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日本が採用している象牙の国内取引に対す
る規制は、しばしば模範的な制度として注目
を浴びてきた。しかし実際には、日本の制度
は抜け穴によって病んでおり、また規制力の
弱い法律によって効果をそがれてしまってい
る。その結果、最も基本的なレベルにおいて
さえ、意味のある規制は存在しないに等しい。
取引される象牙が増加するとともに違法な活

動がはびこり、制度の濫用が蔓延している。

象牙の国際取引は、国連の「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関する条約」（ワ
シントン条約またはCITES）によって規律されて
いる。1970年および1980年代に生じた1度目の、
国境を越えたゾウの破局的な密猟に対処すべ
く、1989年に象牙の国際取引が禁止された。

1997年、CITESの締約国は、国際取引禁止を解除
して、ボツワナ、ナミビアおよびジンバブエが「試
験的に」ほぼ50トンの未加工の在庫象牙を日本
に販売することを許可した。2007年、CITESの締
約国は、さらに国際取引禁止を解除し、日本およ
び中国が、南部アフリカ諸国による一連のオーク
ションで入札されたおよそ110トンの象牙を合法
的に輸入することを許した。　この2度目の象牙
販売に続くように、ゾウの密猟はアフリカ全土で
急速に増加し始めた。

CITESで公式に許可された2度の象牙販売は、そ
のいずれもが、密猟の急増を防止すべく、日本に
おいて、違法象牙が国内象牙市場に入り込むこ
とを防止するための厳格な象牙の国内取引規制
が採用され、かつ実施されることを条件としてい
た。それぞれの象牙販売を許可する前に、CITES
事務局の検証ミッションが日本の象牙規制を

制 度 化 する法 律を検 証 するた め 、来日してい
る。2006年、CITES事務局はCITES常設委員会に
対して、日本では「象牙が登録される際、合法的な
出所および取得の証拠が提出されなければなら
ないことになっている」と報告した。

しかし、実際のところ、日本のホール・タスク登録
制度においては意味のある合法性証明が求めら
れていない。この報告書で説明されるとおり、日
本の象牙取引規制は、「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」（種の保存法）
で規制されているが、多数の抜け穴および規制
の例外が設けられており、とりわけホール・タス
クの登録制度はほとんど役に立たない代物であ
る。隣近所や親せきとの口裏合わせで作成され
た、象牙の入手経緯や出所に関するまったく根拠
薄弱な一筆を差し入れさえすれば、それ以外に
何の実質的な裏付けがなくても、いともたやすく
登録を受けられる。つまり、違法象牙が合法化さ
れてしまうのである。

2015年夏、日本政府によるホール・タスク登録制
度の抜け穴がどのように濫用されているかを理
解すべく、日本の象牙取引業者に対する秘密調
査を実施した。調査員は、おそらく悪質な行為を
働く2，3の者が発見されるだろうと期待していた
が、実際には多数（80%）の象牙取引業者が、違
法な登録に関与する意図を口にした。違法行為
のタイプは、由来が不明な象牙を無登録のまま
買取ることから、虚偽の情報を使って登録をする
ことにまで渡る。取引業者は、登録の仕組みをい
かに欺くかについて遠慮なしに語っている。日本
政府が注意深く彼らの行動を監視していると信
ずる理由はどこにもない。何人かの業者は中国
へ象牙を売っていることを鼻にかけてさえいた。

日本における象牙のインターネット取引は、大量
の象牙がショッピングサイトやオークションサイ
トを通じてエンドユーザーに販売されているに
もかかわらず、政府による現実的監視なしに実行
されている。EIAは、2010年の調査で、66業者が
Yahoo!ショッピングで象牙を広告していたことを
発見し、日本における象牙のインターネット取引
に対して懸念を抱いた。そして、2014年の調査で
は、「楽天市場」の推定28,000の広告で象牙製品
の購入が持ち掛けられていたことを確認した。

調査員は、Yahoo!オークションにおける10年間
の落札データの詳細を含め、日本における象牙
のインターネット取引をより詳細に検証した。そ
の結果、象牙製品の広告と落札が衝撃的なほど
増加していることが判明した。2012年から2014
年の間だけで12トンを超えるホール・タスクとカ
ット・ピースがYahoo!オークションで落札されて
いた。そこには800本のホール・タスクが含まれ
る。2005年から2014年の間には、Yahoo!オーク
ションで2700万ドル（26億円）もの象牙製品が落
札されていた。しかし、象牙のインターネット取引
業者は、最も基本的なレベルにおいてさえ法律
上の遵守事項に違反している。しかも、新たに得
られた証拠は、インターネット取引により得られ
た象牙が中国に送られてきたという事実を示唆
している。

CITESでは1回限定の象牙取引が過去2度認めら
れたが、その1度目の輸入から16年を経た今で
も、日本が国内象牙取引を規制し切れていないこ
とは明白である。アメリカ合衆国および中華人民
共和国は、象牙の国内取引を禁止する考えを公
表した。EIAは、日本政府に対し、両国同様、自らの
役割を果たすべく、象牙の国内取引を禁止するよ
う求める。
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日本で展開される象牙の違法取引と不正な登録

ホール・タスク（全形を保持した象牙）の「登録制
度は、日本における象牙の国内取引規制の屋台
骨と考えられている。違法な象牙がロンダリング
され、日本市場に流入させないための重要な防
火壁とすることが意図されているのである。2005
年、日本政府はワシントン条約（CITES）事務局に
対し、「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」（種の保存法）は、未加工象牙が
登録を受けるにあたり、合法性の証明が要求され
ている、と報告した。そして2006年、CITES事務局
はCITES常設委員会に対し、日本では、「象牙が登
録される際、合法的な出所および取得に関する
証明がなされなければならないことになってい
る」と報告している。11

