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第 5 章　日本における分割牙・象牙製品の国内取引		
	 管理のための、事業の監督制度と製品の認定制度

5.1　分割牙・象牙製品の譲渡し・
引渡しを伴う事業の監督制度 

（「特定国際種事業」制度）

5.1.1 特定国際種事業制度の趣旨と
概要

日本国内には国際希少種を製品の原材

料として用い、加工、流通を行う産業が

ある。種の保存法は、それらの原材料の

確保に配慮し、国内取引規制・登録制度

の適用を制限することとした1
1

。すなわち、

国内において製品の原材料として使用さ

れている国際希少種の「器官」（個体の一

部）および「加工品」（個体または器官を

材料として製造されたもの）を「原材料

器官等」1
2

とし、そのうち「全形が保持さ

れていない」ものを「特定器官等」1
3

として、

それに対する国内取引規制・登録制度の

適用を除外した1
4

。

一方、ワシントン条約の効果的実施と

いう観点からは、密輸入されたものの国

内の合法市場への混入を防止する担保措

置が必要とされるため1
5

、とくに「ぞう科」

の「牙」および「うみがめ科」の「甲」の「特

定器官等」については、その譲渡し・引
1　環境庁 , 1995
2　 第 4 章注 3 参照
3　前同
4　法第 12 条第 1 項 3 号、法第 17 条
5　環境庁 , 1995

渡しの業務を伴う事業の監督を行うこと

とした（「特定国際種事業」1
6

）。

5.1.2　届出義務

ぞう科の牙の「特定器官等」、すなわち、

全形牙以外のあらゆる象牙の譲渡しまたは

引渡しの業務を伴う事業（「特定国際種事

業」）を行おうとする者は、あらかじめ、

氏名、住所、在庫量等を環境大臣および経

済産業大臣に届け出なければならない1
7

11
8

。

届出業者は、届出にかかる事項に変更

があったとき、または特定国際種事業を廃

止したときは、その日から起算して 30 日

以内にその旨を届け出なければならない1
9

。

5.1.3　届出業者の遵守事項

届出業者は、以下の事項を遵守するよ

う義務づけられている。

・ぞう科の牙の「特定器官等」（全形を保
持した牙を除く象牙）の譲受け・引取
りをする際、その譲渡人・引渡人の氏名・
住所等を確認し、さらにその象牙の入
手先を譲渡人等から聴取しなければな

6　法第 33 条の 2, 令第 5 条の 2。ただし、うみがめ科の甲につ
いては、「加工品」である「特定器官等」（すなわち製品）が特
定国際種事業の対象外とされる（令第 5 条の 3）。

7　法第 33 条の 2。届出をしないで事業を行った者または虚偽
の届出をした者は 50 万円以下の罰金に処せられる（法第 62
条 1 号）

8　2017 年種の保存法改正法は、届出制に代わって（事業）登
録制を導入した。詳細については、7.4.2 参照。

9　法第 33 条の 5 の準用する第 30 条第 3 項、届出省令第 3 条。
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らない1
10

。ただし、「管理票」の作成をもっ
て、譲渡人等からの象牙入手先聴取に
代えることができる1

11

。
この「管理票」は、届出業者1

12

が象牙
製品の原材料となる「特定器官等」1

13

の譲
渡し・引渡しにあたり、その入手経緯に
関する事項1

14

を記載して、任意に1
15

作成す
ることができるとされている1

16

。

10　法第 33 条の 3 第 1 項
11　届出業者が管理票を作成することができるのは、次の場合

である。①登録された全形牙を登録票とともに譲り受け、そ
れを分割してから譲渡し・引渡しする場合（法第 33 条の 6 第
1 項 1 号）、②「特定器官等」を管理票とともに譲り受け、そ
れを分割してから譲渡し・引渡しする場合（法第 33 条の第 1
項 2 号）、③自ら外為法にもとづいて合法に輸入した「原材料
器官等」（ここでは全形牙に一致）を分割して得た「特定器官等」
を譲渡し・引渡しする場合、同様に輸入した「特定器官等」を
そのまま、または分割して譲渡し・引渡しする場合（法第 33
条の第 1 項第 3 号、届出省令第 6 条 1 号）、④特定国際種事業
制度の適用日（1995（平成 7）年 6 月 28 日）に占有されてい
る「特定器官等」で、「環境大臣及び経済産業大臣が適正に入
手されたものと認めたもの」をそのまま、または分割してから、
適用日後 3 カ月以内に譲渡し・引渡しする場合（法第 33 条の
第 1 項第 3 号、届出省令第 6 条 2 号）。

12　製造事業を行う者が想定されている。
13　管理票の作成は、製品の認定制度の一環をなすため、その

対象となる「特定器官等」は、認定対象となる「製品」の原材
料に限られる（法第 33 条の 6 第 1 項、）。「製品」の種類につ
いては注 27 参照。

14　管理票の記載事項は、①作成者の住所・氏名、②特定器官
等の種別・重量・主な特徴、③作成者に象牙を譲渡し・引渡
しした者の住所氏名、④（譲受け・引取りした全形牙を分割
して譲渡し・引渡ししようとする場合は）譲受け・引取りした
登録全形牙の登録票の番号、（全形牙以外の象牙、またはそれ
を分割して譲渡し・引渡ししようとする場合は）その管理票の
番号およびその「特定器官等」の由来する登録全形牙の登録票
の番号、（作成者が直接、全形牙または「特定器官等」を輸入
した場合は）輸入貿易管理令にもとづく「公表」に定められた
輸入承認を受け、または承認を要しない場合に行われるべき手
続がとられたことを証する書類の番号、⑤譲受け・引取りを
した年月日（作成者が直接輸入した場合はその年月日）。以上、
法第 33 条の 6 第 1 項、届出省令第 5 条。

15　2017 年種の保存法改正法は、登録業者が適法に取得した
象牙を分割して新たな分割牙を得た場合には、その入手経緯を
記載した管理票を作成することを義務づけた。詳細について
は、7.4.2 参照。

16　管理票の作成に伴う手続的規制として、管理票が作成され
た「特定器官等」（全形牙以外の象牙）の譲渡し・引渡しは管
理票とともにし（法第 33 条の 6 第 2 項）、管理票自体の譲渡し・
引渡しはその管理票にかかる「特定器官等」とともにするとさ
れている（同第 3 項）。

　管理票作成の要件（前注参照）に当たらないのに管理票を作
成し、または虚偽の事項を記載した管理票を作成した場合は、
環境大臣または経産大臣は 3 月を超えない範囲で期間を定め、
管理表の作成を禁止することができる（法第 33 条の 6 第 4 項）。
この命令に違反した者は、6 月以下の懲役または 50 万円以下
の罰金に処せられる（法第 59 条 3 号）。

　このような主務官庁による監督措置が規定される一方、管
理票作成手続に違反すること自体は、罰則の対象とされて
いない。

　このように、管理票の管理上の義務の遵守確保措置は非常に
弱いものとなっている。これは、製品認定という誘導措置の一
環として管理票の作成が任意とされていることによる。

  2017 年種の保存法改正法による管理票作成の義務化について
は、7.4.2 参照。

・届出業者は、確認・聴取した事項、「特
定器官等」の重量（「製品等」の場合は
数量）および主な特徴、譲渡し等の年
月日、譲渡し等後の在庫量、管理票が
ある場合1

17

はその番号を書類（以下「台
帳」という）に記載し、5 年間保存し
なければならない1

18

。

5.1.4  届出業者に対する監督措置

環境大臣および経済産業大臣は、届出

業者が前述の遵守事項（譲渡人等の確認・

入手先の聴取および確認・聴取事項等の

記載・保存）に違反した場合、その遵守

確保のため必要な事項について指示する

ことができ1
19

、届出業者が指示に違反した

場合は、3 ヶ月を超えない範囲で期間を

定めて、その特定国際種事業にかかる「特

定器官等」の譲渡しまたは引渡しに関す

る業務の全部又は一部の停止を命じるこ

とができる1
20

。このように、業務停止命令

は「指示」に対する違反が前提となって

いるが1
21

、この行政処分は、これまで積極

的に措置されてこず、2016 年 9 月によ

うやく、製造業者「日本アイボリー」に
17　「製品等」の譲渡し・引渡しの際には管理票は作成されない

ので（法第 33 条の 6 第 1 項）、その場合には当てはまらない（届
出省令第 2 条 3 号）。

18　法第 33 条の 3 第 2 項、届出省令第 2 条
19　法第 33 条の 4 第 1 項
20　法第 33 条の 4 第 2 項。業務停止命令に違反した者は、6

