年次

1,650

9-10 年次

2,450

11-12 年次

3,650

13-14 年次

4,900

15-18 年次

6,100

19-20 年次

8,100

21-25 年次(延長)

12,000

（３）手数料支払いのための精算手段
ROSPATENT への手続き費用の支払いは、現金、クレジットカード又は銀行口座から
の引落しによって行うことができる50。

50

現地事務所への調査結果
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３ 審査業務
３．１ 審査業務体制
ROSPATENT において発明特許出願の審査業務分担の区分は、国際特許分類(IPC)を基
準としている。審査の決裁権限は、ROSPATENT 長官(Director General of ROSPATENT)
及び審査官が有する。また、決裁権限を有する審査官は、通常 11 から 20 人の審査官を管
理している51。
３．２ 審査の手順
（１）審査の内容
登録前に ROSPATENT の審査官は方式審査及び実体審査を行う52。
（２）不登録事由
不登録事由は第 1349 条及び第 1350 条に規定されている。
【改正前】第 1349 条 特許権の客体
4. 次に掲げるものは、特許権の客体ではないものとする。
1) ヒトのクローン化方法
2) ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の修正方法
3) 工業目的及び商業目的によるヒトの胚の使用
4) 公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反するその他の企て
【改正前】第 1350 条 発明の特許性の要件
5. 次の各号に掲げるものは、発明とされないものとする。
1) 発見
2) 科学的理論及び数学的方法
3) 専ら製品の外観に関し、かつ、審美的要求を満たすことを目的とした企て
4) ゲーム、及び、知的活動又は事業活動のための規則及び手段
5) コンピュータプログラム
6) 情報の提示に関するアイデア
本項に従い、これらの客体は、特許出願が上記の主題それ自体を対象とする場合にのみ発
明とはされないものとする。
6. 次の各号に掲げるものには、発明としての法的保護が付与されないものとする。
1) 植物品種、動物品種、及び、それらを得る生物学的方法。但し、微生物学的方法及びか
かる方法の使用により得た製品を除く。
2) 集積回路の配置設計(回路配置)

51
52

ROSPATENT への調査結果
現地事務所への調査結果
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３．３ 実体審査の範囲
実体審査は以下の項目について行われる53。
・
・
・
・
・
・
・

新規性(第 1350 条第 2 項)
進歩性(第 1350 条第 2 項)
先後願(第 1383 条第 1 項)
不特許事由(第 1349 条第 4 項及び第 1349 条第 5 及び第 6 項)
産業上利用性(第 1350 条第 4 項)
記載要件(規則 47.2、2014 年 10 月 1 日に発効する民法典第 1386 条)
発明の単一性(第 1386 条第 6 項 )

３．４ 分類付与
特許出願への分類付与は、ROSPATENT の分類付与担当者によって行われる。出願人
が付与した分類が不適切な場合には、分類付与担当者が適切な分類を割り当てる54。
３．５ 審査結果の通知
出願に係る発明が不登録事由に該当したときは、審査官は出願人に書類を送付すること
によって通知をする。また、出願に係る発明に特許性が無い場合には、審査官は不登録の
結果通知を出願人に送付する55。
３．６ 拒絶理由通知に対する応答
拒絶理由通知に対する応答期限は、拒絶理由通知を受領した日から 2 か月間、また、拒
絶理由通知を受領した日から 1 か月以内に 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 か月間である56。
【改正前】第 1378 条 発明、実用新案又は意匠の出願の補正
1. 出願人は、特許付与の査定又は特許付与の拒絶の査定の前に、補充資料発明、実用新案
又は意匠の出願書類における訂正及び釈明(補充資料の提出の方法によるものを含む。)を
行う権利を有するものとするが、当該訂正及び釈明が請求された発明、実用新案又は意匠
の本質を変更しない場合に限る。
補充資料は、発明又は実用新案の証明のために提供された文書中に、又は、発明又は実用
新案の特許請求の範囲において、発明又は実用新案の特許請求の範囲に記載されるべき特
徴であって出願の優先日には開示されなかったものを含む場合、当該優先日において出願
書類中に発明若しくは実用新案に係る特許請求の範囲を優先日に含んでいたときは、請求
された発明又は実用新案の本質を変更するものである。

53
54
55
56

現地事務所への調査結果
ROSPATENT への調査結果
現地事務所への調査結果
JETRO 模倣対策マニュアル ロシア編 2012 年 3 月版
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補充資料は、意匠の本質的特徴の一覧表に含まれる、かつ出願の提出日には物品の表示中
にはなかった特徴を含む場合は、請求された意匠の本質を変更するものである。
2. 出願人の変更(特許の付与を受ける権利を他の者に対し移転する場合、又は出願人の名
称を変更する場合を含む。)、及び出願書類中の明白かつ技術的な誤りの訂正は、発明、実
用新案又は意匠の登録の前になすことができる。
3. 出願書類中の変更が提出日から 2 月以内に出願人の発意で行われた場合には、当該変
更に対する特許手数料は請求されないものとする。
4. 出願人が発明の出願書類中になした変更は、当該変更が出願の提出日から 12 月以内に
連邦の知的財産当局に提出された場合、出願情報の公開において斟酌されるものとする。
３．７ 審査の品質管理
ROSPATENT では、審査の品質を一定に保つために以下の施策を講じている57。
・
・
・
・

