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第 4 節 知的財産権侵害行為への民事上の救済措置 
(1)  ロシアの民事裁判制度とその特徴 
ロシアにおける訴訟を通じた知的財産権の行使は、裁判所へ訴訟(請求の原因)を提起することで開始

する。ロシアの民事裁判制度には普通裁判所と商事裁判所の二種類がある。両裁判所は知的財産分野を

含む多様な紛争を管轄するが、提訴する適切な法廷を選択する際の主な基準は当事者の性質である。紛

争の当事者のうち少なくとも一方が自然人である場合、訴訟は普通裁判所で行う。しかしながら、紛争

の両当事者が経済的活動の主体(法人、民間事業者)である場合は、その事件は商事裁判所が扱う。した

がって、例えば当事者のうち一方が自然人である場合の特許の出願権を争う場合は普通裁判所が管轄す

ることになる。 

商事裁判所制度は、ロシア連邦構成体商事裁判所(第一審)、控訴商事裁判所(第二審)、巡回商事裁判所

(破毀審)の三要素で構成されている。知的財産分野の事件はその大半が商事裁判所で扱われるため、

2013 年に創設された知的財産裁判所は商事裁判所制度に統合され、数多くの紛争の第一審裁判所、又

すべての知的財産事件の破毀審を務めている。 

2014 年 8 月 6 日以前には、両裁判所では最高裁判所及び最高商事裁判所が最高審であった。しかし

ながら同日、最高商事裁判所が最高裁判所と統合され、民事、刑事、行政、経済紛争を管轄することと

なった。知的財産紛争を含む経済紛争はすべて、最高裁判所の経済紛争司法委員会で扱われる。 

最高裁判所の構成には、最高裁判所内での二種類の審級、すなわち第二破毀審及び監督審が含まれる。 

第二破毀審は 2014 年 8 月 6 日に導入されたもので、実際には破毀審(巡回商事裁判所、知的財産裁判

所)及び最高裁判所幹部会の中間審として創設された。最高裁判所が破棄を求める控訴を受理するのは、

最高裁判所裁判官が一方の申立てのみに基づいて、許容されると決定を下した後のみである。本案に関

する破棄を求める控訴審理のための法的根拠を裁判官が認めた場合、裁判官三名からなる合議体がこれ

を審査し、両当事者は審理に出席して自らの法的主張を申し立てることを求められる。第二破毀審の審

理後に判決が下され、又監督審である最高裁判所幹部会に同判決について上訴することができる。 

裁判制度の一覧を以下に示す。 
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※連邦構成体とは、ロシア連邦を構成する州・地方・共和国・自治管区・自治州。 

過去には、同一の法的問題が連邦最高裁判所及び連邦最高商事裁判所で別々に解決されるということ

が起こり得た。両最高審裁判所の合併は法制度の改善及び裁判手続の統一が主な目的であった。現在は

法律の統一的適用を保証するため、連邦最高裁判所が下級裁判所の活動を監督し、裁判手続の問題に関

する明確化を行っている。 

例えば、ドメイン名紛争の際には連邦最高商事裁判所が指針を示したが、この指針によれば、ドメイ

ン名の所有者が個人である場合には当該事件は経済分野に関連するものとして商事裁判所が扱うべきも

のであった(例：ドメイン名 ‘mumm.ru’、訴訟第 A40-47499/2010 号、2011 年 5 月 18 日付の最高商事

裁判所判決第 BAC-18012/10 号、及びその他のドメイン名)。 

この方法はロシア商事裁判所が適用したものであったが、連邦最高裁判所及び連邦最高商事裁判所の

合併後にはこの方法は変更されている。2014 年 12 月 24 日付の連邦最高裁判所幹部会で承認された報

告書第 1 号(2014 年)において、専ら個人がクレーム提出日に個人事業主の地位にある事件の場合、当該

個人は商事裁判所手続に当事者として参加することができると連邦最高裁判所は述べている。そうでな

ければ、当事者の性格をその根拠としている普通裁判所及び商事裁判所間での管轄権分割の規則に反す

ることになる。 

第二破毀審及び監督審 

破毀審 

控訴審 

第一審 

最高裁判所 
‐ 幹部会 
‐ 第二破毀審 

普通裁判所 商事裁判所 

ロシア連邦構成体 
最高裁判所（幹部会） 

巡回商事裁判所 
／知的財産裁判所 

連邦構成体裁判所 
／地方裁判所 控訴商事裁判所 

地方裁判所／治安判事

／モスクワ市裁判所 
連邦構成体商事裁判所／

知的財産裁判所 

知的財産 
裁判所 
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(2)  知的財産裁判所 

(a)  土地管轄 

 

知的財産裁判所は、知的財産に関連した事件の審理をそれに特化した一つの裁判所に集中させる目的

で創設された。知的財産裁判所の管轄権はロシア連邦全土に及ぶ。上掲の表は訴訟審理のフローチャー

トである。 

(b)  専属管轄 
知的財産裁判所は二種類の事件を審理する。第一の区分には、第一審裁判所としての資格で知的財産

裁判所が審査する事件が含まれる。審判請求、異議申立てなどのような Rospatent の審決への不服の申

立て、Rospatent の法的及びその他の行為の有効性、商標不使用取消訴訟、特許所有権若しくは所有権

に関する紛争のような、Rospantent が審理するもの以外の根拠に基づく特許及び商標の無効化がこれ

にあたる。さらには不正競争行為や識別手段(商標など)の使用に関する連邦反独占局(FAS)の決定に対す

る訴えについても審理する。裁判所の判決は同一の知的財産裁判所の破毀審(知的財産裁判所幹部会)に
控訴することができる。同裁判所には、上掲の表にあるとおり控訴審がないことに留意しなければなら

ない。 

もう一方の区分の事件は、直接知的財産裁判所に提訴され、そこで破毀審裁判所として審理されるも

のである。これらは知的財産権の侵害に関するもので、地方商事裁判所から回される。侵害事件はまず

地方商事裁判所で審理されてから控訴商事裁判所に控訴され、その後知的財産裁判所の破毀審に上訴す

ることができる。模倣品や不正競争行為の行政違反法事件も破棄審の段階で審理を行う。 

知的財産裁判所の破毀審の後は、次に掲げる表の通り、どの区分の事件でも最高裁判所経済紛争司法

委員会に上訴することができる。 

知的財産裁判所 

破毀審 

控訴審 

第一審 

• 知的財産裁判所が第一審裁判所として審理する事件

(幹部会による審理) 
• 連邦構成体商事裁判所及び控訴裁判所が審理する知

的財産権侵害事件(裁判官の合議体による審理) 

• 控訴審なし 

• Rospatent の決定(専門的知識、異議など)及び連邦反独占

局(FAS)の決定(不公平な商標登録に関するもの)への提訴 
• 知的財産分野における合法的及び非合法的な行為の有効

性 
• 商標不使用取消訴訟 
• 特許及び商標の取消し(Rospatent が扱うものを除く) 
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破毀審裁判所としての知的財産裁判所は商事裁判所の管轄下にある侵害事件のみを扱う。一方で、刑

事事件を含め普通裁判所で扱われる種類の事件も存在する。これは、刑事事件が常に自然人に対して提

起されるものであるのに対し、商事裁判所(知的財産裁判所は商事裁判所組織の一部分である)は当事者

が企業又は事業家の個人である経済紛争を審査するという事実によって説明される。 

(c)  審級管轄、第一審、第二審及び／又は破毀審 
知的財産裁判所は第一審裁判所として以下の事件を審理する。 

1) 知的活動の成果及び識別手段保護の分野のみならず、特許権並びに選択交配の成果、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識別手段、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てに関する事件。 

