
65

第 4章

第 4 章　日本の国内象牙市場における国内取引と、  
   国内取引規制・登録制度

4.1　象牙の国内取引管理の全体像
とその構成要素としての国内
取引規制・登録制度

第 3 章で検討したとおり、税関が関税

法に基づいて水際で実施する輸出入規制

の執行は、密輸出入の防止の要でありな

がら、その徹底には現実的な制約があま

りに大きい。また、とくに国際郵便によ

る輸出入に目を向ければ、関税法の規定

および通達による規制の運用の両面で、

象牙等の密輸出入に対して抜け穴を提供

してしまっている。

そこで，象牙密輸防止のために水際規

制を補完する方策が重要となる。それが

密輸象牙を国内市場から排除するための

国内取引管理の仕組みである。日本では、

「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」1
1

およびその細則1
2

が、象

牙の国内取引管理について定めている1
3

。
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」（平成
4 年 6 月 5 日法律第 75 号）（以下「種の保存法」または「法」という）

2　基本的なものは以下のとおりである。
	「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施行令（平
成 5 年 2 月 10 日政令第 17 号）（以下「施行令」または「令」という）

　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規則（平成
5年 3月 29日総理府令第 9号）（以下「施行規則」または「規則」という。）

　特定国際種事業に係る届出等に関する省令（平成 7 年 6 月 14 日
総理府、通商産業省令第 2 号）（以下「届出省令」という。）

3　【ゾウに対する種の保存法の適用】
・種の保存法は、その保存の対象とする「希少野生動植物種」（法第 4

条第 2 項）として、「国内希少野生動植物種」（法第 4 条第 3 項）およ
び「国際希少野生動植物種」（法第 4 条第 4 項）を定めている。

・種の保存法に基づいて閣議決定された「希少野生動植物種保存基本方
針」（法第 6 条第 1 項）は、CITES 附属書掲載種のうち「附属書 I に掲
載された種。ただし、我が国が留保している種を除く」ものを「国際
希少野生動植物種」に選定すると定めている。そして、「ぞう科」の「エ
レファス・マクスィムス（アジアゾウ）」と「ロクソドンタ・アフリ

そこで主要な柱となるのが、以下の①

国内取引規制1
4

・登録制度、②象牙の譲渡
カナ（アフリカゾウ）」も、これに指定されている（令第 1 条第 2 項、
同別表第 2（12））。

・ゾウを含む「国際希少野生動植物種」の個体等の取り扱いに関しては（法
第 2 章「個体等の取扱いに関する規制」）、その所有者または占有者に
個体等の適切に取り扱う努力をするよう義務づけ（法第 7 条）、その
者らに必要な助言または指導をする環境大臣の権限（法第 8 条）を定
める個体等の所有者の義務等（第 1 節）のほか、個体等の譲渡し等の
禁止（第 2 節）、国際希少野生動植物種の個体等の登録等（第 3 節）、
特定国際種事業の規制（第 4 節、第 2 款）および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5節）に関する規定が適用される。

【ゾウの「器官」および「加工品」に対する種の保存法関係法令の適用】
・第 2 章「個体等の取扱いに関する規制」にいう「個体等」とは、「個体」、

その「器官」およびこれらの「加工品」の総称である（法第 7 条）。「器官」
は個体の一部、「加工品」は「個体」または「器官」を材料として製
造されたものを意味する（令第 3 条第 2 項参照）。個体等は、それぞ
れ種を容易に識別できるものであって、政令で定めるものに限られて
いる（法第 6 条第 2 項 3 号。「器官」については令第 2 条の 2、同別
表第 4。「加工品」については令第 2 条の 3、同別表第 4 およびこれが
委任する規則第 1 条）。

・「ぞう科」の「器官」は「皮」および「牙」とされており（法第 6 条第 2
項3号、令第2条の2、同別表第4）、「加工品」は「皮革製品」（「はきもの」、「か
ばん」、「袋物」）ならびに「牙を材料として製造された」「装身具」、「調度品」、

「印章」、「楽器」、「室内娯楽用具」、「食卓用具」、「喫煙具」、「文房具」、「日
用雑貨」、「仏具」および「茶道具」とされている（法第 6 条第 2 項 3 号、
令第 2 条の 3、同別表第 4、規則第 1 条）。

・これら「ぞう科」の「器官」および「加工品」は、すべて「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」、「原材料器官等」に指定さ
れている（法第 12 条第 1 項 3 号、令第 2 条の 4、同別表第 5）。

・「原材料器官等」およびその加工品のうち「器官の全形が保持されていない」
（令第 2 条の 5）ものは「特定器官等」とされ、それに対する国内取引規制
の適用は除外される（法第 12 条第 1 項 3 号、法第 17 条）。

・ぞう科の「特定器官等」のうち「牙およびその加工品」の譲渡し・引
渡しを伴う事業は「特定国際種事業」として、主務官庁（環境省およ
び経済産業省）による監督の対象となる（法第33条の2、令第5条の2）。
それらの「特定器官等」は「事業関係特定器官等」と呼ばれている（届
出省令第 6 条 2 号）。

　　2017 年種の保存法改正法の下では、このぞう科の「牙およびその
加工品」の譲渡し・引渡しを伴う事業は「特別国際種事業」とされ、
それらの特定器官等は「特別特定器官等」と呼ばれることとなった（改
正法第 33 条の 6 第 1 項）。

4　	本稿では、種の保存法に基づく「譲渡し等」すなわち、譲渡し（所
有権を第三者に移転すること（環境庁 ,	1995））、譲受け（所有権
の移転を第三者から受けること（前同））、引渡し（占有を第三者
に移転すること（前同））または引取り（占有の移転を第三者か
ら受けること（前同））の禁止（法第 12 条第 1 項）、販売・頒布

図 ぞう科の器官・加工品に適用される
種の保存法関係法令上の制度

器官
・皮
・牙

加工品
・皮革製品（はきもの、かばん、袋物）
・牙を材料として製造された装身具、調度品、

印章、楽器、室内娯楽用具、食卓用具、喫煙具、
文房具、日用雑貨、仏具および茶道具

原材料器官等
・全形が保持
されている皮

・全形が保持
されている牙
国内取引規制

特定器官等
・全形が保持されていない皮

事業関係特定器官等
（2017年種の保存法改正法（2018年6月1日

までに施行）では、「特別特定器官等」）

・全形が保持されていない牙

・その取引を伴う事業の監督制度
（特定国際種事業制度。改正法では、
特別国際種事業制度。）
・製品認定制度

規制・事業の監督なし
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し・引渡しを伴う事業の監督（「特定国際

種事業」制度）および③製品認定制度の

仕組みである。

本章では、日本における象牙の国内取

引管理の核心ともいうべき①の国内取引

規制・登録制度を取り扱い、②および③

については第 5 章で述べる。

4.2 象牙の国内取引規制・登録制度

4.2.1 国内取引規制・登録制度の概要

象牙に対する国内取引規制・登録制度

の概要は次のとおりである。

・国内取引規制・登録制度の対象となる象
牙すなわち「全形が保持されて」いる象
牙（以下「全形牙」ともいう）であって、
登録を受けていないものの譲渡し等は禁
止される5

5

。

・同じく登録を受けていない全形牙を販
売・頒布する目的で陳列・広告すること
（ショッピング・サイトでの広告、オー
クション・サイトへの出品を含む）は禁
止される5

6

。

・上記の規制の実効性を高めるため、登録
を受けた全形牙の取扱いおよび登録に際
して交付される登録票の取扱いについて
手続的な規制が行われる5

7

。
目的の陳列・広告の禁止（法第 17 条）を総称して、「国内取引規制」
と呼ぶこととする。また、文脈に応じ、譲渡し等の規制および陳列・
広告規制に実効性を与えるために定められている諸々の手続的規
制を含めた意味でも「国内取引規制」の用語を用いる。

5　	法第 12 条第 1 項。これに違反した者は、5 年以下の懲役もしく
は 500 万円以下の罰金、またはそれらの併科に処せられる（法第
57 条の 2）。ただし、法人に対する罰金は 1 億円以下とされている

（法第 65 条第 1 項 1 号）。
6　法第 17 条。これに違反した者は、1 年以下の懲役または 100 万円以下
の罰金に処せられる（法第 58 条 2 号）。ただし、法人に対する罰金は 2
千万円以下とされている（法第 65 条第 1 項 2 号）。
7	・登録を受けた全形牙を販売又は頒布をする目的で陳列をすると

4.2.2　登録制度

上記の国内取引規制の定め方に明らか

なとおり、国内取引規制の根幹をなす仕

組みとなっているのが、以下の登録制度

である。

・一定の要件に該当する全形牙5
8

の正当な権
原にもとづく占有者は、その象牙につい
て環境大臣の登録を受けることができる5

9

。

・登録関係事務は、環境大臣の登録を受け
た者に行わせる5

10

。これまでに環境大臣
の登録を受けた「登録機関」は、一般財
団法人自然環境研究センター（以下「自
然研」という）のみである5

11

。

・登録機関は、登録をしたときは、申請者
に登録票を交付しなければならない5

12

。

きは、その登録に係る登録票を備え付けておかなければならな
い（法第 21 条第 1 項）。

・登録を受けた全形牙を販売又は頒布をする目的で広告するとき
は、登録等を受けていることおよびその登録記号番号を表示し
なければならない（法第 21 条第 2 項、規則第 11 条の 3）。

・登録を受けた全形牙の譲渡し等は、登録票とともにしなければ
ならない（法第 21 条第 3 項）

・登録票は、その登録票に係る全形牙とともにする場合を除いて
は、取引してはならない（法第 21 条第 4 項）。

・登録を受けた全形牙を譲受け・引取りした者は、30 日以内に
登録機関にその旨を届け出なければならない（法第21条第5項、
法第 23 条第 7 項）。

・登録を受けた全形牙を占有しないことになった場合、個体等
の区分（個体の器官、個体の器官の加工品）に変更を生じた場
合等には、登録票は登録機関に返納しなければならない（法第
22 条第 1 項、第 23 条第 7 項）。前者（法第 22 条第 1 項 1 号）
にあたるのは、文字どおり個体等を亡失した場合のほか、象牙
については、牙の分割によって全形が保持されない形態となっ
た場合が含まれる。亡失は日常的に生じることではないので、
実際には牙の分割による場合がほとんどであろう。後者（法第
22 条第 1 項 2 号）にあたるのは、象牙については、「器官」に
該当する未加工の全形牙（生牙）が、「製品」に該当する磨き
牙や彫り牙に加工されたときが考えられる。

以上の規制に違反した者は、30 万円以下の罰金に処せられる（法
第 63 条第 6 号）。

8　「特定器官等」に該当する象牙、すなわち「全形が保持されてい
ない」象牙は登録できない（法第 20 条第 1 項）。

9　偽りその他不正の手段により登録を受けた者は、1 年以下の懲役
または 100 万円以下の罰金に（法第 58 条第 3 号）、法人は罰金 2
千万円以下に処せられる（法第 65 条第 1 項 2 号）。ただし、2017
年種の保存法改正法（2018 年 6 月までに施行予定）では、重罰化
されている。第 7 章注 43 参照。

10　法第 23 条第 1 項
11　環境省のウェブサイトでは、登録手続の問合せ先として、自然
研のみが指定されている。
http://www.env.go.jp/nature/kisho/zougetorihiki.html

12　法第 20 条第 3 項、法第 23 条第 7 項
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4.2.3  登録関係事務

登録機関は、公正に、次の方法に従って

登録関係事務を実施しなければならない1
13

。

・登録の申請にかかる個体等の種を確認す
ること。

・登録の申請にかかる個体等が登録要件に
該当することを確認すること。

・登録の申請にかかる個体等が既に登録を
受けたものでないことを確認すること。

登録機関は、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1
14

。

登録機関に対して、現物の確認や、現

物の所在場所を確認する等の権限を与え

る規定は一切おかれておらず、上記の確

認事務のためにとれる手段は、申請の際

に添付された書類および写真を確認する

ことのみである1
15

。

登録機関は、帳簿を備え、一定の事項を

記載し、これを保存しなければならない1
16

。

13　法第 24 条第 2 項、規則第 14 条第 1 項
14　法第 24 条第 4 項。自然研は、「国際希少野生動植物種登録関係
事務実施規程」を作成し、環境大臣の認可を受けている（以下「登
録関係事務実施規程」という）。

15　登録機関が現物の確認・検査を行う権限については、法律に一
切定めがない。

16　法第 24 条第 7 項。台帳への記載事項は、次のとおり。申請者の
氏名・住所（規則第 15 条第 1 号）、登録の申請を受けた年月日（同
第 2 号）、申請にかかる個体等の種名（同第 3 号）、申請にかかる個
体等の区分（象牙に関しては、個体の器官または個体の器官の加工
品）（同第 4 号）、申請にかかる個体等の主な特徴（同第 5 号）、申
請にかかる個体等が該当する登録要件（同第 6 号）、登録要件へ該
当することを確認した書類の種類（同第 7 号）、登録を行った年月
日（同第 8 号）、登録記号番号（同第 9 号）。この帳簿は、「国際希
少野生動植物種登録簿」としてコンピューター処理される電子デー
タとして保存されている（登録関係事務実施規程）。

4.2.4  登録要件

登録を受けることができる国際希少野

生動植物種の個体もしくはその器官または

これらの加工品は、以下の 5 つの登録要件

のいずれかに該当するものとされている1
17

。

1 号

日本国内において繁殖させた個体または

その個体から生じた器官等1
18

であること1
19

2 号

条約適用日1
20

前に、日本国内で取得され、

または日本に輸入された個体・器官・加

工品1
21

であること1
22

（以下「条約適用前取得」

または「条約適用前取得象牙」という。）

3 号イ

条約適用日後に、関税法上の許可を受け

て日本に輸入されたが、商業目的で繁殖

させた個体またはその個体から生じた器

官等1
23

であること1
24

3 号ロ

条約適用後に、関税法上の許可を受けて

日本に輸入されたが、条約適用前に輸出

17　法第 20 条 1 項、令第 4 条。3 号の各事由においては、関税法 67 条
の許可を受けて輸入されたことが必要とされている。

18　繁殖させた個体の一部であった器官と、その個体またはその個
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含む（令
第 3 条第 2 項参照）。

19　令第 4 条 1 号
20　1990（平成 2）年 1 月 18 日（令第 1 条第 2 項、同別表第 2（12））。
21　取得・輸入された個体から生じた器官、取得・輸入された器官
を材料として製造された加工品および取得・輸入された加工品を
材料として製造された加工品を含む（令第 4 条 2 号）。

22　令第 4 条 2 号
23　注 18 に同じ
24　令第 4 条 3 号イ
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国内で取得され、または輸出国に輸入さ

れた個体・器官・加工品1
25

であること1
26

3 号ハ

条約適用後に、関税法上の許可を受け

て日本に輸入されたが、条約上附属書

II に掲載されている個体群に属する個

体またはその個体から生じた器官等1
27

で

あること1
28

ただし、象牙の場合に該当の可能性が

ある事由は、2 号、3 号ロ、ハのみである。

4.2.5  登録申請される象牙が条約適用
前国内取得の要件に該当することの確認

1）法令上、提出が求められる書類等

条約適用前国内取得の要件に該当する

として行われる全形牙の登録申請におい

ては、現行法上、以下の書類等の提出が

必要とされている。

（i）所定の事項を記載した申請書1
29

（ii）象牙を国内で取得し、または国内に

輸入した者が記載した当該取得または

輸入にかかる経緯を明らかにした書類

（以下「取得経緯自己申告書」という）1
30

。
25　注 21 に同じ。
26　令第 4 条 3 号ロ
27　附属書 II 掲載個体群の個体の一部であった器官と、その個体ま
た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
を含む（令第 3 条第 2 項参照）。

28　令第 4 条 3 号ハ
29　法第 20 条第 2 項
30　法第 20 条第 2 項、令第 4 条第 2 号、規則第 11 条第 1 項 2 号

ただし、その添付が難しい場合は、こ

れに代えて取得経緯を証明する書類を

添付することができる（以下「代替書類」

という）1
31

。

（iii）登録しようとする象牙の写真1
32

（iv）上記の書類のほか、登録要件に

該当することを確認するために必要

と認める書類1
33

1登録にあたっては、手数料 3,200 円 /

本を登録機関に納めなければならない1
34

。

2）運用上、取得経緯を確認するために必
要な書類の提出が求められてきた経緯

登録申請提出書類の中で、登録要件確

認に関連する書類は、取得経緯自己申告

書である。しかし、これは登録により利

31　法第 20 条第 2 項、規則第 11 条第 1 項但書。その例として、
取得者が死亡した場合に、その相続人が記載する書類が考えられ
る。その場合、相続時（死亡時）が条約適用前であったこと、ま
たは相続時は条約適用後だが、相続人が知る取得時期が条約適用
前であったことが記載されることになると考えられる。ただし、
2）で後述するとおり、自然研はこのようには解しておらず、相続
人が記載する書面は、代替書類（規則第 11 条第 1 項但書）ではな
く、取得者本人が記載する書面そのもの（規則第 11 条第 1 項 2 号）
であると考えているようである。

32　法第 20 条第 2 項、規則第 11 条第 1 項。法令上は、写真の枚
数や撮影方法についてはふれられていない。

33　法第 20 条第 2 項、規則第 11 条第 2 項。この規則の規定は、
2014（平成26）年の規則改正（平成26年5月環境令17号）によって、
新たに設けられた規定である。取得者が記載した取得経緯を裏付
ける書類の提出を求める法的根拠がないという従来からの批判（坂
元 ,	2002,	坂元 2007,	坂元 2013 等）に対して、ようやく法的対応
をとったものと推測される。しかし、登録機関が「必要と認める
書類」と規定されているとおり、それがどのような書類であるべ
きかは完全に登録機関の裁量にゆだねられている。そのため、こ
の規則改正は、所得経緯を裏付ける書類として第三者記載書類を
求める、という従来からの問題のある運用（後述）を形式的に正
当化するという意義しかもたなかった。

34　法第 29 条第 1 項、令第 5 条第 1 号。ただし、2014 年 6 月 1
日以降に本邦に輸入された象牙に限っては、手数料は 1,600 円
/ 本とされている（令第 5 条第 2 号）。そこで念頭に置かれてい
る象牙は、ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる注釈に従って今後
本邦に輸入されるものである。http://www.env.go.jp/press/files/
jp/23650.pdf
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益を受ける取得者当人（またはその者か

ら象牙を相続した者）が記載するもので

あり、それだけで法令上の登録要件が客

観的に証明されるものとは到底いえない。

そこで、登録機関である自然研は当初、

取得経緯自己申告書に加えて、「通関証明

書といった公的機関の発行する書類の他

に、購入した際の納品書等、当センター

が作成した様式による『譲渡証明書』（当

該個体等を登録申請者に譲渡した者が作

成した証明書）が添付されていることで、

規則第 11 条第 2 項第 2 号1
35

の要件を満た

すものとして、申請書を受理していた。」

　また、それが難しい場合には、「当セン

ターが作成した様式による『所有権確認

証明書』（登録申請者が当該個体等を取

得または輸入したことを知る第三者が作

成した証明書）の提出を求め、当該書類

が添付されていることで、施行規則第 11

条第 2 項1
36

に規定するこれに代わる書類の

添付の要件を満たすものとして、申請書

を受理してきていた」1
37

という。

その後、譲渡人が記載した書類（当時

自然研が「譲渡証明書」と呼んでいたもの。

以下「譲渡人記載書類」という）や登録

申請者（象牙所有者）以外の第三者が記
35　現行の規則第 11 条 1 項第 2 号と同内容の改正前規定
36　現行の規則第 11 条 1 項但書と同内容の改正前規定
37　自然研 ,	2001	

載した書類（当時自然研が「所有権確認

証明書」と呼んでいたもの。以下「第三

者取得経緯証明書」という）の虚偽作成

が疑われる事例が散見されるようになっ

たことから、自然研は、2001（平成 13）年、

「公的機関の発行する書類が添付されてい

ないものについては、原則として申請等

は受理しないという運用としたい」と環

境省に諮るに至った1
38

。

ただし、依然として「公的機関の発

行した書類の添付が困難であるものに関

しては、個体等を取得又は輸入した経緯

の説明を求め、当該取得の経緯に特に疑

問がない場合に、申請者に対し、必要な

書類の作成をお願いし、その添付をもっ

て書類の受理を行うこととする」1
39

という

抜け道を残した。ここにいう「必要な書

類」1
40

が、譲渡人記載書類や第三者取得経

緯証明書を指すのかどうかは、上記文書

上、明らかではない。

当時、環境省はこの運用方法改善の伺

いに対して、「申し出のとおり運用して差

し支えない」と回答した1
41

。

38　前同
39　前同
40　「必要な書類」を求める法的根拠は当初は存在しなかったが、注
33 のとおり、現在では規則第 11 条第 2 項が置かれるに至っている。
ただし、書類の種類は具体的に特定されてはおらず、その選択は登
録機関の裁量にゆだねられている。

41　環境省 ,	2002	
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3）条約適用前取得の「登録要件に該当
することを確認するために必要な書
類」受理に関する運用の現状

現行の登録関係事務実施規程において

は、登録申請の受理に当たって登録申請

書に添付されるべき「所定の書類等」と

して、「規制適用日より前に取得したこと

を証する書類又は原則として公的機関が

交付した当該個体が合法的に輸入された

ことを証する書類」と記載されている1
42

。

この記載からすると、公的機関発行の書

類が求められるのは条約適用前の「輸入」

を証明しようとする場合であり、「国内取

得」を証明しようとする場合はそうでは

ないようにみえる。

一方、2015 年 8 月時点のウェブサイ

トでは、「登録申請個体等が規制適用前に

日本に輸入された際の通関書類等規制適

用日前に所有していたことを証する原則

として公的機関の発行した書類」と述べ

られており1
43

、あたかも厳格な運用を行っ

ているように見せている。

以上のとおり、登録申請に当たって条

約適用前取得の「登録要件に該当するこ

とを確認するために必要な書類」として

「公的機関の発行する書類」がどの程度厳

格に求められているのか、逆にそれ以外

42　登録関係事務実施規程第 6 条第 2 項（2）
43　http://www.jwrc.or.jp/cites/regist/kikan/1.htm
少なくとも 2015 年 8 月初旬から 2017 年 2 月末までの間、この記
述に変更はない。

の書類（第三者取得経緯証明書など）が

どの程度受け入れられているのか、現在

の運用の実態は明確とはいえない。

4.3　全形牙にかかる新規登録および
登録票返納実績の推移とその背景

4.3.1　新規に登録された全形牙およ
び登録票返納にかかる全形牙の数量

表 4-1 は、全形牙に対して登録制度が

適用されて以来現在に至る、毎年の登録

全形牙の数量・重量および登録の際に交

付される登録票が返納された全形牙（以

下「登録票返納全形牙」という）の数量・

重量を示したものである。

登録票は、全形牙を占有しないことに

なった場合等に登録機関に返納されるが1
44

、

象牙の場合は、牙が分割され、「全形が保

持されていない」形態になった場合が典

型的な占有喪失事由となる。したがって、

登録票が返納された全形牙は、製品製造の

ために分割されたものと推測できる。

表 4-1 において、(A) 欄の合計数から (C)

欄の合計数を差し引くと在庫数量が、同じ

く (B) 欄から (D) 欄を差し引くと在庫重量

の数値が得られる。これを合計欄でみる

と、2017 年 6 月末現在の登録象牙の在庫

44　注 7 の第 6 段落参照



71

第 4章

量は、157.7 トン（14,197 本）となる1
45

。

1995 年から 2017 年６月までに新規登

録された全形牙の全重量は、表 4-1 から

328 トンと集計できる。そのうち、1 回

限定販売象牙として輸入され、輸入時に

一括して登録が行われた 1999 年の 50 ト

ンおよび 2009 年の 39 トンを除いた 239

トンは、後述するとおり1
46

、そのほとんど

が条約適用前取得象牙である。そのうち、
45　	日本政府は、全形牙の在庫量について、2014 年 4 月 24 日時
点 で は、136,135kg（11,415 本 ）（SC	65	Doc.	42.1	Addendum	
Annex	2）、2014 年 12 月 31 日時点では、143,710.5kg（12,384
本）（SC	66	Doc.	29	Annex	20）、2015 年 7 月 31 日時点では、
155,314.3kg（13,583 本）（SC	66	Doc.	29	Annex	20）と報告して
いる。

46　4.5.5　1）参照

表4-1  新規登録および登録票返納にかかる
  全形牙の本数および重量

年
(A)

登録牙の本数
(B)

登録牙(A)の重量(kg)
(C)

｢登録牙｣返納に
かかる牙の本数

(D)
｢登録牙｣返納に
かかる牙の重量(kg)

1995 2,252 40,354.32 0 821.90
1996 3,749 51,568.70 522 10,834.10
1997 347 5,952.25 384 7,853.40
1998 63 1,011.85 384 7,384.45
1999 5,501 50,346.78 1,203 13,576.53
2000 75 1,377.29 1,382 13,663.97
2001 119 2,070.41 752 8,897.35
2002 63 1,094.10 538 6,081.87
2003 75 1,528.56 443 4,756.13
2004 107 1,638.83 394 4,551.91
2005 252 3,877.07 153 2,510.53
2006 408 6,606.62 567 5,777.04
2007 358 5,557.92 378 4,835.35
2008 431 7,044.72 257 3,485.59
2009 3,664 43,460.83 488 5,967.21
2010 499 5,671.55 498 5,908.91
2011 1,137 11,565.55 961 10,345.13
2012 1,247 12,727.38 705 8,523.19
2013.1-6
2013.7-12
2014.1-6
2014.7-12
2015.1-6
2015.7-12

合計

536
806

1,342

出所: 環境省, 2012, 環境省, 2013.a, 環境省, 2013.b, 環境省, 2015.a, 環境省, 2016.e, 
環境省, 2016.f, 環境省 , 2017.f

2017.1-6 723 7,006.07 787 8,500.84

925
961

1,886

1,251
906

2,157

28,142 328,330.14 170,586.3213,945

195
460

655

210
208

418

228
553

781

5,146.79

7,342.28

8,843.63

9,109.59

13,009.03

12,489.07

17,953.22

21,336.11
8,327.08

2,297.75

5,434.88

2,856.06

2,812.61

3,034.14

7,732.63

5,668.67

9,334.83
6,300.69

2016.1-6
2016.7-12

824
863 1,687

642
653 1,295

7,593.30
16,091.748,498.44

6,948.55
13,574.796,626.24

登録制度施行当初（1995-1996 年）に登

録された 92 トンのほとんどは業者が所有

する在庫であるが、客観的な証明なしに

登録要件（条約適用前取得）が確認され

たとして登録されてしまったものであっ

た1
47

。残る 147 トンの全形牙（ほとんど

条約適用前取得象牙）のうち 99 トンは、

世界で押収される違法象牙の量が急増し

た 2011 年以降に登録されたものである。

この年、日本国内での登録量も激増し、

2015 年には 2,100 本 /21 トン以上に達

している。この最近登録された 99 トンを

含め、条約適用前に取得された象牙の登

録時に、果たして違法に国外から持ち込

まれたものが効果的に排除されていたか

どうかは、慎重に検証される必要がある。
47　1995 年、改正された種の保存法に基づき（7.1.2 参照）、全形
牙に国内取引規制・登録制度が適用され、あわせて最終製品以外
の象牙（ただし、全形牙を除く）の譲受けを伴う事業（つまり象
牙製造業）に対する監督制度が新設された。そこで、各製造業者
は、自然研に対して全形牙の登録を申請することが想定された（通
産省：現経産省および環境庁：現環境省は、業者に対し、すべて
の在庫象牙を登録するよう行政指導した）。また、重さ 1kg 以上
かつ寸法 20cm 以上の分割牙（端材を含む）については在庫量を
環境庁長官（現：環境大臣）および通商産業大臣（現：経済産業
大臣）に届け出ることが義務付けられた。その際、法が適用され
る以前から占有されていた象牙については、それが「正当な権限」
に基づく限り、（全形牙であれば）登録を受けることができ、（分
割牙であれば）在庫の届出が受理されることとされた（通商産業
省 ,	1995）。ここにいう「正当な権限」とは、単に占有する権原を
意味するのではなく、ワシントン条約に違反せずに、つまり条約
適用前に象牙を入手したことを前提としていると解されなければ
ならない。この点、1980 年に日本が条約を批准して以降、日本の
業者は原産地証明書を提出して輸入通関するようになり、1985 年
4 月からは輸出許可書を提出するようになっていた（4.8.2,	6）参
照）。すなわち、象牙を正規輸入していたのであれば、税関へ提出
した書類（の写し）をもって輸入年月日を証明することができた
はずであった。ところが、通商産業省（現：経済産業省）は、公
的機関が発行した書類や納品書などの証明手段が存在せず、しか
も象牙の譲渡人の確認がとれないものについても、条件付で登録
等を認めた。その条件とは、申請者が記載した象牙の入手年月（ワ
シントン条約適用前の年月）が「事実であることを確認いたしま
す」という東京象牙美術工芸協同組合または大阪象牙美術工芸協
同組合の長の簡単な確認書を付して制度施行（1995 年 6 月 28 日）
後 6 ヶ月以内に登録申請等するというものであった（前同）。その
結果、1995 年に登録された全形牙の 4 分の 3 は、適切な証拠書類

