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（xx） ロシア 

 

ロシアでは、民法第 4法典第 7編（知的活動の成果及び識別手段に対する権利）

の第 1483 条において、コンセント制度が規定されている。 

コンセントは審査官の判断を拘束するものではなく、拒絶理由の解消のために

は、同意書のほか、商標の識別力の証明を特許庁に提出し、両者の商標が色彩、

その他識別要素により視覚的に識別可能であることを証明することも重要であ

る。 

同一商標の同一商品に対するコンセント、周知・著名商標に関するコンセント

は認められないことが規定されている。  

 

（２） 調査項目ごとの調査結果 

 

（ i） コンセント制度の根拠 

 

調査対象国・地域のうち、台湾、香港、シンガポール、インド、ニュージーラ

ンド、スウェーデン、英国、ハンガリー、ロシアにおいては、コンセント制度が

法定されている。 

米国では審査便覧 8で、EU（CTM）では理事会規則 9で、マレーシア及びカナダ

では審査基準 10で、コンセント制度が定められている。 

中国、ベトナム、オーストラリア、メキシコ、ブラジル、スペインにおいては、

明文化された規定はないが、コンセント制度の運用が行われている。  

また、韓国においては、コンセント制度は未導入であった。 

 

（ ii） 完全型・留保型の区別 

 

ニュージーランドでは、完全型 11のコンセント制度の運用がなされている。中

国、米国、台湾、香港、シンガポール、ベトナム、マレーシア、カナダ、メキシ

コ、ブラジル、スウェーデン、ロシアでは、留保型 12のコンセント制度の運用が

                                                   
8 米国商標審査便覧 1207.01(d)(viii) 
9 欧州連合共同体商標に関する理事会規則第 42 条  
10 マレーシア商標審査基準 15.125、カナダ商標審査基準 V.12.7 
11 完全型のコンセント制度とは、先登録商標の商標権者の同意があれば、当該商標の存在を理由として

拒絶をされないとする制度のことをいう。  
12 留保型のコンセント制度とは、先登録商標の商標権者の同意がある場合であっても、審査官が同意が

あることを参酌しつつ、出所の混同を生ずるおそれの有無等について審査を行うこととする制度のこと

をいう。  



 

 - 22 - 

が必要とされる、という回答もなかった。  

 

（vi） 統計情報 

 

コンセントについての統計的なデータは、ほとんどの国・地域で公開されてい

ないということであった。唯一、ニュージーランドからは、コンセントによる年

間の登録件数について回答があった（2014 年：520 件、2013 年：587 件、2012:568

件）。 

 

（３） 対象国・地域ごとの調査結果の比較 

 

各国の制度の比較結果を一覧として示したものを、図表 1 に掲載する。 
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図表 1 各国のコンセント制度比較 

  
制度の  

根拠  

完全型か  

留保型か  

同意書の  

提出時期  

同意書の  

所定のフォ

ーマット  

同意書の  

必須内容・  

実務上推奨

される内容  

同一商標  

同一商品  

に関する  

コンセント  

周知・著名

商標に関す

るコンセン

ト  

公報・登録

簿・データ

ベースでの

公開  

中国  
内部ガイド

ライン  
留保型  

拒絶査定  

不服審判時  
 有  通常難しい  可   

韓国  
コンセント制度は存在しない。  

ただし、商標法全面改正法律案にコンセント制度が含まれている。  

米国  審査便覧  留保型  
拒絶理由  

対応時  
 有  可  可   

EU(CTM) 規則  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

提出不要    可  可   

台湾  法律  留保型  審査係属中  有   不可  可  有  

香港  法律  留保型  

出願時・  

拒絶理由  

対応時  

有  

(サンプル ) 
有  可  可  有  

シンガ  

ポール  
法律  留保型  

拒絶理由  

対応時  
 有  可  可  有  

ベトナム  運用  留保型  制限はない   有  不可  可   

マレーシア  審査基準  留保型  審査係属中   有  可  可  有  

インド  法律  

留保型  

(実務上は  

ほぼ完全型 ) 

審査係属中   有  可  可  

有（データ

ベースには

掲載無し）  

オースト  

ラリア  
運用  

留保型  

(実務上は  

ほぼ完全型 ) 

