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１ 博物館をあらゆる人に開放する最も有効な方法に関する勧告 
  （仮訳） 
 

                                  昭和35年12月４日 

                                  第11回ユネスコ総会採択  

 

 国際連合教育科学文化機関は，1960年11月14日から12月15日までパリにおいて開催された第11回総会

において， 

 その憲章に規程されている同機関の機能の１つが大衆教育と文化の普及に清新なる刺激を与え，人

種・性又は経済的・社会的差別なしに，教育の機会均等の理想を推進せしめるため人々の間に協力を醸

成することにより，人々の間に相互理解を増進するための仕事に協力し，且つ知識を保存し，増大させ，

さらに普及することであることを考慮し， 

 博物館はこの課題の達成に効果的に貢献しうることを考慮し， 

 あらゆる種類の博物館は娯楽と知識の根源であることを考慮し， 

 さらに，博物館は美術品，学術資料を保存し，且つそれらを公衆に展示することにより，各種文化に

ついての知識を普及し，かくして諸国民間に相互理解を増進することを考慮し， 

 その結果，国民のあらゆる階層，特に勤労階級に博物館を利用せしめるよう奨励するため，あらゆる

努力が払わるべきことを考慮し， 

 世界の産業構造の進展とともに，人々が従来以上の余暇を持つこと，またかかる余暇が総ての人の利

益と文化的向上に利用さるべきであることを考慮し， 

 博物館がその恒久的な教育上の使命を遂行し且つ，勤労者の文化的欲求を満足せしめるために斟酌す

べき新たな社会的環境とその要請とを認め， 

 総会議題17・４・１にすべての人に博物館を利用せしめるための も有効な方法に関する提案が上程

されており， 

 本提案を加盟各国に対する勧告の方式をもって国際規制の対象とすべきことを第10回総会において決

議したので， 

 1960年12月4日に，この勧告を採択する。 

 総会は，加盟各国が，それぞれの国内で，本勧告に明示されている原則ならびに基準に効果を与える

ために必要なあらゆる法的又は他の措置を講じて，下記規定を適用することを勧告する。 

 総会は加盟各国が本勧告を博物館を主管する当局又は団体ならびに博物館自体に周知せしめるよう勧

告する。 

 総会は加盟各国が，総会によって決定される時期及び書式によって，加盟各国が本勧告に基づき行なっ

た措置につき総会に報告するよう勧告する。 

 

Ⅰ．定 義 

 １．本勧告の趣旨にかんがみ，「博物館」とは，各種方法により，文化評価を有する一群の物品ならび

に標本を維持・研究かつ充実することを特にこれらを大衆の娯楽と教育のために展示することを目

的とし，全般的利益のために管理される恒久施設，即ち，美術的・歴史的・科学的及び工芸的収集，

植物園，動物園ならびに水族館を意味するものとする。 
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Ⅱ．一般原則 

 ２．加盟各国は，各自国内の博物館が経済的又は社会的地位に関係なく，すべての人に利用されるよ

うあらゆる適切な措置をとる。 

 ３．このため，適用されるべき措置の選定については，加盟各国内にある種々の形態の博物館管理方

法を考慮する。例えば，この措置は，博物館が国有且つ国によって管理されているか，国有ではな

いが，国から定期的又は随時財政援助を受けているか，あるいは，国が学術的，技術的又は行政的

能力内で博物館管理に参加しているかによって異なるものであろう。 

 

Ⅲ．博物館における資料の配置と観覧 

 ４．収集品は，明瞭な展示方法，簡潔な情報を与える説明書や貼札の系統的配置，利用者が必要とす

る説明が与えられる案内書や折り本の出版，各種階層の参観者に適応した註釈づきの案内人による

規則的な観覧の編成によってすべての階層の人々が容易に鑑賞できるようにすべきである。即ち，

案内人は適当な資格をもつものであり，本勧告題16節に掲げられている団体の機関を通じて任命さ

れたものが望ましい。録音した解説の再生装置の慎重な利用もありうる。 

 ５．博物館は，各種階層のすべての観覧者の都合，特に勤労者の余暇時間を斟酌して，毎日都合のよ

い時間に開館させるべきである。 

   博物館は，地方環境や習慣に応じて連日休むことなくかつ毎夜勤労時間後も開館されているよ  

う，交替制をとれるだけの十分な数の管理職員を持つべきである。 

   博物館は照明，暖房等必要な設備を持つべきである。 

 ６．博物館は容易に利用され，慰安手段を持ってできるだけ魅力的でなければならない。施設の特徴

は尊重され，且つ展示物の見学者が，それによって鑑賞を妨げられないことを条件として，休憩  

所，食堂，喫茶室その他の類似施設が，一般大衆のために，なるべく博物館構内（庭，露台，適当

な地階等）又は博物館にごく接近した場所に設けられるべきである。 

 ７．観覧料はできる限り無料とするべきである。観覧料が常時無料でなく，または，それが名目的な

ものに過ぎなくとも，小額観覧料を徴収することが必要であると認められる場合には，各博物館の

観覧料は，少なくとも１週間に１日あるいはこれに相当する期間無料とするべきである。 

 ８．観覧料が課せられる場合，これを証明する公の方法がある国においては，低所得者ならびに大家

族構成員に対しては，これを免除すべきである。 

 ９．特定の博物館又は一群の博物館に何回でも入場できるようにする一定期間の予約割引観覧料のよ

うな，特別な便宜が常時利用を奨励するために提供される。 

 10．可能な場合はいつでも，教育的・文化的計画に参加する学童や成人の団体，博物館職員，及び本

勧告第17節に述べられている団体構成員に対しては観覧料は無料とすべきである。 

 

Ⅳ．博物館の広報 

 11．加盟各国は，地方当局又は自らの文化活動事業部あるいは旅行事業部のいずれかを仲介として，

かつ国の教育ならびに国際関係とも関連し，その権限の範囲内で博物館ならびに国際関係とも関連

し，その権限の範囲内で博物館ならびにその展示会の観覧者数の増大を奨励するためあらゆる手段

を講ずるべきである。 

 12．イ 加盟各国は，全国的又は地域的旅行社に，博物館の観覧者数の増大を図ることを主な目的の

１つとするよう勧奨し，この目的に対しその事業活動及び財源の一部を供与するように勧奨す
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るべきである。 

   ロ 博物館は，上記旅行社の奉仕を正式に活用し，かつ博物館の社会的，文化的影響を伸展せし

めるため自ら行なう努力にこれを協力させるよう勧誘さるべきである。 

 

Ⅴ．地域社会における博物館の地位と役割 

 13．博物館は，各地域で知的，文化的中枢として奉仕すべきである。よって，博物館は地域社会の知

的，文化的生活に貢献すべく，地域社会はこれに対し博物館の活動と発展に参画する機会が与えら

れるべきである。このことは特に，その規模と不釣り合いなほど重要性を持つ小都会及び村落によ

る博物館に適用さるべきである。 

 14．博物館と，職業団体，労働組合，商工業企業の社会事業部のような地域団体との間に緊密な関係

を樹立すべきである。 

 15．博物館と，ラジオ，テレビジョン放送の機関，企業との間の協力が， 大の安全な注意を払いつ

つ，博物館展示物を成人及び学校教育のために利用できるよう確立され又は改善さるべきである。 

 16．博物館が学校及び成人教育に対してなし得る寄与を認め，かつ促進すべきである。 

   さらに，博物館の寄与は，地方の教育指導者とその収集物の性質により，学校が特に関心をもつ

博物館との間に公的かつ規則的連繫を樹立する任務をもつ適正な機関の配置により組織化される。 

   この協力は下記形態をとることもできる。 

   イ 各博物館が，博物館の教育目的への利用を組織化するために館長監督下に職員として教育専

門家をおくこと。 

   ロ 博物館が，教育の尽力を求める教育担当の部をおくこと。 

   ハ 館長，教員で構成する合同委員会を，博物館を も有効に教育目的に利用することを保証す

るため，地方又は地域水準で設立すること。 

   ニ 教育上の要請と博物館の資源を調整するためのその他の措置をとること。 

 17．加盟各国は，特に法制上の便宜を供与することにより，博物館に精神的，物質的支持を与え得る

博物館の友好団体又は類似団体の設立及び発展を促進すべきである。これらの団体はその目的を達

成するのに必要な権限と特権とを付与されるべきである。 

 18．加盟各国は，博物館の各種活動に青少年が参加することを奨励するため博物館クラブの発達を勧

奨すべきである。 

 上記は，パリにおいて開催され，1960年12月15日閉会が宣された国際連合教育科学文化機関第11回総

会により正当に採択された勧告の正文である。 
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２ 国際博物館会議（イコム）規約 
 

［2007年８月改訂］ 

 

2007年８月ウィーン（オーストリア）において承認された。 

 

目次 

 

序言 

第１条 名称，法的地位，所在地，存続期間および会計年度 

第２条 使命及び目的 

第３条 用語の定義 

第４条 会員 

第５条 年会費 

第６条 会員の特典 

第７条 投票権 

第８条 イコムの組織 

第９条 管理機構 

第10条 総会 

第11条 執行委員会 

第12条 執行委員会幹部 

第13条 会計監査 

第14条 諮問委員会 

第15条 国内委員会 

第16条 国内連絡員 

第17条 国際委員会 

第18条 地域連盟 

第19条 加盟機関 

第20条 大会 

第21条 運営事務局 

第22条 ユネスコ－イコム博物館情報センター 

第23条 収入及び支出 

第24条 言語 

第25条 方針と手続きの規則 

第26条 他の機関との関係 

第27条 発効と改正 

第28条 解散 
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序言 

 国際博物館会議（International Council of Museums 以下イコムという）の規約は，この組織の も基

本的な文書である。この規約は，イコムの内部規定および職業倫理規程によって定義され，また補完さ

れる。 

 イコムの活動は，誠実，公正性と相互の尊敬に基づき，国際的な博物館のコミュニティーに奉仕する

ものでなくてはならない。 

 イコムの目的は，(i) 博物館の専門的な運営の確立と発展を促進し，そして (ii) 博物館の性格，機

能および役割に対する知識と理解を推進することにある。 

 イコムは，博物館および博物館の専門職員に適用され尊重されるべき倫理基準を設定する。同組織は，

博物館同士，またその専門職員間の協力と相互扶助を企画・調整する。また，博物館学およびその他の

博物館学，博物館の経営や活動に関する研究分野，知識を代表し，推進し，普及する。 

 

第１条 名称，法的地位，所在地，存続期間および会計年度 

第１項 名称 

 この組織の名称は国際博物館会議(イコム)という。この名称と略称の使用は，同組織およびその会員

が許可し，またはそれらを益するものに限定される。 

 

第２項 法的地位 

 イコムは1946年に設立された，フランスの法律の適用を受ける（1901年，協会に関する法律）組織で

あり，国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）と公式の関係を維持し，国際連合経済社会理事会の諮問

的地位を有する非政府団体である。 

 

第３項 所在地 

 登録されたイコム事務局の所在地は，フランス国，75732 パリCedex 15，ミオリ通１，メゾン・ド・

ユネスコである。所在地は執行委員会の決定により変更できる。 

 

第４項 存続期間 

 イコムの存続期間は無期限である。 

 

第５項 会計年度 

 会計年度は，毎年１月１日に始まり12月31日に終了する。 

 

第２条 使命及び目的 

第１項 使命 

 イコムは，世界の現在及び未来の，そして有形および無形の自然および文化遺産の保存，維持，社会

への伝達に従事する博物館および博物館専門職員の国際的組織である。 

 

第２項 目的 

 イコムは，博物館活動のための専門的・倫理的基準を設定し，そのような問題に関して勧告し，訓練

を促進し，知識を増進し，世界規模のネットワークと共同事業により公衆の文化に対する意識を高める。 
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第３条 用語の定義 

 この規約において以下の用語が 初の文字を大文字にして使用される時は常に，単数，複数の区別な

くこの条項に定義された意味を持つ。 

第１項 博物館 

 博物館とは，社会とその発展に貢献するため，有形，無形の人類の遺産とその環境を，研究，教育，

楽しみを目的として収集，保存，調査研究，普及，展示をおこなう公衆に開かれた非営利の常設機関で

ある。 

 

第２項 イコムに認知された機関 

 執行委員会は，諮問委員会の助言を求めた上で，他の機関を博物館の性格の一部またはすべてを備え

ているものと認めることができる。 

 

第３項 博物館専門職員 

 博物館専門職員は，すべての博物館と，第３条・第１項の定義により博物館相当施設と認められた機

関および博物館活動に益となる訓練・研究機関の職員のうち，博物館の運営と活動に関連した分野にお

いて専門的な研修を受けた，もしくは同等の実務経験を持つ者，またはイコムの職業倫理規程を尊重し，

博物館のためにもしくは博物館とともに仕事をしているが，博物館とそのサービスに必要な商品や設備

の販売または販売促進には係わっていない個人のすべてを含む。 

 

第４項 正当な会員 

 イコムの正当な会員とは，入会の申し込みがこの規約の第４条・第２項にある条件のもとで認められ，

執行委員会が定めた額の会員資格の年間費用（年会費）を同様に定めた期日に支払った個人（または団

体）である。 

 

第５項 国 

 国内委員会を設立するために，国は国際連合もしくはその専門機関のひとつに加入しているか，国際

司法裁判所に加盟している自治国と定義される。 

 

第４条 会員 

第１項 会員 

 会員の資格は，博物館，イコムに認められた機関，博物館の専門職員および博物館のコミュニティー

の進歩に利益があると思われる個人または機関に開かれている。会員に選ばれる資格のある人は，イコ

ム入会の希望とイコムの職業倫理規程を受け入れ守ることを表明し，申込用書の全項目を記入すること。 

 イコムの会員資格は，各国の法規および国際条約を勘案して，美術品，天然および科学標本を含む文

化財を取引する（利益のために売買する）個人または機関(その職員も含めて)は保持することができな

い。 

 

第２項 入会の承認 

 国内委員会は，新会員の入会の申込書および年間の会費をイコム事務局に至急送付する。 

 本条の第３項に定めるように，名誉会員のみがこの審査過程を免除される。名誉会員候補は執行委員
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会によって総会に提案され，総会は多数決によりその可否を決定する。 

 

第３項 会員の範疇 

ⅰ．個人会員―第３条に定める現役または退職した博物館の専門職員，もしくはその他の，その経験，

またはイコムのためにおこなった専門的な仕事のゆえに個人会員になる資格を有する者。 

ⅱ．団体会員―博物館もしくは博物館の定義に合うその他の機関。 

ⅲ．学生会員―博物館関連の学術的な課程に在籍している者は，国内委員会によりこの範疇の会員と

しての入会を提案されることができる。 

ⅳ．名誉会員―国際的な博物館のコミュニティーまたはイコムのために格別の働きをした者。 

ⅴ．賛助会員―博物館および博物館間の国際的な協力に対する関心のゆえに，まとまった経済的もし

くはその他の援助をイコムに対して行う個人または団体。 

 

第４項 会員資格の終止 

 イコムの会員資格は，以下の理由のいずれかによる自発的な退会もしくは執行委員会の決定によって

打ち切ることができる。 

ⅰ．職業上の身分の変化 

ⅱ．職業倫理違反 

ⅲ．イコムの目的と実質的に相容れないとみなされる行為 

ⅳ．正式な支払い請求を受けた後の会費の不払い。 

 

第５条 年会費 

第１項 会費の額および支払い 

 イコムの個人，団体，学生および賛助会員は，それぞれ会員資格の年間費用（年会費）を，執行委員

会が勧告し総会によって承認された額によって支払わなければならない。 

 毎年，執行委員会は翌年の年間会費の額を発表する。国内委員会は６月30日までに会費を事務局に送

り，事務局は受領の翌月それを処理する。 

 

第２項 会費の期間 

 年会費は当該の暦年に対するものである。 

 

第６条 会員の特典 

第１項 会員証カード 

 正当な個人会員には，イコムによって決められた特典が付与された会員証カードが発行される。 

 

第２項 選挙に立候補する権利 

 正当な個人会員および正当な団体会員の代表者は，執行委員会（第14 条・第５項参照），諮問委員会

の委員長または副委員長（第14 条・第３項参照），国内委員会，国際委員会もしくは地域連盟の選出さ

れる役職の選挙に立候補することができる。 
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第３項 指名された代表 

 団体会員は，国内委員会および国際委員会，また大会および総会における彼らの代表者を３名指名で

きる。 

 

第４項 学生の参加 

 学生会員は国内および国際委員会の活動に参加することができ，また大会と総会にも出席・参加でき

るが，投票あるいはイコムの役職に立候補することはできない。 

 

第５項 特別な身分 

 名誉および賛助会員には会員の権利と特典が与えられるが，イコムの選挙による役職に就くことはで

きない。 

 

第７条 投票権 

第１項 投票権 

 個人および団体会員の総会における，また執行委員会の選挙における投票権は本条の以下の項，第10

条・第２，３，６項および諮問委員会の会議の場合は第14 条・第７項に定める；投票の間に出席してい

る会員は，１名を超える委任を行使することはできない。 

 

第２項 委員会の投票 

 各国内および国際委員会は，総会までに提示された事柄に関して，それぞれの代表として投票する５

名の会員（個人会員もしくは団体会員のなかで代表に指名されたもの）を指名する権利を有する。 

 

第３項 加盟機関の投票 

 各加盟機関は，総会までに提示された事柄に関して，それぞれの代表として投票する３名の会員（個

人会員もしくは団体会員のなかで代表に指名されたもの）を指名する権利を有する。 

 

第４項 投票権のない会員 

 学生，賛助および名誉会員には，イコムの総会における投票権を有しない。 

 

第８条 イコムの組織 

 イコムは次のように構成されている。 

ⅰ．総会 

ⅱ．執行委員会 

●会長 

●副会長2 名 

●収入役 

●一般(通常)委員 

ⅲ．諮問委員会 

ⅳ．国内委員会 

ⅴ．国内連絡員 
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ⅵ．国際委員会 

ⅶ．大会 

ⅷ．地域連盟 

ⅸ．加盟機関 

ⅹ．事務局 

ⅺ．ユネスコ・イコム博物館情報センター 

 

第９条 管理機構 

 イコム本来の権限は会員にある。 

 執行委員会は，総会において選出された役員と一般(通常)委員によって構成され，イコムの運営面を

担当する。 

 諮問委員会は，国内および国際委員会，地域連盟ならびに加盟機関の委員長によって構成され，イコ

ムの諸活動において会員を代表して助言者的役割を務める。 

 

第10条 総会 

第１項 権限 

 総会はイコムの立法機関である。 

 

第２項 会員 

 総会は，すべての個人，学生，賛助および名誉会員ならびに指名された団体会員の代表から成り立つ。

国内委員会，国際委員会および加盟機関により第７条・第１，２，３項に従って代表投票者に指名され

た個人会員と団体会員の代表のみがイコムの総会における投票権を持つ。 

 

第３項 会議 

 通常総会－総会は通常の会議を 低年１回，諮問委員会の年次会議のときに開催する。定足数は，出

席者もしくは委任によって代理される投票権を持つ会員数（１会員に対する委任の数は手続きの規則に

示されている）の単純多数である。もしもこの定足数に達しない場合，総会は同じ場所に遅くとも24 時

間以内に再び召集される。そのときの出席者が何人であっても，総会は討議をおこなう権限を持つ。通

常総会の決議は単純に出席者の多数によりおこなわれる。 

 通常総会は，i)入会申し込みの条件の変更に関する執行委員会の勧告について決定をおこなう。 

 通常総会は執行委員会のメンバーを選出する（第11条第１項および第14 条第５項）通常総会は 低年

１回，会計年度の終了後６ヶ月以内に，会計について決定するために開催される。 

 通常総会は，この規約の第20 条に定められたように，３年毎の会議を３年毎の大会とおなじ期日，場

所で開催する。 

 臨時総会―会長の勧告により執行委員会は，規約の改正，ならびに執行委員会および/または諮問委員

会，国内および国際委員会および/または地域連盟および加盟機関によって提案された重要事案の採決の

ために特別総会を開くことができる。特別総会における決定は，出席者および代理人の３分の２以上の

多数によりなされる。 

 臨時総会は，規約のすべての面に関して改正する権限を持つ。 

 参加者リスト―各総会中に出席している構成員または委任状を持つ代理者は，出席名簿に署名をする。
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議長は出席名簿を閲覧しその正確性を保証する。 

 議事録―各総会の討議および決議に関する報告は，事務総長によって作成され，会長により承認され

る。複写および抄録は電子版または印刷版により会員に供される。 

 議事録には，開催期日，場所，議題項，開催の方式，出席会員および代理人の姓名，討議用に配られ

た文書および報告書，討議の要約，決議文と投票の結果を提示しなければならない。 

 

第４項 総会への公式招待 

 執行委員会は，総会の議題を決め，会議の開催日より少なくとも30 日前に総会の招集をおこなう。総

会の会議は，フランス国，75732 パリCedex 15，ミオリ通１，メゾン・ド・ユネスコ，もしくは公式の

招待状に示されたほかの場所で開催される。 

Ｉ）公式の招待状は，会議の期日より少なくとも30日前に事務総長から総会を構成するすべてのイコ

ム会員に送付される。 

Ⅱ）発表は，イコム・ニュースに掲載されるか，イコムのウェッブサイトに掲示される。 

 公式招待状には，総会の期日，時間，会場，および議題が記される。 

 

第５項 会長の権限 

 イコムの会長は総会の議長を務める。会長がこの役割を果たすことを望まない場合は，２名の副会長

のうちの１名が総会の議長を務める。 

 

第６項 投票 

 総会の会議中，特に執行委員会の選挙の期間に，各国内・国際委員会は，総会で決定すべき問題につ

いて，それらの名において投票をおこなう５名の会員（個人会員もしくは団体会員の代表者）を指名す

る権利を有する。同様に，各加盟機関は，同一の条件で３名の投票会員（個人会員もしくは団体会員の

代表者）を指名する権利を有する。 

 

第11条 執行委員会 

第１項 構成 

 執行委員会はイコムの意思決定機関である。同委員会は，９名以上，15名以下の選出された委員なら

びに職務上の資格をもつ諮問委員会の議長により構成される。 

 執行委員会の委員は，通常総会によって選出され，３年間の任期を務める。執行委員会の役員および

一般（通常）委員は，当選すれば２期連続して務めることができる。一般（通常）委員は後に委員会の

役員に選出されてもよい。誰も執行委員会の委員を４期以上連続して務めることはできない。 

 会長は執行委員会の委員長を務める。会長が任期を全うできない場合は，執行委員会は，単純多数決

により２名の副会長のうちの１名を選び，次期選挙までの会長代行とする。副会長が任期を全うできな

いときは，執行委員会は単純多数決により一般（通常）委員のうちの１名を選び，次期選挙までの副会

長代行とする。一般（通常）委員が副会長を勤めた期間は，その委員が選出された役員を務めた期間と

はみなされない。一般（通常）委員が任期を全うできない場合は，その役職は次期選挙まで空席のまま

とする。 

 執行委員会の委員に選出された者は，執行委員会の了承がないかぎり，イコム内で他の役職に就くこ

とはできない。 
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第２項 会議 

 委員会は，通常会議を少なくとも年２回開催する。これらの会議のひとつは年次通常総会の際に，同

じ時期と場所でおこなわれる。 

 

第３項 委員会の義務 

 執行委員会はイコムの優良な運営を保証する。 

 委員会は，イコムのさまざまな資源（財政的，人的，知的および技術的）とその発展を監督する。 

 委員会はイコムの名声，国際的評価，一般からの尊敬を護る。 

 執行委員会は，会費の額を総会に勧告し，その承認をうる。 

 

第４項 定足数および多数 

 委員会の会議の定足数は委員の単純多数である。 

 執行委員会は単純多数により決定をおこなう。 

 

第５項 委員会 

 会長は，執行委員会の承認を得たうえで，常任委員会，特別調査委員会，および作業部会を任命し，

その職務を規定することができる。 

 会長により再任命され執行委員会により承認されない限り，委員会，特別調査委員会，および作業部

会の委員の任期は，３年毎におこなわれる執行委員会の選挙の次の年に終了する。 

 

第12条 執行委員会幹部 

 幹部は以下のように構成される。 

（ⅰ）会長 １名 

（ⅱ）副会長２名 

（ⅲ）収入役１名 

 会長の任期は２年で，３年毎の総会において選出され，同期間で２期まで再選できる。会長は，博物

館および博物館専門職員を代表する国際組織という権能をもつイコムの活動のために戦略指針を定める。

会長はすべての民事上の行為においてイコムを代表する。会長の署名によりイコムは第三者との協約を

締結する。会長は総会および執行委員会を招集し，議長を務める。 

 ２名の副会長の任期は３年で，３年毎の総会において選出され，同期間で２期まで再選できる。副会

長は会長によって命じられた業務を遂行し，会長が必要とする補佐をおこない，会長が不在の時には会

議を招集して議長を務める。 

 収入役の任期は３年で，３年毎の総会において選出され，同期間で次の１期まで再選できる。収入役

は，事務総長と協力してイコムの財政方針に必要なガイドラインを作成して執行委員会の了承を求め，

イコムの収支の結果を検討して執行委員会および諮問委員会に定期的に報告をおこなう。 

 執行委員会幹部(役員により構成される)は緊急の問題に対応し，暫定的な解決をおこなうことができ

る。幹部によってなされた行動はすべて，緊急事態およびその応急措置に関する説明とともに， も早

い機会に執行委員会全体に対して報告される。 
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第13条 会計監査 

 執行委員会は年次会議において，有資格の個人または団体をイコムの監査役に指名し，報酬を定める。 

 監査役に任命された個人または団体は，イコムの収支について年次報告書を作成する。 

 

第14条 諮問委員会 

第１項 構成 

 諮問委員会はイコムの助言機関である。諮問委員会は国内および国際委員会，地域連盟および加盟機

関の委員長（もしくは指名された代表）により構成される。 

 

第２項 諮問委員会の機能 

 諮問委員会は執行委員会および総会に対して，イコムの方針，事業，手続き，財政について助言をお

こない，また規約の改正を提案することができる。同委員会は，執行委員会が勧告するイコムの全体的

な利益のためになることがらや活動について助言をおこなう。諮問委員会の活動は次回の会議で承認を

得るために総会に報告される。 

 

第３項 役員 

 諮問委員会の委員長および副委員長は，委員により３年の任期で選出される。諮問委員会の役員は２

期連続して務めることができる。 

 諮問委員会の委員長は委員会の会議を招集し議長を務め，執行委員会の職務上の資格による委員，イ

コムの選挙担当役，および地域連盟全体の委員会の職務上の資格による委員を務める。 

 

第４項 年次会議 

 諮問委員会は通常会議を，執行委員会がおこなう会議のうちいずれかと同じ期日と場所において，少

なくとも年１回開催する。 

 

第５項 執行委員会の候補者 

 イコム執行委員会の役員および通常委員の候補者は，国内または国際委員会によってのみ指名できる。

指名には，それぞれ国内または国際委員会の委員長により署名され，指名委員会に代わって候補者の適

格を確認するもう一人の委員によって裏書がされた書面が伴わなければならない。 

 

第６項 代理人による投票 

 諮問委員会の委員（委員長を除く）は委員会の会議に別のイコム会員を代理として出席させることが

できるが，だれも１名を超える委任を受けることはできない。 

 

第７項 定足数と多数 

 諮問委員会の会議の定足数は，出席している委員および代理の半数(50％)である。もしこの定足数に

達しない場合は諮問委員会は同じ場所に24 時間以内に再び召集される。そのとき出席者が何名であろう

と諮問委員会は討議をおこなう権限を持つ。諮問委員会の決定は出席者および代理の人数の単純多数に

よりおこなわれる。 
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第15条 国内委員会 

 国内委員会は，ひとつの国のイコム会員全員によって組織され，執行委員会の認可を得て，その国に

おいて博物館および博物館専門職員の利益を代表し，またイコムの活動を企画・実施することができる。

国内委員会の活動は「国内委員会の規則」に沿うものでなければならない。 

 

第16条 国内連絡員 

 ある国に国内委員会が存在しない場合，１名のイコム会員が執行委員会によってその国のイコム国内

連絡委員に任命され得る。 

 

第17条 国際委員会 

 国際委員会は，執行委員会の認可を得て，事業や活動の実施および同じ学術的・専門的な関心を持つ

イコムの会員間の通信経路としての役割を果たすことができる。国際委員会の活動は「国際委員会の規

則」に沿うものでなければならない。 

 

第18条 地域連盟 

 地域連盟は執行委員会の認可を得て，その地域の国内委員会，博物館ならびに博物館専門職員の情報

交換および協力の場の役割を果たすことができる。地域連盟の活動は「イコム国内委員会地域連盟の規

則」に沿うものでなければならない。 

 

第19条 加盟機関 

 執行委員会は，少なくとも３分の２がこの規約に定義された博物館専門職員または博物館からなる国

際組織に，その会員の半数が１年以内にイコムの会員になることを条件として加盟機関の地位を与える

ことができる。 

 

第20条 大会 

第１項 ３年毎の集議 

 イコムは３年おきに大会を開催する。 

 

第２項 決議 

 大会は討論中に提案された決議を総会での討議に提出することができる。 

 

第21条 運営事務局 

第１項 役割 

 運営事務局は，事務総長および他のイコム事務職員から構成されるイコムの運営の中心である。事務

局は諸事業を評価・創始し，会員のファイルを扱い，財務を記録・運営し，イコムのアイデンティティー

を保護・促進する。 

 

第２項 運営 

 事務総長は，イコムに雇用された 高経営責任者であり，執行委員会に対してイコムの効率的で効果

的な運営，イコムの組織としての機能に必要とされる資源および事務局の日常的業務，ならびにイコム
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の利益の促進，イコム会員，委員会，特別調査委員会，作業部会との連絡に関する責任がある。日常的

なことがらについては，事務総長はイコムの会長に直接報告する。 

 

第22条 ユネスコ－イコム博物館情報センター 

第１項 管理 

 ユネスコ－イコム博物館情報センターはイコムにより管理される。同センターはイコム会員およびユ

ネスコ職員に記録と文書のレファレンス・サービスを提供する。 

 

第２項 職員および資源 

 事務総長は，ユネスコ－イコム博物館情報センターに対して責任があり，執行委員会が同センターの

機能に必要であるとみなす職員と資源とを提供しなければならない。 

 

第23条 収入及び支出 

第１項 収入 

 イコムの財源は以下のとおりである。 

（ⅰ）会員が納める会費 

（ⅱ）イコムの資産および活動からの収入 

（ⅲ）直接に受取る補助金および私的な贈与金ならびにイコム財団からの支援金 

（ⅳ）イコムがおこなったサービスに対して契約の範囲内で受け取った支払い金 

 

第２項 支出 

 イコムの財源の使用は，収入役が定めたガイドラインの基に作成され，執行委員会によって承認され

た年間予算にしたがってなされなければならない。 

 

第24条 言語 

第１項 公用語 

 英語，フランス語およびスペイン語をイコムの公用語とし，それぞれがイコムの会合において使用で

きる。 

 

第２項 他の言語 

 総会は，会員がその費用を負担するならば他の言語を採用できる。 

 

第25条 方針と手続きの規則 

第１項 方針の採択 

 執行委員会は，この規約の条項に効力を与えるために必要とされる方針と規則を採択する。またその

改正をすることができる。 

 

第２項 手続きの規則 

 総会および諮問委員会は，その手続きの規則を採択し，またその改正をすることができる。大会はそ

の手続きの規則を採択する。 
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第26条 他の機関との関係 

第１項 ユネスコ 

 イコムは，ユネスコと諮問的関係を維持する。 

 

第２項 イコム財団 

 イコムは，イコムの業務を支援するイコム財団と特別なパートナーシップ関係を維持する。 

 

第３項 他のパートナー 

 イコムは適切だと思われる国際組織と仕事上の関係を結ぶことができる。 

 

第４項 他の組織の参加 

 イコムは，公式の関係を結んだ国際組織の代表を大会または他の会合に参加するように招待すること

ができる。 

 

第27条 発効と改正 

第１項 履行 

 この規約は総会による採択の後，直ちに発効する。 

 

第２項 公文書 

 イコムはフランスにおいて1901 年の法律によって管理される団体として登録されているので，この規

約のフランス語版が，将来の翻訳のすべてが基づくべき公式の文書となる。 

 誤解または訴訟が起きた場合，確認の目的でフランス語の規約が参照される。 

 

第３項 改正 

 執行委員会，諮問委員会，国内および国際委員会，地域連盟，ならびに加盟機関はこの規約の改正を

提案することができる。 

 

第28条 解散 

第１項 解散に関する権限 

 イコムの会員は，臨時総会に出席している構成員またはその代理の４分の３（75％）の多数決により

イコムの解散を決定することができる。 

 すべての構成員が第10条第４項に従って，順当に召集されなければならない。 

 

第２項 イコムの財産 

 解散時にイコムが所有していた財産はすべて，ユネスコと相談したうえ，団体に関するフランスの1901 

年の法律に準拠して，イコムと同様の目的を持つ機関に譲渡される。 
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３ 国際博物館会議（イコム）日本委員会規程 
 

 （名称・事務所） 

第１条 この会は，イコム（国際博物館会議）日本委員会という。 

第２条 この会は，事務所を財団法人日本博物館協会内におく。 

 （目的・事業） 

第３条 この会はイコム規程に従いその目的達成を図ると共に，国内における会員の活動の向上に資す

ることを目的とする。 

第４条 この会は，前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 １．イコムとの連絡および情報の交換 

 ２．イコム本部事業への参画 

 ３．関連する他の国内，国際機構への協力 

 ４．会員の国際的活動に対する援助 

 ５．出版に関する事業 

 ６．機関誌の発行，情報・資料の調査・収集および伝達 

 ７．その他必要な事業 

 （組 織） 

第５条 この会はイコムの個人会員，団体会員，賛助会員として認められた国内イコム会員よりなる。 

 会員のうちから15名以内の委員を委員会が選出する。 

 会員はイコム規約第２条，第６条に該当する博物館関係者で，入会を申し出，委員会が承認したもの

とする。 

 賛助会員は，この会の趣旨に賛同し，事業を援助するもので，委員会が推薦したものとする。 

 （権利・義務） 

第６条 会員はイコムの総会および所属する国際委員会において投票権を有する。 

 会員・賛助会員は，イコムの国内，および国際会議に出席することができる。 

 会員・賛助会員はイコム本部または日本委員会が発行する刊行物その他の資料の配布をうける。 

第７条 会員・賛助会員は日本委員会の承認を経てイコム本部に登録される。 

 会員および賛助会員の代表は，その選択する国際委員会に所属し，イコムの事業に参加する。 

第８条 会員は別に定める会費を負担するものとする。賛助会員は別に定める賛助会費を負担するもの

とする。 

 （役 員） 

第９条 この会に委員長１名，副委員長５名，監事２名をおく。委員長および副委員長は委員の互選に

より定める。監事は会員の中から委員会が選出する。 

第10条 役員および委員の任期は２ヶ年とする。 

 （役員の職務・権限） 

第11条 委員長は会務を総理し，会を代表し，会議を召集し，議長となる。 

 副委員長は委員長を補佐し，委員長に支障あるときはその職務を代理する。監事は会務・会計を監査

し，総会に報告する。 

 （会 議） 

第12条 委員は委員会を組織し，毎年１回以上委員会を開催する。 
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 委員会は予算，事業計画を定め，役員を選出し，会員の資格を審査し，承認し，会費の額を定め，そ

の他本運営の責に任ずる。 

第13条 会員および賛助会員は委員会にオブザーバーとして出席することができる。 

第14条 会員総会は毎年１回開催する。 

 総会は会務の報告をうけ，決算を承認する。 

第15条 委員会は委員の３分の１（委任を含む）以上の出席をもって成立する。 

 総会は会員の10％（委任を含む）以上の出席をもって成立する。ただし，この場合は５人以上の会員

の出席を必要とする。 

第16条 議事は出席者過半数の賛成をもって決する。 

 但し，可否同数のときは議長の決するところによる。 

第17条 委員長は委員の３分の１以上が，会議の目的を示して請求したとき，臨時にそれぞれ委員会ま

たは会員総会を召集しなければならない。 

 （財政・会計） 

第18条 この会の経費は，会費，寄付金，補助金その他の収入をもってあてる。 

第19条 この会の資金は現金及び銀行預金とする。 

第20条 この会の会計年度は４月１日に始まり，翌年３月31日に終わる。 

 （顧問・名誉会員） 

第21条 この会に顧問および名誉会員をおくことができる。 

 顧問は役員または委員としてとくに功労のあった者を委員会に諮って委員長が委嘱する。名誉会員は

会員として永く貢献した者を委員会において推薦決定する。 

 顧問は委員会の要請により本会の議会に出席して意見を述べることができる。 

 （資格の喪失） 

第22条 会員および賛助会員で会費を滞納し，または会員および賛助会員として適当と認めがたいこと

があったときは，委員会はこれを除名することができる。 

第23条 第４条の事業を行うため必要に応じ，専門部会を設けることができる。 

第24条 この会に書記若干名をおく。 

 書記は委員長の指揮を受け，この会の事務を処理する。 

 

附 則 

第25条 この規程の改正および規程施行のため必要な事項は総会で定める。 

 改正案は28日前までに会員に配布される。規約の採用及び改正は会員の３分の１（委任を含む）以上

の出席，出席した会員の４分の３以上の承認を必要とする。再改正案は些細である場合のみ，その総

会で改正できる。これが些細か否かは議長が決定する。 

第26条 この規程は昭和46年４月１日より施行する。 

（昭和50年５月８日一部改正） 

（昭和55年４月１日一部改正） 

（昭和58年４月13日一部改正） 

（昭和59年６月12日一部改正） 

（平成４年10月25日一部改正） 

（平成５年５月25日一部改正） 
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４ 国際博物館会議（イコム）職業倫理規程 
 

［2004年10月改訂］ 

はじめに 

 

 イコム職業倫理規程の今回の版は６年に及ぶ改訂作業の到達点である。イコムの「規程」を当時の博

物館の実践に照らして全面的に見直したのち，旧版に基づいた改訂版が2001年に発行された。そのとき

に想定されていたように，これは完全に形式を改め，博物館専門職の姿と感触を与え，専門職業実践の

基本理念に基づいて一般的な倫理の指針を提供するように作られた。この「規程」は３期にわたりイコ

ム会員に諮られ，2004年のソウルにおける第21回総会において喝采とともに承認された。 

 この文書の全体の精神は，社会，地域社会，公衆とそれらのさまざまな構成員への奉仕および博物館

の実践者の専門職意識である。新しい構成，主要な点の強調と短くなった文の各段落の結果，規定全体

に強調の変化が起きたが，まったく新しいものはきわめて少い。あたらしい特徴は2.11項と３，５，お

よび６セクションに略述した基本理念である。 

 イコム職業倫理規程は，国レベルの法律では多様で一貫性に乏しい公的な規定の主要な部分における

専門職の自己規制の手段を提供する。それは，世界中の博物館の専門職員が無理なく待ち望んでいる行

動および実践の 低基準を設定したものであり，博物館の職業に求められる理にかなった公衆の期待を

表明したものである。 

 イコムは，1970年に「資料取得の倫理」を出し，「倫理規程」の完全版を1986年に発行した。現在の版

およびその2001年の暫定版はそれら以前の仕事に負うところが大きい。しかし，改定と再構成の大半の

作業は現在の倫理委員会のメンバーが受け持ったのであり，実際の会合や電子手段を通じてのそれにお

ける彼らの貢献と，目標と日程に合わせようとする彼らの決意に対し感謝の意を表する。 

 旧版同様，今回の「規程」は世界中どこでも利用できる 低基準を提供するもので，各国および専門

家の団体は，これを基にそれぞれの特有な要求を満たすものを作成することが可能である。イコムは，

固有な要求を満たす各国および専門家の倫理規程の展開を奨励し，その文書の提供を受けたいと思う。

これらはMaison de l’Unesco, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, Franceのイコム事務局あてに送付願い

たい。Ｅ－メールはsecretariat@icom.museum 

 

イコム倫理委員会会長（2001年から2004年） 

ジェフレイ・ルイス 

 

会長：Geoffrey Lewis（英国） 

会員：Gary Edson（米国），Per Kaks（スウェーデン），Byung-mo Kim（韓国），Pascal Makambila（コンゴ），

－2002年から；Jean-Yves Marin（フランス），Bernice Murphy（オーストラリア），2002年まで；Tereza 

Scheiner（ブラジル），Shaje’a Tswhiluila（コンゴ民主主義共和国），Michel Van –Praet（フランス） 

 

前 説 

 

イコム職業倫理規程の地位 

 イコム職業倫理規程は国際博物館会議が制作したものである。これはイコムの規約の中に言及される
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博物館のための倫理の声明である。この「倫理規程」は，国際的な博物館共同体で一般に受け入れられ

ている基本理念を反映している。イコムの会員であることおよびイコムへの年会費の納入はこの「倫理

規程」の肯定を意味する。 

 

博物館のための最低基準 

 この「規程」は博物館のための 低基準を提示したものである。望ましい職業的実践のガイドライン

に裏付けられた一連の基本理念として表されている。国によっては， 低基準が法律，または国の規則

で規定されている場合がある。また， 低基準に関する指導または評価が「認可」，「登録」もしくは類

似の評価的措置の形で行われる国もある。こうした基準が国内で規定されていない場合には，イコム事

務局，イコム国内委員会，または適切なイコム国際委員会を通じて指導を受けることができる。また，

個々の国と博物館と関連する専門的な事柄に関する組織もこの「規程」を追加の規程を作るうえで基本

とすることも意図されている。 

 

イコム職業倫理規程の翻訳 

 イコム職業倫理規程は英語，フランス語，スペイン語の３ヶ国語で出版されている。イコムはそのほ

かの言語に「規程」を翻訳することを歓迎する。ただし，翻訳は少なくともその言語が通常第一言語と

して話されている国の，ひとつの国内委員会によって裏書された場合のみ「公式」とみなされる。一カ

国以上で話される言語はそれらの国の国内委員会にも相談することが望ましい。公式の翻訳を提供する

に当たっては，語学および職業的な専門性を要することに注意が払われなければならない。翻訳に使用

した言語版と関与した国内委員会の名前を示すこと。これらの条件は，この「規程」もしくはその一部

の，教育的仕事もしくは研究目的の翻訳を制限するものではない。 

 

用語集 

 

鑑 定    ：資料または標本の真正の認定および評価。国によってはこの用語は，申出のあった贈

答品の税制上の優遇措置適用に当たっての独立した評価のために用いられる． 

利害の衝突  ：個人もしくは私的利益が存在するために，業務執行上原則の衝突が生じ，意思決定の

客観性が制限され，もしくは制限されるように見えること。 

取 引    ：個人もしくは施設の利益のための物品の売買。 

正当な注意義務：一定の決定をおこなう前に問題の事実関係を明らかにするためにあらゆる努力を払う

という必要条件。とくに，資料の収得もしくは使用の申し出がおこなわれた際，承諾

前に当該資料の出所および経歴を明らかにすること。 

保存・修復者 ：文化財の技術的調査，保護，保存，修復をおこなう資格がある博物館または独立した

職員。詳しくはイコムニュース39（１）５－６ページ（1986年）参照 

文化遺産   ：美的，歴史的，科学的もしくは精神的に重要であるとみなされるあらゆる概念または

事物。 

管理機関   ：博物館の権能を付与する規則によって，博物館の存続，戦略的発展，財源に責任ある

と規定された人々あるいは組織。 

収益活動   ：施設のための財政上の利得もしくは利益を目的とする活動。 

法的権利   ：当該国における財産を所有する法的権利。国によっては，これは付与される権利であ
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り正当に努力した探索の要求を満たさないかもしれない。 

最低基準   ：すべての博物館とその職員がそこに達したいと思うことを期待することがもっともで

ある基準。 

自然遺産   ：学術的意義を持つまたは精神的な表明を示す，すべての自然物，現象，もしくは概念 

博物館注１ ：博物館とは社会とその発展に奉仕する一般に公開された非営利の恒久的な施設で，

人々とその環境の有形および無形の証拠を研究，教育および娯楽のために収集，研究，

伝達および展示をおこなうものである。 

博物館専門職員注１：博物館専門職員は，博物館の運営と活動に関連する分野で専門的な訓練を受けるか

もしくは同等の実際的な経験を持つ，博物館およびイコム規約の第二条第１，２項に

規定された施設の職員（有給，無給を問わず）と，施設に属さない，イコム職業倫理

規程を尊重し博物館および上に引用した規約に規定された施設のために働く人々で構

成するが，博物館や博物館のサービスに必要な商業生産品および設備を促進もしくは

販売する人々を含まない。 

非営利団体  ：（剰余金もしくは利益を含む）収入がその団体および団体の運営の利益のためにのみ利

用される，適法に設立された法人組織もしくは非法人組織の団体。「非営利目的」とい

う用語は，これと同一の意味を有する。 

資料の由来  ：資料の発見もしくは作成時から現在までの全経緯および所有権の経緯。これに基づき

その資料の真正および所有権が決定される。 

有効な所有権 ：資料の発見もしくは作成からの完全な由来によって裏づけされた，議論の余地のない

物品を所有する権利。 

 

 注１ 「博物館」と「博物館専門職員」の用語は，この「倫理規程」を解釈するための暫定的な定義

であることに注意する必要がある。「イコム規定」に用いられている「博物館」及び「専門的博物

館従業者」は，同規程の改定が完全になされるまでなお有効である。 

 

１．博物館は人類の自然・文化遺産のさまざまな側面を保存し，解釈し，促進する 

 基本原則：博物館は有形，無形の自然および文化遺産に対する責任がある。管理機関および博物館

の戦略的な指示と監督に係る者はこの遺産を保護し，助長する主たる責務を負う。それと同時に，人

的，物的，金銭的資源を活用できるようにする責務を負う。 

 

