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V．ロシア C．実用新案

C．実用新案
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
装置に関連した技術的解決は、実用新案として保護される。
【改正前】第 1351 条 実用新案の特許性の要件
1. 装置に関連した技術的解決は、実用新案として保護されるものとする。
実用新案が、新規であり、かつ産業上利用可能である場合は、実用新案に対し法的保護が
付与されるものとする。
5. 次の各号に掲げるものは、実用新案としての法的保護が付与されないものとする。
1) 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
2) 集積回路の配置設計(回路配置)
１．２ 登録要件
実用新案の登録要件は、新規であり、かつ産業上利用可能であることである。
なお、第 1351 条第 2 項の改正により、実用新案の先行技術の含まれるものの範囲が拡
大し、優先日よりも前に世界で先んじて使用されているものを含むすべての情報が先行技
術とされることとなった。また、その他の出願人がロシア連邦内で申請した、先の優先権
を有する意匠登録出願も先行技術に含まれることとなった。
さらに、第 1390 条の改正により、実用新案にも実体審査が導入されている。実体審査
では、新規性、産業上の利用可能性、十分な開示(サポート要件)の充足性が審査される。
【改正前】第 1351 条 実用新案の特許性の要件
1. 装置に関連した技術的解決は、実用新案として保護されるものとする。
実用新案が、新規であり、かつ産業上利用可能である場合は、実用新案に対し法的保護が
付与されるものとする。
2. 実用新案は、その本質的特徴の総体が先行技術により予測されない場合は、新規である
ものとする。
技術水準には、請求された実用新案の優先日より前に、類似する機能を備えた装置及びロ
シア連邦内における当該装置の使用に関し世界のあらゆる場所で公表された公衆に利用可
能となったあらゆる種類の情報が含まれるものとする。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、ロシア連邦の領域内において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. 実用新案は、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、産業上利用可能であるとされるものとする。
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【改正前】第 1390 条 実用新案出願の審査
1. 連邦の知的財産当局に提出された実用新案の出願につき、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 1376 条第 2 項に定める書類の存否、並びに当該書類が
所定の要件に合致しているか否か、及び実用新案の単一性の要件(第 1376 条第 1 項)の充
足性が検証されるものとし、かつ特許請求された解決が実用新案として保護可能な技術的
決定に関するか否かも確認されるものとする。
特許請求された実用新案が本法第 1351 条第 1 項に定める特許性を有するか否かは、審査
の過程において確認されないものとする。本法第 1384 条第 2 項、第 4 項及び第 5 項、
第 1387 条第 2 項及び第 3 項、第 1388 条及び第 1389 条の規定は、実用新案の出願審
査の実施に準用されるものとする。
78) in Article 1351:
a) Paragraph Two of Item 2 shall be stated in the following wording:
"The state of the art in respect of a utility model includes all the data that have become
generally available in the world before the priority date of the useful model. The state
of the art also includes (upon condition of an earlier priority) all the patent applications
filed for an invention, utility model or industrial design by other persons in the
Russian Federation if any person is entitled to read the documents related thereto in
accordance with Item 2 of Article 1385 or Item 2 of Article 1394 of the present Code,
and the inventions and utility models patented in the Russian Federation.";
111) Article 1390 shall be stated in the following wording:
"Article 1390. An Expert Examination of a Utility Model Application
1. A formal expert examination shall be carried out in respect of a utility model
application received by the federal executive governmental body charged with
intellectual property matters to verify the availability of the documents mentioned in
Item 2 of Article 1376 of the present Code and their compliance with established
requirements.
Should the result of a formal expert examination be positive, an expert examination of
a utility model application shall be conducted, this comprising the following:
information retrieval concerning the declared utility model to assess the state of the
art subject to which the utility model's 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 1351 of this Code.
verifying the sufficiency of disclosing the essence of the declared utility model in the
documents of the application provided for by Subitems 1-4 of Item 2 of Article 1376 of
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this Code and presented as of the date when it is filed for making the utility model by
an expert in the given field of technology;
verifying the compliance of the declared utility model with the conditions of the
patentability provided for by Paragraph Two of Item 1 of Article 1351 of this Code.
The information retrieval in respect of the objects cited in Item 4 of Article 1349 and
Items 5 and 6 of Article 1351 of this Code shall not be conducted, and the federal
executive governmental body charged with intellectual property matters shall notify
an applicant of it.
１．３ 権利期間
実用新案の権利期間は、出願日から 10 年である。なお、第 1363 条の改正により実用新
案の特許についての存続期間の延長制度が廃止された。
【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
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。
3. 特許権者の請求に応じて、実用新案に係る排他的権利及び当該権利を証する特許の存続
期間は、出願書に記載された期間のうち 3 年を上限として、意匠に係る排他的権利及び当
該権利を証する特許の存続期間は、出願書に記載された期間のうち 10 年を上限として、
連邦の知的財産当局により延長されるものとする。
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
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.

