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その他の知的財産

１．
植物品種
インドでは、植物品種および農民権利保護法（2001 年制定、以下「PPV&FR 法」とい
う。）に基づき、植物品種保護制度が採用されている。同法は、農民および植物育種家の
権利を保護し、新しい植物品種の開発を奨励することを目的として制定された。
PPV&FR 法第 3 条第(1)項に基づき付与される権限行使の一環として、2005 年 11 月 11
日付のインド中央政府官報公示第 S.O. 1589(E)号の発行をもって、同法を実施するための
「植物品種および農民権利保護機関」が設立された。また、2006 年 12 月 7 日には、植物
品種および農民権利保護規制が公示された。
2007 年 5 月 21 日、PPV & FR 登録機関は、農作物の公示された属に該当する品種を登
録および保護するための植物種保護申請を受け付ける業務を開始した。
（１）
植物種およびその分類
「品種」とは、既知の最低順位の単一植物分類群に属する植物グループ（微生物を除く）
であって，次のことが可能なものをいう。
①

当該植物グループの遺伝子型により生じる特性の発現をもって定義することができる。

②

当該植物グループの少なくとも 1 つの特性の発現によって他の植物グループから区別
することができる。

③

無変化増殖の適性に関して 1 単位と見なすことができる。なお、この単位は当該品種
の種苗、現生品種、遺伝子組み換え品種、農民の品種および本質的に派生した品種を
含む。

（２）
品種の分類
① 典型的品種
②

交配種

③

遺伝子組み換え品種

（３）
申請の有資格者
① 当該品種の育成者であると主張する者、または当該品種の育成者の承継人
②

当該品種の育成者の譲受人である者

③

当該品種の育成者であると主張する農民、農民の集団または農民の共同体

④

上記の者から所定の方法で権限を付与された者

⑤

当該品種の育成者であると主張する大学または公的資金を受けた農業機関

（４）
登録資格を有する植物品種
① 新品種
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新品種は、申請提出日現在に当該品種の種苗または収穫物が、当該品種の利用を目的
として育成者もしくはその承継人の同意を得て、次に掲げる時期・地域において販売
等による処分に付されていない場合に、新規であるとみなされる。
ⅰ. インド国内で 1 年以上前
ⅱ. インド国外で、樹木またはつる植物の場合は 6 年以上前
ⅲ. その他の場合は申請提出日から 4 年以上前
②

現生品種
現生品種には、次に掲げる品種が含まれる。

ⅰ. 種苗法（1966 年制定）第 5 条に基づき公示された品種
ⅱ. 農民の品種
ⅲ. 公然と知られた品種
ⅳ. その他公知の品種
③

本質的に派生した品種
「本質的に派生した品種」とは、品種（原品種）に関連して、次の各号に該当するもの
をいう。
ⅰ. 本質的に原品種から派生している。
ⅱ. 原品種の本質的特性の発現を維持している。
ⅲ. 原品種とは明確に区別することができる。
ⅳ. 派生の過程で生じた差異を除き、原品種の本質的特性の発現において原品種に合致し
ている。
④

農民の品種
「農民の品種」とは、農民により栽培される過程で進化した品種、または農民の間で
公然と知られた野生種または在来種をいう。

（５）
独自性、均質性および安定性の基準
次に掲げる基準に合致する品種は、新規品種とみなされる。
①

区別性
申請提出時にいずれかの国において公然と知られた他の品種から、少なくとも 1 つの本
質的特性によって明確に区別することができる。
②

均一性
増殖の特定の特徴から予想可能な変化に晒されたときに、本質的な特徴において十分に
均質である。
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③

安定性
繰り返し増殖された後、または特定の増殖サイクルの場合は当該各サイクルの終わりに、
本質的な特徴が不変である。
（６）除外
次の各号に該当する品種は、保護および登録の対象とはならない。
① 社会的秩序、公衆道徳もしくは人・動物・植物の生命と健康を守るため、または環境
への深刻な被害を回避するために、品種の商業利用の防止が必要とされる場合
② 当該品種の属または種が、インド中央政府によって発行された官報公示において、登
録不能な植物品種として公示された場合
③

