
 

 

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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本質的派生品種の宣言 (2016年 3月 14日更新） 

本質的派生品種の宣言を申請する際の書式。PBR 法により、植物育成者権の被付与者は、

4、40 および 41 条で概説されているように、別の品種が当該品種の本質的派生品種の範疇

に相当すると信じる場合には、本質的派生品種の宣言を申請することができる。 

 

第 19条（11）に基づく免除申請書式 (2018年 4月 18日更新） 

 

有資格者（QP）の指名 (2019年 1月 14日更新） 

植物育成者権の出願申請をするとき（第 1部一般情報書式）、または既存の植物育成者権

申請のために指名された有資格者を変更するとき、この書式を使用する。 

 

申請書パート 1の補足ページ (2019年 2月 24日更新）  

この書式は、単一の品種に対する植物育成者権保護の申請者として複数の人（または法

人）が申請している場合に使用される。この書式には、形式的データおよびこの個人また

は法人と当該品種の育成者との関係を記入する。PRISMA を通して申請する場合はすでにシ

ステムに組み込まれているので、この書式は必要ない。 

 

申請書パート２ 品種の説明 (2016年 3月 14日更新） 

この書式は、栽培試験の結果および/または認定された海外のテストレポートの情報を提

示し、特に均一性と安定性に関する証拠を提示する。また、QP による当該品種が登録の基

準を満たしていることの証明も必要。 

 

クレジットカード、小切手、為替による支払い書式 (2015年 1月 14日更新） 

支払いに使用する書式。 

 

権利放棄申請/申請の取り下げ (2014年 11月 17日更新） 

1つまたは複数の育成者権出願申請の取り下げまたは放棄を要請する書式。 

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可

能。 

 

 

 

 

 

 

  

植物育成者権（PBR）の書式 

 

※IPオーストラリアのウェブサイト

（https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/pbr-forms）より以下の書式をダ

ウンロードできる。 

 

植物育成者権の出願申請 （2019年 2月 24日更新） 

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（UPOV が提供

しているオンライン出願システム）を通して申請をする場合は、書式が組み込まれている

ため、この書式を使わないこと。 

 

PBR登録を修正するための申請 （2019年 2月 24日更新） 

PBR登録の間違いを修正するための書式。 

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可

能。 

 

代理人委任状（2019年 2月 24日更新） 

代理人（個人または法人）が申請者に代わって PBR 申請に関する業務を行なうことを承

認する委任状の書式。 

 

データベース注文フォーム（2018年 4月 18日更新） 

特許、商標、意匠、植物育成者権 

※植物育成者権のデータベースは以下から検索可能。 

  http://pericles.ipaustralia.gov.au/pbr_db/ 

 

有資格者による証明書（2019年 1月 14日更新） 

申請パート 2の完了後に有資格者（QP）が行った作業を証明するために提出する。 

 

植物標本室への標本提出確認書（2016年 3月 14日更新） 

植物標本室に出願品種の十分な標本提出をしたことを確認するための書式。 

 

繁殖材料 GRC提出確認書 (2014年 11月 17日更新） 

PBR の付与が行われる前に、申請者の費用で遺伝資源センター（GRC）に出願品種の繁殖

材料を貯蔵のために寄託しなければならない。 

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可能。 

132



本質的派生品種の宣言 (2016年 3月 14日更新） 

本質的派生品種の宣言を申請する際の書式。PBR 法により、植物育成者権の被付与者は、

4、40 および 41 条で概説されているように、別の品種が当該品種の本質的派生品種の範疇

に相当すると信じる場合には、本質的派生品種の宣言を申請することができる。 

 

第 19条（11）に基づく免除申請書式 (2018年 4月 18日更新） 

 

有資格者（QP）の指名 (2019年 1月 14日更新） 

植物育成者権の出願申請をするとき（第 1部一般情報書式）、または既存の植物育成者権

申請のために指名された有資格者を変更するとき、この書式を使用する。 

 

申請書パート 1の補足ページ (2019年 2月 24日更新）  

この書式は、単一の品種に対する植物育成者権保護の申請者として複数の人（または法

人）が申請している場合に使用される。この書式には、形式的データおよびこの個人また

は法人と当該品種の育成者との関係を記入する。PRISMA を通して申請する場合はすでにシ

ステムに組み込まれているので、この書式は必要ない。 

 

申請書パート２ 品種の説明 (2016年 3月 14日更新） 

この書式は、栽培試験の結果および/または認定された海外のテストレポートの情報を提

示し、特に均一性と安定性に関する証拠を提示する。また、QP による当該品種が登録の基

準を満たしていることの証明も必要。 

 

クレジットカード、小切手、為替による支払い書式 (2015年 1月 14日更新） 

支払いに使用する書式。 

 

権利放棄申請/申請の取り下げ (2014年 11月 17日更新） 

1つまたは複数の育成者権出願申請の取り下げまたは放棄を要請する書式。 

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可

能。 

 

 

 

 

 

 

  

植物育成者権（PBR）の書式 

 

※IPオーストラリアのウェブサイト

（https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/pbr-forms）より以下の書式をダ

ウンロードできる。 

 

植物育成者権の出願申請 （2019年 2月 24日更新） 

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（UPOV が提供

しているオンライン出願システム）を通して申請をする場合は、書式が組み込まれている

ため、この書式を使わないこと。 

 

PBR登録を修正するための申請 （2019年 2月 24日更新） 

PBR登録の間違いを修正するための書式。 

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可

能。 

 

代理人委任状（2019年 2月 24日更新） 

代理人（個人または法人）が申請者に代わって PBR 申請に関する業務を行なうことを承

認する委任状の書式。 

 

データベース注文フォーム（2018年 4月 18日更新） 

特許、商標、意匠、植物育成者権 

※植物育成者権のデータベースは以下から検索可能。 

  http://pericles.ipaustralia.gov.au/pbr_db/ 

 

有資格者による証明書（2019年 1月 14日更新） 

申請パート 2の完了後に有資格者（QP）が行った作業を証明するために提出する。 

 

植物標本室への標本提出確認書（2016年 3月 14日更新） 

植物標本室に出願品種の十分な標本提出をしたことを確認するための書式。 

 

繁殖材料 GRC提出確認書 (2014年 11月 17日更新） 

PBR の付与が行われる前に、申請者の費用で遺伝資源センター（GRC）に出願品種の繁殖

材料を貯蔵のために寄託しなければならない。 

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可能。 
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その他の考慮事項 

品種が本質的派生品種であると宣言できる前に満たされなければならない他の行政規定

がある。初期登録品種と新しい派生品種の両方を同じ育成者が所有することはできない。

より古い品種はまた登録された PBRでなければならない。 

 

知的財産法改正（生産性委員会回答第 1部およびその他の措置）法 2018年による PBR法

の最近の変更は、2番目の品種が登録されていない場合に従うべき PBR所有者のための新し

い管理手順を提供した。その結果、新しい品種が登録されているか（または現在の申請の

対象となっている）どうかに応じて、EDV宣言を求めるために従うことができる 2つの別々

の管理手順がある。 

 

  

 

 

1994 年の植物育成者権利法（PBR 法）は、登録品種の保護を「本質的派生品種」（EDV）

に拡張している。本質的派生品種は、登録されている植物品種のすべての本質的な特徴を

共有しているが、明確に区別できるものであり、それ自体で植物育種者の権利（PBR）登録

の資格がある。最初の登録品種の所有者は、後者の品種を本質的に派生したものとして申

告するよう依頼することができる。 

 

本質的派生品種に対する権利は最初の品種の範囲に含まれる。これは、1人以上の人間が

2番目の品種に対する権利を持つ可能性があることを意味する。そして、育成者権者は互い

に許可を得ずに権利を利用することはできない。したがって、育成者権者達は商品化の条

件に同意する必要がある。 

 

PBR法には、本質的派生品種に関して 3つの重要な説明がある。 

PBR法は： 

１．本質的な特性を定義し、 

２．何が EDVではないか、どのように「EDVチェーン」が壊れているかについて明確にし、 

３．国家当局が EDVを管理すると述べている。 

PBR 法は、本質的な特性を「主要な特徴、性能または品種の価値に寄与する遺伝的形質」

と定義している。これらの特徴は特定の植物およびその商業的背景によって異なる。例え

ば、葯の色は、小麦品種において実質的に異なり得るが、既知の商業上の利点をもたらす

ことはない。しかし、カラー（Calla Lily オランダカイウ）のような場合、花の色の違い

は、商業的に大きな意味を持つ。 

 

私たちは EDVの宣言に対して責任がある（第一審では訴訟は必要ない）。 PBR法および関

連する PBR 規則は、育種家が本質的に派生したものであると宣言する品種を申請するため

の行政手続を規定している。 

 

異なる特性 

品種に、元の品種と区別でき、品種の性能や価値を高める重要な特性が含まれている場

合に、品種は EDVとして宣言できない。  

 

例えば、芝草における節間の長さは短いほど、葉が多くなり、擦り減りへの耐性を高め

るので、重要な特性として認められてきた。 

 

本質的派生品種   （最終更新：2019年 2月 24日） 
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その他の考慮事項 

品種が本質的派生品種であると宣言できる前に満たされなければならない他の行政規定

がある。初期登録品種と新しい派生品種の両方を同じ育成者が所有することはできない。

より古い品種はまた登録された PBRでなければならない。 

 

