
修正された規定 内容 

Part 8   

s 68......................................  am No 77, 2018 

s 69......................................  am No 4, 2018; No 77, 2018 

s 70......................................  am No 77, 2018 

s 71......................................  am No 77, 2018 

s 72......................................  am No 8, 2015 

s 72A...................................  ad No 77, 2018 

s 72B...................................  ad No 77, 2018 

s 72C...................................  ad No 77, 2018 

s 73......................................  rs No 8, 2015 

  am No 77, 2018 

s 74......................................  am No 115, 2001 

s 75......................................  am No 115, 2001; No 77, 2018 

s 76......................................  am No 4, 2010; No 5, 2015 

s 76A...................................  ad No 106, 2006 

s 76B...................................  ad No 77, 2018 

s 77......................................  am No 148, 2002; No 77, 2018 (Sch 1 item 39; Sch 2 

items 97, 215, 293–297) 

s 80......................................  am No 170, 1999; No 77, 2018 

s 80A...................................  ad No 77, 2018 

Part 9   

s 85......................................  rep No 4, 2018 

Schedule..............................  am No 148, 2002; No 8, 2010 

  rep No 35, 2012 

 

オーストラリア知的財産局（IP Australia） ウェブサイトより 

（https://www.ipaustralia.gov.au/plant-breeders-rights） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物育成者権 

植物育成者権（PBR）とは、登録された植物品種に対する独占的な商業上の権利 

植物育成者権を理解する 

PBR の時間と費用 

登録申請に要する期

間は出願品種によって

違い、保護期間の長さ

も種によって異なる。 

申請料、認証料、更新

料がかかる。 

 P.105 

PBR およびその他の

知的財産権 

知的財産権の様々な

組み合わせにより、単

一の植物品種に価値

を付加することができ

る。最も一般的に植物

育成者権と組み合わ

せて使用されるのは商

標および特許である。 

 P.104 

PBR の詳細 

PBR 法は本質的に派

生する品種と農場に保

存された種子も扱って

いる。 諮問委員会は

技術的な問題につい

て助言し、時には PBR

の拡張を認めることが

できる。 

 P.102 

PBR の基本 

植物育成者権（PBR）

は、区別性、均一性、

安定性を持つ植物新

品種を保護するために

使用される。 

 P.98 

【添付資料２】 
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植物育成者権の出願プロセス 

 

１．植物育成者権を持っているか確認 

植物育成者権を申請する前に、出願しようとする新しい植物品種が基準を満たしてい

るかどうかを確認する。 

 

２．検索 

植物育成者権を申請する前に、植物育成者権データベース（http://pericles.ipaustralia. 

gov.au/pbr_db/）を検索し、出願しようとする新しい植物品種がまだ登録されていない

ことを確かめる。 

 

３．申請パート１ 

出願申請の最初のステップ。この申請が受理されれば出願品種は仮保護を受けられる。 

 

４．有資格者（QP）を指名する 

植物育成者権出願申請書のいくつかの部分を完成するために、有資格者（QP）を指名

する。 

 

５．栽培試験 

出願品種が区別性を持ち、安定し、そして均一であることを実証するために栽培試験

を行なう。 

 

６．申請パート２ 

植物育成者権出願申請の最終段階として、出願品種の説明を公開用に提出する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物育成者権を管理する 

オーストラリアの植物育成者権法は、植物新品種の国際的な保護と連携している 

PBR を使う 

植物育成者権は、植物品種を

商業化する排他的権利を与え

る。  権利を維持するために

は、年間登録料を支払い、正

しくラベルを付ける必要があ

る。 

 P.129 

異議に対処する 

植物育成者権を申請したこと

に対する異議申し立ては、解

決に時間がかかる場合があ

る。異議申し立てを防ぐため、

出願申請の細部に注意を払う

必要がある。 

国際 PBR 

PBR は他の国でも申請するこ

とができる。 オーストラリアの

PBR 政策は、植物新品種保護

国際条約（UPOV）に準拠して

いる。 

 

ツールとリソース 

知的財産権（IP）出願申請を進める上で役立つ簡単なツールとリソースを提供 

IP 検索 

・オーストラリア植物育

成者権検索 

・植物育成者権ジャー

ナル 

・PBR 双方向品種記述

システム（IVDS）。 

 

参照文献・書式 

・植物育種者権利法

1994 

・植物育成者権規則

1994 

・書式 

申請・管理 

・申請プロセス 

・PBR 手数料 

・オンラインサービス 

申し込み 

・有資格者（QP） 

 

ガイド・チュートリアル 

・IP 用語集 

・IP 保護の種類 

・植物育成者権入門 
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植物育成者権の出願プロセス 

 

１．植物育成者権を持っているか確認 

植物育成者権を申請する前に、出願しようとする新しい植物品種が基準を満たしてい

るかどうかを確認する。 

 

２．検索 

植物育成者権を申請する前に、植物育成者権データベース（http://pericles.ipaustralia. 

gov.au/pbr_db/）を検索し、出願しようとする新しい植物品種がまだ登録されていない

ことを確かめる。 

 

３．申請パート１ 

出願申請の最初のステップ。この申請が受理されれば出願品種は仮保護を受けられる。 

 

４．有資格者（QP）を指名する 

植物育成者権出願申請書のいくつかの部分を完成するために、有資格者（QP）を指名

する。 

 

５．栽培試験 

出願品種が区別性を持ち、安定し、そして均一であることを実証するために栽培試験

を行なう。 

 

６．申請パート２ 

植物育成者権出願申請の最終段階として、出願品種の説明を公開用に提出する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植物育成者権を管理する 

オーストラリアの植物育成者権法は、植物新品種の国際的な保護と連携している 

PBR を使う 

植物育成者権は、植物品種を

商業化する排他的権利を与え

る。  権利を維持するために

は、年間登録料を支払い、正

しくラベルを付ける必要があ

る。 

 P.129 

異議申し立て 

植物育成者権を申請したこと

に対する異議申し立ては、解

決に時間がかかる場合があ

る。異議申し立てを防ぐため、

出願申請の細部に注意を払う

必要がある。 

 P.125 

海外の植物育成者権 

PBR は他の国でも申請するこ

とができる。 オーストラリアの

PBR 政策は、植物新品種保護

国際条約（UPOV）に準拠して

いる。 

 P.126 

ツールとリソース 

知的財産権（IP）出願申請を進める上で役立つ簡単なツールとリソースを提供 

IP 検索 

・オーストラリア植物育

成者権検索 

・植物育成者権ジャー

ナル 

・PBR 双方向品種記述

システム（IVDS）。 

 

参照文献・書式 

・植物育種者権利法

1994 

・植物育成者権規則

1994 

・書式 

申請・管理 

・申請プロセス 

・PBR 手数料 

・オンラインサービス 

申し込み 

・有資格者（QP） 

 

ガイド・チュートリアル 

・IP 用語集 

・IP 保護の種類 

・植物育成者権入門 
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植物育成者権（PBR）は、登録された植物品種に対する独占的な商業上の権利であり、特

許、商標、意匠などの知的財産（IP）の一つである。植物新品種の育成者は植物育成者権

で知的財産を保護する。 

植物育成者権（PBR）は、植物育成者を保護し、一定期間商業的独占権を与える。これに

より、植物の育種と技術革新が促進され、保護期間が経過した後は、膨大な植物新品種を

誰でも自由に利用できる仕組みを提供している。 

 

何が登録できるのか？ 

適格な新規または最近開発された品種のみ登録できる。 

 

新品種 

すべての植物種の新品種が潜在的に登録可能。新品種とは、育成者の同意の下での販売

が認められた期間を超えていないもの。 

 

最近商業利用された品種 

最近商業利用されたすべての植物種の品種が潜在的に登録可能。最近商業利用された品

種とは、オーストラリアでの出願申請以前に 12ヶ月以上育成者の同意を得て販売されてい

ない植物を意味する。海外の品種の場合、4年以上（樹木とブドウは 6年以上）販売されて

いないことが条件。 

 

本質的派生品種 

PBRは、本質的派生品種にも適用される。これらの品種は保護された品種から派生したも

のであり、本質的な特徴を保持しており、保護された品種と区別されるような重要な特徴

を示していない。 

 

従属品種 

PBR保護は、新しい品種だけでなく特定の他の品種にも拡大できる。例えば、PBRで保護

された品種を繰り返し使用することによってのみ再現可能な品種（従属品種）にも PBR を

適用することができる。 

 

さらなる育種 

公共の利益、そして PBR法の目的から、植物の革新は奨励されている。したがって、PBR

品種に基づくさらなる育種は PBR法の下で認められている。 

PBR の基本   （最終更新：2018年 4月 19日） 
収穫物 

状況によっては、PBRは収穫物にも適用され、同様の必要条件の対象となる場合は、収穫

物から得られる製品にも適用される。例えば、育成者がその繁殖材料に対して権利を行使

する合理的な機会を得ていない状況で、その材料がさらに再生産される場合。 

 

既存の植物品種を検索する 

登録された植物品種の詳細については、植物育成者権データベースで現在登録されてい

るすべての品種を検索できる。 

 

PBR を申請しないことを選択する 

PBRが育成者にとって最良の選択肢ではない場合も考えられるため、新しい植物品種を秘

密にしておくか、またはそれを公表するかは育成者の意思で決定する。 

 

秘密にする 

植物新品種を秘密にしておく場合、育成者は許可なしに誰かが当該品種を手に入れる、

あるいは、非常によく似た（区別できない）品種をどこかで育種するかもしれないという

リスクとその結果について考慮しておく必要がある。 

 

公開する 

もう 1 つの選択肢は、隠さずにその品種を使用し、その品種に関する詳細を公開するこ

と。これは、他の誰かが PBR や特許を取得することを妨げるが、競合者が自らの利益のた

めにその品種を自由に使用できる可能性がある。 

 

専門的なアドバイスを得る 

具体的な支援や助言については、有資格者（QP）に連絡することができる。 

 

PBR の歴史 

植物育成者権のスキームは、1987 年の植物品種権利法に基いて初めて策定され、農林水

産省によって管理された。 

オーストラリアの PBR 法は、植物新品種の国際的な保護と連携している。植物の新品種

の保護に関する国際条約（UPOV条約）の変更に準拠するために、1994年に植物育成者権法

1994が制定された。IPオーストラリアは 2004年に PBR政策の管理を開始した。 

意図的に PBRを侵害すると、個人には 85,000豪ドルの罰金が科せられる。企業に対する

ペナルティは最大その 5倍。 
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植物育成者権（PBR）は、登録された植物品種に対する独占的な商業上の権利であり、特

許、商標、意匠などの知的財産（IP）の一つである。植物新品種の育成者は植物育成者権

で知的財産を保護する。 

植物育成者権（PBR）は、植物育成者を保護し、一定期間商業的独占権を与える。これに

より、植物の育種と技術革新が促進され、保護期間が経過した後は、膨大な植物新品種を

誰でも自由に利用できる仕組みを提供している。 

 

何が登録できるのか？ 

適格な新規または最近開発された品種のみ登録できる。 

 

