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以下のデータを見ると、1 億人いるインターネットユーザーのうち、約半数の 5000 万人は、

オンラインで製品を購入している。オンラインでの製品購入者数は、2013 年の数値と比較す

ると約 2倍にまで増加している。 

 

ロシアのインターネットショッピングの利用者数（単位：百万人）3 

 
 

                                                
3 “Ecommerce Report Russia 2017”  (https://www.arvato.com/content/dam/arvato/documents/reports/russia-

reports/Russian Country%20Report 2017 %20Ecommerce%20Foundation Arvato Rus.pdf)をもとに作成。 
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インターネットショッピング利用者数の多い製品品目ランキング（2016）8 

順位 製品種類 

1 アパレル用品（衣類、靴） 

2 化粧品、香水 

3 ヘルスケア用品 

4 子供用品 

5 日用品、ガーデニング 

6 電話、スマートフォン、タブレット 

7 電子機器 

8 デスクトップ、ラップトップ 

9 食品、アルコール 

10 オートパーツ 

11 ペット用品 

12 大型家電 

13 建設材料 

14 スポーツ用品 

15 家具 

16 ハンドメイド用品 

17 小型家電 

 

 

一方、ローカル取引と、越境取引別に売上規模から見ると、ローカル取引では、電子機器の

売上が最も高く、越境取引では、アパレル用品の売上規模が最も高い。 

 

 

 

 

 

                                                
8 “ Ecommerce Report Russia 2017” 

https://www.arvato.com/content/dam/arvato/documents/reports/russia-

reports/Russian Country%20Report 2017 %20Ecommerce%20Foundation Arvato Rus.pdf 
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ローカル取引と、越境取引における商品の売上規模（2016）9 

 ローカル取引 越境取引 

順位 製品種類 割合 製品種類 割合 

1 電子機器 33％ アパレル用品（衣類・靴） 36％ 

2 アパレル用品（衣類、靴） 22％ 電子機器 33％ 

3 オートパーツ 4％ オートパーツ 7％ 

4 化粧品、香水 3％ 化粧品、香水 7％ 

5 日用品 2％ 日用品 3％ 

6 スポーツ用品 2％ スポーツ用品 3％ 

7 その他 34％ その他 12％ 

注）「その他」のカテゴリーに含まれる製品：アクセサリー・ギフト、ペット用品、オフィス

用品、建設材料・DIY、宝飾品、食品、本など。 

 

 消費者が年間のインターネットショッピングで平均的に購入する額は、2015年では、532 ユ

ーロ（約 595 ドル）であったのに対し、2016年には、585ユーロ（約 655 ドル）と増加、2017

年には、626ユーロ（約 701ドル）になると予測され、消費する金額は年々上昇している。10   

 

 購入頻度としては、2015 年のデータによれば、毎月から月数回の頻度で買い物する人の割

合が最も多く、次いで、毎週買い物する人の割合が高い。年に数回という消費者の割合は少な

く、多くのインターネットショッピング利用者は、定期的にインターネットショッピングを利

用し、商品を購入していると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9  As above 
10  “ Ecommerce Report Russia 2017” 

https://www.arvato.com/content/dam/arvato/documents/reports/russia-

reports/Russian Country%20Report 2017 %20Ecommerce%20Foundation Arvato Rus.pdf に掲載の額

（ユーロ）をドルに換算して使用。 
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インターネットショッピングを利用する理由12 

順位 理由 

1 通常の店舗よりオンラインの方が商品の価格が安い。 

2 オンラインストアの方が商品の選択や比較をするのに、簡単でより便利であ

る。 

3 通常のストアに徒歩や運転して行くよりも、インターネットで注文する方がよ

り便利である。 

4 注文がすぐにでき、配達してくれるのが便利である。 

5 自分が住んでいる都市や地域の実店舗には置いていないものをオンラインスト

アでは買うことができる。 

6 オンラインには、より多くの製品情報がある。 

7 自分で実店舗まで徒歩や運転して行くための時間や機会がない。 

8 オンラインで買った商品をどの実店舗で購入できるのか知らない。 

9 店舗から店舗へ歩いて行くのが好きではない。 

10 全ての製品をインターネットでオーダーしている。 

11 その他 

 

 

（2）インターネット上の模倣品の流通実態  

 

 アメリカの米国通商代表部（Office of the United States Trade Representative：以下 

USTR）は、2017 年版スペシャル 301条報告書において、ロシアを「優先監視国」に位置づけ

ており、一般的には、ロシアは、知的財産権の保護が十分ではなく、公正かつ公平な市場アク

セスを認めない国の一つとして、認識されている。13 

 

また、ロシアのインターネット上の模倣品流通実態について、現地代理人事務所を介して、

次の情報を得た。 

 

 

 

                                                
12 “ Ecommerce Report Russia 2017” 

http://datainsight ru/sites/default/files/DI EcommerceRussia2014 eng.pdf 
13 “2017 Special 301 Report” 

(https://ustr.gov/sites/default/files/301/2017%20Special%20301%20Report%20FINAL.PDF) 
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2017 年には、ロシアのインターネットショッピングの市場規模は、約 1兆ロシアルーブル

規模にまで到達すると見積もられ、そのうち、模倣品の取引額は、1000億ロシアルーブルほ

どといわれている。模倣品の流通割合としては、製品ごとに異なるが、平均して、全体の

10％程度は模倣品が流通していると考えられる。模倣品の流通率が比較的高いのは、軽工業製

品、香水、化粧品、家庭用化学品であり、10～20％程度は、模倣品と見積もられている。次い

で、食品、たばこ、スキンケア・ヘアケア商品も、3～5％程度は、模倣品が流通していると考

えられる。平均的な模倣品の流通数としては、2400万個ほどと見積もられている。 

 

 オンライン上の知的財産侵害に限らず、ロシア国内での知的財産侵害の規模を示す数字とし

て、知的財産権侵害事件の件数があげられる。入手可能なデータの限りでは、2014 年には、

知的財産に関わる民事訴訟として、10,109 件がロシア連邦の地方仲裁裁判所に提訴された。

そのうち、著作権侵害にあたるものが全体の 51％と最も高く、次いで、商標権侵害が 21％と

なっている。また、ロシア連邦知的財産裁判所が扱った事件は、2,491件となっており、侵害

者に対して、全体で 19億ロシアルーブルの賠償が命じられた。 

 

また、行政事件としては、2017 年には、810万個の模倣品が押収され、知的財産権利者に生

じうる損害の総額は、210 万ロシアルーブルと見積もられている。商標の不正使用について

は、825 件の行政事件が提訴された。 

 

情報源： 

 Moscow’s Higher School of Economics  https://www.hse.ru/en 

 Russian Federal State Statistics Service 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/ 

