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背 景

市場が存在しなければ、商品は売れない。仮に象牙市場がなければ、象牙はもはや商品として成立せ

ず、ゾウは商業目的で密猟する対象ではなくなる。しかし、一部に一定規模の合法市場が残れば、商機

を狙う者によって、違法取引の隠れ蓑として利用される。

遅くとも 2010 年以来、年間 3 万頭以上のアフリカゾウが密猟されている 1。最新の報告によれば 2、

2014 時点のサバンナゾウの個体数は 35 万頭。7 年間で 30％減少しており、このままの状況が続けば

2025 年には 16 万頭に半減するという。こうした事態を受け、世界の主要な象牙消費国で国内合法市場

を閉鎖する動きが急速に進んでおり、2016 年 9 月 24 日から南アフリカ共和国で開催されるワシントン

条約（CITES）第 17 回締約国会議では、合法化された国内象牙市場を閉鎖することを求める決議案が

審議される 3。

本報告書では、中国に次ぐ規模を持つ日本市場における象牙の合法取引が、出所または移動経過に違

法性がある象牙（以下「違法象牙」という）の隠れ蓑になるリスク＝国内象牙市場に違法象牙を混入さ

せる原動力の大きさと、それを抑止する日本の法制度の有効性を検証する。その結果を前提に、日本政

府の問題解決に向けた政治意思のあり方を踏まえた上で、日本の選ぶべき道について提言を行う。

Prepared for CITES CoP17, Sep. 2016

THE LAST IVORY BAN HAVEN
最後の象牙禁止回避地

合法取引を隠れ蓑として日本の国内市場に違法象牙を混入させる原動力と、

それを抑止する日本の法制度の有効性
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日本の国内市場に違法象牙を混入させる原動力

この「原動力」には、日本における象牙に対する潜在的需要（内的原動力）と、日本市場と密接な関

係にある中国・香港市場等からの象牙の流入圧力（外的原動力）が含まれる。

象牙取引禁止以降も相当規模で温存されてきた日本の潜在的象牙需要（内的原動力）

◇象牙に対する潜在的需要の定量的把握を困難にする生産調整

日本の国内象牙市場では、製造用材料象牙の将来的確保の見通しに基づいた強度の生産調整によって、

製品の供給が意図的に低いレベルに抑制されている。この生産調整を行う理由について日本最大の象牙

印材製造事業者は当時、「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」と述べている 4。

各年の返納重量（赤線）の動きは、新規登録重量（青線）や、消費者マインド（緑線）の動きと必ずし

も連動していない。これが強度の生産調整の影響である。とくに 2001-2014 年の間は（2011 年を除き）、

返納重量（赤線）が一定して非常に低いレベルにあることが際立っている。2002 年には 2 度目の象牙 1
回限定販売が CITES CoP12 で採択されたが、同時にその実行が当面先になることも確実になったため、

2002 年末、製造業者が生産調整を強化した 7。その後実際の象牙輸入までに 7 年を要し、しかも、中国

に競り負けて日本に満足がいく結果とならなかったため、強度の生産調整が継続された。ただし、2015
年には、21 トン（2,100 本）の全形牙新規登録 5の余勢を駆り、生産調整が若干緩められたようである。

以上のとおり、強度の生産調整が継続されてきた日本市場では、「見かけ」の生産規模で潜在的需要を

測ると、深刻な過小評価につながることが留意されるべきである。

◇1994 年以来、消費者の「象牙離れ」は進んでいない

消費者態度指数低下の度に、あたかもそれを下支えするように象牙利用へプラスイメージになる出来事

が起きたためである。こうして、日本における象牙に対する潜在的需要は相当規模で温存されてきた。
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左図は、種の保存法に基づいて新

規に登録された全形牙の重量（青

線）5、登録後分割されたため、全

形が保持されなくなったとして

登録票が返納された全形牙の重

量（赤線。少なくともそれだけの

象牙が製造に使用されたことを

示す）、消費者態度指数（消費者

マインド）6（緑線）を示したもの

である。

左図は、消費者態度指数の変遷（青線）に、

消費者の象牙利用に対するイメージに影

響がある出来事（正の影響：緑枠、負の影

響：赤枠）を重ねたものである。象牙輸入

禁止、それに続くバブル経済崩壊による国

内象牙市場の混乱期には、象牙に対する負

のイメージが広がり、消費者に一定の象牙

離れが生じたであろう。だが、1994 年以

降は、さらなる象牙離れは進まなかった。
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インターネットをプラットフォームにして、多様な業種がビジネス・チャンスを拡大。急速に拡大・