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)に対する不服申立て事件 

- 特許権者の確認に関する事件 

- 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

知的財産権侵害事件 
最高裁判所 

3 か月 

2 か月 

2 か月 

1 か月 

被告の居所の裁判所への知的財産権侵害訴訟の提起 

• ２か月以内に再度の破毀審申立てを提起することがで

きる。経済紛争司法委員会が審理する。 
• ３か月以内に監督審の申立てを提起することができ

る。最高裁判所幹部会が監督審となる。限定的な根拠

に基づいた事件の際審理を行うことができる。 

• ２か月以内に破毀審申立てを提起することができる。

裁判官三名からなる合議体が申立てを審理する。法律

の遵守を調べる。本案に基づいて事件を改訂する権限

はない。 

• 第一審の判決後１か月以内に申立てを提起することが

できる。裁判官三名からなる合議体が申立てを審理す

る。控訴裁判所は本案に基づいて第一審裁判所の判決

を再審理する権限を有する。 

• 裁判官一名が事件を審理する。 

幹部会(監督審) 

経済紛争司法委員会(第二審) 

知的財産裁判所 

控訴商事裁判所 21 箇所 

地方商事裁判所 84 箇所 
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保護の付与の無効化に関する事件 

- 商標の不使用による取消しに関する事件 

- 不公平な商標規制に関する連邦反独占局(FAS)の審決への不服申立てに関する事件 

知的財産裁判所は、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、連邦構成体商事裁判所及び控訴

商事裁判所が第一審として審理した侵害事件も扱う。 

(d)  裁判官の構成 
知的財産裁判所が審査する事件は三名の裁判官によって審理される。これは商事訴訟法第 17 条(6)に

直接定められている。知的財産裁判所の破毀審も三名の裁判官から構成される。 

知的財産裁判所幹部会が審査する事件は、裁判長が主導する裁判官の合議体によって審理される。 

(3)  知的財産権侵害者を訴えるための要件 
知的財産権の有効な実施のための選択肢は法律で定められている。その内の一つは民事裁判所への提

訴である。侵害を明らかにする場合、権利者は訴訟を提起し、以下の内容を確認できる関連する証拠を

提出する権利を有する。 

- 知的財産権の権利証(特許証、商標登録証等) 

- 侵害行為 

- 侵害行為と侵害者との関連性 

権利者は侵害の事実を知った日から 3 年以内に知的財産権侵害事件に関する訴訟を提起することがで

きる(出訴期限)。訴訟は原則として被告の居所で提起する(商事訴訟法第 35 条)。 

しかしながら、商事訴訟法第 36 条によれば、事件によっては原告の裁量で管轄を選択することがで

きる。なお、管轄裁判所の変更に関する当事者の合意があれば、知的財産権の侵害のあった地を管轄す

る裁判所に原告が訴えを提起することもできる。 

加えて、次に掲げるような事件においては、事業者及びその他の経済活動に従事する外国企業、国際

機関、外国人又は無国籍者の参加する経済活動に関する経済紛争及びその他の事件は、商事裁判所の管

轄と手続法に定められている。 

- 被告がロシア連邦領内に存在若しくは居住しているか、又は被告の財産がロシア連邦領内に ある 

- 外国人の経営体、駐在員事務所又は支局がロシア連邦領内にある 

- その他、係争中の法律関係及びロシア連邦領土の間に密接な関連が存在する場合 

これについて、商事訴訟法第 248 条は外国人の関与があり商事裁判所の専属管轄に委ねられる事件の

一覧を規定している。この中には特許の登録又は特許証の発行、商標、工業意匠及び実用新案の登録及

び証明書発行、あるいは知的活動の成果に対するその他の権利の登録で特許又は証明書の登録又は発行
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を要するものに関する事件が含まれる。 

(4)  裁判所の事実審理手続 
裁判所の事実審理は訴訟の提起から開始される。訴訟の受理後すぐに、方式要件を満たすか否か裁判

官が調査する。商事訴訟法第 125 条によれば、訴状は適切に署名し書面で提出しなければならない。訴

状は、請求の原因の陳述が提出される商事裁判所名、当事者の氏名と住所、請求の根拠となる事情及び

その事情を立証する証拠などを含むものでなければならない。 

原告は、請求の原因の陳述の写し一部を、これに添付される文書の写しを添えて、送付確認のできる

書留郵便で被告および他の当事者へ送付しなければならない。 

訴訟が上記の方式要件を満たしていることを確認すると、裁判官は訴訟の受理の決定を下し、予備審

理の日程を設定する。原告は保全措置のための申立て又はその他の申立て(例：被告又は第三者からの証

拠提出の要求)を提出する権利を有し、こうした申立ては一方的に審理される。 

保全措置 
商事訴訟法は予備及び暫定の二種類の保全措置を規定している。予備的差止命令の申立ては訴訟提起

の前に提出することができる。この場合裁判官は申立てを審理し、保全措置を認める場合には訴訟提起

のため 15 日を越えない期間を原告に与えなければならない。暫定的差止命令の申立ては訴訟とともに、

又は判決が下される前の裁判所手続のいかなる段階でも提出することができる。 

保全措置には、次に掲げるものを含む。 

1) 被告が所有し、被告又はその他の当事者が保持する貨幣資産(将来的に銀行口座に預けられる貨幣

資産を含む)又はその他資産の差押え 

2) 紛争の対象に関し被告又はその他の当事者が一定の行動をとることを禁じる差止命令 

3) 疑わしい財産の損傷又は劣化を防止する目的で一定の行動をとることの被告への義務付け 

4) 保管のための疑わしい財産の原告又はその他の当事者への引き渡し 

5) 行政又はその他の文書(例えば、税の支払命令)の下で、原告が争っている回復(例えば、税の徴収)
の差止。この文書のもとでは、回復が不可争的な(承諾を問わない)手続でもたらされている。 

6) 差押えられた財産の譲渡を求める請求が提出された場合の財産の販売の差止め 

商事裁判所はその他の措置を講じることもあれば、同時に複数の措置を講じることもある。 
裁判所は、次に掲げる状況が認められた場合に保全措置を講じる。 

- これらの手段を取れないことで司法行為の執行が妨げられる又は不可能になる場合、及びこれに加

えて司法行為の執行がロシア連邦外で行われると考えられる場合(商事訴訟法第 90 条(2)) 

- 申立人に対する甚大な損害を防止する目的で保全措置が要請される場合(商事訴訟法第 90 条(2)) 

審理 
通常、予備審理は訴訟受理日の一か月後に設定される。予備審理は審理の時間及び場所に関係する当

事者及びその他の者に通知して単独の裁判官が審理する。適切に通知を受けた原告及び(又は)被告、さ
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らにその他の関係者が出廷できない場合、予備法廷は欠席のまま開かれる。予備審理は争点等の絞込み、

本案審理の準備及び円滑な運用のために行われる。 

予備法廷審理では商事裁判所は次に掲げる事項を行う。 

1) 当事者の申立てを審理する 

2) 提出された証拠の十分性を決定し、当事者に事件における証拠について通知する 

3) 司法手続のために事件の準備をする過程で解決された問題を審理し、法に規定されるその他

の手続手段を実行する 

予備法廷審理において当事者は証拠を提出し、申立てを提起し、開廷中に発生した問題すべてに関す

る自らの意見を述べる。予備審理において裁判所は事件を実体審査にかけるか否かを決定する。 

反訴 
被告は、本案の審理が終結する前に、基本請求との共同審理のため原告に対する反訴を提出すること

ができる(商事訴訟法第 132 条)。商事裁判所は次に掲げる場合に反訴を受理する。 

- 反訴が元の請求を相殺することを目的としたものである場合 

- 反訴と最初の請求が相関したものであり、共同審理を行うことで事件をより速やかかつ正確に審

理することにつながる場合 

裁判所の実務では反訴としての先使用権請求の提出を認めている。例として、知的財産裁判所が審理

した第 A08-2171/2012 号事件では、発明特許 2 件の所有者が、侵害行為の中止を求め、民事訴訟を提

起した。係争された機器の製造に関する技術文書が発明の優先日よりも前に作成されたものだったため、

被告は自らの先使用権認定を求める反訴を提出した。 

専門家の意見 
事件の審理過程で発生し、特別な知識を要するような問題を明確化するため、事件に関与する者の申

立てを受けて、又は事件に関与する者の同意を得て、裁判所が専門家による審査を命ずることがある。

この命令が法で規定されたもの若しくは同意を得て認容されたものである場合、提出された証拠の虚偽

の立証に関する申立てを確証するために必要である場合又は追加若しくは再度の専門家による審査を行

うために必要である場合に、裁判所は自らの責任において専門家による審査を命ずることができる(商事

訴訟法第 82 条)。 

特許権侵害事件では専門家が裁判所に関与することがきわめて多いのに対し、その他の種類の知的財

産紛争においては裁判所が専門家の意見なしで事件を審理することがあるということを述べておかなけ

ればならない。例えば、2007 年 12 月 12 日付第 122 号情報書簡において、最高商事裁判所は、商標紛

争における商標と他の名称の間の類似性の問題は一般的な顧客の立場から判断されるべきものであるた

め、特別な知識は不要であり、専門家の意見なしで解決することができると述べている。 

実体審査 
事件に関与する者への審理の日程及び場所の通知が必須となっている審理において事件の実体審査が

行われる。裁判官は次に掲げる内容を行う。 
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1)  法廷審理を開始し、審理の対象となっている特定の事件を発表する 