新品種 

すべての植物種の新品種が潜在的に登録可能。新品種とは、育成者の同意の下での販売

が認められた期間を超えていないもの。 

 

最近商業利用された品種 

最近商業利用されたすべての植物種の品種が潜在的に登録可能。最近商業利用された品

種とは、オーストラリアでの出願申請以前に 12ヶ月以上育成者の同意を得て販売されてい

ない植物を意味する。海外の品種の場合、4年以上（樹木とブドウは 6年以上）販売されて

いないことが条件。 

 

本質的派生品種 

PBRは、本質的派生品種にも適用される。これらの品種は保護された品種から派生したも

のであり、本質的な特徴を保持しており、保護された品種と区別されるような重要な特徴

を示していない。 

 

従属品種 

PBR保護は、新しい品種だけでなく特定の他の品種にも拡大できる。例えば、PBRで保護

された品種を繰り返し使用することによってのみ再現可能な品種（従属品種）にも PBR を

適用することができる。 

 

さらなる育種 

公共の利益、そして PBR法の目的から、植物の革新は奨励されている。したがって、PBR

品種に基づくさらなる育種は PBR法の下で認められている。 

PBR の基本   （最終更新：2018年 4月 19日） 
収穫物 

状況によっては、PBRは収穫物にも適用され、同様の必要条件の対象となる場合は、収穫

物から得られる製品にも適用される。例えば、育成者がその繁殖材料に対して権利を行使

する合理的な機会を得ていない状況で、その材料がさらに再生産される場合。 

 

既存の植物品種を検索する 

登録された植物品種の詳細については、植物育成者権データベースで現在登録されてい

るすべての品種を検索できる。 

 

PBR を申請しないことを選択する 

PBRが育成者にとって最良の選択肢ではない場合も考えられるため、新しい植物品種を秘

密にしておくか、またはそれを公表するかは育成者の意思で決定する。 

 

秘密にする 

植物新品種を秘密にしておく場合、育成者は許可なしに誰かが当該品種を手に入れる、

あるいは、非常によく似た（区別できない）品種をどこかで育種するかもしれないという

リスクとその結果について考慮しておく必要がある。 

 

公開する 

もう 1 つの選択肢は、隠さずにその品種を使用し、その品種に関する詳細を公開するこ

と。これは、他の誰かが PBR や特許を取得することを妨げるが、競合者が自らの利益のた

めにその品種を自由に使用できる可能性がある。 

 

専門的なアドバイスを得る 

具体的な支援や助言については、有資格者（QP）に連絡することができる。 

 

PBR の歴史 

植物育成者権のスキームは、1987 年の植物品種権利法に基いて初めて策定され、農林水

産省によって管理された。 

オーストラリアの PBR 法は、植物新品種の国際的な保護と連携している。植物の新品種

の保護に関する国際条約（UPOV条約）の変更に準拠するために、1994年に植物育成者権法

1994が制定された。IPオーストラリアは 2004年に PBR政策の管理を開始した。 

意図的に PBRを侵害すると、個人には 85,000豪ドルの罰金が科せられる。企業に対する

ペナルティは最大その 5倍。 
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保護 

PBR 保護は、ほとんどの植物種で 20 年間、つる性植物（Actinidia キウイフルーツ、

Bougainvilleaブーゲンビリア、Campsisノウゼンカズラ、Hederaヘデラおよび Vitisブド

ウ）および樹木で 25年間適用される。 

 

PBRによって与えられる独占的権利： 

・当該素材の生産または再生産 

・繁殖を目的とした当該素材の調整（洗浄、コーティング、選別、包装、等級付けを含

む） 

・当該素材を販売のために提供 

・当該素材の販売 

・当該素材の輸入および輸出 

・上記のいずれかの目的のために当該素材を保管 

 

PBRの例外として、以下の目的で品種を使用することは認められている： 

・個人的かつ非営利目的での使用 

・実験目的での使用 

・他の植物品種を育種するために使用 

 

PBR法でカバーされている項目には以下のようなものがある： 

・未譲渡性の制限 

‐オーストラリアでの育成者の同意を得ての販売は、PBRを申請する前の最長 1年間ま

では認められている。 

‐育成者の同意を得ての海外での販売は、PBRを申請する前、樹木およびブドウ（Vitis 

vinifera）は最長 6年間、それ以外のすべての品種は最長 4年間認められている。 

・支払い時期 

・品種の登録名称および別称の保護 

・本質的派生品種（EDV） 

‐育成者権者は、他の品種が本質的に彼らの PBR 保護品種から派生しているという申

告を申請でき、その他の品種に保護を拡張できる。 

・農場に保存された種子 

‐農場に保存された種子は、適用外の作物であると規定されていないものに限り認め

られている。 

・収穫物または収穫物から作られた製品 

・さらなる育種、実験的使用および私的な非商業目的のための免除 

・遺伝子組み換え植物、藻類、菌類の保護 

その他の法律 

その他のオーストラリアの法律によって、登録品種の用途が影響を受ける可能性がある。 

また、PBR法に基づいて登録された植物新品種の商業化は、他の法律によって制限される可

能性がある。 

その中には、植物検疫および植物防疫問題も含まれる。例えば、他の法律によって、登

録品種が有害であったり、あるいは公衆衛生上の問題があるとされた場合に、食物へのそ

の品種の使用、またはその栽培を禁止されるということもありうる。 

このような事項は PBR 法の範囲外であり、それらを考慮に入れ適切に行動することは出

願者の責任である。 

 

販売上の利益 

植物育成者権者は自分自身で、あるいは選定された個人または法人とのライセンス契約

を通して、登録品種を商品化することができる。植物育成者権による保護期間において、

これをすることができる唯一の人は育成者権者である。 

企業は自社の投資が PBR によって保護されることにより、ライセンス契約を結ぶことが

できる。たとえば、オーストラリア小麦委員会は、ライセンス契約の下で生産者から直接

ロイヤルティを徴収するためのエンドポイントロイヤルティスキームを実施した。 

オーストラリアでは PBR が設立されて以来、多くの組織が新しい植物品種の保護を確実

にしてから、商品化を開始している。 

 

PBR の所有権 

植物育成者権は私有財産であり、他の当事者に譲渡(assign)、売却および移転(transfer)

することができる。 

 

抵当権を記録する 

あなたの PBR から設定した（または他人の PBR から設定した）抵当権の詳細を記録した

い場合は、全国オンライン個人財産担保登録簿に記録する必要がある。抵当権などの担保

権は、植物育成者権登録簿に記録することはできない。 

 

研究訓練センター 

PBR から得られたロイヤルティをさらなる研究や育種に充てるための資金提供機関が設

立されている。オーストラリア農業知的財産センター（ACIPA）は、知的財産権（IP）に関

する研究と訓練を行うために設立され、穀物研究開発法人（GRDC）によって資金提供され

ている。 
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保護 
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ロイヤルティを徴収するためのエンドポイントロイヤルティスキームを実施した。 
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植物育成者権（PBR）を取得した後は、登録植物品種に対して独占的な商業権利を持つことに

なる。この権利は登録植物品種から派生する植物にも部分的に拡張される。これらは本質的派生

品種として知られている。 

 

本質的派生品種 

1994年の植物育種者権利法（PBR法）は、登録品種の保護を本質的派生品種（EDV）にま

で拡張している。本質的派生品種は、登録された植物品種のすべての本質的な特性を持つ

が、明確に区別でき、それ自体で PBR登録の資格がある。 

最初に登録された品種の育成者権者またはその独占的被許諾者は、IPオーストラリアに、

本質的派生品種として第 2の品種を公表するよう依頼することができる。これは、2番目の

品種が最初の品種の範囲内に入ることを意味する。つまり、複数の人が 2 番目の品種に対

する権利を持ち、商品化の条件に同意する必要があるかもしれないということになる。第

２の品種が本質的派生品種であるという公表は、第２の品種においてＰＢＲが許可された

（または申請された）かどうかにかかわらず行うことができる。 

 

農場に保存された種子 

来シーズンのために種を保存することは、何千年もの間行われてきたことであり、我々

の生存に不可欠である。PBR 法第 17 条は、農民が特定の条件下で種子やその他の繁殖物を

再利用することを認め、PBR侵害の例外としている。これは、農場に保存された種子（FSS）

条項と呼ばれている。 

 

合理的なパブリックアクセスからの免除 

植物育成者権の権利者が、育成者権取得後 2 年以内に登録植物品種への合理的なパブリッ

クアクセスを保証することが PBRの要件である。この要件に対する唯一の免除は、PBR法の第

19条（11）に記載されている。 

「本条は、植物育成者権の権利を付与した時に、局長が、当該品種の植物は、消費財と

して直接使用されるものではないと確信した旨を書面により認証した植物品種に関しては、

適用されない。」 

現在、植物品種が消費財として直接使用できないと認定されている唯一の状況は、ハイ

ブリッド品種の継続的再生産のために親品種が必要とされる場合である。そのような場合、

合理的なパブリックアクセスから免除を受けることが可能であるかもしれない。この免除

の申請は、当該品種が PBRを取得する前に行う必要がある。 

 

PBR の詳細   （最終更新： 2019 年 2 月 24 日） 
PBR の保護期間を延長する 

PBR法の第 22条（3）の下、特定の分類群の植物品種における PBRの保護期間を延長する

ための規則を定めることができる。そのような規則が定められる可能性がある状況に関す

る詳細情報を入手したい場合は、PBR@ipaustralia.gov.au まで連絡すること。 

 

植物育成者権協議グループ 

植物育成者権協議グループ（PBRCG）は、オーストラリアの植物育成者権制度に関連する

問題についての協議、議論および情報交換を行なうための主要フォーラム。このグループ

は、植物育成者権諮問委員会（PBRAC）に代わるものである。 
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植物育成者権に加えて、他の形の知的財産（IP）も利用することができる。さまざまな

組み合わせで一つの植物品種に付加価値を付けることができ、状況に応じて保護の適切な

組み合わせが可能となる。 

最も一般的な 2つの追加オプションは、商標と特許である。 

 

商標と植物：商標は、ある業者の商品とサービスを別の業者の商品やサービスと区別する

ために使用される。商標は品種名として使用することはできないが、バナーまたはブラン

ドとして使用し、さまざまな種類の品種を販売することができる。 

 

特許と植物：新しい植物も特許を取得することができる場合がある。例えば、病害抵抗性

を持つ独自の植物遺伝子に関する特許を取得することが可能。この遺伝子をある植物品種

に組み込み、その後 PBRによって保護することもできる。 

 

専門的なアドバイスを得る 

これらのオプションに関する具体的な支援および助言については、有資格者（QP）に連

絡することができる。 

 

  

PBR およびその他の知的財産権   （最終更新：2016年 5月 30日）  

 

植物育成者権登録に必要な平均期間は 2 年半程度である。出願者は申請書パート 1 とパ

ート 2 を提出し、栽培試験のサポートを得るために有資格者（QP）を雇う必要がある。出

願プロセスのさまざまな段階で手数料がかかる。 

 

