
７-７-２ 違法伐採禁止法関連参考資料

７-７-２-１ 違法伐採禁止法仮訳

オーストラリアの 2012 年違法伐採禁止法 (Illegal Logging Prohibition Act 2012) の仮訳

を示す。原文は、オーストラリア政府のウェブサイト254よりダウンロードできる。 

第 1 部 序 

1  略称 

本法は、「2012 年違法伐採禁止法」と呼ぶことができる。 

2  施行 

(1) 本法中、表第 1 欄記載の各規定は、表第 2 欄に従って現に施行を開始し、または

すでに施行を開始したものとみなす。第 2 欄中のその他の記載は、その文言に従った効果

を有する。 

施行情報 

第 1 欄 第 2 欄 第 3 欄 

規定 施行開始 年月日・詳細 

1. 第 1・2 条、そ

の他本表の他の箇所

に記載のない本法規

定 

本法が国王の同意を得た日。 2012 年 11 月 28 日 

2. 第 3～8 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 

3. 第 9 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 

2014 年 11 月 30 日 

4. 第 10・11 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 

5. 第 12～14 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 

2014 年 11 月 30 日 

6. 第 15・16 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 

7. 第 17・18 条 本表 2 項記載の規定の施行開始日の翌

日から 2 年の期間の最終日の翌日。 

2014 年 11 月 30 日 

8. 第 19～86 条 本法が国王の同意を得た日の翌日。 2012 年 11 月 29 日 

注: 本表は本法中、当初制定された規定にのみ適用される。本表は、本法のその後の

改正に応じて改正されることはない。 

(2) 表第 3 欄記載の情報は、本法の一部ではない。本法の公開版において、本欄に情

報を記入し、または本欄記載の情報を編集することができる。 

254 https://www.legislation.gov.au/Details/C2018C00027 
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3 国王に対する拘束力 

(1) 本法は、国王の各能力を拘束する。

(2) 本法によって国王が罰金を科せられ、または犯罪により訴追されることはない。

4 海外領土への不適用 

本法は海外領土には適用されない。 

5 州・領土法との重畳適用 

本法は、本法と重畳適用が可能な州法または領土法の適用を排除しまたは制限す

ることを意図するものではない。 

6 本法に関する指針 

本法は、違法に伐採された木材の輸入及び違法に伐採された原木の加工を禁ずるものであ

る。 

本法はさらに、違法に伐採された木材が輸入・加工されるリスクを減らすためデューデリ

ジェンスを払うことを、規制木材製品の輸入者及び原木の加工者に義務づけるものであ

る。 

規制木材製品の輸入者は、輸入時に関税管轄大臣に対し、自己が払ったデューデリジェン

スに関する申告書を提出しなければならない。

本法第 4 部は、本法に定める監督、捜査及び執行権限を捜査官が行使できるようにするた

め、規制権限法を適用する。 

7 定義 

本法において、 

「オーストラリア」は、地理的意味で用いるときは、海外領土を含まない。 

「民事罰規定」は、規制権限法におけると同じ意味を有する。 

「コモンウェルス当局」とは、以下の各事項をいう。 

(a) 法律により、または法律にもとづき、公共目的のために設立された法人。

(b) 以下のいずれかの者が単独で、または以下の複数の者が共同で、支配権を保有し

ている会社。 

(i) コモンウェルス

(ii) (a)記載の法人

「憲法上の会社」とは、憲法第 51 条（xx）項の適用を受ける会社をいう。 

「関税管轄大臣」とは、1901 年関税法を管轄する大臣をいう。 

「デューデリジェンス要件」： 

(a) 規制木材製品輸入にあたっての「デューデリジェンス要件」は、第 14 条(1)項に

定める意味を有する。 

(b) 原木加工にあたっての「デューデリジェンス要件」は、第 18 条(1)項に定める意

味を有する。 
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木材を「違法に伐採する」とは、収穫場所（オーストラリア国内であると否とをとわな