施設の地位 

 1.1 権能を付与する文書 

 管理機関は，博物館がその法的地位，使命，永続性，非営利的性格を明確に述べた，国の法に従っ

た，文書化され公表された規則，規約あるいはその他の公文書を持つことを保証しなければならな

い。 

 

 1.2 使命，目標，方針の声明 

 管理機関は，博物館の使命，目標および方針ならびに当該管理機関の役割および構成を明確に記

した声明を作成し，公表し，従うべきである。 
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物的資源 

 1.3 土地建物 

 管理機関は，博物館がその使命に規定された基本的な機能を果たすためにふさわしい環境を備え

た十分な土地建物を保証するべきである。 

 

 1.4 アクセス 

 管理機関は，博物館とその収蔵品が適切な時間帯に一定の期間すべての人に公開されることを保

証すべきである。特殊なニーズを持った人々には特別の配慮がされなければならない。 

 

 1.5 健康と安全 

 管理機関は，施設の健康，安全および利用可能性に関する基準が職員と来館者に適用されるよう

保証するべきである。 

 

 1.6 災害に対する保護 

 管理機関は，公衆および職員，収蔵品とその他の資源を自然および人為的な災害から保護するた

めの方針を立て，それを維持するべきである。 

 

 1.7 警備の条件 

 管理機関は，収蔵品を展示，展覧会，作業または収蔵区域および輸送時における盗難または破損

から守るために適切な警備を保証するべきである。 

 

 1.8 保険および補償 

 商業的な保険が収蔵品に利用される場合，管理機関は，その適用範囲が十分で，輸送中または貸

与の物および現在博物館が責任を負うべき他のものを含むことを保証するべきである。補償制度が

使用される場合，博物館の所有でない資料が十分に包含されている必要がある。 

 

財 源 

 1.9 資金の確保 

 管理機関は，博物館の活動を実施し，発展させるために十分な資金を確保するべきである。すべ

ての財源は専門的に説明できるようにすべきである。 

 

 1.10 収益の方針 

 管理機関は，その活動により生じる，もしくは外部の財源から受け取る収入の出所に関して書か

れた方針を持つべきである。資金の出所別にかかわらず，博物館は行事，展覧会および諸活動の内

容と廉直性を維持するべきである。収益活動は施設およびその公衆の水準を危うくするものであっ

てはならない。（6.6を参照） 

 

職 員 

 1.11 雇用の方針 

 管理機関は，人事に関するすべての措置が博物館の方針および適性かつ適法な手続きにしたがっ
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てとられるように保証するべきである。 

 

 1.12 館長もしくは首長の任命 

 博物館の館長もしくは首長は重要な職であり，任命に際して管理機関は，その職責を効果的に果

たすために必要な知識および技能に配慮すべきである。これらの資格には，倫理行動の高い基準に

加えて十分な知的能力と専門的な知識が含まれるべきである。 

 

 1.13 管理機関へのアクセス 

 博物館の館長もしくは首長は，関連管理機関に直接の責任を負い，直接アクセスができなくては

ならない。 

 

 1.14 博物館職員の有資格性 

 すべての責任を果たすのに必要な専門知識を有する，資格を持った職員を雇用することが必要で

ある。（2.18，2.24，8.12も参照のこと） 

 

 1.15 職員の訓練 

 有効な労働力を維持するためにすべての博物館職員の継続的教育と専門的発達の十分な機会が用

意されるべきである。 

 

 1.16 倫理的矛盾 

 管理機関は，本「職業倫理規定」または国の法律もしくは専門職に関する倫理規定の諸条項と矛

盾すると考えられる行為を一切，博物館職員に要求してはならない。 

 

 1.17 博物館職員とボランティア 

 管理機関は，博物館の専門職員とボランティアの間に前向きな関係を促進するような，ボランティ

アの活動に関する書かれた方針を持つべきである。 

 

 1.18 ボランティアと倫理 

 管理機関は，ボランティアが博物館および個人的な活動を行うとき，イコムの職業倫理規程およ

び他の適用されうる規定や法に精通していることを保証すべきである。 

 

２．コレクションを負託を受けて有する博物館は，社会の利益と発展のためにそれらを保管するもので

ある。 

 基本原則：博物館は，自然，文化，学術遺産の保護への貢献として，その収蔵品の収集，保存，向

上をおこなう義務がある．彼らの収蔵品は有意義な公的遺産であり，法において特別な地位を占め，

国際的な規約によって保護されている．この公的負託には，正当な所有権，永続性，文書化，アクセ

シビリティーおよび信頼できる処分を含む管理の観念が内包されている。 
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収蔵品の収集 

 2.1 収蔵品に関する方針 

 各博物館の管理機関は，収蔵品の取得，保持，利用に関する文書化された収蔵品の方針を採択し，

公表すべきである。方針は，カタログ化，保存，展示されない資料の位置を明確にすべきである。

（2.7と2.8を参照のこと） 

 

 2.2 有効な所有権 

 取得しようとする博物館が有効な権利を保有できることを納得しない限り，品物あるいは資料を

購入，寄贈，貸与，遺贈または交換によって取得するべきでない。ある国における法にかなった所

有権が，必ずしも有効な権利とはかぎらない。 

 

 2.3 資料の由来と正当な注意義務 

 購入，寄贈，貸与，遺贈，もしくは交換の申し入れがあった資料もしくは標本は，すべて取得の

前に，その原産国もしくは適法に所有されていた中継国（博物館の自国も含む）から違法に取得も

しくは輸入されたものでないことを確認するためにあらゆる努力を払うべきである。これに関して，

正当な注意義務を払ってその物件の発見もしくは制作以来の由来を明らかにするべきである。 

 

 2.4 無認可のもしくは非学術的なフィールドワークに由来する資料と標本 

 博物館は，それが収得された際に記念物，考古学的あるいは地学的要地もしくは種および自然生

息地に対する無認可の，または非学術的な，もしくは意図的な破壊または損傷が伴っていたと確信

するに足る合理的な要因がある場合は，かかる資料を取得してはならない。同様に，発見されたも

のが土地の所有者もしくは占有者，または，適当な法的もしくは行政上の責任機関に通知されてい

ない場合，その取得は行われてはならない。 

 

 2.5 文化的に慎重さを要する資料 

 遺骸および神聖な意義を持つ資料は，安全に所蔵されかつ敬意のこもった保管が可能な場合のみ

取得されるべきである。これは専門職業上の基準に則り，かつ知られている場合にはそれらのもの

の由来する地域社会あるいは，民族的もしくは宗教的団体の構成員の利益と信仰に矛盾しない方法

で達成されなければならない（3.7および4.3も参照のこと）。 

 

 2.6 保護された生物学的もしくは地学的資料 

 博物館は，地方，国，地域の，もしくは国際的な野生生物保護または自然史保存に関する法ある

いは条約に違反して，収集，販売，もしくはそのほかの方法で移転された生物的もしくは地学的資

料を取得するべきではない。 

 

 2.7 生きている収蔵品 

 収蔵品が生きている植物または動物標本を含むときはそれらが由来する自然的および社会的環境，

および地方，国，地域の，もしくは国際的な野生生物保護または自然史保存に関する法あるいは条

約に特別の配慮をするべきである。 
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 2.8 作業用収蔵品 

 収蔵品に関する方針は，品物自体よりも文化的，学術的もしくは技術的な過程の保存のほうに力

点が置かれているような，あるいは品物や標本が通常の取り扱いおよび教育の目的で集められるよ

うな，あるタイプの作業用収蔵品について特別な配慮を含むことができる。 

 

 2.9 収蔵品に関する方針の枠外の取得 

 博物館の収蔵品に関する公にされた方針の枠外で，資料もしくは標本を取得することは，例外的

な状況においてのみなされるべきである。管理機関は，知ることができる専門的な意見および関心

をもつすべての関係者の見解を考慮すべきである。考慮には，その文化もしくは自然遺産に関する

状況およびそのような資料を収集している他の博物館の特別の関心が含まれる。そのような場合に

も，正当な権利を伴わない資料もしくは標本を取得すべきではない。 

 

 2.10 管理機関の構成員もしくは博物館職員による取得 

 販売であれ，寄贈であれ，または税金免除を伴う寄贈としてであれ，管理機関の構成員もしくは

博物館職員あるいはその家族およびこれらの人々と親しい人々からの資料の取得の際には，特別の

注意が要求される。 

 

 2.11 最後の手段の保管所 

 この倫理規程のどの部分も，博物館が適法な責任を有する領域からの，由来不明の，不法に収集

もしくは収得された標本もしくは資料のための承認された保管場所となることを妨げるべきではな

い。 

 

収蔵品の除去 

 2.12 処分に関する法的もしくはその他の権限 

 博物館に処分を許可する法的権限がある場合，もしくは博物館が処分を条件に資料を取得した場

合にも，法的もしくはその他の要件および手順は完全に遵守しなければならない。 初の取得が義

務的もしくはその他の制限を伴ったものである場合，そのような制限の遵守が不可能または博物館

にとって大きな損害であること，そして，もし適切と認められる場合には，法的救済措置がとられ

ていることを明確に示すことができない限り，これらの条件は遵守しなければならない。 

 

 2.13 博物館の収蔵品からの除去 

 博物館の収蔵品から資料もしくは標本を除去することは，その資料の意義，性格（更新できる場

合もできない場合も），法的な位置，およびそのような行為から生じ得る公衆の信頼の損失を十分理

解した上でのみ行われるべきである。 

 

 2.14 放出に対する責任 

 放出の決定は，博物館の館長および当該収蔵品の担当学芸員と共同で行動する管理機関の責任で

ある。作業用収蔵品には特別の措置が適用されうる（2.7および2.8参照）。 

 

 2.15 収蔵品から除去された資料の処分 
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 各博物館は，寄贈，移管，交換，売却，返還，もしくは破壊による資料の収蔵品からの永久的な

除去をおこなうための公認された方法を規定し，また受け取る施設への制限されない権利の譲渡を

容認する方針を持たねばならない。すべての除去の決定，当該資料およびその処分について完全な

記録を保存しなければならない。放出品は優先的に他の博物館に提供するべきであるとの強い仮定

がある。 

 

 2.16 収蔵品の処分からの収入 

 博物館の収蔵品は公衆からの預託物であり，換金できる財産として扱うべきではない。博物館の

収蔵品からの資料および標本の放出と処分から受けた金銭もしくは報酬は，収蔵品のためのみ，お

よび通常はその収蔵品への収集のためのみに用いなければならない。 

 

 2.17 放出された収蔵品の購入 

 博物館職員，管理機関，または，その家族もしくは親しい人々に対しては，彼らに責任がある収

蔵品から放出された資料の購入を許可するべきでない。 

 

収蔵品の保護 

 2.18 収蔵品の永続性 

 博物館は，その収蔵品（永久的なものも一時的なものも）および適切に記録された関連の情報が，

現在において使用でき，また現在の知識および資源に配慮しながら，できる限り良好かつ安全な状

態で将来の世代に伝えることを保証する方針を決め，適用しなくてはならない。 

 

 2.19 収蔵品の責任の委任 

 収蔵品の保護に関する専門的な責任は，適切な知識と技術を持った人々もしくは十分な監督下に

ある人々に任されるべきである（8.11も参照のこと）。 

 

 2.20 収蔵品の文書化 

 博物館の収蔵品は，容認された専門的な基準にしたがって文書化されなければならない。この文

書化は，一点ごとの完全な同一性確認と特徴の説明，関係，由来，状態，処理と現在ある場所を含

まなければならない。そのようなデータは，安全な環境で保管され，博物館の職員やその他の正当

な利用者が情報を得るためのデータの取り出しシステムが備わっていなくてはならない。 

 

 2.21 災害からの保護 

 武力抗争およびその他の人為的また自然災害時における収蔵品の保護の方針の作成について，細

やかな注意が払わなければならない。 

 

 2.22 収蔵品と関連のデータの安全 

 収蔵品のデータが一般に公開されるとき，博物館は，慎重さを必要とする個人的なまたは関連の

情報および秘密事項を開示することを避けるための制御を行わねばならない。 
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 2.23 環境保存計画 

 環境保存計画は，博物館の方針と収蔵品の保護の重要な要素である。収蔵庫にあるとき，展示中，

もしくは輸送中であるときも，収蔵品の保護的環境を作り出し，これを維持することは博物館の専

門職員の重要な責任である。 

 

 2.24 収蔵品の保存と修復 

 博物館は，資料もしくは標本が保存・修復の処置と資格のある保存技術者・修復者の仕事を必要

とする時を決定するために，収蔵品の状態を注意深く監視しなければならない．主な目的は，資料

または標本の状態の安定化であるべきである。保存の手順は，すべて文書化され，またできるだけ

可逆的であるべきであり，すべての変更箇所は，資料および標本の原品の部分と明確に識別可能に

するべきである。 

 

 2.25 生きた動物の厚生 

 生きた動物を飼育している博物館は，それらの健康と福祉に関するすべての責任を負うべきであ

る。博物館は，獣医学の専門家によって承認された，職員，来館者，および動物の保護のための安

全規程を作り履行しなければならない。遺伝子的改変は明確に識別できるようにすべきである。 

 

 2.26 博物館の収蔵品の個人的使用 

 博物館の職員，管理機関，彼らの家族，近しい人々等に，博物館の収蔵品を一時的であっても個

人的な目的での収用を許可してはならない。 

 

３．博物館は知識を確立し深めるための主要な証拠を持つ 

 基本原則：博物館は，収集し所蔵している主要な証拠の保管，利用可能性，解釈に関して，すべて

の人に対して特別な責任がある。 

 

主要な証拠 

 3.1 主要な証拠としての収蔵品 

 博物館の収蔵品の方針は，主要な証拠としての収蔵品の意義を明確に示さねばならない。方針は，

これが現在の知的な流行もしくは博物館の使用に支配されていないことを証明すべきである。 

 

 3.2 収蔵品の利用可能性 

 博物館は，秘密と安全の理由から生じる制限に配慮しつつ，収蔵品および関連するすべての情報

ができる限り自由に利用できるようにする特別な責任がある。 

 

博物館の収集と研究 

 3.3 現地の収集 

 現地の収集をおこなっている博物館は，学問的な規程，適用のある国法および国際法ならびに条

約上の義務に一致する方針を作るべきである。フィールドワークは，地域社会の意見，彼らの環境

資源および文化実践ならびに文化・自然遺産を高める努力に対する敬意と配慮をもってのみおこな

わなければならない。 
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 3.4 主要な証拠の例外的な収集 

 非常に例外的なケースでは，由来の不明の資料が，本質的に知識の増進に著しく貢献するもので

あり，その資料を保存することが公的利益に叶うことがある．そのような資料の博物館の収蔵品へ

の受け入れは，関連の学問分野の専門家の決定に従うべきであり，その国に対するもしくは国際的

な偏見があってはならない。 

 

 3.5 研 究 

 博物館職員による研究は，博物館の使命と目標に関連し，確立した法的，倫理的，学問的な慣行

に合致するものでなければならない。 

 

 3.6 破壊的分析 

 破壊的分析の手法が行われるときは，分析された資料，分析の結果，出版物を含むそこから生じ

た研究の完全な記録がその資料の永久的な記録の一部となるべきである。 

 

 3.7 遺骸および神聖な意味のある資料 

 遺骸および神聖な意味のある資料についての研究は，専門的な基準に従った方法で，知られてい

る場合はそれらの資料が由来する地域社会，民族もしくは宗教団体の利益と信仰を考慮に入れつつ

行われなければならない（2.5，4.3も参照のこと）。 

 

 3.8 研究資料に対する権利の保有 

 博物館職員が発表のための資料，現地調査の記録のための資料を作成するとき，その資料に対す

るあらゆる権利に関して，それを支援する博物館の間で明確な取り決めがなくてはならない。 

 

 3.9 共有される専門知識 

 博物館専門職員には，その知識および経験を同僚のほか，関連分野の学者，学生と共有する義務

がある。博物館専門職員は，自分が教えを受けた人々を尊敬し認めるべきであり，他の人々に役立

つ可能性のある技術および経験における進歩を提供するべきである。 

 

 3.10 博物館および他の施設間での協力 

 博物館職員は，類似の関心を持ち，収集活動を行う施設間の協力および協議の必要性を認め，こ

れを支持すべきである。このことは，研究を通じて重要な収蔵品が生み出されてもそれらの長期の

安全が確保できない，高等教育機関およびある種の公共施設について特に言えることである。 

 

４．博物館は自然および文化遺産を鑑賞し，理解し，それを促進する機会を提供する。 

 基本原則：博物館には，その教育的役割を開発し，博物館が対象とする地域社会，地方もしくは団

体から幅広い来館者をひきつけるという重要な義務がある。 

 

陳列と展覧会 

 4.1 陳列，展覧会および特別な活動 

 陳列や展覧会は，それが物質的なものであれ電子的なものであれ，博物館の明確な使命，方針お
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よび目的にしたがって行われるべきである。博物館は，収蔵品の質や適切な保管と保存について妥

協するべきでない。 

 

 4.2 展示物の解釈 

 博物館は，陳列や展覧会において提示する情報には十分な根拠があり，正確であり，それが象徴

する団体や信仰に対して適切な配慮がなされていることを保証すべきである。 

 

 4.3 慎重さを要する資料の展示 

 遺骸および神聖な意味のある資料は，専門的な基準に従った方法で，知られている場合はそれら

の資料が由来する地域社会，民族もしくは宗教団体の利益と信仰を考慮に入れつつ陳列されなけれ

ばならない。それらは，すべての人々が持つ人間の尊厳の気持ちに対する深い察知と尊敬をこめて

展示されなければならない。 

 

 4.4 公開陳列からの撤去 

 遺骸および神聖な意味のある資料を公開陳列から撤去するよう，それらの資料が由来する地域社

会から要求されたときは，尊敬と感性を持って迅速に応じなければならない。そのような資料の返

還の要求にもまた同様に応じなければならない。博物館の方針は，そのような要求に応えるための

手続きを明確に示さなければならない。 

 

 4.5 由来不明の資料の陳列 

 博物館は，出所の疑わしい，もしくは由来の不明な資料を陳列もしくは他の方法で使用すること

を避けるべきである。博物館はそのような陳列や使用が文化財の違法取引の容認および助長的行為

とみなされる可能性があることを承知しておくべきである。 

 

他の資源 

 4.6 公 表 

 博物館によって公表された情報は，それがいかなる方法をとったものでも，十分な根拠があり，

正確で，学問上の規律，社会もしくは表された信仰に対して責任のある配慮がなされているべきで

ある。博物館の情報の公表は，博物館の水準を損なうものであってはならない。 

 

 4.7 複 製 

 博物館は，収蔵品の模造，複製，複写を作成するとき原品の完全な形を尊重するべきである。そ

れらの複製品は永久的に模造品であることを明示するべきである。 

 

５．博物館の資源は，他の公的サービスや利益のための機会を提供する。 

 基本原則：博物館は，博物館内よりはるかに広い場での適用力を持つ多様な専門性，技能および物

質的資源を使用する。このことは，博物館活動の延長として，共有される資源もしくはサービスの供

給につながりうる。それらは，博物館の明確な使命を損なうことのない方法で計画されるべきである。 
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鑑定サービス 

 5.1 違法もしくは不法に取得された資料の鑑定 

 博物館が鑑定のサービスをおこなうとき，そのような活動から直接的であれ間接的であれ利益を

得ているとみなされるような行動をとるべきではない。違法もしくは不法に取得，譲渡，輸入もし

くは輸出されたと信じられる，または疑われる資料の鑑定や真正の認定は，適切な機関に通知され

る以前に公表するべきではない。 

 

 5.2 真正の認定と評価（価値の判定） 

 博物館の収蔵品に保険をかける目的で評価する場合がある。それ以外の資料の金銭的な価値に関

する意見は，他の博物館もしくは権限を持つ法的，行政的もしくは責任のある公的機関からの正式

な要請によってのみ述べられるべきである。しかし，博物館が受益者である場合，資料もしくは標

本の評価は第三者的姿勢で行わなければならない。 

 

６．所蔵品が由来する，もしくは博物館が奉仕する地域社会との密接な協力のもとに行う博物館の業務 

 基本原則：博物館の収蔵品は，それらが由来する地域社会の文化的および自然の遺産を反映する。

そういうものであるから，それらは，国の，地域の，地方の，民族的，宗教的もしくは政治的独自性

との強い類縁性を含みうる，通常の属性を超えた性格を有する。したがって，博物館の方針はこの可

能性に応えられなければならない。 

 

収蔵品の原産地 

 6.1 協 力 

 博物館は，原産地である国もしくは地域社会の博物館および文化機関と知識，文書および収蔵品

の共有を促進するべきである。遺産の重要な部分を失った国もしくは地域の博物館とのパートナー

シップを築く可能性が探られるべきである。 

 

 6.2 文化財の返還 

 博物館は，文化財をその原産国またはその国民に返還するための話し合いを開始する態勢を整え

ているべきである。このことは，科学的，専門的また人道的な原則と，適用される地方・国の法，

および国際法に基づき，政府もしくは政治レベルの行動に優先して，公平に行われるべきである。 

 

 6.3 文化財の復帰 

 原産国もしくはその国民が，国際および国の協定の原則に違反して輸出あるいは譲渡され，かつ，

それが当該国または国民の文化または自然遺産の一部であることを示すことができるような資料ま

たは標本の復帰を求めるときは，関係博物館は，法的にそうすることが自由にできるならば，その

返還に協力するため速やかかつ責任ある手段を講じるべきである。 

 

 6.4 占領された国からの文化財 

 博物館は，占領された地域からの文化財を購入もしくは取得することを差し控えるべきであり，

文化および自然資料の輸入，輸出および譲渡を規定するあらゆる法律と協定を完全に守るべきであ

る。 
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奉仕される地域社会への敬意 

 6.5 現代の地域社会 

 博物館の活動が現代の地域社会もしくはその遺産とかかわっている場合，資料の取得は，所有者

や通知者につけこむことなしに，情報を与えた上での相互の了承に基づいてのみ行われるべきであ

る。関与する地域社会の希望の尊重が 重要視されるべきである。 

 

 6.6 地域社会の施設の財源 

 現代の地域にかかわる活動のための資金を求めるとき，彼らの利益をないがしろにしてはならな

い（1.10を参照のこと）。 

 

 6.7 現代の地域社会からの収蔵品の使用 

 博物館が現代の地域社会からの収蔵品を使用する場合，それらを使用する人々の尊厳，伝統およ

び文化を尊重する必要がある。そのような収蔵品は，多様な社会，多文化および多言語の表現を擁

護することによって人々の福祉，社会の発展，寛容および尊敬を促進するために使用されるべきで

ある（4.3を参照のこと）。 

 

 6.8 地域社会の中の支援団体 

 博物館は，地域社会の支援のための好ましい環境（博物館友の会などの支援団体）を作り，その

貢献を認め，地域社会と博物館職員の間の友好的な関係を促進するべきである。 

 

７．博物館は法律に従って事業を行う 

 基本原則：博物館は，国際的，地域的，国の，もしくは地方の法律と条約の義務に完全にしたがう

べきである。さらに，管理機関は，博物館のあらゆる側面，その収蔵品および事業に関連する法的な

拘束力のある負託や条件をみたすべきである。 

 

法的枠組み 

 7.1 国及び地方の法規 

 博物館の事業に影響をあたえるので，博物館はすべての国と地方の法律にしたがい，他の国の法

規を尊重すべきである。 

 

 7.2 国際法 

 博物館の方針は，イコム職業倫理規程の解釈において基準とされる，以下の国際法を認めるべき

である。 

● 武力衝突時の文化財保護のためのユネスコ条約（ハーグ条約，1954年第一議定書および1999年

第二議定書） 

● 文化財の不法な輸入，輸出および所有権の譲渡を禁止し防止する手段に関するユネスコ条約

（1970年） 

● 危機に瀕している野生動植物の種の国際交易に関する条約（1973年） 

● 生物学的多様性に関する国連条約（1992年） 

● 窃盗および不法輸出された文化的資源に関するユニドロワ条約（1995年） 
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● 水中文化遺産の保護に関するユネスコ条約（2001年） 

● 無形文化遺産の保護に関するユネスコ条約（2003年） 

 

８．博物館は専門的に事業を行う 

 基本原則：博物館の専門職員は，受け入れられた基準と法を守り，彼らの職業の尊厳と名誉を維持

するべきである。彼らは違法もしくは反倫理的な専門的行為から公衆を守るべきである。博物館の社

会への貢献についての公衆のよりよい理解を促し，この職業の目標，目的および抱負について，公衆

に知らせ，教育するため，あらゆる機会を利用すべきである。 

 

専門職的行動 

 8.1 関連法規の熟知 

 博物館の専門職員はすべて，関連する国際，国内および地方の法ならびに彼らの雇用条件に通暁

しているべきである。彼らは不適切な行為とみなされるような状況を回避するべきである。 

 

 8.2 職業上の責任 

 博物館の専門職員は，勤務している博物館の方針と手続きに従う義務を負う。しかし，博物館も

しくはその専門職および職業倫理に損害を与えると思われる慣行にたいして正当な反対を唱えるこ

とができる。 

 

 8.3 専門職的行動 

 同僚および勤務先博物館への忠誠は，重要な職業上の責任であり，専門職業全体に適用される基

本的な倫理原則への忠誠に基づくものでなければならない。彼らはイコムの職業倫理規程の条件を

守るべきであり，その他の博物館業務に関連する規定もしくは方針を認識しているべきである。 

 

 8.4 学問的および学術的責任 

 博物館専門職員は，収蔵品に固有の情報の調査，保存，使用を促進するべきである。したがって，

彼らはそのような学術的および科学的データの損失につながるような行動や状況を避けるべきであ

る。 

 

 8.5 不法な市場 

 博物館専門職員は，自然および文化財の不法な移動もしくは市場に直接であれ間接であれ力を貸

すべきでない。 

 

 8.6 秘密保持 

 博物館専門職員は，勤務中に入手した秘密情報を保護しなければならない。加えて，鑑定のため

に博物館に持ち込まれた品目に関する情報は，機密情報であり，所有者から特に許可がない限り公

表したり，他のどのような機関もしくは個人にも流してはならない。 

 

 8.7 博物館と収蔵品の警備 

 博物館の警備，もしくは勤務中に訪問した個人コレクションの警備と所在地に関する情報は，博
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物館職員によって厳重な秘密とされなければならない。 

 

 8.8 秘密保持の義務の例外 

 秘密の保持は，盗まれた，不法に取得された，もしくは違法に譲渡された可能性がある物品にか

んする警察または他の正当な機関による捜査に協力する法的な義務に従属する。 

 

 8.9 個人の独自性 

 専門職にあるものは，ある程度個人の独自性を保持する権利を有するが，彼らは，いかなる私的

な仕事または専門的利益も彼らが勤務する機関と完全に切り離すことはできないことを心得ておか

なければならない。 

 

 8.10 専門職業上の関係 

 博物館の専門職員は，彼らが勤務する博物館の内外で多数の人々と業務上の関係を持つ。彼らは，

他の人々に対して効率の良い高い水準の専門的サービスを提供することを期待されている。 

 

 8.11 専門的相談 

 入手できる専門知識が，博物館内での良い決定を保証するには不十分であるときは，博物館内外

の専門家に相談するのは職業上の責務である。 

 

利害の衝突 

 8.12 贈答，援助，貸与もしくはその他の個人的な便宜 

 博物館職員は，所属博物館の職務に関連して提供された可能性のある贈り物，援助，貸与もしく

はその他の個人的便宜を受けてはならない。場合によっては，職業上の慣例に贈り物の授受が含ま

れていることがあるが，それは必ず関係機関の名において行うべきである。 

 

 8.13 外部の雇用もしくは仕事の利益 

 専門職にあるものは，ある程度個人の独自性を保持する権利を有するが，彼らは，いかなる私的

な仕事または専門的利益も彼らが勤務する施設と完全に切り離すことはできないことを心得ておか

なければならない。彼らは博物館の利益と衝突する，もしくは衝突するとみなされる他の有給の雇

用もしくは外部の委嘱を受けるべきではない。 

 

 8.14 自然・文化遺産の取引 

 博物館の専門職員は，直接，間接を問わず，自然もしくは文化遺産の取引（利益のための売買）

に加わるべきではない。 

 

 8.15 取引人との相互作用 

 博物館専門職員は，博物館の資料の購入もしくは処分，あるいは公的行為の実施または回避の誘

引として，取引業者，競売人もしくはその他の人物から贈り物，歓待もしくはいかなる形の報酬も

受けてはならない。さらに，博物館専門職員は，特定の取引業者，競売人もしくは鑑定人を一般人

に推薦すべきではない。 



－  － 727

 8.16 個人的収集活動 

 博物館専門職員は，資料の取得もしくは個人的収集活動のいずれにおいても所属機関と競合すべ

きではない。博物館専門職員と管理機関との間で個人的な収集に関する協約書を作成し，良心的に

これに従わなければならない。 

 

 8.17 ＩＣＯＭの名称とロゴの使用 

 イコム会員は，いかなる営利目的の活動もしくは製品の促進や信用性の付与のために

“International Council of Museums”および“ＩＣＯＭ”という言葉，もしくはそのロゴを使用して

はならない。 

 

 8.18 その他の利害衝突 

 個人と博物館の間にその他の利害の衝突が生じた場合は，博物館の利益が優先する。 
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５ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 
 

                                 昭和55年８月23日 

                                 条約第25号 

                                 近改正平成17年２月17日  

                                 外務省告示73号 

 

 締約国は， 

 美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない

地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものであることを認識し， 

 野生動植物についてはその価値が芸術上，科学上，文化上，レクリエーション上及び経済上の見地か

ら絶えず増大するものであることを意識し， 

 国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の 良の保護者であり，また， 良の保護者でなけ

ればならないことを認識し， 

 更に，野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護するた

めに国際協力が重要であることを認識し， 

 このため，適当な措置を緊急にとる必要があることを確信して， 

 次のとおり協定した。 

第１条 定 義 

 この条約の適用上，文脈によって別に解釈される場合を除くほか， 

  (a) 「種」とは，種若しくは亜種又は種若しくは亜種に係る地理的に隔離された個体群をいう。 

  (b) 「標本」とは，次のものをいう。 

  (ⅰ) 生死の別を問わず動物又は植物の個体 

  (ⅱ) 動物にあっては，附属書Ｉ若しくは附属書Ⅱに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であっ

て容易に識別することができるもの，又は附属書Ⅲに掲げる種の個体の部分若しくは派生物で

あって容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書Ⅲにより特定さ

れるもの 

  (ⅲ) 植物にあっては，附属書Ⅰに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であって容易に識別する

ことができるもの，又は附属書Ⅱ若しくは附属書Ⅲに掲げる種の個体の部分若しくは派生物で

あって容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書Ⅱ若しくは附属

書Ⅲにより特定されるもの 

  (c) 「取引」とは，輸出，再輸出，輸入又は海からの持込みをいう。 

  (d) 「再輸出」とは，既に輸入されている標本を輸出することをいう。 

  (e) 「海からの持込み」とは，いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され又は採取

された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。 

  (f) 「科学当局」とは，第９条の規定により指定される国の科学機関をいう。 

  (g) 「管理当局」とは，第９条の規定により指定される国の管理機関をいう。 

  (h) 「締約国」とは，その国についてこの条約が効力を生じている国をいう。 

第２条 基本原則 

 １ 附属書Ⅰには，絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあ
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るものを掲げる。これらの種の標本の取引は，これらの種の存続を更に脅かすことのないよう特に

厳重に規制するものとし，取引が認められるのは，例外的な場合に限る。 

 ２ 附属書Ⅱには，次のものを掲げる。 

  (a) 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが，その存続を脅かすこととなる利用がされない

ようにするためにその標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれの

ある種 

  (b) (a)の種以外の種であって，(a)の種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければ

ならない種 

 ３ 附属書Ⅲには，いずれかの締約国が，捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管

轄内において行う必要があると認め，かつ，取引の取締りのために他の締約国の協力が必要である

と認める種を掲げる。 

 ４ 締約国は，この条約に定めるところによる場合を除くほか，附属書Ⅰ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに

掲げる種の標本の取引を認めない。 

第３条 附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

 ２ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の輸出については，事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出する

ことを必要とする。輸出許可書は，次の条件が満たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 輸出国の科学当局が，標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言し

たこと。 

  (b) 輸出国の管理当局が，標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでな

いと認めること。 

  (c) 生きている標本の場合には，輸出国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害し

又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され，かつ，輸送されると認めるこ  

と。 

  (d) 輸出国の管理当局が，標本につき輸入許可書の発給を受けていると認めること。 

 ３ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の輸入については，事前に発給を受けた輸入許可書及び輸出許可書又

は輸入許可書及び再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。輸入許可書は，次の条件が満

たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 輸入国の科学当局が，標本の輸入が当該標本に係る種の存続を脅かす目的のために行われるも

のでないと助言したこと。 

  (b) 生きている標本の場合には，輸入国の科学当局が，受領しようとする者がこれを収容し及びそ

の世話をするための適当な設備を有していると認めること。 

  (c) 輸入国の管理当局が，標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。 

 ４ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の再輸出については，事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出

することを必要とする。再輸出証明書は，次の条件が満たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 再輸出国の管理当局が，標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めること。 

  (b) 生きている標本の場合には，再輸出国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害

し又は虐待される危険性をできる限り小さくするよう準備され，かつ，輸送されると認めること。 

  (c) 生きている標本の場合には，再輸出国の管理当局が，輸入許可書の発給を受けていると認める

こと。 
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 ５ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の海からの持込みについては，当該持込みがされる国の管理当局から

事前に証明書の発給を受けて入ることを必要とする。証明書は，次の条件が満たされた場合にのみ

発給される。 

  (a) 当該持込みがされる国の科学当局が，標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすことと

ならないと助言していること。 

  (b) 生きている標本の場合には，当該持込みがされる国の管理当局が，受領しようとする者がこれ

を収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。 

  (c) 当該持込みがされる国の管理当局が，標本が主として商業的目的のために使用されるものでな

いと認めること。 

第４条 附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

 ２ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の輸出については，事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出する

ことを必要とする。輸出許可書は，次の条件が満たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 輸出国の科学当局が，標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言し

たこと。 

  (b) 輸出国の管理当局が，標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでな

いと認めること。 

  (c) 生きている標本の場合には，輸出国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害し

又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され，かつ，輸送されると認めるこ  

と。 

 ３ 締約国の科学当局は，附属書Ⅱに掲げる種の標本に係る輸出許可書の自国による発給及びこれら

の標本の実際の輸出について監視する。科学当局は，附属書Ⅱに掲げるいずれかの種につき，その

属する生態系における役割を果たすことのできる個体数の水準を及び附属書Ⅰに掲げることとなる

ような当該いずれかの種の個体数の水準よりも十分に高い個体数の水準を当該いずれかの種の分布

地域全体にわたって維持するためにその標本の輸出を制限する必要があると決定する場合には，適

当な管理当局に対し，その標本に係る輸出許可書の発給を制限するためにとるべき適当な措置を助

言する。 

 ４ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の輸入については，輸出許可書又は再輸出証明書を事前に提出するこ

とを必要とする。 

 ５ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の再輸出については，事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出

することを必要とする。再輸出証明書は，次の条件が満たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 再輸出国の管理当局が，標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めるこ  

と。 

  (b) 生きている標本の場合には，再輸出国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害

し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され，かつ，輸送されると認めるこ

と。 

 ６ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の海からの持込みについては，当該持込みがされる国の管理当局から

事前に証明書の発給を受けていることを必要とする。証明書は，次の条件が満たされた場合にのみ

発給される。 

  (a) 当該持込みがされる国の科学当局が，標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすことと
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ならないと助言していること。 

  (b) 生きている標本の場合には，当該持込みがされる国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若し

くは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように取り扱われると認めること。 

 ７ ６の証明書は，科学当局が自国の他の科学機関および適当な場合には国際科学機関と協議の上行

う助言に基づき，１年を超えない期間につきその期間内に持込みが認められる標本の総数に限り発

給することができる。 

第５条 附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

 ２ 附属書Ⅲに掲げる種の標本の輸出で附属書Ⅲに当該種を掲げた国から行われるものについては，

事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。輸出許可書は，次の条件が満

たされた場合にのみ発給される。 

  (a) 輸出国の管理当局が，標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでな

いと認めること。 

  (b) 生きている標本の場合には，輸出国の管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害し

又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され，かつ，輸送されると認めるこ  

と。 

 ３ 附属書Ⅲに掲げる種の標本の輸入については，４の規定が適用される場合を除くほか，原産地証

明書及びその輸入が附属書Ⅲに当該種を掲げた国から行われるものである場合には輸出許可書を事

前に提出することを必要とする。 

 ４ 輸入国は，再輸出に係る標本につき，再輸出国内で加工された標本であること又は再輸出される

標本であることを証する再輸出国の管理当局が発給した証明書をこの条約が遵守されている証拠と

して認容する。 

第６条 許可書及び証明書 

 １ 前３条の許可書及び証明書の発給及び取扱いは，この条に定めるところにより行う。 

 ２ 輸出許可書には，附属書Ⅳのひな形に明示する事項を記載するものとし，輸出許可書は，その発

給の日から６箇月の期間内に行われる輸出についてのみ使用することができる。 

 ３ 許可書及び証明書には，この条約の表題，許可書及び証明書を発給する管理当局の名称及び印章

並びに管理当局の付する管理番号を表示する。 

 ４ 管理当局が発給する許可書及び証明書の写しには，写しであることを明示するものとし，写しが

原本の代わりに使用されるのは，写しに特記されている場合に限る。 

 ５ 許可書又は証明書は，標本の各送り荷について必要とする。 

 ６ 輸入国の管理当局は，標本の輸入について提出された輸出許可書又は再輸出証明書及びこれらに

対応する輸入許可書を失効させた上保管する。 

 ７ 管理当局は，適当かつ可能な場合には，標本の識別に資するため標本にマークを付することがで

きる。この７の規定の適用上「マーク」とは，権限のない者による模倣ができないようにするよう

に工夫された標本の識別のための消すことのできない印章，封鉛その他の適当な方法をいう。 

第７条 取引に係る免除等に関する特別規定 

 １ 第３条から第５条までの規定は，標本が締約国の領域を通過し又は締約国の領域において積み替

えられる場合には，適用しない。ただし，これらの標本が税関の管理の下にあることを条件とする。 

 ２ 第３条から第５条までの規定は，標本につき，この条約が当該標本に適用される前に取得された
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ものであると輸出国又は再輸出国の管理当局が認める場合において，当該管理当局がその旨の証明

を発給するときは，適用しない。 

 ３ 第３条から第５条までの規定は，手回品または家財である標本については，適用しない。ただし，

次の標本（標本の取得がこの条約の当該標本についての適用前になされたと管理当局が認める標本

を除く。）については，適用する。 

  (a) 附属書Ⅰに掲げる種の標本にあっては，その所有者が通常居住する国の外において取得して当

該通常居住する国へ輸入するもの 

  (b) 附属書Ⅱに掲げる種の標本にあっては，（ⅰ）その所有者が通常居住する国以外の国（その標本

が野生の状態で捕獲され又は採取された国に限る。）において取得し，（ⅱ）当該所有者が通常居

住する国へ輸入し，かつ，（ⅲ）その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国においてその

輸出につき輸出許可書の事前の発給が必要とされているもの 

 ４ 附属書Ⅰに掲げる動物の種の標本であって商業的目的のため飼育により繁殖させたもの又は附属

書Ⅰに掲げる植物の種の標本であって商業的目的のため人工的に繁殖させたものは，附属書Ⅱに掲

げる種の標本とみなす。 

 ５ 動物の種の標本が飼育により繁殖させたものであり若しくは植物の種の標本が人工的に繁殖させ

たものであり又は動物若しくは植物の種の標本がこれらの繁殖させた標本の部分若しくは派生物で

あると輸出国の管理当局が認める場合には，当該管理当局によるその旨の証明書は，第３条から第

５条までの規定により必要とされる許可書又は証明書に代わるものとして認容される。 

 ６ 第３条から第５条までの規定は，管理当局が発給し又は承認したラベルの付された腊葉標本その

他の保存され，乾燥され又は包埋された博物館用の標本及び当該ラベルの付された生きている植物

が，管理当局に登録されている科学者又は科学施設の間で商業的目的以外の目的の下に貸与され，

贈与され又は交換される場合には，適用しない。 

 ７ 管理当局は，移動動物園，サーカス，動物展，植物展その他の移動する展示会を構成する標本の

移動について第３条から第５条までの要件を免除し，許可書又は証明書なしにこれらの標本の移動

を認めることができる。ただし，次のことを条件とする。 

  (a) 輸出者又は輸入者が，標本の詳細について管理当局に登録すること。 

  (b) 標本が２又は５のいずれかに規定する標本に該当するものであること。 

  (c) 生きている標本の場合には，管理当局が，傷を受け，健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待

される危険性をできる限り小さくするように輸送され及び世話をされると認めること。 

第８条 締約国の取る措置 

 １ 締約国は，この条約を実施するため及びこの条約に違反して行われる標本の取引を防止するため，

適当な措置をとる。この措置には，次のことを含む。 

  (a) 違反に係る標本の取引若しくは所持又はこれらの双方について処罰すること。 

  (b) 違反に係る標本の没収又はその輸出国への返送に関する規定を設けること。 

 ２ 締約国は，１の措置に加え，必要と認めるときは，この条約を適用するためにとられた措置に違

反して行われた取引に係る標本の没収の結果負うこととなった費用の国内における求償方法につい

て定めることができる。 

 ３ 締約国は，標本の取引上必要な手続きが速やかに完了することをできる限り確保する。締約国は，

その手続きの完了を容易にするため，通関のために標本が提示される輸出港及び輸入港を指定する

ことができる。締約国は，また，生きている標本につき，通過，保管又は輸送の間に傷を受け，健
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康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように適切に世話をす

ることを確保する。 

 ４ １の措置がとられることにより生きている標本が没収される場合には， 

  (a) 当該標本は，没収した国の管理当局に引き渡される。 

  (b) (a)の管理当局は，当該標本の輸出国との協議の後，当該標本を，当該輸出国の負担する費用で

当該輸出国に返送し又は保護センター若しくは管理当局の適当かつこの条約の目的に沿うと認め

る他の場所に送る。 

  (c) (a)の管理当局は，(b)の規定に基づく決定（保護センター又は他の場所の選定に係る決定を含

む。）を容易にするため科学当局の助言を求めることができるものとし，望ましいと認める場合に

は，事務局と協議することができる。 

 ５ ４にいう保護センターとは，生きている標本，特に没収された生きている標本の健康を維持し又

は助けるために管理当局の指定する施設をいう。 

 ６ 締約国は，附属書Ⅰ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引について次の事項に関する

記録を保持する。 

  (a) 輸出者及び輸入者の氏名又は名称及び住所 

  (b) 発給された許可書及び証明書の数及び種類，取引の相手国，標本の数又は量及び標本の種類，

附属書Ｉ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種の名称並びに可能な場合には標本の大きさ及び性別 

 ７ 締約国は，この条約の実施に関する次の定期的な報告書を作成し，事務局に送付する。 

  (a) ６(b)に掲げる事項に関する情報の概要を含む年次報告書 

  (b) この条約を実施するためにとられた立法措置，規制措置及び行政措置に関する２年ごとの報告

書 

 ８ ７の報告書に係る情報は，関係締約国の法令に反しない限り公開される。 

第９条 管理当局及び科学当局 

 １ この条約の適用上，各締約国は，次の当局を指定する。 

  (a) 自国のために許可書又は証明書を発給する権限を有する１又は２以上の管理当局 

  (b) １又は２以上の科学当局 

 ２ 批准書，受諾書，承認書又は加入書を寄託する国は，これらの寄託の際に，他の締約国及び事務

局と連絡する権限を有する一の管理当局の名称及び住所を寄託政府に通報する。 

 ３ 締約国は，１の規定による指定及び２の規定による通報に係る変更が他のすべての締約国に伝達

されるようにこれらの変更を事務局に通報する。 

 ４ ２の管理当局は，事務局又は他の締約国の管理当局から要請があったときは，許可書又は証明書

を認証するために使用する印章その他のものの図案を通報する。 

第10条 この条約の締約国でない国との取引 

 締約国は，この条約の締約国でない国との間で輸出，輸入又は再輸出を行う場合においては，当該

この条約の締約国でない国の権限ある当局が発給する文書であって，その発給の要件がこの条約の許

可書又は証明書の発給の要件と実質的に一致しているものを，この条約にいう許可書又は証明書に代

わるものとして認容することができる。 

第11条 締約国会議 

 １ 事務局は，この条約の効力発生の後２年以内に，締約国会議を招集する。 

 ２ その後，事務局は，締約国会議が別段の決定を行わない限り少なくとも２年に１回通常会合を招
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集するものとし，締約国の少なくとも３分の１が書面により要請する場合にはいつでも特別会合を

招集する。 

 ３ 締約国は，通常会合又は特別会合のいずれにおいてであるかを問わず，この条約の実施状況を検

討するものとし，次のことを行うことができる。 

  (a) 事務局の任務の遂行を可能にするために必要な規則を作成すること及び財政規則を採択するこ

と。 

  (b) 第15条の規定に従って附属書Ｉ及び附属書Ⅱの改正を検討し及び採択すること。 

  (c) 附属書Ｉ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種の回復及び保存に係る進展について検討するこ  

