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構成

はじめに

Ⅰ 原因－何故,放置車両問題が起こるのか
(1)狭小性, (2)遠隔性, (3)分散性

Ⅱ 解決策－解体ビジネスを成り立たせるために
(1)リサイクル預託金不還付
(2)手ばらし解体
(3)国際物流への援助

Ⅲ 政府の対応－2020年リ法見直し時,｢国際化｣が論点に

Ⅳ 今後の課題

おわりに
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はじめに
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①自動車リサイクル法の成果→次の課題「国際化」

▷自動車リサイクル法の成果
・2002年7月制定,2005年1月完全施行
正式名称「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/aut
omobile/automobile_recycle/about/recycle/recycle.html

・最大の成果はシュレッダーダストのリサイクル率の増大
2005年以前30％以下→2017年98％
エアバッグも85％→94％
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日本の離島放置車両問題の教訓

▷離島放置車両問題の解決がすすむ.
・不法投棄/不適正保管台数の減少
2004年9月21万8,359台→2016年3月5,589台

▷とくに離島での放置台数は激減
1万6,707台→128台 (マイナス99.2％).

▷離島対策支援金として,｢特定再資源化預託金等｣が活用
・車両事故等によりエアバック展開,フロン流出でリサイクル
処理が要らなくなり,その車の預託金が余った資金

・2015年度には 9,222万円が離島等放置車両問題をかかえ
る87市町村21,719台に対する海上輸送費用として支援

▷1台あたり5,300円－太平洋島嶼国ではこれでは不足
・島嶼国で回収し,解体後,日本まで運ぶには2万円以上必要
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特定再資源化預託金等の発生ケース

▷所有者から預託金を受けたが, その車両の3点(フロン等)の
再資源化が行われず,預託金が使われなかった場合

⑴中古車として輸出された後, 2年以上預託金の還付請求が
ない場合

⑵主務大臣の認定を受けずに解体時が全部利用者(電炉
等)などに引き渡された場合

⑶フロン類回収業者がフロン類を再利用した場合

⑷預託されている自動車が最後に車券を受けてから20年を
経過した場合
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表 特預金の発生状況 2015 年 

 ASR エアバッグ フロン 情報管理 総額 

件数 12.5万台 15.7万台 2.1 万台 3.1 万台  

金額 7.6 億円 3.7 億円 4.4 億円 0.05億円 15.8億円 

金額/台 6,000 円 2.400 円 2,100 円 1,670 円  

(出所)経済産業省･環境省(2016)より作成 

(注)  概数 

表 特預金 2005～2015 年 

年度 2005 2012 2013 2014 2015 

金額 13.4億円 16.0億円 15.4億円 16.5億円 15.8億円 

残額 160 億円 

(出所)経済産業省･環境省(2016)より作成 

(注)  概数 



成果の要因－民間解体会社のビジネスべースに任せた

▷成果の要因を太平洋島嶼国において解体/リサイクルビジ
ネスを成立させる観点から分析すると

⑴自動車メーカーの直接的責任を3品(フロン,エアバッグ,シュ
レッダーダスト)に限定し,その他の部品/資源のリサイクル
は民間の解体業者のビジネスベースに委ねたこと

⑵資金管理が厳密になされ,目的外使用されることがない点
・1990年代までの財政投融資との相違.

▷2005年前後の円高が和らぎ,鉄スクラップ価格がやや回復
・1990年代の廃車時の逆有償がなくなり,わずかの額でも有
償を維持できるようになった外部環境もリサイクル法が成功
した要因

▷総じてドイツ/EUのリサイクル制度よりも体系的であり,結果
としても大きな成果を上げている 8



「リサイクルの国際化」が2020年再検討の課題

▷環境省/経産省(2016)

・2005年施行→2015年再検討のまとめ
・「リサイクルの国際化」が提言されているが,まだアクション
プランは提起されていない

▷本報告の狙い
・ 2020年のリサイクル法の再々検討が2018年頃から始まる
・太平洋島嶼国における放置車両問題を解決するためのア
クションプランのたたき台となるような議論を始めること

9



先行研究

▷2005年前後の先行研究
・体系的な現地調査が行なわれ,多くの論文や報告書がださ
れている.

・島嶼国における放置車両問題についても解決の方向性が
提示されている

▷本報告は先行研究の成果を踏まえて, さらに具体的に,とく
に⑴現地での解体方式や,⑵日本への輸送方式, 等につい
て踏み込んだ議論をしようとしている

本報告の目的

▷太平洋島嶼国において解体/リサイクル事業を経営的に成
り立たせるための政策,方策の検討 10
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Ⅰ 原因 何故,放置車が増えるのか
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Ⅰ 原因 何故,放置車が増えるのか

（１）放置車両の実態
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①フィジーとトンガにおける放置車両

▷レッカー会社による中古部品売り
・約200台
・事故車両もしくは道路上で動かなくなった車を牽引
・部品取りにきた業者/個人に有償で売る方式

▷市街地での集積場
・約20台
・部品取りされていない車も

▷個人住宅でも放置
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フィジー 市街地から離れた農業地域にある放置車
15



100～200台の放置車両
建物は何のため？
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タイヤ, ドア等がはずれている
エンジン,ミッション類は不明
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20年以上放置か
錆びて, ジャングルに朽ちていく

台数が少なければ, 環境への影響は小さいが・・・18



レッカー会社が所有者
スペア部品と事故車牽引が主たるビジネス

客に部品取りをさせて料金をとる 19



市街地にある放置車両 20台程度
これも客に部品取りをさせて料金を取る方式
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タイヤを取っていない車あり
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エンジンが取られている車も
22



トンガ 民家の玄関前の放置車
タイヤ, エンジン類がはずれている
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民家の近くの放置車 2台と現役車
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「我が家の過去の宝として誇示している」
との説明も聞いた
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フィジー 中古車販売店
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▷資源ゴミ 廃車や廃家電のように, 製品が製造された当
初の形態をある程度保ったまま廃棄されてい
Recyclable Waste Goods : RWG

▷リサイクル部品/資源

リサイクルを目的として,資源ゴミから分解･選
別された部品や資源

エンジン 鉄スクラップや銅線

Recycled Waste Materials： RWM

資源ゴミ → 解体 →リサイクル部品/資源
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図 資源ゴミとリサイクル資源の比率 (フィジー 2011年)

資
源
ゴ
ミ

6万6,800ｔ

リ
サ
イ
ク
ル
資
源

3万8,100ｔ
57％

埋立 / 投棄

43％

輸出

国内市場 100ｔ

3万8,000ｔ

2万8,700ｔ

出所) 国際協力機構(2013)より作成

自動車

1万1,600 ｔ
4,728台

← 金属スクララップ等
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1トン古紙 →0.8トン
トイレットペｰパｰ

バッテリー 鉛70％再利用



図 資源ゴミとリサイクル資源の比率 (トンガ 2011年)

