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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。 
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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。 

 

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。 
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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 
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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。 

 

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 
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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 

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。 

 



－  － 558

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。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。 
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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。 

 

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 
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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。 

 

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 
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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。 

 

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。 
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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 
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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。 

 

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。 
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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 
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 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

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。 
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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

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
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した声明を作成し，公表し，従うべきである。 

 

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 
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 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

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。 



－  － 572

 

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）。 
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 2.15 収蔵品から除去された資料の処分 

   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 
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   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

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



－  － 579

る。 

 

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） 
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  ● 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） 

  ● 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。 
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 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

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
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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。 

 

 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  
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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。 

 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
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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

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 
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 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

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。 
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 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。 
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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

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
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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。 

  (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



－  － 591

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

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。 
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  (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。 

  (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
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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

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，
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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。 

 

 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 

                                 近改正平成23年8月30日  

                                 法律第105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58条－第66条）  

 附則  

 

   第１章 総則  

 

 

（目的）  

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かんがみ，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。  

 

（責務）  

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するとともに，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のた

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
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の保存に寄与するように努めなければならない。  

 

（財産権の尊重等）  

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。  

 

（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）  
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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，

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
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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，

第１項の許可をしてはならない。  

一 捕獲等の目的が第１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
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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，

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。  
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（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１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４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。

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
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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陳列をしてはならない。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をしている者に対し，陳

列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，輸入若しくは陳列に係る

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
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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59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，環境大

臣に登録の申請をしなければならない。  

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，環境省令で定めるところにより，登録

票を交付しなければならない。  

４ 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，前項の登録票（以下

この節において「登録票」という。）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。  

５ 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６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（以下この節並びに第59条第三号及び第四号において「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５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条第四号において「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。  

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
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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３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。  

２ 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。  

３ 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。  

４ 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（第二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 第20条第４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４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）  
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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

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 

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。 
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（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。 

 

（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。 
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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不服申立て） 

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，行政不服審査法 （昭和37年法律第160号）による審査請求をすることができる。 

 

（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

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。 
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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 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条第二号において「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
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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

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
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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。 

 

     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条第二号において「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） 
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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。 

 

    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
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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。 

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

二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２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

去二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） 
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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，５年間事業所に

備えて置かなければならない。 

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。 
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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不服申立て）  

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

臣及び特定国際種関係大臣に対し，行政不服審査法 による審査請求をすることができる。 

 

（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 
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    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

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６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。  
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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。  

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
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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２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４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

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７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。  
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（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  

 

（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。  
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（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，行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。  

２ 行政不服審査法第18条の規定は，前項の処分について，処分庁が誤って審査請求又は異議申立てを

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６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。  
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   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

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３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
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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４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

めにする捕獲等については，第９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）  
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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。  

 

（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。  

 

（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。  
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（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９条，第12条第１項，第15条第１項又は第37条第４項の規定に違反した者  

二 第11条第１項，第14条，第16条第１項若しくは第２項又は第40条第２項の規定による命令に違反

した者  

 

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 第18条，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  

三 偽りその他不正の手段により登録又は事前登録を受けた者  

四 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  

五 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17条又は第39条第５項の規定に違反した者  

二 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  

三 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  

四 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  

五 第39条第２項の規定による命令に違反した者  
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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 偽りその他不正の手段により第20条第４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  

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，第58条，第59条，第62条又は第63条の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法

人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。  

 

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。  

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
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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章並びに附則第九条及び第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六条第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）  
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 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） 

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163

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



－  － 626

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

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
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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） 

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，
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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，この法律の施行後五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。  

 

（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。  
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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 

                                 近改正平成24年４月20日 

                                 政令第134号 

 

 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項第三号，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 別表第１の表１，同表の表２（鳥綱，爬虫綱，両生綱及び昆虫綱（キキンデラ・ボニナ（オガサ

ワラハンミョウ），キュビステル・レウィスィアヌス（マルコガタノゲンゴロウ），プラテュプレウ

ラ・アルビヴァンナタ（イシガキニイニイ），ヘミコルドゥリア・オガサワラレンスィス（オガサワ

ラトンボ），インドレステス・ボニネンスィス（オガサワラアオイトトンボ），リノキュファ・オガ

サワラレンスィス（ハナダカトンボ）及びリベルルラ・アンゲリナ（ベッコウトンボ）を除く。）に

係る部分に限る。），別表第２の表１及び同表の表２の第１の２に掲げる種の卵 

 三 クレピディアストルム・グランディコエルルム（コヘラナレン），ロドデンドロン・ボニネンセ（ム

ニンツツジ），アユガ・ボニンスィマエ（シマカコソウ），メラストマ・テトラメルム（ムニンノボ

タン），ピペル・ポステルスィアヌム（タイヨウフウトウカズラ），ピトスポルム・パルヴィフォリ

ウム（コバトベラ），スュムプロコス・カワカミイ（ウチダシクロキ）及びカルリカルパ・パルヴィ

フォリア（ウラジロコムラサキ）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の上欄に掲げる希少野生動植物種

の科の区分に応じ，それぞれ同表の中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固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の上欄に掲げる希少野生動植物種の科の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に定める物品

（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） 
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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の上欄に掲げる国際希少野生動植物種

の科の区分に応じ，それぞれ同表の下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 輪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庁長官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項第二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の中欄に掲げる種の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に定める日前に，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
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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。 

  ハ 別表第６の上欄に掲げる種ごとに，それぞれ同表の中欄に掲げる個体群の区分に応じ，同表の

下欄に定める個体等（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（次号及び第三号に掲げる器官及び       一の個体等につき2600円 

  加工品を除く。）についての登録 

 二 別表第５のぞう科の項に掲げる原材料器官       一の原材料器官等につき1100円 

  等のうち牙に係るものについての登録 

 三 別表第５のおおとかげ科の項に掲げる原材       一の原材料器官等につき20円 

  料器官等についての登録 

 四 登録票の再交付                   一件につき1100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のぞう科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のうみがめ科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 第33条の７第１項の政令で定める製品は，別表第５のぞう科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。 
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 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。 

 

   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。 

     （以下略） 

  （別表は略） 