（輸入関係書類）を伴わず、上記組合の確認書の提出のみによって
登録されることとなった（CITES	Panel	of	the	Experts,	1997）。
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4.3.2　新規登録および登録票返納に
かかる全形牙重量の推移とその背景

図 4-1 は、新規登録全形牙の重量（表

4-11 (B) 欄）の推移、登録票返納全形牙に

かかる全形牙の重量（同 (D) 欄）の推移、

さらに消費者マインドを示す経済指標で

ある消費者態度指数1
48

の推移を合わせ示し

たものである。

以下、この図に基づいて、上記全形牙

重量の推移を考察するとともに、国内で

製造される象牙製品に対する潜在的な消

費需要が、消費動向にほぼ関係なく、製

造業者の生産調整によって抑制されてき

た経過を明らかにする。

1）新規登録象牙の重量の推移

象牙に登録制度が適用されたのは

1995 年の 6 月である。施行当初の 1995

および 1996 年は登録が多いが、象牙製

造業者が保有していた在庫の一部1
49

が相当

部分を占めると考えられる1
50

。1999 年お

よび 2009 年には、輸入された 1 回限定

販売象牙が一斉登録されているため、登

録数が跳ね上がっている。その後登録さ

れているのは、すべて条約適用前取得に
48　1.4.2 参照。表 4-1 では、毎年 12 月の指標を採用し、さらにそ
の推移の傾向を全形牙重量のそれと見比べやすくするために1,000
を乗じた数値がグラフ化されている。

49　製造業者が登録を義務づけられた在庫象牙は、同業者等の第三
者への譲渡を想定していた全形牙ということになる。製造業者が
製造原材料として自家消費する目的で在庫していた全形牙は、法
律上登録する義務はない（4.8.4 参照）。

50　	CITES	Panel	of	the	Experts,	1997

かかる象牙であるが1
51

、2011 年以降急増

し、すでに述べたとおり、2015 年には

21 トン超となっている。

2）登録票返納象牙の重量推移と製造業
者による生産調整の経過

すでに述べたとおり、登録票返納全形

牙は、ほぼ、製品製造のために分割され

た全形牙と考えてよい。したがって、そ

の重量は製造用に消費された象牙すべて

の重量を含むものではないものの1
52

、その

変化は、製造業者による生産量の変化の

傾向を反映したものとなる。そこで、登

録票返納全形牙の重量に基づいて、製造

業者による生産量の傾向を、消費者マイ

ンドの動向と対照しつつ、考察する。

最初の登録票返納実績が顕在化する

1996 年には、その重量は約 11 トンに過
51　4.5.5		1）参照
52　象牙製品は、全形牙からだけでなく、登録制度が施行された 1995
年に既に分割済みであった牙、すなわち登録全形牙に由来しない分
割牙からも製造される。象牙製造業者の分割牙在庫は当時 98.3 トン
にも達していた（表 5-4 参照）。しかし、これらの分割牙が、その後
どのように消費されていったかを知ることはできない。分割牙につい
ては年度末在庫量のデータしか把握されていないからである（5.3.3,	
5.3.4 参照）。
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図4-1  新規登録象牙・登録票返納象牙の重量と
消費者態度指数の推移
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ぎない。このときの消費者マインドは相

対的に髙かったにもかかわらず、製造業

者が、少なくとも合法化された全形牙在

庫については、強度の生産調整を既に実

施していたため、全形牙の分割量が抑制

されたものと考えられる1
53

。

続く 1997 - 1998 年も厳しい生産調整

が続き、登録票返納象牙の量は少ない。

1997 年 6 月にはワシントン条約第 10 回

締約国会議（CoP10）で 1 度目の 1 回限

定販売が条件付で決定され1
54

、新たな在庫

が確保できる見通しが立ったにもかかわ

らず、この決定を受けた直後に印材製造

業者はほぼ一斉に 301 -1 40% という高率

の値上げを発表し、より強度の生産調整

に踏み切っている1
55

。　その理由は、実際

の輸入までに 2 年程度を要することにな

り1
56

それまでに既存在庫が枯渇することへ

の不安、さらに、1 回限定販売実施に付

された厳しい条件1
57

をクリアーできること

への不安にある1
58

。この生産調整強化の動

きは、「象牙交換会」と呼ばれる象牙製造
53　日本最大の象牙印材製造事業者である（株）タカイチは、1992
年時点で、「皆様が、『よし買っておこう』という決意で、買いに出
れば、この流通在庫は一瞬のうちに消滅してしまいます。こうなれ
ば、ぼくらは万策尽きてしまいます」と述べて、製造材料枯渇に対
する懸念と、それを防止するために印材の生産調整を行うことの必
要性を強調していた（高市 ,	1992.b）。

54　CoP10	Com.I	10.13	(Rev.)
55　Anon.,	1997.b
56　	輸出は附属書移行の効力が 3 か月後に発生してから 18 か
月、つまり締約国会議の決定から計 21 か月以降とされた（CITES	
CoP10	Com.10.33）。

57　CITES	CoP10	Com.10.34
58　Anon.,	1997.b

業者間のオークションにおける出品量の

減少という形でもあらわれた1
59

。この時期

は、消費者マインドも大きく落ち込んで

はいたが1
60

、登録全形牙の分割が少なかっ

た主たる理由は、製造業者自身による強

い生産調整にあったのである。

1999 -2000 年には、登録票返納象牙の

量が 1998 年の 2 倍近くになっている。こ

れは、同年6月には象牙の 1回限定販売（試

験取引）によりボツワナ、ナミビア、南ア

フリカおよびジンバブエから 50 トンの象

牙が輸入されることになっていたことか

ら、材料象牙の在庫増を見込んで生産調整

を緩和し、全形牙の積極的な分割が行われ

たためであると考えられる1
61

。この 2 年間

は消費者態度指数も高くなっており、その

付加的影響もあったであろう。

2001 - 2014 年にかけては、14 年も

の長期にわたり、登録票返納象牙の量が

非常に少ない量で安定的に推移している。

この時期、印材製造業者による強度の生

産調整が一貫して継続されていることが

最も明瞭に表れているのである。この長

59　前同
60　1997 年には消費税率が 4% から 5% へ引き上げられた。http://
www.nippon.com/ja/features/h00013/

61　実際、日本最大の象牙印材製造業者である（株）タカイチは、象
牙が約 10 年ぶりに入荷する記念として「象牙印材卒業印特別感謝
セール」を実施し、そのことを報じた印章業界誌は、一般に広く象
牙輸入が話題になっているだけに、印章店でも象牙を販売する機会
ととらえ象牙の販促を試みてはどうかと印章小売業者に提案してい
る（Anon,	1999.	b）。
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期の生産調整の背景は次のとおりである。

2000年 4月に開催されたCoP11では、

新たに南アフリカ共和国のアフリカゾウ

個体群が附属書 I から II に移行されたも

のの、象牙取引は行われない結果に終わっ

ていた1
62

。その 2 年後の 2002 年に開催さ

れた CoP12 では、ボツワナ、ナミビア、

南アフリカの在庫象牙計 60 トンについ

て 2 度目の象牙の 1 回限定販売を行うこ

とが決定される一方、その実行は、当面

先になることが確実になった1
63

。そのため、

象牙印材製造業者は 2002 年末に象牙印

材を値上げして生産調整を強化した1
64

。

5年後の2007年6月開催のSC55では、

ついに 1 回限定販売の条件が充足された

ことが承認された1
65

。ところが、SC55 に

接続して開催された CoP14 では、今後中

国が取引相手国として参入できるように

なるまで 1 回限定販売を先延ばしにする

ことを事実上意図した決定が、日本政府

がぎりぎりまで反対したにもかかわらず、

コンセンサスで採択された1
66

。ここに至り、

62　CoP11	Com.I.	11.10
63　CoP12	Com.	I	Rep.	9	(Rev.),	CoP12	Com.	I	Rep.	10	(Rev.)
輸出は最短で 2004 年 5 月、しかも CITES 事務局が輸入国日本の取
引管理体制の検証を完了し、かつ生息国におけるゾウ密猟モニタ
リング（MIKE）開始のためのベースライン・データが事務局に報
告されない限り取引は行わないとされた。https://www.cites.org/
sites/default/files/eng/cop/12/Adopted_Amendments.pdf

64　Anon.,	2003
65　SC55	Summary	Record

SC54（2006 年 10	月開催）で確認されていた日本の取引管理体制
の検証完了が再確認されるとともに、MIKE のベースライン・デー
タが事務局に報告された。https://www.cites.org/sites/default/files/
eng/com/sc/55/E55-SumRec.pdf

66　CoP14	Com.	I	Rep.	15	(Rev.	1)	,	CoP14	Inf.	61

象牙をいつ、どのくらいの量輸入できる

か、先行きが不透明となる。

翌 2008 年 7 月の SC57 では中国が大

方の予想どおり、1 回限定販売象牙の取

引相手国として承認され1
67

、同年 10 月か

ら 11 月にかけて南部アフリカ 4 か国で実

施されたオークションで日本と競った1
68

。

その結果、販売された 102 トンのうち日

本の象牙製造業者が買い付けられたのは

その約 3 分の 1 の 39 トンにとどまり（日

本に輸入されたのは 2009 年）、残りは中

国が買い付けるという結果となった1
69

。

すなわち、象牙製造業者にとって 2 度

目の 1 回限定販売は、1999 年に行われ

た 1 度目ほどの成果をあげることはでき

なかった。10 年間を要した挙句、得ら

れた象牙の量は 1 度目の 1 回限定販売に

よって輸入できた量に及ばなかったので

ある。しかも、次の象牙の輸入は 10 年

を超えた先になることが確実となり（早

くて CoP18（2019 年）以降）1
70

、さらには、

再度中国という強力な競争相手と戦って

勝ち取らなければならない見通しとなっ

た。タカイチの経営を事実上支配する同

社元会長は、種の保存法違反被告事件の

67　SC57	summary	 record　https://www.cites.org/sites/default/
files/eng/com/sc/57/E57-SumRec.pdf

68　Anon.,	2008
69　前同
70　CoP14	Com.	I	Rep.	15	(Rev.	1)	,	CoP14	Inf.	61
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公判廷で、「2009 年に取引禁止後 2 回目

の正規象牙が輸入された。しかし、日本

が輸入できたのは 4 割で、6 割は中国に

持って行かれた。今後象牙が入らなかっ

たらどうしようとノイローゼ気味だ」と

述べている1
71

。

2009 年の輸入後、南部アフリカ 4 か国

からの輸入が遠のく中、象牙製造業者らは

タンザニアおよびザンビアからの象牙輸入

解禁に期待を寄せていた1
72

。ところが、タン

ザニアは 2013 年開催の CoP16 に向けて象

牙取引再開提案を提出したものの、会議が

開会する前に提案を撤回してしまい、ザン

ビアに至っては提案すら行わなかったこと

ため、これに失望した業者らは、2013 年、

2014 年と、2 年続けて象牙印材の卸売価格

を 10 ～ 20％弱程度値上げした1
73

。

このように、象牙製造業者が将来の原

材料在庫の確保に悲観的な見通しを持たざ

るを得ない中では、強度の生産調整を継続

したことも当然の判断であったといえる1
74

。
71　坂元 ,	2011.	a
72　Anon.,	2013.b
73　2013 年、タカイチは、象牙印材をはじめとする象牙関連製品
の価格を 4 月 21 日より改定すると発表、上げ幅はおおむね 10 ～
20％弱程度。他の大阪の象牙製造業者 2 社も 4 月から 5 月にかけ
て同程度の値上げに踏み切ることとした（Anon.,	2013.b）。
続く 2014 年、タカイチは、象牙と牛角ならびに黒水牛を原材料

とする製品を 7 月から値上げすると発表した（値上げ幅は象牙印
材で 15％）。その理由として、アフリカ諸国からの輸出が認可さ
れない状況が 2019 年まで続くとみられるため、それまでは資産や
美術品として個人や企業が所有している国内流通在庫を象牙メー
カーが買い取ったり、業者間で融通しあうことでしのいでいる
が、そういった取引価格が高騰していることをあげている（Anon.,	
2014.a）。

74　なお、2011 年には、登録票返納象牙の量が一時的に急増して
いる。この時期、CITES に基づく正規輸入の実現に向けた積極的
な出来事はない。また、消費者態度指数も前年より低くなっている。
さらに興味深いのは、この年の象牙印章在庫は増加していること

なお、この 20011–12014 年の消費者マ

インドは高低が激しかった。このことから

も、材料象牙在庫確保の見通しに基づく一

貫した生産調整は、潜在的な消費需要とほ

ぼ無関係に行われていたことがわかる。

2015 年には、登録票返納象牙の量が

若干増加しており、製品の製造が活発化

した。その背景には、2011 年以降全形牙

登録量が急増し、2015 年には 2,100 本

を超える記録的な量に達したという事情

があると考えられる1
75

。国内の製造業者は、

中国人バイヤーよりも、より髙く、安定

した価格で全形牙の買い取りを行ってお

り1
76

、急増する登録象牙の大半は、国内製

造業者が確保していると推測される。製

造原材料確保の堅調さが生産調整を若干

緩めさせたために、製造が活発化したの

であろう。なお、2015 年には印章在庫

である（図 5-5 参照）。近い将来における材料象牙確保の見通しが
ついたわけでもないのに、製品在庫がふくらむ程、製造が積極的
に行われるというのは解せない現象であり、実際そのようなこと
は過去には見られない。	したがって、2011 年の登録票返納象牙
および印章在庫の増加には、生産調整以外の特殊な事情が影響し
ている疑いがある。
その事情として考えられるのは、この年に日本最大の印材製造

会社の関係者が逮捕され、有罪判決を受けるに至った、タカイチ
事件の影響である。全形牙を無登録のまま大量に買い入れていた
タカイチ元会長らの逮捕は、同社自身はもちろん。他の象牙製造
業者に対しても、無登録象牙の取引に対する相応の抑止効果をも
たらしたと考えられる。それが幸いして、切断した登録票の返納
義務の遵守が向上して登録返納象牙の量が増加、さらに登録象牙
から製造した印章の記載台帳への記載義務の遵守も向上して印章
在庫量が増加した可能性がある。これに対して 2012	-	2013 年は、
登録票返納象牙の量は、2010	年と 2011 年の中間程度まで減った。
これは、タカイチ事件のほとぼりが冷めて、登録票返納義務や台
帳記載・保存義務の遵守が再び弛緩したため、2007	-	2010 年以
降も続いていた強い生産調整の効果が再び表面化したものと理解
できる。

75　4.3.1 および 4.5.5　1）参照。なお、2014 年に続き、2015 年
にも材料象牙（全形牙および分割牙）の在庫量が 1995 年以降で
は空前の200トン超となっている（表4-1および表5-2から集計）。

76　4.4.3		4) 参照
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も若干減少しており、製品の製造を超え

るほど消費者による象牙印の購入も好調

であったことがわかる1
77

。

以上より、製造事業者が、少なくとも

1995 年から今日に至るまで、もっぱら新

規在庫確保の見通しに基づく一貫した強

度の生産調整を行ってきたこと、その決定

にとってその時々の消費者の需要は大き

な影響を持たなかったことが理解された。

したがって、強度の生産調整によって

しばられてきた日本市場では、登録票返

納全形牙の重量推移に現れた「見かけ」

の生産規模の傾向で潜在的需要の推移を

推測すると、深刻な需要の過小評価につ

ながることに留意されるべきである。

77　5.4.3　1) 参照

4.4  全形牙の買取りまたはその販売
を行う業者に対する調査

4.4.1　調査の目的

本調査は、種の保存法に基づく象牙の

国内取引規制の核となる全形牙の登録制

度が、実際にどの程度有効に機能してい

るかを理解し、制度の課題を明らかにす

るため、象牙の買い取りまたは販売を行

う業者が、無登録全形牙の取り扱いにつ

いてどのような対応をとろうとするのか

を明らかにしようとするものである。

4.4.2　調査の方法

1）調査対象業者の選定

2）、13）で述べる電話調査・訪問調査の

ために、2015 年 7-8 月、以下の 3 種類の

情報源から調査対象業者の選定が行われ

た。選定された業者の数は 51 となった。

①「楽天市場」、「Yahoo! ショッピング」、
「ヤフオク！」、「楽天オークション」へ
の「本象牙」広告・出品者のうち、氏名・
住所が特定できる業者

②インターネット検索サイト（google 検
索）において「象牙買取」のキーワード
でヒットした業者

③その他、注目すべき特定の情報が得ら
れていた業者
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2）象牙買取り業者に対する電話調査
2015 年 8 月 7 日から 9 月 14 日にか

けて、1 名の調査員（日本人）が、以下

の前提事実のもと、無登録全形牙の売却

先を探している象牙所有者として調査対

象業者に電話をかけ、その対応を、違法

行為に至るおそれのあるものかどうかに

留意して聴き取った。通話内容はすべて

録音した。

これらの調査は、米国に拠点を置く

Environmental1 Investigation1Agency1
78

によって実施された。本報告書で行った

分析は、EIA から提供を受けた調査デー

タに基づくものである。

質問の前提事実
・登録のない象牙が 2 本（重量 21kg の磨

き牙および同重量の彫り牙）、別居して
いた父の自宅から見つかった。

・父は、本年死亡した。
・象牙の入手経緯を直接知る者は亡父しか

いない。
・父と同居していた姉は、生前、父から

15 年前くらいに知人から買った、また
もらったと聞いたと記憶している。（状
況に応じ、「姉と自分は 15 年くらい前に
その象牙を見たこともある」ということ
とする。）

・その「知人」については、姉も自分も心
当たりがない。

・彫り牙の特徴：（牙）先はそのまま残って
おり、真ん中あたりに反対側が透ける程
度の様々な彫刻が入っている。（牙全体の）
シルエットが三日月型になっている、つ
まり緩やかに弧を描いていることが前提。

78　http://eia-global.org/

とくに聴き取るよう努めた発言事項は、

以下のとおりである。

・対応の中で示された行為の合法性（無登
録全形牙の買取り・虚偽登録）

・買取り後の使途

・買取り価格

・虚偽登録の手口

・登録機関が行う登録手続に対する認識

・買取り象牙の中国への流出可能性

3）象牙買取り業者の運営するウェブサ
イト調査

本調査は、EIA の電話調査の結果を分

析するために行われたものである。

象牙買取り業者にとって、ウェブサイ

トは象牙買取の広告の効率的な媒体と考

えられるが1
79

、同時に法令遵守を装うため

の手段としても活用されている可能性が

ある。2）の電話調査において違法行為へ

関与する意思を積極的に示す一方で、自身

の開設するウェブサイトでは、法令遵守を

強調する業者も散見されたからである。

そこで、2）の電話調査の対象とした

業者のうち、ウェブサイトで全形牙買取

りの広告を行っている事業者に対し、電

話調査の結果とウェブサイトにおける登

録制度に関する説明の有無との相関関係

を検証した。また、参考のため、象牙／

象牙製品の譲り渡しを行う「特定国際種

79　松本 ,	2015
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事業者」1
80

としての届出事業者番号の表示

の有無についても確認した。

4）象牙販売業者に対する訪問調査

本調査は、EIA によって実施されたも

のである。

2015 年 12 月 3 日から同月 10 日にか

けて、2 名の調査員（中国人）が、調査

対象業者に対し、全形牙および分割牙の

仕入れ先を探しているバイヤーとして連

絡し、訪問を拒否しなかった業者を、通

訳を伴って訪問、象牙の買取申し込みに

対する業者の反応を確認した。

訪問時の状況は、すべて録画した。

4.4.3　象牙買取り業者に対する電話
調査の結果

1）分析対象とする業者

選定した 51 業者のうち、電話が通じ

ない業者（4 業者）、象牙の買取りを現在

行っていないと回答した業者（5 業者）、

先に調査した業者とは別会社（屋号）と

して表示されているにもかかわらず、象

牙買取り専門の担当者を共通にする業者

（2 業者）、象牙を買い取るとはいうもの

の象牙の買取りについて知識がほとんど

皆無の従業員による対応しかなかった業

者（3 業者）の計 14 業者を除いた 37 業
80　4.1,	さらに詳細については 5.1 参照

者について、通話内容を分析した。

調査結果の概略は別表 1 に示した。以

下に示す業者の番号は、別表の番号を示す。

2）回答された対処法の合法性

37 業者の通話内容の分析の結果、回答

された対処法は、以下のカテゴリーに分類

できた（以下「合法性カテゴリー」という）。

i) 全形牙を無登録のまま買い取ろうとす
る。買取り後は、販売目的で、真の所有
者以外の者の名義で全形牙を登録する（ま
ず全形牙の占有移転を受けた後、登録完
了時点で代金決済を行う場合を含む）。

ii) 全形牙を無登録のまま買い取ろうとす
る。買取り後は、全形牙を製造原材料と
してただちに分割するか、または無登録
のまま転売する。

iii) 買取り前の登録を求めるが、虚偽の事
実・根拠のない事実に基づくことを明示
的または黙示的に示しつつ、全形牙の登
録申請を代行する。

iv) 買取り前の登録を求めるが、売主自身
に対して、虚偽の事実・根拠のない事実
に基づいて全形牙を登録申請するよう勧
める。

v) 買取り前の登録を求める。調査員の質
問に対しては、登録要件や手続について
説明するのみで、全形牙の不正な登録申
請の方法は指南しない。

以下では、上記 5 つの各カテゴリーに

該当する行為を現に実行した場合の合法

性を明確にするとともに、37 業者の各カ
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テゴリーへの該当状況の分布を示す。

【違法となる対処法（無登録譲渡）の回答】
(i) または (ii) に該当する対処法は、そ

れが実行に移された場合、明確に違法と

なる。いずれの場合も、譲渡人および譲

受人の双方につき無登録譲渡・譲受罪が

成立する1
81

。

さらに、(i) に該当する対処法が実行

されれば、登録を受ける者について、無

登録譲渡罪に加えて虚偽登録罪も成立す

る1
82

。また、申請名義人とされた者が申請

書の作成をまったく承諾していない場合

や、その内容を理解していないために作

成を承諾しているとは言い難い場合には、

実際に書類を作成した者について私文書

偽造罪1
83

が成立する。

【違法（虚偽登録）となる可能性が高い
対処法の回答】
(iii) または (iv) に該当する対処法が実行に

移された場合は、違法となる可能性が高い。

(iii) の場合、申請を代行した者は、登録

を受けた者とともに虚偽登録罪の共同正犯

となる1
84

。また、申請名義人が申請書の内

容を理解していないために作成を承諾して

いるとは言い難い場合には、代行者につい

81　法第 12 条第 1 項、第 57 条の 2
82　法第 58 条第 3 号
83　刑法第 159 条
84　刑法第 60 条

て私文書偽造罪1
85

が成立する。

(iv) の場合、代行まではしなくても、

虚偽の事実に基づく申請方法を具体的に

指南して登録を受けさせた者は、登録後、

自らその全形牙を買い取ることを認識し

ていることからいっても、申請者ととも

に虚偽登録罪の（共謀）共同正犯、教唆

犯1
86

または従犯1
87

となる可能性が高い。

【合法的な対処法の回答】
(v) に該当する回答には、違法な行為を

引き起こすおそれは認められない。

37 業者によって回答された対処法の合

法性カテゴリーへの該当状況は、以下の

図 4-2 のとおりである。

これをみると、常に違法となる対処法

を回答した業者（カテゴリー (i),1 (ii)）は

全体の 30% を占め、違法となる可能性

85　刑法第 159 条
86　刑法第 61 条第 1 項
87　刑法第 62 条第 1 項

図4-2　象牙買取り業者の回答した対処法の合法性

(i) 19%

(ii) 11%

(iii) 30%

(iv) 21%

(v) 19%

　 全形牙を無登録のまま買い取ろうとする
（i）買取り後は、販売目的で、真の所有者以外の者の名義で全形牙を登録する（まず全形牙の
占有移転を受けた後、登録完了時点で代金決済を行う場合を含む）。違法（無登録譲受＋虚偽登録）
　 全形牙を無登録のまま買い取ろうとする

（ii） 買取り後は、全形牙を製造原材料としてただちに分割するか、または無登録のまま転売する。
違法（無登録譲受）
　 買取り前の登録を求める

（iii） 虚偽の事実・証明できない事実に基づくことを明示的または黙示的に示しつつ、登録申請
を代行する。違法となる可能性高（虚偽登録）
　 買取り前の登録を求める

（iv） 売主自身に対して、虚偽の事実・証明できない事実に基づいて登録申請するよう勧める。
　 買取り前の登録を求める

（v） 調査員の質問に対しては、登録要件や手続について説明するのみで、不正な登録申請の方
法は指南しない。合法
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が高い対処法を回答した業者（カテゴ

リー (iii),1 (iv)）に至っては、全体の過半

数を超える（51%）。これらを合わせると

81% となる。一方、合法的な対処法を回

答した業者は 19% に過ぎなかった。

3）洗浄化（ロンダリング）した象牙を
合法市場へ流入させる業者の割合

虚偽その他不正な手段によって象牙を

登録し、これを合法市場に流入させるこ

とは 1 種の「洗浄化」（ロンダリング）で

ある。このロンダリングは、合法性カテ

ゴリー（i）,（iii）,（iv）（虚偽の事実に

基づく申請がなされる場合）に該当する

行為の結果として必然的に生じる。これ

らのカテゴリーに該当する業者は、37 業

者中 26（70％）にのぼった。
図4-3 ロンダリングを意図する象牙買取り業者の割合

(i) 19%

(ii) 11%

(iii) 30%

(iv) 21%

(v) 19%

　 全形牙を無登録のまま買い取ろうとする
（i）買取り後は、販売目的で、真の所有者以外の者の名義で全形牙を登録する（まず全形牙の
占有移転を受けた後、登録完了時点で代金決済を行う場合を含む）。違法（無登録譲受＋虚偽登録）
　 全形牙を無登録のまま買い取ろうとする

（ii） 買取り後は、全形牙を製造原材料としてただちに分割するか、または無登録のまま転売する。
違法（無登録譲受）
　 買取り前の登録を求める

（iii） 虚偽の事実・証明できない事実に基づくことを明示的または黙示的に示しつつ、登録申請
を代行する。違法となる可能性高（虚偽登録）
　 買取り前の登録を求める

（iv） 売主自身に対して、虚偽の事実・証明できない事実に基づいて登録申請するよう勧める。
　 買取り前の登録を求める

（v） 調査員の質問に対しては、登録要件や手続について説明するのみで、不正な登録申請の方
法は指南しない。合法

4）買取り後の使途

本調査結果から把握された買取り全形

牙の使途は、国内の印章等製造業者への

転売および中国人への転売である。前者

の使途には、製造業者が自ら製造原材料

として自家消費するために全形牙を買い

取る場合も含めて考えることができる。

使途が明らかにできたのは 14 業者で

あり、製造業者へ転売する者と中国人へ

転売する者とが同数（7 業者）であった。

なお、中国人に転売する業者の一部に

は、登録すると、条約適用前取得の全形

牙として輸出許可が得られるという誤解

もみられた。環境省が、ウェブサイトで「登

録票は輸出の際に規制前取得を証明する

目的では使用できません。」と記載してい

ること1
88

からも、そのような実態があるこ

とがうかがわれる。このような誤解があ

ることから、中国向けの場合であっても、

あえて虚偽登録をしてから転売する業者

が存在することが推測される。

5）全形牙の買取り価格と買取り後の使
途との関係

業者との会話の際に言及された全形牙

（21kg の磨き牙）の買取り価格を以下の

図 4-4 に示す（22 業者）。回答価格に幅

がある場合は上限の価格を、登録の有無
88　http://www.env.go.jp/nature/kisho/zougetorihiki.html
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図4-4　象牙買取り業者が示した全形牙の買取り価格