月以下の懲役または 50 万円以下の罰金に処せられる（法第 59
条第 3 号）。停止されるのは譲渡し・引渡しのみであるので、「特
定器官等」の仕入れ（譲受け・引取り）は継続することができ
る。また、「特定器官等」に当たらない全形牙の取引に対しては、
業務停止命令の効果は一切及ばない（そもそも全形牙の取引に
関しては、「指示」もできない）。5.5.1 参照。

21　2017 年種の保存法改正法は、登録事業者に種の保存法違
反等があれば、（「措置命令」を介さずに）即座に業務停止命令、
さらには登録取消を課すことができるものとした。詳細につい
ては、7.4.2 参照。
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対する「指示」が出された1
22

111
23

。

これらの措置を効果的に実施するための

情報収集の手段が、報告徴収および立入検

査である。環境大臣および経済産業大臣は、

届出業者に対して、その特定国際種事業に

関し、報告を求め、またはその職員に施設

に立入り、書類等の検査、関係者への質問

をさせることができる1
24

1。1
25

22　経済産業省及び環境省は､ 平成 28 年 9 月 2 日､ 種の保存法
第 33 条の 4 第 1 項の規定に基づき､日本アイボリー株式会社（静
岡県浜松市）に対して、行政処分（｢指示｣）を行った｡ この行
政処分の根拠となった種の保存法違反行為は、｢遅くとも､ 平成
23 年 4 月 1 日以降､ 法第 33 条の 3 第 2 項及び省令第 2 条の規
定により書類に記載しなければならない事項（法第 33 条の 3 第
1 項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定器官等の
譲渡し等に関する事項）を､ 法第 33 条の 3 第 2 項及び省令第 2
条に違反して書類に記載していなかった」というものであった

（経産省 , 2016.d）。「遅くとも､ 平成 23 年 4 月 1 日以降」とさ
れた理由は、それ以前の台帳は保存期間（5年間。届出省令第2条）
を経過しているため、処分の対象から外したものと考えられる。
そうだとすると、実際に違反が継続した期間はそれよりも長い
可能性が高い。

23　日本アイボリーは、日本象牙美術工芸組合連合会の中核組
織である東京象牙美術工芸協同組合の主要組合員であり、摘発
以降しばらくは、同社ウェブサイトで象牙組合の活動と方針を
紹介していた。

　また、この業者は、電話調査（4.4.3 参照）における象牙買取
り業者 No.17、訪問調査（4.4.5 参照）における象牙販売業者
No.1 である。無登録象牙を買い取ることは勿論（4.4.3 2）で
示した合法性カテゴリー ii) に該当）、分割済み登録全形牙の登
録票を無登録牙へ流用すること（4.8.3  1）参照）、無登録全形
牙を製造用の合法的無登録在庫へ紛れ込ませること（4.8.4  2)
参照）、無登録全形牙を購入後ただちに分割して登録不要の分
割牙取引を装うこと（4.8.5  3) 参照）、象牙が違法に中国へ輸
出されることを知りながら、象牙を販売する意思を示し、さら
に象牙を中国へ持ち帰る代行サービスを行う中国人グループの
存在（前同参照）について述べていた。（4.4.5  8）参照）

 その後の 2016 年 11 月、日本アイボリーは 5 本の無登録象牙
を 2015 年 2 月から 2016 年 6 月頃にかけて譲受け・譲渡した
容疑で書類送検されている（表 8-2 および別紙 4 の事件 15 参
照）。

24　法第 33 条の 5 の準用する法第 33 条第 1 項。虚偽の報告、
立入検査の拒否・妨害等をした者は 30 万円以下の罰金に処せ
られる（法第 63 条第 7 号）。全形牙の取引は特定国際種事業
の範疇外なので、それについて報告を求めたり、検査をするこ
とはできない。5.5.1 参照。

25　報告徴収・立入検査は、経済産業省および環境省が行うが、
経産省側では、製造業者および卸売業者については本省（経済
産業省生活製品課（旧：紙業服飾品課））が、小売業者につい
ては各管轄地域の経済産業局が受け持つ（経済産業省 , 2015.
h）。なお、近年立入検査が強化されているという（経済産業省 , 
2015.d）。

5.2 誘導措置としての製品の認定制度

環境大臣に登録した認定機関（以下「認

定機関」という）1
26

は、象牙製品1
27

を製造し

た届出業者の申請に基づき、その製品が、

適正に入手された原材料器官等から製造

された旨1
28

の認定をすることができる1
29

。

申請者（製品の製造者）は、認定を受

けた製品ごとに、認定を受けた旨を表示

する標章（以下「認定シール」ともいう）

の交付を受ける1
30

。

製造者が製品の認定を受けるかどうか

は任意である。小売業者が認定を受けた

製品を販売する際に標章を取り付けるか

どうかも任意であるが、認定を受けた製

品以外の物に取り付けてはならない1
31

。
26　法第 33 条の 7 第 1 項、第 33 条の 8 第 1 項、同条第 6 項
27　製品は、牙にかかるものを原材料として製造されたもので、

製品の原材料器官等を使用した部分が僅少でなく、その部分か
ら種を容易に識別することができるものとして、以下のように
定められている（法第 33 条の 7 第 1 項、令第 5 条の 5, 届出
省令第 7 条）。
「装身具」、「調度品」、「楽器」、「印章」、「室内娯楽用具」、「食
卓用具」、「文房具」、「喫煙具」、「日用雑貨」、「仏具」、「茶道具」

28　「適正に入手された原材料に係る製品」（法第 33 条の 7 表題）
とは、具体的には、「登録要件に該当する原材料器官等（全形
牙および分割牙）を原材料として製造された」（法第 33 条の 7
第 1 項）製品を意味する。

29　認定を受けられる場合は、申請者（製品の製造者）が、①
製品の原材料である「特定器官等」（全形牙以外の象牙）を管
理票とともに譲受け・引取りした場合（法第 33 条の 7 第 2 項
1 号）、②製品の原材料である全形牙を登録票とともに譲受け・
引取りした場合（法第 33 条の 7 第 2 項 2 号）、③製品の原材
料である全形牙またはそれ以外の象牙（「特定器官等」）を自ら
外為法にもとづいて適法に輸入した場合（法第 33 条の 7 第 2
項 3 号、届出省令第 8 条 1 号）、④入手の経緯等から適正に入
手された旨を認定機関が確認した全形牙またはそれ以外の象牙

（「特定器官等」）を原材料として製造された製品を、製品認定
制度が適用された日（1995（平成 7）年 6 月 28 日）に正当な
権限に基づいて占有しており、しかもその日の後 3 か月以内
に認定申請した場合（法第 33 条の 7 第 2 項 3 号、届出省令第
8 条 2 号）。

30　法第 33 条の 7 第 3 項。偽りその他不正の手段により認定を
受けた者は 30 万円以下の罰金に処せられる（法第 63 条 8 号）。

31　法第 33 条の 7 第 4 項。これに違反した者は 30 万円以下の
罰金に処せられる（法第 63 条第 9 号）。もっとも、認定シー
ルを「取り付け」ない限り、それを当該認定に関係のない象牙
製品とともに販売することは禁止されていないので、事業者が
そのような取引を行う可能性がある。その懸念が強いのは、流
通する象牙製品の中で圧倒的な割合を占める象牙印章の場合、
認定シールが取り付けられることが現実にはあり得ないからで
ある。法定様式（法第 33 条の 7 第 3 項、届出省令第 9 条、様
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この製品認定制度は、「標章の添付によ

