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我が国で育成された優良な品種は、日本の農産物の強みの一つであり、海外市場でも高

い評価を得ています。一方、優良な品種が、他国に持ち出され、生産されている事例が少

なくありません。しかし、これまで、一部の民間企業を除き海外で権利取得をしていなか

ったため、海外での生産を差し止めることができない状態となっていました。このような

状態を招いている要因としては、主として海外での権利取得の方法が浸透していなかった

こと、権利取得のための費用の問題が挙げられます。 

 

そこで平成 28 年度、29 年度に引き続き、平成 30 年度予算で措置された植物品種等海外

流出防止総合対策事業で、権利取得のための費用の支援とともに、海外での権利取得につ

いてのマニュアルの作成を行うことになりました。 

マニュアルは、実際に対象国を訪問して関係当局への聴き取り調査や資料収集を行い、

得られた情報をもとに作成しました。調査にご協力いただいた関係者の皆様に厚くお礼申

し上げます。 

 

なお、法律の翻訳につきましては、専門家の校閲を受けたものではありませんので、ご

承知おき下さい。また時間的な制約から、お届けしたマニュアルについては、不十分な点

もあるかと思いますので、今後、皆様からのご助言も頂きながら、新たな情報が入りまし

たら、手直しをさせて頂きたいと思っております。これらにつきましては、手直しをさせ

て頂いた時点で、当コンソーシアムのホームページ（http://pvp-conso.org/）で閲覧でき

るようにしたいと考えておりますので、ご利用頂ければ幸甚です。 

 

本マニュアルが海外での権利取得の促進に寄与することを期待しております。 

 

 

植物品種等海外流出防止対策コンソーシアム 

代表機関 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会 

理事  雨宮 宏司 
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第１ オーストラリアにおける植物品種保護制度の概要 

 １ 沿革 
   オーストラリア連邦（以下「オーストラリア」という）は、１９８７年植物品種権

法（Plant Variety Rights Act 1987）に基づき植物育成者権の制度を創設し（農林水

産省の所管）、１９８９年３月に「植物の新品種の保護に関する国際条約」（ＵＰＯＶ

条約）に加入した。 

   その後、オーストラリアは、ＵＰＯＶ１９９１年条約に適合させるため、１９９４

年植物育成者権法（Plant Breeders Rights Act 1994）を制定し（ＵＰＯＶ１９９１

年条約には２０００年１月に加入）、２００４年から、植物品種保護制度は、オースト

ラリア知的財産局（IP Australia）の所管とされている。 

   １９９４年植物育成者権法は、数次の改正を経て、現在に至っている。 

 

 ２ オーストラリアの植物品種保護制度の概要 
（1）概要 

    オーストラリアの植物新品種保護制度は、ＵＰＯＶ１９９１年条約に沿った内容

となっており、日本と同様に、全植物が保護対象（全ての菌類、藻類が含まれる）と

され、また、育成者権の保護の水準は、ＵＰＯＶ１９９１年条約の水準にある。ただ

し、オーストラリアにおいては、育成者権の存続期間について原則として２０年、樹

木・ぶどうについては２５年とされ、日本（原則として２５年、木本性植物について

は３０年）よりも短い。 

    また、オーストラリアの植物新品種保護制度においては、①ＤＵＳテストについ

て、一般的に、出願者のほ場で試験栽培を行い、その際、ＱＰ（Qualified Person）

と呼ばれる有資格者が重要な役割を果している点、②品種の名称に加え、別称

（synonym）を定めることができるとされている点、③出願品種の種苗が遺伝資源セ

ンターで保管されていることが育成者権の付与の要件とされている点、④本質的派生

品種（「essentially derived varieties」、日本でいう従属品種）について、育成者

権者が、本質的に派生するという宣言を大臣に求める申請をすることができる点など、

特徴的な点がある。 

（2）関係法令 

オーストラリアの植物新品種保護制度に関係する法令等は、以下のとおりである。 

   Ⅰ １９９４年植物育成者権法（Plant Breeders Rights Act 1994） 

   Ⅱ １９９４年植物育成者権規則（Plant Breeders Rights Regulation 1994） 
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 ３ 関係組織 
（1）所管 

オーストラリアの植物新品種保護制度については、イノベーション・産業・科学・

研究省（DIISR：Department of Innovation, Industry Science and Resources）の

下のオーストラリア知的財産局（IP Australia）が所管している。 

（2）オーストラリア知的財産局（IP Australia） 

オーストラリア知的財産局（IP Australia）は、首都キャンベラに設置されてお

り、植物育成者権のほか、特許、意匠、商標を所管している。 

（3）植物育成者権オフィス 

オーストラリア知的財産局（IP Australia）の植物育成者権オフィスには、現在、

チーフ、上席審査官、４名の審査官、２名のサポートスタッフが配置されている。 

キャンベラのオフィスで勤務する計５名の審査官は、ＤＵＳテストのため、オースト

ラリア全土を訪問し、１回の出張で様々な種類を審査することがある。 
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４ 出願・登録の状況等 
（1）出願の件数 

