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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るべきで
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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。 

 

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
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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 

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。 
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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1 0

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

る会員は，１名を超える委任を行使することはできない。 

 

第２項 委員会の投票 

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

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

 

第３項 加盟機関の投票 

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

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

 

第４項 投票権のない会員 

学生，賛助および名誉会員には，イコムの総会における投票権を有しない。 

 

第８条 イコムの組織 

イコムは次のように構成されている。 

i.   総会 

ii.   執行委員会 

●  会長 
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●  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。 

 

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。 
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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。 

 

第６項 投票 
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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 

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。 
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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 

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。 



－  － 581

 

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。 

 

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
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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 

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。 
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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。 

 

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。 
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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

した声明を作成し，公表し，従うべきである。 
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物的資源 

 1.3 土地建物 

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

た十分な土地建物を保証するべきである。 

 

 1.4 アクセス 

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

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

 

 1.5 健康と安全 

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

保証するべきである。 

 

 1.6 災害に対する保護 

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

めの方針を立て，それを維持するべきである。 

 

 1.7 警備の条件 

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

から守るために適切な警備を保証するべきである。 

 

 1.8 保険および補償 

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

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

される場合，博物館の所有でない資料が十分に包含されている必要がある。 

 

財 源 

 1.9 資金の確保 

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

ての財源は専門的に説明できるようにすべきである。 

 

 1.10 収益の方針 

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

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

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

ない。（6.6を参照） 

 

職 員 

 1.11 雇用の方針 

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

 

 1.12 館長もしくは首長の任命 

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

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

て十分な知的能力と専門的な知識が含まれるべきである。 

 

 1.13 管理機関へのアクセス 

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

ならない。 

 

 1.14 博物館職員の有資格性 

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

ある。（2.18，2.24，8.12も参照のこと） 

 

 1.15 職員の訓練 

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

意されるべきである。 

 

 1.16 倫理的矛盾 

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

盾すると考えられる行為を一切，博物館職員に要求してはならない。 

 

 1.17 博物館職員とボランティア 

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

ィアの活動に関する書かれた方針を持つべきである。 

 

 1.18 ボランティアと倫理 

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

び他の適用されうる規定や法に精通していることを保証すべきである。 

 

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

ある。 

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

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

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

リティーおよび信頼できる処分を含む管理の観念が内包されている。 

 

収蔵品の収集 

 2.1 収蔵品に関する方針 
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   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。 

 

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

あるタイプの作業用収蔵品について特別な配慮を含むことができる。 

 

 2.9 収蔵品に関する方針の枠外の取得 

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

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

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

びそのような資料を収集している他の博物館の特別の関心が含まれる。そのような場合にも，正当な権

利を伴わない資料もしくは標本を取得すべきではない。 

 

 2.10 管理機関の構成員もしくは博物館職員による取得 

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

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

が要求される。 

 

 2.11 最後の手段の保管所 

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

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

 

収蔵品の除去 

 2.12 処分に関する法的もしくはその他の権限 

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

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

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

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

明確に示すことができない限り，これらの条件は遵守しなければならない。 

 

 2.13 博物館の収蔵品からの除去 

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

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

た上でのみ行われるべきである。 

 

 2.14 放出に対する責任 

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

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

 

 2.15 収蔵品から除去された資料の処分 

   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
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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。 

 

 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。 
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 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。 

 

 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
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あってはならない。 

 

 3.5 研 究 

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

に合致するものでなければならない。 

 

 3.6 破壊的分析 

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

た研究の完全な記録がその資料の永久的な記録の一部となるべきである。 

 

 3.7 遺骸および神聖な意味のある資料 

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

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

れなければならない（2.5，4.3も参照のこと）。 

 

 3.8 研究資料に対する権利の保有 

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

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

 

 3.9 共有される専門知識 

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

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

能性のある技術および経験における進歩を提供するべきである。 

 

 3.10 博物館および他の施設間での協力 

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

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

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

 

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

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

体から幅広い来館者をひきつけるという重要な義務がある。 

 

陳列と展覧会 

 4.1 陳列，展覧会および特別な活動 

   陳列や展覧会は，それが物質的なものであれ電子的なものであれ，博物館の明確な使命，方針お

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 
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   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。 

 

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
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公表するべきではない。 

 

 5.2 真正の認定と評価（価値の判定） 

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

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

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

は第三者的姿勢で行わなければならない。 

 

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

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

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

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

に応えられなければならない。 

 

収蔵品の原産地 

 6.1 協 力 

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

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

プを築く可能性が探られるべきである。 

 

 6.2 文化財の返還 

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

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

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

 

 6.3 文化財の復帰 

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

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

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

力するため速やかかつ責任ある手段を講じるべきである。 

 

 6.4 占領された国からの文化財 

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

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

 

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。 
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 6.6 地域社会の施設の財源 

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

い（1.10を参照のこと）。 

 

 6.7 現代の地域社会からの収蔵品の使用 

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

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

ることによって人々の福祉，社会の発展，寛容および尊敬を促進するために使用されるべきである（4.3

を参照のこと）。 

 

 6.8 地域社会の中の支援団体 

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

貢献を認め，地域社会と博物館職員の間の友好的な関係を促進するべきである。 

 

７．博物館は法律に従って事業を行う 

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

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

束力のある負託や条件をみたすべきである。 

 

法的枠組み 

 7.1 国及び地方の法規 

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

規を尊重すべきである。 

 

 7.2 国際法 

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

である。 

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

第二議定書） 

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

（1970年） 

  ● 危機に瀕している野生動植物の種の国際交易に関する条約（1973年） 

  ● 生物学的多様性に関する国連条約（1992年） 

  ● 窃盗および不法輸出された文化的資源に関するユニドロワ条約（1995年） 

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

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

らせ，教育するため，あらゆる機会を利用すべきである。 

 

専門職的行動 

 8.1 関連法規の熟知 

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

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

 

 8.2 職業上の責任 

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

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

できる。 

 

 8.3 専門職的行動 

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

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

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

 

 8.4 学問的および学術的責任 

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

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

 

 8.5 不法な市場 

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

すべきでない。 

 

 8.6 秘密保持 

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

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

たり，他のどのような機関もしくは個人にも流してはならない。 

 

 8.7 博物館と収蔵品の警備 

   博物館の警備，もしくは勤務中に訪問した個人コレクションの警備と所在地に関する情報は，博

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。 
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 8.9 個人の独自性 

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

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

ればならない。 

 

 8.10 専門職業上の関係 

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

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

 

 8.11 専門的相談 

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

の専門家に相談するのは職業上の責務である。 

 

利害の衝突 

 8.12 贈答，援助，貸与もしくはその他の個人的な便宜 

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

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

いることがあるが，それは必ず関係機関の名において行うべきである。 

 

 8.13 外部の雇用もしくは仕事の利益 

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

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

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

は外部の委嘱を受けるべきではない。 

 

 8.14 自然・文化遺産の取引 

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

に加わるべきではない。 

 

 8.15 取引人との相互作用 

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

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

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

べきではない。 

 

 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。 
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 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

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
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に規制するものとし，取引が認められるのは，例外的な場合に限る。 

 ２ 附属書Ⅱには，次のものを掲げる。 

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

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

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

ならない種 

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

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

める種を掲げる。 

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

掲げる種の標本の取引を認めない。 

第３条 附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

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

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

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

たこと。 

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

いと認めること。 

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

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

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

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

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

れた場合にのみ発給される。 

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

のでないと助言したこと。 

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

の世話をするための適当な設備を有していると認めること。 

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

と。 

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

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

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

と。 

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

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

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

こと。 

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

される。 

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

ならないと助言していること。 

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

を収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。 

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

いと認めること。 

第４条 附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅱに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

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

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

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

たこと。 

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

いと認めること。 

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

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

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

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

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

該いずれかの種の個体数の水準よりも十分に高い個体数の水準を当該いずれかの種の分布地域全体にわ

たって維持するためにその標本の輸出を制限する必要があると決定する場合には，適当な管理当局に対

し，その標本に係る輸出許可書の発給を制限するためにとるべき適当な措置を助言する。 

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

とを必要とする。 

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

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

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

と。 

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

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

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

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

される。 

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

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

ることができる。 

第５条 附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引に対する規制 

 １ 附属書Ⅲに掲げる種の標本の取引は，この条に定めるところにより行う。 

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

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

れた場合にのみ発給される。 

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

いと認めること。 

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

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

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

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

提出することを必要とする。 

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

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

認容する。 

第６条 許可書及び証明書 

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

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

給の日から６箇月の期間内に行われる輸出についてのみ使用することができる。 

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

並びに管理当局の付する管理番号を表示する。 

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

原本の代わりに使用されるのは，写しに特記されている場合に限る。 

 ５ 許可書又は証明書は，標本の各送り荷について必要とする。 

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

対応する輸入許可書を失効させた上保管する。 

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

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

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

第７条 取引に係る免除等に関する特別規定 

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

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

 ２ 第３条から第５条までの規定は，標本につき，この条約が当該標本に適用される前に取得された

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

該通常居住する国へ輸入するもの 

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

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

国へ輸入し，かつ，（ⅲ）その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国においてその輸出につき輸

出許可書の事前の発給が必要とされているもの 

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

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

種の標本とみなす。 

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

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

と輸出国の管理当局が認める場合には，当該管理当局によるその旨の証明書は，第３条から第５条まで

の規定により必要とされる許可書又は証明書に代わるものとして認容される。 

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

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

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

又は交換される場合には，適用しない。 

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

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

めることができる。ただし，次のことを条件とする。 

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

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

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

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

第８条 締約国の取る措置 

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

適当な措置をとる。この措置には，次のことを含む。 

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

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

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

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

めることができる。 

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

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

ことができる。締約国は，また，生きている標本につき，通過，保管又は輸送の間に傷を受け，健康を

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

場所に送る。 

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

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

務局と協議することができる。 

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

は助けるために管理当局の指定する施設をいう。 

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

記録を保持する。 

  (a) 輸出者及び輸入者の氏名又は名称及び住所 

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

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

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

  (a) ６(b)に掲げる事項に関する情報の概要を含む年次報告書 

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

書 

 ８ ７の報告書に係る情報は，関係締約国の法令に反しない限り公開される。 

第９条 管理当局及び科学当局 

 １ この条約の適用上，各締約国は，次の当局を指定する。 

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

  (b) １又は２以上の科学当局 

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

局と連絡する権限を有する一の管理当局の名称及び住所を寄託政府に通報する。 

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

されるようにこれらの変更を事務局に通報する。 

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

を認証するために使用する印章その他のものの図案を通報する。 

第10条 この条約の締約国でない国との取引 

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

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

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

ものとして認容することができる。 

第11条 締約国会議 

 １ 事務局は，この条約の効力発生の後２年以内に，締約国会議を招集する。 

 ２ その後，事務局は，締約国会議が別段の決定を行わない限り少なくとも２年に１回通常会合を招

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
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と。 

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

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

と。 

  (d) 事務局又は締約国の提出する報告書を受領し及び検討すること。 

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

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

することができる。 

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

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

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

権利は有しない。 

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

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

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

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

又は政府団体 

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

であると認められたもの 

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

る権利は有しない。 

第12条 事務局 

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

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

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

機関もしくは団体の援助を受けることができる。 

 ２ 事務局は次の任務を遂行する。 

  (a) 締約国の会合を準備し及びその会合のための役務を提供すること。 

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

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

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

む。）を行うこと。 

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

施を確保するために必要と認めるものを当該締約国に要請すること。 

  (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
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格の情報を交換するよう勧告を行うことを含む）。 

  (i) 締約国の与える他の任務を遂行すること。 

第13条 国際的な措置 

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

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

合には，当該情報を関係締約国の権限のある管理当局に通告する。 

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

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

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

とができる。 

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

いて検討するものとし，適当と認める勧告を行うことができる。 

第14条 国内法令及び国際条約に対する影響 

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

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

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

全に禁止する国内措置 

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

持若しくは輸送を制限し又は禁止する国内措置 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

かわらず，当該標本が４に規定する他の条約又は国際協定に基づいて捕獲され又は採取された旨の持込

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

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

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

の遅くとも30日前に改正案に係る回答をすべての締約国に通告する。 

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

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

う。投票を棄権する締約国は，改正の採択に必要な３分の２に算入しない。 

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

し，３の規定に基づいて留保を付した締約国については，この限りでない。 

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

適用する。 

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

よる附属書Ｉ又は附属書Ⅱの改正を提案することができる。 

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

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

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

政府間団体と協議する。事務局は，当該政府間団体の表明した見解及び提供した資料を事務局の認定及

び勧告と共にできる限り速やかに締約国に通告する。 

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

告するものとし，その後できる限り速やかに自己の勧告を締約国に通告する。 

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

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

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

に通告する。 

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

告を受領しない場合には，改正は，その後90日ですべての締約国について効力を生ずる。ただし，３の

規定に基づいて留保を付した締約国については，この限りでない。 

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

の規定により郵便投票に付される。 

  (h) 事務局は，異議の通告を受領したことを締約国に通報する。 

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

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

託する。 

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

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

第16条 附属書Ⅲ及びその改正 

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

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

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

個体の部分又は派生物であってそれぞれの種について特定されたものを掲げる。 

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

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

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

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

留保に明示した種又は種の個体の部分若しくは派生物に係る取引につきこの条約の締約国でない国とし

て取り扱われる。 

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

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

通告する。取消しは，通告の日の後30日で効力を生ずる。 

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

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

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

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

正又は解釈を提出する。 

第17条 この条約の改正 

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

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

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

は，出席しかつ賛成票又は反対票を投ずる締約国をいう。投票を棄権する締約国は，改正の採択に必要

な３分の２に算入しない。 

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

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

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

寄託した後60日で，効力を生ずる。 

第18条 紛争の解決 

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

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。 
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第20条 批准，受諾及び承認 

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

寄託政府であるスイス連邦政府に寄託する。 

第21条 加 入 

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

第22条 効力発生 

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

効力を生ずる。 

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

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

の後90日で効力を生ずる。 

第23条 留 保 

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

及び第16条の規定に基づいて付することができる。 

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

保を付することができる。 

  (a) 附属書Ｉ，附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種 

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

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

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

れる。 

第24条 廃 棄 

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

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

第25条 寄託政府 

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

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

寄託したすべての国に送付する。 

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

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

る。 

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

ためできる限り速やかにその認証謄本を国際連合事務局に送付する。 

 

 以上の証拠として，下名の全権委員は，正当に委任を受けてこの条約に署名した。 

  1973年３月３日にワシントンで作成した。 

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

平成4年6月5日 法律第75号 

                                 終改正平成26年6月13日  

                                 法律第69号 

 

 第１章 総則（第１条―第６条）  

 第２章 個体等の取扱いに関する規制  

  第１節 個体等の所有者の義務等（第７条・第８条）  

  第２節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止（第９条―第19条）  

  第３節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等（第20条―第29条）  

  第４節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制  

   第１款 特定国内種事業の規制（第30条―第33条）  

   第２款 特定国際種事業の規制（第33条の２―第33条の５）  

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

 第３章 生息地等の保護に関する規制  

  第１節 土地の所有者の義務等（第34条・第35条）  

  第２節 生息地等保護区（第36条―第44条）  

 第４章 保護増殖事業（第45条―第48条）  

 第５章 雑則（第49条―第57条）  

 第６章 罰則（第57条の２―第66条）  

 附則  

 

   第１章 総則  

（目的） 

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

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

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

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

（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し，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する科学的

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

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

の保存のための施策を策定し，及び実施するよう努めるものとする。 

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

の保存に寄与するように努めなければならない。 

（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。  
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（定義等） 

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

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

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

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

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

生動植物種及び次条第１項の緊急指定種をいう。  

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

それのある野生動植物の種であって，政令で定めるものをいう。  

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

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

ものをいう。  

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

希少野生動植物種であって，政令で定めるものをいう。 

一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。 

二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。 

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

見を聴かなければならない。  

（緊急指定種）  

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

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

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

は，あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。  

３ 指定の期間は，３年を超えてはならない。  

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

らない。  

５ 指定は，前項の規定による公示の日の翌々日からその効力を生ずる。  

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

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

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

る前項の規定による公示によって」と読み替えるものとする。  

（希少野生動植物種保存基本方針）  

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

作成し，これについて閣議の決定を求めるものとする。  

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

る事項について定めるものとする。  

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する基本構想  

二 希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項  

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

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

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

じ。）の取扱いに関する基本的な事項  

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

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

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

な事項  

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

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

くこれを公表しなければならない。  

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

５ この法律の規定に基づく処分その他絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策及び事

業の内容は，希少野生動植物種保存基本方針と調和するものでなければならない。  

 

   第２章 個体等の取扱いに関する規制  

    第１節 個体等の所有者の義務等  

（個体等の所有者等の義務）  

第７条 希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品（以下「個体等」と総称する。）

の所有者又は占有者は，希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し，その個体等を適切に取

り扱うように努めなければならない。  

（助言又は指導）  

第８条 環境大臣は，希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，希少野生動植物種の

個体等の所有者又は占有者に対し，その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができ

る。  

 

    第２節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止  

（捕獲等の禁止）  

第９条 国内希少野生動植物種及び緊急指定種（以下この節及び第54条第２項において「国内希少野生

動植物種等」という。）の生きている個体は，捕獲，採取，殺傷又は損傷（以下「捕獲等」という。）

をしてはならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。  

一 次条第１項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合  

二 生計の維持のため特に必要があり，かつ，種の保存に支障を及ぼすおそれのない場合として環境

省令で定める場合  

三 人の生命又は身体の保護その他の環境省令で定めるやむを得ない事由がある場合  

（捕獲等の許可）  

第10条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で国内希少野生動植物種等の生きている

個体の捕獲等をしようとする者は，環境大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。  

３ 環境大臣は，前項の申請に係る捕獲等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは，
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第一項の許可をしてはならない。  

一 捕獲等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。  

二 捕獲等によって国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすおそれがあること。  

三 捕獲等をする者が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により捕獲等に係る個体を

適切に取り扱うことができないと認められること。  

４ 環境大臣は，第１項の許可をする場合において，次の各号に掲げる当該許可の区分に応じ，当該各

号に定めるときは，その必要の限度において，その許可に条件を付することができる。  

一 次号に規定する許可以外の許可 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めると

き。 

二 第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生

動植物種の生きている個体の捕獲等についての許可 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を

促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。 

５ 環境大臣は，第１項の許可をしたときは，環境省令で定めるところにより，許可証を交付しなけれ

ばならない。  

６ 第１項の許可を受けた者のうち法人であるものその他その許可に係る捕獲等に他人を従事させるこ

とについてやむを得ない事由があるものとして環境省令で定めるものは，環境省令で定めるところに

より，環境大臣に申請をして，その者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者であることを

証明する従事者証の交付を受けることができる。  

７ 第１項の許可を受けた者は，その者若しくはその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する

者が第５項の許可証若しくは前項の従事者証を亡失し，又はその許可証若しくは従事者証が滅失した

ときは，環境省令で定めるところにより，環境大臣に申請をして，その許可証又は従事者証の再交付

を受けることができる。  

８ 第１項の許可を受けた者又はその者の監督の下にその許可に係る捕獲等に従事する者は，捕獲等を

するときは，第５項の許可証又は第６項の従事者証を携帯しなければならない。  

９ 第１項の許可を受けて捕獲等をした者は，その捕獲等に係る個体を，適当な飼養栽培施設に収容す

ることその他の環境省令で定める方法により適切に取り扱わなければならない。  

10 環境大臣は，第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内

希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての第１項の許可をし，又は第４項の規定により

その許可に条件を付そうとするときは，あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。  

（捕獲等許可者に対する措置命令等）  

第11条 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者が同条第九項の規定に違反し，又は同条第４項の規

定により付された条件に違反した場合において，次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ，

当該各号に定めるときは，飼養栽培施設の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることがで

きる。  

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存のため必要があると認めるとき。  

二 第30条第１項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定国内希少野生

動植物種の生きている個体の捕獲等についての前条第１項の許可を受けた者 特定国内希少野生

動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるとき。  

２ 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこ

の法律に基づく処分に違反した場合において，次の各号に掲げる当該許可を受けた者の区分に応じ，
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当該各号に定めるときは，その許可を取り消すことができる。  

一 次号に規定する者以外の者 国内希少野生動植物種等の保存に支障を及ぼすと認めるとき。  

二 前項第二号に掲げる者 特定国内希少野生動植物種の個体の繁殖を促進して希少野生動植物種

の保存に資することに支障を及ぼすと認めるとき。  

３ 環境大臣は，第１項第二号に掲げる者に対し，同項の規定による命令をし，又は前項の規定により

許可を取り消そうとするときは，あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。  

（譲渡し等の禁止）  

第12条 希少野生動植物種の個体等は，譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り（以下「譲渡

し等」という。）をしてはならない。ただし，次に掲げる場合は，この限りでない。  

一 次条第１項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合  

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合  

三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用

されているものとして政令で定めるもの（以下「原材料器官等」という。）並びにこれらの加工品

のうち，その形態，大きさその他の事項に関し原材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で

定める要件に該当するもの（以下「特定器官等」という。）の譲渡し等をする場合  

四 第９条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくは

その個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合 

五 第20条第１項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の３第１項本文の規定

により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の譲渡し等をする場合  

六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機関又は地方公共団

体である場合であって環境省令で定める場合 

七 前各号に掲げるもののほか，希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがない場合として環

境省令で定める場合  

２ 環境大臣は，前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは，農林水産大臣及び経済産

業大臣に協議しなければならない。 

（譲渡し等の許可） 

第13条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種の個体等の譲渡し等

をしようとする者（前条第１項第二号から第七号までに掲げる場合のいずれかに該当して譲渡し等を

しようとする者を除く。）は，環境大臣の許可を受けなければならない。  

２ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。  

３ 環境大臣は，前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する事由があるときは，

第１項の許可をしてはならない。  

一 譲渡し等の目的が第一項に規定する目的に適合しないこと。  

二 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により譲受け又は引取り

に係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること。  

４ 第10条第四項の規定は第１項の許可について，同条第９項の規定は第１項の許可を受けて譲受け又

は引取りをした者について，前条第２項の規定は第１項の環境省令の制定又は改廃について準用する。

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。  
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（譲渡し等許可者に対する措置命令） 