り、消費者が適正品を選択することが可

能となり、違法品の排除がなされるもの

と考える」という認識のもとに設けられ

た1
32

。すなわち、消費者は標章の取り付け

られた製品を求め、それが届出製造業者

の管理票を作成する誘引になり、ひいて

は（管理票作成の要件とされている）適

正に入手された原材料の取引が多くなる

という想定である。

しかし、製品認定は、何ら届出業者の

義務を伴わない措置に過ぎないため、制

度施行後 20 年以上を経ても、認定を受

けた製品の流通は限定的で、制度施行か

ら時間が経っても期待されたような消費

者需要による誘導効果はあらわれていな

い1
33

。製品認定については施行当初から近

年に至るまで、制度の存在意義自体に疑

問が向けられ続けている1
34

。

式第二）にもとづく認定シールの直径は 3cm もあり、「それ
らを印章に使用することは、かなり非現実的である」ことは
CITES 事務局が指摘したとおりである (CITES SC41.6.1 (Rev.) 
, CITES SC54 Doc.26.1 (Rev.1))。そのため、未認定製品への「取
付け」禁止及びその違反に対する罰則の定めは、ほとんど意味
を持たない。

　また、認定シールのみを取引することは禁じられていない。
そのため、違法行為を行っている製造業者は、いくばくかの隠
れ蓑の効果を狙って、他の製造業者から認定シールを合法的に
買い取ることもできる。この認定シールに対する法律上の取扱
いは、全形を保持した牙の登録票のみを取引することが禁止さ
れていること（同第 21 条第 4 項）とは、明確に異なっている。
これは、製品認定が規制的措置ではなく、誘導措置に過ぎない
ことの帰結である。

32　環境庁 , 1995
33　Kitade & Toko, 2016
34　CITES Panel of the Experts, 1997, Kiyono, 1997, 

Sakamoto, 1999, CITES SC54 Doc.26 (Rev.1)

5.3 特定国際種事業制度の実施において
得られる情報の主務官庁による管理

5.3.1 届出義務と届出書の提出

特定国際種事業の新規の届出は、以下

の事項を記載した届出書1
35

を、環境大臣お

よび経産大臣宛に提出して行う1
36

。

・氏名（名称）・住所・法人代表者名

・事業を行う施設の名称・所在地

・業務を開始しようとする日

・届出の際現に占有している在庫の量

「製品等」（製品および製品として
製造する過程のものを含む）につい
ては数量、それ以外の「特定器官等」

（つまり「端材」を含む分割牙）につ
いては重量

届出書の送付先は、業種が製造事業ま

たは卸売事業の場合は経済産業省本省へ、

小売事業の場合は各地方を管轄する経済

産業局となる1
37

。

届出事項に変更がある場合は1
38

、事業者

特定情報、届出年月日および届出先、特

定器官等の種別、変更した事項、変更の

年月日および変更の理由を記載した変更

届出書1
39

が提出される1
40

。事業が廃止され

35　「 特 定 国 際 種 事 業 者 届 出 書 」（ 様 式 第 1）http://www.
met i .go. jp/pol icy/mono_info_serv ice/mono/paper_
consumergoods/main_05.html#todokede

36　 届出省令第 1 条第 2 項
37　経 済 産 業 省 ウ ェ ブ サ イ ト http://www.meti.go.jp/policy/mono_

info_service/mono/paper_consumergoods/20150812tebiki.pdf
38　在庫量の変化が、変更届出事項に含まれないのは当然である。
39　「 特 定 国 際 種 事 業 者 変 更 届 出 書 」（ 様 式 第 4）http://

www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/paper_
consumergoods/main_05.html#todokede

40　届出省令第 3 条第 1 項
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た場合は、事業者特定情報、届出年月日

および届出先、特定器官等の種別、廃止

の年月日および廃止したときに現に有す

る特定器官等の重量及び主な特徴並びに

その処置の方法を記載した廃止届出書1
41

が

提出される1
42

。

各届出書は、年度ごとに、その写しが

環境省（本省および地方環境事務所）に

共有される1
43

。

5.3.2  届出書に記載された事項の専用
システムへの入力

新規の届出書が提出されると、事業者

番号、事業者の特定情報1
44

、届出日、業務

開始日および届出時在庫量のデータが入

力される。製造業者および卸売業者の情

報は、経済産業省の専用システム上の「本

省データ」（の部分）に、小売業者の情報

は、同システム上の各管轄「経産局データ」

（の部分）に入力されることになる1
45

。

変更届出書が提出されると変更届出日

および変更理由が、廃止届出書が提出さ

れると廃止届出日が、上記同様の手順で

入力される1
46

。

41　「特定国際種事業者廃止届出書」（様式第 5）
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/paper_

consumergoods/main_05.html#todokede
42　届出省令第 3 条第 2 項
43　経産省 , 2015.h
44　担当部署名や担当者名も必要に応じて入力される（前同）。
45　前同
46　前同

5.3.3　台帳の記載・保存義務とその
写しの報告徴収

すでに述べたとおり、届出業者は、所

定の事項を台帳に記載し、これを 5 年間

保存する義務を負っている1
47

。

台帳には、運用上、原材料用の台帳と

「製品等」1
48

用の台帳の様式1
49

が準備されて

おり、製造業者はその両方1
50

を、卸売業者

および小売業者は、「製品等」用の台帳の

み1
51

を作成する。

報告徴収1
52

の通知（台帳の写しの送付を

求めること）は環境大臣および経済産業大

臣名義でなされ、運用上、製造業者および

卸売業者に対しては毎年、小売業者に対し

ては隔年、おおむね 10 月頃に行われてい

る1
53

。2014（平成 26）年度の報告徴収ま

では、製造業者および卸売業者に対しては

47　法第 33 条の 3 第 2 項、届出省令第 2 条
48　「製品等」には、製品及び製品として製造する過程のものが

含まれる（届出省令第 1 条第 1 項）。「製品として製造する過
程のもの」には、製品として単体で販売されることは基本的に
は無いものの、部品としてそれ以上の加工（削り作業など）が
なく、製品部品として完成されているものが含まれる（経産省 , 
2015.h）。例えば、ネックレスや数珠（念珠）となる前の「玉」
や「念珠玉」、ピアノとして製造される前の「鍵盤」などがこ
れにあたる（前同）。

49　様式第 2「特定器官等の譲受又は引取り等に関する確認・
聴取事項等記載台帳」および様式第 3「記載台帳 A 票（材料）」、
同「記載台帳 B 票（製品）」。

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/paper_
consumergoods/main_05.html#todokede

様式第２は、内容的に届出時当初に届け出た事項を記載するも
のなので（経産省 , .2015.h）、取引に際しての確認・聴取・その
他の事項が記載されるのは、記載台帳 A・B 票となる。そこで以
下では、特に断らない限り、「台帳」に言及する場合は、この A・
B 票の様式にしたがって記載されたものを指すこととする。

50　A 票様式の台帳および B 票様式の台帳。
51　B 票様式の台帳。卸売・小売業者は、自ら加工を行うこと

がなく、分割牙を取り扱うことが基本的にないためである（経
産省 , .2015.h）。

52　法第 33 条の 5 が準用する第 33 条第 1，2，4 項
53　 経 産 省 , 2015.h。 通 知 に は、 様 式 第 4「 特 定 国 際 種

事 業 届 出 事 項 変 更 届 出 書 」http://www.meti.go.jp/policy/
mono_info_service/mono/paper_consumergoods/main_05.
html#todokede が同封され、氏名・住所等に変更があった場
合は、台帳写しと合わせて提出できるようにされている（前
同）。
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経済産業省本省から、小売業者に対しては