い）において効力を有する法律に違反して木材を収穫することをいう。 

「輸入」とは、オーストラリア国内へ輸入することをいう。 

「捜査官」とは、第 19 条にもとづき任命された者をいう。 

「規制木材製品」は、第 9 条(3)項に定める意味を有する。 

「規制権限法」とは、2014 年規制権限（標準規定）法をいう。 

「長官」とは、本省の長官をいう。 

「本法」というときは、規則も含む。 

「木材製品」とは、木材であるか、木材から製造されたか、または木材を含む物をいう。 

第 2 部 輸入 

第 1 章 違法に伐採された木材の輸入 

8  違法に伐採された木材の輸入 

以下の行為は犯罪となる。 

(a) 行為者が物を輸入し、かつ、

(b) その物が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、または

かかる木材を含み、かつ、 

(c) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。

罰則：5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。 

9  違法に伐採された木材を規制木材製品の形で輸入 

(1) 以下の行為は犯罪となる。

(a) 行為者が物を輸入し、かつ、

(b) その物が違法に伐採された木材であるか、かかる木材から製造されたか、または

かかる木材を含み、かつ、 

(c) その物が規制木材製品であり、かつ、

(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。

罰則：5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。 

(2) (1)項(b)の過誤要素は過失である。

(3) 「規制木材製品」とは、規則に定める木材製品をいう。

10  没収 

(1) 以下の場合、裁判所は、物の全部または一部をコモンウェルスに没収させるよう

命ずることができる。 

(a) 裁判所が、その物またはその一部につき、第 8 条または 9 条に違反した罪で行為

者に有罪判決を下した場合であって、かつ、 

(b) その物が同人の所有物であるとき。

(2) 同人は、上記の命令に関連して審理を受ける権利を有する。

(3) 上記の物またはその一部は、長官が適切と判断した方法で取り扱いまたは処分す

ることができる。ただし以下の時点より後に限る。 
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(a) 命令や有罪判決に対する上訴の提起期間が、かかる上訴が提起されることなく終

了したときは、それらの期間の終了時。 

(b) かかる上訴が 1 件または複数提起されたときは、それらの上訴が失効し、または

最終決定された時点。 

11  1901 年関税法の適用 

以下の場合においては、 

(a) 製品の輸入が第 8 条または 9 条にもとづく犯罪であって、かつ、

(b) 長官が、同輸入に 1901 年関税法の適用を希望する旨、（1901 年関税法にいう）

関税監督官に対して書面で通知した場合は、 

あたかも同輸入に含まれる同製品が 1901 年関税法にいう禁制輸入品であって、同法第

229 条にもとづき国王により没収されるべき製品であるかのように、1901 年関税法が効力

を有する。 

第 2 章 輸入者が払うデューデリジェンス 

12  規制木材製品の輸入 

以下の行為は犯罪となる。 

(a) 行為者が物を輸入し、かつ、

(b) その物が規制木材製品であり、かつ、

(c) 同人が同製品輸入にあたってデューデリジェンス要件を遵守せず、かつ、

(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。

罰則：300 罰金単位。 

13  関税申告書 

以下の行為は犯罪となる。 

(a) 行為者が物を輸入し、かつ、

(b) その物が規制木材製品であり、かつ、

(c) 同人が、自己が同製品輸入にあたってデューデリジェンス要件を遵守したかどう

かにつき、規則に定める方法で関税管轄大臣に申告しておらず、かつ、 

(d) その物が本条に係る規則によって除外されていないとき。

罰則：100 罰金単位。 

14  規制木材製品輸入にあたってのデューデリジェンス要件 

(1) 規制木材製品輸入にあたってのデューデリジェンス要件を、規則で定めなければ

ならない。 

(2) 要件は、輸入した規制木材製品が違法に伐採された木材であるか、かかる木材か

ら製造されたか、またはかかる木材を含むかするリスクを減らす目的のためにのみ定めな

ければならない。 

(3) 要件には、以下のいずれかまたは複数の事項に関連した要件を含めることができ

る。 
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(a) 上記のリスク の評価目的での情報収集。以下の各事項に関連した情報を含む。

