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第 1 章 ロシアにおける知的財産権の取得 

第 1 節 特許 

(1)  ロシア特許制度とユーラシア特許制度 

(a) 特許制度の概要 

1) 管轄官庁 
行政構造において、知的財産の対象に関する保護証を発行する権能は、ロシア特許庁(Rospatent)

が担っている。 

Rospatent は、主に次に掲げる機能を有する。 

a) 知的財産権の出願審査の管理、監督並びに権利登録証の発行 
b) 知的財産権、知的財産分野のライセンス契約及び譲渡契約の登録並びに登録された知的財産権 

に関するデータの公開 
c) 特許(年金／更新を含む)手数料及び登録料を支払う手続の管理及び監督 
d) ロシア連邦特許代理人の認定及び登録並びにその法律で定める要件への遵守管理 

Rospatent は、発明、実用新案、意匠、コンピュータ・プログラム、データベース、(集積技術を

含む)集積回路の回路配置、商標、サービスマーク、原産地表示の法的保護の分野における管理及び

監督を担当している。また、連邦予算を使った民間の研究開発事業の成果の法的保護及び利用分野

における監督も担当している。 

ロシア政府の構造の中に見る Rospatent 

 

Rospatent は経済発展省の下位機関であり、2015 年末現在、連邦政府に任命されたグリゴリー・

ロシア政府 

…省 

…省 

経済発展省 

…省 

…省 

…省 

連邦国家準備局 

連邦国家資産管理局 

連邦認証局(Federal 
Accreditation Service) 

ロシア特許庁 
(Rospatent) 

連邦登記局 

軍事・特殊・二重用途の知的 
財産活動の成果物の法的保護 
のための連邦機関(FAPRID) 

連邦産業財産権機関 

ロシア国家知的財産研究所

(RGAIS) 
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イヴリイェフ(Grigory Ivliyev)が長官を務めている。 

Rospatent は、3 つの組織を管理している。 

- あらゆる対象の出願の審査、特許付与及び商標登録並びに原産地表示、コンピュータ・プログ

ラム、データベース及び集積回路の回路配置の登録に携わる特許審査官の部門で構成される

連邦産業財産権機関(FIPS)(FIPS の管理体制を以下に示す。) 

 

- 軍事・特殊・二重用途の知的財産活動の成果物の法的保護のための連邦機関(FAPRID) 

- 知的財産分野について、法律学又は経済学の学位を有する専門家に研修を行い、特に特許代

理人を育成するロシア国家知的財産教育研究所(RGAIS) 

特許及び商標出願の審査並び知的財産権や登録済みの知的財産の対象に関係する契約(譲渡、ライ

センス、質権など)の登録に関連するほぼすべての機能、さらには審判手続を FIPS が行っている。

Rospatent の審判部は FIPS の所管であり、その部門の一つを構成する。したがって、FIPS の機能

には、特許、実用新案及び意匠の出願受理、その審査及び登録、商標及びサービスマークの法的保

護並びに商標登録証の発行、原産地表示の法的保護及び登録証の発行、コンピュータ・プログラム、

データベース及び集積回路の回路配置の正式登録出願の審査及び正式登録証の発行が含まれる。 
(Rospatent)の事務職員は、約 80 名である。FIPS の総職員数は約 2,340 名(約 600 名の特許審査官、

約 200 名の商標審査官、約 60 名の審判部の特許審査官を含む)である。 

2) 最近 5 年間の統計データ 
2010～2014 年の出願及び登録件数は次に掲げる通りである。 

(出展  Rospatent 年報：http://www.rupto.ru/about/reports?lang=en). 

所長 

副所長 副所長 副所長 副所長 

第 1 部門 第 2 部門 第 3 部門 第 4 部門 第 8 部門 第 9 部門 第 5 部門 第 6 部門 

IT 部門 

第 7 部門 

審査部門 
(化学、生命

科学、医薬) 

審査部門 
(物理学、 
機械工学) 

特許権の対

象物の事務

処理手続部

門 

審査部門

(商標・

意匠) 

国際特許 
協力課 

知的財産分野に

おける情報資

源、分類制度、

標準の策定課 

コンピュータ・

プログラム、デ

ータベース、集

積回路配置登録

課 

品質監

視部門 
特許 
紛争 
審判室 

ロシア特

許・技術

ライブラ

リ(VPTB) 

公式刊行

物部門 
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発明：出願及び特許 

発明 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 
vs. 

2013 
(%) 

出願件数 内訳 42,500 41,414 44,211 44,914 40,308 89.7 
ロシアの出願人 
による件数(%) 

28,722 
(67.6) 

26,495 
(64) 

28,701 
(64.9) 

28,765 
(64) 

24,072 
(59.7) 83.7 

外国の出願人 
による件数(%) 

13,778 
(32.4) 

14,919 
(36) 

15,510 
(35.1) 

16,149 
(36) 

16,236 
(40.32) 100.1 

登録特許件数 内訳 30,322 29,999 32,880 31,638 33,950 107.3 

ロシアの権利者(%) 21,627 
(71.3) 

20,339 
(67.8) 

22,481 
(68.4) 

21,378 
(67.6) 

23,065 
(67.9) 107.9 

外国の権利者(%) 8,695 
(28.7) 

9,660 
(32.2) 

10,399 
(31.6) 

10,260 
(32.4) 

10,885 
(32.1) 106.1 

年末時点で有効な 
特許 181,904 168,558 181,515 194,248 208,320 107.2 

 

 

出願件数(ロシア及び外国の出願人別) 
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ロシア特許出願及び取得国上位(発明) 

 