拒絶理由  

対応時  
有  有  可  可   

ニュージー

ランド  
法律  完全型  

出願から  

12 か月  
有  有  可  可  有  

カナダ  審査基準  留保型  審査係属中   有  通常難しい  可   

メキシコ  運用  留保型  審査係属中    通常難しい  不可   

ブラジル  運用  留保型  制限はない   有   可   

英国  法律  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

提出不要   有  可  可   

スペイン  
コンセント制度は存在しない。  

ただし、相対的拒絶理由の審査がなく、当事者間の同意により異議申立ての解決がなされることがある。 

スウェーデ

ン  
法律  留保型  

拒絶理由  

対応時  
  可  可   

ハンガリー  法律  

相対的  

拒絶理由の  

審査なし  

審査係属中   有  可  可   

ロシア  法律  留保型  審査係属中   有  不可  不可   



【20.ロシア】

1.制度概要 質問 回答 

A.コンセント制度の有無 存在する

B.コンセント制度は何で規定されるか
（法令か運用か）

ロシア 連邦民法第4法典第7編、及び類似商標の登録について商標権者に同意に関し、2009
年12月30日 № 190 (有効)ロシア特許庁承認済みロシア連邦民法利用勧告

C.コンセント制度の対象 第1483条：
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。

先行商標と混同を生じるほど類似であると知っていた場合、出願時または異議申立時に同意
書を提出することができる。

C.1.先登録商標に基づく職権による拒
絶理由通知への対応が可能か

登録拒絶を克服するために、同意書のほか、商標の識別力の証明を特許庁に提出し、両者の
商標が色彩、その他識別要素により視覚的に識別可能であることを証明することも重要であ
る。また、インターネット、広告、その他使用証拠を提出することが重要である。

C.2.先登録商標に基づく商標登録に対
する異議申立への対応が可能か

はい。一般的に、先行商標の所有者による同意は異議申立の克服に十分である。

C.3.先登録商標に基づく商標登録に対
する無効審判・取消審判への対応が可
能か

はい。

C.4.コンセントによる登録商標に対し
て異議申立・無効審判請求等が可能か

いいえ。

A.同意書提出のタイミングは限られる
か（出願時や拒絶理由の対応時に限ら
れるか）

その他証拠又は文書が提出が可能な時にはいつでも、手続きによって同意書を提出すること
ができる。（同意証拠及びその他証拠との間に提出可能な時期の違いはない）

B.同意書の所定のフォーマットがある
か

特にない。

C.同意書の記載内容は決まっているか
契約内容（出所混同が生ずるおそれが
存在しない理由や混同の回避のための
取り決め）を記載するか

以下の情報を含むべきである：
・同意者の詳細（氏名、住所）
・同意を得た者の詳細（同上）
・同意をする旨と当該商標の詳細（出願番号、優先日、また商標に関する情報）
・同意者が認める商品・役務の一覧
・文書の日付及び署名

契約形式で文書が作成された場合、出願人、権利者又は名義人の署名を含まなければならな
い。

これは、同意に関する民法の解釈についての公式の「勧告」によって規定されている。

D.同一商標・同一商品に関するコンセ
ントは可能か

認められない。

E.周知・著名商標に関するコンセント
は可能か

不可能。

F.コンセントは審査官の判断を拘束す
るか（完全型か）、それとも審査官の
類否判断に当たって参酌されるか（留
保型か）
・留保型の場合、提出された同意書は
どのように審査されるのか（コンセン
トを認めない場合等の判断基準、手法
等）
・グループ会社であることの考慮の有
無

自由裁量。
判断基準：外観、称呼、観念、類否判断。
同意は、相手の商標が（混同を生じるほど）類似であり：
・指定商品・役務の需要者にとって周知であり、特定の製造元に関連する（例　ロシア連邦
において周知商標として認識される表示の場合）
・CPG及びFMCGの指定に該当する予定のもの（例　化粧及び衛生商品、食品、ワイン、飲
料、タバコ等）
・（類似商品に関連して）団体商標として登録又は出願されているもの
・薬物指定される予定のもの