しかし、ホール・タスク登録制度が、CITESが求め
る法的要件を満たすものではなく、違法象牙が日
本の国内市場に流入することを防ぎえないもの
であることは、遅くとも2001年以来日本政府に認
識されていた。

日本政府による慎重さに欠けた種の保存法の運
用は、内容虚偽の書類と供述が広く利用される事
態を生み、それが違法、つまり密輸された象牙が
登録を受けることを可能にしてしまっている。深
刻な欠陥が今日まで続いているのは、日本の法
律そのものに見られる不備と、その弱体な運用の
両方による。その結果、合法的に入手されたこと
を証明できる実在の証拠の一片すらなしに、由来
の怪しい象牙が毎年1千本以上、合法化されてい
るのである

背景
象牙の国際取引は、国連の「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の国際取引に関する条約」（
ワシントン条約またはCITES）によって規律され
ている。1970年および1980年代に生じた1度目
の、国境を越えたゾウの破局的な密猟に対処す
べく、1989年にアフリカゾウの全個体群がCITES
附属書Iに掲載され象牙の国際取引は禁止され
た。このとき日本は世界最大の象牙の輸入国であ
り、1970年から1989年の禁止までの間に5,000ト
ンもの象牙を輸入していた。これは、およそ25万
頭のゾウの屍に備わっていたはずの牙の量に相
当する。2

1997年、CITESの締約国は、国際取引禁止の例外
として、ボツワナ、ナミビアおよびジンバブエが「
試験的に」ほぼ50トンの未加工の在庫象牙を日
本に販売することを許可し、1999年に輸出が行
われた。3　2007年、CITESの締約国は、さらに日
本および中国が南部アフリカ諸国から一連のオ
ークションを経て合法的に象牙を輸入することを
許し、例外とはいえ、象牙の国際取引禁止を2度
にわたって解除した。20以上のアフリカゾウ生息
国とほとんどの環境主義者はこのオークションに
反対した。なぜなら、象牙需要の復活は広範なゾ
ウの密猟を促進するからである。2008年、合計お
よそ110トンの象牙がジンバブエ、南アフリカ共
和国、ナミビアおよびボツワナで、日本と中国の
業者によって落札された。4　果たして、この2度
目の象牙販売に続くように、ゾウの密猟はアフリ
カ全土で急速に増加し始めた。

CITESで公式に許可された2度の象牙販売は、そ
のいずれもが、日本においても（2度目の販売に
際しては）中国においても、密猟の急増を防止す
べく、違法象牙が国内象牙市場に入り込むことを
防止するための厳格な象牙の国内取引規制が採
用され、かつ実施されることを条件としていた。
象牙の規制については、CITES決議Conference 
10.10 (Rev. CoP16)「ゾウの標本（訳注：標本
specimensは、種の個体、身体の部分、派生物を
包含する）」（以下「決議10.10」という）に定められ
ている。そこでは、未加工象牙に対する実効性の
ある取引規制および加工象牙に対する確実に実
効性のある強制的措置および監視が、その他の
安全策とともに要求されている。

2度の象牙販売はまた、CITESが公認した象牙オ
ークションで合法的に象牙を買える「CITESにお
ける取引相手国」としての資格を認められること
を条件としていた。オークションに先立ってCITES
事務局のミッションが来日し、国内法と運用上の
仕組みが違法な象牙取引を防止するのに十分で
あるかどうかを検証するため、象牙を規制する法
制度を検討し、政府関係者からヒアリングを行っ
た。これらの検証ミッションは、それぞれ象牙販
売に先立つ、1998年、2005年および2006年に実
施された。

各検証ミッションの間に派手な欠陥は暴露され
たものの、CITES事務局は日本による象牙規制の
仕組みを認可した。重要なことは、2006年の検証

ミッション報告書において、CITES事務局が日本
の法律は「象牙が登録される際、合法的な出所お
よび取得の証拠が提出されなければならないこ
とになっている」5と確認していたことである。し
かし、実際のところ、日本のホール・タスク登録制
度においては意味のある合法性証明が求められ
ていない。そして、違法象牙が容易に日本の国内
市場でロンダリングされてしまうという巨大な抜
け穴が今日まで残っている。

未加工象牙規制のための
日本の制度
日本の象牙取引規制は、「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」（種の保存
法）に示されている。6　登録手続は、環境省によ
って監督されているが、登録事務の実施は、非政
府組織である「一般財団法人自然環境研究セン
ター」（JWRC）（以下「自然環境研究センター」とい
う）7に行わせるものとされている。登録制度の核

欠陥のある日本のホール・タスク登録制度

自然環境研究センターは、象牙の譲渡しのために
必要となる登録事務を行う。 /  自然環境研究セン
ターが交付した象牙の登録票 
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心は、未加工象牙の合法化（「登録」）を許す要件
のあり方にある。

国内でホール・タスクを所有し取引しようとする
者は、取引に先立ってその登録を受けることが法
律で求められている。8登録がされると、自然環境
研究センターは申請者に登録票を交付する。登録
後は、象牙所有者が牙を切断するなど、もはや全
形を保持した象牙でなくなった場合は、登録票を
30日以内に返納しなければならない。9合法的な
出所をもち、合法的に取得されたホール・タスク
のみが種の保存法にもとづいて登録できる。合法
的に登録できる象牙は、基本的に以下の場合に
限られる。10