タイムフレーム 

登録プロセスは出願品種によって、1 年弱で完了するものもあれば、10 年以上かかるも

のもある。栽培試験は完了するのに時間がかかり、品種によって異なる。小麦品種の登録

までの平均所要期間は 2 年近く。バラの場合は約 2 年半、リンゴは平均 5 年強、マンゴー

は 10年ほどかかる。 

完全な保護が与えられた後の保護期間は以下の通り。 

・樹木やつる植物（Actinidiaキウイフルーツ、Bougainvilleaブーゲンビリア、Campsis

ノウゼンカズラ、Hederaヘデラおよび Vitisブドウ）は 25年 

・その他の種は 20年 

これは、年間登録料を支払い、品種に課された条件に従うことが条件である。支払いが

ない場合は申請が失効し、保護が失われる可能性がある。 

植物育成者権が失効するか、権利者によって放棄されるか、または取り消されると、そ

の品種は公共財産に戻り、誰もが利用できるようになる。権利期間が限られていることで、

私的利益と公益のバランスが保たれている。 

 

費用 

出願者が支払う料金は以下の通り。 

・出願料 

・審査料 

・証明書料 

・年間登録料 

 

支払は IPオーストラリアのオンラインサービスを介して行うことができる。大量取引が

承認された企業は、企業間取引（B2B）で支払うことができる。 

GST（物品サービス税）は、1999 年 GST 法第 81 条に基づき、これらの法定手数料には適

用されない。 

すべての料金リストは 1994年の植物育成者権規則の料金表にある。 

払い戻しは、当局の払い戻しガイドラインに従って限られた状況でのみ可能。 

PBR の時間と費用   （最終更新：2019年 1月 18日） 
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登録プロセスは出願品種によって、1 年弱で完了するものもあれば、10 年以上かかるも

のもある。栽培試験は完了するのに時間がかかり、品種によって異なる。小麦品種の登録

までの平均所要期間は 2 年近く。バラの場合は約 2 年半、リンゴは平均 5 年強、マンゴー

は 10年ほどかかる。 

完全な保護が与えられた後の保護期間は以下の通り。 

・樹木やつる植物（Actinidiaキウイフルーツ、Bougainvilleaブーゲンビリア、Campsis

ノウゼンカズラ、Hederaヘデラおよび Vitisブドウ）は 25年 

・その他の種は 20年 

これは、年間登録料を支払い、品種に課された条件に従うことが条件である。支払いが

ない場合は申請が失効し、保護が失われる可能性がある。 

植物育成者権が失効するか、権利者によって放棄されるか、または取り消されると、そ

の品種は公共財産に戻り、誰もが利用できるようになる。権利期間が限られていることで、

私的利益と公益のバランスが保たれている。 

 

費用 

出願者が支払う料金は以下の通り。 

・出願料 

・審査料 

・証明書料 

・年間登録料 

 

支払は IPオーストラリアのオンラインサービスを介して行うことができる。大量取引が

承認された企業は、企業間取引（B2B）で支払うことができる。 

GST（物品サービス税）は、1999 年 GST 法第 81 条に基づき、これらの法定手数料には適

用されない。 
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出願料 

PRISMA または e サービスから出願申請される場合、申請書パート 1 提出の際に出願料を

支払わなければならない。出願料は以下を含む費用である。 

・申請受理のための初期審査 

・申請受理通知の発行 

・12ヶ月の仮保護 

 

 

 

 

注） オンライン電子申請書 PRISMAは UPOVによって管理されているツール。現在のところ、

PRISMAの使用料は少なくとも 2019年 12月 31日までは無料。UPOVが今後 PRISMAの使

用料を請求するかどうかにかかわらず、オーストラリアの PBR 申請料 345 豪ドルは支

払わなければならない。 

 

有資格者（QP）の費用 

申請書を提出する際には、有資格者（QP）を指名する必要がある。QP は出願者が育成し

ている植物品種の専門家である。コンサルタント QPのリストは、当ウェブサイト内の有資

格者名簿（Qualified Persons Directory）を参照。QPは規定の料金を請求することになる

が、出願者は QPと料金について話し合うことが可能。 

 

審査料 

審査料は、申請が受理されてから 12 ヶ月以内に支払う。出願品種の詳細な説明を 12 ヶ

月以内に提出する場合はそれと一緒に支払わなければならない。料金が支払われた後、栽

培試験と出願品種に関する説明の公表が行われる。 

審査料が 12ヶ月以内に支払われない場合、申請は拒否され、その品種は仮保護を得られ

ない。 

輸入品種の場合、この期日を延長して、品種が検疫から解放された日から 12ヶ月とする

ことができる。この方法については、植物育成者権事務所に相談すること。 

審査料は以下の経費をカバーする。 

・栽培試験（必要な場合）または海外のテストレポートを含む出願品種の技術審査費用 

・説明の評価 

・植物品種ジャーナルへの新しい品種の説明と写真掲載 

・植物育成者権の適格性を審査するために必要なその他の照会 

 

 

料金項目/アクション 料金 

PBR申請 345豪ドル 

 

証明書 

出願品種の説明が公表された後、6ヶ月以内に出願者は証明書料を支払う。 

この料金には、すべての詳細な内容についての最終審査、証明書の作成、および植物育

成者権登録簿への品種の説明の掲載が含まれる。その後、出願者は植物育成者権を付与さ

れ、証明書を受け取る。 

 

料金項目/アクション 料金 

証明書 345豪ドル 

 

書類の販売 

代替の証明書は、オンラインサービスを通じて注文できる。形式は、写真複写、証明付

き写し、複製の 3種類から選択でき、どの形式かによって料金が異なる。 

記念の証明書は、44.00 豪ドルから 137.50 豪ドルの間で第三者のプロバイダから購入す

ることができる。これはディスプレイ目的のものであり、法的な目的で証明書の代わりに

することはできない。 

同じファイルから１～３つの文書をコピー 各 50豪ドル 

同じファイルから 4つ以上の文書をコピー 200豪ドル 

 

年間登録料 

年間登録料は、毎年植物育成者権が認められた日に支払われる。独占的権利を維持する

ためには年間登録料を支払う必要がある。期日から 30日以内に支払われない場合、植物育

成者権は取り消される。 

 

料金項目/アクション 料金 

審査料 – 単一申請 1,610豪ドル 

審査料 – 海外の試験データに基づく申請 1,610豪ドル 

審査料 – 複数品種の申請（1品種につき） 

但し、同じ申請者と QPによって複数品種の申請書と説明書が同時に

提出され、オーストラリアの同一場所で同時に審査される場合 

1,380豪ドル 

審査料 – 同じ属の 5つ以上の候補品種が認可された集中試験センタ

ーで同時に審査される場合（１品種につき） 
920豪ドル 
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出願料 

PRISMA または e サービスから出願申請される場合、申請書パート 1 提出の際に出願料を

支払わなければならない。出願料は以下を含む費用である。 

・申請受理のための初期審査 

・申請受理通知の発行 

・12ヶ月の仮保護 

 

 

 

 

注） オンライン電子申請書 PRISMAは UPOVによって管理されているツール。現在のところ、

PRISMAの使用料は少なくとも 2019年 12月 31日までは無料。UPOVが今後 PRISMAの使

用料を請求するかどうかにかかわらず、オーストラリアの PBR 申請料 345 豪ドルは支

払わなければならない。 

 

有資格者（QP）の費用 

申請書を提出する際には、有資格者（QP）を指名する必要がある。QP は出願者が育成し

ている植物品種の専門家である。コンサルタント QPのリストは、当ウェブサイト内の有資

格者名簿（Qualified Persons Directory）を参照。QPは規定の料金を請求することになる

が、出願者は QPと料金について話し合うことが可能。 

 

審査料 

審査料は、申請が受理されてから 12 ヶ月以内に支払う。出願品種の詳細な説明を 12 ヶ

月以内に提出する場合はそれと一緒に支払わなければならない。料金が支払われた後、栽

培試験と出願品種に関する説明の公表が行われる。 

審査料が 12ヶ月以内に支払われない場合、申請は拒否され、その品種は仮保護を得られ

ない。 

輸入品種の場合、この期日を延長して、品種が検疫から解放された日から 12ヶ月とする

ことができる。この方法については、植物育成者権事務所に相談すること。 

審査料は以下の経費をカバーする。 

・栽培試験（必要な場合）または海外のテストレポートを含む出願品種の技術審査費用 

・説明の評価 

・植物品種ジャーナルへの新しい品種の説明と写真掲載 

・植物育成者権の適格性を審査するために必要なその他の照会 

 

 

料金項目/アクション 料金 

PBR申請 345豪ドル 

 

証明書 

出願品種の説明が公表された後、6ヶ月以内に出願者は証明書料を支払う。 

この料金には、すべての詳細な内容についての最終審査、証明書の作成、および植物育

成者権登録簿への品種の説明の掲載が含まれる。その後、出願者は植物育成者権を付与さ

れ、証明書を受け取る。 

 

料金項目/アクション 料金 

証明書 345豪ドル 

 

書類の販売 

代替の証明書は、オンラインサービスを通じて注文できる。形式は、写真複写、証明付

き写し、複製の 3種類から選択でき、どの形式かによって料金が異なる。 

記念の証明書は、44.00 豪ドルから 137.50 豪ドルの間で第三者のプロバイダから購入す

ることができる。これはディスプレイ目的のものであり、法的な目的で証明書の代わりに

することはできない。 

同じファイルから１～３つの文書をコピー 各 50豪ドル 

同じファイルから 4つ以上の文書をコピー 200豪ドル 

 

年間登録料 

年間登録料は、毎年植物育成者権が認められた日に支払われる。独占的権利を維持する

ためには年間登録料を支払う必要がある。期日から 30日以内に支払われない場合、植物育

成者権は取り消される。 

 

料金項目/アクション 料金 

審査料 – 単一申請 1,610豪ドル 

審査料 – 海外の試験データに基づく申請 1,610豪ドル 

審査料 – 複数品種の申請（1品種につき） 

但し、同じ申請者と QPによって複数品種の申請書と説明書が同時に

提出され、オーストラリアの同一場所で同時に審査される場合 

1,380豪ドル 

審査料 – 同じ属の 5つ以上の候補品種が認可された集中試験センタ

ーで同時に審査される場合（１品種につき） 
920豪ドル 
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料金項目/アクション 料金（オンラインサービス） 手数料（その他の手段） 

更新／年間登録料 345豪ドル 395豪ドル 

 

異議申し立て手数料 

PBR法第 35条に基づく PBR申請に対する異議の申し立て。 

第 35条異議申し立て 100豪ドル 

 

その他の手数料 

すべての料金のリストは、植物育成者権規則 1994 のスケジュール 1 に記載されている。 

（植物育成者権規則 1994： https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00163） 

 

申請が無効となるとき 

申請から 12 ヶ月後までに審査手数料が支払われなかった場合、または次の場合は 24 ヶ

月の仮保護期間の後、申請は無効とみなされる。 

・当局が完成した申請書を受領していない場合 

・当局が審査を進行するように要請を受けていない場合 

・仮保護の延長が要求も付与もされていない場合 

・証明書料金が支払われていない場合 

 