オーストラリアにおいては、ＵＰＯＶ１９９１年条約に加入した２０００年度以

降、出願件数は年間３００件から４００件の間で推移しており、２０１７年度は前年

度比１８％減の３４０件である。審査官５名で１日１品種を審査する計算となる。 

（2）種類別の件数 

種類別にみると、２０１５年までの出願については、花卉類が５７％、農作物が

１７％、果実類が１７％、牧草類が６％、野菜類が３％となっており、近年は、花卉

類が減少傾向にある一方、果実類が増加傾向にある。 

（3）国外からの出願 

オーストラリア国外からの出願については、アメリカが最も多く、２０１７年度

で６７件、次にオランダが３５件、日本が１７件（前年度比１１３％）、フランスが

１２件となっている。 

近年、日本からの出願が増加傾向にあるということができる。 
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第２ 品種保護出願の手続 

 １ はじめに 
   オーストラリアにおける植物育成者権の出願手続の流れは、以下のとおりである。 

   オーストラリアにおける植物新品種保護制度に関する一般的な情報、関係法令、申

請書の書式、ＱＰの情報等の情報については、ＰＶＰＯのホームページ

（http://www.ipaustralia.gov.au/）から入手可能である。 
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＜手続概要図＞ 

 

 

 出願書類パート１（一般情報）の提出  

             ↓ ① 審査官による方式審査 

 有効な申請書の受理  

↓ 

 出願公開（仮保護）  

              ↓ ② 実体審査（ＤＵＳ試験） 

 育成者における試験栽培   

↓     

 審査官による審査  

↓ 

 ＱＰによる品種の詳細の記載＋出願書類パート２（品種の詳細な情報）の提出  

↓  

 育成者権の情報の公開  

↓ 

 パブリックコメント（必要に応じて異議の手続）  

↓ 

 登録官による登録の決定  

↓ 

 登録情報の公開  

↓ 

 登録証の送付  

 

 

   

  

 

 

＜手続の概要＞ 

 Ⅰ 出願書類パート１（一般情報）の提出 

   オーストラリアに植物育成者権の出願をしようとする場合には、ＩＰオーストラリ

アの局長（以下「局長」という）に対し、郵送又はオンライン出願の方法により、出

願書類パート１（一般情報）を提出する（法２４条、２６条）。 

   出願人がオーストラリア・ニュージーランドに居住していない場合には、オースト

ラリア・ニュージーランドに居住する代理人を選任するか、又はオーストラリア・ニ

ュージーランドに書類送達のための住所を指定しなければならない。 

  ※ オーストラリアの出願書類は、一般情報を記載する出願書類パート１と、出願品

種の詳細な情報を記載する出願書類パート２の２種類がある。 

  ※ 出願書類パート１において、ＱＰ（Qualified Person）を指定することを要する。 

 Ⅱ 出願の受理 

審査官は、出願書類パート１について方式審査し、局長は、できるかぎり速やかに出

願を受理するか、又は拒絶するかを決定する（法３０条１項）。 

局長は、同条２項所定の要件を満たす場合には、出願を受理しなければならず、受理

した場合には、出願人に対し、その旨を通知する（同条４項）。 

局長は、出願を拒絶した場合には、出願人に対し、その旨及び拒絶理由を通知する（同

条５項）。 

 Ⅲ 出願公開・仮保護 

  局長は、出願を受理した旨を通知した後、できるかぎり速やかに、出願受理の公表

をする（法３０条４項（ｂ））。 

  出願が受理された場合には、出願者は、出願品種について仮保護を受ける。 

 ※ 毎年４回発行される「Plant Varieties Journal」という雑誌において公開される。 
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 Ⅳ 実体審査（ＤＵＳテスト） 