•	 CITESによる象牙取引禁止が発効した時点より
も前に、日本に輸入され、または日本国内で取
得された象牙（以下「条約適用前取得の象牙」
という）

•	 CITESで認められた2回のオークションを経て日
本に輸入された象牙

CITESが認めたオークションで入手された象牙
は、日本に到着してただちに登録されているの
で、その後現在に至るまでに合法的に登録されて
いる象牙は、唯一、条約適用前取得によるものだ
けである。しかし、種の保存法は、いくつもの抜け
穴によって病んでいるため、いかなる年代の象牙
であろうと非常に容易に登録を受けられ、それら
が国内合法市場に流入することになる。

見せかけだけの 
日本の象牙登録制度
2006年に実施されたCITES事務局の検証報告に
反し、種の保存法は、登録申請される未加工象牙
の出所と取得に関し、意味のある合法性証明を要
求していない。つまり、現行の登録手続の下では、
政府機関による公的な合法性証明書類は求め
られていない。自然環境研究センターは、一般的
に、(1)象牙を日本国内で取得し、または日本に輸
入した者によって記載された書類11,12、および(2)
第三者の陳述内容を記載した書類を含む、合法
的取得を裏付けるその他の書類の提出をもって、
登録申請を受理している。この事実は、合法性証
明の基本的な根拠が当該象牙の登録がなされる
ことで利益を受ける者の述べることに依存してい
ることを意味している。自然環境研究センターは、
登録要件への該当性を確認するため、追加書類
を要求することもできる。しかし、そのような対応
がとられることはほとんどなく、そうされる場合で
あっても、象牙の輸入に関して税関が作成した書
類、象牙の取得に関する納品書、政府機関指定の

様式による譲渡しに関する書類等が求められるこ
とはない。ほとんどの場合、親族や知り合いの作
成した書類があれば登録申請書類としては十分
とされる。

このような仕組みは、濫用されやすく、また詳細
に分析されるとおり、象牙業者による偽証その他
の違法な行為が、至るところで当たり前のように
蔓延している。日本政府は、このような法律の弱
点を2001年以来認識していた。この年、自然環境
研究センターは、環境省に対して、虚偽の内容の
譲渡しに関する譲渡人作成書類や所有権に関す
る所有者作成書類が作成され、登録のための証
拠書類として提出されていることを報告した。さ
らに自然環境研究センターは、環境省に対して、
公的機関の発行した書類が申請書に含まれてい
ない場合は登録申請を受理しないこととしてよい
か否か、また、そのような場合（公的機関の発行し
た書類がない場合）、さらに申請者に対して取得
経緯に関する説明を求め、特段の疑問がない場
合、「必要な書類の作成」を求めることとしてよい
か否かを照会した。13環境省は、自然環境研究セ
ンターの提案を承認し、公的機関が発効した書類
は必ずしも必要ではないことを認めた。14このよ
うにして、重大な濫用行為に対する初期の警告が
あったにもかかわらず、環境省は、象牙登録にお
ける証拠要求の厳格化を見送った。

違法象牙が国内市場でロンダリングされるため
の道が整えられていることに加え、種の保存法に
よる登録要件証明に関する要求は合法性を証明
するには不十分である。自然環境研究センターに
よって受理されている象牙所有者や親族を含む
第三者の作成書類は、信ぴょう性のある証拠とは
評価できない。信憑性のある証拠というには、信
用性があり、かつ裏付けがとれるものでなければ

ならない。自分自身のための物質的恩恵を受け
るために作成された証拠は、その性質上信用す
るに足りない。偽証である場合には処罰されると
いう前提を伴わない場合はなおさらである。さら
に、自然環境研究センターが受理している書類に
おいては偏向がない者によって証明されるべきこ
とも、利害関係を持たない者によって証明される
べきことも求められていない。事実を裏付けるた
めの追加的な書類を求めるかどうかは、完全に自
然環境研究センターの裁量にまかされており、親
族や友人による作成書類がいともたやすく受理
されている。

興味深いことに、1997年のCITESアフリカゾウ専
門家パネルによる検証報告書は、種の保存法が
施行され、既存在庫が一時にまとめて登録された
1995～1996年、公的書類または誓約書が要求さ
れたことを確認している。15その時点では、おそら
くほとんどの既存在庫がマーキングされていなか
ったため、象牙所有者による誓約書が大多数の
象牙（およそ75％）の登録のために用いられたよ
うである。このように、日本政府による象牙の合法
性を証明するための証拠の最低限は、当初から
衝撃的なほど低いレベルにあった。

種の保存法上、ホール・タスクの登録を得るため
の合法的取得の証拠として受理できる、と環境省
が解釈する書類は、到底、合法性証明と呼ぶに値
しないものであり続けている。CITES事務局の検
証ミッションが1998年、2005年および2006年に日
本の象牙国内取引に対する規制について検証し
た際、この証拠要求の緩やかさを理解していたか
どうかは明らかでない。しかし、法律を運用する自
然環境研究センターと環境省自身についてはもち
ろん、日本に巣くう多数の悪徳象牙業者もまた、法
律の欠点をよく承知しているのである。

5

象牙の三味線用撥（バチ）。演奏家は、中央アフリカに生
息し、特に絶滅のおそれの高いマルミミゾウの「ハード・
アイボリー」からつくられたものを好む。

ある小売店は、高級な象牙印章の購入をすすめた。

EI
A
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日本で展開される象牙の違法取引と不正な登録

2015年夏、日本政府によるホール・タスク登録
制度の実効性を理解すべく、日本の象牙取引業
者に対する秘密調査を実施した。登録制度は、
象牙の国内取引規制の屋台骨だからである。日
本人調査員は、象牙取引業者たちが由来が不明
な象牙を無登録のまま買取ることを申し出、虚
偽の内容の書類を作成して登録を確保している
実態について、決定的な証拠を暴き出した。