知的財産法改正（生産性委員会回答第 1部およびその他の措置）法 2018年による PBR法

の最近の変更は、2番目の品種が登録されていない場合に従うべき PBR所有者のための新し

い管理手順を提供した。その結果、新しい品種が登録されているか（または現在の申請の

対象となっている）どうかに応じて、EDV宣言を求めるために従うことができる 2つの別々

の管理手順がある。 

 

  

 

 

1994 年の植物育成者権利法（PBR 法）は、登録品種の保護を「本質的派生品種」（EDV）

に拡張している。本質的派生品種は、登録されている植物品種のすべての本質的な特徴を

共有しているが、明確に区別できるものであり、それ自体で植物育種者の権利（PBR）登録

の資格がある。最初の登録品種の所有者は、後者の品種を本質的に派生したものとして申

告するよう依頼することができる。 

 

本質的派生品種に対する権利は最初の品種の範囲に含まれる。これは、1人以上の人間が

2番目の品種に対する権利を持つ可能性があることを意味する。そして、育成者権者は互い

に許可を得ずに権利を利用することはできない。したがって、育成者権者達は商品化の条

件に同意する必要がある。 

 

PBR法には、本質的派生品種に関して 3つの重要な説明がある。 

PBR法は： 

１．本質的な特性を定義し、 

２．何が EDVではないか、どのように「EDVチェーン」が壊れているかについて明確にし、 

３．国家当局が EDVを管理すると述べている。 

PBR 法は、本質的な特性を「主要な特徴、性能または品種の価値に寄与する遺伝的形質」

と定義している。これらの特徴は特定の植物およびその商業的背景によって異なる。例え

ば、葯の色は、小麦品種において実質的に異なり得るが、既知の商業上の利点をもたらす

ことはない。しかし、カラー（Calla Lily オランダカイウ）のような場合、花の色の違い

は、商業的に大きな意味を持つ。 

 

私たちは EDVの宣言に対して責任がある（第一審では訴訟は必要ない）。 PBR法および関

連する PBR 規則は、育種家が本質的に派生したものであると宣言する品種を申請するため

の行政手続を規定している。 

 

異なる特性 

品種に、元の品種と区別でき、品種の性能や価値を高める重要な特性が含まれている場

合に、品種は EDVとして宣言できない。  

 

例えば、芝草における節間の長さは短いほど、葉が多くなり、擦り減りへの耐性を高め

るので、重要な特性として認められてきた。 

 

本質的派生品種   （最終更新：2019年 2月 24日） 
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・生産者が必要とする際、種子へのアクセスを可能に 

 

農場保存種子免除の例外 

PBR法の第 17条は、1994年の植物育成者権規則が FSS規定から免除される特定の分類群

を宣言するように修正できるという、さらなる条件を持っている。これにより、PBRの所有

者に付与される独占権が増加する。 

 

今日までそのような宣言はなされていない。そのような宣言がなされるためには、公共

と私的の利益のバランスの中で明確な市場の失敗が確立されるようなことがなければなら

ないだろう。 

 

そのような宣言が行われる可能性がある状況についての詳細情報を入手したい場合は、

PBR @ ipaustralia.gov.auを介して連絡をお願いしたい。 

 

法廷での農場保存種子 

判例では、農場に保存された種子（第 17 条）が PBR の定義（第 11 条）とどのように関

連しているか、また状況によっては PBRが収穫物まで拡張できることが示されている。 

 

2004 年連邦裁判所における Cultivaust 社と Grain Pool 社の間の訴訟は、農場に保存さ

れた種子に関する 2つの主な問題を検討した。 

 

1. 承諾 - 繁殖材料が PBR所有者の同意なしに生産されたかどうか。 

2. 合理的な機会 -  PBR の所有者が、繁殖材料に対して権利を行使するための合理的な

機会があったかどうか。 

 

承諾 

裁判所は、同意が当初の販売に含まれるため、PBR所有者から購入した種子（G0）から第

一世代作物（G1）を栽培することは許可されていると認定した。「種子」として売られてい

ない限り、G1作物の商品化は合法である。 

 

ただし、FSSから引き継がれる後続世代（G2 +）では、いかなる目的であっても、PBR所

有者にそれらを販売する許可を得ることが必要である。その訳は： 

 

・最初の種子を供給する時には G2 +を売る許可まで含んではいない。 

・農場保存種子の免除は、農家が G1を使用して作物 G2 +を栽培することを許可するだけ

であり、G2 +で生産された材料で農場外で望むことを何でもすることは、栽培者には

 

 

来シーズンの植え付けのために種子を保存することは、人々が何千年もの間行ってきた

ことである。その行為は私たちの生存に不可欠である。 

 

1994年の植物育種者権利法（PBR法）の第 17条は、農家が特定の条件の範囲内で種子や

その他の繁殖材料の再利用を明確に認めている。 

 

農場に保存された種子（FSS）条項として知られている第 17条では、植物育成者権（PBR）

侵害からの大幅な免除が規定されている。 

 

ただし、以下の条件がある。 

1. 農家は、元の PBR保護品種（G0または第 0世代）を合法的に購入し、ロイヤルティを

支払う必要がある。近隣の農家との握手取引は対象外である。 

2. 上述１から得られた繁殖材料はさらなる繁殖のために使用される。 G0 によって生産

された物の販売は許容される。農場で牛の飼料に材料を使用することはそれ以上の繁

殖にはあたらない。 

3. ある種の植物や種子（より正確には「分類群」）は、FSSの運用から除外されるものと

して PBR規則で宣言されており、農場に保存された種子として使用してはならない。 

 

PBR の所有者の権利 

PBRの所有者は彼らの品種の商業的使用を管理する。しかし彼らは、合法的な顧客が農場

で使用するために無限に世代を重ねて繁殖材料を複製するのを妨げることはできない。 

 

オーストラリアの PBR法は、農場に保存された種子の伝統と、PBRの所有者が彼らの新し

い植物品種を商品化する合理的な機会とのバランスをとっている。 PBR の所有者は、繁殖

材料の多世代複製を制限する契約を要求することができる。そのような取り決めは、PBR法

ではなく契約法に基づいている。 

 

免除の理由 

他の知的財産法と同様に、私的利益と公益のバランスをとる必要がある。 

 

農場に保存された種子の提供から次のような多くの公的な恩恵がある： 

・作物生産リスクの管理と共有 

・新しい種子を購入する際の取引と輸送のコストの削減 

農場に保存された種子   （最終更新：2018年 8月 8日） 
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・生産者が必要とする際、種子へのアクセスを可能に 

 

農場保存種子免除の例外 

PBR法の第 17条は、1994年の植物育成者権規則が FSS規定から免除される特定の分類群

を宣言するように修正できるという、さらなる条件を持っている。これにより、PBRの所有

者に付与される独占権が増加する。 

 

今日までそのような宣言はなされていない。そのような宣言がなされるためには、公共

と私的の利益のバランスの中で明確な市場の失敗が確立されるようなことがなければなら

ないだろう。 

 

そのような宣言が行われる可能性がある状況についての詳細情報を入手したい場合は、
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法廷での農場保存種子 

判例では、農場に保存された種子（第 17 条）が PBR の定義（第 11 条）とどのように関
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れた種子に関する 2つの主な問題を検討した。 

 

1. 承諾 - 繁殖材料が PBR所有者の同意なしに生産されたかどうか。 
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承諾 

裁判所は、同意が当初の販売に含まれるため、PBR所有者から購入した種子（G0）から第

一世代作物（G1）を栽培することは許可されていると認定した。「種子」として売られてい

ない限り、G1作物の商品化は合法である。 

 

ただし、FSSから引き継がれる後続世代（G2 +）では、いかなる目的であっても、PBR所

有者にそれらを販売する許可を得ることが必要である。その訳は： 

 

・最初の種子を供給する時には G2 +を売る許可まで含んではいない。 

・農場保存種子の免除は、農家が G1を使用して作物 G2 +を栽培することを許可するだけ

であり、G2 +で生産された材料で農場外で望むことを何でもすることは、栽培者には

 

 

来シーズンの植え付けのために種子を保存することは、人々が何千年もの間行ってきた

ことである。その行為は私たちの生存に不可欠である。 

 

1994年の植物育種者権利法（PBR法）の第 17条は、農家が特定の条件の範囲内で種子や

その他の繁殖材料の再利用を明確に認めている。 

 

農場に保存された種子（FSS）条項として知られている第 17条では、植物育成者権（PBR）

侵害からの大幅な免除が規定されている。 

 

ただし、以下の条件がある。 

1. 農家は、元の PBR保護品種（G0または第 0世代）を合法的に購入し、ロイヤルティを

支払う必要がある。近隣の農家との握手取引は対象外である。 

2. 上述１から得られた繁殖材料はさらなる繁殖のために使用される。 G0 によって生産

された物の販売は許容される。農場で牛の飼料に材料を使用することはそれ以上の繁

殖にはあたらない。 

3. ある種の植物や種子（より正確には「分類群」）は、FSSの運用から除外されるものと

して PBR規則で宣言されており、農場に保存された種子として使用してはならない。 

 

PBR の所有者の権利 

PBRの所有者は彼らの品種の商業的使用を管理する。しかし彼らは、合法的な顧客が農場

で使用するために無限に世代を重ねて繁殖材料を複製するのを妨げることはできない。 

 

