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Ⅰ．リユース部品、リビルト部品の現状 

 

１．自動車リサイクルの概要等 

（１）自動車リサイクル法におけるリユース部品、リビルト部品の位置付け 

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成 14 年法律第 87 号。以下「自動車リサ

イクル法」という。）では、｢使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生

部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効

な利用の確保を図る｣ことを目的に謳っている。 

また、自動車リサイクル法では、自動車ユーザーの責務として、「自動車の修理に当た

って使用済自動車の再資源化により得られた物又はこれを使用した物を使用すること等

により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければならない」と規定し、

さらに解体業者の再資源化実施義務等において、「当該使用済自動車から有用な部品を分

離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と規定して

おり、使用済自動車から回収される有用な部品の再利用を推奨している。 

 

（２）自動車リサイクルにおける処理状況 

使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づき、自動車ユーザーから引取業者に引き

渡され、以後、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者において再資源化処理が行われ

る。この再資源化処理において、使用済自動車から、フロン類、エアバッグ類、鉛蓄電

池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の

蛍光灯が回収されるほか、原材料や部品として再利用できるものが回収される。重量ベ

ースでみると、20～30％の部品がリユース部品等で再利用されていると考えられる。 

 

図Ⅰ-1 自動車リサイクル法における使用済自動車の処理の概要 
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質の高い循環型社会の実現に向け、リサイクルより優先順位の高い 2Ｒ（リデュース・

リユース）の取り組みがさらに促進される社会経済システム構築の重要性が高まってお

り、自動車リサイクルにおいても、循環的利用の高度化に向けて、リユース部品等の利

用拡大を促進していくことが重要となっている。 

 

２．リユース部品、リビルト部品の状況 

（１）これまでのリユース部品、リビルト部品の定義 

平成 14年当時、自動車補修部品におけるリユース部品、リビルト部品を示す用語は関

係事業者によって異なり、3Ｒ政策では再利用部品を「リユース」と呼ぶ一方、リユース

部品、リビルト部品の供給事業者（以下、「供給事業者」という。）では分解等の手を加

えずに再利用する部品を「リユース部品」、分解し一部内部構成部品を新品に交換した後

に再組み立てした部品を「リビルト部品」と区別されていた。また、自動車整備事業者

や車体整備事業者（以下、「自動車整備事業者等」という。）では従来から「中古部品」、

「再生部品」が用いられていた。これら用語が自動車ユーザーに対して統一感のないま

ま伝えられ、場合によっては誤った認識の下に理解されている状況であった。 

 

出所：平成 14 年度経済産業省委託『自動車リサイクル部品認知度向上調査報告書』（経済産業省） 

図Ⅰ-2 平成 14年当時における用語の使われ方のイメージ 

 

これまでの調査における定義では、自動車ユーザーの正しい認識を醸成していくため、

供給事業者において信頼性を確保するために利用され、浸透しつつあった用語を尊重し、

統一した用語として、取り外した部品に補修等は行わず、目視等による点検や洗浄等に

よって商品化された再利用部品を「リユース部品」、取り外した部品を分解し、摩耗・劣

化した構成部品を新品と交換、再組立てを行い商品化された再生部品を「リビルト部品」

とそれぞれ定義し、これらを総称して「リサイクル部品」と定義されていた。 
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表Ⅰ-1 ユーザーに認知すべきリサイクル部品の用語 

リサイクル部品 部品の原型を最大限に止めたまま、再利用される部品で、品質確認を介し

て商品化されたもの。リユース部品とリビルト部品からなる。 

 リユース部品 使用済自動車から利用できる部品を取り外し、分解等の手を加えず、目視、

現車・テスターなどによる点検を行い、清掃・美化を施し、商品化された

再利用の部品。 

 リビルト部品 使用済自動車から取り外した部品や修理の際に発生した交換部品等をベー

スに、摩耗、劣化した構成部品を新品と交換、再組み立てし、テスターを

用いて品質確認を行い、商品化された再利用の部品。 

その他（解体部品） 品質確認などを介さず、使用済自動車から取り外してそのまま再利用され

る部品。 

出所：平成 14 年度経済産業省委託『自動車リサイクル部品認知度向上調査報告書』（経済産業省） 

 

（２）リユース部品、リビルト部品の特性 

現在、リユース部品では約 300 種類、リビルト部品では約 100 種類の部品が供給され

ている。また、これら部品は、自動車補修部品として機能させるために必要な構成部品

が一体となった状態（アッセンブリ）で扱われることも多い。 

 

表Ⅰ-2 リユース部品及びリビルト部品の代表的部品 

  リユース部品 

外装部品 
バンパー、フェンダー、ランプ、ドア、ガラス、ボンネット、トランク、グリル、

ヘッドライト、テールライト 

機能部品 

エンジン、ドライブシャフト、足回り部品、トランスミッション（AT・MT）、噴射

ポンプ、ターボチャージャー、デファレンシャルギア、ラック&ピニオン、ショック

アブソーバー、ラジエーター、マフラー、パワーステアリングポンプ、ディストリ

ビューター、フューエルタンク 

電装部品 
スターター、オルタネーター、エアコンプレッサー、コンデンサー、モーター、エ

アコン、エバポレーター 

リビルト部品 

外装部品 バンパー、ランプ、ドアミラー、フェンダー 

機能部品 

エンジン、ドライブシャフト、トランスミッション、トルクコンバーター、キャブ

レター、ターボチャージャー、パワステ関連、ラック＆ピニオン、クラッチカバー、

ラジエーター、ウォーターポンプ、ラッチディスク、ブレーキ 

電装部品 
スターター、オルタネーター、エアコンコンプレッサー、コンピューター、ディス

トリビューター 

出所：平成 25 年度中小企業支援調査『自動車リサイクルに係る解体業者に対する経営実態等調査事業報告書』（経済産業省） 
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リユース部品は、使用済自動車の解体に際し、自動車補修部品市場でのニーズを踏ま

えつつ、再利用可能な有用部品を取り外し、部品の状態などの点検とともに、洗浄、美

化を行い、商品化される。 

一方、リビルト部品は、修理の際に発生した部品や使用済自動車から回収した部品を

分解し、摩耗、劣化した構成部品を交換、再組立てが行われている。交換する構成部品

は、自動車製造業者、部品製造業者（以下、「自動車製造業者等」という。）の補修部品

の販売ルートから調達した構成部品を使う場合のほか、部品製造業者から直接調達する

場合や、リビルド業者が独自に製造した構成部品が使用される場合も存在する。 

 

図Ⅰ-3 リユース部品の概要 

 

図Ⅰ-4 リビルト部品の概要 

自動車補修部品は自動車の機能を回復させることを目的として供給されており、自動

車製造業者等では、補修部品の機能、性能など品質の均一化に取り組んでいるが、リユ

ース部品、リビルト部品は一度使用された部品を再利用しているため、リユース部品で

は、以前の使用状況によって部品の状態に“ばらつき”が生じることになる。また、リ

ビルト部品では、構成部品を点検し、摩耗・劣化した構成部品の交換等が行われている

ものの、構成部品の多くが再利用されていることから部品に“個体差”が生じる可能性

がある。 

 

（３）国内流通の状況 

１）流通状況 

リユース部品では使用済自動車から回収された有用な部品を、またリビルト部品で

は修理の際に発生した部品や使用済自動車から回収された部品を再利用するため、供

給できる部品は使用済自動車等の発生状況などの影響を受ける。このため、供給事業

者単体では対応できない需要に効率的に対応し、部品流通を活性化させるため、リユ

ース部品の商品化に取り組む解体業者などが結集し、保有する部品在庫を事業者間で

融通する在庫共有ネットワークシステムが構築され、グループ化が進められている。 

一方、こうした在庫共有ネットワークグループを介した流通のほか、地域の自動車

整備事業者等に直接販売される場合や、自動車ユーザーからの要望を契機として、新
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品部品の供給ルートである部販・共販、部品商、ディーラーで取り扱われる場合もあ

る。 

 

図Ⅰ-5 国内流通の概要    

 

２）市場の動向 

平成 24年の我が国の自動車補修部品市場におけるリユース部品、リビルト部品の市

場は 2,380億円と推計される。 

表Ⅰ-3 リユース部品、リビルト部品の国内市場規模の推移 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 

リユース部品 1.090 億円 1,140 億円 1,195 億円 1,230 億円 1,290 億円 

リビルト部品 870 億円 900 億円 1,080 億円 1.040 億円 1.090 億円 

合計 1.960 億円 2,040 億円 2,275 億円 2,270 億円 2,380 億円 

出所：平成 25 年度中小企業支援調査『自動車リサイクルに係る解体業者に対する経営実態等調査事業報告書』（経済産業省） 

 

部品取りを行う使用済自動車の状況をみると、我が国における自動車の平均使用年

数は、平成 17 年度の 12 年から、平成 24 年度には 14 年を超え長期化している。これ

に伴い、使用済自動車の引取りも、13年目、15年目の継続検査を機に廃車される自動

車が増加している。 

一方、平成 24年度自動車リサイクル連携高度化事業『自動車リユース部品の利用促

進のための「共創型グリーンポイントセンター」の構築に関する実証事業』（環境省）

によると、自動車補修におけるリユース部品の利用状況を車両年式別にみると、高年

式車両（～5 年）は約 11％、中年式車両（6～10 年）は約 31％、低年式車両（11 年以

上）は約 59％となり、低年式車両における需要も多い状況と考えられる。 

自動車の平均使用年数が長期化するなか、低年式車両におけるリユース部品の利用

割合は更に拡大することも見込まれる。 
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表Ⅰ-4 我が国における自動車の平均使用年数 

 

出所：ＪＡＲＣデータＢＯＯＫ（自動車リサイクル促進センター） 

 

 

出所：ＪＡＲＣデータＢＯＯＫ（自動車リサイクル促進センター） 

 

図Ⅰ-6 我が国における引取車台の年数分布 

 

