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■本報告書における用語の定義
特に断りのない限り、本報告書で使用される略語表記は以下のとおりである。

◆略語（共通）
用語
WEEE

ELV

EV
EPR

PBDE

POPs

定義
電気電子機器廃棄物（Waste Electrical and Electronic Equipment）
の略称。すでに中古品としての市場価値を失う等して廃棄物とし
て取り扱われている使用済みの電気電子機器を指す。廃棄時に含
まれる個別の部品等を指す場合もある。e-waste と呼称すること
もあるが、本報告書では WEEE で統一する。
使用済自動車（End-of Life Vehicle）の略称。すでに中古自動車
としての市場価値を失う等して廃棄物として取り扱われている使
用済みの自動車を指す。
電気自動車（Electric Vehicle）の略称。
拡大製造者責任（Extended Producer Responsibility）の略称。製品
に対する生産者の物理的、経済的責任が製品ライフサイクルの使
用後の段階にまで拡大される環境政策上の手法。
ポリ臭素化ジフェニルエーテル (Polybrominated diphenyl ether)の
略称。臭素系難燃剤の一種。WEEE に含有する場合があり、危険
性が指摘されている。
残留性有機汚染物質（Persistent Organic Pollutants）の略称。難分
解性や高蓄積性、生物や環境への有害性、長距離移動性を併せ持
つ物質の総称。

◆略語（タイ）
用語
PCD

DIW

DLT

FTI

定義
Pollution Control Department の略称で、公害管理局を指す。
Ministry of Natural Resource and Environment（天然資源環境省）
の傘下に属し、主に公害や環境問題に関する制度を管轄する。
Department of Industrial Works の略称で、工場局を指す。Ministry
of Industry（工業省）の傘下に属し、主に工場に関する制度を管
轄する。
Department of Land Transport の略称で陸運局を指す。Ministry of
Transport（運輸省）の傘下に属し、自動車に関する制度を管轄す
る。
Federation of Thai Industries の略称で、タイ工業連盟を指す。タ
イの民間企業が結成した経済団体である。

◆略語（インドネシア）
用語
KLHK
B3
DKI Jakarta

定義
インドネシア環境林業省 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan の略称。日本の環境省に相当する。
危険及び有害な物質の意である Bahan Berbahaya dan Beracun の
頭文字をとった略称。「B3 廃棄物」は危険・有害廃棄物を指す。
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta の略称でジャカルタ首都特
別州を指す。

TPS
TPA
GAIKINDO
PPLH
SKPD

Tempat Pembuangan Sementara の略称で、都市ごみの一次集積所
を指す。
Tempat Pembuangan Akhirnya の略称で、都市ごみの最終処分場を
指す。
インドネシア自動車工業会
Pusat Pendidikan Linkgkungan Hidup の略称で、環境教育センター
を指す。環境教育に従事する NGO。
Satuan Kerja Perangkat Daerah の略称で、地方実施機関を指す。

■結果概要■
本事業では、「資源循環システム高度化促進事業」における採択案件に対
しての、対象国へのリサイクル制度導入・運用改善可能性を検討するとと
もに、制度構築や運用改善を働きかけていくための政策対話開催の支援業
務を行った。加えて、市場規模に鑑みて今後の展開先として有力候補にな
り得ることから、インドネシアにおけるリサイクル関連市場および法制度
の調査を実施した。
また、中国における固体廃棄物（廃プラスチック、使用済ペットボト
ル、金属のくず等）をめぐる輸入規制に関して、国内の資源循環にも影響
が大きいことが想定されることから、中国及び東南アジア諸国等における
固体廃棄物輸入規制動向等及び輸入規制による国内への影響について調査
した。
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第１章 調査の目的・概要
１．調査背景と目的
経済産業省産業技術環境局資源循環経済課では、国内外の地上資源の高度活用システ
ムを構築し、資源・エネルギーの安定供給及び省資源・省エネルギー化を実現すること
を目的とした実証事業として「資源循環システム高度化促進事業」を実施している。本
事業では、相手国・自治体において適切な制度が構築されるよう、我が国・自治体が過
去に実施してきた政策ツールや技術・システムの活用などの環境負荷を低減させてきた
ノウハウを提供し、政策対話や実現可能性調査等を踏まえた、制度、技術・システム一
体となった海外実証事業を実施することで、我が国資源循環システムの円滑なアジア展
開を促進している。
本事業においては、
「資源循環システム高度化促進事業」と一体的に事業を実施し、採
択案件に対しての、対象国へのリサイクル制度導入・運用改善可能性を検討するととも
に、制度構築や運用改善を働きかけていくための政策対話を行う。また、中国における
固体廃棄物（廃プラスチック、使用済ペットボトル、金属のくず等）をめぐる輸入規制
に関して、国内の資源循環にも影響が大きいことが想定されることから、中国及び東南
アジア諸国等における固体廃棄物輸入規制動向等及び輸入規制による国内への影響に
ついて調査した。

２．調査概要
本調査事業における調査項目と本報告書との対応は図表 1 に示すとおりである。本報
告書は大きく第 2 章と第 3 章から構成される。
図表 1 本調査の全体像
実施項目（仕様書）

（１）政策対話の実施

（２）中国及び東南アジア諸
国等における固体廃棄物輸入
規制動向等及び輸入規制によ
る国内への影響調査

報告書の対応

第2章
タイ・インドネシ
アにおけるリサイ
クル関連市場・
法制度の現状

第3章
中国及び東南
アジア諸国等に
おける固体廃棄
物輸入規制動
向等及び輸入
規制による国内
への影響調査

Ⅰ．タイ

 タイにおけるリサイクル関連市場・法制度
の現状の調査および課題・方向性の整
理

Ⅱ．インドネシア

 インドネシアにおけるリサイクル関連市
場・法制度の現状の調査および課題・
方向性の整理

Ⅰ．固体廃棄物輸入
規制及びプラスチック規
制等の最新動向

 中国および東南アジアにおける廃棄物
輸入規制およびプラスチック関連規制の
最新動向の調査分析

Ⅱ．輸入規制が及ぼす
国際的なフローへの定量
的な影響評価

 中国および東南アジアにおける輸入規
制が及ぼす国際的なフローへの定量的
な影響評価分析

Ⅲ．我が国への影響及
びリスク分析

 中国および東南アジアにおける輸入規
制が我が国に及ぼす影響及びリスクの
分析
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第２章 タイ・インドネシアにおけるリサイクル関連市場・法制度
の現状
I. タイ
１．リサイクル関連フローの現状
１.１ 電気電子機器廃棄物（WEEE）
本項では電気電子製品の生産・販売・使用段階、廃棄段階、処理段階の各工程におけ
る現状を整理し、マテリアルフローの推計を行う。
１.１.１ 生産・販売・使用段階
家電の販売台数のデータとしては、英国の国際市場調査会社である Euromonitor 社
が提供する 2004 年〜2023 年（一部は予測値）のデータを利用可能である。タイにお
ける家電の販売台数は安定的に増加しており、直近年では 4 品目合計で 1,600 万台の
販売台数となっている（図表 2）。
タイにおける家電の市中ストック量（使用中や退蔵している製品のほか、リユース
ショップ等で流通している中古品も含む）は明確には不明だが、後述する廃棄台数推
計と販売台数の累計値の差を取ると、1.7 億台程度が市中にストックとして存在して
いるとみられる（図表 3）。
図表 2 電気電子製品の販売台数
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図表 3 家電 4 品目（合計）のストック量（千台）
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１.１.２ 廃棄段階
（1）廃棄時の消費者行動
PCD では、2012 年に家庭における WEEE の処分方法についてアンケート調査を行
っている。同調査では、家庭の約 51%が販売、25%が保管、16%が廃棄、8%が贈与し
ていることが示されている（図表 4）。
同時期に行われた別の研究 1 では、同様に家庭に対してアンケート調査を実施し、
WEEE の処分方法を調査しているが、前掲の調査とは大きく異なる結果を示している
（図表 5）。特に、都市部と地方で処分方法の傾向が異なることを示しており、バンコ
クでは 37%が保管という回答を示したのに対して、バンコク以外の地域では 64%が保
管という回答を示した。以上より、タイにおける WEEE の処分方法は地域によって大
きく異なる可能性が示唆される。

1 Manomaivibool, Panate, and Sujitra Vassanadumrongdee. "Buying back household waste electrical and
electronic equipment: Assessing Thailand's proposed policy in light of past disposal behavior and future
preferences." Resources, conservation and recycling 68 (2012): 117-125.

5

図表 4 家庭における電気電子製品の処分方法①

（出所）PCD (2013) “WEEE Management Policy Update from Thailand”, Taweechai
n (Chai) Jiaranaikhajorn, Pollution Control Department (July 17, 2013)

図表 5 家庭における電気電子製品の処分方法②

（出所）Manomaivibool, Panate, and Sujitra Vassanadumrongdee. "Buying back household waste
electrical and electronic equipment: Assessing Thailand's proposed policy in light of past disposal
behavior and future preferences." Resources, conservation and recycling 68 (2012): 117125.
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（2）発生量推計
タイにおける WEEE の発生量を推計した既存調査を比較整理した結果を図表 6 に
示す。
経済産業省（2019）2では、2017 年時点で約 390 万台の WEEE（家電 4 品目に限る）
が発生していると推計されている。同調査では、PC および携帯電話の発生台数も別途
推計していることから、これらの品目を追加した上で、廃棄台数の推計値を重量ベー
スに変換すると、約 153,000 トンと推計された。
国連大学が実施している各国における WEEE の発生量推計では、2014 年時点で約
419,000 トン、2016 年時点で 507,000 トンと推計されている。同推計では、6 つの大き
なカテゴリに含まれる機器を WEEE と定義して推計を行っており、家電 4 品目のほ
か、照明機器、小型家電等、広範な品目が含まれる。
また、国際連合地域開発センター（UNCRD）
（2018）では、エアコン、テレビ、洗
濯機、冷蔵庫、PC、携帯電話を対象に推計を実施しており、2017 年にタイ全体で約
1,960 万台の WEEE が発生すると推計している。同研究の推計値を重量ベースに変換
すると、約 199,000 トンと推計される。
そのほか、タイ政府においても、DIW、PCD が発生量推計を行っており、それぞれ
約 314,000 トン、約 384,000 トンと推計されている。
既存研究の推計値に乖離が見られることの理由としては、対象品目が異なること、
および製品寿命等の前提が異なることが考えられる。本調査では、発生量および不適
正処理に伴う環境負荷の観点から、家電 4 品目および PC、携帯電話を主な対象と定
め、経済産業省（2019）の手法を採用することとした。なお、統計より販売台数が得
られない期間については、同調査の方法を踏襲し、一人当たり GDP の対数を単位人
口あたり販売台数に回帰することで推計を行った。同調査による推計結果を、図表 7、
図表 8 に示す。

2 経済産業省（2019）「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」
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図表 6 既存研究における WEEE の発生量推計の比較
実施主体

対象品目

1)

経済産業省 (2019)

家電 4 品目、
PC、携帯電話

WEEE 発
生量
153,000
ton

2)

Baldé et al. (2015)
（国連大学推計）

家電、小型家電
等

418,685
ton

3)

Baldé et al. (2017)
（国連大学推計）

507,000
ton

4)

UNCRD (2018)

5)

DIW (2018)

家電、小型家電
等
家電 4 品目、
PC、携帯電話
家電 4 品目、
PC、携帯電話、
タブレット、バ
ッテリー、照明

6)

PCD (2008,2012)

家電 4 品目、
PC、電話、DVD
プレーヤー、デ
ジタルカメラ

199,070
ton
314,000
ton

384,000
ton

想定する製品寿命
エアコン：約 22 年
洗濯機：約 18 年
冷蔵庫：約 22 年
テレビ：約 9 年
PC：約 6 年
携帯電話：約 4 年
エアコン：約 17 年（注 2）
洗濯機：約 12 年
液晶 TV：約 9 年
ノート PC：約 4 年
同上

推計年
度
2017

2014

2016

記載なし

2017

購入からの経過年数として
以下を利用して推計（注 3）
エアコン：約 5 年
洗濯機：約 5 年
冷蔵庫：約 6 年
テレビ：約 6 年
PC：約 4 年
携帯・タブレット：約 3 年
記載なし

2017

2015

（出所）以下の各種資料より作成
1) 経済産業省（2019）「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」
2) Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., Huisman, J. (2015), The global e-waste monitor – 2014, United
Nations University, IAS – SCYCLE, Bonn, Germany.
3) Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. : The Global E-waste Monitor – 2017, United
Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste
Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.
4) UNCRD (2018) “Voluntary Progress/Achievements/Initiatives in Implementing Ha Noi 3R
Declaration (2013~2023) Country Report (Draft) <Kingdom of Thailand>, Achieving Clean Water, Clean
Land and Clean Air through 3R and Resource Efficiency- A 21st Century Vision for Asia-pacific
Communities, Indore, Madhya Pradesh, India, 9-12 April 2018
5) DIW (2018) “A Capacity Building Project for Electronic Waste Dismantling and Recycling Factories”
(FY2018)
6) PCD “Pollution Control Department’s Survey on Number and Types of waste electrical and electronic
equipment, 2008”, “Improvement of Guideline on the Estimation of Number and Types of waste electrical
and electronic equipment, 2012”
（注 1）UNCRD(2018)は台数ベースの推計のため、重量に変換。また PC はノート PC とデスクト
ップ PC に分けて推計されていないため、重量換算時は半数ずつに等分して推計。
（注 2）国連大学推計で用いられた製品寿命は明記されていないが、寿命の確率分布の図から推測
される最頻値を記載。
（注 3）DIW 推計では、アンケートより家庭における各機器の年齢（購入からの経過年数）を尋ね
た値を利用して推計を行っているため、表中の数値がそのまま製品寿命を示すわけではない。
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図表 7 WEEE 発生量の推計（タイ、台数ベース）
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図表 8 WEEE 発生量の推計（タイ、重量ベース）
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１.１.３ 処理段階
（1）正規業者
タイにおいて廃棄物処理・リサイクルを実施可能な工場3は、105（廃棄物の分別・
埋立処分施設）の許認可を有する施設が 1,459 箇所、106（再利用・リサイクル施設）
の許認可を有する施設が 796 箇所である4。そのうち 148 の工場で WEEE を取り扱っ
ているとも言われているが5、すべての工場が WEEE を適正に処理できるキャパシテ
ィを備えているわけではない。また、家庭由来の WEEE の買い付けにおいてインフォ
ーマルセクターに対して優位に立てていないことから、多くが不適正に処理されてい
る状況と指摘されている6
許可工場（105、106）が従うべき基準に関する主な工場法関連法令は以下のとおり
である（図表 9）。一般的な基準は整備されているものの、WEEE 処理に特化した基準
は確認されなかった。許可工場（105、106）が従うべき基準においても、WEEE 処理
に関する個別の基準はみられない。政府によって、WEEE リサイクル工場の底上げの
ための基準（ガイドライン）の検討が行われているところでもあり 、現時点で WEEE
処理における厳密な基準は設定されていないと考えられる7。そのため、許可工場（105、
106）として操業している工場であっても、必ずしも WEEE の適正処理（低環境負荷、
効率的な資源回収）を行うことができない実態があるものとみられる。

3 101、105、106 は工場の分類を示すものであり、101(焼却・排水処理)、105(廃棄物の分別・埋立処分
施設)、106(再利用・リサイクル施設)となっている。
4 経済産業省（2019）
「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」の 2018
年時点のデータを引用。
5 DIW (2018) “A Capacity Building Project for Electronic Waste Dismantling and Recycling Factories”
(FY2018)
6 PCD (2016) “WEEE Management in Thailand Pollution Control Department Ministry of Natural Resources
and Environment Thailand”, Roundtable on addressing the issue of e-waste in consumer electronics value
chains through responsible business conduct in South-East Asia (7 June 2016) や、 DIW (2018) “A Capacity
Building Project for Electronic Waste Dismantling and Recycling Factories” (FY2018)では、WEEE の大
部分がインフォーマルセクターによって処理されており、これらの処理が環境上適正な管理ではない
ことや、人々の健康や環境に対して大きなリスクとなることを指摘している。
7 現地有識者ヒアリングより。また、現地有識者ヒアリングにおいて、リサイクル工場の処理基準に関
する議論が重要との指摘もあった。
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図表 9
分類
工場全般が従
うべき基準に
関する法令

許可工場（105、106）が従うべき基準などに関する法令

法令
Ministerial Regulation No. 2 B.E. 2535
(1992) Issued pursuant to the Factory Act
B.E.2535 (1992)

Notification of Ministry of Industry No.
4 (B.E. 2540 (1997)) Issued pursuant to
the Factory Act B.E. 2535(1992) Re:
Type of Factory prohibited to establish in
Wang Nam Khiaw District,
Nakornratchasima Province
Notification of Ministry of Industry Re:
Prohibited area to establish or expand a
factory of oil extraction from Krissana
wood and specified source of raw
material for a factory of oil extraction
from Krissana wood B.E. 2545 (2002)
Notification of Ministry of Industry Re:
Specification of processed used oil and
synthetic fuel as alternative fuel for
furnace oil in an industrial furnace B.E.
2547 (2004)
Notification of Ministry of Industry Re:
Type of Factory prohibited to establish or
expand in Koh Samui District, Suratthani
Province B.E. 2548 (2005)
Notification of Ministry of Industry Re:
Prescribing type of raw material to be
used in a factory B.E. 2548 (2005)

許 可 工 場
（105、106）が
従うべき基準
に関する法令

Notification of Department of Industrial
Works Subject: Type or category of
factory required to prepare a report of
type and quantity of pollutants
discharged from a factory B.E. 2553
(2010)
Notification of Ministry of Industry Re:
Permission criteria for factory types 105
and 106 B.E. 2545 (2002)
Regulation of Department of Industrial
Works Re: Detail of permission criteria
for factory type 105 and 106 B.E.
2545(2002)
Notification of Ministry of Industry Re:
Industrial Waste Disposal B.E. 2548
(2005)

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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概要
・立地、建物、機械、装置、
物質、労働者、安全、廃棄物、
汚水、利用できない物質、廃
水、大気、騒音などに関して
従うべき事項を規定
特定地域での立地に関 して
従うべき事項を規定

原材料（木材）に関して従う
べき事項を規定

燃料（廃油、合成燃料）に関
して従うべき事項を規定

特定地域での立地に関 して
従うべき事項を規定
原材料（フロン類）に関して
従うべき事項を規定
廃水、大気汚染に関して従う
べき事項を規定

・安全な労働条件や環 境影
響の管理に関して規定（ただ
し、具体的な要件や基準は明
確化されていない）
・環境影響関連の（申請時）
必要な手続きに関して規定
・産業廃棄物管理（全般）の
方法や基準に関する規 定を
含む

我が国においては、電気・電子機器のうち家庭用機器４品目（ルームエアコン、テレビ、
冷蔵庫・冷凍庫及び洗濯機・衣類乾燥機）が廃棄物となったもの（特定家庭用機器廃棄物）
については、特定家庭用機器再商品化法（以下、家電リサイクル法）により適正処理や効
率的な資源回収が担保されており、再商品化等を実施するに当たって生活環境の保全に
資する事項を一体的に実施することが求められるほか、具体的なリサイクル又は処分の
方法は、廃掃法に基づいて環境省により基準として定められている。なお、家電リサイク
ル法においては、家電４品目の製造業者・輸入業者に再商品化等義務が課せられており、
回収した廃家電について一定以上の重量をマテリアルリサイクルし、商品として出荷す
ることが義務づけられている（図表 10）。これらによって、廃家電の適正処理（低環境負
荷、効率的な資源回収）が担保されている。

図表 10

特定家庭用機器廃棄物の処理等を行う上で従わなければならない基準

廃掃法に基づく基準（実施しなければならない処理方法）

共通

家電リサ法に基づく基準

 廃棄物が飛散、流出しないようにする。悪臭、騒音または振動による生活環境の保全上支障が出ないよう必要な措置をする。施設の設置に
おいて生活環境の保全上支障が出ないよう必要な措置をする。
 鉄、アルミ、銅またはプラスチックについて、当該家庭用機器廃棄物から鉄、アルミ、銅もしくはプラスチックを使用する部品を分離し、鉄などを回

 −

収する方法（または同程度以上に回収できる方法）
 ブラウン管を分離し、これの前面部及び側面部に分割しカレットとすることでガラス製品の原材料を得る方法（または同程度以上の原材料が回
テレビ
（ブラウン管式）

収できる方法）
 プリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路等については、これを分離し溶融加工することで金属を回収する方法（または同程

 再商品化率55%以上

度以上の金属が回収できる方法）
 【蛍光管（水銀等を含むもの）の処理】は以下の方法
a.

破砕設備を用いて破砕する方法（破砕により発生する汚泥またはばいじんは、bまたはcの方法で処理）

b.
c.

薬剤処理設備を用いて、水銀等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
ばい焼設備を用いてばい焼し、ばい焼等によって水銀ガスを回収する方法

 【液晶パネル（砒素等を含むもの）の処理】は以下の方法
テレビ（液晶式）

a.

溶融設備を用いて溶融したうえで固化する方法（溶融により発生する汚泥またはばいじんは、cまたはdの方法で処理）

b.

焼成設備を用いて焼成することで砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法（焼成により発生する汚泥またはばいじん
は、cまたはdの方法で処理）

c.

薬剤処理設備を用いて、砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にする方法

d.

酸その他溶媒に砒素等を溶出させたうえで脱水処理するとともに、溶液中の砒素等を沈殿させ、沈殿物及び脱水処理によって生ずる汚

 再商品化率74%以上

泥について、砒素等が溶出しない状態にし、または製錬工程で砒素等を回収する方法
 プリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路等については、これを分離し溶融加工することで金属を回収する方法（または同程
度以上の金属が回収できる方法）
 冷媒として使用される特定物質（フロン）を発散しないように回収する方法
 【特定物質（フロン）を含む断熱材の処理】は以下のいずれかの方法
冷蔵庫／冷凍庫

a.
b.

断熱材に含まれる特定物質（フロン）を発散しないように回収する方法
断熱材を分離し、断熱材その他製品の原材料を得る方法

c.

断熱材を焼却することにより特定物質（フロン）を破壊する方法

 再商品化率70%以上

洗濯機／乾燥機

 冷媒として使用される特定物質（フロン）を発散しないように回収する方法

 再商品化率82%以上

エアコン

 冷媒として使用される特定物質（フロン）を発散しないように回収する方法

 再商品化率80%以上

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
（注）処理方法に直接関係する基準をまとめている。収集・運搬関連は除く。
（注）家電リサイクル法に基づく基準は製造業者等（製造業者から委託を受けるもの含む）に対す
るもの
（注）廃掃法に基づく基準は、「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生
又は処分の方法として環境大臣が定める方法」による。
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（2）インフォーマルセクター
上述のとおりタイでは、WEEE の処理に関して個別の許認可制度は存在しておらず、
多くはインフォーマルセクターで処理がなされている。インフォーマルセクターに
WEEE が流れやすい理由としては、インフォーマルセクターにおける処理は安価であ
り、買取価格も高く設定可能であることが一因として考えられる（図表 11）。
このようなインフォーマルセクターによる処理によって、環境汚染と健康被害がも
たらされていることが多数の報告で指摘されている（図表 12）。実際に、インフォー
マルセクターによる処理が盛んな地域と、バンコクにおける土壌金属濃度の比較を行
った研究では、インフォーマル処理が盛んな地域において、特に銅（Cu）、鉛（Pb）、
亜鉛（Zn）などの濃度が遥かに高く、タイ国内の基準値や国際的な基準値を遥かに上
回っていることが指摘されている（図表 13）。

図表 11 適正業者とインフォーマルセクターの買取価格の比較
CRT TV (<21 inch)
Air conditioner
Refrigerator

Formal*1
8 Baht
500 Baht
140 Baht

Junk Shop*1
30 Baht
635 Baht
200 Baht

Informal *2
100-200 Baht
1,700 Baht
400-500 Baht

（出所）*1 経済産業省（2012）「タイ国における電気・電子機器廃棄物のリサイクル事業に関する
実施可能性調査」 報告書（原典は、The Study Project on Rules, Procedures, and Fees of Thailand s
WEEE Management Executive Summary April 2010, National Center of Excellence for Environmental
and Hazardous Waste Management, Chulalongkorn University）における 2009 年時点の Wongpanit 社お
よび Junk Shop の買取価格より
*2 JICA（2014）「アジア地域マレーシア及び近隣国 E-waste 管理に関する情報収集・確認調査」で
の聞き取りより
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図表 12 不適正処理に伴う環境汚染と健康被害

（出所）PCD (2013) “WEEE Management Policy Update from Thailand”, Taweechai (Chai)
Jiaranaikhajorn, Pollution Control Department (July 17, 2013)

図表 13 土壌中の金属濃度の比較
Area
Sue yai ootit community
(WEEE
informal
recycling community)
Bangkok area's soil
Thai soil standard value
The Intervention Value
(Netherland's standard)

Research by

Cu

Pb

Zn

Damrongsiri,
S., 2014

4828

1058

1847

90

67

234

Damrongsiri,
S., 2014




400



190

530


720

（出所）Sirada Pookkasorn and Alice Sharp (2016) “The Management of Waste from Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) in Bangkok, Thailand”, 6th International Conference on Biological,
Chemical & Environmental Sciences (BCES2016) August 89, 2016 Pattaya (Thailand)
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１.１.４ マテリアルフロー
以上を踏まえてタイにおける WEEE のマテリアルフローの推計を行った結果を図
表 14 に示す。
フローの構築は、家庭や関係するステークホルダーへのアンケート調査を綿密に実
施した DIW（2018）による調査をベースとした8。ただし、同調査では、対象品目と
して照明機器やバッテリー等も含んでいること、また製品寿命を過少に見積もってい
る可能性が懸念されたことから、WEEE の発生量としては経済産業省（2019）を採用
し、各フローにおける比率は DIW（2018）を採用した。そのため、本推計において対
象としている WEEE の品目は、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、携帯電話、PC で
ある。
結果より、年間約 153,000 トンの家庭由来の WEEE が発生し、約 127,000 トンがイ
ンフォーマルセクターに流れていると推計された。インフォーマルセクターでの処理
は環境汚染・健康被害をもたらす可能性があるが、現状はほぼすべての WEEE がイン
フォーマルセクターによって処理されている推計結果となった。

図表 14 タイにおける WEEE のマテリアルフロー推計
有害物質

68,760 t
適正
処理業者

産業発生WEEE

9,052 t

処理
+9,052 t

66,382 t
リユース店
60,052 t

中古品

家庭等
（使用中＆
退蔵）

製品販売

669,315 t

+177,983 t

フォーマルセ
クターへ

57,248 t

リユース品

111,601 t
リサイクル可能物

廃棄物
取扱業者

76,247 t
高価値の
WEEE

年間
515,924 t
増加

6,675 t

WEEE
として売却

2,790 t

リサイクル

リサイクル可能物

126,819 t

インフォーマ
ル解体業者

インフォーマル
セクターへ

19,897 t
低価値の
WEEE

有害物質

15,218 t

廃棄
（Dump）
+35,116 t

（出所）DIW 調査および経済産業省調査をもとに MURC 作成
（注）対象品目はエアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、携帯電話、PC

8 この調査では、バンコク、ノンタブリ、パトゥムターニーの 1,243 世帯、215 店舗、および 212 のオフ
ィスから有効回答を収集し、WEEE の処分方法等をアンケートによって情報を取得している。収集し
た情報に基づき、各主体から流れる WEEE の配分を決定している。
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１.２ 使用済自動車（ELV）
本項では自動車の生産・販売・使用段階、廃棄段階、処理段階の各工程における現状
を整理し、マテリアルフローの推計を行う。
１.２.１ 生産・販売・使用段階
（1）新車販売・登録台数
タイにおける自動車の新規登録台数は、陸運局（DLT）の統計より取得可能である。
タイでは、自家用車やタクシーを含む 7 人乗り以下の自動車などが車両法（MVA:
Motor Vehicle Act）の主な対象であり、トラックなどの大型自動車が陸運法（LTA: Land
Transport Act）の主な対象となっている。
両法にて管轄される自動車数を合計したものを以下に示す。年間約 100 万台前後の
自動車が新規に登録されている。

図表 15 国内自動車新規登録台数（千台）

（千台）
2,000

1,500

1,000

500

2011

2012

2013

2014

MVA

2015

2016

2017

2018

2019

LTA

（出所）DLT 統計より MURC 作成
（注）統計には商用車も含まれている。

現在の自動車登録台数についても DLT の統計から取得可能である（図表 16）。ただ
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し、抹消登録制度が特に乗用車において機能していないことが既存調査 9 でも指摘さ
れており、登録台数の正確性については慎重に検討する必要がある。
地理的分布を見ると、バンコクが特に多く、全体の 3 分の 1 以上を占める（図表 17）。
図表 16 国内自動車登録台数（千台）
（千台）
20,000

15,000

10,000

5,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MVA

LTA

（出所）DLT 統計より MURC 作成
（注）統計には商用車も含まれている。

図表 17 自動車登録台数の地理的分布（千台、2018 年）

Southern
Western
Northern
North Eastern
Eastern
Central
Bangkok
-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（出所）DLT 統計より MURC 作成
（注）統計には商用車も含まれている。

9 NEDO「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業海外実証（タイ王国で発生する使用済自動
車の効率的かつ適正な資源循環システム構築（実現可能性調査））」
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（2）中古自動車の輸出入
2019 年 6 月、タイ商務省が中古自動車の輸入を禁止または許可制と定める省令を官
報に掲載している。タイでは従来から、商用目的の中古自動車の輸入は禁止されてい
たが、個人輸入および脱法的に行われてきた輸入を禁止する目的で定められた規制で
ある10。これまで少なくとも年間 1,000 台以上の中古自動車が部品取り用に輸入され
ていたとされており11、こうした違法な部品取り目的の輸入を禁止する意向とみられ
る。
同省令は官報への掲載から 180 日後に施行されることとされており、2019 年 12 月
10 日より施行されている。これまで日本からも年間約 1 万台程度の中古自動車がタイ
向けに輸出されてきているが、これら日本からの輸入についても禁止される見込みで
ある。2019 年には、同省令が官報に掲載されたことの影響からか、日本からタイへの
中古自動車の輸出量は 2 万台を超え、2011 年以降で最も多い輸出台数となった（図表
18）。
タイからの中古自動車の輸出については今後も可能である。陸路での不法な輸出も
一定程度存在するとみられ統計で追うことは難しいが、既存調査12では、全自動車の
輸出金額と新品自動車の輸出金額の差額から中古自動車の輸出金額を算出し、単価で
除すことで 3 万台と推計している。

10 JETRO「商務省、中古車の輸入を禁止または許可制と定める省令を官報掲載」
<https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/86b95a6b9254ab9a.html>
11 Bankgkok Post (9 JUL 2019) “Used-car import ban takes effect Dec 10”
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1709519/used-car-import-ban-takes-effect-dec-10
12 NEDO「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業海外実証（タイ王国で発生する使用済自動
車の効率的かつ適正な資源循環システム構築（実現可能性調査））」
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図表 18 日本からタイへの中古自動車輸出量（台）
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

2011

2012

2013

2014
8702

2015
8703

2016

2017

2018

2019

8704

（出所）財務省貿易統計より MURC 作成
（注）HS コード 8702,8703,8704 のうち、中古のものを総計

１.２.２ 廃棄段階
（1）廃棄時の消費者行動
タマサート大学・Kriengkrai 准教授は、タイにおける ELV のフロー分析を行ってい
る（図表 20）。同調査では、消費者に対して ELV の処分方法やリサイクルプログラム
への参加意向についてアンケート調査を実施している。処分方法としては、中古自動
車として販売するケースが最も多く（77%）、次いで修理のための保管（10%）、不明
（10%）が続き、鉄スクラップとして販売する割合は僅か 3%であった。この結果か
ら、消費者から直接 ELV として引き渡されるケースは極めて少ないことがうかがえ
る。
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図表 19 ELV の処分方法（千台）