第14条 環境大臣は，前条第１項の許可を受けた者が同条第４項において準用する第10条第９項の規定

に違反し，又は前条第４項において準用する第10条第４項の規定により付された条件に違反した場合

において，希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，飼養栽培施設の改善その他の

必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

（輸出入の禁止）  

第15条 特定国内希少野生動植物種以外の国内希少野生動植物種の個体等は，輸出し，又は輸入しては

ならない。ただし，その輸出又は輸入が，国際的に協力して学術研究をする目的でするものその他の

特に必要なものであること，国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないものであ

ることその他の政令で定める要件に該当するときは，この限りでない。  

２ 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸出し，又は輸入しようとする者は，

外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）第48条第３項又は第52条の規定により，輸出又は

輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 

（違法輸入者に対する措置命令等）  

第16条 経済産業大臣は，外国為替及び外国貿易法第52条の規定に基づく政令の規定による承認を受け

ないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等が輸入された場合において必要

があると認めるときは，その個体等を輸入した者に対し，輸出国内又は原産国内のその保護のために

適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送することを命ずることができる。  

２ 環境大臣及び経済産業大臣は，外国為替及び外国貿易法第52条 の規定に基づく政令の規定による承

認を受けないで特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者からその

個体等がその承認を受けないで輸入されたものであることを知りながら第12条第１項の規定に違反

してその個体等の譲受けをした者がある場合において，必要があると認めるときは，その者に対し，

輸出国内又は原産国内のその保護のために適当な施設その他の場所を指定してその個体等を返送す

ることを命ずることができる。 

３ 経済産業大臣が第１項の規定による命令をした場合又は環境大臣及び経済産業大臣が前項の規定に

よる命令をした場合において，その命令をされた者がその命令に係る返送をしないときは，経済産業

大臣又は環境大臣及び経済産業大臣（第52条において「経済産業大臣等」という。）は，自らその個

体等を前２項に規定する施設その他の場所に返送するとともに，その費用の全部又は一部をその者に

負担させることができる。 

（陳列又は広告の禁止） 

第17条 希少野生動植物種の個体等は，販売又は頒布をする目的でその陳列又は広告をしてはならない。

ただし，特定国内希少野生動植物種の個体等，特定器官等，第９条第二号に該当して捕獲等をした国

内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品，第20条第１項の登録

を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第20条の３第１項本文の規定により記載をされた同項

の事前登録済証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支

障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は，この限りでない。 

（陳列又は広告をしている者に対する措置命令） 

第18条 環境大臣は，前条の規定に違反して希少野生動植物種の個体等の陳列又は広告をしている者に

対し，陳列又は広告の中止その他の同条の規定が遵守されることを確保するため必要な事項を命ずる

ことができる。  
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（報告徴収及び立入検査） 

第19条 次の各号に掲げる大臣は，この法律の施行に必要な限度において，それぞれ当該各号に規定す

る者に対し，希少野生動植物種の個体等の取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め，又は

その職員に，希少野生動植物種の個体の捕獲等若しくは個体等の譲渡し等，輸入，陳列若しくは広告

に係る施設に立ち入り，希少野生動植物種の個体等，飼養栽培施設，書類その他の物件を検査させ，

若しくは関係者に質問させることができる。  

一 環境大臣 第10条第１項若しくは第13条第１項の許可を受けている者又は販売若しくは頒布を

する目的で希少野生動植物種の個体等の陳列若しくは広告をしている者 

二 環境大臣及び経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等で輸

入されたものの譲受けをした者 

三 経済産業大臣 特定国内希少野生動植物種以外の希少野生動植物種の個体等を輸入した者 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

    第３節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等 

（個体等の登録） 

第20条 国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこ

れらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの（以下この章において「登録要件」という。）

に該当するもの（特定器官等を除く。）の正当な権原に基づく占有者は，その個体等について環境大

臣の登録を受けることができる。 

２ 前項の登録（次条第１項及び第２項並びに第23条第１項及び第２項を除き，以下この節及び第58条

第三号において「登録」という。）を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 

一 氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

二 登録を受けようとする個体等の種名 

三 登録を受けようとする個体等に係る次に掲げる区分 

イ 個体 

ロ 個体の器官 

ハ 個体の加工品 

ニ 個体の器官の加工品 

四 前三号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項  

３ 環境大臣は，登録をしたときは，その申請をした者に対し，登録票を交付しなければならない。  

４ 前項の登録票（以下この節において「登録票」という。）には，第２項第三号イからニまでに掲げ

る区分ごとに環境省令で定める様式に従い，次に掲げる事項を記載するものとする。  

一 登録をした個体等の種名  

二 登録をした個体等の形態，大きさその他の主な特徴  

三 前二号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項  

５ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，その登録に係る第２

項第三号に掲げる事項に変更を生じたときは，環境省令で定めるところにより，当該登録に係る登録
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票を環境大臣に提出して，変更登録を受けることができる。  

６ 環境大臣は，前項の変更登録をしたときは，その申請をした者に対し，変更後の登録票を交付しな

ければならない。  

７ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，その登録票に係る第

四項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは，環境省令で定めるところにより，当該登録票を環境

大臣に提出して，登録票の書換交付を受けることができる。  

８ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，登録票でその個体等

に係るものを亡失し，又は登録票が滅失したときは，環境省令で定めるところにより，環境大臣に申

請をして，登録票の再交付を受けることができる。 

９ 登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は，第２項第一号に掲げ

る事項に変更を生じたときは，当該変更が生じた日から起算して30日を経過する日までの間に環境大

臣にその旨を届け出なければならない。  

10 第12条第２項の規定は，第２項の環境省令の制定又は改廃について準用する。  

（原材料器官等に係る事前登録）  

第20条の２ １年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等（特定器官等を除

く。）の譲渡し又は引渡しをしようとする者は，あらかじめ，その譲渡し又は引渡しをしようとする

原材料器官等の種別，数，予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の

登録を受けることができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する者については，この限りでない。  

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して二年を経過しない者 

二 次条第六項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者  

２ 前項の登録（以下この節，第58条第三号及び第59条第二号において「事前登録」という。）を受け

ようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。  

３ 環境大臣は，事前登録をしたときは，その申請をした者に対し，環境省令で定めるところにより，

事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。  

４ 前条第10項の規定は，第２項の環境省令の制定又は改廃について準用する。  

（事前登録を受けた者の遵守事項等）  

第20条の３ 事前登録を受けた者は，事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡し

をしようとするときは，環境省令で定めるところにより，その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等

ごとに前条第３項の事前登録済証（以下この節及び第59条第二号において「事前登録済証」という。）

に必要な事項の記載をし，これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし，事前登録を

受けた日から起算して１年を経過した日以後においては，その記載をしてはならない。  

２ 事前登録を受けた者は，環境省令で定めるところにより，３月を経過するごとに，その間に譲渡し

又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければなら

ない。  

３ 事前登録を受けた者は，事前登録を受けた日から起算して１年を経過したときは，環境省令で定め

るところにより，その間に第１項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納

しなければならない。  

４ 環境大臣は，事前登録を受けた者が，事前登録済証に，事前登録をした事項に適合する原材料器官

等以外の原材料器官等について第１項本文に規定する記載をし，若しくは虚偽の事項を含む同項本文
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に規定する記載をし，又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第１項から

第４項まで若しくは第22条第１項の規定に違反した場合において，必要があると認めるときは，その

者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，第１項本文の規定により記載をすることを禁止す

ることができる。  

５ 環境大臣は，事前登録を受けた者が前条第１項第一号に該当するに至ったときは，その者に対し，

その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。 

６ 環境大臣は，事前登録を受けた者が第４項の規定による命令に違反した場合において必要があると

認めるときは，その者に対し，その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることがで

きる。 

７ 環境大臣は，この条の規定の施行に必要な限度において，事前登録を受けた者に対し，必要な報告

を求めることができる。 

（登録個体等及び登録票等の管理等） 

第21条 登録又は事前登録（以下この章において「登録等」という。）に係る国際希少野生動植物種の

個体等は，販売又は頒布をする目的で陳列をするときは，その個体等に係る登録票又は前条第１項本

文の規定により記載をされた事前登録済証（以下この章において「登録票等」という。）を備え付け

ておかなければならない。ただし，第20条第５項の変更登録又は同条第七項の登録票の書換交付の申

請をしたときは，その申請に係る処分があるまでの間は，その個体等に係る登録票の写しを備え付け

ておくことをもって足りる。 

２ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等は，販売又は頒布をする目的でその広告をするときは，

その個体等について登録等を受けていることその他環境省令で定める事項を表示しなければならな

い。 

３ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は，その個体等に係る登録票等とともにし

なければならない。 

４ 登録票等は，その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては，譲

渡し等をしてはならない。 

５ 登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者（事前登録を受けた者か

ら，その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第１項本文の規定により記載をされた事前登録済証

とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。）は，環境省令で定めるところによ

り，その日から起算して30日（事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては，

３月）を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。  

（登録票等の返納等） 

第22条 登録票等（第三号に掲げる場合にあっては，回復した登録票）は，次に掲げる場合のいずれか

に該当することとなったときは，その日から起算して，登録票にあっては30日，事前登録済証にあっ

ては３月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。 

一 登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合（登録票等ととも

にその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。） 

二 登録に係る第20条第２項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合（同条第５項の変更登録の申請

をした場合を除く。） 

三 第20条第８項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合 

２ 第20条第８項の規定は，盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡
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失したことによって前項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納

した後その個体等を回復した場合について準用する。 

（登録機関） 

第23条 環境大臣は，環境省令で定めるところにより，第20条から前条まで（第20条の３第４項から第

７項までを除く。第７項において同じ。）に規定する環境大臣の事務（以下「登録関係事務」という。）

のうち環境省令で定める個体等に関するものについて，環境大臣の登録を受けた者（以下「登録機関」

という。）があるときは，その登録機関に行わせるものとする。 

２ 前項の登録（以下この節において「機関登録」という。）は，登録関係事務を行おうとする者の申

請により行う。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，機関登録を受けることができない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者であること。 

二 第26条第４項又は第５項の規定により機関登録を取り消され，その取消しの日から起算して２年

を経過しない者であること。 

三 法人であって，その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。  

４ 環境大臣は，機関登録の申請をした者（以下この項において「機関登録申請者」という。）が次の

各号のいずれにも適合しているときは，その機関登録をしなければならない。この場合において，機

関登録に関して必要な手続は，環境省令で定める。 

一 登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって，次のイ及びロに掲

げるものが登録関係事務を実施し，その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに，それぞれ２名以

上であること。 

イ 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他

動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であ

って，通算して３年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの 

ロ 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必

要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって，通算して３年以上

動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの 

二 機関登録申請者が，次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては，業として動植物の譲渡し等をし，又は陳列

若しくは広告をしている者（ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。）がその親法人（会社法 （平

成17年法律第86号）第879条第１項に規定する親法人をいう。以下同じ。）であること。 

ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに，動植物譲渡業者等の役員又は職員である者（過去２

年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。）があること。 

５ 機関登録は，登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。  

一 機関登録の年月日及び番号  

二 機関登録を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地） 

三 前二号に掲げるもののほか，環境省令で定める事項  

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。  



－  － 624

７ 登録機関がその登録関係事務を行う場合における第20条から前条までの規定の適用については，こ

れらの規定中「環境大臣」とあるのは，「登録機関」とする。  

（登録機関の遵守事項等） 

第24条 登録機関は，登録関係事務を実施することを求められたときは，正当な理由がある場合を除き，

遅滞なく，登録関係事務を実施しなければならない。 

２ 登録機関は，公正に，かつ，環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。  

３ 登録機関は，登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは，変更しようとす

る日の２週間前までに，環境大臣に届け出なければならない。  

４ 登録機関は，その登録関係事務の開始前に，環境省令で定めるところにより，その登録関係事務の

実施に関する規程を定め，環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも，

同様とする。  

５ 登録機関は，毎事業年度経過後３月以内に，その事業年度の財産目録，貸借対照表及び損益計算書

又は収支計算書並びに事業報告書（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他の

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。

以下「財務諸表等」という。）を作成し，５年間事業所に備えて置かなければならない。  

６ 登録を受けようとする者その他の利害関係人は，登録機関の業務時間内は，いつでも，次に掲げる

請求をすることができる。ただし，第二号又は第四号の請求をするには，登録機関の定めた費用を支

払わなければならない。  

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは，当該書面の閲覧又は謄写の請求  

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求  

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは，当該電磁的記録に記録された事項を環

境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求  

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供す

ることの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求  

７ 登録機関は，環境省令で定めるところにより，帳簿を備え，登録関係事務に関し環境省令で定める

事項を記載し，これを保存しなければならない。  

８ 登録機関は，環境大臣の許可を受けなければ，その登録関係事務の全部又は一部を休止し，又は廃

止してはならない。  

９ 環境大臣は，登録機関が前項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき，

第26条第５項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき，又

は登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難

となった場合において必要があると認めるときは，その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うもの

とする。 

10 環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合，登録機関が第８項

の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第26条第４項

若しくは第５項の規定により機関登録を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必

要な事項は，環境省令で定める。  

（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
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秘密を漏らしてはならない。 

２ 登録関係事務に従事する登録機関の役員又は職員は，刑法（明治40年法律第45号）その他の罰則の

適用については，法令により公務に従事する職員とみなす。 

（登録機関に対する適合命令等） 

第26条 環境大臣は，登録機関が第23条第４項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは，そ

の登録機関に対し，これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２ 環境大臣は，登録機関が第24条第１項又は第２項の規定に違反していると認めるときは，その登録

機関に対し，登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執る

べきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣は，第24条第４項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは，

その規程を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 環境大臣は，登録機関が第23条第３項第一号又は第三号に該当するに至ったときは，機関登録を取

り消さなければならない。 

５ 環境大臣は，登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは，その機関登録を取り消し，又は期

間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第24条第３項から第五項まで，第７項又は第８項の規定に違反したとき。 

二 第24条第４項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。 

三 正当な理由がないのに第24条第６項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第１項から第３項までの規定による命令に違反したとき。 

五 不正の手段により機関登録を受けたとき。 

（報告徴収及び立入検査） 

第27条 環境大臣は，この節の規定の施行に必要な限度において，登録機関に対し，その登録関係事務

に関し報告を求め，又はその職員に，登録機関の事務所に立ち入り，登録機関の帳簿，書類その他必

要な物件を検査させ，若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（登録機関がした処分等に係る審査請求） 

第28条 登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は，環境大臣に

対し，審査請求をすることができる。この場合において，環境大臣は，行政不服審査法（平成26年法

律第68号）第25条第２項及び第３項，第46条第１項及び第２項，第47条並びに第49条第３項の規定の

適用については，登録機関の上級行政庁とみなす。 

（公示） 

第28条の２ 環境大臣は，次に掲げる場合には，その旨を官報に公示しなければならない。 

一 機関登録をしたとき。 

二 第24条第３項の規定による届出があったとき。 

三 第24条第８項の規定による許可をしたとき。 

四 第24条第９項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととする

とき，又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 

五 第26条第４項若しくは第５項の規定により機関登録を取り消し，又は同項の規定により登録関係
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事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

（手数料） 

第29条 次に掲げる者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料を国（登録機関が登録関係事務を行

う場合にあっては，登録機関）に納めなければならない。 

一 登録等を受けようとする者 

二 第二十条第五項の変更登録又は同条第七項の登録票の書換交付を受けようとする者 

三 登録票の再交付を受けようとする者 

２ 前項の規定により登録機関に納められた手数料は，登録機関の収入とする。 

 

    第４節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制 

     第１款 特定国内種事業の規制 

（特定国内種事業の届出）  

第30条 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業（以下この節及び第

62条第一号において「特定国内種事業」という。）を行おうとする者（次項に規定する者を除く。）

は，あらかじめ，次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。  

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名  

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所

在地  

三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種  

四 前三号に掲げるもののほか，環境省令，農林水産省令で定める事項  

２ 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は，あらかじめ，次に掲げる事項を，環

境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣（以下この節において「特定国内種関係大臣」

という。）に届け出なければならない。 

一 前項第一号から第三号までに掲げる事項 

二 前号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項  

３ 第１項の規定による届出をした者は，その届出に係る事項に変更があったとき，又は特定国内種事

業を廃止したときは，その日から起算して30日を経過する日までの間に，その旨を環境大臣及び

農林水産大臣に届け出なければならない。  

４ 第１項及び前項に定めるもののほか，これらの規定による届出に関し必要な事項は，環境省令，農

林水産省令で定める。  

５ 第３項の規定は第２項の規定による届出をした者について，前項の規定は第２項の規定による届出

について準用する。この場合において，第３項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係

大臣」と，前項中「環境省令，農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の

発する命令」と読み替えるものとする。 

（特定国内種事業を行う者の遵守事項） 

第31条 前条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は，その特定国内種事業に関し特

定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは，その個体等の譲渡人又は引

渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認す

るとともに，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
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「繁殖に係る個体等」という。）であるか又は捕獲され，若しくは採取された個体若しくはその個

体の器官若しくはこれらの加工品（第三号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。）であ

るかの別 

二 その個体等が繁殖に係る個体等であるときは，繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては，その代表者の氏名 

三 その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは，捕獲され，又は採取された場所並びに捕

獲し，又は採取した者の氏名及び住所 

２ 前条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は，環境省令，農林水産省令で定める

ところにより，前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内希少野生動植物種の個体等

の譲渡し等に関する事項を書類に記載し，及びこれを保存しなければならない。 

３ 前２項の規定は，前条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前項中「環境省令，農林水産省令」とあるのは，「環境大臣及び特定国内種関係

大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

（特定国内種事業を行う者に対する指示等） 

第32条 環境大臣及び農林水産大臣は，第30条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者

が前条第１項又は第２項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生

動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは，その者に対し，これらの規定が遵守される

ことを確保するため必要な事項について指示をすることができる。 

２ 環境大臣及び農林水産大臣は，第30条第１項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前

項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資す

ることに支障を及ぼすと認めるときは，その者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，その

特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一

部の停止を命ずることができる。 

３ 前２項の規定は，第30条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前２項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と，第１項中「前

条第１項又は第２項」とあるのは「前条第３項において準用する同条第１項又は第２項」と読み替え

るものとする。 

（報告徴収及び立入検査） 

第33条 環境大臣及び農林水産大臣は，この節の規定の施行に必要な限度において，第30条第１項の規

定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し，その特定国内種事業に関し報告を求め，又はそ

の職員に，その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り，書類その他の物件を検査させ，若しく

は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定は，第30条第２項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。

この場合において，前項中「農林水産大臣」とあるのは，「特定国内種関係大臣」と読み替えるもの

とする。  

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による立入検査をする職

員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
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     第２款 特定国際種事業の規制 

（特定国際種事業の届出） 

第33条の２ 取引の態様等を勘案して政令で定める特定器官等であってその形態，大きさその他の事項

に関し特定器官等の種別に応じて政令で定める要件に該当するものの譲渡し又は引渡しの業務を伴

う事業（以下この章及び第62条第一号において「特定国際種事業」という。）を行おうとする者は，

あらかじめ，次に掲げる事項を，環境大臣及び特定器官等の種別に応じて政令で定める大臣（以下こ

の章において「特定国際種関係大臣」という。）に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては，その代表者の氏名 

二 特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 

三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定器官等の種別 

四 前三号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項  

（特定国際種事業を行う者の遵守事項）  

第33条の３ 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，その特定国際種事業に関し特定

器官等の譲受け又は引取りをするときは，その特定器官等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住

所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに，その特定器官等に

第33条の６第１項の管理票が付されていない場合にあっては，その譲渡人又は引渡人からその特定器

官等の入手先を聴取しなければならない。  

２ 前条の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発す

る命令で定めるところにより，前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の譲渡し

等に関する事項を書類に記載し，及びこれを保存しなければならない。 

（特定国際種事業を行う者に対する指示等） 

第33条の４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業

を行う者が前条の規定に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種

の保存に資するため必要があると認めるときは，その者に対し，同条の規定が遵守されることを確保

するため必要な事項について指示をすることができる。 

２ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業を行う者

が前項の指示に違反した場合においてその特定国際種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に

資することに支障を及ぼすと認めるときは，その者に対し，３月を超えない範囲内で期間を定めて，

その特定国際種事業に係る特定器官等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずるこ

とができる。 

（準用） 

第33条の５ 第30条第３項の規定は第33条の２の規定による届出をした者について，第30条第４項の規

定は第33条の２の規定による届出について，第33条第１項，第３項及び第４項の規定は特定国際種事

業について準用する。この場合において，第30条第３項中「特定国内種事業」とあるのは「特定国際

種事業」と，「農林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と，同条第四項中「環境省令，農

林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と，第33条第１項中「農

林水産大臣」とあるのは「特定国際種関係大臣」と読み替えるものとする。 
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    第５節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等 

（管理票の作成及び取扱い） 

第33条の６ 第33条の２の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は，その特定国際種事業に関

し次の各号のいずれかに該当する場合には，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める

ところにより，特定器官等（次条第１項の製品の原材料となるものに限る。）の入手の経緯等に関し

必要な事項を記載した管理票を作成することができる。 

一 その個体等に係る登録票等とともに譲り受け，又は引き取った原材料器官等の分割により得られ

た部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 

二 その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け，又は引き取った特定器官等の分割により得られ

た部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合 

三 前二号に掲げるもののほか，譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであ

ることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合 

２ 前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは，その管理票とともにするものとする。 

３ 第１項の管理票の譲渡し又は引渡しは，その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，特定国際種事業を行う者が第１項各号に掲げる場合以外の場

合に同項の管理票を作成し，又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要が

あると認めるときは，３月を超えない範囲内で期間を定めて，その者が同項の規定により管理票を作

成することを禁止することができる。 

（適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定） 

第33条の７ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，原材料器官等を原材料として製造された政令で定め

る製品（登録等を受けることができるものを除く。）の製造者の申請に基づき，その製品が登録要件

に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。 

２ 前項の認定は，次に掲げる場合に限り，することができる。 

一 申請者が，その製品の原材料である特定器官等を，その特定器官等に関し前条第１項の規定によ

り作成された管理票とともに譲り受け，又は引き取った者である場合 

二 申請者が，その製品の原材料である原材料器官等を，その原材料器官等に係る登録票等とともに

譲り受け，又は引き取った者である場合 

三 前二号に掲げるもののほか，その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するもので

あることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合  

３ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第１項の認定をしたときは，環境大臣及び特定国際種関係大

臣の発する命令で定めるところにより，その申請をした者に対し，申請に係る製品ごとに，その製品

について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。 

４ 前項の標章は，その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。 

５ 前各項に定めるもののほか，第１項の認定及び第３項の標章に関し必要な事項は，環境大臣及び特

定国際種関係大臣の発する命令で定める。 

（認定機関） 

第33条の８ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定

めるところにより，前条に規定する環境大臣及び特定国際種関係大臣の事務（以下「認定関係事務」

という。）について，環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者（以下「認定機関」という。）

があるときは，その認定機関に行わせるものとする。 
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２ 前項の登録（以下この節において「機関登録」という。）は，認定関係事務を行おうとする者の申