 Russian Association of Internet Trade Companies  http://en.akit.ru/ 

 Computer-based legal reserch system Consultant Plus  

https://www.consultant.ru/sys/english/ 

 Federal Customs Service  http://eng.customs.ru/ 

 

 

こうした模倣品の流通実態に対して、ロシアの大手のオンラインマーケットプレイスである

ULMART は、仮想通貨ビッドコインの基盤となる技術（ブロックチェーン）を利用して、模倣

品の流通に対抗しようとしているという情報がある。具体的には、ブロックチェーン技術を利

用して、マーケットプレイス上に現れる模倣品を一掃するというものである。この技術で、

ULMART 上の出品に対して、ブランドの信頼性スタンプを付与することにより、消費者が安心

して純正品を手に入れられるようにし、オンラインマーケットプレイスの売り上げを増加させ

ることが目的である。ブロックチェーン技術を利用すれば、企業は、製造元からフルフィルメ

ントセンターやストアまでの製品の経路を追跡することが可能になり、さらに、第三者から消
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費者への販売や、消費者から消費者への製品の所有権の移行までも把握することができるよう

になる。14 

なお、ULMART は、オンラインマーケットプレイスの売上の 20％が第三者による出店による

ものであり、今後その割合を拡大していく方針にある。2016年の売上は、493億ルーブル（約

8 億 7350万ドル）であった。そして、その 3分の 2程は、家電製品であり、模倣品のターゲ

ットになる確率が高いとされている。15 

 

 

（3）主要ショッピングサイト  

 

 ロシアでは、2014年時点で、「.ru」、「.su」、「.pф」のドメインの支払機能を持った

商業サイトが 117 万サイトに及ぶと見積もられている。16  

そのうち、いくつかのランキングを参照して、ロシアの主要なショッピングサイトについて

紹介する。以下に紹介するのは、ロシア BtoCのインターネットショッピングサイトのランキ

ングである。ここでは、ロシアに本社を構える企業によるインターネットショッピングサイト

をランキングしている。第三者からの販売がビジネスの中心になるようなサイトやロシアから

みて外国企業の運営によるサイトは除かれているので、AliExpress17、eBay、Yandex. Market、

Wikimart、JD.COM というような大手のインターネットショッピングサイトは、ランキングに

入っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 https://www.digitalcommerce360.com/2017/05/29/russian-e-commerce-giant-explore-blockchain-

technology-combat-counterfeit-goods/ 
15 As above 
16 “E-COMMERCE IN RUSSIA Market Insights January 2017”  

https://www.arvato.com/content/dam/arvato/documents/reports/russia-

reports/Russian Country%20Report 2017 %20Ecommerce%20Foundation Arvato Rus.pdf 
17 AliExpressでの削除申告方法は、「ASEAN地域におけるインターネット上の模倣品対策に関する

調査」（https://www.jetro.go.jp/ext images/world/asia/asean/ip/pdf/report 201703.pdf）111 ページ以降

を参照 
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ロシアのインターネットショッピングサイト売上上位 10位（2016）18 

 
   

また、インターネットショッピングサイトの事業形態に関係なく、訪問者数のランキングも

以下に紹介する。 

 

 

  

                                                
18 https://www.digitalcommerce360.com/2017/05/04/the-top-russian-e-commerce-sites/ 

Rank Shipping site Segment

Sales 

volume

 (in 

million 

USD)

N. of 

orders

AOV 

(USD)

1 wildberries.ru Clothing, footwear and accessories 681 29,000  23

2 Ulmart.ru Non specialized site 579 7,820    74

3 citilink.ru Non specialized site 472 3,230    146

4 mvideo.ru Electronic appliances 387 1,900    203

5 eldorado.ru Electronic appliances 346 3,900    89

6 Lamoda.ru Clothing, footwear and accessories 333 5,780    57

7 ozon.ru Non specialized site 269 5,700    47

8 exist.ru Auto parts 266 6,100    44

9 svyaznoy.ru Non specialized site 230 1,460    157

10 kupivip.ru Clothing, footwear and accessories 225 1,400    161
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訪問者数が多い上位 10位のインターネットショッピングサイト19（2017 年 1月） 

 
 

以上のランキングに含まれる上位のインターネットショッピングサイトと、これらのランキ

ングには含まれてはいないロシア最大の検索事業を営む Yandexによるインターネットショッ

ピングサイトである Yandex.Market を含め、各サイトにおいて、主な日系企業ブランドを検索

し、ヒット件数を比較してみた。 

 

 
注）検索日：2017年 11月 8日  

 

以上のような日系企業製品のブランドについては、Yandex.Market および Ozon での取り扱

いが圧倒的に大きかった。以降では、この 2つのサイトについて、各サイトの特徴や模倣品対

策について調べる。 

なお、上記で紹介した eコマースサイトは、あくまで BtoCの事業形態であり、最近注目を

集めている CtoC の事業形態についても、サイトの特徴や模倣品対策について知っておくこと

                                                
19 https://www.rbth.com/business/2017/03/20/russias-retail-e-commerce-market-soars-20-to-157-

billion 723426 

Rank Shipping site Segment
N. of visitors

 (in million )

1 aliexpress.com Non specialized site 22,194                 

2 ozon.ru Non specialized site 8,987                   

3 eldorado.ru Electronic appliances 7,564                   

4 dns-shop.ru Electronic appliances 6,976                   

5 mvideo.ru Electronic appliances 6,923                   

6 wildberries.ru Clothing, footwear and accessories 6,772                   

7 Ulmart.ru Non specialized site 6,012                   

8 Ebay.ru Non specialized site 5,157                   

9 Lamoda.ru Clothing, footwear and accessories 4,548                   

10 citilink.ru Electronic appliances 4,420                   

Shopping sites sony sharp canon casio nissan honda hello kitty pokemon asics olympus Total

Ulmart.ru 600        42          224        31          362        151        11          -             -             8            1,429     

wildberries.ru 588        -             13          625        38          18          12          4            -             -             1,298     

mvideo.ru 742        57          408        -             1            -             3            -             -             32          1,243     

eldorado.ru 960        33          140        33          13          5            26          -             -             -             1,210     

ozon.ru 4,228     1,354     1,702     695        2,337     928        514        199        557        439        12,953   

Yandex.market 1,482     3,188     3,641     3,377     5,138     3,997     1,719     699        4,494     947        28,682   
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も重要である。そこで、クラシファイド広告業としては、ロシア最大の Avitoというサイトも

取り上げる。アクセス解析をおこなう Alexa 社のランキング20によれば、Avito は、ロシア国

内での総合アクセスが 8 位であり、非常に人気が高いことがうかがえる。 

                                                
20 https://www.alexa.com/topsites/countries/RU 2018 年 2 月 2 日現在。 
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Yandex.Market 

