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V．ロシア E．商標

E．商標
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
ロシアでは、言語、絵画、三次元その他の表示又はこれらの組み合わせも商標として登
録することができる。商標はどのような色彩あるいは色彩の組み合わせでもかまわない。
民法典は商標として保護される対象物を制限していない。ただし、子音のみの標章は識別
力がないとして拒絶される場合もある112。この場合、商標の使用により識別力を獲得して
いることを意見書などで主張できれば、商標登録は可能である。
【改正前】第 1477 条 商標及びサービスマーク
1. 商標証明書に証される排他的権利(第 1481 条)は、商標について、すなわち、法人又は
個人事業主の商品を識別することが可能な標章について認められるものとする。
【改正前】第 1482 条 商標の種類
1. 単語、図、三次元及び他の標示又はそれらの組み合わせは商標として登録されることが
できる。
2. 商標はあらゆる色彩又は色彩の組み合わせでこれを登録することができる。
１．２ 登録要件
絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由ともに、第 1483 条に記載されている。
【改正前】第 1477 条 商標及びサービスマーク
1. 商標証明書に証される排他的権利(第 1481 条)は、商標について、すなわち、法人又は
個人事業主の商品を識別することが可能な標章について認められるものとする。
2. 商標に関連した本法の規定は、場合に応じ、サービスマーク、すなわち、法人又は個人
事業主が遂行した業務又は提供したサービスを識別することが可能な標示に適用されるも
のとする。
【改正前】第 1483 条 商標の正式登録の拒絶理由
1. 次の各号に掲げる標章は、識別が不可能であるか、又は、次の各号に掲げる要素のみか
ら構成される場合、商標として登録されないものとする。
1) 一定の種類の商品の表示として公知となった要素
2) 記号及び用語として一般的に認められる要素
3) 商品を特徴付ける要素(商品の種類、品質、数量、特性、目的又は価額、及び時間、場
所、又は、商品の生産若しくは販売の手段の表示を含む。)
4) 専ら又は主として商品の特性又は目的により決定される、商品の構成を表す要素
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上記の要素は、当該要素が主体となっていなければ、非保護要素として商標中に組み入れ
られてもよい。
本項の規定は、使用の結果として識別力を獲得した標示には適用されないものとする。
2. ロシア連邦が締結した国際条約に基づき、次の各号に掲げる要素のみから構成される標
示は、商標として登録されないものとする。
1) 国家紋章、旗、又はその他の国家記号及び標章
2) 国際組織及び政府間組織の略称又は正式名、それらの紋章、旗、又はその他の記号及び
標章
3) 管理及び保証の正式な標示又は品質証明、印鑑、賞及びその他の識別的標示
4) 本項第 1 段乃至第 3 段に指示された要素と混同を生ずるほど類似した標示
かかる要素は、適切な所轄官庁の同意があることを条件として、非保護要素として商標に
包含され得る。
3. 次の各号に掲げる標示又は次の各号に掲げる要素を含む標示は、商標として登録されな
いものとする。
1) 商品又はその生産者につき誤りがあり、又は、消費者の誤認を生ずる可能性があるもの
2) 公共の利益、又は人間性若しくは倫理性の原則に反するもの
4. ロシア連邦国民の文化遺産の特に貴重な客体、又は、世界の文化遺産又は自然遺産の客
体の正式名称及び影像、並びに、特別、一般、及び限定的コレクション中に保存された文
化的価値を有する影像と同一の標示又は混同を生ずるほど類似した標示は、その所有者の
同意又は当該標示の登録のため所有者が授権した者の同意を得ることなく、当該所有者以
外の者の名により登録申請がなされた場合、商標として登録されないものとする。
5. ロシア連邦が締結した国際条約に基づき、当該国際条約の締約国である一国において、
その領域内に原産地が存する(又は当該国の主権が及ぶ地理的客体の域内で生産された)ワ
イン若しくはスピリットを特定する標示として保護されており、かつ、主としてその原産
地によって決定される特有の品質、名声若しくはその他の特性を有するもの、又はそのよ
うに保護される要素を含む標示は、関連する地理的客体である領域を原産地としないワイ
ン若しくはスピリットの表示として商標が使用される場合、商標として登録されないもの
とする。
6. 標章は、次の各号に掲げるものと同一又は混同を生ずるほど類似する場合、商標として
登録されないものとする。
1) 類似商品につき、先の優先権に基づき登録出願がなされた第三者の商標(第 1492 条)。
但し、正式登録を求める出願が取り下げられたか又は取り下げられたとみなされなる場合
を除く。
2) ロシア連邦領域内で保護される他人の商標(類似商品に関し連邦が締結した国際条約等
に基づくものを含む。)
3) 類似商品につき、先の優先権に基づき、本法に従いロシア連邦内で周知の標章として認
識された他人の商標
本項中に明記された商標に混同を生ずるほど類似した標示は、権利者の同意がある場合に
限り、当該類似商品に係る商標として登録されるものとする。
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7. 本法上保護された原産地名称と同一又は混同を生ずるほど類似する標示は、いかなる商
品についてであれ(当該名称を使用する排他的権利を有する者の名で登録された商標中に
当該表示が非保護要素として含まれているときを除く。)、原産地名称が登録された商品を
識別する商標として登録出願がなされる場合、商標として登録されないものとする。
１．３ 権利期間
商標権の存続期間は出願日から 10 年であって、10 年ごとに更新することができる。
【改正前】第 1491 条 商標に係る排他的権利の存続期間
1. 商標に係る排他的権利の効力は、商標の正式登録を求める出願が連邦の知的財産当局へ
提出された日から 10 年間存続するものとする。
2. 商標に係る排他的権利は、当該権利が有効に存続する最後の年に商標権者が請求を提出
することにより、10 年間延長されるものとする。
商標に係る排他的権利の存続期間は、回数の制限なくこれを延長することができる。