(i) 収穫した木材の種類、原産地及び詳細

(ii) 木材または木材製品のサプライヤーの名称、営業所の所在地その他の詳細

(iii) 木材収穫場所が属する国の法律を遵守しているという証拠

(iv) 収集した情報の完全性、正確性または信頼性

(b) 上記リスクの評価・特定

(c) リスクの程度に応じたリスク低減策

(d) 第 13 条にもとづく関税管轄大臣への申告

(e) コンプライアンス陳述書の提出

(f) 監査

(g) 定められた状況における救済策の実施

(h) 報告書その他の情報の大臣への提供

(i) 情報公開

(4) (3)項は(2)項を限定するものではない。

(5) 規制木材製品の輸入にあたってのデューデリジェンス要件であって、特定の法

律、規則またはプロセスを遵守することによってその全部または一部を充たせる要件を、

規則で定めることができる。ここでいう法律、規則またはプロセスには以下の各事項を含

む。 

(a) 州、領土または外国において効力を有する法律または法律にもとづくプロセス

(b) 業界または認証団体が設立または認証した規則またはプロセス

(c) 確立された運用プロセス

(6) (5)項(a)～(c) は(5)項を限定するものではない。

第 3 部 加工 

第 1 章 違法に伐採された原木の加工 

15  違法に伐採された原木の加工 

(1) 以下の行為は犯罪となる。

(a) 行為者が、原木を原木以外のものに加工し、かつ、

(b) 同人が憲法上の会社であるか、または以下のいずれかの状況で原木を加工し、か

つ、 

(i) 外国との、または州間若しくは州・領土間の貿易・通商の過程で、または貿易・

通商の目的で 

(ii) 領土内において

(iii) 憲法上の会社に代わって

(iv) 憲法上の会社に木材製品を供給する目的で

(v) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に代わって

(vi) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に木材製品を供給する目的で

(c) 同原木が違法に伐採されたものであり、かつ、

(d) 同人が、本条に係る規則によって除外される対象集団に含まれず、かつ、

(e) 同加工が本条に係る規則によって除外されず、かつ、
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(f) 同原木が本条に係る規則によって除外される種類でないとき。