活性化する日本の国内象牙市場（内的原動力）

◇ヤフオク!で、多様な「本象牙」製品の大量落札 8

日本における象牙のインターネット取引市場は、伝統的な製造業者、小規模に工芸品等を製造する振興

の業者、古物商、投機取引を行う者など、多様な業種が相互にビジネス・チャンスを拡大しあうことに

より、急成長を遂げている 8。現在の日本の国内象牙市場における潜在的需要は、1994 年時点の規模か

ら 1989 年の象牙取引禁止以前の規模へ、と復活の道を歩み始めている懸念がある。

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

Number of closing bids on Yahoo! Auction (All item)

全商品

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ヤフオク！における「本象牙」と全商品の落札件数推移

（2005-2015年）

全商品 本象牙

全商品 本象牙

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

全形牙

分割牙

製品

年別計

ヤフオク! 「本象牙」（種別内訳）落札金額の推移
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単位：円

◇オークション・サイト

・ヤフオク！における「本象牙」の落札件数、金額

は、ともに 2005 年以来基本的に右肩上がりで、

とりわけ 2011 年、2013 年、2014 年には急上昇

を見せている。これに対し、全商品（件数）は 2008
年以降頭打ちで、「本象牙」の特異な急増が際立っ

ている（左図）8。

・特に取引の急増が見られた 2011 年から 2015 年ま

での 5年間では、10万 5000件／26億円以上の「本

象牙」の落札があった 8。

◇ショッピング・サイト

・楽天市場および Yahoo!ショッピングの合計で、

2015年 8月のある 1日に 1 万 2000件／6億 3000
万円の「本象牙」商品が広告されており、その広

告のほとんどは「本象牙」印章に関するものであ

った 8。

・全形牙は、ヤフオク!で、2009 年から 2015 年

までの 7 年間に約 1,800 本（ゾウの頭数換算 9

で約 1 千頭分）落札。

・分割牙（端材含む）は、ヤフオク!で、2009 年

から 2015 年までの 7 年間に 20 トン以上（ゾ

ウの頭数換算 9で約 6 千頭分）落札。

・調度品は、ヤフオク!で、2009 年から 2015 年

までの 7 年間に 2 万 6 千件／12 億円落札。

・装身具は、ヤフオク!で、2009 年から 2015 年

までの 7 年間に 2 万 3 千件／2 億円落札。

2016年 9月7日にヤフオク!に出品された全形牙

(登録を受けていることの表示無し。)
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中国・香港市場等からの象牙流入圧力の今後の増大（外的原動力）

