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1. 本調査の概要 
1.1 調査の背景と目的 

 
マレーシアの新車販売台数は約 59 万台（2018 年度）に達し、東南アジアにおいては、

インドネシア、タイに次ぐ第３位の新車販売の市場規模を有している。また、マレーシア
における人口あたりの自動車の普及レベル（人口千人当たりの保有台数）は、インドネシ
ア、タイの両国を押さえてブルネイ（484 台）に次ぐ 2 番目（404 台）となっている（2015

年度）。マレーシア国内で使用されている自動車の多くは中古車であり、自家用車の 50%

以上が 10 年以上、30%が 15 年以上使用された古い車両である。そのため、中古車として
売却できなくなった ELV（End-of-Life Vehicle：使用済自動車）1の路上放置が社会問題化し
てきており、自治体においても年々増加する ELV の対応に苦慮している状況にある。さら
に、マレーシアにおける ELV の処理に関しては、ELV から各種部品を取り外して中古部品
を販売している業者が 2,000 社を超えて存在するものの、自動車リサイクル関連の制度が
十分に整っておらず、適正処理が行われているとは言い難い。 

他方、わが国においては、2005 年に施行された自動車リサイクル法に基づき ELV の適正
処理が行われており、自動車リサイクル関連機器、技術、ノウハウも蓄積していることか
ら、マレーシアの ELV を取り巻く課題の解決のために貢献できる要素を多分に有している。
さらに、わが国の自動車リサイクル関連企業は、国内における将来的な ELV 発生台数の縮
小等が予測される中、事業継続・発展するためには海外展開も１つの選択肢として模索す
る必要があることに加え、我が国は海外資源に対する依存度が高いために、高度なリサイ
クルによる都市鉱床からの金属資源の確保が益々重要となっていることを考慮すれば、前
述のマレーシアにおける課題解決に寄与することを通じて、我が国における課題解決にも
寄与できる可能性がある。 

そのため本事業では、マレーシアにおいて現地政府や現地企業と日本の自動車リサイク
ル関連企業との連携を図り、日本の自動車リサイクルインフラ、具体的には、リサイクル
関連機器・設備、技術及びノウハウの輸出を通じてマレーシアの現地事情に即した自動車
リサイクルの高度化を目指すとともに、先進的使用済自動車管理システムの展開を通じて
同国の社会課題の解決ならびに自動車リサイクル産業の育成を目指す事業の実現可能性調
査を実施した。さらに、現地における自動車リサイクルの高度化を図ることにより、有効

                                                           
1 マレーシアにおいては、自動車リサイクル制度が存在しないため、ELV に対して明確な定義はな

い。一方、路上放置される自動車の大半は事故や老朽化で走行困難となった自動車である。そのた
め、本報告書では ELV と放置車両を同義として扱うこととする。 
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に活用されていない都市鉱床を用いたビジネスモデルを構築し、経済価値の最大化を目指
す。また、本事業によって、マレーシアでの自動車リサイクルに関わる産業が高度化しビ
ジネスモデルとして確立されれば、マレーシアのみならず、周辺国への波及展開や、わが
国リサイクル関連企業の海外展開及び関連業界の活性化にも寄与することが期待できる。 

本事業で想定している日本の自動車リサイクル関連機器・設備、技術及びノウハウの移
転、並びに先進的使用済自動車管理システムの導入イメージ（事業の全体像）を図 1 に、
導入を検討している先進的使用済自動車管理システムのイメージを図 2 に、それぞれ示す。 

 

 
図 1 事業の全体像 
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図 2 導入検討中の先進的使用済自動車管理システムのイメージ（特許出願中） 
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以上の点を踏まえ、クアラルンプール市/スランゴール州、ジョホール州、ペナン州、ペ

ラ州にて現地調査を行った。なお、クアラルンプール市とスランゴール州は、隣接した地
域であるため、合わせて現地調査を実施した。 
 
 
1.2.3 調査対象 

 
今回、調査対象とした機関は、表 2 のとおりである。 

調査対象の選定としては、法規制及び政策の動向調査を目的として、環境局（DoE）や
投資開発庁（MIDA）、マレーシア自動車・ロボティクス・IoT 研究所（MARii）のほか、自
動車リサイクル市場に関する研究を MARii と共同で行っているマラヤ大学（University of 

Malaya）に対して同市場の動向や法制度に関するヒアリング調査を実施した。 

また、自動車リサイクルフローの実態把握を目的として、各フロー（発生、回収、解体、
再資源化、廃棄物処理）に関連する地方行政機関、民間事業者に対して調査を実施した。 
  

                                                           
vehicles の web 記事をベースに NTT データ経営研究所にて要約 
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表 2 本調査における訪問先リスト一覧 

 

  

法制度 発生 回収 解体 再資源化 廃棄物処理

DOE 政府機関 ●

MIDA 政府機関 ● ●

MARii 政府機関 ● ●

University of Malaya 大学 ● ●

DBKL（クアラルンプール市役所） 地方行政機関 ● ● ●

MPAJ（アンパン・ジャヤ市議会） 地方行政機関 ● ● ●

MBJB（ジョホールバル市役所） 地方行政機関 ● ● ●

MBPI（イスカンダル市役所） 地方行政機関 ● ● ●

東京海上日動 マレーシア支店 保険会社 ●

FAWOAM 自動車整備事業者団体 ●

MAARA 中古部品関連業界団体 ● ● ● ● ● ●

MMRA スクラップ取扱事業者団体 ●

Penang used cars (golden elegant) 中古車ディーラー ●

Batu Lanchang Used car dealers 中古車ディーラー ●

Syarikat khor motor service Sdn.Bhd 自動車整備事業者 ● ●

Aws Workshop 自動車整備事業者 ● ●

Kim Lai Huat Auto Spare Trading 自動車整備事業者 ● ●

BV Trading Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

Car Medic Auto Repairs 中古部品販売事業者 ● ●

Daiko Eco Production Malaysia Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

Eco R (Malaysia) Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

EE Huat Auto Parts Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

Fong Yong 中古部品販売事業者 ● ●

Han San Auto Parts Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

M.K Palusamy & Company 中古部品販売事業者 ● ●

Hong Seng group 中古部品販売事業者 ● ●

Narita Auto Parts Sdn Bhd 中古部品販売事業者 ● ●

Han San Metal Scrap Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

Sin Lian Seng Auto Parts Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

Anjung Srii Murni Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

Sin Lian Seng Auto Parts Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

GSL Materials Recycling Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

Heng Hup Holdings Limited スクラップ取扱事業者 ● ●

Golden Eagle Steel Sdn Bhd スクラップ取扱事業者 ● ●

Perniagaan Barang-Barang Lusuh スクラップ取扱事業者 ● ●

Amsteel Mills Sdn Bhd 電炉メーカー ●

KDEB Waste Management 廃棄物処理事業者 ●

DRB-HICOM environmental service 廃棄物処理事業者 ●

Amita KUB-Berjaya Kitar Sdn Bhd 廃棄物処理事業者 ●

訪問先 業種
調査項目
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1.2.4 調査項目 
 

本調査の実施計画書における調査項目と報告書における記載先は表 3 のとおりである。 
 

表 3 本調査の実施計画書における調査項目と報告書記載先 
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① マレーシアにおける自動車リサイクル産業の実態把握と高度化検討

ⅰ)マレーシアにおける中古部品販売及び廃棄物処理

マレーシア国内の自動車リサイクル事業者の動向（国外事業者含む） 2.3. 調査結果から想定される現地の自動車リサイクルフロー

マレーシアにおけるELVの発生台数、入手ルート、入手方法
2.3.3. 発生フロー
2.3.4. 回収フロー

中古部品及び資源スクラップの種別ごとの販売ルート・販売手法
2.3.5. 解体フロー
2.3.6. 再資源化フロー

地域・事業者ごとの中古部品及び資源スクラップの流通量、取引価格
2.3.5. 解体フロー
2.3.6. 再資源化フロー

廃棄物処理の流れ、処理方法、処理量
2.3.5. 解体フロー
2.3.6. 再資源化フロー
2.3.7. 廃棄物処理フロー

ⅱ)自動車解体技術・ノウハウの実態把握と本邦技術・ノウハウの比較提示

現地の自動車解体手法・技術・ノウハウの把握
2.3.5. 解体フロー
4.2. 日本のインフラ導入により期待されるメリット

日本の自動車解体手法・技術・ノウハウとの比較検討 4.2. 日本のインフラ導入により期待されるメリット

日本の解体手法・技術・ノウハウを用いた自動車リサイクルモデルの提示 4.2. 日本のインフラ導入により期待されるメリット

② マレーシアにおける自動車リサイクル関連の法規制及び政策の動向調査

国家自動車政策（NAP）など自動車リサイクルに関連した法規制、政策の
動向調査

2.2.1. 自動車リサイクル関連の法規制及び政策に係るステークホルダー整理
2.2.2. マレーシアの自動車リサイクル産業における政策動向
2.2.3. マレーシアの自動車リサイクル産業における法規制について

環境省（DOE）、国際貿易産業省（MITI）、運輸省道路交通局（JPJ）、住
宅・地方政府省（MHLG）等、放置ELVや自動車リサイクルに関わる政府
組織の動向

2.2.1. 自動車リサイクル関連の法規制及び政策に係るステークホルダー整理
2.2.2. マレーシアの自動車リサイクル産業における政策動向
2.2.3. マレーシアの自動車リサイクル産業における法規制について

マレーシア自動車リサイクラーズ協会（MAARA）、マレーシア自動車・ロボ
ティクス・IoT研究所（MARii）など関連組織の動向

2.2.1. 自動車リサイクル関連の法規制及び政策に係るステークホルダー整理
2.2.2. マレーシアの自動車リサイクル産業における政策動向
2.2.3. マレーシアの自動車リサイクル産業における法規制について

放置ELVの回収実務を担う地方行政の動向（クアラルンプール市庁舎（D
BKL）、アンパン・ジャヤ市議会（MPAJ）等）

2.2.3. マレーシアの自動車リサイクル産業における法規制について
2.3.4. 回収フロー
3.3. 地方行政機関との連携可能性検証

③ 日本の解体事業の有効性検証の候補に関する検討

日本の解体技術・設備・ノウハウの有効性の検証を行う事業者候補に関
する調査

4.3. 現地における導入ニーズの確認

ニブラ等を用いた解体技術・設備・ノウハウ及びそのメリットの紹介
2.3.5. 解体フロー
4.2. 日本のインフラ導入により期待されるメリット
4.3. 現地における導入ニーズの確認

ニブラ等を用いた解体技術・設備・ノウハウの導入に関する協議 4.3. 現地における導入ニーズの確認

日本の解体技術・設備・ノウハウによって得られるリサイクル資源の流通に
関する検討

2.3.5. 解体フロー
2.3.6. 再資源化フロー
4.2. 日本のインフラ導入により期待されるメリット

④ 先進的使用済自動車管理システムの有効性検証に向けた調査

QRコードのシールを含む先進的使用済自動車管理システムの有効性検
証のために連携可能な自治体候補等の調査

2.3.4. 回収フロー
3.3. 地方行政機関との連携可能性検証

同システムの有効性の検証に参加する企業、及びシステム管理体制等
の検討

3.3. 地方行政機関との連携可能性検証

関連機関との連携に関する検討 3.3. 地方行政機関との連携可能性検証

調査項目 本報告書記載先
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1.2.5 業務従事者 
 

本調査の担当者を以下表 4 に示す。また、社内の実施体制図を図 5 に示す。 
 

表 4 本調査における担当者一覧 

役割 氏名 職位 

プロジェクトマネジャー 

（全体統括・各種提言の検討） 

安部 裕一 ユニット長／アソシエイトパー
トナー 

プロジェクトサブマネジャー 

（プロジェクトの実施管理、調査方
針の検討、現地調査、全体統括サブ） 

加島 健 マネージャー 

プロジェクトメンバー 

（情報収集・分析） 

松沢 優希 シニアコンサルタント 

プロジェクトメンバー 

（情報収集・分析・現地調査） 

渡邊 太郎 シニアコンサルタント 

プロジェクトメンバー 

（情報収集・分析） 

小黒 裕莉乃 コンサルタント 

プロジェクトメンバー 

（情報収集・分析・現地調査） 

管ミッシェル檀 コンサルタント 

 
 

 
図 5 実施体制図 
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1.2.6 体制図（協力体制） 
 

本調査は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所が事業者として実施し、一部
事業については、コベルコ建機株式会社に再委託して実施した。また、自動車リサイクル
事業の海外展開も目標としていることから、豊田通商株式会社の支援のもと、現地進出意
欲のある日本の自動車リサイクル事業者とも調査協力体制を築き、同産業特有の知見の共
有、事業化に向けた検討を行った。また、限られた期間内で効率的に調査を実施するため、
マレーシアに生産拠点を有し、現地企業とのネットワークを有するトヨタ自動車株式会社
とグループ各社、現地で自動車中古部品販売事業を営んでいる DECO MALAYSIA 社に調査協
力をいただいた。本調査の調査体制を図 6 に示す。 

 

 
図 6 体制図（協力体制） 

 
 

1.2.7 調査実施スケジュール 
 
本調査の実施スケジュールを図 7 に示す。 
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図 7 調査実施スケジュール 
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表 5 自動車メーカー別販売台数及び市場シェア（2019 年 12 月時点）6 

 
 
 

Perodua は、1993 年にマレーシアの国民車を製造・販売する会社を統括する持株会社と
して、ダイハツ工業をはじめとする 6 社 7が出資して設立された合弁会社である。同社は、
主力小型車「マイヴィ」の販売が好調であり、2006 年以降からトップシェアを維持してい
る。 

3 位以降は、Honda、Toyota、Nissan、Mazda と続き、上位 6 社で 87.3%を占める結果とな
っている。 

なお、Perodua はダイハツ工業より OEM 供給を受けており、上位 10 社に占める日系 OEM

の割合は 89.8%と非常に高い。 
 
 
千人あたりの自動車保有台数、国民 1 人あたり GDP を、ASEAN 諸国及び日本と比較する

と、図 9 及び図 10 のとおり。 

                                                           
6 Malaysian Automotive Association_「PRESS CONFERENCE 22nd JANUARY 2020 MARKET REVIEW FOR 

2019 AND OUTLOOK FOR 2020」をもとに NTT データ経営研究所にて作成 
7  UMW Corporation （ 38% ） 、 ダ イ ハ ツ 工 業 （ 20% ） 、 MBM Resources （ 20% ） 、 PNB Equity 

Resources Corporation（10%）、三井物産（7%）、ダイハツ・マレーシア（5%）の 6 社が出資 

順位 自動車メーカー 販売台数 シェア

1 Perodua 240,341 39.8%
2 Proton 100,183 16.6%
3 Honda 85,418 14.1%
4 Toyota 69,091 11.4%
5 Nissan 21,239 3.5%
6 Mazda 11,651 1.9%
7 Mercedes 10,535 1.7%
8 BMW 9,300 1.5%
9 Isuzu 8,983 1.5%

10 Mitsubishi 8,140 1.3%
11 その他 39,406 7.0%

604,287 100%合計
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国土面積が小さく、交通渋滞を避けるために自動車台数を政府がコントロールしている
10シンガポールを除き、千人あたりの自動車保有台数と国民 1 人あたり GDP には、一定の
相関関係があることが確認できる。 
 
 
2.1.2. マレーシアの中古自動車市場 
 

マレーシアの年間中古自動車販売台数は、正確な統計データはないものの、推計で 30～
50 万台程度といわれている。また、1.5～2 回の登録（名義変更）がエンドユーザーに届く
まで行われており、実際の中古自動車販売台数は約 25 万台とも言われている。11 