 

 
 

サイト種類 B to C marketplace 

URL https://market.yandex.ru/ 

取り扱い製品 エレクトロニクス、コンピュータ、家電製品、子供用品、動物用品、イン

テリア、ガーデニング、衣類、靴、コスメ、ヘルスケア、オートパーツ、

中国製品、レジャー用品、楽器、セキュリティ用品、建設関連用品、オフ

ィス機器など。 

製品点数 160百万点以上（ 2017 年 11月 28日付）21 

出店店舗数 約 2万店舗（2017 年 11 月 28日付） 

ユーザー数 1800万人/月22 

 

  

                                                
21 https://market.yandex.ru/に製品点数および出店店舗数が毎日更新されている。 
22 https://stat.yandex.ru/Russia/Market?view=tableに毎月の訪問者数等の統計がある。 
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＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

 Yandex は、ロシアの代表的な検索エンジンである。Yandex が展開するビジネスとして

は、サーチエンジンおよびポータルサイトビジネス、eコマース ビジネス

（Yandex.Market）、配車サービス（Yandex.Taxi）、求人広告・不動産広告ビジネス

（Auto.ru, Yandex.Realty, Yandex.Jobs, Yandex.Travel）、メディアサービスなど

を含む新企画ビジネス（KinoPoisk, Yandex.Music, Yandex.Radio, Yandex.Tickets, 

Yandex.Afisha ,Yandex.TV program, Yandex Data Factory, Yandex Zen、Yandex 

Launcher）がある。 

 なかでも、eコマースビジネスは、サーチエンジンおよびポータルサイトビジネスの

次に大きく、2015 年では、34億ロシアルーブル（約 5087万ドル）、2016 年では、47

億ロシアルーブル（約 7032万ドル）の収益があった。2015 年から 2016 年で 38％増加

している。23 

 ロシアの他に、ベラルーシ、カザフスタン、トルコ、ドイツ、スイス、オランダ、中

国など、世界中に 17の拠点を持ち、2011 年より NSDAQ に上場。24 

 ロシア国内では人口 70 万人以上の都市のインターネットユーザーの 90％以上が

Yandex のサービスを利用している。25 

 最近のニュースとしては、アメリカの自動車配車事業を運営する Uberが Yandex.Taxi

と新配車合弁企業を立ち上げると報道されている。（2017 年 7月） 

 Yandex 社の創業は 1990 年代初頭であり、2000年に Yandex.Market の前身である

Yandex Goods を開始。2002年に Yandex.Market としてサービスを開始し、オンライン

上の約 150の店舗が本、フィルム、化粧品、シューズ、衣類、文房具、玩具などの商

品を販売していた。 

 Yandex.market には、国内外からの出品が可能だが、模倣品の販売、中古品の販売、

ロシア連邦法によって禁止される製品（違法薬物、武器、携帯電話のロック解除機能

など）の販売、個人に販売ができない店舗、卸売販売ほか、Yandex.Market が指定す

る要件を満たさない広告の掲載は禁じられている。26 

 Yandex.market にはアドバイザー機能があり、消費者が興味を持っている商品に対し

て、価格の安いショップを探したり、顧客レビューを参照できる。また、納期も調査

してくれる。27 

 Yandex.market にはバイヤー保護システムがあり、注文に関わる質問をすることがで

きる。店側に問題がある場合には、Yandex.Marketが仲裁に入り、問題解決の決定を

                                                
23 https://ir.yandex/releasedetail.cfm?ReleaseID=1012130 
24 https://yandex.com/company/general info/yandex today/ 
25 As above 
26 https://yandex.com/support/partnermarket/checklist.html 

 https://yandex ru/legal/adv rules/?lang=en 
27 https://yandex ru/support/market/personal-services/sovetnik html 
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行う。その決定に不服がある場合には、決定後 7日以内に再審査を求めることができ

る。28 

 

 

                                                
28 https://yandex ru/support/market/shops/buyer-protection html 
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Ozon.ru 

 

 
 

 

サイト種類 B to C marketplace   

URL http://www.ozon.ru/ 

取り扱い製品 書籍、エレクトロニクス、家電製品、インテリア、ガーデニング、コス

メ、ヘルスケア、医薬品、スポーツ・レジャー用品、衣類、靴、アクセサ

リー、食料品、ペット用品、オートパーツ、アンティーク、文房具、ゲー

ム、音楽など。 

製品点数 470万点以上29 

ユーザー数 1150万人/月 

 

＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

 Internet Solutions LLC（非上場）が運営。Ozon.ruは 1998 年書籍のオンラインショ

ップとしてサービスが開始された（ロシア版アマゾンと言われる）。Ozon Groupとし

                                                
29 “Ozon ru MEDIA KIT”（http://www.ozon ru/context/detail/id/2928145/）に掲載。 
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て、オンラインストアの Ozon.ru、旅行予約サイト Ozon.Travel、ロシア各地における

ECサイト向け配達サービス O-Courier、電子書籍販売の LITERS.COMを展開。 

 2017年上半期の売上は、101億ロシアルーブル（約 1.5億ドル）であり、1480万個の

商品に関わる 350 万回のオーダーを受注した。2016年の同時期の売上に対する 34％成

長、注文数では、41％増にあたる。30 

 ちなみに、2016 年度の年間売上は、180 億ロシアルーブル（約 2.6億ドル）であり、

2830万個の商品に関わる 580万回のオーダーを受注した。この数字は、2015 年度の年

間売上に対する 20％成長、注文数としては、24％成長にあたる。31 

 モスクワおよびエカテリンブルグでは、Day-to-Day delivery を開始。32 

 2011年 9月楽天株式会社からの出資を受けている。33 

 Ozon.ru で販売できるのは、法人（商品は 100種類以上）のみ。個人からの販売は受

け付けていない。34 

 一般窓口の対応メンバーは、800 人ほどである。 

 著作権侵害やその他権利侵害を申請する窓口が用意されている。

（legalservice@ozon.ru）35 

 Ozon.ru は、ロシアで最大の e コマース企業ではないが、顧客の商品購入の検討段階と、

実際の購入行動との両方の観点から、顧客から高い信頼を獲得していると言われてい

る。その理由として、以下のような数字が公表されている。 

o ロシアのインターネットショッピング利用者の 25％は、インターネットショ

ッピング購入の際に、お気に入りのサイトとして、Ozon.ruを参照している。

ちなみに、8％の利用者は、eBay（http://www.ebay.com/bhp/russian）を見て

おり、6％の利用者は、Avito（https://www.avito.ru/）を見ている。 

o ロシアのインターネットショッピング利用者の 41％は、2014年に Ozon.ruで

何らかの買い物をしている。ちなみに、Avito（https://www.avito.ru/）では、

21％、Biglion（https://www.biglion.ru/）では、16％の利用者が購入してい

る。36 

                                                
30 http://www.ozon ru/context/detail/id/142057471/ 
31 http://www.ozon ru/context/detail/id/140266338/ 
32 http://www.ozon ru/context/detail/id/142057471/ 
33 https://corp rakuten.co.jp/news/press/2011/0908 01 html 
34 http://merchant-platform.ozon ru/rules 
35 http://www.ozon ru/context/help/article/83 
36 https://www.ipls-russia.ru/en/News/2016/retail/OZONRU-became-a-retail-partner-of-International-Private-