１．４ 権利の効力範囲
排他的権利の消尽について、第 1487 条に規定されている。
【改正前】第 1484 条 商標に係る排他的権利
1. 自己の名で商標が登録されている者(「商標権者」)は、法令に反しないあらゆる態様(本
条第 2 項に明記する方法を含む。)で本法第 1229 条に従い商標を使用する排他的権利(商
標に係る排他的権利)を専有するものとする。商標権者は当該商標に係る排他的権利を処分
することができる。
2. 商標に係る排他的権利は、特に次の各号に掲げる商標の使用により、商標登録がなされ
ている商品、著作物又は役務を識別することを目的として、これを処分することができる。
1) ロシア連邦領域内において、生産、販売の申入れ、販売、展示会及び見本市における展
示がなされ若しくはその他の態様で民間の流通に置かれ、又は、当該目的における保管、
輸送、若しくはロシア連邦領域内への輸入がなされる商品(ラベル及び包装を含む。)にお
ける使用
2) 業務遂行中又は役務提供中の使用
3) 商品を民間の流通に置くための書類における使用
4) 商品の販売申入れ、業務遂行及び役務提供、並びに、通知、看板及び広告における使用
5) インターネット上(ドメイン名及び他のアドレス指示手段を含む。)の使用
3. 識別ために商標が登録された商品又はその類似商品につき、商標権者の商標に類似した
標示の使用による混同のおそれがある場合、何人も、商標権者の許可なく当該類似標示を
使用する権利を有しない。
【改正前】第 1487 条 商標に係る排他的権利の消尽
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商標権者により直接又は商標権者の同意を得てロシア連邦領域内における民間の流通に置
かれた商品について、他人による当該商標の使用は、商標に係る排他的権利の侵害とはさ
れないものとする。
１．５ 使用分類
ロシアは標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に加盟し
ている113。
１．６ 出願日の認定要件
必要な書類は願書のみである。願書に記載する事項のうち、出願人の氏名又は名称並び
に住所又は居所、商標、区分並びに指定商品及び指定役務が記載されている時に、出願日
が確定する。
【改正前】第 1492 条 商標出願
3. 商標出願は次の各号に掲げるものを含むものとする。
1) 出願人名、出願人の法律上又は実際の住所を明記した、標示を商標として正式に登録す
る請求
2) 請求された標示
3) 商標の正式登録を求める商品の一覧表であって、当該商品を標章の登録のための商品及
びサービスの国際分類の分類にしたがって分類するもの
4) 請求された標示の明細
8. 商標出願日は、連邦の知的財産当局が本条第 3 項第 1 号乃至第 3 号に定める書類を連
邦の知的財産当局が受領した日とし、上記書類が同時に提出されない場合、最後の文書の
提出日である。
１．７ 優先権
優先権主張の要件は、第 1495 条に規定されている。なお、審査官による優先日の認定
に際し、審査官は出願に係る商標と優先権の基礎となる出願に係る商標との同一性を確認
している114。
【改正前】第 1495 条 条約優先権及び展示優先権
1. 商標の優先権は、工業所有権の保護のためのパリ条約の同盟国内における商標に係る最
初の出願日により決定されるものとする(「条約優先権」)。但し、商標出願が上記の日か
ら 6 月以内に連邦の知的財産当局に提出されたことを条件とする。
2. 工業所有権の保護のためのパリ条約の同盟国のうち一国の領域内で開催された公式の
又は公認の国際展示会の展示物に貼付された商標の優先権は、展示物の展示が開始された
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日付を以て決定されるものとする(「展示優先権」)。但し、商標の出願が、上記の日から 6
月以内に連邦の知的財産当局に提出されることを条件とする。
3. 条約優先権又は展示優先権の享受を希望する出願人は、商標出願の提出時に、又は連邦
の知的財産当局に対する出願日から 2 月以内にその旨の陳述を行うものとし、かつ当該請
求の適法性を裏付ける必要な書類を提出するか、又は出願日から 3 月以内に当該書類を上
記連邦当局に提出するものとする。
4. 商標の優先権は、ロシア連邦が締結した国際条約に基づき、商標の国際登録日をもって
決定されるものとする。
１．８ 新規性喪失の例外適用
展示優先権として、第 1495 条に規定されている。展示優先権により、優先日は博覧会
の展示が開始された日にまで遡及する。
【改正前】第 1495 条 条約優先権及び展示優先権
2. 工業所有権の保護のためのパリ条約の同盟国のうち一国の領域内で開催された公式の
又は公認の国際展示会の展示物に貼付された商標の優先権は、展示物の展示が開始された
日付を以て決定されるものとする(「展示優先権」)。但し、商標の出願が、上記の日から 6
月以内に連邦の知的財産当局に提出されることを条件とする。
3. 条約優先権又は展示優先権の享受を希望する出願人は、商標出願の提出時に、又は連邦
の知的財産当局に対する出願日から 2 月以内にその旨の陳述を行うものとし、かつ当該請
求の適法性を裏付ける必要な書類を提出するか、又は出願日から 3 月以内に当該書類を上
記連邦当局に提出するものとする。
１．９ 出願公開
第 1493 条は商標出願を ROSPATENT に提出した後、何人も、出願日に提出された出
願書類を閲覧する権利を有すると規定している。登録後の公表は第 1506 条に規定されて
いる。
【改正前】第 1493 条 商標出願書類の閲覧権
1. 商標出願を連邦の知的財産当局に提出した後、何人も、出願日に提出された出願書類を
閲覧する権利を有する。
2. 出願書類を閲覧し、当該書類の複写を発行するための手続は、知的所有権の分野におい
て規範的かつ法的な規整を所轄する連邦執行当局がこれを定める。
【改正前】第 1506 条 商標の正式登録に関する情報の公表
商標の正式登録に関連し、かつ、本法第 1503 条に従い商標国家登録簿に収載された情報
は、商標の商標国家登録簿への登録後速やかに、又は対応する変更が商標国家登録簿に記
録された後に、連邦の知的財産当局がこれを官報への掲載をもって公表するものとする。
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１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度