中古自動車の流通は、主に、新車ディーラー、オークション（個人間取引、インターネ
ットオークションを含む）、中古車ディーラーの 3 つで行われている。 

新車ディーラーはまだ販売規模が少なく、積極的な中古車の小売りは行っていない。新
車の乗り換えとして手に入れた中古車は中古車販売店へ卸売をしている。 

 
オークションについては、例えばクアラルンプール周辺で定期開催しているオークショ

ンの場合、1 会場辺り 100～200 台が取引されている。エンドユーザー同士での個人間取引
もネットサイトやこのようなオークションを通じて行われている。 

中古車ディーラーは、マレーシア中古車流通市場のメインプレーヤーであり、5,000 社
ほど存在すると言われている。エンドユーザーへの小売りがメインとなるが、他の中古車
ディーラーに対しての卸売も行っている。一般ユーザーやオークションからの仕入れ、中
古車ディーラーの中古車交換もあるが、多くは新車ディーラーからの仕入れとなっている。 

 
自動車販売台数に占める、新車販売台数と中古車販売台数の割合は、約 50%ずつである

12。日本の場合、2018 年の四輪車販売台数は 527 万台、中古車販売台数は 695 万台と、中
古車市場のほうが活況である。13マレーシアについても、新車販売が一段落し、新車ディ
ーラーが中古車販売に力を入れるようになると、同様の傾向に移行する可能性が想定され

                                                           
10 自動車所有者に COE（Certificate Of Entitlement、車両所有権証書）の取得を義務付け、その発行

枚数をコントロールすることにより国内の車両台数を調整している。 
11 https://themalaysianreserve.com/2018/02/19/used-car-market-losing-competitive-edge/ 、

https://response.jp/article/2017/12/25/304129.html 
12 今回の調査結果により得た情報「新車販売台数が約 40～60 万台」、「中古車販売台数が約 30

～50 万台」から計算を実施 
13 http://www.jama.or.jp/industry/four wheeled/index.html 
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る。 
 
なお、マレーシアは、国産車保護政策により、中古車を含むすべての自動車（乗員 10 人

以下）及び建設機械は、Customs ACT 1967 と Customs（Prohibition of Imports）Order 1998 に
基づき輸入許可証（AP）を有する場合のみ輸入が可能となっている。 

国際貿易産業省（MITI）は、以下の特定条件下に限り、中古車両の輸入許可証（AP）を
発給している。 

 
 個人が非商業目的で使用する中古自動車 

 商業目的の普通乗用車（車齢 5 年以内） 

 中古車ディーラー 
 
国際貿易産業省（MITI）は 2014 年に発表した国家自動車政策（NAP）で AP 制度を 2015

年末には終了させるとしていた。しかし、「オープン AP14」については 2016 年以降も存
続させ、2017 年 1 月からはブミプトラ系企業の中古車ビジネス参入を促す内容を加えた新
制度に変更すると発表した。 

なお AP 制度には、前記の「オープン AP」の他に、正規自動車販売代理店用の「フラン
チャイズ AP」があり、双方ともに、発行枠を調整することによる車両輸入台数の数量規
制を目的にしている。なお、「フランチャイズ AP」については、NAP で 2020 年末までに
廃止との政府方針がでている。15 

 
 

2.1.3. マレーシアの自動車産業のアフターマーケット 
 
マレーシアは、ASEAN 最大の自動車中古部品の集積地であり、再輸出国となっている。

中古部品の多くは日本から輸入され、マレーシアに集約された後、世界各国へ再輸出され
ている。なお、2013 年の輸入中古部品市場規模は約 231.6 億円となっており、ASEAN 諸国
の中で最大である。（次いでフィリピンが約 98.9 億円、タイが約 92.4 億円となっている。）
16 

                                                           
14 事前認可の輸入許可証（AP）ともいわれ、保有する PEKEMA（マレーシア自動車輸入業者協会）

所属のブミプトラ系（マレー系）ディーラーは、年間割当台数（前年輸入実績）の輸入が許される 
15 https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-101103.html 
16 矢野経済研究所_「東南アジア諸国連合（ASEAN 主要 6 か国の自動車リサイクルに関する調査結

果）」 
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2.2. マレーシアにおける自動車リサイクル関連の法規制及び政策の動向調査 
 

本章では、マレーシアにおける自動車リサイクル政策・法規制および政策に係る各省庁
の役割について整理した。 

マレーシアでは、ELV の適正処理が浸透していないため、ELV をアパートメント内の駐車
場や路上に放置するという現象が起きている。そのため、マレーシア政府は、放置車両の
問題解決に優先的に取り組んでいる。 

なお、放置車両の定義は、マレーシアにおいて定められていない。また、複数の中古部
品販売事業者にもヒアリングを行ったが、明確な判断基準はないとのことであった。本調
査では、図 12 にあるような状態（明らかに長期間にわたって使用されている形跡がない、
タイヤ等部品が外れて走行不能となっている等）で路上に放置されている自動車を放置車
両と想定して調査を実施した。 

 

  
①放置車両例 

明らかに長期間にわたって使用がされて
いないと想定される自動車 

②放置車両例 

後輪タイヤが外れ、走行不能の状態で駐
車場に放置されている自動車 

図 12 本調査で放置車両と想定している自動車例 20 

 
 
以降では、現行の自動車リサイクル関連の法規制及び政策に係るステークホルダーの動

向や、自動車リサイクルフローにおける各種法規制及び促進施策の位置づけ、そして過去
に実施されてきた自動車リサイクル促進施策について整理を行った。 

 

                                                           
20 NTT データ経営研究所にて作成 
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内務省 
(MHA) 

マレーシア王立警察
(RMP) 

• 廃車の引取り、保管、解体、売
買、スクラップ事業に係る営業
許可発行 

人的資源省 
(MHR) 

マレーシア労働安全
衛生局(DOSH) 

• 吊搬や加圧等の特殊機器を使用
に係る許可発行 

 
 

続いて、各省庁の関係性を図 13 に示す。 
 

 
図 13 ステークホルダーの省庁間における関係性一覧 

 
なお、各省庁が行っている ELV に関する法規制及び施策については、2.2.2、2.2.3 以降で

詳細を説明している。 
 

  

国際貿易産業省
(MITI)

マレーシア自動
車・ロボティク
ス・IoT研究所

(MARii)

エネルギー・技
術・科学・気候
変動・環境省
(MESTECC)

環境局
(DoE)

住宅・地方行政
機関省(MHLG)

地方行政機関局
(DLA)

地方行政機関

連邦領省
(MFT)

クアラルン
プール
市役所
(KLCH)

運輸省
(MOT)

道路交通局
(RTD)

内務省
(MHA)

マレーシア王
立警察
(RMP)

人的資源省
(MHR)

マレーシア労
働安全衛生局

(DOSH)
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された自動車を引き取り、引き取った自動車を資源として活用することによって収益を上
げることがねらいであった。しかし、本プログラムでは、資源活用が非常に困難な自動車
が多数持ち込まれたため、収益性が確保できず、同年 12 月に中止となった。Proton 社は、
2009 年 3～10 月の間で 25,862 台の自動車引取の応募があったことを明かしている。20 

本施策実施後、政府は民間企業主導による自動車リサイクル施策から政府主導にかじを
切ることとなった。 

 
③ 2014 年～現在 

その後、国際貿易産業省の傘下であるマレーシア自動車研究所（以下、MAI）27による自
動車リサイクル推進施策が検討され、2014 年に発行された NAP には利害関係者に対して
指針を示したロードマップが作成された。（図 14 参照） 

 

 
図 14 NAP2014 に提示されたロードマップ 28 

 
 
上記のロードマップは、国際貿易産業省（MITI）の管轄下となっており、本ロードマッ
                                                           

使用。https://ja.valutafx.com/JPY-MYR-history.htm）。以降の報告書でも本レートを使用する 
27 。現在のマレーシア自動車・ロボティクス・IoT 研究所（MARii） 
28 http://muvata.org.my/uploads/3/1/7/5/31759905/a9rb701.pdf 
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④ 2020 年 

2020 年 2 月に発行された NAP2020 には、主に NAP2014 からの継続目標と新規に追加され
た目標が記載されている。NAP2020 は、デジタルトランスフォーメーション時代を意識し
た政策となっており、2020 年から 2030 年にかけてマレーシアの自動車産業を強化するこ
とが主な目標である。そのため、本政策によってマレーシアのコネクテッドモビリティー
を実現することを目指している。以下に、具体的な目標を記載する。 

 
【NAP2014 からの継続目標】 

 競争力のある国内自動車市場の形成 

 マレーシアを EEV (Energy Efficient Vehicle)におけるハブとして発展させる 

 引き続き国内における自動車産業の成長を発展させつつ、付加価値を上げるような
活動を環境に配慮した方法で普及する 

 製造産業やアフターマーケット産業における自動車、自動車部品、スペアパーツ等
の輸出を増加させる 

 国内における自動車産業やアフターマーケット産業へのブミプトラ系企業の参入を
増やす 

 国内における自動車市場の製造やアフターマーケットに係るエコシステムを強化す
る 

 安全でかつ質の高い製品を安価で提供することによって顧客の関心を守る 
 

【NAP2020 での追加目標】 

 NxGV（Next Generation Vehicles）31の技術エコシステムを構築し、マレーシアを NxGV

の生産ハブとなることを目指す 

 自動車産業に係る MaaS（Mobility as a Service）32分野への国内企業の参画を拡大し、
技術発展のみではなく交通機関全体のエコシステムの構築を目指す 

 マレーシアにおける自動車産業が、IR 4.0（Industrial Revolution 4.0）33の発展のよう
な新たなパラダイムを備えることを目指す 

 NxGV の普及によって、消費者、国内産業、行政機関といったエコシステム全体が最

                                                           
31 Next Generation Vehicle の例：省エネルギーの電車、先進的な運転技術、コネクテッドサービス 
32 Mobility as a Service の例：サービスとして消費される交通機関、新たなオーナーシップモデルの

構築 
33 Industrial Revolution 4.0 の例：製造業のスマート化、将来性のあるビジネス、グローバル市場で

の競争性 
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大の利益を得ることを目指す 

 ASEAN 燃費経済ロードマップの 5.3Lge/100km の項目に倣い、2025 年までには燃費経
済を発展させて自動車から排出される二酸化炭素の量を削減する 

 
NAP2020 では、3 つの方向性と 3 つの戦略を軸に、NAP2014 の継続および発展を目指し

ている。 
 
【3 つの方向性】 

（１） 技術とエンジニアリング 

（２） 投資 

（３） 市場拡大 
 

【3 つの戦略】 

（１） バリューチェーンの発展 

（２） 人的資源の発展 

（３） 安全性、環境およびコンシューマリズム 
 
 
自動車リサイクルに関連するアフターマーケットの内容は、主に NAP2014 からの継続目

標として NAP2020 に引き継がれている。 

具体的な内容として言及されている 2 項目について整理を行った。 
 
【Strategies on NAP 2020】 

項目「ブミプトラ」の中で、言及されている内容は以下のとおり。 
 

NAP2020 では、自動車産業におけるブミプトラ系企業のバリューチェーンや新規ビジネ
スに対する参画を支援・促進している。新規ビジネスとは、自動車検査、リマニュファク
チャリング、Automotive Authorized Treatment Facilities（以下、AATF）、工具や金型関連と
いった活動を含んでいる。AATF とは、2014 年に発行された NAP に記載されたマレーシア
アフターマーケットロードマップに示された施策であり、ELV を解体・リサイクルする前
の受け入れ先に対して、AATF の承認を与える施策とされている。具体的に対象となる事
業者は、解体事業者、スクラップ取扱事業者、廃品回収業者、シュレッダー事業者等であ
る。 

なお、現状の施設は、自動車産業におけるブミプトラ系企業の発展を目的として存続す
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2.2.3. マレーシアの自動車リサイクル産業における法規制について 
 

前述したとおり、平均で 15～20 年程度自動車を使用しているマレーシア国民にとって、
使用年数を制限するような自動車リサイクルの法規制及び施策は受け入れがたく、過去の
法規制及び施策は度々頓挫してきた。 

そうした中で、現在の自動車リサイクル産業で整備されている法規制及び促進施策につ
いて、自動車リサイクルフローに合わせて図 16 のとおり整理を行った。 

 

 
図 16 自動車リサイクルフローにおける各種法規制及び促進施策の整理結果 

 
 

MITI = 国際貿易産業省                                                                    MHLG = 住宅・地方行政機関省 

MARii = マレーシア自動車・ロボティクス・IoT 研究所      MOT = 運輸省 

DoE = 環境局                                                                                      DLA = 地方行政機関局 

RMP = マレーシア王立警察                                                            
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2.2.3.1. 国家自動車政策（National Automotive Policy）について 
 

国家自動車政策（以下、NAP）は、国際貿易産業省（MITI）が中心となって作成してい
る自動車産業全体に係る政策である。自動車産業のバリューチェーン全体に係る政策およ
び促進施策、ロードマップを提示しており、これらを中心に制度設計・法整備が実施され
る。 

詳細については、2.2.2 で整理を行っている。 
 
 

2.2.3.2. Automotive Authorized Treatment Facility (AATF)について 
 
Automotive Authorized Treatment Facility（以下、AATF）は、2014 年に発行された NAP に

記載されたマレーシアアフターマーケットロードマップに示された施策である。NAP2014

には、AATF について以下のように記載されている。 
 
 
ATFs are sites that have been licensed to accept ELV motor vehicles, and are able to comply with 
the requirements of the ELV regulations. ATFs are more commonly referred to as dismantlers, 
scrap yards, salvage yards or breakers yards. They also possess the ability and willingness to invest 
in environmental protection and improvement. (原文) 
 
 

上記原文には、マレーシアアフターマーケットロードマップには、ELV を解体・リサイ
クルする前の受け入れ先に対して、AATF の承認を与えると記載されている。具体的に対
象となる事業者は、解体事業者、スクラップ取扱事業者、廃品回収業者、シュレッダー事
業者等である。AATF 導入後の具体的な ELV 処理フローを図 17 に示す。 
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図 17 AATF 導入後の ELV 処理フロー3536 

 
 
AATF の申請にあたっての資格や要件は公式に発表されていないが、一部の要件素案は、

2014 年に MAI（現在の MARii）が発表している。なお、2020 年 2 月末に公表された
NAP2020 には正式な要件が公表されていないため、以下に 2014 年時点での要件素案を示
す。 

 
AATF 取得に向けた要件 
 
【一般規程】 

以下の事業活動に対して、適切な行政機関より ATF ライセンスを付与する 

• ELV もしくは中古部品の管理・処理 

• 環境を考慮した手法による ELV もしくは中古部品の保管・取扱い 

                                                           
35  MAI/MAARA_ 「 Code of Practice for Motor Vehicle aftermarket: Repair, Reuse, Recycle and 

Remanufacture (4R) for Parts and Components」より抜粋 
36 作成者に確認できなかったが、図表右下の「Za」は「Zn」の誤りだと想定される 
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• すべての有害成分や有害物質を規制に準拠して除去する 

• 廃棄物を適正に取扱い、保管、処理する 
 
【設備要件（１）】 

ATF（設備）は、以下の項目を満たさなければならない。 

• 建物は強固な構造および基盤であること 

• 建物には適切な換気システムが設置されていること 

• 建物には認可された電力源が設置されていること 

• 準拠された規制に従った廃棄物処理手順を確立していること 

• 適切な道具や機械（手工具、精密工具、動力工具、重機等）を所持すること 

• 施設内の安全完備が確保されていること 

• 解体場や保管場所は区切られており、排水は密閉タンクに流すもしくは油脂分
離機を通って排水路を流すこと 

• 排水は区切られたエリアを超えて流さないこと 

• 液体物全般に対応したスピルキットが利用しやすい位置にあること 

• ELV が ATF 事業者の手元に届いたら、可及的速やかに処理を始めること 
 

【設備要件（２）】 

設備は完全に遮蔽されていなければならず、以下の場合は認められない 

• 砂や砂利で作られた骨材や砕けているレンガ等で建設されている 

• 厚板によって作られていたり、正しく組み立てられていない 

• 液体や表流水が漏れ出す 

• 蓄電池から漏れる希硫酸が落ちるエリアがタールマックで建てられている 

• 耐酸性コンクリートで建設されていない 

• 激しい作業を行うエリアがタールマックで建設されている 
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表 9 の「6. licences」内にある別紙 2 の中で取り扱い可能とされている中古品目は以下の
とおり。 
 