当局は無効となる申請を調査し、それらが PBR法の第 44条に完全に準拠していない場合、

申請は拒絶される。その後、仮保護は失効し、当該品種に対する優先権主張は失われ、当

該品種が販売された場合には、育成者が再度出願申請をしても植物育成者権の対象外とな

る。 

申請が拒絶された後も品種が保護されているかのごとく表示するラベルまたは他の手段

を継続的に使用すると、植物育成者権法第 75条違反となる。 

 

  

 

 

新しい植物品種を開発したならば、それを保護するために植物育成者権（PBR）を申請す

ることを考えるべきである。 

 

申請者 

PBRを申請するには、オーストラリアの居住者、または海外の育成者または所有者を代理

するオーストラリアの代理人である必要がある。 

PBRの申請を提出できるのは次の通り： 

・新品種の本来の育成者（育成者が法人の従業員の場合は雇用主が申請書を提出するこ

とができる） 

・本来の育成者から所有権を取得した人または組織 

 

登録可能な品種 

新品種または規定の販売期間内に販売された品種のみ登録が可能。保護基準を確認し、

オーストラリアの植物育成者権検索を行って、出願品種が新品種に該当するかどうかを確

認する。 

 

新品種の販売について 

PBRの申請をする前の新品種の販売には厳しい期限がある。この期限は、品種が売りに出

された最初の日から厳密に計算される。この期間を超えて新品種を販売していた場合は、

PBRを申請することはできない。 

出願品種は以下の期間内で販売が許可されている。 

・オーストラリアでは 1年以内 

・海外での販売は、木本およびつる性植物（Actinidia キウイフルーツ、Bougainvillea

ブーゲンビリア、Campsis ノウゼンカズラ、Hedera ヘデラおよび Vitis ブドウ）の場

合 6年以内 

・海外で販売された他のすべての種は 4年以内 

 

販売の定義 

販売は、育成者の同意を得て行われることを条件として、貸与または物々交換（サービ

スを含む）を介して、金銭または物品と引き換えに繁殖または収穫された材料を供給する

ことと定義される。 

交換が個人に対してか、公衆に対してか、卸売業者に対して行われるのかどうか、少数

であるか、市場価値を下回っているかには関わらない。 

PBR を持つかどうかを決める   （最終更新：2018年 4月 19日） 
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料金項目/アクション 料金（オンラインサービス） 手数料（その他の手段） 

更新／年間登録料 345豪ドル 395豪ドル 

 

異議申し立て手数料 

PBR法第 35条に基づく PBR申請に対する異議の申し立て。 

第 35条異議申し立て 100豪ドル 

 

その他の手数料 

すべての料金のリストは、植物育成者権規則 1994 のスケジュール 1 に記載されている。 

（植物育成者権規則 1994： https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00163） 

 

申請が無効となるとき 

申請から 12 ヶ月後までに審査手数料が支払われなかった場合、または次の場合は 24 ヶ

月の仮保護期間の後、申請は無効とみなされる。 

・当局が完成した申請書を受領していない場合 

・当局が審査を進行するように要請を受けていない場合 

・仮保護の延長が要求も付与もされていない場合 

・証明書料金が支払われていない場合 

 

当局は無効となる申請を調査し、それらが PBR法の第 44条に完全に準拠していない場合、

申請は拒絶される。その後、仮保護は失効し、当該品種に対する優先権主張は失われ、当

該品種が販売された場合には、育成者が再度出願申請をしても植物育成者権の対象外とな

る。 

申請が拒絶された後も品種が保護されているかのごとく表示するラベルまたは他の手段

を継続的に使用すると、植物育成者権法第 75条違反となる。 

 

  

 

 

新しい植物品種を開発したならば、それを保護するために植物育成者権（PBR）を申請す

ることを考えるべきである。 

 

申請者 

PBRを申請するには、オーストラリアの居住者、または海外の育成者または所有者を代理

するオーストラリアの代理人である必要がある。 

PBRの申請を提出できるのは次の通り： 

・新品種の本来の育成者（育成者が法人の従業員の場合は雇用主が申請書を提出するこ

とができる） 

・本来の育成者から所有権を取得した人または組織 

 

登録可能な品種 

新品種または規定の販売期間内に販売された品種のみ登録が可能。保護基準を確認し、

オーストラリアの植物育成者権検索を行って、出願品種が新品種に該当するかどうかを確

認する。 

 

新品種の販売について 

PBRの申請をする前の新品種の販売には厳しい期限がある。この期限は、品種が売りに出

された最初の日から厳密に計算される。この期間を超えて新品種を販売していた場合は、

PBRを申請することはできない。 

出願品種は以下の期間内で販売が許可されている。 

・オーストラリアでは 1年以内 

・海外での販売は、木本およびつる性植物（Actinidia キウイフルーツ、Bougainvillea

ブーゲンビリア、Campsis ノウゼンカズラ、Hedera ヘデラおよび Vitis ブドウ）の場

合 6年以内 

・海外で販売された他のすべての種は 4年以内 

 

販売の定義 

販売は、育成者の同意を得て行われることを条件として、貸与または物々交換（サービ

スを含む）を介して、金銭または物品と引き換えに繁殖または収穫された材料を供給する

ことと定義される。 

交換が個人に対してか、公衆に対してか、卸売業者に対して行われるのかどうか、少数

であるか、市場価値を下回っているかには関わらない。 

PBR を持つかどうかを決める   （最終更新：2018年 4月 19日） 
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特定の状況下では、品種を増やしたり評価したりするために作られた材料の交換または

処分は販売とみなされない。 

 

PBR 出願申請を決定する 

PBRの出願申請には栽培試験を含むいくつかの段階がある。ただし、申請書パート 1の提

出は非常に安価に行うことができる。申請書パート１により、あなたの品種が登録基準を

満たしうるかどうかが審査される。 

認定資格者（QP）が、出願するかどうかの決定および申請手続のサポートを行う。申請

手続の一部には QPの専門知識が必要であり、申請書パート 1を提出する際に、QPを選定し、

指名しなければならない。 

 

仮保護 

申請書パート 1が受理されると、出願品種は 12ヶ月間仮保護の対象となる。これによっ

て出願者は育成者権者と見なされるが、出願品種に完全な PBR 保護が付与されるまでは、

侵害に対して訴訟を起こすことはできない。仮保護は、栽培試験を実施するかどうか、そ

して完全な PBR保護のために申請パート 2に進むかどうかを決めるための時間を与える。 

 

その他の保護形態 

特許や商標を含む、他の形態の知的財産権保護を検討することも可能である。 

商標と植物： 商標は、あるトレーダーの商品やサービスを別のトレーダーの商品やサービ

スと区別するために使用される。商標は品種名として使用することはできないが、バナー

またはブランドとして使用し、さまざまな種類の品種を販売することができる。 

特許と植物： 新しい植物も特許を取得することができる場合がある。たとえば、病害抵抗

性に関する独自の植物遺伝子に関する特許を取得することが可能である。この遺伝子は、

様々な植物に組み込むことができ、それはまた PBRによって保護することができる。 

 

  

 

 

オーストラリア植物育成者権（PBR）データベースには、オーストラリアのすべての PBR

品種に関する情報が含まれている。 

1994年の植物育種者権利法第 44条のもと、または以前の法律のもとで申請パート 2が承

認され、完全な権利を与えられている品種については詳細な説明と画像を見ることができ

る。 

このデータベースには、PBR申請が現在「受け付け」状態になっている品種に関する情報

は含まれない。「受け付け」状態というのは、申請書パート 1が提出されているが、まだ承

認プロセスが完了していない品種のことである。受け付け状態の品種についての詳細は、

当局へ問い合わせること。 

 

簡易検索 

検索データベース内で、検索したい品種の属または種がわかる場合は、[属]および[種]

フィールドでそれを選択。 

「種類」、「別称」、「一般名」、「品種登録者」、「申請番号」、および「代理人」の各フィー

ルドでは、それらのフィールド内で検索するキーワードを入力できる。 

たとえば、[品種]フィールドに「バラ（ローズ）」と入力すると、「バラ（ローズ）」とい

う単語を含むすべてのレコードが検索され、「ピンクローズ」、「ローズバタフライ」、「プリ

ムローズプチ」などの品種が表示される。 

出願日、承認日、および登録日は、開始日フィールドと終了日フィールドに日付を入力

して検索する。下の表に示すように、検索を狭くしたり広げたりするには、これらのフィ

ールドの一方または両方を空白のままにする。 

 

検索方法 

開始日 終了日 検索結果 

ｘ ｙ 日付が xと yの間（xとｙを含む）を検索 

ｘ  日付が x以降を検索 

 ｙ 日付が y以前を検索 

ｘ ｘ 日付が xであるものを検索 

  日付指定なしですべての結果を表示 

 

高度な検索 

より複雑な検索を実行することもできる。 

たとえば、2005年から 2015年の間に PBRを付与された、品種登録者 David Austin Roses 

PBR を検索する   （最終更新：2016年 5月 31日） 
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特定の状況下では、品種を増やしたり評価したりするために作られた材料の交換または

処分は販売とみなされない。 

 

PBR 出願申請を決定する 

PBRの出願申請には栽培試験を含むいくつかの段階がある。ただし、申請書パート 1の提
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認定資格者（QP）が、出願するかどうかの決定および申請手続のサポートを行う。申請

手続の一部には QPの専門知識が必要であり、申請書パート 1を提出する際に、QPを選定し、
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オーストラリア植物育成者権（PBR）データベースには、オーストラリアのすべての PBR

品種に関する情報が含まれている。 

1994年の植物育種者権利法第 44条のもと、または以前の法律のもとで申請パート 2が承

認され、完全な権利を与えられている品種については詳細な説明と画像を見ることができ

る。 
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ムローズプチ」などの品種が表示される。 

出願日、承認日、および登録日は、開始日フィールドと終了日フィールドに日付を入力

して検索する。下の表に示すように、検索を狭くしたり広げたりするには、これらのフィ
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開始日 終了日 検索結果 
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 ｙ 日付が y以前を検索 

ｘ ｘ 日付が xであるものを検索 

  日付指定なしですべての結果を表示 

 

高度な検索 

より複雑な検索を実行することもできる。 

たとえば、2005年から 2015年の間に PBRを付与された、品種登録者 David Austin Roses 

PBR を検索する   （最終更新：2016年 5月 31日） 
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Ltd の「バラ」品種を見つけたい場合は、[一般名]フィールドに「rose」と入力し、[品種

登録者]フィールドに「David Austin」と入力。 「ステータス」メニューから「登録」を

選択し、「登録日」フィールドに開始日（2005年 1月 1日）と終了日（2015年 12月 31日）

を入力し、検索ボタンを押す。 

 

海外の PBR検索 

海外の既存の PBR登録品種を検索するには、PLUTOデータベースを利用できる。但し、す

べての国の当局が PLUTO にデータを提供しているわけではなく、独自の検索可能なデータ

ベースを持っている場合があるので、それらのウェブサイトで検索することができる。各

国の PVPオフィスは UPOVのウェブサイト（https://www.upov.int/members/en/ 

pvp_offices.html）に掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

すべての PBR 品種が検索可能なデータベース。 詳細な説明と画像は、品種が 1994 年植

物育種者権利法第 44条または 1987年植物品種権利法第 26条に基づく全権利を付与されて

いる場合に利用可能。 

 