2) 事件に関与する者、その代理人及びその他の関係者の審理への出廷を確認し、身元を確認して

その権限を立証する。法廷審理に出廷していない者が適切に通知を受けていたか否かを確認す

る 

3)  商事裁判所の和解について告知し、事件に関与する者の権利について通知し説明する 

4) 原告が請求をサポートしているか、被告が請求を認めているか、両当事者が和解契約の締結又

は調停手続のいずれによる紛争の解決を望むのかを確認し、最後の点について法廷審理議事録

において該当事項が記載される 

5) 審理を実施し、事件の証拠及び事実を確実に包括的かつ十分に審査し、事件に関与する者の申

請及び申立ての審理を提供する 

裁判所の受理件数及び両当事者の都合により、状況に応じて審理は後日に延期されることがある。 

判決の言渡し 
判決は事件を慎重に審査した後に言い渡される。裁判官は会議室に引き上げ、そこで決定を下し、法

廷に戻り判決を言い渡す。判決の言渡しの際、商事裁判所は両当事者が請求及び不服申立ての立証のた

めに提出した証拠及び意見を評価し、事件に対して重要な意味を持つ事情で認められたもの及び認めら

れなかったもの、当該事件に適用すべき法律及びその他の規範を判断し、事件に関与する者の権利及び

義務を決定し、請求が満たされているか否かを決定する。書面による判決が後日両当事者に送付される。

第一審裁判所の判決は、控訴が提起されない場合、1 か月後に発効する。 

控訴 
第一審裁判所の判決には、判決が完全に発行されてから 1 か月以内に控訴することができる(判決文の

全文が当該裁判所より発行された日から起算する。通常、言い渡しから 5 日以内に全文が発行される)。
実際には通常、判決が両当事者に言い渡された審理から 5 営業日以内に行われる。控訴裁判所の判決は

完全に発行された直後に発効し、この判決については破毀審裁判所(知的財産裁判所)に控訴することが

できる。控訴裁判所は事件を本案に基づいて再審理する権限を有する第二審である。 

破毀審裁判所(知的財産裁判所)は下級裁判所での重要な法律及び手続法の規則適用の正確性を確認す

る第三審である。 

破毀審裁判所(知的財産裁判所)の司法行為は最高裁判所の第二破毀審に、さらに監督審としての最高

裁判所幹部会に上訴することができる。 

執行 
商事裁判所の司法行為は公的機関、地方自治体、その他の組織、機関、国家公務員及び個人に対して

強制力を有するものである(商事訴訟法第 16 条(1))。 

判決が敗訴当事者によって履行されない場合、執行官による執行を受けることになる。執行官による

司法行為の執行は裁判所の発行する強制執行令状に基づいて行われる。裁判手続のフローチャートを以

下に示す。 
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(5)  正式事実審における証拠及び財産保全手続 
裁判所は両当事者が提出した意見及び証拠に基づいて事件を審理する。両当事者が国内の者であるか

又は外国の者であるかは裁判所にとって問題にはならない。 

一般規則に従い、事件に関与する者はそれぞれ、自らの請求又は不服申立ての根拠として使用してい

る事情を立証する義務を負う(商事訴訟法第 65 条)。 

したがって、ロシア法に証拠開示手続がないため、侵害の証拠を収集し確保することに多大な注意を

払うことが必要になる。 

時として、特に証拠を被告又は第三者が所有している事件の場合には、原告は証拠の収集が困難にな

ることがある。そのような場合には原告は当該証拠の提出の命令を求める申立てを提出することができ

る。当該証拠は、事件にとって重要でありこの証拠によって立証される状況、加えてこの証拠の入手が

妨げられている理由、及び証拠の所在を添えて、申立てに明記しなければならない。申立てが要件を満

たしていれば、裁判所は適切な証拠を所有している者にこれを提出するよう命令する。裁判所の証拠提

出命令対する不服従・妨害は、刑法 315 条で刑事罰(最高 20 万ルーブル若しくは被告人の賃金の最高

18 ヶ月分、もしくは最高 5 年間の特定の職務等に従事する権利の剥奪、または最高 480 時間の強制労

働など)が科されるとされる。 

書面による証拠及び証拠物件、事件に関与する者の説明、専門家の意見、専門家との協議、目撃者証

言、音声録音及びビデオテープ、その他の文書及び資料が証拠として認められる。 

予備的差止命令の 
申立て 

訴訟 

暫定的差止命令の 
申立て 

専門家の意見 審理 控訴 

判決 

裁判所 

執行 

差止命令による救済 

差止命令の申立ての 

却下 
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証拠物件は裁判所に提出することが不可能である場合は所在地において審査することができる。また、

このような証拠は裁判所の構内に保管されることがある。証拠に変更が加えられないようにしかるべき

手段が取られる。 

(6)  特許権侵害訴訟 
民法第 1229 条及び第 1358 条は、何人も特許権者の許可なく発明、実用新案又は工業意匠を使用す

ることは許されないと規定している。 

以下のような行為は、発明、実用新案又は工業意匠の使用とみなされる。 

1) 発明又は実用新案が使用されている製品若しくは工業意匠が使用されている物品のロシア連

邦領内への輸入、製造、利用、販売の申出、販売、その他市場への流通又はこれらの目的で

の保管 

2) 特許を付与された方法により直接得られた製品に関する上記の行動の実行。特許を付与され

た方法により得られた製品が新規なものである場合は、それが得られないことが証明されて

いない限りにおいて、特許を付与された方法により同一の製品が得られるものとみなす。 

3) 機能(使用)させる際に特許を付与された方法が自動的に実施される装置に関して本項第 1 号

で定める行為の実行 

4) 発明が明確な目的のための製品の使用という形で保護されている時、請求に引用されている

目的に従った使用を意図されている製品に関して本項第 1 号で定める行為の実行 

(a)  特許権侵害の判断基準 

1) 文言侵害 

特許に記載されている発明の独立クレームに明記された発明の各特徴、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が、発

明の優先日前に所定の技術分野においてそれ自体が知られるようになった場合、当該発明は当該製品又

は方法により使用されたとされる(民法第 1358 条(3))。 

実用新案特許の独立クレームに明記された実用新案の各特徴をある製品が含んでいる場合、当該実用

新案は当該製品により使用されたとされる。 

発明又は実用新案に係る知的財産権の保護は特許に基づいて付与されるものとし、その保護の範囲は、

特許にそれぞれ記載されたクレームにより決定されるものとする(民法第 1354 条(2))。明細書及び図面

はクレームの解釈にのみ使用される。 

物品が同様の目的を持つものとして、意匠の本質的特徴すべて又は知識のある消費者に特許を付与さ

れた意匠と同一の全般的印象を与える特徴の全体を含む場合、当該意匠は当該物品により使用されたと

される。 

よって、特許権侵害事件に関する決定を行うため、裁判所は被告による各知的財産の対象の使用の事

実を立証しなければならない。 

通常、明細書及び図面は、請求の中に十分に明確でない特徴がある場合、又は、発明若しくは実用新

案の保護の範囲を確定するのが困難である場合に使用される。そのような場合には事件を審理している
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裁判官又は裁判所命令に基づいて意見を用意している専門家が明細書又は図面を使用しそれらを参照す