20,000-29,999 30,000-39,999 40,000-49,999 50,000-59,999 60,000-70,000 (単位:円）

(単位:業者数）

3
2

1

8 8

表4-2　象牙買取り業者の使途別買取り価格

価格（円）

60,000 - 70,000
50,000 - 59,999
40,000 - 49,999
30,000 - 39,999
20,000 - 29,999

国内印章等
製造業者への転売 中国人への転売 不明 合計

1
8
8
2
3

○
○○○○
○○

○
○○○ ○○○

○○○

○○
○○○

によって異なる価格が回答された場合は、

登録牙の価格を採用した。

これによれば、4 万円 /kg 台および 5

万円 /kg 台が一番多い。全 22 業者の平

均買値は、4.34 万円 /kg であった。

さらに、提示された買取り価格帯を、

買取り全形牙の使途別（製造業者へ転売

するか、中国人に転売するか）に示すと

表 4-2 のとおりとなる。

これをみると、中国人へ転売する業者

よりも、国内印章等製造業者へ転売する

業者の方が、買取り価格が高く、価格の

ばらつきも少ない。示された平均買取り

価格は、前者で 3.53 万円、後者で 5.18

万円である。

このことから、日本の象牙製造業者が

提示する買取り価格は、調査時点では、

中国人バイヤー以上に安定的かつ競争力

があるといえよう。

なお、2 度目の 1 回限定販売として

2008 年に南部アフリカ 4 か国で行われ

たオークションにおいては、「大きな牙、

小さな牙・折れた牙などは中国が買って、

印材に適した中サイズの牙を日本が買う

流れ」であった1
89

。これは、象牙の原材料

としての使途が日本では主に印章、中国

では主に美術工芸品であるためである1
90

。

美術工芸品の場合は、その寸法によって

特に大きな牙を要することがある一方、

組み合わせて用いる小さな部材が相当必

要とされる1
91

。今回の調査では、21㎏の「比

較的」大きいという程度の牙の買取を想

定していたが、より大きな牙であれば中

国向けの買取り価格はもっと高くなった

かもしれない。

6）虚偽に基づく登録申請の手口

【登録申請名義の偽装】

虚偽に基づく登録の申請には、第 1 に

申請者の名義からして偽りである場合

（まったくの第三者名義で登録申請する場

合）、第２に申請者名義は偽らないが（真

の象牙取得者の名義で登録申請を代行す

89　Anon.,	2008
90　Anon.,	2006
91　前掲
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る場合を含む）、申請内容に虚偽の事実が

含まれている場合とがある。

第 1 の登録申請名義を偽る場合につい

て、象牙買取り業者らは、「私自身が相続

した形で物語を作って登録してしまうん

ですよ。そうすればお客様から買い取っ

たことは抹消できる」1
92

、「（登録を取る場

合は）うちが『こういう入手経路』と言っ

て、象牙をたくさん持っている方の名前

を使って取る」1
93

、「他の人に頼んで所有し

ていたことにしてもらって、自社で登録

をとる」1
94

などと述べている。

【登録要件（条約適用前取得）に該当す
ることを確認するために必要な書類】

条約適用前取得に該当することを確認

するために必要な書類について言及した

買取り業者の全員が、取得者（本件調査

の事例では、取得者の相続人）以外の第

三者が取得経緯について記載した書類が

これに当たる、という前提で発言してい

た。この第三者取得経緯証明書は、取得

経緯を裏付ける書類としてもっとも信用

性が低く、自然研もその問題点を指摘し

ていたものである1
95

（ただし、自然研によ

る現実の運用において第三者取得経緯証

92　象牙買取り業者 No.20 に対する電話調査
93　象牙買取り業者 No.19 に対する電話調査
94　象牙買取り業者 No.32 に対する電話調査
95　4.2.5		2) 参照

明書が一般的に受理されていることにつ

いては後述する1
96

）。

【第三者取得経緯証明書を作成できる
「第三者」】

第三者取得経緯証明書の作成者は、取

得者（その相続人）と親戚ではいけない、

他人でなくてはならないとしたうえで、

その者に規制適用前に象牙を見たという

虚偽の事実を述べてもらうよう勧める業

者が多かった。具体的には、「知人の名

前を借りる」1
97

、「近所の人が見に来てくれ

たことにして、その人の名前を借りる」1
98

、

「勝手にどなたかを立てる」1
99

などの方法

があげられた。また、姉が象牙所有者で

ある場合に、結婚して姓が変わった妹を

「知人の誰それということ」にして第三

者を装うことを勧めた者もあった。この

手口は東日本最大手の象牙印材製造業者

（No.7）が示したものである。

一方、取得者（その相続人）と血縁の

ある者でも大丈夫だという業者も少なく

なかった。「身内以外の人は見ていなかっ

たということにして、身内の人に証明し

てもらう。その場合は、物置にしまわれ

ていたので身内以外の者は象牙を見てい

96　4.5.3		1）参照
97　象牙買取り業者 No.4 に対する電話調査
98　象牙買取り業者 No.6（大手象牙印材製造業者）に対する電話
調査

99　象牙買取り業者 No.22 に対する電話調査
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なかったということにする」と、身内の

者による虚偽の第三者取得経緯証明書を

登録機関に受け入れさせるための説明方

法を具体的に指南する業者もいた1
100

。

【取得の時期についての記載】

虚偽の取得経緯自己申告書および第三

者取得経緯証明書を作成する際にもっと

も重要なポイントとなるのは、取得の時

期の記載の仕方である。

象牙買取り業者らは、申請者自身が記

載する取得経緯自己申告書についても、

第三者取得経緯証明書についても、「あり

きたりな」物語を創作するよう勧めてい

る1
101

。業者は、このことを、「嘘を書く」1
102

、

「筋立てを創る」1
103

、「自分で自分に言い聞

かせて」1
104

、「本当はいけないこと」1
105

、「悪

知恵」1
106

などと表現している。

物語の最重要部分である取得時期がい

つかという点については、「1980 年代」

と言った者もあったが1
107

、「昭和の時代」

と述べる者が多く、より具体的に「昭和

60 年頃」1
108

、「昭和 63 年頃」1
109

、「昭和 40 何
100　象牙買取り業者 No.21 に対する電話調査
101　象牙買取り業者 No.36 に対する電話調査
102　象牙買取り業者 No.23 に対する電話調査
103　象牙買取り業者 No.7（東日本大手の象牙印材製造業者）に対
する電話調査

104　象牙買取り業者 No.21 に対する電話調査
105　象牙買取り業者 No.12 に対する電話調査
106　象牙買取り業者 No.24 に対する電話調査
107　象牙買取り業者 No.30 に対する電話調査
108　象牙買取り業者 No.7（東日本大手の象牙印材製造業者）に対
する電話調査

109　象牙買取り業者 No.12 に対する電話調査

年頃」1
110

と書くよう勧める業者が多かった。

なお、「どうして覚えていますかと電話

の担当の方が言う場合があるんですが、バ

ブルのころなので、覚えていますと言いきっ

てしまった方が良いです。」と取得時期のね

つ造についてもっとも詳細な説明をした者

も、東日本最大手の象牙印材製造業者1
111

にし

て、象牙組合の主要組合員であった。

7）登録機関が行う登録手続に対する認識

【登録機関の調査権限】

取得経緯自己申告書や、第三者取得経

緯証明書に虚偽の事実を記載しても、「調

査に来ることはあり得ません」1
112

、「別に調

べにも来ませんし、詳しく領収書を見せ

ろとか、納品書を見せろとは言われませ

んので」1
113

、「実際どうだったかをセンター

が調べることはできない」1
114

などと、登録

機関に調査権限がないことを強調した業

者が少なくなかった。

【登録に至らないことは稀有であるとい
う認識】

調査員が登録要件を満たさないような

取得時期（15 年目）を明確に述べたり、

正確な取得時期はわからないと言っても、

110　象牙買取り業者 No.29 に対する電話調査
111　象牙買取り業者 No.7
112　象牙買取り業者 No.2 に対する電話調査
113　象牙買取り業者 No.7（東日本大手の象牙印材製造業者）に対
する電話調査

114　象牙買取り業者 No.29 に対する電話調査
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「大丈夫だと思うので。センターに連絡し

てみるように」1
115

、「正直に言ってもよいし

（または、30 年くらい前に人からいただ

いたと言ってもよい）」1
116

などと登録申請を

試みるよう勧める業者が多かった。

これらの業者の反応は、申請者が登録

機関に対して登録要件を満たさない事実

を述べたとしても、正式に申請書を提出

する以前の相談段階で登録が実現するよ

うに申請者への配慮がなされ、いずれは

自らのもとに登録された象牙が持ち込ま

れるという読みをもっていることを示唆

している。無登録のままで象牙を買い取

ろうとする業者の一部を除き、登録手続

に対する不安や警戒心を示す発言はほと

んどなかった。

さらに、登録機関は、最終的には「登

録を出すことを前提」1
117

に業務を行ってい

る、「（審査するというよりも、最後は）

登録することがセンターの仕事」1
118

とまで

明言する業者も複数あった。

このように多くの象牙買取り業者の発

言から、登記に至らないことは稀有であ

るという認識が関係業者間に広く浸透し

ていると考えられる。

115　象牙買取り業者 No.8（最大手の象牙印材製造業者）に対する
電話調査

116　象牙買取り業者 No.6（大手象牙印材製造業者）に対する電話
調査

117　象牙買取り業者 No.5 に対する電話調査
118　象牙買取り業者 No.12 に対する電話調査

8）買取り全形牙の中国への流出

37 業者のうち、8 業者に買取り全形牙

の中国への流出を示唆する発言があった。

本調査において、37 業者との会話におい

ては、中国人への売却が必ずしも中心的な

話題になったわけではないので、潜在的に

はさらに多くの業者が中国への全形牙流出

について認識を持っている可能性がある。

以下、特に内容が具体的な 5 業者（No.12,1

No.19,1No.20,1No.29,1No.36）の発言を、

4 つの事項別に整理した。

【中国への象牙流出の事実】

かつて日本に輸入された象牙製骨とう

品（全形牙を含む）が、近年、密輸出に

よって中国へ買い戻されているようであ

る1
119

。また、もっぱら国内需要頼みだった

時期に比べて、中国への商流が生じたこ

とで象牙価格の相場があがったというこ

とであった。

なお、ある業者（No.20）から中国の大

連で日本から密輸出された象牙が摘発され

たとの指摘があったが、2014年 5月29日、

確かにそのような事実が認められた1
120

。

No.12:「今までは中国人が昔日本に流れ
た象牙の骨とう品をなんでも買い占め
て中国に持って行っていた。」

119　3.1 も参照
120　表 3-1 の事件 4 参照



85

第 4章

No.20:「実際に半年くらい前に大阪から
まとめて出て行ったものが大連で全部
出ちゃったんですよ。日本からのもの
が。公になってしまって結果として扱っ
ていた業者とか全部ピックアップされ
ちゃって。」

No.29:「これまでは日本で買われていた
から高くなかった。しかし、中国人が
日本でめちゃくちゃに買い占めるよう
になって相場が高くなった。」

No.29:「日本でも象牙を買うのはほとん
ど中国人だったので。中国に密輸して
いたのかもしれない。」

【中国への象牙流出を取り巻く現在の環境】

最近の中国における象牙の違法取引に

関する取締り強化や、経済の悪化、とく

に前者が災いして、中国人への象牙の転

売相場が下がり、日本における買取り業

者による買い取り価格も下がっていると

のことである。中国への流出が盛んだっ

たのは 2014 年の終わり頃までだった旨

発言する業者が少なくなかった。なお、

No.24 は、後述の訪問調査1
121

においてその

時期は「2 年前」すなわち 2013 年終わ

りころまでだった旨発言している。

No.12:「最近、中国経済が落ちてきてい
るので、売れにくくなってきている。」

No.19:「中国では今物販すると死刑なん
ですよ。中国人も買えないんですよ。
持ち込みできない。僕らも困ってる。

121　4.4.5 参照

日本にずっと持っている状態で売値は
下がっている状況。」

No.19:「中国人は欲しいのは欲しい。（し
かし、）問題が多いので。この前も、う
ちにあるトラのはく製が 300 万円で欲
しいといったが、持って帰ったら死刑
になると、やめた人がいる。取り扱い
が難しい。」

No.29:「最近、価格が若干下がったんで
すよ。今年の 1 月くらいに下がった。
磨き牙は、4 万円で結構ギリギリのラ
イン。年が明ける前だったらもっと高
かった。」

No.29:「中国で象牙が昨年末に問題に
なって、さらに中国経済も悪くなった。」

No.29:「密輸の取り締まりが厳しくなっ
たので相場が下がった。これから、2万、
3 万くらいのもともとの単価に下がる
んじゃないかといわれている。一瞬の
間でしたが、昨年の 1 時期は 8 万円ま
で上がったこともあった。今後、もと
もとの単価くらいに下がる。」

No.36:「完全に需要先は中国｡ 中国に
送られるんですが､ 中国がこの 2 ～ 3
か月の間に象牙の取締りを非常に強く
やってるんですよ｡ 	その取締で公に
堂々と店で象牙を並べて売買すること
がタブー。隠れてやらなければならな
い。欲しい人に。そういうこともあり、
もちろん需要はあるが販売しづらい。
大きなものも無くて販売しづらいこと
もあり、象牙の相場が落ちている。」

No.36:「中国は象牙に集中して見てま
す。盗品であろうとなかろうと、象牙
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だということになると、あっという間
にインターネットから削除される。人
からの口コミ以外に販売先がなくなっ
てきています。象牙の需要が厳しくて、
値段が下がっている。それが、この半
年くらいの状況です。今年初めなら、5
万とかで買ってましたよ、20㎏あれば。
4 万 5 千円から 5 万円まで。」

【中国における全形牙の需要】

中国では、（可能であれば）大きな牙は

分割せずに日本から持ち出そうとし、小

さい牙の場合は逆に無理をせずに、分割

して持ち出すことを指摘した業者があっ

た。大きい牙はそのサイズを活かした置

物等に加工し、小さい牙はアクセサリー

や数珠玉等に加工するからであろう。

No.36:「丸ごとが価値があるんです。材
料にして切ってしまって、というのは中
国の場合はしないと思います｡ 	20kg の
場合は｡ 	7,8kg､ 10kg 未満なら 3 等分
ぐらいに切って持ち込みやすくして材
料にする。それはそれで需要があるん
ですけど、（丸ごとの）牙としての価値、
需要があるから圧倒的に評価がある。希
少価値。うまくいけば3倍でも4倍でも。
あの人たちはうまくやれるんですね。」

【日本から象牙を持ち出す中国人ブロー
カー／運び屋の存在】

中国の業者へ転売することを目的に日

本で象牙を買い集め、自ら中国へ輸出す

る中国人ブローカー、または輸出の部分

だけを請け負う中国人運び屋の存在が示

された。

No.36:「オークション等に出展していて、
なんかの拍子に紅サンゴを出したら中
国人が出て来たんですよ。電話で話し
ていると象牙の話題になって、象牙が
入ったときは電話してくださいという
ことになりました。」「日本人で、骨と
うをいじっている人ですが、その人は
別ルートで中国人と繋がっていて、そ
こでも処分してもらったことがある。
何個かルートを持っていないと。１人
がだめになっちゃうと終わりだから。」

No.36:「日本在住の中国人です。でも、
その人は窓口というだけで、自分で中
国に行っているわけではないと思いま
す。その先に別の中国人がいるんだと
思います。」

このような中国人ブローカー／運び屋

の存在については、訪問調査の対象となっ

た別業者も言及している1
122

。

4.4.4　法令遵守を装うためのウェブ
サイトの利用

1）ウェブサイト上の表示から法令の遵
守状況を推測することの危険性

特定の情報が表示されていなければた

だちに法令違反となる規制に関しては、

表示の有無を確認することによって法令

遵守状況が確実に判断できる。全形牙の

122　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査
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表4-3　象牙買取り業者のウェブサイトにおける登録制度に関する説明

無登録
のまま

買い取る

違法
（無登録譲受＋虚偽登録）

（i） 買取り後は、転売目的で、真の所有者以外の者の名義で象牙
を登録する（象牙の占有移転を受けて買取り予約をした後、偽
装登録完了時点で所有権移転・代金決済を行う場合を含む）。

（ii） 買取り後は、象牙を製造原材料としてただちに切断するか、
または無登録のまま転売する。

（iii） 虚偽の事実・証明できない事実に基づくことを明示的ま
たは黙示的に示しつつ、登録申請を代行する。

（iv） 売主自身に対して、虚偽の事実・証明できない事実に基
づいて登録申請するよう勧める。

違法
（無登録譲受）

合法性カテゴリー

ウェブサイト上における象牙を買い取る旨の具体的記述

ウェブサイト上における登録制度の具体的説明
有

有＊

有＊＊ 無

無

計
計

3

1

8

3

4

2

4

2

2

1

5

5

10

5

5

3

0

1

3

1

1

1

5

3

3

2

0

3

0

1

0

0

2

1

0

2

4

0

1

1

ウェブサイト上に
おける届出事業者

番号の表示

無＊＊＊

買取り

前の

登録を

求める

違法となる可能性高
（虚偽登録）

合法 （v） 調査員の質問に対しては、登録要件や手続について説明す
るのみで、不正な登録申請の方法は指南しない。

有＊＊ 無
計

ウェブサイト上に
おける届出事業者

番号の表示

*「登録票がなければ買取ができません」程度の記載は含まない。登録制度の趣旨や手続、登録機関の名称・連絡先など、ある程度具体的な説明がなされている場合がこのカテゴリーに該当する。
**「環境省、経産省から認可を受けています。」などと表示するのみで、番号の表示がない場合は含まない。
***「象牙買取」検索でヒットしたが、サイト内で買取りに関する記述が見つからなかったものを含む。

登録を受けていることおよび登録記号番

号の表示を義務付ける広告規制1
123

は、その

例である。業者のウェブサイト上にそれ

らの事項の記載がなければ、法令違反と

断定できる1
124

。

一方、そのようなタイプに該当しない

規制について、業者のウェブサイトその

他の広告媒体上の記載から、その事業者

が法令を遵守する姿勢をもっているかど

うかを推し量ることには危険を伴う。業

者があたかも厳格に法令を遵守している

かのように装う手段としてウェブサイト

等を利用する可能性があるためである。

123　種の保存法 21 条第 2 項、規則第 11 条の 3
124　ただし、規制違反に対する個々の事実認定において微妙な判
断が求められる場合があるのは別論である。その例として、登録
票の写真がウェブサイト上に掲示されているが登録記号番号が判
読しにくいという場合があげられる。2.3.4		9）も参照

2）象牙買取り業者によるウェブサイト上
の説明と実際の対応の合法性との関係

電話調査の対象業者中、自身のウェブ

サイト上で全形牙買取りについて広告し

ていた 30 業者について、電話調査の結

果（合法性カテゴリー）とウェブサイト

における登録制度に関する説明を対照さ

せた（表 4-3）。参考のため、象牙（全形

牙を除く）の譲り渡しを行う「特定国際

種事業者」の届出事業者番号の表示の有

無も示した。

まず、不正な登録申請の方法を指南し

ない業者（カテゴリー（v）：5 業者）につ

いては、ウェブサイト上で登録制度の具体

的な説明をしている業者が多い（4 業者）。

法令に沿った業務をスムースに行おうとす

れば、ウェブサイト上の情報提供を充実さ

せた方が事業の効率化をはかれるから、こ
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の結果は当然のことと理解できる。

これに対し、無登録象全形牙の買取り

をして、それを無登録のまま（ロンダリ

ングをせず）使用・転売する業者（カテ

ゴリー（ii）：5 業者）については、登録

制度の具体的な説明をしている業者は少

ない (1 業者 )。象牙取引を最初から最後

までブラック・マーケット内で完遂しよ

うとする者からすると、わざわざ自らの

遵法精神を対外的にアピールする必要も

ないから、これも理解できる傾向である。

注目されるのは、虚偽登録によってロ

ンダリングした全形牙を市場に流すこと

を意図する 20 業者（カテゴリー（i）:5

業者 ,（iii）：10 業者 ,（iv）:5 業者）の

傾向である。登録制度の具体的説明をし

ている業者の数は 14 業者と、全体に占

める割合が70％に達した。このことから、

これらの業者は、意図的に法令遵守の姿

勢を装った情報発信を意図している可能

性が高い。

3）結論

以上のことから、象牙買取り業者によ

る法令遵守の傾向をウェブサイトの記載

から推し量ろうとすると、事実を誤認す

る可能性が高い。

4.4.5　象牙販売業者に対する訪問調
査の結果
調査結果を、以下の 9 項目について分

析した。結果の概要は別表 2 にまとめた。

以下の分析で示した業者の番号は、別表

2 の業者番号と一致する。

1）業種

訪問調査の対象とした業者は 8 業者で

（うち 1 業者1
125

に対しては、古物市の現場で

対面調査を行っている）、うち 1 業者は象

牙製造業者1
126

、他の 7 業者は古物商である。

2）仕入れ・転売システム

5 業者（いずれも古物商）が仕入れ・

転売システムについて述べている。

どのような方法・経緯で象牙が仕入れ

られるかについては、明確にしない業者が

多かった。多くの場合、定期的に入荷し

てくるものではないようである。ただし、

購入希望者が出た段階で、積極的に同業者

のネットワークから仕入れを試みるなど1
127

、

安定した仕入れの工夫がされていた。

一方、転売については、あらかじめ販

路が確保され、システム化されているこ

とが明確となった。継続取引のあるバイ

ヤーを含め購入希望者のリストを持って

125　象牙販売業者 No.8
126　象牙販売業者 No.1
127　象牙販売業者 No.8 に対する訪問調査
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いる者が多い1
128

。つまり、買主（転売先）

を既に確保しておき、それらの者の需要

に応じて象牙を仕入れるというビジネス

のやり方である。

3）転売先の属性

各業者とも中国人を転売先に含む。本

調査は、中国人バイヤーが象牙買取りを

持ちかけるというストーリーに基づいて

行われているために、中国人バイヤーの

存在を明らかにしやすかったといえる。

その一方、国内の印章等製造業者が転

売先となっていることを明らかにした業

者もあった1
129

。別の業者1
130

はさらに、象牙

を多数ためておき、まとめて売却できる

取引先があることを示唆しているが、そ

れも大手の象牙製造業者を指しているも

のと考えられる。この業者は、20051年

から 2010 年にかけてタカイチに無登録

象牙を継続的に大量供給していた大手の

古物商である。

なお、調査対象になった象牙製造業者

は、在庫を転売よりも自らの製造のため

の材料として優先的に消費することを示

唆している1
131

。

128　象牙販売業者 No.2,	No.	4,	No.5 に対する訪問調査
129　象牙販売業者 No.2 に対する訪問調査
130　象牙販売業者 No.7 に対する訪問調査
131　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査

4）売却価格

ある業者は、仕入れの際の買取り価格、

転売の際の売却価格とも、比較的最近ま

で中国人が高値に誘導していたが、現在

では価格が下がっていると述べていた1
132

。

売却価格は 8kg の牙で kg 当たり 4 万

3000 円だが、かつて 8 万円 /kg、最高

時には 11 万円 /kg に達したという1
133

。こ

の業者によれば、価格が下がった理由は、

中国への持ち帰りが取締り強化等により

困難になったためということであった。

他のある業者は、20kg 以上の牙の売

却価格は 81 -1 9 万円と述べている1
134

。30kg

超える牙は依然として非常に高価で、10

万円 /kg1
135

から 20 万円 /kg1
136

の売却価格が

提示された。

この訪問調査で得られた 20㎏以上の全

形牙の売却価格を、象牙買取り業者に対

する電話調査で提示された 21㎏牙に対す

る買取り価格1
137

と比較すると、おおまかに

2 倍程度となる。

5）端材の販売

3 業者が端材の販売を手掛けており1
138

、

中国人が買い付けると述べられている。

132　象牙販売業者 No.3,	No.	8 に対する訪問調査
133　象牙販売業者 No.8 に対する訪問調査
134　象牙販売業者 No.6 に対する訪問調査
135　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査
136　象牙販売業者 No.2,	No.7 に対する訪問調査
137　4.4.3	4）参照
138　象牙販売業者 No.1,	No.	4,	No.5 に対する訪問調査
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6）無登録全形牙の販売

無登録全形牙を販売すると述べたのは

3 業者1
139

、登録全形牙しか販売しないと述

べた業者は 2 業者1
140

だった。

ここで注目されるのは象牙製造業者1
141

が

販売しようとした無登録全形牙の由来で

ある。それは、製造用材料にする予定で、

登録せずに在庫していたものであった。

現行法上象牙の登録が義務づけられるの

は、譲渡しや販売目的の陳列等の国内取

引に際してであり、無登録のまま占有し

続けることは合法である1
142

。したがって、

製造材料として自家消費する在庫を有す

るのが常である象牙の製造業者が、無登

録の全形牙を占有していたとしても、そ

れが取引規制導入以来の在庫である限り、

それを違法と断ずることはできない。今

回の調査は、製造業者が合法的に無登録

全形牙の在庫を占有できるという法の抜

け穴が、実際に違法象牙の隠れ蓑を作り

出している実態を明らかにした1
143

。

7）登録票のみの譲渡し

この象牙製造業者1
144

はまた、全形牙とは

別途、登録票のみを販売することを了承

している。登録済みの全形牙を分割した
139　象牙販売業者 No.1,	No.	2,	No.6 に対する訪問調査
140　象牙販売業者 No.3,	No.	7 に対する訪問調査
141　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査
142　法第 12 条第 1 項
143　4.8.4 参照
144　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査

際、その登録票を自然研に返納せずにお

いていた1
145

ものを譲り渡そうと考えたもの

であろう。

8）中国への象牙の密輸出

中国または中継国へ、自らの手で象牙

を送り出そうとした業者はいなかった。

しかし、いずれの業者も、買受人が独自

に持ち帰るならば、そのことを承知しつ

つも象牙を売り渡すことは構わないとい

う対応だった。ただし、その象牙が中国

で税関や警察に押収された場合に自らに

密輸出の嫌疑がかからないよう、買受人

を日本に住所がある者に限定しようとす

る業者もあった1
146

。この業者は 2011 年の

タカイチ事件で検挙された経験を持ちつ

つ、依然として大規模な全形牙の転売ビ

ジネスを行っているため、慎重な態度を

取っているものと考えられる。

他に注目される情報としては、以下の

ものがあった。

・中国へ象牙を持ち帰るルートを持つ日本
在住の中国人に代金を支払って輸送の代
行を依頼するシステムが確立しているこ
とを説明し、その利用を助言した業者が
いた（No.1）。

・香港人の取引先が、日本で仕入れた象
牙を、ベトナムやマカオまでコンテナで
輸送し、そこから中国へ輸送しているこ

145　4.8.4 参照
146　象牙販売業者 No.7 に対する訪問調査
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と、大きい牙は分割したうえで中国へ持
ち帰っていること、香港に到着した象牙
は、そこで加工されて中国へ持ち込まれ
ることを説明した業者がいた（No.2）。

