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外国の立法 No.292-2（2022.8） 国立国会図書館 調査及び立法考査局

【ロシア】非友好国等の権利保有者への支払に関する臨時規則

海外立法情報課 鎌倉 遊馬

＊ロシア連邦又はその居住者は、ロシアが指定した「非友好国」の知的財産の保有者への支払

に際してルーブル建ての口座を用いるなどの臨時規則を定める大統領令が発出された。

1 制定の背景と関連の立法動向 

2022 年 2 月 24 日にロシアがウクライナへの侵略を開始したことを受け、西側諸国はロシア

への輸出規制及び資産凍結を実施した。同月 28 日に米国は、同国企業等に対して、ロシア連邦

中央銀行、国家福祉基金、財務省とのドル決済等を禁止し、米国内・米国金融機関内のロシア

のドル資産は事実上凍結された。同年 3 月 12 日には EU がロシアの一部大手銀行を SWIFT（銀

行間国際送金ネットワーク）から切り離した。また、西側諸国の一部の企業はロシアからの撤

退・事業停止の動きを見せ、同年 6 月 19 日時点では 327 社が撤退し、474 社が事業を停止して

いる1。同年 3 月 13 日にアントン・シルアノフ（Антон Силуанов）財務大臣は、ロシアの外貨

準備高 6400 億米ドル2のうち半分の約 3000 億米ドルは現在使うことができない状況にあると

述べた3。 

これに対し、ロシアは複数の措置を講じた。2022 年 2 月 28 日には、ロシアの居住者の外貨

による輸入収入の 80%の義務的なルーブルへの交換と、ロシアに居住しない者への外貨提供に

関わる取引及び同国の居住者による国外に開設された口座への外貨振込みを禁止する大統領令

第 79 号「米国及び同国に同調する外国諸国・国際機関の非友好的行動に対する特別経済措置

令」4が制定された。 

同年 3 月 5 日にロシア政府は「ロシア連邦、ロシアの法人又は自然人に対して非友好的な行

動をとった国・地域」（以下「非友好国」）として日本を含む 48 か国を指定した5。同日には

大統領令第 95 号「一部外国債権者に対する義務履行の臨時規則令」6が制定され、非友好国の

債権者に対して金融商品を含む債務を負っているロシア連邦、連邦構成主体、地方自治体又は

居住者は、ルーブル建て口座での債務履行が認められるようになった。

同年 3 月中旬ごろから外貨建てロシア国債はデフォルトに陥る可能性が高まった7。6 月 22

＊ 本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、2022 年 7 月 8 日である。 
1 “Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain,” June 19, 2022. Yale School of 

Management <https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain>  
2 1 米ドルは 129 円（令和 4 年 7 月分報告省令レート）。 
3 «Силуанов раскрыл объем замороженных Западом золотовалютных резервов РФ» 13.03.2022. ЗВЕЗДА <https://t

vzvezda.ru/news/20223131713-7c4ph.html> 
4  «Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и при-
мкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.» 28.02.2022. Президент России. <htt
p://kremlin.ru/events/president/news/67881> 

5 «Правительство утвердило перечень недружественных России стран и территорий.» 07.03.2022. Правительство 
России <http://government.ru/news/44745/> 

6 «Указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.» 05.03.20
22. Президент России. <http://kremlin.ru/events/president/news/67912> 

7 木内登英「木内登英の経済の潮流――「ロシア・デフォルトの衝撃」」2022 年 3 月 11 日, 野村総合研究所 <https:
//www.nri.com/jp/journal/2022/0311> 
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日には、大統領令第 394 号「居住者及び外国債権者に対するロシア連邦国債の義務履行の臨時

規則令」8が制定され、外貨建て国債は、その外貨と同等額のルーブルでの支払によって、債務

を履行したとみなされることとなった。

2 大統領令第 322 号の制定 

2022 年 5 月 27 日、大統領令第 322 号「一部の権利保有者に対する義務履行の臨時規則令」9

が制定され、同日施行された。ロシアの有力紙ベドモスチ紙によれば、この大統領令は、第一

に非友好国の知的財産を使用するロシアの劇場、映画館、動画配信サービスなどのために、第

二に非友好国企業のライセンスの権利を侵害しないために制定された。後者については、

SWIFT の遮断後、非友好国の権利保有者への支払が困難となっていたことが背景にある10。 

大統領令第 322 号は、外国の知的活動の産物及び意匠・商標権（以下「知的財産」）を利用

するロシア連邦、連邦構成主体、地方自治体又は居住者（以下「債務者」）の支払について規

定している。支払の相手方となるのは、外国の知的財産の保有者のうち、非友好国と関係のあ

る者、対ロ制裁を行う外国政府を支持する者、ロシアでの自身の知的財産の使用を禁止した者、

ロシアでの事業を停止した者、ロシア連邦とその市民の利益の保護及び国際的な平和と安全保

障の維持のために、ロシア国外で行われているロシア軍や政府機関の行為に対する信用を失墜

させる情報を流布する者、又はインターネットを含む情報通信網で人間の尊厳・社会道徳を汚

し、社会、国家、国章、憲法、国家機関を公然と侮辱する者（以下「権利保有者」）である（第

1 条）。 

債務者は、ロシア政府の指定銀行に開設されたルーブル建ての特別口座を通じて権利保有者

への支払を行う。ここでの支払とは、権利保有者に対する報酬、権利保有者の独占権の行使と

保護に関する支払又は違約金若しくはその他の金銭的罰則を含むその他の支払を指す（第 2 条）。

指定銀行は、権利保有者又はその代理人が不在であっても特別口座を開設できる（第 6 条）。

権利保有者は特別口座に関する情報を情報通信網上に公開し、債務者の支払の機会を設けなけ

ればならない（第 8 条）。権利保有者が特別口座での支払について書面で同意していない場合、

債務者は支払を行わない権利を有する（第 11 条）。なお、知的財産の使用を権利保有者が債務

者に認めるという契約の場合、医薬品、医療製品、工業製品、農産物及び食品のロシア領内へ

の輸入又はロシア領内での生産の場合、インターネット接続サービスの提供の場合、ロシア領

内でのコンピュータ、データベース、情報システム及びデータセンター用のプログラムの作成・

使用の場合は、この大統領令の規定は適用されない（第 17 条）。 
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