資
源
ゴ
ミ

6,000ｔ

リサイクル資源

600ｔ10％

埋立/投棄

90％

5,400ｔ

輸出

600ｔ 国内市場が皆無

出所) 国際協力機構(2013)より作成

自動車

2,400 ｔ
1,181台
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廃車台数と回収スクラップ量・価格の推定(フィジー,2011 年)

廃車台数 合計重量 
金属 

スクラップ重量 
回収可能な金属 
スクラップ重量 

スクラップ価格 

4,728 台 11,614 トン 9,060 トン 5,900ｔ 1 億 1,800 万円 

JICA 推計 

保有台数 

81,787 台 

JICA 推計 

車種別に推計 

 

JICA 推計 

合計重量の 

78％ 

JICA 推計 

金属スクラップ重量の

65％ 

塩地推計 

1ｔ＝2万円 

 

廃車台数と回収スクラップ量・価格の推定(トンガ,2011 年) 

廃車台数 合計重量 
金属 

スクラップ重量 
回収可能な金属 
スクラップ重量 

スクラップ価格 

1,181 台  2,400 トン 1,872 トン  470ｔ  940 万円 

JICA 推計 

保有台数 

20,018 台 

JICA 推計 

車種別に推計 

JICA 推計 

合計重量の 

78％ 

JICA 推計 

金属スクラップ重量の

25％ 

塩地推計 

1ｔ＝2万円 

(出所)国際協力機構等(2013) 



表 車両の金属スクラップ回収(リサイクル)率 2011 年 

 フィジー トンガ バヌアツ サモア ツバル 

金属スクラップ 

回収(リサイクル)

比率 

 

65％ 

 

25％ 

 

40％ 

 

50％ 

 

20％ 

(出所)国際協力機構(2013) 
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▷人口小さい国ほどリサイクル率低い
「リサイクル困難国」
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表  日本から島嶼国への中古車輸出台数 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

フィジー 68 645 766 786 1,367 4,023 6,033 8,615 11,962 

サモア 85 356 967 450 479 832 1,106 1,616 1,807 

PNG 2,567 2,491 2,940 3,680 4,245 2,860 2,239 2,572 1,738 

トンガ 654 397 120 168 325 437 557 971 1,142 
 

財務省 輸出統計 

②太平洋島嶼国における放置車両数の推測
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表 人口，保有台数，1000 人当り保有台数 2011 年 

 フィジー トンガ バヌアツ サモア ツバル 

人口 86 万人 10 万人 25 万人 18 万人  1 万人 

保有台数 82,000 台 20,000 台 14,000 台 16,000 台  1,600 台 

1000 人当り
保有台数 

 

96 台

 

195 台

 

56 台

 

89 台

 

170 台 

1 人当り GNI 36 万円 33 万円 28 万円 28 万円 27 万円 

(出所)国際協力機構(2013) 

▷5カ国で人口140万人→保有13万3,600台
▷1000人当り保有台数平均は95台
･以後簡素化のために100台と見做す



表 保有台数，廃車台数 2011 年 

 フィジー トンガ バヌアツ サモア ツバル 

保有台数 82,000 台 20,000 台 14,000 台 16,000 台  1,600 台 

廃車台数 4,728 台 1,181 台 999 台 1,592 台 162 台 

廃車発生台数
/保有 1000 台 

58 台 59 台 71 台 100 台 101 台 

(出所)国際協力機構(2013)より作成 

▷5カ国で8,662台 ←保有13万3,600台から
▷保有1000台から平均65台廃車が発生
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太平洋島嶼国における放置車両数の推測

▷1000人当り保有台数は100台程度
･所得は1人当りGDP3,000ドル程度であり,その所得水準だと
1000当り60台程度の保有となるが,それよりも保有水準は
高くなっている.公共交通機関が充実していないため
日本の離島でも同様に保有水準は高い
【参考】所得水準と保有の関係を示す概算式

(1000人当り保有台数)＝(1人当りGDP［ドル］)×0.02

▷島嶼国16カ国,人口1000万人,自動車保有台数100万台程度
・年間販売(輸入)台数10万台

▷16カ国の保有100万台→年間廃車台数6.5万台程度
・その廃車台数6.5万台の内→

放置車両が50％程度, 約3.25万台発生すると推測.
・これまでの累積放置車両を30万～40万台と推測 35



累積放置車両台 30万～40台

▷回収費用が放置車両1台当り2万円と仮定
･30万～40万台の累積放置車の回収費用は60億～80億円
･予算の点から2～3年では全台数の回収は無理
･10年ほどの長期の計画で回収すべし

▷当面は新たに発生する廃車を確実に解体/リサイクルしつ
つ, 累積放置車両を少しずつでも減らす方向をとるべき

▷フィジー
･人口86万人,保有8.2万台,年間輸入台数1万台(新車1,000台,
中古車9,000台), 年間廃車台数4,728台.うち放置車両1,655
台程度. 累積放置車両2万台.

▷トンガ 人口10万人,保有2万台, 年間輸入台数1,000台(新車
50台,中古車950台),年間廃車台数1,181台. うち放置車両
886台程度. 累積放置車両8,000台 36



③放置車両が引き起こす問題

▷環境破壊
・フロンのオゾン層破壊
・エアバッグ爆薬の有毒性,
・廃油等22㍑/台の一部は人体に悪影響
・ シュレッダーダスト焼却時の有害物質発生

▷経済的利益の遺失
・本来回収できる有価物(中古部品と金属資源)が回収できて
いない

・輸入超過経済の改善のための，貴重な輸出資源を活用で
きていない
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Ⅰ 原因 何故,放置車が増えるのか

（２）何故，リサイクルできないのか
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表 リサイクル/スクラップ会社 2011 年 

 フィジー トンガ バヌアツ サモア ツバル 

保有台数 82,000 台 20,000 台 14,000 台 16,000 台  1,600 台 

廃車台数 4,728 台 1,181 台 999 台 1,592 台 162 台 

リサイクル 
会社 

 

16 社 5 社
注 1)

5 社 4 社

 

1 社 

うち金属 
スクラップ 

 

10 社 2 社 5 社 3 社

 

1社(1名) 

(出所)国際協力機構(2013)より作成 

(注)  1.バヌアツの 5社は国籍が判明しており,韓国系 4社,オーストラリア系 1社 



トンガ 解体事業を中断しているGIOリサイクリング社
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自動車以外の部品も

41



解体作業に使っていた
クレーン付トラックも廃車

42



ただ バッテリーはまだ集めている様子
フォークリフト用の台にのせられている
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まだ使える中古タイヤも

44



自動車だけでなく, コピー機, パソコン, 洗濯機等々

45



解体中に中断したままの車両

46



エンジン, ラジエター, ヘッドランプ等は取っている

47



廃車ガラ このままではかさばる 20fコンテナに6台
海上輸送費用を下げるためには,

車体を切断し, 小分けにしてプレスする必要がある48



車両持ち上げ用のフォークリフト

49



敷地のいたる所に様々な廃品が山積み

50



以前に使っていた小型プレス
海上輸送コンテナに可能な限り多くのスクラップを搭

載するために小型プレスを稼働させる必要ある51

1メートル程度



プレスで固めたスクラップ
左は空き缶 右は家電廃品か

52



現在は家電のIC基盤を集めている模様

53



基盤からは銅, 金, 銀が取れる

54
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トンガにおける金属スクラップ価格 

金属 円/トン 

アルミニウム 30,000   

真ちゅう 35,000   

銅 250,000   

ステンレス鋼 25,000   

鉛 10,000   

鋳鉄 1,000   

(出所)国際協力機構(2013) 33 頁 修正. 
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20フィートコンテナに18トン詰めるとすると, 629トンは35
コンテナ分→10日に1回の回収

GIO 社の輸出量 

品目 トン 

鉄類 544 

非鉄金属 23 

紙 12 

バッテリー 50 

計 629 

(出所)国際協力機構(2013) 34 頁. 