グループ企業又は関連企業の場合、上記の一覧の例外として考慮される。

G.先願商標がコンセントを得た登録の
場合の対応
（先願商標の同意者すべてからコンセ
ントを得る必要があるか）

いいえ。 

A.同意に基づく商標の移転の制限の有
無

無し

B.登録後の同意の取り消しの可否
取り消した場合、自動的に商標が失効
するか？

対抗措置の動機として、特許紛争局に提出された同意書の取消に関する商標権者の主張は、
商標の法的保護に対抗する理由としては考慮されない。

C.更新時の手続（同意書の写しの提出
が必要か）

規定無し

1.制度概要

2.制度詳細

3.登録後
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【20.ロシア】

A.コンセントによる登録例 ロシア特許庁により承認された類似商標の登録に関する商標所有者の同意に関する民法の規
定の使用の勧告によると、実際に以下のような例が挙げられる。
1) X-BOW and OXBOW;
2) OXISTRONG and OXYSTRONG; 
（勧告によると、出願人が"関連する"会社である場合に限り登録され得る）

B.コンセントに関する統計 公開情報は存在しない。

C.コンセントに関する裁判例 TURATTI case  (national trademark registration 556164, application number 
2011733557, filing date 12.10.2011, holder of the mark Zakrytoe akcionernoe 
obshchestvo 'Torgovyi dom 'Perekrestok'). 
Please see the copy of the conclusion of the examination by ROSPATENT on the link 
below.
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2014/2014%D0%9201578/2014%D0%9201578-
2015.09.29.pdf

 UNIPIT case  (national application number 2013702124, filing date 25.01.2013, 
applicant Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennoctyu 'Medpit'). 
Please see the copy of the conclusion of the examination by ROSPATENT on the link 
below.
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9200184/2015%D0%9200184-
2015.09.29.pdf

PHOTO STORY case  (national trademark registration 557008, application number 
2012744071, filing date, holder of the mark Olympus Imiging Corp.). 
Please see the copy of the conclusion of the examination by ROSPATENT on the link 
below.
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2015/2015%D0%9200683/2015%D0%9200683-
2015.08.22.pdf

UNIVAC case  (national application number 2013715763, filing date 13.05.2013, 
applicant Zakrytoe akcionernoe obshchestvo 'А/О Unimed'). 
Please see the copy of the conclusion of the examination by ROSPATENT on the link 
below. 
http://www.fips.ru/ConveraDocs/pps/_new/2014/2014%D0%9202284/2014%D0%9202284-
2015.10.07.pdf

D.公報、登録簿、商標検索サーチツー
ル（例：TESS（アメリカのインター
ネット商標検索システム））等におい
て、コンセントにより登録された商標
であることを明示しているか否か

ロシア連邦にはそのような国家のツールは存在しない。

E.制度概略 上記で述べた情報を全て要約すると、ロシア連邦法が同意書の提供により商標登録の拒絶の
克服に関して規定している。

F.関連する法律 関連する法律は、ロシア連邦の民法及びロシア特許庁により承認された類似商標の登録に関
する商標所有者の同意に関する民法の規定の使用の勧告

G.関連する審査基準 Order of the Ministry for Economic Development  №483 from 20/07/2015
（商標、サービス・マーク、団体商標の登録及びそれらの証明書のためのロシア連邦による
知的財産公共サービスの行政規則の承認）

H.サンプル

4.付加情報
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当該標識が登録なしにハンガリーにおいて事実上使用されてきたとき，

及び 

(b) 同一の又は類似の商品又はサービスに関して，当該標識が，保護の満了

を理由として消滅し，かつ，消滅から 2 年が経過していない商標と同一

であるか又はこれに類似している場合。ただし，当該先の商標が第 18 条

の規定に従って使用されていなかった場合は，この限りでない。 

(3) 権利，使用又は期間の満了が(1)及び(2)にいう意味で先とみなすか否かを決

定するに当たっては，登録出願の優先権を考慮に入れなければならない。  

（略） 

第 7 条 同意書 

(1) 先の権利の所有者が後の標識の登録に同意している場合は，当該標識は，第

4 条及び第 5 条に従って商標保護を拒絶することはできない。 

(2) 同意書は，十分な証拠を備える公式文書又は私文書として作成された場合に

有効とする。 

(3) (廃止) 

 

⑨  ロシア連邦民法第 4 法典第 7 編 知的活動の成果及び識別手段に対する権利

（2010 年改正 2010 年 10 月 19 日改正法施行） 

 

第 1483 条 商標の正式登録の拒絶理由 

（略） 

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。 

 

  



 
 

 

 

禁 無 断 転 載 
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