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第1章

ロシアにおける知的財産権の取得

正式手数料は、発明／実用新案の登録、及び、特許証の交付について納付しなければならない。手
数料は、Rospatent による特許査定の発行日から 4 か月以内又は 4 か月の期間の満了から 6 か月以内
に納付されなければならない。後者の場合には、手数料額は、50％増額される。したがって、発明／
実用新案の登録に係る手数料納付の最大期間は、特許査定の発行日から 10 か月間である。この 10 か
月の期間の経過後は、出願の回復は不可能となる。

(i)

特許付与の公告

Rospatent は、特許に関する情報を国家特許登録簿に登録し、特許の付与に関する情報を公報で公告
する(民法第 1394 条(1))。公報には、付与された特許に関して、その書誌情報及びクレームの範囲につ
いての情報が含まれる。毎月 3 回、公報は発行される。公報は、Rospatent のウェブサイトで閲覧でき
る。(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/ofic_publication/ofic_bul_en/iz_pm_en1)公
報の検索可能版は、CD 又は DVD で購読可能である。付与された特許に関する情報は、オンライン公
開登録簿(http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/)でも閲覧できる。特許に関する完全な情報(明細書
の写しを含む。)を備えたデータベースを購読することも可能である。
(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_en/en/Informational_resources/Retrieval_System/)

(2)

ユーラシア特許制度

ユーラシア特許は単一特許であり、登録されたユーラシア特許が効力を有する地理上の範囲は、
アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、トルクメニスタ
ン、タジキスタンの 8 締約国に及ぶ。ユーラシア特許は、その効力を及ぼしたい締約国のそれぞれ
につき年金を支払うことで維持しなければならない。手続及び特許付与の使用言語はロシア語のみ
である。
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ユーラシア特許庁
（EAPO）長官
長官補佐

審査部
副長官

副長官

方式審査課
事務補佐官

事務補佐官

化学医学課
法務部
力学物理学電気工学課

審判請求品質管理課
財務会計予算企画部

特許情報
オートメーション部

ユーラシア
特許登録課

情報支援公告課

サービス課

特許文書管理課

予算企画収益会計課

管理情報システム支援課
管理事務室

会計経費管理課
国際関係課

ネットワークインフラ
技術サポート課

人的資源課

上記の表は、ユーラシア特許庁の運営体制である
(出所：ユーラシア特許庁ウェブサイト http://eapo.org/ru/structure.html)

(a)

ユーラシア特許制度の特徴

ユーラシア特許出願は締約国すべてを対象としており、個別の国の指定は必要ではないし、また指定
することもできない。ユーラシア特許が付与され、その後発効すると(国内特許の束となる欧州特許とは
対照的に)全締約国の領土に法的効力を及ぼす単一の統一特許となる。
しかしながら、ユーラシア特許は保護を受けたい締約国のそれぞれで維持しなければならない。付与
された特許の維持は、付与された特許の効力を維持する国についてユーラシア特許庁に年金を支払うこ
とで行う。
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過去5年間におけるユーラシア特許出願件数の変遷
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(出所：ユーラシア特許庁ウェブサイト http://www.eapo.org/en/publications/reports/)