検索   

 

属 

種 

品種 

別称 

一般名 

育成者番号 

信用照会先 

その他の照会 

ステータス 

所有者 

申請番号 

代理人 

          開始日       終了日 

受付日             ～ 

受理日             ～ 

登録日             ～ 

 

 

注：最近登録されたばかりの品種の説明と画像は検索可能となるまでに多少時間がかかる。 

植物育成者権 – データベース検索 

 検索 テキストのみ   リセット 
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pvp_offices.html）に掲載されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

すべての PBR 品種が検索可能なデータベース。 詳細な説明と画像は、品種が 1994 年植

物育種者権利法第 44条または 1987年植物品種権利法第 26条に基づく全権利を付与されて

いる場合に利用可能。 
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種 

品種 

別称 

一般名 

育成者番号 

信用照会先 

その他の照会 

ステータス 

所有者 

申請番号 

代理人 

          開始日       終了日 

受付日             ～ 

受理日             ～ 

登録日             ～ 

 

 

注：最近登録されたばかりの品種の説明と画像は検索可能となるまでに多少時間がかかる。 

植物育成者権 – データベース検索 

 検索 テキストのみ   リセット 
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植物育成者権（PBR）の出願申請は段階的に行われる。申請パート 1は最初のステップで

あり、新しい植物品種に仮保護を提供する。 

 

出願期間 

PBR 出願ができるのはオーストラリアで商品化されてから 12 ヶ月未満の品種である。こ

の期間は未譲渡性期間として知られている。出願品種を販売したか宣伝した最初の日から

12 ヶ月以内に申請書パート 1 を提出する必要がある。 12 ヶ月以上経過して 1 日でも経つ

と、その新しい品種に対する植物育成者権を申請することはできない。海外での販売は、

PBR を申請する前の最長 4 年間（樹木とつる性植物（Actinidia キウイフルーツ、

Bougainvilleaブーゲンビリア、Campsisノウゼンカズラ、Hederaヘデラおよび Vitisブド

ウ）は 6年間）まで可能である。 

 

申請書パート 1 の提出 

申請書パート 1 では、出願者の詳細情報および出願する新しい植物品種の起源に関する

情報、初めての出願であることを申告する。 

申請書パート 1は、次のいずれかの方法で提出することができる。 

PRISMA  -  UPOVによって開発および管理されているオンライン申請ツールで、オーストラ

リア（および必要に応じて他の参加機関）での申請方法を案内している。PRISMA を通して

提出されたオーストラリアの PBR申請料は eサービスを通して支払われなければならない。 

eサービス - 申請書パート 1を提出するには、以下の申請書式（PDF）をダウンロードして

記入する。 

・第 1部 一般情報（申請書パート 1の書式） 

・有資格者（QP）の指名書式 

・代理人の承認申請（代理人を使う場合）書式 

・補足ページ（申請者が複数いる場合） 

これらの書式をダウンロードして記入し、オンラインで提出して申請料を支払う。 

 

有資格者（QP）の指名 

申請書パート 1 と同時に、有資格者（QP）指名書式に記入する。栽培試験や詳細な植物

品種の説明など、次のステップをサポートするための有資格者（QP）を指名せずに PBR を

申請することはできない。 QPの連絡先は、有資格者（QP）ディレクトリ 

（ https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/qualified-persons-directory）参

照。 

申請パート１   （最終更新：2019年 1月 14日） 
免責事項：このデータベースには、「受付（Received）」ステータスになっている品種は含

まれない。 

 「受付」ステータスとは、申請が提出されたものの、受理するかどうか保留中の

もの。 

 「受付」ステータスについての問合せ先：PBR@ipaustralia.gov.au 
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植物育成者権（PBR）の出願申請は段階的に行われる。申請パート 1は最初のステップで

あり、新しい植物品種に仮保護を提供する。 

 

出願期間 

PBR 出願ができるのはオーストラリアで商品化されてから 12 ヶ月未満の品種である。こ

の期間は未譲渡性期間として知られている。出願品種を販売したか宣伝した最初の日から

12 ヶ月以内に申請書パート 1 を提出する必要がある。 12 ヶ月以上経過して 1 日でも経つ

と、その新しい品種に対する植物育成者権を申請することはできない。海外での販売は、

PBR を申請する前の最長 4 年間（樹木とつる性植物（Actinidia キウイフルーツ、

Bougainvilleaブーゲンビリア、Campsisノウゼンカズラ、Hederaヘデラおよび Vitisブド

ウ）は 6年間）まで可能である。 

 

申請書パート 1 の提出 

申請書パート 1 では、出願者の詳細情報および出願する新しい植物品種の起源に関する

情報、初めての出願であることを申告する。 

申請書パート 1は、次のいずれかの方法で提出することができる。 

PRISMA  -  UPOVによって開発および管理されているオンライン申請ツールで、オーストラ

リア（および必要に応じて他の参加機関）での申請方法を案内している。PRISMA を通して

提出されたオーストラリアの PBR申請料は eサービスを通して支払われなければならない。 

eサービス - 申請書パート 1を提出するには、以下の申請書式（PDF）をダウンロードして

記入する。 

・第 1部 一般情報（申請書パート 1の書式） 

・有資格者（QP）の指名書式 

・代理人の承認申請（代理人を使う場合）書式 

・補足ページ（申請者が複数いる場合） 

これらの書式をダウンロードして記入し、オンラインで提出して申請料を支払う。 

 

有資格者（QP）の指名 

申請書パート 1 と同時に、有資格者（QP）指名書式に記入する。栽培試験や詳細な植物

品種の説明など、次のステップをサポートするための有資格者（QP）を指名せずに PBR を

申請することはできない。 QPの連絡先は、有資格者（QP）ディレクトリ 

（ https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/qualified-persons-directory）参

照。 

申請パート１   （最終更新：2019年 1月 14日） 
免責事項：このデータベースには、「受付（Received）」ステータスになっている品種は含

まれない。 

 「受付」ステータスとは、申請が提出されたものの、受理するかどうか保留中の

もの。 

 「受付」ステータスについての問合せ先：PBR@ipaustralia.gov.au 
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植物育成者権のために申請書パート 1 を提出するときには、適切な有資格者（QP）を指

名する必要がある。QPのサービスは有料である。 

 

QP は特定の植物グループの専門家であり、申請の適格性を証明するために当局から認定

されている。 QPは比較栽培試験を監督し、出願者が出願品種の区別性、均一性、安定性を

証明する手助けをする。 

 

まだ QPを指名していない場合は、コンサルタント QPを雇う必要がある。 

 

コンサルタント QPのリストとその連絡先の詳細は、有資格者ディレクトリ 

（ https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/qualified-persons-directory）参

照。 

 

QP の役割 

QP は、対照品種の選択、実験計画、管理体制、データ収集、統計分析、写真撮影、およ

び植物品種の説明の作成を支援する。 

 

QP は、将来の侵害や法的問題から植物品種を保護するために、植物育成者権の申請が有

用であることを保証する役割を果たす。 

 

指名された QPは、証明書によって、出願申請が適切であることを証明しなければならな

い。この書式は、QP が出願申請に関連して行う、あるいは監督する役割の概要を示してい

る。 

 

QP の指名 

植物育成者権の申請はすべて QPを指名しなければならない。これは、当局のオンライン

サービスで提供している「QP1有資格者指名書式」を使用して行われる。この書式は、申請

者および QP に対し、出願申請の準備段階において QP がどのような役割を果たすのかにつ

いてのガイドラインとなる。 

 

QP の指名が承認されたとの通知を受けた後、QP に相談して申請パート 2 を計画できる。 

 

 

有資格者（QP）   （最終更新：2019年 1月 31日） 
申請の審査 

審査プロセスでは、申請の手続き、申請の適格性、および植物品種自体の詳細がチェッ

クされる。申請が「承認」されると、仮保護の対象となる。通常、すべての資格要件が満

たされている場合、申請提出後 2ヶ月以内に承認が下りる。 

完全な PBR保護に向けた次の段階は、比較栽培試験および申請パート 2である。 
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植物育成者権のために申請書パート 1 を提出するときには、適切な有資格者（QP）を指
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者および QP に対し、出願申請の準備段階において QP がどのような役割を果たすのかにつ

いてのガイドラインとなる。 

 

QP の指名が承認されたとの通知を受けた後、QP に相談して申請パート 2 を計画できる。 
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申請の審査 

審査プロセスでは、申請の手続き、申請の適格性、および植物品種自体の詳細がチェッ

クされる。申請が「承認」されると、仮保護の対象となる。通常、すべての資格要件が満

たされている場合、申請提出後 2ヶ月以内に承認が下りる。 

完全な PBR保護に向けた次の段階は、比較栽培試験および申請パート 2である。 
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QP 認定の維持 

認定の有効性を維持するために、QP は植物育成者権に関する知識を最新のものにしてお

かなければならない。QP は、ウェブサイト内のツールとリソースのパートで最新情報を確

認し、各地域の QPワークショップに参加する必要がある。 

 

QPは年間認定料を支払う。請求書は期日の 1か月前に発送される。 

項目/アクション 費用 

資格者としての認定申請 50豪ドル 

有資格者認定の年間更新 50豪ドル 

 

 

 

  

コンサルタント以外の QP 

有資格者には、コンサルタントと非コンサルタントの 2 つのカテゴリがある。コンサル

タント QPは、すべての植物育成者権申請者に対するコンサルタントとなることができると

認められている。 

 

非コンサルタント QP は、育成者、所有者、または指定された代理人、あるいは育成者、

所有者、または指定された代理人の従業員による申請だけを扱うことが認められている。 

 

QP になる 

認定された QPになるには、当局に以下を書面で提出する： 

・連絡先の詳細 

・現在の雇用の詳細 

・資格 

・関連する経験 

・認定を希望する種または種のグループ 

・QPとして行動できる地域 

・3人の保証人の連絡先詳細 

・コンサルタントまたは非コンサルタントのどちらの地位を希望するか 

・認定料 

 

QP認定は個人になされるものであり、会社や組織内の他の人に譲渡することはできない。 

 

認定された QP は、PBR 申請プロセスの原則、実践および発展を網羅する当局のワークシ

ョップに参加しなければならない。希望する地域においてワークショップが開催される場

合は、電子メールで通知される。 

 

認定 QP の電話番号は、Plant Varieties Journal およびこの Web サイトに掲載されてい

る。 

 

ワークショップの詳細については以下を参照： 

有資格者への配布資料 

（ https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/handout_for_qualified_pe

rsons_qps_workshop.pdf） 
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QP 認定の維持 

認定の有効性を維持するために、QP は植物育成者権に関する知識を最新のものにしてお

かなければならない。QP は、ウェブサイト内のツールとリソースのパートで最新情報を確

認し、各地域の QPワークショップに参加する必要がある。 

 

QPは年間認定料を支払う。請求書は期日の 1か月前に発送される。 

項目/アクション 費用 

資格者としての認定申請 50豪ドル 

有資格者認定の年間更新 50豪ドル 

 

 

 

  