実用新案 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 

vs. 
2013 

(%) 
出願件数 内訳 12,262 13,241 14,069 14,358 13,952 97 
ロシアの出願人 
による件数 (%) 

11,757 
(95,9) 

12,584 
(95) 

13,479 
(95,8) 

13,589 
(94,6) 

13,000 
(93,2) 96 

外国の出願人 
による件数 (%) 

505 
(4,1) 

657 
(5) 

590 
(4,2) 

769 
(5,4) 

952 
(6,8) 124 

年末時点で有効な 
特許 54,848 46,876 50,746 54,420 54,848 101 

 

実用新案：出願及び特許 

 

3)  特許制度の国際的なハーモナイゼーションのための政策及び施策 
国際法及びロシアが加盟する国際協定の広く受け入れられている原則及び規範は、ロシアの法制

度に不可欠な要素である。ロシアが加盟する国際条約は、直接適用可能であり、ロシアの法律と国

際条約の規則に齟齬がある場合には、国際条約の規則が適用される。 

政府は、Rospatent に対し、ロシアが加盟する知的財産分野の国際協定について、その要件に完

全に準拠するための計画を策定するよう明確に指示している。 

世界知的所有権機関(以下、WIPO)主導で締結した国際協定は、ロシアの知的財産法の発展に大

出願/登録 2010 2011 2012 2013 2014 

米国 3,735 
/ 1,971 

3,707 
/ 2,341 

3,964 
/ 2,514 

4,388 
/ 2,371 

4,383 
/ 2,427 

ドイツ 2,237 
/ 1,443 

2,302 
/ 1,609 

2,266 
/ 1,784 

2,346 
/ 1,632 

2,120 
/ 1,697 

日本 1,554 / 894 1,931 
/ 1,177 

1,842 
/ 1,265 

1,641 
/ 1,379 

1,646 
/ 1,449 

フランス 873 / 634 1,033 / 674 1,066 / 800 1,109 / 922 1,140 / 763 

オランダ 765 / 352 989 / 493 878 / 564 992 / 552 1,064 / 682 

スイス 748 / 498 803 / 523 960 / 567 1,126 / 572 1,035 / 564 

中国 265 / 154 393 / 175 544 / 241 458 / 290 598 / 456 

スウェーデン 379 / 314 340 / 326 415 / 321 472 / 323 503 / 314 

イタリア 406 / 279 409 / 302 450 / 300 497 / 259 490 / 329 

韓国 342 / 450 318 / 374 401 / 321 428 / 261 472 / 343 
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きな影響を及ぼしている。 

政府は、ロシアの法律とロシアが加盟する国際協定との制度調和を常に支持してきた。知的財産

件分野における国際条約の内容は、民法第 IV 部にそのまま反映されてきた。これらの国際条約に

含まれる知的財産法の統一規範の多くは、第 IV 部の対応する条文に再現されている。 

(b) 出願人適格 
発明又は実用新案について特許を受ける権利は、まず発明者に帰属する(民法第 1357 条(1))。そ

の権利は、包括承継により又は労働契約を含む契約に基づき、別の者に移転又は譲渡することがで

きる(民法第 1357 条(2))。特許を取得する権利の譲渡は書面で締結される。書面で締結されない場

合、契約は無効とみなされる(民法第 1357 条(3))。 

従業者が、自己の雇用義務の遂行により又は雇用者から受託した特定の職務の遂行の結果として

発明をなした場合、特許を取得する権利は、労働契約に別段の定めがある場合を除き、雇用者に帰

属する(民法第 1370 条(3))。 

発明者が発明に関して雇用者へ通知した時から 4 か月以内に、雇用者が、特許出願を怠り、特許

を取得する権利を第三者へ移転することを怠り、又は、発明を秘密にしておくことについて発明者

に通知することを怠った場合は、発明者たる従業者が、出願し、自己の名義により特許を受ける権

利を有する(民法第 1370 条(4))。この場合、特許の存続期間中には、雇用者は、特許権者に対価を

支払って、自己の事業に発明を使用する権利を有する。この対価の額は、従業者と雇用者との間で

決定され、かつ、紛争の場合には裁判所により決定される。 

従業者が、雇用者の財政的又は技術的手段その他の資産を利用して発明しているものの、自己の

雇用義務の遂行に関連せず、又は特定の職務の遂行の結果ではない場合、特許を出願する権利は、

全面的に従業者に帰属する(民法第 1370 条(5))。 

発明、実用新案の考案又は意匠の創作を具体的に規定していない業務請負契約、又は、研究開発

の遂行に係る契約に基づき発明がなされる場合、当該発明につき出願する権利は、当該契約に別段

の定めがない限り、請負人（業務遂行者）に帰属する(民法第 1371 条(1))。 

(c) 特許性要件 

1) 特許を受けることができる対象及び特許を受けることができない対象 
特許を受けることができるもの： 

- 製品：装置、物質(医薬品を含む)、微生物の菌株、植物又は動物の細胞培養、遺伝構造) 
- 方法：有形的手段を用いて有形物に影響を与える手順。人の身体への治療は特許を受けること 
ができる。 

- 特定の目的のための製品又は方法の用途(第一及び第二医薬／非医薬用途を含む) 

特許を受けることができないもの： 

- ヒトのクローン化方法及びヒトのクローン；ヒトの胚細胞株の遺伝的完全性の修正方法；工業

目的及び商業目的によるヒトの胚の使用；公共の

利益、人間性及び倫理性に反するもの (民法第

1349 条(4)) 
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- 発見；科学的理論及び数学的方法；専ら製品の外観にのみ関し、かつ、審美的要求を満たすこ