ターミネーター技術によって開発された場合

④ 当該品種の属または種が、インド中央政府によって発行された公示に記載されていな
い場合
（７）
登録
インド著作権法第 16 条の記載に該当する者は、直接または代理人を介して新品種の登
録を申請することができる。インドにおいては、登録局、植物品種および農民権利保護機
関が、申請提出先の機関となる。インドでの登録プロセスに伴う手続きは、次の通りであ
る。
① 第 29 条第(2)号に明記されるか、現生品種であるか、農民の品種である属および種の
登録を希望する申請者は、必要事項をすべて記入した申請書を登録官に提出することがで
きる。
② 申請者は、上記に加えて、当該品種の種が規制に明記される基準に適合するかどうか
を評価するための所定の試験実施料を添えて、登録する品種の試験に適した品質の種を登
録官に提供する必要がある。
（８）
登録期間
登録官によって発行される登録証明書の有効期間は、つる植物および樹木の場合は品種
の登録日から 18 年間、現生品種の場合はインド中央政府による品種の公示日から 15 年間、
その他の場合は品種の登録日から 15 年間である。ただし、登録証明書の有効期間は、樹
木およびつる植物の場合は 9 年間、他の作物の場合は 6 年間である。登録官は、所定の料
金の支払いをもって登録を精査し、その残余期間にわたり更新することができる。
（９）
農民の権利
新品種の育種または開発を行った農民は、植物品種および農民権利保護法（2001 年制定）
に基づき、品種の育種家と同じ方法で自己の品種を登録することができる。
農民は、PPV&FR 法に基づき保護される品種の種を含む自己の農産物の保存・使用・播
種・共有・販売を行う権利を有するとみなされる。ただし、同法の下で保護される品種の
ブランド化された種を販売する権利についてはこの限りではない。
在来種および野生種の遺伝資源の保全、並びに選定および保存による改良に従事する農
民は、選定および保存された農作物が PPV&FR 法に基づき登録された品種の遺伝子を寄
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贈するために使用されたことを条件として、自己の品種を登録して「遺伝子基金」の認定
および報奨金を得る権利を有する。
２．
商号
商号は商標の目的に資するものであり、ビジネスの名声・顧客吸引力（のれん）は商号
に付着することがよくあるものであり、そしてこれは裁判所によって保護されるものであ
るが、こうしたことは確立された法理である。商標法の第29条5項は、「登録商標は、当
該登録商標を自己の商号若しくは商号の一部として、又は商品若しくはサービスを取り扱
う会社の社名若しくは社名の一部として使用する者によって、侵害される」と規定してい
る。運送会社、保険・銀行事務、修理・清掃サービスなどの専門的なサービスを行う商社
または企業、はこの類型にあたる。ある会社の名称が名声をある商品あるいはビジネスに
ついて獲得していた場合に、もし、別の者がそれに類似した商品またはビジネス（後者は、
そのような名前でビジネスを続けることを禁止令で規制することができる）に欺瞞的に類
似した名前を取り入れたならば、その別の者はそのような名称でビジネスをすることを差
止め（命令）により禁じられうるというのが判示されてきている。
Montari Industries Ltd. vs. Montari Overseas Ltd. 1995 PTC 399
原告側は、社名の一部として「MONTARI」という商標を使用し、識別性を獲得してい
た。被告側は、自社の社名の一部としてこの商標を使用するのを禁止された。合議体の裁
判所はこの判決を支持した。
Dolphin Laboratories Ltd vs. Arun Kumar Bansal 1996 IPLR 43 (Del)
原告は、「DOLPHIN」という商品名及び社名で、医薬品分野における顧客吸引力（の
れん）・名声を獲得している。被告は、「DOLPHIN」という言葉を、同じ活動分野で自
社の社名の一部として採用し、株式の発行により、市場から資金を集めようと計画してい
た。被告側は、「DOLPHIN」を自社の社名の一部としての使用を禁止され、市場から資
金を集める計画も見送られた。
Atlas Cycles (Haryana) Ltd. vs. Atlas Products Pvt. Ltd. [MANU/DE/2122/2007]
商標「Atlas」は、1952年以来、原告のためにのみ登録されていた。被告No.1であるAtl
as Products Pvt. Ltd.は、1995年に法人化され、2002年2月にオートバイの製造を開始し
た。2002年以前は、被告は自転車・オートバイ関係のビジネスに従事しておらず、「Atla
s」という言葉を社名の一部として使っていた。被告は、商標「Atlas」を自社のオートバ
イに用いることを禁じられ、同様にして自転車及び自転車の部品に関して社名を使用する
のを禁じられた。
３.
ドメイン名
ドメイン名は、インドの制定法において定義されておらず、インドの裁判所は、商標法
の条項をそのような紛争に適用してきた。Satyam Infoway Ltd vs. Sifynet Solutions Pvt
Ltd; AIR 2004SC3540 では、最高裁判所が以下の見解を述べた。
「インドに関する限り、ドメイン名に関する紛争の解決について明確に述べた法律はな
い。しかし、1999 年商標法の運用そのものは治外法権ではなく、ドメイン名の適切な保護
を考慮に入れないこともあるが、それは、詐称通用に関連した法律上可能な範囲でドメイ
ン名が合法的に保護されるべきではない、という意味ではない。」
ドメイン名は、商標と同じ機能を果たし、等しい保護を受けることができるというのが、
確立した法理論である。インドには、裁判所が詐称通用法のもと、ドメイン名を保護した
多くの判例がある。
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