
添付資料１ 

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の 

一部を改正する政令に規定する内容（案） 
 

○ 国際希少野生動植物種の追加及び削除について（施行令別表第２の表１及び表２の

関係） 
 渡り鳥等保護条約の協定国の１つであるオーストラリアから絶滅のおそれのある鳥

類として通報していた種を変更する旨の通報があったことを受けて、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別表第２の表１における掲載種の追加

及び削除を行う。今回追加するのは、オーストラリアの「環境保護及び生物多様性保

全法（1999 年）」に基づき絶滅危惧種として指定されている種である。削除するのは、

個体数が増加したこと等により絶滅危惧種としての指定が解除された種や既に絶滅し

た種等である。また、別表第２の表２について、別表第２の表１との重複の回避等の

ため、整理を行う。 

  

（１） 別表第２の表１に今回追加する国際希少野生動植物種（112種） 

目 科 学名 和名 

かも かも Cereopsis novaehollandiae grisea セレオプシス・ノヴァエホルランディ

アェ・グリセア 
ちどり ちどり Charadrius leschenaultii オオメダイチドリ 

Charadrius mongolus メダイチドリ 
Thinornis rubricollis rubricollis ティノルニス・ルブリコルリス・ルブ

リコルリス 
かもめ Anous tenuirostris melanops アノウス・テヌイロストゥリス・メラ

ノプス 
Sterna vittata bethunei ステルナ・ヴィタタ・ベトゥネイ 
Sterna vittata vittata ステルナ・ヴィタタ・ヴィタタ 
Sternula nereis nereis ステルヌラ・ネレイス・ネレイス 

たましぎ Rostratula australis ロストゥラトゥラ・アウストゥラリス 
しぎ Calidris canutus コオバシギ 

Calidris ferruginea サルハマシギ 
Calidris tenuirostris オバシギ 
Limosa lapponica baueri リモサ・ラポニカ・バウエリ 
Limosa lapponica menzbieri リモサ・ラポニカ・メンズビエリ 
Numenius madagascariensis ホウロクシギ 

はと はと Chalcophaps indica natalis カルコファプス・インディカ・ナタリ

ス 
Geophaps scripta scripta ゲオファプス・スクリプタ・スクリプ

タ 
Geophaps smithii blaauwi ゲオファプス・スミティイ・ブラアウ

ウィ 
Geophaps smithii smithii ゲオファプス・スミティイ・スミティ

イ 
ぶっぽうそう かわせみ Ceyx azureus diemenensis ケユクス・アズレウス・ディエメネン

シス 



目 科 学名 和名 

たか たか Accipiter hiogaster natalis アキピテル・ヒオガステル・ナタリス 
Aquila audax fleayi アクイラ・アウダクス・フレアユイ 
Erythrotriorchis radiatus アカオオタカ 

つる くびわみふう

ずら 
Pedionomus torquatus クビワミフウズラ 

くいな Gallirallus philippensis andrewsi ガルリラルルス・フィリペンスィス・

アンドゥレウシ 
Gallirallus sylvestris ロードハウクイナ 

みふうずら Turnix melanogaster ムナグロミフウズラ 
Turnix olivii トゥルニクス・オリヴィイ 
Turnix varius scintillans トゥルニクス・ヴァリウス・スキンテ

ィルランス 
すずめ ひばり Mirafra javanica melvillensis ミラフラ・ヤヴァニカ・メルヴィルレ

ンスィス 
  くさむらどり Atrichornis clamosus ノドジロクサムラドリ 
  Atrichornis rufescens ワキグロクサムラドリ 
  ふえがらす Strepera fuliginosa colei ストゥレペラ・フリギノサ・コレイ 
  Strepera graculina crissalis ストゥレペラ・グラクリナ・クリサリ

ス 
  かえでちょう Neochmia phaeton evangelinae ネオクミア・ファエトン・エヴァンゲ

リナエ 
  Neochmia ruficauda ruficauda ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカ

ウダ 
  Poephila cincta cincta ポエフィラ・キンクタ・キンクタ 
  みつすい Grantiella picta グランティエルラ・ピクタ 
  ひたき Acanthiza iredalei rosinae アカンティザ・イレダレイ・ロシナエ 
    Acanthiza pusilla archibaldi アカンティザ・プシルラ・アルキバル

ディ 
    Acanthornis magna greeniana アカントルニス・マグナ・グレエニア

ナ 
    Amytornis barbatus barbatus アミュトルニス・バルバトゥス・バル

バトゥス 
  Amytornis merrotsyi merrotsyi アミュトルニス・メルロトゥスュイ・

メルロトゥスュイ 
    Amytornis merrotsyi pedleri アミュトルニス・メルロトゥスュイ・

ペドゥレリ 
    Amytornis modestus アミュトルニス・モデストゥス 
    Amytornis textilis myall アミュトルニス・テクスティリス・ミ