罰則： 5 年間の拘禁若しくは 500 罰金単位、またはその両方。 

例外 輸入原木 

(2) 同原木がオーストラリア国内へ輸入されたものである場合、(1)項は適用されな

い。 

注： (2)項記載の事項との関連では、被告人が立証責任を負う（刑法 13.3(3)を参照）。

16  没収 

(1) 以下の場合、裁判所は、物の全部または一部をコモンウェルスに没収させるよう

命ずることができる。 

(a) 裁判所が、その物またはその一部につき、第 15 条に違反した罪で行為者に有罪

判決を下した場合であって、かつ、 

(b) その物またはその一部が同人の所有物であるとき。

(2) 同人は、上記の命令に関連して審理を受ける権利を有する。

(3) 上記の物またはその一部は、長官が適切と判断した方法で取り扱いまたは処分す

ることができる。ただし以下の時点より後に限る。 

(a) 命令や有罪判決に対する上訴の提起期間が、かかる上訴が提起されることなく終

了したときは、それらの期間の終了時。 

(b) かかる上訴が 1 件または複数提起されたときは、それらの上訴が失効し、または

最終決定された時点。 

第 2 章 加工者が払うデューデリジェンス 

17  原木の加工 

(1) 以下の行為は犯罪となる。

(a) 行為者が原木を原木以外のものに加工し、かつ、

(b) 同人が憲法上の会社であるか、または以下のいずれかの状況で原木を加工し、か

つ、 

(i) 外国との、または州間若しくは州・領土間の貿易・通商の過程で、または貿易・

通商の目的で 

(ii) 領土内において

(iii) 憲法上の会社に代わって

(iv) 憲法上の会社に木材製品を供給する目的で

(v) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に代わって

(vi) コモンウェルスまたはコモンウェルス当局に木材製品を供給する目的で

(c) 同人が原木加工にあたってのデューデリジェンス要件を遵守せず、かつ、

(d) 同原木が本条に係る規則によって除外される種類でないとき。

罰則：300 罰金単位。 

例外 輸入原木 

(2) 原木がオーストラリア国内へ輸入された場合は、(1)項は適用されない。

注： (2)項記載の事項との関連では、被告人が立証責任を負う（刑法 13.3(3)を参照）。
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18  原木加工にあたってのデューデリジェンス要件 

(1) 原木加工にあたってのデューデリジェンス要件を、規則で定めなければならな

い。 

(2) 要件は、違法に伐採された原木が加工されるリスクを減らす目的のためにのみ定

めなければならない。 

(3) 要件には、以下の事項のいずれかまたは複数に関連した要件を含めることができ

る。 

(a) 上記のリスクの評価目的での情報収集。以下の各事項に関連した情報を含む。

(i) 収穫した原木の種類、原産地及び詳細

(ii) 原木のサプライヤーの名称、営業所の所在地その他の詳細

(iii) 原木収穫場所が属する州または領土の法律を遵守しているという証拠

(iv) 収集した情報の完全性、正確性または信頼性

(b) 上記リスクの評価・特定

(c) リスクの程度に応じたリスク低減策

(d) コンプライアンス陳述書の提出

(e) 監査

(f) 定められた状況における救済策の実施

(g) 報告書その他の情報の大臣への提供

(h) 情報公開

(4) (3)項は(2)項を限定するものではない。

(5) 原木加工にあたってのデューデリジェンス要件であって、特定の法律、規則また

はプロセスを遵守することによってその全部または一部を充たせる要件を、規則で定める

ことができる。ここでいう法律、規則またはプロセスには以下の各事項を含む。 

(a) 州または領土において効力を有する法律または法律にもとづくプロセス

(b) 業界または認証団体が設立または認証した規則またはプロセス

(c) 確立された運用プロセス

(6) (5)項(a)～(c) は(5)項を限定するものではない。

第 4 部 監督、捜査及び執行 

第 1 章 捜査官 

19  捜査官の任命 

(1) 長官は、本法に定める捜査官を書面で任命することができる。

(2) 長官は、ある人が捜査官の権限を適正に行使するための適切な訓練または経験を

積んでいると納得しない限り、同人を捜査官に任命してはならない。 

(3) 捜査官の任期は、任命書に記載する期間とする。期間は 2 年を超えてはならな

い。 

(4) 捜査官は、その権限行使にあたって長官の指示を遵守しなければならない。

(5) (4)項にもとづいて与えられた書面の指示は、法律文書ではない。
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第 2 章 監督 