（１）情報提供制度
2014 年民法典改正前は情報提供制度についての規定はないが、何人も出願公開後、登録
前に情報提供することはできた115。
しかし、2014 年民法典改正により、第 1493 条第 1 項の最終段落に情報提供の規定が追
加された。
第 1493 条 商標出願書類の閲覧権
1. 商標出願を連邦の知的財産当局に提出した後、何人も、出願日に提出された出願書類を
閲覧する権利を有する。
2. 出願書類を閲覧し、当該書類の複写を発行するための手続は、知的所有権の分野におい
て規範的かつ法的な規整を所轄する連邦執行当局がこれを定める。
152) Item 1 of Article 1493 shall be stated in the following wording:
"1. After a trademark application is filed with the federal executive governmental body
charged with intellectual property matters any person is entitled to get familiar with
the documents of the application.
The federal executive governmental body charged with intellectual property matters
shall publish in the official gazette data on the applications filed for trademarks.
After publishing data on an application and pending the adoption of the decision on the
state registration of a trademark any person is entitled to file with the federal
executive governmental body charged with intellectual property matters a petition in
writing that contains arguments as to the non-compliance of the declared designation
with the requirements of Articles 1477 and 1483 of this Code.";
（２）異議申立制度
民法典は権利付与前の異議申立手続を定めていない116。権利付与後の異議申立制度と無
効審判制度との区別がないため、無効審判制度の項目に詳細を記載する117。
１．１１ 審判制度
（１）拒絶査定不服審判
出願人が拒絶査定を受領した日から 3 か月以内に、特許紛争協議会に請求する。
【改正前】第 1500 条 商標出願に関する査定に対する申立
1. 連邦の知的財産当局による、商標出願の審査を行うことを拒絶する査定、商標の正式登
録の査定、商標の正式登録を拒絶する査定、及び、商標出願の取下げ請求を認める査定は、
115
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出願人が、上記連邦当局から、各査定を受領した日、又は、出願に対する異議申立資料に
つき申請された写しを受領した日から 3 月以内に、出願人は、特許紛争協議会に対する申
立の提出をもって申立がなされるものとする。但し後者は、出願人が各査定を受領した日
から 1 月以内に当該資料の写しを申請したことを条件とする。
（２）無効審判
利害関係人が請求可能である。商標登録が存続している間は、いつでも請求ができる。
ただし、相対的拒絶理由のうち、第 1483 条第 6 項及び第 7 項に掲げる拒絶理由は、登録
公告がされた日から 5 年以内に限り請求することができる。
【改正前】第 1512 条 商標への法的保護付与に対する異議申立及び無効確認の根拠
1. 商標に対する法的保護の付与に対する異議は、商標の正式登録(第 1499 条第 2 項)並び
にそれに基づき商標に係る排他的権利を認めること(第 1477 条及び第 1481 条)の決定に
対する異議とされるものとする。
商標に対する法的保護付与の無効確認の効果として、連邦の知的財産当局は商標登録の査
定が取り消される。
2. 次に掲げる場合、商標に対する法的保護の付与につき、異議申立がなされ、無効とされ
得る。
1) 本法第 1483 条第 1 乃至第 5 項、第 8 項及び第 9 項の要件に違反して法的保護が付
与された場合、商標に係る排他的権利の存続期間の全部又は一部について
2) 本法第 1483 条第 6 項及び第 7 項の要件に違反して法的保護が付与された場合、商標
の正式登録に関する情報の官報への掲載による公表(第 1506 条)の日から 5 年の期間の全
部又は一部について
3) 本法第 1478 条の要件に違反して法的保護が付与された場合、商標に対する排他的権利
の存続期間の全部について
4) 法的保護が、本法第 1508 条第 3 項に従い他人に法的保護が認められている広く知ら
れた登録標章よりも優先日が後の商標に対して付与された場合、法的保護の存続期間の全
部について
5) 法的保護が、工業所有権の保護のためのパリ条約の一同盟国において、商標に係る排他
的権利の保有者とされる者の代理人又は代表者の名で前記条約の要件に違反して付与され
た場合、当該商標に係る排他的権利の存続期間の全部について
6) 商標の正式登録に関連した商標権者の行為が、所定の手続により権利濫用又は不正競争
の行為と認められる場合、その法的保護の存続期間の全部又は一部について
3. ロシア連邦内における登録により広く知られた商標に対する法的保護の付与は、本法第
1508 条第 1 項の要件に違反して当該法的保護が商標に付与された場合、異議申立事由と
なり、当該商標に係る排他的権利の存続期間の全部又は一部にわたって無効とされ得る。
【改正前】第 1513 条 商標への法的保護付与に対する異議申立事由及び無効確認の手続
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1. 商標に対する法的保護の付与について、本法第 1512 条に定める事由及び期限により、
特許紛争協議会又は連邦の知的財産当局に対し請求を提出することにより、異議を申立て
ることができる。