各地方の管轄経済産業局から通知がされて

いたが、2015（平成 27）年度からは本省

が一括して通知を行い、台帳の写し等の提

出を受けることとされた1
54

。

後述する入力作業および集計が完了す

ると、台帳の写し等は、製造業者・卸売

業者関係書類のみ本省で引き続き保管さ

れ、小売業者関係書類は各管轄の経産局

に送付され、それぞれ保管される1
55

。

台帳写しは、環境省（本省および地方環

境事務所）に年度ごとに写しが共有される1
56

。

5.3.4　台帳の記載内容の専用システ
ムへの入力および集計

経産省本省は、徴収した台帳（写し）

上の情報を入力する。単純入力作業は外注

業者が一括して請け負う1
57

。その際、製造

業者および卸売業者の台帳情報等は、専用

システム上の「本省データ」に入力され、

小売業者の台帳情報等は、同システム上の

各管轄「経産局データ」に入力される1
58

。

54　経産省 , 2015.h. 以前より、所管をまたぐ営業所を展開す
る事業者から提出先が分かれることによる不便さが指摘され
ていたが、2015 年度より台帳上の情報の単純入力作業部分を
外注化することにより、台帳写しの提出先を本省に一本化す
ることが可能となった（前同）。なお、届出事業所が複数あり、
本店一括管理を希望している事業者については、店舗一覧表を
提出させ、その希望に応じることとされた（前同）。

55　したがって、後日、本省が小売事業者の台帳の内容を確認
する必要が生じた場合、各経産局に照会を行うことになる（前
同）。

56　前同
57　単純入力作業の外注化（注 54 参照）により、業務効率化

が図られ、本省および各経産局の担当者が立ち入り検査や電話
による事情聴取などが充実することが期待されているという

（前同）。
58　前同

入力作業が完了すると、本省は、本省

データおよび各経産局データの集計を行

い、全国版データとして管理する1
59

。

台帳の記載内容のうち、専用システム

に入力されるのは、報告年度末の在庫量

のみである1
60

。具体的には、分割牙（端材

を含む）について重量及び主な特徴（例：

中切り12㎏）の各年度末集計値が1
61

、「製

品等」について数量及び主な特徴（例：

ブローチ 5 個、根付 4 個）の集計値が入

力されていることになる1
62

。

個々の取引ごとの情報、すなわちいつ、

誰と、どのような特徴のある「特定器官等」

を、どれほどの量で譲り渡した（譲り受

けた）のか1
63

、に関する事項が専用システ

ムへ入力されることは一切ない1
64

。

このことから、経産省が、分割牙・象牙

製品の製造・販売過程を追跡して監視する

ことを意図していないことは明らかである。

59　前同
60　前同
61　原材料の在庫重量は、常設委員会では ”Cut pieces”（「カッ

ト・ピース」）および “Tips”（「端材」）に区分して報告されて
いる（5.4.2  2) 参照）。台帳上に記載された「特定器官等」の
うち ”Cut pieces”（カット・ピース）として集計されているも
のは、「大先」、「中切り」、「柄又は株」、「甲良・三角」、「背板
全般」、「半製品」およびその他の「カット・ピース」であり、
“Tips”（端材）として集計されているものは、「端材（印）」（印
章を製造する過程で生じた端材）、「端材（楽）」（楽器を製造す
る過程で生じた端材）および「端材（その他）」（印章および
楽器以外の製品を製造する過程で生じた端材）である（前同、
特定国際種事業者記載台帳　様式第 3　「商品番号表」http://
www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/paper_
consumergoods/main_05.html#todokede）。

62　前同
63　具体的には、譲渡人・譲受人の特定情報、譲渡人の入手先

情報、取引した「特定器官等」の重量（「製品等」の場合は数量）・
主な特徴、譲渡し・譲受けの年月日、譲渡し・譲受け後の在庫
量、管理票の有無・番号である（5.1.3 参照）。

64　経産省 , 2015.h
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5.3.5  専用システム上検索できる台帳
上の取引情報

上記のとおり、実際に専用システムに

入力されるのは、年度末時点における在庫

量のみである1
65

。そのため、専用システム

で検索できるのは、毎年度末の在庫量のみ

ということになる。当然、年度途中の特定

日付時点での集計は不可能である1
66

。

なお、専用システム上、印章以外の製

品在庫については、業種（製造業者、卸

売業者、小売業者）ごとに分類するシス

テムとなっていない。したがって、印章

以外の製品については、業種別の在庫量

を集計することはできない1
67

。

年度末在庫量以外の情報、とくに分割

牙・象牙製品のトレーサビリティ情報を

後日得ようとすれば、製造業者および卸

売業者については本省、小売業者につい

ては各経産局に保存されている紙ベース

の台帳写しを取り寄せて個々に確認する

しかない。当初の原材料から最終製品の

一般消費者への販売までの過程を追うた

めには、3 つの業種（製造、卸売、小売）

にまたがる関係届出業者の台帳写しのす

べてを突き合わせることになるが、関係
65　経産省 , 2015. e , f
66　経産省 , 2015.d. また、過去に溯って各年度末の在庫量を抽出・

検索することもシステム的に難しく、個別の集計が必要になると
のことである（前同）。その理由は、集計時以降に新規に届け出
られた在庫量や、廃止が届け出られた際に報告された在庫量が、
業務開始日や廃止日にさかのぼって入力される際、専用システム
のデータが刻々上書きされていくからだと考えられる。

67　経産省 , 2015. e 

事業者を特定するだけでも膨大な作業と

なることは必至で、実際的でない。

5.4　特定国際種事業に関するデータ
詳細（1995 - 2015年）

5.4.1  報告徴収に応じて台帳を提出し
た者の数

「報告徴収に応じて報告を行った事業者

数」は、ある特定時点で届出を行ってい

る事業者の数を示すものではなく、報告

の対象となった年度の間に 1 日でも事業

を行い、かつ報告義務を遵守して台帳の

写しを提出した者の数を意味する1
68

。つま

り、各年度（4 月から 3 月まで）の 1 年

の間に現に事業を行った者を網羅する数

字である。したがって、その数字の年度

間比較は、特定日付の事業者数どうしを

比較するよりも（特に、年間の別の時期

の数どうしを比較するよりも）、より正確

に年別の届出業者数の変動傾向を反映す

るといえる。

そこで、以下では業種（製造業者、卸

売業者、小売業者）別に、「報告徴収に応

じて報告を行った事業者数」の年別の推

移を見る。

68　経産省 , 2015.c
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1)　象牙製造業者

製造業者は、2002（平成 14）年度か

ら 2005（平成 15）年度にかけて大きく

増加したが 2008（平成 20）年度から

2009（平成 21）年度にかけてかなり減

少し、その後やや数を伸ばした後、4 年

間は安定、2014（平成 27）年度（2014

年 4 月1 -12015 年 3 月）には大きく増え、

過去最大となっている1
69

。

この製造業者の増加傾向の原因は明ら

かではない。しかし、大きな在庫象牙を持

つ製造業者の新規届出は少ない一方、象牙

在庫を持たない小規模の彫刻や工芸を行う

個人事業主の届出が増加しているのではな

いかという見方もある1
70

。

この点には注目しておく必要がある。

69　常設委員会に対する日本政府の報告では、2014（平成
26）年 5 月 8 日時点の数は 293 業者（CITES SC65 Doc. 42.1 
Addendum Annex 2）、2015（ 平 成 27） 年 9 月 時 点 の 数 は
319 業者（CITES SC 66 Doc. 29  Annex 20）とされている。