出所：平成２４年度自動車リサイクル連携高度化事業『自動車リユース部品の利用促進の

ための「共創型グリーンポイントセンター」の構築に関する実証事業』（環境省） 

図Ⅰ-7 年式別の修理件数 

 

また、平成 24 年 10 月に自動車保険のノンフリート等級別料率制度が改定され、平

成 25 年 10 月以降の契約から新たな保険料の割増引率が適用されたことから、自費修

理の機会が増加することも見込まれ、新品部品に比べて低価格なリユース部品、リビ

ルト部品の需要が高まることも考えられる。 

こうしたなか、部品販売卸、地域部品商等では今後の需要拡大を見込み、リユース

部品、リビルト部品の取扱いを拡大したいとの意向もみられ、自動車補修部品市場に

おいてこれら部品の利用選択の機会が拡大することも期待される。 

 
出所：平成 25 年度素形材関連取引実態調査『自動車補修部品産業未来ビジョンフォローアップ調査』（経済産業省章） 

図Ⅰ-8 リユース部品、リビルト部品の取扱い拡大の意向 

15.9%

0.0%

25.4%

12.8%

22.9%

9.1%

60.0%

51.4%

22.1%

45.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

部販・共販
（n=44）

部品販売卸
（n=5）

地域部品商
（n=177）

ディーラー
（n=86）

整備専業者
（n=48）

リユース部品

リビルト部品



 

7 

 

 
出所：平成 25 年度素形材関連取引実態調査『自動車補修部品産業未来ビジョ

ンフォローアップ調査』（経済産業省） 

図Ⅰ-9 リユース部品を取り扱う理由 

 
出所：平成 25 年度素形材関連取引実態調査『自動車補修部品産業未来ビジョ

ンフォローアップ調査』（経済産業省） 

図Ⅰ-10 リビルト部品を取り扱う理由 

 

（４）輸出の状況 

我が国からの中古自動車輸出の増加とともに、リユース部品等の輸出も増加している。

海外市場では自動車の使用状況や道路環境の違い等から、エンジン、外装部品、ファン、

ヒューズボックス等の電装部品、ストラット、ドライブシャフト、ロアアーム等の足回

り部品などに対する需要が多い状況。 

リユース部品等の輸出では、海外に販売拠点をもつ事業者や、海外から直接受注を受

ける事業者では、自社で回収した部品のほか、他の解体業者が回収した部品を引取り輸

出する場合もある。その一方、事業所に買い付けにきたバイヤーを通じ、海外に輸出さ

れる場合も多い。 

また、海外市場では、マレーシアやアラブ首長国連邦（シャルジャ）がリユース部品

等の国際流通“ハブ”となり、当該地域を経由してアフリカ等に輸出するルートが形成

されている。こうした市場では、異なる国のバイヤー間でもリユース部品等に対する価

格の相場感が形成され、品質如何に関わらず同じ価格帯で流通される場合も多いと推測

される。 

輸出するリユース部品等に対する保証や、部品の状態が判別できる情報を提示するこ

とにより、適正な評価のもとで流通される場合も一部にみられるが、依然として動けば

良いとの考え方も根強い状況と考えられる。 

 

一方、解体業者における自動車リサイクル関連売上高の構成をみると、輸出向けリユ

ース部品販売は 24％を占めている。 

海外において新興国を中心として新たな自動車市場が形成されていくなか、我が国か

らの中古自動車輸出の増加に伴い、補修部品に対する需要も高まり、リユース部品、リ

ビルト部品の輸出が更に拡大することが見込まれる。 
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図Ⅰ-11 輸出の概要 

 

出所：平成 25年度中小企業支援調査『自動車リサイクルに係る解体業者に対する経営実態等

調査事業報告書』（経済産業省） 

図Ⅰ-12 自動車リサイクル関連売上高の構成 

 

（５）関連業界における活用促進の取り組み 

平成 24年 6月に、一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会、一般社団法人日本

損害保険協会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、一般社団法人日本中古自動

車販売協会連合会（平成 24年 11月から参画）、日本自動車車体整備協同組合連合会（平

成 25 年 3 月から参画）が連携し、「自動車リサイクル部品活用推進に向けた検討会」を

立ち上げた。翌平成 25年には「自動車リサイクル部品活用推進会議」として、リサイク

ル部品の認知度向上を図るため、自動車ユーザー、自動車整備事業者等に向けた周知活

動等に取り組まれている。 

 

 

Ⅱ．リユース部品、リビルト部品の課題 

 

１．自動車ユーザーの抱く品質等への不安 

平成 25年度に一般社団法人日本損害保険協会で実施された「リサイクル部品に関する

アンケート調査」によると、リユース部品、リビルト部品を利用して自動車を補修した

自動車ユーザーの多くはこれら部品に満足しているものの、一部の自動車ユーザーは品

質、安全面に不満を感じている。 

また、同調査におけるリユース部品、リビルト部品を使用した修理経験がない理由を

みると、「自動車を所有していない」、「自動車を修理する機会がなかった」との回答を除

く 4,241回答のなかで、「リサイクル部品の存在を知らなかった」、また「修理業者や保

険会社から案内されなかった」との回答が約 90％を占めている。自動車ユーザーのリユ

ース部品、リビルト部品の不知が利用機会の損失につながる場合も多く、自動車整備事

業者等から自動車ユーザーに案内しやすい環境整備が重要になると考えられる。 

さらに、リユース部品、リビルト部品を認知している自動車ユーザーのうち、「リサイ

クル部品に不安・不満があった」を理由とし、使用しない自動車ユーザーは約 65％を占

自動車リサイクル関連売上高構成（2012年度）

その他
7%リビルト部品販売

6%

中古部品販売（輸
出）
24%

中古部品販売（国
内）
32%

スクラップ販売
31%
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める。こうした不安・不満を解消していくためには、自動車ユーザーが部品の状態を把

握した上で利用選択されることが重要であり、こうした判断のために必要な情報が判り

やすく提供されることが必要になると考えられる。 

 

出所：平成 25年度「リサイクル部品に関するアンケート調査結果」（日本損害保険協会） 

図Ⅱ-1 リサイクル部品を使用した感想 

 

出所：平成 25年度「リサイクル部品に関するアンケート調査結果」（日本損害保険協会） 

図Ⅱ-2 リサイクル部品を使用した感想の理由 

 

 

出所：平成 25 年度「リサイクル部品に関するアンケート調査結果」（日本損害保険協会） 

図Ⅱ-3 リサイクル部品を使用して修理した経験がない理由 

 

一方、我が国では欠陥車による事故を未然に防止し、自動車所有者等を保護すること

を目的としてリコール制度が運用されており、自動車等に対するリコールが発生した場

合、その情報が国土交通省や自動車製造業者等から提供されている。 

一部の在庫共有ネットワークグループでは、リコール情報が公表された場合には、自

動車製造業者等が提供するリコール情報検索サイトから情報を入手し、運用するネット

ワークシステムでリユース部品の商品化を行う解体業者や受注管理を行う部門に共有す

る取り組みが行われている。 

リユース部品、リビルト部品は、これらを供給する事業者において独自に策定した商

品化基準に基づき、品質検査等によって商品化の判断が行われており、供給事業者にお

いて、リコール対象部品を含む、道路運送車両の保安基準に適合しない部品の流通防止

等に取り組むことが重要になる。 
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さらに、リユース部品、リビルト部品の供給責任を明確化し、不具合が発生した際に、

自動車ユーザーに対し、円滑に対応していくことにより、これら部品の利用に際しての

信頼感を高めていくことも重要と考えられる。 

 

２．業界における取り組み 

リユース部品、リビルト部品は必要な構成部品や部材が一体となった状態(アッセンブ

リ)で扱われることも多く、部品の種類によって機能、構造等は異なり、また自動車に装

備された段階で道路運送車両の保安基準を満たすことが求められる場合もある。このた

め、これら部品の商品化に際し、確認すべき項目、測定方法は部品の種類ごとに異なる。 

一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会（以下、協議会という。）では、主要な

機能部品（エンジン、トランスミッション（オートマチック、マニュアル）、スターター

モーター／セルモーター、オルタネーター／ダイナモ、クーラーコンプレッサー、パワ

ステベーンポンプ、ターボチャージャー、噴射ポンプ、スロットル・ボディー）につい

て、商品化の際に確認すべき項目等の統一化を図り、「品質検討基準」として平成 23年 5

月に公表している。そして、協議会に加盟する在庫共有ネットワークグループを中心に、

「品質検討基準」を踏まえた品質確認に取り組んでいる。 

しかしながら、協議会に加盟していない事業者も多いことから、「品質検討基準」の考

えを、非加盟事業者にも広く浸透させることが課題となっている。 

 

出所：リサイクル部品の利用普及と「保証基準」「品質基準の共通化」（日本自動車リサイクル部品協議会） 

図Ⅱ-4 品質検討基準の例 
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また、平成 26年 1月には、協議会における新たな取り組みとして、協議会で取り決め

た品質・保証基準に基づき商品化されたリユース部品に対して、「品質・保証認証シール」

を貼付する取り組みが開始された。在庫共有ネットワークグループの一つとなるＮＧＰ

日本自動車リサイクル事業協同組合において進められているギャランティシールの取り

組みと合わせ、供給するリユース部品の信頼の証を示すものとして運用されている。 

なお、シール貼付等のラベリングでは保証内容も重要であるが、ラベリングそのもの

の信頼性を担保する仕組みも重要になると考えられる。 

 

出所：一般社団法人日本自動車リサイクル部品協議会 

 

出所：ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合 

図Ⅱ-5 リユース部品への表示例 

   

一方、自動車は、様々な技術を用いて性能の向上の実現や、個性的なデザインによる

商品価値の向上が図られている。また、信頼性を有する品質の証として自動車製造業者

等の商標が付されており、こうした取り組みは知的財産権によって権利保護されている。 

近年、自動車補修用部品において模倣品対策が課題となるなか、リユース部品、リビ

ルト部品においても、知的財産の侵害防止に配慮し、模倣品の流通防止に努めていくこ

とが重要になる。 

 