ャルル 
    Amytornis woodwardi ノドジロクロセスジムシクイ 
    Cinclosoma punctatum 

anachoreta 
キンクロソマ・プンクタトゥム・アナ

コレタ 
    Dasyornis brachypterus ヒゲムシクイ 
    Dasyornis longirostris ハシナガヒゲムシクイ 
    Epthianura crocea macgregori エプティアヌラ・クロセア・マクグレ

ゴリ 
    Epthianura crocea tunneyi エプティアヌラ・クロセア・トゥンネ

ユイ 



目 科 学名 和名 

すずめ ひたき Hylacola pyrrhopygia parkeri ヒュラコラ・ピュルロピュギア・パル

ケリ 
    Malurus coronatus coronatus マルルス・コロナトゥス・コロナトゥ

ス 
  Malurus leucopterus edouardi マルルス・レウコプテルス・エドウア

ルディ 
    Malurus leucopterus leucopterus マルルス・レウコプテルス・レウコプ

テルス 
    Melanodryas cucullata 

melvillensis 
メラノドゥリャス・ククルラタ・メル

ヴィルレンシス 
    Pachycephala pectoralis 

xanthoprocta 
パキュケファラ・ペクトラリス・クス

アントプロクタ 
    Pachycephala rufogularis ノドアカモズヒタキ 
    Petroica multicolor サンショクヒタキ 
    Psophodes nigrogularis 

leucogaster 
プソフォデス・ニグログラリス・レウ

コガステル 
    Psophodes nigrogularis 

nigrogularis 
プソフォデス・ニグログラリス・ニグ

ログラリス 
    Stipiturus malachurus parimeda スティピトゥルス・マラクルス・パリ

メダ 
    Stipiturus mallee クリビタイエミュームシクイ 
    Turdus poliocephalus 

erythropleurus 
トゥルドゥス・ポリオケファルス・エ

リュトゥロプレウルス 
    Zoothera lunulata halmaturina ゾオテラ・ルヌラタ・ハルマツリナ 
ペリカン さぎ Botaurus poiciloptilus オーストラリアサンカノゴイ 

ぐんかんどり Fregata andrewsi シロハラグンカンドリ 
ねったいちょ

う 
Phaethon lepturus fulvus ファエトン・レプトゥルス・フルヴス 

う Leucocarbo atriceps nivalis レウコカルボ・アトゥリケプス・ニヴ

ァリス 
Leucocarbo atriceps 
purpurascens 

レウコカルボ・アトゥリケプス・プル

プラスケンス 
みずなぎどり あほうどり Diomedea amsterdamensis アムステルダムアホウドリ 
    Diomedea antipodensis ディオメデア・アンティポデンシィス 
    Diomedea dabbenena ディオメデア・ダベネナ 
    Diomedea epomophora ロイヤルアホウドリ 
    Diomedea exulans ワタリアホウドリ 
    Diomedea sanfordi ディオメデア・サンフォルディ 
    Phoebetria fusca ススイロアホウドリ 
    Thalassarche cauta steadi タラサルケ・カウタ・ステアディ 
    Thalassarche bulleri ハイガオアホウドリ 
    Thalassarche carteri タラサルケ・カルテリ 
    Thalassarche cauta cauta タラサルケ・カウタ・カウタ 
    Thalassarche chrysostoma ハイガシラアホウドリ 
    Thalassarche eremita タラサルケ・エレミタ 
  Thalassarche impavida タラサルケ・イムパヴィダ 
    Thalassarche melanophris マユグロアホウドリ 



目 科 学名 和名 

みずなぎどり あほうどり Thalassarche salvini タラサルケ・サルヴィニ 
 うみつばめ Fregetta grallaria grallaria フレゲタ・グラルラリア・グラルラリ

ア 
 みずなぎどり Halobaena caerulea アオミズナギドリ 
  Macronectes giganteus オオフルマカモメ 
  Macronectes halli キタオオフルマカモメ 
  Pachyptila turtur subantarctica パキュプティラ・トゥルトゥル・スバ

ンタルクティカ 
  Pterodroma arminjoniana s. str. 狭義のムナフシロハラミズナギドリ 
  Pterodroma heraldica プテロドゥロマ・ヘラルディカ 
  Pterodroma mollis カオジロミズナギドリ 
  Pterodroma neglecta neglecta プテロドゥロマ・ネグレクタ・ネグレ

クタ 
おうむ おうむ Calyptorhynchus banksii 

graptogyne 
カリュプトリュンクス・バンクスィ

イ・グラプトギュネ 
Calyptorhynchus banksii naso カリュプトリュンクス・バンクスィ

イ・ナソ 
Calyptorhynchus lathami 
halmaturinus 

カリュプトリュンクス・ラタミ・ハル

マトゥリヌス 
Calyptorhynchus latirostris カリュプトリュンクス・ラティロスト

ゥリス 
Probosciger aterrimus 
macgillivrayi 

プロボスキゲル・アテルリムス・マク

ギルリヴラユイ 
いんこ Lathamus discolor オトメインコ 

Pezoporus flaviventris ペゾポルス・フラヴィヴェントゥリス 
Platycercus caledonicus brownii プラテュケルクス・カレドニクス・ブ