ることがある。 

2) 均等論に基づく侵害行為 

均等論については民法第 1358 条(3)に述べられているが、これによると独立クレームに明記されてい

る発明の各特徴、又はこれと均等な特徴を製品が含んでおり、かつ方法が使用している場合であって、

当該発明の優先日以前に当業者間においてそれ自体知られていた場合、当該発明は当該製品又は方法に

おいて使用されたとされるものとする。均等論は発明にのみ適用することができる。 

法律は「均等な特徴」の概念を明確にしていないが、慣例によりこの概念へのアプローチは確立され

ている。均等な特徴とは、実行される機能及び得られる成果に合致する特徴である。特徴の均等性を判

断するにあたり、その置換可能性が検討される。すなわち、同一の機能を果たす特徴は、様々な態様(意
匠、技術又は材料)が考えられる。特徴の均等性は、特許対象物に類似する物の特徴の使用が、類似物を

大きく上回る利点を特許対象物にもたらさないという事実によっても認定される。クレームされた特徴

を他の技術的解決手段(構成要件)に置換することは、次に掲げる条件が満たされた場合に均等であると

みなされる。 

- 特徴と均等物を置換しても発明の実体が変わらない 

- 進歩的な特徴を他の構成要件(均等物)に置換しても同一の結果を得ることができる 

よって、特徴の均等性の分析はまず、(製品に使用されている)特許発明を特徴づけるために使用され

ている特徴の機能を判断する必要がある。こうした特徴の実施の相違、及びその結果としての一部特性

の相違は、特徴の均等性を認めない理由になりうる。  

例えば、事件第 A43-18360/2013 号、単一企業体”Minskintercaps”対連邦反独占局(FAS)では、

Minskintercaps 社が製造する医薬組成物”AnGricaps Maxima”の販売が不正競争行為に認定された。同

事件ではユーラシア特許第 8765 号「抗インフルエンザ剤」に従い “AnviLab”、LLC の発明が特許権者

の同意なく使用された。 

同事件は裁判所で審理され、独立した専門家が裁判所の命令により、ユーラシア特許第 8765 号「抗

インフルエンザ剤」の独立クレームに従った発明の各特徴、又は何らかの均等な特徴が単一企業

体”Minskintercaps”(ベラルーシ)により製造された医薬組成物”AnGricaps Maxima”に使用されている

か否かの質問に答えた。 

専門家の報告書によれば、当該特許のその他の特徴は使用されているものの、「グルコン酸カルシウ

ム」という物質は「炭酸カルシウム」と均等ではないため、当該製剤には当該特許発明は使用されてい

ないとされた。特許権者は専門家が均等論を誤って適用したと主張し、両物質の均等性を立証する別の

専門家報告を命じることを要求した。このため連邦反独占局(FAS)の決定が裁判所によって支持された。 

(b)  抗弁 
抗弁の戦略は様々であり、通常被告は特許を侵害していないということを立証しようとする。例えば、

被告は特許発明又は実用新案の各特徴を含まない別の技術又は製品を使用していることを立証する証拠

を提出することがある。 

被告は自らの行為が法の下で許されているものにあたるということを立証しようと試みる。特許権の

侵害を構成しない行為がいくつか存在する(民法第 1359 条)。このような行為として、次に掲げるものが
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考えられる。 

 発明又は実用新案を組み込む製品、又は、意匠を組み込んだ装置を、外国の輸送手段等におい

て使用すること。ただし、当該輸送手段が、一時的にロシア連邦領域内に入った場合に限る 
 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、又は、意匠を組み込む装置

の科学的研究 
 事業活動に関連しない私的必要のための発明、実用新案又は意匠の使用 
 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 
 特許を付与された製品に係る権利の消尽 

被告が特許無効手続を Rospatent(当該発明、実用新案又は意匠が特許要件を満たしていないという主

張)又は知的財産裁判所(例：発明者又は特許権者の誤った表示に基づく)に対して開始しようとすること

もある。Rospatent に対して特許無効の申立てを提出しても侵害事件の審理が延期されることにはなら

ないという点には留意する必要がある。このような状況では両方の事件(特許無効及び侵害)が並行して

進行する。侵害事件の決定が言い渡される前に特許が無効とされた場合、裁判所は侵害事件を却下する。

しかしながら、決定が交付された後に特許が無効とされた場合は、当該決定に対し(決定が発効していな

ければ)上訴を提出するか、又は事件の再審理の申立てを提出することが可能である。 

個別の事件の状況に応じて、被告は他の選択肢を利用することもできる。なお、訴訟では請求の範囲

内で侵害論、損害論について審理が行われるが、侵害論のみ行い、後訴で損害賠償請求をすることも可

能とされる。 

(c)  差止命令 
恒久的な差止命令は、本案の審理の後に、訴訟で述べられた原告の主張の範囲内でのみ認められる。

裁判所は権利の侵害行為又は権利侵害のおそれを生ぜしめる行為の防止に関する申立てを認めることが

ある(民法第 1252 条(1))。 

(d)  損害賠償 
権利者は損害の賠償又は法定の補償金を請求する権利を有する(第 1252 条(1)(3))。損害とみなされる

のは、権利を侵害された当事者が、侵害された権利を回復するために支払った又は今後支払わなければ

ならない費用、当該当事者の財産の欠損又はこれに加えられた損害(補償的損害賠償)、及び通常の業務

条件の下で当該当事者が得られるはずだった利益で受け取っていないもの(逸失利益)である。  

損害賠償額は請求人が立証し関連証拠によって裏付けなければならない。損害を立証するのが困難で

ある場合には、請求人は損害賠償に代えて補償金を請求することができる。補償金額は 1 万ルーブルか

ら 500 万ルーブル、又は対象の発明、実用新案若しくは意匠を、侵害者が使用したような用法で類似の

状況下で適法に使用した場合に通常徴収される対価に基づいて決定されたライセンス契約額の倍額にな

る。しかしながら、裁判所が事件の状況を考慮して補償金額を加減することがある。 

(e)  その他の救済 
(正当な権利者名を記載した)判決を公表することができる(民法第 1252 条(1))。 
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(f)  近年の実際の事件の概説 

事例１ 

事件第 2-2529/2013～M-6914/2012 号(控訴裁判所判決日：2014 年 2 月 4 日) 

Shumilin 氏はサムソン電子株式会社に対し彼の実用新案特許第 27767 号の特許権侵害について訴訟

を起こし、およそ 1100 万ドルを請求した。特許権者が添付した鑑定書によれば、当該実用新案はサム

ソンが生産するデュアル SIM 携帯電話に使用されていた。サムソンの弁護士は鑑定書を吟味してこれ

に根拠がないことを発見し、このことは独立した鑑定人によっても立証された。裁判所は法廷鑑定を命

じ、非常に名声の高い経験豊富な鑑定人にこれを委託した。この鑑定人はサムソン側の弁護士の主張を

完全に立証し、結果として裁判所は当該事件を棄却することとなった。控訴裁判所は第一審裁判所の判

決を支持した。 

事例２ 

事件第 A40-89653/2014 号(判決日：2015 年 6 月 25 日) 