３．情報提供の状況 

（１）国内流通における情報提供の現状 

多くの供給事業者では、商品化に際して車両の状態の確認、部品の検査などを行い、

その結果などの記録、管理に取り組まれつつある。 

しかしながら、供給事業者ではリユース部品、リビルト部品の販売に際し、車両の走

行距離、部品の外観情報（傷、凹み等）、検査結果などの品質に関する情報は伝えられる

ものの、部品取りを行った車両の情報などは供給事業者内部での管理に留まっている場

合も多く、供給事業者と自動車整備事業者等、自動車ユーザーとの間で情報の格差が生

じる要因となっている。 

また、供給事業者からリユース部品、リビルト部品の販売業者（地域部品商、ディー

ラー、整備事業者）に情報が伝えられた場合でも、販売業者から自動車ユーザーに対し

http://www.japra.gr.jp/blog/wp-content/uploads/2014/03/DSCN0913-1.jpg
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て価格、納期、保証内容に関する情報は伝えられるものの、検査結果などに関する情報

は十分伝えられていない場合も多いと考えられる。 

 
出所：平成 25 年度素形材関連取引実態調査『自動車補修部品産業未来ビジョンフォローアップ調査』（経済産業省） 

図Ⅱ-6供給事業者における情報の取り扱い状況 

 

 

出所：平成 25 年度素形材関連取引実態調査『自動車補修部品産業未来ビジョンフォローアップ調査』（経済産業省） 

図Ⅱ-7 販売に際しての情報の提供状況 
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（２）輸出における情報提供の現状 

リユース部品等は、国際流通ハブとなるマレーシアやシャルジャを経由して輸出され

る場合も多く、我が国から輸出されたリユース部品等と、他国から供給されたリユース

部品等が混在して扱われるため、我が国から輸出するリユース部品等の信頼確保が重要

な課題となる。 

中古自動車輸出の増加等に伴い、リユース部品等に対する需要も高まることが見込ま

れるなか、海外において部品の品質に起因する問題もますます起こり得るおそれがある。 

こうしたなか、供給事業者が主体となり、リユースエンジン、ミッションを対象に、

我が国から輸出する部品の状態証明のため、①以前の車両の走行距離、②外観、サビの

状態、③エンジン内部のスラッジ、④エンジンの始動状態、⑤コンプレッション値、⑥

オーバーヒートの有無の 6 項目の状態をレーダーチャートによって提示するとともに、

供給状況等のトレーサビリティ情報として、①車両型式、②原動機の型式、③車台番号、

④車両名称、⑤初年度登録年、⑥リユースエンジンの供給事業者などの情報を併せて提

供する標準化の取り組みもみられる。 

今後、さらに業界全体で議論されることにより、全体的な取り組みとして浸透し、我

が国から輸出されるリユース部品等が適正な評価のもとで取り引きされる市場の形成に

繋がることが期待される。 

 

 

Ⅲ．検討課題 

 

１．自動車ユーザーに対する情報提供 

自動車ユーザーの一部からは、リユース部品、リビルト部品に対して品質面における

不安が指摘されている。供給事業者から自動車整備事業者等に対して一定の情報提供が

行われているが、これら情報が自動車ユーザーに十分に伝わっているとは言い難い状況

にある。 

リユース部品、リビルト部品の利用拡大のためには、供給事業者と自動車整備事業者

等が連携し、自動車ユーザーが一つ一つの部品の状態を把握するために必要な情報を判

りやすく提供していくことが重要であり、供給事業者において記録、管理する情報や提

供する情報など、トレーサビリティ情報の統一化を図ることが必要ではないか。 

 

２．安全・安心の確保 

リユース部品、リビルト部品は、自動車補修部品として、これら部品が装備された車

両が道路運送車両の保安基準に適合する必要があり、供給事業者は、これら部品の商品

化に際し、部品の状態等を確認することが求められる。 

また、欠陥車による事故を未然に防止し、自動車ユーザーを保護することを目的とし
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てリコール制度が運用されている。リコール対象になった部品は改善措置が施されない

まま再利用された場合、当該部品が装備された車両は保安基準に適合しない、または適

合しなくなるおそれがある。このため、改善措置が施されていないリコール対象部品の

流通防止に取り組むことが必要ではないか。 

さらに、リユース部品、リビルト部品に不具合が発生した際に、自動車ユーザーに対

し、円滑に対応していくため、供給責任や関連業界間の役割を明確化していくことも重

要と考えられる。 

 

３．知的財産に係る権利侵害の防止 

自動車は、様々な技術を用いて性能等の向上の実現や、個性的なデザインによる商品

価値の向上が図られている。また、信頼性を有する品質の証として、自動車製造業者等

の商標が付されている。こうした自動車製造業者等の取り組みの多くは、知的財産権に

よって権利保護されていると考えられる。 

リユース部品、リビルト部品の商品化に当たって、自動車製造業者等が有するこれら

の知的財産を侵害することがないよう、供給事業者において原部品に用いられている知

的財産について確認が求められる。さらに販売に際し、事業者間の公正な競争を阻害す

ることがないよう明確な識別表示が求められる。このため、供給事業者におけるコンプ

ライアンス確立を促進していくことが必要ではないか。 

 

４．信頼性のある情報提供のための基盤整備 

自動車ユーザーが安心、信頼してリユース部品、リビルト部品を利用選択できるよう

にするためには、これら部品が自動車補修部品として道路運送車両の保安基準を満たす

とともに、トレーサビリティが確立された上で必要な情報が提供される必要がある。 

これまで、在庫共有ネットワークグループが組織する団体において部品の確認項目の

統一化や、供給事業者が主体となったトレーサビリティ情報を提供するための標準化等

の取り組みが行われているものの、対象とする部品は限られ、また取り組む事業者も一

部に留まっている状況であり、こうした考えを更にリユース部品、リビルト部品全体、

また業界全体に広く浸透させていくことが重要になると考えられる。 

このため、供給事業者に求められる取り組みを明確化し、また全ての供給事業者が容

易に取り組むことができるよう、リユース部品、リビルト部品の供給における基盤とし

て整備していくことが必要ではないか。 
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Ⅳ．課題に対する検討 

 

１．自動車ユーザーに対する情報提供 

（１）リユース部品、リビルト部品の利用促進のためのガイドライン 

平成 14年 5月に国土交通省より公表された『自動車のリサイクル部品の品質確保等に

関する調査検討報告書』では、リユース部品、リビルト部品に対する信頼性を高めるた

め、自動車ユーザーに対する説明やアフターサービスを充実すべく、自動車整備事業者

等と供給事業者が果たすべき役割が明確化された。さらに、これら部品を利用する際の

確認内容や、不具合発生時の対応などとともに、リユース部品、リビルト部品の利用促

進のためのガイドライン（以下、「自動車リサイクル部品の利用促進のためのガイドライ

ン」という。）として取りまとめられている。 

 

リサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告書の概要（抜粋） 

 

①自動車整備事業者等の役割 

・ユーザーに対し、新品の部品だけでなく、リビルト部品やリユース部品等のリサイクル部品

も紹介する。その際、それぞれの部品の特徴を説明する。 

・必要なリサイクル部品がすぐに見つからない場合でも、しばらく待つと部品が入荷する可能

性があることを自動車ユーザーに説明する。 

・部品に不具合があった場合はリサイクル部品供給事業者と連携し、自動車ユーザーの満足度

を高めるべく対応する。 

②リサイクル部品供給事業者の役割 

・自動車整備事業者等にリサイクル部品の点検内容や保証について適切に伝える。 

・自動車整備事業者等の自動車ユーザーへの対応を支援する。 

・万一不具合があったら、自動車整備事業者等をサポートし、現実的で円満な解決を図る。 

 

当該ガイドラインでは、自動車整備事業者等がリユース部品、リビルト部品を発注す

る際に部品を特定するために必要となる情報項目として、自動車検査証とコーションプ

レート（ネームプレート、モデルナンバープレートとも呼ばれる）の記載事項が整理さ

れている。 

また、リユース部品、リビルト部品を利用する際に、確認すべき点検、作業内容等に

ついて整理されている。 
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出所：平成 14 年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告書の概要」（国土交通省）から作成 

図Ⅳ-1 自動車のリサイクル部品の利用促進のためのガイドラインの内容 
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表Ⅳ-1 リユース部品、リビルト部品の発注する際に供給事業者に伝えるべき情報 

自動車検査証記載事項 初年度登録年月、メーカー名、型式、車台番号、原動機の型式、

燃料の種類、型式指定番号、類別区分番号 

コーションプレート記載事項 カラーコード（外装部品の場合）、トリムコード（内装部品の

場合）、ミッション形式、アクスル形式 

出所：平成 14 年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告書の概要」（国土交通省） 

 

表Ⅳ-2 リユース部品、リビルト部品の利用にあたり、確認が必要な点検、作業内容 

リユース部品を利用するにあ

たり必要な点検内容 

・エンジンやドアなどのアセンブリ（ASSY）の範囲を、原則統

一し、万一過不足があるときは事前に伝えること 

・あらかじめ最低限の点検を実施する。ただし、リユース部品

の価格がいたずらに高くならないように、リサイクル部品供

給事業者と自動車整備事業者等が相談して、点検項目や方法

について柔軟に対応すべき 

リビルト部品を利用するにあ

たり確認すべき作業内容 

分解、清掃作業の実施状況、コアの検査の実施状況、コアの検

査の基準、構成部品の交換や修正の内容、再組立作業の内容、

完成品テストの実施状況、保証及びアフターケアの内容 

出所：平成 14 年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告書の概要」（国土交通省） 

 

（２）共通化を図る情報の範囲 

現在、自動車補修に用いられるリユース部品、リビルト部品の多くは、自動車整備事

業者等を通じて自動車ユーザーに提供されていることから、上記ガイドラインで示され

た供給事業者と自動車整備事業者等の役割の考えを踏まえ、これら事業者が連携し、自

動車ユーザーに対して必要な情報提供に取り組んでいくことが適当と考えられる。 

また、共通化を図る情報の範囲は、リユース部品、リビルト部品の利用選択に至るま

で必要になる情報のほか、これら部品の使用後において不具合発生時の対応まで考慮し

て検討していくことが適当と考えられる。 

 