2014年のユーラシア特許出願件数（出願人出身国別）
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(出所：ユーラシア特許庁ウェブサイト： http://www.eapo.org/en/publications/reports/)
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ユーラシア特許制度は、締約国の国内特許制度と併存する。このため同一の譲受人に帰属する場合、
同一の優先権を持つ発明について、ユーラシア特許と併せて各締約国の国内特許を出願、取得すること
も可能である。しかしながら、特にすべての又は複数の締約国で保護を受けたい場合、ユーラシア特許
の取得が、複数の締約国で国内特許を取得することよりも有利となり得る。ロシア語による単一の手続
により取得でき、複数の締約国に効力が及ぶ単一特許としてのユーラシア特許は、ロシア語以外の公用
語を有する国(例えばアルメニア、アゼルバイジャン)でも広域特許権を取得することを選択する際の近
道となり得る。
発明の対象となり得るのは、装置、方法、物質、微生物の菌株、植物や動物の細胞培養、さらに装置、
方法、物質又は菌株の使用である。
特許を受けることのできる発明は、新規であり、進歩性を有し、産業上利用可能なものでなければな
らない。新規な発明は技術から公知のものであってはならない。進歩性を有する発明とは、当業者にと
って自明のものであってはならない。発明は、工業、農業、公衆衛生、その他の人間の活動分野で使用
され得る場合に、産業上利用可能である。
次に掲げるものは、発明であるとはみなされないため、特許を受けることができない。
・発見
・科学的理論及び数学的方法
・単なる情報の提示
・経済的組織及び経営の方法
・記号、計画及び規則
・精神的な行為を行う方法
・アルゴリズム及びコンピュータ・プログラム
・集積回路の回路配置
・構造物及び建築物並びに土地開発の企画及び計画
・製品の外観のみに関する、美的要件を満たすことを目的とした解決方法
特許は次に掲げるものには付与されない。
・植物品種及び動物種
・公の秩序又は道徳を保護するために商業的な利用を禁止すべき発明
発明は、その発明の優先日における技術から公知であってはならない。技術水準は、優先日前に世界
のどこかで公衆が利用可能であったあらゆる情報で構成される。また、出願日又は優先日が先行するユ
ーラシア特許出願又はこれに付与されたユーラシア特許がその後公開された場合には、当該出願の内容
も技術水準に含まれる。出願日又は優先日が先行し、ユーラシア特許庁を指定する PCT 国際出願の内
容は、当該 PCT 出願がユーラシア広域段階に入った場合のみ、先行技術を構成する。このような先行
する出願は、新規性を決定する目的でのみ先行技術を構成し、進歩性を決定する目的では先行技術を構
成しない。
いずれかの締約国において未公開の出願から生じる先行権利は、優先権が劣後するユーラシア出願に
不利な影響を及ぼし得る。同様に、ユーラシア特許から生じる先行権利は、優先権が劣後する締約国の
特許に同様の影響を及ぼす。しかしながら、ユーラシア特許庁は自らへの出願を審査する際に締約国へ
の未公開の出願を考慮しない(参照することさえできない)ため、この規定は審査には関係しない。
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発明者、出願人又はこれらの者から直接又は間接に情報を得た者によるものである場合に限り、出願
日又は優先日に先立つ 6 か月間における発明に関する情報の開示は、新規性の障害とはならない。

(b)

出願人適格及び特許要件

発明者又は権利相続人(例えば譲受人)、共同発明者又はその権利相続人はユーラシア特許を出願でき
る。同一のユーラシア特許につき二人以上の権利者がいる場合、特許発明の実施権は当該締約国の国内
法の規定により規制される。
従業者によってなされた発明(職務発明)の場合にも国内法が適用される。職務発明について取得した
ユーラシア特許に関する権利は、従業者が主に雇用されているか、又は使用者の営業所のある国の法律
に従って決定される。
ユーラシア特許出願ならびに付与された特許は、全締約国に対してのみ、譲渡することができる。譲
渡は書面で行わなければならず、またユーラシア特許庁に登録しなければならない。

(c)