とを目的としたもの；ゲーム、及び、知的活動又は事業活動のための規則及び手段；コ

ンピュータ・プログラム；情報の提示にのみ関するもの(民法第 1350 条(5)) 

民法第 1351 条は、装置に関連した技術的なもののみが、実用新案として保護されることを定め

ている。製品の外観にのみ関係し、かつ、審美的要求を満たすことを目的としたものは、意匠とし

てのみ保護され得る。 
植物品種及び動物種(育種の成果)並びにその生産物の生物学的生産方法は、特許保護から除外さ

れる。微生物学的方法及び微生物学的方法により得た製品は保護され得る(民法第 1350 条(6))。た

だし、植物品種又は動物種に対する特許は、民法第 73 章に規定される手続に従い、農業省が付与

する。集積回路の回路配置も、特許可能な対象から除外されており、民法第 74 章に従い、著作権

として保護される。 

2)  新規性、進歩性及び産業上利用可能性 
発明 

特許性要件は、新規性、進歩性及び産業上利用可能性である(民法第 1350 条(1))。 
発明は、工業、農業、公衆衛生、その他の経済分野又は社会分野で利用可能であれば、産業上利

用可能であると見なされる(民法第 1350 条(4))。 
発明は、先行技術からみて公知ではない場合、新規であると見なされる(民法第 1350 条(2))。 
発明は、当業者にとって自明でないときに、進歩性を有する(民法第 1350 条(2))。 
技術水準は、当該発明の優先日前に、公衆が利用可能であったあらゆる情報で構成される(民法第

1350 条(2))。 

実用新案 

発明との比較で見ると、実用新案の主題として保護されるのは機器(装置)関連の技術的側面のみ

である。一方、製品又は製法であればどのようなものも、保護を受けることのできる発明の主題と

なり得る。実用新案として保護される場合には、進歩性は要件とされない。実用新案特許の出願の

実体審査は、方式審査の合格後に自動的に開始される。一方、発明特許の出願の実体審査を開始す

るためには、実体審査の請求を行う必要がある。実用新案の新規性の審査では、その本質的特徴の

組合せだけが考慮されるが、発明の出願の特許性審査では、クレームに記載されている全ての特徴

が検討される。実用新案特許の出願は、特許査定が(なされる場合には、それが)公開されて初めて

公衆に利用可能となる。一方、発明特許の出願は、取り下げられない限りは、出願日から 18 か月

の経過をもって、特許庁により公開される。発明特許の保護の存続期間が 20 年であるのに対して、

実用新案特許の保護の存続期間は 10 年である。実用新案を商品に使用することが決まっている場

合には、均等論は適用されない。 

実用新案は産業上利用可能であり、かつ、新規である場合は、保護が付与される(民法第 1351 条

(1))。 

実用新案に対する産業上利用可能性及び新規性の要件は、発明に対する要件と同一である(民法第

1351 条(2)及び(4))。 

二重特許を避けるために、発明又は実用新案の新規性の判断に用いられる技術水準には、発明及

び実用新案につきその他の出願人がロシア内で申請した、先の優先権を有するすべての出願、並び

第 1章　ロシアにおける知的財産権の取得
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に、ロシア領域内で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(民法第 1350 条(2)及
び第 1351 条(2))。 

発明及び実用新案のいずれについても、当該発明(実用新案)に関連した情報につき、発明者、出願

人、又はそれらの者から直接的若しくは間接的に情報を得た者による開示であって、当該発明(実用新

案)の本質に関する情報を公表した場合でも、当該発明に係る特許出願が当該情報の開示日から 6 か月

以内に Rospatent になされた場合には、当該発明(実用新案)は特許不能なものとは見なされない。以

上に関する立証責任は、出願人が負担する(民法第 1350 条(3)及び第 1351 条(3))。 

 

(d) 特許出願 

1) 出願審査のフローチャート 
発明及び実用新案の手続並びに審判部における審判手続を以下のフローチャートに示す。 

第 1節　特許
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発明特許の出願 

出願日の確定 

不備又は誤りのある書類に関す

る通知及び追加書類の要求 

要求した書類の受理 

方式審査の通過通知 

実体審査請求の提出 
(出願日から 3 年以内) 

実体審査に必要な追加資料の

要求 

要求した資料の受理 

特許性審査の結果に 
関する通知 

出願取下と

みなされる 

出願取下と

みなされる 

特許査定 特許拒絶査定 

通知に対する意見書 

出願に関す

る情報の公

開(出願日 
から 18 か

月後) 

調査報告

の公開 

方
式
審
査 

実
体
審
査 

審
判
手
続 

Rospatent 審判

部への異議申立

登録料及び特許証 
交付手数料の納付 

申立て認容 

上訴認容 

知的財産権裁判所

への上訴 

発明の登録、特許証の交付特許

付与に関する情報の公開 

出願人の行動及び申立て(任意) 

条約優先権主張 
(優先日から 16 か月以内) 
優先権書類の提出 
(優先日から 16 か月以内) 
出願書類の補正又は訂正 
(Rospatent の要求により又は調査報告の

受領後から決定されるまで) 
期日前の公開請求 
(出願日から 12 か月以内) 
発明の特許出願から実用新案出願又は意

匠出願への変更 
(出願に関する情報が公開されるまで、遅

くとも特許査定の前まで又は Rospatent
における異議申立手続期間中) 
出願の取下げ 
(遅くとも発明の登録まで) 
要求された資料の提出期限の最大 9 か月