  局長は、受理した品種登録出願について、出願者に対し、試験栽培を実施する旨を

決定し、出願者に対し、その旨を通知する（法３７条）。 

オーストラリアにおいては、ＤＵＳテスト（区別性、均一性及び安定性の試験）につ

いては、出願者がほ場において試験栽培をし、審査官が現地で審査する方法（日本に

おける現地調査と類似する方法）により行われる。 

  出願者は、出願書類パート１においてＱＰ（Qualified Person）と呼ばれる有資格

者を指定することを要し、ＱＰから試験栽培の方法等について助言を受けるなどする

ほか、ＱＰは、試験栽培の結果を踏まえ、出願品種の詳細な情報を提供し、出願が適

正であることを認証するなどの重要な役割を果たすものとされている。 

  なお、実体審査は、審査協力により他国の審査結果報告書により行われる場合もある。 

 Ⅴ 出願書類パート２（品種の詳細な情報） 

出願者は、当該出願に関する出願品種の詳細な説明を既に提出していない場合には、

出願が受理された後遅くとも１２か月以内に、当該出願品種の詳細な説明を記載した

出願書類パート２（品種の詳細な情報）を提出しなければならない（法３４条）。 

出願者は、試験栽培を実施し、ＱＰから出願品種の詳細な情報の提供を得て、出願書

類パート２を提出することになる。 

なお、出願書類パート２の提出期間は、局長の許諾により延長される場合がある。 

 Ⅵ 登録前の公開 

   局長は、出願書類パート２の受領後、速やかに出願品種の詳細な情報を公開しなけ

ればならない（法３４条５項）。 

   何人も、出願品種の詳細な情報の公開から６か月間、局長に対し、育成者権の付与

について書面で異議を述べることができる。 

 Ⅶ 登録 

局長は、出願品種の詳細な情報の公開から６か月間を経過した後、品種登録の要件

を充たすと判断する場合には、登録簿に登録して、出願者に対し、育成者権を付与す

る（法４４条、４６条）。 

品種登録の要件として、出願品種の種苗が、出願者の負担で、局長により承認され

た遺伝資源センターに保管されていることが必要とされている（法４４条１項（ａ）

（ⅶ））。 

 Ⅷ 拒絶 

 局長は、出願品種が品種登録の要件を充たしていないと判断する場合には、拒絶し

なければならず、拒絶の３０日以内に拒絶する旨及び拒絶理由を記載した書面により

通知する（法４４条３項、１２項）。 

 出願者は、拒絶決定に対し、行政不服裁判所に不服申立てをすることができる（法

７７条）。 

 

 

 ２ 費用 
   オーストラリアにおける品種登録等に必要な費用は、以下のとおりである。 

 

項目 金額 

出願料（※１） １品種当たり  ３４５豪ドル 

ＱＰの費用 ＱＰと直接交渉 

審査料（※２） 

１ １品種の出願の場合 

 

２ 複数の品種を同一ほ場で試験栽培する

場合 

 

３ 審査協力の場合 

 

 

１品種当たり  １６１０豪ドル 

 

１品種当たり  １３８０豪ドル 

 

 

１品種当たり  １６１０豪ドル 

登録料 １品種１年当たり ３４５豪ドル 

（オンラインサービスを利用しない場合に

は、３９５豪ドル） 

異議申立ての費用 １００豪ドル 

 

※１ 出願料は、出願書類パート１の提出時までに納付する。 

※２ 審査料は、原則として、出願が受理された日から１２か月以内、又は出願書類パー

ト２を提出する際に納付する（法３４条６項）。 
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 ３ 具体的な説明 
（1）ＱＰ（Qualified Person）について 

ア はじめに 

オーストラリアの出願手続における最も特徴的な点は、ＱＰ（Qualified Person）

が重要な役割を果たすという点である。 

ＱＰは、ＤＵＳテストの試験栽培の信頼性を担保するため、出願者に対して必要

な助言等をし、出願に対する異議の申立てについて検証し、出願品種の詳細な情

報を提供して出願を認証するなど、重要な役割を果たしており、出願書類パート

１にはＱＰを記載し、ＱＰの指定書を提出する必要がある。 

また、日本からの出願の場合には、審査協力の場合を除き、オーストラリアで試

験栽培のほ場を確保する必要があるところ、ＱＰに依頼して適切なほ場を確保し

てもらうのが現実的である。 

    ※ オーストラリアの法律上、「approved person」と規定されているが、植物品

種保護制度の実務では、他の法令上の「approved person」と区別するため、一

般的に、ＱＰ（Qualified Person）と呼ばれている。 

イ 資格等 

     ＱＰは、一つ以上の植物の種類に関して資格と経験を有する者であると指定さ

れた者である（法８条）。 

ＱＰは、必要なトレーニングを経て指定されることとされており、ＩＰオース

トラリアのホームページ（http://www.ipaustralia.gov.au/）の「Plant Breeder's 

Rights」→「Applying for PBR」→「Qualified person」の「qualified persons 

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

directory）にＱＰの一覧が掲載されている。 

ウ ＱＰの選択 

     ＱＰは、オーストラリアの品種登録手続において重要な役割を果たすことから、

適切なＱＰを選任することが極めて重要である。 

     ＱＰには、植物の種類によって専門分野があることから、出願品種の種類に知

見・経験のあるＱＰを選任する必要がある。 

     日本からの出願の場合には、オーストラリアの代理人や提携先を通じて出願す

ることになることから、実務上は、当該代理人等に適切なＱＰを紹介してもらう

などして、適切なＱＰを選任することが多いと考えられる。 

 