・中国に象牙を持って帰りたければ、落札
代行業者に依頼してヤフオク ! 等のオー
クションで買えばよいと助言した業者が
いた（No.7）。

・輸出ではないが、中国から日本へ象牙を
持ちこもうとして輸入を差止められたこ
とがあると述べた業者がいた（No.5）。

9）中国への全形牙の流出を取り巻く現
在の環境

全形牙の仕入れ・転売は、最近減少して

いると指摘する業者が圧倒的に多かった。

その理由としてあげられたものは以下

のとおりである。

第 1 に、中国人が大量の全形牙をすで

に買い上げ済みであり、国内在庫は枯渇し

つつあるというものである。一部の特に大

型・高価格な牙しか日本には残っていな

い1
147

、101 -120㎏といった需要の高い象牙は

とりわけ入手が難しい1
148

との指摘があった。

第 2 に、仕入れの際の買取り価格に

見合わないほど転売の際の売却価格が下

がったため、転売が手控えられていると

いう事情があげられた1
149

。

第 3 に、最近まで中国人に在庫を転売

することもあった製造業者らが、ゾウの
147　象牙販売業者 No.2 に対する訪問調査
148　象牙販売業者 No.8 に対する訪問調査
149　同上

密猟激化により合法的な輸入再開による

象牙確保の見通しが立たなくなったため、

自らの製造用材料確保のため在庫の転売

を手控えているという事情が示された1
150

。

4.5　登録機関の対応に関する調査

4.5.1　調査の目的

本調査の目的は、登録機関による全形

牙の登録事務遂行の実態を明らかにし、

それが象牙の国内取引規制の核となる登

録制度の実効性に与える影響を検証し、

登録制度の課題を示すことにある。

4.5.2　調査の方法

1）調査対象の特定

種の保存法に基づき登録機関として環

境大臣の登録を受けている「一般財団法

人　自然環境研究センター」（以下「自然

研」という）を調査対象とした。

2）電話調査
本調査は、EIA によって実施されたも

のである。

2015 年 9 月 14 日、1 名の調査員（日

本人）が自然研に電話をかけ、象牙買取

り業者に対する電話調査の際に用いた「質

150　象牙販売業者 No.1,	No.8 に対する訪問調査
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問の前提事実」1
151

のもと、無登録全形牙の

登録申請の手続について質問を行った。

以下の事項に対する自然研の対応を理解

すべく会話した。

とくに聴き取るよう努めた発言事項は、

以下のとおりである。

・登録要件（条約適用前取得）を確認する

ために必要な書類について、登録機関の

ウェブサイトでは公的機関の発行した書

類が求められているが、実際にそれがど

の程度厳格に要求されるか。また、それ

に代えてどのような書類が許容されるか。

・第三者取得経緯証明書が「必要な書類」

として受け入れられる場合、その「第三

者」は象牙の取得者（本調査の前提事実

においては、取得者の相続人）の親族を

含むか。

・象牙の取得者の作成する取得経緯自己申

告書上、取得時期がどの程度具体的に記

載されなければならないか。

・象牙の取得時期を特定した理由につい

て、どの程度の説明が求められるか。

・多様な形態を持つ彫り牙の登録の要否に

ついて、どのように説明しているか。

通話内容はすべて録音し、その内容は

反訳し、別紙 3 として添付した。
151　4.4.2		2) 参照

3）実際に登録に至った事例の調査

実際に登録に至った事例にあらわれた

登録事務のあり方を 2）の電話調査結果

と比較するため、過去実際に登録申請を

行い登録を受けた者から、当時の登録申

請書およびその添付文書の写しの提供、

登録申請手続の経過の説明を受けた。

4）過去の登録実績において適用された
登録要件の種別と、要件への該当性
確認のために提出された書類に関す
る調査

環境省に対し、登録制度施行（1995

年 6 月）から現在（2016 年 4 月）に至

るまでの、登録申請に対して適用された

登録要件の種別内訳、および登録申請に

あたって登録要件該当性を確認するため

の書類として提出された書類の種別内訳

について開示を求め、開示されたデータ

の分析を行った。
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5）登録事務の実施において想定されて
いる人員配置、事務内容および事務
処理にかけられる時間の調査

登録申請者が支払う登録手数料は、種

の保存法に基づき、実費を勘案して定め

られているが1
152

、2014 年 6 月 1 日、以下

のとおり増額された1
153

。

・象牙（条約適用前取得のものを想定）に

ついては1,100円/本から3,200円/本へ。

・一括して輸入される 1 回限定販売象牙に

限っては、1,600 円 / 本へ。

・それ以外の種の個体等については 2,600

円 / 個から 3,200 円 / 個へ。

この登録手数料改定に当たっては、実

費が改めて積算しなおされているはずで

あり、その計算根拠をみれば、登録事務

の実施において想定されている人員配置、

事務内容および事務処理にかける時間に

関する情報が得られるはずである。

そこで、象牙の登録手数料を改正前の

1,100 円から 3,200 円に変更する根拠と

なった実費増加に関する資料について、

環境省に対する行政文書開示請求を行い、

開示された文書の内容を分析した。

152　法第 29 条第 1 項
153　令第 5 条の改正

6）登録関係事務の財務

自然研のウェブサイトで公開されてい

る自然研の 2010 年度（2010 年 7 月～

2011 年 6 月）から 2015 年度（2015 年

7 月～ 2016 年 6 月）までの財務諸表1
154

よ

り、登録関係事務の処理に要する費用、

それをどのような収入源でまかなってい

るかを分析した。

4.5.3　電話調査の結果

1）取得経緯自己申告書に記載された取
得時期を確認するために必要な書類

自然研担当者は、「公的機関の発行した

書類は全くない」と述べる調査員に対し

て、「このケースは本当に昔の話なので、

（税関の書類等が）無いという事態は考え

られる」と断定している。続けて、「他人

が 1 名、昭和の時代に取得されていた象

牙を見たことがあると書いてもらえれば

書類がそろう」と述べて、提出が必要と

されるのは第三者取得経緯証明書で足り

ることを明らかにしている。

第三者取得経緯証明書は、その性質上、

証明書類としてはもっとも信用性が低い。

そのことは、建前にせよ、自然研自身が

かつて認めていたことであった1
155

。しかし、

今回の調査の際、自然研担当者は公的機
154　http://www.jwrc.or.jp/profile/profile.htm
155　4.2.5		2) 参照
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関の発行する書類に代えて第三者取得経

緯証明書を受け入れることを、自ら表明

してしまっている。

すでに述べたとおり、自然研のウェブサ

イトを見る限りでは、いかにも公的機関が

発行した書類を厳格に要求しているように

見えるが1
156

、実態はまったく異なっている。

2）第三者取得経緯証明書を作成できる者

自然研担当者が第三者取得経緯証明書

の提出を求めたことに対し、調査員が「（象

牙の所有者である）姉と自分が（象牙を）

見ている」と述べたところ、自然研は、「他

人、例えば近所に住む方、友人が理想な

のだが」、「いない場合は、次の段階として、

身内の方でも構わないので。例えば妹様

（調査員本人）が昭和の時代に見ていると

いうのであればそれで構わない」と述べ

ている。

すなわち、自然研は理想としては血縁

関係がない者が望ましいという建前に立

ちつつ、問い合わせをした者が取得経緯

を説明できる者が身内以外見当たらない

と言えば、親族を「第三者」と認め、そ

の作成書類を登録要件（条約適用前取得）

を確認するために必要な書類として受理

する扱いとしていた1
157

。

156　4.2.5		3) 参照
157　このことは、実際の登録実績にも明確に表れている（4.5.5		2）,	
4.6.3		1) 参照	）。

3）取得時期についての記載：虚偽記載
の具体的指南

自然研の担当者は、調査員が亡父によ

る象牙取得は 15 年前くらいだったと述

べているにもかかわらず、「昭和の時代で

あれば、昭和 60 年でも 63 年でも大丈夫」

「昭和ならもういつでも全く問題ない時

期」と強調したうえで、「平成に入ってし

まうと」、「15 年程前だと」、と難色を示し、

「昭和の時代には父がこの象牙を持ってい

たという話から始まるのであれば、全く

問題ない」と断定している。

これは、取得時期をアフリカゾウの象

牙に関する条約適用時（1990（平成 2）

年 1月 18 日）以前であることが明瞭な「昭

和」の時代（1926（昭和元）年 12 月 25

日～ 1989（昭和 64）年 1 月 7 日まで）

に設定するよう、調査員を露骨に誘導す

るものである。

取得時期を特定した理由については、

自然研担当者は何も問うていない。申請

者の記憶の正確性を検証するための客観

的資料はもとより、記憶をたどるための

社会的・個人的な出来事が尋ねられるこ

とすらなかった1
158

。

さらに自然研担当者は、メモを取って
158　この点、東日本最大手の象牙印材製造業者は、「どうして覚え
ていますかと電話の担当の方が言う場合があるんですが、バブル
のころなので、覚えていますと言いきってしまった方が良いです。」
と述べていたが（象牙買取り業者 No.7（東日本大手の象牙印材製
造業者）に対する電話調査 (4.4.3 参照 )）、実際の自然研による対
応では、そのような質問すらなかった。



95

第 4章

いただければ安心だと注意を促したうえ

で、取得経緯自己申告書および第三者取

得経緯証明書の文例を読み上げている。

記載事項はいくつかあるが、もっとも重

要である取得時期（本調査では相続人が

登録申請する事例であるため、相続人が

最初に象牙を見た時期）については、自

然研は「（たとえば、）昭和 60 年頃に○

〇が申請する象牙 2 本を見た」という文

例を読み上げている。そして、この中で、

「昭和 60 年頃」という具体的な時期の記

載が一番重要なので、これは必ず書くよ

うに、と念を押している。

このように、自然研の読み上げた文例

は、そのとおりに記述すれば取得経緯自

己申告書や第三者取得経緯証明書が完成

するような具体的なもの1
159

であった1
160

。担

当者は「たとえば」と断ってはいるが、

自分が読み上げた例文のとおりに相手が

申請書類を作成してくると想定している

のは明らかである。象牙の登録は、所有

象牙を合法的に売りたい者にとっての絶

対条件である。そのような者が、登録を

行う権限をもった機関の担当者から指南

159　自然研担当者は、象牙を見たときの状況描写についても、「気
が付いたときには家の床の間に飾ってありました」とか、「家の蔵
にありました」という具体的表現を読み上げている。

160　電話調査 (4.4.3) の対象とした象牙買取り業者たちは、「セン
ターの人も、『このように書いてください』と教えてくれる」（象
牙買取り業者 No.12）、「センターも登録することが仕事なので、
厳しい追及はない」（前同）、「（登録機関の審査は）登録票を出し
てあげるのが前提」（象牙買取り業者 No.5）などと述べていたが、
真実そのとおりであったといえる。

された例文を逸脱して書面を作成するこ

となど、あり得ない。

4）象牙の真贋および種の確認

すでに述べたとおり、登録機関はその

登録関係事務として「種を確認する」こ

とを求められている1
161

。象牙（エレファス・

マクスィムス（アジアゾウ）またはロク

ソドンタ・アフリカナ（アフリカゾウ）

の牙）の場合は、登録申請対象物が、マ

ンモスゾウの牙やそれ以外の種の牙や骨

でないこと、さらには模造品でないこと

等が識別、確認されなければならないこ

とになる。

ところが、調査員への電話対応の冒頭

で、自然研の電話取次担当は、象牙が本

物であることを調査員に確認した上で登

録事務の実施担当者に取り次いでおり（調

査員が確認に応じなければ、担当者に取り

次がなかった可能性がある）、担当者も登

録票は本物ということを示すものではな

いので象牙であるか否かは申請者の判断

にゆだねられている旨述べている。また、

アフリカゾウかアジアゾウかの種別どこ

ろか、ゾウ科の牙であるかどうかについて

すら、自身で確認する姿勢がない1
162

。
161　4.2.3 参照
162　象牙買取り業者に対する電話調査（4.4.3 参照）においても、
「写真で判断するため、プラスチックでも登録を出したことがある
と聞いている」という批判があった（象牙買取り業者 No.5）。

　このような登録事務の形骸化を招く原因は、自然研の怠慢ではな
く、法令で与えられた登録機関の権限の限界にある。現行法のも
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5）「全形が保持」されていることの確認

調査員は、「（牙）先はそのまま残って

おり、真ん中あたりに反対側が透ける程

度の様々な彫刻が入っている」、いわゆる

透かし彫りが施された彫り牙について、

登録義務の有無を尋ねている。なお、（牙

全体の）シルエットが三日月型になって

いる、つまり緩やかに弧を描いているこ

とが前提である。

これに対し、自然研の担当者は、「法律

上、『全形を保持』した象牙が登録の対象

となること」を説明したうえで、調査員

が売却しようとする彫り牙が「全体のシ

ルエットが残っているということなんで、

『全形を保持』していると思うので申請し

ますということであれば、多分登録には

至るとは思いますね」との認識を示しつ

つ、象牙所有者は、無登録のまま「全形

を保持していない」と主張して無登録の

まま売却してもよい、登録申請するかど

うかは調査員の「ご判断」だと繰り返し

説明している。

現行法上、「全形が保持されていない」

象牙は、国内取引の規制対象から除外され

ており、したがって登録の対象ともならな

い1
163

。登録の対象になるかならないかは、「全
とでは、登録機関は、所定の書面及び写真の提出とそれらが所定
の内容を備えているかどうかを確認する権限を与えられているに
すぎず、現物の確認を求める権限も、現物が存在する場所を確認
する権限も与えられていない（4.8.3 参照）。

163　4.2.1,	4.2.2 参照

形が保持」されているか否かの二者択一で

決まるのである。　それにもかかわらず、

自然研担当者の説明は、法的に登録しなけ

ればならない象牙であっても所有者の裁

量で無登録のまま売却できる、と法律の定

めに反した内容を助言している。

6) 警察による無登録譲渡の追及を逃れ
るために、登録対象たる全形牙であ
ることの認識がないと弁明するこ
とを指南

自然研担当者は、登録対象たる全形牙

に該当するか否かが争いとなりやすい彫

り牙の登録について、次のように述べる。

「長さが 5-60㎝とか、１m 位ある彫

り牙のケースでは、」「（結局、）誰かか

ら無登録であることを指摘されるくら

いなら登録してしまえという判断もあ

ると思うし、ネット利用者であろうが、

警察であろうが、誰に何を言われても、

『全形保持してないので、何か問題あり

ますか』と言い切るという判断もある」。

「もう、言い切るんですね。『これは

彫刻があって、向こうが透けているの

で、全部の形をとどめてないですよね、

全形を保持してないんで（登録）して

ないんですけど、何か問題ありますか』

と言い切っていただくんですね。」
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図 4-6　実際に登録に至った実例：登録票

図 4-5　実際に登録に至った実例：登録票交付のお知らせこの助言は、無登録象牙の譲渡しが発

覚した場合、「故意はなかった」と弁明す

るよう唆しているとも理解できる。この

ような説明は、無登録譲渡罪の教唆1
164

とな

る可能性がある。

4.5.4　実際に申請がなされ、登録に
至った事例

1）申請手続の経過

これは、2010 年、象牙所有者の成年

後見人を務める者が、その財産管理のた

めに全形を保持した象牙 3 本の登録を申

請し、実際に登録を受けた事例である。

申請手続の経過は次のとおりであった。

①1電話で事前相談

②1申請書類を登録機関に発送。

③1②の翌日、登録機関から申請書類を受

け付けたとして、FAXで登録手数料の

振込先の案内。

④1③の翌日、申請者が登録手数料を振込。

⑤1④の翌日、登録完了。登録機関から申

請者へ登録票を発送。

164　種の保存法第 12 条第 1 項、第 57 条の 2、刑法第 61 条第 1
項
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2）申請書類

図 4-7 は、登録申請者が申請書類を送

付した際の送付状である。

図4-8　実際に登録に至った実例：「登録申請する器官等の取得の経緯について」
そこに記載された送付書類のリストは

次のとおりである。

・登録申請書

・同別紙

・写真

・経緯について（取得経緯自己申告書）

・事情説明書（第三者取得経緯証明書）

・登記事項証明書（成年後見登記がなさ

れていることを証明するための書類）

特に検証が必要なのは、第 1 に第三者

取得経緯証明書の作成者、第 2 に取得経

緯自己申告書および第三者取得経緯証明

書の記載内容である。

3）第三者取得経緯証明書の作成者

図 4-7 の送付書類リストの 5 番目にあ

るのが第三者取得経緯証明書であるが、

その表題（「事情説明書1息子」）から明ら

かなとおり、その作成者は、象牙所有者

の息子であった。

4）取得経緯自己申告書における記載

図 4-8 は、提出された取得経緯自己申

告書である（本件では「事情説明書」と

いう表題がつけられている）。象牙所有者

自身は意思能力がないため、成年後見人

（登録申請者）が記載している。なお、個

人情報にかかわる部分はマスキング（白

色または黒色）されている。

図 4-7　実際に登録に至った実例：自然研への送付書類リスト
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これによれば、

・取得時期は、「昭和 40年（1965 年）ころ」

とされ、大まかな記載である。

・取得時期を特定した理由としては、「当

時中学生くらいであった」「次男（昭和

28年（1953 年）生まれ）の次男が見て

おり、その後ずっと象牙があったことも

よく知っている」こと、「家族以外では、

これらの事情を知る者は見当たらない」

ことが述べられているのみである。

・象牙の発見時の状況については、「自宅

の床の間に飾ってある」とされている。

5）第三者取得経緯証明書における記載

「事情説明書」と題された第三者取得

経緯証明書の写しは、申請者の成年後見

人としての守秘義務の観点から入手が適

わなかった。しかし、その内容について

申請者から聴取したところ、「『自分が幼

いころに、家にあった』というような状

況の書面を手書きで書いてもらいました」

とのことであった。

6）結論

本件の申請書添付書類の揃え方・記載

要領は、登録機関に対する電話調査の結

果1
165

と、以下の点において完全に合致する。

・登録要件（条約適用前取得）を確認す

る書類として、第三者取得経緯証明書

が受け入れられている。
165　4.5.3 参照

・第三者取得経緯証明書の作成者は、家

族以外の者が見ていない前提で、親族

とされている。

・取得時期については、昭和時代（象牙

に（アフリカゾウの附属書I移行に伴う）

条約上の規制が適用される 1年前に昭

和時代は終了し、平成時代に移行して

いる。）におけるあいまいな年代が記載

されている。

・象牙を見たときの状況は、「床の間に

飾ってある」という、ありきたりの例

文どおりの文句で表現されている。

4.5.5　適用された登録要件の種別と、
要件への該当性確認のために受理され
た書類

1）適用された登録要件の種別

登録制度が施行された 1995 年 6 月か

ら 2016 年 4 月までの象牙の登録申請に

対して、登録機関が適用した登録要件を

表 4-4 に示した。

これを見ると、1995 年の登録制度施

行以降、2 度の 1 回限定輸入の象牙計

8,811 本（1999 年および 2009 年に登

録）および条約適用前に輸出国内におい

て取得・輸入されていた 19 本（2003,1

2005,1 2007 および 2008 年に登録）を除

く 17,394 本のすべてが、条約適用前取

得の象牙として登録されたことがわかる。
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年に増加の兆しを見せた後、2011 年に

激増、その後右肩上がりに増加している。

急増後の 2011-1 2015 年の間の登録本数

は計約 7,800 本、重量にして約 76 トン1
166

、

ゾウの頭数換算で 4,000 頭分以上である1
167

。

2）条約適用前取得の事実の確認のため
に必要な書類として受理されたもの

環境省に対し、申請された象牙が条

約適用前取得のものであることを確認す

るために、登録機関が受理した書類の種

別内訳を質問したところ、主務官庁であ

る環境省はもちろん、登録機関自身も、

その集計すらしていないことが判明し

た。ただし、2014 年 12 月分については

JTEF の要望に応じて特別な集計が行わ

れた（表 4-5 のとおり）。

表 4-5 に示された 1 か月分以外の時期

の内訳は示せないというのが環境省の回

答であった1
168

ため、データはそこに示され

た 95 件の申請に関するものに限られるも

のの、その内容は注目すべきものである。
166　表 4-1 より集計
167　ゾウは 1 頭当たり、平均 1.88 本の象牙を持つ（Milliken,	
1989）として計算した。

168　環境省 ,	2016.c

表4-5　全形牙登録に際して、条約適用前取得の事実 
　を確認するために必要な書類として受理されたもの

（2014年12月)

1 94

30 64

00 95

公的機関が
発行した書類

（公的機関以外の）
譲渡人が

発行した書類

譲渡人以外の第三者が
作成した書類

親族 親族以外
その他

申請数
合計

単位 : （登録）本数　　
＊1995年は 6月 28日～ 12月 31日まで。2016年は 1月 1日～ 4月 30日まで。
出所：環境省 , 2015.b, 環境省 , 2016.c, 環境省 , 2016.g, 環境省 , 2016.i

図 4-9 は、条約適用前取得の全形牙の

みに限った 2000 年から 2015 年までの

登録本数を示したものである。

条約適用前取得全形牙の登録は、2005

0

750

1500

2250

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

図4-9 新規に登録された全形牙の本数（条約適用前取得のみ）  
(2000 - 2015)

＊当該期間に登録された全本数から、①条約による規制が適用される前に輸出国へ輸入また
は輸出国内で取得されたもので、規制後に合法的に日本へ輸入された象牙（計 19 本）と、
②2008 年に実施され 2009 年に日本に輸入された 1 回限定販売由来の象牙の本数 ( 計
3,365 本 ) は、除外してある。すなわち、このグラフにあらわれたすべての象牙は 1990
年 1 月以前に日本で取得されたものとして登録を受けたものである。

出所：環境省 , 2015.b, 環境省 , 2016.c, 環境省 , 2016.g, 環境省 , 2016.i  

表4-4　全形牙登録にあたって適用された登録要件
1995 - 2016*

合
計

条
約
適
用
前
に
日
本

国
内
で
取
得
さ
れ
、

ま
た
は
日
本
に
輸
入

さ
れ
た
も
の

日
本
国
内
で
繁
殖
さ

せ
た
も
の

種
の
保
存
法
施
行
令
第

4
条
に
定
め
ら
れ
た
登

録
要
件

1995 0

  1 号 **   2 号 **   3 号イ **   3 号ロ **   3 号ハ **

02,252 2,252
3,749 3,749

347 347
63 63
55 5,501
75 75

119 119
63 63
73 75

107 107
250 252
408 408
351 358
423 431
299 3,664
499 499

1,135 1,135
1,246 1,246
1,342 1,342
1,886 1,886
2,157 2,157

495 495
17,394 26,224

0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 5,446
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 2 0
0 0 0 0
0 0 7 0
0 0 8 0
0 0 0 3,365
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 19 8,811

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
合計

出所: 環境省, 2012, 環境省, 2013.a, 環境省, 2013.b, 環境省, 2015.a, 環境省, 2016.e, 
環境省, 2016.f

条
約
適
用
後
に
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
が
、

商
業
目
的
で
繁
殖
さ

せ
た
も
の

条
約
適
用
後
に
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
が
、

条
約
上
附
属
書
Ⅱ
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
個

体
群
に
属
す
る
も
の

条
約
適
用
後
に
日
本

に
輸
入
さ
れ
た
が
、

条
約
適
用
前
に
輸
出

国
内
で
取
得
さ
れ
、

ま
た
は
輸
出
国
に
輸

入
さ
れ
た
も
の
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自然研がそのウェブサイト上で提出を

原則的に求めている公的機関が発行した

書類が受理された例は皆無、（公的機関以

外の）譲渡人が発行した書類が 1 件、そ

れ以外の 94 件はすべて第三者取得経緯証

明書である。しかも、その 3 分の 1（30 件）

は親族によって作成された書類であった1
169

。

4.5.6　登録事務の実施において想定
されている人員配置、事務内容および
事務処理にかける時間

1）登録関係事務実施規程における定め

登録関係事務実施規程1
170

は、新規登録事

務の内容と実施体制について、次のよう

に定めている1
171

。

・実施担当者1
172

は、主管部門長の下、次の

事務を実施する。
- 登録申請書等の接受
- 国際希少野生動植物種登録簿および登録
状況台帳への記録
- 決裁を得るための起案
- 登録票の交付
- 登録関係事務の実施状況のとりまとめ

・主管部門長は、統括管理者の下、登

録関係事務の実施において、実施担

当者を監督する。

169　2016年1月1日から4月30日までのデータについては、4.6.3
　1）参照

170　4.2.3 参照
171　登録関係事務実施規定第 5 条
172　象牙を含む器官および器官の加工品の登録事務の実施担当者
の任に当たっているのは、2016 年 6 月 27 日現在、職員 2	名とア
ルバイト 1 名である。ただし、これらの者は、象牙製品の認定事
務も兼任している（自然研 ,	2016）。

・統括管理者は、登録関係事務全般を統

括し、登録申請書の決裁を行う。

・希少野生動植物種識別等助言者は、主

管部門長の要請に基づき、登録関係事

務の適切な実施のため、動植物種の分

類、同定等について科学的知見に基づ

き、助言を行う。

なお、「希少野生動植物種識別等助言者」

の関与は、3）でみるとおり、登録事務の

ルーティンには含まれていない。

2）登録手数料額に反映されている登録
事務実施のあり方

すでに述べたとおり1
173

、象牙の登録手

数料は、1995 年における登録制度施行

時は一律 1,100 円／本と定められてい

たが、2014 年の手数料改定の際、一括

して輸入される 1 回限定販売象牙（以下

「一括輸入象牙」という）の場合と、そ

の他の場合とを区別したうえで、手数料

額はそれぞれ 1,600 円、3,200 円とさ

れた1
174

。「その他の場合」に該当する全形

牙は、事実上、ほぼ条約適用前取得によ

173　4.5.2		5) 参照
174　環境省 ,	2016.d	。手数料額を一括輸入象牙の場合と条約適用前
取得象牙とで違えることにした理由については、次のように述べら
れている。

　「ワシントン条約による象牙の一括輸入では、輸入の段階から環境省
及び経済産業省が輸入量等を把握しており、かつ、少数の者から一斉
に登録申請がなされることから、確認に要する手間が少なく登録の事
務は、比較的簡易である。一方、我が国では、施行令に規定された規
制適用日（平成 2 年 1 月 18 日）前に取得された象牙が国内に多数存
在しており、象牙製品の製造事業者の中には、そのような象牙を所有
する個人からこれらを原材料として購入しているケースもある。この
ような象牙に関しては、個別に入手の経緯等を確認する必要があり、
他の種の個体等の登録の事務と同等の事務量が生じている。

　したがって、今後は、ワシントン条約によって一括輸入される象牙
については、手数料を個別に設定することとし、そのほかの象牙に
ついては、一般の個体等の登録と同様の扱いとすることとする。」
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るものを意味するといってよい1
175

。

登録手数料は、登録事務の実施に要する

実費を勘案して定められているので、登録手

数料額は、登録事務の実施において想定され

ている人員配置、事務内容および事務処理に

かける時間を反映していることになる1
176

。

3）登録事務実施のための人員配置と各関
与者が 1 件の登録作業に要する時間

登録手数料算出の根拠を示した資料1
177

に

よれば、条約適用前取得象牙の場合の登録

事務実施のための人員配置と、各関与者が

（新規）登録作業 1 件にかける時間は次の

とおりである。

「専務理事」5
178
：決裁にかける時間5 5 1 分

「主任研究員」5
179

：決裁にかける時間55 5 分

実施担当者：登録の作業にかける時間55555535分5
180

5 5 5 5 5 55555555合5計5　541 分5
181

4）担当者の作業時間の内訳

条約適用前取得象牙の場合、担当者が

1 件の登録作業にかける 35 分のうち、20

分は通話時間とされてい1
182

る。1
183

175　表 4-4 参照
176　4.5.2		5) 参照
177　環境省 ,	2016.d
178　登録関係事務実施規程において登録申請書を決裁するのは「統
括管理者」とされており（第 5 条）、専務理事がその任に当たって
いるものと理解できる。

179　登録関係事務実施規程において「統括管理者」を補佐し、実施
担当者を監督する者が「主管部門長」とされており（第 5 条）、主任
研究員がその任に当たっているものと理解できる。

180　一括輸入象牙の場合は、担当者の登録の作業にかかる時間が
20 分とされている（環境省 ,	2016.d）

181　一括輸入象牙の場合は、計26分とされている（環境省 ,	2016.d）。
182　自然研（2016）によると、実施担当者が申請者から連絡を受けて
から最低 4,5 回電話等のやり取りが行われるとのことなので、その合計
時間が 20 分と想定されているということになる。