（出所）Techakanont, Kriengkrai, Tassanee Homklin, and Thana Phamaranon. "Where have all the old
cars gone? The role of the informal sector in handling endoflife vehicles in Thailand1." Gerpisa
colloquium, Paris (2019)
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図表 20 タイにおける ELV のフロー

（出所）Techakanont, Kriengkrai, Tassanee Homklin, and Thana Phamaranon. "Where have all the old
cars gone? The role of the informal sector in handling endoflife vehicles in Thailand1." Gerpisa
colloquium, Paris (2019)

（2）廃棄台数推計
廃棄モデルを用いた 2017 年時点の ELV の発生台数は、廃棄までの年数を 40 年と
想定した低位推計では 10 万台、30 年と想定した中位推計では 20 万台、20 年と想定
した高位推計では 40 万台と推計された。
既存調査では、8.1 万台 13や、14 万台 14と推計されており、これは低位推計〜中位推
計の推計値に相当するが、タイにおける自動車の寿命は永遠だといった意見も現地で
のヒアリングからは得られており、タイにおける自動車の平均使用年数は 30 年以上
と見積もる想定も非現実的ではないと考えられる。

13 NEDO「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業海外実証（タイ王国で発生する使用済自動
車の効率的かつ適正な資源循環システム構築（実現可能性調査））」
14 Techakanont, Kriengkrai, Tassanee Homklin, and Thana Phamaranon. "Where have all the old cars gone?
The role of the informal sector in handling end-of-life vehicles in Thailand1." Gerpisa colloquium, Paris
(2019)
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現在 DLT に登録されている自動車の車齢の割合を図表 22 に示す。20 年以上使用さ
れている自動車が全体の 2 割ほどに上り、環境性能の低い自動車が大気汚染を引き起
こしている可能性が示唆される。

図表 21 タイにおける ELV の発生台数推計
千台
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

低位推計

中位推計

高位推計

(寿命40年)

(寿命30年)

(寿命20年)

（出所）MURC 推計

図表 22 タイにおける登録自動車の車齢の比率

20年以上

5年以下

19%

30%

15〜20年
8%

11〜15年
17%

6〜10年
26%

（出所）DLT 統計より MURC 作成
（注）統計には商用車も含まれている。

22

１.２.３ 処理段階 15
ELV のフローについて研究を行っている有識者からの現地ヒアリングによると、タ
イでは現状ほぼすべての ELV がインフォーマルに処理されているとのことである。
ELV が 105 または 106 許可工場で ELV が処理される場合もあるが、割合としてはご
く一部である。
大部分はガレージ（中古部品販売業者等）で簡単に解体され、有価物だけ取り外さ
れる（図表 23、図表 24）。タイでは自動車は部品の交換や修理を繰り返しながら数十
年間にわたって使用されるのが一般的であることから、明らかな ELV として発生す
る主だった経路は保険会社を経由して得られる事故車等である。事故車等は保険会社
を経てオークションで取引されるケースもあり、購入者は、希望する自動車の部位（ド
ア、エンジン等）を直接確認し、購入している。
ガレージにおける取引では、SNS を用いたグループ間で情報共有し、各自見積を出
し合って販売・購入を決定している16。小さなガレージが多く存在するため、非常に
複雑な構造の市場となっており、仲介を行うプレイヤーが情報プラットフォームの役
割を担っていると思われる。一方、このような市場は商売としての効率は高いが、環
境負荷を引き起こしているとの指摘も得られている。

15 本項記載内容は 2019 年 11 月現地ヒアリングに基づく。
16 SNS（LINE グループ）がこうした取引ツールとして使用されるケースもある。
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図表 23 タイにおける ELV の調達・処理の実態について得られた意見
調達方法

処理方法

・ 脱法的に使用されている自動車も存在し、グレーな（違法と思わ
れる）流通が存在する。例えば、税金を払わずに自動車を使用し
続けるケース、盗難車を解体して資源を回収するケース、事故車
のナンバープレートを別の自動車につける等である。これらすべ
ての実態を把握することは難しく、調査をするのも大変危険であ
る。
・ 事故車等がオークションで取引されるケースもある。購入者は、
自動車のどの部分（ドア、エンジン等）を購入するかを直接確認
し、購入する。
・ ガレージ（中古部品販売業者等）における取引では、SNS を用い
て情報共有し、各自見積を出し合って販売・購入を決定してい
る。
・ 小さなガレージが多く存在するため、非常に複雑な構造の市場と
なっている。仲介を行うプレイヤーが情報プラットフォームの役
割を担っていると思われる。このような市場は、商売としての効
率は高いと思われるが、環境負荷を引き起こしている。
・ ガレージは、保険会社とのネットワークも保有している。保険会
社の管理する廃車は、訴訟等の手続きが完了したのち、競売に出
されるなど様々なプロセスを経てからガレージに渡る。
・ 大部分はガレージで簡単に解体され、有価物だけ取り外される。
解体方法も有価物と非有価物で分ける程度であり、適正な解体が
されていない。105 または 106 許可工場で処理される場合もある
が、ごく一部である。
・ ガレージでは、リユース用途及びリサイクル用途の両方で販売を
行っている。どちらの用途で販売されるかは、製品の状態によっ
て異なるが、1 台で 4,000〜5,000 バーツの価値があるという情報
もある。自動車の廃車ガラ等（おそらく不純物も含む）は、最終
的に電炉業者に販売される（鉄筋の原料等となる）。
・ 売れないもの（非有価物）は埋め立て処理にまわされており、自
治体が回収する場合もある。プラスチックなどの有用資源も含ま
れているにもかかわらず、埋め立てられているのが現状である。
・ 処理の過程で環境問題も発生しているのは間違いないだろう。金
属などは概ね回収されているが、CFC、ASR、断熱材などは適正
に処理されておらず、埋め立てられているのが現状である。

（出所）現地有識者ヒアリングより

24

図表 24 中古部品業者集積地域の様子

シートなどの価値の低い部品も販売

乗用車以外に重機の部品なども販売

部品取り目的にハーフカットされた車体

陳列された古いモデルの車体

（出所）各種資料より MURC 作成
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許可工場（105、106）が従うべき基準に関する主な工場法関連法令は以下のとおりであ
る（図表 25）。一般的な基準は整備されているものの、ELV 処理に特化した基準は確認さ
れなかった。許可工場（105、106）が従うべき基準においても、ELV 処理に関する個別な
基準はみられず、現時点で ELV 処理における厳密な基準は設定されていないと考えられ
る。そのため、許可工場（105、106）として操業している工場であっても、必ずしも ELV
の適正処理を行うことができない実態があるものとみられる
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図表 25
分類
工場全般が従
うべき基準に
関する法令

許可工場（105、106）が従うべき基準などに関する法令

法令
概要
Ministerial Regulation No. 2 B.E. 2535
(1992) Issued pursuant to the Factory Act
B.E.2535 (1992)

Notification of Ministry of Industry No. 4
(B.E. 2540 (1997)) Issued pursuant to the
Factory Act B.E. 2535(1992) Re: Type of
Factory prohibited to establish in Wang Nam
Khiaw District, Nakornratchasima Province
Notification of Ministry of Industry Re:
Prohibited area to establish or expand a
factory of oil extraction from Krissana wood
and specified source of raw material for a
factory of oil extraction from Krissana wood
B.E. 2545 (2002)
Notification of Ministry of Industry Re:
Specification of processed used oil and
synthetic fuel as alternative fuel for furnace
oil in an industrial furnace B.E. 2547 (2004)
Notification of Ministry of Industry Re: Type
of Factory prohibited to establish or expand
in Koh Samui District, Suratthani Province
B.E. 2548 (2005)
Notification of Ministry of Industry Re:
Prescribing type of raw material to be used in
a factory B.E. 2548 (2005)

許 可 工 場
（105、106）が
従うべき基準
に関する法令

Notification of Department of Industrial
Works Subject: Type or category of factory
required to prepare a report of type and
quantity of pollutants discharged from a
factory B.E. 2553 (2010)
Notification of Ministry of Industry Re:
Permission criteria for factory types 105 and
106 B.E. 2545 (2002)
Regulation of Department of Industrial
Works Re: Detail of permission criteria for
factory type 105 and 106 B.E. 2545(2002)

Notification of Ministry of Industry Re:
Industrial Waste Disposal B.E. 2548 (2005)

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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・立地、建物、機械、装置、
物質、労働者、安全、廃棄
物、汚水、利用できない物
質、廃水、大気、騒音など
に関して従うべき事項を
規定
特定地域での立地に関し
て従うべき事項を規定

原材料（木材）に関して従
うべき事項を規定

燃料（廃油、合成燃料）に
関して従うべき事項を規
定
特定地域での立地に関し
て従うべき事項を規定
原材料（フロン類）に関し
て従うべき事項を規定
廃水、大気汚染に関して
従うべき事項を規定

・安全な労働条件や環境
影響の管理に関して規定
（ただし、具体的な要件
や基準は明確化されてい
ない）
・環境影響関連の（申請
時）必要な手続きに関し
て規定
・産業廃棄物管理（全般）
の方法や基準に関する規
定を含む

我が国においては、自動車リサイクル法施行規則において解体業の許可基準が定めら
れている。これによって、ELV の適正処理が担保されている。

図表 26

我が国における解体業の許可基準

施設に係る
基準

 イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所（以下「解体作業場」という。）以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することが
できる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
 ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先
立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 （１） 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 （２） 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
 ハ 解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油（自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。）を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
 （１） 廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 （２） 廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置（以下「ためます等」という。）及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
 ニ 次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
 （１） 使用済自動車から廃油（自動車の燃料を除く。以下この（１）において同じ。）及び廃液を回収することができる装置を有すること。ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃
液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 （２） 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 （３） 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、
廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 （４） 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。ただし、当該設備の設置が著しく困難であ
り、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
 ホ 解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであ
ること。ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
 （１） 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
 （２） 雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。

解体業許可
申請者の能
力に係る基
準

 イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
 （１） 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
 （２） 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
 （３） 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法（指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。）
 （４） 油水分離装置及びためます等の管理の方法（これらを設置する場合に限る。）
 （５） 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物（解体自動車及び指定回収物品を除く。）の処理の方法
 （６） 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
 （７） 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
 （８） 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
 （９） 火災予防上の措置
 ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

（出所）使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則より MURC 作成
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１.２.４ マテリアルフロー
以上を踏まえてタイにおける ELV のマテリアルフローの推計を行った結果を図表
27 に示す。
ELV の発生量の推計値としては、前掲の廃棄台数推計における中位推計を使用した。
タイでは修理が繰り返されながら長期間にわたって自動車が使用されることから、市
中には 1,800 万台程度の大量のストックが蓄積されていると見られる。
前述のとおり、タイではほとんどの ELV はインフォーマルセクターによって処理
されている。現地でのヒアリングによると、Wongpanit 社では年間 5,000 台程度の ELV
の処理を行っており、また同社グループ以外には ELV 処理を登録している会社は存
在しないとのことである。以上より、約 5,000 台程度は許可工場における処理17に回
っているが、その他発生しているとみられる年間 17 万台程度はインフォーマル処理
に回っていると想定した。

図表 27 タイにおける ELV のマテリアルフロー推計
新車
自動車メーカ ー、
輸入販売事業者

115
万台

事故車

警察、保
険会社

自動車ユーザー
（家庭、企業
等）

許可事業者

輸入規制のため
今後はゼロ

修理自動車︑
中古自動車

中古車

使用済自動車

1万台

1,800万台

0.5万台

廃棄物

中古部品

中古自動車販売
業者、部品販売
業者

インフォーマル
解体業者

17万台

中古自動車販
売業者、部品業
者

鉄スクラップ

銅・アルミス
クラップ

ELV

中古自動車輸入
業者

処分、投棄

国内外製錬業者、
電炉

基板・バッ
テリー等

3万台
輸出

修理自動車、
中古自動車

（出所）各種資料より MURC 作成

17 ELV を処理していることがヒアリングより確認できた Wongpanit 社では、多くの品目の廃棄物を扱
っているため、一般的な品目の適正処理はなされていると考えられる。ただし、ELV のすべての部位
について日本と同程度の水準の処理を実施しているかは確認はできていない。

29

２．リサイクル関連法制度の最新動向
２.１ 改正工場法
２.１.１ 主な改正点
2019 年 4 月、1992 年工場法の改正法として、2019 年工場法（第 2 号）及び 2019 年
工場法（第 3 号）が発表された。工場法（第 2 号）は 2019 年 10 月 27 日より、工場法
（第 3 号）は 2019 年 5 月 1 日より発効している。
主な改正点は、「工場」の定義の見直し、許可等各種手続きの見直し、第 3 者機関
（または個人）への監査業務実施権限の移譲に関する規定の追加であり、DIW から自
治体や民間企業などへの一部権限の委譲が想定されている。なお、認可を取得した第
3 者機関のみが、監査業務を実施できることとなっており、認可要件等は今後具体化
される見込みである。「ISO17020 を取得していること」も要件の 1 つとされる可能性
がある18。
図表 28
項目
工場の定義

各種手続き

工場法における主な改正点

1992 年工場法（要約）
【工場の定義】
「工場」とは、製造、生産、組
立、充填、修理、メンテナンス、
試験、改良、改造、輸送、保全、
または破壊のために合計で 5 馬
力以上の機械、または 5 馬力以
上と同等の力を持つ機 械を使
用する、あるいは機械の使用と
は関係なく労働者を 7 人以上使
用する建物、場所、または輸送
機械を意味する。このとき省令
で規定した工場の種類に従う。
【許可の有効期限】
許可の有効期限は 5 年間
【工場抹消登録】
抹消登録は通知書のみで可能

第 3 者機関によ
る監査

【監査の代行】
民間が係官の執行の代 行者と
なり検査結果の報告を まとめ
るよう規定することが可能

2019 年改正工場法（要約）
【工場の定義】
「工場」は 50 馬力以上の機械、
または 50 馬力以上と同等の力
を持つ機械を使用する、あるい
は機械の使用とは関係なく労
働者を 50 人以上使用する建
物、場所、または輸送機械を意
味する。このとき省令で規定し
た工場の種類に従う。

【許可の有効期限】
許可の有効期限に関する規定
は削除
【工場抹消登録】
工場に対する監査が行われた
上で、抹消登録が完了する
【監査の代行】
第 3 者機関（または個人）に対
して、監査及び監査報告書作成
の権限を委譲することが可能

（出所）日本貿易振興機構（ジェトロ） バンコクセンター編「工場法」、現地政府関係者ヒアリン
グ等をもとに MURC 作成
18 現地政府関係者ヒアリングより
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２.１.２ 想定される影響
工場法の改正により、工場の定義が変わり、同法の対象範囲が変化することが見込
まれる。「50 馬力以上の機械、または 50 馬力以上と同等の力を持つ機械を使用する、
あるいは機械の使用とは関係なく労働者を 50 人以上使用する建物、場所、または輸
送機械を意味する」という要件を満たさない中小の事業者は、工場法上の工場として
みなされなくなるため、委託を受けて産業廃棄物処理ができなくなる可能性があるほ
か、工場法上の許可制度も適用されなくなる可能性がある19。上述の要件を満たさな
い事業者は、自治体によって管理されることになると考えられる。なお、実態として、
同法の改正以前から、中小規模の事業者は自治体によって管理されていたため、実態
に即した内容にすることが改正の趣旨であるとみられる20。
また、工場法の改正により、
（同法第 9 条で規定する）許可証を有する第 3 者機関に
対して、監査および監査報告書作成等の権限を委任することが可能となる 。これによ
り、政府に所属しない個人または民間組織等が許可を取得した上で、監査および監査
報告書等の作成を行うことになる可能性がある。ただし、あくまで監査の実施や報告
書作成の代行などにとどまり、審査・承認・命令などの権限は引き続き DIW が持つ見
込みである 20。そのため、既存の許可取得、停止等の要件等に影響が出ることはない
ものとみられるが、工場法上の工場に該当する事業者にとっては、申請手続き等の実
務作業に影響が出る可能性がある。

19 Notification of Ministry of Industry Re: Industrial Waste Disposal B.E. 2548 (2005)では、工場法上の工
場を産業廃棄物（工場法上の工場から排出される廃棄物）が産業廃棄物の処理業者に該当するとして
おり、処理業者は工場局が来てする基準や手続きに従った処理を行わなければならないとされる。
DOWA エ コ ジ ャ ー ナ ル 「 タ イ 王 国 と タ イ の 環 境 問 題 （ 3 ） 〜 タ イ の 廃 棄 物 処 理 の 実 務 〜 」
（http://www.dowa-ecoj.jp/kaigai/thailand/thailand_03.html）でも、産業廃棄物は自社での処理か、対応
する処理の許認可を取得した廃棄物処理業者への処理委託をしなければならない旨が記載されてい
る。
20 現地政府関係者ヒアリングより
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２.２ WEEE 法案の策定状況
２.２.１ WEEE 法案作成の進捗状況
現在、PCD をはじめとした関係機関によって、WEEE の適切な管理を目的とした
WEEE 法案の内容が検討されているところである。
WEEE 法案の検討は 2004 年頃から実施されており、複数回にわたって法案の提
出、検討が行われている。2009 年頃から検討されていた WEEE 法案では、すでに
EPR の概念は提示されていたものの、政府によるリサイクル基金の設置も検討され
ていた 21 。当時は製造業者が関連するすべての責任を負うことは想定されておらず、
政府なども一定の責任や役割を分担する考えがあったものをみられる（図表 29）。

図表 29

2013 年時点での WEEE 管理システムの構想

（注）文字が見切れているボックス（中段）の記載は「Spare Parts Shops」
（出所）PCD(Taweechai (Chai) Jiaranaikhajorn) “WEEE Management Policy Update from
Thailand”(2013)

また、2015 年頃から検討されていた WEEE 法案では、複数の関係主体で責任を分
担するような仕組みが構想されていたようである。しかし、内閣で承認が得られず（複

21 現地有識者ヒアリングより
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数の関係主体で責任を分担することに理解が得られず）、製造業者に責任の大半が課
されるような仕組みで再検討がされる方向となっているようである22。
現在、内閣からの指摘をうけ、PCD 等が中心なって、WEEE 法案の修正を行って
いるところである 22。上述のとおり、製造業者に責任の大半が課される方向性となっ
ており、製造業者に対する罰則規定も検討されている。製造業者への責任が重くなる
ことが予想されることから、FTI も WEEE 法案に関して積極的に意見出しをしてい
る。後述のとおり、WEEE 法案の内容に関連するパイロットプロジェクトを実施して
おり、プロジェクトの結果を WEEE 法案の内容に反映させていくことを目指してい
るものとみられる。特に、take back center 設立後の物流や回収費用やリサイクル費
用の分担方法等の製造業者が懸念している点 23 について意見出しが行われることが
見込まれる。
他にも、関係省庁の役割の明確化、WEEE 管理方法の明確化が必要となっており、
PCD は関係省庁の役割を示すアクションプランに相当する政策文書、WEEE 管理方
法を示すガイドラインに相当する政策文書の作成を並行して進めているとのことで
ある24。

22 現地政府関係者等ヒアリングより
23 現地政府関係者等ヒアリングより
24 現地政府関係者ヒアリングより。WEEE 管理方法を示すガイドラインは技術的内容を含む見込みと
のことである。
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２.２.２ FTI における検討状況
FTI はタイの民間企業によって構成される業界団体であり、PCD や DIW と協力
し、同法案に対して積極的に意見出しをしている。FTI は、WEEE 管理プロジェクト
に関する WG を設置し、WEEE 法案に関連する意見をとりまとめているとのことで
あり、同 WG には、製造業者やリサイクラーなど、幅広い分野の企業が参加している
25 。

現在の主な活動は、WEEE 法案の内容にも関連するパイロットプロジェクトの実
施である。WEEE 管理にかかるコストに関するプロジェクトのほか、環境配慮型の
WEEE 管理モデルに関するプロジェクトが実施されている。パイロットプロジェク
トの結果は、具体的なリサイクル料金の設定、WEEE の回収・流通スキームの構築、
費用回収・資金管理スキームの構築などに貢献することが期待される。
なお、パイロットプロジェクトにおいては、製造業者に限らず、関係する主体の位
置付け（役割）に関する検討も行われており、消費者も含まれる模様である26。将来
的に WEEE リサイクル関連制度を運用するにあたって、消費者に一定の役割が求め
られ、消費者の理解・協力を得ることが課題となる可能性がある

２.２.３ WEEE 法案（2019 年 1 月時点版）の内容
WEEE 法案（2019 年 1 月時点版）の要点を以下に整理した（図表 30）。同法案は
EPR の原則を反映した内容となっており、生産者（producer 27）の責任について主に
規定されている。同法案では、WEEE take back center（WEEE の回収拠点）の設
置・運用方法が具体化されていないほか、費用回収・資金管理方法も明確ではない。
今後、PCD が作成する WEEE 管理方法に関するガイドラインや FTI のパイロット
プロジェクトを通して、これらの事項に関する議論が進められることが見込まれる。
同法案では、工場法上の許可工場（105、106 等）に WEEE を引き渡し、許可工場
が WEEE を処理することが想定されている。現在の工場法関連法令における許可要
件や処理基準では、WEEE の適正処理を確保することが難しいと考えられる。そのた
め、DIW が中心となり、WEEE の処理方法に関するガイドラインを作成していると
のことである28。同ガイドラインは、WEEE 処理工場が活用する任意のガイドライン
として機能していく可能性がある。

25 現地関係者ヒアリングより
26 現地関係者ヒアリングより。一方で、関係する主体の役割分担（協力）なく、製造業者が実施可能な
範囲で WEEE 管理を実施する方向性も案としては提示されている。
27 製造業者のほか、輸入業者や輸入等を行う個人を含むものとみられる。
28 現地政府関係者等ヒアリングより
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また、現状の WEEE 法案では 5 製品（PC、エアコン、冷蔵庫、テレビ、携帯電話）
を対象品目として想定しているが、これは各製品の環境への影響と発生量を考慮して
選定されている。これらの製品以外を対象品目としてあげることは検討されていない
が、環境負荷等の観点から必要性が認められる場合には、対象品目が追加されていく
可能性もある。
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図表 30

WEEE 法案の要点と FTI による検討状況

章番号・タイトル

要点

FTI による検討状況

1 章：
WEEE の管理

・基本的に、WEEE の回収・保管等は WEEE take back center によるもの以外
は許されない（公衆衛生法のもと許可された事業者は、固形廃棄物等に混入
した WEEE を取り扱うことができる）。
・WEEE take back center（の運用主体）は、WEEE を工場法で許可された工
場に引き渡さなければならない。
・WEEE take back center が同法案の規定に従わない場合、局長は操業者に対
して改善または一時停止するように命令を出すことが出来る。

・WEEE 管理に関する実証プロ
ジ ェ ク ト を 実 施 し 、WEEE take
back center の運用方法や費用回
収・資金管理方法等を検討してい
る。政府や民間事業者に一定の役
割を定めた WEEE 管理モデルの
検討も実施しており、この結果が
反映される可能性がある。

2 章：
生産者の義務お
よび責任

3 章：
WEEE 管理に関す
る知識および情
報の普及
4 章：
検査および監督
5 章：
罰則

・生産者は WEEE を回収する義務を持つ。なお、輸入品、ブランドのない
品、商標のない品、既に倒産等した生産者が生産した品、等も対象とされる。
・生産者は WEEE 管理計画を準備し、PCD に提出しなければならない。計
画は、年間の電気電子機器販売量、WEEE take back center 等に関する情報、
回収目標、工場への輸送方法、回収・保管・輸送方法に関する情報普及、等
に関する事項を含む。
・WEEE 管理計画を実行できない生産者に対して、局長は改善の命令を出さ
なければならない。
・PCD は、WEEE 適正管理に関する知識や情報を準備し、関係主体に普及さ
せなければならない。
・PCD は WEEE やその管理、WEEE take back center の位置に関する知識や
情報を整理し普及させるためのセンターを設立しなければならない。
・担当官は、take back center や WEEE 輸送車両に対する立入検査を行う権限
を持つ。
・WEEE take back center の設立者 、生産者、その他法令違反をした者に対す
る罰則を規定している。

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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・FTI は、実証プロジェクトを実
施し、WEEE 管理（主に解体・処
理コストと思われる）に必要なコ
ストを検討している。実証プロジ
ェクトの結果は WEEE の管理方
法や費用回収・資金管理方法の観
点から WEEE 法案に反映される
可能性がある。
・WEEE 管理モデルの検討では、
WEEE 管理に関する情報管理に
ついても触れられており、実証の
結果が反映される可能性がある。
−
−

２.３ ELV 関連制度の策定状況
２.３.１ ELV 法案の進捗状況
タイでは、PCD や DIW 等の関係機関によって、ELV 関連制度の検討が行われてい
るところである。現在は、ELV 発生量の推計、ELV による社会・経済・環境への影響
の調査が実施されているところであり、法令の具体化には時間がかかるものとみられ
る。なお、FTI 等によって「car demolition roadmap」が検討されているようである
が、詳細は明らかになっていない。
一方、NEDO、MOI/IEAT、豊田通商等が中心となり、適正な ELV リサイクルシ
ステムの実証を行っている（図表 31）。同実証により、ELV から入手可能な資源や廃
棄物量についての調査、適正な解体方法の検討、解体ライセンス制度の検討等が行わ
れている。
また、DLT が所管する自動車登録制度、自動車税制度、車検制度、抹消登録制度等
は、ELV リサイクルと密接に関係する。そのため、DLT の協力は必須であり、各政
府機関の間での連携体制の構築が模索されているところである。

図表 31

NEDO 実証プロジェクトの実施体制

（注）図中の※は次のものを表す。※1 ID Implementation Document、※2 TDEM（Toyota Daihatsu
Engineering & Manufacturing Co., Ltd.）トヨタ自動車株式会社のアジア統括会社、※3 TMT（Toyota
Motor Thailand Co., Ltd.）トヨタ自動車株式会社のタイ子会社
（出所）NEDO ウェブサイト（2020 年 2 月確認）
（https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101240.html）
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２.３.２ 関連制度の整備状況
ELV 法案の検討においては、自動車登録制度、自動車税制度、車検制度、自動車抹
消登録制度等の既存の自動車関連制度との調整が課題となる。以下、関連法令の整備
状況を整理した。
（1）自動車登録制度および自動車税
自動車登録制度および自動車税に関連する事項は、車両法および陸運法で規定され
ている。車両法は、自家用車やタクシーを含む 7 人乗り以下の自動車などを主な対象
としており、陸運法はトラックなどの大型自動車を主な対象としている。
1） 車両法対象自動車の場合
車両法の第 6 条に基づき、対象自動車について、登録が義務付けられている。また、
税金の支払われない自動車の使用が禁止されており、対象自動車について納税が義務
付けられている。また、第 17 条では譲渡の際の通知が義務付けられている。譲渡は
売買も含むと考えられるため、中古品として取引される場合にも登記官への通知が行
われなければならない。その他、車体の色や部品の変更等がある場合にも、登記官へ
の通知が必要となる。
自動車税は年前払いとなっており、毎年の納税が必要である。税額は車両の種類に
よって異なり、7 人乗り以下の自家用車の場合には排気量（cc）によって決まり、そ
れ以外（タクシー等も含む）は基本的に重量により設定されている。なお、電気自動
車等に対しては、税制優遇が適用されることとなっている29。
また、7 人乗り以下の自家用車においては、最初の登録から 5 年経過した時点から、
自動車税の減額が適用される（図表 32）。そのため、一般的に使用される自家用車に
おいては、長く使用することに強いインセンティブが働くものとみられ、大気汚染
（PM2.5）などの環境問題の一因となっている可能性がある。
図表 32
排気量
〜600cc
601cc〜1800cc
1801cc〜

7 人乗り以下の自家用車の税額に関する規定
減税率
1cc あたり 0.5 バーツ
1cc あたり 1.50 バーツ
1cc あたり 4 バーツ

（出所）Vehicle Act, B.E. 2522 (1979) を基に MURC が仮訳し、作成

29 タイ政府は電気自動車に対して自動車税を課さない方針を検討しているという報道もある。
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図表 33
使用年数
6年
7年
8年
9年
10 年〜

7 人乗り以下の自家用車における税の減額率
減額率
10%
20%
30%
40%
50%

（出所）Vehicle Act, B.E. 2522 (1979) を基に MURC が仮訳し、作成

図表 34
条
第6条

第 13 条
第 14 条
第 16 条
第 17 条
第 29 条
第 32 条

車両法における自動車登録および自動車税関連規定

条文（一部抜粋も含む）
いかなる者も登録されていない自動車を使用してはならない。
すでに登録されていながら、所定の期間自動車税が支払われていない
自動車を使用してはならない。
登録された車体の色が変更される場合、変更してから 7 日以内に、所
有者は登記官に通知する必要がある。
いかなる者も、登記官による検査が行われた後でない限り、車体また
は自動車のいかなる部品の変更を行ってはならない。
登録された自動車を別の地方に移動させる際、移動してから 15 日以
内に、所有者は登記官に通知しなければならない。
登録された自動車を譲渡する際、譲渡してから 15 日以内に、譲渡者及
び譲受人は登記官に通知しなければならない。
7 人乗り以下の自家用車の年間の自動車税は、最初の登録から 5 年経
過した段階で、以下のとおり割引されなければならない。
所有者は年間の自動車税を支払わなければならない。自動車税は前払
いする。

（出所）Vehicle Act, B.E. 2522 (1979) を基に MURC が仮訳し、作成
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2） 陸運法対象自動車の場合
陸運法の第 71 条に基づき、対象自動車について、登録および納税が義務付けられ
ている。車検を通過した時点で、自動車の登録番号ステッカー及び登録書が発行され
ることとなっている。なお、登録書の期限は約 1 年間とされているため、1 年ごとに
自動車の登録が行われなければならないものとみられる。また、第 82 条では譲渡の
際の通知が義務付けられている。譲渡は売買も含むと考えられるため、中古品として
取引される場合にも登記官への通知が行われなければならない。その他、部品の変更
等がある場合にも、登記官への通知及び許可が必要となる。
納税は年前払いとなっており、毎年の納税が必要であり、税額は重量によって決定
する（図表 35）。同法に記載されている税額は以下のとおりである。なお、電気自動
車等のエコカーに対しては、税制優遇が適用されることとなっている。

図表 35

自動車重量（kg）

〜500
501〜750
751〜1,000
1,001〜1,250
1,251〜1,500
1,501〜1,750
1,751〜2,000
2,001〜2,500
2,501〜3,000
3,001〜3,500
3,501〜4,000
4,001〜4,500
4,501〜5,000
5,001〜6,000
6,001〜7,000
7,001〜

陸運法における自動車税

固定ルート
の輸送（業
務）を行う
車両
（バーツ）
300
400
500
600
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900

非固定ルー
ト の 輸 送
（業務）を
行う車両
（バーツ）
450
600
750
900
1,050
1,350
1,650
1,950
2,250
2,550
2,850
3,150
3,450
3,750
4,050
4,350

私的な輸送
輸送（業務）
を行う車両
を行う小型
（ 自 家 用
車両
車）
（バーツ）
（バーツ）
300
150
400
300
500
450
600
800
700
1,000
900
1,300
1,100
1,600
1,300
1,900
1,500
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600

（出所）Land Transport Act, B.E. 2522 (1979)をもとに MURC が仮訳し作成
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図表 36
条
第 71 条