調査員によって37の象牙業者が選定され、それ
らが無登録のホール・タスクを買い取る意思が
あるかどうかを確認すべく、調査は開始された。
これらの業者は、自身のウェブサイトでホール・
タスクの買取りを広告し、または「Yahoo!ショッ
ピング」、「Yahoo!オークション」、「楽天市場」、「
楽天オークション」でホール・タスクの広告・出品
を行っている者の中から選定されている。

調査員は、15年前すなわち2000（平成12）年頃
に没した亡父が入手した象牙の売り先を探して
いる一般市民として、象牙業者に接触した。な
お、日本では、1989年にCITESで採択され、1990

（平成2）年に発効した取引禁止以前に輸入さ
れた象牙のみが合法的に登録できる。

調査された37業者のうち、11業者は露骨な違法
行為に出るよう持ち掛けた。11中4業者は、原材

調査：ホール・タスクの登録手続

表1: 無登録象牙の買取り要請があった場合の、象牙業者の対応の合法性
無登録象牙買取り
要請があった場合
の象牙業者の反応

無登録のまま買い取る 象牙を買い取る 買取り前の登録を求める

（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。

（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。

合法性の評価 違法（無登録譲受＋虚偽
登録）

違法（無登録譲受） 違法となる可能性が高い（虚偽登録）。 合法

業者数 7 4 11 8 7

証拠の要求度が低次元であることは別として、ホール・タスクの登録の仕組みは、他にも深刻な抜け穴を抱え込んでおり、規制の実効性を損なっている。

•	  （譲渡されることなく）自己使用のために象牙が所有されている限りでは、登録を求められない。このことは、日本国内の象牙のすべてが政府の規制や監視
下にあるわけではなく、新たな違法象牙が既存在庫に紛れ込み、その後登録され得ることを意味している。

•	 決議10.10が求めているホール・タスクのマーキング手続は、種の保存法上求められていない。この抜け穴は、登録を受けた牙が加工されたり、売却された
後、その登録票を、近いサイズの違法象牙のために流用することを可能とする。

•	 登録を受けようとする象牙の現物の確認は、種の保存法上許されておらず、そのことは最低限行うべき監視のレベルをさらに押し下げ、違法象牙の追跡をよ
り難しくしている。自然環境研究センターができることは登録申請書に添付された書類を検討するだけである。

•	 CITESの決議10.10は、重量が1㎏以上かつ長さが20㎝以上の象牙カット・ピースについてはマーキング（印付け）することを求めている。しかし、種の保存法
はあらゆるカット・ピースについて、登録はおろか、マーキングすることすら求めていない。決議10.10は「未加工象牙」とは「磨かれているかそうでないか、ど
のような形状であるかを問わず、すべてのホール・タスクおよびすべてのカット・ピース」と定義している。日本では、カット・ピースについて登録もマーキング
も求めていないこともあってか、違法なホール・タスクは、追跡を逃れるべく、しばしばいくつかの部分に分割される。

ボックス:二重三重の抜け穴
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料としてそのまま切断ないし転売する目的で、無
登録のまま象牙を買い取ろうとした。11中7業者
は、事後に自ら虚偽登録する前提で、無登録のま
ま象牙を買い取ろうとした。19の業者は、違法と
なる可能性が高い行為を勧めた。つまり、19中
11業者は、調査員が虚偽の事実を述べて登録を
受けられるよう登録手続を代行しようとした。19
中8業者は、明示的または黙示的に、調査員が虚
偽の事実を述べて登録を受けるよう勧めた。数
業者は、象牙は中国へ輸出されること、日本国内
で活動する中国人バイヤーにその象牙を買い取
らせることが可能であることを示唆した。

この調査結果にもとづき、象牙の買取りを希望
する調査員のとるべき行為として業者が示唆し
または持ち掛けたことをタイプ分けし、表1に示
した。全体の約30％に当たる業者は、調査員に
明確に違法な行為を行うよう持ちかけている。
全体の50％に当たる業者は、違法となる可能性
が高い行為を持ちかけた。このように、全体の80
％に当たる業者が、無登録象牙を国内市場に流
入させるため、違法または違法となる可能性の
高い助言やサービスをもちかけたことになる。
法律を遵守した対応を示した業者は全体の20
％にも満たなかった。

聴取結果抄録：業者の語る
違法行為
•	 「適当に書けばいいんですよ。平成2年以降

は出ませんから、昭和のときに買ったってこ
とにしたらいいんじゃないですかね。」

•	 「平成2年以降はでませんから、一番安心な
のは昭和の時に買ったといってもらえばいい
んじゃないでしょうか。・・・何年に買ったと書
類にそって書けば。どこの業者も買ってくれ
ますから。」

•	 「取ることはできますけど。第三者がどうの
こうのと色々書くところはありますけれど。う
ちも、しょっちゅうそういうことはやってますか
ら。」

•	 「うちは、来たらすぐにつぶしちゃいますから。
・・・ハンコとかいろんなものに。・・・骨董屋さ
んが買ってきてくれる。・・・骨董屋さんがとり
方を教えて登録票つけて家に持ってくる。」

•	 「あー、どなたから頂いたというよりも、15年
前にいただいたというのが登録票を取ると
きに問題なんです。これ昭和じゃないですよ
ね。(これ以降は)譲り渡す時は登録票をつけ
なければならないと決められている（時期よ