オーストラリアの PBR法は、農場に保存された種子の伝統と、PBRの所有者が彼らの新し

い植物品種を商品化する合理的な機会とのバランスをとっている。 PBR の所有者は、繁殖

材料の多世代複製を制限する契約を要求することができる。そのような取り決めは、PBR法

ではなく契約法に基づいている。 

 

免除の理由 

他の知的財産法と同様に、私的利益と公益のバランスをとる必要がある。 

 

農場に保存された種子の提供から次のような多くの公的な恩恵がある： 

・作物生産リスクの管理と共有 

・新しい種子を購入する際の取引と輸送のコストの削減 
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オーストラリアでは、植物の知的所有権（IP）保護を取得する 2つの方法がある。 

 

・植物栽培品種のみに対する植物育成者権（PBR） 

・一般的な植物および特定の栽培品種の標準特許 

 

同じ種類の植物品種について標準特許と PBRの両方を取得する利点は、標準特許が、PBR

が対象としていない権利の一部が免除されたり希薄化することに対する保護を提供してい

ることである。一方、PBR は植物品種名と共に、別称（synonym）も保護する。これは植物

品種のマーケティングにとって重要である。 

 

特許取得可能な植物素材 

植物に関する特許性の及ぶ範囲は次のとおりである。 

・新品種 

・遺伝子や染色体などの植物の構成成分 

・種子、全植物体、挿し木、細胞またはプロトプラストなどの繁殖材料 

・果物、花、油、デンプン、化学物質または医薬品を含む植物由来の製品 

・遺伝子工学技術、植物組織培養、細胞およびプロトプラスト培養、突然変異誘発なら

びに育種および栽培方法を含む、植物に関連する生産過程を生みだすための細胞系な

どの工業生産過程において使用される植物材料 

 

標準特許 

標準特許は、新しいアイデアや、技術的問題に対する実用的な解決策を提供する発明に

対して付与される。 

 

標準特許は、以下のすべての評価基準を満たす対象にのみ付与される。 

・自然にある原料と同じではないものを作り出すため、人の技術的介入があって起こっ

た事象。生物材料の発見だけでは特許を付与することはできない。単に新しい植物を

発見しただけでは、それに対する特許保護を受けることはできない。 

・この事象は、これまで一般に利用されていなかったという意味で新しいものである。

自然に生じるもの、または以前に公に利用可能にされた材料については、特許を付与

することはできない。 

・知られているものと比較すると、この事象は独創的である。 

・本事象は、同じ技術分野で働いている他の人々が、発明に頼る必要なしに製品を製造

特許と植物   （最終更新：2016年 5月 30日） 
許されない。 

・第 14条（2）では、PBRによって保護されているものとして、後続の世代（保存された

種子以外）について説明されている。 

 

合理的な機会 

裁判所は、PBRの所有者が初期種子（G0）を売るときに PBRの権利を行使する合理的な機

会があると判断した。 PBR の行使によって、PBR 所有者は許可、報告または支払いを要求

する追加の条件を加える機会を得る。 

 

Cultivaust決定は、収穫物のエンドポイントロイヤルティ（EPR）の概念を支持している。

EPRは、特に穀物が大量取り扱い施設を介して配達される場合に、広く採用され、順守され

ている。 

 

PBR の所有者は初回販売時に適切な商取引の取り決めを確立する必要がある。 EPR が初

回売却の時点で定義されていない場合には、所有者が合理的な機会がなかったと主張する

のは困難である。 

 

ごく最近では、限られた範囲の品種に対して、農家同士のライセンス交付（または種子

共同利用）のシステムが確立されている。 このモデルでは、購入者との種子共有契約を締

結して PBR の所有者に返却することを条件として、販売者は収穫した種子を販売または取

引することが許可されている。 その契約によって、所有者は購入者と関連する商業的取り

決めをすることが可能である。 
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オーストラリアでは、植物の知的所有権（IP）保護を取得する 2つの方法がある。 

 

・植物栽培品種のみに対する植物育成者権（PBR） 

・一般的な植物および特定の栽培品種の標準特許 

 

同じ種類の植物品種について標準特許と PBRの両方を取得する利点は、標準特許が、PBR

が対象としていない権利の一部が免除されたり希薄化することに対する保護を提供してい

ることである。一方、PBR は植物品種名と共に、別称（synonym）も保護する。これは植物

品種のマーケティングにとって重要である。 

 

特許取得可能な植物素材 

植物に関する特許性の及ぶ範囲は次のとおりである。 

・新品種 

・遺伝子や染色体などの植物の構成成分 

・種子、全植物体、挿し木、細胞またはプロトプラストなどの繁殖材料 

・果物、花、油、デンプン、化学物質または医薬品を含む植物由来の製品 

・遺伝子工学技術、植物組織培養、細胞およびプロトプラスト培養、突然変異誘発なら

びに育種および栽培方法を含む、植物に関連する生産過程を生みだすための細胞系な

どの工業生産過程において使用される植物材料 

 

標準特許 

標準特許は、新しいアイデアや、技術的問題に対する実用的な解決策を提供する発明に

対して付与される。 

 

標準特許は、以下のすべての評価基準を満たす対象にのみ付与される。 

・自然にある原料と同じではないものを作り出すため、人の技術的介入があって起こっ

た事象。生物材料の発見だけでは特許を付与することはできない。単に新しい植物を

発見しただけでは、それに対する特許保護を受けることはできない。 

・この事象は、これまで一般に利用されていなかったという意味で新しいものである。

自然に生じるもの、または以前に公に利用可能にされた材料については、特許を付与

することはできない。 

・知られているものと比較すると、この事象は独創的である。 

・本事象は、同じ技術分野で働いている他の人々が、発明に頼る必要なしに製品を製造

特許と植物   （最終更新：2016年 5月 30日） 
許されない。 

・第 14条（2）では、PBRによって保護されているものとして、後続の世代（保存された

種子以外）について説明されている。 

 

合理的な機会 

裁判所は、PBRの所有者が初期種子（G0）を売るときに PBRの権利を行使する合理的な機

会があると判断した。 PBR の行使によって、PBR 所有者は許可、報告または支払いを要求

する追加の条件を加える機会を得る。 

 

Cultivaust決定は、収穫物のエンドポイントロイヤルティ（EPR）の概念を支持している。

EPRは、特に穀物が大量取り扱い施設を介して配達される場合に、広く採用され、順守され

ている。 

 

PBR の所有者は初回販売時に適切な商取引の取り決めを確立する必要がある。 EPR が初

回売却の時点で定義されていない場合には、所有者が合理的な機会がなかったと主張する

のは困難である。 

 

ごく最近では、限られた範囲の品種に対して、農家同士のライセンス交付（または種子

共同利用）のシステムが確立されている。 このモデルでは、購入者との種子共有契約を締

結して PBR の所有者に返却することを条件として、販売者は収穫した種子を販売または取

引することが許可されている。 その契約によって、所有者は購入者と関連する商業的取り

決めをすることが可能である。 
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発明が完全な植物体にある場合 

本発明が完全な植物体に存在する場合、生物全体について、既知の関連する植物とは著

しく異なる特徴を特に強調して、完全に記述しなければならない。これには植物の詳細な

分類学的記述を含まなければならない。また、この説明は、当該植物を明確に識別し、既

知の近縁植物と区別できるものでなければならない。 

 

提示されたすべての生化学データが十分に説明されていること、図のグラフには縮尺を

組み込んでいること、あるいは生化学分析・評価が実行された時の条件を示していること

が不可欠である。 

 

再現性 

特許独占権は、特許期間が終了した後に他の人々が製品を製造するか、または製造過程

を再現できることを保証するために、発明の完全な書面による説明と引き換えに付与され

る。 

 

特定の技術に携わっている人は、説明書に記載されている指示からプロセスを再現でき

る、または製品を再生産できなければならない。 

 

遺伝子導入植物とその種子 

植物に導入される遺伝子の特徴（好ましくは遺伝子の完全配列を含む）、ならびに形質転

換、再生および形質転換植物または植物部分（プロトプラストまたは花粉など）の選抜に

関する最良の方法を記載しなければならない。遺伝子供給元の植物材料もまた十分に記述

され、誰もが容易に利用可能でなければならない。 

 

突然変異植物 

親株は完全に記述され、誰もが容易に利用可能でなければならない。突然変異誘発の方

法（化学物質または紫外線など）を開示しなければならない。 

 

ハイブリッドシード 

親は十分に説明され、一般にすぐに利用可能でなければならない。実施された異なる交

配についても開示しなければならない。 

 

イノベーション特許出願 

1990 年オーストラリア特許法によると、動植物、およびその生成のための生物学的プロ

セスは、イノベーション特許の特許対象にはならない。 

 

するかまたは製造過程を実行することができるだけの十分な情報が提供されるよう、

十分に説明されている。出願人が知っている、発明を実施するための最良の方法もま

た説明されなければならない。 

・この事象には実証された使用例がある。これは、将来使えるだろうという単なる推測

ではなく、この発明の実際の用途がなければならないことを意味する。 

 

説明文 

特許明細書は、植物または植物品種自体の完全な説明、ならびに本出願人に知られてい

る本発明を実施するための最良の方法を含まなければならない。つまり、新しい製品を入

手するか、または新しいプロセスを実行する最良の方法を詳細に説明する必要がある。 

 