までの延長請求 
(提出期限満了前) 
実体審査請求の提出期限の最大 2 か月ま

での延長請求 
(提出期限満了前) 
要求された資料の提出／実体審査請求の

提出／Rospatent への異議申立ての提出

に対する権利の回復請求 
(提出期限の満了日から 12 か月以内) 
出願取下げとみなした決定に対する不服

申立て 
(決定日から 7 か月以内) 

受理なし 

提出なし 

受理なし 

なし 

却下 

受理あり 

提出あり 

受理あり 

認容 

認

容 

あり 

発明の出願審査フローチャート 
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実用新案特許の出願 

出願日の確定 

不備又は誤った書類に関す

る通知と追加資料の要求 

要求した資料の受理 

方式審査の通過通知 

実体審査に必要な追加資料の要求 

要求した資料の受理 

出願取下と

みなされる 

特許査定 特許拒絶査定 

方
式
審
査 

実
体
審
査 

審
判
手
続 

Rospatent 審判部

への異議申立て 

登録料及び特

許証交付手数

料の納付 

申立認容 

上訴認容 

知的財産権裁判所

への上訴 

実用新案の登録、特許証

の交付特許付与に関する

情報の公開 

出願人の行動及び申立て(任意) 

条約優先権主張 
(優先日から 16 か月以内) 
優先権書類の提出 
(優先日から 16 か月以内) 
出願書類の補正又は訂正 
(Rospatent の要求により決定されるまで) 
発明の実用新案出願から特許出願又は意匠

出願への変更 
(特許査定の前まで又は Rospatent におけ

る異議申立手続期間が満了するまで) 
出願の取下げ 
(遅くとも実用新案の登録まで) 
要求された資料の提出期限の最大 9 か月ま

での延長請求 
(提出期限満了前) 
要求された資料の提出／Rospatent への異

議申立ての提出に対する権利の回復請求 
(提出期限の満了日から 12 か月以内) 
出願取下げとみなした決定に対する不服申

立て 
(決定日から 7 か月以内) 

受理なし 

受理なし 

なし 

却下 

受理あり 

受理あり 

認容 

認容 

あり 

実用新案出願の審査フローチャート 
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2) 出願 
(1) 出願は、特許を取得する権利を有する者(発明者、雇用者又は上記の者の権利承継人)により、

Rospatent に提出される。 

(2) 外国人は、登録されている特許代理人を通じて Rospatent に対応する。 

委任状は必要書類の一つであるが、このルールは以前ほど厳格に適用されておらず、委任状が求

められることはほとんどない。しかし、Rospatent が必要と判断する場合、要求されることがある。 

(3) 出願には、次のものを含めなければならない。特許の付与を求める願書(願書の様式は、オン

ラインで入手することができる。

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/file_library/obr_zaya/)、発明を実施す

るために十分詳細に保護を受けようとする発明を開示する明細書、発明の本質的特徴を記載し、

かつ、明細書により十分に裏付けられた特許請求の範囲、発明の開示内容を理解するために必

要であれば、図面又はそのほかの資料、要約。 

(4) 特許の付与を求める願書は、必ずロシア語で提出されなければならない。その他の出願書類

は、ロシア語又は他言語で提出することができる。出願書類が他言語で提出される場合は、ロ

シア語による翻訳文を出願に添付するか、又は、正式な審査官通知に応答して事後に提出する。

特許の付与を求める願書は、出願人又は出願人の特許代理人により署名される。 

(5) 出願は、単一の発明又は単一の発明概念を形成するよう結び付けられた一群の発明と関連す

る(発明の単一性の要件)。実用新案出願は、単一の実用新案のみに関連する。 

(6) 出願日は、特許の付与を求める願書、明細書及び明細書に記載がある場合には図面を提出し

た日に設定される。これらの書類を同時に提出できない場合、最後の書類を受理された日が出

願日となる(民法第 1375 条(3))。 

出願をなす権利の証明書類を Rospatent に提出する必要はない。 

優先権書類の認証謄本は、優先日から 16 か月以内に Rospatent に提出されなければならない(民
法第 1382 条(3))。 

3) 出願の方式審査の概要 
審査官は、発明の出願の方式審査において、次に掲げる事項を確認する。 

a) 必要とされる出願書類の全てが揃っており、全ての書類が方式要件を満たしているか。ただし、

発明の本質の審査は行われない。方式要件を満たさない場合、それを出願人に通知し、不備を

訂正するために 3 か月が与えられる(この期間は、手数料を納付して請求することにより延長

できる)。出願人が不備を補正できず、かつ、補正した書類又は不足する書類の適時の提供を

怠ったとき、出願は、取り下げられたものとみなされる。 

c) 手数料が適正に支払われているかどうか。 

d) 発明の単一性要件を満たしているかどうか(発明の本質に立ち入ることなく、明白な矛盾のみ

について判断する)。発明の単一性要件を満たしていないことが明らかである場合、出願人に

は、特許請求された発明のうちいずれが審査されるべきであるかを 3 か月以内に示すよう審査

第 1章　ロシアにおける知的財産権の取得
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官から勧告される。出願人が上述の期間内に、どの発明が審査されるべきかを示さない場合、