21  監督権限 

監督対象規定 

(1) 以下の各規定は、規制権限法第 2 部にもとづく監督の対象となる。

(a) 本法の規定

(b) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法と関連のある犯罪。

注： 規制権限法第 2 部は、本法が遵守されているか否かの監督枠組を形成する。枠組

には立入・査察権限を含む。 

監督対象情報 

(2) 本法の規定に従って、または従うと称して提供された情報は、規制権限法第 2 部

にもとづく監督の対象となる。 

注： 規制権限法第 2 部は、情報が正確か否かの監督枠組を形成する。枠組には立入・

査察権限を含む。 

関連規定 

(3) 規制権限法第 2 部が、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で適用される

場合、同部にいう関連規定は存在しない。 

授権を受けた申請者及び授権を受けた者 

(4) 捜査官は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限法第 2 部

にいう授権を受けた申請者であり授権を受けた者である。 

発付官 

(5) 以下の各人は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限法第

2 部にいう発付官である。 

(a) 治安判事

(b) 州または領土の裁判所の判事

(c) オーストラリア連邦巡回裁判所の判事またはオーストラリア連邦裁判所の判事

が、本法に定める発付官としての職務を果たすことに同意し、その同意が有効な場合

は、その判事。 

管轄最高責任者 

(6) (1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、長官が、規制権限法第 2 部に

いう管轄最高責任者である。 

(7) 長官は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で、規制権限法第 2 部にも

とづく長官の権限を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任することがで

きる。 

(8) (6)項 にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示

を遵守しなければならない。 

管轄裁判所 

(9) 以下の各裁判所は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連では、規制権限

法第 2 部にいう管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所

(b) オーストラリア連邦巡回裁判所
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追加監督権限 

(10) 以下のいずれかの事項を決するにあたっては、

(a) (1)項記載の規定が従来遵守されてきたか、または現に遵守されているか

(b) (2)項記載の情報の正確性

規制権限法第 2 部にもとづく監督権限には、(11)項記載の追加監督権限が含まれているも

のとみなす。 

(11) 追加監督権限とは、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で規制権限法第

18 条が適用される場合において、同条にもとづき立ち入った敷地内においていかなる物の

サンプルでも採取しうる権限をいう。

支援者 

(12) 授権を受けた者は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で規制権限法第

2 部にもとづく権限を行使し、または機能や任務を遂行するにあたり、他人の支援を受け

ることができる。 

海外領土への不適用 

(13) 規制権限法第 2 部は、(1)項記載の規定や(2)項記載の情報との関連で適用される

場合は、海外領土には適用されない。 

第 3 章 捜査 

22  捜査権限 

捜査対象規定 

(1) 以下の各規定は、規制権限法第 3 部にもとづく捜査の対象となる。

(a) 本法違反の犯罪

(b) 本法中の民事罰規定

(c) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法に関連する犯罪

注： 規制権限法第 3 部は、規定違反があったか否かの捜査枠組を形成する。枠組には

立入・捜索・押収権限を含む。 

関連規定 

(2) 規制権限法第 3 部が(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で適用される場合、

同部にいう関連規定は存在しない。 

授権を受けた申請者及び授権を受けた者 

(3) 捜査官は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3 部にい

う授権を受けた申請者であり授権を受けた者である。 

発付官 

(4) 以下の各人は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3 部

にいう発付官である。 

(a) 治安判事

(b) 州または領土の裁判所の判事

(c) オーストラリア連邦巡回裁判所の判事またはオーストラリア連邦裁判所の判事

が、本法に定める発付官としての職務を果たすことに同意し、その同意が有効な場合

は、その判事。 
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管轄最高責任者 

(5) (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連では、長官が、規制権限法第 3 部にいう

管轄最高責任者である。 

(6) 長官は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で、規制権限法第 3 部にもとづ

く長官の権限及び機能を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任すること

ができる。 

(7) (6)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を

遵守しなければならない。 

管轄裁判所 

(8) 以下の各裁判所は、(1)記載の規定関連の証拠物件との関連では、規制権限法第 3

部にいう管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所

(b) オーストラリア連邦巡回裁判所

追加捜査権限 

(9) (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部が適用される場

合、同部にもとづく捜査権限には、(10)項記載の追加捜査権限が含まれているものとみな

す。 

(10) 追加捜査権限とは、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 48

条が適用される場合において、同条にもとづいて立ち入った敷地内においていかなる物の

サンプルでも採取しうる権限をいう。

令状執行の際の実力行使 

(11) (1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部が適用される場合、

同部にもとづいて捜査令状を執行するにあたり、 

(a) 授権を受けた者は、当該状況下において物に対し、必要かつ合理的な実力を行使

することができる。 

(b) 授権を受けた者を支援する者は、当該状況下において物に対し、必要かつ合理的

な実力を行使することができる。 

支援者 

(12) 授権を受けた者は、(1)項記載の規定関連の証拠物件との関連で規制権限法第 3 部

にもとづいて権限を行使し、または機能や任務を遂行するにあたり、他人の支援を受ける

ことができる。 

海外領土への不適用 

(13) 規制権限法第 3 部は、(1)項記載の規定との関連で適用される場合は、海外領土に

は適用されない。 

第 4 章 民事罰 

23  民事罰規定 

執行可能な民事罰規定 

(1) 本法中の各民事罰規定は、規制権限法第 4 部にもとづき執行可能である。
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注： 民事罰規定は、規制権限法第 4 部にもとづき、規定違反による罰金の支払命令を