出願から特許付与までの手続

ユーラシア特許条約の締約国にとっての非居住者である出願人は、ユーラシア特許代理人を代理人に
しなければならない。
適正に行われたユーラシア特許出願、すなわち出願日が決定された出願は、少なくとも次に掲げる書
類で構成される。ユーラシア特許出願として出願を行う旨の文書、出願人の連絡先情報、及び一見して
発明の明細書であることがわかる部分。出願書類は任意の言語でよいが、願書はロシア語でなければな
らない。さらに、すべての出願書類につきロシア語への翻訳文を提出する。
PCT 出願がユーラシア広域段階に入る期限は、優先日から 31 か月である。
ユーラシア特許庁は、出願が方式要件に合致しているか審査する。特許庁は所定の期間内に訂正又は
補正を行うよう出願人に求めることがあり、この場合、方式審査の期間はそれに応じて延長される。
手続の続行を認められたユーラシア特許出願のそれぞれにつき、情報調査が行われる。この調査はク
レームに基づいて、明細書と図面も考慮に入れて実施される。単一性要件が満たされていないことが調
査の過程で明らかになった場合、調査の対象となる発明の群を選択するよう出願人に求めることがある。
ユーラシア特許庁は自前の調査機能を継続的に強化しているものの、現時点ではユーラシア特許庁と
の協定に基づき、引き続きロシア特許庁が情報調査を行っている。したがって、情報調査に関する要件
と、調査された情報の出所の要件は、上述のロシア特許庁に関するものと同様である。ユーラシア特許
条約規則は、国際調査報告及びその PCT の下での公開がユーラシア特許庁の調査報告の代替になると
規定している。
ユーラシア特許出願は、出願日から 18 か月の期間満了後、又は優先権が主張されている場合は優先
日から 18 か月の期間満了後、可及的速やかに調査報告書とともに公開する。出願の公開には、公開さ
れた書誌データを記載した表紙、要約書、明細書、クレーム、図面及びその他の書類、並びに調査報告
書(可能な場合)が含まれる。調査報告書の公開を別個に行う場合は、出願の公開日と調査報告書の公開
日及び要約書を含む公開された書誌データを記載した表紙をこれに添える。
出願の公開により、発明の仮保護の権利が生ずる。ユーラシア特許の付与後、特許権者は出願の公開
日からユーラシア特許の公告日まで、自らの同意なく特許発明を利用した者に対し、補償を求めること
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ができる。仮保護の範囲は付与された特許クレームの範囲に限定される。
すべてのユーラシア特許出願につき、クレームに記載された発明が特許要件を満たしているかについ
て実体審査を行う。この実体審査は出願人の要請によってのみ開始される。調査報告書の公開日から 6
か月の期間満了前に、審査請求を行い、審査手数料を支払わなければならない。国際調査報告書の公開
日から 6 か月の期間を超えた後にユーラシア広域段階に入った PCT 出願については、審査請求は出願
日に行う。審査請求が所定の期間内に行われない場合、出願が放棄されたものとみなされる。
出願人は実体審査の間に何度か拒絶通知を受け取る可能性があるが、ユーラシア特許条約規則ではそ
の総数を定めていない。審査官は審査を行うために合理的に必要な回数の拒絶理由通知を行うことがで
きる。出願人は出願の係属中、特許査定又は特許拒絶査定を受けるまで随時、意見書の提出及び／又は
クレームの補正により応答することができる。
早期審査も利用可能である。追加手数料の支払いにより、ユーラシア特許庁は、方式審査期間を最低
5 日間まで短縮し、早期方式・実体審査の請求並びにこれに応じた手数料が納付された日から 1 か月以
内に最初の拒絶理由通知を行うことができる。
審査は特許査定又は特許拒絶査定が行われることにより終了する。特許を付与できると認めた場合、
出願人に中間報告(付与可能通知)を行う。出願人はそれ以上の補正を望まない場合、特許付与及び特許
公告の手数料を納付する。出願人は付与手数料を支払わずにさらに補正を行うことができ、この場合は
審査が継続される。
分割出願は特許査定が行われるまで、又は拒絶査定に対する審判請求期間が満了するまで、行うこと
ができる。分割出願は、元となった特許出願の出願日と優先日を保持する。
ユーラシア特許付与が拒絶された場合でも、出願人はユーラシア特許出願を、自らが引き続き特許を
取得したいと考えるユーラシア特許条約締約国における一つ又は複数の出願に変更することができる。
国内特許の付与を望む締約国を指定するこのような変更請求は、ユーラシア特許付与の拒絶通知又は(審
判請求を行った場合には)審判請求却下の通知から 6 か月の期間満了まで行うことができる。変更請求を
行うには手数料を納付しなければならない。こうした出願変更は 例えばロシアにおいて進歩性の要件
をみたしていないという点で、出願人がこれを締約国の実用新案出願に変更することができるというこ
とに意義がある。また、これにより出願人は出願を補正(クレームを含めて)しうるし、こうして変更し
た出願を分割出願とすることもできる。これにより出願の主題(目的となっているもの)は特許されうる
ことになるのである。

(d)

特許権

ユーラシア特許により与えられる保護の範囲はクレームによって決定される。明細書及び図面は、ク
レームを解釈する目的でのみ用いられる。クレームを解釈する際、独立クレームに含まれる発明のすべ
ての特徴又はこれと均等な特徴を適切に考慮する。締約国の法令により適用が認められている場合には、
均等論を適用され得る。
侵害訴訟は、ユーラシア特許条約及びその規則に基づき、締約国の国内裁判所が審理する。侵害訴訟
において国内裁判所が下した決定は、各締約国内でのみ効力を有する。各締約国はユーラシア特許の侵
害に対し国内特許の場合と同様の責任を認める。
特許権者の同意を得ずに次に掲げる行為をした場合、特許権を侵害するものとみなされる。

- 31 -

第1章

ロシアにおける知的財産権の取得




特許を付与された製品の製造、使用、輸入、販売の申出、販売、又はあらゆる種類の市場
取引又はその目的での保管
特許を付与された方法の使用又はその方法の使用の申出、さらに、特許を付与された方法
によって直接得られた製品の使用、輸入、販売の申出、販売、又はあらゆる種類の市場取
引又はその目的での保管