Label-Show-IPLS-2016/ 
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Avito.ru 

 

 
 

サイト種類 クラシファイド広告業（B to C、C to C） 

URL https://www.avito.ru/ 

取り扱い製品 自動車関連（自動車、バイク、オートパーツ、配送サービス）、不動産、

求人、各種サービスの提供、個人用品（衣類、子供服、靴、玩具、宝飾

品、コスメ）、家庭用品（インタリア、食料品、修理サービス）、消費家

電（電話、オーディオ、ゲーム機、カメラ、PC、タブレット、電子書籍、

オフィス機器、カメラなど）、旅行、自転車、書籍・雑誌、楽器、犬や猫

などのペット、ペット用品、ビジネス（事業用機器など） 
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製品点数 3900万件37 

出店店舗数 15,866（2017 年 11月 23 日現在）38 

ユーザー数 3500万人/月 

 

＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

 2007年に設立されたクラシファイド広告業を展開するサイト。ロシアでは、最も人気

のあるクラシファイド広告サイトである。アルゼンチンの OLX Group が展開するブラ

ンドの一つである。 

 2016年の収益は、116 億 8000万ロシアルーブル（約 1.74億ドル）で、前年度の 75％

増であった。サイト訪問回数は、1240 億回であり、そのうち、56％が携帯電話による。

2015年は、1040 億回であり39、2016 年は、2015 年の約 1.2 倍にあたる。 

 Avitoでは、法人でも個人でも、広告を掲載することが可能である。 

 Avitoでは、Avito を介した広告掲載による取引において、車の盗難、銀行からの偽の

電話、Avitoの従業員を装う脅迫、モバイルバンキングのハッキング、模倣疑義品の

販売、個人情報の詐取などの多くの詐欺事件が発生しており、詐欺事件の一覧をサイ

トに掲載して、利用者に注意を呼び掛けている。40 

 ルール違反や詐欺が疑われる広告について、すぐに申し立てできるように、各広告の

下部に通知ボタンが設けられている。 

 広告掲載の要件として、偽造品や、第三者の知的財産権（特許、商標、著作権などを

含む）に違反する商品の出品を禁止する条項が設けられている。41 

 ルール違反が認められた場合や、多数の苦情が発生した場合、広告主およびそのアカ

ウントがブロックされる可能性がある。42 Avito によって、広告掲載の前後に広告内

容の監視を行っている。43 

 当初広告掲載料は、無料だったが、悪意のあるユーザーが増え、サイトに対する信頼

性低下が問題となったことから、特定の商品カテゴリーや特定の地域の広告掲載につ

いて、広告掲載料が導入された。44  

                                                
37 https://www.avito ru/company において、広告掲載数や 1 カ月当たりのビジター数が掲載されてい

る。 
38 https://www.avito ru/shops 
39 https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN15U0Q7 
40 https://www.avito ru/safety/news?p=2 
41 https://support.avito.ru/articles/200026898 
42 https://support.avito.ru/articles/200026968 
43 https://support.avito.ru/articles/200026388 
44 https://support.avito.ru/articles/215312887 
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（4）各ショッピングサイトの模倣品対策プログラム  

 

 いずれのショッピングサイトも、知的財産権侵害を報告する何らかの手段は設けている。し

かし、他国で用意されているような権利者向けプログラム（例えば日本で言う Yahoo! JAPAN

知的財産権保護プログラムに相当する仕組み）の整備は進んでいない。 

 

No 項目 Yandex.Market Ozon.ru Avito.ru 

1 

利用規約中に第三者の知的

財産権に関する条項がある

か？ 

○ ○ ○ 

2 
知的財産権についての苦情

に応答できるか？ 

△ 

一般通報窓口の

みが設置。 

△ 

メールアドレス

の記載のみ。 

○ 

サイトに専用窓

口が設置。 

3 

事前に知的財産権の登録を

行える等の権利者向けプロ

グラムがあるか？ 

× × × 

 

 出品において模倣品販売が判明した際の各ショッピングサイトへの連絡方法は、以下の通り

である。 

 

Yandex.Market 

 Yandex.Market は、店舗による模倣品販売に対して、一般的に 3 つの通報手段を設けている。

しかし、権利者として模倣品販売に対する削除申告を行うための専用の連絡窓口は用意されて

いない。3つのうち 2つは、Yandex 担当部署への連絡先である。これらの連絡先は、一般的な

通報窓口であって、購入者の被害救済を目的としており、権利者からの削除申告を主目的とし

たものとは伺えない。残りの一つは、eBay、Price.ru、Wikimart、 Mail.Ruと共同で設置し

た NOTA という団体の連絡先である。こちらも、商標の登録番号などは求められないため、権

利者向けの連絡先というよりは、購入者の被害救済を主目的としているように受け取れる。 
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【Yandex の購入者保護システム】 

https://yandex.ru/support/market/shops/buyer-protection.html#buyer-protection__how-

to-claim 

 消費者が商品購入後、その商品に模倣品の疑いがある場合には、「購入者保護システム」を

利用することができる。具体的には、段階的に以下の 3つの手段が用意されている。この「購

入者保護システム」は、偽造品の場合に限らず、届いた商品の破損、不良品、店舗側の返品拒

否などの一般的なトラブルに対する問い合わせ用に設置されている。 

 

1. クレーム申請 

a. サイト上で店舗のアカウントに質問事項を書き込む。 

 

2. Yandex.Market を仲裁人として解決を依頼 

a. 店舗に対してクレームを申し立てても、問題が解決されない場合（店舗側が模

倣品であったことを認めず、買い手からの商品の返品に応じない等）、または、

店舗に連絡しても、3日以内に応答がなかった場合には、Yandex.Market を仲

裁人として、解決を依頼することできる。ただし、この機能を利用する場合に

は、Yandex.Marketに登録していて、かつ、注文の支払いをしていることが必

要である。45  

 

b. Yandex.Market は、申請と下記書類を審査し、決定を下すことになる。 

提出を求められる書類（模倣品以外のクレームにも対応）： 

• 運送状のコピーまたは、売り手と買い手の署名が入った運送状のコピ

ー 

• 購入者への商品の配送を裏付ける商品受領書または現金受領書のコピ

ー 

• 届いた商品の量の不足や不備を裏付けるもの（商品の損傷に関わる購

入者による説明資料など） 

• 支払いの詳細 

• パッケージおよびアイテムの筐体の写真 

• 調査結果の文書（調査を実施した場合） 

• 購入者が商品を受け取らなかった場合における受領時になされた申請 

• その他必要と認められる書類 

 