70　経産省 , 2015. d

仮に小規模の彫刻や工芸を行う小規模事

業が新たに登場してきているとすると、

それは日本の国内象牙市場に今までとは

違うタイプの象牙需要が生まれ、拡大し

ていることになるからである。

確かに、近年のインターネット取引に

おいては、材料象牙としての、分割牙（端

材を含む）が大量に落札されている1
71

。そ

れらの相当量が中国へ流出していること

は疑う余地がない一方1
72

、これまで想定さ

れてきたほど、日本市場における端材、

小さな分割牙に対する需要が小さいわけ

ではなく、それが拡大しつつあるのかも

しれない。

71　2.3.4　5）参照
72　 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.4.3  7), 4.4.5  7) 参照

表5-1　象牙製造業者(報告事業者)数の推移

集計年度

報告
事業者数 163 187 278 289 229

集計期間

報告徴収
実施年度

2000
(H12)
2000.4 - 
2001.3

2001
(H13)

2003
(H15)

2006
(H18)

2009
(H21)

2010
(H22)

2002.4 - 
2003.3

2005.4 - 
2006.3

2008.4 - 
2009.3

2009.4 - 
2010.3

2002
(H14)

2005
(H17)

2008
(H20)

2009
(H21)

集計年度

報告
事業者数 262 252 267 267 303

集計期間

報告徴収
実施年度

2010
(H22)
2010.4 - 
2011.3

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2011.4 - 
2012.3

2012.4 - 
2013.3

2013.4 - 
2014.3

2014.4 - 
2015.3

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

＊報告徴収の通知（事業者に対して台帳の写しの提出を求めること）は、隔年でおお
むね 10 月頃に実施されている。
＊「報告事業者数」は、「集計期間」に 1 日でも象牙取引事業を行い、かつ報告徴収 ( 台
帳の写しの提出）に応じた事業者の数。
出所：経産省 , 2002, 経産省 , 2004, 経産省 , 2007, 経産省 , 2015.b,  経産省 , 2016.b
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図5-1　象牙製造業者（報告事業者）数の推移
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2）象牙卸売業者

卸売業者は、2004（平成 16）年度以降、

それほど大きな変動はなく、500 ないし

600 業者のレベルで推移している1
73

。

3）象牙小売業者

小売業者は、2004（平成 16）年度か

ら 2008（平成 20）年度にかけてやや減

少した後は、9,000 業者前後で安定して

推移している1
74

。
73　 常 設 委 員 会 に 対 す る 日 本 政 府 の 報 告 で は、2014（ 平 成

26）年 5 月 8 日時点の数は 537 業者（CITES SC65 Doc. 42.1 
Addendum Annex 2）、2015（平成 27）年 9 月時点の数は 584
業者（CITES SC 66 Doc. 29 Annex 20）とされている。

74　常設委員会に対する日本政府の報告では、2014（平成 26）
年 5 月 8 日 時 点 の 数 は 7,570 業 者（CITES SC65 Doc. 42.1 
Addendum Annex 2）、2015（平成 27）年 9 月時点の数は 8,219

表5-3　象牙小売業者(報告事業者)数の推移

集計年度

報告
事業者数 10949 9166 9835 8984 9349

集計期間

報告徴収
実施年度

2004
(H16)
2004.4 - 
2005.3

2005
(H17)

2009
(H21)

2011
(H23)

2013
(H25)

2015
(H27)

2008.4 - 
2009.3

2010.4 - 
2011.3

2012.4 - 
2013.3

2014.4 - 
2015.3

2008
(H20)

2010
(H22)

2012
(H24)

2014
(H26)

＊報告徴収の通知（事業者に対して台帳の写しの提出を求めること）は、隔年でおお
むね 10 月頃に実施されている。
＊「報告事業者数」は、「集計期間」に 1 日でも象牙取引事業を行い、かつ報告徴収 ( 台
帳の写しの提出）に応じた事業者の数。
出所：経産省 , 2007, 経産省 , 2015.b,  経産省 , 2016.b

5.4.2　届出業者が占有する分割牙の
在庫量とその推移

1）分割牙の毎年度末在庫量とその推移

すでに述べたとおり1
75

、製造業者に対して

は、毎年の報告徴収で提出された台帳の写

しに記載された、分割牙の年度末在庫量が

専用システムに入力されて集計に至る。そ

の結果は、表 5-4、図 5-4 のとおりである。

分割牙の在庫量の変化は、登録全形牙を

分割したために生ずる増加量1
76

と、製品製造

のための消費によって生じる減少量を差引

きした量を示しており（ただし、製造業者

は合法的に所有できる無登録全形牙からも

象牙製品を製造していることに注意。4.8.4

参照）、年間消費量を意味するものではない。

分割牙の在庫量の減少は、分割後の材

料象牙の消費が、製造のために全形牙が

分割される量を上回ったことを意味する。

すなわち、製造業者による生産活動が活

発になっていることを示唆する。
業者（CITES SC 66 Doc. 29  Annex 20）とされている。

75　5.3.3, 5.3.4 参照
76　登録票返納にかかる象牙の量が、ほぼ分割された（製造に

回った）全形牙の量を示す。4.3（とくに表 4-1 参照）。

2004 2006 2008 2010 2012 2014
0

2,750

5,500

8,250

11,000

図5-3　象牙小売業者（報告事業者）数の推移

2004 2006 2008 2010 2012 2014
0

175

350

525

700

図5-2　象牙卸売業者(報告事業者)数の推移

表5-2　象牙卸売業者(報告事業者)数の推移

集計年度

報告
事業者数 595 498 561 634 506

集計期間

報告徴収
実施年度

2004
(H16)
2004.4 - 
2005.3

2005
(H17)

2009
(H21)

2011
(H23)

2013
(H25)

2015
(H27)

2008.4 - 
2009.3

2010.4 - 
2011.3

2012.4 - 
2013.3

2014.4 - 
2015.3

2008
(H20)

2010
(H22)

2012
(H24)

2014
(H26)

＊報告徴収の通知（事業者に対して台帳の写しの提出を求めること）は、隔年でおお
むね 10 月頃に実施されている。
＊「報告事業者数」は、「集計期間」に 1 日でも象牙取引事業を行い、かつ報告徴収 ( 台
帳の写しの提出）に応じた事業者の数。
出所：経産省 , 2007, 経産省 , 2015.b,  経産省 , 2016.b



147

第 5章

分割牙在庫は、製造業者が既存在庫を

最初に届け出た 1995 年以降徐々に減少し

ていったが、2002 年から 2014 年にかけ

ては、2 度目の 1 回限定販売象牙が輸入さ

れた 2009 年の後の一時的な増加が 2010

年に見られることを除き、ほぼ安定してい

た。これは、印材製造業者が強度の生産調

整を行っていたことによるものである1
77

。

ところが、2015 年には、分割牙在庫の
77　4.3.2  2) 参照

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
0

25,000

50,000

75,000

100,000
(kg)

図5-4　分割牙在庫重量の推移(kg)

量がかなり減少している。この年登録票返

納象牙の量は増加、すなわち分割牙在庫へ

の供給が増えている1
78

にもかかわらず、で

ある。これは、増加した分割牙在庫をかえっ

て減少させるほど、製品の製造が盛んに行

われていたことを意味する1
79

。

2）CITES 常設委員会への報告

CITES 常設委員会において、日本政府

は、材料象牙を “Cut1 pieces”（カット・

ピース）と1“Tips”（端材）に区分けし

て1
80

、それぞれの在庫量を表 5-5 のとおり

報告している1
81

。

ここで目を引くのは SC65 で報告され

た 2014 年 5 月 8 日時点の数字で、計約

204 トンとされている。これは、SC66

で報告された 2015 年 2 月 1 日および 9

月 1 日時点の約 54 トンとは桁違いの数

字で、その差はほぼ 150 トンに達する。

また、表 5-4 でみたとおり、過去の経済

産業省集計データによると、2001 年（平

成 13）年度以降 2013（平成 25）年度まで、
78　前同
79　前同
80　事業者から、「カット・ピース」、「牙先」、「株」など、一

定の大きさがあるものとして報告があったものは、まとめて ”
Cut pieces” とされ、「端材」、「端材（楽）」「端材（印）」とい
う一定の大きさがない端材として報告があったものは、まとめ
て ”Tips” とされている（経済産業省 , 2015. h）。”Tips” の正し
い英語表記は、”Chips” と思われる。