◇「日中象牙市場」の歴史的形成

中国・香港の象牙市場は、歴史的に日本市場と密

接な関係にある。香港の象牙輸入量は、1982 年に

日本に追い抜かれるまで世界最大だったが 10、そ

の内のかなりの量は中国と日本に再輸出されてい

た 11。

この「日中象牙市場」は、近年のビジネス、観

光を問わない人と物の動きの急増、インターネッ

トという取引プラットフォームを得たことで、密

接さが急速に増している。象牙は「別の市場に流

出」というよりも、「日中象牙市場内をダイナミッ

クに移動している」と理解できる。

違法象牙は、「日中象牙市場」をめざし、その時々

でより高く売れ、摘発のリスクがより低い国ない

しエリアから流入する。その場所は、その時々の

各国の経済状況や貿易政策に応じて変化する。

◇日本から中国への象牙の密輸出

近年、象牙の行先はかつての日本から中国へシフ

トし、日本から中国への象牙流出が相次いでいる

（例えば、2014 年 5 月：大連 12、2015 年 10 月：

北京 13, 14、2016 年 8 月：大連 15、2016 年 8 月：

北京 16）。EIA の調査対象となった多くの業者も日

本から中国への象牙の密輸出について証言してい

る 17, 18。

◇違法象牙の日本への「回帰」

一方、中国側の経済・社会・法執行の変化もみら

れる。例えば、日本からの象牙流出の背景にあっ

たと考えられる中国古美術市場の低迷 19、賄賂と

しても利用されていた古美術品取引に対する反腐

敗闘争による汚職取締りの影響 19、海外購入代行

による輸入貨物および個人輸入貨物に対する課税

強化等のための税関検査の厳格化などである 20,21。

近い将来、中国および香港の国内象牙市場閉鎖が

具体的に実行される段階になれば、象牙は「日中

象牙市場」内を再び中国から日本へと移動するよ

うになると考えられる。さらに中国からにとどま

らず、世界各地を経由してアフリカで密猟された

象牙が日本に集中するおそれは強い。

日本と中国・香港の各象牙市場の結びつき・1

©東京税関

2000 年 4 月に発覚した 500kg の分割牙を神戸港

に密輸入した香港の業者は、1982 年以来、日本向

けの象牙ブローカーとして活動。この件に関与し

た象牙組合役員を含め多くの日本の象牙業者と広

く親交があった
22
。

日本と中国・香港の各象牙市場の結びつき・2

©EIA

EIA による 2015 年の秘密調査の対象となったあ

る業者も、かなり以前から現在に至るまで取引関

係にある香港のバイヤーについて、次のように語

っている
18
。「ベトナム経由、マカオ経由でコンテ

ナと言ってるけど」「この大きい牙はやっぱり切っ

て、入れて持って帰ってるからなあ。」

象牙の密輸方法

大中の全形牙や大量の大型分割牙は、海上輸送す

るしかない。2006 年に大阪港で押収された 2.8 ト

ンの象牙は、マレーシアでコンテナに収納、貨物

船に荷積みされた
23
。

©JWCS/JTEF

小さな全形牙や少量の大型分割牙は、複数の運び

屋がキャリーバッグに入れ、空路で密輸される
24
。

重量 30 ㎏までであれば、一般貨物よりさらに摘発

リスクの少ない国際郵便、国際宅配便という方法

もある（後述）。

大阪の象牙専門ブロー

カー（日本人）は、中

国・ロシアから象牙を

密輸する際は、ボート

をチャーター、日本海

上で日本の漁船に積み

替え、小さな漁港に運

び入れるという
22
。
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違法象牙の混入を抑止する日本の法制度の有効性