鉄類544トンをすべて自動車から
発生したものとし, 自動車1台から
700㎏の鉄類が取れるとすると,
800台分に相当する
輸出先はニュージーランド多い
非鉄金属は台湾へも



トンガの港 20フィートコンテナ用のクレーン

57



20フィートコンテナ用のクレーン

58



フィジー ＡＳ部品販売店 規模小さい
純正よりもイミテーション部品が中心だと思われる

59



午後４時で閉店
60



解体

(分別)

資
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ル
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エアバック展開

廃車ガラ

リサイクル資源
(鉄, 銅, アルミ等)

リサイクル部品
(商品化できる量少ない )
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解体
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社

海外島嶼国

フロン処理
エアバック展開

廃車ガラ

リサイクル資源
(鉄, 銅, アルミ等)

リサイクル部品
(商品化できる量少ない )
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社

廃車

リサイクル
資源

(鉄, 銅,
アルミ等)

廃車

島内処理



解体/リサイクル事業を困難とさせる三つの要因

⑴狭小性

⑵遠隔性

⑶分散性

63



⑴ 狭小性

▷解体企業の規模が狭小

・各国の廃車台数が少なく，解体企業の経営規模が小さく,
事業が成り立たない

・廃車台数 フィジー年4,728台(1日20台) トンガ1,181台(5台)

▷市場が小さいのでリサイクル部品のマッチングができない
・中古部品をリサイクルしても,島内で買手が見つからない

▷リサイクル資源を集めても小量なため
・港の荷役コストがかかる
・海上輸送費がかさむ
・その結果，取りに来てくれない
・島内に電炉や融解炉を作っても１か月分の稼働量しかない
・もちろん採算ラインにはのらない

64



⑵ 遠隔性

▷最大の問題は国際物流費用(海上輸送費)の高さ
・遠距離であるため船賃が高い
・最も近いニュージーランドやオーストラリアへも2,000㎞

▷日本まで8,000㎞
・協和海運が年に21便運行
・バヌアツから東アジアまでは海上輸送費がリサイクル資源
売上収入の約31％を占める (特別ディスカウントでも)

・「1トン1万円の鉄スクラップを国外(電炉のある国)へ持ち出
すために船賃が1万円」

・過去に韓国企業(産廃-電炉事業)が金属スクラップの国際
市況が良くなると回収し,プサンに持ち帰り,電炉投入

・ニュージーランドやオーストラリア,インドネシアへも国際市
況に応じて動く 65



サモア 66
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表  料金試算例 (バヌアツから東アジアへの輸送の場合) 

 工程 作業 
費用 

(円/20f コンテナ) 

構成比 
(％) 

 

 

 

費用 

収集 収集 不明  

解体 分別 不明  

コンテナ詰め 荷詰め 不明  

輸送 国内輸送 不明  

国際輸送 16 万円
 

 

31％ 
 

港湾荷役 
荷役(バヌアツ) 5 万円

荷役(釜山) 1 万円

合計 22 万円＋α 31％ 

売却価格
金属スクラップ 
(3.5 万円/トン) 

 70 万円 100％ 

(出所)国際協力機構(2013) 

(注)  一部修正. 
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リサイクル資源の 
フィジーからの輸出先 

シェア ％  

韓国 57  

ベトナム 10  

シンガポール 7  

ニュージーランド 6  

オーストラリア 6  

インドネシア 5  
国際協力機構(2013)  2011 年の数値 



空コンテナの活用

▷東アジア－島嶼国間の20フィート･コンテナ（荷役含まず）
・東アジア→島嶼国 24万円
・島嶼国→東アジア 15万～20万円

・東アジア→島嶼国 荷物 ≒ 積載量
・島嶼国→東アジア 荷物 ‹ 積載量 その結果割安

▷島嶼国は輸入超過の国が多い
･輸出がゼロに近い国もある ツバル トンガ
･金属スクラップの輸出は入超を改善する輸出財となる
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海上輸送費

▷東アジア－島嶼国間の20フィート･コンテナ（荷役含まず）
・東アジア→島嶼国 24万円
・島嶼国→東アジア 15万～20万円

▷20fコンテナに10台以上のスクラップを積むことができると,
20万円÷10台＝2万円/台となる

70



4299フィジードル，23万6000円
日本では15万～20万円程度か

電気製品等, 工業製品はすべて高い 物流費故71



各国間の距離も大きい
72



⑶ 分散性

▷さらに離島から本島への距離も離れている
・離島の数が多く, 分散している
・海上輸送費が20フィートコンテナで8万～15万円

▷通常，コンテナ船はハブ・アンド・スポーク型の航路をとるが，
太平洋島嶼国では，マルチポートコール型の航路となり，輸
送費が割高になる

73



フィジー 人口86万人 首都スバに9万人
有人島110に分散 →  内航費用がかさむ

約300㎞
船舶で8時間

74



表 有人島数 2011 年 

 フィジー トンガ バヌアツ サモア ツバル 

有人島数 110 6 65 6 9 

(出所)国際協力機構(2013) 
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表 本島と離島間の内航輸送費 

 フィジー サモア トンガ ツバル 

本島 スバ マニファヌア ヌクアロファ フチフチ 

離島 ランバサ サレロロガ ババウ ナヌナア 

運賃 
(20ft コンテナ) 9 万円 3 万円  5 万円 16 万円  
廃車 1 台当り 

運賃 
(10台/コンテナ) 

1 

9,000 円 

1 

3,000 円 

1 

5,000 円

1 

1.6 万円 

備考 陸上輸送費含 大型トラック 
15 ドル/トン 

 

(出所)国際協力機構(2013)148 頁より作成. 
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解体ビジネスの収支 

日
本 

支出 収入
廃車仕入れ           25,000 円
人件費                5,000 円
設備費                3,000 円
物流費                2,000 円

国内部品売上         15,000 円 
輸出部品売上         15,000 円 
リサイクル資源売上   25,000 円 
リサイクル預託金      5,000 円 

 

計        35,000 円 計         60,000 円 

1500 ㏄乗用車 1 台当り 
 

ト
ン
ガ 

支出 収入
廃車仕入れ               0 円
人件費               2,000 円
設備費               5,000 円
物流費              27,000 円