植物または植物品種の完全な説明は、出願人が知っているその植物の完全な形態学的、

生化学的および分類学的特性を含むことを意味する。 

 

利用可能であれば、アイソザイム分析や DNA プロファイリングなどの科学的試験の特徴

の完全な説明も含めるべきである。本発明が機能するために必要な条件を発見するために

過度の実験を実施したり、発明が機能するために必要な条件を発見するために（さらなる）

発明に頼ることがないよう、その道の専門家が発明を実施できるのに十分に明確な情報が

なければならない。 

 

植物産物の説明 

本発明が単離された遺伝子または特定の方法などの植物産物である場合、本発明を特定

して再現できるように、その技術分野で働いている人にとって十分な詳細が記載されてい

なければならない。 

 

植物品種の説明 

植物の品種については、保護を求めている植物がどのように準備されているかについて

の完全な説明を正確に与えなければならない。さらに、その品種の親はオーストラリアで

一般に容易に入手可能であるか（商業的に入手可能なものであるか、または入手可能な供

託物）についても記載しなければならない。 

 

写真は明細書に含まれていなければならない。 

 

完全な説明要件を満たすためには、植物品種を再現するために必要なすべてのステップ

を明細書に開示しなければならない。 
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発明が完全な植物体にある場合 

本発明が完全な植物体に存在する場合、生物全体について、既知の関連する植物とは著

しく異なる特徴を特に強調して、完全に記述しなければならない。これには植物の詳細な

分類学的記述を含まなければならない。また、この説明は、当該植物を明確に識別し、既

知の近縁植物と区別できるものでなければならない。 

 

提示されたすべての生化学データが十分に説明されていること、図のグラフには縮尺を

組み込んでいること、あるいは生化学分析・評価が実行された時の条件を示していること

が不可欠である。 

 

再現性 

特許独占権は、特許期間が終了した後に他の人々が製品を製造するか、または製造過程

を再現できることを保証するために、発明の完全な書面による説明と引き換えに付与され

る。 

 

特定の技術に携わっている人は、説明書に記載されている指示からプロセスを再現でき

る、または製品を再生産できなければならない。 

 

遺伝子導入植物とその種子 

植物に導入される遺伝子の特徴（好ましくは遺伝子の完全配列を含む）、ならびに形質転

換、再生および形質転換植物または植物部分（プロトプラストまたは花粉など）の選抜に

関する最良の方法を記載しなければならない。遺伝子供給元の植物材料もまた十分に記述
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突然変異植物 

親株は完全に記述され、誰もが容易に利用可能でなければならない。突然変異誘発の方

法（化学物質または紫外線など）を開示しなければならない。 

 

ハイブリッドシード 

親は十分に説明され、一般にすぐに利用可能でなければならない。実施された異なる交

配についても開示しなければならない。 

 

イノベーション特許出願 

1990 年オーストラリア特許法によると、動植物、およびその生成のための生物学的プロ

セスは、イノベーション特許の特許対象にはならない。 

 

するかまたは製造過程を実行することができるだけの十分な情報が提供されるよう、

十分に説明されている。出願人が知っている、発明を実施するための最良の方法もま

た説明されなければならない。 

・この事象には実証された使用例がある。これは、将来使えるだろうという単なる推測

ではなく、この発明の実際の用途がなければならないことを意味する。 

 

説明文 

特許明細書は、植物または植物品種自体の完全な説明、ならびに本出願人に知られてい

る本発明を実施するための最良の方法を含まなければならない。つまり、新しい製品を入

手するか、または新しいプロセスを実行する最良の方法を詳細に説明する必要がある。 

 

植物または植物品種の完全な説明は、出願人が知っているその植物の完全な形態学的、

生化学的および分類学的特性を含むことを意味する。 

 

利用可能であれば、アイソザイム分析や DNA プロファイリングなどの科学的試験の特徴

の完全な説明も含めるべきである。本発明が機能するために必要な条件を発見するために

過度の実験を実施したり、発明が機能するために必要な条件を発見するために（さらなる）

発明に頼ることがないよう、その道の専門家が発明を実施できるのに十分に明確な情報が

なければならない。 

 

植物産物の説明 

本発明が単離された遺伝子または特定の方法などの植物産物である場合、本発明を特定

して再現できるように、その技術分野で働いている人にとって十分な詳細が記載されてい

なければならない。 

 

植物品種の説明 

植物の品種については、保護を求めている植物がどのように準備されているかについて

の完全な説明を正確に与えなければならない。さらに、その品種の親はオーストラリアで

一般に容易に入手可能であるか（商業的に入手可能なものであるか、または入手可能な供

託物）についても記載しなければならない。 

 

写真は明細書に含まれていなければならない。 

 

完全な説明要件を満たすためには、植物品種を再現するために必要なすべてのステップ

を明細書に開示しなければならない。 
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植物の育成者や取引業者は植物のための商標登録を求めることができる。 1995年商標法

のクラス 31は以下を保護する。 

・農業、園芸、林業製品および穀物 

・生きている動物 

・生の果物と野菜 

・種子、天然植物および花 

・動物用飼料 

・麦芽 

 

1994年植物育成者権法の下では、登録された植物品種名には以下のことはできない。 

・「生きている植物、植物細胞、植物組織」に関して、登録商標であること 

・「生きている植物、植物細胞、植物組織」の商標を名称に含めること 

・申請がすでに提出されている商標そのものであるかそれを含めること 

 

提案された名称の受理または却下の判断には、これらのカテゴリーに含まれる既存の商

標が考慮される。商標出願が期限切れになった場合、または期限内に更新されなかった場

合、その商標は新しい植物品種名に使用できる可能性がある。 

 

植物品種への応用 

クラス 31 の基準に適合する植物および植物製品のための商標出願のみが対象とされる。

当局では、オーストラリアの商標検索を使用して、他社の商標を侵害する可能性のある新

しい植物品種名を除外している。 

 

発明された植物名の中には、植物育成者権（PBR）登録簿に品種または別称として表示さ

れるものがある。商標法では、これらを商標として登録することは認められていない。 PBR

登録簿に記載されている植物名は、商標として登録するのが難しいだろう。 

 

商標の目的 

商標の目的は、ある取引業者の商品またはサービスを別の取引業者の商品またはサービ

スと区別することである。この目的を達成するため、提案された商標は次のようでなけれ

ばならない。 

・さまざまな植物に適用される 

・単一の植物に適用される場合は、常にその植物に対して認められている学名、一般名

商標と植物   （最終更新：2016年 5月 30日） 
しかし、動植物の生成をもたらさない、動植物またはその一部を使用するプロセスに関

する技術革新特許を申請することは可能である。 

 

専門的なアドバイスを求める 

具体的な支援や助言は、IPの専門家に連絡することができる。 
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れるものがある。商標法では、これらを商標として登録することは認められていない。 PBR

登録簿に記載されている植物名は、商標として登録するのが難しいだろう。 

 

商標の目的 

商標の目的は、ある取引業者の商品またはサービスを別の取引業者の商品またはサービ

スと区別することである。この目的を達成するため、提案された商標は次のようでなけれ

ばならない。 

・さまざまな植物に適用される 

・単一の植物に適用される場合は、常にその植物に対して認められている学名、一般名

商標と植物   （最終更新：2016年 5月 30日） 
しかし、動植物の生成をもたらさない、動植物またはその一部を使用するプロセスに関

する技術革新特許を申請することは可能である。 

 

専門的なアドバイスを求める 

具体的な支援や助言は、IPの専門家に連絡することができる。 
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ただし、Crazy Cassowary Nurseryのオーナーが競合他社を訪問し、まったく同じように

書かれたラベルを付けられている同じ植物を見つけた場合、これらの語句が商標として機

能しないことに気付く。彼女は、自分の植物と他社の同じ植物を区別するために、ラベル

には異なる単語や画像を使わなければならない。そこで、彼女は次のラベルを付ける。： 

 

Crazy Cassowary 

Wyalong Wattle 

Acacia cardiophylla 'Gold Lace' 

 

「クレイジーカソワリー（Crazy Cassowary）」という語句は、商標としてうまく機能し

ている。他の取引業者は同じ植物でそれらの単語を使う必要はなく、バイヤーは自らが買

っているアカシアはクレイジーカソワリーによって提供されている「ゴールドレース」だ

と認識している。 

 

Crazy Cassowary Nurseries が次のように Acacia 属の別の植物に適用すると、商標の力

は強化される。 

 

Crazy Cassowary 

Purple Leaf Cootamundra Wattle 

Acacia baileyana 'Purpurea' 

 

Crazy Cassowary Nurseriesは新しい Acacia cardiophyllaを栽培し、それを「Gold Lace」

として知られる品種と区別するために 「Baggy Pants」という名前を使用する。商標とし

て「Baggy Pants」を申請することを検討しているが、この名称は園芸品種の名称として適

用されているため、それは同じ園芸品種を販売する他の人々が使えるようにすべきものな

ので、商標として認められない。 

 

この育種会社はすでに他の商品とその商品を区別する商標（Crazy Cassowary）を確立し

ているので、それは以下のようなラベルを使うことになる： 

 

Crazy Cassowary 

Wyalong Wattle 

Acacia cardiophylla 'Baggy Pants' 

 