日本の法制度の概要

日本におけるワシントン条約に基づく輸出入許可手続は、「外国為替及び外国貿易法」（以下「外為法」

という）およびその施行細則に基づいて行われている 25。象牙は、基本的に附属書Ⅰ掲載種の器官であ

るため、その輸出入には経済産業大臣の承認が必要である。実際に貨物が輸出入される現場における外

為法遵守確保は、「関税法」に定められた手続にしたがって税関が行う 26。

象牙の国内取引管理は、「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」（以下「種の保

存法」という）およびその細則に基づいて行われている 27。その主要な柱となるのが、➀国内取引規制・

登録制度、②象牙の取引を伴う事業の監督制度（「特定国際種事業」制度）、③製品認定制度の 3 つの

仕組みである。

象牙の輸出入規制（関税法関係）の抜け穴

税関検査の現実的な限界

税関検査に限界があるのは、郵便物だ

けではない。アジア圏におけるハブ

港・空港ランキング争奪戦の中、税関

は増加する国際貨物・国際旅客の速や

かな通関に追われている。

しかも、上図に明らかなとおり、税関

の定員配置は、貨物量（申告件数）と

入国者数の増加に全く追いついていな

い。

このような状況では、輸入禁制品（薬

物、爆発物等）に該当しない象牙に注

力して検査を行うゆとりなど、税関に

はない。したがって、税関における取

締りの効果に過度に期待して、国内取

引管理の重要性を軽視することがあっ

てはならない。

税関における主要業務量と定員の推移

出所：財務省 , 2016　 http://www.naccs.jp/archives/unkyou/20150306/kouen.pdf

１の抜け穴（6-7 頁参照）があるため、用途を”PRESENT”
や”SAMPLE”（輸入郵便の受取人にとって価格不明ということ

になる）とした郵便物に象牙を封入する手口で密輸が行われ

る。実際、2014 年 8 月、ナイジェリアから送られてきた郵便

物から、直径 7cm, 長さ 6cm、表面が青く塗装された多数の

分割牙が税関で発見された。

その後の 1 年 4 か月の間、象牙が封入された郵便物が計 8 件、

ナイジェリアとジンバブエから相次いで日本に送られてきた

ことが確認された 28。国際郵便物の量は、2015 年度で 48,857
通 29と膨大である。申告・許可が不要となる可能性が高い郵

便物に、検査の重点が置かれることは、まずない。結局、象

牙入り郵便物の多くはそのまま宛先に届けられてしまうこと

になる。

２は関税法を運用する通達の抜け穴である（6-7 頁参照）。郵

便物がたまたま検査を受け、象牙が発見された場合でも、関

税法基本通達上、「外為法上の輸出入承認が必要」と書かれ

た文書が名宛人／差出人に送られるという、一律の取り扱い

となっている。そのため、文書を見た人物は事の発覚に気づ

き、郵便物を放置する。その結果、輸入郵便物の場合は郵便

物は外国の差出人に返送される（輸出の場合は差出人自身に

差し戻される）。上記ナイジェリアやジンバブエから送られた

象牙もそのように処理されてしまった。通達の抜け穴のため

に、国際郵便は、最悪、発見された場合でも返送（輸出の場

合は差戻し）というリスクしかない、魅力的な密輸手口とな

っている。
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関係法令等

１
関税法第 76 条第 1 項,
関税法施行令第 66 条,
同第 3 条第 3 項 1 号,
同第 2 条第 5 項 1，2 号

２
関税法基本通達 76-4-4（輸入）

76-2-1, 76-2-5（輸出）

３
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

（以下「法」という。）

第 20 条第 1, 2 項

４
法第 12 条第 1 項

５
法第 20 条 1 項,
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（以

下「令」という。）

第 4 条 2 号,
法第 20 条第 2 項,
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

（以下「規則」という）

第 11 条第 1 項 2 号,
同第 11 条第 2 項

６
法第 12 条第 1 項 3 号,法第 17 条,
令第 2 条の 5
７
法第 12 条第 1 項 3 号,法第 17 条,
令第 2 条の 5
８
法第 33 条の 2,
令第 5 条の 2 第 1 号

９
法第 33 条の 2, 令第 5 条の 2
法第 33 条の 4 第 1, 2 項、

法第 33 条の 5 の準用する

法第 33 条第 1 項



象牙の国内取引管理（種の保存法関係）の抜け穴

３の抜け穴（6 頁参照）は、象牙の国内取引規制におけるもっと根本的な問題のひとつである。登録機

関は、申請者提出書類のみにもとづいて象牙登録の是非を判断しなければならず、現物は確認できない。

そのため象牙が本物かどうかも検査できず、個体識別・マーキングもできない。その結果、登録機関は、

登録後、登録記録と実際の登録象牙の照合を行うことができない。つまり、全形牙のトレーサビリティ

は、まったく確保されていないことになる。

このような法律の抜け穴を熟知する業者は、これを利用する。2011 年に無登録全形牙を譲り受けて有

罪判決を受けた日本最大の製造業者は、買い取った無登録象牙に、別の登録牙の登録番号を記載したガ

ムテープを貼って、登録牙を装っていた 30。

４の抜け穴（6 頁参照）は、象牙の製造業者が、出所不明の無登録象牙を自分の在庫に混入するために

利用する。法令上、象牙を占有しているだけであれば登録は不要であるから、象牙を製品材料として自

家消費する製造業者が、「無登録象牙在庫」を占有していても、不審を抱かれるリスクがない。EIA の調

査の対象となった製造業者は、「うちは全部登録してないよ。材料にするから」と述べ 18、さらに「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」と述べていた 17。