リサイクル部品売上        0 円 
リサイクル資源売上   25,000 円 

 
 

計        34,000 円 計          25,000 円 

1500 ㏄乗用車 1 台当り 



車両を放置する側の問題

▷現在は有償となっていないので, 廃車を集積場まで運ぶイ
ンセンティブがない

・廃車を集積場まで運ぶのに運送費が必要で, その費用が
実質的に逆有償となっている

・とくに離島から本島まで運ぶのにフェリー運賃がかかるた
め, よりディスインセンティブとなる

▷土地利用が粗放的であり, 放置していてもそれほど損害で
はない

▷放置車両から漏れる廃油等の汚染については環境意識が
小さい

・放置車両に有害物質が含まれているという認識がない

78



現状では解体事業は成り立たない

▷トンガではGIO社が自動車の解体をおこない, ニュージーラ
ンドへ輸出していたが,現在はおこなっていない

▷政府や国際機関による援助なしでは, 解体/リサイクル事業
は行なえない

・このような国/地域を「リサイクル困難国/地域」と名付ける

▷もちろん利用者負担原則が基本であり, 島嶼国ユーザーが
解体/リサイクル費用の応分を負担すべきである

▷処理責任に関する誤った考え(一部の大学研究者)
・「日本が使用済み車＝廃棄物を持ち込んだ故,日本が処理

責任を負う」という考えは誤り
・輸出したのは使用済み車ではない, 中古車＝有価物である
・年式1～3年10％,4～10年60％, 11年以上30％で, 使用済み
車とみなされる車の比率は小さい 79



すこし脇道にそれる

島嶼国の新車ディーラー

80



トンガ トヨタディーラー

81



バリューチェーンの重視

82



純正部品

83



ガソリンスタンドを兼営

84



軽油1㍑ 100円 ガソリン 250円

85



サモア トヨタディーラー
整備工場 20ストール程度

年間新車販売台数100台程度としてはストール多い86



フィジー トヨタディーラー
プリウス整備の対策はできている

87



フィージーではハイブリッド車の関税が低くなり,
急激に増大

88
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修理を待つ車両
AS部品の到着待ちに1～2週間

ハイラックス部品はタイから 90



さらに横道にそれる

日本における解体工場と
破砕(シュレッダー)工場の

紹介

91



フロンガス回収装置 92



処理フロンを送れば, センターから料金支給 93



ビデオ : エアバックの展開
4093

94



エアバックの爆薬パック 95



エアバックの爆薬パックをリサイクルセンターに送る
2,400円程度のリサイクル料金が支給される

解体するのに5分程度で2,400円の売上

96



使えるエンジンは再販(主に輸出) 廃車台数の10％97



売り物のエンジン 1基 2～7万円 98



リサイクル部品の構成

▷外装 バンパー,フェンダー, ボンネット等 50％

▷エンジン, ミッション等 40％

▷オルタネーター,スターター等 10％

99



買取り価格相場

▷リサイクル部品として再利用(リユース)されるのは車両重量
比10～20％

・エンジン1基2万～7万円 ・ドアミラー 5,000～10,000円
・マフラー 8,000～12,000円 ・パンパー 6,000～30,000円
・ストラット 5,000～20,000円 ・ヘッドライト 5,000～30,000円
・バッテリー 1,000～4,000円 ・メーター 6,000～20,000円
・ドア 10,000～20,000円 ・ボンネット 10,000～20,000円

100



エンジンの大半は破砕→溶解炉へ
島嶼国にシュレッダーや電炉はない (PNGにはある)101



シートも売れる? 102



ストラット等 103



鉛蓄電池はフィジーでも鉛が再利用されている

104



バッテリーやタイヤの再利用は容易

▷ケースのポリプロビレンは溶解→再生利用
▷極板の鉛もほぼ70～80％再生可能

▷タイヤ サーマル・リサイクル (セメントの生成用燃焼材)
道路材

105



タイヤは①中古タイヤ,②再生タイヤ,③燃料等106



ホイール リサイクル部品 もしくは アルミ資源

107



ドア,ボンネット,フェンダー等,ボディパネルも販売108



忘れ物の野球バット 硬貨も時々

109



ニブラ

110



ニブラで車から部品を取り出す
1日50台～100台 年1万台～3万台 111



ビデオ : ニブラによる部品取り出し
4086

112



廃ガラをプレス機(3000トン)に投入し, 3～4分で圧縮113



ビデオ : 廃車ガラのプレス
4090

114



プレス機からAプレスが出てくる 115



サイコロ･プレスと言われるが,立方体でなく,直方体
これをシュレッダーで破砕し, 金属･素材ごとに分別

116



銅線や鉄以外の金属を含む→電炉に投入できない117



118

プレスされたAプレス
廃車ガラよりも輸送コスト小さく, 保管スペースも小



119

Aプレス1個300㎏ 3,000円程度 1トンで1万円
ダスト等の不純物があるため安い

不純物除去された鉄スクラップの炉前価格2.6万円



プレスしなくても，廃ガラのままシュレッダー投入可能
プレスを持たない解体会社は廃ガラで売る

120



ビデオ : シュレッダー 破砕して部品を分別
4102

121



ビデオ : 磁石つかって鉄スクラップを分別
4098

122



鉄スクラップは電炉へ
不純物除去された鉄スクラップの炉前価格2.6万円123



買取り価格相場

▷リサイクル資源(金属スクラップ等,マテリアル・リサイクル)と
して再資源化されるのは車両重量比50～60％

・廃車ガラ1トン 1万円
・エンジン1トン(10数基) 3～5万円
・ミッション1トン 1～2万円
・ワイヤーハーネス 1トン 20～25万円
・鉄スクラップ 1トン 1.5万～2万円

124



銅線は炉で銅に再生 1トン20万円程度
その前に被覆樹脂を剥く作業必要→85％は中国へ

15％は日本で手剥き
1970年代までは野焼も 125



大型トラックの銅線？ 126



アルミも炉で再生
不純物除いたアルミスクラップの炉前価格トン4万円127



真ちゅう 銅を含むため鉄より高い 128



銅を含む金属 129



金属別に分別
資源会社が引き取りに来る

島嶼国は解体台数が少ないため, 輸出頻度は低い

130



シュレッダーダストは固めて固形燃料として使用
燃やすとサーマル･リサイクルに計算

リサイクル率の上昇 131



廃棄物固形燃料 （Refuse Derived Fuel：RDF）
家庭で捨てられる生ゴミやプラスチックゴミなどの廃棄物を

固形燃料にしたもの。紙や木、廃プラから製造された
RPF(Refuse Paper & Plastic Fuel)は発熱量が調整された固形

化燃料。塩素分は調整され、使い道の少ない資源を熱として
リサイクル（サーマルリサイクル）するために製造される。最
近の化石燃料高騰の影響を受け、製造された廃棄物固形燃
料は、廃棄物発電や乾溜ガス化燃焼、ボイラーなどの燃料
になる。石灰や土砂、セメント、軽量骨材等の焼成・焼結の
熱源ともなる。1990年代後半から、廃棄物埋立場の減少に
悩む自治体のゴミ減量の切り札として注目を浴びる。
RDFの製造方法