イタリアの有名な美容健康機器及び装置の製造・販売業者に対し、相手方が皮膚縫合の外科繊維組立

手法を権利化して訴えようとした。特許権者は当該製品の輸入禁止、補償金及び道徳的損害を請求した。 

被告(製造業者)の代理人は、原告が提出した証拠は当該イタリア人製造業者が当該特許発明を使用し

たことを確認していないと立証することに成功した。この目的のため、代理人は次に掲げる行為を行っ

た。  

- 当該発明の保護の範囲と当該製造業者の製品との間の相違を説明した不服申立てを作成 

- 証拠の収集方法に異議を唱え、相手方による手続規則違反を主張 

- 相手方の特許を新規性の欠如により無効とするため、Rospatent に無効を申立て 

裁判所は事件を棄却し、特許権者の請求を認めなかった。 

(7)  意匠権侵害訴訟 

(a)  意匠権侵害の判断基準 
意匠の保護の範囲は本質的特徴の組み合わせによって決定されるが、この本質的特徴は当該意匠の表

現に示されるものである。上記の他の章でも述べられているように、「本質的特徴」とは、物品の外観

の審美的特性を決定する特徴(形態、構造、装飾及び材料の色彩、線、輪郭、織地及び製作法の組み合わ

せを含む)のことである。 

ある物品が特許を付与された意匠の本質的特徴すべて、又は、特許を付与された意匠と同じ全体的な

印象を情報に通じた消費者にもたらす特徴の均等な組み合わせを有する場合、意匠及び物品が類似する

機能を持つことを条件として、当該意匠は当該物品に使用されたものとされる(民法第 1358 条)。 

意匠権侵害事件があった場合、裁判所は特許を付与された意匠及び侵被疑侵害意匠が同一であるか、

又は類似であるかを判断する。このような吟味を行う際、裁判所は侵害している意匠が情報に通じた消

費者に特許意匠と同一の全体的印象を与えるはずであるという前提に基づいてこれを行う。侵害がある

か否かを判断する際、裁判所は両意匠の画像の別個の要素及びそれらの全体的組み合わせを評価し、両
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意匠が情報に通じた消費者の目から見て類似であるか又は同一であるかの結論を引き出す。 

(b)  抗弁 
意匠権侵害訴訟で抗弁を行う際には、次に掲げる内容を請求することが可能である。 

 非侵害性(例：被疑侵害製品が原告の特許を付与された意匠の本質的特徴すべてを含んでいない

こと) 
 私的な非商業目的の利用(民法第 1359 条(4)) 
 実験目的の利用(民法第 1359 条(2)) 
 権利の消尽(民法第 1359 条(6)) 
 先使用権(民法第 1361 条) 
 請求が出訴期限に基づき期限徒過となっていること。この期限とは、被害者が自らの権利の侵

害の事実を知った又は知り得たはずの瞬間から 3 年間である。 

(c)  差止命令 
意匠特許訴訟の間、手続のいかなる段階においても、特許権者は裁判所の判決が下るまで、被告によ

る被疑侵害製品／方法の使用を特に禁じる暫定的差止命令の申立てを提出することができる。しかしな

がら、この申立てにおいて特許権者は、当該申立てが認められない場合は裁判所の判決は有効でないこ

と、及び暫定的差止命令が執行されなければ特許権者に対し重大な損害が発生することを論証しなけれ

ばならない。 

差止命令は、申立人の所有する意匠特許の本質的特徴のすべてが被告の製品に含まれる場合に発せら

れる。判例によれば、大半の事件において特許権者は差止命令のみを請求している。意匠権侵害物品の

製造に供された装置(例えば金型)の破棄命令を裁判所が出したという事実は聞いたことがないが、商標

権侵害、特許権、実用新案権侵害の物品の製造に供した装置の破棄命令は出されたことがある。 

(d)  損害賠償 
勝訴した原告に与えられる救済は、上記第(6)項(d)(p.110)で述べたものと同一である。 

(e)  その他の救済 
(正当な権利者名を記載した)判決を公表することができる(民法第 1252 条(1))。 

(f)  実際の事件 

事例１ 

Pubert Henri SAS 対“VILAND”, LLC 事件(事件第 A03-3151/2014 号に関する 2015 年 5
月 7 日の第七控訴商事裁判所判決)においては、(意匠明細書にある本質的特徴によると)フランスの農業

機械製造業者である原告が意匠特許第 82378 号「モーター耕運機」を所有している。被告は申立人の特

許の本質的特徴の範囲内に含まれるとされる中国製モーター耕運機 KANSAS を輸入及び販売した。 

原告はサンプルを購入し、暫定的及び恒久的差止命令、当該模倣耕運機の押収及び廃棄、さらに公報
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「意匠」への判決の掲載を請求する訴訟を提起した。原告は、被告の製品が問題の特許の本質的特徴を

すべて含んでいると述べた特許代理人の鑑定書を訴訟とともに裁判所に提出した。 

第一審の間、審理は三度行われた。第一回の審理は原告の申立てに基づいて、ノヴォシビルスク商工

会議所の鑑定人によって行われた。調査結果によると、モーター耕運機 KANSAS は Pubert Henri 
SAS が所有する意匠の本質的特徴をすべて含んでいた。 

第二回審理は被告の提出した申立てに基づいて行われたもので、その結果、反対に問題の意匠特許は

被告が輸入及び販売したモーター耕運機 KANSAS には使用されていないということが立証された。 

Pubert Henri SAS は、第二回の審理において鑑定人が調査したのは被告が提供した耕運機であり、

これは以前被告が販売した KANSAS 耕運機と同一のものであるという証拠はないと主張して、第二回

審理の結果に異議を申し立てた。 

裁判所は原告の求めに応じ第三回審理を設定することを決定し、第三回審理により結果的に特許権者

の主張を支持することになった。 

結果として裁判所は Pubert Henri SAS の請求に応じ、控訴裁判所も同判決を支持した。 

事例２ 

LLC “PF Alta-Profil”対 LLC “TZK Techosnastka”事件(知的財産裁判所判決 2015 年 9 月 24 日、第

A40-181388/13 号)では、請求人は以下の対象の権利を所有していた。 

 工業意匠特許第 82786 号「角要素」  ; 

 工業意匠特許第 76157 号「角要素」  ; 

 工業意匠特許第 87711 号「外装パネル」 ; 
 実用新案特許第 89566 号「外面角」 

特許権者は LLC “TZK Techosnastka”による侵害事実の認定、差止命令、被告が販売した模倣品の押

収、破棄及び Rospatent 公報への判決の掲載を請求して、モスクワ商事裁判所に訴訟を提起した。原告

は、当該工業意匠及び実用新案に対する原告の権利を侵害しているとされるプラスチック製品を LLC 
“TZK Techosnastka”が製造及び販売していることができる被告のウェブサイトをプリントアウトした

コピー(公証人による認証済)を訴状とともに裁判所に提出した。 
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事件の審理の間、両当事者は裁判所に相反する専門家の意見を各々提出した。 

両当事者が提出した申立に基づき、裁判所は審理を行った。この法廷審理の結果、原告の以下の意匠

特許が被告の製品に使用されていたことが立証された。すなわち、工業意匠特許第 76157 号、工業意匠

特許第 87711 号、及び実用新案特許第 89566 号である。 

結果として、第一審裁判所は特許権者の請求に部分的に応じたことになる。 

さらに、被告が先使用権を請求して判決に対し控訴した。最終的に、上記控訴は証拠不十分のため第

九控訴商事裁判所により棄却された。知的財産裁判所は破毀審を務め、下級裁判所の決定を支持した。 

(8)  商標権侵害訴訟 

(a) 商標権侵害の判断基準 
最高商事裁判所の 2007 年 12 月 13 日付第 122 号判決によれば、2 件の標章の類似性に関する問題は、

鑑定人による調査を採用しなくとも裁判所が審理することができる。上記判決によれば、(鑑定人による

調査等の)特別な調査は特別な背景知識が求められる事項の審理にのみ採用するものとされている。原告

及び被告の商品に使用されている 2 件の文字標章の類似性の問題は、一般消費者の観点から裁判所が解

決することができるもので、特別な知識は求められない。 

裁判所は Rospatent が発行した「商標登録のための標章の出願及び審査に関する規則」を適用するの

が通例である。同規則には類似性の基準が定められている。類似性の基準は称呼、外観、観念である(第
1 章第 3 項(6)を参照(p.57))。 

周知商標の場合、法的保護の範囲は当該周知商標登録が適用される商品に類似しない商品にも及ぶ。

これは他人による当該商標の使用から消費者が商標権者を連想し、当該商標権者の正当な利益を侵害す

る可能性がある場合に該当する。 

(b)  抗弁 
商標訴訟において抗弁する際は、次に掲げる内容を請求することが可能である。 

 非侵害性(例：被告が使用している標章が原告の登録商標に混同を生じさせるほどに類似してい

ないこと、又は模倣品とされる商品が、原告の商標につき保護される商品と類似でないこと) 
 権利の消尽(民法第 1487 条) 
 別の登録商標、以前の社名又は商品名の使用 
 当該商品又はサービスの使用目的(特に付属品又はスペア部品として、若しくは整備又は修理サ