                                                
45  「どのような場合に申し立てを行うことができますか？」 

https://yandex ru/support/market/shops/buyer-protection html#buyer-protection how-to-claim 
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c. 仲裁人である Yandex.Marketが購入者の申請を認めた場合には、返金を行う。 

 

3. 再審査 

a. 仲裁人である Yandex.Marketの決定に不服の場合、再審査を請求することがで

きる。再審査の場合には、新たに仲裁人が募集され、申請に対する再審理が開

始される。再審査は、上記 2の仲裁人の決定から 7日以内に請求することがで

きる。新たな仲裁人による検討期間は、再審査の請求より 10カ月以内とされ

る。 

 

【NOTA（Nezavisimoe obyedinenie tovarnykh agregatorov）】 

https://nota-claim.ru/ 

 Yandex.Market は、eBay、Price.ru、Wikimart、Mail.Ruと共同して、模倣品購入を防止し

ようと、NOTA（Nezavisimoe obyedinenie tovarnykh agregatorov,Independent association 

of product aggregator、プロダクトアグリゲーターの独立協会）を立ち上げた。このサイト

では、ネット上で購入した模倣品をロシア語で通報することができる。46 このサイトを利用

できない場合には、vendor@market.yandex.ru のメールアドレスで通報することができる。 

 以下に掲載するフォームにおいて、ロシアでの法人登録番号が求められるので、ロシア国内

の企業を想定している模様である。また、商標の登録番号等が必須項目として求められないこ

とから、権利者からの通報にどの程度対処可能であるかは疑問が残る。 

   通報の内容は、NOTA 参加者によって検討され、NOTA 参加者に情報が限定公開される。通報

は全て、詳細に検討され、必要に応じて、店舗側の調査や、メーカーによる専門的な検査が実

施される。商品が模倣品であることが証明された場合には、NOTA に参加する全てのショッピ

ングサイトから、当該商品を即座に削除するとしている。 

  本申請は、個人でも法人でも可能だが商品の購入から 3 ヶ月以内に申請しなければならない。

以下のフォームでは、商品を見つけたサイトまたは、購入したオンラインストアを記載し、商

品の写真や商品購入の事実を確認する書類を添付することが求められる。なお、NOTA におけ

る申請は、商品の購入費用および、本申請の準備や検討に関わる費用を補償するものではない

としている。 

                                                
46 https://yandex.com/support/vendormarket/claims html#nota 
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 権利侵害の主張とその根拠 

 商標登録証などの知的財産権を示す書類のスキャンデータ 

 

 Ozon.ruは、以上の情報に基づき、権利侵害主張の妥当性を検討し、追加情報を必要とする

場合は、都度権利者に要求をする。 

 通常、Ozon.ru 自身が販売する商品については、権利者からの苦情は、Ozon.ru で受領され

てから 24 時間以内に検討され、侵害疑義品のサプライヤーに転送されることになる。侵害疑義

品は、権利者からの苦情が検討される間、ウェブサイトからは一時的に非表示とされる。苦情

に正当な根拠がないとみなされる場合には、対象の商品は、マーケットプレイスに復活する。

Ozon.ru は、守秘義務を理由に、サプライヤーの連絡先を開示することはないが、Ozon.ruのマ

ーケットプレイス上で出店しているストアについては、ウェブサイト上に連絡先が提示されて

いる。苦情が正当であるとみなされる場合には、Ozon.ruは、マーケットプレイスから対象の

商品を削除し、サプライヤーにその商品を戻すことになる。出品が侵害品にあたるかの判断は、

Ozon.ru リーガル部門の検討と裁量による。 

 

Avito.ru 

 Avito は、利用規約において、ユーザーによる知的財産権侵害を禁止している47。また、別

のページでも、第三者権利の侵害について、出品者に注意喚起をしており、Avito においては

模倣品の販売が禁止されていると明記している。さらに、権利者からの知的財産権侵害に関わ

る申告に応じて、指摘のあった出品はもちろんのこと、同じ出品者の類似の出品も削除される

可能性があることを記載している。権利者は後述のフォームより侵害の通知を行うことができ

る。権利者からの申告に対し、出品者側が適切ではないと考える場合には、出品の正当性を確

認する資料を Avitoに提出することができ、それによって権利者に再確認を促し、もし権利者

がその主張および資料を認める場合には、出品が復活する体制を組んでいる48。 

 権利者からの申告は、以下のフォームから送信することができる。 

 

【知的財産侵害専用の申告フォーム】 

https://www.avito.ru/safety/sobstvennost/brand 

権利者として、知的財産侵害について申告する際には、以下のフォームに従って必要情報を

入力する。まず、権利者の住所等の一般的情報を入力し、次に「侵害内容の説明および、侵害

疑義品が掲載されるリンク」の項目では、権利者の権利侵害を説明するために以下のような資

料が求められることになる49。 

 

 権利者であることの確認資料（商標登録証や、著作権侵害の場合には、権利者である

旨の宣言や商品紹介のページなど） 

                                                
47 https://support.avito.ru/articles/200026948 
48 https://www.avito ru/safety/sobstvennost/faq 
49 https://www.avito ru/safety/sobstvennost/appeals 
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の普及に対応し、EC上の模倣品対策にも注力しております。 

 ロシアでも複数の EC上の模倣品の出品監視などを行っておりますが、Avito.ru ではバッテ

リーやチャージャー等の模倣品について対策を行っています。具体的には、定期的なモニタリ

ングにより、年間を通じて 300件程度の模倣品が Avito.ru上で販売されていることを確認し

ており、発見次第、削除申告を実施しています。弊社では定期的に削除申告を行っていること

や、模倣品の具体的な特徴を確認してからの申告であることも Avito.ru側に伝えているた

め、削除申告からおおよそ数日以内に削除が実行されています。年間を通じて振り返っても、

申告に対し全件の出品が削除となっており、比較的スムーズに処理がなされている印象です。 

ただ、Avito.ru でも日本や欧米、中国主要 ECサイトで設置されているような侵害品削除申

告プラットフォームはないようです。また、その他のサイトでは知的財産権侵害に対する権利

者向けのオフィシャルな案内も設けられていないことが多いようです。ロシア国外の権利者

と、ロシア EC サイト事業者が話し合いを行えるような場が今後設置されることにより、イン

ターネット上での侵害品対策が進展することに期待したいところです。なお、オフライン対策

については、他国に比べ手続きの煩雑さやスピードで差が感じられます。ロシア当局による積

極的な関与がなされるよう、日本政府からも働きかけを行っていただければと思います。 

 