家庭から分別収集した生ゴミ、紙ゴミ、プラスチックなどの可
燃ごみを破砕・乾燥し、接着剤・石灰などを加えて練り上げ
圧縮し、直径1–5cm大の円筒状のペレットにする。体積は元
のごみの約5分の1となる。
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ビデオ : シュレッダーダストを固形化
4141

133



シュレッダーダストを固形化 → 燃料等
廃棄物固形燃料 （Refuse Derived Fuel：RDF） 134



RDFの大きさ

135



11年後にモロッコのJICAラバト事務所で再会136



シュレッダーダスト 豊島に埋められていたものと同じ
車両重量比20～25％ 137



2002年6月 豊島 ダストがシートで覆われている138



処理場に埋め立てる以外に
処分方法がなかったシュレッダーダスト 139



豊島の山中に廃車やタイヤ等の野積み

140



Ⅱ 解決策

141



Ⅱ 解決策

（１）基本的方向性

142



基本的方向性

▷どのプロセスに援助(政府開発援助等)するか
・どのプロセスをビジネス/民間ベース/コマーシャルベースで
行なうか

【A】 廃車の収集 援助ベース

【B】 解体/分別 ビジネスベース
【C】 国際物流 援助ベース

▷逆の考え方もある
【A】廃車収集と, 【C】国際物流はビジネスベース
【B】 解体/分別は援助ベース

以下, 前者に基づいて具体策を提起

143



Ⅱ 解決策

（２）具体策

144



具体策

【A】廃車収集 リサイクル預託金の不還付
(援助ベース)

【B】解体/分別 手ばらしによる解体/分別
(ビジネスベース)

【C】国際輸送 リサイクル特預金＋ODA
(援助ベース)

(将来の検討事項)
【D】新車輸出 リサイクル預託金を取る

(援助ベース)
145



Ⅱ 解決策

【Ａ】廃車収集

リサイクル料金を輸出会社に還付しない
↓

廃車収集時に島嶼国ユーザーに支給

146



預託金不還付→廃車収集時にユーザーに支給

▷2015年に149万台の中古車が輸出され,1台平均12,521円の
預託金が中古車輸出会社に還付 (還付総額186億円)

・太平洋島嶼国に10万台の中古車が輸出→10億円の預託
金が中古車輸出会社に還付

▷プロセス
⑴輸出車両にリサイクル券を付けて,島嶼国ユーザーに渡す
⑵廃車時にユーザーが解体会社にリサイクル券を提出し,1

万円を受け取る
・このことが廃車を解体会社まで持ってくるインセンティブに

なる
・有償と同じ役割を果たす.
・日本ブランド車であることが確証,明示され,ユーザーも利益

を得る 147



海上輸送費

中古車輸出会社

中古車輸出のケース 日本

リ･センター

リサイクル料金
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島嶼国
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ク
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代
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ク
ル
部
品･

資
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部
品･
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代
金

JICA
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批判

⑴｢リサイクル法の目的は,日本国内で発生した使用済車を
国内でリサイクルすることが目的であり, 島嶼国で発生し
た使用済車を島嶼国でリサイクルすることは目的外使用｣

⑵「日本国民が支払ったリサイクル料金で島嶼国ユーザー
の車のリサイクル行うのは使用者負担原則に反する｣
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反論

⑴ 「日本から輸出した日本車の海外でのリサイクル」という
目的をリサイクル法に加えるべき

⑵ 日本から中古車を輸出する時に中古車輸出価格にリサイ
クル預託金分を上乗せする

・ 預託金分を島嶼国ユーザー側に転嫁する
・ そうすれば廃車時の1万円の支給分は, 島嶼国ユーザー

が自分自身で前もって払ったことになる
・すなわち島嶼国ユーザーが車両購入時にデポジット1万円

を日本政府に対して実質的に支払い,そのデポジット分を
使用済車両を解体工場に持ってきた時に還付されると見
做すことが可能
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特預金を海外で使っても良いという論理を認めるなら，
不還付金も海外で使えることになる

▷所有者から預託金を受けたが, その車両の3点(フロン等)の
再資源化が行われず,預託金が使われなかった場合

⑴中古車として輸出された後, 2年以上預託金の還付請求が
ない場合

⑵主務大臣の認定を受けずに解体時が全部利用者(電炉
等)などに引き渡された場合

⑶フロン類回収業者がフロン類を再利用した場合
⑷預託されている自動車が最後に車券を受けてから20年を

経過した場合

▷「国内で預託金を使えなかった」→海外で使っても良い
▷「国内で預託金を使わなかった」→海外で使っても良い
・輸出された中古車のリサイクルに使うのはさらに良い 151



解体会社｢還付せずに, 輸出先でリサイクルに使え｣

▷中古車輸出会社に中古車(使用済み車両の近い,古い車)を
奪われている解体会社からは, 中古車輸出抑制の観点か
ら,還付金を返さずに中古車輸出先国でのリサイクルに活
用すべきとの要望が出ている

▷「海外に輸出される車に関する還付金については何らかの
手を打つべきだ。たとえば半分にすることか,輸出先でのリ
サイクル啓発活動に使うようにするとか。輸出奨励金に
なってはいけない」

･ 清水信夫・日本自動車リサイクル部品協議会会長
「日刊自動車新聞」2016年12月1日
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Ⅱ 解決策

【B】解体/分別

手ばらしによる解体

ニブラ使わない
シュレッダーも使わない

小型プレスによる物流費節約
153



解体会社

ニブラ使わず, 手ばらし
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リサイクル部品
(商品化できる

量少ない )
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手ばらし解体

▷目的
⑴設備投資の節約
⑵精緻解体→リサイクル率増大→部品/資源の売上増大
⑶精緻解体→物流費削減

▷ニブラは使わない. 精緻な解体が可能となる. 工数/時間は
かかるが,人件費が低い国,地域での解体に適合的.

・シュレッダー(2億円, 損益分岐点年間10万台)も入れない.
・大型プレス(5,000万円, 損益分岐点年間1万台)は入れない.
・小型プレス(1,000万円, 損益分岐点年間2,000台)を入れる.