81　CITES SC65 Doc. 42.1 Addendum Annex 2, CITES SC 66 
Doc. 29  Annex 20           

表5-5　常設委員会へ報告された分割牙
（カット・ピースおよび端材）の在庫量

“Cut pieces”
(カット・ピース )
“Tips”
(端材 )

出所

1,410
SC65Doc.42.1Addendum 
Annex2

203,063

2014年 5月 8日

1,423

SC66 Doc.29. Annex 2

52,628

669

53,277

2015年 2月 1日 2015年 2月 1日

単位：kg

表5-4 届出事業者の報告した分割牙（「カット・ピース」
および「端材」）の年度末在庫の推移 単位：トン

98.3

-

在庫重量

前年から
の変化

1995年
７月

-

-

1996年

82.1

-16.2(2Y)

1997年
７月

75.2

-6.9

1998年
７月

63.8

-11.4

1999年
７月

-

-

2000年

73.7在庫重量

前年から
の変化

2001年3月
(H12度末）

2002年3月
(H13度末）

2003年3月
(H14度末）

2004年3月
(H15度末）

2005年3月
(H16度末）

2006年3月
(H17度末）

-12.1

61.6 60.4

-1.2+9.9(2.5Y)

56.6

-3.8

55.7

-0.9 -0.5

55.2

54.3在庫重量

前年から
の変化

2007年3月
(H18度末）

2008年3月
(H19度末）

2009年3月
(H20度末）

2010年3月
(H21度末）

2011年3月
(H22度末）

2012年3月
(H23度末）

-0.2

54.1 53.8

-0.3-0.9

60.8

+7.0

61

-0.8 +0.2

61.2

54在庫重量

前年から
の変化

2013年3月
(H24度末）

2014年3月
(H25度末）

2015年3月
(H26度末）

+1.4

55.4 43.3

-12.1-7.2

・特定国際種事業の届出制度が施行されたのが 1995 年 6 月である。この時点で届出の対
象となる「特定器官等」は、重量1kg以上、最大寸法20cm以上の分割牙に限定されていた。

・1999年3月、すべての分割牙在庫が届出の対象となった（分割牙の重量・寸法制限を撤廃）。
・1996 年および 2000 年のデータが欠落しているのは、経済産業省が台帳上の年度末在庫
量を集計していないため。 

出所：経産省, 2002,経産省, 2004, 経産省, 2007, 経産省, 2012.a, 経産省, 2012.b, 経産省, 
2015.a, 経産省 , 2016.b
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分割牙の在庫量は 50–60 トン台で推移し

てきている。そこで、ごく短期に 150 ト

ンもの在庫量の増減が起き得るものかど

うかが問われる必要がある。

すでに述べたところから明らかなとお

り、分割牙の在庫量が増えるのは、登録

全形牙を分割したために生ずる増加量が、

製品製造のために生じる減少量を上回る

場合である。つまり、分割された全形牙

の重量が、分割牙在庫の増加量の上限と

なる。ところが、分割された全形牙の重

量は 1995 年以来、最高でも 13 トン台で

あるから（表 4-1 参照）、分割牙（「カット・

ピース」および「端材」）在庫が 1 年や 2

年で150トンも増えることはあり得ない。

そもそも、常設委員会へ報告される在

庫量は、報告時点で最新の集計済み年度

末在庫量である1
82

。すなわち、日本政府

が 2014 年 7 月開催の SC65 へ報告しよ

うとしたのは、直近の集計済み年度であ

る 2012（平成 24）年度末（2013 年 3

月）の在庫であった1
83

。同様に、2016 年

1 月開催の SC66 へ「2015 年 9 月 1 日

集計」として報告されたのは、当時集計

済みであった 2013（平成 25）年度末

（2014 年 3 月）の在庫である1
84

。一方、同

じ SC66 で「2015 年 2 月 1 日集計」と
82　経産省 , 2015.e, f
83　経産省 , 2015.f
84　経産省 , 2015.g

して報告された在庫量（計約 54 トン1
85

）は、

その時点では直近の集計済み年度である

2012 年度末（2013 年 3 月 31 日時点）

の在庫、つまり SC65 で報告したものと

同じである。

このことから、経産省は、SC65 で誤っ

た数字（204 トン）1
86

を報告していたこと

に気づき、2012 年度末在庫量を 2015 年

2 月 1 日時点で集計し直し、その結果を

SC66 に報告したものと推測される。

問題は、CITES 決議 10.10 において

求められている在庫に関する報告1
87

におい

て、なぜこのようなずさんな事態が起き

たのかということである。すでに述べた

ように（全形牙を除く）象牙の製造・取

引の経過を監視できないことは明白であ

るが、唯一データを導出できる年度末在

庫の合計量についてさえ、大きな誤りを

犯してしまった。しかも、過去の在庫量

を一瞥すれば、報告しようとした数字が

誤りであることが容易に推測できるにも

かかわらず、である。この一件は、担当
85　著者が経産省より情報提供を受けた数値と一致している。

表 5-4 参照
86　これほど極端な数値の誤りは、集計した数値の単位（たと

えば kg と g）を取り違えるなどかなり根本的なミスがないと
起こりえないと考えられる。

87　CITES 決議 10.10（CoP17 改正）「ゾウの個体等の取引」
における「象牙の個体等の取引に関して」の段落中の e）では、
以下の事項を関係締約国に求めている（第 6 章参照）。
e）政府保有の象牙在庫、さらに可能な範囲で、領土内に存在

する顕著な量の個人保有の象牙在庫の棚卸を継続して行い、
在庫の水準に関する以下の事項を、とりわけ「ゾウ密猟監視
モニタリング（MIKE）」および「ゾウ取引情報システム（ETIS）」
による分析に供するために、事務局に対して毎年 2 月 28 日
より前に報告すること。すなわち、象牙の形態（材料象牙か
象牙製品か）ごとの個数および重量、マーキングされること
になっている象牙であって、それが実際になされている場合
には本決議の規定に適合したマーキング、象牙の出所、前年
と比較して在庫に顕著な変動が生じた場合はその理由。
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者レベルの過失というよりも、組織的な

情報管理のあり方に問題があることを示

している。

なお、上記 CITES 決議 10.10 では、「前

年と比較して在庫に顕著な変動が生じた

場合はその理由」を報告することも求め

られているが、日本政府はその「理由」

を公にすることはなかった。

5.4.3　届出業者が占有する象牙印章
の在庫量とその推移（業種別）

1）象牙印章の毎年度末在庫量とその推移

すでに述べたとおり1
88

、経産省のシステ

ム上、印章に限っては毎年度末の在庫量

を業種ごとに集計することが可能である。

集計の結果は、表 5-6 のとおりである。

88　5.3.5 参照

表5-6 届出業者の報告した象牙印章の年度末在庫の推移

2001年3月
(H12度末）

2002年3月
(H13度末）

2003年3月
(H14度末）

2004年3月
(H15度末）

単位：本

442,955
848,838
906,660
2,195,453

391,425
548,753
711,914
1,652,092

343,610
236,822
248,556
828,988

293,824
223,531
325,026
842,381

274,051
201,626
353,313
828,990

-
-
-
-

製造事業者
卸売事業者
小売事業者
合　計

1999年
７月 2000年

2005年3月
(H16度末）

2006年3月
(H17度末）

2007年3月
(H18度末）

2008年3月
(H19度末）

2009年3月
(H20度末）

2010年3月
(H21度末）

264,634
186,114
417,999
868,747

209,275
148,301
416,947
774,523

223,924
139.665
339,259
702,848

271,685
101,363
378,369
751,417

280,799
107,209
364,006
752,014

280,788
106,381
360,316
747,485

製造事業者
卸売事業者
小売事業者
合　計

2011年3月
(H22度末）

2012年3月
(H23度末）

2013年3月
(H24度末）

2014年3月
(H25度末）

2015年3月
(H26度末）

396,728
102,338
365,283
864,349

315,456
88,060
325,049
728,565

302,943
98,229
323,236
724,408

345,881
91,305
305,244
742,430

310,281
86,471
302,729
699,481

製造事業者
卸売事業者
小売事業者
合　計

・1999 年 3 月から、特定国際種事業の対象となる「特定器官等」に印章が含
まれるようになった。

・2000 年のデータが欠落しているのは、経済産業省が台帳上の年度末在庫量
を集計していないため。

出所：経済産業省, 2002, 経産省, 2004, 経産省, 2007, 経産省, 2012.b, 
経産省, 2015.a, 経産省, 2015.f, 経産省, 2016.b