(a) Gunny bags（麻袋）, sail cloth（帆布）, canvas（キャンバス） 

(b) Bottles（瓶） 

(c) Old iron and metals other than brass, copper, lead, zine, and block tin（くず鉄と真ちゅう、
銅、鉛、亜鉛を除く金属） 

(d) Wooden and tin-lined boxes and cases（木製およびスズ張りのボックスとケース） 

(e) Kerosene tins, old drums, and other similar empty receptacles（灯油缶、古いドラム缶、そ
の他の同様の空容器） 
 

銅は、取り扱い対象外となっているため、取り扱いを希望する場合は別紙 3 で別途申請
が必要になる。 

なお、本ライセンスを用いて関連事業を行う事業者は、オフィスにマレー語で記載され
たライセンスを掲示する必要がある。マレー語でのライセンス名は「Ordina Perniagaan 

Barang-Brarang Terpakai」、銅等の取り扱いを追加申請して取得するライセンスを「Lesen 

Bagi Berniaga Barang-Barang Lusuh」と呼ぶ。 
 
また、上記の営業ライセンスのほか、回収にあたっては、各州で発行される回収ライセ

ンスを取得する必要がある。 
 
 
2.2.3.4. 吊搬や加圧等の特殊機器使用に係る許可発行 

 
自働車リサイクルの回収～再資源化（廃棄物処理も含む）のフローの中で、吊搬や加圧

等の特殊機器を使用する際には、人的資源省（MHR）下のマレーシア労働安全衛生局
（DOSH）が行う検査に合格し、承認を受ける必要がある。本法規定は、同省が管轄する
「ACT 139 FACTORIES AND MACHINERY ACT 1967」に定められている。表 10 に、主要項目を
整理した。 
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2.2.3.8. 放置車両適正マネジメントに係るガイドライン 45 
 
2019 年 3 月に運輸省（MOT）から発表された情報によると、放置車両を適正に管理する

ためのガイドライン作成に着手するべく、2020 年 4 月の議会で協議が行われるとのことで
あった。また、運輸省大臣によると、同年 6 月に実施される「the National Council for Local 

Government」にて、住宅・地方行政機関省（MHLG）が中心となって作成している「放置
車両適正マネジメントに係るガイドライン」の協議を行い、同年 7 月には施行されるとの
ことであった。 

「放置車両適正マネジメントに係るガイドライン」が本格的に施行された場合、地方行
政機関が放置車両の回収～処理まで約 1 年要していたのが、33 日未満で処理することが出
来るようになる。本ガイドラインには、放置車両の回収～処理までのプロセスをチャート
化しており、（１）車両の回収（２）車両保持者の発見・連絡（３）車両保持者が見つか
らなかった際の車体の処理方法が記載されている。車両が回収された後は、車体保持者の
情報を取得し、「the Asset Disposal Committee」に持ち込む。 

本ガイドラインの発行により、地方政府が被った処理費用を差し引いた処分後の収益は、
所有者が請求できるように 2 年間保持されることとなる。 
  

                                                           
45 https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/03/06/cabinet-to-decide-on-new-

guidelines-to-get-rid-of-abandoned-vehicles/ 



54 
 

2.2.3.9. 放置車両回収 
 
運輸省（MOT）は、マレーシア全体で約 60,000 台の放置車両が存在していると公言して

おり、今後は地方行政機関と連携を取りつつ放置車両の減少を目指している。そのため、
運輸省（MOT）を中心としたマレーシア政府は、地方行政機関に対して放置車両の回収を
行う体制作りを要請している。 

2018 年時点では、クアラルンプール市役所およびプトラジャヤ市議会のみがマレーシア
政府から承認を受けて管轄区内の放置車両回収を行っている。2018 年以降は、イポー、ア
ロースター、ペタリン・ジャヤ、シャーラム、ペナン、ジョホールバル、メラカ、クア
ラ・トレンガヌ、イスカンダル・プテリといった地域が随時承認を受け、放置車両の回収
を実施している。回収にあたっては、ヤードや回収車の確保が必要となり、それらの費用
は地方行政機関が負担することとなる。 
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マレーシアの自動車リサイクルフローは、大きく 5 つのフローに分類される。 
 
① 発生 

ELV 対象となる自動車の発生パターンとしては、「事故車両を保険会社が引き取るもし
くは自動車の所有者（以下、ユーザー）が直接解体事業者に引取を依頼する」、「買替等
による不使用車をディーラーが購入もしくはユーザーが処理する」そして「放置車両」の
3 パターンが存在する。 

マレーシアにおいては、自動車登録台数の増加とともに、「放置車両」の台数も増加傾
向にあり、付近の住民からのクレームが増加する等、社会問題化している。 

 
② 回収 

ELV の回収方法は、その発生パターンとともに分類される。 
 
「ユーザーが交通事故等を原因として手放す自動車」 

 保険会社が引き取る場合 

o 交通事故を起こしたユーザーが保険会社に修理見積を依頼し、修理
費用が高い場合、保険会社に当該自動車の引取を依頼 

o 保険会社が契約する自動車整備業者に自走不能と判断され、ユーザ
ーが保険会社に引取を依頼 

 解体事業者（主に自動車整備事業者、中古部品販売事業者、スクラップ取
扱事業者）が引き取る場合 

o 交通事故を起こしたユーザーが、自身で走行不能と判断し、近所や
知り合いの解体事業者に引取を依頼 

 
「ユーザーが買替等によって手放す自動車」 

 中古車ディーラーが引き取る場合 

o ユーザーが自動車を買い替える際に、ディーラーに自動車を売却す
る。ディーラーは、購入した自動車が売れる見込みがないと判断し
た場合、スクラップとして解体事業者に売却 

 解体事業者（主に自動車整備事業者、中古部品販売事業者、スクラップ取
扱事業者）が引き取る場合 

o ユーザーがディーラーを介さずに近所や知り合いの事業者に引取を
依頼 
 



58 
 

「放置車両」 

 地方行政機関が、放置車両の回収業務を担当する。 

 自動車の所有権の所在が分からないため、回収後は一定の手続きを経て売
却可能な状態にする必要がある。 

 手続き完了後、地方行政機関が主催するオークションを通じて解体事業者
に売却する。 

 
なお、放置車両の回収方法については、2.3.3.4 で詳細を記載している。 
 

③ 解体 

解体事業を行う自動車整備事業者、中古部品販売事業者及びスクラップ取扱事業者は、
保険会社、ユーザー、中古車ディーラー及び地方行政機関から ELV 対象となった自動車を
買い取る。各事業者は、エンジンやトランスミッションなどの部品を取り外し、部品につ
いては自社事業（自動車整備や中古部品販売）で使用する。使用しない部品や廃車ガラは、
鉄やアルミニウム、銅といったスクラップ資源として分別し、スクラップ取扱事業者に販
売する。また、廃バッテリーや廃プラスチック等といった資源についても、問屋に販売す
る。 

 
④ 再資源化 

ELV 由来で発生する資源量自体は少ないが、資源の販路自体は現状も存在する。鉄やア
ルミニウム、銅といった資源は、スクラップ取扱事業者に販売される。なお、鉄スクラッ
プの原料となる廃車ガラについては、解体事業者から電炉メーカーに直接販売されるケー
スもあるが、非常に稀であり、ほとんどの廃車ガラがシュレッダー設備を有するスクラッ
プ取扱事業者に販売する。 

 
⑤ 廃棄物処理 

自動車の解体から発生する廃棄物の多くは、環境局（DoE）が指定廃棄物として定めて
おり、同局から許可を得た廃棄物取扱事業者が処理を行っている。指定廃棄物の中には、
ワイヤーハーネス等の有価部品も含まれており、通常同部品からとることができる銅等も
埋め立て処分されている。また、解体した部品を不法投棄したり、フロン類を大気放出さ
せる等、環境汚染を招く方法で処理を行っている事業者も存在する。  
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ペナン州 

ペナン島の自動車整備事業者のヤード裏
手で発見。 

ペラ州 

州都であるイポーにて発見。人通りは少
なく、また民家からも離れている 

図 21 路上への放置車両の実態（一部）49 

 
 
なお、放置車両は、人目につきにくい工場やヤード裏にあることが多かった。 

その背景には、地方行政機関が市民からのクレームを受けて放置車両の回収に追われて
いるため、特に市民の生活に支障が出る可能性が高い（駐車場に残置されている、市民の
移動の障害になっている、放置車両のまわりに蚊が発生している等）放置車両は、優先的
に回収されていることが想定される。 

放置車両の発生の背景や、実際に 4 地域に放置車両が確認できた点、さらには表 15 内の
クアラルンプール市役所の発言（放置車両の問題は、クアラルンプールに限らず全国で発
生している）を踏まえると、特定の州によらず、放置車両はマレーシアの全国で発生して
いると想定される。その中でも、表 15 に記載のとおり、クアラルンプール市では放置車

                                                           
49 NTT データ経営研究所にて撮影 
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国として自動車保有台数が増加傾向にあるため、推計結果も右型上がりになった。潜在台
数としては、1%の場合が約 5～10 万台/年、3%の場合が約 15～32 万台/年、5%の場合が約
26～54 万台/年という結果になった。 
 
 

② 新車登録台数 

（前提条件） 

2000～2011 年に新車登録された車両が、20 年経過後に ELV 対象になると仮定した。な
お、2000 年、2001 年、2004～2006 年はデータが確認できなかった。そのため、同年につ
いては、自動車保有台数の増加とともに新車登録台数も増加すると仮定し、自動車保有台
数の前年比増加率をもとに新車登録台数から台数を推計している。 
 
（推計結果） 

潜在台数の推計結果は、約 46～60 万台/年となった。 
 
 

③ 国産生産+輸入-輸出 

（前提条件） 

2000～2011 年に国内生産された車両に同時期の輸出入台数を反映させた。 
 
（推計結果） 

潜在台数の推計結果は、約 60～100 万台/年となった。 
 
 
【考察】 

全体を総合すると、ELV の推計潜在台数は、2020 年時点で約 5～60 万台、2031 年時点で
約 10～100 万台という結果になった。しかし、実際には新車から中古車になるケースや、
家族内で使い回すといったことも想定されるため、実際の ELV 潜在台数はこの数値よりも
低くなる可能性が高いと考えられる。 
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自走不能なレベルの事故車両を回収する。この際、事故車両は同事業者のヤードに保管さ
れる。参考として、保険会社と提携している自動車整備事業者のヤードに保管されている
事故車両の写真を示す。（図 24 参照） 
 

  
ヤード内写真① ヤード内写真② 

図 24 保険会社と提携している自動車整備事業者のヤード内に保管された事故車両 

 
 
② 保険会社での引取 

事故車両が回収された後、事故車両の修理見積が行われる。修理見積は、保険会社と提
携を結んでいる自動車整備事業者が 1～2 週間の期間を経て行う。作成された見積をもと
に、保険会社はユーザーと修理の実施有無の確認を行う。その際に、ユーザーが修理費を
支払えないなどの理由で事故車両を手放すことを決めると、保険会社がマーケットバリュ
ーをユーザーに支払って引取が完了する。 
 
③ 回収台数 

東京海上日動マレーシア支店によると、上記のような形で引取対象になる事故車両は、
月に 1～2 台程度となっている。同社のマレーシアでの市場シェアは約 20%であるため、
業界全体での回収台数は 60～120 台/年と想定される。55 
 
④ 販売方法/価格 

自動車整備事業者との相対取引もしくは民間事業者が手掛けるオークションへの出品が
基本的な販売方法となっている。 

                                                           
55 東京海上日動マレーシア支店へのヒアリング結果より 
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相対取引の場合、500～1000RM（約 13,200～26,400 円）56/台で取引される。一例だが、
自動車整備事業者は、エンジン付で 500RM（約 13,200 円）/台で保険会社より調達した場
合、1000RM（26,400 円）/台でスクラップ取扱事業者に販売する。オークション価格につ
いては、平均価格含めて確認ができなかった。 
 

新しい動きとして日本企業が 2019 年 6 月にインターネットを介して損害車をオークショ
ン販売する動きを始めており、保険会社にとっては新しい販売ルートとなる可能性もある。 
  

                                                           
56 1 円=26.404RM で換算。同一ページ内の換算レートも同様 
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• 地方交通局（RTD）での所有者チェック 

• マレーシア王立警察（RMP)による犯罪歴チェック 

• 銀行、保険会社の債権チェック 
 

書類審査を通じて、所有者が判明した場合は、所有者に 1 か月以内に取りに来るよう連
絡を行う。所有者が引き取りに来た場合は、所有者はレッカー費用（100RM（約 2,600 円）
＋保管費用 10RM（約 300 円）/日 57を支払う必要がある。保管費用は、今後 100RM（約
2,600 円）/日に値上げされる予定であるが、具体的な時期は未定である。 

 
V. 廃棄物処理委員会、オークション、買取 

最終的には、所有者が見つからなかった場合は、市の廃棄物処理委員会（disposal 

meeting）にかけられ、所有権がユーザーから市長（地方行政機関）に移管される。同委
員会は形式的なものであり、このフローに到達した放置車両は、委員会の中で所有者情報
や車種情報等を確認し、最終的にオークション対象の車両となる。 

 
② 回収台数 

今回、現地調査で明らかになった地方行政機関、オークションで処理される年間放置車両
台数を整理すると、表 17 のとおり。 
  

                                                           
57 1 円=26.404RM で換算。同一ページ内の換算レートも同様 
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ヤード内写真① 

※キャパシティ：500 台 

ヤード内写真② 

※キャパシティ：1,000 台 

図 28 ジョホールバル市役所の車両保管ヤード 64 

 
 

③ 販売方法/価格 

地方行政機関における放置車両の販売方法は、オークションまたは入札を実施している。 

オークション及び入札の流れは、以下のとおりである。 
 
【オークション】※詳細が確認できたクアラルンプール市役所を例とする 

I. オークション実施の告知 

クアラルンプール市役所の場合、地方新聞を通じてオークション実施の告知を一周間前に
行う。 
 
II. オークション開始、落札者決定 

オークションは、3 日間かけて実施される。最初の 2 日間は、オークションに出品される
放置車両の確認を参加者が行う。最終日にオークションによって落札者を決定する。 
 
III. 落札者の手続き 

落札者は、落札時に全額の 10%を前払いし、残りの金額は 7 日以内に支払いを完了する。
また、落札者は 20 日以内にレッカー車を準備し、落札した放置車両を輸送する必要があ
る。 

                                                           
64 NTT データ経営研究所にて撮影 
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落札した際の 1 台当たり
のレッカー費用 

約 100RM（約 2,600 円）/台 

※事業者負担 

約 100RM（約 2,600 円）/台 

※事業者負担 
 
 

なお、オークション及び入札への参加には「Act 189_Second-Hand Dealers ACT 1946」で定
める「Second-Hand dealers」のライセンスが必要である。本ライセンスの説明は、2.3.5 で
詳細を説明する。 
 
  







81 
 

実施のライセンスを有している。加盟企業の内訳としては、自動車整備事業者、事故車を
レッカーして修理額の見積額を出す保険金請求企業 66、アクセサリー（マフラー、クッシ
ョン等）の取扱企業に大別される。割合としては、45%、45%、10%程度。そのうち、解
体事業を行っているのは、自動車整備事業者の 10%程度。自動車整備事業者の総数につい
ては不明。 