と。 

  (d) 事務局又は締約国の提出する報告書を受領し及び検討すること。 

  (e) 適当な場合には，この条約の実効性を改善するための勧告を行うこと。 

 ４ 締約国は，通常会合において，２の規定により開催される次回の通常会合の時期及び場所を決定

することができる。 

 ５ 締約国は，いずれの会合においても，当該会合のための手続規則を制定することができる。 

 ６ 国際連合，その専門機関及び国際原子力機関並びにこの条約の締約国でない国は，締約国会議の

会合にオブザーバーを出席させることができる。オブザーバーは，出席する権利を有するが，投票

する権利は有しない。 

 ７ 野生動植物の保護，保存又は管理について専門的な能力を有する次の機関又は団体であって，締

約国会議の会合にオブザーバーを出席させることを希望する旨事務局に通報したものは，当該会合

に出席する締約国の少なくとも３分の１が反対しない限り，オブザーバーを出席させることを認め

られる。 

  (a) 政府間又は非政府のもののいずれであるかを問わず国際機関又は国際団体及び国内の政府機関

又は政府団体 

  (b) 国内の非政府機関又は非政府団体であって，その所在する国によりこの条約の目的に沿うもの

であると認められたもの 

   これらのオブザーバーは，出席することを認められた場合には，出席する権利を有するが，投票

する権利は有しない。 

第12条 事務局 

 １ 事務局の役務は，この条約の効力発生に伴い，国際連合環境計画事務局長が提供する。同事務局

長は，適当と認める程度及び方法で，野生動植物の保護，保存及び管理について専門的な能力を有

する政府間の若しくは非政府の適当な国際機関若しくは国際団体又は政府の若しくは非政府の適当

な国内の機関もしくは団体の援助を受けることができる。 

 ２ 事務局は次の任務を遂行する。 

  (a) 締約国の会合を準備し及びその会合のための役務を提供すること。 

  (b) 第15条及び第16条の規定により与えられる任務を遂行すること。 

  (c) 締約国会議の承認する計画に従い，この条約の実施に寄与する科学的及び技術的研究（生きて

いる標本につき適切に準備し，輸送するための基準に関する研究及び標本の識別方法に関する研

究を含む。）を行うこと。 

  (d) 締約国の報告書を研究すること及び締約国の報告書に関する追加の情報であってこの条約の実

施を確保するために必要と認めるものを当該締約国に要請すること。 
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  (e) この条約の目的に関連する事項について締約国の注意を喚起すること。 

  (f) 新の内容の附属書Ｉ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲをこれらの附属書に掲げる種の標本の識別を容

易にする情報とともに定期的に刊行し，締約国に配付すること。 

  (g) 締約国の利用に供するため事務局の業務及びこの条約の実施に関する年次報告書を作成し並び

に締約国がその会合において要請する他の報告書を作成すること。 

  (h) この条約の目的を達成し及びこの条約を実施するための勧告を行うこと（科学的及び技術的性

格の情報を交換するよう勧告を行うことを含む）。 

  (i) 締約国の与える他の任務を遂行すること。 

第13条 国際的な措置 

 １ 事務局は，受領した情報を参考にして，附属書Ｉ又は附属書Ⅱに掲げる種がその標本の取引によっ

て望ましくない影響を受けていると認める場合又はこの条約が効果的に実施されていないと認める

場合には，当該情報を関係締約国の権限のある管理当局に通告する。 

 ２ 締約国は，１の通告を受けたときは，関連する事実を自国の法令の認める限度においてできる限

り速やかに事務局に通報するものとし，適当な場合には，是正措置を提案する。当該締約国が調査

を行うことが望ましいと認めるときは，当該締約国によって明示的に権限を与えられた者は，調査

を行うことができる。 

 ３ 締約国会議は，締約国の提供した情報又は２の調査の結果得られた情報につき，次回の会合にお

いて検討するものとし，適当と認める勧告を行うことができる。 

第14条 国内法令及び国際条約に対する影響 

 １ この条約は，締約国が次の国内措置をとる権利にいかなる影響も及ぼすものではない。 

  (a) 附属書Ｉ，附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引，捕獲若しくは採取，所持若しくは

輸送の条件に関する一層厳重な国内措置又はこれらの取引，捕獲若しくは採取，所持若しくは輸

送を完全に禁止する国内措置 

  (b) 附属書Ｉ，附属書Ⅱおよび附属書Ⅲに掲げる種以外の種の標本の取引，捕獲若しくは採取，所

持若しくは輸送を制限し又は禁止する国内措置 

 ２ この条約は，標本の取引，捕獲若しくは採取，所持若しくは輸送についてこの条約に定めている

もの以外のものを定めている条約又は国際協定であって締約国について現在効力を生じており又は

将来効力を生ずることのあるものに基づく国内措置又は締約国の義務にいかなる影響も及ぼすもの

ではない。これらの国内措置又は義務には，関税，公衆衛生，動植物の検疫の分野に関するものを

含む。 

 ３ この条約は，共通の対外関税規則を設定し若しくは維持し，かつその構成国間の関税規制を撤廃

する同盟若しくは地域的な貿易機構を創設する条約若しくは将来締結されることのある条約若しく

は国際協定の規定のうち又はこれらの条約若しくは国際協定に基づく義務のうち，これらの同盟又

は地域的な貿易機構の構成国間の貿易に関するものにいかなる影響も及ぼすものではない。 

 ４ この条約の締約国は，自国がその締約国である他の条約文は国際協定がこの条約の効力発生のと

きに有効であり，かつ，当該他の条約又は国際協定に基づき附属書Ⅱに掲げる海産の種に対し保護

を与えている場合には，自国において登録された船舶が当該他の条約又は国際協定に基づいて捕獲

し又は採取した附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引についてこの条約に基づく義務を免除される。 

 ５ ４の規定により捕獲され又は採取された標本の輸出については第３条から第５条までの規定にか

かわらず，当該標本が４に規定する他の条約又は国際協定に基づいて捕獲され又は採取された旨の
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持込みがされた国の管理当局の発給する証明書のみを必要とする。 

 ６ この条約のいかなる規定も，国際連合総会決議第2750号Ｃ（第25回会期）に基づいて招集される

国際連合海洋法会議による海洋法の法典化及び発展を妨げるものではなく，また，海洋法に関し並

びに沿岸国及び旗国の管轄権の性質及び範囲に関する現在又は将来におけるいずれの国の主張及び

法的見解も害するものではない。 

第15条 附属書Ｉ及び附属書Ⅱの改正 

 １ 締約国会議の会合において附属書Ｉ及び附属書Ⅱの改正をする場合には，次の規定を適用する。 

  (a) 締約国は，会合における検討のため，附属書Ｉ又は附属書Ⅱの改正を提案することができる。

改正案は，会合の少なくとも150日前に事務局に通告する。事務局は，改正案の他の締約国への通

告及び改正案についての関係団体との協議については，２(b)又は２(c)の規定を準用するものと

し，会合の遅くとも30日前に改正案に係る回答をすべての締約国に通告する。 

  (b) 改正は，出席しかつ投票する締約国の３分の２以上の多数による議決で採択する。この１(b)

の規定の適用上，「出席しかつ投票する締約国」とは，出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約

国をいう。投票を棄権する締約国は，改正の採択に必要な３分の２に算入しない。 

  (c) 会合において採択された改正は，会合の後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただ

し，３の規定に基づいて留保を付した締約国については，この限りでない。 

 ２ 締約国会議の会合と会合との間において附属書Ｉ及び附属書Ⅱの改正をする場合には次の規定を

適用する。 

  (a) 締約国は，会合と会合との間における検討のため，この２に定めるところにより，郵便手続に

よる附属書Ｉ又は附属書Ⅱの改正を提案することができる。 

  (b) 事務局は，海産の種に関する改正案を受領した場合には，直ちに改正案を締約国に通告する。

事務局は，また，当該海産の種に関連を有する活動を行っている政府間団体の提供することがで

きる科学的な資料の入手及び当該政府間団体の実施している保存措置との調整の確保を特に目的

として，当該政府間団体と協議する。事務局は，当該政府間団体の表明した見解及び提供した資

料を事務局の認定及び勧告と共にできる限り速やかに締約国に通告する。 

  (c) 事務局は，海産の種以外の種に関する改正案を受領した場合には，直ちに改正案を締約国に通

告するものとし，その後できる限り速やかに自己の勧告を締約国に通告する。 

  (d) 締約国は，事務局が(b)又は(c)の規定に従ってその勧告を締約国に通告した日から60日以内に，

関連する科学的な資料及び情報とともに改正案についての意見を事務局に送付することができる。 

  (e) 事務局は，(d)の規定に基づいて受領した回答を自己の勧告とともにできる限り速やかに締約国

に通告する。 

  (f) 事務局が(e)の規定により回答及び勧告を通告した日から30日以内に改正案に対する異議の通

告を受領しない場合には，改正は，その後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただし，

３の規定に基づいて留保を付した締約国については，この限りでない。 

  (g) 事務局がいずれかの締約国による異議の通告を受領した場合には，改正案は，(h)から(j)まで

の規定により郵便投票に付される。 

  (h) 事務局は，異議の通告を受領したことを締約国に通報する。 

  (i) 事務局が(h)の通報の日から60日以内に受領した賛成票，反対票及び棄権票の合計が締約国の総

数の２分の１に満たない場合には，改正案は，更に検討の対象とするため締約国会議の次回の会

合に付託する。 
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  (j) 受領した票の合計が締約国の総数の２分の１に達した場合には，改正案は，賛成票及び反対票

を投じた締約国の３分の２以上の多数による議決で採択される。 

  (k) 事務局は，投票の結果を締約国に通報する。 

  (l) 改正案が採択された場合には，改正は，事務局によるその旨の通報の日の後90日ですべての締

約国について効力を生ずる。ただし，３の規定に基づいて留保を付した締約国については，この

限りでない。 

 ３ いずれの締約国も，１(c)又は２(1)に規定する90日間の期間内に寄託政府に対し書面による通告

を行うことにより，改正について留保を付することができる。締約国は，留保を撤回するまでの間，

留保に明示した種に係る取引につきこの条約の締約国でない国として取り扱われる。 

第16条 附属書Ⅲ及びその改正 

 １ 締約国は，いつでも，その種について第２条３にいう規制を自国の管轄内において行う必要があ

ると認める種を記載した表を事務局に提出することができる。附属書Ⅲには，附属書Ⅲに掲げるべ

き種を記載した表を提出した締約国の国名，これらの種の学名及び第１条(b)の規定の適用上これら

の種の個体の部分又は派生物であってそれぞれの種について特定されたものを掲げる。 

 ２ 事務局は，１の規定により提出された表を受領した後できる限り速やかに当該表を締約国に送付

する。当該表は，その送付の日の後90日で附属書Ⅲの一部として効力を生ずる。締約国は，当該表

の受領の後いつでも，寄託政府に対して書面による通告を行うことにより，いずれの種又はいずれ

の種の個体の部分若しくは派生物についても留保を付することができる。締約国は，留保を撤回す

るまでの間，留保に明示した種又は種の個体の部分若しくは派生物に係る取引につきこの条約の締

約国でない国として取り扱われる。 

 ３ 附属書Ⅲに掲げるべき種を記載した表を提出した締約国は，事務局に対して通報を行うことによ

りいつでも特定の種の記載を取り消すことができるものとし，事務局はその取消しをすべての締約

国に通告する。取消しは，通告の日の後30日で効力を生ずる。 

 ４ １の規定により表を提出する締約国は，当該表に記載された種の保護について適用されるすべて

の国内法令の写しを，自国がその提出を適当と認める解釈又は事務局がその提出を要請する解釈と

ともに事務局に提出する。締約国は，自国の表に記載された種が附属書Ⅲに掲げられている間，当

該記載された種に係る国内法令の改正が採択され又は当該国内法令の新しい解釈が採用されるごと

にこれらの改正又は解釈を提出する。 

第17条 この条約の改正 

 １ 事務局は，締約国の少なくとも３分の１からの書面による要請があるときは，この条約の改正を

検討しおよび採択するため，締約国会議の特別会合を招集する。改正は，出席しかつ投票する締約

国の３分の２以上の多数による議決で採択する。この１の規定の適用上，「出席しかつ投票する締 

約国」とは，出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。投票を棄権する締約国は，改正

の採択に必要な３分の２に算入しない。 

 ２ 事務局は，１の特別会合の少なくとも90日前に改正案を締約国に通告する。 

 ３ 改正は，締約国の３分の２が改正の受諾書を寄託政府に寄託した後60日で，改正を受諾した締約

国について効力を生ずる。その後，改正は，他の締約国についても，当該他の締約国が改正の受諾

書を寄託した後60日で，効力を生ずる。 

第18条 紛争の解決 

 １ 締約国は，この条約の解釈又は適用について他の締約国との間に紛争が生じた場合には，当該紛
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争について当該他の締約国と交渉する。 

 ２ 締約国は，１の規定によっても紛争を解決することができなかった場合には，合意により当該紛

争を仲裁，特に，ヘーグ常設仲裁裁判所の仲裁に付することができる。紛争を仲裁に付した締約国

は，仲裁裁定に従うものとする。 

第19条 署 名 

 この条約は，1973年４月30日までワシントンにおいて，その後は1974年12月31日までベルヌにおい

て，署名のために開放しておく。 

第20条 批准，受諾及び承認 

 この条約は，批准され，受諾され又は承認されなければならない。批准書，受諾書又は承認書は，

寄託政府であるスイス連邦政府に寄託する。 

第21条 加 入 

 この条約は，加入のため無期限に開放しておく。加入書は，寄託政府に寄託する。 

第22条 効力発生 

 １ この条約は，10番目の批准書，受諾書，承認書又は加入書が寄託政府に寄託された日の後90日で

効力を生ずる。 

 ２ この条約は，10番目の批准書，受諾書，承認書又は加入書が寄託政府に寄託された後に批准し，

受諾し，承認し又は加入する各国については，その批准書，受諾書，承認書又は加入書が寄託され

た日の後90日で効力を生ずる。 

第23条 留 保 

 １ この条約については，一般的な留保は，付することができない。特定の留保は，この条，第15条

及び第16条の規定に基づいて付することができる。 

 ２ いずれの国も，批准書，受諾書，承認書又は加入書を寄託する際に，次のものについて特定の留

保を付することができる。 

  (a) 附属書Ｉ，附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種 

  (b) 附属書Ⅲに掲げる種の個体の部分又は派生物であって附属書Ⅲにより特定されもの 

 ３ 締約国は，この条の規定にもとづいて付した留保を撤回するまでの間，留保に明示した特定の種

又は特定の種の個体の部分若しくは派生物に係る取引につきこの条約の締約国でない国として取り

扱われる。 

第24条 廃 棄 

 いずれの締約国も，寄託政府に対して書面による通告を行うことにより，この条約をいつでも廃棄

することができる。廃棄は，寄託政府が通告を受領した後12箇月で効力を生ずる。 

第25条 寄託政府 

 １ 中国語，英語，フランス語，ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの条約の原本は，

寄託政府に寄託するものとし，寄託政府は，その認証謄本をこの条約に署名し又はこの条約の加入

書を寄託したすべての国に送付する。 

 ２ 寄託政府は，すべての署名国及び加入国並びに事務局に対し，署名，批准書，受諾書，承認書，

又は加入書の寄託，この条約の効力発生，この条約の改正，留保及びその撤回並びに廃棄通告を通

報する。 

 ３ この条約が効力を生じたときは，寄託政府は，国際連合憲章第102条の規定による登録及び公表の

ためできる限り速やかにその認証謄本を国際連合事務局に送付する。 
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 以上の証拠として，下名の全権委員は，正当に委任を受けてこの条約に署名した。 

  1973年３月３日にワシントンで作成した。 

附属書Ｉ～Ⅳ （略） 
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６ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 
 

平成4年6月5日 法律第75号 

                                 終改正平成26年6月13日  

                                 法律第69号 

 

 第１章 総則（第１条―第６条） 

 第２章 個体等の取扱いに関する規制 

  第１節 個体等の所有者の義務等（第７条・第８条） 

  第２節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止（第９条―第19条） 

  第３節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等（第20条―第29条） 

  第４節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制 

   第１款 特定国内種事業の規制（第30条―第33条） 

   第２款 特定国際種事業の規制（第33条の２―第33条の５） 

  第５節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等（第33条の６―第33条の15） 

 第３章 生息地等の保護に関する規制 

  第１節 土地の所有者の義務等（第34条・第35条） 

  第２節 生息地等保護区（第36条―第44条） 

 第４章 保護増殖事業（第45条―第48条） 

 第５章 雑則（第49条―第57条） 

 第６章 罰則（第57条の２―第66条） 

 附則 

 

   第１章 総則  

（目的） 

（責務） 

第１条 この法律は，野生動植物が，生態系の重要な構成要素であるだけでなく，自然環境の重要な一

部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み，絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存を図ることにより，生物の多様性を確保するとともに，良好な自然環境を保全し，

もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

第２条 国は，野生動植物の種（亜種又は変種がある種にあっては，その亜種又は変種とする。以下同

じ。）が置かれている状況を常に把握し，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的

知見の充実を図るとともに，その種の保存のための総合的な施策を策定し，及び実施するものとする。 

２ 地方公共団体は，その区域内の自然的社会的諸条件に応じて，絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存のための施策を策定し，及び実施するよう努めるものとする。 

３ 国民は，前２項の国及び地方公共団体が行う施策に協力する等絶滅のおそれのある野生動植物の種

の保存に寄与するように努めなければならない。 

第３条 この法律の適用に当たっては，関係者の所有権その他の財産権を尊重し，住民の生活の安定及

び福祉の維持向上に配慮し，並びに国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。 

（財産権の尊重等） 
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（定義等） 

第４条 この法律において「絶滅のおそれ」とは，野生動植物の種について，種の存続に支障を来す程

度にその種の個体の数が著しく少ないこと，その種の個体の数が著しく減少しつつあること，その種

の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつあること，その種の個体の生息又は生育の環境が著し

く悪化しつつあることその他のその種の存続に支障を来す事情があることをいう。 

２ この法律において「希少野生動植物種」とは，次項の国内希少野生動植物種，第４項の国際希少野

生動植物種及び次条第１項の緊急指定種をいう。 

３ この法律において「国内希少野生動植物種」とは，その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のお

それのある野生動植物の種であって，政令で定めるものをいう。 

４ この法律において「国際希少野生動植物種」とは，国際的に協力して種の保存を図ることとされて

いる絶滅のおそれのある野生動植物の種（国内希少野生動植物種を除く。）であって，政令で定める

ものをいう。 

５ この法律において「特定国内希少野生動植物種」とは，次に掲げる要件のいずれにも該当する国内

希少野生動植物種であって，政令で定めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

６ 環境大臣は，前３項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは，中央環境審議会の意

見を聴かなければならない。 

（緊急指定種）  

第５条 環境大臣は，国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種以外の野生動植物の種の保存を

特に緊急に図る必要があると認めるときは，その種を緊急指定種として指定することができる。 

２ 環境大臣は，前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）をしようとするときは，

あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。 

３ 指定の期間は，３年を超えてはならない。 

４ 環境大臣は，指定をするときは，その旨及び指定に係る野生動植物の種を官報で公示しなければな

らない。 

５ 指定は，前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。 

６ 環境大臣は，指定の必要がなくなったと認めるときは，指定を解除しなければならない。 

７ 第２項，第４項及び第５項の規定は，前項の規定による指定の解除について準用する。この場合に

おいて，第５項中「前項の規定による公示の日の翌々日から」とあるのは，「第７項において準用す

る前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。 

（希少野生動植物種保存基本方針）  

第６条 環境大臣は，中央環境審議会の意見を聴いて希少野生動植物種の保存のための基本方針の案を

作成し，これについて閣議の決定を求めるものとする。 

２ 前項の基本方針（以下この条において「希少野生動植物種保存基本方針」という。）は，次に掲げる

事項について定めるものとする。 

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想 

二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項 

三 希少野生動植物種の個体（卵及び種子であって政令で定めるものを含む。以下同じ。）及びその

器官（譲渡し等に係る規制等のこの法律に基づく種の保存のための措置を講ずる必要があり，かつ，
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種を容易に識別することができるものであって，政令で定めるものに限る。以下同じ。）並びにこ

れらの加工品（種を容易に識別することができるものであって政令で定めるものに限る。以下同

じ。）の取扱いに関する基本的な事項 

四 国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に関する基本的な事項 

五 保護増殖事業（国内希少野生動植物種の個体の繁殖の促進，その生息地又は生育地の整備その他

の国内希少野生動植物種の保存を図るための事業をいう。第４章において同じ。）に関する基本的

な事項 

六 前各号に掲げるもののほか，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する重要事項 

３ 環境大臣は，希少野生動植物種保存基本方針について第１項の閣議の決定があったときは，遅滞な

くこれを公表しなければならない。 

４ 第１項及び前項の規定は，希少野生動植物種保存基本方針の変更について準用する。 

５ この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事

業の内容は，希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。 

 

   第２章 個体等の取扱いに関する規制  

    第１節 個体等の所有者の義務等  

（個体等の所有者等の義務）  

第７条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品（以下「個体等」と総称する。）

の所有者又は占有者は，希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し，その個体等を適切に取

り扱うように努めなければならない。 

（助言又は指導）  

第８条 環境大臣は，希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，希少野生動植物種の

個体等の所有者又は占有者に対し，その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができ

る。 

 

    第２節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止  

（捕獲等の禁止）  

第９条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第54条第２項において「国内希少野生

動植物種等」という。）の生きている個体は，捕獲，採取，殺傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）

をしてはならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。 

一 次条第１項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合 

二 生計の維持のため特に必要があり，かつ，種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境

省令で定める場合 

三 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合 

（捕獲等の許可）  

第10条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等の生きている

個体の捕獲等をしようとする者は，環境大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。 

３ 環境大臣は，前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは，
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第一項の許可をしてはならない。 

一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 

二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。 

三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を

適切に取り扱うことができないと認められること。 

４ 環境大臣は，第１項の許可をする場合において，次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ，当該各

号に定めるときは，その必要の限度において，その許可に条件を付することができる。 

一 次号に規定する許可以外の許可 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めると

き。 

二 第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生

動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を

促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。 

５ 環境大臣は，第１項の許可をしたときは，環境省令で定めるところにより，許可証を交付しなけれ

ばならない。 

６ 第１項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させるこ

とについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは，環境省令で定めるところに

より，環境大臣に申請をして，その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを

証明する従事者証の交付を受けることができる。 

７ 第１項の許可を受けた者は，その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する

者が第５項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し，又はその許可証若しくは従事者証が滅失した

ときは，環境省令で定めるところにより，環境大臣に申請をして，その許可証又は従事者証の再交付

を受けることができる。 

８ 第１項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は，捕獲等を

するときは，第５項の許可証又は第６項の従事者証を携帯しなければならない。 

９ 第１項の許可を受けて捕獲等をした者は，その捕獲等に係る個体を，適当な飼養栽培施設に収容す

ることその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。 

10 環境大臣は，第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内

希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第１項の許可をし，又は第４項の規定により

その許可に条件を付そうとするときは，あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。 

（捕獲等許可者に対する措置命令等）  

第11条 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者が同条第９項の規定に違反し，又は同条第４項の規

定により付された条件に違反した場合において，次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ，

当該各号に定めるときは，飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで

きる。 

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。 

二 第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生

動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第１項の許可を受けた者 特定国内希少野生

動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。 

２ 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこ

の法律に基づく処分に違反した場合において，次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ，
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当該各号に定めるときは，その許可を取り消すことができる。 

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。 

二 前項第二号に掲げる者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種

の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。 

３ 環境大臣は，第１項第二号に掲げる者に対し，同項の規定による命令をし，又は前項の規定により

許可を取り消そうとするときは，あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。 

 

（譲渡し等の禁止） 

第12条 希少野生動植物種の個体等は，譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲渡

し等」という。）をしてはならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。 

一 次条第１項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合 

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合 

三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用

されているものとして政令で定めるもの（以下「原材料器官等」という。）並びにこれらの加工品

のうち，その形態，大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で

定める要件に該当するもの（以下「特定器官等」という。）の譲渡し等をする場合 

四 第９条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくは

その個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 

五 第20条第１項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の３第１項本文の規定

により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合 

六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団

体である場合であって環境省令で定める場合 

七 前各号に掲げるもののほか，希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環

境省令で定める場合 

２ 環境大臣は，前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは，農林水産大臣及び経済産

業大臣に協議しなければならない。 

 

（譲渡し等の許可）  

第13条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等

をしようとする者（前条第１項第二号から第七号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等を

しようとする者を除く。）は，環境大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。 

３ 環境大臣は，前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは，

第１項の許可をしてはならない。 

一 譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。 

二 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取り

に係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。 

４ 第10条第四項の規定は第１項の許可について，同条第９項の規定は第１項の許可を受けて譲受け又

は引取りをした者について，前条第２項の規定は第１項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
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この場合において，第10条第９項中「その捕獲等に係る個体」とあるのは，「その譲受け又は引取り

に係る個体等」と読み替えるものとする。 

（譲渡し等許可者に対する措置命令） 

第14条 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者が同条第４項において準用する第10条第９項の規定

に違反し，又は前条第４項において準用する第10条第４項の規定により付された条件に違反した場合

において，希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，飼養栽培施設の改善その他の

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

（輸出入の禁止）  

第15条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は，輸出し，又は輸入しては

ならない。ただし，その輸出又は輸入が，国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の

特に必要なものであること，国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであ

ることその他の政令で定める要件に該当するときは，この限りでない。 

２ 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し，又は輸入しようとする者は，

外国為替及び外国貿易法 （昭和24年法律第228号）第48条第３項又は第52条の規定により，輸出又は

輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 

（違法輸入者に対する措置命令等） 

第16条 経済産業大臣は，外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づく政令の規定による承認を受け

ないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要

があると認めるときは，その個体等を輸入した者に対し，輸出国内又は原産国内のその保護のために

適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。 

２ 環境大臣及び経済産業大臣は，外国為替及び外国貿易法第52条 の規定に基づく政令の規定による承

認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその

個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第12条第１項の規定に違反

してその個体等の譲受けをした者がある場合において，必要があると認めるときは，その者に対し，

輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送す

ることを命ずることができる。 

３ 経済産業大臣が第１項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定に

よる命令をした場合において，その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは，経済産業

大臣又は環境大臣及び経済産業大臣（第52条において「経済産業大臣等」という。）は，自らその個

体等を前２項に規定する施設その他の場所に返送するとともに，その費用の全部又は一部をその者に

負担させることができる。 

（陳列又は広告の禁止） 

第17条 希少野生動植物種の個体等は，販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。

ただし，特定国内希少野生動植物種の個体等，特定器官等，第９条第二号に該当して捕獲等をした国

内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品，第20条第１項の登録

を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の３第１項本文の規定により記載をされた同項

の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支

障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は，この限りでない。 

（陳列又は広告をしている者に対する措置命令） 

第18条 環境大臣は，前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をしている者に
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対し，陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずる

ことができる。 

（報告徴収及び立入検査） 

第19条 次の各号に掲げる大臣は，この法律の施行に必要な限度において，それぞれ当該各号に規定す

る者に対し，希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め，又は

その職員に，希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等，輸入，陳列若しくは広告

に係る施設に立ち入り，希少野生動植物種の個体等，飼養栽培施設，書類その他の物件を検査させ，

若しくは関係者に質問させることができる。 

一 環境大臣 第10条第１項若しくは第13条第１項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布を

する目的で希少野生動植物種の個体等の陳列若しくは広告をしている者 

二 環境大臣及び経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸

入されたものの譲受けをした者  

三 経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。  

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

    第３節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等 

（個体等の登録） 

第20条 国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこ

れらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの（以下この章において「登録要件」という。）

に該当するもの（特定器官等を除く。）の正当な権原に基づく占有者は，その個体等について環境大

臣の登録を受けることができる。 

２ 前項の登録（次条第１項及び第２項並びに第23条第１項及び第２項を除き，以下この節及び第58条

第三号において「登録」という。）を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 

一 氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

二 登録を受けようとする個体等の種名 

三 登録を受けようとする個体等に係る次に掲げる区分 

イ 個体 

ロ 個体の器官 

ハ 個体の加工品 

ニ 個体の器官の加工品 

四 前三号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項 

３ 環境大臣は，登録をしたときは，その申請をした者に対し，登録票を交付しなければならない。 

４ 前項の登録票（以下この節において「登録票」という。）には，第２項第三号イからニまでに掲げる

区分ごとに環境省令で定める様式に従い，次に掲げる事項を記載するものとする。 

一 登録をした個体等の種名 

二 登録をした個体等の形態，大きさその他の主な特徴 

三 前二号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項 
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５ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，その登録に係る第２

項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは，環境省令で定めるところにより，当該登録に係る登録

票を環境大臣に提出して，変更登録を受けることができる。 

６ 環境大臣は，前項の変更登録をしたときは，その申請をした者に対し，変更後の登録票を交付しな

ければならない。 

７ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，その登録票に係る第

四項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは，環境省令で定めるところにより，当該登録票を環境

大臣に提出して，登録票の書換交付を受けることができる。 

８ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，登録票でその個体等

に係るものを亡失し，又は登録票が滅失したときは，環境省令で定めるところにより，環境大臣に申

請をして，登録票の再交付を受けることができる。 

９ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，第２項第一号に掲げ

る事項に変更を生じたときは，当該変更が生じた日から起算して30日を経過する日までの間に環境大

臣にその旨を届け出なければならない。 

10 第12条第２項の規定は，第２項の環境省令の制定又は改廃について準用する。 

（原材料器官等に係る事前登録） 

第20条の２ １年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等（特定器官等を除

く。）の譲渡し又は引渡しをしようとする者は，あらかじめ，その譲渡し又は引渡しをしようとする

原材料器官等の種別，数，予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の

登録を受けることができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する者については，この限りでない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者 

二 次条第六項の規定による返納命令を受けた日から起算して２年を経過しない者 

２ 前項の登録（以下この節，第58条第三号及び第59条第二号において「事前登録」という。）を受けよ

うとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。 

３ 環境大臣は，事前登録をしたときは，その申請をした者に対し，環境省令で定めるところにより，

事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。 

４ 前条第10項の規定は，第２項の環境省令の制定又は改廃について準用する。 

（事前登録を受けた者の遵守事項等） 

第20条の３ 事前登録を受けた者は，事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡し

をしようとするときは，環境省令で定めるところにより，その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等

ごとに前条第３項の事前登録済証（以下この節及び第59条第二号において「事前登録済証」という。）

に必要な事項の記載をし，これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし，事前登録を

受けた日から起算して１年を経過した日以後においては，その記載をしてはならない。 

２ 事前登録を受けた者は，環境省令で定めるところにより，３月を経過するごとに，その間に譲渡し

又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければなら

ない。 

３ 事前登録を受けた者は，事前登録を受けた日から起算して１年を経過したときは，環境省令で定め

るところにより，その間に第１項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納

しなければならない。 
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４ 環境大臣は，事前登録を受けた者が，事前登録済証に，事前登録をした事項に適合する原材料器官

等以外の原材料器官等について第１項本文に規定する記載をし，若しくは虚偽の事項を含む同項本文

に規定する記載をし，又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第１項から

第４項まで若しくは第22条第１項の規定に違反した場合において，必要があると認めるときは，その

者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，第１項本文の規定により記載をすることを禁止す

ることができる。 

５ 環境大臣は，事前登録を受けた者が前条第１項第一号に該当するに至ったときは，その者に対し，

その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。 

６ 環境大臣は，事前登録を受けた者が第４項の規定による命令に違反した場合において必要があると

認めるときは，その者に対し，その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることがで

きる。 

７ 環境大臣は，この条の規定の施行に必要な限度において，事前登録を受けた者に対し，必要な報告

を求めることができる。 

（登録個体等及び登録票等の管理等） 

第21条 登録又は事前登録（以下この章において「登録等」という。）に係る国際希少野生動植物種の個

体等は，販売又は頒布をする目的で陳列をするときは，その個体等に係る登録票又は前条第１項本文

の規定により記載をされた事前登録済証（以下この章において「登録票等」という。）を備え付けて

おかなければならない。ただし，第20条第５項の変更登録又は同条第七項の登録票の書換交付の申請

をしたときは，その申請に係る処分があるまでの間は，その個体等に係る登録票の写しを備え付けて

おくことをもって足りる。 

２ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等は，販売又は頒布をする目的でその広告をするときは，

その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならな

い。 

３ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は，その個体等に係る登録票等とともにし

なければならない。 

４ 登録票等は，その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては，譲

渡し等をしてはならない。 

５ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者（事前登録を受けた者か

ら，その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第１項本文の規定により記載をされた事前登録済証

とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。）は，環境省令で定めるところによ

り，その日から起算して30日（事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては，

３月）を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。 

（登録票等の返納等） 

第22条 登録票等（第三号に掲げる場合にあっては，回復した登録票）は，次に掲げる場合のいずれか

に該当することとなったときは，その日から起算して，登録票にあっては30日，事前登録済証にあっ

ては３月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。 

一 登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合（登録票等ととも

にその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。） 

二 登録に係る第20条第２項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合（同条第５項の変更登録の申請

をした場合を除く。） 
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三 第20条第８項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合 

２ 第20条第８項の規定は，盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡

失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納

した後その個体等を回復した場合について準用する。 

（登録機関）  

第23条 環境大臣は，環境省令で定めるところにより，第20条から前条まで（第20条の３第４項から第

７項までを除く。第７項において同じ。）に規定する環境大臣の事務（以下「登録関係事務」という。）

のうち環境省令で定める個体等に関するものについて，環境大臣の登録を受けた者（以下「登録機関」

という。）があるときは，その登録機関に行わせるものとする。 

２ 前項の登録（以下この節において「機関登録」という。）は，登録関係事務を行おうとする者の申請

により行う。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，機関登録を受けることができない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者であること。 

二 第26条第４項又は第５項の規定により機関登録を取り消され，その取消しの日から起算して２年

を経過しない者であること。 

三 法人であって，その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。 

４ 環境大臣は，機関登録の申請をした者（以下この項において「機関登録申請者」という。）が次の各

号のいずれにも適合しているときは，その機関登録をしなければならない。この場合において，機関

登録に関して必要な手続は，環境省令で定める。 

一 登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって，次のイ及びロに掲

げるものが登録関係事務を実施し，その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに，それぞれ２名以

上であること。 

イ 学校教育法 （昭和22年法律第26号）に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他

動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者で

あって，通算して３年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの 

ロ 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必

要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって，通算して３年以上

動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの 

二 機関登録申請者が，次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては，業として動植物の譲渡し等をし，又は陳列

若しくは広告をしている者（ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。）がその親法人（会社法 （平

成17年法律第86号）第879条第１項 に規定する親法人をいう。以下同じ。）であること。 

ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに，動植物譲渡業者等の役員又は職員である者（過去２

年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。）があること。 

５ 機関登録は，登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 機関登録の年月日及び番号 

二 機関登録を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

三 前二号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項 
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６ 環境大臣は，機関登録をしたときは，機関登録に係る個体等に関する登録関係事務を行わないもの

とする。 

７ 登録機関がその登録関係事務を行う場合における第20条から前条までの規定の適用については，こ

れらの規定中「環境大臣」とあるのは，「登録機関」とする。 

（登録機関の遵守事項等）  

第24条 登録機関は，登録関係事務を実施することを求められたときは，正当な理由がある場合を除き，

遅滞なく，登録関係事務を実施しなければならない。 

２ 登録機関は，公正に，かつ，環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。 

３ 登録機関は，登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは，変更しようとす

る日の２週間前までに，環境大臣に届け出なければならない。 

４ 登録機関は，その登録関係事務の開始前に，環境省令で定めるところにより，その登録関係事務の

実施に関する規程を定め，環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも，

同様とする。 

５ 登録機関は，毎事業年度経過後３月以内に，その事業年度の財産目録，貸借対照表及び損益計算書

又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他の

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。

以下「財務諸表等」という。）を作成し，５年間事業所に備えて置かなければならない。 

６ 登録を受けようとする者その他の利害関係人は，登録機関の業務時間内は，いつでも，次に掲げる

請求をすることができる。ただし，第二号又は第四号の請求をするには，登録機関の定めた費用を支

払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは，当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは，当該電磁的記録に記録された事項を環

境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供す

ることの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

７ 登録機関は，環境省令で定めるところにより，帳簿を備え，登録関係事務に関し環境省令で定める

事項を記載し，これを保存しなければならない。 

８ 登録機関は，環境大臣の許可を受けなければ，その登録関係事務の全部又は一部を休止し，又は廃

止してはならない。 

９ 環境大臣は，登録機関が前項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき，

第26条第５項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき，又

は登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難

となった場合において必要があると認めるときは，その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うもの

とする。 

10 環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合，登録機関が第８項

の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第26条第４項

若しくは第５項の規定により機関登録を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必

要な事項は，環境省令で定める。 
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（秘密保持義務等）  

第25条 登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は，その登録関係事務に関し知り得た

秘密を漏らしてはならない。 

２ 登録関係事務に従事する登録機関の役員又は職員は，刑法 （明治40年法律第45号）その他の罰則の

適用については，法令により公務に従事する職員とみなす。 

（登録機関に対する適合命令等）  

第26条 環境大臣は，登録機関が第23条第４項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは，そ

の登録機関に対し，これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２ 環境大臣は，登録機関が第24条第１項又は第２項の規定に違反していると認めるときは，その登録

機関に対し，登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執る

べきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣は，第24条第４項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは，

その規程を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 環境大臣は，登録機関が第23条第３項第一号又は第三号に該当するに至ったときは，機関登録を取

り消さなければならない。 

５ 環境大臣は，登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは，その機関登録を取り消し，又は期

間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第24条第３項から第５項まで，第７項又は第８項の規定に違反したとき。 

二 第24条第４項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。 

三 正当な理由がないのに第24条第６項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第１項から第３項までの規定による命令に違反したとき。 

五 不正の手段により機関登録を受けたとき。 

（報告徴収及び立入検査）  

第27条 環境大臣は，この節の規定の施行に必要な限度において，登録機関に対し，その登録関係事務

に関し報告を求め，又はその職員に，登録機関の事務所に立ち入り，登録機関の帳簿，書類その他必

要な物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（登録機関がした処分等に係る審査請求） 

第28条 登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は，環境大臣に

対し，審査請求をすることができる。この場合において，環境大臣は，行政不服審査法（平成26年法

律第68号）第25条第２項及び第３項，第46条第１項及び第２項，第47条並びに第49条第３項の規定の

適用については，登録機関の上級行政庁とみなす。 

（公示） 

第28条の２ 環境大臣は，次に掲げる場合には，その旨を官報に公示しなければならない。 

一 機関登録をしたとき。 

二 第24条第３項の規定による届出があったとき。 

三 第24条第８項の規定による許可をしたとき。 

四 第24条第９項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととする
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とき，又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

五 第26条第４項若しくは第５項の規定により機関登録を取り消し，又は同項の規定により登録関係

事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

（手数料） 

第29条 次に掲げる者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（登録機関が登録関係事務を行

う場合にあっては，登録機関）に納めなければならない。 

一 登録等を受けようとする者 

二 第20条第５項の変更登録又は同条第７項の登録票の書換交付を受けようとする者 

三 登録票の再交付を受けようとする者 

２ 前項の規定により登録機関に納められた手数料は，登録機関の収入とする。 

 

    第４節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制 

     第１款 特定国内種事業の規制  

（特定国内種事業の届出） 

第30条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業（以下この節及び第

62条第一号において「特定国内種事業」という。）を行おうとする者（次項に規定する者を除く。）は，

あらかじめ，次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所

在地 

三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種 

四 前三号に掲げるもののほか，環境省令，農林水産省令で定める事項 

２ 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は，あらかじめ，次に掲げる事項を，環

境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣（以下この節において「特定国内種関係大臣」と

いう。）に届け出なければならない。 

一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 

二 前号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項 

３ 第１項の規定による届出をした者は，その届出に係る事項に変更があったとき，又は特定国内種事

業を廃止したときは，その日から起算して30日を経過する日までの間に，その旨を環境大臣及び農林

水産大臣に届け出なければならない。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか，これらの規定による届出に関し必要な事項は，環境省令，農

林水産省令で定める。 

５ 第３項の規定は第２項の規定による届出をした者について，前項の規定は第２項の規定による届出

について準用する。この場合において，第３項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」

と，前項中「環境省令，農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」

と読み替えるものとする。 

（特定国内種事業を行う者の遵守事項）  

第31条 前条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は，その特定国内種事業に関し特

定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは，その個体等の譲渡人又は引渡人

の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとと
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もに，次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。 

一 その個体等が，繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品（次号において

「繁殖に係る個体等」という。）であるか又は捕獲され，若しくは採取された個体若しくはその個

体の器官若しくはこれらの加工品（第三号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。）であ

るかの別 

二 その個体等が繁殖に係る個体等であるときは，繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては，その代表者の氏名 

三 その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは，捕獲され，又は採取された場所並びに捕

獲し，又は採取した者の氏名及び住所 

２ 前条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は，環境省令，農林水産省令で定める

ところにより，前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内希少野生動植物種の個体等

の譲渡し等に関する事項を書類に記載し，及びこれを保存しなければならない。 

３ 前２項の規定は，前条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前項中「環境省令，農林水産省令」とあるのは，「環境大臣及び特定国内種関係

大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

（特定国内種事業を行う者に対する指示等）  

第32条 環境大臣及び農林水産大臣は，第30条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者

が前条第１項又は第２項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生

動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは，その者に対し，これらの規定が遵守される

ことを確保するため必要な事項について指示をすることができる。 

２ 環境大臣及び農林水産大臣は，第30条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前

項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資す

ることに支障を及ぼすと認めるときは，その者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，その

特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一

部の停止を命ずることができる。 

３ 前２項の規定は，第30条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前２項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と，第１項中「前

条第１項又は第２項」とあるのは「前条第３項において準用する同条第１項又は第２項」と読み替え

るものとする。 

（報告徴収及び立入検査） 

第33条 環境大臣及び農林水産大臣は，この節の規定の施行に必要な限度において，第30条第１項の規

定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し，その特定国内種事業に関し報告を求め，又はそ

の職員に，その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り，書類その他の物件を検査させ，若しく

は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定は，第30条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前項中「農林水産大臣」とあるのは，「特定国内種関係大臣」と読み替えるもの

とする。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による立入検査をする職員

は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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     第２款 特定国際種事業の規制 

（特定国際種事業の届出）  

第33条の２ 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態，大きさその他の事項

に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴

う事業（以下この章及び第62条第一号において「特定国際種事業」という。）を行おうとする者は，

あらかじめ，次に掲げる事項を，環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣（以下こ

の章において「特定国際種関係大臣」という。）に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 

三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別 

四 前三号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項 

（特定国際種事業を行う者の遵守事項）  

第33条の３ 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，その特定国際種事業に関し特定

器官等の譲受け又は引取りをするときは，その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住

所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに，その特定器官等に

第33条の６第１項の管理票が付されていない場合にあっては，その譲渡人又は引渡人からその特定器

官等の入手先を聴取しなければならない。 

２ 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発す

る命令で定めるところにより，前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し

等に関する事項を書類に記載し，及びこれを保存しなければならない。 

（特定国際種事業を行う者に対する指示等） 

第33条の４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業

を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種

の保存に資するため必要があると認めるときは，その者に対し，同条の規定が遵守されることを確保

するため必要な事項について指示をすることができる。 

２ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業を行う者

が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に

資することに支障を及ぼすと認めるときは，その者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，

その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。 

（準用） 

第33条の５ 第30条第３項の規定は第33条の２の規定による届出をした者について，第30条第４項の規

定は第33条の２の規定による届出について，第33条第１項，第３項及び第４項の規定は特定国際種事

業について準用する。この場合において，第30条第３項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際

種事業」と，「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と，同条第４項中「環境省令，農

林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と，第33条第１項中「農

林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。 
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    第５節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等  

（管理票の作成及び取扱い）  

第33条の６ 第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，その特定国際種事業に関

し次の各号のいずれかに該当する場合には，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める

ところにより，特定器官等（次条第１項の製品の原材料となるものに限る。）の入手の経緯等に関し

必要な事項を記載した管理票を作成することができる。 

一 その個体等に係る登録票等とともに譲り受け，又は引き取った原材料器官等の分割により得られ

た部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 

二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け，又は引き取った特定器官等の分割により得られ

た部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 

三 前二号に掲げるもののほか，譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであ

ることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合 

２ 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは，その管理票とともにするものとする。 

３ 第１項の管理票の譲渡し又は引渡しは，その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，特定国際種事業を行う者が第１項各号に掲げる場合以外の場

合に同項の管理票を作成し，又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要が

あると認めるときは，３月を超えない範囲内で期間を定めて，その者が同項の規定により管理票を作

成することを禁止することができる。 

（適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定）  

第33条の７ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，原材料器官等を原材料として製造された政令で定め

る製品（登録等を受けることができるものを除く。）の製造者の申請に基づき，その製品が登録要件

に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。 

２ 前項の認定は，次に掲げる場合に限り，することができる。 

一 申請者が，その製品の原材料である特定器官等を，その特定器官等に関し前条第１項の規定によ

り作成された管理票とともに譲り受け，又は引き取った者である場合 

二 申請者が，その製品の原材料である原材料器官等を，その原材料器官等に係る登録票等とともに

譲り受け，又は引き取った者である場合 

三 前二号に掲げるもののほか，その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するもので

あることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合 

３ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第１項の認定をしたときは，環境大臣及び特定国際種関係大

臣の発する命令で定めるところにより，その申請をした者に対し，申請に係る製品ごとに，その製品

について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。 

４ 前項の標章は，その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。 

５ 前各項に定めるもののほか，第１項の認定及び第３項の標章に関し必要な事項は，環境大臣及び特

定国際種関係大臣の発する命令で定める。 

（認定機関） 

第33条の８ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定

めるところにより，前条に規定する環境大臣及び特定国際種関係大臣の事務（以下「認定関係事務」

という。）について，環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者（以下「認定機関」という。）

があるときは，その認定機関に行わせるものとする。 
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２ 前項の登録（以下この節において「機関登録」という。）は，認定関係事務を行おうとする者の申請