①部品の適合に関する情報 

補修車両に適合する部品を特定するために必要になる、部品取りを行った車両等

に関する情報 

②部品の状態に関する情報 

一つ一つの部品の状態を把握するために必要になる、以前の使用状況、商品化に

際して実施した作業内容、検討結果等に関する情報 

③供給責任の明確化に関する情報 

不具合等が発生した際に円滑に対応するために必要になる、供給事業者等に関す

る情報 
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図Ⅳ-2共通化を図る情報の範囲 

 

２．安全・安心の確保 

（１）リユース部品、リビルト部品に対する製造物責任 

１）製造物責任法における中古品、廃棄物の扱い 

製造物責任法（平成 6年法律第 85号）第 2条第 1項において、製造物は「製造又は

加工された動産」と定義されている。同法の逐条解説によると中古品又は廃棄物であ

っても「製造又は加工された動産」に該当する場合は製造物として製造物責任の対象

になるとの考え方が示されている。 

また、製造業者の責任は、中古品に対しては、以前の使用状況、点検、修理などの

状況を踏まえ、また廃棄物に対しては、製品として利用することが予定されていない

という事情を考慮し、それぞれ判断されるとの考え方が示されている。 

 

逐条解説 製造物責任法（経済企画庁国民生活局消費者行政第一課偏）（抜粋） 

第２条 定義 

６ 具体的な例 

（２）中古品 

中古品であっても「製造又は加工された動産」に該当する以上は、製造物であって、本法の

対象となり、製造業者が当該製造物を引き渡した時に存在した欠陥と相当因果関係のある損害

については賠償責任を負うことになる。 
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ただし、中古品として売買されたものについては、①以前の使用者の使用状況や改造・修理

の状況が確認しにくいこと、②中古品販売者による点検、修理や整備などが介在することも多

く、製造業者の責任の有無については、このような事情を踏まえて判断されることになる。 

（３）廃棄物 

廃棄物であっても「製造又は加工された動産」に該当する以上、製造物にあたる。しかし、

廃棄物が再利用され、それに起因する事故が発生した場合には、廃棄された物は、もはや製品

として利用することが予定されていないという事情を考慮して、通常は欠陥のある製造物とは

判断されないものと考えられる。 

 

２）リユース部品、リビルト部品に対する製造物責任 

使用済自動車から回収された有用な部品や修理に際して交換された部品が、リユー

ス部品若しくはリビルト部品として再利用された場合は、当該部品は製造物責任の対

象となる。 

 

①リユース部品 

製造物責任法の逐条解説において、「販売業者は、欠陥を創出し自己の意思をもって

市場に供給したとはいえず、一般の販売業者に製造業者と同様の責任を負わせるのは

適当でない」との考え方が示されている。 

自動車補修部品におけるリユース部品※は、使用済自動車から利用できる部品を取り

外し、分解等の手を加えず商品化されており、別の特性が加えられていないことから、

リユース部品の供給事業者は製造業者には該当しないと考えられる。 

なお、製造物責任法に基づき製造業者が賠償の義務を負う対象は、製造物の欠陥に

よって生じた拡大損害とされており、当該製造物についてのみ生じた損害は賠償の対

象とはならない。しかしながら、被害者は契約責任や瑕疵担保責任に基づき、代物請

求、修繕請求等を売主に対し行うことができる。このため、リユース部品による損害

が生じた場合は、これらを供給する事業者が第一次責任を負うことに留意する必要が

あると考えられる。 

 

逐条解説 製造物責任法（経済企画庁国民生活局消費者行政第一課偏）（抜粋） 

第２条 定義 

三 製造業者等の定義 

５ 販売業者 

製造物責任の責任根拠は、危険責任、信頼責任、報償責任の三つにあると考えられるが、販売

業者は、欠陥を創出し自己の意思をもって市場に供給したとはいえず、一般の販売業者に製造業

                                                   
※本章におけるリユース部品は、当該部品の商品化に際し、別の特性を加えることなく、そのまま再利用し

た部品を前提としている。製造物責任の責任所在は、リユース部品の用語ではなく、商品化工程で実施さ

れた作業内容等によって判断され得ることに留意する必要がある。 
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者と同様の責任を負わせるのは適当でないため、本法の対象とはしていない。 

なお、販売業者は、直接の買主に対しては契約関係にあり、これに基づいて事案により、従来

どおり瑕疵担保責任（民法第５７０条）、債務不履行責任（民法第４１５条）等の責任を負うこと

がありうる。 

 

②リビルト部品 

製造物責任法の逐条解説において、劣化、破損等により修理等では使用困難な状態

となった製造物について当該製造物の一部を利用して形成された再生品については、

再生品を製造又は加工した者が製造物責任を負うとの考えが示されている。 

 

逐条解説 製造物責任法（経済企画庁国民生活局消費者行政第一課偏）（抜粋） 

第２条 定義 

６ 具体的な例 

（４）再生品 

再生品は、劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物について当該製造

物の一部を利用して形成されたものであるが、基本的には「製造又は加工された動産」に当た

る以上は本法の対象となり、再生品を「製造又は加工」した者が製造物責任を負う。この場合、

再生品の原材料となった製造物の製造業者については、再生品の原材料となった製造物が引き

渡された時に有していた欠陥と再生品の利用に際して生じた損害との因果関係がある場合にの

み製造物責任が発生する。 

 

自動車補修部品におけるリビルト部品は、使用済自動車から取り外した部品や修理

の際に発生した交換部品等をベースに、摩耗、劣化した構成部品を新品と交換、再組

み立てして商品化されるものであり、リビルト部品を「製造又は加工」した者が製造

物責任を負うことになると考えられる。 

なお、リビルト部品の使用に際して生じた損害が、交換した構成部品の欠陥に起因

する場合は、当該構成部品を供給した部品製造業者が製造物責任を負う場合があると

されている。 

 

３）製造物責任の責任期間 

製造物責任法では、損害賠償の請求権について、製造業者等が製造物を引き渡した

時から、10年を経過したときは、時効によって消滅するとされている。 

なお、10年間の責任期間が終了した後においても、被害者は故意・過失を立証して

製造業者の不法行為責任を追及することが可能である。 
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製造物責任法（平成 6年法律第 85号）（抜粋） 

（期間の制限）  

第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務

者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造

物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。  

 

（２）道路運送車両の保安基準への不適合製品への対応について 

１）リコール制度の概要 

リコール制度とは、欠陥車による事故を未然に防止し、自動車ユーザー等を保護す

ることを目的とするものであり、「自動車製作者等」が、その製作し、若しくは輸入し

た同一の型式の一定の範囲の自動車の構造、装置若しくは性能が自動車の安全上、公

害防止上の規定（道路運送車両の保安基準）に適合しなくなるおそれがある状態、又

は適合していない状態にあり、かつ、その原因が設計又は製作の過程にあると認める

場合に、その旨を国土交通大臣に届け出て自動車を回収して改善措置を講じる制度で

ある。 

自動車のほか、特定後付装置（タイヤ及びチャイルドシート）についてもリコール

制度の対象となっている。 

 

道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185号）（抜粋） 

(改善措置の勧告等) 

第六十三条の二 （略） 

２ 国土交通大臣は、前条第一項の場合において、保安基準に適合していないおそれがあると認

める同一の型式の一定の範囲の装置(自動車の製作の過程において取り付けられた装置その他

現に自動車に取り付けられている装置であつてその設計又は製作の過程からみて前項の規定に

より当該自動車の自動車製作者等が改善措置を講ずることが適当と認められるものを除く。以

下「後付装置」という。)であつて主として後付装置として大量に使用されていると認められる

政令で定めるもの(以下「特定後付装置」という。)について、その原因が設計又は製作の過程

にあると認めるときは、当該特定後付装置(自動車の装置を輸入することを業とする者以外の者

が輸入した特定後付装置その他国土交通省令で定める特定後付装置を除く。以下「基準不適合

特定後付装置」という。)を製作し、又は輸入した装置製作者等(自動車の装置の製作を業とす

る者又は外国において本邦に輸出される自動車の装置を製作することを業とする者から当該装

置を購入する契約を締結している者であつて当該装置を輸入することを業とするものをいう。

以下この条、次条第二項から第四項まで及び第六十三条の四第一項において同じ。)に対し、当

該基準不適合特定後付装置を保安基準に適合させるために必要な改善措置を講ずべきことを勧

告することができる。 
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道路運送車両法施行令（抜粋） 

（特定後付装置）  

第七条  法第六十三条の二第二項 の政令で定める後付装置は、タイヤ及び年少者用補助乗車装

置（幼児その他の年少者を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため、又は座

席ベルトの機能を確保するために座席に固定して用いる乗車装置をいう。）とする。 

 

２）不適合製品の流通防止について 

自動車等に対するリコールが発生した場合、その情報は国土交通省からプレスリリ

ースされるとともに、ウェブサイト「自動車のリコール・不具合情報」や自動車製造

業者等のホームページにて公表されている。 

リユース部品、リビルト部品は、これらを供給する事業者において、使用済自動車

から取り外された部品や修理において交換された部品に対し、独自に策定された品質

確認基準等に基づく検査等を行い、商品化の判断が行われている。 

このため、リユース部品、リビルト部品を供給する事業者における商品化の判断に

際し、公表されたリコール情報に基づき、使用済自動車等がリコール対象車両か、改

善措置が行われているか確認し、リコール対象部品の流通防止に取り組むことが必要

と考えられる。 

また、道路運送車両の保安基準への不適合製品の発生は、リコールのみならず、リ

ユース部品、リビルト部品の商品化工程において生じた瑕疵等への対処においても必

要となるものと考えられる。 

 