183　一括輸入象牙の場合の通話時間は 5 分とされている（環境省 ,	

通話時間以外の 15 分をどのような作業

にかけるかは資料上明確ではないが、登録

関係事務実施規程上、事務の内容は 1）で

述べたとおりであり、そこにいう「登録申

請書等の接受」には、電話による事前相

談の他、ファックスのやり取りによる申請

書類の事前確認、郵送による申請書類の受

付、登録手数料の振込先の案内が含まれる

ことが 4.5.3 の電話調査の結果で明らかに

なっている1
184

。

5）登録要件の確認にかける時間

環境省は、「我が国では、施行令に規定

された規制適用日（平成 2 年 1 月 18 日）

前に取得された象牙が国内に多数存在して

おり、象牙製品の製造事業者の中には、そ

のような象牙を所有する個人からこれらを

原材料として購入しているケースもある。

このような象牙に関しては、個別に入手の

経緯等を確認する必要があ」るという1
185

。

しかし、条約適用前取得象牙に関して

「個別に入手の経緯等を確認する」ための

作業が、計 20 分以内1
186

の通話による事前

相談以外には見当たらない。

2016.d）。つまり、条約適用前取得象牙と一括輸入象牙との間での担当
者作業時間の差（15 分）は、通話時間の差である。

184　これらの事務のうち、発送用封筒の作成や申請書類などの郵
便物の仕分けと入力は、アルバイトが担当しているとされている

（自然研 ,	2016）。
185　環境省 ,	2016.d
186　通話の中には条約適用前取得の事実確認以外の用件のものも
含まれるであろうから、20 分の通話時間のすべてが同事実確認に
充てられるわけではない。
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表4-6　自然環境研究センターの「登録業務特別会計」における収入 単位：円

18,374,000
2,205,000
841,500

20,579,000

個体登録手数料収入
器官および加工品登録手数料収入

うち象牙登録手数料収入
合　計

2010(H22)FY
(2010.7- 2011.6)

23,886,900
4,130,300
1,419,000

28,017,200

2011(H23)FY
(2011.7- 2012.6)

24,027,200
3,155,900

1,   303,500
27,183,100

2012(H24)FY
(2012.7- 2013.6)

25,829,500
4,064,500
1,904,100

29,894,000

2013(H25)FY
(2013.7- 2014.6)

23,080,900
9,043,500
7,078,400

32,124,400

2014(H26)FY
(2014.7- 2015.6)

23,027,900
7,002,500
5,536,000

30,030,400

392724一般会計からの繰り入れ 81397 0 0 0 0

2015(H27)FY
(2015.7- 2016.6)

＊象牙の登録手数料については、各年度事業報告書に示された登録本数に当該年度時点の法定手数料額（1,100 円または 3,200 円）を乗じて算出した。2013 年度のうち、2014 年 6 月 1
日～ 30 日の 1 か月間に登録されたものについては手数料がそれまでの 1,100 円から 3,200 円に増額されている。しかし、月ごとの登録数の内訳が不明であるため、ここではすべて
1,100 円の単価で計算した。

出所：自然環境研究センターのウェブサイト（各年度財務諸表）http://jwrc.or.jp/profile/profile.htm

4.5.7　登録関係事務の財務
1）登録関係事務の会計の仕組み

自然研の登録関係事務の運営について

は、「CITES 登録業務特別会計」と呼ば

れる特別会計が組まれており、収入は、

国際希少種の個体、器官および加工品の

登録手数料収入のみからなっている1
187

。

2）登録関係事務の収入の経過

登録関係事務の収入の経過を以下の表

4-6 に示した。全形を保持した象牙は「器

官」に含まれる。

2010 年度から 2013 年度までの、象牙

を含む器官および加工品の登録手数料収

入は 200 万～ 400 万円台、全体の手数料

収入は計 2000 万円台にとどまっていた。

ところが、その後の 2014 年度（2014

年 7 月-2015 年 6 月）には、器官および加

工品の登録手数料収入が前年度に 500 万円

を上積みして 900 万円を超え（うち 700

万円以上が象牙登録によるもの）、全体の

手数料収入も3200万円を超えるに至った。
187　登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入にすると定
められている（法第 29 条第 2 項）。

3）登録本数の増加と、登録手数料収入
確保における象牙依存

2013 年度から 2014 年度にかけて登

録手数料収入が増加した理由の 1 つは、

2014 年 6 月に、条約適用前取得の象牙の

登録手数料単価が1,100円 /本から3,200

円 / 本へと増額されたことである1
188

。

もう 1 つの理由は、登録された象牙が

1,731 本（2013.7–2014.6）から 2,212

本（2014.7–2015.6）へと 30％近く（約

500 本）も増加したことである1
189

。2014

年度の器官及び加工品の登録数（2,805

個体等）のうち象牙（2,212 本）は約

80％を占めている。

以上の結果、2010 年度から 2014 年度

にかけて象牙の登録手数料収入は 8.4 倍

にもなり、登録手数料収入全体における

象牙の占める割合も、2010 年度には 4％

にすぎなかったものが、2014 年度には

22％と 5 倍以上にシェアを伸ばした（図

4-10）。2015 年度においても象牙の占め

るシェアは依然として高い（18％）。
188　4.5.2		5) 参照
189　暦年（1 月～ 12 月）での象牙登録量の変化については、表
4-1 参照。
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近年、自然研による登録関係事務の財

政基盤が、急速に象牙の登録申請手数料

収入に依存するようになっていることは

明らかである。

このような法令の縛りによって形成さ

れた登録機関の財務構造のもとでは、登

録機関が象牙の登録手数料収入を当てに

せざるを得ないため、登録要件確認はさ

らに形骸化し、登録による「公的」ロン

ダリングがさらに助長されるおそれがあ

ると言わざるを得ない。

4.6  環境省による登録機関に対す
る監督の実態

4.6.1　登録事務に関する問題点指摘
への環境省の対応

1）EIAによる登録事務に関する問題点
の指摘

2015 年 1 月 11 日、EIA は自然研に対

する電話調査結果1
190

を記者発表した。その

要点は以下のとおりである。

・家族の記載した書類を、条約適用前取
得を証明するものとして受理しようと
したこと

・象牙取得の時期については、申請者
の記憶と関係なく、時期的に条約適用
前となることが確実な「昭和の時代」
を申請時添付書類に記載するよう勧め
たこと。

・自然研担当者が、客観的には「全形が
保持」されたものと判断されるとして
も、登録しないで売却することもでき
ると助言したこと

・自然権担当者が、警察を含め誰かから
登録がないことを問題視された場合は
全形を保持していないと言い切るよう
に助言したこと

なお、EIA はこの記者発表に先立って、

警視庁、環境省、経産省および外務省に対

して、調査結果の詳細を提供している1
191

。

190　4.5.3 参照
191　EIA,	2016.	EIA は、この 1 月の記者発表に先立つ 2015 年 12 月
10 日にも、象牙買取り業者に対する電話調査等の結果（4.4.3 参照）
を発表している (EIA,	2015)。この調査結果も、記者発表前に警視庁
および関係 3 省庁に提供されている。

図4-10　全登録手数料収入における象牙（全形牙）
手数料のシェア

出所：自然環境研究センターウェブサイト（各年度財務諸表、事業報告書）
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2）環境省が登録事務について行った「事
実の確認」の現実

2016 年 1 月 18 日、環境省は、1 月 11

日に EIA によって行われた発表について

事実関係の確認を行った結果、自然研が行

う登録関係事務において、登録申請者と共

謀して象牙の偽装登録が行われた事実は

確認できなかったと発表した1
192

。

言うまでもなく、EIA 調査員が自然研

の助言に従って登録申請することは、実際

にはあり得ない。それは違法だからであ

る。EIA の指摘の趣旨は、1) で述べた実

際の登録事務における問題点とそれをも

たらす法律上の抜け穴を明らかにし、関係

機関に適切な対処を求めることであった。

したがって、環境省が発表した「事実の確

認」が意味のあるものだとすれば、その前

提として、過去の登録事務の運用および現

行法の実効性が検証されているはずだと

考えられた。

そこで、JTEF は、環境省に対し、ま

ず登録要件に該当することを確認した書

類（取得経緯を裏付ける書類）の種別内

訳（1995 年から 2015 年まで）を明ら

かにするよう、任意の情報提供を求めた。

ところが、それに対する環境省の回答は、
192　環境省 .	2016.b。	

ただし環境省も、2015年秋、登録に関する問い合わせを受けた自
然研職員が、相談者から象牙の入手時期を十分確認する前に、合法
的に輸入できた時期を説明した事例があったこと、象牙の登録指導
で自然研側に不適切な対応があったことを認めたため（2016年 1
月 19日付朝日新聞）、自然研に対し、文書をもって登録関係事務の
適正な実施を求める行政指導を行った（環境省 ,	2016.a）。

「指導の根拠とした事実確認は、一般財

団法人自然環境研究センターが行う登録

関係事務において、登録申請者と共謀し

て象牙の偽装登録を行ったか否かの事

実の確認を行ったものであり、ご指摘の

データの集計等は行っていません」とい

うものであった1
193

。

この回答に疑問をもった JTEF は、環境

省が、「事実関係の確認」作業のために自

然研との間でやり取りした行政文書一切

の開示を請求した1
194

。その結果、存在する

文書として示されたのは、「EIA から環境

省に送付されたレポート」「同音声 CDデー

タ」がすべてであった1
195

。すなわち、環境

省は、今回の「事実関係の確認」にあたり、

自然研との間で電子メールを含め、何らの

文書のやり取りもしていなかったという

ことである。

以上の経過から、環境省が行った「事

実関係の確認」とは、EIA が環境省に提

供した音声データを参照しつつ、自然研担

当者が後日 EIA 調査員らしき者から登録

申請を受け付けた事実があったか否かを

確認するにつきるものであったと判断で

きる。過去の登録実績の洗い直しが行われ

た痕跡は一切ない。

193　環境省 ,	2016.c
194　環境省 ,	2016.h
195　前同
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4.6.2　環境省から行政指導を受けて
の登録機関の対応

1）環境省の行政指導の内容と自然研の
対応方針

このように、環境省は過去の登録事務

や現行法の適切さに関する検証を一切行

わない一方で、EIA による問題提起が第

66 回 CITES 常設委員会開催中に行われ、

その内容が内外のメディアに大きく取り

上げられたことを黙殺できなかったため

か、自然研に対し、登録関係事務の適正

な実施を求める通知を行い、以下の事項

を指導した1
196

。

1．登録の対象となる象牙であること	
197

、

及び象牙の所有の正当な権原等	
198

につ

いて確実に確認を行うこと。また、そ

の確認に必要な範囲において、申請者

等に適切な情報の提供を行うこと。

2．登録関係事務の実施に当たり、その

確認等で疑義が生じた場合には、申請

者に対し、判断に必要な情報について

提供を求めること。それでもなお疑義

が解消しない時は、速やかに環境省に

照会すること。

196　環境省 ,	2016.a
197　ここでは 2 つの事柄が意図されている。一つは登録申請され
た象牙が贋物でなく本物すなわちアジアゾウまたはアフリカゾウ
の牙であること（人工物や他の種の牙、角、骨等ではないこと）、
もう一つは、象牙の「全形が保持」されていることである。
http://www.jwrc.or.jp/cites/pdfs/zougeshinseiyouryou.pdf

198　字義からすると、非所有者が所有者を偽装して登録申請してい
ないか確認することを意味するように思われるが（第 20 条第 1 項
は、申請対象物の「正当な権原にもとづく占有者」が登録を受ける
ことができると規定する）、ここでは条約適用前取得の象牙である
ことの確認が意図されている。http://www.jwrc.or.jp/cites/pdfs/
zougeshinseiyouryou.pdf

3．上記 1 及び 2 を適切に行うための対

応マニュアルを作成し、その履行状況

の確認を定期的に行うこと。

環境省通知の第 1 項への対応として、

自然研は環境省とのやり取りを経て、「申

請者等に適切な情報の提供を行うための

以下の文書」を作成した1
199

。

・「象牙の登録申請要領」

・「取得の経緯自己申告書」（様式）

・「第三者による経緯取得の証明書」（様式）

環境省通知の第 2 項への対応として、

自然研担当者から環境省担当者に対して、

電子メール等で登録申請に当たっての疑

義照会が行われるようになっている1
200

。

環境省通知の第 3 項への対応として、

自然研は対応マニュアルも作成したよう

である。しかし、その文書は非公開とさ

れたため1
201

、内容は不明である。

199　環境省 ,	2016.i
200　前同
201　前同
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2）「象牙の登録申請要領」で強調されて
いる 3 つの確認事項

自然研が新たに作成した「象牙の登録

申請要領」（以下「申請要領」という）に

おいては、登録に当たって以下の 3 つの

確認事項が示されている1
202

。

3）「象牙の真贋の確認」のための具体策

「象牙の真贋の確認」に関しては、申請

要領において、「申請者が確認してくださ

い」と強調し、申請者自身による確認に

あたっては「真贋の鑑定は象牙専門店や

印章店、博物館などに相談してみてくだ

さい」と助言している。

ところが、その一方で登録前の象牙を

第三者に「預けた方、送付した方」は、

種の保存法違反になる1
203

と警告している。

要するに、環境省は自然研を介して、登

録申請しようとする者は、申請に先立っ

て、現物を一切預けることなく専門家の

鑑定を受けるよう勧めているということ

である。このような扱いは、登録申請者

に無理難題を押し付ける、矛盾した要求

であると言わざるを得ない。

自然研がこのような対応をとらざるを

得ない理由は、現行法上、登録機関が真

贋鑑定を行うことが不可能だからである。

202　http://www.jwrc.or.jp/cites/pdfs/zougeshinseiyouryou.pdf
203　無登録の象牙等は占有を移転すること（「引渡し」、「引取り」）
も、現行法上禁止されている（法第 12 条第 1 項）。

登録機関は、登録申請者が提出した登録

申請書およびその添付書類の記載そのも

のから登録の適法性を判断する権限しか

与えられていない1
204

。

しかし、この現行法の限界のために、

登録申請の対象が、アジアゾウの牙かア

フリカゾウの牙か、別の動物種の牙か角

か骨か、それとも業界関係者によって「練

り物」などと呼ばれる人工物かを正確に

確認できない結果となっていることは疑

いない。また、後述のとおり1
205

、真贋確認

を登録申請者にゆだねることは、無登録

全形牙の占有移転（引渡し・引取り）禁

止の実効性を妨げる結果をも招く。

4）「合法的に取得した象牙であることの
確認」（条約適用前取得の事実の確認）
のための具体策

対策として、「取得経緯の自己申告書」

および「第三者による取得経緯の証明書」

が用意された1
206

。前者は自然研ウェブサイ

トで公開されているが1
207

、後者は公開され
204　現行法上、登録事務の方法のひとつとして「登録の申請に係る
個体等の種を確認すること」が定められている（法第 24 条第 2 項、
規則第 14 条第 1 項 1 号。4.5.3　4）を参照）。この定めは、あた
かも種の識別鑑定を（したがって真贋鑑定も）登録機関に求めてい
るようにみえるが、そうではない。「種を確認すること」というの
は、登録申請書およびその添付書類（写真を含む）に表示された種
が、法令上登録申請が許されるものであるかどうか（つまり、書面
上アフリカゾウまたはアジアゾウと記載されており、かつ写真上一
見して贋物と認められるものではないこと）を確認する意味に過ぎ
ず、申請対象が申請書に記載されている種に真実合致しているかど
うかを鑑定するという意味ではない。そう解さざるを得ないのは、
登録機関が登録申請について、「形式的審査」すなわち申請書等の
記載そのものから登録の適法性を判断できる権限しかもたないため
である。4.8.3 参照。

205　4.8.3		3）参照
206　環境省 ,	2016.i
207　http://www.jwrc.or.jp/cites/pdfs/zougeshinseiyouryou.pdf



108

ていない。これは、このような様式が存

在することと、ウェブサイト上で、取得

経緯を確認する書類として原則公的機関

の発行した書類を求めていること（既に

述べたとおり1
208

）との矛盾を避けるための

ごまかしであろう。

「取得経緯の自己申告書」の記載事項は、

以下のとおりであり、従来申請前の電話相

談で伝えられていた内容1
209

と変わらない。

・タイトル

・取得した時期

・誰から誰がどのように取得したか

・象牙を取得した時の状況

「第三者による取得経緯の証明書」の記

載事項は、以下のとおりであり、従来申

請前の電話相談で伝えられていた内容1
210

と

変わらない。

・タイトル

・申請者との関係

・象牙を見た時期

・象牙を見た場所

・象牙を見た状況

208　4.2.5		3）参照
209　4.5.3		3）参照
210　前同

両様式とも、各記載事項についての

チェック欄がもうけられ、「以上、本書類

の記述内容及び、質問への回答は事実と

相違ないことを誓約いたします。」という

一文および虚偽登録に対する罰則の紹介

文が印刷されている。

また、第三者取得経緯証明書の様式に

は、「象牙を見た時期」の記載について「具

体的な年を記述すること。何年前といっ

た表現は不可」とした注釈や、「本証明書

の内容を確認するため、証明者に直接連

絡することがあります」という一文が印

刷されている。

なお、2016 年 6 月 8 日現在で、この

様式にもとづく第三者取得経緯証明書を

取得経緯の裏付け書類とする登録が実際

に行われている1
211

。

以上より、行政指導を受けた後の登録

機関による登録要件（条約適用前取得）

の確認は、依然として、従来受理されて

きた申請者提出の取得経緯自己申告書お

よび第三者取得経緯証明書の記載に基づ

いて行われていることがわかった。

自然研が環境省の了解のもとで実行し

た登録事務の改善策というのは、第 1 に、

内部的には既に存在していたと考えられ

る取得経緯自己申告書の様式を公表した
211　環境省 ,	2016.l
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こと、第 2 に、その様式上に記載される

内容の正確性が心がけられるよう、作成

者に向けた注意事項が印刷された、とい

う些事に過ぎない。

環境省が、従来からの登録関係事務の

運用を基本的に維持せんとしていること

は明らかである。

5）「象牙の形状の確認」（「全形が保持」
されているかどうかの確認）のため
の具体策

2016 年 1 月 19 日から 3 月 7 日にか

けて自然研から環境省へ照会された登録

関係事務上の疑義の内容をみると、その

ほとんどは、登録申請された象牙が「全

形が保持」されているかどうかについて

であった1
212

。照会は、申請に係る象牙を撮

影した写真を添付した電子メールで行わ

れている1
213

。

照会を受けた環境省は、全形を保持し

た象牙に該当するか否か（登録対象の象

牙か否か）の結論を、簡単な理由ととも

に回答している。

しかし、そこで採用されている判断基

準は、従来どおり1
214

、「ゆるやかな弧を描

き根元から先端にかけて先細るといった

一般的な象牙の形として認識できるかど

212　環境省 ,	2016.j
213　前同
214　環境省 ,	2015.b		なお、詳細については 4.8.4 参照。

うか」だと考えられる1
215

。1そうだとすると、

環境省による回答が自然研担当者の判断

を変更させるような影響を及ぼしたとは

考え難い。

疑義照会の導入は、環境省が（自然研

に丸投げするのではなく）自ら「全形が

保持」されているか否かの判断に関与す

ることによって、登録機関を外部の批判

から保護するためのもので、登録関係事

務改善の直接的な効果は薄いというべき

である。

4.6.3　登録機関による登録事務改善
後の登録実績

環境省による 1 月 18 日付指導への対

応として自然研が実施した措置1
216

が、実際

上、登録実績にどのような影響を与えた

かを検証する。

1）条約適用前取得の事実を確認する
ために必要な書類として受理され
たもの

2016 年 1 月から 4 月までの登録完了

にかかる申請件数は計 360 件であり、適

用された登録要件は、すべて条約適用前

国内取得であった1
217

。これらの申請におい

て、条約適用前取得の事実を確認するた

215　その後環境省は 2016 年 8 月に全形牙の解釈を公表したこと
から、以後はそれに基づいて回答していると考えられる。この環
境省による全形牙解釈の問題点については、4.8.5,	2) 参照。

216　4.6.2 参照
217　環境省 ,	2016.k	
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めに必要な書類として受理されたものの

内訳は、表 4-7 のとおりである。

以上のとおり、公的機関が発行した

書類が受理された実績は皆無、すべて

が第三者取得経緯証明書で、その 99％

（356/358 件）が譲渡人以外の第三者が

発行した書類であった。しかも、その約

半数（170/358 件）は親族が作成した書

類であった。

すでに述べたとおり、環境省が自然研

を介してとった措置は従来の運用を本質

的に変更するものでなかったから1
218

、この

結果は予想どおりといえる。

218　4.6.2　4) 参照

2）登録本数

2016 年 1 月から 4 月までの新規登録

本数は、表 4-8 のとおりである。

この結果を見ると、1月から 4月にかけて

1月ごとの登録数は安定しており、1月 18

日付の環境省の指導後に変化は見られない。

また、同期間における登録ペースは、

年間で 2,157 本という最高値を更新した

前年の後半1
219

には及ばないものの、1 年で

1,500 本に及ぶかという1
220

、依然として高

水準の登録が続いていた。

4.7　ラフテル事件の衝撃

4.7.1  ラフテル事件の概要

無登録象牙を違法に取引していたとし

て、警視庁生活環境課は 2017 年 6 月 20

日、種の保存法違反の容疑で、東京都台

東区の古物商「ラフテル」の鍋田志行社

長（35）や従業員、顧客ら計 27 人およ

び法人としての同社を書類送検した1
221

。
219　表 4-1 参照
220　最終的には、1,687 本（約 16 トン）の全形牙が 2016 年に登
録された。表 4-1 参照。

221　2017 年 6 月 20 日付共同通信 47News 記事「象牙不正取引で古

表4-7 全形牙登録に際して、条約適用前取得の事実を
  確認するために必要な書類として受理されたもの

（2016年1月‐4月）

0 90
32 58 001月 90

公的機関が
発行した
書類

（公的機関以外の）
譲渡人が

発行した書類

譲渡人以外の第三者が
作成した書類

親族 親族以外
その他

申請数
合計

単位 : 登録申請件数。    申請件数 360 件、登録された全形牙 495 本
* 当該期間の申請に適用された登録要件は、すべて条約適用前国内取得であった。
出所：環境省 , 2016.i

2 78
31 47 002月 80

0 100
58 42 003月 100

0 90
49 41 004月 90

表4-8　2016年1‐4月における全形牙の登録本数
（単位：本）

1月

123 111 132 129 151登録本数

2月 3月 4月 【参考】2015年7 - 12月
における月平均

出所：環境省 , 2016.i
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4.7.2  発覚の経緯

古物商「ラフテル」（東京都台東区上

野 ） は、Environmental1 Investigation1

Agency1 (EIA) が 2015 年 8 月に行った

象牙買取り業者（37 業者）に対する電話

調査の対象とされた業者である1
222

。同社は、

調査員に対して登録申請手続を代行する

と述べ、しかも、調査員が象牙の入手時

期が登録要件となる条約適用前（1990 年

以前）よりも後だと述べているにもかか

わらず、登録を受けられると語っていた。

EIA は、2015 年 12 月に電話調査結果

の概要を記者発表したが、それに先立ち、

ラフテルを含む調査の録音データその他

の資料を警視庁に提供した。

さらに EIA は、2015 年 1 月 11 日に

自然研に対する電話調査結果1を記者発表

した。その発表内容には、自然研担当者が、

申請者の記憶と関係なく、時期的に条約

適用前となることが確実な「昭和の時代」

に象牙を取得した旨を申請時添付書類に

記載するよう勧めていたという事実が含

まれていた。

環境省は、EIA による記者発表が第 66

回 CITES 常設委員会開催中に行われ、そ

の内容が内外のメディアに大きく取り上

物商を書類送検	無登録１８本、社長ら２７人」http://www.47news.
jp/news/2017/06/post_20170620113814.html

222　別紙 1 における No.9 の業者がラフテルである。

げられたことを黙殺できなかったためか、

自然研に対し、登録関係事務の適正な実

施を求める通知を行い、行政指導を行っ

た1。その指導の中には、「登録関係事務

の実施に当たり、その確認等で疑義が生

じた場合には、申請者に対し、判断に必

要な情報について提供を求めること。そ

れでもなお疑義が解消しない時は、速や

かに環境省に照会すること」1
223

という項目

が含まれていた。

その後、自然研に対して 18 本の象牙に

ついて所有者ごとに入手経路が全く異な

るものとして登録申請があったが1
224

、自然

研が上記行政指導に従って環境省に不審

な点を連絡したのであろう、環境省から連

絡を受けた警視庁がそれぞれの書類に添

付された写真を確認したところ、すべて同

一の場所で撮影されたとの疑い1
225

を持つに

至ったようである。警視庁は、当然、登

録申請者から事情を聴取したであろうが、

その際、ラフテルに登録申請の代行をして

もらっていたこと、登録申請書類の作成に

はほとんどかかわっていない旨の供述が

なされたのであろうと推測される。

そこで警視庁は、これらの業者が象牙

所有者を代行するとしながら、その認識
223　4.6.2,	1) 参照
224　2017 年 6 月 20 日付朝日新聞記事「象牙	違法取引の疑い	古
物商	経路偽り登録代行」参照　http://digital.asahi.com/articles/
ASK6N3C6NK6NUTIL00L.html

225　前同
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にはない虚偽の内容を記載した登録申請

書類を作成していること、登録しようと

する 18 本の象牙を手元に引き取ってい

るとの容疑を固め、2016 年 2 月、ラフ

テルの事業所を捜索1
226

、それらの無登録象

牙を押収した1
227

。

4.7.3  被疑者と犯罪事実

被疑者は、ラフテル（法人、代表者、従

業員 8 名）と 18 名の顧客、すなわち 1 法

人および 27 名1
228

（1 名は既に死亡1
229

）である。

犯罪事実は、2015 年 12 月から 2016

年 2 月までの間1
230

、ラフテルの 18 名の顧

客がそれぞれ 1 本の全形牙（計 18 本）

を登録を受けずにラフテルに引渡し（つ

まり預けたこと1
231

）、ラフテルはこれを引

き取ったというものである1
232

。

ラフテルは、これら 18 本の無登録象

牙を、計 355 万 5000 円で引き取ってい

た1
233

。所有権の移転を伴わない「引取り」

だったということは、支払われた金額は

226　前同
227　各紙・テレビが、押収された18本の象牙の写真を掲載している。
228　前掲共同通信記事
229　前掲朝日新聞記事
230　2017 年 6 月 20 日付毎日新聞「象牙無登録取引業者と客ら 27
人書類送検	警視庁」

https://mainichi.jp/articles/20170621/k00/00m/040/002000c
231　種の保存法上、「引渡し」「引取り」は、所有権を移転せず占
有のみ移転する場合をいい、所有権を移転させる「譲渡し」「譲受け」
と区別されているが、いずれも等しく禁止され、同じ罰則が適用
される（環境庁 ,	1995）。

232　種の保存法第 12 条第 1 項に違反する無登録引取り・引渡しで
あり、第 57 条の 2 に定められた罰則が適用される。

233　2017 年 6 月 20 日付産経新聞記事「虚偽申請で『合法化』、無
登録象牙を違法引き取り、古物商ら 27 人書類送検	警視庁」参照

http://www.sankei.com/affairs/news/170620/afr1706200026-n1.html

一種の手付であり、売買代金の残額が後

に支払われた段階で売却が完了すること

が合意されていたと考えられる。

4.7.4  ラフテルによる犯行に至る経緯

ラフテルが象牙の買い取りを始めたの

は 2012 年頃からであり、顧客が持ち込

んだ計 400 ～ 500 本の象牙を買い取って

いた疑いある1
234

。この量は年間 100 本程

度となり、そのうち 8 割は無登録だった

という1
235

。ラフテルは、「登録事務は代行

する」と持ちかけることによって象牙の

買い取りを増やし1
236

、これを印章製造業者

に1
237

転売して1
238

利益をあげていた。

4.7.5  ラフテルによる登録代行のプロ
セスには、「無登録引取り」と「虚偽登
録」という 2 つの違法行為が含まれる

ラフテルはこれまで、登録申請を代行

するとして、(i)1 象牙所有者から無登録

の象牙を引き取り、(ii)1 虚偽の経緯を記

載して作成した書類を登録機関に提出し

ていた1
239

。
234　2017 年 6 月 20 日付日本経済新聞記事「象牙不正取引の疑い、
会社社長ら 27 人書類送検	警視庁」参照

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO17872960Q7A620C1CC0000/
235　2017 年 6 月 20 日テレビ東京ニュース「ゆうがたサテライト」
「『種の保存法』違反	象牙の不法取引で書類送検」参照	http://www.
tv-tokyo.co.jp/mv/you/news/post_134510/