2. 利害関係人は、特許紛争協議会に対し、本法第 1512 条第 2 項の第 1 号、第 2 号、第
3 号及び第 4 号、並びに同条第 3 項の定めによる商標の法的保護の付与に対する異議を
申立てることができる。
3. 本法第 1512 条第 2 項第 5 号の規定に基づいた商標の法的保護の付与に対する異議
は、工業所有権の保護のためのパリ条約の一同盟国において商標に係る排他的権利により
利害関係を有する保有者がこれを特許紛争協議会に申立てることができる。
本法第 1512 条第 2 項第 6 号の規定に基づいた商標の法的保護の付与に対する異議は、
利害関係人がこれを連邦の知的財産当局に申立てることができる。
4. 連邦の知的財産当局による、商標に対する法的保護付与の無効を確認する決定、又は、
当該確認を拒絶する決定は、本法第 1248 条に従い効力を生じるものとし、かつ、裁判所
に提訴されうる。
5. 商標に対する法的保護付与の全部無効が確認された場合、商標証明書及び商標国家登録
簿への収載は取り消されるものとする。
（３）不使用取消請求訴訟
登録された商標が 3 年以上不使用の場合、利害関係人は不使用取消請求訴訟を知的財産
裁判所に提起することができる(第 1486 条及び商事訴訟法第 34 条第 4 項第 2 号)。
【改正前】第 1486 条 商標の不使用の結果
1. 商標の法的保護は、正式登録後 3 年間における商標の継続的不使用の結果として、当
該商標の登録による識別の対象となる商品の全部又は一部につき早期に終了されることが
ある。
利害関係人は、上記 3 年の期間満了後、商標不使用の結果としての、商標の法的保護期間
満了前の終了に係る請求を特許紛争協議会に提出することができるが、商標が当該請求の
提出前に使用されなかったことを条件とする。
2. 本条の目的上、商標の使用について、商標権者による場合、若しくは本法第 1489 条に
従い使用許諾契約に基づき商標権が付与された他人による場合、又は本法第 1484 条第 2
項に従い商標が使用されることを条件として、商標権者の監督下で他人が商標を使用する
場合、使用されているとされるものとする。但し、該当する行為が商品を民間の流通へ置
くことと直接関連しない場合、及び個別要素を変更して商標を使用することにより、当該
商標の識別力に影響を与えることなく商標に付与された保護を制限しない場合はこの限り
ではない。
3. 商標の使用の立証責任は商標権者にあるものとする。
商標の不使用の結果としての商標の法的保護期間満了前の終了の問題を解決するにあた
り、商標権者が提出した、商標権者の支配を超える事由により商標が使用されなかった事
実の証拠が斟酌され得る。
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Commercial Procedure Code of the Russian Federation
Article 34. Jurisdiction of Commercial Courts
4. The Intellectual Property Rights Court considers as a court of the first instance:
2) cases concerning the granting or termination of legal protection of results of
intellectual activity and of means of individualisation of legal entities, goods, works,
services and enterprises,equated to them (except for objects of copyright and
neighbouring rights, integrated circuit layouts),
including:
cases of challenge of non-normative legal acts, decisions and actions (failures to act) of
the federal state body for intellectual property, federal state body for achievements of
breeding and of their officials, as well as of organs, authorised by the President of the
Russian Federation to consider applications for the issuance of patents for secret
inventions;
cases of challenge of the federal antitrust organ’s decisions to recognise actions,
involving the obtainment of exclusive rights to means of individualisation of legal
entities, goods, works, services and enterprises, as unfair competition;
cases on the establishment of a patent holder;
cases on the recognition of a patent for an invention, a utility model, an industrial
design or an achievement of breeding as invalid; on the recognition of a decision to
grant legal protection to a trademark, a designation of place of origin of goods and to
grant the exclusive right to such a designation as invalid, unless federal law provides
another manner for that;
cases on the early termination of legal protection of a trademark as the result of its
non-use.
１．１２ 早期審査制度
ロシアでは、早期に審査を受けるための手続はない118。