発明の審査は、特許請求の範囲中に最初に明記されている発明に関してされた発明についての

み行われる。 

e) 国際特許分類(IPC)を利用している場合、分類が正しく行われているかどうか(誤っている場合

には、審査官により分類される)。 

4) 実体審査の請求 
実体審査は、方式審査を通過した出願についてのみ行う。ただし、そのためには、対応する審査

請求を提出し、該当する手数料が納付されていなければならない。 

発明 

発明の実体審査請求延期制度がある。実体審査請求は、出願人又は任意の第三者が提出しなけれ

ばならない。請求は、出願提出時又は出願日(PCT 出願の場合には国際出願日)から 3 年以内に行わ

なければならない。審査請求を提出する期間は、2 か月間延長することができる。審査請求が所定

の期間内に提出されなかった場合、出願は取り下げられたものとされる(民法第 1386 条(1))。徒過

した期間の回復の請求は、所定の期間満了から 12 か月以内に提出することができる(民法第 1389
条)。 

実用新案 

2014 年 10 月 1 日以降になされた実用新案出願は、方式審査及び実体審査の双方が適用される。 
出願が、方式審査を通過したものは、(審査を請求することなく、自動的に)実体審査がなされる。 

実体審査の概要 

実体審査には、次のものが含まれる。 

- 特許請求された発明又は実用新案の特許性について検討する審査官が基準とする先行技術を判断

するための情報の調査。発明出願について先の優先権が主張されておらず、実体審査の請求が出

願と同時に提出される場合、実体審査開示から 7 か月以内に出願人に対して調査報告が提供され

る。 

- 出願が発明又は実用新案としての保護の適用除外となる対象に関連するものでないかの確認 

- 発明又は実用新案が、出願書類において当業者が実施できる方法により、十分に開示されている

かの審査 

- 特許請求された発明又は実用新案が特許性基準に準拠しているかの確認 

実体審査において、Rospatent は、追加資料の提出とクレームの補正を求めることがある。関係

する審査通知から 3 か月以内に(この期間は請求により延長可能)、出願人は追加資料を提出しなけ

ればならない。審査官通知に応答してなされた追加資料又は補正は、出願の本質を変えるもの(「新

規事項」を含むもの)であってはならない。もっとも、出願人は、当該資料が「新規事項」であるこ

とを述べる審査官通知を受領してから 3 か月以内であれば、「新規事項」の出願日について優先性

を有する別個の「新規事項」の出願をなすことができる。審査官通知に対して、3 か月以内(又は適

時に延長が認められている場合には、延長期間内)に適切に応答されないときは、出願は取り下げら
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れたとみなされる。 

発明又は実用新案が特許性を満たさないと判断された場合、特許付与は拒絶される。拒絶査定の

前に、Rospatent は、審査結果の通知を、審査官の意見を分析するよう求める勧告を添えて、出願

人に送付する。この通知への反論は、通知から 6 か月以内に Rospatent に提出されなければならな

い。説得力のある反論がなされないとき、又は、反論そのものがなされないときは、拒絶査定が出

される。 

5) 登録に要する期間 
発明特許の出願から付与までの平均的な処理時間は、1 年半から 2 年である。早期審査は行われ

ない。実用新案出願にかかる平均的な期間は 4 か月から 6 か月である。 

Rospatent は、中国、デンマーク、ポルトガル、スペイン、フィンランド、日本、韓国、米国の

特許庁との間で PPH(特許審査ハイウェイ)協定を、また中国、スペイン、フィンランド、米国の特

許庁との間では PCT-PPH(PCT を利用した PPH)協定を締結している。さらに、日本、フィンラン

ド、スペイン、米国の特許庁とは、PPH MOTTAINAI(もったいない)協定を結んでいる。

Rospatent は、2014 年 1 月 6 日からはグローバル PPH 試行プログラムに参加している。PPH 手

続請求のための要件は、Rospatent のウェブサイトで閲覧することができる

(http://www.rupto.ru/activities/inter/bicoop/pph/poriadok)。 

6) 必要な出願手数料 
公式手数料表(単位：ロシアルーブル、2015 年 10 月時点) 

(出典：2008 年 12 月 10 日付の連邦政府規則第 941 号により承認された特許手数料法、改正済) 

手数料 Rb 

発明の出願 1,650 

–25 点を超えるクレーム 1 点につき +250 

実用新案の出願 850 

–25 点を超えるクレーム 1 点につき +100 

出願の次の点に関する実体審査請求  

– 1つの発明(1つの独立クレーム) 2,450 

– 一群の発明(一群の独立クレーム) 
国際調査報告書又は予備審査報告書が出願に添付されている場合、
実体審査の手数料は 20%減額される。Rospatent が作成した調査報
告が出願に添付されている場合、実体審査の手数料は 50%減額され
る。 

+ 1,950 
最大で 10 点の追加の独

立クレームのそれぞれ

につき 
 

+3,400 
10 点を超える独立クレ

ームのそれぞれにつき 

条約優先権に対する権利の回復請求 400 
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出願の早期公開請求 400 

新規クレームの導入：  

– 実体審査請求の提出前(追加クレーム 1 点につき) 650 
 

– 実体審査請求の提出後(追加の独立クレーム 1 点につき) +2,350 
 

実用新案出願から 2か月を経過した後に行う出願補正の請求 - 

 新規クレームの導入(追加クレーム 1 点につき) 650 
 

実体審査請求を行う期間の(2か月を超えない)期間延長を求める請求 850 

審査官通知に応答する期間の期間延長を求める請求(1 か月延長する

につき): 
 

– 最高で 6 か月まで 200 

– 6～10 か月 400 

期限を徒過した出願の権利回復を求める請求:  

– 6 か月以内  650 

– 6～12 か月 2,600 

出願書類、引用等の認証謄本の請求 550 

出願人の氏名・名称の変更登録の請求 400 

発明に関する出願から実用新案に関する出願への変更請求 100 

実用新案に関する出願から発明に関する出願への変更請求 850 

– 25点を超えるクレーム1点につき +200 

特許紛争審判室への審判請求:  