ービスの場合)を表すために使用が必要である。裁判実務では、例えば会社名の登録商標(XXX)
が Used for XXX と目だって表示されていても商標の表示が商品の意図を示す目的のためであっ

て、当該商品の識別のためでない限り、商標権侵害とは判断されない。 
 所有者側での権利の濫用(例：権利者による商標の実際の利用がない状態で第三者の使用を妨げ

る目的での当該商標の登録や、金銭的補償を含めて、権利者により長期間使用されていない商

標の法的保護を得ようとすることは権利の濫用と認められる。) 
 請求が出訴期限に基づき期限徒過となっていること。この期限とは、被害者が自らの権利の侵

害の事実を知った日又は知り得たはずの日から 3 年間である。 

商標の無効は Rospatent が扱う別個の行政手続であるため、商標の無効の抗弁は商標権侵害訴訟の間

は行うことができないという点に留意しておかなければならない。 
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(c)  差止命令 
ロシアの法律の下では、暫定的差止命令の却下により原告に重大な危害が及ぶか、又は以後の判決の

執行を困難若しくは不可能にする可能性があることを原告が立証した場合にのみ、裁判所は暫定的差止

命令を認める。 

商標権侵害紛争における暫定的差止命令は通常、模倣品の押収又は被告若しくは第三者による紛争対

象の処分(例：ドメイン名の移転、特定の商品の処分等)を一時的に防ぐ目的で認められる。一般原則と

して、暫定的差止命令の申立ては、当該処置の関連する紛争を審理するのと同一の裁判所に提出しなけ

ればならない。 

申立ては手続きのいかなる段階でも、又は手続きが実際に開始する前であっても提出してよいが、主

となる訴訟は暫定的措置の申立ての提出とともに、又はその提出後速やかに提起しなければならない。

裁判所は 1 営業日以内に暫定的差止命令の申立てを審理する義務を負う。 

意匠権侵害の項で既に記したように、商標権侵害訴訟において原告は商標の表示を作成するための版

下など、侵害行為に供した装置の破棄命令を裁判所に請求することができる。この場合には、装置の押

収といった仮の差止めも請求できる。 

(d)  損害賠償 
商標権侵害訴訟の枠組内で、権利者は、次に掲げる内容を請求することができる。 

権利者は損害の賠償又は法定の補償金を請求する権利を有する(第 1252 条(1)(3))。損害とみなされる

のは、権利を侵害された当事者が、侵害された権利を回復するために支払った又は今後支払わなければ

ならない費用、当該当事者の財産の損失又はこれに加えられた損害(補償的損害賠償)、及び通常の業務

条件の下で当該当事者が得られるはずだった利益で受け取っていないもの(逸失利益)である。 

損害賠償額は原告が立証し関連証拠によって裏付けなければならない。損害を立証するのが困難であ

る場合には、原告は損害賠償の代わりに補償金を請求することができる。補償金額は 1 万ルーブルから

500 万ルーブル、又は対象の商標又は特許の侵害者が使用した用法で類似の状況下で適法に使用した場

合に通常得られる対価に基づいて決定されたライセンス契約額の倍額になる。しかしながら、裁判所が

事件の状況を考慮して補償金額を加減することがある。 

損害賠償賠償及び無条件の補償金支払請求は二者択一的な請求であり、商標所有者はこれらの請求の

うち、どちらか一方しか請求することはできない。損害が文書で証明できず、かつ詳細な計算根拠を提

出することも困難である場合には、補償金の請求が望ましいという点は注意しなければならない。 

(e)  その他の救済 
(正当な権利者名を記載した)判決を公表することができる。 

(f)  近年の実際の事件の概説 

事例１ 

有名な漫画“Smeshariki”のキャラクターのロゴ及び名称を構成する多様な商標の所有者である

Smeshariki GmbH 社は、商標権侵害を申し立て、カルガ地方商事裁判所に個人事業者 Moiseev S.A.を
提訴した。この訴訟において、当該商標権者は総額 10 万ルーブルの金銭的補償を請求した。 
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当該商標権者は以下の証拠を裁判所に提出した。被告が漫画“Smeshariki”の不正 DVD ディスクを販

売したことを裏付けるビデオで、同 DVD ディスクのカバーに原告の商標と混同を生じさせる程度に類

似した表示が掲載されているもの、及び対応するインボイスである。 

裁判所は、当該 DVD ディスクのカバーにある文字及び図形の表示と原告が権利を有する商標とを比

較し、侵害の事実が立証されていること、及び侵害者からの 10 万ルーブルの補償金の回復を求めるた

めの法的根拠がすべてあることを認めた。商標権者の請求は認められ、判決は控訴裁判所及び破毀審に

も支持された(知的財産裁判所判決 2015 年 10 月 2 日第 A23-4214/2014 号)。 

事例２ 

第 A40-45599/14 号事件では、CJSC “Conde Nast”が、複数の商標“VOGUE”(第 250203 号等)の違法

な使用の停止、“VOGUE”の標章のある不正な紙製スケジュール帳の押収及び廃棄、並びに、総額 300
万ルーブルの金銭的補償の支払いを請求する訴訟を“ALT” LLC 及び個人事業者 Zinoviev A.A.に対して

提起した。 

原告である CJSC “Conde Nast”は、上記商標の排他的権利を有する権利者から独占的な使用許諾を受

けた者である。原告代理人がウェブサイト http://alt-shop.biz/を通じて“VOGUE”の標章が付された当該

紙製スケジュール帳を購入した。訴訟を提起する前、CJSC “Conde Nast”は侵害者に警告状を送付した

が、侵害者は自主的に侵害を停止することを拒否し、問題の製品を自らのウェブサイトで販売し続けた。  

第一審裁判所は侵害を認めたが、模倣品の押収及び廃棄に関しては、商品及びその所在が原告によっ

て特定されていないため CSJC “Conde Nast”の請求に応じることを拒絶した。また裁判所は補償金を

31 万ルーブルに減額した。 

判決は控訴裁判所及び破毀審にも支持された(知的財産裁判所判決 2015 年 5 月 20 日第 A40-45599/14
号)。 

(9)  並行輸入についての民事訴訟 
現在、民事訴訟が並行輸入の事件に適用できる唯一の救済である。2008 年に最高商事裁判所がすべ

ての商事裁判所に拘束力のある関連声明を出したことで司法慣行が修正された。それ以来多くの民事訴

訟が提起され、判決は(いくつかの例外があるとはいえ)決まって日本企業及び他国の企業に有利なもの

になった。一例として BMW 事件を挙げることができよう。この事件は 2010 年に開始され 2014 年に

並行輸入を明確に禁止して終結した。これがおそらく並行輸入に関する最長の事件である。驚くべきこ

とに、同事件は「(判決の基礎となるような)新たな事情」が発生した場合に再審理を認めている商事訴

訟法に基づいて、並行輸入者により再審の訴えが提起された。並行輸入者の意見では、「新たな事情」

とはキルギスのユーラシア経済連合への加盟である。裁判所はこの「新たな事情」に基づく再審請求を

棄却した(2015 年 9 月)。別の並行輸入の事件にはメルセデスが開始したものがある。この事件は原告の

訴えが不適であったため棄却された。並行輸入者が長期にわたって当該商品を販売していたにも拘わら

ず、原告は並行輸入商品を廃棄するよう裁判所に求めるような場合は、当該請求は認められない。 

トヨタが関わる興味深い判例がある(2015 年 6 月)。この裁判では、輸入者がトヨタの商標は支配的

な地位を占めてはおらず、したがってロシア市場へ当該物品を持ち込むことが許可されるだろうと考え、

トヨタの商標を独自の商標“EMEX”の後ろに隠そうと試みた(裁判実務に従えば、商品を販売せず、

商標を使用することで自分が当該商標の下にある商品に関連したサービスを提供していることを示す者

が表示した商標は、消費者にとってどれほど明らかであったとしても商標権の侵害とはみなされない)。

この試みは失敗に終わった。輸入者は下級裁判所の判決すべてに対して控訴したにもかかわらず敗訴し
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た。知的財産裁判所が破棄院としての権限においてこの事件における並行輸入を禁止した。 