コンサルタント以外の QP 

有資格者には、コンサルタントと非コンサルタントの 2 つのカテゴリがある。コンサル

タント QPは、すべての植物育成者権申請者に対するコンサルタントとなることができると

認められている。 

 

非コンサルタント QP は、育成者、所有者、または指定された代理人、あるいは育成者、

所有者、または指定された代理人の従業員による申請だけを扱うことが認められている。 

 

QP になる 

認定された QPになるには、当局に以下を書面で提出する： 

・連絡先の詳細 

・現在の雇用の詳細 

・資格 

・関連する経験 

・認定を希望する種または種のグループ 

・QPとして行動できる地域 

・3人の保証人の連絡先詳細 

・コンサルタントまたは非コンサルタントのどちらの地位を希望するか 

・認定料 

 

QP認定は個人になされるものであり、会社や組織内の他の人に譲渡することはできない。 

 

認定された QP は、PBR 申請プロセスの原則、実践および発展を網羅する当局のワークシ

ョップに参加しなければならない。希望する地域においてワークショップが開催される場

合は、電子メールで通知される。 

 

認定 QP の電話番号は、Plant Varieties Journal およびこの Web サイトに掲載されてい

る。 

 

ワークショップの詳細については以下を参照： 

有資格者への配布資料 

（ https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/handout_for_qualified_pe

rsons_qps_workshop.pdf） 
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上記の場合でも、出願者は植物品種ジャーナルに掲載するために品種の詳細な説明を提

出しなければならない。 

 

集中テストセンター（CTC）の利点 

CTCを使用すると、多数の候補品種を（多数の対照品種とともに）一括で包括的にテスト

できる。これによりコストが削減され、科学的な厳密性が高まる。 

同じ属の 5つ以上の候補品種を同時にテストすると、試験料が通常より 40パーセント程

度安くなる。候補品種が 5つ未満の場合は、CTCで栽培試験を実施したとしても試験料が減

額されることはない。 

 

集中テストセンター（CTC）になる 

CTCとして認定されることを希望する事業所は、下記の選択基準に基づき、書面で当局に

申請を行なう。集中テストセンターとしての認定には費用はかからない。 

 

当初は、各属に許可されている CTC は 1 つのみである。特別な事情、業界のニーズ、お

よび検疫規制により例外が認められる可能性がある。認定は定期的に見直される。 

 

認可された集中テストセンターになるための選択基準 

CTCとして認定されるには、次の条件と基準が満たされる必要がある。 

 

適切な施設 - すべての施設は、過度に環境の影響を受けることなく、中規模から大規模の

科学実験の実施および完了を可能にする施設を備えていなければならない。屋外、温室、

シェードハウス、組織培養ステーションなどの一連の補足的な試験・増殖施設が望まれる。 

 

経験豊富なスタッフ - 植え付けから分析データの提示までのすべての段階において、適切

なトレーニングを受けたスタッフと、PBR 登録の経験を持つ QP へのコンタクトができる必

要がある。 

 

業界のサポート - この施設が州または全国の業界団体または協会によって認められてい

る、またはオーストラリアで PBR 出願を定期的に行ってきた歴史を持つ主要な育種会社ま

たは他の出願者が当該施設を利用することを記した書面を保持していること。 

 

遺伝物質の長期保存能力 - 属に応じて、CTC は、対照品種の供給源として栄養繁殖した種

の遺伝資源を最低限のコストで長期的に収集し維持するという確約をしなければならない。 

  

第三者のための契約テスト - CTC の運営者は、当局による書面での免除通知がない限り、

 

 

ほとんどの場合、申請書パート 1 を提出し、仮保護を受けたら、栽培試験を実施する必

要がある。出願者と出願者が指名した有資格者（QP）は、比較栽培試験のすべてに対して

責任がある。 

 

試験の結果は、出願された新品種が区別性、均一性、安定性を持ち、植物育成者権を得

る資格があるかどうかを判断するために使われる。 

出願者は自分で栽培試験を行なうことも、集中テストセンター（CTC）で行なうこともで

きる。 

 

品種 

出願者は試験における対照品種を選択するが、出願品種に最も類似している一般的に知

られた品種を含めなければならない。 

 

ある種について最初の品種の試験の場合、同じ種の中の出願品種とよく似た特徴を持つ 1

つ以上の既存の品種と比較する必要がある。 

 

植物の数 

栽培試験に必要な品種ごとの植物の数は、繁殖方法によって異なる。UPOV は、それぞれ

の種に関する技術的ガイドラインを作っている。 

UPOVのテストガイドライン：https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html 

 

このガイドラインには、必要な植物数が示されており、必要な反復数を推奨する場合も

ある。 

 

UPOV ガイドラインのない種 

UPOV の技術的ガイドラインがない種の場合は、植物育成者権事務所に相談し、最も適し

た植物の数を決定する必要がある。 

 

栽培試験をしない 

以下の２つ条件を満たす場合、オーストラリアでの比較試験は必要ない可能性がある。 

・UPOVのテストガイドラインと手順に則って UPOV加盟国で出願品種の試験栽培を行なっ

た 

・その試験にはすべての類似したよく知られた品種が含まれていた。 

栽培試験   （最終更新：2016年 5月 31日） 
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上記の場合でも、出願者は植物品種ジャーナルに掲載するために品種の詳細な説明を提

出しなければならない。 

 

集中テストセンター（CTC）の利点 

CTCを使用すると、多数の候補品種を（多数の対照品種とともに）一括で包括的にテスト

できる。これによりコストが削減され、科学的な厳密性が高まる。 

同じ属の 5つ以上の候補品種を同時にテストすると、試験料が通常より 40パーセント程

度安くなる。候補品種が 5つ未満の場合は、CTCで栽培試験を実施したとしても試験料が減

額されることはない。 

 

集中テストセンター（CTC）になる 

CTCとして認定されることを希望する事業所は、下記の選択基準に基づき、書面で当局に

申請を行なう。集中テストセンターとしての認定には費用はかからない。 

 

当初は、各属に許可されている CTC は 1 つのみである。特別な事情、業界のニーズ、お

よび検疫規制により例外が認められる可能性がある。認定は定期的に見直される。 

 

認可された集中テストセンターになるための選択基準 

CTCとして認定されるには、次の条件と基準が満たされる必要がある。 

 

適切な施設 - すべての施設は、過度に環境の影響を受けることなく、中規模から大規模の

科学実験の実施および完了を可能にする施設を備えていなければならない。屋外、温室、

シェードハウス、組織培養ステーションなどの一連の補足的な試験・増殖施設が望まれる。 

 

経験豊富なスタッフ - 植え付けから分析データの提示までのすべての段階において、適切

なトレーニングを受けたスタッフと、PBR 登録の経験を持つ QP へのコンタクトができる必

要がある。 

 

業界のサポート - この施設が州または全国の業界団体または協会によって認められてい

る、またはオーストラリアで PBR 出願を定期的に行ってきた歴史を持つ主要な育種会社ま

たは他の出願者が当該施設を利用することを記した書面を保持していること。 

 

遺伝物質の長期保存能力 - 属に応じて、CTC は、対照品種の供給源として栄養繁殖した種

の遺伝資源を最低限のコストで長期的に収集し維持するという確約をしなければならない。 

  

第三者のための契約テスト - CTC の運営者は、当局による書面での免除通知がない限り、

 

 

ほとんどの場合、申請書パート 1 を提出し、仮保護を受けたら、栽培試験を実施する必

要がある。出願者と出願者が指名した有資格者（QP）は、比較栽培試験のすべてに対して

責任がある。 

 

試験の結果は、出願された新品種が区別性、均一性、安定性を持ち、植物育成者権を得

る資格があるかどうかを判断するために使われる。 

出願者は自分で栽培試験を行なうことも、集中テストセンター（CTC）で行なうこともで

きる。 

 

品種 

出願者は試験における対照品種を選択するが、出願品種に最も類似している一般的に知

られた品種を含めなければならない。 

 

ある種について最初の品種の試験の場合、同じ種の中の出願品種とよく似た特徴を持つ 1

つ以上の既存の品種と比較する必要がある。 

 

植物の数 

栽培試験に必要な品種ごとの植物の数は、繁殖方法によって異なる。UPOV は、それぞれ

の種に関する技術的ガイドラインを作っている。 

UPOVのテストガイドライン：https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html 

 

このガイドラインには、必要な植物数が示されており、必要な反復数を推奨する場合も

ある。 

 

UPOV ガイドラインのない種 

UPOV の技術的ガイドラインがない種の場合は、植物育成者権事務所に相談し、最も適し

た植物の数を決定する必要がある。 

 

栽培試験をしない 

以下の２つ条件を満たす場合、オーストラリアでの比較試験は必要ない可能性がある。 

・UPOVのテストガイドラインと手順に則って UPOV加盟国で出願品種の試験栽培を行なっ

た 

・その試験にはすべての類似したよく知られた品種が含まれていた。 
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植物育成者権（PBR）の申請は段階的に行われる。従って、下記の手順が完了するまでは、

申請書パート 2を提出することはできない。 

・申請パート 1 

・有資格者（QP） 

・栽培試験 

申請パート 1が承認されると、出願品種は侵害に対する仮保護の対象となる。 

植物新品種のための完全で継続的な PBR 保護を得るためには申請書パート 2 を完成させ

る必要がある。 

申請書パート 2 の提出時期は可変であり、主に比較栽培試験を完了し、検討にかかる時

間によって決定される。 

PBR登録が完了するまでには、ほとんどの種の場合、平均 2年半かかる。果樹のような成

長の遅い種は、比較栽培試験を完了するのに時間がかかるため、より長くなる可能性があ

る。 

 

申請パート 2 の手続き 

・植物育成者権のための書式、申請書パート 2 - 品種の説明に記入する。 

 （申請書パート 2（PDF）： 

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/pbr00002_0714.pdf） 

・審査料を支払う。 

 審査料は、申請書パート１の受理から 12 ヶ月以内に、又は受理日から 12 ヶ月未満の場

合は詳細な説明の提出時に支払われなければならない。品種の材料が検疫されている場

合は、審査料の支払いが延期されることがある。 

・繁殖材料を遺伝資源センターに預け、遺伝資源センターへの提出確認書を完成させる。 

 （書式：https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/pbr00009_0516.pdf） 

・有資格者（QP）による証明書を提出する。 

・出願品種と対照品種を比較した説明と写真は、「植物品種ジャーナル」に掲載される。 

‐異議またはコメントのために 6ヶ月の期間が設けられている。 

‐この期間内に証明書料金を支払う。 

 

これらの要件がすべて完了し、異議があった場合はそれが解決されると、PBRの証明書を

受け取ることができる。登録された品種はこの時点から 20年間保護される（いくつかの種

では 25 年間）。保護を維持するには、年間更新料を支払い、保護を維持するために品種に

課された条件に従う必要がある。 

申請パート２   （最終更新： 2016年 5月 31日） 
第三者から提出された品種をテストしなければならない。 

 

一度に 1 つの試験 - 当局による書面での免除通知がない限り、すべての出願品種と対照品

種は 1回の試験でテストされる。 
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植物育成者権（PBR）の申請は段階的に行われる。従って、下記の手順が完了するまでは、