次に掲げる行為は侵害とはみなされない。







科学的又は実験の目的での特許発明の利用
私的な非商業目的のみでの特許発明の利用
パリ条約加盟国の輸送手段の建設又は運行における特許発明の利用であり、当該輸送手段
が一時的に又は偶発的にユーラシア条約締約国の領域に入っただけで、かつ当該発明が専
ら上記輸送手段の必要性のために利用されている場合
薬局における医療処方に基づく薬剤の随時の調製
権利の消尽後における特許製品に関する行為

ユーラシア特許は、年金の支払いを条件として、出願日から 20 年間付与される。国内特許法が延長
の可能性を規定している国では、延長が可能である。ユーラシア特許は専ら全締約国に関して同時に付
与され、また各締約国において個別に使用許諾を行うことができる。

(e)

ユーラシア特許の審判

ユーラシア特許庁の決定及び行政手続による無効処分に対する審判請求は、それぞれにつきユーラシ
ア特許庁長官が任命するユーラシア専門家の合議体が審理する。

1)

審判請求

拒絶査定の受領日から 3 か月以内にこれに対する審判請求を行うことができる。
審判請求書類がユーラシア特許庁規則に適合しているかどうかは 1 か月以内に審理され、その後ユー
ラシア特許庁において審理を行う日時を出願人に通知する。審判請求書類が要件を満たしていない場合、
出願人はユーラシア特許庁が定める期間内、通常は 2 か月以内に、その内容を訂正するか、不備の書類
を提出するよう求められる。審理の日程は通常、審判請求が行われた日から 2～3 か月以内の日が指定
される。審判請求は 3 名からなる審査官の合議体による審理で検討される。出願人と、審判請求の対象
となった決定を下した審査官も、審理に参加する。出願人はクレームが認容されるよう、合議体から補
正を求められることがある。
補正された多項クレームが提出された場合、審判請求の検討を延期し、次の審理日を指定する。そこ
で補正された多項クレームを検討し、審判請求について決定を下すか、又はさらなる審査のために出願
を審査課に差し戻す。補正は、元の明細書及びクレームのみに基づいて行わなければならない。合議体
は、審判請求の検討後、次に掲げる決定を下すことができる。





審判請求を認容し、審理しているクレームで特許査定を下す
審判請求を却下し、ユーラシア特許庁の決定の効力を維持する
審判請求を認容し、補正された多項クレームで特許査定を出す
さらに審査を行うため、出願を審査部へ差し戻す

合議体は審理において決定を言い渡し、その後 2 か月以内に書面による決定を作成して出願人に送付
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する。
ユーラシア特許庁による審判請求の審理は、申立てから合議体の決定の受領まで、平均して 4～6 か
月を要する。
合議体の決定は、合議体による書面による決定の発行日から 4 か月以内にユーラシア特許庁長官に上
訴することができる。上訴に関する長官による決定は最終的なものであり、争うことはできない。

2)