（2）出願者・代理人 

ア 出願することができる者 

     オーストラリアにおいては、育成者は、①オーストラリア国民であるか否か、

②オーストラリアに居住しているか否か、③出願品種がオーストラリアで育成さ

 

 

れたか否かにかかわらず、出願することができるとされており（法２４条）、日本

の育成者が日本で育成した品種をオーストラリアで出願することができる。 

     また、育成者のオーストラリアで出願する権利は、移転・譲渡することができ

るとされ、その場合には書面において譲渡人又はその代理人が署名することを要

する（法２５条）。 

日本の個人・法人は、オーストラリア又はニュージーランドに住所を有しない

場合には、オーストラリア又はニュージーランドに居住する代理人を選任し、同

代理人を通じて出願することになる。 

イ 代理人 

     オーストラリアにおいては、代理人の資格は特に定められておらず、特許事務

所や提携先など、適切な代理人を選任する。 

     代理人は、出願書類の提出、ＰＢＲオフィスとのやり取り、ＤＵＳテストにお

ける試験栽培の実施、ＱＰとの連絡等、重要な役割を果たすものであり、適切な

代理人を選任することが必要不可欠であり、日本国内の代理人等を通じて適切な

代理人を確保することが重要である。 

 

（3）品種登録の要件 

オーストラリアにおける品種登録の要件は、以下のとおりである。 

① 区別性（法４３条１項（ｂ）、２項） 

② 均一性（法４３条１項（ｃ）、３項） 

③ 安定性（法４３条１項（ｄ）、４項） 

④ 新規性（未譲渡性）（法４３条１項（ｅ）、５項、６項） 

⑤ 名称の適切性（法２７条） 

 

ア 新規性（未譲渡性） 

     新規性（未譲渡性）の要件については、育成者により又はその同意を得て、オ

ーストラリア国内においては出願日より１年以上前、他の国においては、樹木若

しくはぶどうについては出願日より６年以上前、その他については４年以上前に、

他人に販売されていないことが必要である。 

 

イ 名称の適切性（法２７条） 

(ｱ) オーストラリアでの出願前に日本等で登録されていない場合 

      品種名称は、以下のもの等であってはならない（同条４項～７項）。 

１）誤認又は混同を生じるおそれがあるもの 

２）法律に反するもの 

３）中傷的又は攻撃的な内容を含むもの 
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れたか否かにかかわらず、出願することができるとされており（法２４条）、日本

の育成者が日本で育成した品種をオーストラリアで出願することができる。 

     また、育成者のオーストラリアで出願する権利は、移転・譲渡することができ

るとされ、その場合には書面において譲渡人又はその代理人が署名することを要

する（法２５条）。 

日本の個人・法人は、オーストラリア又はニュージーランドに住所を有しない

場合には、オーストラリア又はニュージーランドに居住する代理人を選任し、同
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イ 代理人 

     オーストラリアにおいては、代理人の資格は特に定められておらず、特許事務

所や提携先など、適切な代理人を選任する。 

     代理人は、出願書類の提出、ＰＢＲオフィスとのやり取り、ＤＵＳテストにお

ける試験栽培の実施、ＱＰとの連絡等、重要な役割を果たすものであり、適切な
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（3）品種登録の要件 

オーストラリアにおける品種登録の要件は、以下のとおりである。 

① 区別性（法４３条１項（ｂ）、２項） 

② 均一性（法４３条１項（ｃ）、３項） 

③ 安定性（法４３条１項（ｄ）、４項） 

④ 新規性（未譲渡性）（法４３条１項（ｅ）、５項、６項） 

⑤ 名称の適切性（法２７条） 

 

ア 新規性（未譲渡性） 

     新規性（未譲渡性）の要件については、育成者により又はその同意を得て、オ

ーストラリア国内においては出願日より１年以上前、他の国においては、樹木若

しくはぶどうについては出願日より６年以上前、その他については４年以上前に、

他人に販売されていないことが必要である。 

 

イ 名称の適切性（法２７条） 

(ｱ) オーストラリアでの出願前に日本等で登録されていない場合 

      品種名称は、以下のもの等であってはならない（同条４項～７項）。 

１）誤認又は混同を生じるおそれがあるもの 

２）法律に反するもの 

３）中傷的又は攻撃的な内容を含むもの 
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４）出願時に規則によって禁止されているもの 