– 出願放棄の決定に対する審判請求 400 

– 拒絶査定に対する審判請求 2,450 

7) 出願公開又は公告 
発明 

Rospatent への発明特許の出願の提出日から 18 か月の期間満了後に、発明特許の出願に関する

情報を公開する(民法第 1385 条)。 

出願の公開後は、何人も、出願書類(出願審査経過を含む)を閲覧することができ、出願書類の写

しを請求することができる。 

実用新案 

実用新案の出願公開については定められていない。したがって、出願資料は、特許付与までは公

衆の利用に供されない。 

第 1節　特許



- 20 -

 

 

 

特許付与の公開後には、何人も、出願時の出願書類及び補正された出願書類の写し、並びに、出

願人が出願審査手続中に提出した追加書類の写しを請求することができる。 

8) 特許付与前又は付与後の出願に対する異議申立て 
法律では、出願に対する異議申立ては定められていない。もっとも、発明出願の公開後は、何人

であれ、出願書類を閲覧し、発明の特許性に関する自己の意見を Rospatent に提出することができ、

この意見は出願審査において考慮される。ただし、このような意見の提出によって、その意見の提

出者に出願審査における手続関与権が与えられるものではない。 

(e) 特許権 

1) 特許権の基本的な内容と範囲 
発明の対象に係る排他的権利は、特許権者に帰属する(民法第 1358 条(1))。何人も特許権者の許

可なく特許の対象を使用する権利を有さず、この使用には特に次の行為が含まれる。 

 特許を付与された対象を組み込む製品の、ロシアへの輸入、製造、利用、販売の申出、販売、

その他市場に置くこと、又は当該目的による保管 
 特許を付与された方法により直接得られる製品に関して、上記の行為をなすこと。それが新規

の製品である場合、反証がない限り、同一の製品が得られたものと判断される(証明責任は、侵

害者が負う)。 
 装置であって、その機能が自動的に特許を付与された方法を含むものに関して、上記の行為を

なすこと 
 特許を付与された対象を使用する方法を行うこと(民法第 1358 条(2)) 

 
特許を付与された対象は、独立クレームに明記されたあらゆる特徴、又は当該特徴と均等である

特徴を、製品が含んでいるもしくは、方法が伴う場合には、製品又は方法に使用されたものとみな

される。特徴が均等であることは、発明の優先日前に当該技術分野で知られるようになっていなけ

ればならない(民法第 1358 条(3))。実用新案に関しては、均等論を適用しない。 

ロシアには間接侵害の法理が存在しないので、発明又は実用新案の本質的部分のそれぞれを、個

別の独立クレームにより保護することが推奨される。 

2) 特許権の存続期間及び特許証の発行 
民法第 1363 条によれば、発明特許の通常の有効期間は、各出願の提出日から起算して 20 年間で

ある。しかしながら、使用するには販売許可を必要とする薬物、殺虫剤又は農薬に関連した発明に

ついては、特許権者の請求により Rospatent がこの期間を延長することができる。この延長可能な

期間は、発明の出願の提出日から起算して、発明を使用する初回許可の受領日までの期間から 5 年

を減じた期間である。またその延長期間は、5 年を超えることができない。 

特許の存続期間の延長の請求(PTE)は、特許の存続期間中に、初回の販売許可の付与日又は特許

付与日のうち満了が遅い方から 6 か月以内に Rospatent に提出しなければならない。PTE が認め

られた場合、使用が認められた製品を記述したクレームが記載された追加特許証が交付される。 

実用新案特許の有効期間は、出願日から 10 年間である。 
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3) 先使用者権を含む特許に対する制限 
侵害に該当しない行為とは？ 

次に掲げる行為を行うことは、侵害を構成しない(民法第 1359 条)。 

 特許を付与された対象を組み込む製品を、構築物、付属装置に使用し、又は、外国の輸送手段

の運行に使用する行為。但し、当該輸送手段が、一時的又は偶発的にロシア連邦領域内に配置

され、上述の製品が専ら輸送手段の必要のために使用され、かつ、ロシアの輸送手段に対して

その外国が同一の権利を認めている場合に限る。 
 特許を付与された対象を組み込む製品又は方法の科学的研究又は実験の遂行 
 緊急事態における特許を付与された対象の使用。ただし、特許権者に対し、可及的速やかに通

知され、かつ合理的な対価が支払われることを条件とする。 
 利益又は収入を得ることが使用目的でない場合における、私的、家族内、家庭内、又は非事業

及び非営利の活動のための特許を付与された対象の使用 
 特許を付与された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 
 特許権者又は特許権者の許可を得た他の者により、製品がロシア市場に先に置かれている場合

には、特許を付与された対象を組み込む製品の、ロシアへの輸入、利用、販売の申出、販売、

その他市場に置くこと、又は当該目的による保管 
 
先使用権 

発明又は実用新案の優先日より前に、独力で着想された同一のもの又は特許発明に相当する発明

を、ロシア連邦領域内において善意で使用していた(又は当該使用のために必要な準備を行ってい

た)第三者は、使用範囲が拡大されないことを条件として、それを引き続き無償で使用する権利を有

する(民法第 1361 条)。先使用権は、先使用又は先使用の準備が行われた事業と共に移転する場合に

のみ、他人に移転することができる。 

共同所有 

共同所有については民法第 1229 条(2)及び第 1348 条(3)によれば、共同所有者間で別の内容の契

約が締結されていない限りは、共同所有者のそれぞれが自己の裁量で、発明、実用新案又は意匠を

使用することができる。共同所有者は、別段の合意がない限りは、自らの知的財産権を共同で処分

(譲渡、実施許諾)しなければならない。発明、実用新案又は意匠の共同での使用又は処分から得た

収益は、権利者間での別段の定めの合意がない限りは、権利者間で均等に分配される。各権利者は、

自己の権利を独立して行使する権利を有する。 

事後使用権 

特許維持手数料を期限内に納付しないことを理由として終了した特許の効力は、特許の権利者の

請求により回復されることがある(民法第 1400 条)。特許の効力の回復請求は、徒過した期間から 3
年以内に、ただし、特許の存続期間の満了前に、Rospatent に提出する。特許の効力が回復した特