審査官の研修
審査のサンプルチェック
審査官ごとの審査結果の統計収集
審査官の行為が、法に定められた手続に照らして適法かの調査

３．８ 審査官の育成
ROSPATENT では、審査官に対して以下の研修を行っている58。
（１）法律／審査
・ ROSPATENT における庁内研修
・ e-ラーニング研修
・ WIPO における研修
・ 海外知財庁により提供される研修
（２）技術知識
・ ROSPATENT における庁内研修
４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計している特許の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年間分
を以下に示す59。

57
58
59

ROSPATENT への調査結果
ROSPATENT への調査結果
WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
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特許の出願件数と登録件数
出願件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
全数
38,564 42,500 41,414 44,211 44,914
(内 外国出願) 12,966 13,778 14,919 15,510 16,149
(内 日本から)
1,262
1,425
1,931
1,842
1,641

登録件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
全数
34,824 30,322 29,999 32,880 31,638
(内 外国出願)
8,530
8,695
9,660 10,399 10,260
(内 日本から)
737
894
1,177
1,265
1,379

４．２ 審査にかかる期間
特許について、方式審査の期間は平均 2 か月、審査請求から最初の拒絶理由通知までの
期間は平均 10 か月である。この実体審査の期間を短くするため、引例の検索システムの
改良、拒絶理由通知書の定型文の作成などの取り組みを行っている60。
なお、Annual report of ROSPATENT 201361 (Section 1) において、特許出願の平均的
な係属期間は 10.02 か月であると記載されている62。
４．３ 最終処分
2013 年の発明特許の最終処分についての、総数と内訳(登録、拒絶、その他の件数)は以
下のとおりである63。
処分の内訳
登録

件数
31,814
1,460

拒絶

6,932
40,127

その他
総数

ROSPATENT への調査結果
ROSPATENT、http://www.rupto.ru/about/reports/2013?lang=en(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
62 The average patent application pendency for an invention amounted to 10.02 months, patent
application pendency for a utility model – under 2 months.
63 ROSPATENT への調査結果
60
61
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４．４ 審判請求
（１）請求件数
英語版 Annual report of ROSPATENT 2013 (Section 1)において、審判請求件数の情
報が公開されている64。
特許紛争協議会に対する請求・申立の件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
発明

347

227

276

303

286

（２）審判請求理由の内訳
2013 年の発明特許の各審決の理由別件数は以下のとおりである65。
請求理由の内訳
拒絶査定不服審判(第 1387 条 3 項)
発明の特許の無効審判(第 1398 条)

件数
107
65

４．５ 訴訟
（１）行政不服訴訟
発明特許、実用新案、意匠に関連する ROSPATENT の査定に対する行政訴訟の件数は、
2013 年に 12 件、2014 年 1 月～6 月の上半期に 18 件であった。これらの統計は知的財産
権裁判所(Court of Intellectual Property Rights)の公式ウェブページで公開されている66。
（２）民事訴訟
商事裁判所における知的財産及び発明特許の侵害事件件数は以下のとおりである67。

Table 1.8.1 Allocation of Appeals and Requests Filed with the Chamber of Patent Disputes by types of
Results of Intellectual Activity and Means of Individualization
65 ROSPATENT への調査結果、Annual report of ROSPATENT 2013 Table 1.8.3 の数字と一致している。
66 http://ipc.arbitr.ru/node/13545(ロシア語)(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
67 現地法律事務所への調査結果
64

353

V．ロシア B．特許

産業財産権関連の民事訴訟の統計は、商事裁判所(Commercial Courts)の公式ウェブペ
ージで公開されている68。2013 年には合計 8,383 件の民事訴訟が行われたが、その 50%
程度が著作権に関連しており、ついで商標権関連の案件となっている。特許権、実用新案
権及び意匠権の権利侵害訴訟は 145 件に限られている。この理由としてこれらの権利の行
使が著作権や商標権に比べて権利侵害の立証が難しいことがあげられる。
民事訴訟の全体の件数は 2011 年に 2,704 件、2012 年に 4,575 件、2013 年に 8,383 件
と大幅に増加している。
この急増の原因を解明する学術的な調査は行われていないものの、
68

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/index_art.htm(最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
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2011 年以降に知的財産権の保護の意識が高まり、権利侵害に対して訴訟を提起する権利者
が増えたことや 2012 年の WTO 加盟が原因と考えられる。
また、昨年度創設された知的財産権裁判所は知的財産の専門家から構成されている。同
裁判所の創設によって、訴訟件数は増加するかもしれないが、ロシア国内の経済状況が急
速に悪化しているため、先行きを明確に見通すことは難しいようである69。
また、Annual report of ROSPATENT 2013 (Section 1)においても、2013 年 1 月から
12 月の間に ROSPATENT がモスクワの裁判所で関与した裁判の件数が公表されている70。
行政不服訴訟
勝訴
敗訴
2