第 73 条

第 77 条

第 78 条

第 82 条

第 85 条

第 86 条

陸運法における自動車登録および自動車税関連規定

条文（一部抜粋も含む）
運送に使用する自動車は、堅強な状態にあり、省令で定められたとこ
ろに基づき正しい設備及び駆動部分を有していなければならず、第七
三条に基づき登録され、第八五条に基づき納税したものでなければな
らない。
車検担当官もしくは許可取得車検場が第七一条及び第七二条に基づく
正しく自動車を検査したと登記官が判断した時、登記官は遅滞なくそ
の自動車を登録し、その自動車の登録番号ステッカーと共に登録書を
発行する。
自動車登録書は同書が発行された期から四期使用できる。一月、四月、
七月、一〇月を各期の最初の月とする。登録の延長は登記官が布告規
定した期間内に登記官に対しこれをなす。
自動車の機械設備もしくは駆動部分の状態を増補する、もしくは変更
し、省令が定めた重要部分を改変することを禁じる。ただし登記官か
ら文面で許可を得た場合はその限りではない。
第七三条に基づき登録した自動車の譲渡は、譲渡があった日から一五
日以内に譲渡人と譲受人が登記官に届け出なければならず、登記官は
その自動車の登録書に譲渡の届出を記入する。
本法令に基づく自動車税徴収に資するため、陸運局は各運送営業許可
書取得者に対し毎年の納税期を定めることができ、本法令の末尾リス
トのレートに基づき自動車の重量によって税計算をなす。
自動車税は登記官に対し年前払いする。このとき分割払いを求めるこ
ともできるが、省令で定めた手数料を別に納めなければならない。

（出所）日本貿易振興機構（ジェトロ） バンコクセンター編「陸運法(道路運送業法)」をもとに
MURC 作成
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（2）車検制度
車検制度関連の規定は、車両法及び陸運法にある。車両法は、自家用車やタクシー
を含む 7 人乗り以下の自動車などを主な対象としておりを対象としており、陸運法は
トラックなどの大型自動車を対象としている。
1） 車両法対象自動車の場合
車両法の第 7 条において、自動車登録の前の車検が義務付けられている。車検を実
施する主体は、担当官（陸運局）または陸運法上の許可取得車検場と定められている。
車検に関する詳細は省令で定められることとなっており、車検を受ける時期等につい
ては、関係する省令で規定されているものとみられる。
乗用車30の場合、最初の登録から 7 年目以降、毎年車検を受けなければならず、商
用車の場合、初年度から毎年車検を受けなければならない31。ただし、タクシーの場
合、半年に 1 回車検を受ける必要があり、使用年数を 10 年過ぎた車両は、タクシー
としての使用が認められなくなる。なお、車検が適切に実施されているかは不明確で
あり、簡易的な車検が行われているにとどまっている可能性がある。

図表 37
条
第7条
第 14 条
第 15 条

車両法における車検関連規定

条文（一部抜粋も含む）
登録申請される自動車は、登録申請時点で、担当官または陸運法に基
づく許可取得車検場によって、検査をされた状態でなければならない。
車検に関して、担当官は、所有者に対して許可取得車検場で車検を受
けるように命令しても良い。
車検は、省令で規定されるルール、手続き、条件に従って行われなけ
ればならない。

（出所）Vehicle Act, B.E. 2522 (1979) を基に MURC が仮訳し、作成

30 自家用車を意味するものとみられる。
31 経済産業省（2015）「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」
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2） 陸運法対象自動車の場合
陸運法の第 71 条及び第 72 条において、自動車登録の前の車検が義務付けられてい
る。車検を実施する主体は、担当官（陸運局）または陸運法上の許可取得車検場と定
められている。なお、登録前の車検が義務付けられていること、1 年ごとに登録の更
新が必要であることから、車検も 1 年ごとに行われなければならないものとみられる。

図表 38
条
第 71 条

第 72 条

第 74 条

陸運法における車検関連規定

条文（一部抜粋も含む）
運送に使用する自動車は、堅強な状態にあり、省令で定められたとこ
ろに基づき正しい設備及び駆動部分を有していなければならず、第七
三条に基づき登録され、第八五条に基づき納税したものでなければな
らない。
登録及び納税する自動車は車検担当官もしくは第七四条に基づき許可
を取得した車検場による車検を通過していなければならない。ただし
省令で車検免除された種類の自動車についてはその限りではない。車
検を受ける自動車が、堅強な状態にあり、省令で定められたところに
基づき正しい設備及び駆動部分を有していることが明らかな場合、車
検担当官もしくは許可取得車検場は保証書を発行する。
本法令に基づく車検保証のために車検場を設置したい者は中央登記官
から許可書を取得しなければならない。

（出所）日本貿易振興機構（ジェトロ） バンコクセンター編「陸運法(道路運送業法)」をもとに
MURC 作成
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（3）自動車抹消登録制度
1） 車両法対象自動車の場合
車両法の第 35 条では、3 年連続して自動車税が未払いの場合に、自動車登録が停
止されることが定められている。また、自動車登録が停止された所有者は、停止の記
録をするために登記官に自動車登録書を提示しなければならない。担当官は、自動車
登録が停止された自動車のナンバープレートを押収することが可能であるものの、実
際に取締りを行うことは難しいと考えられる32。
自動車税の未払いによって自動車登録が停止されたとしても、担当官による取締り
から逃れられる場合には、自動車税を支払うことなく、自動車に乗り続けている（ま
たは不法投棄している）実態もあるものとみられる。また、自動車を適正に廃棄する
ことに対するインセンティブ（還付金など）に係る制度も整備されていないため、不
法投棄等を助長している可能性がある。

図表 39
条
第 35 条

車両法における自動車抹消登録関連規定

条文（一部抜粋も含む）
三年連続して年次自動車税が未払いとなった自動車は自動車登録を停
止する。

（出所）Vehicle Act, B.E. 2522 (1979) を基に MURC が仮訳し、作成

2） 陸運法対象自動車の場合
陸運法の第 86 条では、3 年連続して自動車税が未払いの場合に、自動車登録が停
止されることが定められている。また、自動車登録が停止された所有者は、停止の記
録をするために登記官に自動車登録書を提示しなければならない。担当官は、自動車
登録が停止された自動車のナンバープレートを押収することが可能であるものの、実
際に取締りを行うことは難しいと考えられる 32。陸運法の第 79 条では、運送営業許
可書取得者について、自動車使用中止の際には登記官に通知し、登録書を返還するこ
とが義務付けられている33。
自動車税の未払いによって自動車登録が停止された場合、車両法対象自動車と同様
に、自動車を適正に廃棄することに対するインセンティブ（還付金など）に係る制度
も整備されていないため、不法投棄等を助長している可能性がある。

32 現地有識者へのヒアリングでは、ナンバープレートだけでは判断が難しいとの発言もあった。
33 運送営業許可書取得者ではない（陸運法対象の）自家用車の所有者に対しては、同規定が適用されな
い可能性がある。
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図表 40
条
第 79 条

第 86 条

陸運法における自動車抹消登録関連規定

条文（一部抜粋も含む）
登録済みの自動車の使用を中止したい運送営業許可書取得者は、その
自動車の使用中止日から一五日以内に登記官に対し文面でこれを通知
し、自動車登録番号ステッカーを登記官に返還する。
三年連続して年次自動車税が未払いとなった自動車は自動車登録を停
止する。登記官の業務地及び局長が布告規定した場所に登記官が未払
い自動車税額とともに登録番号を告示し、自動車の所有者もしくは占
有者に通知した場合、当該人物は当該通知及び告示があった日から六
〇日以内に登記官に登録番号ステッカーを返還するとともに、自動車
登録の停止を記録するため登記官に自動車登録書を提示する。

（出所）日本貿易振興機構（ジェトロ） バンコクセンター編「陸運法(道路運送業法)」をもとに
MURC 作成

（4）強制加入保険
交通事故被害者保護法（Protection for Motor Vehicle Accident Victims Act B.E.
2535）の第 7 条に基づき、自動車（車両法対象自動車、陸運法対象自動車の両方を含
む）の所有者は、損害保険に加入しなければならない。同法は、交通事故などによる
被害者を保護する目的で 1992 年に制定されたものである。
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３．現行法制度の課題と制度構築の方向性
本事業では、タイにおける法制度構築に向け、現状の課題や制度導入による健康被害・
環境負荷等の低減可能性、制度構築の方向性等を示した政策対話資料を準備した。併せ
て、政策対話当日および翌日の視察に際して通訳（日泰）を手配し、これら開催の支援
を行った。

３.１ WEEE 関連法制度上の課題・方向性
３.１.１ マテリアルフロー別の課題
タイにおける WEEE の適正処理に向けた現状の主な課題をマテリアルフローに沿
って整理した図を図表 41 に示す。
回収・流通面の課題としては、WEEE の回収システムが存在しないことから、家庭
内に退蔵する場合や有価での買取が可能なリユース店に多くが流れていることが大
きな課題である。リユース店からは廃棄物取扱業者に WEEE として売却され、最終的
には大半がインフォーマルセクターに流れているものとみられる。また、一部の
WEEE は一般廃棄物などに混入して最終処分場に流れているものとみられる。
処理面での課題としては、インフォーマルセクターでの不適正処理によって健康被
害、環境汚染が発生している可能性が複数の既存研究において指摘されている34。加
えて、WEEE の適正処理が可能な事業者が限られていること、適正処理の基準が整備
されていないことが課題となる。タイ国内で発生する WEEE に対して、適正処理のキ
ャパシティが不足していることも指摘されている。

34 PCD (2016) “WEEE Management in Thailand Pollution Control Department Ministry of Natural Resources
and Environment Thailand”, Roundtable on addressing the issue of e-waste in consumer electronics value
chains through responsible business conduct in South-East Asia (7 June 2016) や、 DIW (2018) “A Capacity
Building Project for Electronic Waste Dismantling and Recycling Factories” (FY2018)では、WEEE の大
部分がインフォーマルセクターによって処理されており、これらの処理が環境上適正な管理ではない
ことや、人々の健康や環境に対して大きなリスクとなることを指摘している。
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図表 41

タイにおける WEEE マテリアルフロー別の課題
有害物質

68,760 t

9,052 t

適正
処理業者

産業発生WEEE

処理
+9,052 t

66,382 t
リユース店
2,790 t

60,052 t

中古品

家庭等
（使用中＆
退蔵）

年間
515,924 t
増加

669,315 t

回収システムがないため、
家庭に退蔵orリユース
ショップに流れやすい

+177,983 t

フォーマルセ
クターへ

57,248 t

リユース品

111,601 t
廃棄物
取扱業者

76,247 t
高価値の
WEEE

製品販売

6,675 t

WEEE
として売却

リサイクル

リサイクル可能物

リサイクル可能物

126,819 t
インフォーマル
セクターへ

インフォーマ
ル解体業者
有害物質

15,218 t

19,897 t
低価値の
WEEE

一部のWEEEは一般
廃棄物などに混入

廃棄
（Dump）
+35,116 t

高価買取が可能なリ
ユースショップなどに流れ
やすい

（出所）各種資料をもとに MURC 作成

47

高価買取が可能なイン
フォーマルセクターに流れ
やすい

適正処理できる業者の数が
少ない

３.１.２ 制度構築に向けた状況
現在、WEEE 法案を作成するなかで、PCD による関係省庁の役割の明確化や
WEEE 管理方法に関するガイドライン作成、DIW による WEEE 処理方法に関する
ガイドライン作成、FTI による各種パイロットプロジェクトが進められている。各主
体の取組を合わせると、3 つ（回収システム、適正処理の確保、費用回収・資金管理
方法）の必要な項目について検討を行っていることになるため、これらの取組によっ
て WEEE 関連制度が具体化されていくことが見込まれる。
一方、現状の WEEE 法案では、製造業者に責任の大半が課される状況となってお
り、将来的に制度運用していくことを考慮すると、現実的ではないものと考えられる。
特に、家庭由来の WEEE の回収を促進していくためには、排出者である消費者の理
解・協力を得ることが重要である。消費者が一定の役割を担うことできるように、消
費者の役割を明確にし、理解・協力を得ていくことが必要となり、そのための施策が
求められる。

図表 42

各主体における今後の見通し
PCD

回収システム

DIW

FTI
（製造業者＋リサ
イクラー等）

WEEE管理方法に
関するガイドラインの
作成

パイロットプロジェク
トの実施
WEEEの処理方法
に関するガイドライン
の作成

適正処理の確保

費用回収・資金
管理方法

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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・WEEE管理（処
理）にかかるコスト
の算定にかかるプロ
ジェクト
・WEEE管理のモ
デルの構築に関す
るプロジェクト

３.１.３ 今後の方向性
（1）全体の方向性
制度構築に向けては特に、回収システム、適正処理の確保、費用回収・資金管理方
法の検討が必要になると考えられる。これら 3 つの観点から、タイにおける WEEE 関
連法制度の現状・課題および考えられる方向性について整理した（図表 43）。なお、
WEEE 関連制度の構築に関する課題としては、ASEAN 地域において共通する課題も
多いため、これとタイの状況を踏まえた特有の課題を分けて整理しているほか、方向
性を整理している。
まず回収システムに関しては、WEEE 法案において take back center の設置・運用が
想定されているが、これを具体化することが必要になる。また、現状の WEEE 法案で
は、EPR の考え方のもとで製造業の責任や役割（負担）が大きく、重要な関係主体で
ある消費者などの役割が不明確な状況となっている。将来的に家庭由来の WEEE の回
収を進めるためには、消費者が一定の役割を担うことが重要であり、消費者の理解・
協力を得るための取組が必要である。
適正処理の確保に関しては、工場法上の許可工場（105・106）が WEEE の処理を行
うことが想定されている。現状、WEEE に特化した明確な処理基準がなく、許可工場
であっても、WEEE の適正処理が行われるとは限らない。現在、DIW が中心となり、
WEEE の適正処理基準に関連するガイドラインを作成している。引き続き、WEEE の
適正処理方法・基準の明確化し、ガイドラインの作成を進めていく必要がある。
費用回収・資金管理方法に関しては、WEEE 法案では、費用回収や資金管理方法に
ついて明確な規定は存在しない。現状では、EPR の考え方のもと、製造業者の責任や
役割（負担）が大きくなることが予想される。FTI 等から、各主体の役割分担の在り
方について意見が出されており、各主体間での議論をとおして、責任や役割分担の在
り方を再検討する必要がある。
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図表 43

WEEE 関連法制度の現状、課題・方向性

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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（2）消費者の理解・協力を得るためにとりうる施策
タイにおいては、PCD、DIW、FTI が中心となり、WEEE 関連法制度（WEEE 法案
策定）に向けて、積極的な取組が行われているところである。そのため、制度構築に
必要な要素のいくつかについては、今後ある程度の進展が見込まれる。
一方、WEEE の回収を促進するにあたっては、消費者の理解・協力を得ることが課
題となり、これに対する施策を行う必要がある。本事業では、我が国の家電リサイク
ル法制定に伴う消費者の理解・協力を得るための施策例を整理した。加えて、タイに
おける消費者の理解・協力のもとで実施される取組事例を整理した。これらを参考に、
WEEE 関連制度構築において、消費者の理解・協力を得るためにとりうる施策を検討
した。

1） 我が国の施策例
我が国の家電リサイクル法においては、消費者に対して①対象製品の小売業者等へ
の適正な引渡し、②収集・運搬、再商品化等にかかる費用の支払いを行うことを求め
ている。消費者は一定の役割を担うこととなっており、消費者の理解・協力なくして
は制度が機能しない。
我が国政府は、家電リサイクル法制定に伴い、消費者の理解・協力を得るための施
策を実施している。本事業では、主な施策として「普及啓発の実施」、
「排出利便性の
向上」、「リサイクル料金の透明化および低減化」を取り上げ、内容を整理した。
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① 普及啓発の実施
我が国では、消費者の理解・協力のもとで廃家電の回収を促進するため、各主体が
連携して周知・広報活動を行っている。近年の活動としては、①ポスターを活用した
周知・広報活動、②経済産業局・地方環境事務所と商業組合との連携（説明・意見交
換等）、③経済産業局・地方環境事務所等による家電リサイクルプラント見学会、④
Web サイトにおける情報発信や、政府広報との連携がある。
他にも不法投棄対策での普及啓発が行われており、各自治体が積極的に取組んでき
ている。具体的には、ポスターやチラシの掲示・配布などが行われている。
政府による独自の取組だけでなく、民間企業等と連携することで、効果的な情報発
信が行われている。政府からの情報発信だけでなく、消費者に近い主体、リサイクル
の現場に近い主体などと連携した取組が重要と考えられる。

図表 44

政府による周知・広報活動の例

（出所）産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイ
クルワーキンググループ 中央環境審議会循環社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会 第 37
回合同会合 資料 3-1 「排出者（消費者等）に対する周囲・広報活動等について」
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② 排出利便性の向上
我が国では、消費者の排出利便性（容易に引渡しできる等）を向上させるための取
組が行われてきた。家電リサイクル法では、小売業者が持つ配送網を利用して廃家電
を回収することで排出利便性と回収の効率化が図られており、そのため、小売業者に
一定の要件を満たす廃家電について引取義務を課している。要件を満たさず小売業者
に引取義務が課せられていない廃家電については、自治体による回収が原則とされて
いるが、一部回収体制が十分でないことから、消費者が容易に引渡しできるようにす
るための取組が行われている。
具体的には、環境省により「小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイ
ドライン」が発表されている。同ガイドラインは市町村が従うべきものである。小売
業者の引取義務外品の回収体制の構築の要件、必要な取組（住民へのわかりやすい情
報の提供など）のほか、市町村の取組事例なども記載されている。
また、インターネット手続きの活用、郵便局における家電リサイクル券の運用など
も進められている。消費者が廃家電を容易に引き渡すことができる体制を整え、その
情報が消費者に伝わるように各種取組が行われている。

図表 45

「小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン」で示される
小売業者の引取義務外品の回収体制の例

（出所）環境省「小売業者の引取義務外品の回収体制構築に向けたガイドライン」
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③ リサイクル料金の透明化および低減化
我が国の家電リサイクル法では、費用回収に関する議論が行われた末、消費者が廃
棄時にリサイクル料金を支払うことが定められた。我が国では、以前からごみの有料
化を行っていた自治体が多かったこともあり、消費者が比較的スムーズにリサイクル
料金の支払いを受け入れたものとみられる。
一方、消費者の理解・協力を得続けるために、排出時に支払いを求められる料金の
低廉化や透明化が重要である。このため、製造業者等がリサイクルのためのコストと
して支払いを求めることができる再商品化等料金（リサイクル料金）は、あらかじめ
製造業者等が定めて公表されなければならず、また、リサイクル等に必要な行為を能
率的に行った場合における適正な原価を超えてはならないと定められている。これを
担保するため、製造業者等が収受するリサイクル料金の設定リサイクルに要した費用
の内訳の公表も行われている。小売業者が求めることができる収集・運搬料金も、あ
らかじめ消費者に対して表示されなければならない。これらにより、リサイクルに関
する情報の公開と料金の低減が図られており、消費者の理解・協力を得ることに貢献
しているものとみられる。

図表 46

公表された製造業者等の再商品化等費用の内訳

（出所）産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイ
クルワーキンググループ 中央環境審議会循環社会部会家電リサイクル制度評価検討小委員会 第 22
回合同会合 資料 7 「製造業者等による再商品化等費用の実績とその内訳に関する報告等の結
果」
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2） タイにおける取組事例
タイでは、プラスチック問題等による環境意識の高まりの中で、消費者の理解・協
力のもとで実施される取組が現れつつある。特にペットボトルのリサイクルにおいて、
消費者が一定の役割を担っている事例が存在する。WEEE 制度構築において、将来的
に消費者の理解・協力を得るための施策を考える上で、これらの取組事例が参考にな
る可能性がある。
本事業では、近年の取組として、PTTGC（PTT Global Chemical）や寺院が実施する
取組、Wongpanit と SuntoryPepsiCo が構想する取組を取り上げ、概要を整理した。

① 事例①：PTTGC（PTT Global Chemical）や寺院による取組
PTTGC はタイの寺院と連携し、ペットボトルのリサイクル事業を実施している同
事業では、消費者が使用済ペットボトルを寺院に寄付、回収されたペットボトルを原
料として PTTGC が再生繊維を生産し、寺院は再生繊維を使用して袈裟を生産する。
ここでは、既に存在する消費者と寺院のつながりが機能し、消費者の理解・協力を促
すものとみられる。

図表 47

PTTGC と寺院によるペットボトルリサイクル事業

PTTGC
・ペットボトルの回収
・再生繊維の生産
・事業のコーディネート 等

ペットボトル
（圧縮済）
再生繊維
（袈裟用）

使用済ペットボトル（寄付）
消費者

寺院
・ペットボトル回収拠点
・再生繊維を使用した袈裟の生産
及び販売（収入の寄付） 等

・寺院へのペットボトルの引渡し 等

（注）調査実施時点で確認できたフローのみ記載している。
（出所）各種資料をもとに MURC 作成

55

② 事例②：Wongpanit と SuntoryPepsiCo による取組
2019 年、Wongpanit と SuntoryPepsiCo が連携し、ペットボトルのリサイクル促進を
目的とした事業を行うことが発表された。同事業では、SuntoryPepsiCo 製の使用済ペ
ットボトルについては、Wongpanit が市場平均価格よりも高値で買取りをすることと
なっている。使用済ペットボトルを高値で買取ることによって、消費者のインセンテ
ィブを高めることが想定されている。なお、Wongpanit に問い合わせることで、毎日
の買取価格を確認できるとのことである。
ここでは、消費者の認知度の高い企業による周知・広報、既存の集荷網、高値での
買取りによるインセンティブが機能し、消費者の理解・協力を促すものとみられる。

図表 48

Wongpanit と SuntoryPepsiCo によるペットボトルリサイクル事業

Suntory
PepsiCo
・消費者への周知・広報
・再生材活用の促進 等

飲料製品

消費者

使用済ペットボトル（買取）

Wongpanit
・消費者への周知・広報
・ペットボトル回収・処理
・PepsiCo製品の識別、市場価格
よりも高値での買取 等

・ペットボトルの引渡し（売却）
等

（注）調査実施時点で確認できたフローのみ記載している。
（出所）Suntory PepsiCo ウェブサイトなどをもとに MURC 作成（2020 年 2 月確認）
（https://www.suntorypepsico.co.th/update/Wongpanit）
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3） まとめ
我が国家電リサイクル法制定に伴う消費者の理解・協力を得るための施策例、およ
びタイにおける消費者の理解・協力のもとで実施される取組事例をもとに、WEEE 関
連制度構築において消費者の理解・協力を得るためにとりうる施策を検討し、図表 49
に整理した。消費者に効果的な周知・広報を行っている主体と連携した普及啓発の実
施、既に存在するつながりや集荷網を活用することで排出利便性を向上させる施策な
どが考えられる。

図表 49

消費者の理解・協力を得るためにとりうる施策（案）
日本の事例

普及啓発

 ポスターを活用した周
知・広報
 説明会の開催
 工場見学会の開催
 特設のウェブサイト開設
 ラジオ番組や新聞等で
の周知

排出利便性の
向上
（インセンティブ
の付与）

 小売業者に対する引取
の義務付け
 市町村による回収体制
構築の促進
 消費者に対するわかりや
すい情報（引渡し方法
等）の発信

事例①を参考にした施策
（案）

事例②を参考にした施策
（案）

 寺院を通したWEEEの
回収・処理に関する必
要性等の周知

 ペットボトル等の他の廃
棄物の引取等とあわせ
てのWEEEリサイクルの
必要性等の周知

 消費者と寺院とのつなが
りを活かしたWEEE集荷
システムの構築

 廃棄物回収業者が行っ
ている他の廃棄物（ペッ
トボトルなど）の集荷網
の活用促進
 製造業者やリサイクラー
が主導するデポジット制
度（または買取制度）
の促進

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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３.２ ELV 関連法制度上の課題・制度構築の方向性
３.２.１ マテリアルフロー別の課題
タイにおける ELV の適正処理に向けた現状の主な課題をマテリアルフローに沿っ
て整理した図を図表 50 に示す。
回収・流通面の課題としては、ELV の回収システムが存在しないことから、有価で
の買取が可能な中古自動車店に流れ、その後インフォーマルセクターに大半が流れて
いるとみられる。さらに、使用期間が長いほど自動車税が下がるため、長期使用への
インセンティブとなり、環境性能が低い自動車が多く流通し、大気汚染（PM2.5）な
どの問題を引き起こしていると考えられる。また、自動車税未払いのために登録停止
された自動車の追跡、把握が難しいため、インフォーマルセクターへの引渡し、不法
投棄が助長されている可能性がある。
処理面での課題としては、インフォーマルセクターでの不適正処理によって健康被
害、環境汚染が発生している可能性が複数の既存研究において指摘されている35。加
えて、ELV の適正処理が可能な事業者が限られており、発生量に対して適正処理のキ
ャパシティが不足していることも大きな課題である。たとえ制度構築によって回収シ
ステムが確立されたとしても、それを処理するだけの十分なキャパシティが存在しな
ければ適正な処理は保障されないため、適切な解体方法の明確化、解体ライセンス制
度の構築により、適正処理可能な事業者の市場参入を促していくことが課題となる。

35 ERIA, Vehicle Recycling in the ASEAN and other Asian Countries(2017)では、小規模で技術水準の低
い主体（small law technology units）ELV の解体を主に行っており、不法投棄の禁止やフロン回収な
どの環境対策が不十分であること、解体やリサイクルプロセスにおける労働衛生（occupational health）
が懸念されることが述べられている。また、NEDO「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事
業海外実証（タイ王国で発生する使用済自動車の効率的かつ適正な資源循環システム構築（実現可能
性調査））」では、フロンの未回収、廃油の土壌への染み出し、廃液の垂れ流しなどの環境負荷の大
きい解体を行う業者が存在することが指摘されている。
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図表 50

タイにおける ELV マテリアルフロー別の課題

新車
115
万台

自動車メーカー、
輸入販売事業者

事故車

警察、保
険会社

自動車ユーザー
（家庭、企業
等）

中古車
輸入規制のため
今後はゼロ

1,800万台

修理自動車︑
中古自動車

使用済自動車

1万台

許可事業者

0.5万台

中古部品

中古自動車販売
業者、部品販売
業者

インフォーマル
解体業者

17万台

基板・バッ
テリー等

中古自動車輸入
業者

中古自動車販売
業者、部品業者

鉄スクラップ
銅・アルミス
クラップ

ELV

国内外製錬業者、
電炉

3万台
輸出

修理自動車、
中古自動車

高価買取可能な中
古自動車店に流れ
やすい

処分、投棄
廃棄物

修理・再販不可能な自動車の引き渡
し先として、高価買取可能なイン
フォーマル業者に流れやすい

現状の自動車税制度におい
ては、長期間使用するほど消
費者にメリットがある

登録が停止された自動
車の追跡、把握が難し
い

適正処理できる業者
の数が少ない

（出所）MURC 作成

３.２.２ 制度構築に向けた状況
PCD は、ELV リサイクル関連制度の構築に向けた調査を実施している段階であり、
制度構築に至るには時間がかかるものとみられる。調査内容は、タイ国内の自動車台
数、ELV の発生台数推計、ELV 発生にともなう社会・経済・環境への影響、タイ国内
における ELV リサイクルのキャパシティに関する調査等である。
また、ELV 関連制度の構築にあたっては、既存の自動車関連制度（自動車登録制度、
自動車税制度、車検制度、自動車抹消登録制度等）との調整が課題となる。ELV の回
収を実現するため、必要に応じて既存制度の見直しが必要となる。自動車関連制度は
基本的に DLT の管轄となるため、DLT が検討に参画することが求められる。DLT の
担当者は、すでに一部の検討に参画しているとのことである36。
一方、NEDO、MOI/IEAT、豊田通商等が中心となり、適正な ELV リサイクルシス
テムの実証を行っている。短期的には、同実証を通して、適正な ELV リサイクルシス
テムが確立される見込みであり、適正処理方法・基準の明確化、解体ライセンス制度
の構築に貢献することが期待される。
現状、費用回収・資金管理方法に関する具体的な検討は行われていないものとみら
れる。

36 現地ヒアリングより
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３.２.３ 今後の方向性
（1）全体の方向性
制度構築に向けては特に、回収システム、適正処理の確保、費用回収・資金管理方
法の検討が必要になると考えられる。これら 3 つの観点から、タイにおける WEEE 関
連法制度の現状・課題および考えられる方向性について整理した（図表 51）。なお、
WEEE 関連制度の構築に関する課題としては、ASEAN 地域において共通する課題も
多いため、これとタイの状況を踏まえた特有の課題を分けて整理しているほか、方向
性を整理している。
まず回収システムに関しては、既存の自動車関連制度との調整が課題となる。適正
な廃車や買い替えのための環境が整っておらず、登録が停止された自動車を乗り続け
ることや、不法投棄を行うことを助長している可能性がある。そのため、既存の自動
車関連制度を見直すことで、廃車・買い替えのための環境整備やそれらのインセンテ
ィブを大きくしていく必要がある。その他、タイ国内の自動車使用年数、発生台数、
経済・社会・環境への影響を調査し、調査結果に基づいて ELV 回収スキームの構築を
目指す必要がある。
適正処理の確保に関しては、ELV に特化した明確な処理基準がなく、許可工場であ
っても、ELV の適正処理が行われるとは限らない。NEDO、MOI/IEAT、豊田通商等が
中心となり、適正な ELV リサイクルシステムを構築するための実証を行っている。適
正処理方法の確保のために、同実証をもとに、ELV の適正処理方法・基準の明確化、
解体ライセンス制度構築を進めていく必要がある。
費用回収・資金管理方法に関しては、具体的な検討に至っていないため、リサイク
ル費用・回収費用の負担主体、回収した資金を運用する主体、タイに適した形で費用
回収・資金管理方法などを検討していく必要がある。特に、PCD、MOI/IEAT に加え
て、DLT も主要な関係主体となるため、DLT が検討に参画することが求められる。
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図表 51

ELV 関連法制度の現状、課題・方向性

（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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（2）タイにおける自動車税および自動車抹消登録制度の方向性
ELV の回収システム構築にあたって、自動車税、自動車抹消登録制度などの既存制度
の見直しが優先的な課題となる。そのため、自動車税、自動車抹消登録制度の問題点や
見直しの方向性などを検討する必要がある。本事業では、現地ヒアリングなどで得られ
た同制度の問題点について、日本の自動車税、自動車抹消登録制度を参考にしながら、
見直しの方向性を検討し、図表 52 に整理した。
日本では、自動車税や自動車重量税について、最初の登録から 13 年を超えると税額
が増加することとなっている。また、抹消登録制度も整備されており、自動車リサイク
ル法が制定された際にも、抹消登録制度の手続きが調整されている。その他、廃車や買
い替えによる自動車税の還付制度も整えられている。
自動車税については、自動車税が使用年数に限らず一定となるか、使用年数が上がる
につれて増加するような仕組みの検討が考えられる。自動車抹消登録については、抹消
登録の明確な義務付け、廃車や買い替えに対する税制優遇措置の導入、自動車の追跡が
できるような情報管理管理体制の構築などが考えられる。

図表 52

自動車税

自動車
抹消登録

自動車関連制度の見直しの方向性（案）

タイにおける問題

日本の例
（どう対応しているか）

方向性（案）

①車両法に基づき、自動車の
（最初の登録からの）使用
年数が上がるほど、自動車税
が安くなるため、買い替えのイ
ンセンティブがない

①自動車税、自動車重量税
は最初の登録から13年を超
えると増額となる

①自動車税が使用年数に限
らず一定となる、または使用年
数が上がるほど増加するような
仕組みの検討

①使用停止時の抹消登録制
度が整備されていない（未払
い時以外の抹消登録義務は
明確に確認されていない）
②廃車・買い替えのインセン
ティブがない
③登録が停止された自動車
の追跡ができない