118

現地事務所への調査結果
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
（１）商標の出願審査のフローチャート119

119

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
商標出願はロシア語で提出される。
【改正前】第 1492 条 商標出願
6. 商標出願はロシア語で提出されるものとする。
出願に添付される書類はロシア語又はロシア語以外の言語で提出されるものとする。当該
書類がロシア語以外の言語で提出される場合、当該書類のロシア語による翻訳文が出願に
添付されるものとする。出願人は、連邦の知的財産当局が出願人に対し、この要件を満た
す必要がある旨を通知した日から 2 月以内にロシア語による翻訳文を提出するものとす
る。
２．３ 翻訳文の提出
翻訳文は、
ROSPATENT が翻訳文を要求する通知をした日から 2 か月以内に提出する。
【改正前】第 1492 条 商標出願
6. 商標出願はロシア語で提出されるものとする。
出願に添付される書類はロシア語又はロシア語以外の言語で提出されるものとする。当該
書類がロシア語以外の言語で提出される場合、当該書類のロシア語による翻訳文が出願に
添付されるものとする。出願人は、連邦の知的財産当局が出願人に対し、この要件を満た
す必要がある旨を通知した日から 2 月以内にロシア語による翻訳文を提出するものとす
る。
２．４ 出願・登録の手数料
（１）出願から登録までに掛かる費用(ルーブル)
費用