慣習法上の商標の後に®（登録商標の場合）または TM の記号を挿入して商標を区別する

ことも有用である。同様に、PBRで保護された品種名の後に PBRロゴを使用すると、商標と

および品種/品種名と併せて適用される 

 

特定の植物を記述、定義、または命名するためだけに使用される言葉は、1995 年商標法

の商標要件を満たしていない。これは、生植物、苗、種子、穀物、果物と野菜、花と生殖

材料を含む、タイプまたは種類によって識別する必要のある植物材料または農産物に適用

される。 

 

植物名 

植物業界では、品種名と呼ばれることが多い植物名を使用して、特定の植物に名前を付

けて識別し、それらを他の植物と区別する。植物名は科学的および植物産業の命名規則に

従っており、いくつかの異なるカテゴリーに分類される。 

・科学的命名法（特に属と種、独特の二命法によってすべての植物を識別する） 

・同じ属および種の中で植物をさらに区別するために発明された名前（しばしば品種ま

たは栽培品種と呼ばれる） 

・別の発明名（しばしば別称と呼ばれる） 

・植物の特性を反映することが多い一般名 

 

植物に適用されるさまざまな命名規則の例 

属 種 品種名 別称 一般名 

Acacia cardiophylla Gold Lace Kuranga Gold Lace Wyalong Wattle 

Acacia baileyana Purpurea なし Wattle 

これらの植物名は商標の機能を果たすことはできない。 

 

商標として機能する植物名と語句 

下記の例は、仮想の商標と、実際のおよび仮想の植物名の両方を使用して、植物名と商

標として機能する語句の違いを説明している。 

 

Crazy Cassowary Nurseries という取引業者は、一般名 Wyalong Wattle で知られる植物

を販売している。この植物は、オーストラリア園芸品種登録機関（ACRA）に登録され、公

知の品種名「Gold Lace」を持っている。 Crazy Cassowary Nurseriesは植物にラベルを貼

り、以下の情報を表示する。 

 

Wyalong Wattle 

Acacia cardiophylla 'Gold Lace' 
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Crazy Cassowary Nurseriesは新しい Acacia cardiophyllaを栽培し、それを「Gold Lace」

として知られる品種と区別するために 「Baggy Pants」という名前を使用する。商標とし

て「Baggy Pants」を申請することを検討しているが、この名称は園芸品種の名称として適

用されているため、それは同じ園芸品種を販売する他の人々が使えるようにすべきものな

ので、商標として認められない。 
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慣習法上の商標の後に®（登録商標の場合）または TM の記号を挿入して商標を区別する

ことも有用である。同様に、PBRで保護された品種名の後に PBRロゴを使用すると、商標と
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特定の植物を記述、定義、または命名するためだけに使用される言葉は、1995 年商標法

の商標要件を満たしていない。これは、生植物、苗、種子、穀物、果物と野菜、花と生殖

材料を含む、タイプまたは種類によって識別する必要のある植物材料または農産物に適用

される。 

 

植物名 

植物業界では、品種名と呼ばれることが多い植物名を使用して、特定の植物に名前を付
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Acacia cardiophylla Gold Lace Kuranga Gold Lace Wyalong Wattle 
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知の品種名「Gold Lace」を持っている。 Crazy Cassowary Nurseriesは植物にラベルを貼

り、以下の情報を表示する。 

 

Wyalong Wattle 

Acacia cardiophylla 'Gold Lace' 
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新しい植物品種は適切な名前を持たなければならない。植物品種のための新しい独自の

名前を提案することは容易な作業ではない。命名作業の負担を軽減するいくつかの簡単な

ルールがある。 

 

PBR 法 - 保護と順守 

1994 年の植物育種者権利法（PBR 法）では、名称（正式には呼称単位と呼ばれる）と植

物品種の別称（synonym）の両方が保護されている。別称は、申請者がオーストラリアで品

種を商品化するために使用できる追加の名前である。 

許容される品種名および別称は、PBR法（第 27条）および 2009年国際植物栽培命名法に

準拠している必要がある。 

名前（品種に関する別称を含む）は 1 つまたは複数の単語でなければならず、発明され

たひとつの単語にすることができる。名前に次のものを追加できる。 

 

単語を構成しない文字 

１つまたは複数の数字 

 

１文字または複数の文字、数字、または文字と数字の組み合わせを使うことができる。

ハイフンなどの一部の特殊文字が使用できる可能性がある。 

 

アドバイスを求める 

提出する品種名について確信がないならば、申請書の提出前に名前が受け入れられるか

どうかチェックするために有資格者（QP）からアドバイスを求めることを検討するとよい。 

 

一時的な名前 

申請時に品種に付ける名前を決めていない場合は、通常育成者コードと呼ばれる一時的

なコード名を指定できる。新しい名前を提示することにより、植物育成者権（PBR）の付与

の前にいつでもコード名を変更することができる。 

 

PBRの付与後に付与された品種名を変更する申請は、以下のようなごく限られた状況での

み受け付けられる。 

・明らかな間違いを修正するため 

・名前が法律に違反する場合 

 

植物新品種の名称   （最終更新：2017年 9月 12日） 

 

植物品種名の区別性がさらに高まる。 

 

Crazy Cassowary ® 

Wyalong Wattle 

Acacia cardiophylla 'Baggy Pants' (PBR logo) 

 

いくつかの商標条件 

特定の植物に名前を付けたり説明したりする目的で、植物新品種を特定するために考案

した語句がその植物に適用されたとしても、それはある特定の業者の商品として区別され

ないため、商標としては機能しない。 

 

たとえそれらが単一の植物（登録された PBR品種）に適用されたとしても、PBR名に使用

されたものと異なる単語を商標として使うことは可能である。それをどのように使用し保

護するかによって異なる。 

 

その語句は植物の名前（多くの取引業者にその名前を使われる可能性がある）ではなく、

ある取引業者の植物を示すために使用されるべきである。その語句が単に PBR の登録名を

代替するものである場合、それらは別称または異名として機能し、商標として登録するの

が困難になる。 

 

商標を出願している人の語句を植物名として使用する場合、その審査をする時点で明確

な証拠がない場合は、出願は受理される可能性がある。しかし、その後その商標の所有者

がそれを単一の植物の名前として、または説明のために使用した場合、その登録は商標と

して機能しないだけでなく、その商標権に異議を申し立てられる可能性がある。 

 

植物の商標登録には、その商標を植物品種の名前として使用することはできないという

保証（登録条件と呼ばれる）を含めることができる。 

 

商標紛争 

執行は商標所有者の責任である。受理から登録までの期間に発生した紛争については、

当局には仲裁の役割がある。登録後の異議申し立ては、裁判所を通じて行わなければなら

ない。 

 

具体的な支援や助言については、IPの専門家に連絡することができる。 

知的財産担当弁護士の検索ページ：https://www.ttipattorney.gov.au/ 
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も許可されていない。 

 

これらの単語は、2つ以上の単語の名前にすると使用できるが、その名前の最後の単語と

しては使用できない。そのため、「Erica Smith」、「Iris Jones」、および「Rose Queen」は

許容されるが、「Queen Rose」は認められない。 

 

品種名には、その属の植物名または一般名、またはその属に属する種の一般名を含めないこ

と。そのため、「Rosa Christmas Rose」、「Potato Jim's Spud」、「Primula White Cowslip」な

どの名前は使用できない。 

 

特性 

名前は品種の特長を誇張するべきではない。「Best Ever（これまでで最高の）」、「The 

Greatest(最高に良い)」、「Tastiest of All(最もおいしい)」などの名前は使用できない。

また、「Red」、「Giant White」、「Small」のような単純な説明的な言葉だけで構成されるべ

きではない。 

 

個人または組織の名前 

提案された名前が生きている人の名前であるとき、その人からの書面による同意が必要

となる。 

 

申請書が提出される 10年以内に亡くなった人の名前である場合は、その人の法定代理人

からの書面による同意が必要となる。 

 

名前が企業または他の組織の名前である場合は、その組織からの書面による同意が必要

となる。 

 

記号 

許可される記号は次のとおり。アポストロフィ、コンマ、ハイフン、フルストップ、お

よび単一の感嘆符。 

 

UPOV の名前 

植物保護の申請が以前に海外で提出されている場合は、UPOV 加盟国での最初の申請で使

用された名前（呼称単位）をオーストラリアでの正式な登録名としなければならない。こ

れはその品種が世界中で同じ名前で知られることを目的としている。 

 

但し、次のような名前の場合は例外となる。 

承認されるまで名前を使用しない 

商品ラベルや販促資料を印刷する前に、提案された名前が承認されるまで待つことを強

くお勧めする。業界のラベル表示ガイドラインに従うことを奨励する。 

 

命名ルール 

独自性 

あなたの提案した名前がユニークであることを確かめること、そしてそれがスペルまた

は発音のどちらにおいても、他の様々な名前と混同されないようにすること。 

 

禁止されている用語 

特定の単語（または任意の言語におけるそれらの同等物）は禁止された単語であり、そ

れらを名前に使用することはできない（複数形を含む）。以下がこれに該当する： 

・cross 交配 

・hybrid 交雑品種 

・grex グレックス（交配名） 

・group グループ 

・form 植物分類学上の種より下位の分類単位 

・maintenance 維持 

・mutant 突然変異体 

・seedling 苗 

・selection 選抜 

・sport 枝変り 

・strain 系統 

・variety 品種 

・improved 改良した 

・transformed 形質転換した 

 