許に関する情報は、Rospatent の公報に掲載される。 
特許の効力の終了日と、特許の回復に関する情報の公報掲載日との間に、特許の対象の使用を開

始した第三者は、当該使用の範囲を拡張することなく、無償で事後的に使用する権利を有するもの

とする(民法第 1400 条(3)。 
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4) 特許権の譲渡と使用許諾 
概要 

特許権者は、自己に帰属する発明、実用新案及び意匠に対する排他的権利を、法律に反しない方

法(他人への権利譲渡、又は、契約(使用許諾契約)に定める条件に基づく発明、実用新案若しくは意

匠に係る利用権の他人への提供によるものを含む)により処分することができる。(民法第 1233 条

(1))。特許権の譲渡及び使用許諾は、Rospatent における正式登録の対象となる。正式登録要件を

遵守しない場合、譲渡又は使用許諾は無効となる。 

譲渡 

譲渡の記録の請求は、当事者双方により署名されているか、又は請求者が選択する場合には、一

方の当事者が署名し、次に掲げるいずれかを添付しなければならない。 

- 当事者双方による署名のある、認証されていない契約範囲の陳述書 
- 契約からの抄本 
- 契約原本 

金銭面に関する条件は公開する必要はない。発明に係る排他的権利は、譲渡が Rospatent に正式

に記録された時点で、前の特許権者から譲受人に引き渡される。 

使用許諾 

使用許諾を締結できるのは、特許付与がなされた後のみである。係属中の出願については使用許

諾を付与することができない。 

使用許諾は、Rospatent への登録日から付与されたものとみなされる(民法第 1235 条)。使用許諾

契約には、次に掲げる事項を含めなければならない。 

1. 特許番号 
2. 契約の当事者の完全名称及び住所 
3. 移転される権利の種類、すなわち、排他的な使用許諾か非排他的な使用許諾か(排他的使用許諾

の許諾者は、使用許諾契約に別段の定めがない限り、被許諾者に排他的権利を許諾している範

囲において、使用許諾の対象を使用することができない。) 
4. 領域、すなわち、ロシア連邦か又はその一部地域か(領域が指定されていない場合、使用許諾の

適用領域は、ロシア連邦全域であるとみなされる) 
5. 存続期間(存続期間が定められていない場合、使用許諾契約は、5 年間締結されているものとみ

なされる) 
 

被許諾者は、使用許諾契約により定められている権利及び手段の範囲内においてのみ使用許諾を

受けた対象を使用する。使用許諾契約に明記されていない対象の使用に係る権利は、被許諾者に付

与されたものとはみなされない。 

被許諾者は、使用許諾契約に別段の定めがない限り、使用許諾を受けた対象を利用する過程にお

いて、報告書を許諾者に提供しなければならない。このような報告書の提出を要件とする使用許諾

契約が、当該提出の期日及び手続について規定しない場合、被許諾者は、許諾者の請求に応じ当該

報告書を許諾者に提出する義務を負うものとする(民法第 1237 条(1))。 
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使用許諾契約の存続期間内に、許諾者は、被許諾者が使用許諾を受けた対象を使用することを妨

