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第 2 節 意匠 

(1) 意匠制度の概要 

意匠制度は、次に掲げる法律文書をその根拠としている。 

1) 民法第Ⅳ部 
2) 意匠特許出願の提出、審査及び登録に関する行政規則(以下「規則」) 
3) 工業意匠の国際分類を設定するロカルノ協定 
4) 工業所有権の保護に関するパリ条約 

 
意匠とは、工業的又は職人により製造された物品の外観を決定する解決手段をいう(民法第 1352 条)。

規則 9.4 は、このような物品が、工業的又は職人により製造された物品、特にパッケージ、ラベル、紋

章、活字体、複合品、複合品を組み立てるための構成部品を含む物品の独立した部品、共同利用される

一組の物品、内装であってもよいと定めている。 

物品の独立した部品とは、機能的に独立した部品であって、当該物品の使用中に目に見えるものだと

みなされる。部品を複合品に組み立てるための構成部品とは、複合品の機能的に独立した部分であって、

その組立てを目的とし、取り外して複合品を組み立てるために繰り返し使用することができるもの(例え

ば、ヘッドライト、バンパー)である。複合品とは、複合品(例えば、自動車)を組み立てるための構成部

品で構成される物品である。複合品は、分解し、繰り返し組み立てることができる。組物とは、共通の

目的及び複雑な用途を有する 1 群の物品である(例えば、家具一式、カップと皿のセット、フォークとナ

イフのセット等)。意匠は、かみそり、やかん又は電気掃除機の美的及び構造的解決方法のような立体的

な意匠であってもよい。壁紙、カーペット又はラベルの美的なもののように平面の意匠であってもよい。

ロシアでは、秘密の意匠は認められていない。 

次に掲げる解決は、意匠として保護されない。 

(I) 公共の利益、人間性及び倫理性の原則に反するもの(民法第 1349 条(4))； 
(II) 次に掲げるものを含むもの、複製又は模倣するものは、保護を付与されない(民法第 1231.1

条) 
(a) 国家の象徴又は標識(旗、紋章、記章、紙幣等) 
(b) 国際組織及び政府間組織の略称又は正式名称、それらの旗、紋章、その他の記号及び標識； 
(c) 正式な管理、保証の標章又は品質証明、印鑑、賞及びその他の記章； 

(III) 次に掲げるものは、意匠として保護されない(民法第 1352 条)。 

(1) 専ら物品の技術的機能によりそのすべての特徴が決定されるもの 
(2) 物品の製造者又は製造場所に関して消費者を誤認させるもの、又は製品の中身に関して消

費者を誤認させるような包装(ラベル) 

次に掲げるものと同一又は混同を生じさせるほど類似するものにも、特許は付与されない。 

- 類似商品に関して保護又は登録出願され、かつ、先の優先日を有する他人の商標 
- ロシアで保護される原産地表示と同一又は混同を生じさせるほど類似するもの 

同一の意匠、又は情報に通じた使用者に同じ印象を与える意匠は、先に保護を付与された意匠権者に

よる同意があれば、保護されることがある。 

第 1章　ロシアにおける知的財産権の取得
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意匠登録出願前にその意匠にかかる著作権が第三者に生じていた場合の権利の調整については、

2009 年 3 月 26 日のロシア連邦民法第 IV 部の制定に関連する特定の問題についてのロシア最高裁判所

及び最高商事裁判所共同決議第 5/29 号の 24 項(Para. 24)によれば、次のとおりである。 

24. 著作権の対象が(権利者の承諾を受けて)意匠として登録されている場合、侵害行為から排他的権利

が保護されるかは、当該の侵害の性質によって決定される。侵害者が意匠を使用する場合(民法第 1358
条)、特許権者は、特許権の保護に関して適用される保護措置を申請することができる(民法第 72 章第 8
パラグラフ、及び第 1252 条)。美術の著作物の利用に係る排他的権利が侵害される場合(民法第 1270 条