 
【中古部品販売事業者】 

マレーシアの中古部品販売事業者団体「Malaysia Automotive Recyclers Association (以下、
MAARA)」に対してヒアリングを実施した。 

同団体は、2008 年 10 月 21 日、日本とマレーシア間の中古部品貿易を奨励することを目
的に設立された。理念としては、環境保護、リサイクル率の向上、業界の利益 向上、業界
のステータス向上が挙げられる。 

同団体に加盟する事業者は 196 事業者であり、その他の類似団体としては Malaysia Used 

Auto Parts Traders Association (以下、MUVATA)が存在し、同団体の加盟社数は 234 事業者で
ある。なお、MAARA と MUVATA の双方に加盟している事業者も多い。 

同団体によると、全国の中古部品販売事業者数は約 2,000 であるが、そのうち「Second-

Hand Dealers」のライセンスを有している中古部品販売事業者数は半分程度の約 1,000 のみ
である。 

 
【スクラップ取扱事業者】 

マレーシアのスクラップ取扱事業者団体「Malaysia Metal Recyclers Association(以下、
MMRA)」に対してヒアリングを実施した。 

同団体に加盟する事業者は 128 事業者であり、加盟者の 88%がスランゴール州、クアラ
ルンプール州、ジョホール州に属している。 

同団体によると、MMRA は、マレー系企業と中華系企業の事業者が加盟しており、業界
団体としては国内最大である。その他の業界団体としては、中華系企業のみが属する団体
とインド系企業のみが属する団体が存在する。いずれの業界団体に属するスクラップ取扱
事業者も、「Second-Hand Dealers」のライセンスを有している。3 つの業界団体の総数は
300 程度であると思われる。 

 

                                                           
66 日本におけるアジャスターに役割が近い。アジャスターとは、一般社団法人日本損害保険協会

に加盟する損害保険会社から委嘱を受け、「保険事故」の損害調査業務を行う者であり、保険会社
に属する場合とフリーランスで行う場合が多い。 
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① ELV の保管/運び出し 

解体対象となる ELV は、解体事業者が所有するヤードに保管されている。ヤードのキャ
パシティが十分ではない場合、ヤード近くの路上に保管されているケースもある。 

フォークリフトで解体対象の ELV をヤード内の解体スペースに運び込む。（図 30 参照） 
 

  
ヤード内に保管される ELV ヤードに入らず、外で保管される ELV① 

  
ヤードに入らず、外で保管される ELV② フォークリフトで運び出す様子 

図 30 ELV の保管/運び出し（一例）70 

 
 
② 解体 

解体事業者は、搬送用のフォークリフトを除き、基本的に機械を使用せず手作業での解
体を実施している。 

解体の意味としては大きく2 つあり、1 つは再使用可能な部品の取り外しに対するもの、
そしてもう 1 つは再使用しない部品に対する解体、分別を経たうえでスクラップ資源化す
るものである。部品として使用可能なもの、特に販売価格が高額であるエンジンやトラン

                                                           
70 NTT データ経営研究所にて撮影 
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スミッションについては、エアインパクトレンチや吊り具など、一般的に修理・交換用途
で使用される工具と同様のものを使いながら、車体との締結部取り外しなど破壊が発生し
ない手法にて車体からの取り外しが行われる。また、オルタネータやエンジンスターター
などのエンジン構成部品などについても、必要に応じてさらに取り外しが行われ、リサイ
クル部品として販売されることもある。そのほかバンパー、ヘッドライト、テールライト、
ドア、バックドア、ボンネット、ロアアーム、ラジエーターなど衝突事故等で破損が発生
しうる部品、サスペンション、ステアリングギア、等速ジョイント、タイヤ/ホイールな
ど損耗により交換が必要となる部品が回収対象となっている。 

一方、スクラップ資源として使用される部品は、前述の有価部品同様に車体から取り出
されたのち、例えばエンジンであれば、単一素材で構成されているエンジンヘッド及びエ
ンジンブロックは、エアインパクトレンチで締結部を取り外すことで解体、締結部取り外
しだけでは資源分別が困難なクランクシャフトケースなど複合素材部分については、ハン
マー及びたがねによる打撃にてケースを破壊しながらの解体が行われる。 

以上の工程を経たのち、エンジンの主たる材料資源である鉄とアルミニウムに分別、回
収される。また、トランスミッションなどその他部品についてもエンジン同様、締結の取
り外しと人力による破壊を織り交ぜながら解体・分別・回収が行われている。中古部品用
途で販売される部品については、取り外し後に車種等を手書きでマーキングされ、販売用
としてヤード内保管される。その後、一定期間買い手がつかなかった部品については、ス
クラップ資源用部品として再度解体へ回り、解体・分別されたのち、スクラップ取扱事業
者等へと販売される。また、バンパーなどの樹脂部品については、樹脂資源買取業者が買
い取るにあたり金属との分別を要求されることから、処理に手間がかかるため、ごみとし
て処分されている。 
 

なお、現地解体現場は、ELV や部品の解体はコンクリートで覆われている箇所で行われ
ており、また排水路には油水分離層が設置されているなど、一見すると環境に配慮した解
体が行われているように見える。しかし、最も廃油を含んでいる部品であるエンジンの解
体作業においては、エンジン内に残留していたオイルを流出させながら解体するのが通常
化しており、また床面だけでなく構内排水路や油水分離槽にも多量の油が浮いているなど、
廃油の外部流出防止の観点で管理が十分行き届いているとは言い難い。 

また、工場全域がコンクリートで覆われているわけではなく、解体後の部品が土面露出
かつ露天の区画に保管されていることも多いことから、保管部品に付着した油の流出によ
る構内土壌汚染の問題も存在している。（図 31 参照） 
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ELV の解体作業スペース 解体後の部品の様子 

  
部品解体を行う作業者の様子 解体後の不使用部品が放置された様子① 

  
解体後の不使用部品が放置された様子② 解体現場の側溝に油が浮き出ている様子 

図 31 解体現場の様子（一例）71 

  

                                                           
71 NTT データ経営研究所にて撮影 
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③ 減容化 

部品を取り外した後に残る廃車ガラについて、減容化手段を持たない自動車整備事業者
や中古部品販売事業者は、そのままヤード内に放置するケースが多い。ヤードの規模によ
ってタイミングは異なるものの、ヤードのキャパシティが限界を迎える場合、あるいは鉄
スクラップの市況価格が上がる等の時期を踏まえてレッカー等でスクラップ取扱事業者に
引取を依頼する。なお、事業者の中には、クレーンで廃車ガラを持ち上げ、下に落とすと
いう方法で減容化を行っている事業者も存在した。 

一方、スクラップ取扱事業者は、ハーフカッター、シュレッダー、プレス等の減容化手
段を有している。そのため、廃車ガラの減容化は、スクラップ取扱事業者によって行われ
る場合がほとんどである。（図 32 参照） 

 

  
カットして減容化された状態の廃車ガラ 

（1 台あたり 2m×2m 程度） 

プレスで減容化した状態の廃車ガラ 

（1 台あたり 1.2m×1.2m 程度） 

図 32 減容化の様子（一例）72 

 
 
④ 保管 

最終的に、解体事業者のヤードの中に残るのは、ELV から取り外した部品と減容化でき
なかった廃車ガラである。自動車整備事者や中古部品販売事業者は、取り外した部品を自
社事業に使用し、それまではヤード内で在庫として保管している。在庫のスペースが埋ま
ってくる、あるいは売れないと判断された部品は、③の解体フローにあるような流れで解
体する、もしくはスクラップとしてスクラップ取扱事業者に販売するといった工程を経る。
上記判断に厳密な基準はなく、現場判断となっている。 

                                                           
72 NTT データ経営研究所にて撮影 
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廃車ガラについても、ヤードのキャパシティがある限りはそのまま保管し、必要に応じ
てレッカーなどでスクラップ取扱事業者に引取を依頼する。（図 33 参照） 
 

  
ヤード内の部品在庫の様子① ヤード内の部品在庫の様子② 

  
ヤード内に保管された廃車ガラ① ヤード内に保管された廃車ガラ② 

図 33 ヤード内の在庫保管状況（一例）73 

  

                                                           
73 NTT データ経営研究所にて撮影 



89 
 

2.3.5.4. 解体で発生した部品/資源等の処理方法 
 

ELV の解体によって発生する部品及び資源の処理方法について、それぞれ整理を行った。 
 
① 部品 

解体事業者によって取り外される各種部品及びその処理方法/販売先/平均販売価格は表 

23 のとおり。 
 

表 23 ELV 解体で発生する各種部品の処理方法/販売先/平均販売価格一覧 74 

 
 
 
部品の処理方法は、自社で使用するパターンと中古販売するパターンがある。前者は、

自動車整備事業者が自社で自動車整備を行うために取り外した部品を使用するパターンで
ある。後者は、中古部品販売取扱事業者が取り外した中古部品を再販売するパターンであ
る。 

中古部品の販売先は、大きく分けて自動車整備事業者、中古部品販売事業者、スクラッ
プ取扱事業者の 3 事業者の販路が存在する。 

                                                           
74 現地ヒアリング結果及び参考資料：「経済産業省（2015）_平成 26 年度地球温暖化問題等対策

調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）」
をもとに NTT データ経営研究所にて整理 

No. 部品 処理方法 販売先 平均単価（RM） 平均単価（円）
1 エンジン 500～1,000RM 約13,200～26,400円
2 トランスミッション 1,000～1500RM 約26,400～39,600円
3 オルタネーター 50～80RM 約1,300～2,100円
4 エンジンスターター 50～120RM 約1,320～3,100円
5 バンパー 300～500RM 約7,900～13,200円
6 ヘッドランプ 60～120RM 約1,500～3,100円
7 テールランプ 80～130RM 約2,100～3,400円
8 ドア - -
9 バックドア - -

10 ボンネット 100RM 約3,640円
11 ロアアーム - -
12 ラジエーター 180～250RM 約4,700～6,600円
13 サスペンション - -
14 ステアリングギア - -
15 等速ジョイント - -
16 タイヤ 40～50RM 約1,000～1,300円
17 ホイール - -

自社で使用
中古販売

自動車整備事業者
中古部品販売事業者
スクラップ取扱事業者
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そのうち、中古部品販売事業者は、全国で約 2,000 事業者が存在していると言われてお
り 75、当然事業規模も異なるため、二次/三次の卸売といった形で転売されている。 

中古部品の中で特に価値が高いのが、エンジンとトランスミッションであり、中古部品
として売上の 9 割（エンジンが 6 割、トランスミッションが 3 割）を占めている中古部品
販売事業者も存在した。 

販売用の中古部品は、車種等の情報が手書きでマーキングされ、ヤード内の在庫棚に保
管される。同ヤードには、マレーシア国内の中古部品販売業者や国外からのバイヤー（ロ
シア、パキスタン、ドバイ、ナイジェリア等）が訪れ、取引が行われている。国外からバ
イヤーが訪れる理由としては、マレーシアが過去より中古部品のハブ市場として機能して
きたという点がある。例えば、日本車の中古部品を調達したいがビザなどの関係で日本を
訪問できない、あるいは移動距離が遠いバイヤーのために、マレーシア国内の事業者は日
本車の中古部品を輸入し、販売している。マレーシア自動車リサイクル協会（MAARA）に
よると、マレーシアに集まる自動車中古部品の 80%以上が日本から輸入された部品となっ
ている。輸入された中古部品全体のうち、20%ほどはマレーシア国内で利用され、それ以
外の 80%は海外（ロシア、パキスタン、ドバイ、ナイジェリア等）へ販売される。  

 
続いて、スクラップ取扱事業者への中古部品販売は、スクラップとしての販売である。 

中古部品販売事業者のヤード内には、長期間在庫として残ってしまう中古部品が存在する
が、同部品を解体・資源化して、スクラップ事業者に販売する。ある中古部品販売事業者
の場合、中古部品が資源に回るケースは、中古部品の在庫全体の 50%～80%程度と非常に
高い。（自社で中古部品を解体して資源化する場合とスクラップとして販売する場合の両
方を含む。） 
  

                                                           
75 MAARA へのヒアリング結果より 
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② 資源 

解体事業者が中古部品を解体して分別し、資源スクラップとする場合の各部品の資源化
の状態について、表 24 のとおり整理を行った。 

 
表 24 中古部品を資源スクラップとする場合の各部品の資源化の状態 76 

 
 
 
なお、解体事業者にヒアリングを行ったところ、日常的に解体を行っている中古部品は

エンジンとトランスミッションであり、その他の部品等は廃棄物として処理されているケ
ースも多かった。詳細については、2.3.7 で整理を行った。 

                                                           
76 MAARA のプレゼンテーション資料をもとに NTT データ経営研究所にて作成 

No. 部品 資源化の状態
1 エンジン 鉄、アルミニウム
2 トランスミッション 鉄、アルミニウム
3 オルタネーター -
4 エンジンスターター -
5 バンパー -
6 ヘッドランプ -
7 テールランプ -
8 ドア 鉄
9 バックドア 鉄

10 ボンネット 鉄
11 ロアアーム -
12 ラジエーター 銅、アルミニウム
13 サスペンション 鉄、アルミニウム
14 ステアリングギア -
15 等速ジョイント -
16 タイヤ ゴム
17 ホイール 鉄、アルミニウム
18 シート ウレタンフォーム、繊維
19 窓 ガラス
20 ワイヤーハーネス 銅
21 エンジンオイル ボイラーと焼却炉の代替燃料
22 クーラント（エンジン冷却水） ボイラーと焼却炉の代替燃料
23 廃バッテリー バッテリー
24 廃車ガラ 鉄
24 廃プラスチック プラスチック
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これまで、中国は再生原料として世界中から金属スクラップや廃プラスチックの輸入を
行ってきたが、固体廃棄物に混ざって輸入されるダストの適正処理がされず、環境汚染が
深刻化していた。そうした現状を問題視した中国政府が、2018 年末から、銅スクラップも
含む低品位 82金属スクラップの輸入規制を行っている。83 

上記輸入規制の結果、これまで中国に低品位スクラップを輸出していた日本をはじめと
する各国が代替の輸出先を求める形となり、マレーシアがその一国となった。その結果と
して、マレーシアの同スクラップ輸入量が急増している。 

一方で、2019 年の輸出量が増加しているが、これも中国のスクラップ輸入規制の影響が
大きい。中国国内で低品位の銅スクラップを取り扱っていた事業者は、輸入規制により同
国で事業を行うことが困難になり、マレーシアに進出しはじめた。そして、低品位の銅ス
クラップを調節・選別・加工し、格上げした銅スクラップを中国本土に送っている。その
結果、マレーシアの輸出量が増加している。84 
 
③ アルミニウム 

アルミニウムの国内生産は、右肩上がりで増加傾向にあり、2016 年の生産量は、620 千
トンと、2009 年時（15 千トン）の 41 倍に急増している。（図 37 参照）その背景には、
エンドユーザー、特に建設業界と自動車産業からの高い需要があることが挙げられる。例
えば、建設業界については、2015 年に発表された 11th Malaysia Plan（2016-20）の下で、イ
ンフラ開発・整備に係る政府支出の増加によるアルミニウムへの需要増加が見込まれてい
る。 

そうした需要増加とともに、現地のアルミニウム精錬事業者も、より付加価値が高いア
ルミニウム生産体制を整備しており、相乗的に国内生産量が増加している。85 

 
 

                                                           
82 ）第 7 類とも呼ばれ、中国の商標の類別において、非鉄金属を含有している廃設備等（主に主

に廃モーター・廃電線・ケーブル等含む）を示す。日本におけるいわゆる雑品スクラップ（有害物
を含む使用済 電気電子機器がその他の金属スクラップと混合されたもの）がこれと一致する場合も
ある。 