３．知的財産に係る権利侵害の防止 

自動車は、様々な技術を用いて性能等の向上の実現や、個性的なデザインによる商品

価値の向上が図られているとともに、信頼性を有する品質の証として、自動車製造業者

等の商標が付されており、こうした取り組みは知的財産権によって権利保護されている。 

リユース部品、リビルト部品の商品化等をする各供給事業者（解体業者、リビルド業

者）においては、自動車製造業者等が有する特許権、商標権などを侵害することがない

よう留意し、適正な商品化の取り組みが求められる。 

 

（１）特許権の侵害防止 

既に特許権者等から譲渡された製品に関する特許権の消尽については、現行特許法そ

の他の法令上は明文の規定はないものの、判例上は次のような考え方が示されている（最

判平 19．11．8民集 61巻 8号 2989頁）。 

 

●特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者（以下、両者を併せて「特許権者

等」という。）が我が国において特許製品を譲渡した場合には、市場における特許製

品の円滑な流通の必要性等も考慮し、当該特許製品については特許権はその目的を
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達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品の使用、譲渡等

には及ばず、特許権者は、当該特許製品について特許権を行使することは許されな

い。 

●一方で、特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換が

され、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと

認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが

許される。 

 

特許権侵害差止請求事件（最判平 19．11．8民集 61巻 8号 2989頁） 裁判要旨 

１ 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合

には，当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，特許権の効力

は，当該特許製品の使用，譲渡等には及ばず，特許権者は，当該特許製品について特許権を行

使することは許されない。 

２ 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき

加工や部材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造され

たものと認められるときは，特許権者は，その特許製品について，特許権を行使することが許

される。 

３ 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき

加工や部材の交換がされた場合において，当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして

特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては，

当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も総

合考慮して判断すべきである。 

４ 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部

材の交換がされ，それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと

認められるときは，特許権者は，その特許製品について，我が国において特許権を行使するこ

とが許される。 

５ 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部

材の交換がされた場合において，当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者

がその特許製品につき我が国において特許権を行使することが許されるといえるかどうかにつ

いては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実

情等も総合考慮して判断すべきである。 

６ インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者Ｘが我が国及び国外におい

て特許製品であるインクタンク（Ｘ製品）を販売したところ，Ｙが，Ｘ製品の使用済みインク

タンク本体を利用してその内部を洗浄しこれに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品

化されたインクタンク（Ｙ製品）を輸入し，我が国において販売している場合において，Ｙ製

品の製品化の工程における加工等の態様が，単にインクを補充しているというにとどまらず，

印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のために構造上再充てんが予定されていないイ
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ンクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものであるとともに，上記特許

に係る特許発明の本質的部分に係る構成を欠くに至ったものにつきこれを再び充足させて当該

特許発明の作用効果を新たに発揮させるものであることのほか，インクタンクの取引の実情な

ど判示の事情の下では，Ｙ製品は，加工前のＸ製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造され

たものであって，特許権の行使が制限される対象となるものではなく，Ｘは，その特許権に基

づいて，Ｙ製品の輸入，販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。 

 

（２）リユース部品及びリビルト部品に対する新たな製造の判断の枠組み 

前記判例を踏まえれば、リユース部品及びリビルト部品が特許製品の「新たな製造」

に当たるかどうかについては、当該部品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換

の態様のほか、取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である。当該特許製品の

属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、加工及び部

材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程

度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的

価値が考慮の対象とされることとなる。 

 

（３）リビルト部品における特許権の侵害防止 

特にリビルト部品については、構成部材の交換を前提として商品化されるものである

ところ、原部品の加工や部材の交換によって、「特許製品の新たな製造」に該当するか否

かがポイントとなる。リビルト部品では、その商品化に際し、摩耗、破損した構成部材

の交換が行われることが通常であるが、その態様が、発明の本質的部分に係る構成を欠

くに至った状態のものについて、これを再び充足させるものであるということができ、

本件発明の実質的な価値を再び実現し、本件発明の作用効果を新たに発揮させるもので

あれば、当初の特許製品と同一性を欠く製品が新たに製造されたものと認められ、特許

権侵害となるおそれがある。 

したがって、リビルト部品の商品化に際しては、リビルド業者において、当該部品の

特許情報について十分に確認し、商品化の判断を行うことが求められる。 

 

（４）不正競争防止法について 

不正競争防止法は、不正競争の防止により、事業者の営業上の利益の保護を図るとと

もに、これを通じて事業者間の公正な競争の確保を図る法律である。また不正競争防止

法は知的財産法の一環をなすものでもあり、特許法、商標法等によって客体に権利を付

与する方法（権利創設）により知的財産の保護を図る一方、不正競争防止法では、不正

競争行為を規制する方法（行為規制）により知的財産の保護が図られている。 

なお、商標権等は登録されていなければ権利侵害を主張することができないが、不正

競争防止法では商標登録等が行われていない場合でも、実際に商品が発売され、一定の

条件を満たす場合には権利侵害を主張し、保護を受けることができる。 
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また、東アジア諸国を震源地とする模倣品等の問題が深刻化するなか、不正競争防止

法においても模倣品等対策の強化が図られており、平成 17年改正では著名表示冒用行為、

商品形態模倣行為に関する刑事罰が設けられ、また平成 18年改正では「意匠法等の一部

を改正する法律」により、商品形態模倣品行罪の罰則が強化されている。 

 

（５）商標権の侵害防止について 

商標は、一般に、一定の商標を使用した製品は一定の出所から提供されると需要者（消

費者）が認識できる機能（出所表示機能）や同一の商標が付されている商品の同質性を

示す機能（品質保証機能）を有する。商標権者又はその許諾を得た者により適法に商標

が付され、流通に置かれた商品を転々と譲渡等する行為は、商標法の文言上は、商標権

の侵害となる可能性があるが、再利用、再生利用製品についての商標権の取扱いについ

て商標法その他の法令上明文の規定はない。 

一方で、リユース、リビルト商品とは直接の関係はないものの、商標が適法に付され

た商品の並行輸入が商標権の侵害になるか否かの裁判例においては、商標の機能である

出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信

用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないとの判断が示されていることも

参考になる（最判平 15．2．27民集 57巻 2号 125頁）。さらに、下級審の判例では、国

内における中古品販売について、「中古」又は「中古品」であることが明確にされ、その

態様からして商品の出所混同を招くおそれがなく、商標の出所表示機能を害することが

ないから、実質的違法性を欠くとの判断が示されている（大阪地裁平成 15年 3月 20日

判決）。 

 

商標権侵害差止等請求事件（最判平 15．2．27民集 57巻 2号 125 頁） 

判例 

１ 商標権者以外の者が，我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき，その登録商標

と同一の商標を付したものを輸入する行為は，許諾を受けない限り，商標権を侵害する（商標

法２条３項，２５条）。 

２ しかし，そのような商品の輸入であっても，（１）当該商標が外国における商標権者又は当該

商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり，（２）当該外国における商

標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得

るような関係があることにより，当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するもので

あって，（３）我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場に

あることから，当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証

する品質において実質的に差異がないと評価される場合には，いわゆる真正商品の並行輸入と

して，商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。 
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３ ただし，商標法は，「商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務上の信用の維持

を図り，もつて産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」も

のであるところ（同法１条），上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は，商標の機能

である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく，商標の使用をする者の業務上の信

用及び需要者の利益を損なわず，実質的に違法性がないということができるからである。 

 

中古機商標広告事件（大阪地裁平成 15年 3月 20 日判決） 

判例 

「被告が、中古の原告商品の販売のために新聞、インターネットなどに掲載した広告は、「中古」

又は「中古品」の文字が記載されており、その態様からして、それを見た者は、販売されている

原告商品が中古品である旨を認識し、したがって、原告を出所とする中古の原告商品を販売して

いることを認識するものであって、広告主である被告が原告商品の出所であると認識することは

ないものと認められる。」とし，被告がこのような広告を行うことは，「商品の出所混同を招くお

それがなく、登録商標の出所表示機能を害することがないから、実質的違法性を欠くものという

べきである。」とした。 

 

（６）不正競争行為の防止及び商標権の侵害防止 

前記の裁判例において示された考え方によれば、少なくとも、販売元、車両履歴、品

質確認の結果などの情報を適正に提供、表示されていないような場合には、商品の出所

混同を招き、すなわち商標の出所表示機能を害するため、商標法の趣旨に反するおそれ

があるものといえる。 

 

４．信頼性のある情報提供のための基盤整備 

（１）リユース部品、リビルト部品に求められる取り組み 

リユース部品、リビルト部品は一度使用された部品を再利用しているため、以前の使

用状況によって部品の状態に“ばらつき”、“個体差”が生じる可能性がある。 

一つ一つの部品の状態を把握するためには、部品の現在の状態について検査等による

評価とともに、以前の使用状況、商品化に際して行われた作業内容などを踏まえて判断

する必要があり、供給事業者には、関連法令の遵守も含め、部品の評価、部品情報の提

供に関し、適正な取り組みが求められると考えられる。 
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表Ⅳ-3 適正な情報提供に向け、リユース部品、リビルト部品に求められる取り組み 