５の抜け穴（7 頁参照）を利用して虚偽登

録による無登録全形牙のロンダリングを行

わんとする象牙買取業者は、調査対象の

70%に達した（右上図）17。法令上、条約適

用前に輸入または国内取得された全形牙の

みが登録を許され、譲渡できる。しかし、「条

約適用前に輸入または取得」という要件は、

象牙所有者本人と家族が取得経緯を簡単に

記載した書類だけで確認されている。つま

り、登録申請者とその家族・知人が、象牙

は 1990（平成 2）年 1 月 18 日以前、例え

ば「昭和○○年に取得」と書けば、登録要

件が確認されたことになってしまう。

なお悪いことに、登録機関である自然環境

研究センター自身が、登録申請者に対し、

「昭和の時代ということなら問題ない」と、

条約適用前となるような取得年の記載を勧

めていた 31。これでは、どのような出所の

象牙であっても、登録を受けることは容易

と言わざるを得ない。

登録要件確認手続の抜け穴が、自然環境研

究センターおよび事業者によって悪用され

る結果、世界で違法象牙の押収が多発し始

めた 2011 年以降、登録量が急増し、2015
年には2,100本以上の全形牙が登録された 5

（右下図）。

(i) 19%

(ii)11%

(iii) 30%

(iv) 21%

(v) 19%

出所不明の全形牙を

ロンダリングしようとした

象牙買取業者の割合

（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）。

違法（無登録譲受＋虚偽登録）

（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。

違法（無登録譲受）

（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）

（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。

違法となる可能性高（虚偽登録）

（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。

合法
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７の抜け穴（7 頁参照）は、象牙製品の「野放し」に関するものである。ヤフオク!、楽天市場、Yahoo!
ショッピングで大量の象牙製品が取引され、日本の国内象牙市場全体が活性化・拡大している現状は、

合法取引を隠れ蓑に、製品化された象牙を日本市場へ持ち込もうとする企てを刺激する。

８の抜け穴（6-7 頁参照）は、象牙の取引を伴う事業（「特定国際種事業」）に対する経産省と環境省の

監督権限の弱さに関するものである。

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。そ

のため、免許制・登録制事業と異なって、事業を始めることに対する「拒否」や続けることに対する「取

消」がないなど、監督権限が非常に弱い。そのためもあって、主務官庁（環境省および経済産業省）に

よる事業者に対する監督には十分なリソースが割かれていない。

９の抜け穴（6-7 頁参照）は、特定国際種事業の監督が及ぶ範囲に関するものである。

国内取引規制・登録制度の対象となっている象牙（全形牙）は、特定国際種事業の取扱い象牙から除外

されている。このように、特定国際種事業制度と国内取引規制・登録制度とが、完全に分断されてしま

っている結果、届出事業者がどれほど重大な国内取引規制違反をしたとしても、主務官庁は、行政処分

（「指示」、「業務停止命令」）を発することはできない。

その実例が 2011 年のタカイチ事件である。 届出事業者であるタカイチが 58 本の無登録象牙の譲受け

で有罪判決を受けたが、何ら行政処分を受けることはなかった 30。

６の抜け穴（7 頁参照）は、日本における

象牙の国内取引規制の対象が極端に限定さ

れていることに関するものである。

日本の製造業の業態として一定サイズの分

割牙が頻繁に取引されていること（写真右

上段はヤフオク!出品象牙 8）、違法象牙はし

ばしば分割されて輸入されてくることから

（写真右下段は 2006 年に大阪港に密輸さ

れた象牙 23）、全形牙のみを規制しても日本

市場への違法象牙の混入を防げないことは

明らかである。

日本で大量に販売されている多様な象牙製品
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日本による象牙の国内取引管理は、CITES 決議にも違反している