請により行う。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は，機関登録を受けることができない。 

一 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ，その執行を終わり，又はその執行を受けることが

なくなった日から起算して２年を経過しない者であること。 

二 第33条の11第４項又は第５項の規定により機関登録を取り消され，その取消しの日から起算して

２年を経過しない者であること。 

三 法人であって，その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，機関登録の申請をした者（以下この項において「機関登録申

請者」という。）が次の各号のいずれにも適合しているときは，その機関登録をしなければならない。

この場合において，機関登録に関して必要な手続は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令

で定める。 

一 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関し

て必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって，通算して３年以

上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し，その人数が二名以

上であること。 

二  機関登録申請者が，次のいずれかに該当するものでないこと。 

イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあっては，特定国際種事業（前条第１項の政令で定め

る製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。）を行う者がその親法人であること。 

ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに，特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者（過

去２年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。）があること。 

５ 機関登録は，認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 

一 機関登録の年月日及び番号 

二 機関登録を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称，代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）  

三 前二号に掲げるもののほか，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項 

６ 認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については，同条中「環境大臣

及び特定国際種関係大臣は」とあるのは，「認定機関は」とする。 

（認定機関の遵守事項） 

第33条の９ 認定機関は，認定関係事務を実施することを求められたときは，正当な理由がある場合を

除き，遅滞なく，認定関係事務を実施しなければならない。 

２ 認定機関は，公正に，かつ，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認

定関係事務を実施しなければならない。  

３ 認定機関は，認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは，変更しようとす

る日の２週間前までに，環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。 

４ 認定機関は，その認定関係事務の開始前に，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定め

るところにより，その認定関係事務の実施に関する規程を定め，環境大臣及び特定国際種関係大臣の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも，同様とする。 

５ 認定機関は，毎事業年度経過後３月以内に，その事業年度の財務諸表等を作成し，五年間事業所に

備えて置かなければならない。 
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６ 第33条の７第１項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は，認定機関の業務時間内は，い

つでも，次に掲げる請求をすることができる。ただし，第二号又は第四号の請求をするには，認定機

関の定めた費用を支払わなければならない。 

一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは，当該書面の閲覧又は謄写の請求 

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 

三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは，当該電磁的記録に記録された事項を環

境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の

請求 

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の

発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 

７ 認定機関は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより，帳簿を備え，

認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し，これを

保存しなければならない。 

８ 認定機関は，環境大臣及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ，その認定関係事務の全部又

は一部を休止し，又は廃止してはならない。 

（秘密保持義務等） 

第33条の10 認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は，その認定関係事務に関し知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

２ 認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は，刑法 その他の罰則の適用については，法令に

より公務に従事する職員とみなす。 

（認定機関に対する適合命令等） 

第33条の11 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の８第４項各号のいずれかに適合

しなくなったと認めるときは，その認定機関に対し，これらの規定に適合するため必要な措置を執る

べきことを命ずることができる。 

２ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の９第１項又は第２項の規定に違反してい

ると認めるときは，その認定機関に対し，認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の

改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。  

３ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，第33条の９第４項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適

当となったと認めるときは，その規程を変更すべきことを命ずることができる。 

４ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が第33条の８第３項第一号又は第三号に該当するに

至ったときは，機関登録を取り消さなければならない。 

５ 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは，その機関

登録を取り消し，又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 第33条の９第３項から第５項まで，第７項又は第８項の規定に違反したとき。 

二 第33条の９第４項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。 

三 正当な理由がないのに第33条の９第６項各号の規定による請求を拒んだとき。 

四 第１項から第３項までの規定による命令に違反したとき。 

五 不正の手段により機関登録を受けたとき。 

（認定機関がした処分等に係る審査請求） 

第33条の12 認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は，環境大
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臣及び特定国際種関係大臣に対し，審査請求をすることができる。この場合において，環境大臣及び

特定国際種関係大臣は，行政不服審査法第25条第２項及び第３項，第46条第１項及び第２項，第47条

並びに第49条第３項の規定の適用については，認定機関の上級行政庁とみなす。 

（公示） 

第33条の13 環境大臣及び特定国際種関係大臣は，次に掲げる場合には，その旨を官報に公示しなけれ

ばならない。 

一 機関登録をしたとき。 

二 第33条の９第３項の規定による届出があったとき。 

三 第33条の９第８項の規定による許可をしたとき。 

四 第33条の15において準用する第24条第９項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認

定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき，又は自ら行っていた認定関係事務の全

部若しくは一部を行わないこととするとき。 

五 第33条の11第４項若しくは第５項の規定により機関登録を取り消し，又は同項の規定により認定

関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 

（手数料） 

第33条の14 第33条の７第１項の認定を受けようとする者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料

を国（認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては，認定機関）に納めなければならない。 

２ 前項の規定により認定機関に納められた手数料は，認定機関の収入とする。 

（準用） 

第33条の15 第23条第６項の規定は機関登録について，第24条第９項及び第10項並びに第27条の規定は

認定関係事務について準用する。この場合において，これらの規定中「環境大臣」とあるのは「環境

大臣及び特定国際種関係大臣」と，第24条第10項中「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際

種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。 

 

   第３章 生息地等の保護に関する規制 

    第１節 土地の所有者の義務等 

（土地の所有者等の義務） 

第34条 土地の所有者又は占有者は，その土地の利用に当たっては，国内希少野生動植物種の保存に留

意しなければならない。 

（助言又は指導） 

第35条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，土地の所有者又

は占有者に対し，その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。 

 

    第２節 生息地等保護区 

（生息地等保護区） 

第36条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，その個体の生息

地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域であって，その個体の分布状況及

び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその国内希少野生動植物種の保存のため重

要と認めるものを，生息地等保護区として指定することができる。 

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は，指定の区域，指定に係る国内
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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（次項及び第六項において「指定案」という。）を

公衆の縦覧に供しなければならない。 

５ 前項の規定による公告があったときは，指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は，同項に

規定する期間が経過する日までの間に，環境大臣に指定案についての意見書を提出することができる。 

６ 環境大臣は，指定案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったときその他指定に関し広

く意見を聴く必要があると認めるときは，公聴会を開催するものとする。 

７ 環境大臣は，指定をするときは，その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び

指定の区域の保護に関する指針を官報で公示しなければならない。 

８ 指定は，前項の規定による公示によってその効力を生ずる。 

９ 環境大臣は，生息地等保護区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その

他の事情の変化により指定の必要がなくなったと認めるとき又は指定を継続することが適当でない

と認めるときは，指定を解除しなければならない。 

10 第３項，第７項及び第８項の規定は，前項の規定による指定の解除について準用する。この場合に

おいて，第７項中「その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保

護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と，第８項中「前項の規定による

公示」とあるのは「第10項において準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。 

11 生息地等保護区の区域内（次条第４項第八号に掲げる行為については，同号に規定する湖沼又は湿

原の周辺１キロメートルの区域内）において同項各号に掲げる行為をする者は，第２項の指針に留意

しつつ，国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼさない方法でその行為をしなければならない。 

（管理地区） 

第37条 環境大臣は，生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると

認める区域を管理地区として指定することができる。 

２ 環境大臣は，管理地区に係る国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育の状況の変化その他の事

情の変化により前項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又はその指定を継続するこ

とが適当でないと認めるときは，その指定を解除しなければならない。 

３ 前条第２項から第８項までの規定は第１項の規定による指定について，同条第３項，第７項及び第

８項の規定は前項の規定による指定の解除について準用する。この場合において，同条第７項中「そ

の旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあ

るのは前項の規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と，同条第８項

中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第３項において準用する前項の規定による公示」と読

み替えるものとする。 

４ 管理地区の区域内（第八号に掲げる行為については，同号に規定する湖沼又は湿原の周辺１キロメ

ートルの区域内。第40条第１項及び第41条第１項において同じ。）においては，次に掲げる行為（第

十号から第十四号までに掲げる行為については，環境大臣が指定する区域内及びその区域ごとに指定

する期間内においてするものに限る。）は，環境大臣の許可を受けなければ，してはならない。 
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一 建築物その他の工作物を新築し，改築し，又は増築すること。 

二 宅地を造成し，土地を開墾し，その他土地（水底を含む。）の形質を変更すること。 

三 鉱物を採掘し，又は土石を採取すること。 

四 水面を埋め立て，又は干拓すること。 

五 河川，湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。 

六 木竹を伐採すること。 

七 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして環境大臣が指定する野生動植

物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

八 管理地区の区域内の湖沼若しくは湿原であって環境大臣が指定するもの又はこれらに流入する

水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。 

九 道路，広場，田，畑，牧場及び宅地の区域以外の環境大臣が指定する区域内において，車馬若し

くは動力船を使用し，又は航空機を着陸させること。 

十 第七号の規定により環境大臣が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の

種の個体その他の物の捕獲等をすること。 

十一 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として

環境大臣が指定するものの個体を放ち，又は植栽し，若しくはその種子をまくこと。 

十二 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして環境大

臣が指定する物質を散布すること。 

十三 火入れ又はたき火をすること。 

十四 国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として環境大

臣が定める方法によりその個体を観察すること。 

５ 前項の許可を受けようとする者は，環境省令で定めるところにより，環境大臣に許可の申請をしな

ければならない。 

６ 環境大臣は，前項の申請に係る行為が第３項において準用する前条第二項の指針に適合しないもの

であるときは，第４項の許可をしないことができる。 

７ 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，その必要の限度にお

いて，第４項の許可に条件を付することができる。 

８ 第４項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲

げる行為に着手している者は，その規制されることとなった日から起算して３月を経過する日までの

間に環境大臣に環境省令で定める事項を届け出たときは，同項の規定にかかわらず，引き続きその行

為をすることができる。 

９ 次に掲げる行為については，第４項の規定は，適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 木竹の伐採で，環境大臣が農林水産大臣と協議して管理地区ごとに指定する方法及び限度内にお

いてするもの 

10 前項第一号に掲げる行為であって第四項各号に掲げる行為に該当するものをした者は，その日から

起算して14日を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。  

（立入制限地区）  

第38条 環境大臣は，管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその
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保護を図る必要があると認める場所を，立入制限地区として指定することができる。 

２ 環境大臣は，前項の規定による指定をしようとするときは，その場所の土地の所有者又は占有者（正

当な権原を有する者に限る。次項及び第42条第２項において同じ。）の同意を得るとともに，関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

３ 環境大臣は，土地の所有者又は占有者が正当な理由により第１項の規定による指定を解除するよう

求めたとき，又はその指定の必要がなくなったと認めるときは，その指定を解除しなければならない。 

４ 何人も，環境大臣が定める期間内は，立入制限地区の区域内に立ち入ってはならない。ただし，次

に掲げる場合は，この限りでない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為をするために立ち入る場合 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるものをするために立ち入る場合 

三 前二号に掲げるもののほか，環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可をした場合 

５ 第36条第７項及び第８項の規定は第１項の規定による指定及び第３項の規定による指定の解除につ

いて，前条第５項及び第七項の規定は前項第三号の許可について準用する。この場合において，第36

条第７項中「その旨並びに指定の区域，指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関

する指針」とあるのは，第１項の規定による指定については「その旨及び指定の区域」と，第３項の

規定による指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と，同条第８項中「前項の規

定による公示」とあるのは，「第38条第五項において準用する前項の規定による公示」と読み替える

ものとする。 

（監視地区） 

第39条 生息地等保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分（次条第１項及び第41条第１項におい

て「監視地区」という。）の区域内において第37条第４項第一号から第五号までに掲げる行為をしよ

うとする者は，あらかじめ，環境大臣に環境省令で定める事項を届け出なければならない。 

２ 環境大臣は，前項の規定による届出（以下この条において「届出」という。）があった場合におい

て届出に係る行為が第36条第２項の指針に適合しないものであるときは，届出をした者に対し，届出

に係る行為をすることを禁止し，若しくは制限し，又は必要な措置をとるべきことを命ずることがで

きる。 

３ 前項の規定による命令は，届出があった日から起算して30日（30日を経過する日までの間に同項の

規定による命令をすることができない合理的な理由があるときは，届出があった日から起算して60日

を超えない範囲内で環境大臣が定める期間）を経過した後又は第５項ただし書の規定による通知をし

た後は，することができない。 

４ 環境大臣は，前項の規定により期間を定めたときは，これに係る届出をした者に対し，遅滞なくそ

の旨及びその理由を通知しなければならない。 

５ 届出をした者は，届出をした日から起算して30日（第三項の規定により環境大臣が期間を定めたと

きは，その期間）を経過した後でなければ，届出に係る行為に着手してはならない。ただし，環境大

臣が国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは，こ

の限りでない。 

６ 次に掲げる行為については，第１項の規定は，適用しない。 

一 非常災害に対する必要な応急措置としての行為 

二 通常の管理行為又は軽易な行為で環境省令で定めるもの 

三 第36条第１項の規定による指定がされた時において既に着手している行為 
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（措置命令等） 

第40条 環境大臣は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，管理地区の区域

内において第37条第４項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区の区域内において同項第一号

から第五号までに掲げる行為をしている者に対し，その行為の実施方法について指示をすることがで

きる。 

２ 環境大臣は，第37条第４項若しくは第38条第４項の規定に違反した者，第37条第７項（第38条第５

項において準用する場合を含む。）の規定により付された条件に違反した者，前条第１項の規定によ

る届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第２項の規定による命令に違反した者がそ

の違反行為によって国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合

において，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，これらの者に対し，相当

の期限を定めて，原状回復を命じ，その他国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護の

ため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 環境大臣は，前項の規定による命令をした場合において，その命令をされた者がその命令に係る期

限までにその命令に係る措置をとらないときは，自ら原状回復をし，その他国内希少野生動植物種の

個体の生息地又は生育地の保護のため必要な措置をとるとともに，その費用の全部又は一部をその者

に負担させることができる。 

（報告徴収及び立入検査等） 

第41条 環境大臣は，この法律の施行に必要な限度において，管理地区の区域内において第37条第４項

各号に掲げる行為をした者又は監視地区の区域内において同項第一号から第五号までに掲げる行為

をした者に対し，その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

２ 環境大臣は，この法律の施行に必要な限度において，その職員に，生息地等保護区の区域内におい

て前項に規定する者が所有し，又は占有する土地に立ち入り，その者がした行為の実施状況について

検査させ，若しくは関係者に質問させ，又はその行為が国内希少野生動植物種の保存に及ぼす影響に

ついて調査をさせることができる。 

３ 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に

提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による権限は，犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（実地調査） 

第42条 環境大臣は，第36条第１項，第37条第１項又は第38条第１項の規定による指定をするための実

地調査に必要な限度において，その職員に，他人の土地に立ち入らせることができる。 

２ 環境大臣は，その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは，あらかじめ，土地の所

有者又は占有者にその旨を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

３ 第１項の規定による立入りをする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなけれ

ばならない。 

４ 土地の所有者又は占有者は，正当な理由がない限り，第１項の規定による立入りを拒み，又は妨げ

てはならない。 

（公害等調整委員会の裁定） 

第43条 第37条第４項，第39条第２項又は第40条第２項の規定による処分に不服がある者は，その不服

の理由が鉱業，採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは，公害等調整委員会に裁定

を申請することができる。この場合には，審査請求をすることができない。 
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２ 行政不服審査法第22条 の規定は，前項の処分について，処分をした行政庁が誤って審査請求又は再

調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。 

（損失の補償） 

第44条 国は，第37条第４項の許可を受けることができないため，同条第７項の規定により条件を付さ

れたため又は第39条第２項の規定による命令をされたため損失を受けた者に対し，通常生ずべき損失

の補償をする。 

２ 前項の補償を受けようとする者は，環境大臣にその請求をしなければならない。 

３ 環境大臣は，前項の請求を受けたときは，補償をすべき金額を決定し，その請求をした者に通知し

なければならない。 

４ 前項の規定による金額の決定に不服がある者は，同項の規定による通知を受けた日から六月を経過

する日までの間に，訴えをもってその増額の請求をすることができる。 

５ 前項の訴えにおいては，国を被告とする。 

 

   第４章 保護増殖事業 

（保護増殖事業計画） 

第45条 環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長（第３項において「環境大臣等」

という。）は，保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため，中央環境審議会の意見を聴いて

保護増殖事業計画を定めるものとする。 

２ 前項の保護増殖事業計画は，保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに，保護増殖

事業の目標，保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正か

つ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。 

３ 環境大臣等は，第１項の保護増殖事業計画を定めたときは，その概要を官報で公示し，かつ，その

保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。 

４ 第１項及び前項の規定は，第１項の保護増殖事業計画の変更について準用する。 

（認定保護増殖事業等） 

第46条 国は，国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは，保護増殖事業を行うも

のとする。  

２ 地方公共団体は，その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第１項の保護増殖事業計画に

適合するものについて，環境大臣のその旨の確認を受けることができる。 

３ 国及び地方公共団体以外の者は，その行う保護増殖事業について，その者がその保護増殖事業を適

正かつ確実に実施することができ，及びその保護増殖事業の事業計画が前条第１項の保護増殖事業計

画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。 

４ 環境大臣は，前項の認定をしたときは，環境省令で定めるところにより，その旨を公示しなければ

ならない。第48条第２項又は第３項の規定によりこれを取り消したときも，同様とする。 

第47条 認定保護増殖事業等（国の保護増殖事業，前条第２項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第

３項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。）は，第45条第１項の保護増殖

事業計画に即して行われなければならない。 

２ 認定保護増殖事業等として実施する行為については，第９条，第12条第１項，第37条第４項及び第

10項，第38条第４項，第39条第１項並びに第54条第２項及び第３項の規定は，適用しない。 

３ 生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は，認定保護増殖事業等として実施される給餌
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設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。  

４ 環境大臣は，前条第三項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し，その保護増殖事業の実施状

況その他必要な事項について報告を求めることができる。 

第48条 第46条第２項の確認又は同条第３項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は，その保護増殖事

業を廃止したとき，又はその保護増殖事業を第45条第１項の保護増殖事業計画に即して行うことがで

きなくなったときは，その旨を環境大臣に通知しなければならない。 

２ 環境大臣は，前項の規定による通知があったときは，その通知に係る第46条第２項の確認又は同条

第３項の認定を取り消すものとする。 

３ 環境大臣は，第46条第３項の認定を受けた保護増殖事業が第45条第１項の保護増殖事業計画に即し

て行われていないと認めるとき，又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実

に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第四項に規定する報告をせず，若しくは

虚偽の報告をしたときは，その認定を取り消すことができる。 

 

   第５章 雑則 

（調査） 

第49条 環境大臣は，野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況，その生息地又は生育地の状況その

他必要な事項について定期的に調査をし，その結果を，この法律に基づく命令の改廃，この法律に基

づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。 

（取締りに従事する職員） 

第50条 環境大臣は，その職員のうち政令で定める要件を備えるものに，第８条，第11条第１項，第14

条，第18条，第19条第１項，第35条，第40条第１項若しくは第２項又は第41条第１項に規定する権限

の一部を行わせることができる。 

２ 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員（次項において「希少野生動植物種保存取締官」

という。）は，その権限を行うときは，その身分を示す証明書を携帯し，関係者に提示しなければな

らない。 

３ 前２項に規定するもののほか，希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は，政令で定める。 

（希少野生動植物種保存推進員） 

第51条 環境大臣は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから，

希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができる。 

２ 希少野生動植物種保存推進員は，次に掲げる活動を行う。 

一 絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について啓発を

すること。 

二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは

生育地の状況について調査をすること。 

三 希少野生動植物種の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所

有者若しくは占有者に対し，その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること。 

四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協

力をすること。 

３ 希少野生動植物種保存推進員は，名誉職とし，その任期は３年とする。 

４ 希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののた
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めにする捕獲等については，第九条の規定は，適用しない。 

５ 環境大臣は，希少野生動植物種保存推進員が，その職務の遂行に支障があるとき，その職務を怠っ

たとき，又はこの法律の規定に違反し，その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非

行があったときは，これを解嘱することができる。 

（負担金の徴収方法） 

第52条 環境大臣が第40条第３項の規定により，又は経済産業大臣等が第16条第３項の規定により費用

を負担させようとするときは，環境省令，経済産業省令で定めるところにより，その負担させようと

する費用（以下この条において「負担金」という。）の額及びその納付期限を定めて，文書でその納

付を命じなければならない。 

２ 環境大臣又は経済産業大臣等は，前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは，環境

省令，経済産業省令で定めるところにより，督促状で期限を指定して督促しなければならない。 

３ 環境大臣又は経済産業大臣等は，前項の規定による督促をしたときは，環境省令，経済産業省令で

定めるところにより，負担金の額に，年14・５パーセントを超えない割合を乗じて，第１項の納付期

限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により

計算した額の延滞金を徴収することができる。 

４ 環境大臣又は経済産業大臣等は，第２項の規定による督促を受けた者が，同項の督促状で指定した

期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金（以下この条において「延滞金」

という。）を納付しないときは，国税の滞納処分の例により，その負担金及び延滞金を徴収すること

ができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は，国税及び地方税に次ぐものとす

る。 

５ 延滞金は，負担金に先立つものとする。 

（地方公共団体に対する助言その他の措置） 

第53条 国は，地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施す

ることができるよう，地方公共団体に対し，助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。  

２ 国は， 新の科学的知見を踏まえつつ，教育活動，広報活動等を通じて，絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関し，国民の理解を深めるよう努めなければならない。  

（国等に関する特例）  

第54条 国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については，第８条，第９条，第12条第１項，

第35条，第37条第４項及び第10項，第38条第４項，第39条第１項，第40条第１項並びに第41条第１項

及び第２項の規定は，適用しない。 

２ 国の機関又は地方公共団体は，第９条第二号及び第三号に掲げる場合以外の場合に国内希少野生動

植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき，第12条第１項第二号から第七号までに掲げ

る場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとするとき，又は第37条第４項若

しくは第38条第４項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは，環境省令

で定める場合を除き，あらかじめ，環境大臣に協議しなければならない。  

３ 国の機関又は地方公共団体は，第37条第８項の規定により届出をして引き続き同条第４項各号に掲

げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき，又は同条第10項若しくは第

39条第１項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし，若しくはしようとするときは，環境

省令で定める場合を除き，これらの規定による届出の例により，環境大臣にその旨を通知しなければ

ならない。 
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（権限の委任） 

第55条 この法律に規定する環境大臣の権限は，環境省令で定めるところにより，地方環境事務所長に

委任することができる。 

（経過措置） 

第56条 この法律の規定に基づき命令を制定し，又は改廃する場合においては，その命令で，その制定

又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において，所要の経過措置（罰則に関する経過措置

を含む。）を定めることができる。  

（環境省令への委任） 

第57条 この法律に定めるもののほか，この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要

な事項は，環境省令で定める。  

 