申請書パート 2を提出することはできない。 

・申請パート 1 

・有資格者（QP） 

・栽培試験 

申請パート 1が承認されると、出願品種は侵害に対する仮保護の対象となる。 

植物新品種のための完全で継続的な PBR 保護を得るためには申請書パート 2 を完成させ

る必要がある。 

申請書パート 2 の提出時期は可変であり、主に比較栽培試験を完了し、検討にかかる時

間によって決定される。 

PBR登録が完了するまでには、ほとんどの種の場合、平均 2年半かかる。果樹のような成

長の遅い種は、比較栽培試験を完了するのに時間がかかるため、より長くなる可能性があ

る。 

 

申請パート 2 の手続き 

・植物育成者権のための書式、申請書パート 2 - 品種の説明に記入する。 

 （申請書パート 2（PDF）： 

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/pbr00002_0714.pdf） 

・審査料を支払う。 

 審査料は、申請書パート１の受理から 12 ヶ月以内に、又は受理日から 12 ヶ月未満の場

合は詳細な説明の提出時に支払われなければならない。品種の材料が検疫されている場

合は、審査料の支払いが延期されることがある。 

・繁殖材料を遺伝資源センターに預け、遺伝資源センターへの提出確認書を完成させる。 

 （書式：https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/pbr00009_0516.pdf） 

・有資格者（QP）による証明書を提出する。 

・出願品種と対照品種を比較した説明と写真は、「植物品種ジャーナル」に掲載される。 

‐異議またはコメントのために 6ヶ月の期間が設けられている。 

‐この期間内に証明書料金を支払う。 

 

これらの要件がすべて完了し、異議があった場合はそれが解決されると、PBRの証明書を

受け取ることができる。登録された品種はこの時点から 20年間保護される（いくつかの種

では 25 年間）。保護を維持するには、年間更新料を支払い、保護を維持するために品種に

課された条件に従う必要がある。 

申請パート２   （最終更新： 2016年 5月 31日） 
第三者から提出された品種をテストしなければならない。 

 

一度に 1 つの試験 - 当局による書面での免除通知がない限り、すべての出願品種と対照品

種は 1回の試験でテストされる。 
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植物育成者権（PBR）の申請に対する異議は、以下のことを考える人は誰でも申し立てる

ことができる。 

・その PBRの付与によって異議申立人の商業的利益が影響を受ける 

・申請が正しくないか、不完全であるか、または 1994年の植物育種者権利法によって要

求されるすべての条件を満たしていない 

 

申請に対する異議申し立ては、当局の PBR 登録官に提出しなければならない。異議申立

人は、申請が認められない理由（商業的利益が影響を受ける理由を含む）についての証拠

を提示しなければならない。異議申し立てはしばしば所有権紛争を伴う。 

 

異議申し立ては以下の期間にいつでも提出することができる。 

・申請書パート 1が受理され仮保護下に入った後 

・（申請書パート 2が提出され）品種の説明が公示された後 6ヶ月以内 

 

PBR登録官は、提示された証拠に反論する機会を有する出願者に対して、異議の写しを提

出しなければならない。次に、登録官は異議申し立てが支持されるかどうか、そしてその

後、申請が許可されるかどうかを決定する。このプロセスはかなりの時間を要する。 

 

異議申し立ては、要望があれば一般の人にも有料で公開される。 

 

異議の可能性を最小限に抑える 

異議申し立ての可能性を最小限に抑えるために、PBRの出願申請書類は慎重に準備する必

要がある。既存の品種との区別性が明確になっていないことが、異議を引き起こすかもし

れない。出願品種の詳細な説明が可能な限り完全であり、出願品種と最も類似している既

存品種との違いを明確にしていることが重要である。 

 

  

異議申し立て   （最終更新：2016年 5月 31日） 
審査 

出願品種の詳細な説明を、申請書パート 1の受理から 12ヶ月以内に提出した場合、審査

料を支払うことができる。審査料が支払われた後、栽培試験に関する審査と「植物品種ジ

ャーナル」への掲載が行われる。 

 

審査料が 12ヶ月以内に支払われない場合、出願申請は拒絶され、当該品種は仮保護を受

けられなくなる。また、再出願する資格がなくなる可能性がある。 

 

審査料に含まれるもの： 

・圃場試験（必要な場合）または海外のテストレポートを含む出願申請の技術的審査 

・説明の評価 

出願品種の説明は、国際的に採用されたテストプロトコルを念頭に、対話型品種説

明システム（IVDS）による標準フォーマットを使って、有資格者（QP）によって編

集される。この説明は、出願品種が最も類似した既存の品種と明確に区別できる点

を含む本質的な特徴を説明するものである。 

・「植物品種ジャーナル」への出願品種の説明と写真の掲載 

・PBRに対する適格性を確立するために必要なその他の照会 

 

審査料と検疫植物 

出願申請に係る品種が検疫中の場合は、審査料の支払い期限を延長することができる。

申請書パート１の受付から 12ヶ月以内ではなく、植物品種が検疫から解放された日から 12

ヶ月以内に手数料を支払うことができる。これは、1994 年の植物育成者権利法の 34（7）

項に規定されている。 

このオプションについての相談は当局まで。 

 

異議 

申請パート２が完了すると、出願品種の詳細な説明と写真が「植物品種ジャーナル」に

オンラインで掲載される。その後 6 ヶ月間、第三者が出願申請についてコメントまたは正

式に異議を唱えることができる期間が設けられている。 

承認された出願申請に異議があった場合は、QP または知的財産専門家に相談することを

検討すること。異議が解決され、すべての料金が支払われると、PBRが付与される。 
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異議 
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には適用されない。 

 

海外登録 - 国による違い 

植物育成者権は、植物品種権または植物品種保護と呼ばれることがあるが、これらは事

実上同じである。 

 

出願者がその国の居住者ではない場合、国によっては現地代理人を利用しなければなら

ない。 

 

国によっては、文書送付のためにその国の住所の提供を求められる。友人または仕事上

の連絡先を手配し、オーストラリアにいる出願者に文書を転送してもらう方法を採ること

も可能。 

 

英語がその国の管轄官庁で使用されている公用語ではない場合は、その官庁で使用され

ている公用語に翻訳した文書を提出する必要がある。UPOV－PRISMA による申請では、標準

形式を使用することで、翻訳費用の大部分を回避できる。 

 

植物育成者権を取得し維持するための費用は国によって異なる。 

 

オーストラリアの優先権を使用する 

オーストラリアでの出願申請から 12ヶ月以内に外国で出願申請する場合は、オーストラ

リアで申請書を提出した日を申請の優先日として主張することができる。これを行うには、

オーストラリアの申請書の写しを提出する必要がある。当局において有料で認証付きコピ

ーを入手できる。 

 

海外から新品種を登録する 

海外で開発された植物品種に対する植物育成者権をオーストラリアで登録するには、オ

ーストラリアで開発された新品種と同じ申請プロセスに従う。通常、比較栽培試験も含ま

れる。 

 

1994年の植物育種者権利法（PBR法）では、特定の条件が満たされれば、他の UPOV加盟

国で作成された区別性、均一性、および安定性（DUS）データを比較栽培試験の代わりに使

用することができる。 

以下の場合、海外データの使用が考慮される可能性がある： 

・候補品種に関する最初の PBR申請書が海外で提出されている 

・UPOV加盟国において、その品種が以前から公式の UPOVテストガイドラインとテスト手

 

 

海外で植物新品種を登録することも、海外から品種を輸入してオーストラリアで登録す

ることも可能である。 

 

海外で植物新品種を登録する 

植物育成者権は、オーストラリアで行うのと同様に、それぞれの国で別々に出願申請を

行なう必要がある。 

 

１つの申請で地域全体の植物育成者権が取得できるのは： 

・欧州連合（EU） - すべての EU加盟国で有効 

・アフリカ広域知的財産機関（ARIPO） - 加盟している 16のアフリカ諸国すべてで有効 

 

IP オーストラリアは海外への申請手続きの一部を担っているわけではないので、海外へ

の植物育成者権申請のサポートはできない。申請用紙を提供したり、他の国の当局に対す

る申請や手数料を受け取ることはできない。但し、出願先国が UPOV－PRISMA（オンライン

申請ツール）の参加メンバーである場合は、PRISMA を使って申請書を提出することが可能

である。 

 

UPOV 加盟国への出願登録 

オーストラリアは UPOV加盟国である。主要工業国およびオーストラリアの主要貿易相手

国を含む 70以上の国が UPOVに加盟している。 

 

UPOV 加盟国では、オーストラリアの出願者もその国の国民と同様に扱われる。国によっ

ては代理人が必要な場合もあるが、特別な規則は適用されない。通常、出願者は他の加盟

国での申請の基礎としてオーストラリアの申請を使用することができる。特に、オンライ

ン申請ツール PRISMAは、以前の申請で入力した情報を再利用できるため、PRISMAに参加し

ている国に出願する場合は有用である。 

 

植物育成者権の出願システムは加盟国では似ているが、保護の範囲と申請の管理にはい

くつかの違いがある。すべての UPOV 加盟国が全植物を保護対象としているわけではない。 

 

UPOV 加盟国では、出願申請書を提出する前の出願品種の販売期間を国内での販売期間よ

り長くしている。加盟国は、自国以外の国では最大 4 年間、木本やつる性植物の場合は 6

年間、出願品種を販売することを認めている。但し、アメリカにおいては、無性繁殖植物
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には適用されない。 

 

海外登録 - 国による違い 

植物育成者権は、植物品種権または植物品種保護と呼ばれることがあるが、これらは事

実上同じである。 

 

出願者がその国の居住者ではない場合、国によっては現地代理人を利用しなければなら

ない。 

 

国によっては、文書送付のためにその国の住所の提供を求められる。友人または仕事上

の連絡先を手配し、オーストラリアにいる出願者に文書を転送してもらう方法を採ること

も可能。 

 

英語がその国の管轄官庁で使用されている公用語ではない場合は、その官庁で使用され

ている公用語に翻訳した文書を提出する必要がある。UPOV－PRISMA による申請では、標準

形式を使用することで、翻訳費用の大部分を回避できる。 

 

植物育成者権を取得し維持するための費用は国によって異なる。 

 

オーストラリアの優先権を使用する 

オーストラリアでの出願申請から 12ヶ月以内に外国で出願申請する場合は、オーストラ

リアで申請書を提出した日を申請の優先日として主張することができる。これを行うには、

オーストラリアの申請書の写しを提出する必要がある。当局において有料で認証付きコピ

ーを入手できる。 

 

海外から新品種を登録する 

海外で開発された植物品種に対する植物育成者権をオーストラリアで登録するには、オ

ーストラリアで開発された新品種と同じ申請プロセスに従う。通常、比較栽培試験も含ま

れる。 

 

1994年の植物育種者権利法（PBR法）では、特定の条件が満たされれば、他の UPOV加盟

国で作成された区別性、均一性、および安定性（DUS）データを比較栽培試験の代わりに使

用することができる。 

以下の場合、海外データの使用が考慮される可能性がある： 

・候補品種に関する最初の PBR申請書が海外で提出されている 

・UPOV加盟国において、その品種が以前から公式の UPOVテストガイドラインとテスト手

 