①一時抹消、永久抹消登録
の義務付け
②使用済自動車に係る自動
車重量税廃車還付制度によ
り、抹消登録をした場合に一
定税額が還付される
③自動車情報管理センターに
よって、オンラインで情報管理
が行われている

①一時抹消、永久抹消登録
の明確な義務付け
②廃車や買い替えに対する税
制優遇措置の導入
③国や第三者機関による情
報管理体制（オンライン）の
構築

（注）車両法対象自動車のうち、7 人乗り以下の乗用車に関する制度を想定している。
（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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II. インドネシア
１．リサイクル関連フローの現状
１.１ 電気電子機器廃棄物（WEEE）
本項では電気電子製品の生産・販売・使用段階、廃棄段階、処理段階の各工程におけ
る現状を整理し、マテリアルフローの推計を行う。
１.１.１ 生産・販売・使用段階
インドネシアにおける家電の販売台数のデータとしては、Euromonitor 社が提供す
る 2004 年〜2023 年（一部は予測値）のデータを利用可能である。インドネシアでは
WEEE の発生量が急激に増加しており、直近年では 4 品目合計で 3,500 万台の販売台
数となっている（図表 53）。
インドネシアにおける家電の市中ストック量（使用中や退蔵している製品のほか、
リユースショップ等で流通している中古品も含む）は明確には不明だが、後述する廃
棄台数推計と販売台数の累計値の差を取ると、3 億台程度がストックとして存在して
いるとみられる（図表 54）。

図表 53 家電 4 品目の販売台数（千台）
（千台）
40,000

30,000

20,000

10,000

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
エアコン

テレビ

（出所）Euromonitor より MURC 作成
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冷蔵庫

洗濯機

図表 54 家電 4 品目（合計）のストック量（千台）
（千台）

400,000

300,000

301,582
200,000

386,913

100,000

85,330
0
2017年までに販売された台数

2017年までに廃棄された台数

現在の市中ストック台数

（出所）MURC 推計

１.１.２ 廃棄段階
（1）廃棄時の消費者行動
バンドン工科大学の Dr. Benno が 2018 年に実施した研究37では、バンドンの家庭お
よび TPS（一次集積所）に対してアンケート調査を行い、バンドン市内における WEEE
のフロー推計を行った。消費者による WEEE の処理方法としては、大きく分けて 3 種
類あり、重量ベースでは家庭内での保管が最も多く（39%）、次に家族や友人への譲渡
（37%）、中古ショップへの販売（21%）が続くと推計されている。
インドネシアの地方を対象とした WEEE のフローの構築に関するその他の既存研
究としては、DKI Jakarta における Rimantho et al. （2019）の研究 38や、Depok 市にお
ける Dwicahyanti（2012）の研究39、Yogyakarta 市における Rochman（2017）の研究40
がある。

37 BENNO RAHARDYAN DAN RAHMI UTAMI “Aliran dan timbulan e-Waste”, Sehari Pendekatan EPR
dalam Mengurangi Penyebaran PBDE Pada E-Waste. Rabu, 18 September 2018.
38 Rimantho, D., and E. Noor. "Eriyatno, dan Efendi, H.(2019). Penilaian aliran limbah elektronika di DKI
Jakarta menggunakan Material Flow Analysis (MFA)." Jurnal Ilmu Lingkungan 17.1: 120-129.
39 Dwicahyanti (2012) ”UNIVERSITAS INDONESIA IDENTIFIKASI MATERIAL E-WASTE
PERANGKAT KOMPUTER DARI JASA PERBAIKAN KOMPUTER DI KECAMATAN CIMANGGIS
KOTA DEPOK”
40 Rochman, Fauziah F., Weslynne S. Ashton, and Mochamad GM Wiharjo. "E-waste, money and power:
Mapping electronic waste flows in Yogyakarta, Indonesia." Environmental Development 24 (2017): 1-8.
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インドネシア全体を対象とした WEEE のフローの構築を行った既存研究としては、
豊橋技術科学大学の Andarani 氏らの研究（Andarani and Goto 2014）41がある。同研究
では、インドネシア全体（スマトラ、ジャワ、カリマンタン、スラウェシ、パプア）
の 213 人への書面およびウェブアンケート調査によって推計の前提となるデータ収集
が行われた。同研究の特徴は、低所得世帯と高所得世帯とでフローが異なることを前
提としている点であり、低所得世帯から 91 名の回答を、高所得世帯から 122 名の回
答を収集している。同調査結果より、多くの使用済み機器がリユースや家庭内での保
管に回っている実態が確認されている（図表 55）。

図表 55 Andarani and Goto (2014)における WEEE のフロー

（出所）Pertiwi Andarani and Naohiro Goto. "Potential e-waste generated from households in Indonesia
using material flow analysis." Journal of Material Cycles and Waste Management 16.2 (2014): 306-320.
（注）MP：携帯電話、PP：ノート PC、DP：デスクトップ PC、WM：洗濯機、RF：冷蔵庫、
TV：テレビ

（2）発生量推計
インドネシアにおける WEEE の発生量を推計した既存調査を比較整理した結果を
図表 56 に示す。
経済産業省（2019）42では、過去の販売台数をもとにインドネシアにおける WEEE
41 Pertiwi Andarani and Naohiro Goto. "Potential e-waste generated from households in Indonesia using
material flow analysis." Journal of Material Cycles and Waste Management 16.2 (2014): 306-320.
42 経済産業省（2019）「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」
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の発生量を推計しており、2017 年時点では約 550 万台の WEEE（家電 4 品目に限る）
が発生していると推計されている。同調査では、PC および携帯電話の発生台数も推計
していることから、これらの品目を追加し、推計値を重量ベースに変換すると、約
184,000 トンの発生量と推計された。
国連大学が実施している各国における WEEE の発生量推計では、2014 年時点で約
745,000 トン、2016 年時点で 1,274,000 トンと推計されている。同推計では、6 つの大
きなカテゴリに含まれる機器を WEEE と定義して推計を行っており、家電 4 品目のほ
か、照明機器、小型家電等、広範な品目が含まれる。
Andarani and Goto (2014)では、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、PC、携帯電話を対象に推
計を実施しており、2015 年にインドネシア全体で 285,000 トンが発生すると推計して
いる。同研究ではエアコンを対象としていないが、それにもかかわらず経済産業省の
既存調査 42 と比べて発生量が大きく推計されている。理由としては主に、Andarani and
Goto (2014)では、製品寿命をアンケート調査に基づき決定していること、また、使用
期間に確率分布を仮定していないことが挙げられる。

図表 56 既存研究における WEEE の発生量推計の比較
実施主体

対象品目

1)

経済産業省(2019)

家電 4 品目、
PC、携帯電話

2)

Baldé et al. (2015) 家電、小型家
（国連大学推計） 電等

745,231 ton

3)

Baldé et al. (2017) 家電、小型家
（国連大学推計） 電等

1,274,000
ton

同上

2016

4)

Andarani and Goto
(2014)

285,000 ton

テレビ：約 11 年（注 2）
洗濯機：約 7 年
冷蔵庫：約 10 年
携帯電話：約 5 年
デスクトップ PC：約 7 年
ノート PC：約 6 年

2015

テレビ、洗濯
機、冷蔵庫、
PC、携帯電話

WEEE 発 生
量
184,402 ton

想定する製品寿命
エアコン：約 22 年
洗濯機：約 18 年
冷蔵庫：約 22 年
テレビ：約 9 年
PC：約 6 年
携帯電話：約 4 年
エアコン：約 17 年（注 1）
洗濯機：約 12 年
液晶 TV：約 9 年
ノート PC：約 4 年

推 計
年度
2017

2014

（出所）以下の各種資料より作成
1) 経済産業省（2019）「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」
2) Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., Huisman, J. (2015), The global e-waste monitor – 2014, United
Nations University, IAS – SCYCLE, Bonn, Germany.
3) Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. : The Global E-waste Monitor – 2017, United
Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste
Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.
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4) Andarani, Pertiwi, and Naohiro Goto. "Potential e-waste generated from households in Indonesia
using material flow analysis." Journal of Material Cycles and Waste Management 16.2 (2014): 306-320.
（注 1）国連大学推計で用いられた製品寿命は明記されていないが、寿命の確率分布の図から推測
される最頻値を記載。
（注 2）Andarani and Goto (2014)では、マテリアルフローにおける各所有主体の保有年数をアンケ
ートより推計していることから、ここでは製品寿命（購入から廃棄に至るまでの年数）として各所
有主体の保有年数を合計した値を記載している。

そこで本調査における推計値としては、製品寿命には確率分布を仮定するが、パラ
メータとして利用する平均的な製品寿命については Andarani and Goto (2014)の値を
引用することとする。
以上の前提に基づき、2017 年から 2050 年までの発生量推計を行った結果を図表 57、
図表 58 に示す。なお、統計より販売台数が得られない期間については、経済産業省
（2019）の方法を踏襲し、一人当たり GDP の対数を単位人口あたり販売台数に回帰
することで推計を行った。結果より、2017 年の WEEE の発生量（重量ベース）は約
464,000 トンと推計された。

図表 57 WEEE 発生量の推計（インドネシア、台数ベース）
（千台）
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（出所）MURC 推計
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携帯電話

デスクトップPC

ノートPC

図表 58 WEEE 発生量の推計（インドネシア、重量ベース）
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（出所）MURC 推計

１.１.３ 処理段階
（1）正規業者
インドネシアでは、WEEE を取り扱っている正規業者の数は数えるほどである（図
表 59）。WEEE は B3 廃棄物に当たることから、処理には B3 廃棄物処理の許可が必要
となる。B3 廃棄物であることから、通常は逆有償で処理を引き受けることとなるた
め、一般的に正規事業者は有価で買い取りを行うインフォーマル業者に対して買い付
けで劣後してしまう。
このような状況を踏まえ、PT. Citra Asia Raya は国営収集運搬業者の Bhanda Ghara
Reksa (BGR) 社と連携し、実質有価で家庭から WEEE を購入するプロジェクトを開始
した。インドネシアでは、WEEE であっても有価で販売できる場合が多く、家庭から
の WEEE の回収は容易でないことから、同社では WEEE の提供を行った家庭に対し
てポイントを付与して回収を進めている43。得られたポイントは BGR 社が提供する
他の製品と交換できるため、WEEE を提供することへのインセンティブとして機能し
ている。環境面への貢献を意識した CSR の観点から実施している事業であり、WEEE
が有する危険性などを教育しながら回収を行っている。

43 2020 年 1 月 PT. Citra Asia Raya ヒアリング
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図表 59 インドネシアにおいて WEEE の処理・リサイクルを行う主な正規事業者
企業名
PT Prasadha

取扱品目

従業員数

有害廃棄物全般

700 名

資本構成

WEEE
処理量

日 本 （ 95% ）

Pamunah Limbah

インドネシア政府 僅か

Industri (PPLi)

（5%）

PT. TES-AMM

主 に 工 場 、 オ フ ィ ス 由 来 の 作業員 7

Indonesia

WEEE

PT. Citra Asia Raya

WEEE、金属系製品端材

名程度
-

(CAR)
PT. Teknotama

PT Mukti Mandiri
Lestari

インドネシア・中
国

PC、コピー機、音響機器、カメ

2,000 トン

600 トン

-

Lingkungan Internusa ラ、その他家電製品、電線など
（TLI）

シンガポール

インドネシア

13,000 トン

の WEEE やタンカー船の廃油
WEEE 、 化 学 廃 棄 物 、 プ ラ ス 事務職 20
チ ッ ク ス ク ラ ッ プ 、 金 属 ス ク ラ ッ 名、作業員 インドネシア
プ、液体廃棄物、固体廃棄物 80 名

（出所）各種資料より MURC 作成
（注）売上高はいずれも開示なし。
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60 トン

（2）インフォーマルセクター
インドネシアでは、基本的に WEEE はインフォーマルセクターによって処理されて
いるが、その主要な要因として、WEEE の有する価値が大きいことが挙げられる。家
庭由来の WEEE は一次集積所では存在が確認できるが、公共の埋め立て地には見られ
ないことから、埋め立て地にたどり着く過程で抜き取られていると考えられ、そのこ
とが WEEE の価値の大きさを示している44。実際に、WEEE の回収をもとに生計を立
てているスカベンジャーは、インドネシアの平均収入に近い収入を得ていることも既
存調査より明らかとなっている45。インフォーマルセクターでの処理過程については、
国立環境研究所の吉田氏らの研究 (Yoshida et al. 2016) 46に詳しい。
消費者から中古ショップに流れた後のフローとしては、大きく 2 つのルートがある
47 。一つ目のルートはリファービッシュであり、中古ショップにて解体後、利用可能

な部品を他の製品に使うことで再使用されている。もう一方のルートはリサイクルで
あり、機器や各部品はマテリアルとして利用される。リファービッシュのほうが中古
ショップとしての利益は大きく、流れる数量としても多い。消費者から直接廃棄され
る量や直接リサイクラーに回る量は大きくないと考えられ、実際に、リペアショップ
から廃棄される WEEE の量が大きいことが既存研究でも指摘されている48。
リサイクルされる場合は、中古ショップからジャンクショップへ流れ、その後さら
にリサイクル業者に流れた先で行われる。ジャンクショップ自らリサイクルを実施す
るわけではなく、処理自体はさらにリサイクルを専門に行う業者に流れて実施される
こととなる 47。主に貴金属やプラスチックのリサイクルが行われており、リサイクラ
ーにおいて PBDE などに起因する健康被害も発生していると考えられる。
なお、インドネシアでは、中古品の輸入を原則禁止しているが49、インドネシアで
販売されている電気電子製品のうち 40%程度は不法に輸入された中古品であるとの
推計もある50。

44 Rochman, Fauziah F., Weslynne S. Ashton, and Mochamad GM Wiharjo. "E-waste, money and power:
Mapping electronic waste flows in Yogyakarta, Indonesia." Environmental Development 24 (2017): 1-8.
45 Rochman(2017)では、WEEE のスカベンジャーが年間約 1,005USD の収入を得ており、これは平均的
な収入の 80%ほどとなることを示している。
46 Yoshida, A., Terazono, A., Ballesteros Jr, F. C., Nguyen, D. Q., Sukandar, S., Kojima, M., & Sakata, S.
(2016). E-waste recycling processes in Indonesia, the Philippines, and Vietnam: a case study of cathode ray
tube TVs and monitors. Resources, Conservation and Recycling, 106, 48-58.
47 バンドン工科大学 Enri 教授および Benno 氏へのヒアリングより
48 Dwicahyanti（2012）が Depok 市の Cimanggis 地区の修理サービスからの PC 機器等の WEEE の同定
について行った研究では、発生した WEEE の平均は 12.3 kg /日であることがわかった。 23 の修理サ
ービスのうち 11 は、発生する使用済み機器を再利用している。
49 経済産業省（2019）「アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向けた調査報告書」
50 Shunichi Honda, Deepali Sinha Khetriwal & Ruediger Kuehr (2016), Regional E-waste Monitor: East and
Southeast Asia, United Nations University ViE – SCYCLE, Bonn, Germany. p193
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図表 60 インフォーマルセクターによって回収された WEEE

（出所）KLH(2014) ”Indonesia EWaste Management (Current Situation)” 2014 International ewaste
Management Network in HanoiVietnam

（3）ごみ銀行
インドネシアでは、ごみを回収して現金と交換できるごみ銀行（Bank sampah）と呼
ばれる回収所が存在している。ごみ銀行では、消費者が持参するごみの重量を計量し、
品目に応じた単価を重量に掛けた金額を個人の通帳に記録していく（図表 62）。消費
者は、ごみを持参したその場で対価をもらえるわけではなく、通帳に蓄積された預金
を、1 年間に 1 回現金として引き出せる51。
Depok 市のごみ銀行へのヒアリングによると、ごみを消費者から集めるのは 1 週間
に 1 回であり、各回収所で決められた回収日に合わせて、収集業者がトラックで巡回
している（図表 63）。Depok 市内には 2 つの収集業者が存在しており、それら業者が
ごみ銀行での引取価格も決定している（図表 64、図表 61）。収集業者は回収後、プラ
スチック等は圧縮処理等した上で、他の業者に引き渡している。ペットボトル等のプ
ラスチック類は輸出されている場合が多く、輸出先は台湾等である。WEEE 類はほか
の業者に販売しているが、その引渡し先がどのような処理を行っているかは把握して
いないとのことであった。
利益よりも環境的・社会的活動として実施している取組であり、ごみ銀行の職員は
基本的にボランティアとして活動を実施している。そのため、活動の持続可能性は確
かではないが、現時点では Depok 市に登録されているごみ銀行のごみ回収所は 350 ほ
どにも上り、大規模に活動が展開されている52。

51 ヒアリングによると、頻繁にごみを預けに来る消費者では、1 年間に 600,000Rp ほどの預金が貯まっ
ているとのことである。
52 さらに登録されていない収集所も含めると、600 程度の収集所が Depok 市内に存在すると思われる
とのことであった。ただし、ヒアリングを実施した区内では、以前は 120 ほどの回収所があったが、
現在は 60 程度に減少しているとのことであった。
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図表 61 ごみ銀行における WEEE の価格
品目
冷蔵庫
テレビ
エアコン
洗濯機
PC
携帯電話

価格
50,000Rp/台
25,000 Rp/台
100,000 Rp/台
50,000 Rp/台
70,000 Rp/台
500 Rp/台

（出所）現地ヒアリングより MURC 作成

図表 62 ごみ銀行で使用される通帳

（出所）MURC 撮影
（注）左側の列が持ち込まれた品目名を表しており、中央の列がそれぞれの重量を表している。右
の列が重量と単価を掛け合わせた金額を表している。

72

図表 63 ごみ銀行での収集された資源の回収車

（出所）MURC 撮影
（注）当日は 10 人ほどの地域の女性が、回収したごみの計量や整理を行っていた。
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図表 64 ごみ銀行の品目別単価表

（出所）MURC 撮影
（注）回収日に集められた品目別の重量を記録し、単価と足し合わせることで収集所全体として得
る合計金額を求めている。収集業者からこれに相当する代金を回収している。
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１.１.４ マテリアルフロー
以上を踏まえて、インドネシアにおける WEEE のフロー構築を行った結果を以下に
示す。
発生量の推計値としては、2017 年に重量ベースで約 464,000 トンの WEEE が発生
する前述の値を採用した。マテリアルフローの構築においては、Benno (2018) 53にお
ける家庭および集積所からの配分比をベースとした。家庭から発生する使用済み機器
の多くは贈与・保管に回るが、贈与・保管されたものは、廃棄されるわけではないこ
とから、家庭から発生する WEEE が行き着く先としては、廃棄（焼却）、リユースシ
ョップでの販売、最終処分の 3 通りが考えられる。ただし、リユースショップで販売
された製品は修理・調整された後、再び家庭に販売されると考えられることから、一
部は市中に戻ることを想定した54。また現地でのヒアリングより、リユースショップ・
リペアショップに流通した WEEE は、基本的にジャンクショップを経てインフォーマ
ルリサイクル業者に流れると想定した。
結果より、インフォーマルセクターに流れる WEEE の重量は年間 39 万トンと推計
され、大部分の WEEE がインフォーマル処理されていることが示唆された。既存研究
においても、インドネシアで WEEE を取り扱う許可事業者は数社程度であると指摘さ
れているが、それらの知見と整合的な結果となった。
図表 65 インドネシアにおける WEEE のフロー推計
3万 t

工場

工程内不良品

2万 t

一部

B3許認可取得業
者
（回収・解体）

廃棄（焼却）

0.5万 t

148万 t

家庭、
オフィス

21万 t

集積所、
ごみ銀行

最終処分場
（TPA）

6万 t

生産・輸入

※途中でスカベンジャーに抜き取ら
れるため、実際には最終処分場に
WEEEはほぼ見られない。

14万 t
39万 t
63万 t

リユースショップ、
リペアショップ

39万 t

ジャンク
ショップ

39万 t

インフォーマル
解体業者

（出所）MURC 作成
（注）対象品目はエアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、携帯電話、PC。
53 BENNO RAHARDYAN DAN RAHMI UTAMI “Aliran dan timbulan e-Waste”, Sehari Pendekatan EPR
dalam Mengurangi Penyebaran PBDE Pada E-Waste. Rabu, 18 September 2018.
54 リユースショップへの流通後のフローとしては、Andarani and Goto(2014)を踏襲し、製品として販売
される割合と、処分される割合で 1:1 の比率とした。
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１.２ 使用済自動車（ELV）
本項では自動車の生産・販売・使用段階、廃棄段階、処理段階の各工程における現状
を整理し、マテリアルフローの推計を行う。
１.２.１ 生産・販売・使用段階
インドネシアにおける自動車の販売は、販売量、輸入量ともにトヨタが最大で、上
位は日本メーカーが占める（図表 66、図表 67）。2018 年の国内販売台数は 115 万台、
輸入量は 84,000 台である。
市中に流通している自動車のストック量については、インドネシア政府が登録台数
に関する統計を発行しており、州別に把握可能である。ただし、登録車数はナンバー
プレートの発行数を基準にカウントされており、実際に走行している自動車数と差異
が生じている可能性がある55。後述するナンバー規制を受け、近年は中古自動車販売
量が増加しており、今後も中古自動車販売の増加が見込まれる。
地域別にみると、特にジャカルタを中心としてジャワ島に集中しており、DKI
Jakarta のみでインドネシア全体の 25%の登録台数を占め、ジャワ島で全体の半数以上
の登録台数を占める（図表 69）。
インドネシアにおいては、中古自動車の輸入は禁止されており、例外的なケースを
除き販売の実績はないものとみられる。

55 経済産業省（2019）「平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
（インドネシア国における使用済自動車リサイクル事業の展開可能性調査）」
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図表 66 インドネシアにおける自動車販売台数
台
120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL
2018

TOYOTA
MITSUBISHI MOTORS
HINO

2019

DAIHA TSU
SUZUKI
ISUZU

HONDA
MITSUBISHI FUS O
Others

（出所）GAIKINDO

図表 67 インドネシアにおける自動車輸入台数
台
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL
2018

2019

TOYOTA

SUZUKI

MITSUBISHI MOTORS

HONDA

MAZDA

Others

（出所）GAIKINDO
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図表 68 インドネシアにおける自動車登録台数
台
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
2015
乗用車

2016
バス

2017

トラック

（出所）インドネシア政府統計「Environment Statistics of Indonesia 2018, p199」より MURC 作成

図表 69 インドネシアにおける自動車登録台数（州別）

（出所）インドネシア政府統計「Environment Statistics of Indonesia 2018, p199」より MURC 作成
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１.２.２ 廃棄段階
自動車の廃棄台数の推計を行った結果を以下に示す（図表 70）。販売台数のデータ
は Euromonitor 社が提供する値を利用し、データの存在しない区間については補間を
行った。なお、インドネシアにおいては現在中古自動車の輸入は禁止されており、過
去の中古自動車の輸入については、その使用年数を想定することが困難であることか
ら、本推計では考えないものとした。自動車の販売から廃棄に至るまでの年数は、ワ
イブル分布に従うものと仮定して推計を行った。
2017 年時点の ELV の発生台数は、廃棄までの年数を 40 年と想定した低位推計では
9 万台、30 年と想定した中位推計で 19 万台、20 年と想定した高位推計では 31 万台と
推計された。
なお、インドネシアにおいては、国内（特に地方）での自動車需要が大きいことに
加え、ジャカルタにおいてもナンバー規制（偶数奇数規制）によって中古自動車需要
が高まっていることから、海外への中古自動車輸出は限定的とみられる。

図表 70 インドネシアにおける自動車廃棄台数
千台
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

低位推計

中位推計

高位推計

(寿命40年)

(寿命30年)

(寿命20年)

（出所）MURC 推計

１.２.３ 処理段階
既存調査では、ELV の 9 割以上がマドゥラ族によって解体処理されていると指摘さ
れており、大半はインフォーマルセクターによる処理と考えられる。
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解体事業者の数は、ジャカルタ周辺に 20 社程度56とも 500 社程度57存在するとも指
摘されており、確かな数字は明らかでない。しかし、発生する自動車の数は低位推計
においても 9 万台程度は発生していると見られ、また、大規模な機械を用いた正規解
体事業者は存在せず、多くが家族経営であることを考慮すると、インドネシア全土に
数百〜数千程度の解体事業者が存在するものと考えられる。
ジャカルタ近郊に所在するマドゥラ族の解体業者へのヒアリングからは、自動車の
調達方法として、主に市中から使用済みの自動車を買い取る場合と、また警察経由で
事故車を買い取る場合の 2 種類の経路があることが確認されている58。こうした事業
者では、保有する独自のネットワークを駆使して、市中から ELV を入手するか、警察
および保険会社経由で事故車を入手している。保険会社の事故車は、通常入札に出さ
れるため、相応の金額を支払うことで入手可能である。現地ヒアリングを行った解体
業者では、比較的大規模に経営を展開しており、1 か月に 50〜60 台の自動車を調達し、
多い月では 100 台ほど調達できる場合もあるとのことであった。
自動車の買取価格は車種や年式、状態に依存するが、例えば 90 年代のトヨタ・キジ
ャン（図表 72）であれば、1300 万 Rp〜1500 万 Rp 程度で購入しているとのことであ
り（日本円で 10.4 万円〜12.0 万円。1Rp＝0.008 円で換算）、かなりの運転資金を有し
ていると推測される。相当な消耗が見られる推定 80 年代の自動車（図表 72）は 500
万 Rp（日本円で 4 万円程度）とのことであった。ELV の調達価格は既存調査の結果
と比較しても整合的であり（図表 71）、概ね数万円〜10 万円程度で取引されていると
見られる。
回収した事故車や市中発生 ELV は、基本的に手作業によって解体され、部品取りが
行われる59。部品取り後の車体は、そのままの状態で購入可能な業者がいる場合は販
売し、いない場合は、ある程度の大きさに切断した上で国内の電炉業者に販売してい
る。電炉業者へ販売する場合の価格は、8,000Rp〜10,000Rp/kg 程度である。部品の販
売先としては、国内への販売のほか、中東（エジプト）等に輸出している。日本への
輸出はない。
解体前、解体中の自動車は基本的に屋外で放置されており、作業は屋外で行われる
ため、廃棄物が散乱している様子や、オイルが流れ出ている様子が確認された（図表
73）。解体作業や修理の作業は手作業で行われており、安全面での配慮はなされてい
ない（図表 74）。
56 ERIA (2018) “Vehicle Recycling in the ASEAN and other Asian Countries”
（http://www.eria.org/uploads/media/ERIA_RPR_FY2017_16.pdf）
57 経済産業省（2019）「平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業
（インドネシア国における使用済自動車リサイクル事業の展開可能性調査） 報告書」
58 2020 年 1 月解体業者ヒアリング
59 自ら部品取りせずに、他の業者に販売する場合もある。その場合、90 年代のトヨタ・キジャンであ
れば 1200 万 Rp で販売するとのことであった。
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図表 71 インドネシアにおける ELV 買い取り価格

（出所）経済産業省（2019）「平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性
調査事業（インドネシア国における使用済自動車リサイクル事業の展開可能性調査） 報告書」

図表 72 調達された ELV

（出所）MURC 撮影
（注）左図の自動車（90 年代、トヨタ・キジャン）は 1300 万〜1500 万 Rp で調達されたとのこと
である。右図の赤色の車（推定 80 年代の車と思われる）の調達価格は 500 万 Rp である。
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図表 73 解体事業者の解体現場の様子

（出所）MURC 撮影
（注）2ha 程度の大規模な自動車保管場所を有するマドゥラ族の解体業者を訪問した。保管されて
いる自動車は少なくとも 100 台程度は見られた。当日は雨であったため、作業を行っている作業員
はいなかったが、常時 100 人程度の作業員がいるとのことであった。不要な部位やくずなどは周囲
に放置され、雨と混ざってオイルが流れている様子が確認できた。

図表 74 解体事業者の作業現場と販売現場

（出所）MURC 撮影
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１.２.４ マテリアルフロー
以上を踏まえてインドネシアにおける ELV のマテリアルフローの推計を行った結
果を図表 75 に示す。
ELV の発生量の推計値としては、前掲の廃棄台数推計における下位推計である 9 万
台を想定した。インドネシアでは修理が繰り返されながら長期間にわたって自動車が
使用されることから、市中には約 2,500 万台程度の大量のストックが蓄積されている
と見られる。
前述のとおり、インドネシアではほとんどの ELV はインフォーマルセクターによ
って処理されている。現地でのヒアリングによると、インドネシアの国営収集運搬業
者の Bhanda Ghara Reksa (BGR) 社では

他の国営企業から発生する ELV を年間 100

台程度収集しているとのことであったが、僅かな台数であること、またヒアリングで
は基本的に正規事業者は存在しないとの意見が多数であったことから、発生台数の全
量がインフォーマル処理に回っていると想定した。

図表 75 インドネシアにおける ELV のマテリアルフロー推計
自動車メー
カー、新車
輸入販売事
業者

新車

124万台

警察、
保険会
社

事故車

処分、投棄
修理自動車︑
中古自動車

使用済み自動車

中古車輸入規
制のため現在
はゼロ

自動車ユー
ザー（家庭、
企業等）

2,500万台
市中ストック

中古自動車
販売業者、
部品販売業
者

中古部品

9万台
廃自動車

修理自動車︑
中古自動車

中古自動車
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鉄スクラッ
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（出所）各種資料より MURC 作成
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中古自動車
販売業者、
部品業者

国内外製錬
業者、電炉

２．リサイクル関連法制度の最新動向
２.１ WEEE 法案の策定状況
２.１.１ 特定廃棄物に関する議論
インドネシアにおいては、WEEE の管理に焦点を当てた法制度は制定されていない。
インドネシアにおける廃棄物関連基本法に位置付けられる法律は、「廃棄物管理法
（2008 年法律第 18 号）」（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah）である。同法では、廃棄物を①家庭系廃棄物（household
waste）②家庭系廃棄物に類似した廃棄物（household-like waste：事業系廃棄物、公共
施設等からの廃棄物）③特定廃棄物（specific waste）に分類し、それぞれの減量及び
処理の方針を定めている。
③特定廃棄物は以下の 6 項目に分けられる。

図表 76 特定廃棄物の 6 分類
廃棄物種
家庭から発生する有害もしく
は有毒な物質を含む廃棄物
家庭から発生する有害もしく
は有毒なゴミを含む廃棄物
災害廃棄物
建設廃棄物
現行技術で処理できない廃棄
物
不定期廃棄物

廃棄物の例
電化製品、電子機器、携帯電話、危険物を包装
していた袋など、使用期限をすぎた廃棄物（使
わないものか、消費期限を過ぎたもの）
スプレー缶、殺虫剤の缶（油がついた布など）、
機能が失われた廃棄物
津波、洪水廃棄物
れんが、がれき、コンクリート
紙おむつ（焼却炉で処理できるがまだ存在して
いないため）
海や川からでるごみ、コンサート後のごみ

（出所）経済産業省（2018）「アジア調査アジアにおける国際資源循環型リサイクル事業拡大に向
けた調査報告書」を一部編集

家庭や事務所から発生する WEEE は、この特定廃棄物の一種として位置付けられて
おり、同法では特定廃棄物に関してはさらに詳細を決定する規則を制定することを定
めている（図表 77）。KLHK の廃棄物管理局（Direktorat Pengelolaan Sampah）が同制
度を担当している。特定廃棄物に係る規則は、2015 年の時点では既にドラフトが存在
しており（図表 78）、その後も内容に関する議論が進められているが、現時点では制
定に至っていない。
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図表 77 「廃棄物管理法」第 23 条
第 23 条