取得することにより執行することができる。 

授権を受けた申請者 

(2) 長官は、本法中の民事罰規定との関連では、規制権限法第 4 部にいう授権を受け

た申請者である。 

管轄裁判所 

(3) 以下の各裁判所は、本法中の民事罰規定との関連では、規制権限法第 4 部にいう

管轄裁判所である。 

(a) オーストラリア連邦裁判所

(b) オーストラリア連邦巡回裁判所

海外領土への不適用 

(4) 規制権限法第 4 部は、本法中の民事罰規定との関連で適用される場合は、海外領

土には適用されない。 

第 5 章 法律違反通知 

24  法律違反通知 

法律違反通知対象規定 

(1) 以下の各規定は、規制権限法第 5 部にもとづく法律違反通知の対象となる。

(a) 本法に違反する無過失責任犯罪

(b) 本法中の民事罰規定

(c) 1914 年犯罪法または刑法に違反する犯罪であって、本法と関連する犯罪

法律違反担当官 

(2) 捜査官は、(1)項記載の規定との関連では、規制権限法第 5 部にいう法律違反担当

官である。 

管轄最高責任者 

(3) (1)項記載の規定との関連では、長官が、規制権限法第 5 部にいう管轄最高責任者

である。 

(4) 長官は、(1)項記載の規定に関連した、管轄最高責任者としての長官の権限及び機

能を、本省内の SES 職員または SES 職員代理に書面で委任することができる。 

(5) (4)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を

遵守しなければならない。 

海外領土への不適用 

(6) 規制権限法第 5 部は、(1)項記載の規定との関連で適用される場合は、海外領土に

は適用されない。 

第 5 部 雑則 

83  報告書の公表 

(1) 長官は、本法の運用に関する報告書を公表することができる。

(2) (1)項は、1988 年プライバシー法にいう情報開示を義務づけまたは授権するもの

ではない。 
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84  本法運用の見直し 

(1) 大臣は、本法運用の最初の 5 年間についての見直しを実施させなければならな

い。 

(2) 見直し担当者は、5 年間の終了時から 12 カ月以内に、書面による見直し報告書を

大臣に提出しなければならない。 

(3) 大臣は、見直し報告書を受領してから各議院の 15 開会日以内に、報告書の写し 1

部を各議院に提出しなければならない。 

85  長官による委任 

(1) 長官は、本法にもとづく長官の権限及び機能を、本省内の SES 職員または SES

職員代理に書面で委任することができる。 

(2) (1)項にもとづく委任にもとづいて権限または機能を行使する者は、長官の指示を

遵守しなければならない。 

86  規則 

(1) 連邦総督は、以下の各事項を定めた規則を制定することができる。

(a) 本法が制定を義務づけまたは許可している事項

(b) 本法を実施する上で制定することが必要または便利な事項

(2) 規則では、(1)項を限定することなく、以下の各事項を行うことができる。

(a) 本法にもとづく事項に関する手数料を定めること。

(b) 規則違反の犯罪に対して、50 罰金単位を超えない罰則を定めること。

(c) 規則中の特定の規定が民事罰規定である旨宣言し、かかる規定違反の罰金を、以

下の限度を超えない範囲で定めること。 

(i) 法人については 100 罰金単位

(ii) その他の場合は 100 罰金単位

(d) 本法にもとづいて下した決定の、行政上訴審判所による見直しについて定めるこ

と。 
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