金額

出願料(1 分類につき)
2 超の各分類につき
登録料

10,500
+1,500
12,000

（２）商標権の維持に掛かる費用(ルーブル)
費用
存続期間更新料 (1 分類につき)
2 超の各分類につき
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３ 審査業務
３．１ 審査業務体制
ROSPATENT において商標登録出願の審査業務は、ニース分類ではなく、審査官ごと
に審査件数を比例配分して分担している。また、審査官は、方式審査、実体審査、異議申
立についての審査を行っている120。
３．２ 審査の手順
登録前に ROSPATENT の審査官は方式審査、実体審査及び公序良俗についての審査を
行う121。
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122。
・登録拒絶の絶対的理由(第 1483 条第 1 項から第 7 項まで)
・登録拒絶の相対的理由(第 1483 条第 8 項から第 10 項まで)
３．４ 分類付与
ニース分類付与は、出願人によって行われる。出願人が付与した分類が不適切な場合に
は、分類付与が不適切であって、出願人によって修正するよう通知される123。
３．５ 審査結果の通知
出願に係る商標が拒絶理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、出願に係る商標に拒絶理由がある場合には、審査官は不登録の
結果、不登録の理由、審査官名を出願人に通知する124。
３．６ 拒絶理由通知に対する応答
出願人に対し拒絶理由通知が送付された日から 6 か月以内に応答する。なお、ロシアに
おいては、コンセント制度及びディスクレーム制度が存在する125。
【改正前】第 1497 条 商標出願の審査及び出願書類の補正
2. 商標出願の審査期間中に、出願人は、出願資料を補足、釈明又は訂正する(出願資料に
関する決定が行われる前に補充資料を提出する方法による場合を含む。)権利を有する。

120
121
122
123
124
125

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
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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出願日における出願に明記されていない商品一覧表が補充資料に含まれているか、又は、
商標を請求された標示が本質的に変更された場合、当該補充資料の審査は受理されないも
のとする。出願人は、当該補充資料を独立した出願書類として作成し出願するものとする。
【改正前】第 1499 条 商標が請求された標示の審査
3. 請求された標示の審査結果に関する査定が採択される前に、出願人には、請求された標
示が本条第 1 項第 2 号の要件に適合するか否かに関する確認結果が書面で通知されるこ
とがあり、当該通知には、通知中に記載された理由に対する出願人の意見を提出するよう
勧告が付される。出願人に対し上記通知が送付された日から 6 月以内に当該意見が提出さ
れることを条件として、出願人の意見は、請求された標示の審査結果に関する査定の採択
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126。
・
・
・
・

審査官の研修
審査のダブルチェック
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127。
・
・
・
・

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

４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計している商標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128。

126
127
128

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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商標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
49,189 56,856 59,341 62,694 64,062
(内 外国出願)
8,546
9,824 10,382 11,197 11,164
(内 日本から)
969
886
955
1,089
949
登録件数
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
全数
40,488 40,136 35,435 40,099 39,919
(内 外国出願)
8,750
9,043
6,919
7,755
7,265
(内 日本から)
997
1,017
747
898
843
４．２ 審査期間
出願日から最初の拒絶理由通知までの平均期間は 12 か月、最終処分までの平均期間
は 18 か月である129。
４．３ 審査通知・最終処分
（１）2013 年の拒絶理由の総数と内訳130
拒絶理由の内訳
登録拒絶の絶対的理由
(第 1483 条第 1 項から第 5 項まで)
登録拒絶の相対的理由
(第 1483 条第 6 項から第 9 項まで)
総数

30%
70%
9,993 件

（２）2013 年の最終処分の総数と内訳131
最終処分の内訳
登録
拒絶

件数
39,218
9,993
49,211

総数

129
130
131

ROSPATENT への調査結果
ROSPATENT への調査結果
ROSPATENT への調査結果
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４．４ 審判請求数
（１）審判請求件数
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132。
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
1813

