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種苗法の一部を改正する法律案要綱
品種登録審査実施方法の充実・見 直し

品種登録の審査における現地調査又は栽 培試 験について、以下の見直しを行うこととす るこ と。

（第十五条第二項及び第十五条の二第一項関係）

農 林水産大 臣は、 現地調 査を国立 研究開 発法人農業・食品産業技術 総合 研究機構（以下「機構」とい
う。）に行わせることができることとすること。

機構は、現地調査又は栽培 試験 の結果を農林水産大臣に通知しなければな らな いこととすること。

（第十五条の二第四項関係）

（第十五条の三関係）

出願者は 、現地調 査又は 栽培試験 の実費 相当額の手数料を当 該現 地調査又は栽培試験を行う国又は機

構に納 付し、 機構に納 付され た手数料 は同機構 の収入とすることとす るこ と。

機構は、 出願者が 機構に 三の手数 料を納 付しないときは、農 林水 産大臣に申し立てることができるこ

（第十 五条 の四第二項及び第三項関係）

ととし 、農林 水産大臣 は、当 該申立て があった ときは、出願者に対し て、 機構に当該手数料を納付すべ
きことを命ずることができることとすること。

農林水産大臣は、品 種登 録の要件を審査するときに二の結果を考慮 する こととすること。
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（第十七条第二項関係）

（第六条及び第四十五条関係）

出願料の上限を一万四千円 に、 登録料の上限を三万円に引き下げることと する こと。

品種登録簿に記載された登録品種 の特 性の位置付けの見直し等

出願者は、農林水産大臣が出願品種の審査で特定した特性（以下「審査特性」という。）が事実と異

（第十七条の二関係）

なると 思料する ときは 、品種 登録前に 、農林水 産大臣に、当該特性の 訂正 を求めることができることと
すること。

（第三十五条の二関係）

品種登録 簿に記載 された 登録品種 の審査 特性により明確に区 別さ れない品種は、当該登録品種と特性
により明確に区別されない品種と推定することとすること。

登録品種 について 利害関 係を有す る者は 、ある品種が当該登 録品 種と品種登録簿に記載された審査特

（第三十五条の三関係）

性によ り明確 に区別さ れない 品種であ るかどう かについて、農林水産 大臣 の判定を求めることができる
こととすること。
育成者権の効力が及ぶ範囲 の例 外を定める自家増殖に係る規定の廃止
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育成者 権の効力 が及ぶ範 囲の例 外である 、農業 者が譲渡された登録品種等の種苗 を用 いて収穫物を得

（旧第二十一 条第 二項及び第三項関係）

、その 収穫物を 自己の 農業経営 において 更に種 苗として用いる自家増殖には 育成 者権の効力が及ばない
とする規定を削ることとすること。

輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の
創設等

品 種登録を 受けよ うとす る者は、 育成者 権の適切な行使を確保するため、 品種 登録出願と同時に、輸
出先国又は栽培地域を指定する旨を届け出ることができることとすること。

（第二十一条の二第一項関係）

農林水産 大臣は、 一によ る届出が あった 場合には、出願公表又は品種登録 をす るときに当該届出に係

る事項 等の公 示をしな ければ ならない こととす るとともに、品種登録 に係 る公示をしたときに品種登録

簿に当該届出に係る事項及び 当該 公示をした年月日を記載することとするこ と。

（第二十一条の二第三項及び 第四 項関係）

登録品種 の種苗を 業とし て譲渡す る者は 、二による公示（品種登録 をす るときの公示に限る。）のあ
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（第 二十 一条の二第五項関係）

った日 の翌日以 後は、 当該公示 に係る登 録品種 の種苗を譲渡する場合には、 その 種苗又は包装に一の制
限がある旨等の表示を付さなければならないこととすること。

登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、二による公示（品種登録をすると

きの公示に限る。）のあった日の翌日以後は、当該公示に係る登録品種の種苗の譲渡のための展示をす

（第二十一条の二第六項関係）

る場合又は譲渡のための広告をする場合には、その展示をする種苗若しくは包装又はその広告にそれぞ
れ一の制限がある旨等の表示をしなければならないこととすること。

二による公 示（品 種登録 をすると きの公 示に限る。）があった日の翌日以 後は 、当該公示に係る登録

（第二十一条の二第七項関係）

品種等 につい ては、種 苗等の 譲渡後も 当該輸出 先国以外へ種苗等を輸 出す る行為又は当該栽培地域以外
で収穫物を生産する行為には育成者権の効力が及ぶこととすること。

一による 届出をし た者は 、輸出先 国又は 栽培地域を追加する旨を届け出る こと ができることとすると

（第二十一 条の 三及び第二十一条の四関係）

ともに、五による育成者権の効力に関する特例を取り下げる旨も届け出ることができることとするこ
と。

登録品種 の種苗を 業とし て譲渡す る者は 、その譲渡する登録品種の 種苗 又は包装に登録品種である旨
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の表示を付さなければならないこととすること。

（第 五十五条第一項関係）

登録品種の種苗の譲渡のための展示又は広告を業として行う者は、登録品種の種苗の譲渡のための展

（第五十五条第二項関係）

示をす る場合又 は譲渡 のための 広告をす る場合 には、その展示をする種苗若 しく は包装又はその広告に
それぞれ登録品種である旨の表示をしなければならないこととすること。
その他

職務育成品種については、勤務規則等においてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定め

ている ときは、 その品 種に係 る品種登 録を受け る地位は当該使用者等 が有 するとともに、従業者等は相

（第八条関係）

当の利 益を受 ける権利 を有す ることと し、当該 相当の利益の内容は、 使用 者等が受けるべき利益の額等
の事情を考慮して定めなければならないこととすること。
外国人の権利の享有に係る規定の整備を行うこととすること。

（第十条関係）

二

日本国内 に住所及 び居所 を有しな い者は 、その者の品種登録 に関 する代理人によらなければ、品種登

（第十条の二関係）

通常利用 権に係る 登録制 度を廃止 し、通 常利用権は、その発 生後 にその育成者権等を取得した者に対

録に関する手続をすることができないこととすること。
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しても、その効力を有することとすること。

（第三十二条、第三十二 条の 二、第五十二条関係）

育成者権等侵害訴訟におけ る裁 判所への書類提出命令に係る規定の整備を 行う こととすること。

（第三十七条関係）

こ の法律の 規定に よる公 示は、官 報に掲 載してするものとし、農林 水産 大臣は、この法律の規定によ

（第五十九条関係）

（第五十七条の二関係）

る公示をしたときは、当該公示の内容等をインターネットの利用その他適切な方法により公表するもの

指定種苗に係る規定の整備を行うこととすること。

とすること。
七

罰則規定その他の規定について所要の整備を行うこと。

この法律 は、令和 三年四 月一日か ら施行 するものとすること 。た だし、第五の二及び六については、

施行期日等
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公布の 日、第 四並びに 第五の 三、五、 七及び八 （第四の三、四、七及 び八 に係る罰則規定に係る部分に

（附則第一条関係）

限る。 ）につ いては、 令和二 年十二月 一日、第 三については、令和四 年四 月一日から施行するものとす
ること。

二

（附則第二 条か ら第十一条まで関係）

この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律について所要の改正を行うこ
と。