５）登録商標又は出願中の商標又はこれを含むもの 

６）生存する自然人の名称（書面により同意した場合を除く） 

７）出願前１０年以内に死亡した自然人の名称（代理人が書面により同意した場

合を除く） 

８）会社又は他の組織の名称（書面により同意した場合を除く） 

(ｲ) オーストラリアでの出願前に日本等で登録されている場合 

１）最初に育成者権が付与された名称であること（法２７条２項（ａ）） 

２）最初に育成者権が付与された名称が、上記（ｱ）１）～８）に反する場合に

は、別称（synonym）を定めなければならない。 

(ｳ) 別称（synonym） 

別称（synonym）は、品種名称に加えて付される、オーストラリアにおいて周

知又は販売名とされる名称をいい（法３条）、出願品種の名称とは別に別称

（synonym）も定めることができるのは特徴的である。 

出願者は、商業的に利用する目的で品種名称とは別の名称を定め、別称

（synonym）として出願書類に記載することができる（上記（ｲ）２）の場合には

義務的である）。別称についても、前記（ｱ）の制限に従う必要がある。 

 

ウ 優先権 

     オーストラリア以外の条約締約国において植物育成者権の出願の申請をし（外

国出願）、かつ、その申請のうち最先の日以後１２か月の期限内に、オーストラリ

アにおいて植物育成者権の出願を申請し（国内出願）、その国内出願において優先

権が主張され、国内出願が受理された場合には、外国出願の申請をした日が国内

出願の申請日となる（法２８条、２９条） 

 

（4）品種登録の出願に当たって必要となる書類 

    オーストラリアにおける植物育成者権の出願において提出すべき書類は、以下の

とおりである。 

    出願書類（パート１、パート２等）については、ＩＰオーストラリアのホームペ

ージ（http://www.ipaustralia.gov.au/）から入手することができるほか、オースト

ラリアは「ＵＰＯＶ ＰＲＩＳＭＡ」に対応しており、「ＵＰＯＶ ＰＲＩＳＭＡ」

を通じて出願することも可能である。 

   （必須書類） 

① 出願書類パート１（一般情報）…書式あり 

② 出願書類パート２（品種の詳細な情報）…書式あり 

③ 写真（出願品種の区別性を示すもの） 

 

 

④ ＱＰ（Qualified Person）の指定書…書式あり 

   （該当する場合に必要となる書類） 

① 委任状（代理人を選任する場合）…書式あり 

② 譲渡証明書の写し（出願する権利の譲渡がされた場合） 

③ 出願料の支払関係書類（クレジットカード等を利用する場合）…書式あり 

 

ア 出願書類パート１（一般情報） 

  出願書類パート１は、以下のセクションから構成され、書式に従って記載する。 

  セクション１：出願者、代理人及び育成者の情報 

  セクション２：出願品種の一般情報 

        ※ ７項：別称（synonym）を定める場合には記載する。 

        ※ １３項：優先権を主張する場合には記載する。 

  セクション３：出願品種の起源、育成方法の情報 

        ※ 出願品種の親品種の情報を記載する項目がある。 

  セクション４：遺伝資源センター及びＤＵＳ試験に関する情報 

  セクション５：承認・署名 

イ 出願書類パート２（品種の詳細な情報） 

出願書類パート２については、試験栽培の結果を踏まえ、出願品種の区別性、

均一性、安定性等の詳細な情報を記載し、写真を添付するほか、ＱＰ（Qualified 

Person）の署名が必要となる。 

出願書類パート２は、原則として出願が受理された後１２か月以内に提出する

ことを要する。ただし、局長により提出期限の延長の許可がされる場合がある。 

 

（5）ＤＵＳテスト（試験栽培） 

オーストラリアにおけるＤＵＳテストは、一般的に、出願者がほ場において、

ＱＰ（Qualified Person）の助言等を受けながら試験栽培を行い、審査官がほ場を訪

問して審査する方法（日本の現地調査に類似する方法）により行われる。 

オーストラリアにおいては、審査協力により、日本等の審査結果報告書等により

審査が行われる場合もある。 

ア 試験栽培 

日本からの出願の場合には、出願者は、オーストラリアの代理人、ＱＰ

（Qualified Person）等を通じて、適切なほ場を確保し、ＱＰの助言等を受けな

がら、テストガイドラインに従って試験栽培を実施することになる。 

ＱＰは、試験栽培やＤＵＳテストの結果の信頼性を担保するため、試験栽培に

おいて重要な役割を果たし、出願品種の詳細な情報を提供し、出願書類パート２

に署名する。 
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４）出願時に規則によって禁止されているもの 
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（5）ＤＵＳテスト（試験栽培） 