 

同様の判例は、これを扱う弁護士に高い力量を要求しているということを留意しておかなければなら

ない。商標権者が敗訴した事件の大半において、請求内容が的確に記載されておらず、そのため請求が

拒絶されることになった。請求が拒絶される理由でもっとも多いものは、輸入者が販売する物品を裁判

所の審理の時までに廃棄してしまうというものである。こうした請求は多くの場合裁判所に拒絶される。 

並行輸入に関する重要な発展はユーラシア経済連合(EAEU)の形成である。同連合では権利の地域消

尽が採用されている。現在 EAEU にはロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア及びキルギス

が加盟している。アルメニア及びキルギスは 2015 年の新加盟国であり、今後 2 年間で権利の地域消尽

を導入するよう国内法を適応させるだろう。 

一方で、ロシアにおける並行輸入の自由化を目的とした議論もある。まず自動車のスペア部品、医薬

製品及び医療機器の輸入を合法化することが提案されている。これらの処置は 2020 年までの実現を目

標としている。同時に、ロシアでの製造が合法化されている製品について、権利の消尽に関する国家的

(地域的)制度の存続も提案されている。 

EAEU 内にはユーラシア経済委員会(EAEC)が発足した。同委員会は EAEU 内の並行輸入に関する議

論を行う。2015 年半ばまでに EAEC は数回会合を開催したが、明確な決定は下されていない。権利の

消尽の制度変更は EAEU 加盟国の同意に基づいてしか行われない。このため、現状は商標権者に有利

なままである。 

(10)  著作権侵害訴訟 

(a)  著作権侵害の判断基準 
著作権侵害事件の審理の過程で、民事法廷は、次に掲げる事実を立証する。 

1) 原告が真の著作権者又はの独占的な被許諾者であり、そのため原告は請求の陳述を提出する法的権

利を有することを、提出された証拠が示すものであるか否か 

著作権者又はその独占的な被許諾者のみが権利行使のための訴訟を提起することができる。 

著作権者によって訴訟が提起された場合、当該権利者は係争作品に係る自らの著作権を立証する証拠

を提出しなければならない。この証拠となり得るのは、著作権者の氏名が記載された著作物の原物又は

複製、著作物の作者との譲渡条項を含む委託又は雇用契約書、著作物の初版の日付を証明する文書、外

国管轄権の著作権局への当該著作物の登録を裏付ける証明書である。 

2) 被告が犯した侵害行為 

原告は被告が犯した侵害行為を書面により証明しなければならない。 

例えば、被告が著作物のコピー品を販売していた場合、原告は被告から購入したコピー品を、受領証

及び貨物運送状とともに提出しなければならない。当該受領証及び貨物運送状は購入したコピー品につ

いての詳細な情報、すなわち著作物の名称及びその価格を含むものでなければならない。 

被告が当該著作物の複製について、自らのウェブサイト上で販売している場合は、ウェブサイトの関

連コンテンツについて(公証人等から)認証を得ることで上記の証拠を確保することも可能である。 
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3) 原告の著作物が被告によって使用されているか否か 

裁判所は原告の著作物を被告によって使用された著作物と比較しなければならない。 

両著作物が同一でない場合、裁判所は原告の著作物が被告の著作物において使用されているか否か、

すなわち、被告の著作物が原告の元の著作物に基づいて創作されたものであるか否かの問題を審理する。

著作物の性質及びその再加工品の程度によって裁判所が法廷専門家の意見を求めることがある。 

4) 侵害が立証された場合、原告に対しどの程度の補償金又は損害賠償を与えるべきか 

間接的な損害を含め損害賠償は、関連する証拠があれば全額請求することができる。損害賠償に代え

て補償金を請求することができ、その金額は 1 万ルーブルから 500 万ルーブル、又は著作権で保護され

たライセンス契約額の倍額になる。 

5) 勝訴した当事者に対し弁済すべき訴訟費用の額 

法律では、裁判所が有利な判決を下した側の当事者の権利を、弁護士による法律業務の費用を含めた

訴訟費用を弁済するよう規定している。裁判所は請求額を加減することがある。 

訴訟費用は裁判所による事件の審理段階、又は最終判決の交付後のいずれでも請求することができる。 

訴訟費用の請求額及びその支払いの事実は、法定代理人又はその法律事務所と締結した契約書、イン

ボイス、支払いを証明する銀行書類などの書面により証明しなければならない。 

(b)  抗弁 
被告は次に掲げる意見を提出することができる。 

 当該著作物が私的目的に使用されたこと(私的利用)‐民法第 1273 条。 
 法律は、何人にも、対価を支払うことなく、公表されている著作物を私的利用のために複製す

る権利を認めている。しかし、法律には一般原則からの例外がいくつか含まれている。特に、

建造物及び類似の構造の形式の建築の著作物、データベース又はその重要な部分、コンピュー

タプログラム及びその他一部の著作物を複製することは認められていない。 
 当該著作物が情報提供、学術、教育、又は文化的な目的で使用されたものであること‐民法第

1274 条。 

特に、被告は科学、議論／批評、又は情報の目的でなされた当該著作物の引用が、引用の目的によっ

て正当化されるだけの分量で適法に公表されたと主張することができる。 

 事件が写真の著作物、建築の著作物又は造形美術の著作物の使用に関するものである場合、被

告は、民法第 1276 条で認められている公衆に開放されている場所に恒常的に設置された著作物

を使用したと申し立てることができる。 
 公式な儀式若しくは宗教的儀式、又は葬儀において、当該儀式の性質上正当な範囲内における

音楽の著作物に係る公の実演であること‐民法第 1277 条。 
 抗弁の主張として、被告は当該著作物が独自のものではなく、従って著作権保護の対象外であ

ると申し立てることで著作物の正当性を争うことができる。 
 被告は、原告の著作権を証明する証拠の正当性を争い、原告は真正の著作権者又は現在の独占

的な被許諾者ではない(例：使用許諾契約の期間が満了している、又は使用許諾契約が当該著作

物を含んでいない)と主張することができる 
 被告は原告が訴訟を開始することで被告に損害を与えることだけを目的に悪意をもって行動し
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たと申し立てることができる。被告が自らの主張を立証する場合、裁判所は原告の行為を権利

の濫用と認め、訴訟を棄却することができる。 

(c)  差止命令 
著作権者は差止命令を請求することができる(民法第 1252 条)。結果として裁判所は侵害者の著作物の

使用を禁じることができる。 

予備的及び暫定的差止命令を利用することもできる。 

特に、裁判所は、被告に対して、当該著作物の複製を流通に置くことを目的とする特定の行為(創作、

複製、販売、貸与、輸入、又は法律に定める他の利用、及び、輸送、保管又は所有)を禁止することがで

きる。 

さらに裁判所は、当該著作物の情報及び遠距離通信ネットワークでの非合法な使用を禁止するため、

とりわけ非合法に使用された当該著作物を含む素材へのインターネット上でのアクセスを制限するため、

侵害の範囲及び性質に対応する差止命令を出すことがある。 

裁判所は、模倣品の疑いがあるすべての著作物の複製、並びに、その作成又は複製に使用されたすべ

ての材料及び装置の差押えを命ずることができる。 

(d)  損害賠償 
権利者は、損害の賠償又は法定の補償金を請求する権利を有する(第 1252 条(1)(3))。損害とみなされ

るのは、権利を侵害された当事者が、侵害された権利を回復するために支払った又は今後支払わなけれ

ばならない費用、当該当事者の財産の欠損またはこれに加えられた損害(補償的損害賠償)、及び通常の

業務条件の下で当該当事者が得られるはずだった利益で受け取っていないもの(逸失利益)である。 

損害賠償額は、原告が立証し関連証拠によって裏付けなければならない。損害を立証するのが困難で

ある場合には、原告は損害賠償に代えて補償金を請求することができる。補償金額は 1 万ルーブルから

500 万ルーブル、又は対象の著作権で保護された著作物を類似の状況下で適法に使用した場合に通常徴

収される対価に基づいて決定された当該著作物のライセンス契約額の倍額になる。しかしながら、裁判

所は、事件の状況を考慮して補償金額を加減することがある。 

損害の賠償及び無条件の補償金の支払いは二者択一的請求である。損害が書面により証明できず、か

つ詳細な計算根拠を提出することも困難である場合には補償金の請求が望ましいという点は注意しなけ

ればならない。 

 (e)  その他の救済 
民法第 1252 条は、著作権者が次に掲げる請求を提出することを認めている。 

 著作物の原作者であること又は著作権の認定 
 当該著作物の不正な複製の押収 
 侵害者が費用を負担しての、侵害のために使用された装置及び材料の押収及び廃棄 
 関与した侵害に係る司法判断を実際の権利者を明記して公表すること 
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(f)  実際の事件 