り）後なんです。それを正直に言ってしまいま
すと登録は取りづらいです。・・・『昭和』という
年代を入れておかないと登録を取るのが難
しくなる。」

•	 「登録をするなら、本当のことは書くことはで
きないですが、できないことはない。」

•	 「それは　昭和のころ見たという文言が必
要なんですが、年齢的におかしくないご友人
の方に書いてもらうなり、あとはパソコンで
打ち込むなりして名前のところだけ署名して
もらえば。」

•	 「私も今まで500件、600件とお付き合いして
いますが、後から調べに来たとか第三者の方
に問い合わせがきたという話は1件も聞いて
いませんから。」

•	 「（登録を）取れない場合は返却。取れない
場合は、処分します、ということで、ヤミじゃな
いと売れないことになります。」

•	 「要するに、日本の印材屋さんみたいに登録
があればということで、うちも取引させてもら
っているんですが、登録が無い場合はヤミに
なってしまうので、馬鹿みたいな金額になっ
てしまう。」

•	 「闇だから伝票が切れないので。財産的な
要素が強い。金やプラチナのように。」

•	 「伝票を書かないので。どこで入手したかわ
からないんですね。追及できない。（買主が）
誰かから買った、登録がいるとは知らなかっ
た、と言えば、通らない話ではないので。うち
で動いてみて、今、登録かけるのは3本位ある
ので、ついでに出せるので」

•	 「私のお店は象牙に関するものも持っては
いるんですが、本当はいけないことなんです
よ、取引に関しては。買わないことは無いん
ですが、あくまでもお客さまと私が外部に一
切漏らさないといいうことをお約束してくださ
れば。例えば現金書留でやるとか、水面下で
やらないと万一漏れてしまった場合は、お客
様の方も追いかけられてしまうので。」

•	 「文章は嘘、書くんですけどね。」

•	 「私どもはお客様から、登録票が付いていて
も、いなくても、同じような評価で買い取らせ
ていただき、それを法にのっとって私どもの
名義で登録票を取らせていただきます。お客
様は全く関係ない状態。書類は私どもになっ
てから、責任を持って登録し、別のところに、
象牙専門のところに買い取っていただくとい
う経緯になるので。・・・個人の方がやると面
倒くさい。それをやらせるというのは負担が

あるので、それをお客様にやっていただくこ
とはできないので、私どもがやりますので」

•	 「（取得経緯のストーリーを）創らなければな
らないので。大体ありきたりな。それをお客
様にやっていただくことはできないので、私
どもがやりますので、それ以降のことは心配
ないです。」

•	 「その方も言っていたかしりませんが、象牙
というのは今中国に流れるんです。・・・完全に
需要先は中国｡・・・中国人がいなくなったら
もうない。」

•	 「日本語ができる中国人を介して、仕入れ
るところまでは良い。中国の国内に入れるま
ではなんとか頑張ると思いますけど。その
先ですね。お金に変えるのが・・・堂々と売れ
ない。」

•	 「僕も直、中国人が相手なので、リアリティの
ある話です。ギリギリまでは値段付けさせて
もらえるんで、古美術さんよりは良いと思う。
日本人から日本人に売る場合は登録票が必
要だし、ないと売買しない。安全パイ（リスク
のない）商売です。もし私どもにお売りいた
だける場合は、静かに、登録票ついてないの
に、買ってもらったと言わないで頂きたい。注
意して頂けば。」

•	 「登録票が無いのをふつうは買わないの
で、本当は登録票が無いと売り買いできな
いんですよ。・・・そうなんです、あればワシン
トン条約に引っかかるということで、登録票
が必要なんですよ。・・・そっから先が売れな
いんですよ。ワシントン条約に引っかかって、
中国に行くんですよ、最後。ああいうのは、た
いてい。」
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日本で展開される象牙の違法取引と不正な登録

現在、日本においてインターネットで販売されて
いる象牙製品の量と種類を把握するためのサン
プルを得るべく、日本人調査員が日本で指折りの
eコマースの広告を調査した。対象は、米国を拠
点とする”Yahoo! Inc.”の関連会社である ヤフー
の「Yahoo!ショッピング」と、日本でトップのシェア
を誇るとともに国際的な成長も著しく米、英、独、
加その他の国々に支店ないし関連会社を展開す
る楽天の「楽天市場」である。

調査員はまた、象牙販売の金額、象牙製品の種
類、一定年数の間の傾向、その他象牙のインター
ネット取引について理解すべく、「Yahoo! オークシ
ョン」の商品広告と過去の売上実績を調査した。

日本における象牙の違法
取引の中心とインターネッ
ト・オークション・サイト
「Yahoo!オークション」において2005年から2014

年までの過去10年間に落札された象牙に関する
データを購入し、解析した。16その結果、象牙製品
の落札件数の驚くべき増加が確認された。落札件

数は2005年以降徐々に増加し、2010年以降急激
に増加する。

2012年から2014年の間だけでも、12トン17のホー
ル・タスクおよびカット・ピースが落札されている。
そこには800本以上のホール・タスクが含まれて
いる（表3,4）。

表3: 「yAhOO! オークション」で落札
されたホール・タスクの本数および重
量 (2012 ～ 2014年)

年 本数 重量(kg)

2012 200 921

2013 239 1,043

2014 364 2,014

合計 803 3,978*

*落札データの中には（本数のみが示され）重量が示さ
れていないものもあるため、合計重量は、重量が特定さ
れていたもののみの合計である(769/803)。これらの本
数当たりの平均重量は、4.154㎏である。