Avito.ruで実際に出品されていたバッテリーの模倣品（一部マスキング） 
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（5）侵害に対する権利者の法的手段（一般的法律構成） 

 

 オンラインで侵害品が販売されていることが判明した場合には、権利者はロシア連邦民法の

第 1484 条（商標に係る排他的権利）等に基づき、その侵害品の販売者に対し、当該販売に関

する情報の削除を求めることができる。 

 

第 1484 条 商標に係る排他的権利50 

1. 自己の名で商標が登録されている者(「商標権者」)は、法令に反しないあらゆる態様(本 

条第 2 項に明記する方法を含む。)で本法第 1229 条に従い商標を使用する排他的権利(商

標に係る排他的権利)を専有するものとする。商標権者は当該商標に係る排他的権利を処分

することができる。  

2. 商標に係る排他的権利は，特に次の各号に掲げる商標の使用により，商標登録がなされて

いる商品，著作物又は役務を識別することを目的として，これを処分することができる。  

1)ロシア連邦領域内において，生産，販売の申入れ，販売，展示会及び見本市における展

示がなされ若しくはその他の態様で民間の流通に置かれ，又は当該目的における保管，

輸送若しくはロシア連邦領域内への輸入がなされる商品(ラベル及び包装を含む。)にお

ける使用  

2)業務遂行中又は役務提供中の使用  

3)商品を民間の流通に置くための書類における使用 

4)商品の販売申入れ，業務遂行及び役務提供並びに通知，看板及び広告における使用  

5)インターネット上(ドメイン名及び他のアドレス指示手段を含む。)の使用  

3. 識別のために商標が登録された商品又はその類似商品につき，商標権者の商標に類似した

標章の使用による混同のおそれがある場合，何人も，商標権者の許可なく当該類似標示を

使用する権利を有しない。 

 

第 1515 条 商標の違法使用に対する責任51 

1. 商標又は混同を生ずるほど類似した標章が違法に貼付された商品，ラベル及び商品の包装 

は，模倣品とみなされるものとする。  

2. 商標権者は，商標又は混同を生ずるほど類似した標章が違法に使用されている模倣品，ラ

ベル及び商品の包装を，侵害者の費用負担で，民間の流通から排除し破棄するよう要求する

権利を有する。かかる商品を流通に置くことが公共の利益に鑑み必要な場合，商標権者は，

違法に使用された商標又は混同を生ずるほど類似した標章を，商標又は混同を生ずるほど類

                                                
50 特許庁連邦民法第 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 仮訳より

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/s sonota/fips/pdf/russia/minpou no4.pdf）引用元で記載される「標示」

は「標章」として記載。 
51 As above 
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似した標章を違法に使用する侵害者の費用負担で，模倣品，ラベル及び商品の包装から除去

するよう要求する権利を有する。  

3. 業務遂行又は役務提供において商標に係る排他的権利を侵害した者は，当該業務遂行又は

役務提供において使用された資料(書類，広告及び掲示を含む。)から，商標又は混同を生ず

るほど類似した標章を除去する義務を負うものとする。  

4. 商標権者は，自己の選択により，侵害者に対し，損害に対する補償に代えて，次の各号に 

掲げる対価の支払請求権を有する。  

1)侵害の本質に基づいて裁判所の裁量で決定された 1 万ルーブル以上 500 万ルーブル以下の

金額  

2)商標が違法に貼付された商品の 2 倍額又は同等の状況において通常合法的な商標の使用に

適用される価格を下限として決定された商標の使用権の 2 倍額  

5. ロシア連邦において登録されていない商標に関して予防的な標章を貼付した者は，ロシア

連邦の制定法に定める手続に従い責任を負うものとする。 

 

インターネットショッピングサイトのドメインの保有者は、ロシア連邦民法の第 1253.1条

（情報媒介者の質及び責任）52の規定に基づき、情報及び遠距離電気通信ネットワークに資料

を配置する可能性を提供する情報媒介者」としてみなされる。情報媒介者がサイト上における

知的財産権の侵害があることを知っている場合や、権利者からの権利侵害に関わる書面による

通知があった場合に、必要かつ十分な手段を講じて、ウェブサイト上の侵害情報を削除しない

ときには、責任を負うことが規定されている。 

 

ロシア連邦民法 

第 1253.1条（情報媒介者の質及び責任）53 

1. 情報及び遠距離電気通信ネットワーク(「インターネット」のネットワークを含む)を通じ

て資料の移転を行う者，かかる情報及び遠距離電気通信ネットワークを用いて資料を検索

する上で必要な資料又は情報を配置する可能性を提供する者，かかるネットワーク内の資

料へ のアクセスを提供する者‐情報媒介者‐は，本条第 2 段落及び第 3 段落に定める侵

害行為について責任があると認められた場合は，本法に定める理由による情報及び遠距離

電気通信ネットワークにおける知的所有権の侵害について責任を負う。  

2. 次に掲げる場合は，情報及び遠距離電気通信ネットワークにより資料を送信する情報媒介

者は，かかる移転の結果として生じる知的財産権の侵害について責任を負わない。  

（1)その者が当該送信の開始者ではなく，かつ，この資料の受領者を決定していない場合  

（2)その者が，当該資料を送信する過程を実現するために行った変更を除き，遠距離電気通信

                                                
52 As Above 
53特許庁連邦民法第 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 仮訳より

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/s sonota/fips/pdf/russia/minpou no4.pdf）引用元の一項における「有罪

と認められた場合」との記載を「責任があると認められた場合」として記載。 
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サービスの提供に関する資料を変更していない場合  

（3)その者が，対応する知的活動の成果又は識別手段を含む資料の送信を開始した者による関

係知的活動の成果又は識別手段の利用が違法であったことを知らなかったか又は知らなかった

に違いない場合 

3. 情報及び遠距離電気通信ネットワークに資料を配置する可能性を提供する情報媒介者は，

次に掲げる状況における情報ブローカーとの関係で，情報及び遠距離電気通信ネットワー

クへの第三者による当該資料の配置の結果として又はそれらの命令に基づいて生じた知的

財産権の侵害について責任を負わない。 

 (1)その者が，当該資料に含まれたそれぞれの知的活動の成果又は識別手段の利用が違法であ

ったことを知らなかったか又は知らなかったに違いない場合 

 (2) 「インターネット」ネットワークのサイト及び(又は)ネットワークのアドレスを表示し

て知的財産権の侵害を主張する所有者による書面による請求があったとき，当該知的財産

権の侵害を停止させるための必要かつ十分な措置を直ちに取った資料をインターネット上

に掲示する場合。必要かつ十分な措置及びそれを実行するための手続の一覧が法令により

定められる。 

 