 

海外で植物新品種を登録することも、海外から品種を輸入してオーストラリアで登録す

ることも可能である。 

 

海外で植物新品種を登録する 

植物育成者権は、オーストラリアで行うのと同様に、それぞれの国で別々に出願申請を

行なう必要がある。 

 

１つの申請で地域全体の植物育成者権が取得できるのは： 

・欧州連合（EU） - すべての EU加盟国で有効 

・アフリカ広域知的財産機関（ARIPO） - 加盟している 16のアフリカ諸国すべてで有効 

 

IP オーストラリアは海外への申請手続きの一部を担っているわけではないので、海外へ

の植物育成者権申請のサポートはできない。申請用紙を提供したり、他の国の当局に対す

る申請や手数料を受け取ることはできない。但し、出願先国が UPOV－PRISMA（オンライン

申請ツール）の参加メンバーである場合は、PRISMA を使って申請書を提出することが可能

である。 

 

UPOV 加盟国への出願登録 

オーストラリアは UPOV加盟国である。主要工業国およびオーストラリアの主要貿易相手

国を含む 70以上の国が UPOVに加盟している。 

 

UPOV 加盟国では、オーストラリアの出願者もその国の国民と同様に扱われる。国によっ

ては代理人が必要な場合もあるが、特別な規則は適用されない。通常、出願者は他の加盟

国での申請の基礎としてオーストラリアの申請を使用することができる。特に、オンライ

ン申請ツール PRISMAは、以前の申請で入力した情報を再利用できるため、PRISMAに参加し

ている国に出願する場合は有用である。 

 

植物育成者権の出願システムは加盟国では似ているが、保護の範囲と申請の管理にはい

くつかの違いがある。すべての UPOV 加盟国が全植物を保護対象としているわけではない。 

 

UPOV 加盟国では、出願申請書を提出する前の出願品種の販売期間を国内での販売期間よ

り長くしている。加盟国は、自国以外の国では最大 4 年間、木本やつる性植物の場合は 6

年間、出願品種を販売することを認めている。但し、アメリカにおいては、無性繁殖植物
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植物育種者権（PBR）の管理には以下のことが伴う： 

・年間登録料を支払う 

・登録された植物品種に正しくラベルを付ける 

・登録された植物品種を商業的に利用する（それを望むなら） 

・登録された植物品種に係る特定の行為から他の人々を除外する 

 

完全な権利が与えられる前に 

申請パート 1 が承認されると、出願品種は侵害に対する仮保護の対象となる。この段階

の詳細については、申請プロセス参照。 

 

PBR 法に基づくあなたの権利 

1994年植物育成者権法（PBR法）に基づいて多数の権利が保証されている。 

 

商業上の利益 

育成者権者は、個人または法人との契約上の取り決め（ライセンス契約）を通じて、あ

るいは自身によって登録品種を販売する機会を持つ。 

PBRは、登録された植物品種を商品化する権利を保護することに加え、類似の植物に登録

品種の名称と別称を使われることからも保護する。 

 

PBR を維持する 

PBRを維持するには、保護期間の間、年間登録更新料を支払わなければならない。 

 

他者の排除 

育成者権者の権利は、品種の繁殖素材に係る特定の行為から他人を排除することである。

これには、繁殖素材の生産、再生産、調整、販売、輸入、輸出、および保存が含まれる。 

 

権利を売る 

PBR は私有財産であり、他人に譲渡、販売および移譲することができる。 PBR を申請す

る権利を譲渡することも可能である。 

 

ラベリング 

植物育成者権が付与された植物品種は、登録されていることを示すために書式に従って

ラベルを付けなければならない。 

PBR を使う   （最終更新： 2019年 2月 24日） 
順を使用して栽培されている（オーストラリアでの比較試験と同等のテスト）。 

・オーストラリアにあるものも含め、すべての一般に知られている最も類似した品種が

海外での DUS試験に含まれている。 

・出願申請されている海外の新品種はオーストラリアの一般に知られているすべての品

種と明らかに異なっているため、さらなる DUSテスト栽培は必要とされない。 

・「植物品種ジャーナル」のフォーマットで品種の詳細な説明を公表できるように、また、

PBR法の要件を満たすために十分なデータと説明的な情報が提供されている。 

 

海外データの使用に関する要件が満たされている場合、出願者に指名された有資格者（QP）

は、通常の方法で詳細な説明および申請書パート 2 を作成して提出することができる。こ

れには、一般に知られている最も類似した品種から、出願品種を区別できるという内容が

含まれる。 

 

海外のデータの使用とオーストラリアでの限られた栽培試験（検証試験）を組み合わせ

ることを選択する出願者もいる。検証試験によって、海外のデータに記載されている出願

品種固有の特徴が現れるかどうかについてのすべての疑いが取り除かれる。検証試験には、

必ずしも対照品種が含まれるとは限らないが、均一性を評価するために使用される方法に

よっては、一般に知られている最も類似した品種を含めることが有用な場合がある。 

 

海外データの例外 

遺伝子型と環境の広範な相互作用のために、いくつかの種については海外のデータは受

け入れられない。海外での試験による品種の記述は、オーストラリアの条件下で栽培した

試験で得られたものと異なる場合がある。 

 

種によっては、オーストラリアで完全な比較栽培試験を実施する必要がある。現在これ

はジャガイモ（Solanum tuberosum）に適用されている。 

 

具体的な支援や助言については、有資格者（QP）に連絡すること。 
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植物育種者権（PBR）の管理には以下のことが伴う： 

・年間登録料を支払う 

・登録された植物品種に正しくラベルを付ける 

・登録された植物品種を商業的に利用する（それを望むなら） 

・登録された植物品種に係る特定の行為から他の人々を除外する 

 

完全な権利が与えられる前に 
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PBR 法に基づくあなたの権利 
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PBRは、登録された植物品種を商品化する権利を保護することに加え、類似の植物に登録

品種の名称と別称を使われることからも保護する。 

 

PBR を維持する 

PBRを維持するには、保護期間の間、年間登録更新料を支払わなければならない。 

 

他者の排除 
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ラベリング 

植物育成者権が付与された植物品種は、登録されていることを示すために書式に従って

ラベルを付けなければならない。 

PBR を使う   （最終更新： 2019年 2月 24日） 
順を使用して栽培されている（オーストラリアでの比較試験と同等のテスト）。 
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・出願申請されている海外の新品種はオーストラリアの一般に知られているすべての品

種と明らかに異なっているため、さらなる DUSテスト栽培は必要とされない。 

・「植物品種ジャーナル」のフォーマットで品種の詳細な説明を公表できるように、また、

PBR法の要件を満たすために十分なデータと説明的な情報が提供されている。 

 

海外データの使用に関する要件が満たされている場合、出願者に指名された有資格者（QP）

は、通常の方法で詳細な説明および申請書パート 2 を作成して提出することができる。こ

れには、一般に知られている最も類似した品種から、出願品種を区別できるという内容が

含まれる。 

 

海外のデータの使用とオーストラリアでの限られた栽培試験（検証試験）を組み合わせ

ることを選択する出願者もいる。検証試験によって、海外のデータに記載されている出願

品種固有の特徴が現れるかどうかについてのすべての疑いが取り除かれる。検証試験には、

必ずしも対照品種が含まれるとは限らないが、均一性を評価するために使用される方法に

よっては、一般に知られている最も類似した品種を含めることが有用な場合がある。 

 

海外データの例外 

遺伝子型と環境の広範な相互作用のために、いくつかの種については海外のデータは受

け入れられない。海外での試験による品種の記述は、オーストラリアの条件下で栽培した

試験で得られたものと異なる場合がある。 

 

種によっては、オーストラリアで完全な比較栽培試験を実施する必要がある。現在これ

はジャガイモ（Solanum tuberosum）に適用されている。 

 

具体的な支援や助言については、有資格者（QP）に連絡すること。 
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e サービスを通して出願申請をする場合は、この書式を使用する。PRISMA を通して申請

する場合は、書式が組み込まれているため、この書式を使わないこと。申請書が（eサービ

スまたは PRISMAを通して）提出され、申請料が支払われた後、申請は審査され、それ以降

の必要事項について通知される。申請書が受理された場合、当該品種は出願申請パート 2

（品種説明）完了までの間、仮保護下に置かれる。 

自宅住所をオンラインで公開したくない場合は提供する必要はない。自宅住所を非公開

にしたい場合は、郵便局の私書箱またはその他の有効な住所を指定できる。法的文書の送

付先住所を私書箱にすることは可能だが、オーストラリアまたはニュージーランドの住所

にする必要がある。 

新規の申請は、eサービスを通じて行われ、Eメールによる申請は受け付けられない。 

 

以下のウェブサイトに補足説明が記載されている。 

植物育成者権申請書パート１について

https://www.ipaustralia.gov.au/plant-breeders-rights/applying-pbr/application-part-1 

電子取引の規則 

https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/doing-business-us/electronic-business-rules 

 

申請書のダウンロード： 

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/pbr00001_1118.pdf（PDF形式/806.35 KB） 

 

植物育成者権の出願申請提出方法  （最終更新：2019年 2月 24日） 

オンラインサービスによる提出 

1. 上記「申請書のダウンロード」から書式をダウンロードする 

2. 書式に記入する 

3. オンラインサービスにサインインまたは戻る 

4. オンラインサービスから正しいサービスリクエストを選択して送信する 

 

郵送による提出 

1. 上記「申請書のダウンロード」から書式をダウンロードする 

2. 書式に記入する 

3. 書式を下記の住所に郵送する 

 

郵送先住所： 私書箱 200 ウォーデン ACT 2606 （PO Box 200, Woden ACT 2606） 

PBR の侵害 

育成者権者は、権利が侵害された場合、民事訴訟を通じて差止命令、損害賠償、または

利益の返還を要求することができる。PBRの侵害に対して民事訴訟を起こすことができるの

は育成者権者のみ。 

 

侵害に対する罰則 

PBR法は、侵害に対して民事訴訟と刑事訴訟の両方を認めている。 

育成者権者は、差止命令、損害賠償または利益の返還を求めて民事訴訟を起こすことが

できる。 PBR 法の 74 条では、個人に対する侵害に対して最大 500 罰金単位を認めている。

罰金単位の額は 1914年犯罪法に規定されている。裁判所はまた、適切と考えられる場合は

追加の損害賠償を裁定することができる。 

 

PBR の虚偽説明 

PBRの虚偽説明には次のものが含まれる。 

・ある品種が実際には保護されていないのに、PBRで保護されていると主張する 

・ある品種が保護されているのに、PBR保護されていないと主張する 

・申請に関して誤った情報を提供する 

 

虚偽説明に対する罰則 

虚偽説明は各違反に対して 60罰金単位を科すことができる。申請に関して虚偽の陳述を

すると、6ヶ月の収監刑が科せられることがある。虚偽説明については PBR法 75条参照。 

 

連邦検察当局は犯罪に対して刑事訴訟を起こすことができるが、それは証拠が決定的で

公共の関心が高いという例外的な状況においてのみである。 
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