盛況な 
日本の象牙インターネット取引
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図A: 日本における象牙（ホール・タスク）の登録　2000～2014年  
(CITESの認めたオークションで落札された象牙の輸入があった2009年を除く）

日本では、合法的な条約適用前在庫といわれ
ているホール・タスクが、2000年以来、疑惑を
呼ぶほど大量に登録されてきた。また、1999年
および2009年にCITESで認可、輸入された象牙
を除いてなお、14,400本もの牙が1995年から
2014年の間に登録された。

表2： 日本におけるホール・タスクの年
間登録量

年 登録本数 登録重量 (kg)

1995 2,252 40,354

1996 3,749 51,569

1997 347 5,952

1998 63 1,012

1999 5,501 50,347

2000 75 1,377

2001 119 2,070

2002 63 1,094

2003 75 1,529

2004 107 1,639

2005 252 3,877

2006 408 6,607

2007 358 5,558

2008 431 7,045

2009 3,664 43,461

2010 499 5,672

2011 1,137 11,566

2012 1,247 12,727

2013 1,342 12,490

2014 1,886 17,957

合計 23,575 283,902

疑惑を呼ぶほどに大量な
日本における象牙登録
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表4：「：「yAhOO! オークション」 
で 落 札 さ れ た カット・ピ ー ス の 
重量(2012 ～ 2014年)

年 落札件数 落札重量(kg)

2012 4,071 2,819

2013 5,983 2,312

2014 5,733 2,384

合計 15,787 7,515**

**落札データの中には重量が示されていないものもあ
るため、合計重量は、重量が特定されていたもののみの
合計である(13,749/15,787)。

2 0 0 5 ～ 2 0 1 4 年 の 間、「Ya h o o !オークション」
は、2 7 0 0 万ドル（2 6 億 円）の 象 牙 製 品 の 落 札
があった。そのうち、2 5 0 0 万ドル（2 3 億円）は
2008～2014年の7年間に達成されたものであ
る。2014年は1年間だけの落札額で680万ドル（6
億9100万円）にものぼる。

落札件数でみると、2005年の「Yahoo! オークショ
ン」における象牙製品の件数はおよそ3,800件で
あり、2014年にはそれが27,000件にものぼって
いることになる。 2012～2014年の間の詳細なデ
ータを見ると、カット・ピースは毎年2トン以上が
落札されている。

加えて象牙印章をみれば、このオークションサイ
トだけでも2012～2014年の合計で55,000もの
本数が落札されている。これらはしばしばまとま
った本数の印材セットとして出品されるが、落札
後、1本1本について末端の顧客のために印影が
彫刻されることになる（表5参照）。2005～2014
年の間、「Yahoo! オークション」における象牙製
品の落札は急上昇し、2005年の3,846件で6780
万円の落札から2014年には2万7000件で6億
9100万円の落札へと伸びているのである（図B参
照）。

インターネット取引プラットフォームの濫用こそ
が、今日の日本における象牙の違法取引の焦点
である。 そしてこの現状こそが、政府による監視
の実効性の乏しさ、そして、象牙の違法取引に対
抗して意味のある強制的措置をとる能力の不足
またはそのような意思の欠如を雄弁に物語って
いる。

表 5 :「 y A h O O ! オ ークション 」で 
落札された象牙印章の本数および 
落札価格(2012 ～ 2014年)

  落札価格   
年 落札件数 （米ドル） 本数

2012 1,175 142,592（11,385,008円） 5,459

2013 2,682 387,235(37,790,287円) 23,267

2014 2,771 545,737(57,771,760円) 26,730

合計 6,628 1,075,565 (106,947,055円) 55,456***

***合計本数は、落札データにおいて本数が記載され、
しかも付属品が付いていないない落札についてのみの
合計

Eコマースにおける 
象牙販売調査
オークションサイトに加え、日本のオンラインショ
ッピング・サイトでも象牙の販売は増加しており、
その動向を主導する「Yahoo!ショッピング」と「楽
天市場」がサイト上の広告を増やしている。しか
し、参加している業者たちの間には、インターネ
ット取引を行う象牙業者に対するもっとも基本的
な法律上の遵守事項すら守られていない実態が
広くみられる。

2015年8月のある1日における「Yahoo!ショッピン
グ」と「楽天市場」における象牙製品の広告数を
確認した。その結果、ともにおよそ6,000件を数え
た。これら両サイトの広告商品の価格を合計する
と510万ドル（6億3700万円）に達する。全体の広
告の93％は、象牙印章に関するものであるが、印

章といえば、違法に取引された象牙から大量に
生産されてきたことが知られている。すなわち「タ
カイチ」は、日本最大の象牙製造会社であるが、
同社は、2005年から2010年の間に推定1,600本
もの無登録象牙の買取りをしていたと考えられて
いる。この会社は、警視庁による捜査の後、前会
長の高市景夫、その息子およびその他の者ととも
に、2011年、警察が押収した58本の無登録象牙
譲受けについて起訴された。その結果、高市景夫
は執行猶予付だが1年の懲役刑および象牙58本
没収に、会社も罰金12,500ドル（100万円）に処す
るとの判決を言い渡された。18

落札代行業者を通じた 
象牙取引
オークションサイトを通じて象牙を購入し、これを
日本から違法に輸出させるための手段として利
用されるようになってきているのが落札代行業
者である。落札代行業者にとって、海外のオークシ
ョンサイトで商品を購入する顧客のために、その
サイトで出品されている商品を広告し、代行落札
した商品を国際的に搬送することは、ごく普通の
業務である。日本、中国、台湾その他の国々には、
日本のウェブサイトに並ぶ商品の落札代行サー
ビスを提供する会社が多数ある。このようなネッ
トビジネスを行う会社が、世界中の顧客に対して、