により行う。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，機関登録を受けることができない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者であること。 

二 第33条の11第４項又は第５項の規定により機関登録を取り消され，その取消しの日から起算して

２年を経過しない者であること。 

三 法人であって，その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，機関登録の申請をした者（以下この項において「機関登録申

請者」という。）が次の各号のいずれにも適合しているときは，その機関登録をしなければならない。

この場合において，機関登録に関して必要な手続は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令

で定める。 

一 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関し

て必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって，通算して３年以

上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し，その人数が二名以

上であること。 

二 機関登録申請者が，次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては，特定国際種事業（前条第１項の政令で定める製

品に係るものに限る。ロにおいて同じ。）を行う者がその親法人であること。 

ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに，特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者（過去

２年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。）があること。 

５ 機関登録は，認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 機関登録の年月日及び番号 

二 機関登録を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

三 前二号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項 

６ 認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については，同条中「環境大臣

及び特定国際種関係大臣は」とあるのは，「認定機関は」とする。 

（認定機関の遵守事項） 

第33条の９ 認定機関は，認定関係事務を実施することを求められたときは，正当な理由がある場合を

除き，遅滞なく，認定関係事務を実施しなければならない。 

２ 認定機関は，公正に，かつ，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認

定関係事務を実施しなければならない。 

３ 認定機関は，認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは，変更しようとす

る日の２週間前までに，環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。 

４ 認定機関は，その認定関係事務の開始前に，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定め

るところにより，その認定関係事務の実施に関する規程を定め，環境大臣及び特定国際種関係大臣の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも，同様とする。 

５ 認定機関は，毎事業年度経過後３月以内に，その事業年度の財務諸表等を作成し，五年間事業所に

備えて置かなければならない。 



－  － 757

６ 第33条の７第１項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は，認定機関の業務時間内は，い

つでも，次に掲げる請求をすることができる。ただし，第二号又は第四号の請求をするには，認定機

関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは，当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは，当該電磁的記録に記録された事項を環

境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の

請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の

発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

７ 認定機関は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより，帳簿を備え，

認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し，これを保

存しなければならない。 

８ 認定機関は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ，その認定関係事務の全部又

は一部を休止し，又は廃止してはならない。 

（秘密保持義務等） 

第33条の10 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は，その認定関係事務に関し知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は，刑法その他の罰則の適用については，法令に

より公務に従事する職員とみなす。 

（認定機関に対する適合命令等）  

第33条の11 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の８第４項各号のいずれかに適合

しなくなったと認めるときは，その認定機関に対し，これらの規定に適合するため必要な措置を執る

べきことを命ずることができる。 

２ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の９第１項又は第２項の規定に違反してい

ると認めるときは，その認定機関に対し，認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の

改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の９第４項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適

当となったと認めるときは，その規程を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の８第３項第一号又は第三号に該当するに

至ったときは，機関登録を取り消さなければならない。 

５ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは，その機関

登録を取り消し，又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第33条の９第３項から第５項まで，第７項又は第８項の規定に違反したとき。 

二 第33条の９第４項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。 

三 正当な理由がないのに第33条の９第６項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第１項から第３項までの規定による命令に違反したとき。 

五 不正の手段により機関登録を受けたとき。 

（認定機関がした処分等に係る審査請求）  

第33条の12 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は，環境大
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臣及び特定国際種関係大臣に対し，審査請求をすることができる。この場合において，環境大臣及び

特定国際種関係大臣は，行政不服審査法第25条第２項 及び第３項，第46条第１項及び第２項，第47

条並びに第49条第３項の規定の適用については，認定機関の上級行政庁とみなす。 

（公示） 

第33条の13 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，次に掲げる場合には，その旨を官報に公示しなけれ

ばならない。 

一 機関登録をしたとき。 

二 第33条の９第３項の規定による届出があったとき。 

三 第33条の９第８項の規定による許可をしたとき。 

四 第33条の15において準用する第24条第９項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認

定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき，又は自ら行っていた認定関係事務の全

部若しくは一部を行わないこととするとき。 

五 第33条の11第４項若しくは第５項の規定により機関登録を取り消し，又は同項の規定により認定

関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

（手数料）  

第33条の14 第33条の７第１項の認定を受けようとする者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料

を国（認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては，認定機関）に納めなければならない。 

２ 前項の規定により認定機関に納められた手数料は，認定機関の収入とする。 

（準用） 

第33条の15 第23条第６項の規定は機関登録について，第24条第９項及び第10項並びに第27条の規定は

認定関係事務について準用する。この場合において，これらの規定中「環境大臣」とあるのは「環境

大臣及び特定国際種関係大臣」と，第24条第10項中「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際

種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

 

   第３章 生息地等の保護に関する規制 

    第１節 土地の所有者の義務等 

（土地の所有者等の義務） 

第34条 土地の所有者又は占有者は，その土地の利用に当たっては，国内希少野生動植物種の保存に留

意しなければならない。 

（助言又は指導） 

第35条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，土地の所有者又

は占有者に対し，その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。 

 

    第２節 生息地等保護区 

（生息地等保護区）  

第36条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，その個体の生息

地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって，その個体の分布状況及

び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重

要と認めるものを，生息地等保護区として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は，指定の区域，指定に係る国内希



－  － 759

少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めてするものとする。 

３ 環境大臣は，指定をしようとするときは，あらかじめ，関係行政機関の長に協議するとともに，中

央環境審議会及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 

４ 環境大臣は，指定をしようとするときは，あらかじめ，環境省令で定めるところにより，その旨を

公告し，公告した日から起算して14日を経過する日までの間，指定の区域，指定に係る国内希少野生

動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案（次項及び第六項において「指定案」という。）を

公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があったときは，指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は，同項に

規定する期間が経過する日までの間に，環境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。 

６ 環境大臣は，指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広

く意見を聴く必要があると認めるときは，公聴会を開催するものとする。 

７ 環境大臣は，指定をするときは，その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び

指定の区域の保護に関する指針を官報で公示しなければならない。 

８ 指定は，前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 

９ 環境大臣は，生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その

他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でない

と認めるときは，指定を解除しなければならない。 

10 第３項，第７項及び第８項の規定は，前項の規定による指定の解除について準用する。この場合に

おいて，第７項中「その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保

護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と，第８項中「前項の規定による

公示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

11 生息地等保護区の区域内（次条第４項第八号に掲げる行為については，同号に規定する湖沼又は湿

原の周辺１キロメートルの区域内）において同項各号に掲げる行為をする者は，第２項の指針に留意

しつつ，国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。 

（管理地区） 

第37条 環境大臣は，生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると

認める区域を管理地区として指定することができる。 

２ 環境大臣は，管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事

情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続するこ

とが適当でないと認めるときは，その指定を解除しなければならない。 

３ 前条第２項から第８項までの規定は第１項の規定による指定について，同条第３項，第７項及び第

８項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において，同条第７項中「そ

の旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあ

るのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と，同条第８項

中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第３項において準用する前項の規定による公示」と読

み替えるものとする。 

４ 管理地区の区域内（第八号に掲げる行為については，同号に規定する湖沼又は湿原の周辺１キロメー

トルの区域内。第40条第１項及び第41条第１項において同じ。）においては，次に掲げる行為（第十

号から第十四号までに掲げる行為については，環境大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定す

る期間内においてするものに限る。）は，環境大臣の許可を受けなければ，してはならない。 
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一 建築物その他の工作物を新築し，改築し，又は増築すること。 

二 宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地（水底を含む。）の形質を変更すること。 

三 鉱物を採掘し，又は土石を採取すること。 

四 水面を埋め立て，又は干拓すること。 

五 河川，湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

六 木竹を伐採すること。 

七 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定する野生動植

物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

八 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれらに流入する

水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 

九 道路，広場，田，畑，牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内において，車馬若し

くは動力船を使用し，又は航空機を着陸させること。 

十 第七号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の

種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

十一 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として

環境大臣が指定するものの個体を放ち，又は植栽し，若しくはその種子をまくこと。 

十二 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環境大

臣が指定する物質を散布すること。 

十三 火入れ又はたき火をすること。 

十四 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環境大

臣が定める方法によりその個体を観察すること。 

５ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。 

６ 環境大臣は，前項の申請に係る行為が第３項において準用する前条第二項の指針に適合しないもの

であるときは，第４項の許可をしないことができる。 

７ 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，その必要の限度にお

いて，第４項の許可に条件を付することができる。 

８ 第４項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲

げる行為に着手している者は，その規制されることとなった日から起算して３月を経過する日までの

間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは，同項の規定にかかわらず，引き続きその行

為をすることができる。 

９ 次に掲げる行為については，第４項の規定は，適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 木竹の伐採で，環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内にお

いてするもの 

10 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者は，その日から

起算して14日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。 

（立入制限地区）  

第38条 環境大臣は，管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその
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保護を図る必要があると認める場所を，立入制限地区として指定することができる。 

２ 環境大臣は，前項の規定による指定をしようとするときは，その場所の土地の所有者又は占有者（正

当な権原を有する者に限る。次項及び第42条第２項において同じ。）の同意を得るとともに，関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

３ 環境大臣は，土地の所有者又は占有者が正当な理由により第１項の規定による指定を解除するよう

求めたとき，又はその指定の必要がなくなったと認めるときは，その指定を解除しなければならない。 

４ 何人も，環境大臣が定める期間内は，立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし，次

に掲げる場合は，この限りでない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合 

三 前二号に掲げるもののほか，環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合 

５ 第36条第７項及び第８項の規定は第１項の規定による指定及び第３項の規定による指定の解除につ

いて，前条第５項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。この場合において，第36

条第７項中「その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関

する指針」とあるのは，第１項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と，第３項の

規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と，同条第８項中「前項の規

定による公示」とあるのは，「第38条第５項において準用する前項の規定による公示」と読み替える

ものとする。 

（監視地区） 

第39条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分（次条第１項及び第41条第１項におい

て「監視地区」という。）の区域内において第37条第４項第一号から第五号までに掲げる行為をしよ

うとする者は，あらかじめ，環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 環境大臣は，前項の規定による届出（以下この条において「届出」という。）があった場合において

届出に係る行為が第36条第２項の指針に適合しないものであるときは，届出をした者に対し，届出に

係る行為をすることを禁止し，若しくは制限し，又は必要な措置をとるべきことを命ずることができ

る。 

３ 前項の規定による命令は，届出があった日から起算して30日（30日を経過する日までの間に同項の

規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは，届出があった日から起算して60日

を超えない範囲内で環境大臣が定める期間）を経過した後又は第５項ただし書の規定による通知をし

た後は，することができない。 

４ 環境大臣は，前項の規定により期間を定めたときは，これに係る届出をした者に対し，遅滞なくそ

の旨及びその理由を通知しなければならない。 

５ 届出をした者は，届出をした日から起算して30日（第３項の規定により環境大臣が期間を定めたと

きは，その期間）を経過した後でなければ，届出に係る行為に着手してはならない。ただし，環境大

臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは，こ

の限りでない。 

６ 次に掲げる行為については，第１項の規定は，適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 第36条第１項の規定による指定がされた時において既に着手している行為 
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（措置命令等）  

第40条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，管理地区の区域

内において第37条第４項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第一号

から第五号までに掲げる行為をしている者に対し，その行為の実施方法について指示をすることがで

きる。 

２ 環境大臣は，第37条第４項若しくは第38条第４項の規定に違反した者，第37条第７項（第38条第５

項において準用する場合を含む。）の規定により付された条件に違反した者，前条第１項の規定によ

る届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第２項の規定による命令に違反した者がそ

の違反行為によって国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合

において，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，これらの者に対し，相当

の期限を定めて，原状回復を命じ，その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護の

ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣は，前項の規定による命令をした場合において，その命令をされた者がその命令に係る期

限までにその命令に係る措置をとらないときは，自ら原状回復をし，その他国内希少野生動植物種の

個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに，その費用の全部又は一部をその者

に負担させることができる。 

（報告徴収及び立入検査等）  

第41条 環境大臣は，この法律の施行に必要な限度において，管理地区の区域内において第37条第４項

各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為

をした者に対し，その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

２ 環境大臣は，この法律の施行に必要な限度において，その職員に，生息地等保護区の区域内におい

て前項に規定する者が所有し，又は占有する土地に立ち入り，その者がした行為の実施状況について

検査させ，若しくは関係者に質問させ，又はその行為が国内希少野生動植物種の保存に及ぼす影響に

ついて調査をさせることができる。 

３ 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に

提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（実地調査） 

第42条 環境大臣は，第36条第１項，第37条第１項又は第38条第１項の規定による指定をするための実

地調査に必要な限度において，その職員に，他人の土地に立ち入らせることができる。 

２ 環境大臣は，その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは，あらかじめ，土地の所

有者又は占有者にその旨を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

３ 第１項の規定による立入りをする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。 

４ 土地の所有者又は占有者は，正当な理由がない限り，第１項の規定による立入りを拒み，又は妨げ

てはならない。 

（公害等調整委員会の裁定） 

第43条 第37条第４項，第39条第２項又は第40条第２項の規定による処分に不服がある者は，その不服

の理由が鉱業，採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは，公害等調整委員会に裁定

を申請することができる。この場合には，審査請求をすることができない。 
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２ 行政不服審査法第22条の規定は，前項の処分について，処分をした行政庁が誤って審査請求又は再

調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 

（損失の補償） 

第44条 国は，第37条第４項の許可を受けることができないため，同条第７項の規定により条件を付さ

れたため又は第39条第２項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し，通常生ずべき損失

の補償をする。 

２ 前項の補償を受けようとする者は，環境大臣にその請求をしなければならない。 

３ 環境大臣は，前項の請求を受けたときは，補償をすべき金額を決定し，その請求をした者に通知し

なければならない。 

４ 前項の規定による金額の決定に不服がある者は，同項の規定による通知を受けた日から六月を経過

する日までの間に，訴えをもってその増額の請求をすることができる。 

５ 前項の訴えにおいては，国を被告とする。 

 

   第４章 保護増殖事業  

（保護増殖事業計画）  

第45条 環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長（第３項において「環境大臣等」

という。）は，保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため，中央環境審議会の意見を聴いて

保護増殖事業計画を定めるものとする。 

２ 前項の保護増殖事業計画は，保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに，保護増殖

事業の目標，保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正か

つ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。 

３ 環境大臣等は，第１項の保護増殖事業計画を定めたときは，その概要を官報で公示し，かつ，その

保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。 

４ 第１項及び前項の規定は，第１項の保護増殖事業計画の変更について準用する。 

（認定保護増殖事業等）  

第46条 国は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，保護増殖事業を行うも

のとする。 

２ 地方公共団体は，その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第１項の保護増殖事業計画に

適合するものについて，環境大臣のその旨の確認を受けることができる。 

３ 国及び地方公共団体以外の者は，その行う保護増殖事業について，その者がその保護増殖事業を適

正かつ確実に実施することができ，及びその保護増殖事業の事業計画が前条第１項の保護増殖事業計

画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。 

４ 環境大臣は，前項の認定をしたときは，環境省令で定めるところにより，その旨を公示しなければ

ならない。第48条第２項又は第３項の規定によりこれを取り消したときも，同様とする。 

第47条 認定保護増殖事業等（国の保護増殖事業，前条第２項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第

３項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。）は，第45条第１項の保護増殖

事業計画に即して行われなければならない。 

２ 認定保護増殖事業等として実施する行為については，第９条，第12条第１項，第37条第４項及び第

10項，第38条第４項，第39条第１項並びに第54条第２項及び第３項の規定は，適用しない。 

３ 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は，認定保護増殖事業等として実施される給餌
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設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。 

４ 環境大臣は，前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し，その保護増殖事業の実施状

況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

第48条 第46条第２項の確認又は同条第３項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は，その保護増殖事

業を廃止したとき，又はその保護増殖事業を第45条第１項の保護増殖事業計画に即して行うことがで

きなくなったときは，その旨を環境大臣に通知しなければならない。 

２ 環境大臣は，前項の規定による通知があったときは，その通知に係る第46条第２項の確認又は同条

第３項の認定を取り消すものとする。 

３ 環境大臣は，第46条第３項の認定を受けた保護増殖事業が第45条第１項の保護増殖事業計画に即し

て行われていないと認めるとき，又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実

に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず，若しくは

虚偽の報告をしたときは，その認定を取り消すことができる。 

 

   第５章 雑則 

（調査） 

第49条 環境大臣は，野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況，その生息地又は生育地の状況その

他必要な事項について定期的に調査をし，その結果を，この法律に基づく命令の改廃，この法律に基

づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。 

（取締りに従事する職員）  

第50条 環境大臣は，その職員のうち政令で定める要件を備えるものに，第８条，第11条第１項，第14

条，第18条，第19条第１項，第35条，第40条第１項若しくは第２項又は第41条第１項に規定する権限

の一部を行わせることができる。 

２ 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員（次項において「希少野生動植物種保存取締官」

という。）は，その権限を行うときは，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなければな

らない。 

３ 前２項に規定するもののほか，希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は，政令で定める。 

（希少野生動植物種保存推進員）  

第51条 環境大臣は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから，

希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができる。 

２ 希少野生動植物種保存推進員は，次に掲げる活動を行う。 

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について啓発を

すること。 

二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは

生育地の状況について調査をすること。 

三 希少野生動植物種の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所

有者若しくは占有者に対し，その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること。 

四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協

力をすること。 

３ 希少野生動植物種保存推進員は，名誉職とし，その任期は３年とする。 

４ 希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののた



－  － 765

めにする捕獲等については，第九条の規定は，適用しない。 

５ 環境大臣は，希少野生動植物種保存推進員が，その職務の遂行に支障があるとき，その職務を怠っ

たとき，又はこの法律の規定に違反し，その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非

行があったときは，これを解嘱することができる。 

（負担金の徴収方法）  

第52条 環境大臣が第40条第３項の規定により，又は経済産業大臣等が第16条第３項の規定により費用

を負担させようとするときは，環境省令，経済産業省令で定めるところにより，その負担させようと

する費用（以下この条において「負担金」という。）の額及びその納付期限を定めて，文書でその納

付を命じなければならない。 

２ 環境大臣又は経済産業大臣等は，前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは，環境

省令，経済産業省令で定めるところにより，督促状で期限を指定して督促しなければならない。 

３ 環境大臣又は経済産業大臣等は，前項の規定による督促をしたときは，環境省令，経済産業省令で

定めるところにより，負担金の額に，年14.5パーセントを超えない割合を乗じて，第１項の納付期限

の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により計

算した額の延滞金を徴収することができる。 

４ 環境大臣又は経済産業大臣等は，第２項の規定による督促を受けた者が，同項の督促状で指定した

期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金（以下この条において「延滞金」

という。）を納付しないときは，国税の滞納処分の例により，その負担金及び延滞金を徴収すること

ができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は，国税及び地方税に次ぐものとす

る。 

５ 延滞金は，負担金に先立つものとする。 

（地方公共団体に対する助言その他の措置） 

第53条 国は，地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施す

ることができるよう，地方公共団体に対し，助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。 

２ 国は， 新の科学的知見を踏まえつつ，教育活動，広報活動等を通じて，絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関し，国民の理解を深めるよう努めなければならない。 

（国等に関する特例） 

第54条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については，第８条，第９条，第12条第１項，

第35条，第37条第４項及び第10項，第38条第４項，第39条第１項，第40条第１項並びに第41条第１項

及び第２項の規定は，適用しない。 

２ 国の機関又は地方公共団体は，第９条第二号及び第三号に掲げる場合以外の場合に国内希少野生動

植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき，第12条第１項第二号から第七号までに掲げ

る場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとするとき，又は第37条第４項若

しくは第38条第４項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは，環境省令

で定める場合を除き，あらかじめ，環境大臣に協議しなければならない。 

３ 国の機関又は地方公共団体は，第37条第８項の規定により届出をして引き続き同条第４項各号に掲

げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき，又は同条第10項若しくは第

39条第１項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし，若しくはしようとするときは，環境

省令で定める場合を除き，これらの規定による届出の例により，環境大臣にその旨を通知しなければ

ならない。 
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（権限の委任） 

第55条 この法律に規定する環境大臣の権限は，環境省令で定めるところにより，地方環境事務所長に

委任することができる。 

（経過措置） 

第56条 この法律の規定に基づき命令を制定し，又は改廃する場合においては，その命令で，その制定

又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において，所要の経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）を定めることができる。 

（環境省令への委任） 

第57条 この法律に定めるもののほか，この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要

な事項は，環境省令で定める。 

 

   第６章 罰則  

第57条の２ 第９条，第12条第１項又は第15条第１項の規定に違反した者は，５年以下の懲役若しくは

500万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。 

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

一 第11条第１項，第14条，第16条第１項若しくは第２項，第18条又は第40条第２項の規定による命

令に違反した者 

二 第17条又は第37条第４項の規定に違反した者 

三 偽りその他不正の手段により登録，事前登録，第20条第５項の変更登録，同条第７項の登録票の

書換交付又は同条第８項（第22条第２項において準用する場合を含む。）の登録票の再交付を受け

た者 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は，６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第４項（第13条第４項において準用する場合を含む。）又は第37条第７項の規定により付

された条件に違反した者 

二 事前登録済証に，事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第20

条の３第１項本文に規定する記載をし，又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者 

三 第20条の３第４項から第６項まで，第32条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。），

第33条の４第２項又は第33条の６第４項の規定による命令に違反した者 

四 第38条第４項の規定に違反した者 

第60条 第25条第１項又は第33条の10第１項の規定に違反した者は，６月以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。 

第61条 第26条第５項又は第33条の11第５項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令

に違反したときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は，６月以下の懲役又

は50万円以下の罰金に処する。 

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は，50万円以下の罰金に処する。 

一 第30条第１項若しくは第２項又は第33条の２の規定による届出をしないで特定国内種事業若し

くは特定国際種事業を行い，又は虚偽の届出をした者 

二 第38条第５項において準用する第37条第７項の規定により付された条件に違反した者 

三 第39条第１項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし，又は虚偽の届出をした者 

四 第39条第２項の規定による命令に違反した者 
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五 第39条第５項の規定に違反した者 

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は，30万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第８項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者 

二 第19条第１項に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による立入検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をした者 

三 第20条第９項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

四 第20条の３第１項ただし書又は第３項の規定に違反した者 

五 第20条の３第２項又は第７項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

六 第21条，第22条第１項又は第30条第３項（同条第５項及び第33条の５において準用する場合を含

む。）の規定に違反した者 

七 第33条第１項（同条第２項及び第33条の５において準用する場合を含む。以下この号において同

じ。）に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は第33条第１項の規定による立入検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をした者 

八 偽りその他不正の手段により第33条の７第１項の認定を受けた者 

九 第33条の７第４項の規定に違反した者 

十 第41条第１項に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同条第２項の規定による立

入検査若しくは立入調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若し

くは虚偽の陳述をした者 

十一 第42条第４項の規定に違反して，同条第１項の規定による立入りを拒み，又は妨げた者 

第64条 次の各号のいずれかに該当するときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は

職員は，30万円以下の罰金に処する。 

一 第24条第７項又は第33条の９第７項の規定に違反して，第24条第７項若しくは第33条の９第７項

に規定する事項の記載をせず，若しくは虚偽の記載をし，又は帳簿を保存しなかったとき。 

二 第24条第８項又は第33条の９第８項の許可を受けないで登録関係事務又は認定関係事務の全部

を廃止したとき。 

三 第27条第１項（第33条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）に規定す

る報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による立入検査を拒み，妨げ，若しくは

忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務

に関し，次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人に対して当

該各号に定める罰金刑を，その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第57条の２ １億円以下の罰金刑 

二 第58条第一号（第18条に係る部分に限る。），第二号（第17条に係る部分に限る。）及び第三号 ２

千万円以下の罰金刑 

三 第58条第一号（第18条に係る部分を除く。）及び第二号（第37条第４項に係る部分に限る。），第

59条，第62条並びに第63条 各本条の罰金刑 

２ 前項の規定により第57条の２の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期

間は，同条の罪についての時効の期間による。 

第66条 次の各号のいずれかに該当するときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は

職員は，20万円以下の過料に処する。 
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一 第24条第５項又は第33条の９第５項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず，財務諸表等に

記載すべき事項を記載せず，又は虚偽の記載をしたとき。 

二 正当な理由がないのに第24条第６項各号又は第33条の９第６項各号の規定による請求を拒んだ

とき。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は，平成５年４月１日から施行する。ただし，第１章並びに附則第９条及び第12条の

規定は，公布の日から施行する。 

（特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律等の廃止） 

第２条 次に掲げる法律は，廃止する。 

一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律（昭和47年法律第49号） 

二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律（昭和62年法律第58号） 

（経過措置） 

第３条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律（以

下「旧鳥類法」という。）第３条第１項ただし書の規定によりされている許可又は前条の規定による

廃止前の絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律（以下「旧野生動植物法」とい

う。）第３条第１項第一号の規定によりされている許可は，第13条第１項の許可とみなす。 

第４条 この法律の施行の際現に旧野生動植物法第６条第１項の登録を受けている旧野生動植物法第２

条第１項の希少野生動植物（以下「希少野生動植物」という。）で国際希少野生動植物種の個体であ

るものは第20条第１項の登録を受けているものと，当該個体に係る旧野生動植物法第６条第３項又は

第５項（旧野生動植物法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により交付された登録

票は第20条第３項の規定により交付された登録票とみなす。 

第５条 前２条に規定するもののほか，旧鳥類法若しくは旧野生動植物法の規定により環境庁長官がし

た処分その他の行為又は旧野生動植物法の規定により環境庁長官に対してされている許可若しくは

登録若しくは登録票の再交付の申請は，この法律の相当規定に基づいて環境庁長官がした処分その他

の行為又は環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請とみな

す。 

第６条 この法律の施行前に，旧野生動植物法第６条第１項の登録を受けた希少野生動植物を譲り受け，

又はその引渡しを受けた者に係る環境庁長官への届出及び当該登録を受けた希少野生動植物を所持

する者で旧野生動植物法第８条第１項各号のいずれかに該当するに至ったものに係る登録票の返納

については，なお従前の例による。 

第７条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によるものとされる場合にお

けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成６年６月29日法律第52号） 

 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  

 

   附 則 （平成９年５月23日法律第59号） 抄 

（施行期日） 
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第１条 この法律は，平成10年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成11年７月16日法律第87号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，平成12年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に

定める日から施行する。 

一 第１条中地方自治法第250条の次に５条，節名並びに２款及び款名を加える改正規定（同法第250

条の９第１項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。），第40条中自然

公園法附則第９項及び第10項の改正規定（同法附則第10項に係る部分に限る。），第244条の規定（農

業改良助長法第14条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第472条の規定（市町村の合併の特

例に関する法律第６条，第８条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第７条，第

10条，第12条，第59条ただし書，第60条第４項及び第５項，第73条，第77条，第157条第４項から

第６項まで，第160条，第163条，第164条並びに第202条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか，この法律の施行前において，

地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国，他の地方公共団体そ

の他公共団体の事務（附則第161条において「国等の事務」という。）は，この法律の施行後は，地方

公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

（処分，申請等に関する経過措置） 

第160条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については，当該各規定。以下この条及び附則第百63

条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行

為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれ

の法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」と

いう。）で，この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは，附則第２条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き，この法律の施行の日以後における改正後のそれ

ぞれの法律の適用については，改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申

請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告，

届出，提出その他の手続をしなければならない事項で，この法律の施行の日前にその手続がされてい

ないものについては，この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか，これを，改正

後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告，届出，提出そ

の他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして，この法律に

よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって，当該処分をした行政庁（以下この条におい

て「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上

級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては，施行日以後におい

ても，当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして，行政不服審査法の規定を適用する。

この場合において，当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は，施行日前に当該処分庁の上級行
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政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において，上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは，当該機

関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は，新地方自治法第２条第９項第一号に

規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規

定により納付すべきであった手数料については，この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがある

もののほか，なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第164条 この附則に規定するもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は，政令で定める。 

２ 附則第18条，第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は，政令で定める。 

（検討） 

第250条 新地方自治法第２条第９項第一号に規定する第一号法定受託事務については，できる限り新た

に設けることのないようにするとともに，新地方自治法別表第１に掲げるもの及び新地方自治法に基

づく政令に示すものについては，地方分権を推進する観点から検討を加え，適宜，適切な見直しを行

うものとする。 

第251条 政府は，地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう，国と地方公共団

体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について，経済情勢の推移等を勘案しつつ検討

し，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第252条 政府は，医療保険制度，年金制度等の改革に伴い，社会保険の事務処理の体制，これに従事す

る職員の在り方等について，被保険者等の利便性の確保，事務処理の効率化等の視点に立って，検討

し，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 （平成11年12月22日法律第160号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は，平成13年１月６日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年６月20日法律第99号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。ただし，次条及び附則第

７条の規定は，公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

第２条 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「新法」

という。）第23条第１項又は第33条の８第１項の登録を受けようとする者は，この法律の施行前にお

いても，その申請を行うことができる。新法第24条第４項又は第33条の９第４項の規程の認可の申請

についても，同様とする。 

（経過措置） 
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第３条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（以下「旧法」という。）第23条第１項又は第33条の８第１項の指定を受けている者は，

この法律の施行の日から６月間は，新法第23条第１項又は第33条の８第１項の登録を受けたものとみ

なす。 

第４条 この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によってした処分，手続その他の行為で

あって，新法又は新法に基づく命令の規定に相当の規定があるものは，新法又は新法に基づく命令の

相当の規定によってしたものとみなす。 

第５条 旧法第23条第１項に規定する登録関係事務に従事する同条第５項に規定する指定登録機関の役

員若しくは職員であった者又は旧法第33条の８第１項に規定する認定関係事務に従事する同条第３

項に規定する指定認定機関の役員若しくは職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない義務については，この法律の施行後も，なお従前の例による。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第６条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係

るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第７条 附則第２条から前条までに定めるもののほか，この法律の施行に関し必要となる経過措置は，

政令で定める。 

 

   附 則 （平成16年６月９日法律第84号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（検討） 

第50条 政府は，この法律の施行後５年を経過した場合において，新法の施行の状況について検討を加

え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 （平成17年４月27日法律第33号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，平成17年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し，又は改廃する場合にお

いては，その命令で，その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において，所要の経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 

 

   附 則 （平成17年７月26日法律第87号） 抄 

 この法律は，会社法の施行の日から施行する。 

 

   附 則 （平成23年８月30日法律第105号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から施行する。 
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（罰則に関する経過措置） 

第81条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては，当該規定。以下この条において同じ。）の

施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法

律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第82条 この附則に規定するもののほか，この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は，政令で定める。 

 

   附 則 （平成25年６月12日法律第37号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

一 第１条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第１条，第２条第１項，第47条

第２項及び第53条の改正規定並びに附則第５条，第６条及び第９条の規定 公布の日 

二 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 公布の日から起算して20日を経過した日 

（登録に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行前に第２条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律第20条第３項の規定により交付された登録票は，第２条の規定による改正後の絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「新法」という。）第20条第３項の規定により交

付された登録票とみなす。 

第３条 この法律の施行の際現に新法第20条第２項第一号に掲げる事項に変更を生じている者について

の同条第９項の規定の適用については，同項中「当該変更が生じた日」とあるのは，「絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第37号）の施行の日」

とする。 

第４条 この法律の施行の際現に登録に係る新法第20条第２項第三号に掲げる事項に変更を生じている

場合についての新法第22条第１項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については，同項中「そ

の日」とあるのは，「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

（平成25年法律第37号）の施行の日」とする。 

 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては，当該規定）の施行前にした行為に対する

罰則の適用については，なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第６条 附則第２条から前条までに定めるもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令

で定める。 

（検討） 

第７条 政府は，この法律の施行後三年を経過した場合において，新法の施行の状況等を勘案し，新法

第４条第３項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護，保護増殖

事業等の取組が，科学的知見を活用しつつ，一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制

度並びに同条第４項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め，新
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法の規定について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

   附 則 （平成26年６月13日法律第69号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 
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７ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 
 

平成５年２月10日 政令第17号 

最終改正 

平成28年２月24日 政令第51号 

 

（最終改正までの未施行法令） 

平成28年２月24日 政令第51号（未施行） 

 

 内閣は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第75号）第４条第３

項及び第４項，第６条第２項第３号，第15条第１項，第20条第１項，第29条第１項，第50条第１項並び

に第55条の規定に基づき，この政令を制定する。 

 

（国内希少野生動植物種等） 

第１条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「法」という。）第４条第３項の

国内希少野生動植物種は，別表第１に掲げる種（亜種又は変種を含む。以下同じ。）とする。 

２ 法第４条第４項の国際希少野生動植物種は，別表第２に掲げる種とする。 

３ 法第４条第５項の特定国内希少野生動植物種は，別表第３に掲げる種とする。 

（希少野生動植物種の卵及び種子） 

第２条 法第６条第２項第三号の政令で定める卵及び種子は，次に掲げるものとする。 

一 緊急指定種のうち環境大臣が指定するものの卵及び種子 

二 次に掲げる規定に掲げる種の卵 

イ 別表第１の表１ 

ロ 別表第１の表２の第１の２から４まで並びに６のイの（４）の１の項，３の項及び４の項，（５）

並びに（７）並びにハ 

ハ 別表第２の表１ 

ニ 別表第２の表２の第１の２ 

三 別表第１の表２の第２の（２），（４）の１の項，（６），（８），（12），（13），（17）及び（18）に掲

げる種の種子 

（希少野生動植物種の器官） 

第２条の２ 法第６条第２項第三号の政令で定める器官は，別表第４の科名の欄に掲げる希少野生動植

物種の科の区分に応じ，それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。 

（希少野生動植物種の加工品） 

第２条の３ 法第６条第２項第三号の政令で定める加工品は，次に掲げるものとする。 

一 希少野生動植物種の個体のはく製その他の標本（はく製として製作する過程のものを含み，さく

葉標本（植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。）を除く。） 

二 別表第４の科名の欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ，それぞれ同表の加工品の欄に

定める物品（これらの物品として製造する過程のものを含む。） 

（原材料器官等） 

第２条の４ 法第12条第１項第三号の原材料器官等は，別表第５の科名の欄に掲げる国際希少野生動植
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物種の科の区分に応じ，それぞれ同表の原材料器官等の欄に定める器官及びその加工品とする。 

（特定器官等の要件） 

第２条の５ 法第12条第１項第三号の政令で定める要件は，器官の全形が保持されていないこととする。 

（個体等の輸出入の要件） 

第３条 法第15条第１項の政令で定める要件は，輸出については，次の各号のいずれにも該当すること

とする。 

一 輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等（法第７条の個体等をいう。以下同じ。）が，法

第９条の規定に違反して同条の捕獲等をされ，又は法第12条第１項の規定に違反して同項の譲渡し

等をされたものでないこと。 

二 次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。 

イ 輸出が，国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なもので

あること。 

ロ 輸出によって国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。 

２ 法第15条第１項の政令で定める要件は，輸入については，輸入しようとする国内希少野生動植物種

の個体等が，別表第１の表１に掲げる種の個体等であり，かつ，学術研究若しくは繁殖の目的でその

個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書（輸出国がその個体等

の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては，輸出国内において適法に捕獲し，採取し，若しく

は繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等（その個体の一部であった器官又はその個体若しく

はその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。）である旨のその輸

出国の政府機関の発行する証明書）が添付されていること又は同表の表２に掲げる種の個体等である

こととする。 

３ 第１項第２号の認定書の交付の手続その他同号の認定書に関し必要な事項は，環境省令で定める。 

（個体等の登録の要件） 

第４条 法第20条第１項の政令で定める要件は，別表第２の表２に掲げる種の個体等であって次の各号

のいずれかに該当するものであることとする。 

一 本邦内において繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 

二 別表第２の表２の種名の欄に掲げる種の区分に応じ，それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に，

本邦内で取得され，又は本邦に輸入された個体（当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を

含む。），器官（当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。）又は加工品（当

該取得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。）であること。 

三 関税法（昭和29年法律第61号）第67条の許可を受けて輸入された個体（当該輸入に係る個体から

生じた器官等を含む。），器官（当該輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。）又は加

工品（当該輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。）であって，次のイからハまで

のいずれかに該当するものであること。 

イ 商業的目的で繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等であること。 

ロ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の適用される前に，輸出国内で取

得され，又は輸出国に輸入された個体（当該取得又は輸入に係る個体から生じた器官等を含む。），

器官（当該取得又は輸入に係る器官を材料として製造された加工品を含む。）又は加工品（当該取

得又は輸入に係る加工品を材料として製造された加工品を含む。）であることをその輸出国の政府

機関が証明したものであること。 
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ハ 別表第６の種名の欄に掲げる種ごとに，それぞれ同表の個体群の欄に掲げる個体群の区分に応

じ，同表の個体等の欄に定める個体等（当該個体群に属する個体又はその個体から生じた器官等

に限る。）であること。 

（登録等に関する手数料） 

第５条 法第29条第１項の政令で定める手数料の額は，次の各号の区分に応じ，それぞれ当該各号に定

めるものとする。 

一 個体等（次号に掲げる器官を除く。）についての登録一の個体等につき3,200円 

二 別表第６の12の項及び13の項に掲げる個体等のうち牙（平成26年６月１日以後に本邦に輸入され

たものに限る。）についての登録一の原材料器官等につき1,600円 

三 変更登録又は登録票の書換交付１件につき1,500円 

四 登録票の再交付１件につき1,500円 

（特定国際種事業に係る特定器官等） 

第５条の２ 法第33条の２の政令で定める特定器官等は，次に掲げるものとする。 

一 別表第５の１の項に掲げる原材料器官等のうち牙及びその加工品に係る特定器官等 

二 別表第５の３の項に掲げる原材料器官等のうち甲及びその加工品に係る特定器官等 

（特定国際種事業の届出の要件） 

第５条の３ 法第33条の２の政令で定める要件は，前条第２号に掲げる特定器官等であって加工品であ

るもの以外のものであることとする。 

（特定国際種関係大臣） 

第５条の４ 法第33条の２の特定国際種関係大臣は，経済産業大臣とする。 

（適正に入手された原材料に係る製品） 

第５条の５ 法第33条の７第１項の政令で定める製品は，別表第５の１の項に掲げる原材料器官等のう

ち牙に係るものを原材料として製造された装身具，調度品，楽器，印章その他の環境省令，経済産業

省令で定める製品（その原材料器官等を使用した部分が僅少でないこと，その部分から種を容易に識

別することができることその他の環境省令，経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。）とす

る。 

（認定に関する手数料） 

第５条の６ 法第33条の14の政令で定める額は，製品１個につき60円とする。 

（希少野生動植物種保存取締官の資格） 

第６条 法第50条第１項の政令で定める要件は，次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 通算して３年以上自然環境の保全又は動植物の繁殖に関する行政事務に従事した者であること。 

二 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学若しくは高等専門学校，旧大学令（大正７年勅

令第388号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治36年勅令第61号）に基づく専門学校（次号におい

て「大学等」という。）において生物学，地学，農学，林学，水産学，造園学その他自然環境の保全

に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であっ

て，通算して１年以上自然環境の保全に関する行政事務に従事したものであること。 

三 大学等において農学，林学，水産学，獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒

業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって，通算して１年以上動植物の

繁殖に関する行政事務に従事したものであること。 
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   附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，法の施行の日（平成５年４月１日）から施行する。 

（特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止） 

第２条 次に掲げる政令は，廃止する。 

一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令（昭和47年政令第405号） 

二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令（昭和62年政令第375号） 

（経過措置） 

第３条 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行

令第１項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって，法第４条第３項の国内希少野

生動植物種の個体に該当するもの（その認定を受けた後６月を経過しないものに限る。）は，第３条第

１項第二号の認定書の交付を受けているものとみなす。 

 

   附 則 （平成６年１月28日政令第13号） 

 この政令は，平成６年３月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成６年７月20日政令第240号） 

 この政令は，平成６年７月29日から施行する。 

 

   附 則 （平成７年２月28日政令第18号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成７年２月16日から施行する。ただし，別表第１の表２の改正規定及び別表第３の

改正規定は，平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の別表第２の表２の第１の１の（３）のきつねざる科の項に規定するその他の属の個体であっ

て，昭和55年11月４日から昭和60年７月31日までの間に本邦内で取得され，又は本邦に輸入されたも

のは，改正後の別表第２の表２の第１の１の（５）の規定の適用については，昭和55年11月４日前に

本邦内で取得され，又は本邦に輸入された個体とみなす。 

３ この政令の施行前に輸入された南米の個体群以外の個体群に属するキンキルラ属（チンチラ属）全

種，ソマリアの個体群に属するクロコデュルス・ニロティクス（ナイルワニ）及びインドネシアの個

体群に属するスクレロパゲス・フォルモスス（アジアアロワナ）の個体に関する譲渡し若しくは譲受

け又は引渡し若しくは引取り，陳列，登録及び登録票については，なお従前の例による。 

４ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成７年６月14日政令第240号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の

施行の日（平成７年６月28日）から施行する。 

（経過措置） 
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第２条 この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行

の日以後三月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡し

並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては，絶滅のおそれのある野生動植物の

種の保存に関する法律（次条において「法」という。）第12条第１項の規定は，適用しない。 

第３条 この政令の施行の際現に改正後の第５条の２に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を

行っている者に対する法第33条の２の規定の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平

成７年７月31日までに」とする。 

 

   附 則 （平成８年１月18日政令第４号） 

 この政令は，平成８年２月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成９年９月５日政令第276号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成９年９月18日から施行する。ただし，別表第１の表２の改正規定及び別表第３の

改正規定並びに次項の規定は，平成９年11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にキュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイ

アツモリアヌム（ホテイアツモリ）又はキュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム（ア

ツモリソウ）に係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律第30条の規定の適用については，同条第１項及び第２項中「あらかじめ」とあるのは，

「平成９年11月10日までに」とする。 

３ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成９年11月27日政令第338号） 

 この政令は，平成９年12月28日から施行する。 

 

   附 則 （平成10年５月６日政令第169号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成11年３月18日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行の際現に改正後の第５条の３第１号の規定により新たに特定国際種事業となる事業

を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の２の規定の

適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平成11年４月30日までに」とする。 

 

   附 則 （平成11年11月25日政令第380号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成12年１月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行の際現にポリュスティクム・オバイ（アマミデンダ）に係る特定国内種事業を行っ

ている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第30条の規定の適用につい
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ては，同条第１項及び第２項中「あらかじめ」とあるのは，「平成12年１月13日までに」とする。 

 

   附 則 （平成11年12月３日政令第387号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，平成12年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成11年12月27日政令第423号） 

 この政令は，平成12年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成12年６月７日政令第313号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13年１月

６日）から施行する。 

 

   附 則 （平成12年７月12日政令第375号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成12年７月19日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前に輸入されたオーストラリアの個体群に属するドゥゴング・ドゥゴン（ジュゴン）

及びチリの個体群以外の個体群に属するアラウカリア・アラウカナ（チリーマツ）の個体等に関する

譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り，陳列，登録及び登録票については，なお従前の例

による。 

３ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成14年８月７日政令第276号） 

 この政令は，平成14年９月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年２月７日政令第37号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成15年２月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前に輸入されたボツワナの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾ

ウ）の生きている個体及び南アフリカの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾウ）

の皮を材料として製造された加工品に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り，陳列，

登録及び登録票については，なお従前の例による。 

３ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成15年３月31日政令第125号） 
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 この政令は，平成15年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年７月２日政令第298号） 

 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の

日（平成15年７月20日）から施行する。 

 

   附 則 （平成16年７月２日政令第222号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成16年７月15日から施行する。ただし，第５条の三の改正規定及び次項の規定は，

同年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正後の第５条の３の規定により新たに特定国際

種事業となる事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第

33条の２の規定の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平成16年11月１日までに」と

する。 

 

   附 則 （平成17年１月６日政令第４号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成17年１月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成19年９月７日政令第284号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成19年９月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成20年７月25日政令第238号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成20年８月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成21年12月２日政令第273号） 

 この政令は，平成21年12月15日から施行する。 

 

附   則 （平成22年６月18日政令第149号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成22年６月23日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成23年３月18日政令第24号） 

 この政令は，平成23年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成24年４月20日政令第134号） 

 この政令は，平成24年５月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成25年６月５日政令第171号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成25年６月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成26年２月21日政令第43号） 

 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（平成25

年法律第37号）の施行の日（平成26年６月１日）から施行する。 

 

   附 則 （平成27年４月15日政令第214号） 

 この政令は，平成27年５月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成27年４月22日政令第217号） 

 この政令は，公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成27年11月11日政令第380号） 

 この政令は，平成27年12月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成28年２月24日政令第51号） 

 この政令は，平成28年３月15日から施行する。 
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別表 第一国内希少野生動植物種（第１条，第２条，第３条関係） 