83 https://www.meti.go.jp/shingikai/energy environment/junkai keizai/pdf/005 02 00.pdf 
84 SPEEDA 等をもとに NTT データ経営研究所にて整理 
85 SPEEDA をもとに NTT データ経営研究所にて整理 





97 
 

銅スクラップと同様、中国のスクラップ輸入規制の影響を受け、2018 年及び 2019 年の
アルミニウムスクラップの輸入量が急増していると想定される。 

合わせて、2018 年 4 月に、中国が米国由来の全てのアルミニウムスクラップに対して
25%の追加関税を課したことも、影響していると想定される。2018 年 1～6 月の米国から
マレーシアへのアルミニウム（スクラップを含む）輸出量は 64,400 トンであったが、翌年
の同時期は 101,000 トンと約 1.6 倍に増加している。88 
 

マレーシアの資源市場動向について、スクラップを中心に鉄、銅、アルミニウム市場を
整理したが、いずれの資源においても同国における取扱量は増加傾向にある。しかし、そ
の要因となっているのは中国のスクラップ輸入規制であり、今後も同国の政策の影響を受
ける可能性は高い。現在、中国は 2019 年末までに廃棄物に分類される金属スクラップの
輸入を停止する制度を導入している。89一部報道によると、2020 年末には固形廃棄物の輸
入量をゼロにすることを掲げており 90、同制度の導入及びその後の実施状況によっては、
現在の傾向は続くものと想定される。 

上記傾向からマレーシア国内のスクラップ取扱事業者が各スクラップの処理能力の向上
を進めた場合、各事業者の取扱量も増加することが期待される。こうした状況は、ELV 解
体由来で発生した資源スクラップの販売先の受入量が増大することにもつながるため、
ELV 解体で発生した資源スクラップの販路確保に追い風となることが考えられる。 
  

                                                           
88 https://www.alcircle.com/news/malaysias-imports-of-aluminium-including-scrap-from-the-us-up-57-

yoy-in-january-june-2019-47890 
89 https://www.jetro.go.jp/ext images/ Reports/01/0a81da1f65d47788/20190001.pdf 
90 http://japanese.china.org.cn/business/txt/2020-01/19/content 75629418.htm 
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MMRA 

・Malaysia Metal Recyclers Association の略 

・同団体に加盟する事業者は 128 事業者であり、加盟
者の 88%がスランゴール州、クアラルンプール州、ジ
ョホール州に属している 

・ディーラーとして上記 2 団体へのスクラップ供給等
を行う 

・マレー系企業と中華系企業の事業者が加盟してお
り、業界団体としては国内最大である。その他の業界
団体としては、中華系企業のみが属する団体とインド
系企業のみが属する団体が存在する（全団体合計で
300 社程度） 

・非鉄取扱業者は含まれている 
 
 

今回、MMRA にヒアリングを行ったところ、解体事業者からスクラップを調達するスク
ラップ取扱事業者は約 300 社であり、その 300 社を通じて電炉メーカーや銅、アルミニウ
ム回収業者等に各スクラップが流通されている。 

鉄スクラップ市場の市場規模は、Heng-Hup Holdings 社の市場シェアが 20.8%（2017 年度）
であることから、拡大推計する形で算出し、概算で 44.7 億 RM（約 1,180 億円）、鉄スク
ラップ取扱量は、Heng-Hup Holdings 社の市場シェアから推計した結果（275 万トン/年）と
MMRA が発表した結果（約 240 万トン/年）93を表 25 に記載している。 

銅スクラップ、アルミニウムスクラップの市場規模や取扱量については、確認ができな
かった。 

 
 
スクラップ取扱事業者のうち、MMRA に加盟しており、調査に協力いただくことができ

た「GSL Material Recycling Sdn Bhd」社と「Heng Hup Holidngs Limited」社のヒアリング結果
を整理した。（表 26 参照） 
  

                                                           
93 2019 年 6 月に MMRA が開催した 8 周年記念式典で配布された資料より 
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表 26 スクラップ取扱事業者へのヒアリング結果まとめ 94 

 GSL Material Recycling Sdn Bhd Heng Hup Holidngs Limited 
事業規模 不明（従業員数は約 20～30

人） 

8.94 億 RM（約 236 億円）95

（2017 年度） 

取扱製品 ・鉄スクラップ 

・銅スクラップ 

・アルミニウムスクラップ 
etc 

・鉄スクラップ 

・中古バッテリー 

・古紙 

・その他素材 

取扱量 不明 

（ヤード内には、常時 3 万トン
程度のスクラップ在庫が存在） 

・鉄スクラップ（55 万トン） 

・中古バッテリー（2 万トン） 

・古紙（6 万トン） 

・その他素材（不明） 

市場シェア 不明 20.8%（2017 年度） 

販売先 ・電炉メーカー 

・電炉メーカーの代理店 
etc 

・電炉メーカー 

（Amsteel Mills、Southern steel

等） 

※売上の 40%は Amstel Mills 

減容化手段 あり（プレス） 

※自動車専用ではない 

あり（シュレッダー） 

※自動車専用ではない 
 
 

【GSL Material Recycling Sdn Bhd】 

2000 年に設立されたスクラップ取扱事業者であり、鉄、銅、アルミニウム等のスクラッ
プを取り扱っている。国産自動車メーカーの Proton 社と相対契約を締結しており、同社の
工場で発生したスクラップを引き取っている。なお、自動車については、試験車で市場に
出ない車体の引き取りを行っているのみで、調達量としては、僅少である。 

鉄スクラップの販売先としては、小規模電炉メーカーへの直接販売と大規模電炉メーカ
ーの代理店への販売方法の 2 通りがある。後者については、契約の中で 1 月あたりの供給
量が設定されており、満たすことができない場合はペナルティが発生するため、代理店へ
の供給を行っている。なお、1 月あたりの供給量としては、2,000 トンとなっている。ちな

                                                           
94 現地ヒアリング結果、各社 HP をもとに NTT データ経営研究所にて作成 
95 1 円=26.404RM で換算 
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みに、スクラップ業界における決済は、cash on delivery という現金決済が基本となってい
る。そのため、スクラップ取扱事業社者は現金資産が豊富である。 

 
【Heng Hup Holidngs Limited】 

国内の大手スクラップ取扱事業者であり、市場シェアは 2017 年時点で 20.8%となってい
る。主な収益源は鉄スクラップの電炉メーカーへの販売であり、年間の販売量は 55 万ト
ンとなっている。なお、鉄スクラップの売上に占める割合は約 90%。その他、中古バッテ
リーも年間 2 万トン引き取っている。 

スクラップの調達先は、現地の解体事業者からの調達が 90%、輸入による調達が 10%を
占めているが、ELV 由来の資源はほとんど受け入れていない。減容化するためのシュレッ
ダーも存在するが、自動車専用ではなくスクラップ全般に使用するものとなっている。 

 
 
参考情報として、GSL Material Recycling Sdn Bhd 社のヤード内の様子を図 39 に示す。 
 

  
ヤード内全体の様子 

手前に見えるニブラでは、マグネットで
鉄と非鉄の分別を行っている 

鉄スクラップが減容化されている様子 

自社のプレスを用いてキューブ上にする
ケースと、Proton 社からキューブ上で送
られてくるケースがある 

図 39 GSL Material Recycling Sdn Bhd 社のヤード内の様子 96 

  

                                                           
96 NTT データ経営研究所にて撮影 
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表 27 MSA に加盟する電炉メーカー一覧 97 

  
 
 
マレーシアにおける大手電炉メーカーは、Amsteel Mills、Southern steel、Alliance Steel、

そして Lion steel が big4 として呼ばれている。Big4 のうち、MSA に加盟しているのは、
Amsteel Mills、Southernsteel の 2 社である。 

各事業者の年間鉄鋼生産能力は 50～300 万トンとなっている。また、設備の所在地がス
ランゴール州、ジョホール州、ペナン州付近に集中している。これは、自動車登録台数が
多い地域とも重なっている。（図 41 参照） 

 

                                                           
97 各社 HP、CTOS（マレーシアのデータバンク）をもとに NTT データ経営研究所にて作成 

企業名 企業概要 事業規模（年間） 売上 設備所在地

Amsteel Mills Sdn Bhd
国内最大の鉄鋼グループのLiongroup

に属する鉄鋼生産事業者

1,698百万RM
（2019年
：約448億円）

スランゴール州

Antara Steel Sdn Bhd
国内最大の鉄鋼グループのLion 

groupに属する鉄鋼生産事業者

1,166百万RM
（2018年
：約307億円）

ジョホール州

Megasteel Sdn Bhd Amsteel Millsの姉妹企業 不明 スランゴール州（Klang）

Ann Joo Steel Bhd
鉄鋼製品の製造、貿易大手のAnn Joo 

Resources 
Berhad社に属する鉄鋼生産事業者

鉄鋼生産能力：100万t
圧延能力：147万t

2,322百万RM
（2018年
：約613億円）

ペナン州、スランゴール州

Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd
鉄鋼製品の製造、貿易大手のAnn Joo 

Resources 
Berhad社に属する鉄鋼生産事業者

鉄鋼生産能力：50万t
903百万RM
（2018年
：約238億円）

ペナン州

Kinsteel Bhd 鉄鋼生産事業者 不明
225百万RM
（2017年
：約59億円）

スランゴール州

Perwaja Holdings Bhd
建設、不動産、インフラ等複合的に事

業を行うコングロマリット企業のMaju 
Groupに属する鉄鋼生産事業者

鉄鋼生産能力：150万t
0.6百万RM
（2016年
：約16百万円）

不明（本社はKL）

Perfect Channel Sdn Bhd 鉄鋼生産事業者 不明
0.2百万RM
（2017年
：約5百万円）

ケダ州

Malaysia Steel Works (KL) Bhd
Klangを拠点にビレットや鋼矢板、棒

鋼を製造販売する事業者
鉄鋼生産能力：148万t

1,496百万RM
（2017年
：約395億円）

スランゴール州（Klang）

Southern Steel Bhd
SouthernSteelGroupとして鉄鋼製品を

製造するほか、ワイヤーメッシュの分野
では南アジアで最も大きな製造業者

不明
3,135百万RM
（2019年
：約827億円）

ペナン州

鉄鋼生産能力：300万t
圧延能力：235万t
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2.3.7. 廃棄物処理フロー 
 
スクラップ取扱事業者にて経済的な価値が高い鉄、銅、アルミニウムの各スクラップが

分別・回収された後、資源化もしくは廃棄物となる対象物について、整理を行った。 
 
 

2.3.7.1. ELV 解体で発生する廃棄物の取扱区分 
 
ELV 解体の後に発生する主な廃棄物及び政府が定める廃棄物区分については、表 30 のと

おり。 
 

表 30 ELV 解体で発生する廃棄物の取扱区分 103 

 
 
 
ELV 解体の後に発生する廃棄物の多くは、環境局（DoE）によって指定廃棄物として指定

されている。指定廃棄物を取り扱う場合は、適切な保管、マニフェストへの記入及び同局
への届出、発生量・処理量・排気量に関する帳簿の作成等が義務付けられている。 

                                                           
103 環境局（DoE）の HP、日本貿易振興機構アジア経済研究所「アジア各国における産業廃棄物・

リサイクル政策情報提供事業報告書」、現地ヒアリングをもとに NTT データ経営研究所にて作成 

廃棄物 廃棄物区分 指定廃棄物コード
フロン類 - -
ガラス 産業廃棄物 -
廃バッテリー 指定廃棄物 SW102
廃プラスチック 指定廃棄物 SW410
ドライバーシート 産業廃棄物 -
ワイヤーハーネス 指定廃棄物 SW110
廃触媒 指定廃棄物 SW202
廃オイル 指定廃棄物 SW312
廃タイヤ 産業廃棄物 -
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そのため、上記指定廃棄物の処理、リサイクルを行う場合には、同局の許可を得た廃棄
物取扱事業者に依頼する必要がある。 

フロン類については、“Environmental Quality (Refrigerant Management) Regulations 1999” 

「環境質・冷媒の輸入、消費、使用等の管理に関する規制」により、CFC の大気放出は既
に禁止されており、今後は新たに HCFC も規制対象に加わり、CFC、HCFC の回収の実質的
な義務化となる。HFC については、2017 年 10 月に世界銀行の Excom80 というプログラム
の中で、HFC の輸出入、使用を管理するために現行の規制を見直していくという方針は出
しているのみで、現時点で規制対象に入っていない。104 

ワイヤーハーネスは、e-waste（電子・電気製品廃棄物）として指定廃棄物認定されてお
り、その処分方法は埋め立て処分となっている。一部事業者は、ワイヤーハーネスを野焼
して銅を取り出しているが、この方法は環境局（DoE）には認められていない。 

その他、ガラスやドライバーシート、タイヤは指定廃棄物の適用対象外となっており、
同局の許可を持たない廃棄物取扱事業者も取り扱うことが可能である。 

 
 

2.3.7.2. 廃棄物処理事業者の動向 
 
ELV 解体で発生する指定廃棄物やフロン類回収に関連する廃棄物処理事業者を中心に動

向を整理した。 
 

① 指定廃棄物取扱事業者 

指定廃棄物の処理・処分に関しては、Environmental Quality Act1974 に基づき、環境局長
官の許可が必要となっている。許可の種類は、オフサイト貯蔵、オフサイト処理、オフサ
イト・リカバリー、指定廃棄物焼却、土壌処理、管理処分場の６種類とすることが、指定
廃棄物処理・処分設備に関する環境命令で定められている。 

現在、環境局（DoE）の許可を得ている事業者は、715 社存在する。今回調査を行ったク
アラルンプール市/スランゴール州、ジョホール州、ペナン州、ペラ州に属する指定廃棄
物の取扱事業者数を整理した。（表 31 参照） 
  

                                                           
104 http://www.multilateralfund.org/80/Document%20Library1/1/8027.pdf 
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表 31 調査対象地域に属する指定廃棄物の取扱事業者数一覧 105 

 
 
 

表 31 の事業者数合計は、188 社となっている。なお、事業者の中には複数の指定廃棄物
を取り扱っている事業者もおり、実際の事業者数の合計は少なくなると想定される。 

上記結果より、特にスランゴール州とジョホール州に指定廃棄物の処理・処分事業者が
集中していることがわかる。クアラルンプール市においては、対象事業者が 6 件となって
いるが、スランゴール州と隣接した地域のため、同州の事業者に回収を依頼しているもの
と想定される。 

ペナン州に SW102、SW202、SW312 の事業者が存在しない理由は不明だが、それ以外の
地域については、ELV 解体後に発生する指定廃棄物の処理・処分を行う事業者がいること
が確認できた。 
  

                                                           
105 https://eswis.DoE.gov.my/facilityList.aspx より、「State（州）」及び「Waste Code（指定廃棄物コ

ード）」の選択機能を使用して検索、抽出を行っている。なお、複数の指定廃棄物コードを持つ事
業者も存在する 

廃棄物 指定廃棄物コード クアラルンプール市 スランゴール州 ジョホール州 ペナン州 ペラ州
廃バッテリー SW102 0 2 2 0 2
廃プラスチック SW410 0 15 22 8 6
ワイヤーハーネス SW110 6 30 32 22 3
廃触媒 SW202 0 6 9 0 2
廃オイル SW312 0 9 9 0 3

6 62 74 30 16
全体合計 188 - - - - -
各州の合計
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ここで、環境局（DoE）が発行する「Malaysia Environment Quality Report (2017)」106より、
指定廃棄物の処理状況や地域別の発生量について整理を行った。 
 

 
図 42 2011～2017 年の指定廃棄物の処理傾向 

 
 