   第６章 罰則  

第57条の２ 第９条，第12条第１項又は第15条第１項の規定に違反した者は，５年以下の懲役若しくは

500万円以下の罰金に処し，又はこれを併科する。 

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

一 第11条第１項，第14条，第16条第１項若しくは第２項，第18条又は第40条第２項の規定による命

令に違反した者 

二 第17条又は第37条第４項の規定に違反した者 

三 偽りその他不正の手段により登録，事前登録，第20条第５項の変更登録，同条第７項の登録票の

書換交付又は同条第８項（第22条第２項において準用する場合を含む。）の登録票の再交付を受け

た者 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は，６月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第４項（第13条第４項において準用する場合を含む。）又は第37条第７項の規定により付

された条件に違反した者 

二 事前登録済証に，事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第20

条の３第１項本文に規定する記載をし，又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者 

三 第20条の３第４項から第６項まで，第32条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。），

第33条の４第２項又は第33条の６第４項の規定による命令に違反した者 

四 第38条第４項の規定に違反した者 

第60条 第25条第１項又は第33条の10第１項の規定に違反した者は，６月以下の懲役又は50万円以下の

罰金に処する。  

第61条 第26条第５項又は第33条の11第５項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令

に違反したときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は，６月以下の懲役又

は50万円以下の罰金に処する。 

第62条 次の各号のいずれかに該当する者は，50万円以下の罰金に処する。 

一 第30条第１項若しくは第２項又は第33条の２の規定による届出をしないで特定国内種事業若し

くは特定国際種事業を行い，又は虚偽の届出をした者 

二 第38条第５項において準用する第37条第７項の規定により付された条件に違反した者 

三 第39条第１項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし，又は虚偽の届出をした者 

四 第39条第２項の規定による命令に違反した者 
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五 第39条第５項の規定に違反した者 

第63条 次の各号のいずれかに該当する者は，30万円以下の罰金に処する。 

一 第10条第８項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者 

二 第19条第１項に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による立入検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をした者 

三 第20条第９項の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者 

四 第20条の３第１項ただし書又は第３項の規定に違反した者 

五 第20条の３第２項又は第７項の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者 

六 第21条，第22条第１項又は第30条第３項（同条第５項及び第33条の５において準用する場合を含

む。）の規定に違反した者  

七 第33条第１項（同条第２項及び第33条の５において準用する場合を含む。以下この号において同

じ。）に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は第33条第１項の規定による立入検査

を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をした者  

八 偽りその他不正の手段により第33条の７第１項の認定を受けた者 

九 第33条の７第４項の規定に違反した者 

十 第41条第１項に規定する報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同条第２項の規定による立

入検査若しくは立入調査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若し

くは虚偽の陳述をした者 

十一 第42条第４項の規定に違反して，同条第１項の規定による立入りを拒み，又は妨げた者 

第64条 次の各号のいずれかに該当するときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は

職員は，30万円以下の罰金に処する。 

一 第24条第７項又は第33条の９第７項の規定に違反して，第24条第７項若しくは第33条の９第７項

に規定する事項の記載をせず，若しくは虚偽の記載をし，又は帳簿を保存しなかったとき。 

二 第24条第８項又は第33条の９第８項の許可を受けないで登録関係事務又は認定関係事務の全部

を廃止したとき。 

三 第27条第１項（第33条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。）に規定す

る報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，又は同項の規定による立入検査を拒み，妨げ，若しくは

忌避し，若しくは質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その他の従業者が，その法人又は人の業務

に関し，次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは，行為者を罰するほか，その法人に対して当

該各号に定める罰金刑を，その人に対して各本条の罰金刑を科する。 

一 第57条の２ １億円以下の罰金刑 

二 第58条第一号（第18条に係る部分に限る。），第二号（第17条に係る部分に限る。）及び第三号 

２千万円以下の罰金刑 

三 第58条第一号（第18条に係る部分を除く。）及び第二号（第37条第４項に係る部分に限る。），

第59条，第62条並びに第63条 各本条の罰金刑 

２ 前項の規定により第57条の２の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期

間は，同条の罪についての時効の期間による。 

第66条 次の各号のいずれかに該当するときは，その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は

職員は，20万円以下の過料に処する。 
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一 第24条第５項又は第33条の９第５項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず，財務諸表等に

記載すべき事項を記載せず，又は虚偽の記載をしたとき。 

二 正当な理由がないのに第24条第６項各号又は第33条の９第６項各号の規定による請求を拒んだ

とき。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は，平成５年４月１日から施行する。ただし，第一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６条第１項の登録を受けている旧野生動植物法第２

条第１項の希少野生動植物（以下「希少野生動植物」という。）で国際希少野生動植物種の個体であ

るものは第20条第１項の登録を受けているものと，当該個体に係る旧野生動植物法第６条第３項又は

第５項（旧野生動植物法第８条第２項において準用する場合を含む。）の規定により交付された登録

票は第20条第３項の規定により交付された登録票とみなす。 

第５条 前２条に規定するもののほか，旧鳥類法若しくは旧野生動植物法の規定により環境庁長官がし

た処分その他の行為又は旧野生動植物法の規定により環境庁長官に対してされている許可若しくは

登録若しくは登録票の再交付の申請は，この法律の相当規定に基づいて環境庁長官がした処分その他

の行為又は環境庁長官に対してされている許可若しくは登録若しくは登録票の再交付の申請とみな

す。 

第６条 この法律の施行前に，旧野生動植物法第６条第１項の登録を受けた希少野生動植物を譲り受け，

又はその引渡しを受けた者に係る環境庁長官への届出及び当該登録を受けた希少野生動植物を所持

する者で旧野生動植物法第８条第１項各号のいずれかに該当するに至ったものに係る登録票の返納

については，なお従前の例による。 

第７条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によるものとされる場合にお

けるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成６年６月29日法律第52号） 

 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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   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

然公園法附則第九項及び第10項の改正規定（同法附則第10項に係る部分に限る。），第244条の規

定（農業改良助長法第14条の３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第472条の規定（市町村の

合併の特例に関する法律第６条，第８条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第

７条，第10条，第12条，第59条ただし書，第60条第４項及び第５項，第73条，第77条，第157条第

４項から第６項まで，第160条，第163条，第164条並びに第202条の規定 公布の日  

（国等の事務） 

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか，この法律の施行前において，

地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国，他の地方公共団体そ

の他公共団体の事務（附則第161条において「国等の事務」という。）は，この法律の施行後は，地

方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

（処分，申請等に関する経過措置） 

第160条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については，当該各規定。以下この条及び附則第百63

条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行

為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれ

の法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」と

いう。）で，この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることと

なるものは，附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含

む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き，この法律の施行の日以後における改正後のそれ

ぞれの法律の適用については，改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申

請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告，

届出，提出その他の手続をしなければならない事項で，この法律の施行の日前にその手続がされてい

ないものについては，この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか，これを，改正

後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告，届出，提出そ

の他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして，この法律に

よる改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって，当該処分をした行政庁（以下この条におい

て「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上

級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては，施行日以後におい
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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条第九項第一号に

規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規

定により納付すべきであった手数料については，この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがある

もののほか，なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第164条 この附則に規定するもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は，政令で定める。 

２ 附則第18条，第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は，政令で定める。 

（検討） 

第250条 新地方自治法第２条第９項第一号に規定する第一号法定受託事務については，できる限り新た

に設けることのないようにするとともに，新地方自治法別表第１に掲げるもの及び新地方自治法に基

づく政令に示すものについては，地方分権を推進する観点から検討を加え，適宜，適切な見直しを行

うものとする。 

第251条 政府は，地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう，国と地方公共団

体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について，経済情勢の推移等を勘案しつつ検討

し，その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第252条 政府は，医療保険制度，年金制度等の改革に伴い，社会保険の事務処理の体制，これに従事す

る職員の在り方等について，被保険者等の利便性の確保，事務処理の効率化等の視点に立って，検討

し，必要があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 

   附 則 （平成11年12月22日法律第160号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は，平成13年１月６日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年６月20日法律第99号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１月を経過した日から施行する。ただし，次条及び附則第

７条の規定は，公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

第２条 この法律による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「新法」

という。）第23条第１項又は第33条の８第１項の登録を受けようとする者は，この法律の施行前にお

いても，その申請を行うことができる。新法第24条第４項又は第33条の９第４項の規程の認可の申請
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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，

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一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。 
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   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。 

 

   附 則 （平成25年６月12日法律第37号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

一 第１条中絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第１条，第２条第１項，第47条

第２項及び第53条の改正規定並びに附則第５条，第６条及び第九条の規定 公布の日  

二 第１条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）公布の日から起算して20日を経過した日  

（登録に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行前に第２条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律第20条第３項の規定により交付された登録票は，第２条の規定による改正後の絶滅のおそ

れのある野生動植物の種の保存に関する法律（以下「新法」という。）第20条第三項の規定により交

付された登録票とみなす。 

第３条 この法律の施行の際現に新法第20条第２項第一号に掲げる事項に変更を生じている者について

の同条第９項の規定の適用については，同項中「当該変更が生じた日」とあるのは，「絶滅のおそれ

のある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第37号）の施行の日」

とする。  

第４条 この法律の施行の際現に登録に係る新法第20条第２項第三号に掲げる事項に変更を生じている

場合についての新法第22条第１項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については，同項中「そ

の日」とあるのは，「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律

（平成25年法律第37号）の施行の日」とする。  

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては，当該規定）の施行前にした行為に対する

罰則の適用については，なお従前の例による。  

（政令への委任） 

第６条 附則第２条から前条までに定めるもののほか，この法律の施行に伴い必要な経過措置は，政令

で定める。  

（検討） 

第７条 政府は，この法律の施行後三年を経過した場合において，新法の施行の状況等を勘案し，新法

第４条第３項に規定する国内希少野生動植物種の選定及び選定後における生息地等の保護，保護増殖
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事業等の取組が，科学的知見を活用しつつ，一層積極的かつ計画的に促進されるようにするための制

度並びに同条第四項に規定する国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る制度の在り方を含め，新

法の規定について検討を加え，必要があると認めるときは，その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。  

 

   附 則 （平成26年６月13日法律第69号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日から施行する。 
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７ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 
 

                                 平成5年2月10日 政令第17号 

                                 近改正平成26年2月21日 

                                 政令第43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 別表第一の表１，同表の表二（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，別表第四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個体のはく製その他の標本（はく製として製作する過程のものを含み，さく

葉標本（植物を圧して乾燥させて製作した標本をいう。）を除く。） 

二 別表第４の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）  

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。 
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（特定器官等の要件） 

第２条の５ 法第12条第１項第三号 の政令で定める要件は，器官の全形が保持されていないこととする。  

（個体等の輸出入の要件） 

第３条 法第15条第１項 の政令で定める要件は，輸出については，次の各号のいずれにも該当すること

とする。 

一 輸出しようとする国内希少野生動植物種の個体等（法第７条の個体等をいう。以下同じ。）が，

法第９条の規定に違反して同条 の捕獲等をされ，又は法第12条第１項 の規定に違反して同項の譲

渡し等をされたものでないこと。 

二 次のイ及びロのいずれにも該当する旨の環境大臣の認定書の交付を受けていること。 

イ 輸出が，国際的に協力して学術研究又は繁殖をする目的でするものその他の特に必要なもので

あること。 

ロ 輸出によって国内希少野生動植物種の本邦における保存に支障を及ぼさないこと。 

２ 法第15条第１項の政令で定める要件は，輸入については，輸入しようとする国内希少野生動植物種

の個体等が，別表第１の表１に掲げる種の個体等であり，かつ，学術研究若しくは繁殖の目的でその

個体等を輸出することを許可した旨のその輸出国の政府機関の発行する証明書（輸出国がその個体等

の輸出を許可に係らしめていない場合にあっては，輸出国内において適法に捕獲し，採取し，若しく

は繁殖させた個体又はその個体から生じた器官等（その個体の一部であった器官又はその個体若しく

はその個体の一部であった器官を材料として製造された加工品をいう。以下同じ。）である旨のその

輸出国の政府機関の発行する証明書）が添付されていること又は同表の表２に掲げる種の個体等であ

ることとする。 

３ 第１項第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

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
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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（次号に掲げる器官を除く。）についての登録 一の個体等につき３千２百円 

二 別表第６のロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾウ）の項に掲げる個体等のうち牙（平成26年

６月１日以後に本邦に輸入されたものに限る。）についての登録 一の原材料器官等につき千６百

円 

三 変更登録又は登録票の書換交付 １件につき千５百円  

四 登録票の再交付 一件につき千５百円 

（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，前条第二号に掲げる特定器官等であって加工品であ

るもの以外のものであることとする。  

（特定国際種関係大臣）  

第５条の４ 法第33条の２の特定国際種関係大臣は，経済産業大臣とする。  

（適正に入手された原材料に係る製品）  

第５条の５ 法第33条の７第１項の政令で定める製品は，別表第五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。 

三 大学等において農学，林学，水産学，獣医学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒

業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって，通算して１年以上動植物の

繁殖に関する行政事務に従事したものであること。 
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   附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，法の施行の日（平成５年４月１日）から施行する。  

（特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令等の廃止） 

第２条 次に掲げる政令は，廃止する。  

一 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行令（昭和47年政令第405号）  

二 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行令（昭和62年政令第375号）  

（経過措置） 

第３条 この政令の施行の際現に前条の規定による廃止前の特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行

令第１項の規定による認定を受けている特殊鳥類又はその卵であって，法第４条第３項の国内希少野

生動植物種の個体に該当するもの（その認定を受けた後６月を経過しないものに限る。）は，第３条

第１項第二号の認定書の交付を受けているものとみなす。 

 

   附 則 （平成６年１月28日政令第13号）  

 この政令は，平成６年３月１日から施行する。  

 

   附 則 （平成６年７月20日政令第240号）  

 この政令は，平成６年７月29日から施行する。  

 

   附 則 （平成７年２月８日政令第18号）  

（施行期日） 

１ この政令は，平成７年２月16日から施行する。ただし，別表第１の表２の改正規定及び別表第３の

改正規定は，平成７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の別表第２の表２の第１の１の（３）のきつねざる科の項に規定するその他の属の個体であ

って，昭和55年11月４日から昭和60年７月31日までの間に本邦内で取得され，又は本邦に輸入された

ものは，改正後の別表第２の表２の第１の１の（５）の規定の適用については，昭和55年11月４日前

に本邦内で取得され，又は本邦に輸入された個体とみなす。  

３ この政令の施行前に輸入された南米の個体群以外の個体群に属するキンキルラ属（チンチラ属）全

種，ソマリアの個体群に属するクロコデュルス・ニロティクス（ナイルワニ）及びインドネシアの個

体群に属するスクレロパゲス・フォルモスス（アジアアロワナ）の個体に関する譲渡し若しくは譲受

け又は引渡し若しくは引取り，陳列，登録及び登録票については，なお従前の例による。  

４ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。  

 

   附 則 （平成７年６月14日政令第240号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の

施行の日（平成７年６月28日）から施行する。 
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（経過措置） 

第２条 この政令の施行の際現に正当な権原に基づき原材料器官等を占有している者がこの政令の施行

の日以後三月以内に当該原材料器官等の譲渡し又は引渡しをする場合における当該譲渡し及び引渡

し並びに当該譲渡し及び引渡しに係る譲受け及び引取りについては，絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律（次条において「法」という。）第12条第１項の規定は，適用しない。 

第３条 この政令の施行の際現に改正後の第五条の二に規定する特定器官等に係る特定国際種事業を行

っている者に対する法第33条の２の規定の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平

成７年７月31日までに」とする。  

 

   附 則 （平成８年１月18日政令第四号）  

 この政令は，平成８年２月１日から施行する。  

 

   附 則 （平成９年９月５日政令第276号）  

（施行期日） 

１ この政令は，平成９年９月18日から施行する。ただし，別表第１の表２の改正規定及び別表第３の

改正規定並びに次項の規定は，平成９年11月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現にキュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイ

アツモリアヌム（ホテイアツモリ）又はキュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム（ア

ツモリソウ）に係る特定国内種事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律第30条の規定の適用については，同条第１項及び第２項中「あらかじめ」とあるのは，

「平成９年11月10日までに」とする。  

３  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。  

 

   附 則 （平成９年11月27日政令第338号）  

 この政令は，平成９年12月28日から施行する。  

 

   附 則 （平成10年５月６日政令第169号）  

（施行期日） 

１ この政令は，平成11年３月18日から施行する。  

（経過措置） 

２ この政令の施行の際現に改正後の第５条の３第一号の規定により新たに特定国際種事業となる事業

を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の２の規定

の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平成11年４月30日までに」とする。  

 

   附 則 （平成11年11月25日政令第380号）  

（施行期日） 

１ この政令は，平成12年１月４日から施行する。  

（経過措置） 

２ この政令の施行の際現にポリュスティクム・オバイ（アマミデンダ）に係る特定国内種事業を行っ
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ている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第30条の規定の適用につ

いては，同条第１項及び第２項中「あらかじめ」とあるのは，「平成12年１月13日までに」とする。  

 

   附 則 （平成11年12月３日政令第387号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，平成12年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成11年12月27日政令第423号） 

 この政令は，平成12年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成12年６月７日政令第313号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この政令は，内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13年１月

６日）から施行する。  

 

   附 則 （平成12年７月12日政令第375号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成12年７月19日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前に輸入されたオーストラリアの個体群に属するドゥゴング・ドゥゴン（ジュゴン）

及びチリの個体群以外の個体群に属するアラウカリア・アラウカナ（チリーマツ）の個体等に関する

譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り，陳列，登録及び登録票については，なお従前の例

による。 

３ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成14年８月７日政令第276号） 

 この政令は，平成14年９月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年２月７日政令第37号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成15年２月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前に輸入されたボツワナの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾ

ウ）の生きている個体及び南アフリカの個体群に属するロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾウ）

の皮を材料として製造された加工品に関する譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り，陳列，

登録及び登録票については，なお従前の例による。 

３ この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるものとされる場合における

この政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 
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   附 則 （平成15年３月31日政令第125号） 

 この政令は，平成15年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成15年７月２日政令第298号） 

 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の

日（平成15年７月20日）から施行する。 

 

   附 則 （平成16年７月２日政令第222号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成16年７月15日から施行する。ただし，第５条の３の改正規定及び次項の規定は，

同年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に改正後の第５条の３の規定により新たに特定国際

種事業となる事業を行っている者に対する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

第33条の２の規定の適用については，同条中「あらかじめ」とあるのは，「平成16年11月１日までに」

とする。 

 

   附 則 （平成17年１月６日政令第４号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成17年１月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成19年９月７日政令第284号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成19年９月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成20年７月25日政令第238号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成20年８月15日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成21年12月２日政令第273号） 

 この政令は，平成21年12月15日から施行する。 
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   附 則 （平成22年６月18日政令第149号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成22年６月23日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成23年３月18日政令第24号） 

 この政令は，平成23年４月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成24年４月20日政令第134号） 

 この政令は，平成24年５月１日から施行する。 

 

   附 則 （平成25年６月５日政令第171号） 

（施行期日） 

１ この政令は，平成25年６月12日から施行する。 

（経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 

 

   附 則 （平成26年２月21日政令第43号） 

 この政令は，絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律（平成25

年法律第37号）の施行の日（平成26年６月１日）から施行する。 

 

別表第１ 国内希少野生動植物種（第１条，第２条，第３条関係） 

表１ 

科名 種名 

動物界 

 鳥綱 

  （１） がんかも目 

がんかも科 ブランタ・カナデンスィス・レウコパレイア（シジュウカラガン） 

  （２） ちどり目 

うみすずめ科 ルンダ・キルラタ（エトピリカ） 

ウリア・アアルゲ・イノルナタ（ウミガラス） 

しぎ科 スコロパクス・ミラ（アマミヤマシギ） 

トリンガ・グティフェル（カラフトアオアシシギ） 

  （３） こうのとり目 

こうのとり科 キコニア・ボイキアナ（コウノトリ） 

とき科 ニポニア・ニポン（トキ） 

  （４） はと目 

はと科 カルコファプス・インディカ・ヤマスィナイ（キンバト） 
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コルンバ・ヤンティナ・ニテンス（アカガシラカラスバト） 