目的は金属スクラップの容量を小さくするため→国際物流
費の節約

・部品取りした後の廃ガラ車を切断して,小型プレスで小さくし,
20フィートコンテナに15台分以上詰め込む
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手ばらし解体の精緻化→リサイクル資源売上増

▷丁寧にばらすことによって,リサイクル資源の単価は上がる

鉄付アルミコンデンサー(ファン付) 53円 ㎏当り
鉄付アルミコンデンサー(ファンなし) 65円

アルミコンデンサー(ファンなし) 108円

鉄付 半銅ラジエター 265円
半銅ラジエター 330円

(出所)小塚メタル株式会社「相場表」より作成.
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コンデンサー ラジエター
上部のアルミ以外の部位をいかに処理するか
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作業量

人件費

部品売上

価格
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作業量

人件費

部品売上

価格
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作業量

人件費

部品売上

価格
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廃車台数と回収スクラップ量・価格の推定(フィジー,2011 年)

廃車台数 合計重量 
金属 

スクラップ重量 
回収可能な金属 
スクラップ重量 

スクラップ価格 

4,728 台 11,614 トン 9,060 トン 5,900ｔ 1 億 1,800 万円 

JICA 推計 

保有台数 

81,787 台 

JICA 推計 

車種別に推計 

 

JICA 推計 

合計重量の 

78％ 

JICA 推計 

金属スクラップ重量の

65％ 

塩地推計 

1ｔ＝2万円 

 

廃車台数と回収スクラップ量・価格の推定(トンガ,2011 年) 

廃車台数 合計重量 
金属 

スクラップ重量 
回収可能な金属 
スクラップ重量 

スクラップ価格 

1,181 台  2,400 トン 1,872 トン  470ｔ  940 万円 

JICA 推計 

保有台数 

20,018 台 

JICA 推計 

車種別に推計 

JICA 推計 

合計重量の 

78％ 

JICA 推計 

金属スクラップ重量の

25％ 

塩地推計 

1ｔ＝2万円 

(出所)国際協力機構等(2013) 



ニブラを使わない手ばらし方式による解体①

▷複数の新車ディーラーの共同出資会社 2008年7月取材

162



新車ディーラーの下取車には高年式の車がある
丁寧に解体すればリサイクル部品も多く取れる163



ランプや電子基盤

164



コンデンサー ラジエター
上部のアルミ以外の部位が残っている
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ワイヤーハーネス 1台で15㎏ほど 4,000円程度
ニブラで引っ張るとこのようにきれいにはとれない

166



ワイヤーハーネスが見えている

167



サイズが同じのナットのみを分別

168



ボルトの分別

169



キーとホルダーの分別
が含まれている
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スターター, オルタネーター等

171



ファン アルミがとれる 樹脂は助燃材 172



ストラット 部品もしくは鉄スクラップ

173



エンジンルーム内はほぼ取り尽くした
電炉への全部投入が可能 鉄スクラップ価格が高い174



横倒しにしてサブフレーム, マフラー等を取る 175



ピラーをつぶして小さくしている 物流費節約のため176



ドアやバンパー, ライト等, 高く売れる部品どうする？177



ニブラを使わない手ばらし方式による解体②

▷サンアールクロモリ（酒田市）
・精緻な手ばらしによるリサイクル部品/資源率の引き上げ

178



矢野経済研究所(2016)によると

解体企業の二極分化
○解体台数の増大 総売上の増大 大企業 ニブラ
○解体の精緻化 台当りの部品/資源売上増大 手ばらし

台数増大タイプ 精緻解体タイプ
台当り費用 小 例えば1 大 2
台当り売上 小 2 大 3
台当り粗利 1 1＋α

･サンアールクロモリ社は後者の解体精緻化の徹底
･｢丁寧にとれば部品/資源の売上単価が2～20倍になる｣
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サンアールクロモリの特徴

･売上は1億円程度 社員10名 1000万円/1人
･解体4名 梱包/発送 2名 受注1名 事務1名 男3名 女7名
･解体作業の中心は女性 年俸は200～400万円?
･仕入れは知合いの会社から自然に入ってくる 半分は無料
･業者60％ 個人40％
･無理しない オｰクションは行かない 台数は追わない
･仕入1200台の半分は無料,半分は2万円とすると1200万円
･1日3～4台解体 軽自動車(40分で解体)比率高い 50％
･解体台数は月100台 年1200台
･売上1億円÷1200台＝8.3万円/台 仕入は1台1～2万円
･廃車ガラ 1台普通車3000円/500㎏ 6000円/トン
･東日本解体共同組合で副理事長 技術委員長 講演多し
･リサイクル部品の単価は大手とかわらない模様
･リサイクル資源の取る量, 単価が高い 元々は資源屋
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島嶼国の解体ビジネスのモデルになりうる点

▷年間解体台数1000台で成り立つビジネス
・トンガの廃車発生台数(1000台)と同じ水準
・フィジー(4000台)では,クロモリ規模を4箇所作る

▷ニブラを使わない手ばらし方式
・精緻解体をして, リサイクル部品/資源の台当り売上の増大
をはかる

・リサイクル部品/資源の出荷は年に3～4回程度(トンガ)
月1回(フィジー)

・プレスがなく, 廃車ガラのまま電炉会社もしくはシュッレッ
ダー会社に売る
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フォークリフトで車両をフレーム台の上にのせている

182



廃油等の注出ホース

183



ラジエター コンデンサー

184



ていねいに周辺部位を取り除くと,
アルミ素材としての価格が上がる

185



ブレーキドラム精緻処理→資源がとりやすくなる

186



精緻処理したブレーキドラム
187



精緻処理したコンデンサー
188



新車ディーラー共同出資解体会社と比べると
189



ハーネスはそれほどきれいには取れていない？190



エンジン 鉄スクラップになる 191



金属素材別に小分け 192



取り出しがほぼ終ったエンジンルーム
丁寧に取り去れば, このまま電炉投入が可能

廃ガラ価格がトン1万円が2.6万円になる 193



ホイールの積み方が雑 194



京都の解体会社の方が整然としている 195



商品リサイクル部品と売るドア 196



販売用ランプ 197



超小物部品 198



バンパー, .ボンネット等の大物部品 199



美化作業と梱包
200



宅急便で部品を送る 201



フロント左ドア
202



リヤ左ドア 203



左ドア二枚で5万円 204



廃車在庫200台,2カ月弱
多すぎるのではないか？
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ガソリンを抜く方法は,
タンクをはずして,手動で穴を開ける

206



リサイクル資源は
一定量になるまで保存する

207



数台積のカーキャリアー 島嶼国では要らない208



島嶼国ではクレーン付の4ｔトラックで充分

209



クレーン付の2ｔトラックでもいける
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手ばらし解体技能人材の育成

▷JICAの事業で島嶼国の人を日本で整備技能訓練するプロ
グラムが既にある→島嶼国にそうした人材はいる

・またJICAは青年海外協力隊プログラムで日本のディーラー
の元メカニックをサモア等に派遣している

211



解体会社
｢外国人研修生をリサイクル業界として受入れるべき｣

▷「多くの中古車が輸出される中で,将来的には放置車両など
で各国の環境を害する可能性(略－引用者）．中古部品も
含めた輸出国の責任として取り組むべきは，外国人研修
生を自動車リサイクル業界として受け入れること．（略）雇
用確保のためでは内．日本の優れたリサイクル技術を学
んでもらい，その技術を母国の自動車リサイクルの発展に
つなげてほしい．それが地球環境問題の解決に日本の自
動車リサイクルが寄与できる重要な部分」

･ 佐藤幸雄・ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合理事
長
「日刊自動車新聞」2016年12月1日
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廃車ガラの処理問題