長さ 

名称は、10音節と 30文字を超えてはいけない（スペースと単一引用符を除く）。 

 

属と一般名称 

付ける名前が単一の単語である場合、その単語が学名であろうと一般名称であろうと、

植物の属と同じではないことを確認すること。 

 

Erica、Daphne、Iris、Veronica は属の学名であり、それらが個人の名前である場合でも、

品種名としては使用できない。同様に、Roseと Violetは対応する属の一般名であり、それら
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承認されるまで名前を使用しない 

商品ラベルや販促資料を印刷する前に、提案された名前が承認されるまで待つことを強
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あなたの提案した名前がユニークであることを確かめること、そしてそれがスペルまた
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禁止されている用語 

特定の単語（または任意の言語におけるそれらの同等物）は禁止された単語であり、そ
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オーストラリア知財局（IP Australia）では、利害関係者と継続的に協議を行なうことに

よって活動方法を改善することを経営計画 2016-2020 における重要な戦略としている。その

ため、オーストラリア知財局では知的財産権分野をカバーする 3 つの主要な協議グループを

設立した。これらの協議グループで、オーストラリアの政策、手続、法律に影響を与える可

能性があるオーストラリアの知的財産権システムに関する問題について、利害関係者との協

議、議論および情報交換することが可能となる。 

 

これらの協議グループのサポートによって、オーストラリア知財局は、利害関係者のニ

ーズに応え、業界内で信頼される、新しく、よりよいサービスを提供することができる。 

 

特許協議グループ 

特許協議グループは、オーストラリアの特許政策、手続、および法律に影響を与える可

能性があるオーストラリアの特許システムに関する問題についての協議、議論、および情

報交換のための主要フォーラムである。特許協議グループ会議は通常年 3回開催される。 

 

グループのメンバー： 

・オーストラリア特許商標弁理士協会（IPTA） 

・オーストラリア国際知的財産権弁護士連盟（FICPI） 

・オーストラリア法審議会（LCA） 

・ニュージーランド弁理士協会（NZIPA） 

 

連絡先：MDB-Patents-Consultation-Group@ipaustralia.gov.au 

 

商標と意匠協議グループ 

商標と意匠協議グループは、オーストラリアの商標および意匠システムに影響を与える

可能性のある、オーストラリアの商標および意匠システムに関する問題についての協議、

議論、および情報交換のための主要フォーラムである。商標および意匠協議グループ会議

は通常年 2回開催される。 

 

グループのメンバー： 

・オーストラリア特許商標弁理士協会（IPTA） 

・オーストラリア国際知的財産権弁護士連盟（FICPI） 

・オーストラリア法審議会（LCA） 

協議グループ   （最終更新：2018年 5月 11日） 
・オーストラリアでは、すでに同じ呼称単位で一般的に使用されている。 

・オーストラリアにおいて、生きている植物、植物細胞および植物組織の商標になって

いる。 

 

他の商品名（UPOV 名ではない名前）で品種を販売する場合は、その名前をオーストラリ

アで申請する際に別称として含めておくことを検討すべきである。 
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よって活動方法を改善することを経営計画 2016-2020 における重要な戦略としている。その

ため、オーストラリア知財局では知的財産権分野をカバーする 3 つの主要な協議グループを

設立した。これらの協議グループで、オーストラリアの政策、手続、法律に影響を与える可

能性があるオーストラリアの知的財産権システムに関する問題について、利害関係者との協

議、議論および情報交換することが可能となる。 

 

これらの協議グループのサポートによって、オーストラリア知財局は、利害関係者のニ

ーズに応え、業界内で信頼される、新しく、よりよいサービスを提供することができる。 

 

特許協議グループ 

特許協議グループは、オーストラリアの特許政策、手続、および法律に影響を与える可

能性があるオーストラリアの特許システムに関する問題についての協議、議論、および情

報交換のための主要フォーラムである。特許協議グループ会議は通常年 3回開催される。 

 

グループのメンバー： 

・オーストラリア特許商標弁理士協会（IPTA） 

・オーストラリア国際知的財産権弁護士連盟（FICPI） 

・オーストラリア法審議会（LCA） 

・ニュージーランド弁理士協会（NZIPA） 

 

連絡先：MDB-Patents-Consultation-Group@ipaustralia.gov.au 

 

商標と意匠協議グループ 

商標と意匠協議グループは、オーストラリアの商標および意匠システムに影響を与える

可能性のある、オーストラリアの商標および意匠システムに関する問題についての協議、
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・オーストラリアでは、すでに同じ呼称単位で一般的に使用されている。 

・オーストラリアにおいて、生きている植物、植物細胞および植物組織の商標になって

いる。 
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植物育成者権諮問委員会（PBRAC）は、2018 年 2 月 21 日の法令改定（より小さな政府）

法 2018が植物育成者権法 1994（PBR法）を改正した時に廃止された。しかしながら、この

改正は新しく設立された植物育成者権協議グループには影響しない。 

 

PBRACの廃止は、オーストラリア・パブリック・サービスの組織および運営の合理化の一

環として、機関や理事会、委員会を合理化するための国家監査委員会（以下「委員会」）に

よる 2014年の勧告に沿ったものである。 

 

委員会は、政府内に植物育成者権に関する助言を行なう法定機関を持つことは、コスト

と複雑さを増し、その運営とメンバー構成に十分な柔軟性を与えないと主張した。 

 

政府はこれに同意し、その代わりに、オーストラリア知財局が支援する、植物育成者権

の問題に関する助言を提供するための植物育成者権協議グループを設立した。これにより、

協議へのより柔軟なアプローチが可能となり、より幅広いメンバーで構成されるようにな

った。植物育成者権協議グループは年に 2回会合を行う。 

 

PBRAC 協議文書 

2014 年 9 月に、オーストラリア知財局は公的な協議のために PBRAC に関する文書を発表

した。 この PBRAC協議文書は、植物育成者権の問題についてアドバイスを提供するための

機関として、PBRACおよび可能な代替組織案について述べたものである。また、以前は PBRAC

が大臣に助言を提供するよう求められていた PBR法の関連部分についても考察している。 

 

関係者に対し、2014年 10月 31日金曜日までに、この文書に対する意見、提案を提出する

よう要請した。 

 

PBRAC協議文書 PDF形式[213.29 KB]： 

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

 

受け取った意見、提案 

以下の 12団体から意見、提案の提出があった。 

・オーストラリア農業知的財産センター 

・オーストラリア種子連盟 

・クリストファー・プレスコット 

植物育成者権諮問委員会（PBRAC）に関する協議 
・ニュージーランド弁理士協会（NZIPA） 

・国際商標協会（INTA） 

 

連絡先：MDB-TMDCG@ipaustralia.gov.au 

 

植物育成者権協議グループ 

植物育成者権協議グループは、オーストラリアにおける植物育成者権政策、手続および

法律に影響を与える可能性のあるオーストラリアの植物育成者権システムに関する問題に

ついての協議、議論および情報交換のための主要フォーラムである。通常、植物育成者権

協議グループの会合は年に 2回開催される。 

 

グループのメンバー： 

・オーストラリア農業知的財産センター（ACIPA） -  Brad Sherman 

・オーストラリア品種登録局（ACRA） -  Paul Carmen 

・オーストラリア種子連盟（ASF） -  Tim Pepper 

・園芸イノベーション協会（HIA） -  David Moore 

・オーストラリア特許商標弁理士協会（IPTA） -  Trevor Davies 

・オーストラリア法審議会（LCA） -  Andrew Christie 

・オーストラリアの種苗・園芸産業（NGIA） -  Peter Vaughan 

・コモンウェルス科学産業研究機関（CSIRO） - Richard Richards 

・オーストラリア政府農業水資源局 -  Usha Sriram-Prasad 

・全国農民連盟（NFF） - Ron Osmond 

・有資格者 -  Leanne Gilliesおよび Don Loch 

 

連絡先：MDB-PBR-ConsultationGroup@ipaustralia.gov.au 

 

以前、植物育成者権に関する協議は、技術革新問題について産業イノベーション科学大

臣および植物育成者権の登録機関に助言するために設立された法定機関である植物育成者

権諮問委員会（PBRAC）によって行われていた。 

 

2014 年 3 月、国家監査委員会は、PBRAC の機能のポートフォリオ部門への統合を検討を

することを勧告した。そのため、PBRACは、オーストラリア知財局が支援する、法定外の諮

問グループ（植物育成者権協議グループ）に置き換えられ、PBRの問題についてアドバイス

を提供している。これにより、協議へのより柔軟なアプローチが可能となり、より幅広い

メンバーで構成されるようになった。 

  

152



 

 

 

植物育成者権諮問委員会（PBRAC）は、2018 年 2 月 21 日の法令改定（より小さな政府）
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植物育成者権諮問委員会（PBRAC）に関する協議 
・ニュージーランド弁理士協会（NZIPA） 

・国際商標協会（INTA） 

 

連絡先：MDB-TMDCG@ipaustralia.gov.au 

 

植物育成者権協議グループ 

植物育成者権協議グループは、オーストラリアにおける植物育成者権政策、手続および

法律に影響を与える可能性のあるオーストラリアの植物育成者権システムに関する問題に

ついての協議、議論および情報交換のための主要フォーラムである。通常、植物育成者権
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・オーストラリア政府農業水資源局 -  Usha Sriram-Prasad 

・全国農民連盟（NFF） - Ron Osmond 

・有資格者 -  Leanne Gilliesおよび Don Loch 

 

連絡先：MDB-PBR-ConsultationGroup@ipaustralia.gov.au 

 

以前、植物育成者権に関する協議は、技術革新問題について産業イノベーション科学大

臣および植物育成者権の登録機関に助言するために設立された法定機関である植物育成者

権諮問委員会（PBRAC）によって行われていた。 

 

2014 年 3 月、国家監査委員会は、PBRAC の機能のポートフォリオ部門への統合を検討を

することを勧告した。そのため、PBRACは、オーストラリア知財局が支援する、法定外の諮

問グループ（植物育成者権協議グループ）に置き換えられ、PBRの問題についてアドバイス

を提供している。これにより、協議へのより柔軟なアプローチが可能となり、より幅広い

メンバーで構成されるようになった。 
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・育成者権の取消 

・正誤表 

 

 

p.14 受理された品種登録出願申請 
 
以下の品種は、申請受理日より仮保護の対象となる。 

 

Lactuca sativa、レタス 

「TEARFLASH」 

申請番号：2018/065  申請受理日：2018 年 4 月 4 日 

申請者：Nunhems B.V .. 