各年度の全業種の年度末在庫の合計数

の推移を、図 5-5 に示した。

この在庫量の変化は、前年度の在庫（合

計）に、当年度製造された本数が加わり1
89

、

当年度に末端消費者に販売された本数（こ

れについてもデータ不存在）が減じるこ

とで生じる。したがって、在庫量の減少は、

（具体的数値は把握できないものの）消費

者による象牙製品の消費が製造業者によ

る供給を量的に上回ったことを示唆する。

印章在庫量（業種計）は、1999 年か

ら 2001 年までの 2 年間で約 220 万本

から約 165 万本へと減少、2001 年か

ら 2002 年にかけては、わずか 1 年で約

165 万本から約 83 万本へとさらに急激

に減少した。この事実は、消費者が大量

に象牙印章を購入しているにもかかわら

ず、強度の生産調整が行われたため1
90

、印

章在庫が急減したことを示している。

以後、2014 年まで、製造業者による

89　象牙印材の製造業者が、一貫した生産調整を行っているこ
とについて、5.4.2  1) 参照。

90　4.3.2  2) 参照

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

図5-5　象牙印章在庫数量の推移

0

750,000

1,500,000

2,250,000

3,000,000
(本 )



150

2）CITES 常設委員会への報告

CITES 常設委員会において、日本政府

は、印章の在庫量を表 5-7 のとおり報告

している1
94

。

なお、SC65 へ報告された本数と SC66

へ報告された 2015 年 2 月 1 日付け集計

の本数は、ともに 2012 年度末在庫量を

報告したものであるにもかかわらず1
95

、そ

の数には微妙な差がある。これは、経産

省の専用システムの設計上、そこで示さ

れる特定年度の在庫量は、各集計時点に

おいて入力済みの情報（当該年度末後に

新規に届け出られた事業者の在庫量など）

に基づいてなされるためである1
96

。

94　 CITES SC65 Doc. 42.1 Addendum Annex 2, CITES SC 66 
Doc. 29  Annex 20

95　5.4.2  2）参照
96　注 66 参照。2014 年 5 月 8 日以降に新規届出した業者が

2012 年度末（2013 年 3 月）までの業務開始日を届け出てい
たとすると、その在庫量は遡って 2012 年度在庫量に加えられ、
システム上の年度末在庫量は上書きされて、増加することにな
る。このように、集計時点によって同時期の在庫量は変化しう
ることになる。

強度の生産調整が基本的に継続し、印章

在庫は 1999 年時点と比較して低い水準

で安定させられている1
91

。

なお、2015 年には、若干ながら、印

章在庫量が 3 年ぶりに減少を示した。既

に述べたとおり1
92

、この年、登録票返納全

形牙の量が増えた（つまり分割牙の供給

が増えた）にもかかわらず、分割牙在庫

の量が減少するほど、製品製造がかなり

盛んに行われていた。このように、生産

調整が緩和されたにもかかわらず、印章

在庫量がさらに減少したということは、

増やした生産量をさらに凌駕するほど

の盛んな消費者による象牙印章の購入が

あったことを意味する。2015 年には消費

者マインドが前年の落ち込みから回復し、

過去 9 年間ではもっとも高くなっていた

ことも1
93

、象牙印章に対する消費需要の根

強さに加え、盛んな消費を助長した可能

性がある。

91　前同
92　4.3.2  2), 5.4.2  1）参照
93　図 4-1 参照

表5-7　常設委員会へ報告された象牙印章の在庫量

印章

出所
SC65Doc.42.1 Addendum 
Annex2

711,124

2014年 5月 8日

SC66 Doc.29. Annex 2

728,565 754,057

2015年 2月 1日 2015年 2月 1日

単位：個
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5.4.4　その他の象牙製品の在庫量

すでに述べたとおり、経済産業省のシ

ステム上、印章以外の製品については業

種別の在庫量は集計できない。

CITES 常設委員会では、次の数値が報

告されている1
97

。

5.5　考察

5.5.1　国内取引規制・登録制度と特
定国際種事業制度とが、完全に分断さ
れているためにもたらされる、監督措
置の抜け穴

特定国際種事業制度は、「特定器官等」（全

形牙以外の象牙すなわち分割牙および象牙

製品）について、その譲渡し・引渡しの業

97　CITES SC 65 Doc. 42.1 Addendum Annex 2, CITES SC 66 
Doc. 29  Annex 20

表5-8 常設委員会へ報告された"worked ivory"(｢製品等｣)
  (印章を除く)の在庫量

装身具
およびその部品
調度品

およびその部品

出所

ー

SC65 Doc.42.1 Addendum 
Annex2

2,784,300
2014年 5月 8日

61,031

SC66 Doc.29. Annex 2

2,809,599

58,772

2,784,896
2015年 2月 1日 2015年 9月 1日

単位：個

文房具
およびその部品 ー 144 136
喫煙具

およびその部品 ー 1,215 1,163
仏具

およびその部品 ー 43,665 42,798

茶道具
およびその部品

ー 16,696 16,637食卓用具
およびその部品

楽器
およびその部品 41,281 44,112 43,174

室内娯楽用具
およびその部品

ー 12,889 12,189

日用雑貨
およびその部品

ー 4,397 4,367

根付

ー 23,230 23,040

その他

10,561 ー ー

157,795 14,948 10,140

・2004 年 10 月から、到底国際種事業の対象となる「特定器官等」にすべての「製品等」
が含まれるようになった（印章への制限を撤廃）。

務を伴う事業の監督を行うものである。

したがって、届出業者に義務付けられ

る遵守事項（譲渡人等の確認・入手先の聴

取および確認・聴取事項の記載・保存）は

あくまで、全形牙以外の象牙（分割牙およ

び象牙製品）の国内取引に関するものであ

る。その結果、主務官庁は、その事項の監

視手段である報告徴収・立入検査を全形牙

取引の監視のために用いることはできな

い。例えば、届出業者の立入検査を行った

際に、全形牙の取引について質問したり、

現物を検査することはできない1
98

。

遵守確保のための監督措置（指示・業

務停止命令）も、全形牙の国内取引には

及ばない1
99

。そのため、58 本の無登録象

牙を譲受けて有罪判決を受けたタカイチ

の事件1
100

のように、届出業者が全形牙の取

引について、たとえ深刻な種の保存法違

反をはたらいたとしても、指示・業務停

止を命じることはできない1
101

。

98　種の保存法 2017 年改正法（2018 年 6 月までに施行予定）
の下での立入検査における全形牙の検査については、7.4.2　4）
参照

99　5.1.4 参照
100　4.8.2  2）参照
101　種の保存法 2017 年改正法は、分割牙・象牙製品の譲渡し・

引渡しを伴う事業を新たに登録制の「特別国際種事業」とし、
その業務停止事由に、種の保存法関係法令違反を包括的に掲げ
ている。したがって、無登録全形牙の取引禁止規定に違反した
登録業者に対して、（特定国際種事業の届出業者と異なり、）改
善を求める行政処分を前置せずに、業務停止命令を発令するこ
とも可能となった。また、それらの違反は、事業登録の取消事
由ともなる（7.4.2  3）参照）。
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表5-9　主務官庁の関与についての、一般的な登録・免許制事業と特定国際種事業（届出制）との比較