さらに、ロシア連邦民法の第 1253条では、繰り返される知的財産侵害に対する規定が設け

られている。 

 

ロシア連邦民法 

第 1253 条 （排他権の侵害に関連する法人の清算及び個人事業者の活動の終了）54 

  法人が知的活動の成果及び識別手段に係る排他権を複数回にわたり又は甚だしく侵害した場

合は，裁判所は，検察官の申立に基づき，本法第 61 条第 3 段落に従って，当該法人の清算を

命じることができる。かかる侵害が個人事業主として自己の活動を行う者によりなされたとき

は，個人企業家としてのかかる活動は，判決又は法令に定める手続に基づくその他の判断 に

より停止させることができるが，ただし，その者が排他権の侵害に責めを負う場合に限る。 

 

 

 救済制度については、ロシア連邦民法によって、以下の通り規定されている。 

 

（一般的な救済） 

ロシア連邦民法 

第 12 条 民事法上の権利の保護の方法55 

1．民事法上の権利の保護は、次の方法により行われる。 

                                                
54 As above 
55 ロシアビジネス法律データベース より http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ksk/hc/j2-1-11 htm 
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 権利の認定。 

 権利が侵害されるまで存在した状態への回復および権利を侵害する行為または権

利の侵害の危険をもたらす行為の阻止。 

 取消可能な法律行為の無効の認定およびその無効の効果の適用、完全無効の法律

行為の無効の効果の適用。 

 国家機関または地方自治体の行為の無効の認定。 

 権利の自己防衛。 

 現物による債務履行の言渡し。 

 損害賠償。 

 違約金の取立て。 

 精神的損害の補償。 

 権利関係の消滅または変更。 

 法律に反する国家機関または地方自治体の法令の裁判所による不適用。 

 法律が規定するその他の方法。 

 
 

 

 

 

（知的財産権に関わる特別救済） 

第 1252 条 排他権の執行56 

 1. 知的活動の成果及び識別手段に係る知的財産権は，本法に規定の手続を踏み，次に掲げる 

事項を要求することにより保護される。 

(1)権利の確認‐当該権利を否定するか又はその他のやり方により否認し，それにより権

利所有者の利益を侵害する者に対するもの  

(2)当該の権利を侵害し又は侵害をもって脅迫する行為の抑止：かかる有害な行為をなす

か又はかかる行為の準備をする者に対するもの及びかかる有害な行為を防止することが

できるその他の者に対するもの  

(3)損害賠償金の支払を受ける権利：権利所有者と契約を締結することなく知的活動の成

果若しくは識別手段を違法に利用した者(契約なしの利用)又はその他のやり方で権利所

有者の排他権を侵害し，損害を生じさせた者に対するもの。これには本法第 1245 条，

第 1263 条第 3 段落及び第 1326 条に規定する補償金を受領する権利を侵害した者が

含まれる。  

                                                
56 特許庁 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 仮訳より

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/s sonota/fips/pdf/russia/minpou no4.pdf） 
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(4)本条第 4 段落で扱われる有形媒体の押収：かかる製造者，輸入者，保管者，運搬者，

販売者，その他の流通業者又は悪意の取得者に対するもの  

(5)現実の権利所有者に関してなされた侵害に対する判決の公告‐排他権の侵害者に対す

るもの 

 

 

（6）サイト運営者側の対応 

 

 権利侵害の申告を受けたサイト運営者側の対応として、以下の項目をまとめた。インターネ

ットショッピングサイト個別の対応を設けている項目もあるが、個別の対応が設けられておら

ず、一般的にロシア法に基づき対応が共通する項目もある。 

 

（サイト運営者側の対応） 

① 権利者による申告にあたり、提出を求める情報や資料 

② 掲載情報が削除の対象となりうる基準 

③ 掲載情報削除後の対応（出品者の登録状況の公開等） 

④ 掲載情報の削除以外にサイト側が侵害者に課す罰則 

⑤ 申告から削除までに要する時間 

 

 

① 権利者による申告にあたり、提出を求める情報や資料 

上述のとおり、Yandex.Market および Avito.ruでは、知的財産権侵害の事実について、サ

イト運営者に申し立てをする場合、権利者に求められる提出書類についてサイト上に個別の記

載があるのでそちらを参照されたい。一般的には、模倣品販売の URL 削除を申請する場合には、

以下の情報が必要とされ、ロシア国内で保護される権利に対して、このような申請が受理され

る。 

 

1. 権利者であることを示す資料、および代理人の場合は委任状 

2. 権利者名、住所、代表者 

3. 掲載情報が侵害であることの理由 

4. 商標登録証 

 

② 掲載情報が削除の対象となりうる基準 

 各ショッピングサイトにおいて、個別の判断基準はないものの、一般的には、ロシア連邦民

法の第 1515条（商標の違法使用に対する責任）「商標又は混同を生ずるほど類似した標章が



40 

 

違法に貼付された商品，ラベル及び商品の包装 は，模倣品とみなされるものとする。」57の

もとに、個別具体的にはロシア国内法の判例・通説により判断される。 

 

③ 掲載情報削除後の対応（出品者の登録状況の公開等） 

 各インターネットショッピングサイトにおいて、個別の対応方法があるわけではなく、どの

ウェブサイトの保持者も、権利者の請求に基づいて、侵害者に関わる情報を開示するよう義務

付けられている。 

 