代理人：Shelston IP Pty Ltd（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Rosa hybrida、バラ  

「GRAflr」 

申請番号：2018/056 承認：2018 年 4 月 5 日 

応募者：John C. Grey、Sylvia E. Grey（クィーンランド州ハイフィールズ） 

 

Rosa hybrida、バラ 

「GRAI 511131」 

申請番号：2018/057  申請受理日：2018 年 4 月 5 日 

申請者：Mr. Harry Schreuders 

代理人：Grandiflora Nurseries Pty Ltd（ヴィクトリア州スカイ） 

 

Rosa hybrida、バラ 

「GRAosr」 

申請番号：2018/055  申請受理日：2018 年 4 月 5 日。 

申請者：John C. Grey、Sylvia E. Grey（クィーンランド州ハイフィールズ） 

 

 

  

              第 1 部（一般情報）               
 

『植物品種ジャーナル』第 1 部では、「植物育成者権制度」に関する一般情報、異議申し立

てと取消しの手順、UPOV 最新情報、重要な変更、公式通知などのリンクを提供している。

植物品種ジャーナル（Vol．31 第 2 号）の一般情報は以下の通り： 

  

・異議と取り消し 

・育種問題に関する報告 

・海外データの利用 

・PRISMA - 植物育成者権を申請するための新しいツール 

・UPOV 最新情報 

・植物の新品種保護のための国際条約 1991（UPOV91）に基づく義務 

 

 

＜中略＞ 

 

      第 2 部 公告（申請受理、品種説明、登録、変更他）               
 

植物品種ジャーナルのこの部分は、申請受理、品種説明、登録、変更などについての公示

情報を提供する。植物品種ジャーナル 31 巻 2 号の第 2 部の構成は以下の通り： 

 

・ホーム 

・受理された品種登録出願申請 

・品種の説明 

・登録公表 

・権利の譲渡 

・申請の拒否 

・代理人の変更または指名 

・申請者名の変更 

・名称の変更 

・申請の取り下げ 

・育成者権の放棄 

・育成者権の失効 
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・育成者権の取消 

・正誤表 

 

 

p.14 受理された品種登録出願申請 
 
以下の品種は、申請受理日より仮保護の対象となる。 

 

Lactuca sativa、レタス 

「TEARFLASH」 

申請番号：2018/065  申請受理日：2018 年 4 月 4 日 

申請者：Nunhems B.V .. 

代理人：Shelston IP Pty Ltd（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Rosa hybrida、バラ  

「GRAflr」 

申請番号：2018/056 承認：2018 年 4 月 5 日 

応募者：John C. Grey、Sylvia E. Grey（クィーンランド州ハイフィールズ） 

 

Rosa hybrida、バラ 

「GRAI 511131」 

申請番号：2018/057  申請受理日：2018 年 4 月 5 日 

申請者：Mr. Harry Schreuders 

代理人：Grandiflora Nurseries Pty Ltd（ヴィクトリア州スカイ） 

 

Rosa hybrida、バラ 

「GRAosr」 

申請番号：2018/055  申請受理日：2018 年 4 月 5 日。 

申請者：John C. Grey、Sylvia E. Grey（クィーンランド州ハイフィールズ） 

 

 

  

              第 1 部（一般情報）               
 

『植物品種ジャーナル』第 1 部では、「植物育成者権制度」に関する一般情報、異議申し立

てと取消しの手順、UPOV 最新情報、重要な変更、公式通知などのリンクを提供している。

植物品種ジャーナル（Vol．31 第 2 号）の一般情報は以下の通り： 

  

・異議と取り消し 

・育種問題に関する報告 

・海外データの利用 

・PRISMA - 植物育成者権を申請するための新しいツール 

・UPOV 最新情報 

・植物の新品種保護のための国際条約 1991（UPOV91）に基づく義務 

 

 

＜中略＞ 

 

      第 2 部 公告（申請受理、品種説明、登録、変更他）               
 

植物品種ジャーナルのこの部分は、申請受理、品種説明、登録、変更などについての公示

情報を提供する。植物品種ジャーナル 31 巻 2 号の第 2 部の構成は以下の通り： 

 

・ホーム 

・受理された品種登録出願申請 

・品種の説明 

・登録公表 

・権利の譲渡 

・申請の拒否 

・代理人の変更または指名 

・申請者名の変更 

・名称の変更 

・申請の取り下げ 

・育成者権の放棄 

・育成者権の失効 
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Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-12」 

申請番号：2018/034  申請受理日：2018 年 4 月 13 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Fragaria X ananassa、イチゴ 

「よつぼし」 

申請番号：2018/001  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

応募者：株式会社ミヨシ 

代理人：Berry Sensation Pty Ltd（ヴィクトリア州ノッティングヒル） 

 

Clitoria ternatea チョウマメ 

「JCU-BP」 

申請番号：2018/079  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

申請者：ジェームズクック大学 

代理人：Agrimix Pastures Pty Ltd（クィーンズランド州ファーニーヒルズ） 

 

Vaccinium hybrid、サザンハイブッシュブルーベリー 

「MB007」 

申請番号：2018/052  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

申請者：Gavin Porter 博士 

代理人：Australian Nurserymen’s Fruit Improvement Company(ANFIC）Ltd、    

（クィーンズランド州カランガー） 

 

Prunus avium, セイヨウミザクラ 

「IFG Cher-one」 

申請番号：2018/061  申請受理日：2018 年 4 月 18 日 

申請者：International Fruit Genetics、LLC 

代理人：Eurofins Agroscience Services（ヴィクトリア州シェパートン） 

 

＜中略＞ 

  

Prunus salicina,、スモモ 

「SUPLUMFIFTY」 （別称「SUPLUM50」） 

申請番号：2018/064  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：Sun World International LLC 

代理人：Corrs Chambers Westgarth（ヴィクトリア州メルボルン） 

 

Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-11」 

申請番号：2018/033  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-13」 

申請番号：2018/035  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Malus domestica、リンゴ 

「PremA129」 

申請番号：2018/029  申請受理日：2018 年 4 月 12 日 

申請者：Prevar Ltd. 

代理人：Australian Nurserymen’s Fruit Improvement Company(ANFIC）Ltd、    

（クィーンズランド州カランガー） 

 

Crassula ovata、カネノナルキ（金のなる木） 

「LJT01」 

申請番号：2017/336  申請受理日：2018 年 4 月 12 日 

申請者：Morgan Oates＆Brown Pty Ltd（ニューサウスウェールズ州 

マッコーリー） 
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Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-12」 

申請番号：2018/034  申請受理日：2018 年 4 月 13 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Fragaria X ananassa、イチゴ 

「よつぼし」 

申請番号：2018/001  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

応募者：株式会社ミヨシ 

代理人：Berry Sensation Pty Ltd（ヴィクトリア州ノッティングヒル） 

 

Clitoria ternatea チョウマメ 

「JCU-BP」 

申請番号：2018/079  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

申請者：ジェームズクック大学 

代理人：Agrimix Pastures Pty Ltd（クィーンズランド州ファーニーヒルズ） 

 

Vaccinium hybrid、サザンハイブッシュブルーベリー 

「MB007」 

申請番号：2018/052  申請受理日：2018 年 4 月 17 日 

申請者：Gavin Porter 博士 

代理人：Australian Nurserymen’s Fruit Improvement Company(ANFIC）Ltd、    

（クィーンズランド州カランガー） 

 

Prunus avium, セイヨウミザクラ 

「IFG Cher-one」 

申請番号：2018/061  申請受理日：2018 年 4 月 18 日 

申請者：International Fruit Genetics、LLC 

代理人：Eurofins Agroscience Services（ヴィクトリア州シェパートン） 

 

＜中略＞ 

  

Prunus salicina,、スモモ 

「SUPLUMFIFTY」 （別称「SUPLUM50」） 

申請番号：2018/064  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：Sun World International LLC 

代理人：Corrs Chambers Westgarth（ヴィクトリア州メルボルン） 

 

Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-11」 

申請番号：2018/033  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Vaccinium corymbosum、ブルーベリー 

「RYOKU NH-13」 

申請番号：2018/035  申請受理日：2018 年 4 月 10 日 

申請者：ニッポン緑山株式会社 

代理人：FB Rice（ニューサウスウェールズ州シドニー） 

 

Malus domestica、リンゴ 

「PremA129」 

申請番号：2018/029  申請受理日：2018 年 4 月 12 日 

申請者：Prevar Ltd. 