表１ 

項 種 名 

第１ 動物界 

 １ 鳥綱 

  イ がんかも目 

  （１）がんかも科 

１ Ｂｒａｎｔａ ｃａｎａｄｅｎｓｉｓ ｌｅｕｃｏｐａｒｅｉａ（シジュウカラガン） 

  ロ ちどり目 

  （１）うみすずめ科 

１ Ｌｕｎｄａ ｃｉｒｒｈａｔａ（エトピリカ） 

２ Ｕｒｉａ ａａｌｇｅ ｉｎｏｒｎａｔａ（ウミガラス） 

  （２）しぎ科 

１ Ｓｃｏｌｏｐａｘ ｍｉｒａ（アマミヤマシギ） 

２ Ｔｒｉｎｇａ ｇｕｔｔｉｆｅｒ（カラフトアオアシシギ） 

  ハ こうのとり目 

  （１）こうのとり科 

１ Ｃｉｃｏｎｉａ ｂｏｙｃｉａｎａ（コウノトリ） 

  （２）とき科 

１ Ｎｉｐｐｏｎｉａ ｎｉｐｐｏｎ（トキ） 

  ニ はと目 

  （１）はと科 

１ Ｃｈａｌｃｏｐｈａｐｓ ｉｎｄｉｃａ ｙａｍａｓｈｉｎａｉ（キンバト） 

２ Ｃｏｌｕｍｂａ ｊａｎｔｈｉｎａ ｎｉｔｅｎｓ（アカガシラカラスバト） 

３ Ｃｏｌｕｍｂａ ｊａｎｔｈｉｎａ ｓｔｅｊｎｅｇｅｒｉ（ヨナクニカラスバト） 

  ホ わしたか目 

  （１）わしたか科 

１ Ａｃｃｉｐｉｔｅｒ ｇｅｎｔｉｌｉｓ ｆｕｊｉｙａｍａｅ（オオタカ） 

２ Ａｑｕｉｌａ ｃｈｒｙｓａｅｔｏｓ ｊａｐｏｎｉｃａ（イヌワシ） 

３ Ｂｕｔｅｏ ｂｕｔｅｏｔｏ ｙｏｓｈｉｍａｉ（オガサワラノスリ） 

４ Ｈａｌｉａｅｅｔｕｓ ａｌｂｉｃｉｌｌａ ａｌｂｉｃｉｌｌａ（オジロワシ） 

５ Ｈａｌｉａｅｅｔｕｓ ｐｅｌａｇｉｃｕｓ ｐｅｌａｇｉｃｕｓ（オオワシ） 

６ Ｓｐｉｌｏｒｎｉｓ ｃｈｅｅｌａ ｐｅｒｐｌｅｘｕｓ（カンムリワシ） 

７ Ｓｐｉｚａｅｔｕｓ ｎｉｐａｌｅｎｓｉｓ ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ（クマタカ） 

  （２）はやぶさ科 

１ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｆｕｒｕｉｔｉｉ（シマハヤブサ） 

２ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｊａｐｏｎｅｎｓｉｓ（ハヤブサ） 

  ヘ きじ目 

  （１）きじ科 

１ Ｌａｇｏｐｕｓ ｍｕｔｕｓ ｊａｐｏｎｉｃｕｓ（ライチョウ） 

  ト つる目 

  （１）つる科 
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１ Ｇｒｕｓ ｊａｐｏｎｅｎｓｉｓ（タンチョウ） 

  （２）くいな科 

１ Ｇａｌｌｉｒａｌｌｕｓ ｏｋｉｎａｗａｅ（ヤンバルクイナ） 

  チ すずめ目 

  （１）あとり科 

１ Ｃａｒｄｕｅｌｉｓ ｓｉｎｉｃａ ｋｉｔｔｌｉｔｚｉ（オガサワラカワラヒワ） 

  （２）みつすい科 

１ Ａｐａｌｏｐｔｅｒｏｎ ｆａｍｉｌｉａｒｅ ｈａｈａｓｉｍａ（ハハジマメグロ） 

  （３）ひたき科 

１ Ｅｒｉｔｈａｃｕｓ ｋｏｍａｄｏｒｉ ｋｏｍａｄｏｒｉ（アカヒゲ） 

２ Ｅｒｉｔｈａｃｕｓ ｋｏｍａｄｏｒｉ ｎａｍｉｙｅｉ（ホントウアカヒゲ） 

３ Ｅｒｉｔｈａｃｕｓ ｋｏｍａｄｏｒｉ ｓｕｂｒｕｆｕｓ（ウスアカヒゲ） 

４ Ｌｏｃｕｓｔｅｌｌａ ｐｒｙｅｒｉ ｐｒｙｅｒｉ（オオセッカ） 

５ Ｚｏｏｔｈｅｒａ ｄａｕｍａ ｍａｊｏｒ（オオトラツグミ） 

  （４）やいろちょう科 

１ Ｐｉｔｔａ ｂｒａｃｈｙｕｒａ ｎｙｍｐｈａ（ヤイロチョウ） 

  リ ペリカン目 

  （１）う科 

１ Ｐｈａｌａｃｒｏｃｏｒａｘ ｕｒｉｌｅ（チシマウガラス） 

  ヌ きつつき目 

  （１）きつつき科 

１ Ｄｅｎｄｒｏｃｏｐｏｓ ｌｅｕｃｏｔｏｓ ｏｗｓｔｏｎｉ（オーストンオオアカゲラ） 

２ Ｐｉｃｏｉｄｅｓ ｔｒｉｄａｃｔｙｌｕｓ ｉｎｏｕｙｅｉ（ミユビゲラ） 

３ Ｓａｐｈｅｏｐｉｐｏ ｎｏｇｕｃｈｉｉ（ノグチゲラ） 

  ル みずなぎどり目 

  （１）あほうどり科 

１ Ｄｉｏｍｅｄｅａａ ｌｂａｔｒｕｓ（アホウドリ） 

  ヲ ふくろう目 

  （１）ふくろう科 

１ Ｋｅｔｕｐａ ｂｌａｋｉｓｔｏｎｉ ｂｌａｋｉｓｔｏｎｉ（シマフクロウ） 

備考 括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名である。 
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表２ 

項 種 名 

第１ 動物界 

 １ 哺乳綱 

  イ 食肉目 

  （１）ねこ科 

１ Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ ｅｕｐｔｉｌｕｒｕｓ（ツシマヤマネコ） 

２ Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ ｉｒｉｏｍｏｔｅｎｓｉｓ（イリオモテヤマネコ） 

  ロ 翼手目 

  （１）おおこうもり科 

１ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｄａｓｙｍａｌｌｕｓ ｄａｉｔｏｅｎｓｉｓ（ダイトウオオコウモリ） 

２ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｐｓｅｌａｐｈｏｎ（オガサワラオオコウモリ） 

  ハ うさぎ目 

  （１）うさぎ科 

１ Ｐｅｎｔａｌａｇｕｓ ｆｕｒｎｅｓｓｉ（アマミノクロウサギ） 

 ２ 鳥綱 

  イ ふくろう目 

  （１）ふくろう科 

１ Ｂｕｂｏ ｂｕｂｏ ｂｏｒｉｓｓｏｗｉ（ワシミミズク） 

 ３ 爬虫綱 

  イ とかげ亜目 

  （１）とかげもどき科 

１ Ｇｏｎｉｕｒｏｓａｕｒｕｓ ｋｕｒｏｉｗａｅ ｋｕｒｏｉｗａｅ（クロイワトカゲモドキ） 

２ Ｇｏｎｉｕｒｏｓａｕｒｕｓ ｋｕｒｏｉｗａｅ ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ（マダラトカゲモドキ） 

３ Ｇｏｎｉｕｒｏｓａｕｒｕｓ ｋｕｒｏｉｗａｅ ｓｐｌｅｎｄｅｎｓ（オビトカゲモドキ） 

４ Ｇｏｎｉｕｒｏｓａｕｒｕｓ ｋｕｒｏｉｗａｅ ｔｏｙａｍａｉ（イヘヤトカゲモドキ） 

５ Ｇｏｎｉｕｒｏｓａｕｒｕｓ ｋｕｒｏｉｗａｅ ｙａｍａｓｈｉｎａｅ（クメトカゲモドキ） 

  ロ へび亜目 

  （１）なみへび科 

１ Ｏｐｉｓｔｈｏｔｒｏｐｉｓ ｋｉｋｕｚａｔｏｉ（キクザトサワヘビ） 

 ４ 両生綱 

  イ 有尾目 

  （１）さんしょううお科 

１ Ｈｙｎｏｂｉｕｓ ａｂｅｉ（アベサンショウウオ） 

２ Ｈｙｎｏｂｉｕｓ ａｍａｋｕｓａｅｎｓｉｓ（アマクササンショウウオ） 

３ Ｈｙｎｏｂｉｕｓ ｏｓｕｍｉｅｎｓｉｓ（オオスミサンショウウオ） 

４ Ｈｙｎｏｂｉｕｓ ｓｈｉｎｉｃｈｉｓａｔｏｉ（ソボサンショウウオ） 

５ Ｏｎｙｃｈｏｄａｃｔｙｌｕｓ ｔｓｕｋｕｂａｅｎｓｉｓ（ツクバハコネサンショウウオ） 

 ５ 条鰭亜綱 

  イ こい目 

  （１）どじょう科 

１ Ｌｅｐｔｏｂｏｔｉａ ｃｕｒｔａ（アユモドキ） 

  （２）こい科 
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１ Ａｃｈｅｉｌｏｇｎａｔｈｕｓ ｌｏｎｇｉｐｉｎｎｉｓ（イタセンパラ） 

２ Ｒｈｏｄｅｕｓ ａｔｒｅｍｉｕｓ ｓｕｉｇｅｎｓｉｓ（スイゲンゼニタナゴ） 

３ Ｔａｎａｋｉａ ｔａｎａｇｏ（ミヤコタナゴ） 

 ６ 昆虫綱 

  イ 甲虫目 

  （１）たまむし科 

１ Ａｇｒｉｌｕｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（オガサワラナガタマムシ） 

２ Ａｇｒｉｌｕｓ ｓｕｚｕｋｉｉ（シラフオガサワラナガタマムシ） 

３ Ｃｈｒｙｓｏｂｏｔｈｒｉｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（オガサワラムツボシタマムシ父島列島亜種） 

４ Ｃｈｒｙｓｏｂｏｔｈｒｉｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ ｓｕｚｕｋｉｉ（オガサワラムツボシタマムシ母島亜種） 

５ Ｋｕｒｏｓａｗａｉａ ｙａｎｏｉ（ツヤヒメマルタマムシ） 

６ Ｔａｍａｍｕｓｈｉａ ｖｉｒｉｄａ ｖｉｒｉｄａ（ツマベニタマムシ父島・母島列島亜種） 

  （２）おさむし科 

１ Ｃｙｌｉｎｄｅｒａ ｂｏｎｉｎａ（オガサワラハンミョウ） 

  （３）かみきりむし科 

１ Ａｌｌｏｔｒａｅｕｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（オガサワラトビイロカミキリ） 

２ Ｃｈｌｏｒｏｐｈｏｒｕｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（オガサワラトラカミキリ） 

３ Ｃｈｌｏｒｏｐｈｏｒｕｓ ｋｏｂａｙａｓｈｉｉ（オガサワラキイロトラカミキリ） 

４ Ｍｅｒｉｏｎｏｅｄａ ｔｏｓａｗａｉ（オガサワラモモブトコバネカミキリ） 

５ Ｐｓｅｕｄｉｐｈｒａ ｂｉｃｏｌｏｒ ｂｉｃｏｌｏｒ（フタモンアメイロカミキリ父島列島亜種） 

６ Ｘｙｌｏｔｒｅｃｈｕｓ ｏｇａｓａｗａｒｅｎｓｉｓ（オガサワライカリモントラカミキリ） 

  （４）げんごろう科 

１ Ａｃｉｌｉｕｓ ｋｉｓｈｉｉ（ヤシャゲンゴロウ） 

２ Ｃｙｂｉｓｔｅｒ ｌｅｗｉｓｉａｎｕｓ（マルコガタノゲンゴロウ） 

３ Ｃｙｂｉｓｔｅｒ ｌｉｍｂａｔｕｓ（フチトリゲンゴロウ） 

４ Ｄｙｔｉｓｃｕｓ ｓｈａｒｐｉ（シャープゲンゴロウモドキ） 

  （５）くわがたむし科 

１ Ｎｅｏｌｕｃａｎｕｓ ｉｎｓｕｌｉｃｏｌａ ｄｏｎａｎ（ヨナグニマルバネクワガタ） 

  （６）はなのみ科 

１ Ｈｏｓｈｉｈａｎａｎｏｍｉａ ｋｕｓｕｉｉ（クスイキボシハナノミ） 

２ Ｈｏｓｈｉｈａｎａｎｏｍｉａ ｏｃｈｒｏｔｈｏｒａｘ（キムネキボシハナノミ） 

３ Ｈｏｓｈｉｈａｎａｎｏｍｉａ ｔｒｉｃｈｏｐａｌｐｉｓ（オガサワラキボシハナノミ） 

４ Ｔｏｍｏｘｉａ ｒｅｌｉｃｔａ（オガサワラモンハナノミ） 

  （７）こがねむし科 

１ Ｃｈｅｉｒｏｔｏｎｕｓ ｊａｍｂａｒ（ヤンバルテナガコガネ） 

  ロ かめむし目 

  （１）せみ科 

１ Ｐｌａｔｙｐｌｅｕｒａ ａｌｂｉｖａｎｎａｔａ（イシガキニイニイ） 

  ハ ちょう目 

  （１）しじみちょう科 

１ Ｃｅｌａｓｔｒｉｎａ ｏｇａｓａｗａｒａｅｎｓｉｓ（オガサワラシジミ） 

２ Ｓｈｉｊｉｍｉａ ｍｏｏｒｅｉ（ゴイシツバメシジミ） 

  （２）たてはちょう科 
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１ Ｍｅｌｉｔａｅａ ｓｃｏｔｏｓｉａ（ヒョウモンモドキ） 

  ニ とんぼ目 

  （１）えぞとんぼ科 

１ Ｈｅｍｉｃｏｒｄｕｌｉａ ｏｇａｓａｗａｒｅｎｓｉｓ（オガサワラトンボ） 

  （２）あおいととんぼ科 

１ Ｉｎｄｏｌｅｓｔｅｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（オガサワラアオイトトンボ） 

  （３）はなだかとんぼ科 

１ Ｒｈｉｎｏｃｙｐｈａ ｏｇａｓａｗａｒｅｎｓｉｓ（ハナダカトンボ） 

  （４）とんぼ科 

１ Ｌｉｂｅｌｌｕｌａ ａｎｇｅｌｉｎａ（ベッコウトンボ） 

 ７ 腹足綱 

  イ 柄眼目 

  （１）なんばんまいまい科 

１ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ａｎｉｊｉｍａｎａ（アニジマカタマイマイ） 

２ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ａｕｒｅｏｌａ（コガネカタマイマイ） 

３ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｃｈｉｃｈｉｊｉｍａｎａ（チチジマカタマイマイ） 

４ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｅｘｏｐｔａｔａ（ヒシカタマイマイ） 

５ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｈａｈａｊｉｍａｎａ（ヒメカタマイマイ） 

６ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｈａｙａｔｏｉ（フタオビカタマイマイ） 

７ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｈｉｒａｓｅｉ（アナカタマイマイ） 

８ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｋａｇｕｙａ（オトメカタマイマイ） 

９ Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｍａｎｄａｒｉｎａ（カタマイマイ） 

10 Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｐｏｌｉｔａ（アケボノカタマイマイ） 

11 Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｐｏｎｄｅｒｏｓａ（ヌノメカタマイマイ） 

12 Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｓｕｅｎｏａｅ（キノボリカタマイマイ） 

13 Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｔｏｍｉｙａｍａｉ（コハクアナカタマイマイ） 

14 Ｍａｎｄａｒｉｎａ ｔｒｉｆａｓｃｉａｔａ（ミスジカタマイマイ） 

第２ 植物界 

  （１）ちゃせんしだ科 

１ Ｈｙｍｅｎａｓｐｌｅｎｉｕｍ ｃａｒｄｉｏｐｈｙｌｌｕｍ（ヒメタニワタリ） 

  （２）きく科 

１ Ｃｒｅｐｉｄｉａｓｔｒｕｍ ｇｒａｎｄｉｃｏｌｌｕｍ（コヘラナレン） 

  （３）おしだ科 

１ Ｐｏｌｙｓｔｉｃｈｕｍ ｏｂａｅ（アマミデンダ） 

  （４）つつじ科 

１ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ ｂｏｎｉｎｅｎｓｅ（ムニンツツジ） 

２ Ｒｈｏｄｏｄｅｎｄｒｏｎ ｋｅｉｓｋｅｉ ｖａｒ． ｈｙｐｏｇｌａｕｃｕｍ（ウラジロヒカゲツツジ） 

３ Ｖａｃｃｉｎｉｕｍ ａｍａｍｉａｎｕｍ（ヤドリコケモモ） 

  （５）いわたばこ科 

１ Ａｅｓｃｈｙｎａｎｔｈｕｓ ａｃｕｍｉｎａｔｕｓ（ナガミカズラ） 

  （６）しそ科 

１ Ａｊｕｇａ ｂｏｎｉｎｓｉｍａｅ（シマカコソウ） 

  （７）ひかげのかずら科 
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１ Ｌｙｃｏｐｏｄｉｕｍ ｓａｌｖｉｎｉｏｉｄｅｓ（ヒメヨウラクヒバ） 

  （８）のぼたん科 

１ Ｍｅｌａｓｔｏｍａ ｔｅｔｒａｍｅｒｕｍ（ムニンノボタン） 

  （９）すいれん科 

１ Ｎｕｐｈａｒ ｓｕｂｍｅｒｓａ（シモツケコウホネ） 

  （10）らん科 

１ Ｃａｌａｎｔｈｅ ｈａｔｔｏｒｉｉ（アサヒエビネ） 

２ Ｃａｌａｎｔｈｅ ｈｏｓｈｉｉ（ホシツルラン） 

３ Ｃｒｙｐｔｏｓｔｙｌｉｓ ｔａｉｗａｎｉａｎａ（タカオオオスズムシラン） 

４ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｇｕｔｔａｔｕｍ（チョウセンキバナアツモリソウ） 

５ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｈｏｔｅｉａｔｓｕｍｏｒｉａｎｕｍ（ホテイアツモリ） 

６ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｒｅｂｕｎｅｎｓｅ（レブンアツモリソウ） 

７ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｓｐｅｃｉｏｓｕｍ（アツモリソウ） 

８ Ｄｅｎｄｒｏｂｉｕｍ ｏｋｉｎａｗｅｎｓｅ（オキナワセッコク） 

９ Ｌｉｐａｒｉｓ ｅｌｌｉｐｔｉｃａ（コゴメキノエラン） 

10 Ｍａｌａｘｉｓ ｂｏｎｉｎｅｎｓｉｓ（シマホザキラン） 

11 Ｐｌａｔａｎｔｈｅｒａ ｓｏｎｏｈａｒａｉ（クニガミトンボソウ） 

12 Ｐｌａｔａｎｔｈｅｒａ ｓｔｅｎｏｇｌｏｓｓａ ｓｓｐ． ｉｒｉｏｍｏｔｅｎｓｉｓ（イリオモテトンボソウ） 

13 Ｖｒｙｄａｇｚｙｎｅａ ｎｕｄａ（ミソボシラン） 

  （11）きじのおしだ科 

１ Ｐｌａｇｉｏｇｙｒｉａ ｋｏｉｄｚｕｍｉｉ（リュウキュウキジノオ） 

  （12）こしょう科 

１ Ｐｉｐｅｒ ｐｏｓｔｅｌｓｉａｎｕｍ（タイヨウフウトウカズラ） 

  （13）とべら科 

１ Ｐｉｔｔｏｓｐｏｒｕｍ ｐａｒｖｉｆｏｌｉｕｍ（コバトベラ） 

  （14）はなしのぶ科 

１ Ｐｏｌｅｍｏｎｉｕｍ ｋｉｕｓｈｉａｎｕｍ（ハナシノブ） 

  （15）さくらそう科 

１ Ｐｒｉｍｕｌａ ｋｉｓｏａｎａ ｖａｒ． ｋｉｓｏａｎａ（カッコソウ） 

  （16）きんぽうげ科 

１ Ｃａｌｌｉａｎｔｈｅｍｕｍ ｉｎｓｉｇｎｅ ｖａｒ． ｈｏｎｄｏｅｎｓｅ（キタダケソウ） 

  （17）はいのき科 

１ Ｓｙｍｐｌｏｃｏｓ ｋａｗａｋａｍｉｉ（ウチダシクロキ） 

  （18）くまつづら科 

１ Ｃａｌｌｉｃａｒｐａ ｐａｒｖｉｆｏｌｉａ（ウラジロコムラサキ） 

備考括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名である。 
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別表第２ 国際希少野生動植物種（第１条，第２条，第４条関係） 

表１ 

項 種 名 

第１ 動物界 

 １ 鳥綱 

  イ がんかも目 

  （１）がんかも科 

１ Ａｎａｓ ｄｉａｚｉ（メキシコガモ） 

２ Ａｎａｓ ｌａｙｓａｎｅｎｓｉｓ（レイサンガモ） 

３ Ａｎａｓ ｗｙｖｉｌｌｉａｎａ（ハワイガモ） 

４ Ａｎｓｅｒ ｉｎｄｉｃｕｓ（インドガン） 

５ Ｂｒａｎｔａ ｒｕｆｉｃｏｌｌｉｓ（アオガン） 

６ Ｂｒａｎｔａ ｓａｎｄｖｉｃｅｎｓｉｓ（ハワイガン） 

７ Ｍｅｒｇｕｓ ｓｑｕａｍａｔｕｓ（コウライアイサ） 

８ Ｔａｄｏｒｎａ ｃｒｉｓｔａｔａ（カンムリツクシガモ） 

  ロ よたか目 

  （１）よたか科 

１ Ｃａｐｒｉｍｕｌｇｕｓ ｎｏｃｔｉｔｈｅｒｕｓ（プエルトリコヨタカ） 

  ハ ひくいどり目 

  （１）エミュー科 

１ Ｄｒｏｍａｉｕｓ ｂａｕｄｉｎｉａｎｕｓ（ヒメエミュー） 

２ Ｄｒｏｍａｉｕｓ ｍｉｎｏｒ（クロエミュー） 

  ニ ちどり目 

  （１）かもめ科 

１ Ｌａｒｕｓ ｒｅｌｉｃｔｕｓ（ゴビズキンカモメ） 

２ Ｓｔｅｒｎａ ａｌｂｉｆｒｏｎｓ（コアジサシ） 

  （２）せいたかしぎ科 

１ Ｈｉｍａｎｔｏｐｕｓ ｈｉｍａｎｔｏｐｕｓｋｎｕｄｓｅｎｉ（ハワイセイタカシギ） 

２ Ｉｂｉｄｏｒｈｙｎｃｈａ ｓｔｒｕｔｈｅｒｓｉｉ（トキハシゲリ） 

  （３）しぎ科 

１ Ｎｕｍｅｎｉｕｓ ｂｏｒｅａｌｉｓ（エスキモーコシャクシギ） 

２ Ｎｕｍｅｎｉｕｓ ｍｉｎｕｔｕｓ（コシャクシギ） 

３ Ｎｕｍｅｎｉｕｓ ｔｅｎｕｉｒｏｓｔｒｉｓ（シロハラチュウシャクシギ） 

  ホ はと目 

  （１）はと科 

１ Ｃｏｌｕｍｂａ ｉｎｏｒｎａｔａ ｗｅｔｍｏｒｅｉ（プエルトリコムジバト） 

２ Ｃｏｌｕｍｂａ ｖｉｔｉｅｎｓｉｓ ｇｏｄｍａｎａｅ（ロードハウノドジロカラスバト） 

３ Ｇａｌｌｉｃｏｌｕｍｂａ ｃａｎｉｆｒｏｎｓ（パラウムナジロバト） 

４ Ｇａｌｌｉｃｏｌｕｍｂａ ｎｏｒｆｏｌｃｉｅｎｓｉｓ（ノーフォークムナジロバト） 

５ Ｈｅｍｉｐｈａｇａ ｎｏｖａｅｓｅｅｌａｎｄｉａｅ ｓｐａｄｉｃｅａ（ノーフォークマオリバト） 

６ Ｐｅｔｒｏｐｈａｓｓａ ｓｍｉｔｈｉｉ ｂｌａａｗｉ（キガオシャコバト） 

  ヘ きじ目 
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  （１）つかつくり科 

１ Ｌｅｉｐｏａ ｏｃｅｌｌａｔａ（オーストラリアツカツクリ） 

２ Ｍｅｇａｐｏｄｉｕｓ ｌａｐｅｒｏｕｓｅ（マリアナツカツクリ） 

  （２）きじ科 

１ Ｃｏｌｉｎｕｓ ｖｉｒｇｉｎｉａｎｕｓ ｒｉｄｇｗａｙｉ（ソノラコリンウズラ） 

２ Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ａｌｔａｉｃｕｓ（アルタイセッケイ） 

３ Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ｃａｓｐｉｕｓ ｃａｓｐｉｕｓ（ミナミカスピアンセッケイ） 

４ Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ｃａｓｐｉｕｓ ｔａｕｒｉｃｕｓ（アルメニアセッケイ） 

５ Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ｔｉｂｅｔａｎｕｓ ｔｉｂｅｔａｎｕs（ニシチベットセッケイ） 

６ Ｔｙｍｐａｎｕｃｈｕｓ ｃｕｐｉｄｏ ａｔｔｗａｔｅｒｉ（テキサスソウゲンライチョウ） 

  ト つる目 

  （１）つる科 

１ Ｇｒｕｓ ａｍｅｒｉｃａｎａ（アメリカシロヅル） 

２ Ｇｒｕｓ ｃａｎａｄｅｎｓｉｓ ｐｕｌｌａ（ミシシッピーカナダヅル） 

３ Ｇｒｕｓ ｌｅｕｃｏｇｅｒａｎｕｓ（ソデグロヅル） 

４ Ｇｒｕｓ ｍｏｎａｃｈａ（ナベヅル） 

５ Ｇｒｕｓ ｖｉｐｉｏ（マナヅル） 

  （２）のがん科 

１ Ｃｈｌａｍｙｄｏｔｉｓ ｕｎｄｕｌａｔａ ｍａｃｑｕｅｅｎｉｉ（ヒガシフサエリショウノガン） 

２ Ｏｔｉｓ ｔａｒｄａ ｄｙｂｏｗｓｋｉｉ（ヒガシノガン） 

  （３）くいな科 

１ Ｆｕｌｉｃａ ａｍｅｒｉｃａｎａ ａｌａｉ（ハワイアメリカオオバン） 

２ Ｇａｌｌｉｎｕｌａ ｃｈｌｏｒｏｐｕｓ ｓａｎｄｖｉｃｅｎｓｉｓ（ハワイバン） 

３ Ｎｏｔｏｒｎｉｓ ａｌｂａ（ロードハウセイケイ） 

４ Ｒａｌｌｕｓ ｌｏｎｇｉｒｏｓｔｒｉｓ ｌｅｖｉｐｅｓ（ウスアシハイイロクイナ） 

５ Ｒａｌｌｕｓ ｌｏｎｇｉｒｏｓｔｒｉｓ ｏｂｓｏｌｅｔｕｓ（カリフォルニアハイイロクイナ） 

６ Ｒａｌｌｕｓ ｌｏｎｇｉｒｏｓｔｒｉｓ ｙｕｍａｎｅｎｓｉｓ（ユマハイイロクイナ） 

７ Ｒａｌｌｕｓ ｐｅｃｔｏｒａｌｉｓ ｃｌｅｌａｎｄｉ（ニシオーストラリアアカエリクイナ） 

８ Ｒａｌｌｕｓ ｐｈｉｌｉｐｐｅｎｓｉｓ ｍａｃｑｕａｒｉｅｎｓｉｓ（マッコリークイナ） 

  チ わしたか目 

  （１）わしたか科 

１ Ｂｕｔｅｏ ｓｏｌｉｔａｒｉｕｓ（ハワイノスリ） 

２ Ｇｙｐａｅｔｕｓ ｂａｒｂａｔｕｓ ａｕｒｅｕｓ（ヨーロッパヒゲワシ） 

３ Ｈａｌｉａｅｅｔｕｓ ｌｅｕｃｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｌｅｕｃｏｃｅｐｈａｌｕｓ（アメリカハクトウワシ） 

４ Ｒｏｓｔｒｈａｍｕｓ ｓｏｃｉａｂｉｌｉｓ ｐｌｕｍｂｅｕｓ（フロリダタニシダカ） 

  （２）コンドル科 

１ Ｇｙｍｎｏｇｙｐｓ ｃａｌｉｆｏｒｎｉａｎｕｓ（カリフォルニアコンドル） 

  （３）はやぶさ科 

１ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ａｎａｔｕｍ（アメリカハヤブサ） 

２ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｂａｂｙｌｏｎｉｃｕｓ（アカガシラハヤブサ） 

３ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｔｕｎｄｒｉｕｓ（ホッキョクハヤブサ） 

４ Ｆａｌｃｏ ｒｕｓｔｉｃｏｌｕｓ ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ（シベリアシロハヤブサ） 

  リ すずめ目 
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  （１）さんしょうくい科 

１ Ｃｏｒａｃｉｎａ ｔｅｎｕｉｒｏｓｔｒｉｓ ｍｅｌｖｉｌｌｅｎｓｉｓ（ミルヴィルセミサンショウクイ） 

２ Ｌａｌａｇｅ ｌｅｕｃｏｐｙｇａ ｌｅｕｃｏｐｙｇａ（ノーフォークオナガサンショウクイ） 

  （２）からす科 

１ Ｃｏｒｖｕｓ ｔｒｏｐｉｃｕｓ（ハワイガラス） 

  （３）ハワイみつすい科 

１ Ｈｅｍｉｇｎａｔｈｕｓ ｌｕｃｉｄｕｓ ｈａｎａｐｅｐｅ（カウアイカマハシハワイミツスイ） 

２ Ｈｅｍｉｇｎａｔｈｕｓ ｌｕｃｉｄｕｓ ｏｆｆｉｎｉｓ（マウイカマハシハワイミツスイ） 

３ Ｈｅｍｉｇｎａｔｈｕｓ ｐｒｏｃｅｒｕｓ（ユミハシハワイミツスイ） 

４ Ｈｅｍｉｇｎａｔｈｕｓ ｗｉｌｓｏｎｉ（カワリカマハシハワイミツスイ） 

５ Ｌｏｘｏｐｓ ｃｏｃｃｉｎｅａ ｃｏｃｃｉｎｅａ（コバシハワイミツスイ） 

６ Ｌｏｘｏｐｓ ｃｏｃｃｉｎｅａ ｏｃｈｒａｃｅｕ（マウイコバシハワイミツスイ） 

７ Ｌｏｘｏｐｓ ｍａｃｕｌａｔａ ｆｌａｍｍｅａ（モロカイキバシリハワイミツスイ） 

８ Ｌｏｘｏｐｓ ｍａｃｕｌａｔａ ｍａｃｕｌａｔａ（オアフキバシリハワイミツスイ） 

９ Ｐａｌｍｅｒｉａ ｄｏｌｅｉ（シロフサハワイミツスイ） 

10 Ｐｓｅｕｄｏｎｅｓｔ ｏｒｘａｎｔｈｏｒｐｈｒｙｓ（オオムハシハワイミツスイ） 

11 Ｐｓｉｔｔｉｒｏｓｔｒａ ｂａｉｌｌｅｕｉ（キムネハワイマシコ） 

12 Ｐｓｉｔｔｉｒｏｓｔｒａ ｃａｎｔａｎｓ ｃａｎｔａｎｓ（レイサンハワイマシコ） 

13 Ｐｓｉｔｔｉｒｏｓｔｒａ ｃａｎｔａｎｓ ｕｌｔｉｍａ（ニホアハワイマシコ） 

14 Ｐｓｉｔｔｉｒｏｓｔｒａ ｐｓｉｔｔａｃｅａ（キガシラハワイマシコ） 

  （４）ほおじろ科 

１ Ａｍｍｏｄｒａｍｕｓ ｍａｒｉｔｉｍｕｓ ｍｉｒａｂｉｌｉｓ（アオカイガンスズメ） 

２ Ａｍｍｏｄｒａｍｕｓ ｍａｒｉｔｉｍｕｓ ｎｉｇｒｅｓｃｅｎｓ（クロカイガンスズメ） 

３ Ｍｅｌｏｓｐｉｚａ ｍｅｌｏｄｉａ ｇｒａｍｉｎｅａ（サンタバーバラウタスズメ） 

  （５）かえでちょう科 

１ Ｅｒｙｔｈｒｕｒａ ｇｏｕｌｄｉａｅ（コキンチョウ） 

  （６）みつすい科 

１ Ｌｉｃｈｅｎｏｓｔｏｍｕｓ ｍｅｌａｎｏｐｓ ｃａｓｓｉｄｉｘ（カブトミツスイ） 

２ Ｍａｎｏｒｉｎａ ｍｅｌａｎｏｔｉｓ（ミミグロミツスイ） 

３ Ｍｏｈｏ ｂｒａｃｃａｔｕｓ（キモモミツスイ） 

４ Ｘａｎｔｈｏｍｙｚａ ｐｈｒｙｇｉａ（キガオミツスイ） 

  （７）ひたき科 

１ Ａｃｒｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｋｉｎｇｉ（ハワイヨシキリ） 

２ Ａｃｒｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｌｕｓｃｉｎｉａ ｌｕｓｃｉｎｉａ（グアムヨシキリ） 

３ Ｄａｓｙｏｒｎｉｓ ｂｒｏａｄｂｅｎｔｉ ｌｉｔｔｏｒａｌｉｓ（ニシオナガムシクイ） 

４ Ｄｒｙｍｏｄｅｓ ｓｕｐｅｒｃｉｌｉａｒｉｓ ｃｏｌｃｌｏｕｇｈｉ（チャバラキタメグロヤブコマ） 

５ Ｆａｌｃｕｎｃｕｌｕｓ ｆｒｏｎｔａｔｕｓ ｗｈｉｔｅｉ（キンバレーハシブトモズヒタキ） 

６ Ｇｅｒｙｇｏｎｅ ｉｎｓｕｌａｒｉｓ（ロードハウセンニョムシクイ） 

７ Ｍｏｎａｒｃｈａ ｔａｋａｔｓｕｋａｓａｅ（チャバラヒタキ） 

８ Ｐａｒａｄｏｘｏｒｎｉｓ ｈｅｕｄｅｉ ｐｏｌｉｖａｎｏｖｉ（ハンカカオジロダルマエナガ） 

９ Ｐｈａｅｏｒｎｉｓ ｏｂｓｃｕｒｕｓ ｍｙａｄｅｓｔｉｎａ（オオカウアイツグミ） 

10 Ｐｈａｅｏｒｎｉｓ ｏｂｓｃｕｒｕｓ ｒｕｔｈａ（モロカイツグミ） 

11 Ｐｈａｅｏｒｎｉｓ ｐａｌｍｅｒｉ（ヒメハワイツグミ） 
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12 Ｐｏｅｃｉｌｏｄｒｙａｓ ｓｕｐｅｒｃｉｌｉｏｓａ ｃｅｒｖｉｎｉｖｅｎｔｒｉｓ（ダービーマミジロヒタキ） 

13 Ｒｈｉｐｉｄｕｒａ ｃｅｒｖｉｎａ（ロードハウオウギヒタキ） 

14 Ｒｈｉｐｉｄｕｒａ ｌｅｐｉｄａ（アカオウギヒタキ） 

15 Ｓｔｉｐｉｔｕｒｕｓ ｍａｌａｃｈｕｒｕｓ ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ（ロフティエミュームシクイ） 

16 Ｔｕｒｄｕｓ ｐｏｌｉｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｐｏｌｉｏｃｅｐｈａｌｕｓ（ノーフォークツグミ） 

17 Ｔｕｒｄｕｓ ｘａｎｔｈｏｐｕｓ ｖｉｎｉｔｉｎｃｔｕｓ（ロードハウツグミ） 

（８）ほうせきどり科 

１ Ｐａｒｄａｌｏｔｕｓ ｑｕａｄｒａｇｉｎｔｕｓ（ミドリホウセキドリ） 

（９）アメリカむしくい科 

１ Ｄｅｎｄｒｏｉｃａ ｋｉｒｔｌａｎｄｉｉ（カートランドムシクイ） 

２ Ｖｅｒｍｉｖｏｒａ ｂａｃｈｍａｎｉｉ（バックマンムシクイ） 

（10）むくどり科 

１ Ａｐｌｏｎｉｓ ｆｕｓｃａ（ノーフォークカラスモドキ） 

２ Ａｐｌｏｎｉｓ ｐｅｌｚｅｌｎｉ（ヒメカラスモドキ） 

（11）めじろ科 

１ Ｒｕｋｉａ ｓａｎｆｏｒｄｉ（ハシナガメジロ） 

２ Ｚｏｓｔｅｒｏｐｓ ａｌｂｏｇｕｌａｒｉｓ（ノーフォークメジロ） 

３ Ｚｏｓｔｅｒｏｐｓ ｓｔｒｅｎｕａ（ロードハウメジロ） 

  ヌ ペリカン目 

  （１）ペリカン科 

１ Ｐｅｌｅｃａｎｕｓ ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ ｃａｌｉｆｏｒｎｉｃｕｓ（カリフォルニアカッショクペリカン） 

２ Ｐｅｌｅｃａｎｕｓ ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ ｃａｒｏｌｉｎｅｎｓｉｓ（タイセイヨウカッショクペリカン） 

  （２）かつおどり科 

１ Ｐａｐａｓｕｌａ ａｂｂｏｔｔｉ（モモグロカツオドリ） 

  ル きつつき目 

  （１）きつつき科 

１ Ｃａｍｐｅｐｈｉｌｕｓ ｐｒｉｎｃｉｐａｌｉｓ（ハシジロキツツキ） 

２ Ｄｅｎｄｒｏｃｏｐｕｓ ｂｏｒｅａｌｉｓ ｂｏｒｅａｌｉｓ（アカミミキツツキ） 

３ Ｄｅｎｄｒｏｃｏｐｕｓ ｂｏｒｅａｌｉｓ ｈｙｌｏｎｏｍｕｓ（フロリダアカミミキツツキ） 

４ Ｐｉｃｕｓ ｓｑｕａｍａｔｕｓ ｆｌａｖｉｒｏｓｔｒｉｓ（ハジロヒマラヤアオゲラ） 

  ヲ みずなぎどり目 

  （１）みずなぎどり科 

１ Ｐｔｅｒｏｄｒｏｍａ ｌｅｕｃｏｐｔｅｒａ ｌｅｕｃｏｐｔｅｒａ（ミナミシロハラミズナギドリ） 

２ Ｐｔｅｒｏｄｒｏｍａ ｐｈａｅｏｐｙｇｉａ ｓａｎｄｗｉｃｈｅｎｓｉｓ（ハワイシロハラミズナギドリ） 

  ワ おうむ目 

  （１）おうむ科 

１ Ｃａｃａｔｕａ ｐａｓｔｉｎａｔｏｒ ｐａｓｔｉｎａｔｏｒ（オオテンジクバタン） 

２ Ｃａｌｙｐｔｏｒｈｙｎｃｈｕｓ ｂａｕｄｉｎｉｉ ｇｒａｐｔｏｇｙｎｅ（ビクトリアオジロクロオウム） 

  （２）いんこ科 

１ Ａｍａｚｏｎａ ｖｉｔｔａｔａ（アカビタイボウシインコ） 

２ Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｃｏｏｋｉｉ（ノーフォークアオハシインコ） 

３ Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ ｅｒｙｔｈｒｏｔｉｓ（マッコリーアオハシインコ） 

４ Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ ｓｕｂｆｌａｖｅｓｃｅｎｓ（ロードハウアオハシインコ） 
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５ Ｃｙｃｌｏｐｓｉｔｔａ ｄｉｏｐｈｔｈａｌｍａ ｃｏｘｅｎｉ（アカガオイチジクインコ） 

６ Ｇｅｏｐｓｉｔｔａｃｕｓ ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ（ヒメフクロウインコ） 

７ Ｎｅｏｐｈｅｍａ ｃｈｒｙｓｏｇａｓｔｅｒ（アカハラワカバインコ） 

８ Ｎｅｓｔｏｒ ｐｒｏｄｕｃｔｕｓ（キムネカカインコ） 

９ Ｐｅｚｏｐｏｒｕｓ ｗａｌｌｉｃｕｓ ｆｌａｖｉｖｅｎｔｒｉｓ（キバラキジインコ） 

10 Ｐｓｅｐｈｏｔｕｓ ｃｈｒｙｓｏｐｔｅｒｙｇｉｕｓ（キビタイヒスイインコ） 

11 Ｐｓｅｐｈｏｔｕｓ ｐｕｌｃｈｅｒｒｉｍｕｓ（ゴクラクインコ） 

12 Ｒｈｙｎｃｈｏｐｓｉｔｔａ ｐａｃｈｙｒｈｙｎｃｈａ（ハシブトインコ） 

  カ さけい目 

  （１）さけい科 

１ Ｓｙｒｒｈａｐｔｅｓ ｔｉｂｅｔａｎｕｓ（チベットサケイ） 

  ヨ ふくろう目 

  （１）ふくろう科 

１ Ｎｉｎｏｘ ｎｏｖａｅｓｅｅｌａｎｄｉａｅ ａｌｂａｒｉａ（ロードハウアオバズク） 

２ Ｎｉｎｏｘ ｎｏｖａｅｓｅｅｌａｎｄｉａｅ ｕｎｄｕｌａｔａ（ニュージーランドアオバズク） 

３ Ｏｔｕｓ ｐｏｄａｒｇｉｎａ（カキイロヅク） 

備考括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名である。 
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表２ 

項 種 名 適 用 日 

第１ 動物界  

 １ 哺乳綱  

  イ 偶蹄目  

  （１）プロングホーン科  

１ Ａｎｔｉｌｏｃａｐｒａ ａｍｅｒｉｃａｎａ（プロングホーン） Ａｎｔｉｌｏｃａｐｒａ ａｍｅｒｉｃａｎａ ｐｅｎ

ｉｎｓｕｌａｒｉｓ（カリフォルニアプ

ロングホーン）及びＡｎｔｉｌｏｃａｐ

ｒａ ａｍｅｒｉｃａｎａ ｓｏｎｏｒｉｅｎｓｉｓ

（ソノラプロングホーン）の

個体等については昭和55年11

月４日，その他の種の個体等

については平成４年６月11日 

  （２）うし科  

１ Ａｄｄａｘ ｎａｓｏｍａｃｕｌａｔｕｓ（アダックス） 昭和58年７月29日 

２ Ｂｏｓ ｇａｕｒｕｓ（ガウル） 昭和55年11月４日 

３ Ｂｏｓ ｍｕｔｕｓ（ヤセイヤク） 昭和55年11月４日 

４ Ｂｏｓ ｓａｕｖｅｌｉ（コープレイ） 昭和55年11月４日 

５ Ｂｕｂａｌｕｓ ｄｅｐｒｅｓｓｉｃｏｒｎｉｓ（アノア） 昭和55年11月４日 

６ Ｂｕｂａｌｕｓ ｍｉｎｄｏｒｅｎｓｉｓ（タマラオ） 昭和55年11月４日 

７ Ｂｕｂａｌｕｓ ｑｕａｒｌｅｓｉ（ヤマアノア） 昭和55年11月４日 

８ Ｃａｐｒａ ｆａｌｃｏｎｅｒｉ（マーコール） Ｃａｐｒａ ｆａｌｃｏｎｅｒｉ ｃｈｉａｌｔａｎｅｎｓ

ｉｓ（パキスタンマーコール），

Ｃａｐｒａ ｆａｌｃｏｎｅｒｉ ｊｅｒｄｏｎｉ（パ

ンジャブマーコール）及びＣａ

ｐｒａ ｆａｌｃｏｎｅｒｉ ｍｅｇａｃｅｒｏｓ（ア

フガニスタンマーコール）の

個体等については昭和55年11

月４日，その他の種の個体等

については平成４年６月11日 

９ Ｃａｐｒｉｃｏｒｎｉｓ ｍｉｌｎｅｅｄｗａｒｄｓｉｉ（カプリコルニス・ミルネエドワル

ドスィイ） 

昭和55年11月４日 

10 Ｃａｐｒｉｃｏｒｎｉｓ ｒｕｂｉｄｕｓ（カプリコルニス・ルビドゥス） 昭和55年11月４日 

11 Ｃａｐｒｉｃｏｒｎｉｓ ｓｕｍａｔｒａｅｎｓｉｓ（スマトラカモシカ） 昭和55年11月４日 

12 Ｃａｐｒｉｃｏｒｎｉｓ ｔｈａｒ（カプリコルニス・タル） 昭和55年11月４日 

13 Ｃｅｐｈａｌｏｐｈｕｓ ｊｅｎｔｉｎｋｉ（カタシロダイカ） 平成２年１月18日 

14 Ｇａｚｅｌｌａ ｃｕｖｉｅｒｉ（エドミガゼル） 平成19年９月13日 

15 Ｇａｚｅｌｌａ ｌｅｐｔｏｃｅｒｏｓ（リムガゼル） 平成19年９月13日 

16 Ｈｉｐｐｏｔｒａｇｕｓ ｎｉｇｅｒ ｖａｒｉａｎｉ（ジャイアントセーブルアンテロー

プ） 

昭和55年11月４日 

17 Ｎａｅｍｏｒｈｅｄｕｓ ｂａｉｌｅｙｉ（アカゴーラル） 昭和55年11月４日 

18 Ｎａｅｍｏｒｈｅｄｕｓ ｃａｕｄａｔｕｓ（オナガゴーラル） 昭和55年11月４日 

19 Ｎａｅｍｏｒｈｅｄｕｓ ｇｏｒａｌ（ゴーラル） 昭和55年11月４日 

20 Ｎａｅｍｏｒｈｅｄｕｓ ｇｒｉｓｅｕｓ（ナエモルヘドゥス・グリセウス） 昭和55年11月４日 

21 Ｎａｎｇｅｒ ｄａｍａ（ダマガゼル） 昭和58年７月29日 
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22 Ｏｒｙｘ ｄａｍｍａｈ（シロオリックス） 昭和58年７月29日 