 リユース部品 リビルト部品 

部品の特性 ◆使用済自動車から回収されたままの状態で供給され

るため、以前の使用状況によって部品の状態に“ばら

つき”が生じる。 

◆一度使用された部品を点検し、劣化した構成部品の交

換、または原部品や構成部品の加工により商品化して

いるものの、多くの構成部品を再利用。 

求められる取組   

 部品の評価   

  部品の状態 ◆商品化に際し、作動状態、外観等の検査が求められる。 

※既存の製品規格（JIS、JASO等）に規定がある場合は、当該規

格に基づく確認が望まれる。 

◆再生部品として、既存の製品規格（JIS、JASO）があ

る場合には当該規格に基づく検査が望まれる。 

※構成部品の多くが再利用されていることなどから、性能値は、

影響のない範囲での違いが生じることも想定される。 

  安全性の確保 ◆道路運送車両の保安基準の定めがある場合は少なく

ともこれを満足することが求められる。 

◆リコール未対応部品を含む不適合部品の流通防止が

求められる。 

◆道路運送車両の保安基準の定めがある場合は少なく

ともこれを満足することが求められる。 

◆再生部品の製造業者として、不適合部品の流通防止の

取り組みが求められる。 

 部品情報の提供   

  記録・管理 ◆商品化工程における検査、美化の作業記録が求められ

る。 

◆部品全体の状態を判断できるよう検査結果に加え、以

前の使用状況に関する情報の提供が求められる。 

◆商品化工程における構成部品の交換、原部品又は構成

部品の加工状況等の作業記録が求められる。 

◆再生部品としての検査結果に加え、商品化工程におけ

る作業内容等の情報の提供が求められる。 

  表示・識別 ◆不具合が発生した際の円滑な対応等のため、部品の使

用を終了する段階まで供給事業者が明確になってい

ることが求められる。 

◆不具合が発生した際の円滑な対応等のため、部品の使

用を終了する段階まで供給事業者が明確になってい

ることが求められる。 
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①部品の評価 

リユース部品、リビルト部品は、自動車補修部品として道路運送車両の保安基準に定

めがある場合には少なくともこれを満足する必要があり、検査等により部品の状態を確

認した上で商品化していくことが求められる。 

なお、部品の状態の確認は、日本工業規格（JIS）、公益社団法人自動車技術会が策定

する自動車規格（JASO）等の既存規格において測定方法等が規定されている場合は、こ

れに基づき確認することが望まれる。 

また、リコールの改善措置が行われていない部品を含め、保安基準に適合しないおそ

れがある部品については、この流通防止に取り組むことが求められる。 

 

②部品情報の提供 

自動車ユーザーに対して信頼性のある部品情報を提供するためには、供給事業者にお

いてリユース部品、リビルト部品の商品化に際して実施した作業内容を適正に記録、管

理し、トレーサビリティが確立された上で必要な情報を提供していくことが求められる。 

また、不具合発生時等に、自動車ユーザーに対して、円滑に、かつ、適切に対処すべ

く、部品の使用を終了する段階まで供給事業者が明確になっていることが求められる。 

 

（２）リユース部品、リビルト部品のための基盤整備 

自動車ユーザーに判りやすく情報を提供するためには、共通化された考え方のもと、

事業者によらず一定の情報が提供されることが必要であり、リユース部品、リビルト部

品の業界のみならず、関連業界を含めて広く合意形成を図りつつ、一定の共通化に取り

組むことが重要と考えられる。規格策定を通じて共通化を図ることで、リユース部品、

リビルト部品の関係業界も含めたコンセンサスのなかで、一定の共通化が図られること

になる。 

さらに、規格により、リユース部品、リビルト部品の流通基盤として整備されること

で、供給事業者の自主的取組が促進されるなかで、業界全体に広く浸透していくことが

期待される。 

なお、規格策定に当たっては、性能基準等を定めて品質の均一化を目的とするもので

はなく、一つ一つの部品の状態を把握するために必要となる部品の状態の評価、以前の

使用状況、商品化工程の作業内容などの一定の提供情報について共通化を図るとともに、

これらの情報の適正な記録、管理などの供給事業者に求められる取り組みを明確化し、

こうした取り組みの実施状況を担保する仕組みを構築する規格として整備していくこと

が適当と考えられる。 
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Ⅴ．リユース部品、リビルト部品に係る規格策定の方向性 

 

１．リユース部品、リビルト部品の範囲 

これまでリユース部品は、分解等の手を加えずに品質確認、洗浄・美化を行った再利

用部品、またリビルト部品は、摩耗、劣化した構成部品を新品部品と交換、再組立てを

行った再生部品として、商品化工程の違いによって区分されてきた。 

こうしたなか、自動車ユーザー、自動車整備事業者等では、リユース部品、リビルト

部品は、商品化工程の違いではなく、新品部品と比較した機能、性能等の状態によって

認知されている。 

規格策定に当たっては、自動車ユーザー、自動車整備事業者等に対する判りやすさに

も考慮し、一度使用された部品を、機能等を復元し再利用するものをリビルト部品、そ

のまま再利用するものをリユース部品として、再利用時の部品の状態で大別して整理す

ることが適当と考えられる。 

 

表Ⅴ-1 規格策定におけるリユース部品、リビルト部品の範囲 

リユース部品 一度使用された部品を、当該部品の構造、機能、性能を変更するこ

となく、そのまま再利用した部品 

リビルト部品 一度使用された部品を、分解、再組立てによって機能を復元、又は

性能を回復し、若しくは基本機能を維持しつつ、部品の構造、性能

を変更し、再利用した部品 

 

リビルト部品には、従来の新品部品との交換、再組立てに加えて、道路運送車両の保

安基準に適合し、かつ、知的財産の権利侵害がないことを前提に、構造、性能の変更を

行い商品化した場合、また自動車技術の進展によって情報技術を活用した部品も存在す

ることから、プログラムや認証コード等の変更を行う場合もリビルト部品に含めて検討

する必要があると考えられる。 

なお、供給事業者において、品質確認を行わずに再利用した部品は解体部品として扱

い、また知的財産の侵害防止に取り組まれていない模倣品のおそれがあるものは本検討

対象から除くものとする。 

また、製造物責任や知的財産の責任所在は、商品化工程で実施された行為等によって

判断され、用語、定義により判断されるものではないことに留意する必要がある。 

 

２．情報提供ための想定される規格の枠組み 

部品情報の適正な提供は、部品の現在の状態について、客観性、比較可能性のある評

価が実施されるとともに、評価結果や作業内容などが適正に記録、管理され、トレーサ

ビリティが確立された上で提供されることによって、実現されると考えられる。 



 

 

30 

 

また、供給事業者の関連法令の遵守を含めた、こうした取り組みが客観的に評価、担

保されることで、自動車ユーザーのリユース部品、リビルト部品に対する信頼性が高ま

り、不安感が解消されると考えられる。 

 

図Ⅴ-1 リユース部品、リビルト部品の状態の把握のための情報 

 

規格策定に当たっては、部品の評価、部品情報の提供のための環境整備とともに、供

給事業者の取組状況を評価、担保する仕組みを併せて検討し、リユース部品、リビルト

部品全体の信頼性の確保に取り組むことが適当と考えられる。 

 

図Ⅴ-2 リユース部品、リビルト部品に係る規格の枠組み 
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（１）部品の状態の評価 

リユース部品、リビルト部品は、自動車部品として機能させるために必要な構成部品

が一体となった状態（アッセンブリ）で扱われることも多い。さらに部品の種類ごとに

機能、構造等は異なり、部品によっては自動車に装備された段階で道路運送車両の保安

基準を満たすことが求められる場合もある。 

また、自動車部品は技術の進展とともに変わることも想定され、部品の種類によって、

その状態を評価するための検査及び検査方法等は異なると考えられる。 

このため、規格策定に当たって、リユース部品、リビルト部品の流通状況を踏まえつ

つ、部品の種類に応じて必要な検査及び検査方法等などを柔軟に策定できるよう、検査

及び検査方法等の策定ルールの明確化を図ることが考えられる。 

 

図Ⅴ-3 検査及び検査方法のイメージ 

 

（２）部品情報の記録、管理と提供 

一つ一つの部品の状態を把握し、リユース部品、リビルト部品を利用判断するために

は、供給された部品の現状を評価した結果だけでなく、以前の使用状況や、商品化に際

して実施された作業内容などと併せて判断する必要がある。このため、こうした判断に

必要な情報は、供給事業者において適切に記録、管理された上で、提供される必要があ

る。 

また、不具合発生時の円滑な対応等のためには、自動車部品として使用を終了する段

階まで、供給事業者が明確になるよう、その情報提供が求められる。 

このため、規格策定に当たっては、リユース部品、リビルト部品の商品化工程の違い

などを踏まえつつ、供給事業者に対し、記録、管理を求める情報や自動車ユーザーに提

供を求める情報など、基本的な情報項目について共通化を図ることが考えられる。 
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（３）供給事業者における取り組みの担保 

自動車ユーザーがリユース部品、リビルト部品に対して抱く品質への不安感を解消す

るためには、供給事業者において、適正に部品の評価や情報提供に取り組むための体制

が構築され、これが維持、運用されていることを示すことも重要になる。 

このため、規格策定に当たっては、供給事業者に対し、関連法令の遵守も含めた商品

化工程の構築などを促し、その運用状況などを客観的に評価する方法などを通じ、供給

される部品及び情報の信頼性等を担保する仕組みを構築していくことが考えられる。 

 

３．共通化を図る情報項目 

リユース部品、リビルト部品は、部品の種類ごとに構造、機能は異なり、部品の状態

を把握するために必要となる情報項目も異なることから、規格策定に当たっては、部品

の種類に依らず共通する情報項目を規定することが適当と考えられる。 

なお、自動車補修部品としてリユース部品、リビルト部品に対して求められる基本機

能は、国内流通であっても、輸出であっても本質的に変わるものではないと考えられる

ことから、情報項目は、国内流通のみならず、海外の事情も考慮した上で検討されるこ

とが求められる。 

 

（１）部品の適合に関する情報 

補修車両に適合するリユース部品、リビルト部品を特定するため、部品取りした車両

の情報、若しくは部品番号が確認され、部品と紐付けて管理される必要がある。 

規格策定において共通化を図る情報項目としては、リユース部品では、「自動車リサイ

クル部品の利用促進のためのガイドライン」や、平成 24年度自動車リサイクル連携高度

化事業『自動車リユース部品の利用促進のための「共創型グリーンポイントセンター」

の構築に関する実証事業』における自動車リユース部品利用マニュアル（以下、「自動車

リユース部品利用マニュアル」という。）で整理されたコーションプレート、自動車検査

証に記載された事項に加え、「部品番号」などを新たに追加することが考えられる。 

なお、車台番号は、補修車両に適合する部品の特定のほか、リコール情報の確認など、

トレーサビリティを確立する上で重要な情報項目になると考えられる。一方、自動車検

査証の記載事項は、使用済自動車として引き取られた車両に添付されていない場合も考

慮し、検討していくことが必要と考えられる。 

  また、リビルト部品では、コア回収にあたって、自動車検査証記載事項、コーション

プレート記載事項の確認が困難な状況も想定されることから、回収されたコアの部品番

号を確認し、記録、管理していくことが考えられる。 
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表Ⅴ-2 リユース部品の適合に関する情報項目案 