（1）特定廃棄物の管理は中央政府の責任とする。
（2）
（1）で述べた特定の廃棄物管理に関する規制の規定は、政府規
制によりさらに規制されるものとする。

（出所）廃棄物管理法（2008 年法律第 18 号）

図表 78 特定廃棄物の管理に関する政府規則案の構成
第 1 章 一般条項
第 2 章 方針
第 3 章 特定廃棄物管理の実施
パート 1：B3 廃棄物および/または B3 廃棄物を含む廃棄物
パート 2：災害廃棄物
パート 3：建設廃棄物
パート 4：現行技術で処理できない廃棄物
パート 5：不定期廃棄物
第 4 章 義務と権限
第 5 章 協力とパートナーシップ
第 6 章 資金調達
第 7 章 指導と監督
第 8 章 最終条項
（出所）KLHK “Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik” Sosialisasi
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Yogjakarta, 18 November 2015

2020 年 1 月時点では、すでに同規則案は KLHK の手は離れ、法務人権省（Ministry
of Law and Human Right）に送られていたが、実際の制定に至る時期は予測しづらい
状況である60。もし制定に至れば、この規則に基づいて、家庭から発生する WEEE は
管理されることとなる61。
本規則案では、EPR 原則が一部適用されることが大きな特徴となっているが、EPR
原則の適用について議論が十分に煮詰まっていない状況である。現行の規則案では、
Producer の定義や責任の範囲があいまいであり、規則案が承認されるためには、関係
各省庁で議論を行い定義を明確にしていく必要がある62。現状の規則案第 1 条では、
Producer とは製造業者（Manufacturer）、輸入業者（Importer）、小売業者（Retailer）等
のことだとされているが、それぞれ明確にどのような責任をどの範囲で負うのか関係
者間で合意には至っていない状況である。

60 2020 年 1 月時点の KLHK ヒアリングでは、制定に向けた進捗は 80%程度までは進んでいるとの意見
であったが、KLHK の手は既に離れているため、ここから先は不確定要素が多すぎて予測しにくいと
のことであった。
61 WEEE は基本的に有害危険廃棄物（B3 廃棄物）の扱いであり、工場等から発生する WEEE は従前よ
り B3 廃棄物として規制の対象となっていた。一方、家庭から発生する WEEE には管理が行き届いて
いなかったことから、同規則の制定によって特定廃棄物と呼んで区別する整理である。
62 2020 年 1 月工業省ヒアリング
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2015 年時点の規則案では、第 11 条において製造事業者が WEEE 等の特定廃棄物の
回収および回収場所の設置の責任を負うことが定められていたが（図表 81）、2020 年
1 月時点のヒアリングより、この点については現在も大きな変更はないことが分かっ
ている（図表 82）。特定廃棄物の分離機器の技術的要件や B3 廃棄物の一時保管施設
に関しては、追加的な規則によって規定されることとなっていることから、同規則案
制定後に新たな制度制定がなされると考えられる63。製造事業者のコスト負担の考え
方などは特に重要な論点になると考えられるが、現時点では十分に議論が出来ておら
ず、製造事業者の業界団体と政府との間では、議論を行っていない状況である64。
特定廃棄物を一次集積所に集積した後は、B3 廃棄物として扱われ、既存の B3 廃棄
物の運搬・処理に係る許可保有業者に引き渡されることとなる（図表 83）。そのため、
家庭等からの収集に係る役割分担および実現可能性に係る部分と、収集所の設置に係
る責任・要件等が大きな論点となる。
また、中央政府と地方政府の役割分担についても今後大きな論点となり得る。2019
年 5 月に開催された法務人権省（Ministry of Law and Human Right、Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia）での会議では、廃棄物管理法においては、特定廃棄物の管理
は中央政府の責任であると規定されているが、地方政府との役割の調整が必要である
と指摘されている（図表 79）。
法制定に向けた今後のプロセスとしては、現状 KLHK から法務人権省に規則案が渡
された段階であり、その後国家官房（State Secretariat）を経て、疑問点や不明瞭な点
について関係省庁での調整がなされる予定である。
図表 79 特定廃棄物の管理に関する規則に関する法務人権省での議論
（廃棄物管理法の）第 23 条第 1 項では、特定廃棄物の管理は中央政府の責任であると
規 定 し て い る 。 懸 念 さ れ る の は 、 こ の 問 題 に お け る 地 方 自 治 体 の 役 割 で あ る 。Tuti
Rianingrum は、廃棄物管理の責任は中央政府の責任であるが、中央政府と地方政府の調整
が必要であると考えている。
一方、KLHK 法務局によると、有害廃棄物の管理に関する 2014 年の政府規制 No.101 に
従い、B3（危険有害物質）に分類される WEEE には一時保管施設が不可欠であると意見
している。
（中略）
会議の終わりに、許認可の発行について地方政府と中央政府の間で齟齬がないようにす
べきと結論付けられた。したがって、許可要件はより具体的である必要がある。この規則
案には、議論する必要のあるいくつかの条項が残されているため、会議は 2019 年 6 月に
再開される。
（出所）法務人権省ウェブサイト<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kegiatan-umum/3511pengharmonisasian-rpp-pengelolaan-sampah-spesifik.html>より抜粋
63 これら詳細について後述する WEEE 規則によって定められる可能性があると考えられる。ただし、
2020 年 1 月時点の規則案 11 条では「収集施設は、防雨性、耐熱性、耐水性の床を有しており、廃棄
物の分量に対して適当な容量を備えている必要がある。」と定めていることから、同規則内で施設要
件については規定する方向とした可能性がある。
64 2020 年 1 月製造業者業界団体ヒアリング
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図表 80 特定廃棄物の管理に関する政府規則案（2015 年時点、一部抜粋①）
番号
パート 1
第6条

第7条

パラグラフ 1
生産に関する
規制
第8条
第9条

内容
（1）B3 および/または B3 廃棄物を含む特定廃棄物には、以下が含ま
れる。
a. 家庭活動および家庭活動と同様の活動から発生する B3 および/
または B3 廃棄物を含む廃棄物
b. 家庭活動および家庭活動と同様の活動から発生する WEEE およ
び家庭用電化製品
（2）（1）で言及されている B3 および/または B3 廃棄物を含む廃棄
物の具体的な種類は、有害廃棄物の管理に関する政府規制（2014
年政府規制 101 号）の添付文書をえ
（1）第 6 条で言及されている B3 および/または B3 廃棄物を含む廃
棄物管理は、特定廃棄物の発生源から B3 廃棄物の一時保管施設
まで実行される。
（2）（1）で言及されている廃棄物管理には、以下が含まれる。
a. 発生抑制
b. 選別
c. 収集
（3）一時保管施設から先の B3 廃棄物の管理は、B3 および B3 廃棄
物を管理する法律および規制に基づいて行われる。
・ 発生に関する抑制は、発生源の全員が次のように実施する。
a. B3 を含む商品やパッケージの使用を制限する。
b. B3 含有量の少ない商品やパッケージを使用する。
c. B3 を含まない商品やパッケージに置き換える。
・ 有害廃棄物および/または有害廃棄物の生成の制限は、第 8 条 a
に記載のとおり、生産者によって次のように実施される。
a. 廃棄物の発生を制限する計画やプログラムを準備する。
b. 可能な限り廃棄物の少ない生産材料を使用する。
c. 廃棄物の量が最も少ない商品やパッケージの輸入、使用、配布
d. リサイクル可能な商品やパッケージを使用、配布、輸入する。

（出所）KLHK “Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik” Sosialisasi
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Yogjakarta, 18 November 2015（MURC 仮訳）
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図表 81 特定廃棄物の管理に関する政府規則案（2015 年時点、一部抜粋②）
番号
サブパラグ
ラフ 1
回収・選別
第 10 条

第 11 条

サブパラグ
ラフ 2
第 12 条

内容
（1）特定廃棄物の選別は、次の主体が実行する必要がある。
a. 発生元の全主体
b. 住宅地域、商業地域、工業地域、特別地域、公共施設、社会
施設、その他の施設の管理者
c. 県（Kabupaten）政府／市（Kota）政府
（2）住宅地域、商業区域、工業地帯、特別区域、社会施設、および
B3 および/または B3 廃棄物を含む廃棄物を収集するその他の施
設の管理者は、以下を提供する必要がある。
a. 特定廃棄物の分離のための機器
b. B3 廃棄物の一時保管施設
（3）住居および公共施設から B3 および/または B3 廃棄物を含む廃
棄物を収集する県政府／市政府は、以下を提供する必要がある。
a. 特定廃棄物の分離のための機器
b. B3 廃棄物の一時保管施設
（4）特定廃棄物の分離機器の技術的要件に関する追加規定は、規則
によって規制される。
（5）B3 廃棄物の一時保管施設に関する追加規定は、規則によって規
制される。
（1）生産者は、B3 および/または B3 廃棄物を含む特定廃棄物を、適
用される法律および規制に従って健康と環境のために安全に収
集する必要がある。
（2）生産者は、B3 および/または B3 廃棄物を含む特定廃棄物の特別
な収集場所を、適用される法律および規制に従って健康と環境の
ために安全に提供する必要がある。
（3）（1）（2）で言及した B3 および/または B3 廃棄物を含む特定廃
棄物の収集および収集場所の提供について、生産者は生産者間で
の協力、第三者機関との協力、政府・地方政府との協働によって
実施する。
（4）
（3）で言及した協力・協働の手順に関する追加規定は、規則に
より規制されるものとする。
・ B3 および/または B3 廃棄物を含む特定の廃棄物の輸送、利用、
処理および埋め立ては、B3 廃棄物に関する法律および規制に基
づいて行われる。

（出所）KLHK “Rancangan Peraturan Pemerintah Pengelolaan Sampah Spesifik” Sosialisasi
Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Yogjakarta, 18 November 2015（MURC 仮訳）

図表 82 特定廃棄物の管理に関する政府規則案（2020 年 1 月時点案）
第 11 条

・ 製造事業者は、有害もしくは有毒な廃棄物を含む廃棄物を引き
取らなければならない。(withdraw)
・ 引取りは、収集施設（collecting facility）を通じて行われる。
・ 収集施設は、防雨性、耐熱性、耐水性の床を有しており、廃棄
物の分量に対して適当な容量を備えている必要がある。
・ 収集施設は地方自治体に登録されなければならない。

（出所）工業省提供資料（MURC 仮訳）
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図表 83 特定廃棄物の管理に関する政府規則案における WEEE の管理

（出所）KLHK “PENGELOLAAN LIMBAH B3 DI INDONESIA ‘EWASTE MANAGEMENT’”
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3 DIREKTORAT
JENDERAL PENGLOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3 (8 JANUARI 2018) を一部翻訳
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２.１.２ WEEE 規則
インドネシアでは、2010 年前後から WEEE 規則案の策定を KLHK が中心となって
進めているが65,66、現在も制定には至っておらず、法案の段階である。現在も議論
は行っているが、法案を担当する KLHK において、廃棄物の輸入禁止に関する業務
に追われていることもあり、進捗は芳しくない状況である67。家庭由来の WEEE は
特定廃棄物のカテゴリに含まれることから、特定廃棄物に関する法案が承認され制
定されてから、WEEE 規則には本格的に取り掛かることとなる 67。
当初同規則は EPR を原則とした内容とする方向で進めており、EPR を進めるため
に製造事業者へのインセンティブを与える内容等も検討されていたが68、2018 年時点
のドラフトを評価した資料では、具体的な EPR 原則についての規定は見られない（図
表 84）。第 5 条〜第 7 条では、責任を定める項目となっており、2014 年時点のドラフ
トにおいては EPR 原則を規定する方向であったが、その後の議論の過程で削除され
たものと考えられる。

65 JICA(2014) 「アジア地域マレーシア及び近隣国 E-waste 管理に関する情報収集・確認調査」
66 KLH (2010) “THE CHALLENGES OF E-WASTE/WEEE MANAGEMENT IN INDONESIA”HARUKI
AGUSTINA, SUBMITTED TO THE REGIONAL WORKSOP ON E-WASTE/WEEE MANAGEMENT
UNEP-DTIE-IETC IN COLLABORATION WITH THE GLOBAL ENVIRONMENT CENTRE (8 JULY
2010)
67 2020 年 1 月 KLHK ヒアリング
68 KLH(2014) ”Indonesia E-Waste Management (Current Situation)” 2014 International e-waste Management
Network in Hanoi-Vietnam
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図表 84 WEEE 管理に関する政府規則案
内容
一般規 第1条
WEEE は、有害物質および有毒物質を含み、機能しなくなった、事業所活動、商
定
業活動、家庭活動に由来する使用済みの電子製品である。
目的
第2条
この規則では、WEEE を B3 廃棄物として継続的に管理するために、WEEE の管
理の方向性を WEEE のすべての関係者、および収集者と輸送者に提供すること
を目的とする。
範囲
第3条
第 2 条に記載の WEEE は、次の活動から発生する。
a. 事業所 b. 商業 c. 家庭 d. 同様の活動
第4条
第 3 条で言及されている WEEE には、特に次のものが含まれる（省略）
権利と 第5条
WEEE を生成するすべての人は、生成する WEEE を管理する必要がある。
責任
第6条
.第 5 条に記載の WEEE の管理：
a. 許可を有した B3 廃棄物管理者に WEEE を引き渡すことにより実施
第7条
第 6 条 a 項に記載の事務所からの WEEE の引渡しは、州/地域財産の管理におけ
る法規定に基づいて、州/地域の商品を廃棄または販売するスキームを通じて実
施される。
WEEE
第8条
WEEE 収集施設は、県政府／市政府に登録する必要がある
の収集 第9条
第 8 条に記載の WEEE 収集施設は、次の基準を満たしている必要がある
と保管
a. 雨や熱から保護されている。
第 10 条 第 8 条に記載の WEEE 収集施設は、WEEE を受け取ってから 90 日以内の期間
WEEE を保持できる
WEEE
第 11 条 B3 廃棄物輸送業者による WEEE 収集施設からの WEEE の輸送には、B3 廃棄物
の輸送
の輸送に関する推奨事項の充足と B3 廃棄物輸送活動のための B3 廃棄物の管理
許可が必要である。
第 12 条 第 11 条に規定されている規定は、WEEE 収集施設の担当者が WEEE の輸送を実
施した場合、免除される。
第 13 条 第 12 条 1 項に記載の WEEE 収集施設の担当者による WEEE の輸送は、WEEE
収集施設から B3 廃棄物収集者、B3 廃棄物利用者、および/または大臣から許可
を受けた B3 廃棄物処理業者への引渡しに限る。
移 動 の 第 14 条 第 12 条第 3 項に記載の廃棄物の移動を記録するための様式、および第 13 条第 3
記録
項に記載の WEEE を引き渡したことの証明書は、本省令の付録 I に記載
報告
第 15 条 県／市長は、管轄地域の WEEE 収集施設のガバナンスの実施を、廃棄物および
B3 廃棄物の管理を担当する総局を通じて大臣に報告し、1 年に少なくとも 1 回、
州レベルの環境保護と管理の分野における SKPD を通じて州知事にコピーを送
付する。
SKPD
第 16 条 廃棄物および B3 廃棄物の管理を担当する総局を通じて大臣は、以下に対する指
の開発
導を実施する。
a. 州レベルの環境保護と管理の分野における SKPD
b. 県／市レベルの環境保護と管理の分野における SKPD
第 17 条 第 16 条第 1 項で言及されている指導は、特に以下について実施される。
a. WEEE 管理の教育と訓練
b. WEEE 管理に関する技術指導
c. WEEE 管理のための規範、基準、手順、および/または基準の規定
イ ン セ 第 18 条 （1）インセンティブは以下に対して与えられる。
ンティ
a. WEEE 収集施設を管理する生産者
ブ
b. 地方自治体
c. WEEE に係る施設のその他の管理者
（3）政府と製造業者は、収集所で収集する WEEE の価格を引き下げるメカニズ
ムを設定する
監 視 監 第 19 条 大臣、政府、または権限移譲された市長は、WEEE 収集施設の遵法性を監督する
督
ために PPLH を割り当てる
終章
第 20 条 この省令は、公布の日に施行される
（出所）Togar (2018) “Sistem Pengelolaan Sampah Elektronik (SPSE)” Institut Teknologi Del
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２.１.３ 工業省の取組 69
2018 年より、後述する国連開発計画（UNDP）のプロジェクトの一環として、工業
省側でも WEEE に関する規則の制定に向けて調査を行っている。電気電子製品には
PBDE が耐火材として使われているため不適正な解体は危険だが、人々は PBDE の危
険性に気づいていない状況であり、インフォーマルセクターによる解体によって、こ
の問題が悪化しうることを問題意識として開始した取組である。
工業省では、専門的なメンバーによって PBDE が人間の健康に与える影響（発がん
性など）を評価している。また、PBDE の危険性やその対策（ゴーグルをつけて処理
する等）に関する普及啓発活動を WEEE の収集や解体処理現場に携わる雇用者に対し
て行っている。各関係省庁（KLHK、国家教育省、エネルギー鉱物資源省等）とも協
力して進めているほか、地方自治体や、プラスチックリサイクルに係る協会、NGO と
も協力してこうした活動を進めている。特に、女性の雇用者に対して中心的に普及啓
発活動を行っている。現状は、ジャワ島内の数か所の地域に限定して行っているのみ
であり、インドネシアの人口を考えると、こうした普及啓発活動は不足していると考
えられる。
２.１.４ UNDP の取組
UNDP は、PBDE と POPs の削減に関する プロ ジェクト「Reducing Releases of
Polybromodiphenyl Ethers (PBDE) and Unintentional Persistent Organic Pollutants
(UPOPs) Originating from Unsound Waste Management and Recycling Practices and the
Manufacturing of Plastics in Indonesia」を進めている70。同プロジェクトは、2016 年 1
月から 2019 年 12 月までの 48 か月間行われたプロジェクトであり、現在は中間報告
書まで公開されている71。同プロジェクトでは、WEEE の拡大生産者責任（EPR）に
関する規制案を策定することも含まれており、今後同プロジェクトで策定された規制
案が、KLHK 作成の規則案に影響を与えうるか注視が必要である。

69 2020 年 1 月工業省ヒアリング
70 UNDP “Reduction of Polybromodiphenyl Ethers (PBDE) and Unintentional Persistent Organic Pollutants
(UPOP)”
（https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/windhybrid-power-generation-marketing--development-initiatives-11.html）
71 UNDP (2019) “Reducing Releases of PBDEs and UPOPs Originating from Unsound Waste Management
and Recycling Practices and the Manufacturing of Plastics in Indonesia” Mid Term Review Report
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２.１.５ DKI Jakarta の独自の WEEE 回収の取組
（1）プロジェクト開始の背景
DKI Jakarta では、2017 年から独自に有害廃棄物の回収に係るプロジェクトを開始
した。WEEE に限らず家庭から発生する有害廃棄物を対象として同プロジェクトを実
施している。
本来は B3 の処理は中央政府が管轄しなければならないが、WEEE は基本的にイン
フォーマルセクターで不適正に処理されており、健康面や安全性の面での不安があっ
たことから、政府の一部としての問題意識を持ち開始されたプロジェクトである。
本来は、地方政府であるため有害廃棄物の取扱に関する権限がなかったが、権限を
委譲する規定が制定されたことで、州政府として同プロジェクトを実施できるように
なった。

図表 85 DKI Jakarta による有害廃棄物の回収スキーム

（出所）DKI Jakarta 提供資料
（注）タイトルは「DKI Jakarta における有害家庭廃棄物の管理システム」

（2）回収方法
有害廃棄物の収集システムとしては、まずバイク等によって各家庭から B3 廃棄物
をピックアップする。収集された B3 廃棄物は、区（Kecamatan/District）レベルの小
さな一次集積所（TPS）に保管される。バイクと小さい一次集積所は各区に設置する
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予定であり、一次集積所は 2020 年 1 月時点で 10 か所設置済みである。
次に、各区の一次集積所から、市（Kota/Municipal）レベルの大きな保管所にトラッ
クを用いて輸送する。大きな保管所はジャワ島内の 5 つの市に一か所ずつ設けること
を予定しており、現状では、2 つの保管所が完成した段階である。輸送のためのトラ
ックは各県（Kubupaten）1 台保有しており、5 台既に保有している。
図表 86 DKI Jakarta が設置した有害廃棄物の一次集積所

（出所）DKI Jakarta 資料

DKI Jakarta では、家庭からの WEEE の収集方法としては 3 通りある。
一つ目の方法はピックアップサービスである。ピックアップサービスは、特に大き
な品目で個人で持ちあげられないものを対象としており、ピックアップトラックで回
収される。ウェブで申し込みができ、その後担当者から家庭に電話があり、ピックア
ップに行く。この収集方法によって回収された WEEE（ピックアップサービスの件数）
は、2018 年が 11 件、2019 年が 77 件である。
二つ目は、各エリアに配置したドロップボックス（政府事務所やオフィス等）での
回収である。ドロップボックスはバス停や電車の駅に設けられており、月に 1 回程度
回収車が回収する。この収集方法によって回収された WEEE は、2018 年以降合計で 3
万点である。
三つ目は、区の環境事務所において集められたごみから分別回収されたものである。
3 番目の収集方法によって 2019 年に回収された WEEE は、合計 15 トンである。

（3）処理方法
回収された WEEE の処理に際しては、B3 の許認可を持つリサイクラーを入札で決
定し、処理を委託する。
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最近 2 年間では、TLI 社、Mukti Mandiri Lestari 社、Citra Asia Raya（CAR）社が受
注している。TLI と Mukti Mandiri Lestari は B3、WEEE ともに扱っており、CAR は
WEEE のみ扱っている。基本的には有償で処理を委託することとなるが、中には無料
で処理を実施してくれる企業もある。

図表 87 DKI Jakarta における WEEE 回収プログラム

（出所）DKI Jakarta 資料

（4）今後の方向性
発生量全体に比べてまだまだ回収量は小さいことから、DKI Jakarta 政府としては将
来的に回収量をさらに拡大させたいと考えている。中央政府による特定廃棄物の規則
が制定されてから、それに基づき DKI Jakarta でも規則を制定したいとの意向である。
ただし、特定廃棄物の規則は、EPR の原則のもと策定されているため、もし製造事業
者が回収責任を負うこととなった場合、現状の DKI Jakarta の回収システムとの調整
が必要になると考えられる。
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２.２ ELV 関連制度の策定状況
インドネシアにおいては、ELV のリサイクルに特化した規制は制定されていないこと
から、関連する規制の策定状況について整理する。
２.２.１ 排ガス規制
KLHK は、2018 年 9 月からすべての新しいガソリン自動車が Euro 4 排出基準を満
たすことを要求し、それまでの Euro2 排出基準要件を置き換えることとした。しかし、
既に販売された自動車や中古自動車の販売に対して規制が適用されるわけではない
ことから、影響は限定的である。特に自動車製造業への影響は特に見られないとのこ
とである72。
DKI Jakarta では、環境に悪い自動車の乗り入れ規制を検討している73。一部区間に
おいて、環境性能の低い自動車の通過を規制するものである。バリにおいては EV と
ハイブリッド車以外の通行を一部区間で規制する方向とのことであり、まずは地域レ
ベルで規制が具体化していくものとみられる。
２.２.２ 自動車登録・抹消制度
インドネシアでは、自動車の登録制度は整備されている。道路交通法「2009 年第 22
号」によって定められており、同法第 64 条にてすべての自動車を登録する必要があ
ることが記載されている（図表 88）。自動車の登録は、警察の管轄下の SAMSAT（Sistem
Administrasi Manunggal Satu Atap）と呼ばれる行政窓口で運用されており、所有者は
5 年ごとに車両登録証（STNK: Surat Tanda Nomor Kendaraan）の更新と、車両所有登
録（BPKB: Buku Pemilik Kendaraan Bermotor）の更新を毎年行う必要がある。登録さ
れていない車両の走行に対しては、同法第 280 条において罰則も定められている。
登録の抹消については同法 74 条にて定められており、自動車の所有者からの要請
によって登録を抹消できるほか、自動車登録の有効期限が切れた状態で 2 年間以上再
登録しないままでいる場合や走行不可な場合には、行政職員が登録の抹消を行うこと
が出来る。

72 2020 年 1 月 GAIKINDO ヒアリング
73 2020 年 1 月バンドン工科大学ヒアリング
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図表 88 道路交通法「2009 年第 22 号」に定められた車両登録・抹消に関する規定
条項
第 64 条

第 65 条

第 67 条
第 68 条

第 74 条

第 280 条

内容
(1) すべての車両は登録される必要がある。
(2) （1）に記載の登録には以下が含まれる。
a. 新しい車両の登録
b. 車両と所有者の身元変更登録
c. 車両の更新登録
d. 車両の承認の登録
(1) 第 64 条(2)a に記載されている新しい車両の登録には、以下が含ま
れる。
a. 車両とその所有者の登録
b. BPKB の発行
c. STNK とナンバープレート（TNKB）の発行
(1) 車両登録、自動車税（PKB）の支払い、交通事故義援金（SWDKLLJ）
の支払いは、SAMSAT で行われる。
(1) 道路で運転されるすべての自動車には、STNK とナンバープレート
（TNKB）が必要である。
(2) （1）に記載の STNK には、車両情報、所有者の身元、車両の登録
番号、および有効期間が含まれている。
(1) 第 64 条(1)に記載のとおり登録された車両は、以下に基づいて登録
を抹消できる。
a. 車両の所有者からの要求
b. 車両の登録を実行する権限を与えられた行政職員の検討
(2) 次の場合、(1)b に記載の自動車の抹消登録を行うことができる。
a. 車両がひどく損傷しており走行不可である
b. 車両の所有者が、STNK の有効期限が切れてから少なくとも 2 年
再登録していない
(1) 第 68 条(1)に記載のインドネシア共和国警察により定められた車
両登録番号が取り付けられていない車両を運転するすべての人
は、最大 2 ヶ月の懲役または最大 500,000 ルピアの罰金を科され
る。

（出所）道路交通法「2009 年第 22 号」（MURC 仮訳）
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２.２.３ 税制
自動車の保有者は、毎年地方税として自動車税（PKB：Pajak Kendaraan Bermotor）
を支払う義務がある。さらに、個人または法人にて自動車を購入・所有する場合、自
動車名義変更税（BBN：BeaBalik Nama）を納める必要がある。これまで DKI Jakarta
における自動車名義変更税は、州地域規則「2010 年第 9 号」に基づき、初回取得時に
は購入金額の 10%、2 回目登録以降（持ち主が変更する際）には購入金額の 1%を納め
ることとなっていた74。しかし DKI Jakarta では 2019 年 11 月 11 日に州地域規則「2019
年第 6 号」を公布し、自動車名義変更税を 12.5%に引き上げることとした75。同法は
2019 年 12 月 11 日より施行されている。なお、DKI Jakarta に登録されている車両は、
ウェブサイトからナンバープレートなどの情報をもとに納税情報等を閲覧すること
が可能である76。
また、インドネシアでは奢侈品に対する税金として奢侈品販売税 （PPnBM）が課さ
れている。同税金は、政府が贅沢品と定める物品やサービスの購入に対して課せられ
る税金であり、車両の種類や排気量等に応じて異なる税率が設定されている（図表 89）。
2019 年、自動車の奢侈税に関する政令「2019 年第 73 号」が公布され、EV 等の環境
性能の高い自動車に対する奢侈税率が規定された77。同政令では、プラグインハイブ
リッド（PHEV）や EV、燃料電池自動車に対して税制優遇が適用される内容となって
おり、2021 年 10 月に施行される。

図表 89 四輪車（定員 10 人未満）に対する奢侈税率
セダン・ステーションワゴン以外
ガソリン

セダン・ステーションワゴン

ディーゼル

ガソリン

ディーゼル

4×2駆動 4×4駆動 4×2駆動 4×4駆動 4×2駆動 4×4駆動 4×2駆動 4×4駆動
1,500cc以下

10%

30%

10%

30%

30%

30%

30%

30%

1,500cc超2,500cc以下

20%

40%

20%

40%

40%

40%

40%

40%

2,500cc超3,000cc以下

40%

40%

125%

125%

40%

40%

125%

125%

125%

125%

125%

125%

125%

125%

125%

125%

3,000cc超

（出所）JETRO「インドネシア 税制 「その他税制」詳細」（最終更新日：2019 年 8 月 2 日）
（https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/idn/invest_04/pdfs/idn9C020_toushisonotazeisei.pdf）
より MURC 作成
74 経済産業省（2016）「平成２７年度エネルギー使用合理化委託促進基盤整備委託費（新興アジア諸国
における自動車の需要動向等調査事業）報告書」
75 Klinic Pajak “Pajak bea balik nama kendaraan naik jadi 12,5% demi mengurangi kemacetan di Jakarta”
(http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++pajak+bea+balik+nama+kendaraan+naik+jadi+12%2C5%25+demi+mengurangi+kemacetan+di+jakarta)
76 DKI Jakarta「BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INFORMASI DATA KENDARAAN DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI DKI JAKARTA」
（http://samsat-pkb2.jakarta.go.id/）
77 NNA ASIA「自動車の奢侈税率を改定、一部ＥＶはゼロに」
（https://www.nna.jp/news/show/1965762）
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２.２.４ 車検制度
（1）運輸省の取組
現在インドネシアでは、車検制度は商用車のみに適用され、乗用車には適用されて
いない。道路交通法「2009 年第 22 号」の制定時にも、乗用車への車検制度の導入に
ついての議論はなされたが、最終的には商用車のみへの適用で決定した78。乗用車へ
の車検制度の適用は、政府及び消費者の手間が増えすぎてしまうため、当面は現実的
ではないとの意見も得られている 72。
運輸省は、新車登録から 5 年以上経過した乗用車に排ガス検査を義務付ける方針を
示しており、今後改正予定の道路交通法「2009 年第 22 号」の改正案に盛り込む考え
である79。今後具体的な規則の制定に向けた検討が進められると考えられる。
（2）DKI Jakarta の取組
2019 年 8 月、DKI Jakarta では、州知事指令 2019 年第 66 号80を公表した。大気汚染
の抑制に向けた 7 項目を設けており、政策の一環として車齢 10 年以上の自家用車を
2025 年までにゼロにすることを目指す。この指示内容に沿って条例や州知事令などを
整備する方針である81。
図表 90 DKI Jakarta
条項
第3条

州知事指令 2019 年第 66 号

内容
2019 年からすべての自家用車の排出ガス試験規定を強化し、2025 年に
車齢 10 年以上の自家用車が DKI Jakarta 内での走行を制限するため、
次の施策の詳細を取り決める。
e. DKI Jakarta 環境局長は、2019 年からすべての自家用車の排ガス
試験規定を強化する。
f. DKI Jakarta 資本投資・統合サービス局長は、車両の運転免許を付
与する条件の 1 つとして、すべての車両の定期的な排出ガス試験
の実施を要求する。
g. DKI Jakarta 交通局長は、2020 年までに車齢 10 年以上の車両の制
限に関する規則の草案を作成する。