図 42 によると、有害廃棄物総発生量（Total Hazardous Waste Generated）は年々減少傾向
にあり、2017 年は約 2 億トンと、2011 年の 3.2 億トンから約 30%減少している。埋め立て
による処理量（Quantity of Hazardous Waste Disposed at Landfill）も同様に減少傾向にあるも
のの、4R を用いた廃棄物処理量（Quantity of Hazardous Waste Managed Using 4R）も減少傾
向にあり、環境に配慮した廃棄物処理が定着しているとは言えない状況である。 

 
続いて、州別 107の指定廃棄物発生量及び累積比率カーブを図 43 に示す。 

 

                                                           
106 DoE_「Malaysia Environment Quality Report (2017)」より引用 
107 連邦直轄領であるクアラルンプ―ル市及びラブアン市は州と独立して算定されている。なお、

もう一つの連邦直轄領であるプトラジャヤ市については、レポート内に記載なし 
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② フロン類回収事業者 

現在、フロン類の回収を行っている事業者は、「Kualiti Alam Sdn. Bhd」社の 1 社のみとな
っている。 
 
【Kualiti Alam Sdn. Bhd】 

カザナ・ナショナル（Khazanah Nasional Berhad）と呼ばれる政府系ファンドから出資
を受けている Cenviro グループの一員である。主な事業は、「指定廃棄物処理」、「一般
廃棄物処理」及び「リサイクル」であり、施設はヌグリ・スンビラン州（クアラルンプー
ル市の南側）に位置する。さらに、指定廃棄物リスト 77 のコードのうち、76 のコードで
承認を得ている。 

また、マレー半島で唯一の指定廃棄物の最終処分施設を有し、指定廃棄物の処理・処分
を一手に引き受けている。109 

2015 年の売上は、193 百万 RM（約 50 億円）110、2018 年 11 月に発表されている年間の廃
棄物処理量は 10 万トン以上 111である。 
 
 
③ その他大手廃棄物取扱事業者 

その他の大手廃棄物取扱事業者として、以下の 2 社がある。 
 
【Alam FloraSdn. Bhd】 

マレーシア最大の独立発電企業であるマラコフ（Malakoff）の子会社であり、マレーシア
の環境マネジメント企業の大手の 1 社である。主に、クアラルンプール市とプトラジャヤ
市等都市部に拠点を置き、年間の平均回収廃棄物量は約 100 万トンである。なお、今回の
現地調査で訪問した DRB-HICOM 社を傘下に持つ。 
 
【SWM Environment Sdn Bhd】 

1997 年に、廃棄物取扱事業の民営化とともに設立された、マレー半島の南部でサービス提
供を行う総合廃棄物取扱事業者である。8,000 名のスタッフとともに 27 の地方行政機関を
サポートし、1,600 台の収集車を持つ。 

                                                           
109 指定廃棄物については、収益を見込める可能性が低いことを考慮し、政府は最終処分業務を担

う特定の業者と長期独占契約を結んでいる 
110 Cenviro group_Sustainable Report2015 より 
111 http://www.iemns.org.my/index.php/activities/activities-3/110-kejohanan-bowling-terbuka-iemns-

2022 
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住宅・地方行政機関省（MHLG）とコンセッション契約を締結し、南部地域における家庭
ごみの収集を行っている。112 
 
 
2.3.7.3. 廃棄物の処理方法/販売先/平均取引価格 

 
マレーシアにおいて、廃棄物を法制度に則り対応する場合の処理方法/販売先/平均取引

価格を、表 33 のとおり整理した。 
 
 

表 33 法制度に則った場合の廃棄物の処理方法/販売先/平均取引価格 113 

 
 
 
 
現地ヒアリング結果をもとにした実際の取り扱いを中心に、以下のとおり整理を行った。 
 

① フロン類 

“Environmental Quality (Refrigerant Management) Regulations 1999” 「環境質・冷媒の輸入、
消費、使用等の管理に関する規制」により、CFC の大気放出は既に禁止れているが、実際
には大気放出されているケースが多い。HFC については、現段階で規制がかかっておらず、
同様に大気放出されているケースが多い。 
 
② ガラス 

表 33 のとおり。リサイクルしているケースは確認できなかった。 
 

                                                           
112 北部地域は E-Idaman Sdn Bhd 社、中央地域は Alam Flora Sdn Bhd が担当している 
113 現地ヒアリング結果をもとに NTT データ経営研究所で作成 

廃棄物 指定廃棄物コード 処理方法 販売先 平均取引価格（RM）

フロン類 - フロン類回収装置で回収フロン類回収業者（Kualiti Alam社）
3,000～4,000RM/m3

（約79,200～105,616円/m3）

ガラス - 埋め立て処分 廃棄物取扱事業者
150～200RM/トン

（約3,900～5,200円/m3）
廃バッテリー SW102 資源として回収 DoEの許可を受けた廃棄物取扱事業者 810RM（約21,300円）/トン
廃プラスチック SW410 資源として回収 DoEの許可を受けた廃棄物取扱事業者 510RM（約13,400円）/トン
ドライバーシート - 埋め立て処分 廃棄物取扱事業者 不明
ワイヤーハーネス SW110 埋め立て処分 DoEの許可を受けた廃棄物取扱事業者 不明
廃触媒 SW202 資源として回収 DoEの許可を受けた廃棄物取扱事業者 不明
廃オイル SW312 資源として回収 DoEの許可を受けた廃棄物取扱事業者 不明
廃タイヤ - 埋め立て処分 廃棄物取扱事業者 不明
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③ 廃バッテリー 

表 33 のとおり。 

鉛バッテリーの処理は可能だが、ハイブリットバッテリーの処理方法については、特に
定められていないため、処理の場合には自動車メーカーの協力が必要となる。 
 
④ 廃プラスチック 

表 33 のとおり。一部事業者は、廃棄物として埋め立て処分を行っている。近年の廃プラ
スチック輸入規制を受け、資源としてのニーズが高まっているとの意見もある。 
 
⑤ ドライバーシート 

シュレッダー等で減容化されることなく埋め立て処分されている。 
 
⑥ 廃触媒 

廃触媒に含まれる貴金属は価値が高いため、放置車両から抜き取られているケースも多
い。 
 
⑦ 廃オイル 

表 33 のとおり。 

放置車両の段階で、オイルが盗難にあっているケースもある。 
 
⑧ 廃タイヤ 

ホイールとゴムに分解し、ホイールは売却、ゴムは埋め立て処分としている。なお、マ
レーシア政府が 2011 年に発効したレポートにはセメント工場への販売ルートも示されて
いるが、今回の現地調査では確認できなかった。114 
 
  

                                                           
114 

https://jpspn.kpkt.gov.my/resources/index/user 1/Sumber Rujukan/kajian/Tyre%20Study Final%20Report
Eng%20Version.pdf の本文ページ番号 8 にフロー図が掲載 
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向けた法改正に向けて動いている。 

車両保管期限の規制については、2.2.3 に記載したとおり、現状は Act133、Act333 の 2 つ
の法規制が放置車両の回収根拠として運用されている。どちらの法規制においても、放置
車両を回収後、同車両を処分するにあたっては、車両所有者によるクレームの対応期間を
一定期間設けることが義務付けられている。そのため、クレーム対応期間中は当該車両の
処分を実施することができない。結果として、当該車両が一定期間ヤード内に保管される
事態が発生する。当該車両の保管期間中も新規に発見される放置車両は増える一方で、ヤ
ードのキャパシティから回収可能量にも限界があることから、一定数以上の放置車両は回
収されずに路上に残ってしまう。 

このことから、運輸省（MOT）を中心とした中央政府は、ヤードのキャパシティを考慮
して放置車両の回収・保管を行う仕組み作りを法規制の観点から検討している。 

 
 

② 地方行政機関 

【放置車両の回収可能量の向上】 

放置車両の回収可能量の向上については、中央政府が抱える課題と強く結びついている。 

先述のとおり、現在は法規制によって一定の保管対応期間を確保することが定められて
いるため、ヤード内に保管される車両が蓄積し、新規の放置車両の受け入れが困難となっ
ている。また、路上放置されている車両の数も増えているため、地方行政機関が管理する
保管ヤードのキャパシティが限界に近づいている。 

そのような事態に対して、例えばクアラルンプール市役所は、これ以上保管ヤードのキ
ャパシティを増やすことが困難であるため、既存の複数のヤードを適切にマネジメントす
ることで、回収可能量を増加させることを目指している。一方で、ジョホールバル市役所
は、追加のヤードを確保することを目指すなど、地方行政機関によって放置車両の回収可
能量の向上に向けた対策が異なる。 

既存の保管ヤードのキャパシティ内で放置車両の回収可能量を向上させるためには、放
置車両の入庫タイミングとオークションによる出庫タイミングの把握や、複数ヤードの現
状の保管台数の適切な管理を通じて、ヤードのキャパシティを最大限活用できるようにヤ
ードのマネジメントを行っていく必要がある。また、ジョホールバル市役所のように追加
ヤードの確保を検討する場合には、放置車両の全体像を把握する必要がある。全体像をつ
かめていないと、追加ヤードの確保に対して過大投資してしまうことになりかねない。 
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【作業効率の向上】 

放置車両の発見及び回収時の作業の効率化ならびに回収後の事務処理手続きの効率化も
喫緊の課題である。 

前者については、例えばクアラルンプール市の場合、市民から放置車両に関するクレー
ムを受けると、職員は現地に赴き、放置車両を目視で確認する。同職員は、当該車両の情
報を紙ベースで作成し、帰社後に当該車両情報を手作業にてデータを再入力する、という
2 つの作業が発生している。また、目視で確認する場合、一定期間後に再度現地に赴き、
放置車両の再確認を行う必要がある。こうした作業フローで処理しているため、放置車両
の増加に伴い職員の作業負担が必然的に増大してしまう。その結果、特にクレームが発生
した場所の回収業務を優先的に実施するだけの対応になり、新たに発生した放置車両の回
収業務ができない状況となっている。 

後者については、車両の所有権変更に伴う事務処理負担が重く、関係機関（道路交通局、
保険会社、銀行）に対する確認作業が必要になる。その際には、データとして保管されて
いる車両情報を機関ごとに抽出・整理して情報提供する必要があり、そうした作業に多大
な時間を要している。 

 
 

③ 個人 

現地の自動車ユーザーは、ELV となった車両の最終的な処分方法に対する知識を十分有
していない。また、ELV を引き受ける事業者によっては高額な処分費用を請求される事例
もあり、結果として車両の放置に至っている。 
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3.2. 先進的使用済自動車管理システムの概要 
 
本章では、管理システムの基本機能について説明を行うとともに、同システムが 3.1 で

挙げた課題の解決にどう寄与できるのか、また、日本の事業者に対するメリットの有無に
ついて調査結果を示す。 

 
 

3.2.1. 先進的使用済自動車管理システムが持つ機能及び活用イメージ 
 
先進的使用済自動車管理システム（以下、管理システム）は、放置車両の管理を容易に

し、かつ売却後の車両流通に関しても管理を行うことを目的としている。 

同システムは、カメラ付きスマートフォン及びスマートフォンで使用する放置車両の情
報登録用アプリケーション（以下、スマホアプリ）、PC ブラウザを通じて利用可能な管
理アプリケーション（以下、管理アプリ）、車両登録用 QR コード（以下、QR コード）で
構成されている。 

本管理システムは、スマホアプリによる QR コードのスキャンをトリガーとして、スキ
ャン時点での放置車両の所在地情報や車両の状態等のデータをクラウド上に保存し、管理
アプリにてクラウド上に保存された各放置車両情報の閲覧や状況管理を一元的に可能とす
るシステムである。 

同管理システムが持つ機能を整理すると、以下のとおり。 
 
 スマホアプリ/QR コードを活用した放置車両のクラウド上での容易なデータ管理 

 放置車両の発見から売却後の車両流通までの一元的な管理 
 

 
ここでは、主に地方行政機関での放置車両の発見、回収、管理業務を経て解体事業者が

放置車両（ELV）解体を行うまでのフローを想定して管理システムの解説を行った。（図 

46 参照） 
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図 46 先進的使用済自動車管理システムの概要 115 

 
 

0.準備 

放置車両の回収業務に従事する職員は、スマホアプリのインストールされたカメラ付き
スマートフォン、管理アプリ経由で発行可能な QR コードを発行、印刷し、発見作業準備
を行う。 

 
1.発見 

職員は、通常の巡回業務で放置車両を発見した際に、対象の放置車両に QR コードを貼
り付け、スマホアプリを起動し QR コードの読み取り実施、及び車両写真の撮影を行う。
この作業によって、放置車両の位置情報及び対象車両の画像情報が QR コードに紐づく形
で管理システム上のデータベースへと登録される。なお、放置車両は、長期間にわたり放
置されていることを前提としており、仮に情報登録した車両が移動した場合の移動後の位
置情報までは管理していない。また、本車両の車両管理状態が自動的に「放置」と登録さ
れ、放置車両登録が完了する。合わせて対象車両の車両状態（全損/部品がある程度残っ
ている等）についても情報登録を行うことが可能である。本情報をこの時点で登録してお
くことで、のちに発生する車両所有権の確認や本車両のオークション出品へスムーズに移
行することが可能となる。最後に、従来の放置車両発見時の作業と同様に、放置車両の撤

                                                           
115再委託先であるコベルコ建機株式会社にて作成 
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去を促す警告文書を同車両へ貼り付ける。 
 
2.回収＆輸送&保管 

警告文書を貼り付けた後、法令に定められた一定期間の留置監視を経た後、車両位置情
報をもとに放置車両の再確認作業を行う。所有者が当該車両の移動を行っていない場合、
地方行政機関は、同車両を放置車両として認定・回収を実施する。当該車両が移動してい
た場合、本管理システムでは、移動後の位置情報は確認することはできないが、警告文書
に対してユーザーが対応したと認識し、その時点で一度放置車両としての対象からは外れ
る。 

回収した放置車両は、地方行政機関が管理する専用ヤードへ移送され、同ヤードで保管
される。ヤード入庫の際、スマホアプリを使って QR コード読み取りを実施し、車両管理
情報を「放置」から「行政保管」に変更する。この作業によって、車両所在位置情報がヤ
ードに更新されるとともに、当該車両が、地方行政機関が管理するヤードで保管が開始さ
れた事実がデータとして記録される。その後、所有者情報の確認、所有権の移転等といっ
た放置車両の回収業務に関連する行政手続の後、当該車両はオークション等で売却される。
なお、行政手続きにおける、複数の関連機関（地方交通局（RTD）、保険会社、銀行）等
に対する所有権の確認作業は、従来の紙ベースでの確認からデータによる確認が可能にな
る。 

 
3.ELV の購入＆解体処理 

オークション等を経て解体事業者が放置車両（ELV）116を購入した後、解体事業者は自
社のヤード内に ELV を運ぶ。その際、スマホアプリにて当該車両の QR コードをスキャン
し、車両状態を「行政保管」から「事業者保管」へ変更する。この作業によって、車両所
在位置情報が、地方行政機関が管理するヤードから解体業者ヤードに更新されるとともに、
解体業者ヤードでの保管が開始された事実がデータとして記録される。その後、解体処理
の前にスマホアプリを起動し、最後の QR コードスキャンを行い、車両状態を「事業者保
管」から「解体実施」へ変更、実際に解体作業を行うことで本 ELV の処理が完了する。 
  

                                                           
116 オークションに係る時点で所有権が地方行政機関に移り、取り扱いが放置車両から ELV に変更

されるとし、以降の段落では ELV と記載を行っている。 
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ベースによる放置車両の総量把握の実現に寄与できる。 

データベースには、過去から現在に渡りスマホアプリを通じて登録された車両情報が車
両別に保管されている。また、それらの情報については現在の状態（発見・未回収、ヤー
ド保管等）、現時点から回収が発生するまでの期間といった情報が登録されている。 