▷部品取りした後の廃ガラ車をそのままコンテナに入れると,4
～5台しか入らない→台あたり海上物流費が4～5万円にま
で高くなる

▷廃車ガラを可能な限り切断する→さらに小型プレスでつぶ
して小さくするとともに, 直方体に形を整え, 重ね詰めができ
るようにし,物流費の節約をはかる

・20フィートコンテナに10～20台分のスクラップを詰められる
ようにする→台当り国際コンテナ輸送費を2万円以下に
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作業量

人件費物流費

費用
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作業量

人件費物流費

費用

物流費＋人件費
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設備投資はほとんど要らない

▷最大の設備投資は小型プレス
・中古のプレスを日本で数百万円で購入し, 持っていく
・仮に1,000万円として,10年で償却→1年100万円
・1年で1,000台プレスするとして,1台1,000円の設備費用

▷クレーン付4トントラック, フォークリフト,電動カッター,電動レ
ンチ等で充分

▷人件費は1人月3万円. 1人で2日で1台を解体. 1年で100台.
・40万円(3万円×13カ月)÷100台＝0.4万円/台
・1日人件費0.2万円
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現地解体企業のビジネスモデル①

▷様々なビジネスモデルが考えられる

①マルチ製品解体方式
・車両解体のみでなく,家電,古紙,ペットボトル,廃プラ等をまと
めて処理する方式

・メリット 企業規模の拡大により,狭小性を克服する
・離島から本島への物流のロットが増大
・デメリット 各廃棄物の処理にシナジー効果が小さい

･「リサイクルポート」(国土交通省)とは静脈物流(リサイクル
物流)の拠点を港湾設備内に設置

http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000007.html
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現地解体企業のビジネスモデル②

②現地の新車ディーラーに解体施設を併設させる
・車両整備技能を有する整備工が解体作業にあたる (追加
的訓練の度合いが小さい)

・新車販売時の下取り車の一部も解体する (現在,下取はほ
とんどおこなっていない)

・新車を供給している自動車メーカーに, リサイクル部品/資
源を本国まで持ち帰ってもらう.

・本国からAS部品を運んだコンテナ(帰路は空)にリサイクル
部品/資源を積んで本国に帰る

▷新車ディーラーが解体事業を担わない場合も,廃車回収事
業を分担することが必要
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現地解体企業のビジネスモデル③

▷日系の解体会社の現地進出
・リサイクル券の活用で廃車集めが容易となり,政府援助で
国際物流費がカバーできれば, 現地での解体ビジネスを利
益の出る事業にすることは可能
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Ⅱ 解決策

【C】国際物流への国際援助

リサイクル特預金＋政府援助

220



海上輸送
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表 島嶼国から東アジアへの費用試算 

 プロセス 費用(円/台) 

費
用 

廃車収集 0 

解体/分別 7,000 

国内輸送 1,000 

港湾荷役(現地) 1,000 

国際輸送 20,000 

港湾荷役(日本) 5,000 

合計 34,000 
価

格 

金属スクラップ 

(円/台) 
25,000 

(出所)国際協力機構(2013)を基に推測を加えて修正. 

(注)  一部修正. 
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表 国際輸送費に台当り 1 万円を 

補助した時の費用試算 

 プロセス 費用(円/台)

費
用 

廃車収集 0

解体/分別 7,000

国内輸送 1,000

港湾荷役(現地) 1,000

国際輸送 10,000

港湾荷役(日本) 5,000

合計 24,000
価
格 

金属スクラップ 

(円/台) 
25,000

(出所)国際協力機構(2013)を基に推測を加えて修正. 

(注)  一部修正. 



政府開発援助ODA

▷島嶼国16カ国で総額3年間で年550億円程度
・｢安倍総理から，太平洋島嶼国の自立的発展を促すための
協力として，今後3年間で550億円以上の支援を提供すると
ともに,4000人の人づくり・交流支援を行うことを表明した｣

▷年6.5億円程度を国際物流費援助にまわせるか
・廃車台数(16カ国) 6.5万台×1万円＝6.5億円
・トンガでは年間の国際物流費用援助額が１万円×1,200台
＝1,200万円, フィジーでは1万円×4,800台＝4,800万円
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島嶼国側の選択により国際合意として

▷国際物流への援助は,日本政府と各島嶼国政府との国際合
意とする

・国際協定を結ぶか否かは島嶼国側の選択

▷ただし日本政府が輸入国側に対して条件をつけて制限
・「リサイクル困難国/地域」のみ国際物流援助を受けられる
・人口100万人以下＋保有10万台以下

▷自国でリサイクルできる国は自国内でリサイクルしてもらう

▷各島嶼国における離島から本島への物流の事情をもっと検
討する必要あるが, 各国に任せるしかない
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Ⅱ 解決策

【D】新車輸出にも
リサイクル料金を課す
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新車輸出時にもリサイクル料金を課す

▷これまでは輸出中古車のみ悪役
・「トンガは日本の中古車の墓場」
・ しかし新車も年数はかかるが,いずれは廃車になる

▷現在はフィジーでは新車輸入1対中古車輸入9の比率だが,
所得増大に伴って新車比率は増大する

・中古車輸出時と同様に, リサイクル困難国に対する新車輸
出に際しても,将来の解体/リサイクルがスムーズに進む担
保が必要

・日本から新車を輸出する際にリサイクル料金を輸出業者
（自動車メーカー，商社）に課す

・その料金をリサイクルセンターが管理し, 廃車時にリサイク
ル券と交換で預託金をユーザーに支給し,廃車収集のイン
センティブとして活用
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海上輸送費
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新車輸出の際にリサイクル料金を課す論理

▷リサイクル困難国に対する「持ち込み責任」
・ビーチでのバーベキューの炭
・利尻島での持ち帰り

▷メーカーの拡大製造者責任 EPR→ 持ち込み責任

▷リサイクル料金を課した分, 輸出価格を高くし,島嶼国ユー
ザーがその分を負担する→疑似デポジット制

▷責任と負担の分担
⑴輸出業者（新車・中古車） リサイクル預託金/不還付
⑵輸入/販売業者 使用済車両の回収
⑶使用者 割高な購入価格
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「うんち」もお持ち帰りの時代？

「ゴミは持ち帰りましょう」
――登山やハイキングに出かける
と、よくこんな看板を見かけるも
の。最近、登山道はとてもきれい
になった。北海道の北の端に浮か
ぶ利尻島では、一歩進んだ「うん
ちの持ち帰り運動」を推進してい
る。
島の名峰利尻山には、全国から

毎年1万人以上の登山者がやってく
る。でも、山の中にはトイレがな
いのだ。代わりにあるのが「トイ
レブース」。登山者は携帯トイレ
を持ってブースに入り、置かれた
便座（便器はない）にセットして
用を足す。排泄物を二重に密封し
てふもとまで持ち帰り、登山口の
専用ボックスに捨てる。そういう
システムだ。
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もし携帯トイレやブースがなかったら……人目につかないようにちょっと林に入って
……ということになる。サルやシカもうんちをしているわけなので、量が少なければ問
題ないけれど、富士山を筆頭に有名な山にはとにかくたくさんの人がやってくる。植物
が減ったり、沢水が汚染したり、辺りに悪臭が漂ったり……全国各地でいろんな問題が
起きているという。
「山のトイレを考える会」の事務局長、北海道大学の愛甲さんによると、利尻山で携