を参照)に、当該侵害行為が意匠の使用に関連するものでないときは、著作権者は著作権の保護措置を申

請することができる(民法第 1301 条、第 1252 条)。意匠としての美術の著作物の登録及びさらなる使用

が著作者の承諾を得ずに行われる場合、当該著作者は、各特許の取消しを求める異議が申立てられてい

るかにかかわらず、自身の著作権の保護を受けることができる。著作者の請求が認められたとしても、

それは特許が取り消されることを意味するものではない。 

著作権侵害に係る裁判所の決定は、権利者が美術の著作物の著作者とライセンス契約を締結すること

を妨げることができない。 

意匠特許を取得する権利は、意匠の創作者に原始的に帰属する(民法第 1357 条)。意匠特許を取得する

権利は、他人に譲渡することができる。 

意匠の特許要件については、基本的に、新規性と独創性の二つの基準が定められている。物品の表示

に表れた意匠の本質的特徴の組み合わせが、意匠の優先日までに世間一般に知れ渡っている情報からは

知りえない場合、当該意匠は新規である。また、創作者又は出願人による意匠に関する情報の開示がな

されても、意匠出願がその情報の開示日から 12 か月以内に行われた場合には、意匠の登録性の判断を

妨げられない（新規性の猶予期間）。審査官は、意匠出願の新規性の審査において、当該意匠の優先日

前にロシア連邦において提出された他の出願人によるすべての意匠出願、発明出願、実用新案出願及び

商標出願を検証する。 

意匠が独創性を有するのは、その本質的特徴が物品の特異性の創造的性質によって決定される場合、

とりわけ、情報に通じた使用者にとって当該意匠と同じ印象を与えるような、つまり外観や機能が類似

したものが、意匠の優先日前に世間一般に知れ渡っている情報からは知りえない場合である。この基準

の意義は、意匠に有効で信頼できる保護を付与すること、すなわち製品の外観の軽微な改変から成るあ

らゆる侵害を防ぐことである。 

新規性及び独創性の要件のほかに、単一性の要件がある(民法第 1377 条)。単一性の要件は、意匠出願

が一つの意匠、又は単一の創作的概念を形成するように相互に関連付けられた一群の意匠集団から構成

されえることを示唆している。 

(2) 意匠登録出願 

意匠出願は、次のものを含む(民法第 1377 条)。 

1) 意匠の出願人及び創作者の氏名・名称とそれぞれの住所を記載した意匠特許の付与を求める願書 
2) 物品の外観の美的特異性を決定する意匠の本質的特徴の全面的な認識を示す意匠の一連の表現 
3) 意匠の本質を開示するために必要であれば、全体図、人間工学図 
4) 意匠の明細書 
5) 委任状 
6) 優先権書類の謄本 
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されても、意匠出願がその情報の開示日から 12 か月以内に行われた場合には、意匠の登録性の判断を

妨げられない（新規性の猶予期間）。審査官は、意匠出願の新規性の審査において、当該意匠の優先日

前にロシア連邦において提出された他の出願人によるすべての意匠出願、発明出願、実用新案出願及び

商標出願を検証する。 

意匠が独創性を有するのは、その本質的特徴が物品の特異性の創造的性質によって決定される場合、
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の意義は、意匠に有効で信頼できる保護を付与すること、すなわち製品の外観の軽微な改変から成るあ

らゆる侵害を防ぐことである。 

新規性及び独創性の要件のほかに、単一性の要件がある(民法第 1377 条)。単一性の要件は、意匠出願

が一つの意匠、又は単一の創作的概念を形成するように相互に関連付けられた一群の意匠集団から構成

されえることを示唆している。 

(2) 意匠登録出願 

意匠出願は、次のものを含む(民法第 1377 条)。 

1) 意匠の出願人及び創作者の氏名・名称とそれぞれの住所を記載した意匠特許の付与を求める願書 
2) 物品の外観の美的特異性を決定する意匠の本質的特徴の全面的な認識を示す意匠の一連の表現 
3) 意匠の本質を開示するために必要であれば、全体図、人間工学図 
4) 意匠の明細書 
5) 委任状 
6) 優先権書類の謄本 
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意匠の出願の提出日は、上記の 1)と 2)が提出された日である。 

意匠の出願から発明又は実用新案の出願への変更は、特許付与の査定日の前において認められ、特許

付与に対する拒絶査定の場合は、当該査定に対する異議申立期間満了前において認められる(民法第

1379 条)。意匠出願の審査手続のフローチャートを以下に示す。 

第 1章　ロシアにおける知的財産権の取得
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意匠特許の出願 

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 

上

訴

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 

知的財産裁判所へ

の上訴 

意匠の登録、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 
(出願日から 2 か月以内) 
優先権書類の提出 
(出願日から 3 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) 
意匠出願から発明出願又は実用新案出