358

V．ロシア C．実用新案

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。また、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。
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71、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72。
１．６ 出願日認定要件
実用新案登録出願は、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、必要な図面及び要約書
を ROSPATENT に提出することにより行う。
【改正前】第 1376 条 実用新案の特許付与を求める出願
1. 実用新案の特許付与を求める出願(「実用新案出願」)は、単一の実用新案又は単一の創
作的概念(「実用新案の単一性の要件」)を形成するよう結び付けられた一群の実用新案と
関連するものとする。
2. 実用新案の出願は次に掲げるものを含むものとする。
1) 実用新案の考案者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) 実用新案を実施するために十分詳細に、実用新案を開示する発明の明細
3) 実用新案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) 実用新案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. 実用新案の出願の提出日は、連邦の知的財産当局による、特許付与の請求、実用新案の
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。
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 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。
71
72

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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（２）主張の手続
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。
１．８ 新規性喪失の例外適用
第 1351 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。
【改正前】第 1351 条 実用新案の特許性の要件
3. 実用新案に関連する情報につき、当該実用新案の考案者、出願人、又は考案者若しくは
出願人から直接的若しくは間接的に受領したその他の者による開示であって、当該実用新
案の本質に関する情報を公表したものは、当該実用新案に係る特許付与を求める出願が情
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、実用新案の特許性
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
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しても情報の開示が実用新案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
実用新案については、登録前の出願公開制度は制定されておらず、登録後の公報公開制
度が制定されているのみである。
【改正前】第 1394 条 発明、実用新案又は意匠に対する特許付与に関する情報の公開
1. 連邦の知的財産当局は、特許、実用新案又は意匠の付与に関する情報を公報に掲載する
ものとし、当該情報は、発明者・考案者・創作者の名称(氏名表示権を放棄しない限り)、
特許権者の名称、発明若しくは実用新案の表題及び特許請求の範囲、又は、実用新案の本
質的特徴の一覧表、及び、その図的表現を含む。
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当局は、公開される情報の詳細
を決定するものとする。
2. 本条に基づき発明、実用新案又は意匠に対する特許付与に関する情報を公開した後は、
何人も、出願書類及び調査報告書を閲覧する権利を有するものとする。出願書類及び調査
報告書を閲覧するための手続は、知的財産分野における規範的かつ法的規整を所管する連
邦当局がこれを定める。
１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度
実用新案に、情報提供制度及び異議申立制度はない。2014 年民法典改正により、発明特
許については、
情報提供制度が新設されたが、
実用新案には新設されていないようである。
１．１１ 審判制度
（１）無効審判
何人も存続期間中に請求することが可能である。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。
なお、2014 年民法典改正前の条文では、審判請求期間は権利の存続期間中に限られてい
るが、2014 年民法典改正法では当該限定が削除されている。また、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)。
【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
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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
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。
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;
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
（１）実用新案の出願審査のフローチャート73

73

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74。
【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75。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。
74
75

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.116
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.117
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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
出願料は、850 ルーブルである。
（２）実用新案権の維持に掛かる費用(ルーブル)
年金(毎年)

金額

1-2 年次
3-4 年次
5-6 年次

400
850
1,250

7-8 年次
9-10 年次
11 年次
12-13 年次

1,650
2,450
3,650
4,050

３ 審査業務
３．１ 審査業務体制
発明特許を審査する審査官は、実用新案の審査も行っている76。
３．２ 審査の手順
登録前に ROSPATENT の審査官は方式審査及び実体審査を行う77。不登録事由は第
1351 条第 5 項に規定されている。
第 1351 条 実用新案の特許性の要件
5. 次の各号に掲げるものは、実用新案としての法的保護が付与されないものとする。
1) 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
2) 集積回路の配置設計(回路配置)
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78。