236　前掲産経新聞記事
237　2017 年 6 月 20 日付東京新聞記事「象牙不正取引 27 人書類送
検　古物商ら無登録 18 本　登録代行し取引を拡大」

238　前掲毎日新聞記事、2017 年 6 月 20 日付 NHK ニュース「象
牙の不正引き取り	社長ら書類送検」http://www3.nhk.or.jp/news/
html/20170620/k10011023611000.html

239　前掲朝日新聞記事、前掲産経新聞記事、
2017年6月21日付ANN（テレビ朝日）ニュース「無登録の象牙を
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言うまでもなく、象牙所有者から権限

を与えられて登録申請を代行すること自

体がただちに違法になるわけではない。

しかし、ラフテルが行っていた登録代行

の方式は、上記のとおり、(i)1無登録象牙

の引取りおよび (ii)1虚偽登録を受けるこ

とによって成り立っている。その意味で、

ラフテルによる登録代行は 2 つの違法行

為を伴っていることになる。

4.7.6  登録機関である自然環境研究セ
ンターのラフテルによる違法な登録申
請代行への関与

ラフテルの代表者は、警察に対して「自

然研には事前に問い合わせたが、手続き

を代行してもいいといわれた」と供述し

ていた1
240

。

そこで、登録機関によるずさんなチェッ

クを背景に違法な登録代行が横行してい

るとみた警察は1
241

、2017 年 4 月、業者に

よる登録代行を黙認していた疑いがある

として、自然研を種の保存法違反容疑で

家宅捜索した1
242

。自然研担当者は、「代行に

は気付いていたが、書類が整っていれば

不正取引　社長ら27人を書類送検」http://news.tv-asahi.co.jp/news_
society/articles/000103628.html?r=rss2&n=20170621084209

240　前掲朝日新聞記事、前掲産経新聞記事
241　前掲朝日新聞記事、

2017 年 6 月 20 日付 FNN（フジニュースネットワーク）ニュー
ス「登録を代行 ... 象牙の不正取引」http://www.fnn-news.com/
news/headlines/articles/CONN00361854.html

242　前掲朝日新聞記事

通していた」1
243

として、業者による登録の

代行を黙認していたことを認めている1
244

。

まさに、登録機関のチェック機能が果

たされない中で1
245

、不正な登録が常態化し

ていたということである1
246

。

自然研は否定しているが1
247

、警視庁はさ

らに、ラフテルに象牙を持ち込んだ顧客

の一部が、自然研からラフテルの紹介を

受けていた疑いがあるとにらんでいた1
248

。

今回、自然研およびその職員の種の保

存法違反（無登録象牙の引取り、虚偽登録）

の送検には至っていない。しかし、無登

録象牙の引取りを立件できなかった理由

は、自然研担当者が今回押収された 18

本の無登録象牙の引取りの具体的な状況

までは知らなかったからであろうし、過

去の登録済みのケースについて虚偽登録

が立件できなかったのは、虚偽登録の対

象となった象牙が押収できなかったから

に過ぎない。

自然研が象牙の登録申請について熟知

した「登録機関」である以上、ラフテル

の登録代行を黙認していたということは、

無登録引取りや虚偽の事実に基づく登録
243　前掲産経新聞記事
244　前掲朝日新聞記事、前掲 FNN ニュース
245　前掲朝日新聞記事、前掲 FNN ニュース
246　前掲産経新聞記事
247　自然研ウェブサイト　http://www.jwrc.or.jp/cites/infomation/
kenkai20170623.pdf

248　2017 年 6 月 20 日付共同通信記事「象牙、環境省指定法人が
紹介か	不正取引業者に」https://this.kiji.is/249829069836748280
?c=39546741839462401
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申請についても、知って見逃していたと

考えざるを得ない。今回は具体的な犯罪

事実こそ立件されなかったものの、登録

機関である自然研が無登録引取りと虚偽

登録が組み込まれた違法な登録代行に関

与していた疑いが強い。さらに、仮に登

録申請の相談をした象牙所有者にラフテ

ルを紹介したという事実が実際にあった

のだとすると、業者の違法行為を積極的

に助長していたということになる。

4.7.7  Flawless 事件

2017年8月25日、警視庁生活環境課は、

無登録象牙を違法に取引していたとして、

東京都台東区の古物商1”Flawless（フロー

レス）” を種の保存法違反の容疑で、同社

の社長と従業員の計 5 名、法人としての

同社、顧客7名および取引先の法人1社（計

12 名および 2 法人）を書類送検した1
249

。

犯罪事実は、2015 年 12 月から 2016

年 1 月までの間1、7 名の顧客（古物商で

ある法人 1 社が含まれる1
250

）が計 9 本の全

形牙の登録を受けずに Flawless に引渡し

（つまり預けたこと1）、Flawless がこれを

引き取ったというものである1
251

。
249　2017年 8月 24日付産経新聞記事「無登録で象牙取引疑い	上
野の貴金属商社長らを25日に書類送検　警視庁」	http://www.sankei.
com/affairs/news/170825/afr1708250004-n1.html
2017 年 8 月 25 日付北海道新聞記事「象牙 9 本取引容疑で書

類送検　古物商社長ら 12 人」https://www.hokkaido-np.co.jp/
article/127864

250　前掲北海道新聞記事
251　2017 年 8 月 25 日付毎日新聞記事「象牙無登録の９本

Flawless は、これら 9 本の無登録象牙

を、計 240 万円と査定していた1
252

1。

この Flawless 事件は、ラフテルと同じ

経緯1
253

で同時発覚し、同社と並行して捜査

が進められてきた。

違法な代行申請を行う手口もまったく

といってよいほど、ラフテルと共通であ

る。Flawless は、いったん象牙を預かっ

て代行申請により登録を受けた後に買い

取ることとしており1
254

、ラフテル同様、「預

かる分には違法にはならないと思った」な

どと供述していた1
255

。

Flawless は、2012 年から 2015 年にか

けて象牙 158 本を買い取り、転売して約

320 万円を売り上げたという1
256

。

取引容疑	 古物業社長ら１２人書類送検」https://mainichi.jp/
articles/20170825/k00/00e/040/231000c

252　2017 年 8 月 25 日付 NNN ニュース（日テレ NEWS24）「無登
録象牙を違法取引	古物業者ら書類送検（東京都）」

253　別紙 1 における No.11 の業者が Flawless である。
254　前掲毎日新聞記事、同 NNN ニュース
255　2017 年 8 月 25 日付日本経済新聞記事「象牙不正取引の疑い
　東京・台東の古物商社長ら書類送検」https://www.nikkei.com/
article/DGXLZO20377290V20C17A8CC0000/

256　前掲日本経済新聞記事。この金額は Flawless が警察に供述し
たものだろうが、明らかに低すぎる。
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4.7.8  ラフテル事件・Flawless 事件
が裏付けた日本の国内象牙市場の問題点

ラフテル事件・Flawless 事件は、次の

点を裏付ける事例となった。

第 1 に、虚偽登録によるロンダリング・

システムが、日本の象牙市場に現実に定着

していること。

第 2 に、古物商による効率的な象牙の

買い取り方法のひとつとして、(i)1無登録

象牙の引取りおよび (ii)1虚偽登録を受ける

ことによって成り立つ違法な代行方式が

とられていること。

第 3 に、登録機関である自然環境研究

センターが、違法な代行方式を黙認しつ

つ、大量の登録を受理してきたこと、した

がってまた、虚偽登録によるロンダリン

グ・システムが市場に定着していることも

認識していたはずであること。これらの事

実は自然研が登録機関として不適格であ

り、それに対する環境省の監督も機能不全

に陥っていることを意味する。

4.8  考察

4.8.1　密輸象牙を合法化された国内
象牙市場へ混入させる法の抜け穴

これまでに述べた、様々な調査で得ら

れた事実および法的な検討に基づいて、象

牙の国内取引規制・登録制度の課題につい

て考察する。

考察によって答えようとする重要な問

いは、次の 2 点である。

・違法に国外から持ち込まれた象牙を、合
法化されている国内象牙市場へ混入させ
る法令上の抜け穴は何か。

・存在が認められた法の抜け穴と、象牙買
取り業者・象牙販売業者・自然研に対す
る調査で示唆されたロンダリング手法と
の関係

これらの問いを念頭におきつつ、以下

の 4 項目について考察を進める。1

・現行法上「全形牙の条約適用前取得の確
認に客観的証拠が必要とされていない」
という抜け穴を利用して象牙製造業者が
構築した、虚偽登録によるロンダリング・
システム（4.8.2 参照）

・現行法上「全形牙の現物検査による真贋
鑑定・個体識別・マーキングが必要とさ
れていない」という抜け穴を利用した、
既に分割された牙の登録票や贋物の虚偽
登録によって取得した登録票の流用によ
るロンダリング（4.8.3 参照）

・現行法上「無登録の全形牙を合法的に占
有できる」という抜け穴を利用した、製
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造業者等による無登録象牙のロンダリン
グ（4.8.4 参照）

・現行法上「規制対象が全形牙に限られて
いる」という抜け穴を利用した、出所不
明の分割牙のロンダリング（4.8.5 参照）

4.8.2　現行法上「全形牙の条約適用
前取得の確認に客観的証拠が必要とさ
れていない」という抜け穴を利用して
象牙製造業者が構築した、虚偽登録に
よるロンダリング・システム

1）日本の国内象牙市場に強固に根を張っ
たロンダリング・システム

EIA による象牙買取り業者に対する電

話調査1
257

では、虚偽登録によってロンダリ

ングされた全形牙を合法市場に流すこと

を意図していた業者が全体の 70%（37 業

者中 26 業者）にも上ることが判明した1
258

。

さらに、虚偽登録によってロンダリング

された全形牙を市場に流すことを意図し

ていた業者は、ウェブサイト上で登録制

度の具体的説明を行い法令遵守の姿勢を

強調した買取り広告を行う傾向が強いこ

ともわかった1
259

。これらの事実は、虚偽登

録によるロンダリング・システム（以下「虚

偽登録ロンダリング・システム」という）

が日本の国内象牙市場にしっかりと根を

張っている実態を浮き彫りにしている。

257　4.4.3 参照
258　4.4.3　3) 参照
259　4.4.4 参照

虚偽登録ロンダリング・システムを支

えているのが、象牙製造業者と取引関係

を持つ古物商のネットワークである。古

物商のネットワークを通じて、全国から

全形牙を集める方法は、日本最大の象牙

印材製造業者であるタカイチによって構

築された1
260

。1 タカイチが、2005 年から

2010 年までの 5 年間に 4 系統の古物商

ネットワークおよび象牙製造業者 1 社を

使って買い集めた無登録全形牙は 630 ～

1,680 本にのぼると推定される1
261

。2010

年 6 月、タカイチは警察の捜索を受け、

捜索時までの 6 か月間に買い入れた無登

録全形牙のうち分割されずに残っていた

58 本を押収され、翌年それらの無登録譲

受けについて会社および経営者らが有罪

判決を受けた1
262

。

このタカイチ事件が教訓になったので

あろう。タカイチ自身を含む象牙製造業

者らは、古物商ネットワークを象牙集積

のメカニズムとして利用し続ける一方、

自らが無登録全形牙の売買に直接かかわ

らないよう、象牙譲受け前に、古物商に
260　タカイチの経営を事実上支配する同社元会長は、種の保存法
違反被告事件の公判廷で、「2005 年頃には、古物商に象牙の買取
り価格表を配って回るようになった」と述べている（坂元 ,	2011.	
a）。また、電話調査（4.4.3 参照）において、ある象牙買取り業者

（No.24）は「象牙業界が単価を決めている」と述べており、訪問
調査（4.4.5 参照）では、ある象牙販売業者（No.6）が価格表を示
し、そこに記載された金額での買取りを提示している。このよう
な価格表が、タカイチやその手法に倣った象牙印材製造業者らが
配っていたものと推測される。買い取られた全形牙は、その金額
に古物商の利益分を上乗せした代金で、象牙製造業者に買い取ら
れていく。

261　坂元 ,	2013
262　前同
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登録を整えさせるようになった1
263

。これが

現在の、虚偽登録ロンダリング・システ

ムである。

登録要件確認に客観的な証拠が必要と

されない現行法のもとでは、ロンダリン

グが見破られるリスクは極めて低い。さ

らに、その小さなリスクさえ、製造業者

から古物商へ念入りに転嫁されている。

古物商にある程度の利ザヤを稼がせるこ

とにはなるが、象牙製造業者にとっては、

リスク・フリーの魅力ある象牙仕入れの

仕組みといえよう。

東日本で最大手の象牙製造業者らも、

このシステムを用いて相当量の全形牙を

譲り受けているようである1
264

。

2017 年には、ラフテルおよび Flawless

が摘発され、虚偽登録によるロンダリング・

システムが、日本の象牙市場に現実に定着

していること、古物商による効率的な象牙

の買い取り方法のひとつとして、(i)1無登

録象牙の引取りおよび (ii)1虚偽登録を受け

ることによって成り立つ違法な代行方式が

とられていること等が裏付けられた1
265

。

263　	電話調査（4.4.3 参照）において、ある大手象牙印材製造業
者（No.6）は、「骨とう屋さんがね、買ってくれるんですよ。あと
はお宅さんみたいに、どうだろうって話がたまに入りますけどね。
だけど皆さん、ほとんど持ってないんですよね、登録票はね。骨
とう屋さんが、とり方を教えて、取って、登録票付けてうちへ持っ
てくるとかね。そういう流れなんですよ。」と述べている。この業
者は、象牙組合の主要組合員である。

264　電話調査（4.4.3 参照）において、この業者は（No.7）、「私
も今まで 500 件、600 件とお付き合いしています」と述べている。
この業者も象牙組合の主要組合委員である。

265　4.7 参照

2）虚偽登録ロンダリング・システムを
利用した無登録全形牙取引のプロセ
ス

虚偽登録ロンダリング・システムは、

次のプロセスで進む。登録名義人として

古物商が表にあらわれることはない。

・古物商は、全形牙の売主から無登録の
まま牙を預かり1

266

、真贋鑑定を行う。

〈古物商は登録象牙の引取りについて自
然研に届け出ない1

267

。〉
  ↓
・古物商が象牙製造業者（または大手古
物商1

268

）に全形牙の入荷を連絡する。買
取り金額で折り合いがつけば、登録完
了次第、代金支払いとともに牙が譲渡
されることになる（売買予約の成立）。

  ↓
・古物商は、象牙の査定をした後、価格
表にしたがった買取り価格（またはそ
れ以下の価格）を売主に提示し、合意
を得る（売買予約）1

269

。
  ↓
・古物商は、名義貸しをした第三者の名
義で登録申請するか、売主名義で登録
申請を代行するか、売主に虚偽の事実
にもとづく登録申請の指南をする。

〈いずれの方法においても、虚偽の取得

266		所有権は留保し占有のみを移転することを、種の保存法上、「引
取り」という（法第 12 条第 1 項）

267　法第 21 条第 5 項、第 23 条第 7 項に対する違反である。
268　多数の古物商から象牙を買い集めまとめて象牙製造業者に売
り渡す、元締め的な古物商である。電話調査（4.4.3）における
No.25 の業者や、訪問調査（4.4.5）における No.7 の業者が典型
例である。

269　例えば、電話調査（4.4.3 参照）におけるある象牙買取り業者
（No14）は、「売買の決済は、登録が取れた段階で行う。その間、
象牙はこちらを信頼して預からせていただくことになる」と述べ
ている。
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経緯を述べて登録申請が行われること
になる。第三者名義で登録申請する場
合は、別々の売り主から買い取り予約
した複数本の象牙をまとめ、所有者が
一人だと偽装して登録を行うことも多
い1
270

。〉
  ↓
・登録が完了する。

  ↓
・古物商と象牙製造業者（または大手古
物商）の間で代金支払い、登録済み全
形牙の譲渡しが行われる（売買の本契
約が成立したことになる）。

  ↓
・古物商が全形牙の売り主に売買代金を
支払う（製造業者から受領した代金の 2
分の 1程度を支払う勘定になる1

271

）。
  ↓
・象牙製造業者は、（おそらく）登録全形
牙の譲受けについて自然研に報告する。

〈登録名義1
272

は、古物商を介さず、新規登
録者である全形牙売り主または名義貸
しをした第三者から象牙製造業者（ま
たは大手古物商）へ直接移転すること
になる。〉

270　例えば、電話調査（4.4.3 参照）におけるある象牙買取り業
者（No.19）は、「うちで動いてみて、今、登録をかけるのは 3 本
位あるので、ついでに出せるので」と述べ、他の象牙買取り業者

（No.32）は、「本当はやってはいけないことだが、他の人に頼んで
所有していたことにしてもらって、自社で登録を取る」と述べて
いる。

　なお、トラフィックは自然研担当者をヒアリングした際に「親戚
の死亡に伴って複数の牙が登録申請されることが時々ある」と聴
き取っている（Kitade	and	Toko,	2016）。トラフィックの著者らは
何もふれていないが、このような複数象牙の登録申請こそ、名義
貸しによる虚偽の登録申請である可能性が高い。

271　電話調査で示された買取り価格と訪問調査で示された販売価
格は、倍ほど異なる（4.4.5		4）

272　登録象牙の譲受け等の届出が自然研になされると、届出者（譲受人
等）の氏名・住所、譲受け等の日付等が、電子データとして国際希少野
生動植物種登録簿に記録される（登録関係事務実施規程第 9 条第 7 項。
実施規程と登録簿については 4.2.3 参照）。

3）虚偽登録ロンダリング・システムを
支える登録制度の抜け穴

虚偽登録ロンダリング・システムは、登

録要件（条約適用前に日本へ輸入または日

本国内で取得されたこと）を証明する客観

的証拠が法律上求められていない、という

抜け穴を基礎にして構築されている。

このような法制度のもとでは、仮に登録

機関がロンダリングの疑いを抱いたとして

も、象牙の出所に関する客観的証拠の提出

を強いることなしに登録を行わざるを得な

いし、登録制度の主務官庁である環境省が

その登録事務に介入する余地もない。

現に、登録事務は、申請者（全形牙取

得者）自身が作成した取得経緯を説明し

た書類（取得経緯自己申告書）と、知人

や家族等の第三者が取得の経緯について

述べた書類（第三者取得経緯証明書）の

みによって登録要件の確認を行う運用と

なっている1
273

。

実際の申請がどのように行われてい

るかをみると、取得経緯自己申告書およ

び第三者取得経緯証明書に、条約適用時

（1990 年 1 月 18 日）前であることが確

実な「昭和の時代だった」と虚偽の記載

をするやり方が広く定着していることが

明確になった1
274

。登録機関が登録要件を確
273　4.5.3,	4.5.4,	4.5.5,	4.6.2		4),	4.6.3		1) 参照
274　4.4.3		5) 参照
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認するための事務としては、20 分以内の

電話による申請者の事前相談を想定する

のみであるから、上記のやり方が、テク

ニック不要、リスク無しの手口として蔓

延することは当然といえる1
275

。しかも、登

録機関自身、登録手続をスムーズに進め

るため、申請者らに「昭和の時代だった」

と書類へ記載するよう誘導している実態

も浮き彫りになっている1
276

。また、登録機

関が登録要件確認に時間と手間をかけず、

さらに登録に至るよう積極的に申請者を

誘導する背景には、登録事務の財源を登

録手数料のみに求めざるを得ないという、

制度の基本設計に由来する問題も横た

わっている1
277

。

結果として、全形牙に対する登録制度

適用が 1995 年に施行されて以降 2016 年

4 月 30 日までに 17,394 本の牙が条約適

用前に取得されたものとして登録されて

いる1
278

。これら条約適用前取得の牙の登録

申請に際して登録要件（条約適用前取得）

の確認に必要な書類として受理されたも

のは、ほとんどすべてが第三者取得経緯

証明書、しかも登録制度が象牙に適用さ

れた当初に製造業者が登録を受ける際に

受理されたのが所属象牙組合の理事長の
275　4.5.6　5) 参照
276　4.5.3　3),	4) 参照
277　4.5.7 参照
278　4.5.5．1）参照

一筆であったこと1
279

を除けば、記載した第

三者のかなりの割合が親族による作成で

あったと考えられる1
280

。既に述べたとおり、

象牙買取り業者に対する電話調査におい

ても、ロンダリングした象牙を市場に流

す意図を示した業者ら（全体の 70%）の

すべてが、登録要件の確認に必要な書類

として第三者取得経緯証明書を想定して

いた1
281

。

このような登録事務の実態と象牙買取

り業者の対応をみれば、これまで条約適

用前に取得されたとして登録された全形

牙、特に近年登録された全形牙は、その

ほとんどについて、ロンダリングの疑い

があるといっても過言ではない。

4）虚偽登録ロンダリング・システムに
対して一切の抑止力を持たない事業
の監督制度

虚偽登録ロンダリング・システムは、

象牙製造業者が、効率よく、しかも自ら

の手を汚さずに全形牙を仕入れるために

作り上げたものである。このシステムを

動かす道具として利用されたのが、泡沫

的、社会的信用に拘泥しないという傾向

279　注 47 参照
280　象牙の取得経緯を裏付ける書類として受理されたものは、
2014 年 12 月の 1 か月間では、登録申請 95 件のすべてについ
て第三者記載書類（うち 1 件が譲渡人、30 件が親族、64 件が
譲渡人・親族以外の第三者作成）（4.5.5	 2））、2016 年 1 月か
ら 4 月の 4 か月間でも、登録申請 360 件すべてについて第三者
記載書類（うち 2 件は譲渡人、170 件が親族、188 件が譲渡人・
親族以外の第三者作成）であった（4.6.3	1））。

281　4.4.3　5）【取得経緯を裏付ける書類】参照
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のある古物商1
282

という業種である。

この点、古物商による国内取引を監視

する方策として、これらの古物商に特定

国際種事業の届出を促す提言がなされて

おり1
283

、日本政府もそれを象牙の国内取引

管理の効果的な施策だと考えているよう

である1
284

。しかし、特定国際種事業者によ

る事業の監督は分割牙と製品の譲渡し・

引渡しを伴う事業に対するものであるた

め、全形牙のロンダリング防止にはまっ

たく無力である1
285

。

282　古物商の許可件数は、遅くとも2005(平成 17)年以降増加を続け
ており、2016（平成 28）年には 774,157件となった。これは、前年
から9,251件の増加である（警察庁ウェブサイト

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/statistics/H28_kobutsu.pdf
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/statistics/H27_kobutsu.pdf）。営業許
可が容易なことや、インターネット上で売買する業者が増えてい
ることが背景にあるとみられるが、業界関係者は「実態がよくわ
からない業者も多い」と指摘する（産経ニュース 2016 年 1 月 4 日
http://www.sankei.com/west/news/160104/wst1601040044-n1.
html）。主務官庁（警察庁）の古物商に対する行政処分（取消、営
業停止、指示処分）の件数は 2016 年には 1,336 件となっている（前
掲警察庁ウェブサイト）。

283　Kitade	&	Toko,	2016
なお、古物商への特定国際種事業届出を促す試みは、以前不首尾に
終わっている（坂元 ,	2007）。

284　象牙官民協議会 ,	2016
285　種の保存法 2017 年改正法では、分割牙・象牙製品の譲渡し・
引渡しを伴う事業者の届出制を（事業）登録制に変更した上、事
業登録申請時に現に占有する特定器官等に該当しない原材料器官
等＝全形牙の全てが「登録を受けたものであることを証する書類
を添付しなければならない」こととされている（7.4.2		2）参照）。
だが、この手続がロンダリング・システムの下での象牙の動きに
影響を与えることはない。なぜなら、ロンダリング・システム上、
製造業者は常に（ロンダリングにより）登録済みの全形牙を取得
することになっているので、在庫全形牙が登録を受けていること
の確認を求められても何も困ることはないからである。また、ロ
ンダリングを実行する古物商は、全形牙の取引過程に登場しない
ことになっているので、常に「全形牙の在庫は占有していない」
ということにして事業登録申請されることになるであろう。古物
商がこのような虚偽の内容に基づく申請をしても、事業登録機関
や主務官庁が現場で在庫を検査できるわけではないので、発覚の
リスクはほとんどない（7.4.2		4）参照）。

5）法執行を困難にする虚偽登録ロン
ダリング・システム

【全形牙の無登録引取りに対する取締り】

警察は、古物商が無登録のまま引取り

をした全形牙を占有していれば、それを

無登録引取りの容疑で押収できる。違法

取引された象牙そのものの押収は、種の

保存法違反事件を検察官に送致（送検）

するための必須の証拠収集である。

ところが、象牙が既に登録され製造業

者に譲渡されてしまい、しかもそれが分

割されてしまった場合は、もはや全形牙

は存在せず、その押収は不可能になる。

すでに述べたとおり、虚偽登録ロンダ

リング・システムの流れにおいては、登

録が完了すると象牙は直ちに製造業者に

譲渡されることになっている。しかも、

登録手続に要する期間は短い。常習的に

ロンダリングを行っている古物商にとっ

ては型通りの申請書類を迅速に整えるこ

とは容易である。申請書提出の日から

登録完了まではおよそ 10 日に過ぎず1
286

、

2010 年には申請書提出日から 3 日後に登

録票が交付された実例もある1
287

。

したがって、警察が無登録全形牙を押収

するために古物商の事業所に捜索に入った

ときには、既に牙が存在しない可能性が高

286　自然研に対する電話調査の結果参照（別紙 3）
287　4.5.4　1）参照。
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い。押収の成功は、（詳細な内部告発でも

ない限り）運に左右される面がある。

【虚偽登録罪の取締り】

警察が、虚偽登録罪1
288

の捜査を進めんと

する場合、虚偽登録の対象物を証明するた

めに、やはり全形牙の押収が必須となる。

そのため、無登録全形牙の引取りと同様の

問題が生じる。しかも、虚偽登録がなさ

れた段階でないと犯罪が成立しない関係

で（未遂処罰はない）、虚偽登録罪の捜査

は登録済みであることが発覚してからと

いうことになり、譲渡し・分割の前に全形

牙を押収することは一段と難しい1
289

。

【小括】

このように、警察が虚偽登録ロンダリ

ング・システムを利用する者らを摘発する

ためには、証拠収集上大きな壁が立ちはだ

かる。すなわち、罰則の適用は、これらの

者に対する十分な抑止力にはなり得ない。

288　法第 58 条第 3 号
289　虚偽性の立証の困難さは事案による。

第三者名義で登録を受ける限りは、警察が真の象牙の譲渡し人
（象牙所有者）を特定できている限り、虚偽性の立証は容易である。
この場合は、象牙の所有者でない者がそうであると偽って登録申
請したということになるからである。
また、本人名義で登録を受ける場合でも、登録申請書類の作成が

第三者によって代行され、本人の認識とほぼ関係なく取得経緯自
己申告書が作成されていたことが明確であれば、虚偽性の立証は
難しくない。
これに対して、象牙所有者本人が自ら書類を作成している場合、

虚偽性の立証は容易でない。なぜなら取得経緯について語られた
内容がたとえありふれた作り話に過ぎなかったとしても、それが
確かに虚偽であると警察側で反証することはほとんど不可能だか
らである。このことは、象牙買取り業者らもよく承知しているこ
とだと考えられる。実際、ある業者は、取得経緯について具体的
には何もわからないとことにしておくのがかえってよいと述べて
いたが（象牙買取り業者 No.13 に対する電話調査（4.4.3 参照））、
虚偽性の立証責任は申請者ではなく、登録機関や捜査機関が負う
ことを熟知した助言といえる。