オーストラリアにおけるＤＵＳテストは、一般的に、出願者がほ場において、

ＱＰ（Qualified Person）の助言等を受けながら試験栽培を行い、審査官がほ場を訪

問して審査する方法（日本の現地調査に類似する方法）により行われる。 

オーストラリアにおいては、審査協力により、日本等の審査結果報告書等により

審査が行われる場合もある。 

ア 試験栽培 

日本からの出願の場合には、出願者は、オーストラリアの代理人、ＱＰ

（Qualified Person）等を通じて、適切なほ場を確保し、ＱＰの助言等を受けな

がら、テストガイドラインに従って試験栽培を実施することになる。 

ＱＰは、試験栽培やＤＵＳテストの結果の信頼性を担保するため、試験栽培に

おいて重要な役割を果たし、出願品種の詳細な情報を提供し、出願書類パート２

に署名する。 
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審査官は、ほ場を訪問し、ＤＵＳの審査を行う。 

イ 審査協力 

     日本を含む審査協力に関する協定を締結している国において品種登録がされて

いる品種については、他国における審査結果報告書等により審査するとされてい

るが、実際に日本の審査結果報告書等により審査が可能であるかは今後を見守る

必要がある。 

ウ 通関・植物防疫関係 

     オーストラリアにおいて試験栽培を実施する場合、オーストラリアに出願品種

及び対照品種の植物体を輸出することが必要となる。オーストラリアの通関や植

物防疫上の制限により、輸出が困難となる場合が想定されるので、十分に留意が

必要である。 

 

（6）登録・拒絶 

ア 登録 

  局長は、出願書類パート２の受領後、速やかに出願品種の詳細な情報を公開し、

その公開から６か月間を経過した後、品種登録の要件を充たすと判断する場合に

は、登録簿に登録して、出願者に対し、育成者権を付与する（法４４条、４６条）。 

  品種登録の要件として、出願品種の種苗が、出願者の負担で、局長により承認

された遺伝資源センターに保管されていることが必要とされている（法４４条１

項（b）（ⅶ））。 

イ 拒絶 

   局長は、出願品種が品種登録の要件を充たしていないと判断する場合には、拒

絶しなければならず、拒絶の３０日以内に拒絶する旨及び拒絶理由を記載した書

面により通知する（法４４条３項、１２項）。 

 

（7）不服申立て 

ア 出願の拒絶に対する不服申立て 

  出願者は、局長による①出願書類パート１の提出後の拒絶決定、②出願書類パ

ート２の提出後の拒絶決定に対し、行政不服裁判所に不服申立てをすることがで

きる。 

イ 出願に対する異議 

  何人も、出願品種の詳細な情報の公開後６か月間、局長に対し、出願品種が要

件を欠くことを理由として、異議を提出することができる（法３５条）。 

  異議の提出があった場合には、出願者に対し、異議の写しが付与される。 

  局長は、出願者に対し、異議の写しが付与されたときから、３０日以内又は局

長が定める期間内に異議に対する回答を求める。 

 

 

ウ 植物育成者権の取消し 

    １）職権による義務的取消し 

局長は、植物育成者権について、①当該権利の付与前に、当該権利の付与が拒

絶される事実があると確認するに至った場合、②植物育成者権者が登録料の支払

が可能になった旨の通知をされた後３０日以内に支払わなかった場合には、職権

で取り消さなければならない（法５０条１項）。 

    ２）裁量取消し 

      局長は、植物育成者権者が異議の申立て等に係る試験栽培の決定の通知の要

求（法３７条）に従わなかった場合等には、植物育成者権を取り消すことができ

る（法５０条２項）。 

    ３）取消しの申請 

      植物育成者権の付与によってその利益が影響を受ける者は、局長に対し、当

該権利の取消しを申請することができる。 

    ４）取消しの手続 

      局長は、植物育成者権者に対し、取消しの理由の詳細を通知し、これに対す

る書面による陳述をする期間として３０日を付与しなければ、植物育成者権を取

り消すことができない。 
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⑦ ①～⑥の目的のための当該素材の保有 

   イ 収穫物・加工品 

     植物育成者権の効力は、収穫物及び加工品にも及ぶ。 
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を保持しており、かつ、③他の品種と区別する重要な（表面的なものは含まない）

特性を示さない植物品種をいう（法４条）。 



 

 

第３ 権利保護 

 

１ 仮保護 

（1）出願者は、出願が受理された日から、原則として、植物育成者権の出願が処理（登

録・拒絶）される日まで、植物育成者権（法の第５章）の権利者であるとみなされる

（法３９条）。 

（2）出願者は、最終的に植物育成者権が付与されない限り、かつ付与されるまでは、

仮保護期間中の侵害行為に対して、訴訟を起こすことができない（法３９条６項）。 

 