「Yahoo!オークション」や「Yahoo!ショッピング」
のウェブサイトで出品、広告される象牙へのアク
セスをもたらしている。

調査員は、落札代行業者のウェブサイトを通じて
象牙が購入可能かどうか「本象牙」のキーワード
を入力し、予備調査を行った。その結果、数千の象
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日本で展開される象牙の違法取引と不正な登録

牙製品が落札代行業者による落札・購入代行、輸
出によって入手可能であることが判明した。ただ
し、製品のごく少数部分は、象牙製ではなく、「象
牙色」をしたものであった。そこで調査員は、各落
札代行業者によって提供可能な本象牙の量を推
定するため、サイト上の広告の中からサンプルを
抽出して解析し、各落札代行サイトで広告されて
いる本象牙製品の合計数に外挿した。

今回の調査の結果、象牙の国際取引がCITESお
よび日本の国内法によって禁止されているにも
かかわらず、大量の象牙が落札代行業者を介し、
国境を越えて売買することがオファーされている
ことが確認された。たとえば、”Japan Order”は東
京に本拠置き、海外の顧客専門に、世界中への貨
物運送をオファーしているが、そのサイトでは2本
のホール・タスクを含め推定640の象牙製品の出
品が閲覧できた。このサイトは自動翻訳機能を備
え、顧客に「日本で買って、世界のどこでも受け取
れる」機会を提供している。“Buyee”は、日本に本
拠を置き、そのサイトではYahoo! に出品されて
いる本象牙製品8,700以上の出品を閲覧すること
ができた。

香港に拠点を置くJPWareのサイトでは、推定
8,750の本象牙製品が閲覧できた。中国本土に拠
点を置くShaogoodのサイトでは、「Yahoo!オーク
ション」または「Yahoo!ショッピング」の推定5,700
の本象牙製品が閲覧可能であった。台湾に拠点を
置くLetaoのサイトでは、「Yahoo!オークション」の
推定8,910の本象牙製品が閲覧可能であり、その
99％が本物の象牙製品であることが分かった。韓
国に拠点を置くHey Japan Koreaでは、「Yahoo!
オークション」と「Yahoo!ショッピング」の両方の
広告・出品商品を閲覧でき、本象牙製品の数は

「Yahoo!オークション」では推定8,670、「Yahoo!
ショッピング」では推定16,540にのぼった。

落札代行業者による日本から海外の需要先に向
けた数千の象牙広告の展開は、政府の広範で根
深い失敗によってもたらされた、日本における規
制力の弱さと実効性の乏しさをより増幅する。象
牙のインターネット取引に対する監視の欠如は、
日本における継続した問題である。象牙は中国へ
違法に移動し続け、中国に入って初めて、法執行
官により捕捉されることになる。

インターネット取引と 
違法な輸出
2013年、環境省は種の保存法19規制対象種（象牙
を含む）をオンライン上で広告する者に対して、
登録関係情報を表示することを義務づけた。この
法改正は、環境調査エージェンシー(EIA)(2010)や
トラフィック(2010)(2012)による一連の報告書へ
の対応として実施された。これらの報告書は、一
貫してインターネット取引の象牙密輸に果たす役
割の増大と日本が象牙のネット取引に対して十
分な規制を行っているかどうかについて疑問を呈
していた。

2010年、EIAは、「Yahoo!ショッピング」によるネッ
ト販売に関する報告書を公表した。そこでは66の
象牙を取り扱う業者が把握されている。20

2014年3月、EIAの報告書「血塗られたeコマー
ス」(原題：“Blood e-Commerce”)では、「楽天市
場」は、推定28,000の広告で象牙製品の購入を持
ち掛けていた。うち90％は印章が占めている。21  
2014年5月、トラフィック　イーストアジア　ジャ
パンは、日本の主要なeコマース、すなわち、日本
最大のショッピングサイトである「楽天市場」、2大
オークションサイトである「Yahoo!　オークショ
ン」および「楽天オークション」そして象牙の買取
を広告している多数のウェブサイトを検証した。22

その結果、少なくとも57の業者が登録情報を表
示しないか、または象牙を取り扱う事業者が種の
保存法上求められている経済産業大臣に対する
届出をせずに、象牙を取り扱っていたことがわか
った。これらのうち、「楽天市場」の107中39業者、

「Yahoo!　オークション」の19中10業者、それ以
外の42中8業者が、届出をしていなかった。

「Yahoo!　オークション」による規制の遵守割合
がもっとも低いこと、そして「Yahoo!　オークショ
ン」は象牙（ホール・タスクおよびカット・ピース）
の販売がもっとも盛況なインターネット・サイトで
あることは重要な留意点である。

トラフィックと経済産業省および環境省との意見
交換が行われ、またeコマース企業が調査の対象
となっていたにもかかわらず、その後政府による

青島（チンタオ）の税関職員は、2015年4月、7つの荷物に隠されて日本から密輸出された18本の牙を示して見せ
た。Source: Qingdao Iqilu.