（注）DKI Jakarta

州知事指令 2019 年第 66 号（MURC 仮訳）

78 内容については、道路交通法「2009 年第 22 号」パート 3「車検」の第 49 条〜第 56 条にて規定。う
ち排ガス基準の詳細については、「2009 年環境大臣令第 4 号」（自動車排出ガス基準）「2006 年環
境大臣規則第 5 号」（中古自動車の排出ガス基準）で定められている（商用車のみ）。
79 Investor Daily “Kemenhub Pertimbangkan Kewajiban Uji Emisi Kendaraan Pribadi” （2019 年 9 月 18
日） （https://investor.id/business/kemenhub-pertimbangkan-kewajiban-uji-emisi-kendaraan-pribadi）
80 州知事指令 2019 年第 66 号「GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 66 TAHUN 2019」
81 NNA ASIA「25 年に車齢 10 年の車両ゼロに、大気汚染策で」（2019 年 8 月 5 日）
（https://www.nna.jp/news/show/1934604）
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DKI Jakarta においては、州知事指令 2008 年 31 号により、乗用車への排ガス検査が
既に義務付けられているが、その取締りや運用ができておらず、実質的に機能してい
ない82。しかし近年、同規制の厳格化に向けて DKI Jakarta 政府は取組を進めており、
検査場の増設などに動いている83。州知事は、検査の義務化については既に地方実施
機関（SKPD）と協議を行ったと説明しており、検査に合格していない車両は駐車料金
を高くすることや、排ガス検査の結果をデータベースに一括管理することを規定する
方針である84。ジャカルタで排ガス検査を実施できる整備所は現在 155 か所存在して
おり、義務化に向けて、778 か所の新設が必要としている 84。
こうした取組の背景には、ジャカルタで深刻化する大気汚染が大きな要因としてあ
る。2019 年 7 月には、環境保護団体が DKI Jakarta の大気汚染改善を求め、中央ジャ
カルタ地裁で大統領やジャカルタ州知事などを含む 6 人に対して訴訟を起こした85。
これを受け、州知事は、州内で排気ガス測定器の設置を進め、2020 年以降に自動車の
排気ガス検査を義務化する州知事指令を説明している。

82 経済産業省(2019)「平成３０年度質の高いインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（イ
ンドネシア国における使用済自動車リサイクル事業の展開可能性調査）報告書」より
83 The Jakarta Post “City to open 15 emissions test spots across Jakarta”（2019 年 3 月 12 日）
（ https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/12/city-to-open-15-emissions-test-spots-across-jakarta.html）
84 NNA ASIA「州政府、20 年から排ガス検査を義務化」（2019 年 7 月 4 日）
（https://www.nna.jp/news/show/1922319
85 じゃかるた新聞「大気汚染で政府提訴 20 年に排ガス規制も 環境団体」（2019 年 7 月 9 日）
（https://www.jakartashimbun.com/free/detail/48414.html）
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２.２.５ 電気自動車の推進に向けた政策
（1）電気自動車の製造推進に向けた施策
インドネシア政府は 2019 年 8 月、大統領令 2019 年第 55 号「電気自動車の促進に
関する政令」を交付、施行した。インドネシアは、2022 年から EV の製造を本格化し、
2025 年までに生産台数の 20%を EV にすることを目指しており86、EV 製造における
現地調達率の目標を定めている（図表 91）。この発表を受けて、将来の EV 製造へ向
けた動きが加速することが予想される。ただし、現状の EV 普及台数は小さく、ジャ
カルタには EV が 40 台程度、電動バイクが 1,100 台程度しか普及していないと言われ
ている87。
東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）による 2018 の調査では、インドネ
シアにおける自動車の駆動装置別に販売比率の予測を行っている（図表 92）。予測で
は、内燃機関自動車が今後も依然として主流のままであり、EV の販売シェアは、2040
年までに自動車の総販売の数%を占める程度だと予測されている。一方、電動バイク
は、2040 年までに 30%〜40%程度のシェアを獲得すると予測されている。
図表 91 EV 製造における原材料の現地調達率
二輪・三輪
2019 年
2020 年
2021 年
2022 年
2023 年
2024 年
2025 年
2026 年
2027 年
2028 年
2029 年
2030 年〜

四輪以上
35%

40%
40%
60%
60%
80%
80%

（出所）大統領令 2019 年第 55 号

86 JETRO ビジネス短信「EV 促進に関する政令を発表、アジアの EV 製造拠点へ」（2019 年 8 月 23
日）https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/08/6515391d69c6b5c1.html
87 CNN Indonesia “PLN Sebut Populasi Mobil Listrik di Jakarta Cuma Puluhan Unit” （2019 年 10 月 11
日） (https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191010185723-384-438526/pln-sebut-populasi-mobillistrik-di-jakarta-cuma-puluhan-unit)
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図表 92 駆動装置別の販売に占める比率の予測

（注）ICV = internal combustion engine vehicle, HEV = hybrid electric vehicle, PHEV = plugin hybrid
electric vehicle, EV = electric vehicle, FCV = fuelcell vehicle, NGV = natural gas vehicle, PLDV =
passenger lightduty vehicle.
（出所）ERIA (2018) “An Analysis of Alternative Vehicles’ Potential and Implications for Energy
Supply Industries in Indonesia”（作成：エネルギー経済研究所）

更に、2020 年 1 月、ジョコウィ大統領は、新しい首都においては公共交通機関およ
び乗用車を、自動運転車と電気自動車（EV）のみが走行可能な世界で最初の都市にす
るとの構想を掲げており88、今後の動向に注視が必要である。インドネシアでは、2024
年のジョコウィ大統領の第 2 期任期までに、東カリマンタンの北ペナジャムパセルと
クタイカルタネガラにある森林地帯に首都を移動することが決まっている。インドネ
シア政府は、自動車のリサイクルについて、現時点ではあまり深刻な問題として捉え
ていないが、EV への移行に伴ってガソリン自動車の ELV 発生の問題が顕在化する可

88 The Jakarta Post “Jokowi wants all vehicles in new capital city to be autonomous, electric”（2020 年 1 月
15 日） （https://www.thejakartapost.com/news/2020/01/15/jokowi-wants-all-vehicles-in-new-capitalcity-to-be-autonomous-electric.html）
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能性があると思われる。
（2）リチウムイオンバッテリー原料の製造・リサイクルの推進
インドネシアは、豊富なニッケル鉱石を利用して電池材料の生産・輸出を進め、EV
の生産および輸出のハブになることを目指しており、国内での生産を促進する目的か
ら、当初計画より 2 年早い 2020 年 1 月からニッケル鉱石の輸出を停止した。
中国ステンレス大手の Tsingshan Holding Group（青山控股集団）と中国の電池
リサイクル業大手 GEM（格林美）を含む 4 社合弁会社は、ニッケル鉱業の中心地で
あるスラウェシ島モロワリ県にあるモロワリ工業団地に、電池材料向け高純度ニッケ
ルの生産設備として高圧酸浸出（HPAL）プラントの建設を計画している 89。工場の
建設には AMDAL（Analisis mengenai dampak lingkungan）と呼ばれる環境アセ
スメントを通過する必要があるが、2020 年 1 月に同工場の AMDAL は取得されたた
め90、今後建設が進められ、2020 年 8 月に HPAL プラントでの試作を開始する予定
である（図表 93）。2019 年 8 月にパプアニューギニアのニッケル工場から赤泥が流出
したことを受け、鉱業廃棄物管理が脚光を浴びており、インドネシア政府は HPAL 工
場からの廃棄物の管理方法について規則を制定すると 2019 年 11 月時点で言及して
いたが 89、その後規則の制定は確認できていない。AMDAL の取得に際し、海洋担当
調整・投資調整相は、操業に伴う廃棄物の処理方法についての言及は避けている 90。
図表 93 モロワリで進行する電池材料生産プロジェクトの概要
合弁会社名
主要株主

投資規模
工場建設場所
稼働予定時期
生産能力

PT QMB New Energy Materials
GEM 社（格林美）（中国電池メーカー）：36％
CATL 社（寧徳時代新能源科技）（中国電池メーカー）：25％
Tsingshan Holding Group（青山集団）
（中国ステンレス大手）関
連会社：21％
モロワリ工業団地所有会社（Tsingshan 及びインドネシアの PT
Bintangdelapan の合弁会社）：10％
阪和興業：8％
10〜15 億ドル
ス ラ ウ ェ シ 島 Morowali 県 Bahodopi の モ ロワ リ 工 業 団 地 内
（Indonesian Morowali Industrial Park: IMIP）
2020 年 8 月に HPAL プラントでの試作を開始する予定
生産能力はニッケル純分で 50 千 t、コバルト純分で 4 千 t

（出所）JOGMEC ニュース・フラッシュ等各種資料より作成
<http://mric.jogmec.go.jp/news_flash/20190718/114343/> (2019 年 7 月 18 日)
89 Reuters “Indonesia hopes for environmental nod soon for battery-grade nickel plants”（2019 年 11 月 18
日）（https://www.reuters.com/article/us-indonesia-nickel-environment/indonesia-hopes-forenvironmental-nod-soon-for-battery-grade-nickel-plants-idUSKBN1XS1SQ）
90 Financial Post “Indonesia approves environmental study for battery-grade nickel plants -minister”（2020
年 1 月 8 日）（https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/indonesia-approves-environmentalstudy-for-battery-grade-nickel-plants-minister）

103

更に政府としては、使用済みのリチウムイオン電池を利用したリサイクルも推し進
めたいと考えており、海洋担当調整・投資調整相（Indonesia Coordinating Maritime
Affairs and Investment Minister）は使用済みリチウム電池を輸入し、リサイクルす
ることを許可する新しい規則を発行する意向である 89。ただし、環境管理法（2009 年
第 32 号）の第 69 条では、古い自動車用バッテリーを含む B3 廃棄物の輸入が禁止さ
れていることから、環境林業大臣は「加工済みのバッテリー」のみ輸入を許可する妥
協案を示している91。さらに KLHK は、バッテリー関連廃棄物の処理をサポートす
るために、他の規則や規制にも取り組んでいると述べている。
また、技術評価庁（BPPT）では現在、KLHK と協力し、バッテリーを含む WEEE を
リサイクルする技術を開発している92。

２.２.６ 自動車リサイクルに係る EPR 原則の動向
現状、インドネシアにおいては自動車を EPR 原則に基づき処理することの検討は
進んでいない。ただし、工業省では EPR に関して、製造事業者が ELV の引取りを行
うような方向で制度構築することが望ましいと言及しており93、今後の動向に注視が
必要である。
しかし、現時点では構想段階であり、政府と製造事業者の業界団体との間で自動車
リサイクルのための EPR について議論を交わしてはいない。業界団体としては、中古
自動車や ELV のマーケットも含めて製造事業者が責任を負うような EPR は業界とし
て認めがたいと考えている94。製造者は自動車に使用される有害物質に関しては責任
があり、また、自動車購入当初の安全に対しての責任は負うが、その後に部品等は何
度も入れ替えられるため、中古自動車の責任まで追うことは現実的ではないとの見解
である。
KLHK としては、ELV は特定廃棄物には含まれないとの見解から、制定中の特定廃
棄物の管理規則で前提とする EPR 原則を ELV に適用する意向はないようだが、全体

91 The Jakarta Post “Plan for Morowali car battery factory inches closer to fruition”（2019 年 11 月 20 日）
（https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/20/plan-for-morowali-car-battery-factory-inches-closerto-fruition.html）
92 Tempo.co “BPPT Develops E-waste Recycling Technology” （2019 年 9 月 5 日）
（https://en.tempo.co/read/1244032/bppt-develops-e-waste-recycling-technology）
93 2020 年 1 月工業省ヒアリング
94 2020 年 1 月 GAIKINDO ヒアリング
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的な廃棄物管理政策の方針としては、製造業者に責任を求める方向であり95、将来的
には自動車についても EPR に基づいた制度構築が進められる可能性があると考えら
れる。

２.２.７ 奇数偶数制度
ジャカルタでは、深刻化する都市部の渋滞への対応策として、車両のナンバープレ
ートの数字に基づく乗り入れ規制を導入している。ナンバープレートの番号が奇数か
偶数かによって特定の道路を通行可能な日を定める制度であり、大規模な取り締まり
が行われている。2019 年 9 月より、さらに適用される範囲が広げられた。同制度の適
用自体が ELV の発生に直接的な影響を与えることはないとみられるが、同制度の適
用を避けるために 2 台目の自動車を保有しようとする消費者が増加しており、中古自
動車市場が活発化している96。
自動車製造業界としては、奇数偶数制度はフェアではないと考えている97。渋滞は
消費者の責任ではなく政府の責任であり、税金を払っている額は以前と変わっていな
いにもかかわらず、自動車に乗れる日が半分になることに違和感を覚えている。基本
的に、車両に関する規制導入時には、政府が業界団体との議論を踏まえて決定する場
合が多いが、奇数偶数制度の導入にあたっては、政府からは GAIKINDO への相談は
受けていないまま導入に至ったとのことである。シンガポールが実施している ERP
（Electronic Road Pricing：渋滞の激しい特定区間を特定の時間に通過すると料金を自
動徴収）のほうが、料金を支払う限りは通過できるため、制度としては比較的フェア
だと考えるとのことであった。

95 例えば近年では、容器包装への EPR 原則適用に関する規則として、2019 年環境林業大臣規則第 75
号「生産者による廃棄物削減ロードマップに関する規則（Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh
Produsen）」が制定され、2029 年までのロードマップが示された。これは、2012 年政令第 81 号
「家庭及び関連部門の廃棄物管理（Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012）」において、生産者
による廃棄物削減ロードマップに関する省令を規定することが定められていたことに基づく。
96 NNA ASIA 「中古車大手、１〜９月の販売台数は 17％増」（2018 年 11 月 2 日）
（https://www.nna.jp/news/show/1830812）
97 2020 年 1 月 GAIKINDO ヒアリング
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３．現行法制度の課題と制度構築の方向性
３.１ WEEE 関連法制度上の課題・方向性
（1）マテリアルフロー別の課題
インドネシアにおける WEEE の適正処理に向けた現状の主な課題をマテリアルフ
ローに沿って整理した図を図表 94 に示す。
回収・流通面の課題としては、WEEE の回収システムが存在しないことから、家庭
内に退蔵する場合や有価での買取が可能なリユースショップに多くが流れているこ
とが大きな課題である。リユースショップから先は、正規業者よりも高価な買取が可
能なジャンクショップに流れ、結果的にインフォーマルセクターに大半が流れている
とみられる。
処理面での課題としては、インフォーマルセクターでの不適正処理によって健康被
害、環境汚染が発生している可能性が複数の既存研究において指摘されている。加え
て、WEEE の適正処理が可能な事業者が限られており、発生量に対して適正処理のキ
ャパシティが不足していることも大きな課題である。これは、たとえ制度構築によっ
て回収システムが確立されたとしても、それを処理するだけの十分な処理施設が存在
しないことを意味する。
図表 94

インドネシアにおける WEEE マテリアルフロー別の課題
3万 t

工場

工程内不良品

2万 t

一部

B3許認可取得業
者
（回収・解体）

廃棄（焼却）
0.5万 t

148万 t

家庭、
オフィス

21万 t

集積所、
ごみ銀行

最終処分場
（TPA）

6万 t

生産・輸入

※途中でスカベンジャーに抜き取ら
れるため、実際には最終処分場に
WEEEはほぼ見られない。

14万 t
39万 t
63万 t

リユースショップ、
リペアショップ

39万 t

ジャンク
ショップ

39万 t

インフォーマル
解体業者

環境汚染、健康
被害の発生

回収システムがないため、
家庭に退蔵orリユース
ショップに流れやすい

ごみ銀行はボランティア
ベースのため持続性が
危ぶまれる

高価買取が可能なリ
ユースショップ、ジャンク
ショップに流れる。

（出所）MURC 作成
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有害廃棄物を分別し適
正処理可能な業者に引
き渡す動機がない

適正処理できる業者の数が
少ない

（2）制度構築に向けた状況
インドネシアにおいては、WEEE を含む特定廃棄物の管理規則が策定中であり、特
定廃棄物の管理規則が制定された上で、WEEE 規則の検討も進められることから、こ
の制定状況が直近の重要な要素となる。しかし、現状は関係者間での議論が十分に煮
詰まっていないことから、制度制定に向けては更なる議論に時間を要すると推測され
る。
最大の障害と考えられるのは、関係者間における EPR に対する意見の不一致であ
る（図表 95）。中央政府および大学研究者においては、EPR 原則のもと制度構築を進
める意向であり、主な論点としては、どのような種類・範囲の EPR を適用すべきかと
いう点を中心に議論が進められている。一方、製造事業者・輸入事業者で構成される
業界団体からは、WEEE の回収やリサイクルに関して EPR 原則を適用することに対
して反対する声が大きい。政府側としては、業界団体の意見に対して調整を行う動き
は見られない。

図表 95

インドネシアにおける WEEE 関連法制度関係者の連関図

友好的／連携関係

官

対立的／批判的関係

WEEEの危険性の普及啓発
を進める。環境林業省とは別
途にWEEE関連制度を構築
したい意向

中立的関係
環境林業省との議論が進まな
いため、他省庁との話し合いの
場を設けようと打診中

中央政府
連携

工業省

地方政府

処理委託

連携

DKI Jakarta

Citra Asia Raya

EPRに関する意
見書を提出する
も、返答を得ら
れず

Andhika Makmur
PPLi

リユースや輸入機器が多
い現状を踏まえ、EPR原
則に大反対

特定廃棄物管理の
規則案策定を完了。
WEEE規則はペン
ディング

有害廃棄物管理
の権限移譲

TLI
Mukti Mandiri Lestari

UNDP

助言等

環境林業省

正規リサイクル業者

PBDEやPOPsの観点から
WEEEの不適正処理を減ら
すためのプロジェクトを実施

インドネシア電気電子
工業会

産

権限移譲を受け、
独自のWEEE回収
プロジェクトを進める。

現場やインドネシアの状況を
知らずに制度制定の助言を
していることを批難

（出所）MURC 作成
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UNDPのプロジェクトの一環と
して、WEEEのマテフロの調査
およびEPR原則の案を策定

バンドン工科大学
Enri教授
Dr. Benno

学

（3）今後の方向性
制度構築に向けては特に、回収システム、適正処理の確保、費用回収・資金管理方
法の検討が必要になると考えられる。これら 3 つの観点から、インドネシアにおける
WEEE 関連法制度の現状・課題および考えられる方向性について整理した（図表 96）。
なお、WEEE 関連制度の構築に関する課題としては、ASEAN 地域において共通する
課題も多いため、これとインドネシアの状況を踏まえた特有の課題を分けて整理して
いるほか、方向性については短期的に求められる対応と中長期的に求められる対応で
分けて整理している。
まず回収システムに関しては、特定廃棄物の管理規則の制定が先決であることから、
同規則における関係者間の役割の明確化が求められる。WEEE 規則の策定に向けては、
DKI Jakarta の事業を踏まえて課題や実現可能性の議論を行うと、制度内容の具体化を
進めやすいと思われる。
適正処理の確保に関しては、WEEE 規則の策定に向け、環境負荷や経済面等を考慮
した上で、製品ごとの処理基準の具体化を進めることが求められる。インドネシアで
はマレーシア・タイ等と比べると一人当たり GDP も低く98、WEEE の取引で生計を立
てるインフォーマルセクターは多いことから、中長期的な視野で経済水準の発展を待
ち、インセンティブを付与しながら徐々にフォーマル化していくことが現実的な対応
策と考えられる。特に、インドネシアは島国であり、島間の WEEE の移動を伴うこと
は輸送費の観点から現実的ではないことから、地域別に発生する WEEE の量および発
生量に対応するための処理施設のキャパシティを念頭に、適正処理施設の育成を進め
る必要がある。
費用回収・資金管理方法に関しては、今すぐ消費者から廃棄時にリサイクル料金を
負担させる方針は現時点では現実的ではないが、消費者にも一定の責任を求めながら、
製造業者・輸入業者との妥協点を探し、詳細な費用分担方法、資金運用方法を定めて
いくことが必要である。

98 インドネシアにおける 2018 年の一人当たり GDP は 3,894USD であるのに対し、マレーシアでは
11,239USD、タイでは 7,274USD である。（出所：外務省（2019）「目で見るＡＳＥＡＮ −ＡＳＥＡ
Ｎ経済統計基礎資料−」）

108

図表 96

インドネシアにおける WEEE 関連法制度の現状、課題・方向性

（出所）MURC 作成
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３.２ ELV 関連法制度上の課題・制度構築の方向性
（1）マテリアルフロー別の課題
インドネシアにおける ELV の適正処理に向けた現状の主な課題をマテリアルフロ
ーに沿って整理した図を図表 97 に示す。
回収・流通面の課題としては、ELV の回収システムが存在しないことから、有価で
の買取が可能な中古自動車店に流れ、その後インフォーマルセクターに大半が流れて
いるとみられる。さらに、車齢の高い自動車を使用することに対するディスインセン
ティブが存在しないことから、環境性能が低い自動車が多く流通していることが大気
汚染の問題を引き起こしている。
処理面での課題としては、インフォーマルセクターでの不適正処理によって健康被
害、環境汚染が発生している可能性が複数の既存研究において指摘されている。加え
て、ELV の適正処理が可能な事業者が限られており、発生量に対して適正処理のキャ
パシティが不足していることも大きな課題である。特に、今後現在の推計発生量は 9
万台程度と推計されているが（低位推計、2017 年）、2030 年には 26 万台（低位推計）
〜44 万台（中位推計）まで増加すると見込まれている。たとえ制度構築によって回収
システムが確立されたとしても、それを処理するだけの十分なキャパシティが存在し
なければ適正な処理は保障されないため、適正処理業者の育成が喫緊の課題である。
図表 97
自動車メー
カー、新車輸
入販売事業
者

新車

124万台

インドネシアにおける ELV マテリアルフロー別の課題
自動車ユー
ザー（家庭、
企業等）
修理自動車︑
中古自動車

使用済み自動車

中古車輸入規
制のため現在
はゼロ

事故車

警察、保
険会社

修理自動車︑
中古自動車

修理・再販不可能な自動車の引
き渡し先としてインフォーマル業者
以外の選択肢がほぼない

処分、投棄
廃棄物
中古部品

9万台
廃自動車

解体事業者

ほぼ全てインフォーマル

鉄スクラッ
プ
銅・アルミ
スクラップ

中古自動車
販売業者、
部品業者

国内外製錬
業者、電炉

基板・バッ
テリー等

輸出

僅か

高価買取可能な
中古自動車店に
流れやすい

環境汚染、健
康被害の発
生

市中ストック

中古自動車
販売業者、
部品販売業
者

中古自動車
輸入業者

高齢車によ
る大気汚染

2,500万台

古い自動車の使用
に対するディスイン
センティブがない

（出所）MURC 作成

110

オークションで高価買取可能
な事業者に流れる（適正処
理可能性は考慮されない）

適正処理できる業
者の数が少ない

（2）制度構築に向けた状況
インドネシアにおいては、ELV のリサイクルに特化した規制は制定されておらず、
明示的に ELV リサイクル制度の構築を目指す検討はほとんど行われていない。
ただし、インドネシア政府として排ガスに起因する大気汚染の改善には大きな問題
意識を抱いており、間接的に ELV リサイクル制度の構築に繋がり得るこれら規制に
ついては検討が進んでいる。既に、新車のガソリン自動車に対して Euro4 レベルの排
ガス規制を敷く等の対応が取られている。現在走行中の自動車に対する排ガス規制ま
では踏み込めていないため、同規制自体が即座の問題解決には繋がらないとみられる
が、政府全体として環境性能の低い自動車を排除する方向である。
DKI Jakarta では、政策の一環として車齢 10 年以上の自家用車を 2025 年までにゼロ
にすることを目指す知事指令を 2019 年に施行しており、現在関連する規則を準備中
である。さらに、運輸省では、新車登録から 5 年以上経過した乗用車に排ガス検査を
義務付ける方針を示している。こうした動きに見られるように、大気環境の改善をモ
チベーションとして、走行中の自動車に対する規制も現在検討されており、今後の動
向に注視が必要である。
走行中の自動車に対する車検制度や車齢制限制度が制定されれば、基準を満たさず
走行不可となった ELV の発生量は増加し、またそのまま車検場等で引き取る回収シ
ステムへ接続することも比較的容易とみられる。一方、回収や処理の責任主体に関し
ては今後議論を煮詰めていく必要がある。製造事業者・輸入事業者で構成される業界
団体からは、ELV の回収やリサイクルに関して EPR 原則を適用することに対して反
対する声が大きく、政府側としては今後、製造事業者の業界団体の意見に対して調整
を行う必要がある。
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（3）今後の方向性
制度構築に向けては特に、回収システム、適正処理の確保、費用回収・資金管理方
法の検討が必要になると考えられる。これら 3 つの観点から、インドネシアにおける
ELV 関連法制度の現状・課題および考えられる方向性について整理した（図表 98）。
なお、ELV 関連制度の構築に関する課題としては、ASEAN 地域において共通する課
題も多いため、これとインドネシアの状況を踏まえた特有の課題を分けて整理してい
るほか、方向性については短期的に求められる対応と中長期的に求められる対応で分
けて整理している。
まず回収システムに関しては、ELV リサイクル制度構築の必要性に対する問題意識
の醸成が最優先である。現在、車検制度や排ガス規制制度は検討がなされているため、
これら規制の結果、今後大量発生すると考えられる ELV に対して対策を講じる必要
性を訴えていく必要がある。その上で、EPR 原則に基づく回収システムの責任・役割
の明確化のための議論を進める必要がある。インドネシア政府では、EV 生産を促進
しているが、今後 EV が普及するに連れて ELV が発生することも対策に向けた動機付
けの一案となり得る。
適正処理の確保に関しては、現状ではインフォーマルセクターにおける ELV 処理
の規模や処理実態が詳細に把握できておらず、また関連する研究も乏しいことから、
全国レベルの大規模な調査を実施し、細かな実態把握が必要である。中長期的には、
現状は ELV を専門に扱う正規リサイクル業者は存在しないことから、適正処理事業
者の育成のためのモデルとなる実証事業を実施し、安全面・環境面を考慮した解体業
のライセンス制の検討および許可基準を検討していく必要がある。
費用回収・資金管理方法に関しては、問題意識の醸成が進まないうちには具体的検
討には移ることは難しいと考えられる。中長期的に、検討が必要となる論点を洗い出
した上で、消費者や製造業者・輸入業者との妥協点を探し、詳細な費用分担方法、資
金運用方法を定めていくことが望まれる。
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図表 98

インドネシアにおける ELV 関連法制度の現状、課題・方向性

（出所）MURC 作成
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第３章 中国及び東南アジア諸国等における固体廃棄物輸入規制動
向等及び輸入規制による国内への影響
I. 固体廃棄物輸入規制及びプラスチック規制等の最新動向
１．固体廃棄物輸入規制
１.１ 各国別の輸入規制動向
2017 年以降、中国が固体廃棄物の輸入規制を強化している。それに伴い、アジアの一
部の国も廃棄物の輸入規制を強化しており、特に廃プラスチックの輸入に関する規制が
強化されている。中国では、2017 年末に家庭系の廃プラスチックを禁止品目に、2018 年
末に工業系の廃プラスチックが禁止品目に含まれることとなった。中国以外のアジア各
国でも、輸入の一時的な禁止、輸入許可基準の厳格化、コンテナ検査の厳格化等を進める
傾向にある。以下、中国、タイ、マレーシア、ベトナム、台湾、インド、インドネシアに
おける廃プラスチックの輸入規制の動向を整理した。
また、2018 年末以降、中国がプレスくずや銅、アルミ等が含まれる廃電気機械等を輸
入禁止品目に含むこととしているため、日本からのいわゆる雑品スクラップ 99 の輸出に
影響が出ている。本調査では、いわゆる雑品スクラップに関連する可能性のある輸入規制
として、WEEE および金属スクラップ（鉄くず・銅くず・アルミくず）の輸入規制動向も
合わせて整理した。なお、調査対象は、台湾を除いてバーゼル条約の締約国であるため、
輸出入の際には、バーゼル条約に従った手続きが求められる100。

99 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を示す。
100 台湾では、バーゼル条約に従った手続きを想定した国内法整備を行っている。
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１.１.１ 中国
（1）廃プラスチック
廃プラスチックの輸入規制に関連する法令として「輸入廃棄物管理リスト（进口
废物管理目录）」がある。2017 年 7 月 27 日に中国政府国務院から「海外ごみの輸入
禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画」が発表されて以降、
「輸入廃棄物管
理リスト」が改定されている。「輸入廃棄物管理リスト」の改定により、2017 年 12
月末以降は家庭系の廃プラスチック、2018 年 12 月末以降は工業系の廃プラスチッ
クが「輸入禁止固体廃棄物目録」に含まれることとなった。廃プラスチックの輸入
は基本的に不可能な状況となっている101。なお、2019 年には中国国家標準として廃
プラスチックリサイクルに関する技術仕様（废塑料再生利用技术规范）
（GB/T 378212019）が発行されており、廃プラスチックのリサイクルにおける要件が含まれてい
るものとみられる。これによって、中国へのプラスチックの再生材輸出に影響が出
る可能性がある。
また、中国政府は、密輸の取締りを強化するための施策である「蓝天 2018」
（2018
年）、「蓝天 2019」（2019 年）を実施している。同施策のもと、廃プラスチックを含
む廃棄物の密輸に対する厳格な取締りが行われており、2019 年には、廃プラスチッ
ク関連の違法な輸入が摘発されている。
現状では、廃プラスチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、廃プラスチッ
クを基本的に輸入できない状況が続くことが見込まれる。
（2）金属スクラップ
金属スクラップ等の輸入規制に関連する法令として「輸入廃棄物管理リスト（进
口废物管理目录）」がある。上述のとおり、「輸入廃棄物管理リスト（进口废物管理
目录）」の改定が行われており、2018 年 12 月末以降、プレスくずや銅、アルミ等が
含まれる廃電気機械等が「輸入禁止固体廃棄物目録」に含まれることとなった。
WEEE の輸入は基本的に不可能な状況となっているものとみられる。
また、2019 年 7 月以降、鉄くず、銅くず、アルミくず等が「輸入制限固体廃棄物
目録」に含まれることになった。一定の条件のもとで、輸入が行われる状況となっ
ているものとみられる102。
また、上述のとおり、密輸の取締りを強化するための施策である「蓝天 2018」
（2018
年）、
「蓝天 2019」
（2019 年）が実施されており、WEEE や金属スクラップの密輸に
101 制度運用上、再生原料として輸入されているもの（ベール（PET）等）も存在するようである（有
識者ヒアリングより）。
102 輸入における基準等は、原料として使用可能な廃棄物の輸入に関する中国国家標準（进口可用作原
料的固体废物环境保护控制标准）で規定されているものとみられる。
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対しても厳格な取締りが行われており、2019 年には、金属スクラップ関連の密輸も
摘発されている。
現状では、WEEE および金属スクラップに対する輸入規制が緩和される見込みは
ないため、WEEE は基本的に輸入できず、金属スクラップの輸入が制限される状況
が続くことが見込まれる。

図表 99
HSコード

輸入禁止固形廃棄物リスト（一部抜粋）

廃棄物の名称

略称

その他の要求および注意事項

2017年末以降の禁止品目に追加されたもの
エチレンの重合体の廃材および
加工くず（アルミ・プラスチッ
3915100000 エチレンの重合体の廃材および加工くず

ク複合フィルムは除く）
アルミ・プラスチック複合フィ 非工業由来の廃プラスチック
ルム

3915200000 スチレンの重合体の廃材および加工くず

加工くず
塩化ビニルの重合体の廃材およ

3915300000 塩化ビニルの重合体の廃材および加工くず

3915901000

（生活由来の廃プラスチック

スチレンの重合体の廃材および を含む）

び加工くず

ポチエチレンテレフタレート（PET）の廃材およ
び加工くず

PETの廃材および加工くず
（ペットボトルは除く）
廃ペットボトル

非工業由来の廃プラスチック

その他のプラスチックの廃材お （生活由来の廃プラスチック
3915909000 その他のプラスチックの廃材および加工くず

よび加工くず（廃棄ディスクの を含む）
破砕品は除く）
廃棄ディスクの破砕品

2018年末以降の禁止品目に追加されたもの
エチレンの重合体の廃材および
加工くず（アルミ・プラスチッ
3915100000 エチレンの重合体の廃材および加工くず