そのため、例えば発見された状態の放置車両総数、回収までの期間、現状の行政ヤード
保管車両数、オークション実施予定日を組み合わせて確認することで、担当地域における
放置車両の全体像を把握し、ヤード保管が必要な放置車両台数の見積実施と必要十分なキ
ャパシティのヤード確保の準備に役立つことが期待される。 

 
なお、上記で挙げた「放置車両の回収可能量の向上に対する管理システムの役割」につ

いて、現在は地方行政機関の課題解決を目的としているが、このようなヤードのマネジメ
ントに関する役割は、民間の解体事業者に対しても適用が可能であると考えている。 

今回の現地調査を通じて、自動車整備事業者や中古部品販売事業者等といった解体事業
者は、地方行政機関等から調達した ELV について、システム等を活用した詳細なヤード管
理を行っていないことが確認できた。つまり、こうした事業者は、調達した ELV がヤード
での在庫管理の対象になってから、解体処理され、ヤードから出庫されるまでのタイミン
グを正確に把握できていない。結果として、自社の在庫資産の管理を正確にできず、また
ヤード内のマネジメントが十分にできているとは言い難い。 

本管理システムの利用に必要なシステムは、スマホアプリ、管理アプリ、QR コードの 3

種類であり、コストの面からも導入が容易であると考えられるため、民間の解体事業者に
対しても適用が期待できる。 
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3.2.3. 管理システムの導入による日本の事業者に対するメリット 
 

本管理システムの導入により、マレーシアの地方行政機関においては放置車両の取り締
まり効率の向上及びそれによる放置車両の回収車両数の増加が見込まれ、その結果、ELV

解体処理を行う各事業者へ流通する車両数についても増加することが期待される。 

今回の調査において、マレーシア国内にて ELV 解体を専業で行う事業者は確認できなか
った。本業の傍らで ELV 解体事業を行っている中古部品販売事業者にヒアリングを行った
ところ、手作業による部品取り外し作業に多くの時間や手間がかかっており、結果として
車体の解体には手が回っていない、つまり ELV 解体の作業効率が低いことが確認できた。 

一方、解体後の廃車ガラをスクラップとして取り扱う電炉メーカーは、廃車ガラを一定
以下のサイズに減容化することを買取条件として提示しているケースが多い。今後、中古
部品販売事業者などの ELV 解体事業者が、ELV 解体による収益拡大を図っていくためには、
電炉メーカーの買取条件を満たせるよう廃車ガラの減容化手段を確保していくことが重要
である。 

上記に挙げた現地解体事業の現状のうち、特に前者の ELV 解体の作業効率向上について
は、日本の自動車解体インフラである自動車解体機の導入が有効である。日本において、
自動車解体機は ELV 解体台数の増加に伴う作業時間短縮のニーズから生まれたものであり、
同様のニーズはマレーシアで発生してくると想定される。また、同解体機によって一定の
減容化も可能となる。 
 
また、日本の解体事業者は中古部品の取得から車体の解体までを一貫し、かつ高い効率で
実施できる能力、ノウハウを有していることから、上記 ELV 流通量の拡大が日系企業にと
っても参入に向けた大きな機会となると考えられる。 
 

以上より、本管理システムのマレーシアにおけるインフラ普及は、現地進出を目指す日
本の事業者にとってもメリットを生み出すことに寄与できると考えられる。 
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3.3. 地方行政機関との連携可能性検証 
 
本管理システムの導入に向け、マレーシア最大の都市であり自動車登録台数も国内最大

であるクアラルンプール市役所に対して、本管理システムの実証試験に向けた協議を行っ
た。 

 
 

3.3.1. 管理システムの導入に向けた地方行政機関との協議結果 
 

第二回現地調査期間内の 2019 年 11 月 19 日、第三回現地調査期間内の 2020 年 2 月 26 日
の 2 回に分けて業務担当部署及び副市長との面談を実施した。面談では、本プロジェクト
内容の紹介及び実証試験への協力可能性についての協議を実施した。 

現状において結論は出ていないものの、先述した課題及び本管理システムが課題解決に
向け寄与する点についてはご賛同頂くことができた。また、本管理システムの実証試験に
対しても強い関心を持って頂いている状況にあることから、引き続き協力体制構築に向け
協議を続けている状況である。 

 
 

3.3.2. 管理システムを導入する場合の企業及びシステムの管理体制 
 
本管理システムを導入する場合の企業及びシステム管理体制について、実証試験をベー

スにした整理結果を示す。 

現段階での実証試験の管理体制としては、システム開発及びシステムの維持管理はコベ
ルコ建機株式会社にて実施、本管理システムを活用した現場作業についてはクアラルンプ
ール市役所の放置車両回収部署にて実施することを想定し、現在協議を続けているところ
である。 
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3.4. 中長期的な視点でのシステムの利活用可能性検討 
 

本管理システムは、初期段階では地方行政機関における放置車両の回収及び管理業務に
利用することを想定している。同業務に対して一定の効果は期待できるものの、あくまで
放置車両が発生した後への活用が前提となっている。 

放置車両の根絶のためには、放置車両の保管期限に対する法規制の改正や、ELV となっ
た車両の最終的な処分方法に対する知識を十分有していない個人への教育も必要であるが、
こうした課題の解決には時間を要することが想定される。 

 
上記の点を踏まえ、中長期的な視点での本管理システム利活用可能性について検討を行

った。 
 
① 民間事業者への管理システムの開放 

今回の現地調査を通じて、今後 ELV 解体事業を行っていきたい事業者が複数存在するこ
とが確認できた。一方で、同事業者は ELV 対象の車両確保に苦慮している。その背景には、
地方行政機関のオークションでは、数百台をロットとしているため、規模が小さい事業者
は取り扱いが難しいことが挙げられる。 

そうした現状に対して、民間事業者に対しての本管理システム及びデータベースの開放、
活用可能性があると考えている。具体的には、ELV を処分したいユーザーとその ELV を必
要とする事業者をネットワーキングし、車両流通の最上流での流通構築を図ることで、放
置車両発生の未然防止に寄与することが期待される。 

 
② 将来的な ELV 解体に関する法規制と連動した適正処理ルートの構築支援 

将来的に想定されるマレーシア国内における ELV 処理に関する法規制を想定し、国内で
発生した ELV が適切な資格を持つ認定事業者に流れるような適正処理ルートの構築支援に
も寄与できると考えられる。 

本管理システムを通じて、ELV 処理の監督官庁が売却後の流通を監視することにより適
正な処理を促すことや、ELV の適正処理を実施する事業者については、本管理システムを
通じて官民から優先的に車両確保できるようにする等のインセンティブ付与にも活用可能
である。 

最終的には、適正処理事業者に ELV が流れ、適正に処理されていくという持続可能な社
会システム構築に寄与することができるものと考えている。 
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② 減容化手段の不足 

自動車整備事業者や中古部品販売事業者といった解体事業者は、部品取り外し後の廃車
ガラを減容化する手段を持っていないケースが多い。同事業者の ELV 解体の目的は、自社
事業での使用あるいは中古部品としての販売するための部品の取り外しであり、その後の
処理については関心が低い。しかし、減容化手段を持っていないために、各事業者は、ス
クラップ取扱事業者への廃車ガラの引き渡しの際に十分な利益を確保できないケースがあ
る。 

具体的には、減容化しない場合の廃車ガラを販売する際、取引価格の相場は 300～
1,000RM（約 7,900～26,400 円）117/台である。一方、売り手負担となる輸送費用の相場は、
80～120RM（2,100～3,100 円）/台となっており、廃車ガラ 1 台を引き渡す際の利幅は非常
に小さく、人件費等も含めると赤字に陥るケースもある。また、輸送の際に容積を圧縮し、
輸送効率を上げるといったことも減容化手段無しではできないため、輸送費用の増加を招
いている。 

逆に、廃車ガラを減容化したうえで販売することができれば、輸送効率を上げられ費用
圧縮につながるほか、末端での取引価格の向上にもつながる。また、電炉メーカーを含む
複数のスクラップ取扱事業者によると、廃車ガラをプレスなどして減容化して持ち込んだ
場合、取引価格が 20～30%程度上がるケースも存在しており、減容化手段の具備は、解体
事業者の収益向上というメリットに直接的に寄与するといえる。 
 
③ 環境配慮の意識欠如 

現在、マレーシアには自動車リサイクルに特化した法律が存在しない。解体部品の中に
は、指定廃棄物として適正な処理が求められるものもあるが、そうした意識をもって解体
事業に取り組む事業者は多いとは言い難い。理由としては、政府機関の監査の目が緩く、
また事業者にとっても自社収益を向上させるものではないといったことが挙げられる。 

しかし、今後の法規制の動向によっては、環境に配慮した設備の導入が事業継続の条件
となる可能性もある。そうした場合には、各事業者は法規制に則った環境対策の実施を進
めていかなければならない。 
  

                                                           
117 1 円=26.404RM で換算。同一ページ内のレートも同様 
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② 解体 

【作業従事者】 

ELV の解体を行う自動車整備事業等は、マレーシアにおいても 3D（Dirty, Dangerous, Dark）
118と言われ敬遠されており、完全雇用が実現しているマレーシアにおいて、こうした 3D

の要素を含む事業を営む企業に就職する割合は非常に低い。そのため、ELV 解体に従事す
る作業者は、ミャンマー人やバングラデシュ人等の低賃金労働者にそのほとんどを依存し
ている状態である。現状としては、派遣企業から農作業など別の目的で登録されている外
国人労働者を派遣してもらい、解体作業を行わせている。また、こうした外国人労働者の
雇用には人頭税と呼ばれる課税がされるものの、派遣労働者の雇用は 1 名当たり 2,000RM

（約 52,800 円） 119/月程度の費用で雇用されている。マレーシアにおける最低賃金は
1,100RM（約 29,000 円）/月、また製造業におけるワーカーの月次所得は平均して 1,715RM

（約 45,200 円）とされており、福利厚生等の補助費用及び安定的な労働力確保という点を
考慮すると、前述した外国人労働者の雇用は、十分に安価であるといえる。120 
 
【解体手法】 

上記のとおり非常に安価な労働力を背景とし、ELV 車体の搬送を除く、解体に関するす
べての工程が手作業によって行われている。そのため、1 日当たりの解体処理台数は非常
に少ない。 
 
【事業規模】 

 従業員数：（小規模）10 人未満、（中規模）10～20 人、（大規模）20～40 人 

 1 事業者あたりの ELV の平均解体台数：1 か月あたり 30 台 
 
 

③ 再資源化 

経済的な価値が高い鉄、銅、アルミニウムといった各スクラップを解体作業の中で分別
している。一方で、銅の取り出しができるワイヤーハーネスについては、環境局（DoE）
が指定廃棄物として処理方法及び取扱事業者を管理しており、ほとんどの事業者は埋め立
て処分を行っている。 

                                                           
118 日本でいう 3K（汚い、危険、きつい）と同様の意味である 
119  1 円=26.404RM で換算。同一ページ内のレートも同様 
120 JETRO_「Malaysia Business Guide 2019-2020」 
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また、廃車ガラについては、中古部品事業者や自動車整備事業者は、減容化手段を持っ
ていないケースが多いため、部品取り外し後の廃車ガラについては、ヤード内に放置して
おくか、レッカー車でスクラップ取扱事業者への販売を行うことが一般的である。 

 
 

④ 廃棄物処理 

ELV の解体作業由来で発生する廃棄物の多くは、環境局（DoE）により指定廃棄物として
認定されているため、同廃棄物を取り扱う資格を有する廃棄物処理事業者に処理を依頼す
る必要がある。しかし、これらの処理には費用が発生するため、実態として、多くの事業
者は解体作業の中で適正な廃油、廃液、フロン類の回収を行っておらず、土壌汚染、フロ
ン類の大気放出が行われている状況にある。 
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4.2.2. 日本の ELV解体手法・技術・ノウハウ 
4.2.2.1. 日本の ELV解体事業の現状 

 
2005 年の自動車リサイクル法施行以前も、日本で排出される ELV は年間 300～400 万台

程度存在しており、それらは中古部品としての価値だけでなく、有用な金属を含む資源と
して価値が高いと評価され、解体業者や破砕業者における売買を通じた流通の中でリサイ
クルが行われていた。 

当時より、ELV のリサイクル率は 80%と低くなかったものの、金属などの素材や部品を
リサイクルした後に残る“シュレッダーダスト（ASR）”を処理するための埋立処分場が逼
迫し、また鉄スクラップ価格低下の影響等により、ELV 処分の逆有償化 121が起こるととも
に、ELV の不法投棄・不適正処理が増大する懸念が高まった。 

そうした問題に対応するため、循環型社会形成推進基本法に基づく第 5 番目の個別法と
して、2005 年 7 月に「使用済自動車の再資源化等に関する法律（通称、自動車リサイクル
法）」が施行された。 

その法律を背景に、現在は ELV の回収、流通、適正処理が行われている。 
  

                                                           
121 自動車ユーザーが処理費を負担し使用済自動車を引渡す状況 
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して適正な処理を行う必要がある。フロン類は、再利用する場合を除き、自動車リサイク
ル法第十二条に基づいてフロン類回収業者によるフロン類の適正な回収が行われ、原則自
動車メーカー等が指定する（自再協が管理している）指定取引場所に引き渡される。 

 
③ 手作業による中古部品の取り外し 

手作業により販売用中古部品の取り外しが行われる。また次工程の機械作業の効率化に
向けた予備作業（サスペンションの取り外し、機械作業では破損してしまうアルミ製部品
などの取り外し）が行われる場合もある。 
 
④ 解体建機による解体・プレス 

ニブラによる ELV の車体解体が行われ、ワイヤーハーネスなど高価金属製部品が取得、
分別される。分別完了後にプレス機により廃車ガラをキューブ状にプレスする。 

ここで、ニブラの特徴について説明する。ニブラは特に ELV の効率的な解体に対してメ
リットを有する。 

一般的に、ガス溶断やカッターなどを使った手作業による ELV の解体手法の場合、1 日
あたりの解体台数は最大でも 2～3 台程度が限界である。 

しかし、ニブラを使用した場合、1 台の ELV を約 20 分程度の時間で解体することが可能
となり、そのため、部品の解体時間を含めても、1 日当たりの解体台数は 25 台以上とでき
ることから、ニブラを使用しない場合に比べて処理能力が 10 倍以上に向上できる。 
 
⑤ スクラップの流通 

キューブ状にされた廃車ガラは、基本的に破砕業者に引き渡され、シュレッダーマシン
で破砕処理される。その中で、有価金属はスクラップとして販売、繊維やプラスチックを
含むシュレッダーダスト（ASR）は自動車製造業者等（TH/ART）に引き渡された後、主に
サーマルリサイクルされる。 
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4.2.2.3. 日本の ELV解体手法・技術・ノウハウの整理 
 
続いて、日本の ELV 解体手法・技術・ノウハウについて、以下のとおり整理した。 

 
① 解体 

【作業従事者】 

ELV の解体作業に従事するのは、主に日本人労働者である。なお、1 人あたりの 1 か月あ
たりの平均給与は、約 27 万円/月 122である。また、フロン類回収業者、解体事業者、破砕
事業者等複数の事業者による分業体制が進んでいることも特徴の一つである。（兼業して
いる事業者も複数存在する。） 

 
【解体手法】 

解体作業は、各工程の設備化（廃油回収設備、車両リフト、車両反転機など）、機械化
（フォークリフト、ニブラ）が進んでいる。また、各解体工程のライン化、分業化も進ん
でいるほか、解体建機等の操作方法等といった作業能力を高めるための改善が日々行われ
ている。 
 