76
77
78

ROSPATENT への調査結果
現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
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・新規性(第 1351 条第 1 項)
・先後願(第 1383 条第 1 項)
・保護対象(第 1351 条第 1 項及び第 5 項)
・産業上利用性(第 1351 条第 4 項)
・記載要件(規則 47.2、2014 年 10 月 1 日に発効する第 1386 条)
・発明の単一性(第 1386 条第 6 項 )
３．４ 拒絶理由通知に対する応答
【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。
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。
【改正前】第 1390 条 実用新案出願の審査
3. 出願人が考案した実用新案の特許請求の範囲が、実用新案の明細にはない特徴を含む場
合、及び、実用新案の特許請求の範囲にはない特徴を含む場合(提出日における実用新案の
出願が当該特許請求の範囲を含んでいた場合)は、連邦の知的財産当局は、特許請求の範囲
から前記特徴を除外するよう出願人に対し、勧告するものとする。
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４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計している実用新案の出願件数と登録件数のうち、2009 年～2013 年の 5 年
間分を表に示す79。
実用新案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
11,153 12,262 13,241 14,069 14,358
(内 外国出願)
425
505
657
590
769
登録件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
全数
10,919 10,581 11,079 11,671 12,653
(内 外国出願)
419
394
508
519
499

４．２ 審査期間
実用新案登録出願日から登録までの平均期間は 6 か月である80。
４．３ 審査通知や最終処分の内訳
2013 年の実用新案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81。
処分の内訳
登録
拒絶

件数
12,288
143
1,125
13,556

その他
総数

４．４ 審判請求
（１）請求件数
英語版の 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82。

WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 19 日)
ROSPATENT への調査結果
81 ROSTATENT への調査結果
82 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
79
80
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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
140

139

130

169

204

（２）請求理由の内訳
英語版 Annual report of ROSPATENT 2013 (Section 1)において、審判請求理由の情
報が公開されている83。
年

権利付与前審判

権利付与後審判

2009
2010
2011
2012

4
12
17
10

78
109
117
85

申立
—
—
—
—

2013

20

89

—

４．５ 訴訟
英語版の Annual report of ROSPATENT 2013 (Section 1)において、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84。
行政不服訴訟
勝訴
敗訴
1

民事訴訟
勝訴
敗訴
36

2

5

Table 1.8.3 Allocation of Decisions Taken by Rospatent by Types of Results of Intellectual Activity and
Means of Individualization
84 Table 1.9.2 Judicial Cases Involving Rospatent and FGBU FIPS Considered by Courts Located in
Moscow
83
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概括表

405

406

413

登録要件

機器、道具、器具、
装置、若しくはその
他の対象物、若しく
はそれらの部品の新
しい形、形状、又は
構成要素の配列であ
り、それを包含した
物の作用、使用、又
は製造にとって改良
された或いは異なっ
たものをもたらし、
又は、それに利便
性、利点、又は以前
になかった技術的効
果を与えるもの(第
81条)

III．コロンビア

新規性、進歩性、産
新規性、進歩性、産
新規性、産業上の利 業上の利用可能性
業上の利用可能性
(準用第14条)、非特
用可能性(第27条)
(第9条)
許対象(準用第15条)

II．メキシコ

保護対象

I．ブラジル

配列，形態，構造若
しくは形状の変更の
使用又は製造におけ 結果，構成部品に関
る機能的改良をもた する異なる機能又は
らす新規の形態又は 実用性に関する異な
る利点を提供する物
構造(第9条)
体，物品，装置及び
道具(第28条)

Ｃ．実用新案

項目

IV．インド

新規性、産業上の利
用可能性(第1351条)

装置に関連した技術
的解決(第1351条)

V．ロシア

414

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

3,032件
347件

714件
193件

有
(第30条で準用する
第53条)

261件
153件

有
(第85条で準用する
第44条)

14,358件
12,653件

有
(2014年に改正され
た第1390条)

出願日から36か月以
無
内(第33条)

審査請求

有
(第35条)

無

有
出願公開日から3か
月以内(第85条で準
用する第44条)

実体審査

無

出願公開

V．ロシア

有
出願日又は優先日よ
り12か月(準用第40
条)

IV．インド

有
出願日又は最先の優
先日から18 か月(第 無
30条)

III．コロンビア

権利期間

II．メキシコ
出願日から10年。特
許証の付与から効力
を生ずる(第1363
条)。

I．ブラジル

出願日から15年間、
出願日から10 年間 出願日から10年間
ただし7年未満で
あってはならない 存続する(第29条)。 （第84条)。
(第40条)。

項目