④掲載情報の削除以外にサイト側が侵害者に課す罰則 

 Yandex.Market は、店舗に対する規約のなかで、店舗に対し、販売された商品がロシア連邦

の領土内で法的に流通しており、適切に商標を付されている商品を権利者の同意を得て流通さ

せることを保証するように規定している。そのうえで、規約に記載され要件を遵守しなかった

ことがクレームや、Yandex に対する法的措置、政府機関や第三者（権利者または購入者）に

よって罰金支払い命令の原因となった場合、店舗は、Yandexの要請により、店舗と購入者間

の全ての情報や問題となった製品を直ちに提供し、当該クレームを解決するために Yandexを

支援し、さらに、第三者権利の侵害やロシア連邦法の違反に関するクレームや訴訟命令の結果、

Yandex が和解していない文書化されたいかなる損失（裁判費用、罰金を含む）を補償するも

のと定めている。58 

  また、店舗による侵害品の流通に対して、違反ごとに、100,000 ロシアルーブル（約 1500

ドル）の罰金を支払うものとし、罰金は、店舗が Yandex による書面の請求を受け取った日か

ら、3 日以内に支払うものとしている。また、2回以上違反した場合には、Yandex は、Yandex

側から一方的に契約を終了する権利を有するとしている。59 

 また、Avito.ruおいては、問題のあった掲載情報を削除するという以外には、追加的な罰

則は明記されていないが、権利者からの知的財産権侵害に関わる苦情に応じて、指摘のあった

出品はもちろんのこと、同じ出品者の類似の出品も削除する方針がサイト上に掲載されている。

Ozon.ru からは、問題となった製品を削除する以外に罰則規定について情報を得られなかった。 

通常、侵害者が繰り返し侵害品を販売した場合、当該侵害者のアカウントは、製品の販売を

禁じられる。インターネットショッピングサイトは、侵害者が別のサイトで同様の模倣品を販

売しないように、例えば、Yandex における他のインターネットショッピングサイトと協力し

て模倣品販売を防止しようとする動き（NOTA）や、ULMART におけるブロックチェーン技術を

用いて真正品の追跡を行い、マーケットプレイス上から模倣品を一掃しようとする動きなどが

あり、各社注意喚起を講じているものの、侵害者は、巧妙な手段によって、ECサイトが設け

ている対策を回避しようとしている。EC サイト側も、消費者と権利者の安全を守ろうと尽力

                                                
57特許庁ロシア連邦民法第 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 仮訳より

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/s sonota/fips/pdf/russia/minpou no4.pdf） 
58 “Ordering at Yandex.Market. Terms for Stores“ (https://yandex ru/legal/market order terms/?lang=en) に

おける 9 項に記載。 
59 As above 
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しているものの、当面は、インターネットショッピングサイト側と、知的財産関連当局との永

続的な協力体制は、定着していない。 

 

⑤申告から削除までに要する時間 

サイト側の対応までの期間は、明記されておらず、権利者による請求内容によって、対応に

どれくらいの時間がかかるかは変ってくる。インターネットショッピングサイトは、権利者に

対し、侵害者と疑われる者に直接コンタクトするよう促している傾向がみられる。もし、イン

ターネットショッピングサイトに対応を求める場合、当該サイトの対応チームのメンバーは通

常、1～3営業日内に侵害者と疑わしい者に権利者からの申告内容を伝え、それに対し、侵害

者と疑われる者は、3日以内に疑義行為について弁解のチャンスが与えられることが多い。し

かしながら、侵害者と疑われる者が、3日以内に弁解できなかった場合、当該出品は、削除の

対象となる。ただし、権利者の申告に異議がある場合や検討に値する反論が提出された場合等、

どちらの言い分が正しいかなど検討に大幅な時間を要する場合もある。 

なお、Avitoに対する削除申告の具体例紹介でも記載したように、削除申告が十分信頼でき

ると判断されるような場合には、1日以内に迅速に問題となる出品が削除されることもある。 

 

 

（7）各ショッピングサイト等での最近の取締実績、取締事例  

 

 上記３つのサイトについて、模倣品取り締まりに関する刑事訴訟は判明しなかったが、権利

者がマーケットプレイスに対して提訴した民事訴訟については、以下の情報が得られた。 

 

事件番号 A40-74401/2015 

原告 BRAVADO LLC 

被告 INTERNET RESHENIYE LLC (ドメインネーム（http://www.ozon.ru/）の保持

者) 

申し立ての内容 BRAVADO LLCは、自身の登録商標が付されている模倣品が

http://www.ozon.ru/で販売されているとして、訴えた。 

結果 原告が侵害疑義品を載せているリンクの証拠を提出することができなかっ

たため、棄却された。 

 

今回調査対象とした Yandex.Market、Ozon.ru、Avito.ruについて、掲載情報に侵害品の販

売が判明した場合、権利者がショッピングサイト運営者を提訴するまで発展することは多くな

く、権利者からの侵害疑義品の削除申請があった場合には、ショッピングサイトは、ロシア連
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邦民法の第 1253.1条（情報媒介者の質及び責任）60の要件を満たすように、権利者からの苦

情に適切に応答し、知的財産侵害を防止する措置をとっている。また、ショッピングサイトが

こういった侵害疑義品の削除申告を検討する際には、往々にして、権利者や購入者にとって有

利になるような決定を下す傾向にあり、ただ単に販売された商品が模倣品であるという疑いに

よって、その商品のページは削除されることになる。 

このようにショッピングサイト側の対応は、問題となるページを削除するのにとどまってお

り、それ以上を求める場合やそもそもショッピングサイトによらず自身でウェブサイトを立ち

上げて販売を行っている（独立系ウェブサイト）場合には、権利者が販売者との間で直接やり

とりを行うこととなる。そこで、ロシアで模倣品対策を行っているパナソニック株式会社の例

を紹介する。 

 

パナソニック株式会社におけるロシアでの模倣品対策 

 

当社では、生活家電や、デジタル家電、オフィス機器、住宅設備と幅広く製造販売を行って

います。 

そのなかでも、プリンタのトナーカートリッジの模倣品が、ロシアの独立系ウェブサイトに

おいて販売されていました。また、空気清浄機や口腔洗浄器、マッサージチェア、プロジェク

ターなど様々な商品の並行輸入品が、独立系ウェブサイトにて販売されていました。（注：ロ

シアにおいては国際消尽の考え方は採用されておらず、並行輸入が商標権侵害にあたるとの判

断が主流であり、したがって並行輸入品に対する販売差止めが可能となっている。参考：

https://www.jetro.go.jp/biznews/2015/11/fedd75094212f1bc.html） 

これらへの対策として、侵害品の主な販売の場が独立系ウェブサイトであり、独立系ウェブサ

イトの運営者に対し弁護士を通じて直接警告状を年間数十件送付しています。ISP へのウェブ

サイト閉鎖を求める方法も考えられるところですが、直接対応を行っているのは、現地法人の

熱意によるところが大きく関係しています。侵害品の販売者に直接相対することで、根本的な

対策に結び付けたい考えに起因するものです。直接の警告状送付により、9 割方の販売は中止

されるものの、中止しない者や、一時的に中止したが販売を再開した者については、民事訴訟

を提起しています。数年来このような対応を続けてきたためか、模倣品・並行輸入品共に目立

つところからは、かなり排除された印象を持っています。 

 

 以上、3サイトにおける模倣品に対する削除申告の方法を中心として、ロシアでの模倣品対

策に触れてきたが、ロシア国内でも必要十分で具体的な手続き等は議論の途上にあるものと思

われる。ただ、他国における実務上のスタンダードである、権利者であることの提示、模倣品

が販売されている URL の特定、権利侵害の説明の上、当該模倣品販売情報の削除を求めること

は有効であるといえよう。 
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