ク複合フィルムは除く）
アルミ・プラスチック複合フィ
ルム
スチレンの重合体の廃材および

3915200000 スチレンの重合体の廃材および加工くず

加工くず
塩化ビニルの重合体の廃材およ

3915300000 塩化ビニルの重合体の廃材および加工くず

3915901000

び加工くず

ポリエチレンテレフタレート（PET）の廃材およ
び加工くず

PETの廃材および加工くず
（ペットボトルは除く）

工業由来の廃プラスチック
（プラスチック生産及びプラ
スチック製品加工の過程で生
じる熱可塑性の加工くず、切
れ端および仕損じ品）

廃ペットボトル
その他のプラスチックの廃材お

3915909000 その他のプラスチックの廃材および加工くず

よび加工くず（廃棄ディスクの
破砕品は除く）
廃棄ディスクの破砕品

7204490010 廃棄された自動車プレス屑
7204490020

7404000010
7602000010

廃棄された自動車プレス屑

主に鋼鉄を回収するための廃棄金属（金・銀・
銅・錫・鉄）電気機械

主に鋼鉄を回収するための廃棄
金属（ 金・銀・銅・錫・鉄）
電気機械

主に銅を回収するための廃棄電気機械等（廃棄電 主に銅を回収するための廃棄電
気機械、電線、ケーブル、金属電気機械を含む） 気機械等
主にアルミニウムを回収するための廃棄電線等

主にアルミニウムを回収するた

（廃棄電線、ケーブル、金属電気機械を含む）

めの廃棄電線等

（注）HS コードは参考用に掲載されている。
（出所）JETRO「中国における外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革に関するレポー
ト」をもとに MURC 作成
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図表 100

輸入制限固形廃棄物リスト（2019 年 7 月 1 日より制限のもの）

HSコード

廃棄物の名称

証書の名称

7204100000 鋳鉄のくず

鋼鉄のくず

環境保護制限基準を適用する
GB 16487.6

7204290000 その他の合金鉄のくず

鋼鉄のくず

GB 16487.6

7204300000 すずメッキの鋼鉄のくず

鋼鉄のくず

GB 16487.6

鋼鉄のくず

GB 16487.6

機械加工の際に生ずる鋼鉄くず（機械加工と
7204410000 は、切削、平削り、フライス削り、研削、鋸切
断、やすりがけ、切断、打ち抜き加工を指す）
7204490090 上記以外の鋼鉄のくず

鋼鉄のくず

GB 16487.6

7204500000 再溶解するくず鉄の塊

鋼鉄のくず

GB 16487.6

7404000090 その他の銅のくず

鋼鉄のくず

GB 16487.7

7602000090 その他のアルミニウムのくず

アルミニウムのくず

GB 16487.7

（注）HS コードは参考用に掲載されている。
（出所）JETRO「中国における外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革に関するレポー
ト」をもとに MURC 作成
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１.１.２ タイ
（1）廃プラスチック
廃プラスチックの輸入規制に関連する法令として、「Re: Criteria for permission of
importation plastics, either used or unused, and its scraps into Thailand B.E. 2551(2008)」
がある。廃プラスチックの輸入は制限されており、一定の要件（工場が輸入者であ
り再生原料として利用、種類別に選別され洗浄なしで製造工程に再生利用が可能、
最大 2cm 大まで破砕されている等）を満たす場合、廃プラスチックを輸入すること
が許可される。
しかし、中国による廃プラスチックの輸入禁止以降、タイにおける廃プラスチッ
クの輸入量が急激に増加したことを受け、2018 年 7 月には、タイ政府は廃プラスチ
ックの輸入許可の発給を一時的に停止している。その後、再度輸入許可が割り当て
られたものの、現時点では輸入許可の発給が停止されており、2021 年には輸入可能
な企業が存在しなくなる見込みである103。また、中国による輸入規制以降の輸入量
増加の中で、タイでも廃プラスチックを含むコンテナの返送が行われている。
廃プラスチックの輸入規制は厳格化の見込みである。不確定な部分も存在するが、
今後は廃プラスチックを基本的に輸入できない状況になることが見込まれる。
（2）金属スクラップ
タイ政府は、工場法上の工場に対して、特定の種類の輸入 WEEE を原材料として
使用することを禁止する法令を策定している104。これにより、タイ政府が特定する
WEEE の輸入が基本的に不可能な状況となる見込みである。なお、2018 年 7 月には、
バンコク港での廃プラスチックや WEEE などを積載したコンテナの荷揚げが一時
的に禁止されている。
また、タイ政府は鉄くずやアルミくず等に対して、輸入可能な異物混入率を設定
することを検討している105。これが設定された場合、一定の条件のもとで、鉄くず
やアルミくず等の輸入が行われることとなる。
WEEE および金属スクラップの輸入規制は厳格化の見込みである。不確定な部分
も存在するものの、今後は WEEE を基本的に輸入できず、一定の基準を満たす金属
スクラップのみを輸入できる状況になることが見込まれる。

103 現時点で輸入許可を持つ企業は 2021 年まで輸入することができるが、それ以降は輸入許可を持つ
企業が存在しなくなる。実質的に輸入禁止の状態となることが予想される。
104 現地政府ヒアリングより。なお、各種報道によれば、2020 年 1 月に内閣で承認されているとのこと
である。
105 佐々木創「タイにおける中国・廃棄物輸入規制の影響：廃プラ輸入急増と対策」（2020 年 2 月確認）
（http://ieei.or.jp/2018/10/expl181010/）
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１.１.３ マレーシア
（1）廃プラスチック
廃 プ ラ ス チ ッ ク の 輸 入 規 制 に 関 連 す る 法 令 と し て Solid Waste And Public
Cleansing Management Act 2007（Act672）がある。MITI（Ministry of International Trade
and Industry）から引き継ぐ形で、JPSPN（国家廃棄物管理局）が廃プラスチックの
輸入許可（AP：Approved permit）を管轄し、発給している。JPSPN が定める一定の
要件を満たす場合、廃プラスチックを輸入することが許可される106。ただし、破砕
済かつ異物混入のない単品化された廃プラスチック、フレーク、ペレットの輸入に
おいては、許可取得が不要である107。
中国が廃プラスチックの輸入を禁止して以降、マレーシアにおける廃プラスチッ
クの輸入量が急激に増加したことを受け、2018 年 7 月、マレーシア政府は発給済み
の輸入許可を 3 か月間停止した。また、マレーシア政府は、保管場所の収容能力の
証明や輸入量に応じた税金の納付などの要件を追加するなど輸入許可基準を厳格化
している。2019 年には、違法に輸入された廃プラスチックを含むコンテナの返送が
相次いでおり、厳格なコンテナ検査が実施されているものとみられる。
廃プラスチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、マレーシアでは、一定の
基準を満たす廃プラスチックのみを輸入できる状況が続くことが見込まれる。
（2）金属スクラップ
金属スクラップ等の輸入規制に関連する法令として「Environmental Quality Act
（Act127）」や「Environmental Quality Scheduled Wastes Regulations2005」等がある。
「Environmental Quality Scheduled Wastes Regulations 2005」で規定される指定廃棄
物には WEEE も含まれている108。指定廃棄物の輸入は原料目的でない限り、基本的
に は 認 め ら れ て い な い 。 ま た 、DOE（Department of Environment） の 発 行 す る
「Guidelines for Classification of Used Electrical and Electronic Equipment in Malaysia」
において、WEEE109の輸出入はバーゼル条約の手続きに従わなければならないと記
載されている。事前同意があることなどの一定の条件のもと、WEEE の輸入が可能

106 環境省「平成 30 年度プラスチックくず等の輸入規制に関する調査検討業務報告書」によれば、DOE
は環境質法に基づく確認（輸入業者の排水、排ガス、処理物残渣の管理、廃プラスチック保管状況の
遵法状況の確認）後、JPSPN への推薦（Compliance letter）が発行される。
107 環境省「平成 30 年度プラスチックくず等の輸入規制に関する調査検討業務報告書」より
108 蓄電池、水銀スイッチ、CRT ガラスや活性化ガラスやその他活性ガラスもしくはポリ塩化ビフェニ
ル（PCB）コンデンサなどの部品を含むか、またはカドミウム、水銀、鉛、ニッケル、クロム、銅、
リチウム、銀、マンガンもしくは PCB によって汚染された電気電子機器の廃棄物が SW110 とされる。
109 原文（英語）では、e-waste と記載されている。
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であるとみられる110。マレーシアでは、一定の基準を満たす WEEE のみを輸入でき
る状況が続くことが見込まれる。
１.１.４ ベトナム
（1）廃プラスチック
ベトナムでは、廃棄物の輸入が原則禁止されている。
「決定 73/2014 / QD-TTg」で
定められる廃棄物については、一定の要件を満たす場合に輸入が許可される。廃プ
ラスチックもこれに含まれる。特に廃プラスチックの輸入規制に関連する法令とし
て「通達 QCVN 32：2018 / BTNMT」がある。同規定に定められる一定の要件（不
純物含有を総重量の 2%未満、洗浄・破砕・不純物除去されていること等）を満たす
場合、廃プラスチックを輸入することが許可される。また、
「政令 40 / 2019 / ND-CP」
においても、廃プラスチックを含む廃棄物の輸入のための要件（製品製造の設計能
力の範囲内での輸入等）が規定されている。
中国が廃プラスチックの輸入を禁止して以降、ベトナムにおける廃プラスチック
の輸入量が急激に増加したことを受け、2018 年 6 月、ホーチミン市のカットライ港
とヒェップフック港の 2 港において、港湾管理会社が廃プラスチックの受入れを一
時的に制限した。2018 年 7 月には、ベトナム全土で、廃プラスチックを含む輸入廃
棄物の管理が強化され、2018 年 10 月には、輸入許可基準が厳格化されている。ま
た、2019 年 5 月にも、廃棄物の輸入における新たな条件を設定する「政令 40 / 2019
/ ND-CP」が公布されており、輸入基準の厳格化が進んでいるものとみられる。
廃プラスチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、ベトナムでは、一定の基
準を満たす廃プラスチックのみを輸入できる状況が続くことが見込まれる。
（2）金属スクラップ
上述のとおり、ベトナムでは廃棄物の輸入が原則禁止されており、
「決定 73/2014
/ QD-TTg」で定められる廃棄物については、一定の要件を満たす場合に輸入が許可
される。金属スクラップ（鉄くず、銅くず、アルミくず）もこれに含まれる。特に
鉄くずの輸入規制に関連する法令として「通達 QCVN 31：2018 / BTNMT」、非鉄金
属くずの輸入規制に関連する法令として「通達 QCVN 66：2018 / BTNMT」がある。
両規定に定められる一定の要件（不純物混入が一定割合であること、特定の種類の
スクラップであること等）を満たす場合、金属スクラップを輸入することが許可さ
れる。また、廃プラスチック同様に「政令 40 / 2019 / ND-CP」の規定にも従う必要
110 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』によれば、「明文化されていないが、いくつかの指定廃棄物については、輸出入が原則禁
止されている品目がある。例えば、廃鉛酸蓄電池や廃電子・電機製品である。」とのことである。
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がある。なお、WEEE については、基本的には輸入が不可能であるものとみられる。
なお、金属スクラップの許可基準が見直されたのも 2018 年であるため、輸入規制
は厳格化が進められている状況である。今後も、WEEE を基本的に輸入できず、一
定の基準を満たす金属スクラップのみを輸入できる状況が続くことが見込まれる。
１.１.５ 台湾
（1）廃プラスチック
台湾では「事業廃棄物輸入輸出管理弁法（事業廢棄物輸入輸出管理辦法）」などに
基づき、廃棄物の輸入には許可が必要となっている。特に廃プラスチックの輸入規
制に関連する法令として「産業用資材のための事業廃棄物（属産業用料需求之事業
廃棄物）」がある。同規定に定められる一定の要件を満たす場合、廃プラスチックを
輸入することが許可される。一定の要件は、プラスチック製造過程で生じた単一素
材あるいは単一形態の廃プラスチックや不良品であること、非プラスチック製造過
程で生じたプラスチック原料や完成品の単一素材で単一形態の廃プラスチックであ
ること、土壌が付着していないこと、輸入業者が合法的な工場であること等である
111 。

中国が廃プラスチックの輸入を禁止して以降、台湾でも廃プラスチックの輸入量
が増加している。
「産業用資材のための事業廃棄物」は 2018 年 10 月に改正公布され
たものであり、廃プラスチックの輸入量増加を受けた動きであると考えられる。
廃プラスチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、台湾では、一定の基準を
満たす廃プラスチックのみを輸入できる状況が続くことが見込まれる。
（2）金属スクラップ
上述のとおり、台湾では「事業廃棄物輸入輸出管理弁法（事業廢棄物輸入輸出管
理辦法）」などに基づき、廃棄物の輸入には許可が必要となっている。そのため、
WEEE および金属スクラップについても、一定の要件を満たす場合に輸入が許可さ
れるものとみられる。
なお、「事業廃棄物輸入輸出管理弁法（事業廢棄物輸入輸出管理辦法）」では、バ
ーゼル条約に従った手続きが想定されており、WEEE や金属スクラップ輸入におい
ても、バーゼル条約に類似した手続きがとられるものと考えられる112。
台湾では、一定の基準を満たす WEEE および金属スクラップのみを輸入できる状

111 JETRO「台湾で脱プラスチックの動きが加速」（2020 年 2 月確認）
（https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/01dee602c9571856.html）
112 同法における有害廃棄物の定義には、バーゼル条約上の規制対象の有害廃棄物も含まれている。
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況が続くことが見込まれる。

１.１.６ インド
（1）廃プラスチック
廃プラスチックの輸入規制に関連する法令として「Hazardous and Other Wastes
(Management and Transboundary Movement) Rule」がある。同法令は輸入禁止品目や
輸入制限品目を規定する。同法令の改正により、2019 年 8 月 31 日以降、固形のプ
ラスチック廃棄物が輸入禁止品目に含まれることとなった（図表 101）。なお、SEZ
（Special Economic Zone）や EOUs（export-oriented units）での輸入の禁止も想定さ
れている。
中国が廃プラスチックの輸入を禁止して以降、インドにおける廃プラスチックの
輸入量が急激に増加した。その後、インドは廃プラスチックを輸入禁止とし、2019
年 9 月以降は廃プラスチック（HS コード 3915）の輸入量が激減している。廃プラ
スチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、基本的に廃プラスチックを輸入で
きない状況が続くことが見込まれる。

図表 101

輸入禁止とされる廃プラスチック（B3010）

B3010 固形状のプラスチックの廃棄物
次のプラスチック又はプラスチックの混合物で、他の廃棄物と混合されておらず、
かつ、規格に従って調整されたもの
ハロゲン化されていない重合体及び共重合体のくずで、次のものを含むがこれら
に限定されない。
エチレン、スチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリロ
ニトリル、ブタジエン、ポリアセタール、ポリアミド、ポリブチレンテレフタレ
ート、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリフェニレン硫化物、アクリル重合
体、アルカンＣ１０−Ｃ１３（可塑剤）、ポリウレタン（ＣＦＣｓを含むものを
除く。）、ポリシロキサン、ポリメタクリル酸メチル、ポリビニルアルコール、ポ
リビニルブチラール、ポリビニルアセテート
次のいずれかを含む硬化した樹脂又は縮合物の廃棄物
尿素ホルムアルデヒド樹脂、フェノールホルムアルデヒド樹脂、メラミンホルム
アルデヒド樹脂、エポキシ樹脂、アルキド樹脂、ポリアミド
次のいずれかのフッ化重合体の廃棄物
パーフルオロエチレン―プロピレン（ＦＥＰ）、パーフルオロアルコキシアルカ
ン（ＰＦＡ）、パーフルオロアルコキシアルカン（ＭＦＡ）、フッ化ポリビニル（Ｐ
ＶＦ）、フッ化ポリビニリデン（ＰＶＤＦ）
（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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（2）金属スクラップ
金属スクラップの輸入規制に関連する法令として「Hazardous and Other Wastes
(Management and Transboundary Movement) Rule」がある。同法令における輸入禁止
品目に WEEE が含まれる113。輸入禁止品目で規定される WEEE の輸入は基本的に
不可能な状況となっている。また、政府の許可なく輸入可能な品目に金属スクラッ
プ（鉄くず、銅くず、アルミくず）が含まれている。そのため、金属スクラップの
輸入は特に制限されていないものとみられる。
インドでは、WEEE の輸入が基本的に不可能な状況が続くことが見込まれる。

113 Waste electrical and electronic assembles or scrap (does not include scrap assemblies from electric power
generation) containing components such as accumulators and other batteries included in Part A of Schedule
III, mercuryswitches, glass from cathode-ray tubes and other activated glass and PCBcapacitors, or
contaminated with Schedule II constituents (e.g. cadmium, mercury, lead, polychlorinated biphenyl) to an
extent that they exhibit hazard characteristics indicated in Part C of Schedule III (note the related entry in
Part B B1110)が輸入禁止品目に含まれる。
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１.１.７ インドネシア
（1）廃プラスチック
インドネシアでは、
「商業省規則 84/2019 114」で定められる非 B3 廃棄物について
は、一定の要件（工業原料目的であること等）を満たす場合に輸入が許可される。
廃プラスチックもこれに含まれるため、同規定の要件を満たす場合に、輸入するこ
とが許可される115。ただし、インドネシア政府が廃プラスチックの輸入禁止を検討
しているとの報道も確認されており、今後は廃プラスチックの輸入が禁止されるこ
とになる可能性もある。
中国が廃プラスチックの輸入を禁止して以降、インドネシアにおける廃プラスチ
ックの輸入量が急激に増加した。2018 年以降、インドネシア政府はコンテナの検査
を厳格化しており、2019 年にはコンテナの返送が相次いでいる。
廃プラスチックの輸入規制が緩和される見込みはなく、インドネシアでは、一定
の基準を満たす廃プラスチックのみを輸入できる状況が続くことが見込まれる。
（2）金属スクラップ
上述のとおり、「商業省規則 84/2019」で定められる非 B3 廃棄物については、一
定の要件（工業原料目的であること等）を満たす場合に輸入が許可され、金属スク
ラップ（鉄くず、銅くず、アルミくず）もこれに含まれる。また、B3 廃棄物の輸入
は禁止されており、WEEE の輸入も基本的には禁止されているものとみられる116。
インドネシアでは、基本的に WEEE を輸入できず、金属スクラップの輸入が制限
される状況が続くことが見込まれる。

114 Ministry of trade Regulation No. 31/2016 にかわる法令であるとみられる。
115 環境省「平成 30 年度プラスチックくず等の輸入規制に関する調査検討業務報告書」によれば、「洗
浄されたクリーンな状態で、フレーク、チップ、ペレット状のものに限る」といった要件が含まれて
いる可能性がある。
116 現地政府ヒアリングより
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１.２ まとめ
１.２.１ 各国輸入規制の概観
廃プラスチックおよび金属スクラップ（鉄くず、銅くず、アルミくず）等に対す
る各国の輸入規制の状況を整理した（図表 102）。各品目について、特に輸入制限が
確認されなかった場合は「○」、一定基準を満たす場合に輸入できるとみられる場合
は「△」、基本的に輸入ができないとみられる場合は「×」、としている。
廃プラスチックについて、中国、タイ、インドでは輸入ができない状況となり、
その他の国でも厳格な基準を満たすことが求められるようになっている。金属スク
ラップについても、一部の国で厳格な基準を満たすことが求められる状況となりつ
つある。
図表 102

各国輸入規制状況の概観
国内法

バーゼル条約

廃プラス

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

台湾

インドネシア

インド

単一プラ

△

×

×

△

△

△

△

×

混合プラ

△

×

×

△

△

×

△

×

鉄くず

○

△

△

○

△

△

△

○

銅くず

○

△

△

○

△

△

△

○

アルミくず

○

△

△

○

△

△

△

○

△

×

×

△

×

△

×

×

チック

金属スク
ラップ

WEEE

（注）本調査で確認できた各国法制度をもとに分析を行っている。調査実施時点に入手可能な情報
に基づき判断したものであり、実際の運用状況とは必ずしも一致しない可能性がある。また、各品
目の定義は国ごとに必ずしも一致しないほか、取扱物の捉え方はその時々で異なる可能性もあるた
め、本分析結果はあくまで各国の概観（おおよその傾向）を整理したものとなる。
（注）廃プラスチックについては、3915 類およびそれに相当するもののうち輸入禁止とされるも
のがあるとみなされる場合、または、3915 類およびそれに相当するものの輸入に何らかの条件が設
定されているとみなされる場合に、一定基準を満たす場合に輸入できるとみられる（「△」）として
いる。3915 類およびそれに相当するものすべて(または大部分)の輸入が禁止されているとみなされ
る場合、基本的に輸入ができないとみられる（「×」）としている。
（注）金属スクラップ（鉄くず/銅くず/アルミくず）については、7204/7404/7602 類およびそれに
相当するもののうち輸入禁止とされるものがあるとみなされる場合、または、7204/7404/7602 類お
よびそれに相当するものの輸入に何らかの条件が設定されているとみなされる場合、一定基準を満
たす場合に輸入できるとみられる（「△」）としている。
（注）WEEE については、WEEE の多くを含むと考えられる品目が禁止されているとみなされる場
合、基本的に輸入ができないとみられる（「×」）としている。
（注）タイについては、今後の見込みの整理となっている。また、鉄くずやアルミくずなどの再生
資源の輸入における異物混入率の設定が発表されたとあり、銅くずについても同様に設定される可
能性があると想定した。
（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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１.２.２ 各国の輸入規制、取締り動向（時系列）
各種報道資料をもとに、廃プラスチックおよび金属スクラップ（鉄くず、銅くず、
アルミくず）等に対する各国の輸入規制、取締り動向を整理した。
2017 年末に中国で家庭系の廃プラスチックの輸入規制が始まって以降、東南アジア
各国で廃プラスチックの輸入の一時受入停止、受入基準厳格化が相次いで行われた。
中でも、タイは 2018 年半ばに WEEE および廃プラスチックの輸入禁止、鉄くずやア
ルミくずなどの輸入制限の方針を発表しており、特に規制を厳格化している。
2018 年末には、中国で工業系の廃プラスチックおよびプレスくずや銅、アルミ等が
含まれる廃電気機械等の輸入規制が開始された。その後、東南アジア各国では、違法
に輸入されたコンテナの摘発、輸出国へのコンテナの返送が相次いで行われている。
厳格なコンテナ検査が行われるようになっているものとみられる。一方、インドは廃
プラスチックを輸入禁止品目とした。
廃プラスチックについては、各国の方向性も明らかになってきている。中国、タイ、
インドが基本的に輸入を禁止とする方針となっており、その他は輸入制限を続けてい
くことが予想される。一定の要件を満たす廃プラスチックであれば輸入可能であるた
め、輸出国側には適切な処理を行った上での輸出が求められる。
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図表 103
2018年1月

2018年5月

家庭系の廃プラスチッ
クが輸入禁止品目に

各国の主な輸入規制動向まとめ

2018年9月

「蓝天2018」による取
締強化開始

2019年1月

工業系の廃プラスチック、プレスくずや銅、アルミ等 が
含まれる廃電気機械等が輸入禁止品目 に

2019年5月

「蓝天2019」による
取締強化開始

2019年9月
鉄、アルミ、銅くず等が輸
入制限品目に

2020年1月

河北で鉄鉱石を
偽った密輸発見

ステンレスくず等が輸
入禁止品目に

中国
違法輸入のスラグ等の
押収、返送

WEEE、廃プラスチック全面禁輸方針、鉄、アルミ
くずの輸入における異物混入率設定方 針を発表

廃プラスチック、WEEEの荷揚げ禁止、廃
プラスチックの輸入許可発給を一時停 止

青島でミルスケールの
密輸発見

天津で鉄鋼スラグ
密輸発見

タイ
WEEEを輸入し、工場の原材料として使用
することを禁止する省令が内閣で承認
114の輸入許可証
を3か月間停止

マレーシア

許可証 の発行 が再 開されたが、
輸入許可基準が厳格化

違法操業を行った廃プラ処理工場閉鎖の
報告、多くのコンテナが返送見込みとなる

スペインにコンテナ
の返送

多くの違法輸入された廃プラが
発見され、返送見込みとなる

一部港で廃プラスチッ
クの受入を一時制限

返送済みコンテナ、返送待ちコンテ
ナの輸出国内訳を発表

返送予定の一部コンテナの輸出
国特定ができていないとの発表

英国との間でコンテナ
返送に合意

輸入許可基準の
厳格化

ベトナム
検査主体を地方政府から
民間の認定機関に

全土で廃プラ等の輸
入廃棄物管理強化

多くのコンテナが港に積
み上がっているとの報告

輸入基準の厳格化（廃棄物の輸 入者
を「輸入廃棄物を使用する製造施設を
有する組織または個人」に限定等）

違法輸入の発見、
返送が相次ぐ

台湾
オーストラリア等に
コンテナが返送

廃プラスチックの輸入制限（単一 の発
生源または単一の種類のみ輸入可）

違法輸入された廃プラス
チックが発見され、返送

非有害（nonB3）廃棄物の輸
入制限にかかる法令を発表（施
廃プラスチックを違法輸入し 行されているものとみられる）
たシンガポール人を告発

インドネシア

一時受入停止、
受入基準厳格化
インド

凡例：

廃プラスチックやWEEEが混入し
たコンテナが返送見込みとなる

欧米等に複数のコンテナが
返送されている。1,000以
上のコンテナを検査している

WEEE、金属スクラップ関連
廃プラ関連
その他

廃プラスチック（B3010）を輸入
禁止品目とする改正法を公布

廃プラスチック（B3010）を輸入
禁止品目とする改正法が施行

（注）主に報道資料等で確認された出来事を記載しているため、ここでは捕捉しきれていない出来事も存在する可能性がある。
（出所）各種資料をもとに MURC 作成
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２．プラスチック関連法制度・政策
２.１ 中国
2008 年、中国政府は「プラスチック製買い物袋の生産・販売・使用を制限する通知
（限塑令）」
（2008 年）を制定し、プラスチック製買い物袋117の生産・販売・使用を禁
止、小売店に対して原則有料で提供することを義務付けている。吉林省では、
「吉林省
プラスチック禁止令」（2014 年）に基づき、使い捨ての非生分解性プラスチック製の
買い物袋や食器の生産・販売・使用が原則禁止されている。
2020 年 1 月、中国政府（国家発展改革委員会生態環境部）は、「プラスチック汚染
の管理を強化することに関する意見（进一步加强塑料污染治理的意见）」を発表した。
主要な目標として、2020 年中に、一部地域での一部プラスチック製品の生産、販売、
使用の禁止と制限を行うこととしている。2022 年までに、使い捨てプラスチック製品
の消費の大幅削減、代替製品の促進、廃プラスチックの再資源化とエネルギー利用の
大幅な増加等を行うこととしている。2025 年までには、プラスチック製品の生産、流
通、消費、リサイクル、および廃棄に関する管理システムの確立、代替製品のさらな
る開発と普及、廃棄量の大幅な削減、汚染の効果的な制御を目指している。

図表 104

「プラスチック汚染の管理を強化することに関する意見（进一步加强塑料污
染治理的意见）」において生産、販売の禁止を提案する品目

2020 年末までに生産、販売が禁止される品目
使い捨ての発泡プラスチック製食器
使い捨てのプラスチック綿棒
プラスチック製のマイクロビーズを含む日用化学製品（生産のみ禁止）
2022 年末までに生産、販売が禁止される品目
プラスチック製のマイクロビーズを含む日用化学製品（生産、販売禁止）
（出所）国家発展改革委員会「进一步加强塑料污染治理的意见」をもとに MURC 作成

117 厚さ 0.025 ミリ以下のプラスチック製買い物袋
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図表 105

「プラスチック汚染の管理を強化することに関する意見（进一步加强塑料污

染治理的意见）」において使用の禁止または制限を提案する品目と提案内容
品目
非分解
性のビ
ニール
袋

使い捨
てのプ
ラスチ
ック製
食器

ホテル
用の使
い捨て
プラス
チック
製品
配達用
のプラ
スチッ
ク製包
装

2020 年末までに実施
直轄市、省都、計画単列市
城市建成区（直辖市、省会
城市、计划单列市城市建
成区）におけるショッピ
ングモール、スーパーマ
ーケット、薬局、書店、そ
の他の場所における非分
解性ビニール袋の使用禁
止。自由市場（集贸市场）
における規制と制限に関
する規範整備。
非分解性の使い捨てプラ
スチックストローは、全
国の飲食業界で使用禁
止。地級市以上の城市建
成区の景勝地（地级以上
城市建成区、景区景点）の
飲食サービスでの非分解
性の使い捨てプラスチッ
ク製品の使用禁止。
−

−

2022 年末までに実施
対象範囲をすべての
地級市以上城市建成
区および沿岸地区県
城建成区など（全部地
级以上城市建成区お
よび沿海地区县城建
成区）に拡大する。

2025 年末までに実施
左記の地域の自由市
場において、非分解
性ビニール袋を使用
することを禁止す
る。農村と都市の境
界地域、農村などで
は、非分解性ビニー
ル袋の使用停止を奨
励。

県城建成区の景勝地
（县城建成区、景区景
点）の飲食サービスで
の非分解性の使い捨
てプラスチック製品
の使用禁止。

地级以上城市におけ
る飲食持ち帰りにお
いて、非分解性の使
い捨てプラスチック
製品の消費（消耗强
度）を 30％減少させ
る。

全国の星付きのホテ
ル等で、使い捨てのプ
ラスチック製品を積
極的に提供しない。セ
ルフサービスでの購
入機の設置、詰替型の
洗剤の提供等を行う。
北京、上海、江苏、浙
江、福建、广东等の省
の郵便配達店におい
て、先行して非生分解
性のプラスチック包
装袋、使い捨てのプラ
スチック織布袋の使
用を禁止し、非分解性
のプラスチックテー
プの使用量を削減す
る。

対象範囲をすべての
ホテル、民宿に拡大
する。

全国の郵便配達店に
おいて、非生分解性
のプラスチック包装
袋、プラスチックテ
ープ、プラスチック
織布袋等の使用を禁
止する。

（注）訳はすべて MURC 仮訳
（出所）国家発展改革委員会「进一步加强塑料污染治理的意见」をもとに MURC 作成
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２.２ タイ
2019 年、 タイ政府は、「廃プラスチック 管理 に関するロードマップ 2018-2030
（Thailand

s Roadmap on Plastic Waste Management 2018-2030）」を発表した。ロード

マップでは、品目別に削減目標が設定されている。具体的な対象品目は、キャップシ
ール（2019 年までに削減率 100%目標）、酸化型分解性プラスチック（2019 年までに
削減率 100%目標）、マイクロビーズ（2019 年までに削減率 100%目標）、36 ミクロン
以下のレジ袋（2022 年までに削減率 100%目標）、発砲スチロール製の食器容器（2022
年までに削減率 100%目標）、使い捨てプラスチックカップ（2022 年までに削減率 100%
目標）、プラスチックストロー（2022 年までに削減率 100%目標）とされている118。
同ロードマップは法的拘束力を持つ文書ではないため、実効性を高めることが課題に
なるものとみられる。
なお、同ロードマップの発表にともない、2020 年 1 月から、一部小売店で使い捨て
レジ袋の使用を停止する活動が開始されたとの報道もある119。今後、買い物客に対し、
使い捨てのレジ袋の代わりに、少額でリユースバッグを販売するなどの取組も実施さ
れる可能性がある。
また、官民連携の取組として、Thailand PPP Plastic（Thailand Public Private Partnership
for Plastic and Waste Management）が実施されている。プラスチック循環経済に向け
た国の方向性、政策形成や制度構築、現状の仕組みやインフラを改善することを目指
しており、国家環境委員会のもとに設置された WG で活動が行われている。なお、2019
年 6 月時点で 33 の組織の参画が確認できている。