コルンバ・ヤンティナ・ステイネゲリ（ヨナクニカラスバト） 

  （５） わしたか目 

わしたか科 アキピテル・ゲンティリス・フジヤマエ（オオタカ） 

アクイラ・クリュサエトス・ヤポニカ（イヌワシ） 

ブテオ・ブテオ・トヨスィマイ（オガサワラノスリ） 

ハリアエエトゥス・アルビキルラ・アルビキルラ（オジロワシ） 

ハリアエエトゥス・ペラギクス・ペラギクス（オオワシ） 

スピロルニス・ケエラ・ペルプレクスス（カンムリワシ） 

スピザエトゥス・ニパレンスィス・オリエンタリス（クマタカ） 

はやぶさ科 ファルコ・ペレグリヌス・フルイティイ（シマハヤブサ） 

ファルコ・ペレグリヌス・ヤポネンスィス（ハヤブサ） 

  （６） きじ目 

きじ科 ラゴプス・ムトゥス・ヤポニクス（ライチョウ） 

  （７） つる目 

つる科 グルス・ヤポネンスィス（タンチョウ） 

くいな科 ガルリラルルス・オキナワエ（ヤンバルクイナ） 

  （８） すずめ目 

あとり科 カルドゥエリス・スィニカ・キトリトズィ（オガサワラカワラヒワ） 

みつすい科 アパロプテロン・ファミリアレ・ハハスィマ（ハハジマメグロ） 

ひたき科 エリタクス・コマドリ・コマドリ（アカヒゲ） 

エリタクス・コマドリ・ナミイエイ（ホントウアカヒゲ） 

エリタクス・コマドリ・スブルフス（ウスアカヒゲ） 

ロクステルラ・プリュエリ・プリュエリ（オオセッカ） 

ゾオテラ・ダウマ・マヨル（オオトラツグミ） 

やいろちょう科 ピタ・ブラキュウラ・ニュンファ（ヤイロチョウ） 

  （９） ペリカン目 

う科 ファラクロコラクス・ウリレ（チシマウガラス） 

  （10） きつつき目 

きつつき科 デンドロコポス・レウコトス・オウストニ（オーストンオオアカゲラ） 

ピコイデス・トリダクテュルス・イノウイエイ（ミユビゲラ） 

サフェオピポ・ノグキイ（ノグチゲラ） 

  （11） みずなぎどり目 

あほうどり科 ディオメデア・アルバトルス（アホウドリ） 

  （12） ふくろう目 

ふくろう科 ケトゥパ・ブラキストニ・ブラキストニ（シマフクロウ） 

 備考 括弧内に記載する呼称は，和名である。 
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表２ 

科名 種名 

第１ 動物界 

 １ 哺乳綱 

  （１） 食肉目 

ねこ科 プリオナイルルス・ベンガレンスィス・エウプティルルス（ツシマヤマネコ） 

プリオナイルルス・ベンガレンスィス・イリオモテンスィス（イリオモテヤマネコ）

  （２） 翼手目 

おおこうもり科 プテロプス・ダスュマルルス・ダイトエンスィス（ダイトウオオコウモリ） 

プテロプス・プセラフォン（オガサワラオオコウモリ） 

  （３） うさぎ目 

うさぎ科 ペンタラグス・フルネスィ（アマミノクロウサギ） 

 ２ 鳥綱 

  ふくろう目 

ふくろう科 ブボ・ブボ・ボリソウィ（ワシミミズク） 

 ３ 爬虫綱 

  へび亜目 

へび科 オピストトロピス・キクザトイ（キクザトサワヘビ） 

 ４ 両生綱 

  さんしょううお目 

さんしょううお科 ヒュノビウス・アベイ（アベサンショウウオ） 

 ５ 条鰭亜綱 

  こい目 

どじょう科 レプトボティア・クルタ（アユモドキ） 

こい科 アケイログナトゥス・ロンギピンニス（イタセンパラ） 

ロデウス・アトレミウス・スイゲンスィス（スイゲンゼニタナゴ） 

タナキア・タナゴ（ミヤコタナゴ） 

 ６ 昆虫綱 

  （１） 甲虫目 

はんみょう科 キキンデラ・ボニナ（オガサワラハンミョウ） 

げんごろう科 アキリウス・キシイ（ヤシャゲンゴロウ） 

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） 

キュビステル・リムバトゥス（フチトリゲンゴロウ） 

デュティスクス・サルピ（シャープゲンゴロウモドキ） 

くわがたむし科 ネオルカヌス・インスリコラ・ドナン（ヨナグニマルバネクワガタ） 

こがねむし科 ケイロトヌス・ヤンバル（ヤンバルテナガコガネ） 

  （２） かめむし目 

せみ科 プラテュプレウラ・アルビヴァンナタ（イシガキニイニイ） 

  （３） ちょう目 
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しじみちょう科 ケラストリナ・オガサワラエンスィス（オガサワラシジミ） 

シジミア・モオレイ（ゴイシツバメシジミ） 

たてはちょう科 メリタエア・スコトスィア（ヒョウモンモドキ） 

  （４） とんぼ目 

えぞとんぼ科 ヘミコルドゥリア・オガサワレンスィス（オガサワラトンボ） 

あおいととんぼ

科 

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） 

はなだかとんぼ

科 

リノキュファ・オガサワレンスィス（ハナダカトンボ） 

とんぼ科 リベルルラ・アンゲリナ（ベッコウトンボ） 

第２ 植物界 

ちゃせんしだ科 ヒュメナスプレニウム・カルディオフュルルム（ヒメタニワタリ） 

きく科 クレピディアストルム・グランディコルルム（コヘラナレン） 

おしだ科 ポリュスティクム・オバイ（アマミデンダ） 

ロドデンドロン・ボニネンセ（ムニンツツジ） 

ロドデンドロン・ケイスケイ変種ヒュポグラウクム（ウラジロヒカゲツツジ） 

つつじ科 

ヴァキニウム・アマミアヌム（ヤドリコケモモ） 

しそ科 アユガ・ボニンスィマエ（シマカコソウ） 

のぼたん科 メラストマ・テトラメルム（ムニンノボタン） 

すいれん科 ヌファル・スブメルサ（シモツケコウホネ） 

カランテ・ハトリイ（アサヒエビネ） 

カランテ・ホスィイ（ホシツルラン） 

キュプリペディウム・グタトゥム（チョウセンキバナアツモリソウ） 

キュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイアツモリアヌム（ホテイアツモリ）

キュプリペディウム・マクラントゥム変種レブネンセ（レブンアツモリソウ） 

キュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム（アツモリソウ） 

デンドロビウム・オキナウェンセ（オキナワセッコク） 

リパリス・エルリプティカ（コゴメキノエラン） 

マラクスィス・ボニネンスィス（シマホザキラン） 

らん科 

プラタンテラ・ソノハライ（クニガミトンボソウ） 

こしょう科 ピペル・ポステルスィアヌム（タイヨウフウトウカズラ） 

とべら科 ピトスポルム・パルヴィフォリウム（コバトベラ） 

はなしのぶ科 ポレモニウム・キウスィアヌム（ハナシノブ） 

さくらそう科 プリムラ・キソアナ変種キソアナ（カッコソウ） 

きんぽうげ科 カルリアンテムム・インスィグネ変種ホンドエンセ（キタダケソウ） 

はいのき科 スュムプロコス・カワカミイ（ウチダシクロキ） 

くまつづら科 カルリカルパ・パルヴィフォリア（ウラジロコムラサキ） 

備考 括弧内に記載する呼称は，和名である。 
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別表第２ 国際希少野生動植物種（第１条，第２条，第４条関係）  

表１ 

科名 種名 

動物界 

 鳥綱 

  （１） がんかも目 

がんかも科 アナス・ディアズィ（メキシコガモ） 

アナス・ライサネンスィス（レイサンガモ） 

アナス・ウュヴィルリアナ（ハワイガモ） 

アンセル・インディクス（インドガン） 

ブランタ・ルフィコルリス（アオガン） 

ブランタ・サンドヴィケンスィス（ハワイガン） 

メルグス・スクアマトゥス（コウライアイサ） 

タドルナ・クリスタタ（カンムリツクシガモ） 

  （２） よたか目 

よたか科 カプリムルグス・ノクティテルス（プエルトリコヨタカ） 

  （３） ひくいどり目 

エミュー科 ドロマイウス・ミノル（クロエミュー） 

ドロマイウス・バウディニアヌス（ヒメエミュー） 

  （４） ちどり目 

かもめ科 ラルス・レリクトゥス（ゴビズキンカモメ） 

ステルナ・アルビフロンス（コアジサシ） 

せいたかしぎ科 ヒマントプス・ヒマントプス・クヌドセニ（ハワイセイタカシギ） 

イビドリュンカ・ストルテルスィイ（トキハシゲリ） 

しぎ科 ヌメニウス・ボレアリス（エスキモーコシャクシギ） 

ヌメニウス・ミヌトゥス（コシャクシギ） 

ヌメニウス・テヌイロストリス（シロハラチュウシャクシギ） 

  （５） はと目 

はと科 コルンバ・イノルナタ・ウェトモレイ（プエルトリコムジバト） 

コルンバ・ヴィティエンスィス・ゴドマナエ（ロードハウノドジロカラスバト） 

ガルリコルンバ・カニフロンス（パラウムナジロバト） 

ガルリコルンバ・ノルフォルキエンスィス（ノーフォークムナジロバト） 

ヘミファガ・ノヴァエセエランディアエ・スパディケア（ノーフォークマオリバト）

ペトロファサ・スミティイ・ブラアウィ（キガオシャコバト） 

  （６） きじ目 

つかつくり科 メガポディウス・ラペロウセ（マリアナツカツクリ） 

レイポア・オケルラタ（オーストラリアツカツクリ） 

きじ科 コリヌス・ヴィルギニアヌス・リドグワイイ（ソノラコリンウズラ） 

テトラオガルルス・アルタイクス（アルタイセッケイ） 
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テトラオガルルス・カスピウス・カスピウス（ミナミカスピアンセッケイ） 

テトラオガルルス・カスピウス・タウリクス（アルメニアセッケイ） 

テトラオガルルス・ティベタヌス・ティベタヌス（ニシチベットセッケイ） 

テュンパヌクス・クピド・アトワテリ（テキサスソウゲンライチョウ） 

  （７） つる目 

つる科 グルス・アメリカナ（アメリカシロヅル） 

グルス・カナデンスィス・プルラ（ミシシッピーカナダヅル） 

グルス・レウコゲラヌス（ソデグロヅル） 

グルス・モナカ（ナベヅル） 

グルス・ヴィピオ（マナヅル） 

のがん科 クラミュドティス・ウンドゥラタ・マククエエニイ（ヒガシフサエリショウノガン）

オティス・タルダ・デュボウスキイ（ヒガシノガン） 

くいな科 フリカ・アメリカナ・アライ（ハワイアメリカオオバン） 

ガルリヌラ・カロロプス・サンドヴィケンスィス（ハワイバン） 

ノトルニス・アルバ（ロードハウセイケイ） 

ラルルス・ロンギロストリス・レヴィペス（ウスアシハイイロクイナ） 

ラルルス・ロンギロストリス・オブソレトゥス（カリフォルニアハイイロクイナ）

ラルルス・ロンギロストリス・ユマネンスィス（ユマハイイロクイナ） 

ラルルス・ペクトラリス・クレランディ（ニシオーストラリアアカエリクイナ） 

ラルルス・フィリペンスィス・マクアリエンスィス（マッコリークイナ） 

  （８） わしたか目 

わしたか科 ブテオ・ソリタリウス（ハワイノスリ） 

ギュパエトゥス・バルバトゥス・アウレウス（ヨーロッパヒゲワシ） 

ハリアエエトゥス・レウコケファルス・レウコケファルス（アメリカハクトウワシ）

ロストラムス・スコイアビリス・プルンベウス（フロリダタニシダカ） 

コンドル科 ギュンノギュプス・カリフォルニアヌス（カリフォルニアコンドル） 

はやぶさ科 ファルコ・ペレグリヌス・アナトゥム（アメリカハヤブサ） 

ファルコ・ペレグリヌス・バビュロニクス（アカガシラハヤブサ） 

ファルコ・ペレグリヌス・トゥンドリウス（ホッキョクハヤブサ） 

ファルコ・ルスティコルス・インテルメディウス（シベリアシロハヤブサ） 

  （９） すずめ目 

さんしょうくい

科 

コラキナ・テヌイロストリス・メルヴィルレンスィス（ミルヴィルセミサンショウ

クイ） 

ララゲ・レウコピュガ・レウコピュガ（ノーフォークオナガサンショウクイ） 

からす科 コルヴス・トロピクス（ハワイガラス） 

ハワイみつすい

科 

ヘミグナトゥス・ルキドゥス・アフィニス（マウイカマハシハワイミツスイ） 

ヘミグナトゥス・ルキドゥス・ハナペペ（カウアイカマハシハワイミツスイ） 

ヘミグナトゥス・プロケルス（ユミハシハワイミツスイ） 

ヘミグナトゥス・ウィルソニ（カワリカマハシハワイミツスイ） 
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ロクソプス・コキネア・コキネア（コバシハワイミツスイ） 

ロクソプス・コキネア・オクラケア（マウイコバシハワイミツスイ） 

ロクソプス・マクラタ・フランメア（モロカイキバシリハワイミツスイ） 

ロクソプス・マクラタ・マクラタ（オアフキバシリハワイミツスイ） 

パルメリア・ドレイ（シロフサハワイミツスイ） 

プセウドネストル・クサントルフリュス（オオムハシハワイミツスイ） 

プスィティロストラ・バイルレウイ（キムネハワイマシコ） 

プスィティロストラ・カンタンス・カンタンス（レイサンハワイマシコ） 

プスィティロストラ・カンタンス・ウルティマ（ニホアハワイマシコ） 

プスィティロストラ・プスィタケア（キガシラハワイマシコ） 

ほおじろ科 アンモドラムス・マリティムス・ミラビリス（アオカイガンスズメ） 

アンモドラムス・マリティムス・ニグレスケンス（クロカイガンスズメ） 

メロスピザ・メロディア・グラミネア（サンタバーバラウタスズメ） 

かえでちょう科 エリュトルラ・ゴウルディアエ（コキンチョウ） 

みつすい科 リケノストムス・メラノプス・カスィディクス（カブトミツスイ） 

マノリナ・メラノティス（ミミグロミツスイ） 

モホ・ブラカトゥス（キモモミツスイ） 

クサントミュザ・フリュギア（キガオミツスイ） 

ひたき科 アクロケファルス・キンギ（ハワイヨシキリ） 

アクロケファルス・ルスキニア・ルスキニア（グアムヨシキリ） 

ダスュオルニス・ブロアドベンティ・リトラリス（ニシオナガムシクイ） 

ドリュモデス・スペルキリアリス・コルクロウギ（チャバラキタメグロヤブコマ）

ファルクンクルス・フロンタトゥス・ウィテイ（キンバレーハシブトモズヒタキ）

ゲリュゴネ・インスラリス（ロードハウセンニョムシクイ） 

モナルカ・タカトスカサエ（チャバラヒタキ） 

パラドクソルニス・ヘウデイ・ポリヴァノヴィ（ハンカカオジロダルマエナガ） 

ファエオルニス・オブスクルス・ミュアデスティナ（オオカウアイツグミ） 

ファエオルニス・オブスクルス・ルタ（モロカイツグミ） 

ファエオルニス・パルメリ（ヒメハワイツグミ） 

ポエキロドリュアス・スペルキリオサ・ケルヴィニヴェントリス（ダービーマミジ

ロヒタキ） 

リピドゥラ・ケルヴィナ（ロードハウオウギヒタキ） 

リピドゥラ・レピダ（アカオウギヒタキ） 

スティピトゥルス・マラクルス・インテルメディウス（ロフティエミュームシクイ）

トゥルドゥス・ポリオケファルス・ポリオケファルス（ノーフォークツグミ） 

トゥルドゥス・クサントプス・ヴィニティンクトゥス（ロードハウツグミ） 

ほうせきどり科 パルダロトゥス・クアドラギントゥス（ミドリホウセキドリ） 

アメリカむしく

い科 

デンドロイカ・キルトランディイ（カートランドムシクイ） 

ヴェルミヴォラ・バクマニイ（バックマンムシクイ） 
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むくどり科 アプロニス・フスカ（ノーフォークカラスモドキ） 

アプロニス・ペルゼルニ（ヒメカラスモドキ） 

めじろ科 ルキア・サンフォルディ（ハシナガメジロ） 

ゾステロプス・アルボグラリス（ノーフォークメジロ） 

ゾステロプス・ストレヌア（ロードハウメジロ） 

  （10） ペリカン目 

ペリカン科 ペレカヌス・オキデンタリス・カリフォルニクス（カリフォルニアカッショクペリ

カン） 

ペレカヌス・オキデンタリス・カロリネンスィス（タイセイヨウカッショクペリカ

ン） 

かつおどり科 パパスラ・アボティ（モモグロカツオドリ） 

  （11） きつつき目 

きつつき科 カンペフィルス・プリンキパリス（ハシジロキツツキ） 

デンドロコプス・ボレアリス・ボレアリス（アカミミキツツキ） 

デンドロコプス・ボレアリス・ヒュロノムス（フロリダアカミミキツツキ） 

ピクス・スクアマトゥス・フラヴィロストリス（ハジロヒマラヤアオゲラ） 

  （12） みずなぎどり目 

みずなぎどり科 プテロドロマ・レウコプテラ・レウコプテラ（ミナミシロハラミズナギドリ） 

プテロドロマ・ファエオピュギア・サンドウィケンスィス（ハワイシロハラミズナ

ギドリ） 

  （13） おうむ目 

おうむ科 カカトゥア・パスティナトル・パスティナトル（オオテンジクバタン） 

カリュプトリュンクス・バウディニイ・グラプトギュネ（ビクトリアオジロクロオ

ウム） 

いんこ科 アマゾナ・ヴィタタ（アカビタイボウシインコ） 

キュアノランフス・コオキイ（ノーフォークアオハシインコ） 

キュアノランフス・ノヴァエゼランディアエ・エリュトロティス（マッコリーアオ

ハシインコ） 

キュアノランフス・ノヴァエゼランディアエ・スブフラヴェスケンス（ロードハウ

アオハシインコ） 

キュクロプスィタ・ディオフタルマ・コクセニ（アカガオイチジクインコ） 

ゲオプスィタクス・オキデンタリス（ヒメフクロウインコ） 

ネオフェマ・クリュソガステル（アカハラワカバインコ） 

ネストル・プロドゥクトゥス（キムネカカインコ） 

ペゾポルス・ワルリクス・フラヴィヴェントリス（キバラキジインコ） 

プセフォトゥス・クリュソプテリュギウス（キビタイヒスイインコ） 

プセフォトゥス・プルケルリムス（ゴクラクインコ） 

リュンコプスィタ・パキュリュンカ（ハシブトインコ） 

  （14） さけい目 
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さけい科 スュルラプテス・ティベタヌス（チベットサケイ） 

  （15） ふくろう目 

ふくろう科 ニノクス・ノヴァエセエランディアエ・アルバリア（ロードハウアオバズク） 

ニノクス・ノヴァエセエランディアエ・ウンドゥラタ（ニュージーランドアオバズ

ク） 

オトゥス・ポダルギナ（カキイロヅク） 

 備考 括弧内に記載する呼称は，和名である。 

 

表２ 

科名 種名 適用日 

第１ 動物界 

 １ 哺乳綱 

 （１） 偶蹄目 

プ ロ

ン グ

ホ ー

ン科 

アンティロカプラ・アメリカナ（プロングホー

ン） 

アンティロカプラ・アメリカナ・ペニンスラリ

ス（カリフォルニアプロングホーン）及びアン

ティロカプラ・アメリカナ・ソノリエンスィス

（ソノラプロングホーン）の個体等については

昭和55年11月４日，その他の種の個体等につい

ては平成４年６月11日 

アダクス・ナソマクラトゥス（アダックス） 昭和58年７月29日 

ボス・ガウルス（ガウル） 昭和55年11月４日 

ボス・ムトゥス（ヤセイヤク） 昭和55年11月４日 

ボス・サウヴェリ（コープレイ） 昭和55年11月４日 

ブバルス・デプレスィコルニス（アノア） 昭和55年11月４日 

ブバルス・ミンドレンスィス（タマラオ） 昭和55年11月４日 

ブバルス・クアルレスィ（ヤマアノア） 昭和55年11月４日 

カプラ・ファルコネリ（マーコール） カプラ・ファルコネリ・キアルタネンスィス（パ

キスタンマーコール），カプラ・ファルコネリ・

イエルドニ（パンジャブマーコール）及びカプ

ラ・ファルコネリ・メガケロス（アフガニスタ

ンマーコール）の個体等については昭和55年11

月４日，その他の種の個体等については平成４

年６月11日 

カプリコルニス・ミルネエドワルドスィイ 昭和55年11月４日 

カプリコルニス・ルビドゥス 昭和55年11月４日 

カプリコルニス・スマトラエンスィス（スマト

ラカモシカ） 

昭和55年11月４日 

カプリコルニス・タル 昭和55年11月４日 

う し

科 

ケファロフス・イェンティンキ（カタシロダイ 平成２年１月18日 
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カ） 

ガゼルラ・クヴィエリ（エドミガゼル） 平成19年９月13日 

ガゼルラ・レプトケロス（リムガゼル） 平成19年９月13日 

ヒポトラグス・ニゲル・ヴァリアニ（ジャイア

ントセーブルアンテロープ） 

昭和55年11月４日 

ナエモルヘドゥス・バイレイイ（アカゴーラル） 昭和55年11月４日 

ナエモルヘドゥス・カウダトゥス（オナガゴー

ラル） 

昭和55年11月４日 

ナエモルヘドゥス・ゴラル（ゴーラル） 昭和55年11月４日 

ナエモルヘドゥス・グリセウス 昭和55年11月４日 

ナンゲル・ダマ（ダマガゼル） 昭和58年７月29日 

オリュクス・ダンマ（シロオリックス） 昭和58年７月29日 

オリュクス・レウコリュクス（アラビアオリッ

クス） 

昭和55年11月４日 

オヴィス・アンモン・ホドグソニイ（チベット

アルガリ） 

昭和55年11月４日 

オヴィス・アンモン・ニグリモンタナ（カラタ

ウアルガリ） 

平成９年９月18日 

オヴィス・オリエンタリス・オフィオン（キプ

ロスムフロン） 

昭和55年11月４日 

オヴィス・ヴィグネイ・ヴィグネイ（ラダック

ウリアル） 

昭和55年11月４日 

パントロプス・ホドグソニイ（チールー） 昭和55年11月４日 

プセウドリュクス・ンゲティンヘンスィス（ベ

トナムレイヨウ） 

平成７年２月16日 

ら く

だ科 

ヴィクグナ・ヴィクグナ（ビクーナ） 昭和55年11月４日 

アクスィス・カラミアネンスィス（カラミアホ

ッグジカ） 

昭和55年11月４日 

アクスィス・クリイ（バウエアンホッグジカ） 昭和55年11月４日 

アクスィス・ポルキヌス・アンナミティクス（ベ

トナムホッグジカ） 

昭和55年11月４日 

ブラストケルス・ディコトムス（ヌマジカ） 昭和55年11月４日 

ケルヴス・エラフス・ハングル（カシミールア

カシカ） 

昭和55年11月４日 

ダマ・ダマ・メソポタミカ（ペルシャダマジカ） 昭和55年11月４日 

ヒポカメルス属（ゲマルジカ属）全種 昭和55年11月４日 

し か

科 

ムンティアクス・クリニフロンス（マエガミホ

エジカ） 

昭和60年８月１日 
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ムンティアクス・ヴクアンゲンスィス（オオホ