特定国際種事業（届出制）一般的な免許・登録制事業

拒否

更新

免許・登録制事業は、行政庁が、申請者に対し、免許・
登録という処分を通じ当該事業を行うことができ
るという利益を付与して初めて、実行可能となる
事業である。行政庁は免許・登録申請の内容の審
査を行い、諾否の応答をする。申請者が法令が義
務づけている事項を遵守できる者といえないとき、
当該法令や関連する法令へ違反したことがあると
き等には、免許・登録が拒否される。

免許・登録の効力には期限があり、一定期間ごと
に更新を受けなければならない。更新ごとに、拒
否事由の有無が審査されることになる。

取消
免許・登録の拒否事由が生じたとき、不正に免許・
登録やその更新を受けたとき、法令違反があった
とき等には、免許・登録が取り消されることになる。

届出は、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為に過ぎず、行
政庁の処分ではないから、その諾否の応答は想定されていない。
特定国際種事業を行おうとする者は、あらかじめ氏名・住所・象
牙の在庫量等を主務省庁に届け出るのみであり、事業開始にあたっ
て公的な審査は一切受けない。

届出事項に変更があったときおよび事業を廃止したとき以外、一
定期間ごとに届出が求められることはない。

届出は、行政庁に対して通知をする行為に過ないから、「届出の取
消し」ということ自体がありえない。主務官庁は、届出業者の遵
守事項違反に対して必要な指示をし、届出業者がその指示にも違
反した場合には 3 か月を超えない範囲で業務の全部または一部の
停止を命じることができるにとどまる。

種の保存法のほか、行政手続法（平成 5 年 11 月 12 日法律第 88 号）第 2 条、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年 10 月 1 日法律第 105 号）、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律（平成 14 年 7 月 12 日法律第 88 号）、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律（平成 28 年 5 月 20 日法律第 48 号）、古物営業法（昭和 24 年 5 月 28 日法
律第 108 号）等参照。

5.5.2　単なる届出制である特定国際
種事業に対する主務官庁の関与が、一
般的な免許・登録事業と比較してまっ
たく弱体であること

特定国際種事業は、主務官庁に届出さ

えしておけば、誰でも自由に行える届出

制の事業に過ぎない。これを、免許・登

録制事業1
102

と比較すると、主務官庁の関与

の仕方が根本的に異なっている。

基本的な主務官庁の関与である「拒

否」、「更新」、「取消し」について、一般

的な免許・登録制事業と特定国際種事業

（届出制）との比較の概略を示したのが表

5-9 である。

これを見ると、特定国際種事業の届出

業者に対する主務官庁の関与が非常に限ら

れ、免許・登録制事業と比較すると、非常
102　免許・登録制事業の場合は、事業を行おうとする者が法令

の定める要件を備えるかどうかが主務官庁によって審査され、
拒否事由が存在しないと判断されてはじめて、免許・登録がな
され、それによって事業を行うことが許される。

に弱体なものであることは明白である1
103

。

5.5.3　分割牙・象牙製品の取引管理
の仕組みとして別途に誘導措置であ
る製品認定制度がおかれているため、
主務官庁によるトレーサビリティ確
保のための監視業務強化に重点が置
かれないこと

1）象牙の国内移動に関するトレーサビ
リティ確保における、十分な情報と
その分析の必要性

特定国際種事業の主務官庁である環境

省および経済産業省が、届出業者の行う

個々の取引に対する監視を行うために種

の保存法が定める手段は、報告徴収（台

帳の写しの提出要求）および立入検査に

よる情報収集である1
104

。

これらの措置を実施する際、届出業者

103　注 101 で述べたとおり、種の保存法 2017 年改正法は、「特
別国際種事業」を登録制としている（7.4.2  3）参照）。

104　5.1.4 参照
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が記載・保存する台帳上の情報を頻繁に

収集できればできるほど、また台帳上の

取引情報を網羅的に分析できればできる

ほど、それに続く立入検査は実を伴うこ

とになる。とくに、材料象牙（全形牙お

よび分割牙）が加工されて象牙製品へ至

るトレーサビリティの確保という周到な

監視を試みる場合には、報告徴収を充実

させ、かつそこから得られるデータの十

分な分析が不可欠となる。

2）主務官庁による分割牙・象牙製品の
トレーサビリティ監視業務の実態

ところが、経産省が台帳の写しの提出

を受ける頻度は、製造業者については年

1 回、卸売業者および小売業者について

は 2 年に 1 回である1
105

。しかも、台帳の写

しは紙ベースで提出され、個々の取引に

関する台帳上の情報は、まったくデータ

ベース化されない1
106

。

そのため、経産省のデータベースは、

各業者の届出事項の最新状況を確認する

ことと、全届出業者の年度末の在庫量を

集計することのためにしか機能しておら

ず、個々の取引の監視＝分割牙・象牙製

品のトレーサビリティの確保には、まっ

たく寄与していない。これでは、立入検

105　5.3.3 参照
106　5.3.4 参照

査の頻度を増やしたとしても1
107

、実のある

検査はできない。

しかし、現実の経産省による監督体制

は、常設委員会に対する分割牙在庫量の

報告で信じがたいミスをしている1
108

ことを

見るにつけ、上記の水準に達しないばか

りか、より基礎的な問題を抱えているこ

とが懸念される1
109

。

3）主務官庁によるトレーサビリティ確
保のための監視業務強化に重点が
置かれない政策的な理由

このように事業者の監督に対して主務

官庁の政策的な優先度が低く、十分なリ

ソースも割かれない理由の一端は、種の

保存法が特定国際種事業を単なる届出制

事業としていることにもある1
110

。

しかし、より重要な理由は、製品の認

定という誘導措置1
111

の存在にある。分割牙・

象牙製品の管理の支柱の 1 つとしてこの

ような誘導措置が制度化されている以上、

主務官庁が事業の実施状況の監視を突出

させて強化することは筋が通らないから

である。さらに、主務官庁内では、国内
107　注 25 参照
108　5.4.2　2）参照
109　なお、経産省では、少なくとも 2016 年 6 月末時点では、

同年 4 月以来 3 カ月にわたって、特定国際種事業の監督に当
たる担当者のポストは欠員状態であり、これまで担当者業務の
管理を行っていたポスト（課長補佐）1 名で実務が行われてい
た。その後人員配置が変更され、特定国際種事業の担当を国内
部門および国際部門に分け、それぞれ担当者 1 名（ともに課
長補佐）が配置された。すなわち、特定国際種事業者（2017
年種の保存法改正法施行後は、特別国際種事業者）の事業の実
施状況の監視は、引き続き、国内部門担当の 1 名で行われる
想定となっている（2017 年 4 月時点）。

110　 5.5.2 参照
111　5.2 参照
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取引規制の対象にならないような商品（分

割牙および象牙製品）の取引管理は、監

督措置の徹底よりも、消費者へのインセ

ンティブ付与によって認定製品を自ずと

広く流通させることによるのが望ましい、

それが種の保存法の趣旨にかなうという

理解が一般的ではないかと推測される。

このように、実効性がないことが客観

的には明らかになっている製品の認定制

度を存続させることは有害無益である1
112

。

これを廃止し、監督措置による規制力の

ためにより多くのリソースを投入すべき

である。

112　日本政府は、「象牙製品に係る標章の一層の普及」を今さ
らながらに推進するとしているが（7.2.3 参照）、制度創設か
ら 20 年以上にわたって繰り返されてきたスローガンに過ぎず、
新たな成果が見込める根拠は何ら見いだせない。


