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ISC の名称
法律・行政・財政問題に関する国際科学委員会（ICLAFI）
ISC の目的
この委員会の目的は，記念物・建造物群・遺跡の保護・維持・保全に関連する法的
問題・行政上の問題・財政的問題の発見・調査・解決のために，ICOMOS の目的に
合致した形で、国際協力を促進することである。この目的を達成するための活動は，
三年毎のプログラムどおりに遂行されなければならない。そして，その活動は，委
員会の会議・調査訪問・刊行物と共に，科学的な会議やワークショップを特に含む
が，それらに限定されるものではない。委員会は，ICOMOS の構成体全てに対して，
法的問題の要求に関する助言を行う。

委員会役員 （２００６年１１月１日現在）
委員長：James K. Reap（アメリカ合衆国）
事務局長：Gideon Koren（イスラエル）
副委員長：

Hristina Staneva（ブルガリア）

Alberto Martorell（ペルー）
未定

委員会の代表国
アルゼンチン, オーストラリア, ベルギー, ベニン, ブラジル, ブルガリ
ア, チリ, コロンビア, クロアチア, フィンランド, ドイツ, ギリシア, ホ
ンジュラス, イスラエル, イタリア, 日本, マケドニア, メキシコ, オラ
ンダ, フィリピン, ペルー, ポーランド, ルーマニア, 南アフリカ共和国,
スペイン, スリランカ, スウェーデン, トーゴ, イギリス, アメリカ合衆
国, ウルグアイ

最近の活動

この委員会の最近の会議は，中国の西安における 2005 年 10 月の総会の
期間中の会議・2005 年 11 月のブリュッセル(ベルギー)で開催された「考
古学的遺産の保護」に関するシンポジウム・2006 年 11 月の広島(日本)に
おける「世界遺産と緩衝地帯」に関するシンポジウムを含む。
中国西安での総会では，James Reap 委員長は総会に対し，選挙問題につ
いての法的な勧告を行った。また Gideon Koren 事務総長は，決議を確実
に法的形式に整えるために，決議起草委員会のメンバーとして働いてい
た。同時に，Christopher Young と James Reap の両委員は，科学的シンポ
ジウムのための論文を選別するにあたり，当委員会のメンバーとして働
いていた。
ICLAFI は法に関する二つの小委員会を立ち上げた：そのうち一つは，
ICOMOS 国内委員会の新しい規約や改正された規約を検討するための小
委員会であり，もう一つは，各 ISC の規約や改正された規約を検討する
ための小委員会である。どちらの小委員会も各国国内委員会および各 ISC
の規約の改善のための指針づくりに取り組んでいる。ICLAFI のメンバー
は，ブルーシールド国際委員会の会議や，他の協議・国際会議において，
ICOMOS を代表してきた。ICLAFI は ICOMOS 憲章をアラビア語に翻訳
し刊行するために努力している。
URL 本 ISC の HP は以下の URL を参照されたい。
http://www.icomosiclafi.org/

Title of the ISC
International Scientific Committee on Legal, Administrative and Financial
Issues (ICLAFI )
Purpose of the ISC
The objective of the Committee is to promote, consistent with the aims of
ICOMOS, international cooperation in the identification, study and solution of
legal, administrative and financial issues in connection with the protection,
maintenance and conservation of monuments, groups of buildings and sites.
The activities to accomplish its objective shall be conducted in accordance with a
triennial program and shall include in particular but not be limited to scientific
conferences and workshops in conjunction with the meetings of the Committee,
study visits, and publications. The committee provides advice on request legal

issues to all constituent bodies of ICOMOS.

The Executives of the Committee (stand on Nov.,1st 2006)
President: James K. Reap (USA)
Secretary General: Gideon Koren (Israel)
Vice Presidents:

Hristina Staneva (Bulgaria)
Alberto Martorell (Peru)
Vacant Position

Countries Represented on the Committee
Argentina, Australia, Belgium, Benin, Brazil, Bulgaria, Chile, Colombia,
Croatia, Finland, Germany, Greece, Honduras, Israel, Italy, Japan, Macedonia,
Mexico, Netherlands, Philippines, Peru, Poland, Romania, South Africa, Spain,
Sri Lanka, Sweden, Togo, United Kingdom, United States of America, Uruguay
Recent Activities
Recent meetings of the committee include a meeting during the October 2005
General Assembly in Xi’an China, a symposium in Brussels, Belgium in
November 2005 on “Protection of the Archaeological Heritage” and a
symposium in Hiroshima, Japan in November 2006 on “World Heritage and
Buffer Zones”.
During the General Assembly meeting in Xi’an, China, President James Reap
provided legal counsel to the General Assembly on voting issues, Secretary
General Gideon Koren served as a member of the Resolutions Committee to
ensure resolutions were in legal form, and two members, Christopher Young and
James Reap served as members of the committees selecting papers for the
Scientific Symposium.
ICLAFI has established two committees on statutes: one to review new and
amended statutes from ICOMOS national committees and a second to review
new and amended statutes from International Scientific Committees. Both
committees are working on guides for the development of statutes by each of
these two types of committees. ICLAFI members have represented ICOMOS
at the meetings of the International Society of the Blue Shield and in other
conferences and international meeting. ICLAFI is coordinating efforts to
translate and publish ICOMOS charters in Arabic.

ICLAFI Weimar Meeting

ICLAFI Paris

ICLAFI Paris Meeting

ICLAFI Plovdiv Bulgaria

ICLAFI Tracian Tomb Bulgaria
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