げるおそれのある行為を行わない義務を負う(民法第 1237 条(2))。 

使用許諾契約に定められた発明に係る、使用許諾契約に定めのない態様による利用、若しくは使

用許諾契約の存続期間満了後の利用、又は、契約により被許諾者に付与された権利の範囲を超えた

その他の態様による利用は、特許権の侵害とみなされ、相応する責任を伴う(民法第 1237 条(3))。 

許諾者の書面の同意による場合に限り、被許諾者は、使用許諾契約に定める権利を他人に対し付

与する権利を有する(民法第 1238 条)。この書面による同意がない場合、Rospatent は、再使用許諾

契約の登録を拒絶する。被許諾者は、使用許諾契約に別段の定めがない限り、再被許諾者の行為に

つき、許諾者に対し責任を負う。 

所定の対象に係る排他的権利が終了する場合、使用許諾契約は終了したものとみなされる。 

後に無効と認められた特許に基づいて締結された使用許諾契約は、特許の無効が決定された日ま

でに履行された限度において、有効性が維持される(民法第 1398 条(4))。したがって、使用許諾さ

れた特許が無効となる前に適切に納付された使用料は、返還を請求することができない。 

5) 強制(非自発的)実施許諾 
ロシア国内での特許を付与された発明又は実用新案の使用は、特許が有効となるために義務的な

要件ではない。ただし、特許を付与された発明又は実用新案が、発明については 4 年間、実用新案

については 3 年間、使用されないか、又は、使用が不十分であり、その結果、ロシア国内市場にお

ける各商品の提供が不十分となる場合に、特許権者が発明若しくは実用新案の不使用若しくは不十

分な使用が正当な理由に基づくことを説明できない場合、特許は強制実施許諾の対象となされ得る

(民法第 1362 条)。この目的でのロシア国内における特許製品の製造は義務づけられない。決定的と

なるのは、商品が市場で提供されているかである。したがって、ロシア国内で特許製品を十分な量

販売すれば、強制実施許諾を回避することができる。 

民法第 1362 条は、強制実施許諾が認められる理由を決定しているが、この理由は、TRIPS 協定

第 31 条に規定されている条件に対応するものとなっている。 

さらに、民法第 1360 条は、国家安全保障の利益のために、政府が特許権者の同意なく、特許を

付与された発明の使用を許可することができると定めている。ただし、これに関しては、特許権者

に対し、迅速に通知し、かつ、合理的な金銭的補償が支払われることを条件とする。 

 (f) 特許の審判 
Rospatent の組織構造の中には、審判を担当する部署(具体的には、特許紛争審判室)が存在し、

次の事項を審理する。 

1) 特許付与の拒絶査定に対する不服申立て又は特許査定に対する異議申立て 
2) 出願が取下げられたとみなされた決定に対する不服申立て 
3) 特許の付与に対する(無効取消)不服申立て 

不服申立てを考慮した結果出された決定は、インターネット上において閲覧することができる

(http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm)。 
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1)  不服申立て 
審査官の決定に対する不服申立ては、決定日から 7 か月以内であれば、Rospatent に提出するこ

とができる。 

不服申立ては、特許紛争審判室のメンバー及び Rospatent の対応する審査部門の審査官の双方か

ら選出した 3～5 名の審査官で構成された審判部により検討される。出願人と不服の申し立てられ

た決定を出した審査官の双方が、審理に参加する。不服申立てを検討する際には、次の決定をなす

ことができる。 

拒絶査定に対する不服申立ての場合： 

 不服申立てを認容し、既存のクレームで特許査定を下す 
 不服申立てを却下し、Rospatent の決定を維持する 
 不服申立てを認容し、補正された多項クレームで特許査定を下す 

 
特許査定に対する異議申立ての場合： 

 異議申立てを認容し、特許査定を取り消し、出願をさらなる審査に付す 
 異議申立てを却下し、Rospatent の決定を維持する 
 異議申立てを部分的に認容し、補正された多項クレームで特許査定を下す 

 
取下げの決定に対する不服申立ての場合： 

 不服申立てを認容し、出願を回復する 
 不服申立てを却下し、Rospatent の決定を維持する 

 

決定は、特許紛争審判室が審理において通知し、その後書面による決定が出される。書面による

決定は、2 か月以内に作成され、出願人に送付される。 

2)  特許の無効 
発明の特許は、次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(民法第 1398 条)。 

(a) 特許の対象が特許性の要件を満たすことができない場合。 
(b) 特許付与の査定書中に引用されたクレームが、出願の提出日における当初の明細書及びクレー 

ムにはなかった特徴を含む場合 
(c) 同一の優先日を有する、同一発明に係る数個の出願について特許が付与された場合 
(d) 発明者又は特許権者を誤って表示して特許が付与された場合 

 
(a)(b)(c)の理由による無効取消訴訟は、Rospatent に提出し、(d)を理由とする無効取消訴訟は、

知的財産裁判所に対して提起する。当事者双方(特許権者、不服を申し立てた者)と、特許付与の決

定を出した審査官も審理に参加する。 

無効取消訴訟を検討する際には、次の決定をなすことができる。 

 無効取消訴訟を却下し、特許の効力を完全に維持する 
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 無効取消訴訟を認容し、特許の全てを無効にする 
 無効取消訴訟を部分的に認容し、特許を部分的に無効にする 

 
特許が部分的に無効となる場合、新規の特許が付与される。 

 

(g) 決定に対して不服を申し立てる裁判所とその手続 
不服申立てに係る決定に対しては、3 か月以内であれば、知的財産裁判所に提訴することができ

る。 

 

(h) 政府の特許手数料(年金を含む) 
正式手数料表(単位：ロシアルーブル、2015 年 10 月現在) 

(出典 – 2008 年 12 月 10 日付の政府規則第 941 号 2008 年改正、により承認された特許手数料法) 

手数料 ルーブル 
登録・特許証発行手数料 3,250 
発明特許の年金(年間):  

3-4 年 850 
5-6 年 1,250 
7-8 年 1,650 
9-10 年 2,450 
11-12 年 3,650 
13-14 年 4,900 
15-18 年 6,100 
19-20 年 8,100 
21 年以上 12,000 

実用新案特許の年金(年間):  
1-2 年 400 
3-4 年 850 
5-6 年 1,250 
7-8 年 1,650 
9-10 年 2,450 

期限から 6 か月以内の期限に遅れた年金の支払いについては、50％
の追加手数料を徴収する。 

 

年金の不払いによる消滅後 3 年以内の回復 当期の年金を 
2.5 倍にした額 

発明特許の存続期間の延長を求める請求 2,450 
特許証の副本の取得 1,350 
使用許諾又は譲渡の登録請求:  

 – 特許 1 件につき 1,650 
 – 同一の使用許諾／譲渡契約に含まれる追加特許 1 件につき 850 

登録された使用許諾又は譲渡契約の修正の登録請求 400 
権利のオープンライセンスに関する請求 400 
特許証の訂正の登録請求 2,050 
特許査定に対する特許紛争審判室への異議申立て 3,250 
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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。 

第 1章　ロシアにおける知的財産権の取得



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
［特許庁委託］ 

模倣対策マニュアル ロシア編 
 

［著者］ 
GORODISSKY & PARTNERS 法律事務所 

編集長：Vladimir Biriulin 
 

［発行］ 
日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 知的財産課 

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階 
TEL:03-3582-5198 
FAX:03-3585-7289 

 
2016 年 3 月発行 禁無断転載 

 

 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。 