２ 植物育成者権の効力 

（1）植物育成者権の一般的効力 

ア 繁殖素材（種苗） 

  植物育成者権者は、品種の繁殖素材（種苗）に関する以下の行為をする、又は

他の者が当該行為をすることを許諾する排他的権利を有する（法１１条）、 

① 当該素材の生産又は再生産 

② 繁殖のために当該素材を調整すること 

③ 当該素材の販売の申出 

④ 当該素材の販売 

⑤ 当該素材の輸入 

⑥ 当該素材の輸出 

⑦ ①～⑥の目的のための当該素材の保有 

   イ 収穫物・加工品 

     植物育成者権の効力は、収穫物及び加工品にも及ぶ。 

     ただし、①植物育成者権が及ぶ植物品種の繁殖素材が、権利者の許可なく、生

産又は再生産され、②繁殖素材に関して、その権利を行使する合理的な機会をも

たない場合に限られる。 

     また、農業者の自家増殖による収穫物については、農業者自身に必要とされる

量を超えるものについて効力が及ぶ。 

 

（2）本質的派生品種（essentially derived varieties） 

    植物育成者権は、局長が本質的に派生すると宣言した品種にも及ぶ（法１２条）。 

 本質的派生品種（日本でいう従属品種）とは、①主に他の植物品種に由来し、か

つ、②他の品種の遺伝子型、又は複数の遺伝子型の組合せに起因する本質的な特性

を保持しており、かつ、③他の品種と区別する重要な（表面的なものは含まない）

特性を示さない植物品種をいう（法４条）。 

17



 

 

（3）特定の従属品種 

ア 植物育成者権は、登録品種と明確に区別されない品種にも及ぶ（法１３条（ａ））。 

イ 植物育成者権は、登録品種又はこれと明確に区別されない品種を、反復使用す

ることなしには再生産することができない品種（日本でいう交雑品種）にも及ぶ

（法１３条（ｂ））。 

 

（4）侵害に当たらない場合 

ア 植物育成者権の及ばない範囲 

  植物育成者権は、以下の行為には及ばない（法１６条）。 

① 私的、かつ、非営利目的で行われる行為 

② 実験の目的で行われる行為 

③ 他の品種を育成する目的で行われる行為 

イ 農業者の自家増殖（農場に保存された種子の使用等）（法１７条） 

  オーストラリアにおいては、農業者の自家増殖について、 

(ア) 農業活動への従事者が、植物育成者権の及ぶ植物品種の繁殖素材（種苗）を、

農業活動で使用するために購入し、又は以前に正当に取得しており、かつ 

(イ) 植物品種が、規則によって宣言された分類群の範囲に含まれておらず、かつ 

(ウ) 当該繁殖素材から成長した植物から、更なる繁殖素材を収穫する場合には、 

１）農業活動への従事者が使用するために必要な分量の更なる繁殖素材を調整

すること 

２）更なる繁殖素材を再生産すること 

は、植物育成者権の侵害行為に当たらない（法１７条１項）。 

 なお、規則において、上記(イ)の分類群は定められていない。 

ウ 特定の状況下での権利の制限（法１８条） 

  法律の下で前記（１）の行為をすることが許され、かつ、当該行為を行う前に、

権利者に対して衡平な報酬を支払う等の状況の下では、植物育成者権を行使する

ことが許されない。 

エ 合理的なパブリックアクセスを保証する目的の場合（法１９条） 

  植物育成者権者は、登録品種に対する合理的なパブリックアクセスを保証する、

あらゆるステップを採らなければならないとされ、合理的なパブリックアクセス

を保証する目的で、局長は、植物育成者権者に代わり、適当と認めた人、適当と

認める期間、合理的な報酬を含む条件の下でライセンスを付与することができる

とされている。 

オ 権利の消尽（法２３条） 

植物育成者権は、植物育成者権者によって、又はその同意を得て繁殖素材（種

苗）が販売された場合には、権利の効力が及ばない（権利の消尽）。 

 

 

ただし、①当該素材の更なる生産又は再生産を行う行為、②植物育成者権を付

与しない国への輸出で、かつ、最終的な消費以外の目的とする輸出については、

権利は消尽しない。 

 