結局、国内象牙市場に巣くう虚偽登録

ロンダリング・システムへ対抗するため

には、虚偽登録を未然に防止するしかな

い。すなわち、登録審査の徹底的な厳格

化が唯一無二の対策である。

6）日本政府による登録審査厳格化の検
討と、合法的に占有されている無登
録全形牙の登録促進キャンペーン

【無登録在庫象牙の存在がもたらす問題
の解決の難しさ】

全形牙の登録は、それを国内取引しよ

うとする場合に義務づけられるに過ぎな

い1
290

。このことは、象牙の占有者が事業者

であるか非事業者であるかを問わない。

したがって、製造業者であっても、登録

制度適用前から所有していた全形牙を無

登録のまま占有し続けることができる。

このような無登録象牙在庫の存在は、そ

れが違法象牙に隠れ蓑を提供する。

その一方、現行の登録審査の見直しを

前提とせずに無登録全形牙の登録を進め

ると、いたずらにロンダリングの機会を

増やすおそれがあることも繰り返し指摘

されてきた1
291

。
290　4.2.1 参照
291　坂元 ,	2007,	坂元 ,	2013。

合法的無登録牙の在庫の存在と、無登録牙のロンダリングの横行
は、密輸象牙の合法市場への混入排除を著しく困難にする。これ
らの問題に対処するにあたっては、合法的無登録在庫の実態を把
握し何らかの管理を行うことが必要である一方、それらを登録在
庫化して正規流通に乗せることは、ロンダリングを助長するおそ
れが高いことを十分考慮しなければならない。

　そこで、無登録牙の合法的占有の公的把握は、取引の合法化の効
果を伴う登録とは別の仕組みで行うことを考えるべきである。坂
元（2013）は、具体策として、合法的に占有する象牙の届出制度
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この二律背反する問題解決について、

後者の問題を軽視し、現行の登録の運用

はそのままに登録を積極的に推進しよう

というのが、これまでの日本政府1
292

とトラ

フィック1
293

の立場であった。　　　

しかし、既に述べたとおり、ロンダリ

ング・システムが日本の象牙市場にしっか

りと根を下ろしていることが明らかにな

り、現に世界各地で違法象牙の押収が激増

した 2011 年のまさにその年以降、全形牙

の登録が急増している状況で、法の抜け穴

を防がずになおも登録を推進することは、

政府自身がロンダリングを公認するに等

の新設を提言していた。以下はそれに若干の改訂を加えたもので
ある。

・登録事業者以外の無登録象牙の正当な権原にもとづく占有者に対
し、占有象牙について主務官庁に届け出る義務を課す（2017 年
種の保存法改正法が、登録事業者占有象牙の登録確認の仕組みを
導入したため、届出義務の対象はそれ以外の者となる）。

・事後（取引をするための）登録を申請するためには、一定の期限
内に届出をしておくことを要するものとする。

・無届または期限を徒過して届け出られた（期間経過後の届出も、
受理はする）象牙の（取引のための）登録申請は、すべて拒絶さ
れるものとする。

・届出義務違反には罰則を科すが、経過措置により罰則の適用は届
出期限が満了してから一定期間を経た後とする（非事業者に対す
る罰則の適用に当たっては、それに先立って十分な周知の必要が
あるため。罰則が適用された場合、悪質な事件では付加刑として
象牙が没収される可能性もある）。

・届出事項には、占有する象牙を特定するための最小限の情報（長さ・
重量、占有開始時等）を含めるものとする。

・主務官庁は、届け出られた象牙の占有・分割状況について報告徴収・
立入検査を行えるものとする。

292　日本政府は、「2011 年以降、全形牙の登録本数・重量が増
加しているが、その理由としては、制度の周知、普及が進んだこ
とにより、法の遵守のために自ら進んで登録を行うケースが増加
したこと」をあげ、登録の増加を積極的に評価してきた（CITES	
SC66	Inf.24）。また、トラフィックによるヒアリングに対する自
然研担当者の回答では、より多くの無登録象牙を、規制の枠組み
のもとで行われる合法取引の場に「引き揚げる」のが政府の意思
であると述べられ、その一方、登録審査における登録要件確認の
方法が、電話で申請者の言い分をよく確認するにとどまることも
述べられている（Kitade	&	Toko,	2016）。要するに、申請者の言
い分を聞くだけで登録要件の確認を済ませ、大量の登録を効率よ
く進める、というのが環境省の方針であった。

293　トラフィックはもともと、「国内に存在する象牙在庫の全容を
明らかにするため、すべての個人所有の全形象牙およびカットピー
スを対象とした全国規模の登録プログラムを実施すべきである。」
と述べて、個人に占有されているすべての全形牙の登録推進を提
言する一方、現行法上の登録手続の問題への対策については一切
触れていなかった（Kitade	&	Toko,	2016）。

しい1
294

。この政府とトラフィックの立場に

対しては、強い批判がなされた1
295

。

【日本政府による象牙登録促進キャンペー
ンの立案】

環境大臣は、2017 年 2 月に行われた

種の保存法改正法案の閣議決定直後、ト

ラフィックの提言1
296

を受けた形で、個人所

有象牙の登録推進キャンペーンを行うこ

とを発表した1
297

。これは、政府が種の保存

法改正作業と並行して検討していた「象

牙の管理強化方針案」1
298

の一部をなすもの

である。この「象牙の管理強化方針案」

によれば、国内在庫の把握のためとして

ポスター頒布、イベント実施、市町村に

よる広報を含んだ「個人所有象牙の登録

促進キャンペーン」（以下「象牙登録促進

キャンペーン」という）を 2017 年夏か

ら 2019 年夏にかけて実施し、その終了

後（2019 年夏）、登録審査の厳格化を行

うこととされていた1
299

。
294　日本政府とトラフィックが登録申請において登録要件の客
観的証拠を求めようとしない背景には、それを行うと、条約適用
前に取得された全形牙として登録できるものがほとんどなくなっ
てしまい、事業者が製造用全形牙を仕入れられなくなることへの
配慮があると考えられる。厳しい登録要件確認の回避が、象牙業
界による在庫確保にとっての生命線なのである。日本政府とトラ
フィックは、日本の国内象牙市場の堅持を前提とする立場にある
ため（2017 年 8 月時点）、象牙の合法的な輸入に見通しがない現
状では、業界の事情に配慮せざるを得ないのであろう。しかし、
それは象牙業者を利するために事実上ロンダリングを許す、本末
転倒の姿勢というべきである。

295　EIA,	et.al,	2017
296　Kitade	&	Toko,	2016（注 292参照）、TRAFFIC	East	Asia	Japan,	
2017

297　山本大臣記者会見録（平成 29 年 2 月 28 日（火）9:12 ～ 9:25	
　於：環境省第１会議室）において、「登録推進キャンペーンを実
施いたします。個人の所有についても積極的な登録を呼び掛けを
していきたいとは思っております」と述べられている。
環境省ウェブサイト
http://www.env.go.jp/annai/kaiken/h29/0228.html

298　環境省 2017.c
299　「象牙の管理強化方針案」によれば、2017 年夏から 2018 年
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【象牙登録促進キャンペーンの開始】

2017年 8月 29日、環境省はキャンペー

ンを開始する旨の記者発表を行った1
300

。趣

旨、概要、スケジュール等、内容的には 2

月の発表時からまったく変更はない1
301

。　

なお、キャンペーンの名称だけは、2

月に発表された「個人所有象牙の登録促

進キャンペーン」から「象牙在庫把握キャ

ンペーン」と変更されている1
302

。しかし、

対象に呼びかけられている行動が全形牙

の登録申請である点に変わりはない1
303

。

夏にかけて「科学的証明のフィージビリティ調査および審査厳格
化による影響に関する調査・検討」が行われ、その結果にもとづ
いて登録審査の厳格化（「公的証明（輸入禁止前の合法輸入の証明）
又は科学的証明（？）があるもののみ登録・譲渡し可とする」）が
行われることとされている（環境省 2017.c）。

　すなわち、調査・検討の結果、科学的証明が実践困難という結果
になれば科学的証明は登録審査に導入されない。また、「審査厳格
化による影響」の評価結果次第では審査厳格化自体行われない可
能性もある。そうだとすれば、科学的証明は実践困難である一方、
公的証明だけでは登録申請が著しく困難になるという理由で、審
査厳格化を見送るというのが政府のシナリオではないか、との疑
念も生じる。

300　環境省 ,	2017.g
301　趣旨については「日本での象牙の利用がアフリカゾウの密猟
に影響しているとは考えられませんが」「国際的に象牙の管理強化
が求められて」いるため、「全形を保持した象牙の国内在庫を把握
することが必要」と説明されている。

　具体的なキャンペーンの内容は、全形を保持した象牙の個人所有
者に対し、チラシ及び広報紙により在庫把握を進めていることを
周知し、あわせて登録を呼びかけるものである。チラシ配布・広
報誌への記事掲載は、全国の地方公共団体に依頼して行われる。
キャンペーン期間は、2017年8月31日より2年程度とされている。

302　環境省 ,	2017.g
303　象牙登録促進キャンペーンは、2017	年 5 月 25 日開催の参議
院環境委員会で、武田良介議員から、「今の仕組み上からすれば、
やはり駆け込みで登録させる、そういうためのキャンペーンにな
らざるを得ないということを私はやっぱり思います。やはり、日
本政府の目で日本の国内だけを見たらそういうことかもしれませ
んが、国際社会からどういうふうに見られるのかというふうに考
えれば、日本の中ではそういうふうに、登録さえできれば取引で
きるわけですから、今のうちに日本に入れてしまえという発想に
ならざるを得ないだろうということを重ねて指摘をしたいという
ふうに思います。」との批判を受けた（参議院 ,	2017）。そのため、
環境省は、キャンペーンの名称だけ変更して目先を変え、同様の
批判がでにくいよう画策したものと考えられる。

【「合法的に占有されている無登録象牙が
大量に存在する」と仮定することによる象
牙登録促進キャンペーンの正当化の試み】

上記のとおり、日本では無登録の全形

牙を合法的に占有することができる。しか

し、登録制度適用の前から占有され、なお

無登録のままの象牙がどの程度日本国内

に存在するかは不明である1
304

。不明である
304　環境省は、日本に輸入された全形牙の量は，日本に対する条
約発効時から国際取引禁止までの間（1981-1989 年）だけでも
約	2,006	トンが記録されている一方、登録制度開始以降現在ま
で	（1995-2015 年）に登録された全形牙は累積約	305	トン（1 回
限定販売象牙 89 トンを含む）にとどまり，輸入総量に比して小
さな割合となっている、したがって過去に合法的に輸入された象
牙の中には未だに登録されていない象牙も相当量あると推定され
る、と主張していた（環境省ウェブサイト http://www.env.go.jp/
nature/kisho/zougetorihiki/FAQ_on_ElephantIvory_JP.pdf）。

　そして、その後政府によって立案された「象牙の管理強化方針案」
（環境省 2017.c）では、以下のような計算を元に、業者・非業者
に占有されている無登録全形牙の量は約 1230 トンであるという推
計が示されている。
・1981-1989 の輸入禁止前輸入量約 2000 トン（CITES	Trade	
Database により集計）と 1 回限定販売象牙の輸入量約 90 トン
の合計が約 2090 トン (A)

・登録済み象牙の量が約 320 トン (B)
・登録しないまま製品化された全形牙の量が約 540 トン (C)
・(A) から (B) および (C) を差し引いた残量は約 1230 トン (D)

　しかし、C のデータは、1981 年から現在にかけて製造用に消費し
た（分割された）全形牙の量およびその全消費量のうち登録象牙
の消費量と無登録のまま占有していた象牙の消費量の内訳を、す
べての象牙製造業者に明らかにさせない限り判明しないはずであ
る。しかし、現時点でそのようなデータ集計を行うことはもちろ
ん、確度の高い推測を行うことすら不可能というほかない。この
資料を作成した環境省は、データの出典について明記していない
が、業者からの聴取りによるものであることを認めている。

　この点、象牙組合の中心メンバーであり、関東最大の象牙製造業
者とみられる北川象牙店は、2016 年 1 月に EIA による象牙登録
制度に関する調査結果と同制度に対する批判が各紙に取り上げら
れたことに対し、2016 年 2 月になって「世間を騒がせている新
聞記事などについて」と題する反論を自社のウェブサイトに掲載
している（http://skyivory.net/?p=2192）。そこでは、「1989 年象
牙の国際取引禁止となりましたが、日本はそれ以前の 1945 年～
1989 年の間、約 45 年にわたり日本通関統計では既に 6,000t 余り
輸入致しておりました。」「全輸入量の 20％～ 30％程度 (1,200t ～
1,800t) 形の良いもの、美しくきれいなものについては当時の輸入
業者は、国内の顧客観賞用の牙として、販売してきました。」「こ
れら国内の牙は、損耗したり消滅したりは致しませんので、かな
り膨大な象牙が未だ国内に存することになります」と主張してい
る。　そこでは、象牙の国際取引禁止発効（1990 年）前に輸入さ
れた全形牙のうち、磨き牙または彫り牙という製品として観賞用
に販売されたものの量を推測し、それが現存する無登録全形牙の
量とみなされているようである。しかし、観賞用全形牙の当時の
日本全体での販売量を 1 業者である同社が正確に把握できるはず
がない。また、製造業者らは登録制度が発効した 1995 年 6 月ま
では、合法的に無登録象牙を譲り受けることができたのであるか
ら、（現在登録象牙について熱心に行っているように）かつて観賞
用に販売した象牙を製造材料用に買い戻してきたはずであるとこ
ろ、その総量についても把握のしようがない。結局、北川象牙店
の試算は、主観的なものであると同時に、「かなり膨大な象牙が未
だ国内に存する」と訴えるために意図された過大なものである疑
いがある。

　それにもかかわらず、環境省は、北川象牙店が結論において”1,200t
～ 1,800t” を全形のまま観賞用として日本の顧客に販売してきたと
述べている点に注目し、その下限（1,200t）を非事業者が占有す
る無登録全形牙の量として採用、これに事業者占有分として若干
量を加えて無登録象牙の現存量 (D) をまず決定し（1,230t）、そこ
から逆算して (C) の数値を得て、上記の試算の形を整えたものと
想像される。
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理由は、1990 年に象牙の国際取引禁止が

発効する前に輸入された全形牙のうち、製

造用に消費された（分割された）量につい

てデータが存在せず、ましてや消費された

全形牙における登録牙と無登録牙との内

訳は不明という他ないからである。

ただ、象牙の国際取引禁止時の原材料

枯渇を恐れる業者たちの切迫した状況1
305

、

その後も国際取引禁止から 9 年間は新規

の輸入はまったくなかったことを考えれ

ば、仮に一定量の条約適用前取得象牙が

未登録のまま現存しているとしても、ご

く一部の（製造材料用に転売する気のな

い）特殊な収集家が所有しているものを

除けば、その量は、わずかなものと考え

るのが常識的といえる1
306

。

【象牙登録促進キャンペーンの問題点】

この象牙登録促進キャンペーンは、多

くの点で極めて問題である。すなわち、
　占有象牙の業者／非業者別内訳は不明とされているが、業者占有
分は少ないと見積もられているはずである（端数の 30 トン？）。
さもなければ、登録制度が 1995 年に象牙に適用された際、業者
はその占有する象牙を基本的にすべて登録するよう通産省（当時）
から指導されていたこと（注 47 参照）と矛盾するからである。

　このように、政府は、製造用象牙の調達を図りたい業者の言うが
まま、客観的な根拠もなく大量の無登録在庫の存在を前提に「象
牙の管理強化方針案」（環境省 2017.c）を立案したものと推測さ
れる。

305　1989 年に象牙の国際取引禁止が決まった時点で、象牙の在庫
が底をつくことが懸念した製造業者が輸入業者に殺到する事態と
なっていた。事実、当時最大級の象牙輸入者であったタカイチは、

「普段ならせいぜい 2，3 か月の在庫を持てば十分だが、（1989 年
の国際取引禁止時には）さらに半年分以上の在庫積み増しをしよ
うという空気で」「まず、受注量に見合う原材料の確保が先決です
から、インポーターへ殺到し、象牙は奪い合いになりました」と語っ
ている（高市 ,	1992.b）。

306　なお、EIA の象牙販売業者に対する調査において、「全部、中
国の人来て、買ったけど。」「ぼくらはいっぱい売ってきたから。
日本に象牙もう殆どなくなってきてるもん。」（象牙販売業者 No.2
に対する訪問調査）と述べられているとおり、近年相当量の象牙
が国内市場から中国へ流出していた可能性もある。

第 1 に、このキャンペーンは、条約決

議に違反する。

第 2 に、このキャンペーンは、政府が

過去、条約の規定に違反して輸入許可し

てしまった象牙を自ら市場に流通させよ

うとするものである点で、不適切である。

第 3 に、登録審査の抜け穴をふさがず

に登録を促進することは、違法象牙のロ

ンダリングを助長することになる点で、

不適切である。

以下、詳細に述べる。
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【象牙登録促進キャンペーンが条約決議
に違反すること】

種の保存法上，登録が全形牙の国内取

引を許容する条件として制度設計されて

いる以上、このような全形牙の登録促進

キャンペーンの実施は、全形牙を市場に

積極的に供給する試みと理解せざるを得

ない。それは当然、象牙需要をも促進す

ることになる。しかし、それは象牙の供給・

需要を減少させるための普及啓発キャン

ペーンを関係締約国に求める決議 10.10

に違反するものである1
307

。

【象牙登録促進キャンペーンは、政府が
過去、条約の規定に違反して輸入許可し
てしまった象牙を自ら市場に流通させよ
うとするものであること】

仮に、未登録のまま占有されている一

定量の条約適用前取得象牙が現存してい

るとしても、それらの多くは、条約手続

に違反して輸入されたものであったこと

も指摘しておかなければならない。

日本についてワシントン条約が発効し

たのは 1980 年 11 月であり、それ以降

1990 年 1 月の輸入禁止発効まで、つまり

ほぼ 1981 年から 1989 年までの 9 年間、

日本は条約の規制の下で象牙を輸入して

いた1
308

。アフリカゾウは当時条約の附属書
307　CITES 決議 10.10 第 6 段落 d）は、関係締約国に対し、「象牙
の供給および需要の減少」について普及啓発キャンペーンを実施
することを求めている。6.6 参照

308　日本は、1989 年 9 月、自主的に象牙の輸入を全面的に禁止し

Ⅱに掲載されていたため、象牙の輸出に

際しては輸出国による輸出許可書の発給

が義務付けられていたことになる。とこ

ろが、当初日本は、条約に定められた輸

出許可書1
309

の提出が無くても、原産地証明

書の提出があれば輸入を許可していた1
310

。

そこで、1984 年 10 月にマレーシア／ク

アラルンプールで開催されたワシントン

条約アジア・オセアニア地域セミナーに

おいて、上記象牙輸入の件を含む日本の

条約不遵守について非難決議が採択され

た。すなわち、「日本政府が条約の規定お

よび締約国会議で採択された決議に従わ

ず、一貫してこの義務を果たしていない

と自ら認めていることを承知し」「もし日

本政府が CITES1CoP5 前に必要な方策を

講じないときは、各締約国は緊急かつ実

効性のある解決策を見出すべく同会議で

この問題に取り組むよう勧告する」とい

うものである1
311

。これを受けて日本政府は

翌 10 月にワシントン条約関係省庁連絡会

議を設置し対応策を議論した1
312

。その結果、

1985 年 4 月 1 日から、条約の規定に従っ

て輸出国管理当局が発給した輸出許可書

の原本を提出しない限り、象牙の輸入は

ている。第 1 章注 32 参照。
309　条約第 4 条第 2 項
310　三好 ,	1987,	Milliken,	1985
311　前同
312　前同
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許可されないこととなった1
313

。つまり、日

本が 1981 年から 1989 年までの 9 年間

に条約の規制の下で輸入した象牙の 70％

（重量）を占める 1985 年 3 月までに輸

入されたもの（1600 ／ 2255 トン1
314

）は、

ワシントン条約の規定に違反して許可さ

れていたということになる（図 4-11）。

313　「輸入公表の一部を改正する告示」（昭和 60 年 3 月 11 日付け
通商産業省告示第 99 号）によって一部改正された、輸入貿易管理
令（昭和 24 年政令第 414 号）第 3 条第 1 項の規定に基づき「輸
入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入についての許可を受ける
べき貨物の原産地または船積地域その他貨物の輸入について必要
な事項の公表を行う件」（昭和 41 年 4 月 30 日付け通商産業省告
示第 170 号）の定め（同告示中改正された第 3 号 8 の (2)）による。

314　Kiyono(1997),	Milliken	(1989)

【象牙登録促進キャンペーンは、登録審
査の抜け穴を認識しつつ違法象牙のロ
ンダリングを実質的に後押しするもの
であること】

さらに不当なことは、現行の登録審査の

もとで 2 年間の登録促進キャンペーンを完

了した後に登録審査の厳格化を行うことと

されている点である。

現状の登録審査が違法象牙を市場から

効果的に排除する上で問題があるとの認

識のもと登録審査の厳格化を検討すると

しておきながら、敢えてその施行前に全

形牙を登録し切ってしまおうとすること

は、大きな矛盾であり、不適切である。

7）結論

日本の国内象牙市場に深く根を張るに

至った全形牙のロンダリング・システム

は、法の抜け穴を基盤にして広く深く構

築されているため、現行の登録制度のも

とでは、対処のしようがない。このよう

な状況下、表 4-1 でみたとおり、2011

年以降全形牙の登録は急増、2014 年には

1,886 本、2015 年には 2,157 本、2016

年には 1,687 本もの全形牙が登録されて

いることは極めて深刻な事態である。こ

のロンダリング・システムに対抗するた

めには、登録審査の徹底的な厳格化はも

はや避けて通れない。

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

(トン )

図4-11　日本がワシントン条約規制下で輸入した
　　　未加工象牙の輸入量と条約手続の遵守
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＊輸入量は、Kiyono(1997), Milliken (1989) が引用する日本貿易
月表より。

＊1985 年 4 月 1 日に条約の規制に適合した輸出許可書による輸
入のみ許可する手続が開始されたとする Milliken (1989) の記述
に基づき、1981 ～ 1984 年の輸入および 1985 年の輸入の 4 分
の 1（年間輸入量月平均値の 3 か月分）を条約手続に違反して
輸入された量とし、1986 年の輸入の 4 分の 3 および 1986 年以
降を条約手続を遵守して輸入された量とした。

（引用文献）
・Kiyono H, 1997, The Ivory Trade in Japan, Still in Business: 

The Ivory Trade in Asia Seven Years After the CITES Ban, 
TRAFFIC International

・Milliken, 1985, Japan's Ivory Trade, Traffic Bulletin, Vo1. VII 
NOS. 3/4, WTMU IUCN Conservation Monitoring Centre

・Milliken, 1989, The Japanese trade in ivory: tradition, CITES and 
the elusive search for sustainable utilization, The ivory trade and 
Future of the African Elephant, Ivory Trade Review Group

・「輸入公表の一部を改正する告示」（昭和60年3月11日付け通商産業省
告示第99号）
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それにもかかわらず、日本政府は、登

録審査の厳格化を 2 年間先送りにし、そ

の間に政府自らが広報に乗り出して、象

牙業界のために全形牙ロンダリングを支

援するかのごとき象牙登録促進キャン

ペーンを実施しようとしている。このキャ

ンペーンは違法象牙のロンダリング助長

のほか、条約決議への違反、条約の規定

に違反して輸入許可してしまった象牙の

市場への供給をもたらすという点でも、

極めて問題が大きい。

4.8.3 現行法上「全形牙の現物検査に
よる真贋鑑定・個体識別・マーキング
が必要とされていない」という抜け穴
を利用した、既に分割された牙の登録
票や贋物の虚偽登録によって取得した
登録票の流用によるロンダリング

1）既に分割された牙の登録票を返納せ
ずに手元に残し、流用する方法

象牙は、「全長」、「重量」が似通ったも

のがいくらもあり、形態も比較的単純で

ある。1したがって、登録申請にあたって

提出される申請書類上の記載やその添付

写真だけで特定の全形牙を他のあらゆる

全形牙から正確に識別することはほぼ不

可能と言わざるを得ない。そこで、他の

全形牙のために交付された登録票を、新

たに仕入れた出所不明の無登録牙の登録

票として流用し、それをロンダリングす

る手口が生じる。これは、警察を含む第

三者に対し、自らが占有する無登録牙が

登録済みであるかのように見せかける方

法ともなるが1
315

、この登録票を用いて無登

録象牙を登録済みの象牙と装って譲渡す

るためにも用いられる。

訪問調査の対象としたある象牙製造業

者は、無登録全形牙のロンダリングに利

用されると知りつつ、全形牙と別途、登

録票のみを譲り渡そうとした1
316

。この者が

製造業者であることからすると、譲り渡

そうとした登録票は、登録牙を分割・加

工した後、返納せずに手元に置いてあっ

たものと推測される。

全形牙分割時の登録票の返納は法律上

義務づけられているが1
317

、全形牙の登録後、

それが「全形が保持されて」いるまま残存

しているのか、分割されてしまっているの

かを確認する手段・権限を環境省は持たな

い1
318

。つまり、行政による登録牙の積極的

監視はまったく想定されていない。そのた

め、製造業者が登録票の一部を意図的に返

納しないでおくことは難しくない1
319

。
315　タカイチ事件では、譲り受けた無登録の全形牙にガムテープ
が貼られ、かつての登録牙の登録記号番号が記載されていた。既
に分割済みの牙の登録票ないしその記号番号を流用して、新たに
買い取った無登録象牙を登録済みの在庫と装おうとしたものであ
る（坂元 ,	2011.	a）。

316　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査（4.4.5）
317　法第 22 条第 1 項、法第 23 条第 7 項、法第 63 条第 6 号（罰則：
30 万円以下の罰金）

318　環境省および経産省は、特定国際種事業の届出をした業者に
対する立入検査権限（法第 33 条の 5 の準用する法第 33 条第 1 項）
をもっているが、この検査は「特定器官等」（全形牙以外の象牙）
に関するものである。5.1.4 参照。

319　環境省も、国際希少種の生体に関してではあるが、死亡したと予
想される個体の登録票の返納が少ないこと、返納されていない登録票
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2）贋物の虚偽登録によって取得した登
録票を流用する方法

象牙は、精巧な偽物がしばしば作られ、

写真のみによって真贋を正確に判断する

ことはほぼ不可能である。そこで、贋物

の虚偽登録によって取得した登録票を違

法象牙に流用する手口が生じる。象牙買

取り業者に対する電話調査においても、

「（登録の是非は）写真で判断するため、

プラスチックでも登録を出したことがあ

ると聞いている」と述べた者がいた1
320

。

4）で詳述するとおり、真贋判断は全面

的に登録申請者にゆだねられ、登録機関は

それに関与しないことになっている。その

ため、虚偽登録1
321

が発覚するリスクは小さ

く、贋物の申請によって虚偽登録を受け、

登録票を取得することに困難はない。

が違法に入手した別の個体に添付されて流通している可能性があるこ
とを指摘している（環境省 ,	2016.	o）。生体の場合は、その後の個体
の限界的な寿命を考慮することで返納されるべき時期を推測でき、虚
偽申請を見破りやすいため、このような指摘がなされたものと考えら
れる。

320　象牙買取り業者 No.5 に対する電話調査（4.4.3）
321　意図的に贋物を申請しその登録を受けることは、虚偽登録罪
に該当する（法第 58 条 3 号）。

3）真贋確認を登録申請者にゆだねるこ
とは、無登録全形牙の占有移転（引
渡し・引取り）禁止の実効性を妨げ
る結果をも招く

ラフテル事件においては、登録機関で

ある自然研が違法な登録申請代行と知っ

てこれを黙認していた1
322

。当然、ラフテ

ルが登録申請を行うに先立って象牙を預

かっていたことも認識していたであろう。

被疑者らが逮捕されず、書類送検にとど

まったのはそのためであったと考えられ

る。検察官は、登録機関自身が違法行為

を黙認していたという事情がある以上、

ラフテルのみに責めを負わせるのは均衡

を欠くと考えたに違いない。

しかし、自然研による無登録引取りの

黙認は、必ずしもラフテル事件に特有な

出来事とも言えない。なぜなら、登録機

関は申請者に対して一般的に、一時的に

せよ無登録象牙を第三者に引き渡さない

よう徹底させることと矛盾するような要

求をしているからである。それは、登録

申請される物の真贋鑑定である。現にラ

フテルも「真贋の鑑定のために預かるの

は大丈夫と思った」と弁解している1
323

。

自然研は、象牙の登録申請要領の中で、

「申請書を作成する前に確認いただくこ

322　4.7.6 参照
323　2017 年 6 月 20 日付東京新聞記事「象牙不正取引 27 人書類
送検　古物商ら無登録 18 本　登録代行し取引を拡大」
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と」として、「象牙の真贋（本物かどうか）