1968

2193

1366

1449

（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133。
年

権利付与前審判 権利付与後審判

2009
2010
2011
2012
2013

753
749
748
651
748

申立

354
335
305
327
346

1393
992
928
238
5

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134。
行政訴訟
勝訴
敗訴
24

民事訴訟
勝訴
敗訴

370

18

43

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
133 Table 1.8.3 Allocation of Decisions Taken by Rospatent by Types of Results of Intellectual Activity and
Means of Individualization
134 Table 1.9.2 Judicial Cases Involving Rospatent and FGBU FIPS Considered by Courts Located in
Moscow
132
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概括表
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406

418

II．メキシコ

III．コロンビア

IV．インド

V．ロシア

視覚的に認識するこ
登録拒絶の絶対的理
絶対的拒絶理由、相
とができる標識であっ 絶対的拒絶理由と相 絶対的拒絶理由(第 由(第9条)と、先の商
対的拒絶理由ともに
て，識別性を有するも 対的拒絶理由(第90 135条)と相対的拒絶 標との混同等を規定
規定されている(第
の(第122条)、不登録 条）
する登録拒絶の相対
理由(第136条）
1483条)。
事由(第124条)
的理由(第11条)

I．ブラジル

有
(第158条)

無

出願公開

情報提供
無

無

無

有
(145条)

無

有
何人も出願公開後に
情報提供できる(2014
年改正第1493条)。

有
有
出願後速やかに公告
(第1493条)
される(第20条)。

権利付与日から10年
存続期間は10年であ 存続期間は10年で
登録日から10年、10 出願日から10 年と
間存続し、10年ごとに
権利期間
年ごとに更新できる し，何回も更新するこ
る(第25条(1))。10年 あって、10年ごとに更
更新できる(第152
(第133条)。
とができる(第95条)。
ごとに更新できる。
新できる(第1491条)。
条)。
有
有
所定の博覧会に展示
有
博覧会に展示した日
された日から6か月以
(大統領令
から6か月以内に出 無
新規性喪失の例外
無
内に出願した場合に
75,572/75、1975年
願した場合に適用で
適用できる。適用によ
施行)
り、出願日が遡及する
きる(第141条)。
(第1495条第2項)。

登録要件

Ｅ．商標

項目

419

有
何人も公告日から60
無
日間、申立できる(第
158条)。

I．ブラジル

早期審査
無

無

無効審判

II．メキシコ

有
有
行政無効(第168条)、
(第151条)
司法無効(第173条)

無
無
有
拒絶査定が公告され
拒絶査定不服審判 てから60日以内に不 有
服審判を請求すること
ができる(第212条)。

異議申立(付与後)

異議申立(付与前)

項目

無

V．ロシア

有
有
出願人が出願日から
出願人が請求できる
6か月以内に請求で
(規則38)。
きる。

有
当事者が請求できる
(第172条)。

無

有
利害関係人が請求で
有
きる。一部の理由は、
利害関係人が請求で 登録公告がされた日
から５年以内に限り請
きる(第57条)。
求することができる
(1512条)。

無

有
何人も公告があった
日から3月以内に申
立できる(第21条)。

IV．インド

無
有
有
有
出願人が拒絶査定を
拒絶された日から10 拒絶査定通知を受け 受領した日から３か月
執務日以内に請求で た日から3か月以内に 以内に請求できる(第
きる。
請求できる(第91条)。
1500条)。

III．コロンビア
有
利害関係人は出願公
表の日から60日以内
に申立できる(第146
条)。
無

420

審査期間

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

項目

異議申立のない場
合、出願から最終処
分まで約3年間、異議
申立があった場合、さ
らに最低2年を要す
る。

163,422件
36,911件

I．ブラジル
26,314件
19,071件

III．コロンビア
200,769件
60,270件

IV．インド
64,062件
39,919件

V．ロシア

出願日から最初の拒
IMPIは、方式審査は
絶理由通知までの平
4か月以内、実体審 出願日から最初の通
査は3か月以内に出 知まで6か月である。 1年から1年半である。 均12か月、最終処分
まで平均18か月であ
願人に結果を通知し
る。
なければならない。

103,994件
81,985件

II．メキシコ