23 Ｏｒｙｘ ｌｅｕｃｏｒｙｘ（アラビアオリックス） 昭和55年11月４日 

24 Ｏｖｉｓ ａｍｍｏｎ ｈｏｄｇｓｏｎｉｉ（チベットアルガリ） 昭和55年11月４日 

25 Ｏｖｉｓ ａｍｍｏｎ ｎｉｇｒｉｍｏｎｔａｎａ（カラタウアルガリ） 平成９年９月18日 

26 Ｏｖｉｓ ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ ｏｐｈｉｏｎ（キプロスムフロン） 昭和55年11月４日 

27 Ｏｖｉｓ ｖｉｇｎｅｉ ｖｉｇｎｅｉ（ラダックウリアル） 昭和55年11月４日 

28 Ｐａｎｔｈｏｌｏｐｓ ｈｏｄｇｓｏｎｉｉ（チールー） 昭和55年11月４日 

29 Ｐｓｅｕｄｏｒｙｘ ｎｇｈｅｔｉｎｈｅｎｓｉｓ（ベトナムレイヨウ） 平成７年２月16日 

  （３）らくだ科  

１ Ｖｉｃｕｇｎａ ｖｉｃｕｇｎａ（ビクーナ） 昭和55年11月４日 

  （４）しか科  

１ Ａｘｉｓ ｃａｌａｍｉａｎｅｎｓｉｓ（カラミアホッグジカ） 昭和55年11月４日 

２ Ａｘｉｓ ｋｕｈｌｉｉ（バウエアンホッグジカ） 昭和55年11月４日 

３ Ａｘｉｓ ｐｏｒｃｉｎｕｓ ａｎｎａｍｉｔｉｃｕｓ（ベトナムホッグジカ） 昭和55年11月４日 

４ Ｂｌａｓｔｏｃｅｒｕｓ ｄｉｃｈｏｔｏｍｕｓ（ヌマジカ） 昭和55年11月４日 

５ Ｃｅｒｖｕｓ ｅｌａｐｈｕｓ ｈａｎｇｌｕ（カシミールアカシカ） 昭和55年11月４日 

６ Ｄａｍａ ｄａｍａ ｍｅｓｏｐｏｔａｍｉｃａ（ペルシャダマジカ） 昭和55年11月４日 

７ Ｈｉｐｐｏｃａｍｅｌｕｓ属（ゲマルジカ属）全種 昭和55年11月４日 

８ Ｍｕｎｔｉａｃｕｓ ｃｒｉｎｉｆｒｏｎｓ（マエガミホエジカ） 昭和60年８月１日 

９ Ｍｕｎｔｉａｃｕｓ ｖｕｑｕａｎｇｅｎｓｉｓ（オオホエジカ） 平成７年２月16日 

10 Ｏｚｏｔｏｃｅｒｏｓ ｂｅｚｏａｒｔｉｃｕｓ（パンパスジカ） 昭和55年11月４日 

11 Ｐｕｄｕ ｐｕｄａ（プーズー） 昭和55年11月４日 

12 Ｒｕｃｅｒｖｕｓ ｄｕｖａｕｃｅｌｉｉ（バラシンガジカ） 昭和55年11月４日 

13 Ｒｕｃｅｒｖｕｓ ｅｌｄｉｉ（エルドシカ） 昭和55年11月４日 

  （５）じゃこうじか科  

１ Ｍｏｓｃｈｕｓ属（ジャコウジカ属）全種 平成元年４月１日 

  （６）いのしし科  

１ Ｂａｂｙｒｏｕｓａ ｂａｂｙｒｕｓｓａ（バビルサ） 昭和55年11月４日 

２ Ｂａｂｙｒｏｕｓａ ｂｏｌａｂａｔｕｅｎｓｉｓ（バビュロウサ・ボラバトゥエンスィ

ス） 

昭和55年11月４日 

３ Ｂａｂｙｒｏｕｓａ ｃｅｌｅｂｅｎｓｉｓ（バビュロウサ・ケレベンスィス） 昭和55年11月４日 

４ Ｂａｂｙｒｏｕｓａ ｔｏｇｅａｎｅｎｓｉｓ（バビュロウサ・トゲアネンスィス） 昭和55年11月４日 

５ Ｓｕｓ ｓａｌｖａｎｉｕｓ（コビトイノシシ） 昭和55年11月４日 

（７）ペッカリー科  

１ Ｃａｔａｇｏｎｕｓ ｗａｇｎｅｒｉ（チャコペッカリー） 昭和62年10月22日 

  ロ 食肉目  

  （１）レッサーパンダ科  

１ Ａｉｌｕｒｕｓ ｆｕｌｇｅｎｓ（レッサーパンダ） 平成７年２月１６日 

  （２）いぬ科  

１ Ｃａｎｉｓ ｌｕｐｕｓ（オオカミ）のうちＣａｎｉｓ ｌｕｐｕｓｄｉｎｇｏ（ディンゴ）

及びＣａｎｉｓ ｌｕｐｕｓ ｆａｍｉｌｉａｒｉｓ（イヌ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

２ Ｓｐｅｏｔｈｏｓ ｖｅｎａｔｉｃｕｓ（ヤブイヌ） 昭和55年11月４日 

  （３）ねこ科  
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１ Ａｃｉｎｏｎｙｘ ｊｕｂａｔｕｓ（チーター） 昭和55年11月４日 

２ Ｃａｒａｃａｌ ｃａｒａｃａｌ（カラカル） 昭和55年11月４日 

３ Ｃａｔｏｐｕｍａ ｔｅｍｍｉｎｃｋｉｉ（アジアゴールデンキャット） 昭和55年11月４日 

４ Ｆｅｌｉｓ ｎｉｇｒｉｐｅｓ（クロアシネコ） 昭和55年11月４日 

５ Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｇｅｏｆｆｒｏｙｉ（ジョフロワネコ） 平成４年６月11日 

６ Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｊａｃｏｂｉｔｕｓ（アンデスネコ） 昭和55年11月４日 

７ Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｐａｒｄａｌｉｓ（オセロット） Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｐａｒｄａｌｉｓ ｍｅａｒｎｓｉ

（コスタリカオセロット）及

びＬｅｏｐａｒｄｕｓ ｐａｒｄａｌｉｓ ｍｉｔｉｓ

（ミティスオセロット）の個

体等については昭和55年11月

４日，その他の種の個体等に

ついては平成２年１月18日 

８ Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｔｉｇｒｉｎｕｓ（ジャガーネコ） Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｔｉｇｒｉｎｕｓ ｏｎｃｉｌｌａ

（コスタリカジャガーネコ）

の個体等については昭和55年

11月４日，その他の種の個体

等については平成２年１月18

日 

９ Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｗｉｅｄｉｉ（マーゲイ） Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｗｉｅｄｉｉ ｎｉｃａｒａｇｕａ

ｅ（ニカラグァマーゲイ）及び

Ｌｅｏｐａｒｄｕｓ ｗｉｅｄｉｉ ｓａｌｖｉｎｉａ

（グァテマラマーゲイ）の個

体等については昭和55年11月

４日，その他の種の個体等に

ついては平成２年１月18日 

10 Ｌｙｎｘ ｐａｒｄｉｎｕｓ（スペインオオヤマネコ） 平成２年１月18日 

11 Ｎｅｏｆｅｌｉｓ ｎｅｂｕｌｏｓａ（ウンピョウ） 昭和55年11月４日 

12 Ｐａｎｔｈｅｒａ ｌｅｏ ｐｅｒｓｉｃａ（インドライオン） 昭和55年11月４日 

13 Ｐａｎｔｈｅｒａ ｏｎｃａ（ジャガー） 昭和55年11月４日 

14 Ｐａｎｔｈｅｒａ ｐａｒｄｕｓ（ヒョウ） 昭和55年11月４日 

15 Ｐａｎｔｈｅｒａ ｔｉｇｒｉｓ（トラ） Ｐａｎｔｈｅｒａ ｔｉｇｒｉｓ ａｌｔａｉｃａ（シベ

リアトラ）の個体等について

は昭和62年10月22日，その他

の種の個体等については昭和

55年11月４日 

16 Ｐａｒｄｏｆｅｌｉｓ ｍａｒｍｏｒａｔａ（マーブルキャット） 昭和55年11月４日 

17 Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ（ベンガルヤマネコ） 昭和55年11月４日 

18 Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｐｌａｎｉｃｅｐｓ（マレーヤマネコ） 昭和55年11月４日 

19 Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｒｕｂｉｇｉｎｏｓｕｓ（サビイロネコ） 昭和55年11月４日 

20 Ｐｕｍａ ｃｏｎｃｏｌｏｒ ｃｏｒｙｉ（フロリダピューマ） 昭和55年11月４日 

21 Ｐｕｍａ ｃｏｎｃｏｌｏｒ ｃｏｓｔａｒｉｃｅｎｓｉｓ（コスタリカピューマ） 昭和55年11月４日 

22 Ｐｕｍａ ｃｏｎｃｏｌｏｒ ｃｏｕｇｕａｒ（ペンシルバニアピューマ） 昭和55年11月４日 

23 Ｐｕｍａ ｙａｇｏｕａｒｏｕｎｄｉ（ジャガランディ） 昭和55年11月４日 

24 Ｕｎｃｉａ ｕｎｃｉａ（ユキヒョウ） 昭和55年11月４日 

（４）いたち科  

１ Ａｏｎｙｘ ｃａｐｅｎｓｉｓ ｍｉｃｒｏｄｏｎ（カメルーンツメナシカワウソ） 昭和55年11月４日 
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２ Ｅｎｈｙｄｒａ ｌｕｔｒｉｓ ｎｅｒｅｉｓ（カリフォルニアラッコ） 昭和55年11月４日 

３ Ｌｏｎｔｒａ ｆｅｌｉｎａ（ミナミウミカワウソ） 昭和55年11月４日 

４ Ｌｏｎｔｒａ ｌｏｎｇｉｃａｕｄｉｓ（オナガカワウソ） 昭和55年11月４日 

５ Ｌｏｎｔｒａ ｐｒｏｖｏｃａｘ（チリカワウソ） 昭和55年11月４日 

６ Ｌｕｔｒａ ｌｕｔｒａ（カワウソ） 昭和55年11月４日 

７ Ｌｕｔｒａ ｎｉｐｐｏｎ（ニホンカワウソ） 昭和55年11月４日 

８ Ｍｕｓｔｅｌａ ｎｉｇｒｉｐｅｓ（クロアシイタチ） 昭和55年11月４日 

９ Ｐｔｅｒｏｎｕｒａ ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ（オオカワウソ） 昭和55年11月４日 

  （５）あしか科  

１ Ａｒｃｔｏｃｅｐｈａｌｕｓ ｔｏｗｎｓｅｎｄｉ（グァダルーペオットセイ） 昭和55年11月４日 

  （６）あざらし科  

１ Ｍｏｎａｃｈｕｓ属（モンクアザラシ属）全種 昭和55年11月４日 

  （７）くま科  

１ Ａｉｌｕｒｏｐｏｄａｍｅｌａｎｏｌｅｕｃａ（ジャイアントパンダ） 昭和60年８月１日 

２ Ｈｅｌａｒｃｔｏｓ ｍａｌａｙａｎｕｓ（マレーグマ） 昭和55年11月４日 

３ Ｍｅｌｕｒｓｕｓ ｕｒｓｉｎｕｓ（ナマケグマ） 平成２年１月18日 

４ Ｔｒｅｍａｒｃｔｏｓ ｏｒｎａｔｕｓ（メガネグマ） 昭和55年11月４日 

５ Ｕｒｓｕｓ ａｒｃｔｏｓ（ヒグマ） 昭和55年11月４日 

６ Ｕｒｓｕｓ ａｒｃｔｏｓ ｉｓａｂｅｌｌｉｎｕｓ（ヒマラヤヒグマ） 昭和55年11月４日 

７ Ｕｒｓｕｓ ｔｈｉｂｅｔａｎｕｓ（アジアクロクマ） 昭和55年11月４日 

  （８）じゃこうねこ科  

１ Ｐｒｉｏｎｏｄｏｎ ｐａｒｄｉｃｏｌｏｒ（ブチリンサン） 昭和55年11月４日 

  ハ くじら目  

  （１）せみくじら科  

１ Ｂａｌａｅｎａｍｙｓｔｉｃｅｔｕｓ（ホッキョククジラ） 昭和55年11月４日 

２ Ｅｕｂａｌａｅｎａ属（セミクジラ属）全種 昭和55年11月４日 

（２）ながすくじら科  

１ Ｂａｌａｅｎｏｐｔｅｒａ ｍｕｓｃｕｌｕｓ（シロナガスクジラ） 昭和55年11月４日 

２ Ｍｅｇａｐｔｅｒａ ｎｏｖａｅａｎｇｌｉａｅ（ザトウクジラ） 昭和55年11月４日 

  （３）まいるか科  

１ Ｓｏｔａｌｉａ属（コビトイルカ属）全種 昭和55年11月４日 

２ Ｓｏｕｓａ属（ウスイロイルカ属）全種 昭和55年11月４日 

  （４）こくくじら科  

１ Ｅｓｃｈｒｉｃｈｔｉｕｓ ｒｏｂｕｓｔｕｓ（コククジラ） 昭和55年11月４日 

  （５）イニイダエ科  

１ Ｌｉｐｏｔｅｓ ｖｅｘｉｌｌｉｆｅｒ（ヨウスコウカワイルカ） 昭和55年11月４日 

  （６）こせみくじら科  

１ Ｃａｐｅｒｅａ ｍａｒｇｉｎａｔａ（コセミクジラ） 昭和61年１月１日 

  （７）ねずみいるか科  

１ Ｎｅｏｐｈｏｃａｅｎａ ｐｈｏｃａｅｎｏｉｄｅｓ（スナメリ） 昭和55年11月４日 

２ Ｐｈｏｃｏｅｎａ ｓｉｎｕｓ（コガシラネズミイルカ） 昭和55年11月４日 

  （８）かわいるか科  

１ Ｐｌａｔａｎｉｓｔａ属（カワイルカ属）全種 昭和55年11月４日 



－  － 797

  （９）あかぼうくじら科  

１ Ｂｅｒａｒｄｉｕｓ ａｒｎｕｘｉｉ（ミナミツチクジラ） 昭和58年７月29日 

２ Ｈｙｐｅｒｏｏｄｏｎ属（トックリクジラ属）全種 昭和58年７月29日 

  ニ 翼手目  

  （１）おおこうもり科  

１ Ａｃｅｒｏｄｏｎ ｊｕｂａｔｕｓ（フィリピンオオコウモリ） 平成７年２月16日 

２ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｉｎｓｕｌａｒｉｓ（ムナジロオオコウモリ） 平成２年１月18日 

３ Ｐｔｅｒｏｐｕｓｌｏｏｃｈｏｅｎｓｉｓ（オキナワオオコウモリ） 平成２年１月18日 

４ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｍａｒｉａｎｎｕｓ（マリアナオオコウモリ） 平成２年１月18日 

５ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｍｏｌｏｓｓｉｎｕｓ（カロリンオオコウモリ） 平成２年１月18日 

６ Ｐｔｅｒｏｐｕｓｐｅｌｅｗｅｎｓｉｓ（プテロプス・ペレウェンスィス） 平成２年１月18日 

７ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｐｉｌｏｓｕｓ（パラオオオコウモリ） 平成２年１月18日 

８ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｓａｍｏｅｎｓｉｓ（サモアオオコウモリ） 平成２年１月18日 

９ Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｔｏｎｇａｎｕｓ（トンガオオコウモリ） 平成２年１月18日 

10 Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｕａｌａｎｕｓ（ウアランオオコウモリ） 平成２年１月18日 

11 Ｐｔｅｒｏｐｕｓ ｙａｐｅｎｓｉｓ（ヤップオオコウモリ） 平成２年１月18日 

  ホ 貧歯目  

  （１）アルマジロ科  

１ Ｐｒｉｏｄｏｎｔｅｓ ｍａｘｉｍｕｓ（オオアルマジロ） 昭和55年11月４日 

  ヘ 有袋目  

  （１）ふくろねこ科  

１ Ｓｍｉｎｔｈｏｐｓｉｓ ｌｏｎｇｉｃａｕｄａｔａ（オナガスミンソプシス） 昭和55年11月４日 

２ Ｓｍｉｎｔｈｏｐｓｉｓ ｐｓａｍｍｏｐｈｉｌａ（サバクスミンソプシス） 昭和55年11月４日 

  ト カンガルー目  

  （１）カンガルー科  

１ Ｌａｇｏｒｃｈｅｓｔｅｓ ｈｉｒｓｕｔｕｓ（コシアカウサギワラビー） 昭和55年11月４日 

２ Ｌａｇｏｓｔｒｏｐｈｕｓ ｆａｓｃｉａｔｕｓ（シマウサギワラビー） 昭和55年11月４日 

３ Ｏｎｙｃｈｏｇａｌｅａ ｆｒａｅｎａｔａ（タヅナツメオワラビー） 昭和55年11月４日 

  （２）ねずみカンガルー科  

１ Ｂｅｔｔｏｎｇｉａ属（フサオネズミカンガルー属）全種 昭和55年11月４日 

  （３）ウォンバット科  

１ Ｌａｓｉｏｒｈｉｎｕｓ ｋｒｅｆｆｔｉｉ（クレフトウォンバット） 昭和55年11月４日 

  チ うさぎ目  

  （１）うさぎ科  

１ Ｃａｐｒｏｌａｇｕｓ ｈｉｓｐｉｄｕｓ（アラゲウサギ） 昭和55年11月４日 

２ Ｒｏｍｅｒｏｌａｇｕｓ ｄｉａｚｉ（メキシコウサギ） 昭和55年11月４日 

  リ バンディクート目  

  （１）バンディクート科  

１ Ｐｅｒａｍｅｌｅｓ ｂｏｕｇａｉｎｖｉｌｌｅ（チビオビバンディクート） 昭和55年11月４日 

  （２）ミミナガバンディクート科  

１ Ｍａｃｒｏｔｉｓ ｌａｇｏｔｉｓ（ミミナガバンディクート） 昭和55年11月４日 

  ヌ 奇蹄目  

 （１）うま科  
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１ Ｅｑｕｕｓ ａｆｒｉｃａｎｕｓ（アフリカノロバ） 昭和58年７月29日 

２ Ｅｑｕｕｓ ｇｒｅｖｙｉ（グレビーシマウマ） 昭和55年11月４日 

３ Ｅｑｕｕｓ ｈｅｍｉｏｎｕｓ ｈｅｍｉｏｎｕｓ（モウコノロバ） 昭和55年11月４日 

４ Ｅｑｕｕｓ ｈｅｍｉｏｎｕｓ ｋｈｕｒ（ペルシャノロバ） 昭和55年11月４日 

５ Ｅｑｕｕｓ ｐｒｚｅｗａｌｓｋｉｉ（モウコノウマ） 昭和55年11月４日 

６ Ｅｑｕｕｓ ｚｅｂｒａ ｚｅｂｒａ（ケープヤマシマウマ） 昭和55年11月４日 

  （２）さい科  

１ さい科全種 昭和55年11月４日 

  （３）ばく科  

１ Ｔａｐｉｒｕｓ ｂａｉｒｄｉｉ（ベアードバク） 昭和55年11月４日 

２ Ｔａｐｉｒｕｓ ｉｎｄｉｃｕｓ（マレーバク） 昭和55年11月４日 

３ Ｔａｐｉｒｕｓ ｐｉｎｃｈａｑｕｅ（ヤマバク） 昭和55年11月４日 

  ル 霊長目  

  （１）アテリダエ科  

１ Ａｌｏｕａｔｔａ ｃｏｉｂｅｎｓｉｓ（コイバホエザル） 昭和55年11月４日 

２ Ａｌｏｕａｔｔａ ｐａｌｌｉａｔａ（マントホエザル） 昭和55年11月４日 

３ Ａｌｏｕａｔｔａ ｐｉｇｒａ（メキシコクロホエザル） 昭和55年11月４日 

４ Ａｔｅｌｅｓ ｇｅｏｆｆｒｏｙｉ ｆｒｏｎｔａｔｕｓ（クロチャクモザル） 昭和55年11月４日 

５ Ａｔｅｌｅｓ ｇｅｏｆｆｒｏｙｉ ｐａｎａｍｅｎｓｉｓ（アカクモザル） 昭和55年11月４日 

６ Ｂｒａｃｈｙｔｅｌｅｓ ａｒａｃｈｎｏｉｄｅｓ（ウーリークモザル） 昭和55年11月４日 

７ Ｂｒａｃｈｙｔｅｌｅｓ ｈｙｐｏｘａｎｔｈｕｓ（ブラキュテレス・ヒュポクサントゥ

ス） 

昭和55年11月４日 

８ Ｏｒｅｏｎａｘ ｆｌａｖｉｃａｕｄａ（ヘンディーウーリーモンキー） 昭和58年７月29日 

  （２）おまきざる科  

１ Ｃａｌｌｉｍｉｃｏ ｇｏｅｌｄｉｉ（ゲルディモンキー） 昭和55年11月４日 

２ Ｃａｌｌｉｔｈｒｉｘ ａｕｒｉｔａ（ミミナガコモンマーモセット） 昭和55年11月４日 

３ Ｃａｌｌｉｔｈｒｉｘ ｆｌａｖｉｃｅｐｓ（キクガシラコモンマーモセット） 昭和55年11月４日 

４ Ｌｅｏｎｔｏｐｉｔｈｅｃｕｓ属（ライオンタマリン属）全種 昭和55年11月４日 

５ Ｓａｇｕｉｎｕｓｂｉｃｏｌｏｒ（フタイロタマリン） 昭和55年11月４日 

６ Ｓａｇｕｉｎｕｓ ｇｅｏｆｆｒｏｙｉ（ジョフロワタマリン） 昭和55年11月４日 

７ Ｓａｇｕｉｎｕｓ ｌｅｕｃｏｐｕｓ（シロテタマリン） 昭和55年11月４日 

８ Ｓａｇｕｉｎｕｓ ｍａｒｔｉｎｓｉ（サグイヌス・マルティンスィ） 昭和55年11月４日 

９ Ｓａｇｕｉｎｕｓ ｏｅｄｉｐｕｓ（ワタボウシタマリン） 昭和55年11月４日 

10 Ｓａｉｍｉｒｉ ｏｅｒｓｔｅｄｉｉ（セアカリスザル） 昭和55年11月４日 

  （３）おながざる科  

１ Ｃｅｒｃｏｃｅｂｕｓ ｇａｌｅｒｉｔｕｓ（ボウシマンガベイ） 昭和55年11月４日 

２ Ｃｅｒｃｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｄｉａｎａ（ダイアナモンキー） 昭和56年６月６日 

３ Ｃｅｒｃｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｒｏｌｏｗａｙ（ケルコピテクス・ロロワイ） 昭和56年６月６日 

４ Ｍａｃａｃａ ｓｉｌｅｎｕｓ（シシオザル） 昭和55年11月４日 

５ Ｍａｎｄｒｉｌｌｕｓ ｌｅｕｃｏｐｈａｅｕｓ（ドリル） 昭和56年６月６日 

６ Ｍａｎｄｒｉｌｌｕｓ ｓｐｈｉｎｘ（マンドリル） 昭和56年６月６日 

７ Ｎａｓａｌｉｓ ｌａｒｖａｔｕｓ（テングザル） 昭和55年11月４日 

８ Ｐｉｌｉｏｃｏｌｏｂｕｓ ｋｉｒｋｉｉ（ザンビアアカコロブス） 昭和55年11月４日 
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９ Ｐｉｌｉｏｃｏｌｏｂｕｓ ｒｕｆｏｍｉｔｒａｔｕｓ（アカコロブス） 昭和55年11月４日 

10 Ｐｒｅｓｂｙｔｉｓ ｐｏｔｅｎｚｉａｎｉ（オナガラングール） 昭和55年11月４日 

11 Ｐｙｇａｔｈｒｉｘ属（ドゥクモンキー属）全種 Ｐｙｇａｔｈｒｉｘ ｎｅｍａｅｕｓ（アカア

シドゥクモンキー）の個体等

については昭和55年11月４

日，その他の種の個体等につ

いては昭和60年８月１日 

12 Ｒｈｉｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ属（リノピテクス属）全種 昭和60年８月１日 

13 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ａｊａｘ（セムノピテクス・アヤクス） 昭和55年11月４日 

14 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｄｕｓｓｕｍｉｅｒｉ（セムノピテクス・ドゥスミエリ） 昭和55年11月４日 

15 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｅｎｔｅｌｌｕｓ（ハヌマンラングール） 昭和55年11月４日 

16 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｈｅｃｔｏｒ（セムノピテクス・ヘクトル） 昭和55年11月４日 

17 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｈｙｐｏｌｅｕｃｏｓ（マラバーラングール） 昭和55年11月４日 

18 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｐｒｉａｍ（セムノピテクス・プリアム） 昭和55年11月４日 

19 Ｓｅｍｎｏｐｉｔｈｅｃｕｓ ｓｃｈｉｓｔａｃｅｕｓ（セムノピテクス・スキスタケウ

ス） 

昭和55年11月４日 

20 Ｓｉｍｉａｓ ｃｏｎｃｏｌｏｒ（メンタウェーコバナテングザル） 昭和55年11月４日 

21 Ｔｒａｃｈｙｐｉｔｈｅｃｕｓ ｇｅｅｉ（ゴールデンラングール） 昭和55年11月４日 

22 Ｔｒａｃｈｙｐｉｔｈｅｃｕｓ ｐｉｌｅａｔｕｓ（ボウシラングール） 昭和55年11月４日 

23 Ｔｒａｃｈｙｐｉｔｈｅｃｕｓ ｓｈｏｒｔｒｉｄｇｅｉ（トラキュピテクス・ソルトリドゲ

イ） 

昭和55年11月４日 

  （４）こびときつねざる科  

１ こびときつねざる科全種 昭和55年11月４日 

  （５）アイアイ科  

１ Ｄａｕｂｅｎｔｏｎｉａ ｍａｄａｇａｓｃａｒｉｅｎｓｉｓ（アイアイ） 昭和55年11月４日 

  （６）ひと科  

１ Ｇｏｒｉｌｌａ ｂｅｒｉｎｇｅｉ（マウンテンゴリラ） 昭和55年11月４日 

２ Ｇｏｒｉｌｌａ ｇｏｒｉｌｌａ（ゴリラ） 昭和55年11月４日 

３ Ｐａｎ属（チンパンジー属）全種 昭和55年11月４日 

４ Ｐｏｎｇｏ ａｂｅｌｉｉ（スマトラオランウータン） 昭和55年11月４日 

５ Ｐｏｎｇｏ ｐｙｇｍａｅｕｓ（オランウータン） 昭和55年11月４日 

  （７）てながざる科  

１ てながざる科全種 昭和55年11月４日 

  （８）いんどり科  

１ いんどり科全種 昭和55年11月４日 

  （９）きつねざる科  

１ きつねざる科全種 昭和55年11月４日 

  （10）いたちきつねざる科  

１ いたちきつねざる科全種 昭和55年11月４日 

  （11）ロリス科  

１ Ｎｙｃｔｉｃｅｂｕｓ属（スローロリス属）全種 平成19年９月13日 

  （12）ピテシダエ科  

１ Ｃａｃａｊａｏ属（ウアカリ属）全種 昭和55年11月４日 

２ Ｃｈｉｒｏｐｏｔｅｓ ａｌｂｉｎａｓｕｓ（ハナジロヒゲサキ） 昭和55年11月４日 
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  ヲ 長鼻目  

  （１）ぞう科  

１ Ｅｌｅｐｈａｓ ｍａｘｉｍｕｓ（アジアゾウ） 昭和55年11月４日 

２ Ｌｏｘｏｄｏｎｔａ ａｆｒｉｃａｎａ（アフリカゾウ） 平成２年１月18日 

  ワ 齧歯目  

  （１）チンチラ科  

１ Ｃｈｉｎｃｈｉｌｌａ属（チンチラ属）全種 昭和55年11月４日 

  （２）ねずみ科  

１ Ｌｅｐｏｒｉｌｌｕｓ ｃｏｎｄｉｔｏｒ（コヤカケネズミ） 昭和55年11月４日 

２ Ｐｓｅｕｄｏｍｙｓ ｆｉｅｌｄｉ ｐｒａｅｃｏｎｉｓ（シャークベイネズミ） 昭和55年11月４日 

３ Ｘｅｒｏｍｙｓ ｍｙｏｉｄｅｓ（クマネズミモドキ） 昭和55年11月４日 

４ Ｚｙｚｏｍｙｓ ｐｅｄｕｎｃｕｌａｔｕｓ（マクドネルイワネズミ） 昭和55年11月４日 

  （３）りす科  

１ Ｃｙｎｏｍｙｓ ｍｅｘｉｃａｎｕｓ（メキシコプレーリードッグ） 昭和55年11月４日 

  カ 海牛目  

  （１）ジュゴン科  

１ Ｄｕｇｏｎｇ ｄｕｇｏｎ（ジュゴン） 昭和55年11月４日 

  （２）マナティー科  

１ Ｔｒｉｃｈｅｃｈｕｓ ｉｎｕｎｇｕｉｓ（アマゾンマナティー） 昭和55年11月４日 

２ Ｔｒｉｃｈｅｃｈｕｓ ｍａｎａｔｕｓ（アメリカマナティー） 昭和55年11月４日 

３ Ｔｒｉｃｈｅｃｈｕｓ ｓｅｎｅｇａｌｅｎｓｉｓ（アフリカマナティー） 平成25年６月12日 

 ２ 鳥綱  

  イ がんかも目  

  （１）がんかも科  

１ Ａｎａｓ ａｕｃｋｌａｎｄｉｃａ（チャイロガモ） 平成７年２月16日 

２ Ａｎａｓ ｃｈｌｏｒｏｔｉｓ（アナス・クロロティス） 平成７年２月16日 

３ Ａｎａｓ ｎｅｓｉｏｔｉｓ（コバシチャイロガモ） 昭和55年11月４日 

４ Ａｓａｒｃｏｒｎｉｓ ｓｃｕｔｕｌａｔａ（ハジロモリガモ） 昭和55年11月４日 

５ Ｒｈｏｄｏｎｅｓｓａ ｃａｒｙｏｐｈｙｌｌａｃｅａ（バライロガモ） 昭和55年11月４日 

  ロ あまつばめ目  

  （１）はちどり科  

１ Ｇｌａｕｃｉｓ ｄｏｈｒｎｉｉ（ヒメオオハシハチドリ） 昭和55年11月４日 

  ハ こうのとり目  

  （１）こうのとり科  

１ Ｊａｂｉｒｕ ｍｙｃｔｅｒｉａ（ズグロハゲコウ） 昭和60年８月１日 

２ Ｍｙｃｔｅｒｉａ ｃｉｎｅｒｅａ（シロトキコウ） 昭和62年10月22日 

  （２）とき科  

１ Ｇｅｒｏｎｔｉｃｕｓ ｅｒｅｍｉｔａ（ホオアカトキ） 昭和55年11月４日 

  ニ はと目  

  （１）はと科  

１ Ｃａｌｏｅｎａｓ ｎｉｃｏｂａｒｉｃａ（キンミノバト） 昭和55年11月４日 

２ Ｄｕｃｕｌａ ｍｉｎｄｏｒｅｎｓｉｓ（ミンドロミカドバト） 昭和55年11月４日 

  ホ ぶっぽうそう目  
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  （１）さいちょう科  

１ Ａｃｅｒｏｓ ｎｉｐａｌｅｎｓｉｓ（ナナミゾサイチョウ） 平成４年６月11日 

２ Ｂｕｃｅｒｏｓ ｂｉｃｏｒｎｉｓ（オオサイチョウ） Ｂｕｃｅｒｏｓ ｂｉｃｏｒｎｉｓ ｈｏｍｒａｉ（ビ

ルマオオサイチョウ）の個体

等については昭和55年11月４

日，その他の種の個体等につ

いては平成４年６月11日 

３ Ｒｈｉｎｏｐｌａｘ ｖｉｇｉｌ（オナガサイチョウ） 昭和55年11月４日 

４ Ｒｈｙｔｉｃｅｒｏｓ ｓｕｂｒｕｆｉｃｏｌｌｉｓ（チャガシラサイチョウ） 平成４年６月11日 

 ヘ わしたか目  

  （１）わしたか科  

１ Ａｑｕｉｌａ ａｄａｌｂｅｒｔｉ（ヒメカタジロワシ） 昭和55年11月４日 

２ Ａｑｕｉｌａ ｈｅｌｉａｃａ（カタジロワシ） 昭和55年11月４日 

３ Ｃｈｏｎｄｒｏｈｉｅｒａｘ ｕｎｃｉｎａｔｕｓ ｗｉｌｓｏｎｉｉ（キューバカギハシトビ） 昭和55年11月４日 

４ Ｈａｌｉａｅｅｔｕｓ ａｌｂｉｃｉｌｌａ ｇｒｏｅｎｌａｎｄｉｃｕｓ（オジロワシ） 昭和55年11月４日 

５ Ｈａｒｐｉａ ｈａｒｐｙｊａ（オウギワシ） 昭和55年11月４日 

６ Ｐｉｔｈｅｃｏｐｈａ ｇａｊｅｆｆｅｒｙｉ（サルクイワシ） 昭和55年11月４日 

  （２）コンドル科  

１ Ｖｕｌｔｕｒ ｇｒｙｐｈｕｓ（アンデスコンドル） 昭和55年11月４日 

  （３）はやぶさ科  

１ Ｆａｌｃｏ ａｒａｅｕｓ（セーシェルチョウゲンボウ） 昭和55年11月４日 

２ Ｆａｌｃｏ ｊｕｇｇｅｒ（ラガーハヤブサ） 昭和60年８月１日 

３ Ｆａｌｃｏ ｎｅｗｔｏｎｉ（マダガスカルチョウゲンボウ） 昭和55年11月４日 

４ Ｆａｌｃｏ ｐｅｌｅｇｒｉｎｏｉｄｅｓ（アカエリハヤブサ） 昭和55年11月４日 

５ Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ（ハヤブサ）のうちＦａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ａｎａｔｕ

ｍ（アメリカハヤブサ），Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｂａｂｙｌｏｎｉｃｕｓ（アカ

ガシラハヤブサ），Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｆｕｒｕｉｔｉｉ（シマハヤブサ），

Ｆａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ ｊａｐｏｎｅｎｓｉｓ（ハヤブサ）及びＦａｌｃｏ ｐｅｒｅｇｒｉｎｕ

ｓ ｔｕｎｄｒｉｕｓ（ホッキョクハヤブサ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

６ Ｆａｌｃｏ ｐｕｎｃｔａｔｕｓ（モーリシャスチョウゲンボウ） 昭和55年11月４日 

７ Ｆａｌｃｏ ｒｕｓｔｉｃｏｌｕｓ（シロハヤブサ）のうちＦａｌｃｏ ｒｕｓｔｉｃｏｌｕｓ ｉｎｔ

ｅｒｍｅｄｉｕｓ（シベリアシロハヤブサ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

  ト きじ目  

  （１）ほうかんちょう科  

１ Ｃｒａｘ ｂｌｕｍｅｎｂａｃｈｉｉ（アカハシホウカンチョウ） 昭和55年11月４日 

２ Ｍｉｔｕ ｍｉｔｕ（チャバラホウカンチョウ） 昭和55年11月４日 

３ Ｏｒｅｏｐｈａｓｉｓ ｄｅｒｂｉａｎｕｓ（ツノシャクケイ） 昭和55年11月４日 

４ Ｐｅｎｅｌｏｐｅ ａｌｂｉｐｅｎｎｉｓ（ハジロシャクケイ） 昭和56年６月６日 

５ Ｐｉｐｉｌｅ ｊａｃｕｔｉｎｇａ（カオグロナキシャクケイ） 昭和55年11月４日 

６ Ｐｉｐｉｌｅ ｐｉｐｉｌｅ（ナキシャクケイ） 昭和55年11月４日 

  （２）つかつくり科  

１ Ｍａｃｒｏｃｅｐｈａｌｏｎ ｍａｌｅｏ（オオガシラツカツクリ） 昭和55年11月４日 

  （３）きじ科  

１ Ｃａｔｒｅｕｓ ｗａｌｌｉｃｈｉｉ（エボシキジ） 昭和55年11月４日 

２ Ｃｒｏｓｓｏｐｔｉｌｏｎ ｃｒｏｓｓｏｐｔｉｌｏｎ（シロカケイ） 昭和55年11月４日 
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３ Ｃｒｏｓｓｏｐｔｉｌｏｎ ｍａｎｔｃｈｕｒｉｃｕｍ（カッショクカケイ） 昭和55年11月４日 

４ Ｌｏｐｈｏｐｈｏｒｕｓ ｉｍｐｅｊａｎｕｓ（ニジキジ） 昭和55年11月４日 

５ Ｌｏｐｈｏｐｈｏｒｕｓ ｌｈｕｙｓｉｉ（カラニジキジ） 昭和55年11月４日 

６ Ｌｏｐｈｏｐｈｏｒｕｓ ｓｃｌａｔｅｒｉ（オジロニジキジ） 昭和55年11月４日 

７ Ｌｏｐｈｕｒａ ｅｄｗａｒｄｓｉ（コサンケイ） 昭和55年11月４日 

８ Ｌｏｐｈｕｒａ ｓｗｉｎｈｏｉｉ（サンケイ） 昭和55年11月４日 

９ Ｐｏｌｙｐｌｅｃｔｒｏｎ ｎａｐｏｌｅｏｎｉｓ（パラワンコクジャク） 昭和55年11月４日 

10 Ｒｈｅｉｎａｒｄｉａ ｏｃｅｌｌａｔａ（カンムリセイラン） 昭和62年10月22日 

11 Ｓｙｒｍａｔｉｃｕｓ ｅｌｌｉｏｔｉ（カラヤマドリ） 昭和55年11月４日 

12 Ｓｙｒｍａｔｉｃｕｓ ｈｕｍｉａｅ（ビルマカラヤマドリ） 昭和55年11月４日 

13 Ｓｙｒｍａｔｉｃｕｓ ｍｉｋａｄｏ（ミカドキジ） 昭和55年11月４日 

14 Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ｃａｓｐｉｕｓ（カスピアンセッケイ）のうちＴｅｔｒａｏｇａｌｌ

ｕｓ ｃａｓｐｉｕｓｃａｓｐｉｕｓ（ミナミカスピアンセッケイ）及びＴｅｔｒａｏｇａ

ｌｌｕｓ ｃａｓｐｉｕｓｔａｕｒｉｃｕｓ（アルメニアセッケイ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

15 Ｔｅｔｒａｏｇａｌｌｕｓ ｔｉｂｅｔａｎｕｓ（チベットセッケイ）のうちＴｅｔｒａｏｇａｌｌ

ｕｓ ｔｉｂｅｔａｎｕｓｔｉｂｅｔａｎｕｓ（ニシチベットセッケイ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

16 Ｔｒａｇｏｐａｎ ｂｌｙｔｈｉｉ（ハイバラジュケイ） 昭和55年11月４日 

17 Ｔｒａｇｏｐａｎ ｃａｂｏｔｉ（ジュケイ） 昭和55年11月４日 

18 Ｔｒａｇｏｐａｎ ｍｅｌａｎｏｃｅｐｈａｌｕｓ（ハイイロジュケイ） 昭和55年11月４日 

  チ つる目  

  （１）つる科  

１ Ｇｒｕｓ ｃａｎａｄｅｎｓｉｓ ｎｅｓｉｏｔｅｓ（キューバカナダヅル） 昭和55年11月４日 

２ Ｇｒｕｓ ｎｉｇｒｉｃｏｌｌｉｓ（オグロヅル） 昭和55年11月４日 

  （２）のがん科  

１ Ａｒｄｅｏｔｉｓ ｎｉｇｒｉｃｅｐｓ（インドオオノガン） 昭和55年11月４日 

２ Ｃｈｌａｍｙｄｏｔｉｓ ｕｎｄｕｌａｔａ（フサエリショウノガン）のうちＣｈｌａｍ

ｙｄｏｔｉｓ ｕｎｄｕｌａｔａ ｍａｃｑｕｅｅｎｉｉ（ヒガシフサエリショウノガン）

以外のもの 

昭和55年11月４日 

３ Ｈｏｕｂａｒｏｐｓｉｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ（インドショウノガン） 昭和55年11月４日 

  （３）くいな科  

１ Ｇａｌｌｉｒａｌｌｕｓ ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ（ロードハウコバネクイナ） 昭和55年11月４日 

  （４）カグー科  

１ Ｒｈｙｎｏｃｈｅｔｏｓ ｊｕｂａｔｕｓ（カグー） 昭和55年11月４日 

  リ すずめ目  

  （１）くさむらどり科  

１ Ａｔｒｉｃｈｏｒｎｉｓ ｃｌａｍｏｓｕｓ（ノドジロクサムラドリ） 昭和55年11月４日 

（２）かざりどり科  

１ Ｃｏｔｉｎｇａ ｍａｃｕｌａｔａ（アオムネカザリドリ） 昭和55年11月４日 

２ Ｘｉｐｈｏｌｅｎａ ａｔｒｏｐｕｒｐｕｒｅａ（ハジロカザリドリ） 昭和55年11月４日 

（３）あとり科  

１ Ｃａｒｄｕｅｌｉｓ ｃｕｃｕｌｌａｔａ（ショウジョウヒワ） 昭和55年11月４日 

  （４）つばめ科  

１ Ｐｓｅｕｄｏｃｈｅｌｉｄｏｎ ｓｉｒｉｎｔａｒａｅ（アジアカワツバメ） 平成２年１月18日 

  （５）むくどりもどき科  
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１ Ｘａｎｔｈｏｐｓａｒ ｆｌａｖｕｓ（キバラムクドリモドキ） 平成７年２月16日 

  （６）ひたき科  

１ Ｄａｓｙｏｒｎｉｓ ｌｏｎｇｉｒｏｓｔｒｉｓ（ハシナガヒゲムシクイ） 昭和60年８月１日 

２ Ｐｉｃａｔｈａｒｔｅｓ ｇｙｍｎｏｃｅｐｈａｌｕｓ（ハゲチメドリ） 昭和55年11月４日 

３ Ｐｉｃａｔｈａｒｔｅｓ ｏｒｅａｓ（ズアカハゲチメドリ） 昭和55年11月４日 

  （７）やいろちょう科  

１ Ｐｉｔｔａ ｇｕｒｎｅｙｉ（クロハラシマヤイロチョウ） 平成２年１月１８日 

２ Ｐｉｔｔａ ｋｏｃｈｉ（コンコンヤイロチョウ） 昭和55年11月４日 

  （８）むくどり科  

１ Ｌｅｕｃｏｐｓａｒ ｒｏｔｈｓｃｈｉｌｄｉ（カンムリシロムク） 昭和55年11月４日 

  ヌ ペリカン目  

  （１）ぐんかんどり科  

１ Ｆｒｅｇａｔａ ａｎｄｒｅｗｓｉ（クリスマスグンカンドリ） 昭和55年11月４日 

  （２）ペリカン科  

１ Ｐｅｌｅｃａｎｕｓ ｃｒｉｓｐｕｓ（ハイイロペリカン） 昭和58年７月29日 

  ル きつつき目  

（１）きつつき科  

１ Ｄｒｙｏｃｏｐｕｓ ｊａｖｅｎｓｉｓ ｒｉｃｈａｒｄｓｉ（キタタキ） 昭和55年11月４日 

  ヲ かいつぶり目  

  （１）かいつぶり科  

１ Ｐｏｄｉｌｙｍｂｕｓ ｇｉｇａｓ（オオオビハシカイツブリ） 昭和55年11月４日 

  ワ おうむ目  

  （１）おうむ科  

１ Ｃａｃａｔｕａ ｇｏｆｆｉｎｉａｎａ（シロビタイムジオウム） 平成４年６月11日 

２ Ｃａｃａｔｕａ ｈａｅｍａｔｕｒｏｐｙｇｉａ（フィリピンオウム） 平成４年６月11日 

３ Ｃａｃａｔｕａ ｍｏｌｕｃｃｅｎｓｉｓ（オオバタン） 平成２年１月18日 

４ Ｃａｃａｔｕａ ｓｕｌｐｈｕｒｅａ（コバタン） 平成17年１月12日 

５ Ｐｒｏｂｏｓｃｉｇｅｒ ａｔｅｒｒｉｍｕｓ（ヤシオウム） 昭和62年10月22日 

  （２）ロリイダエ科  

１ Ｅｏｓ ｈｉｓｔｒｉｏ（ヤクシャインコ） 平成７年２月16日 

２ Ｖｉｎｉ ｕｌｔｒａｍａｒｉｎａ（コンセイインコ） 平成９年９月18日 

  （３）いんこ科  

１ Ａｍａｚｏｎａ ａｒａｕｓｉａｃａ（アカノドボウシインコ） 昭和56年６月６日 

２ Ａｍａｚｏｎａ ａｕｒｏｐａｌｌｉａｔａ（キエリボウシインコ） 平成15年２月13日 

３ Ａｍａｚｏｎａ ｂａｒｂａｄｅｎｓｉｓ（キボウシインコ） 昭和56年６月６日 

４ Ａｍａｚｏｎａ ｂｒａｓｉｌｉｅｎｓｉｓ（アカオボウシインコ） 昭和56年６月６日 

５ Ａｍａｚｏｎａ ｆｉｎｓｃｈｉ（フジイロボウシインコ） 平成17年１月12日 

６ Ａｍａｚｏｎａ ｇｕｉｌｄｉｎｇｉｉ（オウボウシインコ） 昭和55年11月４日 

７ Ａｍａｚｏｎａ ｉｍｐｅｒｉａｌｉｓ（ミカドボウシインコ） 昭和55年11月４日 

８ Ａｍａｚｏｎａ ｌｅｕｃｏｃｅｐｈａｌａ（サクラボウシインコ） 昭和55年11月４日 

９ Ａｍａｚｏｎａ ｏｒａｔｒｉｘ（オオキボウシインコ） 平成15年２月13日 

10 Ａｍａｚｏｎａ ｐｒｅｔｒｅｉ（アカソデボウシインコ） 昭和55年11月４日 

11 Ａｍａｚｏｎａ ｒｈｏｄｏｃｏｒｙｔｈａ（アカボウシインコ） 昭和55年11月４日 
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12 Ａｍａｚｏｎａ ｔｕｃｕｍａｎａ（カラカネボウシインコ） 平成２年１月18日 