8,700本以上の「本象牙」製品が “Buyee”のサイト
で発見された。“Buyee”は、「yahoo!オークション」
に出品された象牙製品の落札代行サービスを提供
している。

yahoo!オークションに出品されている象牙製品 楽天市場で販売される象牙製品
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日本の政策および行動は、2度にわたる象牙オー
クションの後遺症として劇的な密猟の増加を生じ
させたことについて、主導的役割を果たした。 日
本は、アフリカゾウ生息国と世界のCITES関係国・
関係団体・関係者に対して、違法象牙が国内象牙
市場に出回ることがないよう、厳格な強制措置を
打ち立てるとした約束を反故にした。 EIAの調査
は、日本が2度目のオークションによる象牙輸入
の恩恵に浴した2009年のまさにそのとき以来、
日本における象牙取引が不穏な隆盛を見せるよ
うになった事実を白日の下にさらした。 ホール・
タスクの新規登録数は、出所の合法性に不審の
ある牙を大量に受け入れた結果、2010年以来、
その年の4倍に及ぼうかという勢いで増加してい
る。 「Yahoo!　オークション」において落札され
た象牙は、2009年以来劇的に増加している。「楽
天」や「Yahoo!」のショッピングサイトでは、海外
顧客向けの国際的代行サービスが購入商品を輸
出する体制を整える一方で、何千もの象牙製品が
売りに出されている。

日本は、出所が疑わしい象牙であふれている。日
本の法律では、それらが合法的な出所を有し、合
法的に取得されたことを確約する証拠の一片さ
えも求められていないといって過言ではない。

その一方で、アフリカ諸国は壊滅的なゾウの密
猟に苛まれている。2010～2012年の間だけで
も、10万頭以上のアフリカゾウが密猟された。森
林棲で、アフリカのわずか6か国に生息する、とく
に希少なアフリカゾウの種（マルミミゾウ）は最悪
の減少を余儀なくされている。これらの国ではマ
ルミミゾウが減少していくことが示唆される一方
で、日本は世界で唯一マルミミゾウの象牙に偏向
的な需要を持つ国である。マルミミゾウの象牙は

「ハード・アイボリー」とも呼ばれ、印章、根付、三
味線の撥（バチ）、箸、など様々な製品の原材料に
使われている。マルミミゾウは、2002年から2013
年にかけて、その65％を失う減少を経験してい
る。まさに切迫した状況なのである。

2015年11月6日、25のアフリカ諸国が、ベニンの
首都の名を冠した「コトヌー宣言」を採択した。そ
こでは、残されたアフリカゾウを救うため、国内取
引を含む世界の象牙取引を完全に禁止すること
が求められている。CITESでは1回限定の象牙取
引が過去2度認められたが、その1度目の輸入か
ら16年を経た今こそ、日本政府は象牙の取引規
制が全くの失敗であったことを認め、アメリカ合
衆国および中華人民共和国に加わって、象牙の
国内取引すべての禁止に踏み出すべきである。

COnCluSIOn

日本の象牙組合の元理事長、高市景夫が2011年に
逮捕され、58本の無登録象牙を譲り受けた事実につ
いて起訴された。高市が実質的に経営する（株）タカ
イチが2005～2010年の間に購入した無登録象牙は
推定572～1,622本に及ぶ。それらの象牙は、印章に
加工され、卸売業者に販売された。

象牙の違法なネット取引を防止するための実の
ある強制的措置が取られたのかどうか定かでな
い。

日本 から中 国 へ の 象 牙 の 移 動 は、変わらぬ 問
題であり続けている。「ゾウ取引情報システム」
(ETIS)は、2005年以来、日本から中国へ移動した
象牙の押収を追跡している。象牙の押収は、取引
禁止後CITESで許された2度目の輸入を日本と中
国が実施した後となる200923年から顕著に増加
している。合計1トン近くとなる象牙の日本から中
国への移動が54回を超えて試みられた。24

もっとも最近では、2015年10月に、日本を出所と
する804.4㎏の象牙の大規模な押収が北京であ
った。25　この一件は、日本から中国への象牙の
活発な密輸出の実態を描き出すものだった。北
京森林警察によれば、この件は最大規模の取締り
であった。そして香港を介して日本から中国本土
へと広がる違法取引ルートを暴き出した。26

今回のEIAによる秘密調査の結果からいっても、
違法象牙は、日本市場から中国への違法象牙の
密輸が拡大していることは明らかである。

それ以外の押収事件をみると、象牙が「Yahoo!
　オークション」のような日本におけるインター
ネット取引のプラットフォーム上で購入され、中
国へ違法に輸出されていることが示されている。
例えば、2011年、未加工象牙が「Yahoo!オークシ
ョン」で落札され、中国へ郵送、中国税関によっ
て発見されたというものである。27　捜査は、380
㎏の未加工及び加工象牙がこの方法を用いて密
輸されたことを暴き出した。28　別件では、同じく

「Yahoo!　オークション」で落札したものを郵送
するという同様の方法によって実行された中国
への密輸出の別ルートが摘発された。29　2010
～2012年の間は、日本から中国のブラックマーケ
ットへ密輸された象牙の押収量は全体で3,257㎏
にのぼる。30　日本は、象牙をインターネット取引
その他の方法で象牙を購入し、中国へ輸出しよう
とする違法取引シンジケートによって明らかにタ
ーゲットにされている。しかし、上記中国での押収
事件は、この違法な象牙の輸出が日本当局から何
ら明確な介入を受けなかったことも示している。

提言
EIAは、日本政府に対して以下の対応を
提言する。

•	 すべての象牙の国内取引禁止をただ
ちに実施すること。

•	 すべてのホール・タスクの登録禁止を
直ちに実施すること。

•	 1995年に遡って自然環境研究センタ
ーの登録事務を捜査するよう警察に
促すこと。

•	 象牙の違法取引および違法登録に関
与したことが判明した象牙業者に対
し、警察による捜査を開始すること。

•	 CITESにおいて、すべてのゾウの個体
群を附属書Iに掲載する提案を支持
すること。
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