自動車検査証記載事項 ○初年度登録年月 

○車名（メーカー名） 

○型式 

○車台番号 

○原動機の型式 

○燃料の種類 

○型式指定番号 

○類別区分番号 

コーションプレート記載事項 ○型式フルモデル 

○車台番号（フレームナンバー） 

○カラーコード（外装部品の場合） 

・トリムコード（内装部品の場合） 

・ミッション形式 

・アクスル形式 

部品番号 ・部品番号 

※ 下線の情報項目は、平成 14年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告

書の概要」（国土交通省）で示された情報項目に追加する情報項目 

※ ○印は、平成 24年度自動車リサイクル連携高度化事業『自動車リユース部品の利用促進のた

めの「共創型グリーンポイントセンター」の構築に関する実証事業』（環境省）において取り

まとめられた「自動車リユース部品利用マニュアル」で示された情報項目 

 

表Ⅴ-3 リビルト部品の適合に関する情報項目案 

部品番号 

 

（２）部品の状態に関する情報 

リユース部品、リビルト部品の状態を把握するためには、部品取りした車両の使用状

況、商品化に際し実施した作業内容、部品の状態の評価（検査）結果などの情報が記録

され、部品と紐付けて管理される必要がある。 

規格策定において共通化を図る情報項目としては、「自動車リサイクル部品の利用促進

のためのガイドライン」で示された利用に当たって確認が必要な点検、作業内容に加え、

リユース部品では、商品化に際して実施した「作業内容」、「自動車リユース部品利用マ

ニュアル」で示された「走行距離」など、またリビルト部品では、「構造、性能等の変更

内容」などを新たに追加することが考えられる。 

また、リコール対応状況を明確にするため、「リコール届出番号」、リコール届出番号

に対応した「改善措置の実施状況」などを追加することが考えられる。 
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表Ⅴ-4 リユース部品の状態に関する情報項目案 

リユース部品 ・アセンブリ（ASSY）の範囲 

・部品の過不足 

・商品化に際し実施した作業内容 

○点検項目と点検結果 

○走行距離 

・保証及びアフターケアの内容 

・リコール届出番号 

・改善措置の実施状況 

※ 下線の情報項目は、平成 14年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告

書の概要」（国土交通省）で示された情報項目に追加する情報項目 

※ ○印は、平成 24年度自動車リサイクル連携高度化事業『自動車リユース部品の利用促進のた

めの「共創型グリーンポイントセンター」の構築に関する実証事業』（環境省）において取り

まとめられた「自動車リユース部品利用マニュアル」で示された情報項目 

 

表Ⅴ-5 リビルト部品の状態に関する情報項目案 

リビルト部品 ・分解、清掃作業の実施状況 

・コアの検査の実施状況 

・コアの検査の基準 

・構成部品の交換や修正の内容 

・再組立作業の内容 

・構造、性能等の変更内容 

・完成品テストの実施状況 

・保証及びアフターケアの内容 

・リコール届出番号 

・改善措置の実施状況 

※ 下線の情報項目は、平成 14年「自動車のリサイクル部品の品質確保等に関する調査検討報告

書の概要」（国土交通省）で示された情報項目に追加する情報項目 

 

（３）供給責任に関する情報 

リユース部品、リビルト部品に不具合が発生した場合には、第一次責任はこれら部品

の供給事業者が負うことになり、供給事業者は自動車整備事業者等と連携し、自動車ユ

ーザーに対する円滑な対応が求められる。このため、供給した部品が、その使用を終了

する段階まで、供給事業者等に関する情報が明確にされる必要がある。 

規格策定において共通化を図る情報項目として、以下の項目が考えられる。 
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表Ⅴ-6 供給責任に関する情報項目案 

供給事業者等に係る情報 ・供給事業者名又はその略号 

・販売元又はその略号 

・商品化した年月又はその略号 

販売後の情報 ・自動車整備事業者等名 

※ 供給事業者は、リユース部品では当該再利用部品を商品化した事業者、リビルト部品では当

該再生部品の製造又は加工した事業者が該当 

 

（４）自動車ユーザーに対する判りやすい情報提供の方法 

必要な情報について十分に配慮したとしても、その情報が十分に提供されなかったり、

自動車ユーザー等に伝わらなかったりすることも想定される。自動車ユーザーへの認知

度・信頼が依然として低く、それを高める努力は前提として必要であるが、並行して情

報提供の方法について合わせて検討することも重要となる。 

このため、自動車ユーザーに対して提供する情報は理解しやすさになどに配慮して、

提示する情報項目を限定することや、供給事業者において定性的な表現に直して提示す

ること、また外装部品では画像情報とともに提示することも考えられる。 

なお、提示方法を工夫する場合であっても、自動車ユーザー等からの求めに応じ、必

要な情報が提供できるよう、原データの適切な管理が必要である。 

表Ⅴ-7 オートオークションにおける外装評価の例 

補助評価 内容 目安 

Ａ 加修の必要がないもの 小傷、小凹、良好な補修跡が少々あるもの 

Ｂ 軽微な加修が必要なもの ・軽微な加修を必要とする傷、凹があるもの 

・多少の補修跡があるもの 

・軽微な錆等が少数まで 

・ガラスにヒビ割れ、小傷があるもの 

・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある 

Ｃ 加修を必要とするもの ・加修を必要とする傷、凹があるもの 

・補修波があり色ムラ、ボケが多少あるもの 

・錆、腐食が多少あるもの 

・交換を要するガラスの割れ、目立つ傷があるもの 

・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある 

Ｄ 大きな加修を必要とするもの ・加修を必要とする大きな傷、凹が多数あるもの 

・加修を必要とする錆、腐食が多数あるもの 

・上記項目が複数ある場合は、評価が下がる場合がある 

Ｅ 再生が容易でないもの 上記以上のもの 

出所：日本中古自動車販売商工組合連合会オートオークション検査基準（抜粋） 
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出所：ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合 

図Ⅴ-4 画像情報による情報提供の例 

 

（５）情報の保存期間 

情報項目によっては、関連法令によって保存期間が定められる場合や、責任期間が定

められている場合もある。規格策定に当たり、情報の保存期間を検討する場合には、関

連法令への対応についても考慮し、検討することが必要となる。 

 

古物営業法（昭和 24年法律 108 号）（抜粋） 

(帳簿等への記載等) 

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若

しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年

間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存してお

かなければならない。 

 

製造物責任法（平成 6年法律第 85号）（抜粋） 【再掲】 

（期間の制限）  

第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務

者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造

物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。  

 

民法（明治 29年法律 89号）(抜粋) 

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加

害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年

を経過したときも、同様とする。 

 

４．信頼性等の担保 

（１）情報の信頼性を高める取組事例（エコリーフ環境ラベル） 

製品の環境負荷情報をライフサイクルアセスメント（LCA）手法を用いて定量的に開示
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する制度として、一般社団法人産業環境管理協会においてエコリーフ環境ラベル制度が

運営されている。 

当該制度では、事業者が開示する環境ラベルの信頼性を担保するため、JIS Q14025（環

境ラベル及び宣言−タイプⅢ環境宣言−原則及び手順）などにおいて、制度の公正な運営

のための運営組織の要件を含む制度の枠組みを規定し、これに基づき、事業者から要望

に応じて製品分類ごとに客観性、比較可能性のある環境ラベル作成のための環境整備と

事業者が作成した環境ラベルの信頼性を高めるための検証を一体に推進する体制が構築

されている。 

 

 ※産業環境管理協会 エコリーフ環境ラベルＨＰにおける公表資料に基づき作成 

図Ⅴ-4 エコリーフ環境ラベルの概要 

 

（２）リユース部品、リビルト部品に係る信頼性等の担保の在り方 

規格策定に当たっては、情報の客観性、比較可能性を確保するため、部品の種類ごと

に“検査及び検査方法等”を策定する環境整備と、部品情報の信頼性を担保するため、

供給事業者の取組状況を評価する仕組みを一体的に推進する体制の構築を前提として検

討し、全てのリユース部品、リビルト部品を対象とした基盤整備を推進することが適当

と考えられる。 
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環境整備における“検査及び検査方法等”は、自動車部品に用いられている技術動向

のほか、リユース部品、リビルト部品の商品化及び流通の実情を踏まえて策定されるこ

とが重要であり、供給事業者が主体となり、自動車整備事業者等の関係業界が参画した

なかで策定されることが必要と考えられる。 

また、供給事業者の取組状況の評価においては、違法解体ヤード等による不適正な部

品取りも指摘されていることから、公正性、中立性を備えた組織による運営を主体とし

た実施体制の構築していくことが重要になると考えられる。 

なお、運営組織は一つに限定するものではないと考えるが、規格策定に当たっては、

運営組織の役割や制度を公平、中立に運営するために組織に求める要件等を明確化して

いくことが必要と考えられる。 

 

 

図Ⅴ-5 リユース部品、リビルト部品における実施体制のイメージ 

 

（３）供給事業者等における負担を軽減した対応 

リユース部品、リビルト部品の業界には中小、零細事業者も多いことから、広く関心

を持つ事業者が取り組むことができるよう、コスト負担の在り方について考慮する必要

があると考えられる。 

現在、在庫共有ネットワークを運営するＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合で
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は、取り扱うリユース部品の品質を確保するため、品質マネジメントシステムを構築し、

ISO 9001（品質マネジメントシステム-要求事項）の認証を取得している。当該組合が構

築する品質マネジメントシステムには、組合が策定した商品化基準が含まれている。こ

れに基づき、組合が構築するデータベースに組合員である解体業者が商品データの登録

を行っている。この仕組みにより、個々の解体業者が個別に ISO 9001の認証を取得せず

とも、取り扱われるリユース部品・リビルト部品の適切な情報の管理を実現している。 

 