民事訴訟
勝訴
敗訴
68

69

6

18

現地事務所への調査結果
Table 1.9.2 Judicial Cases Involving Rospatent and FGBU FIPS Considered by Courts Located in
Moscow
70
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概括表

405

406

410

出願公開

有
有
出願日又は最先の優 有
出願日又優先日から 出願日又は優先日よ
先日から18 か月(第
18か月(第52条)
り18か月(第40条)
30条)

有
出願日又は優先日か
ら18か月(第11A条
(2))。

有
出願人/第三者による
有
公開、政府への伝達
発明者又は権利承継 による公開、公共への
人などによる公開に 展示による公開公然
適用できる(第17条)。 実施による公開に適
用できる(第29条から
第33条)。

有
出願日から18か月後
に公開される(第1385
条)。

有
発明者、出願人、そ
の他の者によって開
示された情報につい
て、情報の開示から６
か月以内に出願され
た場合に適用できる
(第1350条第3項)

権利期間

有
国内若しくは国際見
有
発明者などによる開 本市において展示さ
新規性喪失の例外 示から12か月以内に れ、展示日より12か月
出願した発明に適用 以内に出願された発
明に適用できる(第18
される(第12条)。
条)。

出願日から20年。特
許証の付与から効力
を生ずる(第1363
条)。

出願日から20年間
(第53条(1))。許付与
後は、当該特許の公
開日に遡及して、特
許権が付与される(第
11A条(7))。

出願日から20 年。た
だし、付与日から起算
出願日から20 年間存 出願日より起算して
して，10 年未満で
20年間(第50条)。
続する(第23条)。
あってはならない(第
40条)。

V．ロシア

登録要件

IV．インド

新規性、進歩性、産
業上の利用可能性、
不特許事由(第1386
条)、ダブルパテント
(第1383条)

III．コロンビア
新規性、進歩性(第2
条(1)(j))、産業上の利
用可能性(第2条
(1)(j))、発明の適法性
(第3条)

新規性、進歩性(第17
条)、産業上の利用可
能性(第16条)、非特
許対象(第19条)

II．メキシコ

新規性、進歩性、産
業上の利用可能性
(第14条)、非特許対
象(第15条)

I．ブラジル

新規性，進歩性及び
産業上の利用可能性
(第8条)、非特許対象
(第10条)

Ｂ．特許

項目

411

II．メキシコ
有
出願の公開後6か月
以内(第44条)

III．コロンビア

有
(第212条)
無

無

有
何人も出願公告日か
有
公開から審査終了ま ら6か月、情報提供が 無
で、利害関係人が情 できる(第52条補項)。
報提供ができる(第31
有
条)。情報提供が付与
利害関係人が、出願
前の異議申立に相当 無
公表から60日以内に
する。
申立できる(第42条)。

有
出願日から36 月の期 無
間内(第33条)

I．ブラジル

無効審判

有
行政無効(第50条)、
司法無効(第56条)
有
(第78条)

有
拒絶査定から1か月
以内に請求できる(第
77条(1)(f))

拒絶査定の受領日か
ら6か月以内に請求
できる(第1387条第3
項)。

有
利害関係人が公告日
から1年以内に申立 無
できる(第25条)。

有
利害関係人が、出願
公開から登録まで可 無
能(第25条(1))

無

有
出願日又は国際出願
日から3年以内(第
1386条)

有
最先の優先日から48
か月以内(第11条(B
))

有
出願公開後、何人も
情報提供できる(第
1386条第5項)。

V．ロシア

IV．インド

有
有
有
何人も請求できる(第 利害関係人が請求で 何人も請求できる(第
きる(第64条)
75条)。
1398条)。

有
有
有
通知の日から30日以 通知を受けた日から
拒絶査定不服審判 60日以内に請求でき
内に請求できる(第
10執務日以内に請求
る(第212条)。
できる。
200条)。

異議申立(付与後)

異議申立(付与前)

情報提供

審査請求

項目

412

審査期間

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

早期審査

項目

III．コロンビア

15,444件
10,368件

2,032件
2,164件

有
有
日本との間で
日本との間で通常の
PPH(MOTTAINAI) 無
PPHとPCT-PPHが
、PCT-PPHが利用で
利用できる。
きる。

II．メキシコ

43,031件
3,377件

IV．インド

44,914件
31,638件

有
グローバルPPHに参
加している。

V．ロシア

技術分野により異なる 出願から最初の通知 審査請求から最初の 審査請求から最初の 審査請求から最初の
ものの、審査の開始ま まで2.5年、最終処分 通知まで1～4か月で 審査報告まで3～5年 通知まで平均期間は
10か月である。
でに約10年。
ある。
である。
まで3.5年である。

30,884件
2,972件

有
優先審査、医薬分
野、グリーンパテント
分野において申請で
きる。

I．ブラジル