３ 本質的に派生するとの宣言の申請 

（1）申請 

原品種（他の品種の本質的派生品種であるとの宣言を受けていないことを要する）

の植物育成者権者は、他の人の登録品種又は出願中の品種である第２の品種が原品種

の本質的派生品種であると確認する場合には、局長に対し、書面で第２の品種が原品

種に派生するとの宣言の申請をすることができる（法４０条１項）。 

（2）手続 

ア 局長は、申請について一応の証明のある事案と確認する場合には、申請者及び

第２の品種の植物育成者権者に対し、その旨を通知し、第２の品種の植物育成者

権者に対し、原則として、通知後３０日以内に、第２の品種が原品種の本質的派

生品種でないことを立証しない限り、第２の品種が原品種の本質的派生品種であ

ることを宣言することになる旨を通知する(法４０条８項)。 

  局長は、申請について一応の証明のある事案と確認しない場合には、申請者に

対し、書面で結果及び理由を通知する（法４０条９項）。 

イ 局長は、第２の品種の植物育成者権者が一応の証明ある事案であることに反証

したと確認することができない場合には、書面により、第２の品種が原品種の本

質的派生品種であることを宣言する。 

ウ 局長は、申請について一応の証明のある事案であることに反証されたか否かを

決定するために試験栽培が必要であると決定した場合には、申請者及び第２の植

物育成者権者に対し、その決定を通知し、試験栽培が可能なように必要な要求を

する（法４１条）。 

 

４ 権利行使 

（1）侵害行為 

オーストラリアにおいては、以下の場合には、植物育成者権の侵害行為となり（法

５３条）、イ及びウの場合が特徴的である。 

ア 登録品種又は従属品種について、植物育成者権者の承諾を得ずに、又は承諾条

件と異なり、前記２（１）（法１１条）の規定する行為をする場合 

イ 植物育成者権者の承諾を得ずに、又は承諾された条件と異なるように、前記２

（１）（法１１条）の規定する各行為を主張する場合 

ウ 登録簿に登載されている品種の名称（別称を含む）を、同一の植物網の他の植

物品種、同一の植物網の同じ植物品種に属する他の植物に使用すること 
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（2）侵害訴訟 

ア 救済方法 

植物育成者権者は、連邦裁判所又は連邦巡回裁判所に対し、侵害訴訟を提起す

ることができ（法５４条１項）、裁判所による救済としては、差止命令、及び、植

物育成者権者の選択によって損害賠償又は利益の返還のいずれかがある（法５６

条３項、５６Ａ条３項）。 

イ 植物育成者権の取消し 

侵害訴訟の被告は、反訴の方法によって、登録品種が新規性（未譲渡性）を欠

くこと、植物育成者権の付与前に局長に知られていたならば拒絶の結果になった

事実の存在を理由として、当該植物育成者権の取消しを申請することができ、裁

判所は、取消事由が存在すると確信する場合には、当該植物育成者権の取消しを

命じことができる（法５４条２項、３項）。 

ウ 無知侵害 

  侵害時に権利の存在を知らず、かつ、権利の存在に気付く合理的な理由がない

と裁判所を確認させた場合、裁判所は、損害賠償や利益の返還の命令をすること

を拒絶することができる（法５７条）。 

（3）非侵害の宣言の申立て 

登録品種の繁殖素材について、前記２（１）（法１１条）の規定する行為をしよう

と企図する者は、植物育成者権者に対する連邦裁判所又は連邦巡回裁判所における訴

訟によって、当該行為が権利侵害を構成しないという宣言の申立てをすることができ

る（法５５条） 

  

 
 
 
 

第４ 
 

まとめ 
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第４ まとめ 

 

   オーストラリアにおいて品種登録出願をする場合の確認・留意すべき点をまとめる

と、以下のとおりである。 

 

 １ 出願検討段階の確認・留意事項 

（1）新規性（未譲渡性）の期間の確認 

日本からオーストラリアを含む国外に出願する場合には、新規性（未譲渡性）の

要件の期間（樹木及びブドウについて６年、その他は４年）内にオーストラリア等へ

の出願を完了する必要があるので、出願を検討する品種の販売時期等を確認し、いつ

までに出願を完了しなければならないかを確認する。 

 ２ 出願段階の確認・留意事項 

（1）適切な代理人の選任 

日本からオーストラリアに植物育成者権の出願をする場合には、オーストラリア

の制度や運用に精通した適切な代理人を選任することが重要である。 

（2）適切なＱＰ（Qualified Person）の選任 

ＱＰ（Qualified Person）は、オーストラリアの植物育成者権の出願手続におい

て極めて重要な役割を果たす存在であり、オーストラリアの代理人等を通じて、出願

品種の種類に精通するなどした適切なＱＰを選任することが重要である。 

（3）試験栽培 

オーストラリアにおいては、出願者がほ場を確保して試験栽培を行うことを要す

ることから、オーストラリアの代理人やＱＰを通じて、適切なほ場を確保することが

必要である。 

また、オーストラリアの植物検疫上の制限は厳格であることが想定され、検疫条

件等を十分に確認することが重要である。 

なお、日本とオーストラリアにおいては審査協力協定が締結されていることから、

審査協力による審査を試みてみるべきである。 
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