国内象牙市場の維持と振興をめざす日本の政策
経済産業省は、「自然保護とワシントン条約の誠実な履行を図るとの観点から、政府が同条約上でタイ

マイ及び象牙の国際取引の禁止を行ったが、その一方で、この結果、原材料確保という産業としての存

立基盤に問題を抱え、また、中小零細性が高い、他分野への製造技能の転用が効かない等の問題も抱え

るべっ甲産業及び象牙産業に対して、増養殖技術の確立、ダウンリストの実現を図り、安定的な原材料

確保の道筋をつけていくことが国として必要である」32という政策を掲げ続けている。そこで、政府全

体としても、これをワシントン条約における政策の重点事項と位置づけ、「種の存続を脅かさないレベ

ルでの野生動植物の商業取引は、当該種と生態系の保全及び地域住民の発展に貢献しうる」33という国

際社会向けのロジックで覆い、実質は自国産業の原材料調達のために象牙取引再開を求め続けてきた。

そのため、現在の国内象牙市場閉鎖の世界的な動きに対しては、「日本国内で合法的な象牙・象牙製

品の取引が認められていることが、海外でのゾウの密猟や象牙の密輸を助長しているとの事実はないと

考えます。」「日本政府は、合法な商業取引を含む全ての象牙の国内取引を禁止することがゾウの保全に

役立つとは考えていません。象牙の合法的な取引により得られる経済的な利益は、生息国におけるゾウ

の保全にも役立つものであり、違法取引の防止及び合法的な取引の管理の徹底こそが重要と考えている

からです」と強弁している 34。そして 2016 年 5 月には「適正な象牙取引の推進に関する官民協議会」

を設置し、「象牙・象牙製品の国内取引に関する適切な制度運用の徹底」（法制度そのものは適切という

前提）、「内外への情報発信」（合法市場を維持する日本の立場の PR）を進めていくとして 35、米国やア

フリカ諸国の国内象牙市場閉鎖の提案 3に対する対決姿勢をいっそう強めている。

日本政府が、象牙の国際取引禁止以来 27 年に及ぶ政策を変更するためには、国際社会からのより厳し

く、粘り強い説得が必要である。

日本による、CITES決議10.10（CoP16改正）「ゾウの個体等の取引」遵守上の問題点

決議10.10遵守上の日本の問題点

・分割牙は規制していない。

・象牙製品は規制していない。
　（ただし、決議10.10では象牙製品として扱われる

　　全表面が彫刻された全形牙は、種の保存法では

　　一般の全形牙と同様に扱われる（規制対象））。

・登録制度に様々な法の抜け穴あり。

・象牙取引を行う業者を登録・免許して

  いない。届出制の下では、登録・免許制

　の場合と異なり、一方的に届出さえすれ

　ば、何の公的審査を受けることもなく

　事業を始められ（「拒否」は想定

　されず）、廃業させられることもない
　（「取消」は想定されず）。

i) 材料象牙に対する
  強制的な取引規制

・牙の個体識別・マーキングが行われない

　ため、主務官庁の側から牙の移動を監視

　できない。
・分割牙については、象牙製品同様の

　仕組みが適用されるにとどまる。

ii) 象牙製品に対する
  包括的かつ明らか
  に実効性のある、
  在庫の棚卸、報告
  および法執行の
  仕組み

・台帳の写しは、1年または2年に1度しか

　提出が求められない。

・個々の取引に関するトレーサビリティ
　関連情報は、データベース化されない。

　そのため、象牙製品の移動の監視は

　事実上不可能となっている。

　このように情報収集・分析を欠く状況で

　立入検査を繰り返しても、実のある成果

　は期待できない。

その他、決議10.10は「マーキングに関して」の箇所で、「あらゆる寸法の全形牙 (whole tusks)および長さ20cm以上かつ重さ1kg以上の

分割牙 (cut pieces)は、定型にしたがい、打ち抜き型、消えないインク、その他の恒久的な方式によるマーキングを行うこと」と定める

が、種の保存法上、登録に当たってマーキングは一切義務付けられていない。

CITES決議10.10（CoP16改正）

「ゾウの個体等の取引に関して」

日本政府の対応

（種の保存法の規定と運用）

c）管理当局
  および他の
  適切な政府
  機関が特に
  以下の方法
  によって、
  象牙の国内
  移動を監視
  できるように
  するための
  記録および
  検査手続を
  導入すること

b）材料象牙(raw ivory)および象牙
  製品(worked ivory)を取り扱うすべて
  の輸入業者、製造業者、卸売業者
  および小売業者を登録または免許
  すること