の確認」を明示し、登録申請に先立って

「真贋の鑑定は、象牙専門店や印章店、博

物館などに相談してみてください」と助

言している1
324

1。しかし、現物を一切預け

ることなく専門家の鑑定を受けることは

現実には難しい。そのため、真贋鑑定の

ための無登録引渡し・引取りが黙認され

がちになるものと考えられる。

この問題の根本は、現行制度が一時預

かりを含む引取りを広く処罰する一方で、

その真贋鑑定を登録機関に行わせないこ

とにある。登録機関に真贋鑑定を行わせ

ることができないのは、現行法上、登録

機関には登録申請書およびその添付書類

の記載そのものから登録の適法性を判断

する権限しか与えられていないからであ

る。このような法令の不備のために、贋

物の登録のおそれが生じるだけでなく、

象牙の違法な引取りを行った被疑者の弁

解が説得力を持ってしまっている。

4）虚偽登録・登録票流用防止のための
モニタリングの前提となる、真贋鑑
定・個体識別・マーキングを行うこ
とは現行法上不可能

贋物の虚偽登録を防止するためには、

登録時の登録機関による真贋鑑定が必要

となる。また、登録票の流用を防止する
324　4.6.2　3）参照

ためには、本物と鑑定された象牙の登録

時に、その個体識別を行い、それに基づ

いて象牙および登録票へ共通のマーキン

グを行うこと、その後、登録簿に記載さ

れた登録象牙が現に存在しているかどう

か、さらに登録象牙が他の象牙と入れ替

わっていないかどうかを監視する権限を

主務官庁に与えること、その権限に基づ

いて国内の登録象牙在庫が定期的にモニ

タリングされることが必要である。

ところが、現行法上の登録審査は、申

請書類上の記載や写真そのものから、登録

することが適法かどうかを判断する行政

行為（形式的審査1
325

）として制度設計され

ている1
326

。すなわち、申請書類の記載が事
325　「審査」は、行政庁が、申請により求められた許認可等をする
かどうか、届出られた事項について所定の法律上の効果が発生す
る措置をとるかどうか等を判断するために行われる（行政手続法
第 2 条参照）。形式的審査および実質的審査は、この審査の方法で
ある。形式的審査は、申請にあたって提出された申請書類上の記
載そのものから、その申請の適法性を審査・判断することをいう。
これに対して、記載されている事項が真実であるかどうかまで審
査・判断することを実質的審査という（最高裁昭和 59 年 11 月 26
日判決の解説 .	判例タイムズ No.552(1985) 参照）。
形式的審査の例としては、供託法に基づく供託官の供託申請の

審査（最高裁昭和 59 年 11 月 26 日判決の解説 .	判例タイムズ
No.552(1985)）、不動産登記法に基づく登記官による登記申請の
審査（大阪高裁昭和 57 年 8 月 31 日判決の解説 .	判例タイムズ
No.480(1983)）等がある。

326　種の保存法に基づく登録機関の登録申請の審査についてみると、国際希
少野生動植物種の個体等で登録要件に該当するものの正当な権限に基づく占
有者（法第20条第1項）で登録を受けようとする者は、環境省令で定めると
ころにより、登録申請書および所定の添付書類を登録機関に提出しなければ
ならないと定められているにとどまる（法第20条第2項、第23条第1項）。
しかも、登録要件または正当な権限の調査に関する定めは置かれていない。

　このような規定のあり方から、登録機関は、登録申請書および所
定の添付書類上の記載のみに基づいて登録要件等の審査を行う形
式的審査権を有するにとどまるといえる。

　結局、登録審査は次のように実施されていくことになる。
・象牙を「本邦内において取得し、または本邦に輸入した者が記載し

た当該取得または輸入にかかる経緯を明らかにした書類」（取得経
緯自己申告書。規則第 11 条第 1 項 2 号）および「登録要件に該
当することを確認するために必要と認める書類」（第三者取得経緯
証明書。規則第 11条第 2項）に条約適用前の時期が記載されてい
れば、登録要件（条約適用前取得）は確認されたとみなされる。

・登録申請書に「アフリカゾウの牙」または「アジアゾウの牙」と記載されてい
れば（本物であることを前提に）登録対象となる種が確認されたとみなされる。

・添付の写真上「全形が保持されて」いると解釈されれば、（登録対
象の）象牙が申請されていると確認されたとみなされる。
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実に合致しているかどうかまで審査する

権限（実質的審査）は登録機関に与えられ

ていない。したがって、登録機関が現物の

確認を求めることは許されず、ましてや登

録機関のもとで真贋鑑定や個体識別・マー

キングを行うことは不可能であ1
327

る1
328

。

5）結論

贋物の虚偽登録や登録票流用を効果的

に防止するためには、登録の際に登録機

関による象牙の真贋鑑定（さらに種の識

別）が行われる必要がある。その結果、

アジアゾウまたはアフリカゾウの牙であ

ることが判定されれば、登録要件が満た

されるものであるかどうかが審査され、

確認が行われたものについては、個体識

別が行われ、識別情報を象牙および登録

票へマーキングするための手続の整備が

必要である。登録時の牙の識別において

は、象牙の DNA 鑑定による種の特定お

よび産地特定、ならびに象牙の放射性同
327　種の保存法の 2017 年改正法案においては（7.2.4 参照）、登
録申請書の記載事項に、個体識別措置が加えられている（改正
法第 20 条第 2 項 4 号）。ただし、この措置が求められるのは、「個
体等を識別するために特に措置を講ずることが必要な個体等と
して施行規則で定められたものの登録申請に限る」とされてい
るところ、主務官庁はもっぱら動物の生体への適用を念頭に置
いており、象牙への適用は想定されていない（環境省 ,	2017.a）。
そもそも、この改正法案の仕組みにしても、申請者側で個体

識別措置を講じ、その結果を申請書に記載することを求めるに
とどまり、登録機関に個体識別を行わせるものではないし、申
請者による個体識別措置が真正かつ正確に行われたかどうかを
検証させるものでもない。

328　なお、「銃砲刀剣類所持等取締法」（昭和 33 年 3 月 10 日
法律第 6 号）は、美術品若しくは骨とう品として価値のある
火縄式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣
類として都道府県の教育委員会が登録した銃砲又は刀剣類に
ついては所持の原則的禁止から除外されているが（第 3 条第
1 項 6 号、第 14 条）、この登録は、登録審査委員の鑑定に基
いてしなければならないこととされている（第 14 条第 3 項）。

位炭素年代測定によるゾウの死亡時特定

など、日進月歩の犯罪科学技術が採りい

れられるべきである1
329

。さらに、その後の

登録牙の状況を監視する権限を主務官庁

に与え、定期的なモニタリングが実践さ

れる必要がある。

しかし、この真贋鑑定および識別・マー

キングを行うためには、申請書類上の事

実が真実存在するかどうかの審査（実質

的審査）権限を登録機関に与えなければ

ならない。そのためには、大幅な法改正

が必要となる。

4.8.4　現行法上「無登録の全形牙を
合法的に占有できる」という抜け穴を
利用した、製造業者等による無登録全
形牙のロンダリング

1）日本の国内象牙市場における合法的
な無登録全形牙

すでに述べたとおり1
330

、事業者占有、非

事業者占有を含め、無登録象牙が日本の

国内象牙市場に存在することは、現行法

がもともと想定しているところである。

329　CITES 決議 10.10（CoP17 改正）「ゾウの個体等の取引」は、
締約国に対し、「象牙その他のゾウの個体等の年齢および出所の判
定を行う調査の支援、犯罪科学的調査のためのサンプルの提供お
よび関係犯罪科学調査機関との協働によって、取引されるゾウの
個体等のトレーサビリティを確保するための技術の発展に協力す
るよう勧告」している。

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-10-10-R17.pdf
330　4.2.1,	4.8.2,	6) 参照
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2）製造業者が新たに入手した無登録全
形牙の合法的無登録在庫への流入

「合法的無登録在庫」が存在すること

は、違法象牙を取引するための深刻な隠

れ蓑を提供することになる。特に製造業

者が、古物商ネットワーク等を通じて譲

り受けた全形牙を、無登録のまま「合法

的無登録在庫」に紛れ込ませることには

特別な警戒が必要となる。

「合法的無登録在庫」の実態は、主務官

庁も把握する術がまったくない。したがっ

て、仮に警察が製造業者の事業所に踏み

込んで無登録全形牙を発見したとしても、

合法的に占有されている無登録牙の実態

が不明である以上、追及しようとする違

法全形牙を特定することができない。

実際、EIA の調査により、象牙製造業

者がこの手口でロンダリングを行ってい

ることが判明している。この主要な製造業

者の一人は、「うちは全部登録してないよ。

材料にするから。登録しようと思ったらで

きるけど。」と述べて原材料用の在庫は登

録していない旨述べる1
331

一方、「登録票なし

で家は買い取れるんだけど。材料にしちゃ

うもんだから。持ってきてもらって商談し

てそのまま小切手渡す」と述べ、無登録象

牙を買い取り、「合法的無登録在庫」に混

331　象牙販売業者 No.1 に対する訪問調査（4.4.5		6）参照）

入させる旨、明言している1
332

。この業者は、

その後 EIA の情報提供が端緒となり、無

登録の全形牙 5 本を計約 130 万円で買い

取った件で警察に摘発された1
333

。

同様に EIA の調査対象となった別の業

者は、「登録無しでも売るとこ一杯ある。

それは日本の印材屋さんに売れるから、材

料屋さん。要するにね、大きいところはダ

メだけど、小さいところは材料欲しがって

るからね。潰すから、そういうところは登

録無くても売れるから」と述べている1
334

。

3）結論

「合法的無登録在庫」を違法な全形牙取

引の隠れ蓑に利用する手口は、的確に法

の抜け穴を利用したものである1
335

。これを

防止するためには、取引の合法化の効果

を伴う登録とは別に、合法的無登録牙を

公的に把握する法的仕組みを新たに導入

する必要がある1
336

。
332　象牙買取り業者 No.17（訪問調査における象牙販売業者 No.1
と同一業者）に対する電話調査（4.4.3 参照）

333　別表 4 の事件 15 参照
334　象牙販売業者 No.2 に対する訪問調査（4.4.5		6）参照）
335　既に述べたとおり、種の保存法 2017 年改正法では、新しく
導入する事業者の登録制において、事業登録申請時に現に占有
する特定器官等に該当しない原材料器官等＝全形牙の全てが「登
録を受けたものであることを証する書類を添付しなければならな
い」こととされている（7.4.2		2）参照）。事業者の無登録在庫を
解消することを目的にした措置なのであろう。しかし、その効果
は限定的だと考えられる（7.4.2		4）参照）。

336　	坂元 (2013) は、合法的無登録牙の実態を把握し、それを管
理する仕組みとして占有象牙の届出制度が提案していた（具体的
には、注 291 参照）。しかし、2017 年種の保存法改正法は登録事
業者に対しては占有象牙の登録確認制度が導入し、在庫の全数が
登録申請されることが想定されることとなった。したがって、こ
れらの者については届出制度の適用の余地はない。そこで登録事
業者に関して重要となるのは、第 1 に登録審査の厳格化であり、
第 2 にその結果登録要件が確認でないとされた象牙の処置である。
そのような象牙を占有し続けることを許したのでは登録確認制度
導入は意味をなさない。そこで、それらの象牙については占有が



132

4.8.5　現行法上「規制対象が全形牙に
限られている」という抜け穴を利用し
た、出所不明の分割牙のロンダリング

1）象牙に対する国内取引規制の適用を
全形牙に限定していること

「全形が保持されていない」象牙につい

ては、国内取引規制が適用されず、した

がって、登録の対象にもならない1
337

。これ

は、日本で製品の原材料として使用され

ているぞう科の牙およびその加工品等が

「原材料器官等」とされ、そのうち「形態、

大きさ、その他」の条件に当たるものが「特

定器官等」として国内取引規制の適用を

除外されているところ、この「特定器官等」

の要件が「器官の全形が保持されていな

いこと」とされている結果である1
338

。

「器官の全形が保持されていない」も

のが国内取引の規制対象から除かれてし

まった理由については、環境省は「細分

化された象牙の素材（カット・ピース）

等についてまで登録対象とすることは実

務上も困難である」ためと説明してい

る1
339

。しかし、「細分化」どころか、全形

が保持されていないもの一切が特定器官

等＝規制対象外と定められてしまってい

るのが現実である。日本で製品の原材料

継続されているか、または適正に廃棄されているかを監視し続け
る必要がある（第 7 章注 82 も参照）。

337　4.2.1,	4.2.2 参照
338　前同
339　環境庁 ,	1995

とされる象牙等に対する規制のかけ方が

このように極端に限定されるに至った経

緯は明らかにされていないが、「制約なき

製品原材料調達」という製造業者の利益

が偏重された結果であると考えられる。

2）規制対象を全形牙に限定しているこ
とに対する批判と環境省の対応

このように、現行法令上、象牙の国内

取引規制の範囲を全形牙に限定している

ことに対しては、あまりに狭すぎて不適

切であるという批判が繰り返され1
340

、法令

改正によってその範囲を拡大するしかな

いと指摘されてきた1
341

。

そこで環境省は、最近になって、「全形

が保持」されているかどうかに関する判

断基準の再検討を開始した1
342

。環境省は従

来、「全形が保持されて」いるかどうかは、

「ゆるやかに弧を描き、根元から先端にか

けて先細るといった一般的に象牙の形と

認識できるもの」かどうかを基準に判断

するとし1
343

、それ以上の細かな判断基準は

示してこなかったが1
344

、今回、従来の基準

を具体的に解釈することによって、国内

取引規制の対象となる「全形が保持」さ

340　坂元 ,	2002,	坂元 ,	2007,	坂元 ,	2013,	EIA,	2015,	Kitade	and	
Toko,	2016 など。

341　坂元 ,	2002,	坂元 ,	2007,	坂元 ,	2013
342　環境省 ,	2016.	m
343　環境省 ,	2015.b
344　前同
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た、仮にこの解釈によって国内取引規制・

登録が運用されたとしても、以下の 3），4）

で述べるとおり、国内取引管理の深刻な

抜け穴は依然ふせぐことができず、さら

に 5）で述べるように新しい問題を発生

させることにもなる。

3）分割牙の形態で象牙が密輸され、国
内市場に混入させられてしまうと、
市場からの排除はほぼ不可能

過去、日本で発覚した大規模密輸入事

件においては、全形牙がその大きさに応

じ、2 ないし 5 本に分割されて密輸入さ

れていた（図 4-12,1 4-13）。これらの合

法市場への混入を防ぐためには、それら

の形態をもった象牙のすべてを規制対象

に含めておく必要がある。

図 4-12-1（上）、図 4-12-2（下）：2000 年に神戸港に密輸された象牙	
349

ら、明確性の原則にも反する（最高裁判所大法廷判決昭和 50	年 9	
月 10	日参照）。

349　坂元 ,	2002

れた牙の範囲を明確にしつつ、広めに設

定しようと意図したのかもしれない。

その後公表された解釈（以下「環境省

解釈」という）1
345

では、象牙製造業者が登

録牙を分割して譲渡し・引渡しをする際

に（任意に）作成できる管理票による分

割の履歴が確認できない場合に限ってで

はあるが1
346

、先端部を含むことを絶対条件

としつつ、歯髄腔を確認ができるかまた

は 20㎝以上のものは、全形を保持してい

る象牙として扱うとされている1
347

。

しかし、この環境省解釈は同省が恣意

的に設定した基準に基づいており、「全形

が保持されていない」という法令用語か

ら一般的に読み取れるものではない。し

たがって、この環境省解釈に基づく運用

は、憲法違反とされるおそれが強い1
348

。ま
345　環境省 ,	2016.	n
346　全形牙と解釈すべき場合を、管理票による分割の履歴が確認
できないときに限った理由は以下のとおりである。
製造業者による管理票の作成は、登録の対象とならない「特定器

官等」＝全形牙以外の象牙について、その譲受け・引取りを伴う事
業を監督し、また、それら全形牙以外の象牙が事業者によって適正
に入手されるよう促す製品認定を行う仕組みの一環をなす（5.1.3
参照）。したがって、管理票が作成されている場合は、当該象牙は「特
定器官等」＝全形牙以外の象牙であるということになる。したがっ
て、たとえその象牙が客観的にどのような分割のされ方をされよう
とも、それを「特定器官等」＝全形牙以外の象牙であるとみなさな
いと、法令の運用に矛盾をきたしてしまうのである。

347　磨き牙や彫り牙のような加工品が「全形が保持されて」いる
象牙に当たるかどうかは、加工の程度にかかわらず、（生牙同様）
一般的な象牙の形を認識できればそのように扱うとされたことも
注目される。

348　環境省解釈は、日本国憲法 31 条に基づく罪刑法定主義に反す
ると言わざるを得ない。

　すなわち、本解釈案は、憲法第 31 条に基づく適正手続の保障な
いし罪刑法定主義から導かれる派生原則のうち、実体要件の法定
にかかわる法律主義（何を犯罪行為とするかは国会の民主的な手
続で決められなければならないこと）および明確性の原則（犯罪
行為の定義ないし要件は明確に示されていなければならないこと）
に違反する。

　具体的に述べると、まず環境省解釈は、「長さ20㎝以上」という明
らかに法令の文言を越える解釈によって犯罪構成要件の要素を定め
ようとする点で法律主義に反する。また、「長さ20㎝以上」という
刑罰適用の基準は、「全形が保持されていないこと」という法令の
文言から「一般人の理解において」読み取ることは不可能であるか
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図 4-13-1（上）、図 4-13-2（下）：2006 年に大阪港に密輸された象牙	
350

しかし、現行法上、規制対象は「全形

が保持」された牙に限られている結果、

分割牙は広く合法的に取引されており、

密輸分割牙はそこに容易に混入する。

例えば、製造業者が印材加工の材料とし

て頻繁に取引する象牙の形態の一つに「中

切り」（適当な幅で両端を輪切りにしたも

の）がある1
351

。最近ではインターネット取

引でもこのような形態の象牙が取引されて

いる。たとえば、ヤフオク ! における落札

データの調査1
352

においても、図 4-14 のよう

に、明らかに全形牙を 2 分しただけの分割

牙が出品・落札されていた。先端部を含ま

ない方の分割牙が「中切り」である。
350　坂元 ,	2007
351　実際、特定国際種事業制度においては、このような形態（「中切り」等）
の分割牙を取引する業態を想定している。5.3.4 参照。

352　2.3.2		4) 参照

図 4-14-1（上）、図 4-14-2（下）：ヤフオク ! で落札された分割牙

この「中切り」のように、先端部を含

まない分割牙は、環境省解釈によっても規

制の対象外である。しかし、そのことは国

内取引管理上、深刻な結果をもたらす。

さらに、分割形態で密輸される象牙は、

隠匿のしやすさの観点等から、先端部が

最初から欠損している場合が少なくない。

そのことは、2006 年に大阪港に密輸さ

れた象牙の実例からも明らかである（以

下の図 4-13-3 参照）。

図 4-13-3：2006 年に大阪港に密輸された象牙
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このように、現行法のもとでは、たとえ

環境省解釈を採ったとしても、分割された

形態で密輸され、国内市場に混入した象牙

を排除することは、ほぼ不可能といえる。

4）全形牙の形態で象牙が密輸された場
合も、分割されて合法市場に混入さ
せられてしまうと、市場からの排除
はほぼ不可能

全形牙の形態で密輸された象牙も、そ

の後分割してしまえば、既に述べた合法

的な取引に容易に混入させることができ

る。こうして、国内取引規制・登録制度

の適用を免れることができる。

なお、全形牙として入手できる象牙を

分割してしまうことも、（適切な分割の仕

方である限り）製造業者にとって何の不利

益もない。全形牙は、製造材料として、い

ずれは分割されることになるからである。

EIA の調査において、ある製造業者は

「登録票無で家は買い取れるんだけど。材

料にしちゃうもんだから。」と述べ1
353

、他

の業者は、「象牙自身の先を切ったら売買

はできる可能性がありますので。当方（の

転売先）はそれを全部、印鑑に加工しま

すんで。『角』（全形牙を意味する1
354

）でな

ければ登録票無でいけますが、その『角』

のままだと登録が必ず要りますが、あと
353　象牙買取り業者 No.17 に対する電話調査（4.4.3 参照）
354　元禄 3 年に刊行された「人倫訓蒙図彙 (じんりんきんもうずい )」
には、職人が全形牙を加工する様が「角細工」として描かれてい
る（Anon.	1997.a）。

は加工のやり方でできますので。ただし、

この話はよそ様にしていただくと困りま

すので」と述べていた1
355

。　このように、

全形牙に対する規制を免れるために、そ

れを分割するという手口は、象牙取引に

かかわる者らの間ではすでに一般化した

手口になっているようである。

環境省解釈にしたがって規制を運用

したとしても、先端部分を含む部分を

20cm 未満にし、「中切り」の部分を大き

くすれば、2 つの分割牙はともに規制の

対象外となってしまう。上記取引業者の

1 人が、「象牙自身の先を切ったら売買は

できる」と述べていたことは、環境省解

釈に対する皮肉では済まされない問題を

提起するものといえる。

5）環境省解釈によって新たに創りだされ
る、法執行を一層困難にする抜け穴

先端部分を含むことを登録の絶対条件

とする環境省解釈の前提には、登録全形牙

を分割した際に、それがいかなる外観上の

変化をもたらしたとしても、先端部を含む

牙が分割前の登録牙との同一性を維持し

ているとみなすことによって、新たな登録

関係手続、すなわち登録票の書換えや新規

登録の必要性を考える余地を残さないよ

うにする、という前提がある1
356

。
355　象牙買取り業者 No.27 に対する電話調査（4.4.3 参照）
356　法改正を前提としない、解釈に基づく運用であるから、新た
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しかし、そのような強引な前提に立つ

ことが新たな問題を生む。

第 1 の問題は、環境省解釈の採用によっ

て、法執行の現場で発見された全形牙と、

合法市場で取引される登録済み全形牙との

識別が現状以上に困難になることである。

無登録全形牙の譲渡し等を取り締まる

警察は、現行法上、無登録であること＝登

録済み全形牙との同一性がないことを、形

態の上で立証しなければならない。登録全

形牙を識別する唯一の手段は、登録時に登

録機関が受理した写真のみだからである1
357

。

ところが、環境省解釈によれば、形態が全

く変わっても登録された全形牙と同一と

みなされる結果、警察が形態を決め手にし

て登録象牙と無登録象牙を見分けること

は非常に困難となる（例えば、登録時に

1m の長さであった牙と、その後分割され

て 20cm になってしまった牙との同一性

を登録時の写真から識別する場合）。

第 2 の問題は、環境省解釈の採用に

よって、登録済み全形牙の登録票を違法

象牙に流用することが、より容易になる

ことである。
に生じた分割牙の占有者に新規登録や登録票書換えのような手続
を義務づけるわけにいかない。

　環境省解釈で登録の対象となる全形牙に先端部は必須とされた結
果、それを含む部分が 20㎝以上のサイズであれば、登録票はその
象牙部分のための登録票とみなされるため、分割後の牙の占有者
は何らの登録関係手続をとる必要はない。先端部を含む部分がそ
れ未満のサイズとなる場合に、登録票返納の義務が生じるに過ぎ
ない。

357　4.2.5　1) 参照

環境省解釈によれば、登録済み全形牙

を分割しても、先端部分を含む 20cm 以

上の牙が残される限り、登録票を返納す

る義務はなく、手元に残せる。全形牙を

分割しても登録票を返納しなくてもよい

ケースが新たに生じるのであるから、論

理的に登録票の返納は従来よりも減少す

るはずである。このような想定が成り立

つ状況が、分割済み登録牙の登録票流用

が発覚するリスクをより小さくする。

現行法上、環境省には登録牙の監視の

権限はなく、占有・分割状況を把握でき

ない1
358

。そのため、仮に流用のために登録

票を返納しない者が増え、登録票の返納

率が低下したとしても、環境省は、分割

後に先端部分を含む 20cm 以上の牙が残

る場合が多いからだろうと決めつけるに

とどまり、水面下で進行する深刻な問題

を見過ごすことになるであろう。

このように、登録手続に関する法改正

を行わないままに先端部を含む 20cm 以

上の象牙を登録対象とする環境省解釈は、

法執行を困難にする抜け穴を新たに創り

だすことになる1
359

。
358　環境省および経産省は、特定国際種事業の届出をした業者に
対する立入検査権限（法第 33 条の 5 の準用する法第 33 条第 1 項）
をもっているが、この検査は「特定器官等」（全形牙以外の象牙）
に関するものである。5.1.4 参照。

359　2017 年種の保存法改正法案では、登録事業者に限ってである
が、象牙の分割時に管理票を作成すること、分割した象牙を譲渡
し・引渡しする際は作成済みの管理票とともにすることを義務づ
けた（7.4.2 参照）。製品の原材料となる象牙の分割・取引のトレー
サビリティーを確保することが狙いである。しかし、改正法案施
行時までに分割された牙については、上記の義務は及ばない。また、
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6）結論

国内象牙市場において取引されている

象牙の形状は、その分割の仕方に応じて

非常に多様なものとなっている。しかも、

象牙の大規模密輸事例から明らかなとお

り、全形牙をいくつかに分割した形態で

密輸し、国内市場に流通させようとする

試みもある。このような状況で、国内取

引規制の対象を「全形が保持されて」い

る牙に限定したのでは、規制の意味はな

いに等しい。

規制される種の器官は容易に識別でき

なければならない1
360

からといって、規制対

象を全形牙に限定することが正当化され

るわけではない。近年のインターネット

取引の浸透等により、象牙は「円弧を描

いて先端に向けて先細る」形のものだけ

でなく、多様な形態の分割牙があるとい

う認識が一般化していると考えられるか

らである。

また、現行法のように「全形が保持さ

れて」いない1/ いるという形状判断によっ

て規制対象を線引きしようとすると、ど

の程度の分割をもって「全形が保持され

て」いる状態を損なうかという論争を避

けられず、客観的で明確な基準の設定が
分割・取引過程の追跡の前提となる各分割牙の特定は、各業者が
作成する管理票上の記載のみによって行わざるを得ない。このよ
うに、管理票の仕組みによる分割牙のトレーサビリティー確保の
実効性は極めて疑問である（7.4.2	4）参照）。

360　法第 6 条第 2 項 (c)

難しい。つまり、国内取引規制・登録の

対象範囲を全形が保持されていない／い

る、という純粋な形状概念で画すること

自体が不適切という他ない。

しかも、2013 年開催の CoP16 で改正

された CITES 決議 10.10 は、「象牙の個

体等の取引に関して」の箇所において、

「未加工象牙（raw1 ivory）および加工象

牙（worked1ivory）の国内取引を規制す

ること」を関係国に求めており1
361

、「全形

が保持されていない」象牙を全面的に規

制から除外する日本の規制は、この決議

にも明確に違反している1
362

。

結論として、分割牙にも国内取引規制

を原則的に適用すべきであることは当然

である1
363

。

361　CITES	CoP17 で改訂された決議 10.10 でも、この定めはその
まま踏襲されている。

362　6.2 参照
363　ほとんどの分割牙を国内取引規制（譲渡し等の原則禁止、販売・
頒布目的の広告・陳列の原則禁止）の対象とした場合、それらのう
ちどの範囲のものを登録対象とするかが問題になる。登録対象から
外れた分割牙は完全に取引禁止、登録対象とされた分割牙は登録を
条件に取引が許されるということになる。この点は、CITES の国内
象牙市場閉鎖決議の遵守という観点から判断する必要がある（8.3
参照）。