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 
(遅くとも意匠の登録まで) 
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 

意匠出願の審査フローチャート 

第２節　意匠
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(3) 出願の方式審査の概要 

意匠出願には、方式審査及び実体審査が実施される(民法第 1391 条)。方式審査では、次に掲げる事項

が確認される。 

 意匠出願書類が完全かつ正確であるか 
 必要な手数料が納付されているか 
 単一性の要件が遵守されているか 
 意匠が正確に分類されているか 

 

特許出願が上記の要件を満たしていない場合は、Rospatent から要求が出される。要求に対する応答

期限は、要求が出された日から 3 か月である。この期限は延長できるが、最大で 10 か月までである。

要件が満たされている場合は、方式審査の通過通知が出願人に送付される。 

意匠出願には、署名入り委任状を含めなければならない。委任状は Rospatent の要求を受けて出願の

提出日の後に提出してもよい。 

条約優先権を証明する書類、すなわち、最初の出願の認証謄本は、当該出願が特許庁に提出された日

から 3 か月以内に Rospatent に対して提出されなければならない(民法第 1382 条(2))。 

(4)  実体審査 

実体審査は、方式審査の通過後に自動的に開始され、次に掲げる手順が含まれる。 

(a) 特許性の確認を行う際の基礎となる一般に入手可能な情報を決定するための、特許を受け

ようとする意匠に関する情報の検索 
(b) 特許を受けようとする意匠の民法第 1231.1 条、第 1349 条(4)及び第 1352 条を遵守してい

るかの確認 
(c) 意匠の優先権の確定 

 
意匠特許の出願が拒絶された場合、出願人は拒絶査定が送付された日から 7 か月以内であれば、これ

に対する審判請求をすることができる。出願人が審決に不服である場合は、さらに知的財産裁判所に上

訴することができる。 

(5)  登録に要する期間 

現行では、出願日から特許付与の査定日までの期間は 6～12 か月である。 

(6)  必要な出願手数料 

2015 年 10 月現在のルーブルでの手数料表。 

(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) 
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手数料 ルーブル 

意匠出願 2500 

– 1 点を超える意匠クレーム各 1 点につき + 1400 

– 1 点を超える実施例各 1 点につき +350 

従来型の意匠出願の出願期間の延長請求 400 

拒絶理由通知に応答する期間の延長請求(延長 1か月につき)：  

– 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 2600 

出願書類、引用等の認証謄本の請求 550 

出願人の氏名・名称の変更請求 400 

Rospatent 審判部への審判請求 

 - 拒絶査定に対する審判請求 

 

2450 

 - 出願放棄の決定に対する審判請求 400 

 - 登録特許に対する異議申立て 3250 

 

(7)  出願の公開又は公告 

Rospatent は意匠出願を公開しない。ただし、意匠特許の付与に関する通知を公開した後は、何人も、

出願書類及び調査報告書を閲覧することができる(民法第 1394 条(2))。 

第２節　意匠
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(8)  登録前又は後の出願に対する不服申立て 

意匠出願に関する不服申立ての制度はない。ただし、利害関係者は、非公式の書状を送付することが

でき、これが審査官の判断により考慮されることがある。登録前不服申し立て制度がないため、利害関

係者は意匠特許後に特許紛争審判室に無効審判の申立をするしかない。 

(9)  意匠権 

(a) 意匠権の基本的内容及び範囲 
権利者は、特許付与された意匠の使用に係る排他的権利を有する(民法第 1358 条)。何人も、権利者の

許可なく特許を付与された意匠を使用する権利を有さない。当該使用には、特に、特許を付与された意

匠を組み込む物品の輸入、製造、利用、販売の申出、販売、その他の態様で流通に置くこと、又は、当

該目的による保管といった行為が含まれる。 

付与された意匠が物品に使用されているとみなされるのは、当該物品が同じ分野の用途を有する場合

に、当該物品が当該意匠のすべての本質的特徴、又は情報に通じた使用者に当該特許を付与された意匠

が生じさせる印象と同じ印象を生じさせる特徴の組み合わせを含む場合である。 

(b) 意匠権の存続期間、その延長及び登録証の発行 
2015 年 1 月 1 日以降に出願された意匠特許は 5 年間有効であり、その後 5 年ずつ 4 回にわたる延長