・材料象牙のうち全形牙について、

  登録をしないで取引すること、販売
  または頒布目的で陳列・広告する

  ことを禁じている。

a）材料象牙(raw ivory)および
  象牙製品(worked ivory)の国内取引を
  規制すること

・象牙取引を伴う事業を行おうとする

　者は、氏名・住所、在庫量等を

　主務官庁に届出ることを義務づけ
　られている。

・全形牙については、譲受人にその旨

  の届出をするよう義務づけて

　いる。

・象牙製品の取引を行う届出業者に
  対し、譲渡人の情報および象牙の

  入手源を聴取し、その点を含む

  取引内容を台帳に記載・保存する

  よう義務づけている。

・主務官庁は、届出業者に対し、台帳

　の写しの提出を求め、立入検査を

　行うことができる。また、上記義務
　遵守のための指示を与え、違反者に

　業務停止を命じることができる。
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結 論

今後、中国・香港の国内象牙市場の閉鎖が具体的に進む段階になれば、象牙の流れは再び「日本へ」と

変化するおそれが強い。「日中象牙市場」は、いわば「一体」である。中国からだけではない。中国が

駄目なら日本へ、とアフリカから多様なルートを通じ、密猟象牙が日本に集中するようになるであろう。

ところが、「9 つの法の抜け穴」、その結果としての CITES の決議への違反に見られるとおり、日本の法

制度とその執行は、上記のハイリスクを抑止できる状況からはほど遠い。象牙産業の原材料確保を図る

という政策のために合法市場を維持するとすれば、これらの抜け穴を完璧にふさぐ必要があるが、その

ためには抜本的な法改正と、その執行のための人的体制、予算両面の相当規模の充実が必要となる。

それにもかかわらず、日本政府は、そのような対応を掲げるどころか、日本の法制度は適切であり、日

本市場がゾウの密猟や象牙の違法取引を助長していることはないと断言している。そこには、「抜け穴」

をふさぐための抜本的対策に向けた政治的意思はまったくみられない。

日本の国内合法市場は、まさに象牙取引禁止の最後の「回避地」に堕する危機にさらされている。

提 言：日本政府の選ぶべき道

日本政府は、自らの国内象牙市場が違法取引の隠れ蓑になるリスクを強く認識し、また、日本市場と密

接に結合している中国市場および香港市場の効果的な閉鎖を妨げないためにも、世界的な象牙国内市場

閉鎖の動きに当事国として参加し、すべての象牙の国内取引をほぼ完全に禁止すること。その際、以下

の 5 項目に重点を置くこと。

1）種の保存法に基づく全形牙の登録を早急に一時停止すること

2）原則的に、すべての象牙に対して、種の保存法上の譲渡し等および販売目的による陳列・広告禁止

の規定を適用すること

3）2）の措置をとると同時に、以降の全形牙の登録は一切行わないものとすること

4）既に登録を受けている全形牙についても、2）の措置の適用を除外しないこと

5） CITES 規制対象種を含む国際郵便物については関税法上の特例の適用を除外すること、あわせて象

牙の輸出入防止のために国際郵便物に対する犯則調査を効果的に実施すべく、関税基本通達の関係規

定およびそれに基づく運用を見直すこと

日本の国内象牙市場における象牙の合法取引が、違法象牙の隠れ蓑になる

リスクは高い。

その内的原動力を生み出すのが、1970-1980 年代にアフリカゾウに壊滅的

な打撃を与えた、日本の国内象牙市場の潜在的需要である。国際取引禁止

後数年間の混乱期以降は、消費者の「象牙離れ」もなく相当規模の潜在的

需要が温存されてきたが、近年はインターネットという新たな取引プラッ

トフォームを得、活性化・拡大を続け、相当の規模となっている。

そして、今後いっそう影響力を増すと考えられるのが、外的原動力である。

歴史的に有機的な結びつきを持つ「日中象牙市場」における顕著な現象は、

現時点では、日本から中国への違法な象牙の流出である。

一方、ごく最近では、中国における古美術品市場の低迷や、日本における

インターネット上での代行購入商品、さらには個人輸入品への規制強化な

ど、象牙の移動に変化が起きる可能性も見て取れる。 印章店前の「本象牙」のぼり

象牙は、今も印材の

「フラッグシップ」
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