13 Ａｍａｚｏｎａ ｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ（イロマジリボウシインコ） 昭和55年11月４日 

14 Ａｍａｚｏｎａ ｖｉｎａｃｅａ（ブドウイロボウシインコ） 昭和55年11月４日 

15 Ａｍａｚｏｎａ ｖｉｒｉｄｉｇｅｎａｌｉｓ（メキシコアカボウシインコ） 平成９年９月18日 

16 Ａｎｏｄｏｒｈｙｎｃｈｕｓ属（スミレコンゴウインコ属）全種 Ａｎｏｄｏｒｈｙｎｃｈｕｓ ｇｌａｕｃｕｓ（ウ

ミコンゴウインコ）及びＡｎｏｄ

ｏｒｈｙｎｃｈｕｓ ｌｅａｒｉ（コスミレコ

ンゴウインコ）の個体等につ

いては昭和55年11月４日，そ

の他の種の個体等については

昭和62年10月22日 

17 Ａｒａ ａｍｂｉｇｕｕｓ（ヒワコンゴウインコ） 昭和60年８月１日 

18 Ａｒａ ｇｌａｕｃｏｇｕｌａｒｉｓ（アオキコンゴウインコ） 昭和58年７月２９日 

19 Ａｒａ ｍａｃａｏ（コンゴウインコ） 昭和60年８月１日 

20 Ａｒａ ｍｉｌｉｔａｒｉｓ（ミドリコンゴウインコ） 昭和62年10月22日 

21 Ａｒａ ｒｕｂｒｏｇｅｎｙｓ（アカミミコンゴウインコ） 昭和58年７月29日 

22 Ｃｙａｎｏｐｓｉｔｔａ ｓｐｉｘｉｉ（アオコンゴウインコ） 昭和55年11月４日 

23 Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｆｏｒｂｅｓｉ（チャタムアオハシインコ） 昭和55年11月４日 

24 Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ（アオハシインコ）のうちＣｙａ

ｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ ｃｏｏｋｉｉ（ノーフォークアオハシイ

ンコ），Ｃｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ ｅｒｙｔｈｒｏｔｉｓ（マッコリー

アオハシインコ）及びＣｙａｎｏｒａｍｐｈｕｓ ｎｏｖａｅｚｅｌａｎｄｉａｅ ｓｕｂｆｌａｖ

ｅｓｃｅｎｓ（ロードハウアオハシインコ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

25 Ｃｙａｎｏｒａ ｍｐｈｕｓｓａｉｓｓｅｔｉ（ニューカレドニアアオハシインコ） 昭和55年11月４日 

26 Ｅｕｎｙｍｐｈｉｃｕｓ ｃｏｒｎｕｔｕｓ（ヘイワインコ）（Ｅｕｎｙｍｐｈｉｃｕｓ ｃｏｒｎ

ｕｔｕｓ ｃｏｒｎｕｔｕｓ（エウニュンフィクス・コルヌトゥス・コルヌトゥ

ス）及びＥｕｎｙｍｐｈｉｃｕｓ ｃｏｒｎｕｔｕｓ ｕｖａｅｅｎｓｉｓ（エウニュンフィ

クス・コルヌトゥス・ウヴァエエンスィス）を含む。） 

平成12年７月19日 

27 Ｇｕａｒｏｕｂａ ｇｕａｒｏｕｂａ（ニョオウインコ） 昭和55年11月４日 

28 Ｏｇｎｏｒｈｙｎｃｈｕｓ ｉｃｔｅｒｏｔｉｓ（キミミインコ） 昭和58年７月29日 

29 Ｐｅｚｏｐｏｒｕｓ ｗａｌｌｉｃｕｓ（キジインコ）のうちＰｅｚｏｐｏｒｕｓ ｗａｌｌｉｃｕｓ ｆ

ｌａｖｉｖｅｎｔｒｉｓ（キバラキジインコ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

30 Ｐｉｏｎｏｐｓｉｔｔａ ｐｉｌｅａｔａ（ヒガシラインコ） 昭和55年11月４日 

31 Ｐｒｉｍｏｌｉｕｓ ｃｏｕｌｏｎｉ（ヤマヒメコンゴウインコ） 平成15年２月13日 

32 Ｐｒｉｍｏｌｉｕｓ ｍａｒａｃａｎａ（アカビタイヒメコンゴウインコ） 平成２年１月１８日 

33 Ｐｓｅｐｈｏｔｕｓ ｄｉｓｓｉｍｉｌｉｓ（ヒスイインコ） 昭和55年11月４日 

34 Ｐｓｉｔｔａ ｃｕｌａｅｃｈｏ（シマホンセイインコ） 昭和55年11月４日 

35 Ｐｙｒｒｈｕｒａ ｃｒｕｅｎｔａｔａ（アオマエカケインコ） 昭和55年11月４日 

36 Ｒｈｙｎｃｈｏｐｓｉｔｔａ ｔｅｒｒｉｓｉ（エビチャガシラハシブトインコ） 昭和56年６月６日 

37 Ｓｔｒｉｇｏｐｓ ｈａｂｒｏｐｔｉｌｕｓ（フクロウオウム） 昭和55年11月４日 

  カ レア目  

  （１）レア科  

１ Ｐｔｅｒｏｃｎｅｍｉａ ｐｅｎｎａｔａ（ダーウィンレア） 昭和55年11月４日 

  ヨ ペンギン目  

  （１）ペンギン科  

１ Ｓｐｈｅｎｉｓｃｕｓ ｈｕｍｂｏｌｄｔｉ（フンボルトペンギン） 昭和56年６月６日 
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  タ ふくろう目  

  （１）ふくろう科  

１ Ｈｅｔｅｒｏｇｌａｕｘ ｂｌｅｗｉｔｔｉ（モリコキンメフクロウ） 昭和55年11月４日 

２ Ｍｉｍｉｚｕｋｕ ｇｕｒｎｅｙｉ（オニコノハズク） 昭和55年11月４日 

３ Ｎｉｎｏｘ ｎａｔａｌｉｓ（クリスマスアオバズク） 昭和55年11月４日 

  （２）めんふくろう科  

１ Ｔｙｔｏ ｓｏｕｍａｇｎｅｉ（マダガスカルメンフクロウ） 昭和55年11月４日 

  レ だちょう目  

  （１）だちょう科  

１ Ｓｔｒｕｔｈｉｏ ｃａｍｅｌｕｓ（ダチョウ） 昭和58年７月29日 

  ソ しぎだちょう目  

  （１）しぎだちょう科  

１ Ｔｉｎａｍｕｓ ｓｏｌｉｔａｒｉｕｓ（シズカシギダチョウ） 昭和55年11月４日 

  ツ きぬばねどり目  

  （１）きぬばねどり科  

１ Ｐｈａｒｏｍａｃｈｒｕｓ ｍｏｃｉｎｎｏ（ケツアール） 昭和55年11月４日 

 ３ 爬虫綱  

  イ わに目  

  （１）アリゲーター科  

１ Ａｌｌｉｇａｔｏｒ ｓｉｎｅｎｓｉｓ（ヨウスコウワニ） 昭和55年11月４日 

２ Ｃａｉｍａｎ ｃｒｏｃｏｄｉｌｕｓ ａｐａｐｏｒｉｅｎｓｉｓ（アパポリスカイマン） 昭和55年11月４日 

３ Ｃａｉｍａｎ ｌａｔｉｒｏｓｔｒｉｓ（クチビロカイマン） 昭和55年11月４日 

４ Ｍｅｌａｎｏｓｕｃｈｕｓ ｎｉｇｅｒ（クロカイマン） 昭和55年11月４日 

  （２）クロコダイル科  

１ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ａｃｕｔｕｓ（アメリカワニ） アメリカ合衆国の個体群に属

する個体等については昭和55

年11月４日，その他の個体等

については昭和56年６月６日 

２ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｃａｔａｐｈｒａｃｔｕｓ（アフリカクチナガワニ） 昭和55年11月４日 

３ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ（オリノコワニ） 昭和55年11月４日 

４ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｍｉｎｄｏｒｅｎｓｉｓ（ミンドロワニ） 昭和55年11月４日 

５ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｍｏｒｅｌｅｔｉｉ（グァテマラワニ） 昭和55年11月４日 

６ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｎｉｌｏｔｉｃｕｓ（ナイルワニ） 昭和55年11月４日 

７ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｐａｌｕｓｔｒｉｓ（ヌマワニ） 昭和55年11月４日 

８ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｐｏｒｏｓｕｓ（イリエワニ） 平成元年11月30日 

９ Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｒｈｏｍｂｉｆｅｒ（キューバワニ） 昭和55年11月４日 

10 Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｓｉａｍｅｎｓｉｓ（シャムワニ） 昭和55年11月４日 

11 Ｏｓｔｅｏｌａｅｍｕｓ ｔｅｔｒａｓｐｉｓ（コビトワニ） 昭和55年11月４日 

12 Ｔｏｍｉｓｔｏｍａ ｓｃｈｌｅｇｅｌｉｉ（ガビアルモドキ） 昭和55年11月４日 

（３）ガビアル科  

１ Ｇａｖｉａｌｉｓ ｇａｎｇｅｔｉｃｕｓ（ガビアル） 昭和55年11月４日 

  ロ むかしとかげ目  

  （１）むかしとかげ科  

１ Ｓｐｈｅｎｏｄｏｎ属（ムカシトカゲ属）全種 Ｓｐｈｅｎｏｄｏｎ ｐｕｎｃｔａｔｕｓ（ムカ
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シトカゲ）の個体等について

は昭和55年11月４日，その他

の種の個体等については平成

７年２月16日 

  ハ とかげ亜目  

  （１）カメレオン科  

１ Ｂｒｏｏｋｅｓｉａ ｐｅｒａｒｍａｔａ（ロゼッタヒメカメレオン） 平成15年２月13日 

  （２）どくとかげ科  

１ Ｈｅｌｏｄｅｒｍａ ｈｏｒｒｉｄｕｍ ｃｈａｒｌｅｓｂｏｇｅｒｔｉ（リオモタグアドクトカ

ゲ） 

平成19年９月13日 

  （３）たてがみとかげ科  

１ Ｂｒａｃｈｙｌｏｐｈｕｓ属（フィジーイグアナ属）全種 昭和56年６月６日 

２ Ｃｙｃｌｕｒａ属（サイイグアナ属）全種 昭和56年６月６日 

３ Ｓａｕｒｏｍａｌｕｓ ｖａｒｉｕｓ（エステバンチャクワラ） 昭和56年６月６日 

  （４）かなへび科  

１ Ｇａｌｌｏｔｉａ ｓｉｍｏｎｙｉ（イエロオオカナヘビ） 昭和62年10月22日 

  （５）おおとかげ科  

１ Ｖａｒａｎｕｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ（インドオオトカゲ） 平成４年１月３１日 

２ Ｖａｒａｎｕｓ ｆｌａｖｅｓｃｅｎｓ（アカオオトカゲ） 平成４年１月３１日 

３ Ｖａｒａｎｕｓ ｇｒｉｓｅｕｓ（サバクオオトカゲ） 昭和62年10月22日 

４ Ｖａｒａｎｕｓ ｋｏｍｏｄｏｅｎｓｉｓ（コモドオオトカゲ） 昭和55年11月４日 

５ Ｖａｒａｎｕｓ ｎｅｂｕｌｏｓｕｓ（ヴァラヌス・ネブロスス） 平成４年１月31日 

  ニ へび亜目  

  （１）ボア科  

１ Ａｃｒａｎｔｏｐｈｉｓ属（マダガスカルボア属）全種 昭和55年11月４日 

２ Ｂｏａ ｃｏｎｓｔｒｉｃｔｏｒ ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ（ボアコンストリクター） 昭和62年10月22日 

３ Ｅｐｉｃｒａｔｅｓ ｉｎｏｒｎａｔｕｓ（バヴァチボア） 昭和55年11月４日 

４ Ｅｐｉｃｒａｔｅｓ ｍｏｎｅｎｓｉｓ（モナボア） 昭和58年７月29日 

５ Ｅｐｉｃｒａｔｅｓ ｓｕｂｆｌａｖｕｓ（ジャマイカボア） 昭和55年11月４日 

６ Ｓａｎｚｉｎｉａ ｍａｄａｇａｓｃａｒｉｅｎｓｉｓ（サンジニアボア） 昭和55年11月４日 

  （２）つめなしボア科  

１ Bolyeriamultocarinata（ボアモドキ） 昭和55年11月４日 

２ Ｃａｓａｒｅａ ｄｕｓｓｕｍｉｅｒｉ（モーリシャスボア） 昭和55年11月４日 

  （３）にしきへび科  

１ Ｐｙｔｈｏｎ ｍｏｌｕｒｕｓ ｍｏｌｕｒｕｓ（インドニシキヘビ） 昭和55年11月４日 

  （４）くさりへび科  

１ Ｖｉｐｅｒａ ｕｒｓｉｎｉｉ（ノハラクサリヘビ） 昭和62年10月22日 

  ホ かめ目  

  （１）へびくびがめ科  

１ Ｐｓｅｕｄｅｍｙｄｕｒａ ｕｍｂｒｉｎａ（オーストラリアヌマガメモドキ） 昭和55年11月４日 

  （２）うみがめ科  

１ うみがめ科全種 Ｃｈｅｌｏｎｉａ ｄｅｐｒｅｓｓａ（ヒラタア

オウミガメ）の個体等につい

ては昭和56年６月６日，Ｃｈｅｌ
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ｏｎｉａ ｍｙｄａｓ（アオウミガメ）

の個体等については昭和62年

10月22日，Ｌｅｐｉｄｏｃｈｅｌｙｓ ｏｌｉｖ

ａｃｅａ（ヒメウミガメ）の個体

等については平成４年１月31

日，Ｅｒｅｔｍｏｃｈｅｌｙｓ ｉｍｂｒｉｃａｔａ

（タイマイ）の個体等につい

ては平成６年７月29日，その

他の種の個体等については昭

和55年11月４日 

  （３）おさがめ科  

１ Ｄｅｒｍｏｃｈｅｌｙｓ ｃｏｒｉａｃｅａ（オサガメ） 昭和55年11月４日 

  （４）かめ科  

１ Ｇｌｙｐｔｅｍｙｓ ｍｕｈｌｅｎｂｅｒｇｉｉ（ミューレンベルグイシガメ） 平成４年６月11日 

２ Ｔｅｒｒａｐｅｎｅ ｃｏａｈｕｉｌａ（ヒメアメリカハコガメ） 昭和55年11月４日 

  （５）いしがめ科  

１ Ｂａｔａｇｕｒ ａｆｆｉｎｉｓ（バタグル・アフィニス） 昭和55年11月４日 

２ Ｂａｔａｇｕｒ ｂａｓｋａ（ヨツユビガメ） 昭和55年11月４日 

３ Ｇｅｏｃｌｅｍｙｓ ｈａｍｉｌｔｏｎｉｉ（ハミルトンクサガメ） 昭和55年11月４日 

４ Ｍｅｌａｎｏｃｈｅｌｙｓ ｔｒｉｃａｒｉｎａｔａ（ミスジヤマガメ） 昭和55年11月４日 

５ Ｍｏｒｅｎｉａ ｏｃｅｌｌａｔａ（モレニア） 昭和55年11月４日 

６ Ｐａｎｇｓｈｕｒａ ｔｅｃｔａ（カチューガ） 昭和55年11月４日 

  （６）おおあたまがめ科  

１ おおあたまがめ科全種 平成25年６月12日 

  （７）りくがめ科  

１ Ａｓｔｒｏｃｈｅｌｙｓ ｒａｄｉａｔａ（マダガスカルホシガメ） 昭和55年11月４日 

２ Ａｓｔｒｏｃｈｅｌｙｓ ｙｎｉｐｈｏｒａ（イニホーラリクガメ） 昭和55年11月４日 

３ Ｃｈｅｌｏｎｏｉｄｉｓ ｎｉｇｒａ（ガラパゴスゾウガメ） 昭和55年11月４日 

４ Ｇｅｏｃｈｅｌｏｎｅ ｐｌａｔｙｎｏｔａ（ビルマホシガメ） 平成25年６月12日 

５ Ｇｏｐｈｅｒｕｓ ｆｌａｖｏｍａｒｇｉｎａｔｕｓ（メキシコゴファーガメ） 昭和55年11月４日 

６ Ｐｓａｍｍｏｂａｔｅｓ ｇｅｏｍｅｔｒｉｃｕｓ（チズガメ） 昭和55年11月４日 

７ Ｐｙｘｉｓ ａｒａｃｈｎｏｉｄｅｓ（クモノスガメ） 平成17年１月12日 

８ Ｐｙｘｉｓ ｐｌａｎｉｃａｕｄａ（ヒラオリクガメ） 平成15年２月13日 

９ Ｔｅｓｔｕｄｏ ｋｌｅｉｎｍａｎｎｉ（エジプトリクガメ） 平成７年２月16日 

  （８）すっぽん科  

１ Ａｐａｌｏｎｅ ｓｐｉｎｉｆｅｒａａｔｒａ（クロスッポン） 昭和55年11月４日 

２ Ｃｈｉｔｒａ ｃｈｉｔｒａ（タイコガシラスッポン） 平成25年６月12日 

３ Ｃｈｉｔｒａ ｖａｎｄｉｊｋｉ（ビルマコガシラスッポン） 平成25年６月12日 

４ Ｎｉｌｓｓｏｎｉａ ｇａｎｇｅｔｉｃａ（インドスッポン） 昭和55年11月４日 

５ Ｎｉｌｓｓｏｎｉａ ｈｕｒｕｍ（フルムスッポン） 昭和55年11月４日 

６ Ｎｉｌｓｓｏｎｉａ ｎｉｇｒｉｃａｎｓ（ウスグロスッポン） 昭和55年11月４日 

 ４ 両生綱  

  イ  無尾目  

  （１）ひきがえる科  

１ Ａｌｔｉｐｈｒｙｎｏｉｄｅｓ属（コウチヒキガエル属）全種 昭和55年11月４日 
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２ Ａｍｉｅｔｏｐｈｒｙｎｕｓ ｓｕｐｅｒｃｉｌｉａｒｉｓ（カメルーンヒキガエル） 昭和55年11月４日 

３ Ａｔｅｌｏｐｕｓ ｚｅｔｅｋｉ（ツエテクマガイドクガエル） 昭和58年７月29日 

４ Ｉｎｃｉｌｉｕｓ ｐｅｒｉｇｌｅｎｅｓ（オレンジヒキガエル） 平成７年２月16日 

５ Ｎｅｃｔｏｐｈｒｙｎｏｉｄｅｓ属（コモチガエル属）全種 昭和55年11月４日 

６ Ｎｉｍｂａｐｈｒｙｎｏｉｄｅｓ属（ニシコモチヒキガエル属）全種 昭和55年11月４日 

  （２）ひめがえる科  

１ Ｄｙｓｃｏｐｈｕｓ ａｎｔｏｎｇｉｌｉｉ（アントンギルガエル） 昭和62年10月22日 

  ロ 有尾目  

  （１）おおさんしょううお科  

１ Ａｎｄｒｉａｓ属（オオサンショウウオ属）全種 昭和55年11月４日 

  （２）いもり科  

１ Ｎｅｕｒｅｒｇｕｓ ｋａｉｓｅｒｉ（カイザーツエイモリ） 平成22年６月23日 

 ５ 板鰓亜綱  

  イ のこぎりえい目  

  （１）のこぎりえい科  

１ のこぎりえい科全種 Ｐｒｉｓｔｉｓ ｍｉｃｒｏｄｏｎ（プリス

ティス・ミクロドン）の個体

等については平成25年６月12

日，その他の種の個体等につ

いては平成19年９月13日 

 ６ 条鰭亜綱  

  イ ちょうざめ目  

  （１）ちょうざめ科  

１ Ａｃｉｐｅｎｓｅｒ ｂｒｅｖｉｒｏｓｔｒｕｍ（ウミチョウザメ） 昭和55年11月４日 

２ Ａｃｉｐｅｎｓｅｒ ｓｔｕｒｉｏ（バルチックチョウザメ） 昭和58年７月29日 

  ロ こい目  

  （１）カトストムス科  

１ Ｃｈａｓｍｉｓｔｅｓ ｃｕｊｕｓ（クイウイ） 昭和55年11月４日 

  （２）こい科  

１ Ｐｒｏｂａｒｂｕｓ ｊｕｌｌｉｅｎｉ（プロバルブス） 昭和55年11月４日 

  ハ オステオグロッサム目  

  （１）オステオグロッサム科  

１ Ｓｃｌｅｒｏｐａｇｅｓ ｆｏｒｍｏｓｕｓ（アジアアロワナ） 昭和55年11月４日 

  ニ すずき目  

  （１）にべ科  

１ Ｔｏｔｏａｂａ ｍａｃｄｏｎａｌｄｉ（トトアバ） 昭和55年11月４日 

  ホ なまず目  

  （１）パンガシウス科  

１ Ｐａｎｇａｓｉａｎｏｄｏｎ ｇｉｇａｓ（メコンオオナマズ） 昭和55年11月４日 

 ７ 肉鰭亜綱  

  イ シーラカンス目  

  （１）ラティメリア科  

１ Ｌａｔｉｍｅｒｉａ属（シーラカンス属）全種 Ｌａｔｉｍｅｒｉａ ｃｈａｌｕｍｎａｅ（シー

ラカンス）の個体等について
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は平成２年１月18日，その他

の種の個体等については平成

12年７月19日 

 ８ 昆虫綱  

  イ ちょう目   

  （１）あげはちょう科  

１ Ｏｒｎｉｔｈｏｐｔｅｒａ ａｌｅｘａｎｄｒａｅ（アレクサンドラトリバネアゲハ） 昭和62年10月22日 

２ Ｐａｐｉｌｉｏ ｃｈｉｋａｅ（ルソンカラスアゲハ） 昭和62年10月22日 

３ Ｐａｐｉｌｉｏ ｈｏｍｅｒｕｓ（ホメルスアゲハ） 昭和62年10月22日 

 ９ 二枚貝綱  

  イ いしがい目  

  （１）いしがい科  

１ Ｃｏｎｒａｄｉｌｌａ ｃａｅｌａｔａ（トリバネヌマガイ） 昭和55年11月４日 

２ Ｄｒｏｍｕｓ ｄｒｏｍａｓ（ヒトコブヌマガイ） 昭和55年11月４日 

３ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｃｕｒｔｉｓｉ（カーチスヌマガイ） 昭和55年11月４日 

４ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｆｌｏｒｅｎｔｉｎａ（キバナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

５ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｓａｍｐｓｏｎｉｉ（サンプソンハナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

６ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｓｕｌｃａｔａ ｐｅｒｏｂｌｉｑｕａ（アラスジハナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

７ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｔｏｒｕｌｏｓａ ｇｕｂｅｒｎａｃｕｌｕｍ（ミドリハナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

８ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｔｏｒｕｌｏｓａ ｔｏｒｕｌｏｓａ（ツブハナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

９ Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｔｕｒｇｉｄｕｌａ（フクレハナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

10 Ｅｐｉｏｂｌａｓｍａ ｗａｌｋｅｒｉ（チャバナヌマガイ） 昭和55年11月４日 

11 Ｆｕｓｃｏｎａｉａ ｃｕｎｅｏｌｕｓ（スジカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

12 Ｆｕｓｃｏｎａｉａ ｅｄｇａｒｉａｎａ（テリカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

13 Ｌａｍｐｓｉｌｉｓ ｈｉｇｇｉｎｓｉｉ（ヒギンスランプヌマガイ） 昭和55年11月４日 

14 Ｌａｍｐｓｉｌｉｓ ｏｒｂｉｃｕｌａｔａ ｏｒｂｉｃｕｌａｔａ（モモイロランプヌマガイ） 昭和55年11月４日 

15 Ｌａｍｐｓｉｌｉｓ ｓａｔｕｒ（タイラランプヌマガイ） 昭和55年11月４日 

16 Ｌａｍｐｓｉｌｉｓ ｖｉｒｅｓｃｅｎｓ（アラバマランプヌマガイ） 昭和55年11月４日 

17 Ｐｌｅｔｈｏｂａｓ ｕｓｃｉｃａｔｒｉｃｏｓｕｓ（ヒズミカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

18 Ｐｌｅｔｈｏｂａｓ ｕｓｃｏｏｐｅｒｉａｎｕｓ（クーパーカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

19 Ｐｌｅｕｒｏｂｅｍａ ｐｌｅｎｕｍ（アラクサビカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

20 Ｐｏｔａｍｉｌｕｓ ｃａｐａｘ（ヒラツバサカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

21 Ｑｕａｄｒｕｌａ ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａ（サルガオカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

22 Ｑｕａｄｒｕｌａ ｓｐａｒｓａ（アパラチアンサルガオカワボタンガイ） 昭和55年11月４日 

23 Ｔｏｘｏｌａｓｍａ ｃｙｌｉｎｄｒｅｌｌａ（トクソラスマ・キュリンドレルラ） 昭和55年11月４日 

24 Ｕｎｉｏｎｉｃｋｌｉｎｉａｎａ（ウニオ・ニクリニアナ） 昭和55年11月４日 

25 Ｕｎｉｏ ｔａｍｐｉｃｏｅｎｓｉｓ ｔｅｃｏｍａｔｅｎｓｉｓ（タンピコヌマガイ） 昭和55年11月４日 

26 Ｖｉｌｌｏｓａ ｔｒａｂａｌｉｓ（カンバーランドヌマガイ） 昭和55年11月４日 

 10 腹足綱  

  イ 柄眼目  

  （１）ハワイまいまい科  

１ Ａｃｈａｔｉｎｅｌｌａ属（ハワイマイマイ属）全種 昭和62年10月22日 

第２ 植物界  

  （１）りゅうぜつらん科  
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１ Ａｇａｖｅ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ（アガヴェ・パルヴィフロラ） 昭和58年７月29日 

  （２）きょうちくとう科  

１ Ｐａｃｈｙｐｏｄｉｕｍ ａｍｂｏｎｇｅｎｓｅ（パキュポディウム・アムボンゲン

セ） 

平成７年２月16日 

２ Ｐａｃｈｙｐｏｄｉｕｍ ｂａｒｏｎｉｉ（パキュポディウム・バロニイ） 平成２年１月18日 

３ Ｐａｃｈｙｐｏｄｉｕｍ ｄｅｃａｒｙｉ（パキュポディウム・デカリュイ） 平成２年１月18日 

  （３）なんようすぎ科  

１ Ａｒａｕｃａｒｉａ ａｒａｕｃａｎａ（チリーマツ） 昭和55年11月４日 

  （４）サボテン科  

１ Ａｒｉｏｃａｒｐｕｓ属（アリオカルプス属）全種 Ａｒｉｏｃａｒｐｕｓ ａｇａｖｏｉｄｅｓ（アガ

ベ牡丹）及びＡｒｉｏｃａｒｐｕｓ ｓｃａ

ｐｈａｒｏｓｔｒｕｓ（龍角牡丹）の個

体等については昭和56年６月

６日，Ａｒｉｏｃａｒｐｕｓ ｔｒｉｇｏｎｕｓ

（三角牡丹）の個体等につい

ては昭和５８年７月29日，そ

の他の種の個体等については

平成４年６月11日 

２ Ａｓｔｒｏｐｈｙｔｕｍ ａｓｔｅｒｉａｓ（兜丸） 昭和62年10月22日 

３ Ａｚｔｅｋｉｕｍ ｒｉｔｔｅｒｉ（花籠） 昭和56年６月６日 

４ Ｃｏｒｙｐｈａｎｔｈａ ｗｅｒｄｅｒｍａｎｎｉｉ（精美丸） 昭和58年７月29日 

５ Ｄｉｓｃｏｃａｃｔｕｓ属（ディスコカクトゥス属）全種 平成４年６月11日 

６ Ｅｃｈｉｎｏｃｅｒｅｕｓ ｆｅｒｒｅｉｒｉａｎｕｓ ｓｓｐ． ｌｉｎｄｓａｙｉ（エキノケレウス・

フェルレイリアヌス・リンドサイイ） 

昭和56年６月６日 

７ Ｅｃｈｉｎｏｃｅｒｅｕｓ ｓｃｈｍｏｌｌｉｉ（エキノケレウス・スクモルリイ） 昭和58年７月29日 

８ Ｅｓｃｏｂａｒｉａ ｍｉｎｉｍａ（エスコバリア・ミニマ） 昭和58年７月29日 

９ Ｅｓｃｏｂａｒｉａ ｓｎｅｅｄｉｉ（エスコバリア・スネエディイ）（Ｅｓｃｏｂａｒｉａ ｌ

ｅｅｉ（エスコバリア・レエイ）を含む。） 

昭和58年７月29日 

10 Ｍａｍｍｉｌｌａｒｉａ ｐｅｃｔｉｎｉｆｅｒａ（白斜子） 昭和58年７月29日 

11 Ｍａｍｍｉｌｌａｒｉａ ｓｏｌｉｓｉｏｉｄｅｓ（マンミルラリア・ソリスィオイデス） 昭和58年７月29日 

12 Ｍｅｌｏｃａｃｔｕｓ ｃｏｎｏｉｄｅｕｓ（メロカクトゥス・コノイデウス） 平成４年６月11日 

13 Ｍｅｌｏｃａｃｔｕｓ ｄｅｉｎａｃａｎｔｈｕｓ（メロカクトゥス・デイナカントゥ

ス） 

平成４年６月11日 

14 Ｍｅｌｏｃａｃｔｕｓ ｇｌａｕｃｅｓｃｅｎｓ（メロカクトゥス・グラウケスケンス） 平成４年６月11日 

15 Ｍｅｌｏｃａｃｔｕｓ ｐａｕｃｉｓｐｉｎｕｓ（メロカクトゥス・パウキスピヌス） 平成４年６月11日 

16 Ｏｂｒｅｇｏｎｉａ ｄｅｎｅｇｒｉｉ（帝冠） 昭和56年６月６日 

17 Ｐａｃｈｙｃｅｒｅｕｓ ｍｉｌｉｔａｒｉｓ（パキュケレウス・ミリタリス） 昭和58年７月29日 

18 Ｐｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｂｒａｄｙｉ（ペディオカクトゥス・ブラデュイ）（Ｐｅｄｉ

ｏｃａｃｔｕｓ ｂｒａｄｙｉ ｓｓｐ． ｄｅｓｐａｉｎｉｉ（ペディオカクトゥス・ブラデュ

イ・デスパイニイ）及びＰｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｂｒａｄｙｉ ｓｓｐ． ｗｉｎｋｌｅｒｉ（ペ

ディオカクトゥス・ブラデュイ・ウィンクレリ）を含む。） 

昭和58年７月29日 

19 Ｐｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｋｎｏｗｌｔｏｎｉｉ（ペディオカクトゥス・クノウルトニ

イ） 

昭和58年７月29日 

20 Ｐｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｐａｒａｄｉｎｅｉ（ペディオカクトゥス・パラディネイ） 昭和58年７月29日 

21 Ｐｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｐｅｅｂｌｅｓｉａｎｕｓ（ペディオカクトゥス・ペエブレスィ

アヌス） 

昭和58年７月29日 
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22 Ｐｅｄｉｏｃａｃｔｕｓ ｓｉｌｅｒｉ（ペディオカクトゥス・スィレリ） 昭和58年７月29日 

23 Ｐｅｌｅｃｙｐｈｏｒａ属（ペレキュフォラ属）全種 Ｐｅｌｅｃｙｐｈｏｒａ ａｓｅｌｌｉｆｏｒｍｉｓ（精

巧丸）及びＰｅｌｅｃｙｐｈｏｒａ ｓｔｒｏ

ｂｉｌｉｆｏｒｍｉｓ（ペレキュフォラ・

ストロビフォルミス）の個体

等については昭和56年６月６

日，その他の種の個体等につ

いては昭和60年８月１日 

24 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｂｒｅｖｉｈａｍａｔｕｓ ｓｓｐ． ｔｏｂｕｓｃｈｉｉ（スクレロカク

トゥス・ブレヴィハマトゥス・トブスキイ） 

昭和58年７月29日 

25 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｅｒｅｃｔｏｃｅｎｔｒｕｓ（スクレロカクトゥス・エレクト

ケントルス） 

昭和58年７月29日 

26 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｇｌａｕｃｕｓ（スクレロカクトゥス・グラウクス） 昭和58年７月29日 

27 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｍａｒｉｐｏｓｅｎｓｉｓ（スクレロカクトゥス・マリポセン

スィス） 

昭和58年７月29日 

28 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｍｅｓａｅ―ｖｅｒｄａｅ（スクレロカクトゥス・メサエ―

ヴェルダエ） 

昭和58年７月29日 

29 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｎｙｅｎｓｉｓ（スクレロカクトゥス・ニュエンスィス） 平成15年２月13日 

30 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｐａｐｙｒａｃａｎｔｈｕｓ（スクレロカクトゥス・パピュラ

カントゥス） 

昭和58年７月29日 

31 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｐｕｂｉｓｐｉｎｕｓ（スクレロカクトゥス・プビスピヌス） 昭和58年７月29日 

32 Ｓｃｌｅｒｏｃａｃｔｕｓ ｗｒｉｇｈｔｉａｅ（スクレロカクトゥス・ウリグティアエ） 昭和58年７月29日 

33 Ｓｔｒｏｍｂｏｃａｃｔｕｓ属（ストロンボカクトゥス属）全種 昭和58年７月29日 

34 Ｔｕｒｂｉｎｉｃａｒｐｕｓ属（トゥルビニカルプス属）全種 Ｔｕｒｂｉｎｉｃａｒｐｕｓ ｌａｕｉ（トゥルビ

ニカルプス・ラウイ），Ｔｕｒｂｉ

ｎｉｃａｒｐｕｓ ｌｏｐｈｏｐｈｏｒｏｉｄｅｓ

（トゥルビニカルプス・ロ

フォフォロイデス），Ｔｕｒｂｉｎｉｃ

ａｒｐｕｓ ｐｓｅｕｄｏｍａｃｒｏｃｈｅｌｅ（長

城丸），Ｔｕｒｂｉｎｉｃａｒｐｕｓ ｐｓｅｕｄ

ｏｐｅｃｔｉｎａｔｕｓ（トゥルビニカル

プス・プセウドペクティナ

トゥス），Ｔｕｒｂｉｎｉｃａｒｐｕｓｓｃｈｍ

ｉｅｄｉｃｋｅａｎｕｓ（昇龍丸）及びＴ

ｕｒｂｉｎｉｃａｒｐｕｓ ｖａｌｄｅｚｉａｎｕｓ

（トゥルビニカルプス・ヴァ

ルデジアヌス）の個体等につ

いては昭和58年７月29日，そ

の他の種の個体等については

平成４年６月11日 

35 Ｕｅｂｅｌｍａｎｎｉａ属（ウエベルマンニア属）全種 平成４年６月11日 

  （５）きく科  

１ Ｓａｕｓｓｕｒｅａｃｏｓｔｕｓ（木香） 昭和60年８月１日 

  （６）ひのき科  

１ Ｆｉｔｚｒｏｙａ ｃｕｐｒｅｓｓｏｉｄｅｓ（アレルセ） 昭和55年11月４日 

２ Ｐｉｌｇｅｒｏｄｅｎｄｒｏｎ ｕｖｉｆｅｒｕｍ（チリーヒノキ） 昭和55年11月４日 

  （７）そてつ科  

１ Ｃｙｃａｓ ｂｅｄｄｏｍｅｉ（キュカス・ベドメイ） 昭和62年10月22日 
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  （８）とうだいぐさ科  

１ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ａｍｂｏｖｏｍｂｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・アンボヴォンベ

ンスィス） 

平成２年１月18日 

２ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｃａｐｓａｉｎｔｅｍａｒｉｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・カプサイン

テマリエンスィス） 

平成２年１月18日 

３ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｃｒｅｍｅｒｓｉｉ（エウフォルビア・クレメルスィイ）（Ｅｕ

ｐｈｏｒｂｉａ ｃｒｅｍｅｒｓｉｉ ｆｏｒｍａ ｖｉｒｉｄｉｆｏｌｉａ（エウフォルビア・クレメ

ルスィイ品種ヴィリディフォリア）及びＥｕｐｈｏｒｂｉａ ｃｒｅｍｅｒｓｉｉ ｖ

ａｒ． ｒａｋｏｔｏｚａｆｙｉ（エウフォルビア・クレメルスィイ変種ラコト

ザフュイ）を含む。） 

平成７年２月16日 

４ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｃｙｌｉｎｄｒｉｆｏｌｉａ（エウフォルビア・キュリンドリフォリ

ア）（Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｃｙｌｉｎｄｒｉｆｏｌｉａ ｓｓｐ． ｔｕｂｅｒｉｆｅｒａ（エウフォルビ

ア・キュリンドリフォリア・トゥベリフェラ）を含む。） 

平成２年１月18日 

５ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｄｅｃａｒｙｉ（エウフォルビア・デカリュイ）（Ｅｕｐｈｏｒｂｉ

ａ ｄｅｃａｒｙｉ ｖａｒ． ａｍｐａｎｉｈｙｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・デカリュイ

変種アンパニヒュエンスィス），Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｄｅｃａｒｙｉ ｖａｒ． ｒｏｂｉ

ｎｓｏｎｉｉ（エウフォルビア・デカリュイ変種ロビンソニイ）及びＥ

ｕｐｈｏｒｂｉａ ｄｅｃａｒｙｉ ｖａｒ． ｓｐｉｒｏｓｔｉｃｈａ（エウフォルビア・デカリュ

イ変種スピロスティカ）を含む。） 

平成２年１月18日 

６ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｆｒａｎｃｏｉｓｉｉ（エウフォルビア・フランコイスィイ） 平成２年１月18日 

７ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｍｏｒａｔｉｉ（エウフォルビア・モラティイ）（Ｅｕｐｈｏｒｂｉ

ａ ｍｏｒａｔｉｉ ｖａｒ． ａｎｔｓｉｎｇｉｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・モラティイ変

種アントスィンギエンスィス），Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｍｏｒａｔｉｉ ｖａｒ． ｂｅｍａ

ｒａｈｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・モラティイ変種ベマラヘンスィス）

及びＥｕｐｈｏｒｂｉａ ｍｏｒａｔｉｉ ｖａｒ． ｍｕｌｔｉｆｌｏｒａ（エウフォルビア・モ

ラティイ変種ムルティフロラ）を含む。） 

平成２年１月18日 

８ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｐａｒｖｉｃｙａｔｈｏｐｈｏｒａ（エウフォルビア・パルヴィキュ

アトフォラ） 

平成２年１月18日 

９ Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｑｕａｒｔｚｉｔｉｃｏｌａ（エウフォルビア・クアルトズィティ

コラ） 

平成２年１月18日 

10 Ｅｕｐｈｏｒｂｉａ ｔｕｌｅａｒｅｎｓｉｓ（エウフォルビア・トゥレアレンスィス） 平成２年１月18日 

  （９）フォウキエリア科  

１ Ｆｏｕｑｕｉｅｒｉａ ｆａｓｃｉｃｕｌａｔａ（フォウクイエリア・ファスキクラタ） 昭和58年７月29日 

２ Ｆｏｕｑｕｉｅｒｉａ ｐｕｒｐｕｓｉｉ（フォウクイエリア・プルプスィイ） 昭和58年７月29日 

  （10）まめ科  

１ Ｄａｌｂｅｒｇｉａ ｎｉｇｒａ（ブラジリアンローズウッド） 平成４年６月11日 

  （11）ゆり科  

１ Ａｌｏｅ ａｌｂｉｄａ（アロエ・アルビダ） 昭和55年11月４日 

２ Ａｌｏｅ ａｌｂｉｆｌｏｒａ（雪女王） 平成７年２月16日 

３ Ａｌｏｅ ａｌｆｒｅｄｉｉ（アロエ・アルフレディイ） 平成７年２月16日 

４ Ａｌｏｅ ｂａｋｅｒｉ（アロエ・バケリ） 平成７年２月16日 

５ Ａｌｏｅ ｂｅｌｌａｔｕｌａ（アロエ・ベルラトゥラ） 平成７年２月16日 

６ Ａｌｏｅ ｃａｌｃａｉｒｏｐｈｉｌａ（アロエ・カルカイロフィラ） 平成７年２月16日 

７ Ａｌｏｅ ｃｏｍｐｒｅｓｓａ（アロエ・コンプレサ）（Ａｌｏｅ ｃｏｍｐｒｅｓｓａ ｖａｒ． 

ｐａｕｃｉｔｕｂｅｒｃｕｌａｔａ（アロエ・コンプレサ変種パウキトゥベルクラ

タ），Ａｌｏｅ ｃｏｍｐｒｅｓｓａ ｖａｒ． ｒｕｇｏｓｑｕａｍｏｓａ（アロエ・コンプレ

サ変種ルゴスクアモサ）及びＡｌｏｅ ｃｏｍｐｒｅｓｓａ ｖａｒ． ｓｃｈｉｓｔｏｐｈｉ

ｌａ（アロエ・コンプレサ変種スキストフィラ）を含む。） 

平成７年２月16日 
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８ Ａｌｏｅ ｄｅｌｐｈｉｎｅｎｓｉｓ（アロエ・デルフィネンスィス） 平成７年２月16日 

９ Ａｌｏｅ ｄｅｓｃｏｉｎｇｓｉｉ（アロエ・デスコイングスィイ） 平成７年２月16日 

10 Ａｌｏｅ ｆｒａｇｉｌｉｓ（アロエ・フラギリス） 平成７年２月16日 

11 Ａｌｏｅ ｈａｗｏｒｔｈｉｏｉｄｅｓ（羽生錦）（Ａｌｏｅ ｈａｗｏｒｔｈｉｏｉｄｅｓ ｖａｒ． ａｕ

ｒａｎｔｉａｃａ（アロエ・ハウォルティオイデス変種アウランティアカ）

を含む。） 

平成７年２月16日 

12 Ａｌｏｅｈｅｌｅｎａｅ（アロエ・ヘレナエ） 平成７年２月16日 

13 Ａｌｏｅ ｌａｅｔａ（アロエ・ラエタ）（Ａｌｏｅ ｌａｅｔａ ｖａｒ． ｍａｎｉａｅｎｓｉｓ

（アロエ・ラエタ変種マニアエンスィス）を含む。） 

平成７年２月16日 

14 Ａｌｏｅ ｐａｒａｌｌｅｌｉｆｏｌｉａ（アロエ・パラルレリフォリア） 平成７年２月16日 

15 Ａｌｏｅ ｐａｒｖｕｌａ（アロエ・パルヴラ） 平成７年２月16日 

16 Ａｌｏｅ ｐｉｌｌａｎｓｉｉ（アロエ・ピルランスィイ） 昭和55年11月４日 

17 Ａｌｏｅ ｐｏｌｙｐｈｙｌｌａ（アロエ・ポリュフュルラ） 昭和55年11月４日 

18 Ａｌｏｅ ｒａｕｈｉｉ（アロエ・ラウヒイ） 平成７年２月16日 

19 Ａｌｏｅ ｓｕｚａｎｎａｅ（アロエ・スザンナエ） 平成７年２月16日 

20 Ａｌｏｅｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ（アロエ・ヴェルスィコロル） 平成７年２月16日 

21 Ａｌｏｅｖｏｓｓｉｉ（アロエ・ヴォスィイ） 昭和55年11月４日 

  （12）うつぼかずら科  

１ Ｎｅｐｅｎｔｈｅｓ ｋｈａｓｉａｎａ（ネペンテス・カシアナ） 昭和62年10月22日 

２ Ｎｅｐｅｎｔｈｅｓ ｒａｊａｈ（ネペンテス・ラヤ） 昭和56年６月６日 

  （13）らん科  

１ Ａｅｒａｎｇｉｓ ｅｌｌｉｓｉｉ（アエランギス・エルリスィイ） 平成15年２月13日 

２ Ｄｅｎｄｒｏｂｉｕｍ ｃｒｕｅｎｔｕｍ（デンドロビウム・クルエントゥム） 平成７年２月16日 

３ Ｌａｅｌｉａ ｊｏｎｇｈｅａｎａ（ラエリア・ヨンゲアナ） 昭和55年11月４日 

４ Ｌａｅｌｉａ ｌｏｂａｔａ（ラエリア・ロバタ） 昭和55年11月４日 

５ Ｐａｐｈｉｏｐｅｄｉｌｕｍ属（パフィオペディルム属）全種 Ｐａｐｈｉｏｐｅｄｉｌｕｍ ｄｒｕｒｙｉ（パ

フィオペディルム・ドルリュ

イ）の個体等については昭和

62年10月22日，その他の種の

個体等については平成２年１

月18日 

６ Ｐｅｒｉｓｔｅｒｉａ ｅｌａｔａ（ペリステリア・エラタ） 昭和55年11月４日 

７ Ｐｈｒａｇｍｉｐｅｄｉｕｍ属（フラグミペディウム属）全種 平成２年１月18日 

８ Ｒｅｎａｎｔｈｅｒａ ｉｍｓｃｈｏｏｔｉａｎａ（レナンテラ・インスコオティアナ） 昭和55年11月４日 

  （14）やし科  

１ Ｃｈｒｙｓａｌｉｄｏｃａｒｐｕｓ ｄｅｃｉｐｉｅｎｓ（クリュサリドカルプス・デキピエ

ンス） 

平成17年１月12日 

  （15）まつ科  

１ Ａｂｉｅｓ ｇｕａｔｅｍａｌｅｎｓｉｓ（グァテマラモミ） 昭和55年11月４日 

  （16）まき科  

１ Ｐｏｄｏｃａｒｐｕｓ ｐａｒｌａｔｏｒｅｉ（アンデスイヌマキ） 昭和55年11月４日 

  （17）あかね科  

１ Balmea stormiae（バルメア・ストルミアエ） 昭和55年11月４日 

  （18）サラセニア科  

１ Ｓａｒｒａｃｅｎｉａ ｏｒｅｏｐｈｉｌａ（サルラケニア・オレオフィラ） 昭和56年６月６日 
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２ Ｓａｒｒａｃｅｎｉａｒｕｂｒａｓｓｐ．ａｌａｂａｍｅｎｓｉｓ（サルラケニア・ルブラ・ア