エジカ） 

平成７年２月16日 

オゾトケロス・ベゾアルティクス（パンパスジ

カ） 

昭和55年11月４日 

プドゥ・プダ（プーズー） 昭和55年11月４日 

ルセルヴス・ドゥヴァウケリイ（バラシンガジ

カ） 

昭和55年11月４日 

ルセルヴス・エルディイ（エルドシカ） 昭和55年11月４日 

じ ゃ

こ う

じ か

科 

モスクス属（ジャコウジカ属）全種 平成元年４月１日 

バビュロウサ・バビュルサ（バビルサ） 昭和55年11月４日 

バビュロウサ・ボラバトゥエンスィス 昭和55年11月４日 

バビュロウサ・ケレベンスィス 昭和55年11月４日 

バビュロウサ・トゲアネンスィス 昭和55年11月４日 

い の

し し

科 

スス・サルヴァニウス（コビトイノシシ） 昭和55年11月４日 

ペ ッ

カ リ

ー科 

カタゴヌス・ワグネリ（チャコペッカリー） 昭和62年10月22日 

 （２） 食肉目 

レ ッ

サ ー

パ ン

ダ科 

アイルルス・フルゲンス（レッサーパンダ） 平成７年２月16日 

カニス・ルプス（オオカミ）のうちカニス・ル

プス・ディンゴ（ディンゴ）及びカニス・ルプ

ス・ファミリアリス（イヌ）以外のもの 

昭和55年11月４日 い ぬ

科 

スペオトス・ヴェナティクス（ヤブイヌ） 昭和55年11月４日 

アキノニュクス・ユバトゥス（チーター） 昭和55年11月４日 

カラカル・カラカル（カラカル） 昭和55年11月４日 

カトプマ・テンミンキ（アジアゴールデンキャ

ット） 

昭和55年11月４日 

フェリス・ニグリペス（クロアシネコ） 昭和55年11月４日 

レオパルドゥス・ゲオフロイイ（ジョフロワネ

コ） 

平成４年６月11日 

レオパルドゥス・ヤコビトゥス（アンデスネコ） 昭和55年11月４日 

ね こ

科 

レオパルドゥス・パルダリス（オセロット） レオパルドゥス・パルダリス・メアルンスィ（コ

スタリカオセロット）及びレオパルドゥス・パ
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ルダリス・ミティス（ミティスオセロット）の

個体等については昭和55年11月４日，その他の

種の個体等については平成２年１月18日 

レオパルドゥス・ティグリヌス（ジャガーネコ） レオパルドゥス・ティグリヌス・オンキルラ（コ

スタリカジャガーネコ）の個体等については昭

和55年11月４日，その他の種の個体等について

は平成２年１月18日 

レオパルドゥス・ウィエディイ（マーゲイ） レオパルドゥス・ウィエディイ・ニカラグアエ

（ニカラグァマーゲイ）及びレオパルドゥス・

ウィエディイ・サルヴィニア（グァテマラマー

ゲイ）の個体等については昭和55年11月４日，

その他の種の個体等については平成２年１月

18日 

リュンクス・パルディヌス（スペインオオヤマ

ネコ） 

平成２年１月18日 

ネオフェリス・ネブロサ（ウンピョウ） 昭和55年11月４日 

パンテラ・レオ・ペルスィカ（インドライオン） 昭和55年11月４日 

パンテラ・オンカ（ジャガー） 昭和55年11月４日 

パンテラ・パルドゥス（ヒョウ） 昭和55年11月４日 

パンテラ・ティグリス（トラ） パンテラ・ティグリス・アルタイカ（シベリア

トラ）の個体等については昭和62年10月22日，

その他の種の個体等については昭和55年11月

４日 

パルドフェリス・マルモラタ（マーブルキャッ

ト） 

昭和55年11月４日 

プリオナイルルス・ベンガレンスィス・ベンガ

レンスィス（ベンガルヤマネコ） 

昭和55年11月４日 

プリオナイルルス・プラニケプス（マレーヤマ

ネコ） 

昭和55年11月４日 

プリオナイルルス・ルビギノスス（サビイロネ

コ） 

昭和55年11月４日 

プマ・コンコロル・コリュイ（フロリダピュー

マ） 

昭和55年11月４日 

プマ・コンコロル・コスタリケンスィス（コス

タリカピューマ） 

昭和55年11月４日 

プマ・コンコロル・コウグアル（ペンシルバニ

アピューマ） 

昭和55年11月４日 

プマ・イアグアロンディ（ジャガランディ） 昭和55年11月４日 

ウンキア・ウンキア（ユキヒョウ） 昭和55年11月４日 
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アオニュクス・カペンスィス・ミクロドン（カ

メルーンツメナシカワウソ） 

昭和55年11月４日 

エンヒュドラ・ルトリス・ネレイス（カリフォ

ルニアラッコ） 

昭和55年11月４日 

ロントラ・フェリナ（ミナミウミカワウソ） 昭和55年11月４日 

ロントラ・ロンギカウディス（オナガカワウソ） 昭和55年11月４日 

ロントラ・プロヴォカクス（チリカワウソ） 昭和55年11月４日 

ルトラ・ルトラ（カワウソ） 昭和55年11月４日 

ルトラ・ニポン（ニホンカワウソ） 昭和55年11月４日 

ムステラ・ニグリペス（クロアシイタチ） 昭和55年11月４日 

い た

ち科 

プテロヌラ・ブラスィリエンスィス（オオカワ

ウソ） 

昭和55年11月４日 

あ し

か科 

アルクトケファルス・トウンセンディ（グァダ

ルーペオットセイ） 

昭和55年11月４日 

あ ざ

ら し

科 

モナクス属（モンクアザラシ属）全種 昭和55年11月４日 

アイルロポダ・メラノレウカ（ジャイアントパ

ンダ） 

昭和60年８月１日 

ヘラルクトス・マラヤヌス（マレーグマ） 昭和55年11月４日 

メルルスス・ウルスィヌス（ナマケグマ） 平成２年１月18日 

トレマルクトス・オルナトゥス（メガネグマ） 昭和55年11月４日 

ウルスス・アルクトス（ヒグマ） 昭和55年11月４日 

ウルスス・アルクトス・イサベルリヌス（ヒマ

ラヤヒグマ） 

昭和55年11月４日 

く ま

科 

ウルスス・ティベタヌス（アジアクロクマ） 昭和55年11月４日 

じ ゃ

こ う

ね こ

科 

プリオノドン・パルディコロル（ブチリンサン） 昭和55年11月４日 

 （３） くじら目 

バラエナ・ミュスティケトゥス（ホッキョクク

ジラ） 

昭和55年11月４日 せ み

く じ

ら科 エウバラエナ属（セミクジラ属）全種 昭和55年11月４日 

バラエノプテラ・ムスクルス（シロナガスクジ

ラ） 

昭和55年11月４日 な が

す く

じ ら

科 

メガプテラ・ノヴァエアングリアエ（ザトウク

ジラ） 

昭和55年11月４日 

ま い ソタリア属（コビトイルカ属）全種 昭和55年11月４日 
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る か

科 

ソウサ属（ウスイロイルカ属）全種 昭和55年11月４日 

こ く

く じ

ら科 

エスクリクティウス・ロブストゥス（コククジ

ラ） 

昭和55年11月４日 

イ ニ

イ ダ

エ科 

リポテス・ヴェクスィルリフェル（ヨウスコウ

カワイルカ） 

昭和55年11月４日 

こ せ

み く

じ ら

科 

カペレア・マルギナタ（コセミクジラ） 昭和61年１月１日 

ネオフォカエナ・フォカエノイデス（スナメリ） 昭和55年11月４日 ね ず

み い

る か

科 

フォコエナ・スィヌス（コガシラネズミイルカ） 昭和55年11月４日 

か わ

い る

か科 

プラタニスタ属（カワイルカ属）全種 昭和55年11月４日 

ベラルディウス・アルヌクスィイ（ミナミツチ

クジラ） 

昭和58年７月29日 あ か

ぼ う

く じ

ら科 

ヒュペロオドン属（トックリクジラ属）全種 昭和58年７月29日 

 （４） 翼手目 

アケロドン・ユバトゥス（フィリピンオオコウ

モリ） 

平成７年２月16日 

プテロプス・インスラリス（ムナジロオオコウ

モリ） 

平成２年１月18日 

プテロプス・ロオコエンスィス（オキナワオオ

コウモリ） 

平成２年１月18日 

プテロプス・マリアンヌス（マリアナオオコウ

モリ） 

平成２年１月18日 

プテロプス・モロスィヌス（カロリンオオコウ

モリ） 

平成２年１月18日 

プテロプス・ペレウェンスィス 平成２年１月18日 

プテロプス・ピロスス（パラオオオコウモリ） 平成２年１月18日 

プテロプス・サモエンスィス（サモアオオコウ

モリ） 

平成２年１月18日 

お お

こ う

も り

科 

プテロプス・トンガヌス（トンガオオコウモリ） 平成２年１月18日 
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プテロプス・ウアラヌス（ウアランオオコウモ

リ） 

平成２年１月18日 

プテロプス・ヤペンスィス（ヤップオオコウモ

リ） 

平成２年１月18日 

 （５） 貧歯目 

ア ル

マ ジ

ロ科 

プリオドンテス・マクスィムス（オオアルマジ

ロ） 

昭和55年11月４日 

 （６） 有袋目 

スミントプスィス・ロンギカウダタ（オナガス

ミンソプシス） 

昭和55年11月４日 ふ く

ろ ね

こ科 スミントプスィス・プサンモフィラ（サバクス

ミンソプシス） 

昭和55年11月４日 

 （７） カンガルー目 

ラゴルケステス・ヒルストゥス（コシアカウサ

ギワラビー） 

昭和55年11月４日 

ラゴストロフス・ファスキアトゥス（シマウサ

ギワラビー） 

昭和55年11月４日 

カ ン

ガ ル

ー科 

オニュコガレア・フラエナタ（タヅナツメオワ

ラビー） 

昭和55年11月４日 

ね ず

み カ

ン ガ

ル ー

科 

ベトンギア属（フサオネズミカンガルー属）全

種 

昭和55年11月４日 

ウ ォ

ン バ

ッ ト

科 

ラスィオリヌス・クレフティイ（クレフトウォ

ンバット） 

昭和55年11月４日 

 （８） うさぎ目 

カプロラグス・ヒスピドゥス（アラゲウサギ） 昭和55年11月４日 う さ

ぎ科 ロメロラグス・ディアジ（メキシコウサギ） 昭和55年11月４日 

 （９） バンディクート目 

バ ン

デ ィ

ク ー

ト科 

ペラメレス・ボウガインヴィルレ（チビオビバ

ンディクート） 

昭和55年11月４日 

ミ ミ

ナ ガ

マクロティス・ラゴティス（ミミナガバンディ

クート） 

昭和55年11月４日 
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バ ン

デ ィ

ク ー

ト科 

 （10） 奇蹄目 

エクウス・アフリカヌス（アフリカノロバ） 昭和58年７月29日 

エクウス・グレヴュイ（グレビーシマウマ） 昭和55年11月４日 

エクウス・ヘミオヌス・ヘミオヌス（モウコノ

ロバ） 

昭和55年11月４日 

エクウス・ヘミオヌス・クル（ペルシャノロバ） 昭和55年11月４日 

エクウス・プルゼワルスキイ（モウコノウマ） 昭和55年11月４日 

う ま

科 

エクウス・ゼブラ・ゼブラ（ケープヤマシマウ

マ） 

昭和55年11月４日 

さ い

科 

さい科全種 昭和55年11月４日 

タピルス・バイルディイ（ベアードバク） 昭和55年11月４日 

タピルス・インディクス（マレーバク） 昭和55年11月４日 

ば く

科 

タピルス・ピンカケ（ヤマバク） 昭和55年11月４日 

 （11） 霊長目 

アロウアタ・コイベンスィス（コイバホエザル） 昭和55年11月４日 

アロウアタ・パルリアタ（マントホエザル） 昭和55年11月４日 

アロウアタ・ピグラ（メキシコクロホエザル） 昭和55年11月４日 

アテレス・ゲオフロイイ・フロンタトゥス（ク

ロチャクモザル） 

昭和55年11月４日 

アテレス・ゲオフロイイ・パナメンスィス（ア

カクモザル） 

昭和55年11月４日 

ブラキュテレス・アラクノイデス（ウーリーク

モザル） 

昭和55年11月４日 

ブラキュテレス・ヒュポクサントゥス 昭和55年11月４日 

ア テ

リ ダ

エ科 

オレオナクス・フラヴィカウダ（ヘンディーウ

ーリーモンキー） 

昭和58年７月29日 

カルリミコ・ゴエルディイ（ゲルディモンキー） 昭和55年11月４日 

カルリトリクス・アウリタ（ミミナガコモンマ

ーモセット） 

昭和55年11月４日 

カルリトリクス・フラヴィケプス（キクガシラ

コモンマーモセット） 

昭和55年11月４日 

レオントピテクス属（ライオンタマリン属）全

種 

昭和55年11月４日 

お ま

き ざ

る科 

サグイヌス・ビコロル（フタイロタマリン） 昭和55年11月４日 
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サグイヌス・ゲオフロイイ（ジョフロワタマリ

ン） 

昭和55年11月４日 

サグイヌス・レウコプス（シロテタマリン） 昭和55年11月４日 

サグイヌス・マルティンスィ 昭和55年11月４日 

サグイヌス・オエディプス（ワタボウシタマリ

ン） 

昭和55年11月４日 

サイミリ・オエルステディイ（セアカリスザル） 昭和55年11月４日 

ケルコケブス・ガレリトゥス（ボウシマンガベ

イ） 

昭和55年11月４日 

ケルコピテクス・ディアナ（ダイアナモンキー） 昭和56年６月６日 

ケルコピテクス・ロロワイ 昭和56年６月６日 

マカカ・スィレヌス（シシオザル） 昭和55年11月４日 

マンドリルルス・レウコファエウス（ドリル） 昭和56年６月６日 

マンドリルルス・スフィンクス（マンドリル） 昭和56年６月６日 

ナサリス・ラルバトゥス（テングザル） 昭和55年11月４日 

ピリオコロブス・キルキイ（ザンビアアカコロ

ブス） 

昭和55年11月４日 

ピリオコロブス・ルフォミトラトゥス（アカコ

ロブス） 

昭和55年11月４日 

プレスビュティス・ポテンジアニ（オナガラン

グール） 

昭和55年11月４日 

ピュガトリクス属（ドゥクモンキー属）全種 ピュガトリクス・ネマイウス（アカアシドゥク

モンキー）の個体等については昭和55年11月４

日，その他の種の個体等については昭和60年８

月１日 

リノピテクス属全種 昭和60年８月１日 

セムノピテクス・アヤクス 昭和55年11月４日 

セムノピテクス・ドゥスミエリ 昭和55年11月４日 

セムノピテクス・エンテルルス（ハヌマンラン

グール） 

昭和55年11月４日 

セムノピテクス・ヘクトル 昭和55年11月４日 

セムノピテクス・ヒュポレウコス（マラバーラ

ングール） 

昭和55年11月４日 

セムノピテクス・プリアム 昭和55年11月４日 

セムノピテクス・スキスタケウス 昭和55年11月４日 

シミアス・コンコロル（メンタウェーコバナテ

ングザル） 

昭和55年11月４日 

お な

が ざ

る科 

トラキュピテクス・ゲエイ（ゴールデンラング

ール） 

昭和55年11月４日 
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トラキュピテクス・ピレアトゥス（ボウシラン

グール） 

昭和55年11月４日 

トラキュピテクス・ソルトリドゲイ 昭和55年11月４日 

こ び

と き

つ ね

ざ る

科 

こびときつねざる科全種 昭和55年11月４日 

ア イ

ア イ

科 

ダウベントニア・マダガスカリエンスィス（ア

イアイ） 

昭和55年11月４日 

ゴリルラ・ベリンゲイ（マウンテンゴリラ） 昭和55年11月４日 

ゴリルラ・ゴリルラ（ゴリラ） 昭和55年11月４日 

パン属（チンパンジー属）全種 昭和55年11月４日 

ポンゴ・アベリイイ（スマトラオランウータン） 昭和55年11月４日 

ひ と

科 

ポンゴ・ピュグマエウス（オランウータン） 昭和55年11月４日 

て な

が ざ

る科 

てながざる科全種 昭和55年11月４日 

い ん

ど り

科 

いんどり科全種 昭和55年11月４日 

き つ

ね ざ

る科 

きつねざる科全種 昭和55年11月４日 

い た

ち き

つ ね

ざ る

科 

いたちきつねざる科全種 昭和55年11月４日 

ロ リ

ス科 

ニュクティケブス属（スローロリス属）全種 平成19年９月13日 

カカヤオ属（ウアカリ属）全種 昭和55年11月４日 ピ テ

シ ダ

エ科 

キロポテス・アルビナスス（ハナジロヒゲサキ） 昭和55年11月４日 

 （12） 長鼻目 

エレファス・マクスィムス（アジアゾウ） 昭和55年11月４日 ぞ う

科 ロクソドンタ・アフリカナ（アフリカゾウ） 平成２年１月18日 

 （13） 齧歯目 
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チ ン

チ ラ

科 

キンキルラ属（チンチラ属）全種 昭和55年11月４日 

レポリルルス・コンディトル（コヤカケネズミ） 昭和55年11月４日 

プセウドミュス・フィエルディ・プラエコニス

（シャークベイネズミ） 

昭和55年11月４日 

クセロミュス・ミュオイデス（クマネズミモド

キ） 

昭和55年11月４日 

ね ず

み科 

ズュゾミュス・ペドゥンクラトゥス（マクドネ

ルイワネズミ） 

昭和55年11月４日 

り す

科 

キュノミュス・メクスィカヌス（メキシコプレ

ーリードッグ） 

昭和55年11月４日 

 （14） 海牛目 

ジ ュ

ゴ ン

科 

ドゥゴング・ドゥゴン（ジュゴン） 昭和55年11月４日 

トリケクス・イヌングイス（アマゾンマナティ

ー） 

昭和55年11月４日 

トリケクス・マナトゥス（アメリカマナティー） 昭和55年11月４日 

マ ナ

テ ィ

ー科 

トリケクス・セネガレンスィス（アフリカマナ

ティー） 

平成25年６月12日 

 ２ 鳥綱 

 （１） がんかも目 

アナス・アウクランディカ（チャイロガモ） 平成７年２月16日 

アナス・クロロティス 平成７年２月16日 

アナス・ネスィオティス（コバシチャイロガモ） 昭和55年11月４日 

アサルコルニス・スクトゥラタ（ハジロモリガ

モ） 

昭和55年11月４日 

が ん

か も

科 

ロドネサ・カリュオフュルラケア（バライロガ

モ） 

昭和55年11月４日 

 （２） あまつばめ目 

は ち

ど り

科 

グラウキス・ドルニイ（ヒメオオハシハチドリ） 昭和55年11月４日 

 （３） こうのとり目 

ヤビル・ミュクテリア（ズグロハゲコウ） 昭和60年８月１日 こ う

の と

り科 

ミュクテリア・キネレア（シロトキコウ） 昭和62年10月22日 

と き ゲロンティクス・エレミタ（ホオアカトキ） 昭和55年11月４日 
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科 

 （４） はと目 

カロエナス・ニコバリカ（キンミノバト） 昭和55年11月４日 は と

科 ドゥクラ・ミンドレンスィス（ミンドロミカド

バト） 

昭和55年11月４日 

 （５） ぶっぽうそう目 

アケロス・ニパレンスィス（ナナミゾサイチョ

ウ） 

平成４年６月11日 

ブケロス・ビコルニス（オオサイチョウ） ブケロス・ビコルニス・ホンライ（ビルマオオ

サイチョウ）の個体等については昭和55年11月

４日，その他の種の個体等については平成４年

６月11日 

リノプラクス・ヴィギル（オナガサイチョウ） 昭和55年11月４日 

さ い

ち ょ

う科 

リティケロス・スブルフィコルリス（チャガシ

ラサイチョウ） 

平成４年６月11日 

 （６） わしたか目 

アクイラ・アダルベルティ（ヒメカタジロワシ） 昭和55年11月４日 

アクイラ・ヘリアカ（カタジロワシ） 昭和55年11月４日 

コンドロヒエラクス・ウンキナトゥス・ウィル

ソニイ（キューバカギハシトビ） 

昭和55年11月４日 

ハリアエエトゥス・アルビキルラ・グロエンラ

ンディクス（オジロワシ） 

昭和55年11月４日 

ハルピア・ハルピュヤ（オウギワシ） 昭和55年11月４日 

わ し

た か

科 

ピテコファガ・イエフェリュイ（サルクイワシ） 昭和55年11月４日 

コ ン

ド ル

科 

ヴルトゥル・グリュフス（アンデスコンドル） 昭和55年11月４日 

ファルコ・アラエア（セーシェルチョウゲンボ

ウ） 

昭和55年11月４日 

ファルコ・ユゲル（ラガーハヤブサ） 昭和60年８月１日 

ファルコ・ネウトニ（マダガスカルチョウゲン

ボウ） 

昭和55年11月４日 

ファルコ・ペレグリノイデス（アカエリハヤブ

サ） 

昭和55年11月４日 

は や

ぶ さ

科 

ファルコ・ペレグリヌス（ハヤブサ）のうちフ

ァルコ・ペレグリヌス・アナトゥム（アメリカ

ハヤブサ），ファルコ・ペレグリヌス・バビュ

ロニクス（アカガシラハヤブサ），ファルコ・

ペレグリヌス・フルイティイ（シマハヤブサ），

昭和55年11月４日 
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ファルコ・ペレグリヌス・トゥンドリウス（ホ

ッキョクハヤブサ）及びファルコ・ペレグリヌ

ス・ヤポネンスィス（ハヤブサ）以外のもの 

ファルコ・プンクタトゥス（モーリシャスチョ

ウゲンボウ） 

昭和55年11月４日 

ファルコ・ルスティコルス（シロハヤブサ）の

うちファルコ・ルスティコルス・インテルメデ

ィウス（シベリアシロハヤブサ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

 （７） きじ目 

クラクス・ブルメンバキイ（アカハシホウカン

チョウ） 

昭和55年11月４日 

ミトゥ・ミトゥ（チャバラホウカンチョウ） 昭和55年11月４日 

オレオファスィス・デルビアヌス（ツノシャク

ケイ） 

昭和55年11月４日 

ペネロペ・アルビペンニス（ハジロシャクケイ） 昭和56年６月６日 

ピピレ・ヤクティンガ（カオグロナキシャクケ

イ） 

昭和55年11月４日 

ほ う

か ん

ち ょ

う科 

ピピレ・ピピレ（ナキシャクケイ） 昭和55年11月４日 

つ か

つ く

り科 

マクロケファロン・マレオ（オオガシラツカツ

クリ） 

昭和55年11月４日 

カトレウス・ワルリキイ（エボシキジ） 昭和55年11月４日 

クロソプティロン・クロソプティロン（シロカ

ケイ） 

昭和55年11月４日 

クロソプティロン・マントクリクム（カッショ

クカケイ） 

昭和55年11月４日 

ロフォフォルス・インペヤヌス（ニジキジ） 昭和55年11月４日 

ロフォフォルス・ルイスィイ（カラニジキジ） 昭和55年11月４日 

ロフォフォルス・スクラテリ（オジロニジキジ） 昭和55年11月４日 

ロフラ・エドワルドスィ（コサンケイ） 昭和55年11月４日 

ロフラ・スウィンホイイ（サンケイ） 昭和55年11月４日 

ポリュプレクトロン・ナポレオニス（パラワン

コクジャク） 

昭和55年11月４日 

レイナルティア・オケルラタ（カンムリセイラ

ン） 

昭和62年10月22日 

スュルマティクス・エルリオティ（カラヤマド

リ） 

昭和55年11月４日 

き じ

科 

スュルマティクス・フミアエ（ビルマカラヤマ

ドリ） 

昭和55年11月４日 
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スュルマティクス・ミカド（ミカドキジ） 昭和55年11月４日 