図Ⅴ-6 ＮＧＰ日本自動車リサイクル事業協同組合における取組事例 

 

このように、事業者の負担軽減策の一つとして、各地域で組織された協同組合や、在

庫共有ネットワークグループなどにおける組織的な取り組みを促進することが考えられ

る。 

 

図Ⅴ-7 供給事業者における連携した取り組みのイメージ 

 

５．識別・表示 

全てのリユース部品、リビルト部品は、不正競争行為の防止及び商標権の侵害防止の

観点、並びに不具合が発生した際に自動車ユーザーに対して円滑な対応を提供するため、

その使用を終了する段階まで、新品部品と区別され、また供給事業者等が明確化されて

いることが求められる。 
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こうした識別や表示は各供給事業者で取り組んでいくことも考えられるが、識別や表

示の方法などに関し、規格の策定や業界における自主的な取り決めとして、一定の共通

化を図ることによって、全ての供給事業者が容易に取り組める環境整備を推進すること

も重要と考えられる。 

 

図Ⅴ-8 識別・表示を考慮した規格体系案 

 

なお、具体的な識別・表示の方法については、部品の構造や材質、装備される環境、

価格などを踏まえて検討していくことが必要となる。一方、自動車はその長い歴史のな

かで希少車、骨董的価値がある車両も存在しており、これら車両の部品ではオリジナリ

ティを保つことにより、その価値が維持される場合も想定されることから、こうした点

についても考慮しつつ、検討することも必要と考えられる。 

 

 

Ⅵ．規格策定により期待される効果 

 

１．リユース部品、リビルト部品における適正な市場環境の形成 

リユース部品、リビルト部品は、供給事業者各社の経営方針、商品化に対する判断基準

などに基づき商品化され、市場に供給されており、不具合等が生じた場合には、それを供

給した事業者と自動車整備事業者等との取引上の問題とする考えも根強く存在している。 

規格化によって関連法令の遵守を含め、供給事業者に求められる取り組みが明確化する

ことにより、規格に基づく自主的取組が拡大とともに、リユース部品、リビルト部品の業

界全体での適正な市場環境の形成に繋がることが期待される。 
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２．リユース部品、リビルト部品に対する信頼の獲得 

リユース部品、リビルト部品の商品化に当たって必要となる検査や記録、管理の範囲に

ついて一定の共通化が図られ、また供給事業者のこれらの取組状況が客観的に評価される

ことで、供給する部品が補修部品として必要最低限の基本機能を確保されていることが証

明されることになる。 

信頼性が高まることにより、リユース部品、リビルト部品の市場がより強固なものにな

ることが期待される。 

 

３．リユース部品、リビルト部品市場の拡大 

リユース部品、リビルト部品の状態を把握した上で利用選択できる環境が整備されるこ

とにより、自動車ユーザーのこれら部品に対する不安感が解消されることが見込まれる。

また、供給事業者に対する信頼性が高まり、従前これら部品を積極的に取り扱われなかっ

た販売ルートへの拡大や、部品の状態等が評価された上での価格の適正化にも繋がること

が期待される。リユース部品、リビルト部品の利用選択の機会が拡大していくことにより、

リユース部品、リビルト部品市場の成長が期待される。 

 

 

Ⅶ．今後の課題 

 

１．規格策定にあたって 

（１）海外市場を踏まえた規格策定 

我が国からの中古自動車輸出の増加とともに、我が国から輸出されるリユース部品、

リビルト部品に対する需要が高まることが見込まれる。海外市場も含めたリユース部品、

リビルト部品市場の維持、拡大を図っていくためには、我が国から輸出するこれら部品

の信頼確保が課題になると考えられる。 

従って、規格策定に当たっては、海外市場における流通状況について更なる調査を行

い、海外流通も考慮した情報項目、提示方法について検討していくことが重要になる。 

また、国際標準化も見据えた規格化を推進することにより、我が国から輸出されるリ

ユース部品、リビルト部品の品質等が適正に評価され、取り引きされる市場環境の健全

化が促進されると考えられる。 

 

（２）十分な検証を通じた規格策定 

規格をより効果的に活用するためには、リユース部品、リビルト部品の業界において課

題を明確化し、それに対応した規格整備に取り組むことが重要となる。 

また、規格策定によって自動車ユーザーが安心して使えるようにすることは重要である

が、規格が広く供給事業者に活用されるためには、供給事業者に対する負担、コスト等の
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増加などによる自動車ユーザーへの負担などについて、十分に検証を行いつつ、規格策定

に取り組むことも必要になると考えられる。JIS制度には、標準仕様書（TS）／標準報告

書（TR）制度が設けられている。市場適合性について確認の必要性がある場合などには、

こうした制度を活用し、標準仕様書（TS）などで迅速かつ適切に開示することにより、オ

ープンな議論を推進し、コンセンサスを形成しつつ、広く供給事業者に活用される規格策

定に取り組むことが重要と考えられる。 

 

２．リユース部品、リビルト部品に対する信頼性の向上に向けて 

（１）知的財産の侵害防止に向けた取り組みの強化 

近年、自動車補修部品においても模倣品対策が課題となるなか、供給事業者は知的財

産の侵害防止に配慮し、供給するリユース部品、リビルト部品が新品部品の模倣品とな

らないように取り組むことが求められる。 

また、リユース部品、リビルト部品そのものが模倣され、自動車補修部品市場におけ

る模倣品等の問題を拡大することがないよう、商品化、流通に際し、模倣品等対策の強

化を図ることが求められる。 

特に、供給事業者には小規模な事業者も多く存在することから、知的財産の侵害防止

に向けた取り組みは、リユース部品、リビルト部品の業界全体として取り組んでいく必

要があると考えられる。 

 

（２）供給責任を踏まえた取り組みの拡大 

  リビルト部品は当該部品を製造又は加工した供給事業者が製造物責任を負うとの考え

方が示されている。一方、リユース部品は別の特性が加えられていない場合は製造業者

に該当しないと考えられるものの、商品化に際して実施する洗浄、美化の技術によって

は加工に該当する可能性も考えられ、製造物責任を考慮した上で取り組むことも必要に

なると考えられる。 

一方、リユース部品、リビルト部品に不具合が発生した場合は、契約責任や瑕疵担保

責任により、供給事業者が第一次責任を負うことに留意する必要がある。 

  こうした供給責任の考え方が広く供給事業者に浸透し、自動車ユーザーに対する円滑

な対応が更に広がることによって、リユース部品、リビルト部品の利用に際して信頼感

が高まるものと考えられる。 

 

（３）リコール対象部品の流通防止 

リコールの改善措置が施されていない部品の流通を防止するためには、供給事業者に

おいて、既知のリコール情報を踏まえて商品化、販売時に確認するなど流通防止に取り

組むことが重要となる。 

さらに、リコールは車両販売から年数を経て公表されるため、リユース部品、リビル
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ト部品として補修車両に装備された後にリコール対象になることも想定される。 

このため、補修車両に装備後に明らかとなったリコール対象部品に対応するため、供

給事業者と自動車整備事業者等が連携し、販売後のトレーサビリティを確立し、流通防

止に取り組むことが重要となる。 

 

３．リユース部品、リビルト部品の利用拡大に向けて 

（１）検索方法の改善 

リユース部品、リビルト部品の利用機会を拡大していくためには、補修車両の年式、仕

様にあった部品が確実に特定できることが重要との指摘もある。 

また、複数の在庫共有ネットワークグループが運用されているなか、各ネットワークグ

ループで取り扱う部品に設定する部品コード、名称の違いから、異なるネットワークグル

ープ間での検索や比較が困難な状況にあると考えられる。 

このため、補修車両の年式、仕様に適合した部品が確実に、かつ、容易に特定できるよ

う、リユース部品、リビルト部品の業界において、独自に使われている部品コード、名称

の統一化や、新品部品の情報検索の提供など、検索方法等の改善に取り組むことが求めら

れる。 

 

（２）自動車整備事業者等における規格の活用 

自動車整備事業者等において、規格に準拠したリユース部品、リビルト部品が優先的

に取り扱われ、自動車ユーザーに積極的に案内されることにより、供給事業者における

一層の規格の活用が促進されると考えられる。 

このため、供給事業者と自動車整備事業者等が連携し、規格に準拠した部品の普及方

策について検討されることが期待される。 

 

（３）販売ルートの拡大に向けた周知 

これまでリユース部品、リビルト部品の業界では、自動車整備業界、保険業界等と連

携し、自動車ユーザーや自動車整備事業者等に対し、積極的なリユース部品、リビルト

部品の周知に取り組まれてきた。 

一方、リユース部品、リビルト部品の取扱いを拡大する意向を持つ補修部品関連事業

者も存在することから、今後、周知対象をさらに拡大して取り組んでいくことが重要と

考えられる。 

 

  



 

 

44 

 

自動車補修用リサイクル部品の規格策定に関する研究会 検討経過 

 

第１回：平成 26年 1月 14日（火）13：00～15：00 

・自動車補修用リサイクル部品の現状と課題について 

 

第２回：平成 26年 3月 5日（水）16：00～18：00 

・業界における取り組みについて 

・リユース部品、リビルト部品に対する責任等について 

・規格で対象とするリユース部品、リビルト部品の範囲について 

 

第３回：平成 26年 3月 26日（水）13：00～15：00 

・リユース部品、リビルト部品における知的財産に係る権利侵害の防止について 

・リユース部品、リビルト部品の類別について 

・リユース部品、リビルト部品に係る規格策定に当たっての枠組み案 

 

第４回：平成 26年 5月 15日（木）16：00～18：00 

・リユース部品、リビルト部品の範囲について 

・リユース部品、リビルト部品に係る規格体系について 

 

第５回：平成 26年 7月 15日（火）10：00～12：00 

・リユース部品、リビルト部品の範囲について 

・信頼性等の担保の在り方について 

・識別・表示の在り方について 

・情報提供の在り方について 
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