ラバメンスィス） 

昭和56年６月６日 

３ Ｓａｒｒａｃｅｎｉａ ｒｕｂｒａ ｓｓｐ． ｊｏｎｅｓｉｉ（サルラケニア・ルブラ・ヨネ

スィイ） 

昭和56年６月６日 

（19）スタンゲリア科  

１ Ｓｔａｎｇｅｒｉａ ｅｒｉｏｐｕｓ（オオバシダソテツ） 昭和58年７月29日 

（20）フロリダそてつ科  

１ Ｃｅｒａｔｏｚａｍｉａ属（ツノミザミア属）全種 昭和60年８月１日 

２ Ｃｈｉｇｕａ属（キグア属）全種 平成２年１月18日 

３ Ｅｎｃｅｐｈａｌａｒｔｏｓ属（オニソテツ属）全種 昭和55年11月４日 

４ Ｍｉｃｒｏｃｙｃａｓ ｃａｌｏｃｏｍａ（ミクロキュカス・カロコマ） 昭和60年８月１日 

備考 括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名，通称その他の名称である。 

 

 

別表第３ 特定国内希少野生動植物種（第１条関係） 

項 種 名 

第１ 植物界 

  （１）おしだ科 

１ Ｐｏｌｙｓｔｉｃｈｕｍ ｏｂａｅ（アマミデンダ） 

  （２）らん科 

１ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｈｏｔｅｉａｔｓｕｍｏｒｉａｎｕｍ（ホテイアツモリ） 

２ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｒｅｂｕｎｅｎｓｅ（レブンアツモリソウ） 

３ Ｃｙｐｒｉｐｅｄｉｕｍ ｍａｃｒａｎｔｈｕｍ ｖａｒ． ｓｐｅｃｉｏｓｕｍ（アツモリソウ） 

４ Ｄｅｎｄｒｏｂｉｕｍ ｏｋｉｎａｗｅｎｓｅ（オキナワセッコク） 

  （３）はなしのぶ科 

１ Ｐｏｌｅｍｏｎｉｕｍ ｋｉｕｓｈｉａｎｕｍ（ハナシノブ） 

  （４）きんぽうげ科 

１ Ｃａｌｌｉａｎｔｈｅｍｕｍ ｉｎｓｉｇｎｅ ｖａｒ． ｈｏｎｄｏｅｎｓｅ（キタダケソウ） 

備考 括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名である。 
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別表第４ 器官及び加工品（第２条の２，第２条の３関係） 

項 科名 器官 加工品 

第１ 動物界   

 １ 哺乳綱   

  イ 偶蹄目   

１ プロングホーン科 毛，皮，角 毛皮製品（毛を材料として製造された衣類，装

身具，調度品その他環境省令で定める物品をい

う。以下同じ。），皮革製品（皮を材料として製

造された衣類，装身具，調度品その他環境省令

で定める物品であって，毛皮製品以外のものを

いう。以下同じ。），角製品（角を材料として製

造された装身具，調度品その他環境省令で定め

る物品をいう。以下同じ。） 

２ うし科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

３ らくだ科 毛，皮 毛皮製品 

４ しか科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

５ じゃこうじか科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

６ いのしし科 牙 牙を材料として製造された装身具，調度品その

他環境省令で定める物品 

７ ペッカリー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

  ロ 食肉目   

１ いぬ科 毛，皮，歯 毛皮製品，皮革製品，歯製品（歯を材料として

製造された装身具その他環境省令で定める物品

をいう。以下同じ。） 

２ ねこ科 毛，皮，歯，爪，骨（Ｐ

ａｎｔｈｅｒａｔｉｇｒｉｓ（トラ）

に係るものに限る。以

下この項において同

じ。），生殖器（Ｐａｎｔｈｅ

ｒａｔｉｇｒｉｓ（トラ）に係る

ものであって，雄のも

のに限る。以下この項

において同じ。） 

毛皮製品，皮革製品，歯製品，爪を材料として

製造された装身具その他環境省令で定める物

品，骨を材料として製造された物品で人が摂取

するものその他環境省令で定めるもの，生殖器

を材料として製造された物品で人が摂取するも

のその他環境省令で定めるもの 

３ いたち科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

４ あしか科 毛，皮 毛皮製品 

５ あざらし科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

６ くま科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

７ じゃこうねこ科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

  ハ 貧歯目   

１ アルマジロ科 皮 皮革製品 

  ニ カンガルー目   

１ カンガルー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

２ ねずみカンガルー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

  ホ 奇蹄目   

１ うま科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

２ さい科 角 角製品 
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３ ばく科 皮 皮革製品 

  ヘ 霊長目   

１ おながざる科 毛，皮 毛皮製品 

２ きつねざる科 毛，皮 毛皮製品 

３ いたちきつねざる科 毛，皮 毛皮製品 

  ト 長鼻目   

１ ぞう科 皮，牙 皮革製品，牙を材料として製造された装身具，

調度品，印章その他環境省令で定める物品 

  チ 齧歯目   

１ チンチラ科 毛，皮 毛皮製品 

  リ 海牛目   

１ ジュゴン科 皮 皮革製品 

２ マナティー科 皮 皮革製品 

 ２ 鳥綱   

  イ こうのとり目   

１ こうのとり科 羽毛 羽毛製品（羽毛を材料として製造された衣類，

装身具，調度品その他環境省令で定める物品を

いう。以下同じ。） 

２ とき科 羽毛 羽毛製品 

  ロ はと目   

１ はと科 羽毛 羽毛製品 

  ハ ぶっぽうそう目   

１ さいちょう科 くちばし，羽毛 くちばしを材料として製造された装身具，調度

品その他環境省令で定める物品，羽毛製品 

  ニ わしたか目   

１ わしたか科 羽毛 羽毛製品 

２ コンドル科 羽毛 羽毛製品 

  ホ きじ目   

１ きじ科 羽毛 羽毛製品 

  ヘ つる目   

１ つる科 羽毛 羽毛製品 

  ト レア目   

１ レア科 皮，羽毛 皮革製品，羽毛製品 

 ３ 爬虫綱   

  イ わに目   

１ アリゲーター科（Ｃａｉ

ｍａｎ ｌａｔｉｒｏｓｔｒｉｓ（ク

チビロカイマン）及び

Ｍｅｌａｎｏｓｕｃｈｕｓ ｎｉｇｅ

ｒ（クロカイマン）を

除く。） 

皮 皮革製品 

２ クロコダイル科（Ｃｒｏ

ｃｏｄｙｌｕｓ ａｃｕｔｕｓ（ア

メリカワニ），Ｃｒｏｃｏ

ｄ ｙ ｌ ｕ ｓ  ｍ ｏ ｒ ｅ ｌ ｅ ｔ ｉ ｉ

（グァテマラワニ），

皮 皮革製品 
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Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｎｉｌｏｔｉｃｕ

ｓ（ナイルワニ），Ｃｒｏ

ｃｏｄｙｌｕｓｐｏｒｏｓｕｓ（イ

リエワニ）及びＣｒｏｃ

ｏｄｙｌｕｓ ｓｉａｍｅｎｓｉｓ

（シャムワニ）を除

く。） 

３ ガビアル科 皮 皮革製品 

  ロ とかげ亜目   

１ たてがみとかげ科 皮 皮革製品 

２ おおとかげ科 皮 皮革製品 

  ハ へび亜目   

１ ボア科 皮 皮革製品 

２ つめなしボア科 皮 皮革製品 

３ にしきへび科 皮 皮革製品 

  ニ かめ目   

１ うみがめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品（甲を材料として製造された

装身具，調度品その他環境省令で定める物品を

いう。以下同じ。） 

２ おさがめ科 皮 皮革製品 

３ かめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品 

４ いしがめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品 

５ りくがめ科 甲 甲製品 

 ４ 昆虫綱   

  イ ちょう目   

１ あげはちょう科 翅 翅を材料として製造された装身具，調度品その

他環境省令で定める物品 

第２ 植物界   

１ なんようすぎ科 幹（皮をはいだものを

除く。以下同じ。），枝

条（皮をはいだものを

除く。以下同じ。） 

 

２ サボテン科 茎  

３ ひのき科 幹，枝条  

４ まめ科 幹，枝条  

５ ゆり科 葉  

６ らん科 花，茎  

７ まつ科 幹，枝条  
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別表第５ 原材料器官等（第２条の４，第５条の２，第５条の５関係） 

項 科 名 原材料器官等 

１ ぞう科 皮及びその加工品，牙及びその加工品 

２ おおとかげ科 皮及びその加工品 

３ うみがめ科 皮及びその加工品，甲及びその加工品 

 

 

別表第６ 登録対象個体群（第４条，第５条関係） 

項 種 名 個体群 個体等 

１ Ａｎｔｉｌｏｃａｐｒａ ａｍｅｒｉｃａｎａ（プロン

グホーン） 

メキシコの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

２ Ｖｉｃｕｇｎａ ｖｉｃｕｇｎａ（ビクーナ） アルゼンチンのカタマルカ県，フフイ

県，ラ・リオハ県，サルタ県及びサン・

ホアン県，ボリビア，チリのタラパカ地

方第一区，エクアドル並びにペルーの個

体群（アルゼンチンのラ・リオハ県，サ

ルタ県又はサン・ホアン県の個体群に

あっては，半ば人の管理下に置かれた個

体群に限る。） 

毛，毛を材料として

製造された加工品

（皮を材料として

製造されたものを

除く。） 

３ Ｍｏｓｃｈｕｓ属（ジャコウジカ属）

全種 

アフガニスタン，ブータン，インド，ミャ

ンマー，ネパール及びパキスタンの個体

群以外の個体群 

個体，器官，加工品

４ Ｃａｎｉｓ ｌｕｐｕｓ（オオカミ）のうち

Ｃａｎｉｓ ｌｕｐｕｓ ｄｉｎｇｏ（ディンゴ）

及びＣａｎｉｓ ｌｕｐｕｓ ｆａｍｉｌｉａｒｉｓ（イ

ヌ）以外のもの 

ブータン，インド，ネパール及びパキス

タンの個体群以外の個体群 

個体，器官，加工品

５ Ｃａｒａｃａｌ ｃａｒａｃａｌ（カラカル） アジアの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

６ Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｂｅｎｇａｌｅｎｓｉｓ ｂｅｎｇ

ａｌｅｎｓｉｓ（ベンガルヤマネコ） 

バングラデシュ，インド及びタイの個体

群以外の個体群 

個体，器官，加工品

７ Ｐｒｉｏｎａｉｌｕｒｕｓ ｒｕｂｉｇｉｎｏｓｕｓ 

（サビイロネコ） 

インドの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

８ Ｐｕｍａ ｙａｇｏｕａｒｏｕｎｄｉ 

（ジャガランディ） 

中米及び北米の個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

９ Ａｏｎｙｘ ｃａｐｅｎｓｉｓ ｍｉｃｒｏｄｏｎ 

（カメルーンツメナシカワウソ） 

カメルーン及びナイジェリアの個体群

以外の個体群 

個体，器官，加工品

10 Ｕｒｓｕｓ ａｒｃｔｏｓ（ヒグマ） ブータン，中華人民共和国，メキシコ及

びモンゴルの個体群以外の個体群 

個体，器官，加工品

11 Ｃｅｒａｔｏｔｈｅｒｉｕｍ ｓｉｍｕｍｓｉｍｕｍ 

（ミナミシロサイ） 

南アフリカ共和国及びスワジランドの

個体群 

生きている個体 

12 Ｌｏｘｏｄｏｎｔａ ａｆｒｉｃａｎａ 

（アフリカゾウ） 

ボツワナ及びジンバブエの個体群 生きている個体，

皮，牙（環境省令で

定 め る も の に 限

る。），皮を材料とし

て製造された加工

品 

13 Ｌｏｘｏｄｏｎｔａ ａｆｒｉｃａｎａ ナミビア及び南アフリカ共和国の個体 皮，牙（環境省令で
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（アフリカゾウ） 群 定 め る も の に 限

る。），皮を材料とし

て製造された加工

品 

14 Ｆａｌｃｏ ｎｅｗｔｏｎｉ 

（マダガスカルチョウゲンボウ） 

セーシェルの個体群以外の個体群 個体，加工品 

15 Ｐｔｅｒｏｃｎｅｍｉａ ｐｅｎｎａｔａ 

（ダーウィンレア） 

アルゼンチン及びチリの個体群 個体，器官，加工品

16 Ｓｔｒｕｔｈｉｏ ｃａｍｅｌｕｓ 

（ダチョウ） 

アルジェリア，ブルキナファソ，カメ

ルーン，中央アフリカ，チャド，マリ，

モーリタニア，モロッコ，ニジェール，

ナイジェリア，セネガル及びスーダンの

個体群以外の個体群 

個体，加工品 

17 Ｃａｉｍａｎ ｌａｔｉｒｏｓｔｒｉｓ 

（クチビロカイマン） 

アルゼンチンの個体群 個体，加工品 

18 Ｍｅｌａｎｏｓｕｃｈｕｓ ｎｉｇｅｒ 

（クロカイマン） 

ブラジルの個体群 個体，加工品 

19 Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ａｃｕｔｕｓ 

（アメリカワニ） 

キューバの個体群 個体，加工品 

20 Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｍｏｒｅｌｅｔｉｉ 

（グァテマラワニ） 

ベリーズ及びメキシコの個体群 個体，加工品 

21 Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｎｉｌｏｔｉｃｕｓ 

（ナイルワニ） 

ボツワナ，エジプト，エチオピア，ケニ

ア，マダガスカル，マラウイ，モザンビー

ク，ナミビア，南アフリカ共和国，ウガ

ンダ，タンザニア，ザンビア及びジンバ

ブエの個体群 

個体，加工品 

22 Ｃｒｏｃｏｄｙｌｕｓ ｐｏｒｏｓｕｓ 

（イリエワニ） 

オーストラリア，インドネシア及びパプ

アニューギニアの個体群 

個体，加工品 

23 Ｖｉｐｅｒａ ｕｒｓｉｎｉｉ 

（ノハラクサリヘビ） 

欧州の個体群以外の個体群（アルメニ

ア，アゼルバイジャン，ベラルーシ，エ

ストニア，ジョージア，カザフスタン，

キルギス，ラトビア，リトアニア，モル

ドバ，ロシア，タジキスタン，トルクメ

ニスタン，ウクライナ及びウズベキスタ

ンの個体群を含む。） 

個体，加工品 

備考 括弧内に記載する呼称は，学名に相当する和名である。 
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８ 文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する 
  手段に関する条約 
 

［平成14年９月10日 条約第14号］ 

 

 国際連合教育科学文化機関の総会は，1970年10月12日から11月14日までパリにおいてその第16回会期

として会合し， 

 総会の第14回会期において採択した文化に関する国際協力の原則に関する宣言の重要性を想起し， 

 科学的，文化的及び教育的目的のために行われる文化財の諸国間の交流により，人類の文明に関する

知識が増大し，すべての人民の文化的な生活が豊かになり並びに諸国間が相互に尊重し及び評価するよ

うになることを考慮し， 

 文化財が文明及び国の文化の基本的要素の一であること並びに文化財の真価はその起源，歴史及び伝

統についてのできる限り十分な情報に基づいてのみ評価することができるものであることを考慮し， 

自国の領域内に存在する文化財を盗難，盗掘及び不法な輸出の危険から保護することが各国の義務であ

ることを考慮し， 

 これらの危険を回避するため，各国が自国及び他のすべての国の文化遺産を尊重する道義的責任を一

層認識することが重要であることを考慮し， 

 文化施設としての博物館，図書館及び公文書館が世界的に認められた道義上の原則に従って収集を行

うことを確保すべきであることを考慮し， 

 国際連合教育科学文化機関は国際条約を関係諸国に勧告することにより諸国間の理解の促進を図るこ

とをその任務の一としているが，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転はこの諸国間の理解の障害

となることを考慮し， 

 文化遺産の保護は，各国の国内において，かつ，諸国間で緊密に協力して行われる場合にのみ効果的

に行われ得るものであることを考慮し， 

 国際連合教育科学文化機関の総会が1964年にこの趣旨の勧告を採択したことを考慮し， 

総会の第16回会期の議事日程の第19議題である文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び

防止する手段に関する新たな提案を受け， 

 総会の第15回会期において，この問題が国際条約の対象となるべきことを決定して， 

 この条約を1970年11月14日に採択する。 

 

   第１条 

 この条約の適用上，「文化財」とは，宗教的理由によるか否かを問わず，各国が考古学上，先史学上，

史学上，文学上，美術上又は科学上重要なものとして特に指定した物件であって，次の分類に属するも

のをいう。 

（a）動物学上，植物学上，鉱物学上又は解剖学上希少な収集品及び標本並びに古生物学上関心の対象と

なる物件 

（b）科学技術史，軍事史，社会史その他の歴史，各国の指導者，思想家，科学者又は芸術家の生涯及び

各国の重大な事件に関する物件 

（c）正規の発掘，盗掘その他の考古学上の発掘又は考古学上の発見によって得られた物件 

（d）美術的若しくは歴史的記念工作物又は分断された考古学的遺跡の部 
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（e）製作後百年を超える古代遺物（例えば，金石文，貨幣，刻印） 

（f）民族学的関心の対象となる物件 

（g）美術的関心の対象となる物件であって，例えば，次の（i）から（ⅳ）までに掲げるもの 

 （ⅰ）肉筆の書画（画布及び材料を問わないものとし，意匠及び手作業で装飾した加工物を除く。） 

 （ⅱ）彫刻，塑像，鋳像その他これらに類する美術品（材料を問わない。） 

 （ⅲ）銅版画，木版画，石版画その他の版画 

 （ⅳ）美術的に構成し又は合成した物件（材料を問わない。） 

（h）単独で又は一括されることにより特別な関心（歴史的，美術的，科学的，文学的その他の関心）の

対象となる希少な手書き文書，インキュナブラ，古い書籍，文書及び出版物 

（i）単独の又は一括された郵便切手，収入印紙その他これらに類する物件 

（j）音声，写真又は映画による記録その他の記録 

（k）古い楽器及び製作後百年を超える家具 

 

   第２条 

１ 締約国は，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転が当該文化財の原産国の文化遺産を貧困化さ

せる主要な原因の一であること並びに国際協力がこれらの不法な行為によって生ずるあらゆる危険か

ら各国の文化財を保護するための最も効果的な手段の一であることを認める。 

２ 締約国は，このため，自国のとり得る手段，特に，不法な輸入，輸出及び所有権移転の原因を除去

し，現在行われている行為を停止させ並びに必要な回復を行うために援助することにより，不法な輸

入，輸出及び所有権移転を阻止することを約束する。 

 

   第３条 

 締約国がこの条約に基づいてとる措置に反して行われた文化財の輸入，輸出又は所有権移転は，不法

とする。 

 

   第４条 

 この条約の適用上，締約国は，次の種類の文化財が各国の文化遺産を成すものであることを認める。 

（a）各国の国民（個人であるか集団であるかを問わない。）の才能によって創造された文化財，及び各

国の領域内に居住する外国人又は無国籍者によりその領域内で創造された文化財であって当該国に

とって重要なもの 

（b）各国の領域内で発見された文化財 

（c）考古学，民族学又は自然科学の調査団がその原産国の権限のある当局の同意を得て取得した文化財 

（d）自由な合意に基づいて交換された文化財 

（e）その原産国の権限のある当局の同意を得て，贈与され又は合法的に購入した文化財 

 

   第５条 

 締約国は，次の任務を効果的に実施するために十分な数の適格な職員を有する１又は２以上の文化遺

産の保護のための国内機関がまだ存在しない場合において，自国にとって適当なときは，不法な輸入，

輸出及び所有権移転から文化財を保護することを確保するため，そのような国内機関を自国の領域内に

設置することを約束する。 
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（a）文化遺産の保護，特に，重要な文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転の防止を確保するための

法令案の作成に貢献すること。 

（b）自国の保護物件目録に基づき，重要な公私の文化財であってその輸出により自国の文化遺産を著し

く貧困化させるおそれのあるものの一覧表を作成し及び常時最新のものとすること。 

（c）文化財の保存及び展示を確保するために必要な科学技術に係る施設（博物館，図書館，公文書館，

研究所，作業場等）の発展又は設置を促進すること。 

（d）考古学上の発掘の管理を組織的に行い，ある種の文化財の現地保存を確保し，及び将来の考古学的

研究のために保存された地区を保護すること。 

（e）関係者（博物館の管理者，収集家，古物商等）のために，この条約に定める倫理上の原則に従って

規則を定め，その規則の遵守を確保するための措置をとること。 

（f）すべての国の文化遺産に対する尊重を促し及び育成するための教育的措置をとり，並びにこの条約

の規定に関する知識を普及させること。 

（g）文化財のいずれかが亡失した場合には，適切に公表すること。 

 

   第６条 

 締約国は，次のことを約束する。 

（a）当該文化財の輸出が許可されたものであることを輸出国が明記する適当な証明書を導入すること。

この証明書は，規則に従って輸出される文化財のすべての物件に添付されるべきである。 

（b）（a）に規定する輸出許可についての証明書が添付されない限り，文化財が自国の領域から輸出され

ることを禁止すること。 

（c）（b）に規定する禁止を適当な手段により，特に，文化財を輸出し又は輸入する可能性のある者に対

して公表すること。 

 

   第７条 

 締約国は，次のことを約束する。 

（a）自国の領域内に所在する博物館その他これに類する施設が他の締約国を原産国とする文化財であっ

てこの条約が関係国について効力を生じた後に不法に輸出されたものを取得することを防止するた

め，国内法に従って必要な措置をとること。この条約がこれらの国について効力を生じた後に当該

文化財の原産国である締約国から不法に持ち出された文化財の提供の申出があった場合には，当該

原産国に対し，できる限りその旨を通報すること。 

（b）（i）他の締約国の領域内に所在する博物館，公共の記念工作物（宗教的なものであるかないかを問

わない。）その他これらに類する施設からこの条約が関係国について効力を生じた後に盗取された

文化財（当該施設の所蔵品目録に属することが証明されたものに限る。）の輸入を禁止すること。 

  （ⅱ）原産国である締約国が要請する場合には，（i）に規定する文化財であってこの条約が関係国

について効力を生じた後に輸入されたものを回復し及び返還するため適当な措置をとること。た

だし，要請を行う締約国が当該文化財の善意の購入者又は当該文化財に対して正当な権原を有す

る者に対し適正な補償金を支払うことを条件とする。回復及び返還の要請は，外交機関を通じて

行う。要請を行う締約国は，回復及び返還についての権利を確立するために必要な書類その他の

証拠資料を自国の負担で提出する。締約国は，この条の規定に従って返還される文化財に対し関

税その他の課徴金を課してはならない。文化財の返還及び引渡しに係るすべての経費は，要請を
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行う締約国が負担する。 

 

   第８条 

 締約国は，第６条（b）及び前条（b）に定める禁止に関する規定に違反したことについて責任を有す

る者に対し，刑罰又は行政罰を科することを約束する。 

 

   第９条 

 考古学上又は民族学上の物件の略奪により自国の文化遺産が危険にさらされている締約国は，影響を

受ける他の締約国に要請を行うことができる。この場合において，締約国は，国際的に協調して行われ

る努力であって，必要な具体的措置（個別の物件の輸出，輸入及び国際取引の規制等）を決定し及び実

施するためのものに参加することを約束する。各関係国は，合意に達するまでの間，要請を行う国の文

化遺産が回復し難い損傷を受けることを防止するため，実行可能な範囲内で暫定措置をとる。 

 

   第10条 

 締約国は，次のことを約束する。 

（a）教育，情報提供及び監視を行うことにより，締約国から不法に持ち出された文化財の移動を制限す

ること。また，自国にとって適当な場合には，文化財の各物件ごとの出所，供給者の氏名及び住所

並びに売却した各物件の特徴及び価格を記録した台帳を常備すること並びに文化財の買手に対し当

該文化財について輸出禁止の措置がとられることがある旨を知らせることを古物商に義務付けるこ

と。この義務に違反した者には，刑罰又は行政罰を科する。 

（b）文化財の価値並びに盗取，盗掘及び不法な輸出が文化遺産にもたらす脅威につき教育を通じて国民

に認識させ及びそのような認識を高めるよう努めること。 

 

   第11条 

 外国による国土占領に直接又は間接に起因する強制的な文化財の輸出及び所有権移転は，不法である

とみなす。 

 

   第12条 

 締約国は，自国が国際関係について責任を有する領域内に存在する文化遺産を尊重するものとし，当

該領域における文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止するためすべての適当な措

置をとる。 

 

   第13条 

 締約国は，また，自国の法令に従い，次のことを約束する。 

（a）文化財の不法な輸入又は輸出を促すおそれのある所有権移転をすべての適当な手段によって防止す

ること。 

（b）不法に輸出された文化財がその正当な所有者にできる限り速やかに返還されることを容易にするた

めに自国の権限のある機関が協力することを確保すること。 

（c）亡失し若しくは盗取された文化財の物件の正当な所有者又はその代理人が提起する当該物件の回復

の訴えを認めること。 
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（d）各締約国が特定の文化財について譲渡を禁止し，その結果当然に輸出も禁止するものとして分類し

及び宣言することは当該締約国の奪い得ない権利であることを認め，並びに当該文化財が輸出され

た場合には当該締約国がそれを回復することを容易にすること。 

 

   第14条 

 締約国は，不法な輸出を防止し及びこの条約の実施によって生ずる義務を履行するため，文化遺産の

保護について責任を有する国内機関に対しできる限り十分な予算を配分するものとし，必要があるとき

は，このための基金を設立すべきである。 

 

   第15条 

 この条約のいかなる規定も，この条約が関係国について効力を生ずる前にその理由のいかんを問わず

原産国の領域から持ち出された文化財の返還に関し，締約国の間で特別の協定を締結すること又は既に

締結した協定の実施を継続することを妨げるものではない。 

 

   第16条 

 締約国は，国際連合教育科学文化機関の総会が決定する期限及び様式で同総会に提出する定期報告に

おいて，この条約を適用するために自国がとった立法措置，行政措置その他の措置及びこの分野で得た

経験の詳細に関する情報を提供する。 

 

   第17条 

１ 締約国は，特に次の事項について，国際連合教育科学文化機関の技術援助を要請することができる。 

（a）情報提供及び教育 

（b）協議及び専門家の助言 

（c）調整及びあっせん 

２ 国際連合教育科学文化機関は，文化財の不法な移動に関する問題につき，自発的に調査研究を行い

及び研究結果を公表することができる。 

３ 国際連合教育科学文化機関は，このため，権限のある非政府機関の協力を要請することができる。 

４ 国際連合教育科学文化機関は，この条約の実施に関し，締約国に対し自発的に提案を行うことがで

きる。 

５ この条約の実施に関して現に係争中の少なくとも二の締約国から要請があった場合には，国際連合

教育科学文化機関は，当該締約国間の紛争を解決するためあっせんを行うことができる。 

 

   第18条 

 この条約は，ひとしく正文である英語，フランス語，ロシア語及びスペイン語により作成する。 

 

   第19条 

１ この条約は，国際連合教育科学文化機関の加盟国により，それぞれ自国の憲法上の手続に従って批

准され又は受諾されなければならない。 

２ 批准書又は受諾書は，国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する。 
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   第20条 

１ この条約は，国際連合教育科学文化機関の非加盟国で同機関の執行委員会が招請するすべての国に

よる加入のために開放しておく。 

２ 加入は，国際連合教育科学文化機関事務局長に加入書を寄託することによって行う。 

 

   第21条 

 この条約は，３番目の批准書，受諾書又は加入書が寄託された日の後３箇月で，その寄託の日以前に

批准書，受諾書又は加入書を寄託した国についてのみ効力を生ずる。この条約は，その他の国について

は，その批准書，受諾書又は加入書の寄託の日の後３箇月で効力を生ずる。 

 

   第22条 

 締約国は，自国の本土領域のみでなく，自国が国際関係について責任を有するすべての領域について

もこの条約を適用することを認める。締約国は，これらの領域についてのこの条約の適用を確保するた

め，批准，受諾又は加入の時までにこれらの領域の政府又は他の権限のある当局と必要に応じて協議す

ることを約束し，また，この条約を適用する領域を国際連合教育科学文化機関事務局長に通告すること

を約束する。この通告は，その受領の日の後３箇月で効力を生ずる。 

 

   第23条 

１ 締約国は，自国について又は自国が国際関係について責任を有する領域について，この条約を廃棄

することができる。 

２ 廃棄は，国際連合教育科学文化機関事務局長に寄託する文書により通告する。 

３ 廃棄は，廃棄書の受領の後12箇月で効力を生ずる。 

 

   第24条 

 国際連合教育科学文化機関事務局長は，同機関の加盟国及び第20条に規定する同機関の非加盟国並び

に国際連合に対し，第19条及び第20条に規定するすべての批准書，受諾書及び加入書の寄託並びに前二

条にそれぞれ規定する通告及び廃棄を通報する。 

 

   第25条 

１ この条約は，国際連合教育科学文化機関の総会において改正することができる。その改正は，改正

条約の当事国となる国のみを拘束する。 

２ 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には，その改正条約に別段の

規定がない限り，批准，受諾又は加入のためのこの条約の開放は，その改正条約が効力を生ずる日に

終止する。 

 

   第26条 

 この条約は，国際連合教育科学文化機関事務局長の要請により，国際連合憲章第102条の規定に従って，

国際連合事務局に登録する。 

 1970年11月17日にパリで，総会の第16回会期の議長及び国際連合教育科学文化機関事務局長の署名を

有する本書２通を作成した。これらの本書は，同機関に寄託するものとし，その認証謄本は，第19条及
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び第20条に規定するすべての国並びに国際連合に送付する。 

 

 以上は，国際連合教育科学文化機関の総会が，パリで開催されて1970年11月14日に閉会を宣言された

その第16回会期において，正当に採択した条約の真正な本文である。 

 

 以上の証拠として，我々は，1970年11月17日に署名した。 

 

 総会議長 

  アティリオ・デロロ・マイニ 

 事務局長 

  ルネ・マウ 
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９ 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 
 

平成14年７月３日 法律第81号 

終改正 

平成16年５月28日 法律第61号 

 

（目的） 

第１条 この法律は，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条

約（以下「条約」という。）の適確な実施を確保するため，盗取された文化財の輸入，輸出及び回復に

関する所要の措置を講ずることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「文化財」とは，国内文化財及び条約の締約国である外国（以下「外国」と

いう。）が条約第１条の規定に基づき指定した物件をいう。 

２ この法律において「国内文化財」とは，条約第１条（ａ）から（ｋ）までに掲げる分類に属する物

件のうち，文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第１項の規定に基づき指定された重要文化財，

同法第78条第１項の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第109条第１項の規定に基

づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。 

（特定外国文化財） 

第３条 外務大臣は，外国から，条約第７条（ｂ）（ｉ）に規定する施設から文化財が盗取された旨の通

知を受けたときは，遅滞なく，その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 

２ 文部科学大臣は，前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは，当該通知に係る文化財を，

文部科学省令で定めるところにより，特定外国文化財として指定する。 

３ 文部科学大臣は，前項の規定による指定をしようとするときは，経済産業大臣に協議しなければな

らない。 

（輸入の承認） 

第４条 特定外国文化財を輸入しようとする者は，外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）第

52条の規定により，輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 

（届出の公示等） 

第５条 文化庁長官は，国内文化財について文化財保護法第33条（同法第80条，第118条及び第120条で

準用する場合を含む。）の規定による届出（亡失又は盗難に係るものに限る。）があったときは，その

旨を官報で公示するとともに，当該国内文化財が条約第７条（ｂ）（ｉ）に規定する施設から盗取され

たものであるときは，外務大臣に通知するものとする。 

２ 外務大臣は，前項の通知を受けたときは，その内容を遅滞なく外国に通知するものとする。 

（特定外国文化財に係る善意取得の特則） 

第６条 特定外国文化財の占有者が民法（明治29年法律第89号）第192条の条件を具備している場合で

あっても，第３条第１項の盗難の被害者は，同法第193条の規定による回復の請求に加え，盗難の時か

ら２年を経過した後10年を経過するまでの期間にあっては，当該占有者に対してこれを回復すること

を求めることができる。ただし，当該特定外国文化財が本邦に輸入された後に第３条第２項の規定に

より指定されたものであるときは，この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては，被害者は，占有者が支払った代価を弁償しなければならない。 
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（国民の理解を深める等のための措置）  

第７条 国は，教育活動，広報活動等を通じて，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転の防止に関

し，国民の理解を深め，かつ，その協力を得るよう努めなければならない。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この法律は，条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定は，この法律の施行前に盗取された文化財については，適用しない。 

３ 第５条の規定は，この法律の施行前に亡失し又は盗取された文化財については，適用しない。 

 

   附 則 （平成16年５月28日法律第61号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，平成17年４月１日から施行する。 
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10 「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」及び 
  「文化財保護法の一部を改正する法律」等の施行について 

（平成14.11.14 文化方次長通知） 
 

14庁 財 第 267号 

平成14年11月14日 

 

各 都 道 府 県 知 事 

各都道府県教育委員会教育長 

各 国 公 私 立 大 学 長 

各 国 公 私 立 短 期 大 学 長 

日 本 芸 術 文 化 振 興 会 会 長 殿 

文化庁関係各独立行政法人の長 

独立行政法人国立科学博物館長 

各文部科学大臣所轄宗教法 

人文化庁所管各公益法人の長 

 

文化庁次長 

  銭 谷 眞 美 

         （印影印刷） 

 

「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」及び 

「文化財保護法の一部を改正する法律」等の施行について（通知） 

 

 

 このたび「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律」及び「文化財保護法の一部を改正する法

律」が、平成14年７月３日法律第81号及び第82号をもって公布され，同年12月９日から施行されること

となりました（別紙１）。 

 これらの法律は，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する必要性を踏まえて

締結された「文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」（以下

｢条約｣という。）（別紙２）の適確な実施を確保するために，条約上求められている義務を担保するため

の国内措置を定めるものです。 

 また，これらの法律の施行のため，「国宝，重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書

等に関する規則等の一部を改正する省令」（別紙３）を，平成14年10月30日文部科学省令第43号をもって

公布したところであり，同年 

 12月９日から施行することとしています。これらの法律等の内容及び留意事項は下記の通りですので，

十分に御了知の上，文化財の不法な輸出入等の規制に向けた御理解と御取組をお願いします。都道府県

知事及び都道府県教育委員会におかれては，域内の市町村長，市町村教育委員会，美術館，博物館，所

轄宗教法人に対し，これらの法律等の内容及び留意事項を御周知下さいますようお願いします。 
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記 

 

１ 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律 

 

（１）特定外国文化財の輸入規制 

ア 締約国の博物館等から盗取された文化財を「特定外国文化財」として，外務大臣の通知を受けて

文部科学大臣が経済産業大臣との協議を経て指定することとしたこと。（第３条関係） 

イ 特定外国文化財の輸入については，外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）による輸入

承認事項とし，我が国内への流入を防止することとしたこと。（第４条関係） 

（注１）第３条の特定外国文化財は，条約第１条の規定に基づき締約国が指定した物件であり，条

約第７条（ｂ）（ⅰ）に規定する施設から盗取されたものでなければならない。 

（注２）第３条第２項を踏まえ，特定外国文化財の名称，原産国，所蔵施設，特徴等について，文

部科学省令において規定することとしている。 

（注３）附則第２項により，第３条の規定は，この法律の施行前に盗取された文化財については適

用されない。 

（注４）特定外国文化財の輸入が認められることは基本的にはありえず，また承認を受けずに特定

外国文化財を輸入した者は外国為替及び外国貿易法，関税法（昭和29年法律第61号）によ

り処罰されることがある。 

 

（２）特定外国文化財に係る善意取得の特則 

 特定外国文化財の盗難の被害者については，民法(明治29年法律第89号)で認められている善意取得

者に対する回復請求期間の２年間（同法第193条）を，代価弁償を条件として10年間に延長することと

したこと。ただし，当該特定外国文化財が我が国に輸入された後に第３条第２項により指定されたも

のであるときは，善意取得の特則は適用されないこと。（第６条関係） 

（注）特に美術館，博物館が文化財を取得する場合は，博物館の国際的な民間組織である国際博物

館会議（ＩＣＯＭ）が定めた倫理に関する規程等を参考に十分注意することが必要である。

（別添参照） 

 

（３）その他 

ア 条約第１条（a）から（ｋ）までに掲げる分類に属する物件のうち，文化財保護法（昭和25年５月

30日法律第214号）に基づいて指定された重要文化財，重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物

について，亡失又は盗難の届出があったときは，文化庁長官はその旨を官報で公示し，当該国内文

化財が条約第７条（b）（i）に規定する施設から盗取されたものであるときは，外務大臣はその内容

を外国に通知することとしたこと。（第５条関係） 

イ 教育活動，広報活動等を通じた，国民の理解を深める等のための措置を講ずることとしたこと。

（第７条関係） 

（注１）附則第３項により，第５条の規定は，この法律の施行前に盗取された文化財については適

用されない。 

（注２）学校教育，社会教育を通じて，文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転の防止に関して，

国民の理解を深めることが期待される。 
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２ 文化財保護法の一部を改正する法律 

 

 重要有形民俗文化財の輸出について，届出制を許可制に改めるとともに，当該許可を受けないで重要

有形民俗文化財を輸出した者は，３年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとし

たこと。（改正後の文化財保護法第56条の13の２関係） 

 

３ 国宝，重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則等の一部

を改正する省令 

 

 「文化財保護法の一部を改正する法律」において重要有形民俗文化財の輸出が届出制から許可制に改

められたことに伴い，関係規則を改正するものである。 

 

（１）国宝，重要文化財又は重要有形民俗文化財の管理に関する届出書等に関する規則の一部改正 

・重要有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合を，許可を受けて輸出をする

場合に改正することとしたこと。（改正後の規則第９条関係） 

 

（２）国宝又は重要文化財の現状変更等の許可申請等に関する規則の一部改正 

・題名を｢国宝又は重要文化財の現状変更等及び輸出並びに重要有形民俗文化財の輸出の許可申請等 

に関する規則｣に改めることとしたこと。 

・国宝又は重要文化財の輸出の許可申請の際の申請書の記載事項及び添付書類を定めることとしたこ

と。（改正後の規則第３条及び第４条関係） 

・重要有形民俗文化財の輸出の許可申請の際の申請書の記載事項及び添付書類を定めることとしたこ

と。（改正後の規則第５条及び第６条関係） 

・許可に係る輸出を終了したときの文化庁長官への報告を定めることとしたこと。（改正後の規則第 

７条関係） 

（注）重要有形民俗文化財の輸出の許可申請の際の申請書の記載事項及び添付書類を省令で規定し

たことに伴い，文化財保護法第44条但書の規定に基づく国宝又は重要文化財の輸出の許可申

請の際の申請書の記載事項及び添付書類について省令で明文化することとしたものである。

なお，附則第２項により，省令の施行の際現に同条但書の規定によりされている許可申請に

ついては，従前の例による。 

 

（３）重要有形民俗文化財の現状変更等，輸出及び公開の届出等に関する規則の一部改正 

・題名を｢重要有形民俗文化財の現状変更等及び公開の届出等に関する規則｣に改めることとしたこと。 

・文化庁長官への輸出の届出に関する条項を削ることとしたこと。（改正後の規則第２条関係） 

 

（参考）文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約 

○主な内容 

（１）他の締約国の博物館等から盗取された文化財（所蔵品目録に属することが証明されたものに限

る）の輸入を禁止すること。（第７条（ｂ）（ⅰ）） 

（２)原産国である締約国の要請により，（１）の文化財の回復及び返還について適当な措置をとるこ
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と。ただし，善意の購入者に対して適正な補償金が支払われることを条件とする。（第７条（ｂ）

（ⅱ）） 

（３）自国の文化財の輸出には許可を受けることを義務付け，輸出許可書のないものの輸出を禁止す

ること。（第６条） 

 

 

 

担当 文化庁文化財部伝統文化課企画係 

電話 03-5253-4111 （内線２８６４） 
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11 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則 
 

［平成15年９月29日 文部科学省令第42号］ 

 

 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成14年法律第81号）第３条第２項の規定に基づき，

及び同法を実施するため，文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。 

 

（特定外国文化財の指定） 

第１条 文部科学大臣は，文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（以下「法」という。）第３条

第１項の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当

すると認めるときは，当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし，当該文化財

の種類（絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料その他の当該文化財の種類

をいう。），特徴（寸法，重量，材質，形状，色その他の当該文化財の特徴をいう。）等に係る通知の記

載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは，この限りでない。 

一 法第２条第１項に規定する文化財であること。 

二 文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第７条（ｂ）

（ｉ）に規定する施設から盗取された文化財であること。 

三 法の施行前に盗取された文化財でないこと。 

（指定の解除）  

第２条 文部科学大臣は，特定外国文化財についてその指定の必要がなくなったと認めるときは，当該

指定を解除するものとする。 

 

   附 則 

 この省令は，公布の日から施行する。 
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12 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第３条第２項に 
  規定する特定外国文化財を指定する省令 
 

平成15年９月29日 文部科学省令第43号 

最終改正 

平成24年４月13日 文部科学省令第20号 

 

 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律（平成14年法律第81号）を実施するため，文化財の不

法な輸出入等の規制等に関する法律第３条第２項に規定する特定外国文化財を指定する省令を次のよう

に定める。 

 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第３条第２項に規定する特定外国文化財として次の物

件を指定する。 

 

国名 種類 名称 施設 所有者
盗難の 

時期 
特徴 

指定の 

年月日 

トルコ

共和国 

典 籍

（聖書

の 写

本） 

 ダ イ ヤ ー

バ ー ク ・  

シリアック

古代聖母マ

リア教会 

 平成15年

１月７日

１冊。43×31×８センチメートル。

466ページ。黒革で覆われている。43

×29センチメートルの銀板が表面に

はめられている。はりつけにされた

イエス・キリストが，彼の両側面に

立っている聖母マリアと聖マリアと

共に中心に描かれている。縁には，

福音伝道者と王と共にいる聖徒が浮

き彫りで四隅に描かれている。銀板

は，釘で本に附属している。 

平成15年

９月29日

トルコ

共和国 

工芸品

（十字

銀細工

品） 

 ダ イ ヤ ー

バーク・シ

リアック古

代聖母マリ

ア教会 

 平成15年

１月７日

２個。いずれも27×13センチメート

ル。一つの十字架の片面には，マリ

アと天使が描かれている。他面には，

はりつけにされたイエス・キリスト

が描かれている。十字架のそれぞれ

の腕の部分には，４人の使徒と４つ

の赤い石が描かれている。もう一つ

の十字架には，はりつけにされたイ

エス・キリストと赤い石が片面だけ

に描かれている。 

平成15年

９月29日

マダガ

スカル

共和国 

工芸品

（金銀

製 王

冠） 

女王ラ

ナヴァ

ルナ一

世の王

冠 

アンダフィ

アヴァラト

ラ宮 

マダガ

スカル

共和国

平成23年

12月４日

１個。外周55センチメートル，高さ

30センチメートル。王冠は湾曲した

八枚の板材により形成されている。

板材の素材は金でめっきをされた銀

製で，表面には葉の文様があり，宝

石により装飾されている。赤いビ

ロードの裏張りがある。王冠の正面

には７本のやり先の形をした飾りが

取り付けられている。王冠の頂部に

は小さな球体が取り付けられてい

る。 

平成24年

４月13日
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備考 

一 第一欄に掲げる国名は，特定外国文化財として指定された文化財が盗取された施設（文化財の不法な輸入，

輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条（b）(i)に規定する施設をいう。）の所在す

る国の名称とする。 

二 第二欄に掲げる種類は，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料その他の特定外国

文化財として指定された文化財の種類とする。 

三 第三欄に掲げる名称は，特定外国文化財として指定された文化財の名称とする。 

四 第四欄に掲げる施設は，特定外国文化財として指定された文化財が盗取された第一号に規定する施設とする。

五 第五欄に掲げる所有者は，特定外国文化財として指定された文化財の所有者とする。 

六 第六欄に掲げる盗難の時期は，第一号に規定する施設から特定外国文化財として指定された文化財が盗取さ

れた時期とする。 

七 第七欄に掲げる特徴は，寸法，重量，材質，形状，色，その他の特定外国文化財として指定された文化財の

特徴とする。 

八 第八欄に掲げる指定の年月日は，特定外国文化財として指定された年月日とする。 

 

   附 則 

 この省令は，公布の日から施行する。 

 

   附 則 （平成24年４月13日文部科学省令第20号） 

 この省令は，公布の日から施行する。 

 



13　シリアにおいて不法に取得された文化財の輸入における取扱いについて
　　　　　　　　　　　　　　　　　（平27.10.5　文化庁文化財部長通知）
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