行政無効手続

ユーラシア特許庁に対して、発明に対するユーラシア特許の公告日から 6 か月以内に異議申立てが行
われた場合、ユーラシア特許庁における行政手続を通じて、これを無効化することができる。
以下に掲げる理由に基づき、行政無効手続を開始することができる。
(a) 特許対象が特許性の要件を満たさない場合
(b) 出願日における元の明細書及びクレームに含まれていなかった特徴が、特許を受けたクレーム
に含まれている場合
異議申立書類がユーラシア特許庁規則に適合しているかどうかは 1 か月以内に審理され、その後異議
申立に対する応答書をユーラシア特許庁に提出するよう促す内容の通知を添えて当該書類が特許権者に
送付される。特許権者からの応答書は、応答書に対する意見書を提出するよう促す内容の通知を添えて、
異議申立を行った当事者へ送付されることがある。両当事者の意見書の受理又は提出期限の満了のいず
れかの後に審理の日時が指定される。
異議申立書類が要件を満たしていない場合、異議申立を行った当事者は対応する通知を受領した日か
ら所定の期間内に、これを修正するか、又は不備の書類を提出することを求められる。
審理が開かれる日として、通常異議申立ての提出日から 6～8 か月以内が指定される。
異議申立ては、3 名で構成するユーラシア特許庁審査官の合議体による審理で検討される。
両当事者(特許権者及び異議申立てを行った当事者)及び特許査定を行った審査官も審理に参加する。
特許権者はクレームが認容されるよう、合議体から補正を求められることがある。
補正された多項クレームが提出された場合、異議申立ての検討を延期し、次の審理日を指定し、そこ
で補正された多項クレームを検討する。
特許を受けたクレームの補正は、元の明細書及び特許を受けたクレームの両方に基づいて行うことが
できる。
合議体は、異議申立てを審理した後、次に掲げる決定を行うことができる。
(a) 異議申立てを却下し、特許の効力を全範囲にわたって持続させる
(b) 異議申立てを認容し、特許を全範囲にわたって無効化する
(c) 異議申立てを部分的に認容し、特許を一部無効化する
特許が一部無効とされた場合、新規特許が付与される。
合議体は審理において決定を言い渡し、その後 2 か月以内に書面による決定を作成して特許権者に送
付する。
合議体の決定は、合議体の書面による決定の発行日から 4 か月以内にユーラシア特許庁長官に上訴す
ることができる。上訴に関する長官による決定は最終的なものであり、争うことはできない。
ユーラシア特許庁による異議申立ての審理は、申立てから最終決定の受領まで、平均して 10～24 か
月を要する。
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ロシアにおける知的財産権の取得

またユーラシア特許は、その効力が及ぶユーラシア特許条約の各締約国における国内無効手続により、
その存続期間中、随時無効化することができる。その場合でも、他の締約国では当該特許の効力は持続
する。

(f)

手数料
手数料表(ロシアルーブル、2015 年 10 月時点)

(出所：ユーラシア特許庁手数料規則- http://eapo.org/en/documents/norm/poshlina_txt.html)

手数料
ユーラシア特許出願のための単一手続手数料

ルーブル
25,500
3,200

- 5 点を超えるクレーム 1 点ごとの追加手数料

※PCT に基づく国際調査機関の作成した国際調査報告書(ISR)が、出願書類に含まれているか、出願人が出願の際にこれ
を提出した場合
- 調査報告書が提出されている発明につき、単一手続手数料と追加クレーム手数料が 25％減額される
-ロシア特許庁が ISR を作成している場合、単一手続手数料と追加クレーム手数料は 40％減額される

特許代理人の権限による提出遅延に対する手数料

950

審査手数料
-1 つの発明に対して
-

第 2 の発明に対する追加手数料

-

第 3、第 4、第 5 の発明に対する、発明 1 件ごとの追加
手数料

25,500
19,000
9,500

方式審査中の出願の補正又は訂正に対する手数料

3,200

方式審査終了後の出願の補正又は訂正に対する手数料

6,400

審査官の要求に応じた追加書類提出期限の延長手数料
a)

指定された期限の満了から 12 か月まで

延長開始から 2 か月は 1 か
月につき 1,000 ルーブル、
その後 1 か月延長するごと
に前月比で 500 ルーブルず
つ増加

b)

指定された期限の満了から 13 か月以降

1 か月延長するごとに前月
比で 1,000 ルーブルずつ手
数料増加

ユーラシア特許庁からの手続における通知のために設定された期限に遅れ
た出願に関する、権利回復のための手数料

25,500

ユーラシア出願を国内出願に変更するための手数料

6,400

特許拒絶査定に対する審査請求を行うための手数料

17,500
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16,000

ユーラシア特許付与および公告の手数料
-

特許

160

35 ページを超える 1 ページごとの追加公告手数料

25,500

ユーラシア特許付与に対する異議申立の手数料

6,400

ユーラシア特許出願の譲渡の登録手数料

12,800

ユーラシア特許の譲渡の登録手数料
ユーラシア出願の質権登録手数料

3,200

ユーラシア特許の質権登録手数料

6,400

特許権者の氏名、居所又は住所の変更の登録請求

1,600

(g) 公告
ユーラシア特許の登録日から 6 か月以内に、特許の細目がユーラシア特許庁官報で公告される。同時
に同庁は明細書、クレーム、図面も公告する。特許付与日が官報における特許の細目の公告日となる。
ユーラシア特許庁公式ウェブサイト： www.eapo.org

2014年のユーラシア特許付与件数（権利者の国別）
350
300
250
200
150
100
50

316

303
240
153
89

85

84

73

69

58

54

40

36

0

(ユーラシア特許庁 2014 年次報告書中のデータに基づいて作成)
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