代理人：Australian Nurserymen’s Fruit Improvement Company(ANFIC）Ltd、    

（クィーンズランド州カランガー） 

 

Crassula ovata、カネノナルキ（金のなる木） 

「LJT01」 

申請番号：2017/336  申請受理日：2018 年 4 月 12 日 

申請者：Morgan Oates＆Brown Pty Ltd（ニューサウスウェールズ州 

マッコーリー） 
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料金項目/アクション 
2012 年 10 月 1 日からの料金 

承認された手段 その他の手段 

PBR 申請 345 豪ドル 445 豪ドル 

 

 

審査 

申請者は、申請受理日から 12 か月以内に詳細説明料金（通常「審査料」と呼ばれる）を支

払わなければならない。輸入品種の審査料の支払い期限は、検疫の完了後、最長 12 ヶ月延

期することができる。詳細については、PBR 事務局に問い合わせること。 

 

「審査料」は、品種説明の評価、新品種の説明及び写真の植物品種ジャーナルへの掲載、

栽培試験（必要な場合）、および PBR の適格性を審査するために必要なその他の照会を行

なうための費用である。栽培試験、説明書および写真の公開を含む申請の審査は、審査料

受領後に開始される。 

 

新品種の特性説明が公表となった出願者は証明書料の支払いを求められる。これには、す

べての詳細説明の最終審査、証明書の作成、および PBR 登録簿に記載される品種の説明の

コピーが含まれる。 

 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日か

らの料金 

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 – 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品種につき） 

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 

  

証明書料   345 豪ドル 

                       第 3 部 付録                   
p.447 

 

植物品種ジャーナル 31 巻 2 号の付録は以下の通り： 

 

・付録 1 – 料金 

・付録 2 – コンサルタントの有資格者（QP）一覧 

・付録 3 – 非コンサルタントの有資格者（QP）一覧 

・付録 4 – UPOV 及び UPOV 加盟国の住所 

・付録 5 – 集中テストセンター（CTC） 

・付録 6 – 命名のための植物クラス一覧 

・付録 7 - 植物品種登録一覧 

 

 

----------------------------------------- 

 

p.448 付録 1 – 料金 
 

このページには、申請に関連する PBR 料金、すなわち、審査料、証明書料、年間登録料お

よび QP 認定料について記載されている。料金の今後の変更に注意すること。詳細について

は、「Fee Review Update」のニュース記事参照。 

 

PBR 手数料は変更されることがある。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。 

 

新規の申請 

申請手数料（出願料）は、申請書パート１に添付すること。この料金は最初の「受理でき

るかどうかの審査」、申請受理通知の発行と仮保護の費用をカバーするものである。 
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料金項目/アクション 
2012 年 10 月 1 日からの料金 

承認された手段 その他の手段 

PBR 申請 345 豪ドル 445 豪ドル 

 

 

審査 

申請者は、申請受理日から 12 か月以内に詳細説明料金（通常「審査料」と呼ばれる）を支

払わなければならない。輸入品種の審査料の支払い期限は、検疫の完了後、最長 12 ヶ月延

期することができる。詳細については、PBR 事務局に問い合わせること。 

 

「審査料」は、品種説明の評価、新品種の説明及び写真の植物品種ジャーナルへの掲載、

栽培試験（必要な場合）、および PBR の適格性を審査するために必要なその他の照会を行

なうための費用である。栽培試験、説明書および写真の公開を含む申請の審査は、審査料

受領後に開始される。 

 

新品種の特性説明が公表となった出願者は証明書料の支払いを求められる。これには、す

べての詳細説明の最終審査、証明書の作成、および PBR 登録簿に記載される品種の説明の

コピーが含まれる。 

 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日か

らの料金 

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 – 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品種につき） 

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 

  

証明書料   345 豪ドル 

                       第 3 部 付録                   
p. 447 

 

植物品種ジャーナル 31 巻 2 号の付録は以下の通り： 

 

・付録 1 – 料金 

・付録 2 – コンサルタントの有資格者（QP）一覧 

・付録 3 – 非コンサルタントの有資格者（QP）一覧 

・付録 4 – UPOV 及び UPOV 加盟国の住所 

・付録 5 – 集中テストセンター（CTC） 

・付録 6 – 命名のための植物クラス一覧 

・付録 7 - 植物品種登録一覧 

 

 

----------------------------------------- 

 

p. 448 付録 1 – 料金 
 

このページには、申請に関連する PBR 料金、すなわち、審査料、証明書料、年間登録料お

よび QP 認定料について記載されている。料金の今後の変更に注意すること。詳細について

は、「Fee Review Update」のニュース記事参照。 

 

PBR 手数料は変更されることがある。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。 

 

新規の申請 

申請手数料（出願料）は、申請書パート１に添付すること。この料金は最初の「受理でき

るかどうかの審査」、申請受理通知の発行と仮保護の費用をカバーするものである。 
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p. 450 付録 2 – 認定コンサルタント（QP）一覧 
 
PBR オフィスによって認定されている QP のリストは以下の通り。出願者から提供された

情報に基づき、PBR オフィスはこれらの人々が植物育成者権の出願申請において「有資格

者」の役割を果たすことができると認定している。但し、ここに認定された個人名を公表

することは PBR オフィスがこれらの人々を暗黙に推薦していることを意味しない。このリ

ストへの掲載非掲載によって生じたいかなる損害についてもPBRオフィスは責任を負わな

い。また、出願者とリストに掲載された QP との間で締結された契約に起因する損失または

損害についても一切の責任を負わない。QP は、提供したサービスに対して料金を請求す

る。 

 

QP リスト利用ガイド： 

・ 表 1 の左の列は申請される植物グループ 

・ 右の列は認定資格のある QP の氏名で、その中から QP を選択する。 

 

・ 表 2 には、QP の氏名、電話番号、および相談可能な地域を掲載（指定された地域外で

も相談できる可能性あり。） 

 

・ 「QP の指名」用紙に従って、コンサルタントの範囲と条件について暫定的に同意し、

用紙に記入して申請書のパート 1 に添付する。 

 

・ PBR申請の受理通知書でQPの指名が受諾可能であると通知された場合は、残りのPBR

申請の計画を立てる際にもその QP に相談すること。 

 

★QP リストは以下（植物品種ジャーナルの PDF）を参照： 

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/journals/pvj_31_2_0.pdf 

450～477 ページ（植物別に QP の氏名が掲載されている） 

★QP の検索は以下のサイト参照： 

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

 

 

年間登録料 

年次維持費（年間登録料または更新料とも呼ぶ）は、権利の付与日に毎年支払われる。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。 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日からの料金 

承認された手段 その他の手段 

年間登録料 345 豪ドル 395 豪ドル 

 

 

有資格者（QP）費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日か

らの料金 

QP としての認定の申請料 50 豪ドル 

QP 認定の更新（毎年） 50 豪ドル 
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p.450 付録 2 – 認定コンサルタント（QP）一覧 
 
PBR オフィスによって認定されている QP のリストは以下の通り。出願者から提供された

情報に基づき、PBR オフィスはこれらの人々が植物育成者権の出願申請において「有資格

者」の役割を果たすことができると認定している。但し、ここに認定された個人名を公表

することは PBR オフィスがこれらの人々を暗黙に推薦していることを意味しない。このリ

ストへの掲載非掲載によって生じたいかなる損害についてもPBRオフィスは責任を負わな

い。また、出願者とリストに掲載された QP との間で締結された契約に起因する損失または

損害についても一切の責任を負わない。QP は、提供したサービスに対して料金を請求す

る。 

 

QP リスト利用ガイド： 

・ 表 1 の左の列は申請される植物グループ 

・ 右の列は認定資格のある QP の氏名で、その中から QP を選択する。 

 

・ 表 2 には、QP の氏名、電話番号、および相談可能な地域を掲載（指定された地域外で

も相談できる可能性あり。） 

 

・ 「QP の指名」用紙に従って、コンサルタントの範囲と条件について暫定的に同意し、

用紙に記入して申請書のパート 1 に添付する。 

 

・ PBR申請の受理通知書でQPの指名が受諾可能であると通知された場合は、残りのPBR

申請の計画を立てる際にもその QP に相談すること。 

 

★QP リストは以下（植物品種ジャーナルの PDF）を参照： 

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/default/files/journals/pvj_31_2_0.pdf 

450～477 ページ（植物別に QP の氏名が掲載されている） 

★QP の検索は以下のサイト参照： 

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

 

 

年間登録料 

年次維持費（年間登録料または更新料とも呼ぶ）は、権利の付与日に毎年支払われる。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。 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日からの料金 

承認された手段 その他の手段 

年間登録料 345 豪ドル 395 豪ドル 

 

 

有資格者（QP）費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金項目/アクション 
2012 年 7 月 1 日か

らの料金 

QP としての認定の申請料 50 豪ドル 

QP 認定の更新（毎年） 50 豪ドル 
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