事例１ 

出版社“TERRA LLC”対出版社“Astrel LLC”(裁判事例第 A40-99593/09 号)。 

この事件ではロシアの大手出版社 2 社が、ロシアの著名な科学フィクション執筆者の一人である

Alexander R. Belyaev の著した書籍の著作権侵害とされる行為をめぐって争った。Alexander R. 
Belyaev は地元の新聞社でジャーナリストとして働いていた 1942 年、レニングラード（現サンクトペ

テルブルク）近郊のプーシキン市のナチによる占領の間に餓死している。 

原告は Alexander R. Belyae による 6 冊の著作における自らの排他的著作権を(著者の相続人との契約

に従って)行使し、被告による著作権侵害(当該著作の無断出版)があったとして訴訟を提起し、差止命令、

当該出版物の押収及び廃棄、司法判断の公表、及び 75 億 6702 万 5400 ルーブルもの莫大な額の補償金

を請求した。この事件はモスクワ商事裁判所に提訴された。 

被告は著作権保護期間が 50 年であり、Belyaev 氏の著作の著作権が(Belyaev 氏が 1942 年に死亡し

ているため)1993 年に失効していることを主張して応答した。 

裁判所は当該著作物が「公有(パブリックドメイン)である」という抗弁を認めず、ソヴィエト連邦崩

壊後のロシア法の移行規定及び現行民法第 1281 条を引用した。これによれば著作権は著者の死後 70 年

後に失効する(著者の死亡の翌年に期間が開始する)。 

裁判所はさらに同規則の例外をも引用した。当該著作者が大祖国戦争(1941 年-1945 年)の間に働いて

いたため、著作権が 4 年延長された(戦時加算)。 

結果として、裁判所は著作権失効に関する被告の申立てを棄却し、差止命令、押収及び廃棄の請求を

認め、また裁判所記録の公表を命じた。 

補償金額を検討するに際して、裁判所は原告が当該著作物の価格の倍を請求していることを明らかに

した。補償金額の計算の基礎として原告は Belyaev が著した書物を自らが出版した際の価格を使用して

いた。 

裁判所はこの計算を認め、75 億 6702 万 5400 ルーブルを認定した(モスクワ商事裁判所判決 2010 年

7 月 27 日、事件第 A40-99593/09 号)。 

判決は両当事者により複数回控訴された。最終的に、両当事者は事件について和解し、被告が原告の

排他的権利を認めて補償金に加え原告が支払った州税の 50％を支払うことを誓約する契約を結んだ(モ
スクワ商事裁判所判決 2012 年 6 月 13 日)。 

事例２ 

Gestmusic Endemol S.A.及び WaiT Media CJSC 対 Pervy Kanal CJSC(事件第 A40-84902/2014) 

この事件はテレビ番組(テレビ番組の構成)に対する著作権保護を求める請求に焦点を当てたものであ

る。 

原告はスペイン企業で、原告のフランチャイズ加盟社又は地元のライセンシーによって「あなたの顔

は聞き覚えがある“Your face sounds familiar”」の題名で多くの国で商品化されている有名なテレビ番

組“Te cara me suena”の開発者として知られていた。 
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フランチャイズ加盟社の中にロシア企業 Wait Media CJSC があり、同社は同テレビ番組のロシア版

を制作し、ロシア最大のテレビチャンネルである 1st Channel CJSC に同番組を放映する権利を与えて

いた。 

しかしながら、財政上の理由により、当該フランチャイズ加盟社が被告との関係を終了し、放映権を

ロシアの別の大手のチャンネルに与えた。代わりに、被告は新テレビ番組“Toch v toch”(英語： 
“Exactly to a T”「ぴったり正確に」)を開始した。 

原告は新番組“Exactly to a T”は原告の番組“Your face sounds familiar”の模倣であるとみなし、モス

クワ商事裁判所に著作権侵害事件として提出したが、同裁判所は当該テレビ番組の構想が著作権によっ

て保護されていないことを挙げて事件を棄却した(モスクワ商事裁判所判決 2014 年 10 月 14 日)。同判

決は 2015 年 1 月 19 日の第九商事裁判所判決においても支持された。事件は知的財産裁判所に控訴され

たが、同裁判所は極めて詳細な棄却理由を提供した(知的財産裁判所判決 2015 年 5 月 8 日)。 

とりわけ、この事件において裁判所は原告が自らのテレビ番組の「制作バイブル」が被告のテレビ番

組制作の際に使用されたと訴えた点を指摘した。 

しかしながら、裁判所は原告のテレビ番組の「制作バイブル」は元となる既存のスペインのテレビ番

組の単純な描写、その制作の指針及び方法を提供する著作物であると結論付けた。このため、裁判所は、

当該テレビ番組の各シリーズがそれぞれ個別の台本にしたがって撮影されているため、この種の文書は

テレビ番組の台本にはあたらないと認めた。 

さらに、裁判所が指摘したように、当該事件では被告が原告の当該テレビ番組の権利を保護された要

素(音声又は視覚要素)若しくは著作物としての「制作バイブル」の部分を使用したという証拠を提出し

ていなかった。 

被告が使用した要素は制作技術の要素であり、したがって著作権の適用除外(方法、指針、概念等は著

作権によって保護されない)に基づくと、被告は原告の著作権を何ら侵害していないことになる。 

知的財産裁判所は、下級裁判所に同意して、以下の引用をした。 

民法第 1259 条(5)、著作権は、思想、概念、原則、方法、手順、システム、手段、技術的・組織的若

しくはその他の課題の解決法、発見、事実、又はソフトウェアのプログラム言語には及ばない。 

民法第 1270 条(2)、技術的、経済的、組織的又はその他の解決法として提供されたものを含む著作物

の実用的な使用は、著作物の利用ではない。 

しかしながら、知的財産裁判所は、各場合に応じて技術的又は組織的な解決法として特許又はノウハ

ウ保護を使用することを法律は禁止していないことを指摘した。 

さらに、知的財産裁判所が結論付けたように、それ自体が記述である表現(表現形式)は著作権によっ

て保護されているが、一方で記述された概念、解決法等は著作権によって保護されていない。 

この点に関して、知的財産裁判所は、被告が著作物としての「制作バイブル」を使用しておらず、加

えて同バイブルの著作権で保護されたいかなる要素(写真、ロゴ、企画等)も使用していないという点で

下級裁判所に同意した。 

これにより、知的財産裁判所は、被告の悪意についての主張を棄却し、加えて工業所有権の保護に関

するパリ条約第 10 条の 2 の援用も、当該条項の効力は著作権関連には及ばないと指摘して棄却した(知
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的財産裁判所判決 2015 年 5 月 8 日)。 

原告 Gestmusic Endemol S.A.は、最高裁判所経済紛争司法委員会に事件を上訴した。2015 年 10 月

現在で当該上訴の審理は係争中である。 

(11)  営業秘密の不正取得及び開示に係る訴訟 
上記の第 1 章第 7 節(1)を参照(p.73)。 

(12)  (パリ条約第 10 条の 2 に明記されている)不正競争行為に係る訴訟  
上記の第 1 章第 7 節(2)を参照(p.79)。 
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2016 年 1 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。 