ロウニイ 
Polytelis alexandrae テンニョインコ 
Polytelis anthopeplus 
monarchoides 

ポリュテリス・アントペプルス・モナ

ルコイデス 
Polytelis swainsonii  ミカヅキインコ 

ふくろう ふくろう Ninox natalis クリスマスアオバズク 
めんふくろう Tyto novaehollandiae castanops テュト・ノバエホルランディアエ・カ

スタノプス 
Tyto novaehollandiae kimberli テュト・ノバエホルランディアエ・キ

ムベルリ 
Tyto novaehollandiae melvillensis テュト・ノバエホルランディアエ・メ

ルヴィルレンスィス 
だちょう ひくいどり Casuarius casuarius johnsonii カスアリウス・カスアリウス・ヨフン

ソニイ 
  

※国際希少野生動植物に指定されると、その種の個体の取引、販売・頒布目的の陳列等が原則

として禁止される。 

 

 

 



（２）別表第２の表１から今回削除する国際希少野生動植物種（28種） 

目 科 学名 和名 

ひくいどり エミュー Dromaius baudinianus ヒメエミュー 
    Dromaius minor クロエミュー 
はと はと Columba vitiensis godmanae ロードハウノドシロカラスバト 
    Gallicolumba norfolciensis ノーフォークムナジロバト 
    Hemiphaga novaeseelandiae 

spadicea 
ノーフォークマオリバト 

    Petrophassa smithii blaawi キガオシャコバト 
きじ くいな Notornis alba ロードハウセイケイ 
    Rallus pectoralis clelandi ニシオーストラリアアカエリクイナ 
    Rallus philippensis macquariensis マッコリークイナ 
すずめ さんしょうく

い 
Coracina tenuirostris melvillensis ミルヴィルセミサンショウクイ 

    Lalage leucopyga leucopyga ノーフォークオナガサンショウクイ 
  ひたき Dasyornis broadbenti littoralis ニシオナガムシクイ 
    Drymodes superciliaris colcloughi チャバラキタメグロヤブコマ 
    Gerygone insularis ロードハウセンニョムシクイ 
    Poecilodryas superciliosa 

cerviniventris 
タービーマミジロヒタキ 

    Rhipidura cervina ロードハウオウギヒタキ 
    Turdus poliocephalus 

poliocephalus 
ノーフォークツグミ 

    Turdus xanthopus vinitinctus ロードハウツグミ 
  むくどり Aplonis fusca ノーフォークカラスモドキ 
  めじろ Zosterops albogularis ノーフォークメジロ 
    Zosterops strenua ロードハウメジロ 
おうむ おうむ Cacatua pastinator pastinator オオテンジャクバタン 
  いんこ Cyanoramphus novaezelandiae 

erythrotis 
マッコリーアオハシインコ 

    Cyanoramphus novaezelandiae 
subflavescens 

ロードハウアオハシインコ 

    Nestor productus キムネカカインコ 
    Pezoporus wallicus flaviventris キバラキジインコ 
    Psephotus pulcherrimus ゴクラクインコ 
ふくろう ふくろう Ninox novaeseelandiae albaria ロードハウアオバズク 

 

 

（３）別表第２の表２における整理 

①別表第２の表１に追加されることとなった以下の種を、別表第２の表２から削除す

る。 

・つる目くいな科 Gallirallus sylvestris（ロードハウクイナ） 

・すずめ目くさむらどり科 Atrichornis clamosus（ノドジロクサムラドリ） 

・すずめ目ひたき科 Dasyornis longirostris（ハシナガヒゲムシクイ） 

・ペリカン目ぐんかんどり科 Fregata andrewsi（シロハラグンカンドリ） 

・ふくろう目ふくろう科 Ninox natalis（クリスマスアオバズク） 

 

②おうむ目おうむ科 Probosciger aterrimus（ヤシオウム）の亜種である Probosciger 



aterrimus macgillivrayi（プロボスキゲル・アテルリムス・マクギルリヴラユイ）

が別表第２の表１に追加されることとなったことを受けて、別表第２の表２に当該

亜種に係る除外規定を置く。 

 

③おうむ目おうむ科 Cyanoramphus novaezelandiae（アオハシインコ）の亜種である

Cyanoramphus novaezelandiae cookii（ノーフォークアオハシインコ）、Cyanoramphus 

novaezelandiae erythrotis（マッコリーアオハシインコ）及び Cyanoramphus 

novaezelandiae subflavescens（ロードハウアオハシインコ）が別表第２の表１か

ら削除等されることとなったことを受けて、別表第２の表２における当該亜種に係

る除外規定を削除する。 

 

 

（４）その他 

オーストラリアからの通報等を踏まえ、分類、学名又は和名について所要の見直し

を行うものとする。  