【事業規模】123※2013 年時 

 従業員数：平均 8 人（最大値：146 人、最小値：1 人） 

 1 事業者あたりの ELV の平均解体台数：1 か月あたり 124 台（最大値：約 3,300 台、最小
値：0.2 台） 
 
② 再資源化 

キューブ状にプレスされた廃車ガラは、主にシュレッダーマシンで破砕処理される。そ
の中で、有価金属はスクラップとして再資源化され、ASR は自動車製造業者等（TH/ART）
に引き渡された後、主にサーマルリサイクルされており、そのリサイクル率は 9 割を超え
る。 
 
③ 廃棄物処理 

日本においては、自動車リサイクル法第十二条に基づき、フロン類回収業者によるフロ

                                                           
122 総務省統計局 HP のより。日本標準産業分類によると、自動車の解体事業は「廃車処理業」に

区分され、大分類としては「卸売業、小売業」に分類される。今回の賃金水準は、「卸売業、小売
業」を対象とし、産業別常用労働者 1 人平均月間給与額より算出。（2017 年度時点） 

123 https://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y036-04/ref 02.pdf 
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ン類の適正な回収が行われ、回収されたフロン類は原則製造事業者等（自再協）に引き渡
された後、破壊処理されている。 

また、廃油、廃液については、施行規則第九条 2 項に基づき、可能な範囲で再利用・再
資源化等を行うか、産業廃棄物として適正な処理を行う必要がある。合わせて、解体事業
者は、同規則第五十七条に基づき、廃液、廃油の適正回収・処理と漏出の防止のための設
備を準備し、解体事業を行っている。  





141 
 

生まれ、利用が進んだものである。マレーシアの場合、1 日に解体できる台数は 2～3 台程
度である。一方、日本では、解体建機を活用することで 1 台あたりの解体時間は 20 分程
度となっており、作業時間は、1/3～1/5 程度と大幅に作業時間を短縮することが可能であ
る。 

 
続いて、「②減容化手段の不足」について、現地スクラップ取扱事業者は、自動車の減

容化に対応可能な馬力のシュレッダーを所有している一方、自動車整備事業や中古部品販
売業者といった解体事業者は、減容化手段を持っていないケースが多い。 

日本では、解体事業者においてもプレス機やシュレッダー等を用いた減容化を行うなど、
事業規模や費用体効果等に合わせて複数の減容化手段を使い分けている。こうした複数の
減容化手段のうち、マレーシアの事業者事情に適したインフラ導入を進めていくことが肝
要である。 

 
最後に、「③環境配慮の意識欠如」について、マレーシアにおいても、ELV 解体由来で

発生する廃棄物の多くは指定廃棄物として適正な処理が義務付けられているものの、現実
にはフロン類の大気放出や廃油・廃液の流出による土壌汚染が発生している。 

環境対策は、経済性を伴うケースであることが少ないため、事業者として後回しにして
しまう分野である。一方で、近年の ESG 投資の拡大や SDGs といった持続可能性に向けた
事業活動は世界的にも広がりを見せており、今後もその動きは拡大傾向にあると思われる。 

①及び②で挙げた対策の中で、日本の事業者がマレーシアにおける解体フローに少しで
も参入することができれば、単純な機械・設備の導入のみならず、現場におけるそれらの
利活用を通じて、日本式の環境に配慮した適正な解体ノウハウの提供も行うことが可能で
ある。そのため、機械・設備導入といったハード面のインフラ輸出と解体ノウハウ提供と
いうソフト面のインフラ輸出をともに進めていくことで、マレーシアの自動車リサイクル
産業の高度化に寄与できるものと考えられる。 

 
  





143 
 

純度を向上させた廃車ガラの状態まで解体を進める。また、手作業で回収したワイヤーハ
ーネスや環境負荷物質等についても、資源化や適正処理のルートを確立する。 
 
② ニブラの導入による減容化手段の確保と解体作業時間の短縮 

鉄純度を向上させた廃車ガラを、ニブラを用いて減容化を図る。減容化手段を確保する
ことで、廃車ガラの輸送コストを圧縮できるとともに、廃車ガラ自体の付加価値を高めた
状態でスクラップ取扱事業者や電炉メーカーに販売することが可能になるため、収益性を
高めることが期待できる。 

将来的には、ELV の解体台数が増加し、作業効率の向上が求められた場合には、手作業
レイヤーの一部をニブラで代替することによって、解体作業時間の短縮を図ることも可能
である。 
 
③ 解体方法のノウハウ提供を通じた環境配慮型の事業への転換 

①及び②、そして日本の解体事業者による環境配慮型の解体方法のノウハウ提供を通じて、
自動車リサイクルに関わる環境教育を進められるとともに、本モデルの実行を経て廃油・
廃液・フロン類等の環境負荷物質についても回収及び適正処理が可能となり、徐々に環境
配慮型の事業への転換を進められるもの考えている。 
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4.3. 現地における導入ニーズの確認 
 
4.2.4 で挙げた ELV 解体モデルについて、同モデルの収益性の確認及び現地解体事業者の

導入ニーズについて、調査結果を整理した。 
 
今回の ELV 解体モデル及びニブラ導入について現地でのニーズをヒアリングしたところ、

先述のとおり大多数の事業者が中古部品販売での収益で事業が成り立っていることから、
特に中古部品販売事業者についてはニブラの導入ニーズを確認することができなかった。
一方で将来の法規制への対応を見据え、既にニブラを導入したり、廃油・廃液やフロン回
収機の導入を行っている事業者や、今後の導入を決めている事業者も存在していたことか
ら、一定のニーズが一部顕在化してきていることが確認できた。 

 
 

4.3.1. ELV解体モデルの収支検討 
 
はじめに、今回の現地ヒアリング結果をベースに、マレーシアで ELV 解体事業を行う場

合の収支検討を行った。 
 

【前提条件】 

 本収支モデルは、売上と費用の算出により営業利益の算出を行い、1 か月あたりの ELV

解体事業によって得られる収支を簡易計算するものである 

 地方行政機関がオークション等で出品する放置車両は、エンジン等の部品が既に取り外
されているケースも一定数存在することが確認された。そのため、部品の販売はできない
可能性があるという前提の下、解体により発生した鉄、銅、アルミニウムスクラップの販
売により収益をあげることを目指す 

 既に解体事業を行っている事業者に対するモデルの導入を想定し、既に解体ヤードを所
有していると想定 

 上記に関連し、既に事業を行っている前提のため、電気代や水道代等のユーティリティ
費用並びに事業税等は、考慮しないものとする 

 売上及び費用の算定には、原則ヒアリング結果の数値を使用するものとするが、確認で
きなかった数値については、日本のデータを使用している 

 
上記の前提条件をベースに、売上及び費用の算定、そして 1 か月分の簡易予測損益計算

書の結果を表 35 及び表 36 に提示する。 
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表 35 ELV 解体 1 台当たりの売上及び費用の算定結果 124 

 
 

表 36 ELV の月間解体台数を 200 台とした場合の予測損益計算書 

  
 
 
月間の ELV 解体台数が 200 台の場合、収支としては、黒字になる結果となった。なお、

本ケースの ELV 調達費用は、200RM（5,281 円）/RM と設定しているが、この数値はエン
ジン等の部品がついていない状態を想定している。 

                                                           
124 1 円=26.404RM で換算。同一ページも同様のレートを使用 

大項目 小項目 数値 単位 数値 単位 備考

売上 1台当たり鉄スクラップ 10,572         円/台 400         RM/台
1台当たりAプレス重量 770               kg 770         kg
Aプレス（No.2 Bundles）価格 13,730         円/t 520         RM/t Amsteel Millsヒアリング結果

1台当たり銅スクラップ 3,089            円/台 117         RM/台
1台当たり銅重量 18                 kg 18           kg
銅スクラップ取引価格 171,626       円/t 6,500      RM/t Amsteel Millsヒアリング結果

1台当たりアルミスクラップ 8,372            円/台 317         RM/台
1台当たりホイールスクラップ重量 20                 kg 20           kg
ホイールスクラップ価格 150               円/kg 6              RM/kg 大畑商事提示価格（2019/11）
1台当たりアルミガラB品重量 58                 kg 58           kg
アルミガラB品価格 85                 円/kg 3              RM/kg 大畑商事提示価格（2019/11）
1台当たりラジエータガラ重量 15                 kg 15           kg
ラジエータガラ価格 20                 円/kg 1              RM/kg 大畑商事提示価格（2019/11）
1台当たりヒートシンク重量 1                    kg 1              kg
ヒートシンク価格 142               円/kg 5              RM/kg 大畑商事提示価格（2019/11）

費用 ELV調達費用 5,281            円/台 200         RM/台 現地ヒアリング結果

ELV輸送費用 2,640            円/台 100         RM/台 現地ヒアリング結果（輸送距離10km以内）

設備導入に係る減価償却費 2,750,000   円/年 104,151 RM/年
人件費 369,656       円/月 14,000   RM/月

労働者1人当たりの月額経費 52,808         円/人 2,000      RM/人 MAARAへのヒアリング結果

雇用人数 7                    人 7              人

1台あたりごみ処理費用 1,212            円/台 46           RM/台
1台あたりの樹脂の埋め立て費用 13,466         円/台 510         RM/台 BPJ-BERJAYAへのヒアリング結果

1台あたりの樹脂の重量 128               kg 128         kg
1台あたりのガラスの埋め立て費用 5,281            RM/台 200         RM/台 BPJ-BERJAYAへのヒアリング結果

1台あたりのガラスの重量 17                 kg 17           kg
1台あたりのフロン類処理費用 9,505            円/台 360         RM/台

1台あたりのフロン類処理費用 105,616       円/m3 4,000      RM/台 BPJ-BERJAYAへのヒアリング結果

1台あたりのフロン類発生量 0.09              m3 0.09        m3

予測損益計算書 単位：円
月間収益

月間解体台数 200
鉄スクラップ収益 2,114,432    
銅スクラップ収益 617,854       
アルミスクラップ収益 1,674,400    

売上 4,406,686    
ELV調達費用 1,056,160    
ELV輸送費 528,080       
減価償却費 229,167       
人件費 369,656       
ごみ処理費用 2,143,477    

費用 4,326,539    
営業利益 80,147
営業利益率 2%
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売上については、鉄スクラップの売上が大きいが、本ケースでは、ニブラによる減容化
を行った状態での引き渡しを想定している。今後、本モデルを導入し、日本の解体ノウハ
ウ提供を通じて減容化前の部品解体技術が向上し、鉄純度を上げることができれば、さら
なる売り上げ拡大が見込まれる。 

一方で、費用の中ではごみ処理費用が割合として大きくなっている。今回は、フロン類
回収費用も含んだ数値としているため、徒に数値が上振れする可能性は低いと考えている。 

 
以上、ELV 解体の収支モデルの検討を行ったが、ELV の調達台数が安定して確保できると、

同ビジネスの収益化が見えてくると思われる。 
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4.3.2. 現地事業者への導入ニーズに関するヒアリング結果 
 
4.2.4 及び 4.3.1 で整理した ELV 解体モデル、収支結果をもとに、現地の解体事業者に対

して同モデルの導入ニーズを確認した。 
 
従来の手解体とニブラを用いた機械作業を組み合わせることによる解体モデルについて

は、現地解体事業者から一定のニーズを得ることができた。 

一方で、ELV の収支モデルの結果については、過去に ELV 解体のパイロットプロジェク
トを実施した経験がある大手廃棄物取扱事業者へのヒアリングを実施した。同社からは、
ELV 解体によって収益を上げるためには年間 6,000 台（1 か月あたり 500 台）の ELV 解体を
行う必要があるとのコメントを得た。 

表 35 及び表 36 で試算した収支結果では、1 か月あたりの ELV 解体が 200 台の場合、営
業利益率としては 2%である。仮に ELV 解体を 500 台とした場合、営業利益率としては 10%

まで向上する。（表 37 参照） 
 

表 37 ELV の月間解体台数を 500 台とした場合の予測損益計算書 

  
 
 
現在の試算条件では、ユーティリティ費用や事業税等は考慮していないため、事業化を

進めていくうえで諸費用が上乗せされることを考えると、事業化に向けては、ヒアリング
を行った廃棄物取扱事業者が ELV 解体の事業化として提示した年間 6,000 台（1 か月あた
り 500 台）というラインを目指していく必要があると思料される。 
  

予測損益計算書 単位：円
月間収益

月間解体台数 500
鉄スクラップ収益 5,286,081    
銅スクラップ収益 1,544,634    
アルミスクラップ収益 4,186,000    

売上 11,016,715  
ELV調達費用 2,640,400    
ELV輸送費 1,320,200    
減価償却費 229,167       
人件費 369,656       
ごみ処理費用 5,358,692    

費用 9,918,114    
営業利益 1,098,600
営業利益率 10%
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4.4. 中長期的な視点での日本のインフラ導入の検討 
 
日本のインフラ導入に向けた ELV 解体モデルの提示及び導入ニーズの確認といった調査

結果は、現地事業者が現状抱えている課題に対するアプローチとなっており、短期的な視
点でのインフラ導入といえる。 

しかし、中長期的な視点では、単に現地事業者の課題解決だけではなく、自動車リサイ
クルに関連する法規制の動向や持続可能な開発をはじめとする環境配慮型事業への追い風
等といったマクロでの変化、そして現地自動車リサイクル産業の動向変化等を予測し、そ
の中で日本のインフラをどう輸出して現地での導入を図っていくかという点を、十分に検
討する必要がある。 

 
直近の動きとして想定されるのは、回収対象となる ELV が増加し、既存の解体作業を効

率化するニーズが高まってくることである。 

例えば、3 で調査結果を示した先進的使用済自動車管理システムが将来導入され、機能
し始めた場合や、マレーシア政府が ELV 施策を具体的に実行に移した場合には、ELV の台
数が飛躍的に増加する可能性がある。 

上記のように解体対象となる ELV が増加し、自動車リサイクルの商流が立ち上がってく
ると、下流の再資源化フローにおいても取扱量が増加し、インフラ導入の可能性が出てく
る。そこで、「解体フロー以降の自動車リサイクルフローの高付加価値化」への寄与とい
う形で日本のインフラ導入を進めていくことが検討できると考えられる。（図 56 参照） 
 

  
図 56 中長期的な視点での日本のインフラ導入の検討 
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現在、自動車リサイクルフローのうち、回収及び解体フローで日本のインフラ導入を進
めることを想定しているが、中長期的には解体事業者と電炉メーカー等の末端需要家の間
での「金属リサイクル率向上及びシュレッダーダスト（ASR）の原燃料化を目指した高付
加価値事業の創出」を目指す。 

参入を目指す再資源化フローについては、現地のスクラップ取扱事業者が存在し、同事
業者はシュレッダーを有しているケースも多い。しかし、シュレッダー後の選別、特にシ
ュレッダーダスト（ASR）中の鉄、銅、アルミニウム、ガラス等といった資源の選別及び
回収は十分にできていない。また、最終的に残ったシュレッダーダスト（ASR）は埋め立
て処分されており、セメント原燃料化等といった形で再資源化できているケースは確認で
きていない。 

一方、日本では、上記で挙げた一連のリサイクルフローの高度化を進め、現在では重量
ベースの ELV のリサイクル率が 99%といわれており、こうした再資源化に関するノウハウ
を破砕業者が提供することが可能である。また、ノウハウなどのソフト面でのインフラ輸
出の場合、サービス提供として顧客と長期にわたる関係を構築することができ、その中で
さらなるアイデアの創出も期待できる。 

 
このように、短期及び中長期的な視点でインフラ導入を進め、各フローで日本の事業者

が参入していくことによって、マレーシアの自動車リサイクルフローの商流構築に寄与し
ていくことが期待される。また、単なる商流構築ではなく、自動車リサイクルを通じて資
源循環、環境に配慮した適切な事業も根付かせることが、日本のインフラ導入の意義であ
ると思料される。 



（様式２）
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