帯トイレの活用が始まったのは2000年のこと。はじめは町が無料配布していたが、2006
年からは400円で販売。筆者も島を訪れ民宿でトイレを買い求めた。残念ながら（？）
山では便意を催さなかったが、友人によると違和感なく使えたという。ザックの後ろに
うんちのはいった袋をぶらさげ、筆者のすぐ前を歩く友人。ブラブラ揺れているが臭っ
てはこない。きちんと密閉されているのだ。
以前はトイレブースすらなかった利尻山。このシステム、「安心してできる」と女性
を中心に好評だという。しかし、本式のトイレを設置してもよかったはず。携帯トイレ
活用にしたのはなぜか。
「山の中なので、設置にはトイレの値段に加え高額な運搬費用がかかるのです。（そ
の場で排泄物を分解させる）バイオトイレひとつの設置に2000万円とも4000万円ともい
われます。また、（本州の）中部山岳では民間の営業小屋が多いのに対し、北海道では
自治体運営の山小屋や避難小屋が多く、管理人がいないことも多いでのす」（前出 愛
甲さん）
トイレは満杯になったり、故障したりするもの。設置にもお金がかかるけど、それを

管理するのも結構大変なのだ。携帯トイレの活用が検討、実施されているのは他に大雪、
知床、早池峰など。いずれも北海道や東北なのは、そんな事情があるよう。
「うんちは森のこやしになる」は昔の話。今や、携帯トイレを持ち歩くことが自然保
護につながる時代。帰り道、渋滞の高速道路でも役に立つかもしれません。

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1217855321062.html?_p=2
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島嶼国政府によるリサイクル税

▷島嶼国政府が自動車(新車･中古車)の輸入時に関税に加
えて,リサイクル税を課し,その資金でリサイクル事業を行な
う方法もある

･あるいは日本のリサイクル預託金のようなデポジット制

▷疑問
⑴目的外使用のリスクが高い 財政難故に

⑵リサイクル事業を効率的に行なうインセンティブが小さい
・政府資金を費消するだけの公企業

⑶可能な限り民間企業を活用すべし
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既に累積している放置車両の回収

▷前述したように, 後回し処理

▷1台2万円として60～80億円が必要
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Ⅲ 政府/省庁の対応策
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（１）問題認識

◇経済産業省自動車課自動車リサイクル室
◇環境省廃棄物･リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
▷深刻な問題ではあるが,優先順位が高いわけではない
・太平洋島嶼国の放置車両台数は未だ調査していない
・遠隔性, 狭小性, 分散性が問題であることは認識している
・解体事業の具体的プロセスについては考えていない

（２）特定再資源化預託金による援助
・離島での放置車両回収で成功した方式
・毎年15億円程度, 累計約160億円の余剰が特預金にある

・日本国内のリサイクル(3点の処理)のための資金として, 2015年度には502万台分, 計520億円
の預託金が支払われ,累積では7,877万台分の8,452億円の預託金がある
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積極的に活動しているのはJICA

▷外務省/JICAによる大洋州地域廃棄物管理改善支援プロ
ジェクト（J-PRISM）

・「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェクト」では、大洋
州島嶼国の廃棄物管理にかかる人材と制度の強化を目的
とし、大洋州11ヶ国において活動を実施しています。ソロモ
ンでは、ホニアラ市とギゾ町において、3R（Reduce, Reuse, 
Recycle）活動を通じたごみの減量化と、処分場の整備を通
じた廃棄物処分システムの改善を目指しています」

・2011年2月～2016年2月 8億円（対象全11カ国総額）

▷ただし,自動車リサイクルに関する具体的なアクションプラン
は未だ作成していない
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大洋州の島嶼国における廃棄物管理は、国土の狭小性といった地理
的条件や伝統的な土地所有制度等の社会的背景から適切な廃棄物
処理が困難なうえ、海洋（珊瑚礁）や陸域等の観光・産業資源及び
人々の公衆衛生への深刻な影響が問題となってきている。昨今では、
急速な生活様式の近代化等に起因する廃棄物の多種・大量化が顕著
となっており、これらの廃棄物の適正処理を実現していくことが、大洋
州地域島嶼国に共通する大きな課題のひとつとなっている。これに対
し、JICAは2000年以降、技術協力や専門家派遣、機材供与など、各地
で様々な支援を行ってきた。

本案件では、JICAは大洋州11 カ国より申請のあった技術協力の要
請を取りまとめて一つの広域案件とし、これまでの協力で策定された
「大洋州地域廃棄物管理戦略（2010～2015年）」や国家廃棄物管理計
画の下、大洋州各国が適正な廃棄物管理体制を整え、その知識や経
験が大洋州島嶼国内で共有され、大洋州全域の廃棄物管理が改善さ
れることを目的とし、ソロモンを含む全11カ国において本プロジェクト実
施している。

https://www.jica.go.jp/solomon/office/activities/jissi/05.html
238



Ⅳ 今後の課題
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AUのミッション

▷2020年リサイクル法再々検討の議論が2018年頃に始まる
前に問題提起,論点整理をおこなう

・一つの結論をまとめるのではなく,複数の提案を考える

▷アジア中古車流通研究会で下記の会社から報告を受け,集
中的に議論 5月 7月 11月

・解体会社,中古車輸出会社, 廃棄物処理会社,電炉会社,国
際輸送会社, JICA等

▷11月アジア自動車シンポジウム(京都＋東京)で公開討論会
を行なう

・上記の会社＋経済産業省,環境省
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おわりに
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理論的インプリケーション

▷経済学や経営学に対して言えること

・物流費にも重点をおきながら，賃金格差，規模の経済性，
環境負荷，等も組み込んで多面的に, 国際分業, 生産拠点
最適配置を, 国/地域ごと具体的に検討する必要性

▷あえてあげると
･物流費が価格/コストに占める比率の高低の持つ意味
･生産拠点のローカル化選好

物流費
価格/コスト
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アラブ首長国連邦ドバイにある
日系のリサイクル部品販売会社
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バイヤーはアフリカ, アフガニスタン,パキスタン等
エンジンをチェックしている
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20フィートコンテナにエンジンが10台～20基
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日本の解体会社が使っているカゴが到着
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ドアは梱包されていない
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ハーフカット車も エンジン,ミッション等パックで販売
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ボディを木材でふいている サモア
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ルーフ, ピラー 木材
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床, 椅子も木材
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天井も木材
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ボディ下部はトタン
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トンガ 電気自動車のツクツク
政府プロジェクト
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ルーフに太陽光発電パネル
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おそらく中国製
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高級ホテルにある電気自動車
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中国製
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東南アジアにも中国製電気自動車は進出
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