が可能である(民法第 1363 条)。 

特許の存続期間延長を認められるために、「特許が実施されていること」を立証する必要はない。 

(c) 意匠権の譲渡及び使用許諾 
概説 

特許権者は、譲渡又は使用許諾により意匠に係る排他的権利を処分することができる(民法第 1233 条

(1))。 

譲渡 

上記の第 1 節の(1)(e)(4)に同じ(p.22)。 

使用許諾 

上記の第 1 節の(1)(e)(4)に同じ(p.22)。 

(10) 意匠の審判 

上記の第 1 節の(1)(f)に同じ(p.23)。 

(11) 審決に対する不服申立て・手続 

Rospatent の審判請求に関する決定については、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。 
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(12) 登録及び登録更新の手数料 

意匠の登録及び意匠特許証の発行について、3,250 ルーブルの正式手数料を支払わなければならない。

手数料は特許査定が出された日から 4 か月以内に支払わなければならない。上記期間の満了後であって

も、その満了後 6 か月以内であれば、更新手数料を支払うことができる。この場合、手数料は 50％増額

される。上記の 10 か月の期間の徒過後は、意匠特許に関する権利を回復することができなくなる。 

2015 年 1 月 1 日より前に出願された意匠特許は 15 年間有効であり、10 年間の延長を 1 回すること

ができる。意匠特許の最長の有効期間は 25 年である。意匠特許の存続期間を通して特許維持年金が支

払われなければならない。意匠特許維持のための更新手数料を特許存続期間の 3 年目より毎年支払われ

なければならない。特許存続期間中は、翌年分の維持手数料を特許存続期間の前年中に支払う必要があ

る。手数料は、上記期日後も支払うことができるものの、期間満了後 6 か月を超えてはならない。この

場合の手数料は、50％増額される。 

維持手数料の金額(ロシアルーブル、2015 年 10 月時点) 
(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) 

年 ルーブル 

3-4 850 

5-6 1,250 

7-8 1,650 

9-10 2,450 

11-12 3,650 

13-14 4,900 

15 6,100 

16 

6,100+400=6,500  
(特許の存続期間を延長するためには、400 ルーブ

ルの額と特許存続期間の 16 年目に対する支払い額

を支払う必要がある) 

17-18 6,100 

19-20 8,100 

21-25 12,000 
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年金が所定の期間に支払われない場合、意匠特許の存続期間は早期終了する。意匠特許は、年金の支

払期日の満了から 3 年間であれば、回復することができる。意匠特許の回復手数料は、請願を行った年

の手数料額の 2.5 倍とする。 

(13) 意匠登録の公告 

登録料が納付されると、Rospatent は公報で意匠特許に関する情報を公告する。公報は、月 1 回発行

される。公告では、意匠の書誌情報及び意匠の表現が含まれる。この公告を延期することはできない。

意匠創作者が公報において自己に関する情報が記載されることを拒否する場合は、創作者の情報は掲載

されない。 

関連情報はインターネットからも入手できる。 (http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/). 検索は、

ロシア語でのみ可能。Rospatent の意匠データは意匠ビュー検索ツールを通じて入手できる 
 (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome)。 
 

(14) 最近 5 年間の統計データ 

(出展：Rospatent 年次報告書  http://www.rupto.ru/about/reports?lang=en) 
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意匠：出願及び意匠特許 

意匠 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 vs. 

2013 (%) 

出願件数： 3,997 4,197 4,640 4,994 5,184 104 

内訳 

ロシアの出願人 

による件数(%) 

1,981 

(49.6) 

1,913 

(45.6) 

1,928 

(41.6) 

1,902 

(38.1) 

2,200 

(42.4) 
116 

外国の出願人 

による件数(%) 

2,016 

(50.4) 

2,284 

(54.4) 

2,712 

(58.4) 

3,092 

(61.9) 

2,984 

(57.6) 
97 

登録特許件数： 3,566 3,489 3,381 3,461 3,742 108 

内訳 

ロシアの権利者 
1,741 
(48.8) 

1,622 
(46.5) 

1,390 
(41.1) 

1,278 
(36.9) 

1,394 
(37.3) 109 

外国の権利者 1,825 
(51.2) 

1,867 
(53.5) 

1,991 
(58.9) 

2,183 
(63.1) 

2,348 
(62.7) 108 

年末時点で有効な 

意匠特許 
22,946 21,295 22,630 23,976 25,490 106 
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(件数)

第２節　意匠



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
［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
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