テトラオガルルス・カスピウス（カスピアンセ

ッケイ）のうちテトラオガルルス・カスピウ

ス・カスピウス（ミナミカスピアンセッケイ）

及びテトラオガルルス・カスピウス・タウリク

ス（アルメニアセッケイ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

テトラオガルルス・ティベタヌス（チベットセ

ッケイ）のうちテトラオガルルス・ティベタヌ

ス・ティベタヌス（ニシチベットセッケイ）以

外のもの 

昭和55年11月４日 

トラゴパン・ブリュティイ（ハイバラジュケイ） 昭和55年11月４日 

トラゴパン・カボティ（ジュケイ） 昭和55年11月４日 

トラゴパン・メラノケファルス（ハイイロジュ

ケイ） 

昭和55年11月４日 

 （８） つる目 

グルス・カナデンスィス・ネスィオテス（キュ

ーバカナダヅル） 

昭和55年11月４日 つ る

科 

グルス・ニグリコルリス（オグロヅル） 昭和55年11月４日 

アルデオティス・ニグリケプス（インドオオノ

ガン） 

昭和55年11月４日 

クラミュドティス・ウンドゥラタ（フサエリシ

ョウノガン）のうちクラミュドティス・ウンド

ゥラタ・マククエエニイ（ヒガシフサエリショ

ウノガン）以外のもの 

昭和55年11月４日 

の が

ん科 

ホウバロプスィス・ベンガレンスィス（インド

ショウノガン） 

昭和55年11月４日 

く い

な科 

ガルリラルルス・スュルヴェストリス（ロード

ハウコバネクイナ） 

昭和55年11月４日 

カ グ

ー科 

リュノケトス・ユバトゥス（カグー） 昭和55年11月４日 

 （９） すずめ目 

く さ

む ら

ど り

科 

アトリコルニス・クラモスス（ノドジロクサム

ラドリ） 

昭和55年11月４日 

コティンガ・マクラタ（アオムネカザリドリ） 昭和55年11月４日 か ざ

り ど

り科 

クスィフォレナ・アトロプルプレア（ハジロカ

ザリドリ） 

昭和55年11月４日 

あ と カルドゥエリス・ククルラタ（ショウジョウヒ 昭和55年11月４日 
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り科 ワ） 

つ ば

め科 

プセウドケリドン・スィリンタラエ（アジアカ

ワツバメ） 

平成２年１月18日 

む く

ど り

も ど

き科 

クサントプサル・フラヴス（キバラムクドリモ

ドキ） 

平成７年２月16日 

ダスュオルニス・ロンギロストリス（ハシナガ

ヒゲムシクイ） 

昭和60年８月１日 

ピカタルテス・ギュンノケファルス（ハゲチメ

ドリ） 

昭和55年11月４日 

ひ た

き科 

ピカタルテス・オレアス（ズアカハゲチメドリ） 昭和55年11月４日 

ピタ・グルネイイ（クロハラシマヤイロチョウ） 平成２年１月18日 や い

ろ ち

ょ う

科 

ピタ・コキ（コンコンヤイロチョウ） 昭和55年11月４日 

む く

ど り

科 

レウコプサル・ロトスキルディ（カンムリシロ

ムク） 

昭和55年11月４日 

 （10） ペリカン目 

ぐ ん

か ん

ど り

科 

フレガタ・アンドレウスィ（クリスマスグンカ

ンドリ） 

昭和55年11月４日 

ペ リ

カ ン

科 

ペレカヌス・クリスプス（ハイイロペリカン） 昭和58年７月29日 

 （11） きつつき目 

き つ

つ き

科 

ドリュオコプス・ヤヴェンスィス・リカルドス

ィ（キタタキ） 

昭和55年11月４日 

 （12） かいつぶり目 

か い

つ ぶ

り科 

ポディリュンブス・ギガス（オオオビハシカイ

ツブリ） 

昭和55年11月４日 

 （13） おうむ目 

カカトゥア・ゴフィニアナ（シロビタイムジオ

ウム） 

平成４年６月11日 お う

む科 

カカトゥア・ハエマトゥロピュギア（フィリピ 平成４年６月11日 
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ンオウム） 

カカトゥア・モルケンスィス（オオバタン） 平成２年１月18日 

カカトゥア・スルフレア（コバタン） 平成17年１月12日 

プロボスキゲル・アテルリムス（ヤシオウム） 昭和62年10月22日 

エオス・ヒストリオ（ヤクシャインコ） 平成７年２月16日 ロ リ

イ ダ

エ科 

ヴィニ・ウルトラマリナ（コンセイインコ） 平成９年９月18日 

アマゾナ・アラウスィアカ（アカノドボウシイ

ンコ） 

昭和56年６月６日 

アマゾナ・アウロパルリアタ（キエリボウシイ

ンコ） 

平成15年２月13日 

アマゾナ・バルバデンスィス（キボウシインコ） 昭和56年６月６日 

アマゾナ・ブラスィリエンスィス（アカオボウ

シインコ） 

昭和56年６月６日 

アマゾナ・フィンスキ（フジイロボウシインコ） 平成17年１月12日 

アマゾナ・グイルディンギイ（オウボウシイン

コ） 

昭和55年11月４日 

アマゾナ・インペリアリス（ミカドボウシイン

コ） 

昭和55年11月４日 

アマゾナ・レウコケファラ（サクラボウシイン

コ） 

昭和55年11月４日 

アマゾナ・オラトリクス（オオキボウシインコ） 平成15年２月13日 

アマゾナ・プレトレイ（アカソデボウシインコ） 昭和55年11月４日 

アマゾナ・ロドコリュタ（アカボウシインコ） 昭和55年11月４日 

アマゾナ・トゥクマナ（カラカネボウシインコ） 平成２年１月18日 

アマゾナ・ヴェルスィコロル（イロマジリボウ

シインコ） 

昭和55年11月４日 

アマゾナ・ヴィナケア（ブドウイロボウシイン

コ） 

昭和55年11月４日 

アマゾナ・ヴィリディゲナリス（メキシコアカ

ボウシインコ） 

平成９年９月18日 

アノドリュンクス属（スミレコンゴウインコ

属）全種 

アノドリュンクス・グラウクス（ウミコンゴウ

インコ）及びアノドリュンクス・レアリ（コス

ミレコンゴウインコ）の個体等については昭和

55年11月４日，その他の種の個体等については

昭和62年10月22日 

アラ・アンビグウス（ヒワコンゴウインコ） 昭和60年８月１日 

い ん

こ科 

アラ・グラウコグラリス（アオキコンゴウイン

コ） 

昭和五八58年７月29日 
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アラ・マカオ（コンゴウインコ） 昭和60年８月１日 

アラ・ミリタリス（ミドリコンゴウインコ） 昭和62年10月22日 

アラ・ルブロゲニュス（アカミミコンゴウイン

コ） 

昭和58年７月29日 

キュアノプスィタ・スピクスィイ（アオコンゴ

ウインコ） 

昭和55年11月４日 

キュアノランフス・フォルベスィ（チャタムア

オハシインコ） 

昭和55年11月４日 

キュアノランフス・ノヴァエゼランディアエ

（アオハシインコ）のうちキュアノランフス・

ノヴァエゼランディアエ・コオキイ（ノーフォ

ークアオハシインコ），キュアノランフス・ノ

ヴァエゼランディアエ・エリュトロティス（マ

ッコリーアオハシインコ）及びキュアノランフ

ス・ノヴァエゼランディアエ・スブフラヴェス

ケンス（ロードハウアオハシインコ）以外のも

の 

昭和55年11月４日 

キュアノランフス・サイセティ（ニューカレド

ニアアオハシインコ） 

昭和55年11月４日 

エウニュンフィクス・コルヌトゥス（エウニュ

ンフィクス・コルヌトゥス・コルヌトゥス及び

エウニュンフィクス・コルヌトゥス・ウヴァエ

エンスィスを含む。ヘイワインコ） 

平成12年７月19日 

グアロウバ・グアロウバ（ニョオウインコ） 昭和55年11月４日 

オグノリュンクス・イクテロティス（キミミイ

ンコ） 

昭和58年７月29日 

ペゾポルス・ワルリクス（キジインコ）のうち

ペゾポルス・ワルリクス・フラヴィヴェントリ

ス（キバラキジインコ）以外のもの 

昭和55年11月４日 

ピオノプスィタ・ピレアタ（ヒガシラインコ） 昭和55年11月４日 

プリモリウス・コウロニ（ヤマヒメコンゴウイ

ンコ） 

平成15年２月13日 

プリモリウス・マラカナ（アカビタイヒメコン

ゴウインコ） 

平成２年１月18日 

プセフォトゥス・ディスィミリス（ヒスイイン

コ） 

昭和55年11月４日 

プスィタクラ・エコ（シマホンセイインコ） 昭和55年11月４日 

ピュルルラ・クルエンタタ（アオマエカケイン

コ） 

昭和55年11月４日 
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リュンコプスィタ・テルリスィ（エビチャガシ

ラハシブトインコ） 

昭和56年６月６日 

ストリゴプス・ハブロプティルス（フクロウオ

ウム） 

昭和55年11月４日 

 （一四） レア目 

レ ア

科 

プテロクネミア・ペンナタ（ダーウィンレア） 昭和55年11月４日 

 （一五） ペンギン目 

ペ ン

ギ ン

科 

スフェニスクス・フンボルドティ（フンボルト

ペンギン） 

昭和56年６月６日 

 （一六） ふくろう目 

ヘテログラウクス・ブレウィティ（モリコキン

メフクロウ） 

昭和55年11月４日 

ミミズク・グルネイイ（オニコノハズク） 昭和55年11月４日 

ふ く

ろ う

科 

ニノクス・ナタリス（クリスマスアオバズク） 昭和55年11月４日 

め ん

ふ く

ろ う

科 

テュト・ソウマグネイ（マダガスカルメンフク

ロウ） 

昭和55年11月４日 

 （一七） だちょう目 

だ ち

ょ う

科 

ストルティオ・カメルス（ダチョウ） 昭和58年７月29日 

 （一八） しぎだちょう目 

し ぎ

だ ち

ょ う

科 

ティナムス・ソリタリウス（シズカシギダチョ

ウ） 

昭和55年11月４日 

 （一九） きぬばねどり目 

き ぬ

ば ね

ど り

科 

ファロマクルス・モキンノ（ケツアール） 昭和55年11月４日 

 三 爬虫綱 

 （一） わに目 

アルリガトル・スィネンスィス（ヨウスコウワ

ニ） 

昭和55年11月４日 ア リ

ゲ ー

タ ー カイマン・クロコディルス・アパポリエンスィ 昭和55年11月４日 
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ス（アパポリスカイマン） 

カイマン・ラティロストリス（クチビロカイマ

ン） 

昭和55年11月４日 

科 

メラノスクス・ニゲル（クロカイマン） 昭和55年11月４日 

クロコデュルス・アクトゥス（アメリカワニ） アメリカ合衆国の個体群に属する個体等につ

いては昭和55年11月４日，その他の個体等につ

いては昭和56年６月６日 

クロコデュルス・カタフラクトゥス（アフリカ

クチナガワニ） 

昭和55年11月４日 

クロコデュルス・インテルメディウス（オリノ

コワニ） 

昭和55年11月４日 

クロコデュルス・ミンドレンスィス（ミンドロ

ワニ） 

昭和55年11月４日 

クロコデュルス・モレレティイ（グァテマラワ

ニ） 

昭和55年11月４日 

クロコデュルス・ニロティクス（ナイルワニ） 昭和55年11月４日 

クロコデュルス・パルストリス（ヌマワニ） 昭和55年11月４日 

クロコデュルス・ポロスス（イリエワニ） 平成元年11月30日 

クロコデュルス・ロンビフェル（キューバワニ） 昭和55年11月４日 

クロコデュルス・スィアメンスィス（シャムワ

ニ） 

昭和55年11月４日 

オステオラエムス・テトラスピス（コビトワニ） 昭和55年11月４日 

ク ロ

コ ダ

イ ル

科 

トミストマ・スクレゲリイ（ガビアルモドキ） 昭和55年11月４日 

ガ ビ

ア ル

科 

ガビアリス・ガンゲティクス（ガビアル） 昭和55年11月４日 

 （２） むかしとかげ目 

む か

し と

か げ

科 

スフェノドン属（ムカシトカゲ属）全種 スフェノドン・プンクタトゥス（ムカシトカゲ）

の個体等については昭和55年11月４日，その他

の種の個体等については平成７年２月16日 

 （３） とかげ亜目 

カ メ

レ オ

ン科 

ブロオケスィア・ペラルマタ（ロゼッタヒメカ

メレオン） 

平成15年２月13日 

ど く

と か

げ科 

ヘロデルマ・ホルリドゥム・カルレスボゲルテ

ィ（リオモタグアドクトカゲ） 

平成19年９月13日 

た て ブラキュロフス属（フィジーイグアナ属）全種 昭和56年６月６日 
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キュクルラ属（サイイグアナ属）全種 昭和56年６月６日 が み

と か

げ科 

サウロマルス・ヴァリウス（エステバンチャク

ワラ） 

昭和56年６月６日 

か な

へ び

科 

ガルロティア・スィモニュイ（イエロオオカナ

ヘビ） 

昭和62年10月22日 

ヴァラヌス・ベンガレンスィス（インドオオト

カゲ） 

平成４年１月31日 

ヴァラヌス・フラヴェスケンス（アカオオトカ

ゲ） 

平成４年１月31日 

ヴァラヌス・グリセウス（サバクオオトカゲ） 昭和62年10月22日 

ヴァラヌス・コモドエンスィス（コモドオオト

カゲ） 

昭和55年11月４日 

お お

と か

げ科 

ヴァラヌス・ネブロスス 平成４年１月31日 

 （４） へび亜目 

アクラントフィス属（マダガスカルボア属）全

種 

昭和55年11月４日 

ボア・コンストリクトル・オキデンタリス（ボ

アコンストリクター） 

昭和62年10月22日 

エピクラテス・イノルナトゥス（バヴァチボア） 昭和55年11月４日 

エピクラテス・モネンスィス（モナボア） 昭和58年７月29日 

エピクラテス・スブフラヴス（ジャマイカボア） 昭和55年11月４日 

ボ ア

科 

サンズィニア・マダガスカリエンスィス（サン

ジニアボア） 

昭和55年11月４日 

ボリュエリア・ムルトカリナタ（ボアモドキ） 昭和55年11月４日 つ め

な し

ボ ア

科 

カサレア・ドゥスミエリ（モーリシャスボア） 昭和55年11月４日 

に し

き へ

び科 

ピュトン・モルルス・モルルス（インドニシキ

ヘビ） 

昭和55年11月４日 

く さ

り へ

び科 

ヴィペラ・ウルスィニイ（ノハラクサリヘビ） 昭和62年10月22日 

 （五） かめ目 

へ び

く び

が め

科 

プセウデミュドゥラ・ウンブリナ（オーストラ

リアヌマガメモドキ） 

昭和55年11月４日 
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う み

が め

科 

うみがめ科全種 ケロニア・デプレサ（ヒラタアオウミガメ）の

個体等については昭和56年６月６日，ケロニ

ア・ミュダス（アオウミガメ）の個体等につい

ては昭和62年10月22日，レピドケリュス・オリ

ヴァケア（ヒメウミガメ）の個体等については

平成４年１月31日，エレトモケリュス・インブ

リカタ（タイマイ）の個体等については平成６

年７月29日，その他の種の個体等については昭

和55年11月４日 

お さ

が め

科 

デルモケリュス・コリアケア（オサガメ） 昭和55年11月４日 

グリュプテミュス・ムレンベルギ（ミューレン

ベルグイシガメ） 

平成４年６月11日 か め

科 

テルラペネ・コアフイラ（ヒメアメリカハコガ

メ） 

昭和55年11月４日 

バタグル・アフィニス 昭和55年11月４日 

バタグル・バスカ（ヨツユビガメ） 昭和55年11月４日 

ゲオクレミュス・ハミルトニイ（ハミルトンク

サガメ） 

昭和55年11月４日 

メラノケリュス・トリカリナタ（ミスジヤマガ

メ） 

昭和55年11月４日 

モレニア・オケルラタ（モレニア） 昭和55年11月４日 

い し

が め

科 

パングシュラ・テクタ（カチューガ） 昭和55年11月４日 

お お

あ た

ま が

め科 

おおあたまがめ科全種 平成25年６月12日 

アストロケリュス・ラディアタ（マダガスカル

ホシガメ） 

昭和55年11月４日 

アストロケリュス・イニフォラ（イニホーラリ

クガメ） 

昭和55年11月４日 

ケロノイディス・ニグラ（ガラパゴスゾウガメ） 昭和55年11月４日 

ゲオケロネ・プラテュノタ（ビルマホシガメ） 平成25年６月12日 

ゴフェルス・フラヴォマルギナトゥス（メキシ

コゴファーガメ） 

昭和55年11月４日 

プサンモバテス・ゲオメトリクス（チズガメ） 昭和55年11月４日 

ピュクスィス・アラクノイデス（クモノスガメ） 平成17年１月12日 

り く

が め

科 

ピュクスィス・プラニカウダ（ヒラオリクガメ） 平成15年２月13日 
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テストゥド・クレインマンニ（エジプトリクガ

メ） 

平成７年２月16日 

アパロネ・スピニフェラ・アトラ（クロスッポ

ン） 

昭和55年11月４日 

キトラ・キトラ（タイコガシラスッポン） 平成25年６月12日 

キトラ・ヴァンディユキ（ビルマコガシラスッ

ポン） 

平成25年６月12日 

ニルソニア・ガンゲティクス（インドスッポン） 昭和55年11月４日 

ニルソニア・フルム（フルムスッポン） 昭和55年11月４日 

す っ

ぽ ん

科 

ニルソニア・ニグリカンス（ウスグロスッポン） 昭和55年11月４日 

 ４ 両生綱 

 （１） 無尾目 

アルティフリュノイデス属（コウチヒキガエル

属）全種 

昭和55年11月４日 

アテロプス・ゼテキ（ツエテクマガイドクガエ

ル） 

昭和58年７月29日 

アミエトフリュヌス・スペルキリアリス（カメ

ルーンヒキガエル） 

昭和55年11月４日 

インキリウス・ペリグレネス（オレンジヒキガ

エル） 

平成７年２月16日 

ネクトフリュノイデス属（コモチガエル属）全

種 

昭和55年11月４日 

ひ き

が え

る科 

ニンバフリュノイデス属（ニシコモチヒキガエ

ル属）全種 

昭和55年11月４日 

ひ め

が え

る科 

デュスコフス・アントンギリイ（アントンギル

ガエル） 

昭和62年10月22日 

 （２） さんしょううお目 

お お

さ ん

し ょ

う う

お科 

アンドリアス属（オオサンショウウオ属）全種 昭和55年11月４日 

い も

り科 

ネウレルグス・カイセリ（カイザーツエイモリ） 平成22年６月23日 

 ５ 板鰓亜綱 

 のこぎりえい目 

の こ

ぎ り

のこぎりえい科全種 プリスティス・ミクロドンの個体等については

平成25年６月12日，その他の種の個体等につい
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え い

科 

ては平成19年９月13日 

 ６ 条鰭亜綱 

 （１） ちょうざめ目 

アキペンセル・ブレヴィロストルム（ウミチョ

ウザメ） 

昭和55年11月４日 ち ょ

う ざ

め科 アキペンセル・ストゥリオ（バルチックチョウ

ザメ） 

昭和58年７月29日 

 （２） こい目 

カ ト

ス ト

ム ス

科 

カスミステス・クユス（クイウイ） 昭和55年11月４日 

こ い

科 

プロバルブス・ユルリエニ（プロバルブス） 昭和55年11月４日 

 （３） オステオグロッサム目 

オ ス

テ オ

グ ロ

ッ サ

ム科 

スクレロパゲス・フォルモスス（アジアアロワ

ナ） 

昭和55年11月４日 

 （４） すずき目 

に べ

科 

トトアバ・マクドナルディ（トトアバ） 昭和55年11月４日 

 （５） なまず目 

パ ン

ガ シ

ウ ス

科 

パンガスィアノドン・ギガス（メコンオオナマ

ズ） 

昭和55年11月４日 

 ７ 肉鰭亜綱 

 シーラカンス目 

ラ テ

ィ メ

リ ア

科 

ラティメリア属（シーラカンス属）全種 ラティメリア・カルンナエ（シーラカンス）の

個体等については平成２年１月18日，その他の

種の個体等については平成12年７月19日 

 ８ 昆虫綱 

 ちょう目 

あ げ

は ち

オルニトプテラ・アレクサンドラエ（アレクサ

ンドラトリバネアゲハ） 

昭和62年10月22日 
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パピリオ・キカエ（ルソンカラスアゲハ） 昭和62年10月22日 ょ う

科 パピリオ・ホメルス（ホメルスアゲハ） 昭和62年10月22日 

 ９ 二枚貝綱 

 いしがい目 

コンラディルラ・カエラタ（トリバネヌマガイ） 昭和55年11月４日 

ドロムス・ドロマス（異名コンコドロムス・ド

ロマス。ヒトコブヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・クルティスィ（異名デュスノ

ミア・クルティスィ又はプラギオラ・クルティ

スィ。カーチスヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・フロレンティナ（異名デュス

ノミア・フロレンティナ又はプラギオラ・フロ

レンティナ。キバナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・サンプソニ（異名デュスノミ

ア・サンプソニ又はプラギオラ・サンプソニ。

サンプソンハナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・スルカタ・ペロブリクア（異

名デュスノミア・スルカタ・ペロブリクア又は

プラギオラ・スルカタ・ペロブリクア。アラス

ジハナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・トルロサ・グベルナクルム（異

名デュスノミア・トルロサ・グベルナクルム又

はプラギオラ・トルロサ・グベルナクルム。ミ

ドリハナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・トルロサ・トルロサ（異名デ

ュスノミア・トルロサ・トルロサ又はプラギオ

ラ・トルロサ・トルロサ。ツブハナヌマガイ）

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・トゥルギドゥラ（異名デュス

ノミア・トゥルギドゥラ又はプラギオラ・トゥ

ルギドゥラ。フクレハナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

エピオブラスマ・ワルケリ（異名デュスノミ

ア・ワルケリ又はプラギオラ・ワルケリ。チャ

バナヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

フスコナイア・クネオルス（スジカワボタンガ

イ） 

昭和55年11月４日 

フスコナイア・エドガリアナ（テリカワボタン

ガイ） 

昭和55年11月４日 

い し

が い

科 

ランプスィリス・ヒギンスィイ（ヒギンスラン

プヌマガイ） 

昭和55年11月４日 
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ランプスィリス・オルビクラタ・オルビクラタ

（モモイロランプヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

ランプスィリス・サトゥル（タイラランプヌマ

ガイ） 

昭和55年11月４日 

ランプスィリス・ヴィレスケンス（アラバマラ

ンプヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

プレトバスス・キカトリコスス（ヒズミカワボ

タンガイ） 

昭和55年11月４日 

プレトバスス・コオペリアヌス（クーパーカワ

ボタンガイ） 

昭和55年11月４日 

プレウロベマ・プレヌム（アラクサビカワボタ

ンガイ） 

昭和55年11月４日 

ポタミルス・カパクス（異名プロプテラ・カパ

クス。ヒラツバサカワボタンガイ） 

昭和55年11月４日 

クアドルラ・インテルメディア（サルガオカワ

ボタンガイ） 

昭和55年11月４日 

クアドルラ・スパルサ（アパラチアンサルガオ

カワボタンガイ） 

昭和55年11月４日 

トクソラスマ・キュリンドレルラ（異名カルン

クリナ・キュリンドレルラ） 

昭和55年11月４日 

ウニオ・ニクリニアナ（異名メガロナイアス・

ニクリニアナ） 

昭和55年11月４日 

ウニオ・タンピコエンスィス・テコマテンスィ

ス（異名キュルトナイアス・タンピコエンスィ

ス・テコマテンスィス又はランプスィリス・タ

ンピコエンスィス・テコマテンスィス。タンピ

コヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

ヴィルロサ・トラバリス（異名ミクロミュア・

トラバリス。カンバーランドヌマガイ） 

昭和55年11月４日 

 10 腹足綱 

 柄眼目 

ハ ワ

イ ま

い ま

い科 

アカティネルラ属（ハワイマイマイ属）全種 昭和62年10月22日 

第二 植物界 

り ゅ

う ぜ

つ ら

アガヴェ・パルヴィフロラ 昭和58年７月29日 
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ん科 

パキュポディウム・アムボンゲンセ 平成７年２月16日 

パキュポディウム・バロニイ 平成２年１月18日 

き ょ

う ち

く と

う科 

パキュポディウム・デカリュイ 平成２年１月18日 

な ん

よ う

す ぎ

科 

アラウカリア・アラウカナ（チリーマツ） 昭和55年11月４日 

アリオカルプス属全種 アリオカルプス・アガヴォイデス（アガベ牡丹）

及びアリオカルプス・スカファロストルス（龍

角牡丹）の個体等については昭和五六年六月六

日，アリオカルプス・トリゴヌス（三角牡丹）

の個体等については昭和58年７月29日，その他

の種の個体等については平成４年６月11日 

アストロフュトゥム・アステリアス（兜丸） 昭和62年10月22日 

アズテキウム・リテリ（花籠） 昭和56年６月６日 

コリュファンタ・ウェルデルマンニイ（精美丸） 昭和58年７月29日 

ディスコカクトゥス属全種 平成４年６月11日 

エキノケレウス・フェルレイリアヌス・リンド

サイイ 

昭和56年６月６日 

エキノケレウス・スクモルリイ 昭和58年７月29日 

エスコバリア・ミニマ 昭和58年７月29日 

エスコバリア・スネエディイ（エスコバリア・

レエイを含む。） 

昭和58年７月29日 

マンミルラリア・ペクティニフェラ（白斜子） 昭和58年７月29日 

マンミルラリア・ソリスィオイデス 昭和58年７月29日 

メロカクトゥス・コノイデウス 平成４年６月11日 

メロカクトゥス・デイナカントゥス 平成４年６月11日 

メロカクトゥス・グラウケスケンス 平成４年６月11日 

メロカクトゥス・パウキスピヌス 平成４年６月11日 

オブレゴニア・デネグリイ（帝冠） 昭和56年６月６日 

パキュケレウス・ミリタリス 昭和58年７月29日 

ペディオカクトゥス・ブラデュイ（ペディオカ

クトゥス・ブラデュイ・デスパイニイ及びペデ

ィオカクトゥス・ブラデュイ・ウィンクレリを

含む。） 

昭和58年７月29日 

ペディオカクトゥス・クノウルトニイ 昭和58年７月29日 

サ ボ

テ ン

科 

ペディオカクトゥス・パラディネイ 昭和58年７月29日 
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ペディオカクトゥス・ペエブレスィアヌス 昭和58年７月29日 

ペディオカクトゥス・スィレリ 昭和58年７月29日 

ペレキュフォラ属全種 ペレキュフォラ・アセルリフォルミス（精巧丸）

及びペレキュフォラ・ストロビフォルミスの個

体等については昭和56年６月６日，その他の種

の個体等については昭和60年８月１日 

スクレロカクトゥス・ブレヴィハマトゥス・ト

ブスキイ 

昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・エレクトケントルス 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・グラウクス 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・マリポセンスィス 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・メサエ―ヴェルダエ 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・ニュエンスィス 平成15年２月13日 

スクレロカクトゥス・パピュラカントゥス 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・プビスピヌス 昭和58年７月29日 

スクレロカクトゥス・ウリグティアエ 昭和58年７月29日 

ストロンボカクトゥス属全種 昭和58年７月29日 

トゥルビニカルプス属全種 トゥルビニカルプス・ラウイ，トゥルビニカル

プス・ロフォフォロイデス，トゥルビニカルプ

ス・プセウドマクロケレ（長城丸），トゥルビ

ニカルプス・プセウドペクティナトゥス，トゥ

ルビニカルプス・スクミエディケアヌス（昇龍

丸）及びトゥルビニカルプス・ヴァルデジアヌ

スの個体等については昭和58年７月29日，その

他の種の個体等については平成４年６月11日 

ウエベルマンニア属全種 平成４年６月11日 

き く

科 

サウスレア・コストゥス（木香） 昭和60年８月１日 

フィトズロイア・クプレソイデス（アレルセ） 昭和55年11月４日 ひ の

き科 ピルゲロデンドロン・ウヴィフェルム（チリー

ヒノキ） 

昭和55年11月４日 

そ て

つ科 

キュカス・ベドメイ 昭和62年10月22日 

エウフォルビア・アンボヴォンベンスィス 平成２年１月18日 

エウフォルビア・カプサインテマリエンスィス 平成２年１月18日 

と う

だ い

ぐ さ

科 

エウフォルビア・クレメルスィイ（エウフォル

ビア・クレメルスィイ品種ヴィリディフォリア

及びエウフォルビア・クレメルスィイ変種ラコ

トザフュイを含む。） 

平成７年２月16日 
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エウフォルビア・キュリンドリフォリア（エウ

フォルビア・キュリンドリフォリア・トゥベリ

フェラを含む。） 

平成２年１月18日 

エウフォルビア・デカリュイ（エウフォルビ

ア・デカリュイ変種アンパニヒュエンスィス，

エウフォルビア・デカリュイ変種ロビンソニイ

及びエウフォルビア・デカリュイ変種スピロス

ティカを含む。） 

平成２年１月18日 

エウフォルビア・フランコイスィス 平成２年１月18日 

エウフォルビア・モラティイ（エウフォルビ

ア・モラティイ変種アントスィンギエンスィ

ス，エウフォルビア・モラティイ変種ベマラヘ

ンスィス及びエウフォルビア・モラティイ変種

ムルティフロラを含む。） 

平成２年１月18日 

エウフォルビア・パルヴィキュアトフォラ 平成２年１月18日 

エウフォルビア・クアルトズィティコラ 平成２年１月18日 

エウフォルビア・トゥレアレンスィス 平成２年１月18日 

フォウクイエリア・ファスキクラタ 昭和58年７月29日 フ ォ

ウ キ

エ リ

ア科 

フォウクイエリア・プルプスィイ 昭和58年７月29日 

ま め

科 

ダルベルギア・ニグラ（ブラジリアンローズウ

ッド） 

平成４年６月11日 

アロエ・アルビダ 昭和55年11月４日 

アロエ・アルビフロラ（雪女王） 平成７年２月16日 

アロエ・アルフレディイ 平成７年２月16日 

アロエ・バケリ 平成７年２月16日 

アロエ・ベルラトゥラ 平成７年２月16日 

アロエ・カルカイロフィラ 平成７年２月16日 

アロエ・コンプレサ（アロエ・コンプレサ変種

ルゴスクアモサ，アロエ・コンプレサ変種スキ

ストフィラ及びアロエ・コンプレサ変種パウキ

トゥベルクラタを含む。） 

平成７年２月16日 

アロエ・デルフィネンスィス 平成７年２月16日 

アロエ・デスコイングスィイ 平成７年２月16日 

アロエ・フラギリス 平成７年２月16日 

ゆ り

科 

アロエ・ハウォルティオイデス（アロエ・ハウ

ォルティオイデス変種アウランティアカを含

む。羽生錦） 

平成７年２月16日 
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アロエ・ヘレナエ 平成７年２月16日 

アロエ・ラエタ（アロエ・ラエタ変種マニアエ

ンスィスを含む。） 

平成７年２月16日 

アロエ・パラルレリフォリア 平成７年２月16日 

アロエ・パルヴラ 平成７年２月16日 

アロエ・ピルランスィイ 昭和55年11月４日 

アロエ・ポリュフュルラ 昭和55年11月４日 

アロエ・ラウヒイ 平成７年２月16日 

アロエ・スザンナエ 平成７年２月16日 

アロエ・ヴェルスィコロル 平成７年２月16日 

アロエ・ヴォスィイ 昭和55年11月４日 

ネペンテス・カシアナ 昭和62年10月22日 う つ

ぼ か

ず ら

科 

ネペンテス・ラヤ 昭和56年６月６日 

アエランギス・エルリスィイ 平成15年２月13日 

デンドロビウム・クルエントゥム 平成７年２月16日 

ラエリア・ヨンゲアナ 昭和55年11月４日 

ラエリア・ロバタ 昭和55年11月４日 

パフィオペディルム属全種 パフィオペディルム・ドルリュイの個体等につ

いては昭和62年10月22日，その他の種の個体等

については平成２年１月18日 

ペリステリア・エラタ 昭和55年11月４日 

フラグミペディウム属全種 平成２年１月18日 

ら ん

科 

レナンテラ・インスコオティアナ 昭和55年11月４日 

や し

科 

クリュサリドカルプス・デキピエンス 平成17年１月12日 

ま つ

科 

アビエス・グアテマレンスィス（グァテマラモ

ミ） 

昭和55年11月４日 

ま き

科 

ポドカルプス・パルラトレイ（アンデスイヌマ

キ） 

昭和55年11月４日 

あ か

ね科 

バルメア・ストルミアエ 昭和56年６月６日 

サルラケニア・オレオフィラ 昭和56年６月６日 

サルラケニア・ルブラ・アラバメンスィス 昭和56年６月６日 

サ ラ

セ ニ

ア科 サルラケニア・ルブラ・ヨネスィイ 昭和56年６月６日 

ス タ

ン ゲ

リ ア

スタンゲリア・エリオプス（オオバシダソテツ） 昭和58年７月29日 
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科 

ケラトザミア属（ツノミザミア属）全種 昭和60年８月１日 

キグア属全種 平成２年１月18日 

エンケファラルトス属（オニソテツ属）全種 昭和55年11月４日 

フ ロ

リ ダ

そ て

つ科 ミクロキュカス・カロコマ 昭和60年８月１日 

備考 

 括弧内に記載する呼称は，和名又は通称である。 

 

別表第３ 特定国内希少野生動植物種（第１条関係）  

科名 種名 

植物界 

おしだ科 ポリュスティクム・オバイ（アマミデンダ） 

らん科 キュプリペディウム・マクラントゥム変種ホテイアツモリアヌス（ホテイアツモリ）

キュプリペディウム・マクラントゥム変種レブネンセ（レブンアツモリソウ） 

キュプリペディウム・マクラントゥム変種スペキオスム（アツモリソウ） 

デンドロビウム・オキナウェンセ（オキナワセッコク） 

はなしのぶ科 ポレモニウム・キウスィアヌム（ハナシノブ） 

きんぽうげ科 カルリアンテムム・インスィグネ変種ホンドエンセ（キタダケソウ） 

備考 括弧内に記載する呼称は，和名である。 

 

別表第４ 器官及び加工品（第２条の２，第２条の３関係）  

科名 器官 加工品 

第１ 動物界 

 １ 哺乳綱 

 （１） 偶蹄目 

プロングホーン科 毛，皮，角 毛皮製品（毛を材料として製造された衣

類，装身具，調度品その他環境省令で定

める物品をいう。以下同じ。），皮革製品

（皮を材料として製造された衣類，装身

具，調度品その他環境省令で定める物品

であって毛皮製品以外のものをいう。以

下同じ。），角製品（角を材料として製造

された装身具，調度品その他環境省令で

定める物品をいう。以下同じ。） 

うし科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

らくだ科 毛，皮 毛皮製品 

しか科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

じゃこうじか科 毛，皮，角 毛皮製品，皮革製品，角製品 

いのしし科 牙 牙を材料として製造された装身具，調度
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品その他環境省令で定める物品 

ペッカリー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

 （２） 食肉目 

いぬ科 毛，皮，歯 毛皮製品，皮革製品，歯製品（歯を材料

として製造された装身具その他環境省

令で定める物品をいう。以下同じ。） 

ねこ科 毛，皮，歯，つめ，骨（パ

ンテラ・ティグリス（トラ）

に係るものに限る。以下こ

の項において同じ。），生殖

器（パンテラ・ティグリス

（トラ）に係るものであっ

て，雄のものに限る。以下

この項において同じ。） 

毛皮製品，皮革製品，歯製品，つめを材

料として製造された装身具その他環境

省令で定める物品，骨を材料として製造

された物品で人が摂取するものその他

環境省令で定めるもの，生殖器を材料と

して製造された物品で人が摂取するも

のその他環境省令で定めるもの 

いたち科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

あしか科 毛，皮 毛皮製品 

あざらし科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

くま科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

じゃこうねこ科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

 （３） 貧歯目 

アルマジロ科 皮 皮革製品 

 （４） カンガルー目 

カンガルー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

ねずみカンガルー科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

 （５） 奇蹄目 

うま科 毛，皮 毛皮製品，皮革製品 

さい科 角 角製品 

ばく科 皮 皮革製品 

 （６） 霊長目 

おながざる科 毛，皮 毛皮製品 

きつねざる科 毛，皮 毛皮製品 

いたちきつねざる科 毛，皮 毛皮製品 

 （７） 長鼻目 

ぞう科 皮，牙 皮革製品，牙を材料として製造された装

身具，調度品，印章その他環境省令で定

める物品 

 （８） 齧歯目 

チンチラ科 毛，皮 毛皮製品 

 （９） 海牛目 
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ジュゴン科 皮 皮革製品 

マナティー科 皮 皮革製品 

 ２ 鳥綱 

 （１） こうのとり目 

こうのとり科 羽毛 羽毛製品（羽毛を材料として製造された

衣類，装身具，調度品その他環境省令で

定める物品をいう。以下同じ。） 

とき科 羽毛 羽毛製品 

 （２） はと目 

はと科 羽毛 羽毛製品 

 （３） ぶっぽうそう目 

さいちょう科 くちばし，羽毛 くちばしを材料として製造された装身

具，調度品その他環境省令で定める物

品，羽毛製品 

 （４） わしたか目 

わしたか科 羽毛 羽毛製品 

コンドル科 羽毛 羽毛製品 

 （５） きじ目 

きじ科 羽毛 羽毛製品 

 （６） つる目 

つる科 羽毛 羽毛製品 

 （７） レア目 

レア科 皮，羽毛 皮革製品，羽毛製品 

 ３ 爬虫綱 

 （１） わに目 

アリゲーター科（カイマン・ラ

ティロストリス（クチビロカイ

マン）及びメラノスクス・ニゲ

ル（クロカイマン）を除く。） 

皮 皮革製品 

クロコダイル科（クロコデュル

ス・アクトゥス（アメリカワニ），

クロコデュルス・モレレティイ

（グァテマラワニ），クロコデュ

ルス・ニロティクス（ナイルワ

ニ），クロコデュルス・ポロスス

（イリエワニ）及びクロコデュ

ルス・スィアメンスィス（シャ

ムワニ）を除く。） 

皮 皮革製品 

ガビアル科 皮 皮革製品 
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 （２） とかげ亜目 

たてがみとかげ科 皮 皮革製品 

おおとかげ科 皮 皮革製品 

 （３） へび亜目 

ボア科 皮 皮革製品 

つめなしボア科 皮 皮革製品 

にしきへび科 皮 皮革製品 

 （４） かめ目 

うみがめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品（甲を材料として製造

された装身具，調度品その他環境省令で

定める物品をいう。以下同じ。） 

おさがめ科 皮 皮革製品 

かめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品 

いしがめ科 皮，甲 皮革製品，甲製品 

りくがめ科 甲 甲製品 

 ４ 昆虫綱 

  ちょう目 

あげはちょう科 翅 翅を材料として製造された装身具，調度

品その他環境省令で定める物品 

第２ 植物界 

なんようすぎ科 幹（皮をはいだものを除

く。以下同じ。），枝条（皮

をはいだものを除く。以下

同じ。） 

  

サボテン科 茎   

ひのき科 幹，枝条   

まめ科 幹，枝条   

ゆり科 葉   

らん科 花，茎   

まつ科 幹，枝条   

 

別表第５ （第２条の４関係）  

科名 原材料器官等 

ぞう科 皮及びその加工品，牙及びその加工品

おおとかげ科 皮及びその加工品 

うみがめ科 皮及びその加工品，甲及びその加工品

 

別表第６ 登録対象固体群（第四条関係）  

種名 個体群 個体等 
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アンティロカプラ・アメ

リカナ（プロングホーン）

メキシコの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

ヴィクグナ・ヴィクグナ

（ビクーナ） 

アルゼンチンのカタマルカ県，フフイ県，ラ・リオ

ハ県，サルタ県及びサン・ホアン県，ボリビア，チ

リのタラパカ地方第一区，エクアドル並びにペルー

の個体群（アルゼンチンのラ・リオハ県，サルタ県

又はサン・ホアン県の個体群にあっては，半ば人の

管理下に置かれた個体群に限る。） 

毛，毛を材料として

製造された加工品

（皮を材料として製

造されたものを除

く。） 

モスクス属（ジャコウジ

カ属）全種 

アフガニスタン，ブータン，インド，ミャンマー，

ネパール及びパキスタンの個体群以外の個体群 

個体，器官，加工品

カニス・ルプス（オオカ

ミ）のうちカニス・ルプ

ス・ディンゴ（ディンゴ）

及びカニス・ルプス・フ

ァミリアリス（イヌ）以

外のもの 

ブータン，インド，ネパール及びパキスタンの個体

群以外の個体群 

個体，器官，加工品

カラカル・カラカル（カ

ラカル） 

アジアの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

ヘルパイルルス・イアグ

アロンディ（ジャガラン

ディ） 

中米及び北米の個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

プリオナイルルス・ベン

ガレンスィス・ベンガレ

ンスィス（ベンガルヤマ

ネコ） 

バングラデシュ，インド及びタイの個体群以外の個

体群 

個体，器官，加工品

プリオナイルルス・ルビ

ギノスス（サビイロネコ）

インドの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

アオニュクス・コンギク

ス（カメルーンツメナシ

カワウソ） 

カメルーン及びナイジェリアの個体群以外の個体群 個体，器官，加工品

ウルスス・アルクトス（ヒ

グマ） 

ブータン，中華人民共和国，メキシコ及びモンゴル

の個体群以外の個体群 

個体，器官，加工品

ケラトテリウム・スィム

ム・スィムム（ミナミシ

ロサイ） 

南アフリカ共和国及びスワジランドの個体群 生きている個体 

ロクソドンタ・アフリカ

ナ（アフリカゾウ） 

ボツワナの個体群 生きている個体，皮，

牙（環境省令で定め

るものに限る。），皮

を材料として製造さ
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れた加工品 

ナミビア及び南アフリカ共和国の個体群 皮，牙（環境省令で

定 め る も の に 限

る。），皮を材料とし

て製造された加工品

ジンバブエの個体群 生きている個体，皮，

牙（環境省令で定め

るものに限る。），皮

を材料として製造さ

れた加工品 

ファルコ・ネウトニ（マ

ダガスカルチョウゲンボ

ウ） 

セーシェルの個体群以外の個体群 個体，加工品 

レア・ペンナタ（ダーウ

ィンレア） 

アルゼンチン及びチリの個体群 個体，器官，加工品

ストルティオ・カメルス

（ダチョウ） 

アルジェリア，ブルキナファソ，カメルーン，中央

アフリカ，チャド，マリ，モーリタニア，モロッコ，

ニジェール，ナイジェリア，セネガル及びスーダン

の個体群以外の個体群 

個体，加工品 

カイマン・ラティロスト

リス（クチビロカイマン）

アルゼンチンの個体群 個体，加工品 

メラノスクス・ニゲル（ク

ロカイマン） 

ブラジルの個体群 個体，加工品 

クロコデュルス・アクト

ゥス（アメリカワニ） 

キューバの個体群 個体，加工品 

クロコデュルス・モレレ

ティイ（グァテマラワニ）

ベリーズ及びメキシコの個体群 個体，加工品 

クロコデュルス・ニロテ

ィクス（ナイルワニ） 

ボツワナ，エジプト，エチオピア，ケニア，マダガ

スカル，マラウイ，モザンビーク，ナミビア，南ア

フリカ共和国，ウガンダ，タンザニア，ザンビア及

びジンバブエの個体群 

個体，加工品 

クロコデュルス・ポロス

ス（イリエワニ） 

オーストラリア，インドネシア及びパプアニューギ

ニアの個体群 

個体，加工品 

ヴィペラ・ウルスィニイ

（ノハラクサリヘビ） 

欧州の個体群以外の個体群（アルメニア，アゼルバ

イジャン，ベラルーシ，エストニア，グルジア，カ

ザフスタン，キルギス，ラトビア，リトアニア，モ

ルドバ，ロシア，タジキスタン，トルクメニスタン，

ウクライナ及びウズベキスタンの個体群を含む。） 

個体，加工品 

 備考 括弧内に記載する呼称は，和名である。 
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