２.３ マレーシア
2019 年、マレーシア政府は、「使い捨てプラスチックゼロに向けたロードマップ
2018-2030（MALAYSIA

S ROADMAP TOWARDS ZERO SINGLE-USE PLASTICS

2018-2030 Towards a sustainable future）」を発表した。プラスチックストロー、レジ袋
等を削減するための具体的なアクションプランを設定しているほか、調査研究や法制
度構築に関する言及がある。

118 佐 々 木 創 「 も つ れ た マ リ ン プ ラ ス チ ッ ク ご み 問 題 を タ イ で 考 え る 」 （ 2020 年 2 月 確 認 ）
（http://ieei.or.jp/2019/11/expl191119/）
119 主に小売店が主導する活動であるとみられる。
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図表 106

プラスチックストローおよびレジ袋に関するアクションプラン

（出所）JETRO「使い捨てプラスチックにもメス、「基本ストローなし」拡大へ（マレーシア）」
（2020 年 2 月確認）（https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/9f2706db4f8eba46.html）

図表 107

使い捨てプラスチックゼロに向けたロードマップ

（出所）MINISTRY OF ENERGY, SCIENCE, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT & CLIMATE
CHANGE (MESTECC), MALAYSIA’S ROADMAP TOWARDS ZERO SINGLEUSE PLASTICS 2018
2030 Towards a sustainable future
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２.４ ベトナム
ベトナムでは、2019 年 6 月にプラスチックごみ廃止キャンペーンが実施されてい
る。同キャンペーンでは、Nguyen Xuan Phuc 首相から、使い捨てプラスチック製品の
使用停止等に関する呼びかけが行われた。
また、OPTOCE（Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy）によ
るプロジェクトがホーチミン市等で実施されている。OPTOCE はノルウェーの組織で
あり120、官民パートナーシップを活用して、新興国や発展途上国で廃プラスチック問
題を解決するための実証等を行うことが想定されている。なお、ベトナムのほかにも、
中国、インド、タイ、ミャンマーがパートナー国としてあげられている121。

２.５ 台湾
2018 年 2 月、台湾政府は、「台湾海洋廃棄物管理行動法案（台湾海洋廃棄物治理行
動法案）」を発表した。同法案では、プラスチック製レジ袋、使い捨てプラスチック食
器、使い捨てプラスチック製コップ、使い捨てプラスチックストローの全面禁止が目
指されており、品目ごとに具体的なスケジュールが提示されている。
図表 108

台湾海洋廃棄物管理行動法案（台湾海洋廃棄物治理行動法案）における対象
品目およびスケジュール

（出所）JETRO「台湾で脱プラスチックの動きが加速」（2020 年 2 月確認）
（https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2019/01dee602c9571856.html）

120 ノルウェー外務省などが参画している。
121 OPTOCE ウェブサイトより（2020 年 3 月確認）（https://optoce.no/concept/）

132

２.６ インドネシア
2018 年、インドネシア政府は「National Plan of Action for Combating Marine Litter
2018-2025 (Regulated by Presidential Regulation No. 83/2018)」を発表している。同計画
では、2025 年までに海洋ごみを 70％削減することを目標としている。（1）ステーク
ホルダーのアウェアネス向上のための活動、
（2）陸域における廃棄物の管理、
（3）沿
岸部および海域での廃棄物管理、
（4）資金調達メカニズム、制度の強化、監査および
執行、（5）調査研究の 5 つの戦略を提示している。

２.７ インド
2018 年、マハーラーシュトラ州では、「プラスチックおよびポリスチレン製品の製
造、使用、販売、移動、取り扱い、保管に関する通達(the Maharashtra Plastic and Thermocol
Products（Manufacture, Usage, Sale, Transport, Handling and Storage）Notification,2018)」
が制定された。同通達は、非生分解性素材を利用した製品を広範に規制するものであ
り、以下を禁止する（図表 109）。また、回収や買戻しのメカニズムをつくる義務など
も含んでいる。

図表 109

「プラスチックおよびポリスチレン製品の製造、使用、販売、移動、取り扱
い、保管に関する通達」で禁止される事項

禁止される事項
レジ袋の製造、仕様、移動、配布、卸売り・小売り及び保管、輸入
非生分解性の素材で作られた、使い捨ての皿、コップ、スプーン、フォーク、
ストローの使用
非生分解性の素材で作られたものによる包装122
容量が 500 ミリリットル未満の商品の禁止
（出所）JETRO「MH 州、プラスチック製品の使用禁止を発表」（2020 年 2 月確認）
（https://www.jetro.go.jp/biznews/2018/04/eff2ebd01c02ddcc.html）を基に MURC 作成

122 「製造段階にある、あるいは製造上欠くことのできない、プラスチック製品による包装」は対象外
（ただしいくつかの条件付き）。また、食料雑貨と穀物製品の卸売事業者・販売者は、いくつかの条
件を満たせばプラスチック包装材を使用した販売が可能である。
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2019 年、タミル・ナドゥ州では、
「プラスチック規制に関する通達（ban on one-time
use and throwaway plastics irrespective off thickness）」が制定された。同通達は、使い
捨てプラスチックの製造、使用などを禁止している。以下の 14 品目を規制対象製品
に指定している（図表 110）。

図表 110

「プラスチック規制に関する通達」における規制対象品目

規制対象品目（14 品目）
食用品のプラスチック製シート
テーブル用のプラスチック製シート
発砲スチロール製の皿
プラスチックコーティングされた紙皿
プラスチックコーティングされた紙コップ
プラスチック製のコップ
プラスチック製のタンブラー
発砲スチロール製のコップ
水用のパウチ
プラスチック製のストロー
プラスチック製の袋
プラスチックコーティングされた袋
プラスチック製の旗
不織布（ポリプロピレン）の袋
（出所）JETRO「TN 州で使い捨てプラスチック規制始まる」（2020 年 2 月確認）
（https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/01/d9ca56d3ac3e81fc.html）を基に MURC 作成

また、2019 年、「インド国鉄における使い捨てプラスチック製品の使用を禁止する
通達（Indian Railways to enforce ban on single use plastic material」が発表された。同通
達は、厚さ 50 ミクロン以下の使い捨てプラスチック製品をインド国鉄施設内で使用
することを禁止している。
インドのモディ首相は、今後数年でプラスチック製品の使用を全面的に禁止する方
針を示し、10 月 2 日から、レジ袋・カップ・皿・少量ボトル・ストロー・特定の個別
包装などの 6 種の使い捨てプラスチック製品の使用が国全体で禁止される可能性があ
った。しかし、産業界への影響の懸念により、具体的な政策については棚上げされて
いる模様である。
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II. 輸入規制が及ぼす国際的なフローへの定量的な影響評価
１．廃プラスチックの国際フローへの影響
中国の輸入規制によって、中国向けに輸出される廃プラスチックが減少した一方で、
アジア周辺国向けに輸出される廃プラスチックが増加した。その結果、本章 I で示した
ように、各国でライセンスの発給停止や監視・検査の厳格化を実施するようになってい
る。
そこで、中国の輸入規制が廃プラスチックの国際フローに与えた影響について、貿易
統計をもとに定量的な評価を行った。日本からの輸出に加えて、廃プラスチックの発生
量が大きな欧州および米国からの輸出フローを調査対象にした。また、輸入国としては、
本章 I で調査対象とした国（中国、タイ、マレーシア、ベトナム、台湾、インドネシア、
インド）に加えて、周辺諸国のうち輸出対象国からの輸出量が一定程度ある国（香港、
韓国、フィリピン）を対象にした（図表 111）。また、調査対象品目は貿易統計の HS コ
ード（6 桁）を基準に選定した。尚、ポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂について、
日本からの輸出量のみ、9 桁の HS コードで調査を行った（図表 112）。
フローへの影響は、輸出国側と輸入国側の双方から整理を行っている。なお、輸入国
側の輸入量の推移は輸出国側の統計情報をもとに整理をしているため、輸入国側が発表
している統計情報と一致しない可能性がある。また、統計上のデータ欠損箇所は 0 とし
ている。

図表 111 調査対象国
フロー

国名

輸出国

日本、欧州、米国

輸入国

●本章 I の対象国：
中国、タイ、マレーシア、ベトナム、台湾、インドネシア、インド
●その他の対象国：
香港、韓国、フィリピン
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図表 112 調査対象品目
HS コード
3915.10
3915.20
3915.30
3915.90
3915.90.110

3915.90.190

対象品目

備考

プラスチックのくず
― エチレン重合体のもの
プラスチックのくず
― スチレン重合体のもの
プラスチックのくず
― 塩化ビニルの重合体のもの
プラスチックのくず
― その他のプラスチックのもの
プラスチックのくず
― その他のプラスチックのもの
―― ポリエチレンテレフタレートのもの
（フレーク状のもの）
プラスチックのくず
― その他のプラスチックのもの
―― ポリエチレンテレフタレートのもの
（その他のもの）

日本のみ対象

日本のみ対象

（出所）財務省貿易統計、輸出統計品目表（2019 年 1 月版）より MURC 作成
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１.１ 輸出国（日欧米）における動向
１.１.１ 日本
（1）輸出先国の変化
輸入規制前（2016 年、2017 年）、日本からの廃プラスチック輸出量はおよそ 150 万
トン程度であったが、輸入規制後（2018 年）に 100 万トンまで減少した（図表 113）。
特に、輸入規制前は中国向けの輸出が輸出量全体のおよそ半分を占めていたが、2018
年には 5%まで減少している。対照的に、台湾やベトナム、マレーシア、タイ向けの輸
出量が占める割合は増加している（図表 114）。輸出先国の変化より、中国に輸出され
ていた廃プラスチックが周辺アジア諸国に輸出されるようになったと考えられる。
また、プラスチックの品目では、輸入規制前（2016 年）と比較して、輸入規制後（2018
年）に、ポリエチレン（HS3915.10）が約 18 万トン、ポリスチレン（HS3915.20）が
約 5 万トン、ポリ塩化ビニル（HS3915.30）が約 2 万トン、その他プラスチック
（HS3915.90）が約 17 万トン減少している（図表 113）。プラスチックの品目によっ
て、影響の大きさは異なる可能性が示唆された。

図表 113 日本の廃プラスチックの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）
2016年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
中華人民共和国
802,503,568
香港
492,940,610
台湾
68,739,961
ベトナム
65,615,237
マレーシア
32,919,787
大韓民国
29,174,489
タイ
25,113,535
インド
3,591,115
アメリカ合衆国
1,601,824
パキスタン
693,272
その他
3,974,598
合計
1,526,867,996
2017年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
中華人民共和国
749,267,582
香港
274,759,341
ベトナム
126,219,210
台湾
90,902,307
マレーシア
75,435,035
タイ
58,160,405
大韓民国
33,258,064
インド
7,525,517
アメリカ合衆国
3,523,878
インドネシア
2,699,506
その他
9,696,329
合計
1,431,447,174
2018年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
マレーシア
220,398,890
タイ
187,753,326
台湾
177,064,091
ベトナム
123,255,123
大韓民国
101,321,321
香港
54,198,749
中華人民共和国
45,969,674
インド
20,986,991
インドネシア
20,449,542
フィリピン
11,485,178
その他
44,996,415
合計
1,007,879,300

391510
国名
中華人民共和国
香港
ベトナム
台湾
マレーシア
タイ
大韓民国
インド
パキスタン
フィリピン
その他
合計

輸出量[KG]
196,012,185
125,313,563
19,608,838
18,108,893
13,139,292
2,572,871
1,361,235
442,051
104,929
58,441
104,767
376,827,065

391520
国名
香港
中華人民共和国
タイ
台湾
ベトナム
マレーシア
インド
レバノン
マカオ
大韓民国
その他
合計

輸出量[KG]
101,218,225
60,604,473
8,308,338
4,994,056
2,926,753
921,582
184,272
167,659
115,615
95,045
206,212
179,742,230

391530
国名
ベトナム
台湾
大韓民国
中華人民共和国
香港
マレーシア
インド
パキスタン
タイ
タンザニア
その他
合計

輸出量[KG]
20,099,193
19,034,288
18,692,465
13,304,370
6,381,333
4,059,846
2,705,117
397,146
175,841
77,660
120,237
85,047,496

391590
国名
中華人民共和国
香港
台湾
ベトナム
マレーシア
タイ
大韓民国
アメリカ合衆国
シンガポール
アラブ首長国連邦
その他
合計

輸出量[KG]
532,582,540
260,027,489
26,602,724
22,980,453
14,799,067
14,056,485
9,025,744
1,579,714
598,996
579,174
2,418,819
885,251,205

391510
国名
中華人民共和国
香港
ベトナム
マレーシア
台湾
タイ
インド
大韓民国
シンガポール
フィリピン
その他
合計

輸出量[KG]
170,490,383
61,820,777
45,528,329
23,814,270
21,062,401
10,671,763
1,634,887
1,057,138
773,581
527,190
358,727
337,739,446

391520
国名
中華人民共和国
香港
タイ
台湾
ベトナム
マレーシア
大韓民国
スペイン
フィリピン
南アフリカ共和国
その他
合計

輸出量[KG]
65,894,562
60,867,565
13,063,187
10,398,882
8,587,971
8,391,968
1,507,141
1,106,615
973,312
549,930
1,160,817
172,501,950

391530
国名
台湾
ベトナム
大韓民国
中華人民共和国
インド
マレーシア
香港
インドネシア
タンザニア
タイ
その他
合計

輸出量[KG]
20,748,007
19,259,469
13,408,564
9,676,142
5,350,966
5,056,184
3,535,772
778,850
408,358
327,162
296,705
78,846,179

391590
国名
中華人民共和国
香港
ベトナム
台湾
マレーシア
タイ
大韓民国
アメリカ合衆国
インドネシア
シンガポール
その他
合計

輸出量[KG]
503,206,495
148,535,227
52,843,441
38,693,017
38,172,613
34,098,293
17,285,221
3,522,833
1,559,151
1,205,411
3,237,897
842,359,599

391510
国名
タイ
ベトナム
マレーシア
台湾
香港
大韓民国
中華人民共和国
インド
インドネシア
フィリピン
その他
合計

輸出量[KG]
43,573,743
43,294,876
37,548,571
36,847,341
9,755,519
9,025,722
7,401,668
3,945,777
1,381,819
1,318,288
3,994,943
198,088,267

391520
国名
マレーシア
台湾
タイ
香港
ベトナム
大韓民国
フィリピン
中華人民共和国
ロシア
スペイン
その他
合計

輸出量[KG]
45,845,181
21,718,476
20,621,513
8,647,428
7,770,865
6,103,180
5,643,209
3,848,932
2,444,902
1,944,033
3,388,259
127,975,978

391530
国名
台湾
大韓民国
インド
マレーシア
ベトナム
タイ
香港
インドネシア
フィリピン
タンザニア
その他
合計

輸出量[KG]
25,542,790
14,337,395
13,122,883
3,955,072
2,698,513
1,494,548
950,981
847,433
734,023
561,220
751,317
64,996,175

391590
国名
マレーシア
タイ
台湾
大韓民国
ベトナム
香港
中華人民共和国
インドネシア
アメリカ合衆国
ミャンマー
その他
合計

輸出量[KG]
133,050,066
122,063,522
92,955,484
71,855,024
69,490,869
34,844,821
34,692,284
17,569,794
9,172,705
6,763,400
24,360,911
616,818,880

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 114 日本の廃プラスチックの輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
日本からアジア諸国への廃プラスチック輸出量は、2000 年から 2007 年にかけて増
加し、その後は 2017 年にかけて 140〜160 万トン程度で推移していた。しかし、輸入
規制後は、アジア諸国全体への輸出量が 100 万トン弱まで減少した。
輸出先国の観点では、2006 年頃から中国向けの輸出量が増加し、その後は日本から
の輸出の多くを中国と香港が占めるようになった。しかし、輸入規制後の 2018 年に
は、日本から中国および香港向けの輸出量が激減した。一方、2016 年頃からベトナム、
マレーシア、タイ向けの輸出量は少しずつ増加しており、中国の輸入規制後にはマレ
ーシアがアジア最大の輸出先国になったほか、台湾、ベトナム、タイ向けの輸出量が
大きな割合を占めるようになった（図表 115）。
プラスチックの品目別にみると、いずれの品目も日本からアジア諸国への輸出量の
推移は類似しており、2000 年代後半にかけて輸出量が増加し、2010 年代前半にピー
クを迎えたのち、2018 年に急激に輸出量が減少している。また、輸出先別では、ポリ
エチレン（HS3915.10）、ポリスチレン（HS3915.20）、その他プラスチック（HS3915.90）
の中国および香港向け、ポリ塩化ビニル（HS3915.30）の韓国および台湾向けの輸出
が占める割合が大きいことがわかる。そのため、中国および香港向けの輸出量が多い
品目については、輸入規制による影響が大きかったと考えられる。中国の輸入規制後、
中国に代わって輸出されるようになった国は品目によって異なっており、ポリエチレ
ンやポリスチレン、その他プラスチックは台湾、ベトナム、マレーシア、タイ向け、
ポリ塩化ビニルはインド向けの輸出量が増加していた（図表 116〜図表 119）。
その他プラスチックのうち PET に注目すると、2018 年以降、フレーク状のもの
（HS3915.90.110） は 10 万 ト ン 程 度 輸 出 量 が 減 少 し た 一 方 で 、 そ の 他 の も の
（HS3915.90.190）は輸出量に大きな変化は見られなかった。輸出先国の内訳は、2017
年以前、中国および香港向けが大部分を占めていたが、2018 年代湾や韓国、マレーシ
ア、タイ向けの輸出量が増加した。PET のうち、その他のものにはペレットも含まれ
ており、アジア周辺国においてペレット状に加工した PET は受け入れられている可能
性が示唆された（図表 120、図表 121）。
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図表 115 日本からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 116 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 117 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 118 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 119 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 120 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590110）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 121 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590190）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
中国が家庭系の廃プラスチックに対して輸入規制を実施した 2017 年末以降、日本
から中国および香港向けの廃プラスチックの輸出量は減少し、輸出量全体でも月当た
りおよそ 5 万トン減少している。2018 年の夏前にかけて、ベトナム、マレーシア、タ
イに向けの輸出量が増加したが、夏頃に各国が輸入許可証の発給停止や廃棄物の管理
強化を行った結果、東南アジア向けの輸出量が減少している。その後は、台湾および
マレーシアを中心に、日本からアジア諸国に向けて月 6~8 万トンのプラスチックくず
が輸出されている（図表 122）。
品目別では、ポリエチレンやポリスチレン、その他プラスチックにおけるベトナム、
マレーシア、タイ向けの輸出量が急増している。特に 2018 年以降、ポリスチレンのマ
レーシア向けの輸出量およびその他プラスチック（PET）のタイ向けの輸出量が顕著
に伸びている。一方、ポリ塩化ビニルでは、中国およびベトナム向けの輸出量が減少
した一方で、台湾やインド向けの輸出量が増加する傾向が確認された（図表 123〜図
表 128）。
輸出量の伸び率では、インドやタイ、マレーシアの増加が顕著であるほか、フィリ
ピンが突出している。2018 年夏頃、タイやマレーシアでは対策を行ったため、増加率
が落ち着いたが、伸び率の急増は現地で環境問題を引き起し、規制の厳格化につなが
る可能性が示唆された（図表 129、図表 130）。
図表 122 日本からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 123 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 124 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 125 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 126 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 127 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590110）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 128 日本からアジア諸国への廃プラスチック（391590190）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 129 日本からアジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 130 日本から東南アジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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１.１.２ 欧州
（1）輸出先国の変化
輸入規制前（2016 年、2017 年）、欧州からの廃プラスチック輸出量は年間 500〜550
万トン程度であったが、輸入規制後（2018 年）は 440 万トンまで減少した（図表 131）。
輸出先の観点では、輸入規制前（2016 年）は中国および香港向けの輸出が輸出量全体
の 44%を占めていたが、2018 年には 6%まで減少している。対照的に、ドイツやオラ
ンダ、マレーシア向けの輸出量が 10%程度まで増加している（図表 132）。従来は中国
に輸出していた廃プラスチックを欧州域内で処理するようになったほか、一部は東南
アジアに輸出するようになったと考えられる。
品目別では、輸入規制前（2016 年）と比較して、輸入規制後（2018 年）に、ポリエ
チレン（HS3915.10）が約 72 万トン、その他プラスチック（HS3915.90）が約 30 万ト
ン減少している一方で、ポリスチレン（HS3915.20）やポリ塩化ビニル（HS3915.30）
には大きな変化が見られない（図表 131）。中国の輸入規制は、欧州からのポリエチレ
ンやその他プラスチックの輸出に大きな影響をもたらしたと考えられる。

図表 131 欧州の廃プラスチックの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）
2016年
廃プラスチック（合計）
国名
中国
香港
ドイツ
オランダ
イタリア
ベルギー
ポーランド
マレーシア
オーストリア
英国
その他
合計
2017年
廃プラスチック（合計）
国名
中国
ドイツ
香港
オランダ
ベトナム
マレーシア
イタリア
ポーランド
オーストリア
英国
その他
合計
2018年
廃プラスチック（合計）
国名
ドイツ
オランダ
マレーシア
トルコ
香港
インドネシア
ポーランド
ベトナム
イタリア
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
1,636,281,600
765,117,300
471,064,500
327,881,900
175,902,300
157,427,100
156,970,900
153,610,300
151,750,300
143,060,900
1,344,770,600
5,483,837,700

391510
国名
中国
香港
ドイツ
オランダ
マレーシア
インド
ポーランド
イタリア
ベルギー
ベトナム
その他
合計

輸出量[KG]
1,176,794,400
249,528,400
185,590,000
162,851,100
111,035,400
99,894,300
87,628,700
85,525,100
83,662,700
71,497,000
566,819,100
2,880,826,200

391520
国名
香港
ドイツ
中国
フランス
オーストリア
スぺイン
イタリア
オランダ
ウクライナ
ポーランド
その他
合計

輸出量[KG]
55,136,800
23,913,400
21,299,800
10,169,400
9,648,100
7,597,600
7,219,500
5,552,800
4,412,200
4,240,900
23,489,400
172,679,900

391530
国名
ドイツ
香港
チェコ
イタリア
ポーランド
フランス
パキスタン
スペイン
中国
韓国
その他
合計

輸出量[KG]
27,197,300
13,924,200
12,056,500
8,331,000
7,413,900
6,859,700
5,992,400
5,895,600
5,389,100
4,934,700
39,039,400
137,033,800

391590
国名
香港
中国
ドイツ
オランダ
英国
オーストリア
イタリア
ベルギー
ベトナム
ポーランド
その他
合計

輸出量[KG]
446,527,900
432,798,300
234,363,800
155,110,800
113,099,900
92,240,600
74,826,700
65,947,800
61,135,900
57,687,400
559,558,700
2,293,297,800

輸出量[KG]
1,056,888,100
433,590,800
409,762,600
373,816,700
249,897,500
249,530,100
195,778,900
185,819,800
149,486,600
136,907,300
1,519,989,300
4,961,467,700

391510
国名
中国
オランダ
ドイツ
ベトナム
マレーシア
香港
イタリア
ポーランド
インド
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
700,551,700
216,627,900
171,113,900
147,606,900
145,930,000
119,526,600
95,641,000
91,715,400
84,530,900
71,206,100
598,187,000
2,442,637,400

391520
国名
香港
ドイツ
中国
マレーシア
イタリア
オーストリア
フランス
オランダ
スぺイン
ウクライナ
その他
合計

輸出量[KG]
28,338,200
22,545,900
20,118,400
19,436,300
10,495,300
8,430,700
8,165,000
6,246,900
5,506,000
4,945,400
28,668,500
162,896,600

391530
国名
ドイツ
チェコ
フランス
香港
ポーランド
中国
マレーシア
スペイン
イタリア
パキスタン
その他
合計

輸出量[KG]
20,939,800
10,462,600
9,373,800
8,803,900
8,211,100
7,161,400
6,535,700
5,704,600
5,077,000
4,759,900
43,751,200
130,781,000

391590
国名
中国
香港
ドイツ
オランダ
英国
オーストリア
ベトナム
イタリア
ポーランド
マレーシア
その他
合計

輸出量[KG]
329,056,600
253,093,900
218,991,200
147,081,700
107,342,400
97,220,900
96,609,400
84,565,600
82,944,800
77,628,100
730,618,100
2,225,152,700

輸出量[KG]
452,804,700
415,396,400
404,135,300
270,339,800
211,875,800
190,933,200
188,568,200
187,378,300
185,396,700
161,294,800
1,739,257,900
4,407,381,100

391510
国名
オランダ
マレーシア
ドイツ
インドネシア
トルコ
インド
ベトナム
ポーランド
ベルギー
スペイン
その他
合計

輸出量[KG]
244,033,100
193,338,900
193,334,100
166,422,100
150,536,300
113,030,000
112,262,800
98,182,600
82,100,900
76,711,000
734,338,800
2,164,290,600

391520
国名
マレーシア
ドイツ
香港
イタリア
オーストリア
トルコ
フランス
インドネシア
スぺイン
オランダ
その他
合計

輸出量[KG]
34,868,100
24,323,800
22,277,300
10,232,700
9,583,400
7,583,100
7,098,500
6,901,300
6,101,200
5,407,200
39,243,500
173,620,100

391530
国名
ドイツ
フランス
チェコ
韓国
ベルギー
香港
ポーランド
オランダ
マレーシア
パキスタン
その他
合計

輸出量[KG]
22,901,900
12,127,300
11,484,000
6,430,900
6,259,900
6,245,100
6,098,100
5,979,100
5,730,500
4,817,000
36,384,100
124,457,900

391590
国名
ドイツ
マレーシア
オランダ
香港
トルコ
イタリア
ポーランド
英国
オーストリア
ベトナム
その他
合計

輸出量[KG]
212,244,900
170,197,800
159,977,000
112,600,800
108,933,500
100,506,200
81,582,000
79,749,700
74,646,600
72,424,000
772,150,000
1,945,012,500

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 132 欧州の廃プラスチックの輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
欧州からアジア諸国への廃プラスチック輸出量は、2000 年から 2008 年にかけて増
加し、その後は 2016 年にかけて 250〜300 万トン程度で推移していた。しかし、アジ
ア諸国全体に向けた輸出量は、中国が輸入規制を発表した 2017 年に 200 万トン程度、
2018 年には 150 万トン弱に減少した。
輸出先国の観点では、2000 年以降中国および香港向けの輸出量が増加している。一
方、2009 年からはインドやマレーシア向け、2014 年からはベトナム向けの輸出量が
増えている。2017 年には中国および香港向けの輸出量が 90 万トン近く減少し、ベト
ナムやマレーシア向けの輸出が占める割合が増加している。2018 年には中国向けの輸
出量は一層減少し、マレーシアを中心にインドやインドネシア、ベトナムに輸出され
るようになった（図表 133）。
プラスチックの品目別にみると、いずれの品目でも 2000 年代は増加傾向にあるが、
その後の推移は若干異なっている。ポリエチレン（HS3915.10）は 2010 年代前半まで
増 加 傾 向 が 続 き 、2014 年 頃 に 輸 出 量 の ピ ー ク を 迎 え て い る が 、 ポ リ ス チ レ ン
（HS3915.20）やその他プラスチック（HS3915.90）では 2010 年前後にピークを迎え、
その後は減少傾向にある。また、ポリ塩化ビニル（HS3915.30）は 2005 年まで輸出量
が増加したのちに一度減少し、2009 年以降は 4〜6 万トンで推移している。また、ほ
どんどの品目において、2017 年、2018 年に輸出量が減少したが、ポリスチレンでは減
少傾向が見られなかった。また、輸出先国を見ると、2016 年までは中国および香港向
けの輸出が多くを占めていたが、2017 年以降はいずれの品目でもマレーシア向けの輸
出が増加したほか、ポリエチレンではインドネシア向け、ポリ塩化ビニルでは韓国向
けの輸出量が増加していた（図表 134〜図表 137）。
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図表 133 欧州からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 134 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

152

図表 135 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 136 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 137 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
中国が家庭系の廃プラスチックに対して輸入規制を実施した 2017 年末以降、欧州
から中国向けの廃プラスチックの輸出量は減少した。アジア向けの輸出量全体では、
2017 年 4 月頃に月当たり 10 万トン、2018 年 8 月頃にさらに月当たり 5 万トン程度減
少している。また、2017 年 9 月頃から中国向けの輸出量が減少する一方で、ベトナム
やマレーシア向けの輸出量が増加している。2018 年夏頃にマレーシアが輸入許認可の
発給停止を行うと、マレーシア向けの輸出量が減少し、その代わりインドネシア向け
の輸出量が増加した。2018 年 9 月以降は月 10 万トン程度で推移している（図表 138）。
品目別では、ポリエチレンの輸出先は、2017 年の夏頃までは中国が多くを占めてい
たが、2017 年夏以降は中国向けの輸出量は減少し、ベトナムやマレーシア向けの輸出
量が増加している。また、2018 年 6 月頃にマレーシア向けの輸出量が減少したことを
契機に、インドネシア向けの輸出量が増加している（図表 139）。ポリスチレンの輸出
量は香港向けが多くを占めていたが、2017 年夏頃より香港向けの輸出量が減少し、マ
レーシア向けの輸出量が増加した。また、2017 年末から 2018 年春頃にはベトナムや
インドネシアにも輸出されるようになったが、2018 年 5 月以降はほとんど輸出されな
くなった（図表 140）。ポリ塩化ビニルはほかの品目と比較して物量も少ないため影響
は軽微であるが、2017 年末から 2018 年初頭にかけてマレーシア向けの輸出量が増加
しており、アジア地域以外に輸出されていたものも輸出されるようになったと考えら
れる（図表 141）。その他プラスチックでは、中国および香港向けの輸出が中心であっ
たが、2017 年後半より中国および香港向けの輸出量は減少し、代わりにマレーシアや
ベトナム向けの輸出量が増加した。また、2018 年 8 月頃にかけて、マレーシア向けの
輸出量が減少したことに起因し、輸出量全体でも 2 万トン程度減少したが、その後の
輸出量は月当たり 30 万トン程度で推移している（図表 142）。
輸出量の伸び率では、台湾やタイの増加率が大きく、次いでフィリピンやインドネ
シア、マレーシアへの輸出が伸びていた（図表 143、図表 144）。
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図表 138 欧州からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 139 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

156

図表 140 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 141 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 142 欧州からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 143 欧州からアジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 144 欧州から東南アジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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１.１.３ 米国
（1）輸出先国の変化
輸入規制前（2016 年、2017 年）、米国からの廃プラスチック輸出量は 170〜190 万
トン程度であったが、輸入規制後（2018 年）に 100 万トンまで減少した（図表 145）。
輸入規制前（2016 年）は中国および香港向けの輸出が輸出量全体の 74%を占めていた
が、2018 年には 15%まで減少している。対照的に、カナダやインド、マレーシア、タ
イ向けの輸出量が 10%程度まで増加しており、特にマレーシアが占める割合の増加が
顕著である（図表 146）。従来は中国に輸出していた廃プラスチックを、近隣国である
カナダに加えて、東南アジアに輸出するようになったと考えられる。
品目別では、輸入規制前（2016 年）と比較して、輸入規制後（2018 年）に、ポリエ
チレン（HS3915.10）が約 30 万トン、ポリ塩化ビニル（HS3915.30）が 9 万トン、そ
の他プラスチック（HS3915.90）が約 55 万トン減少している。一方、ポリスチレン
（HS3915.20）への影響はこれらより軽微であり、9 千トン程度の減少であった。

図表 145 米国の廃プラスチックの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）
2016年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
中国
778,500,238
香港
655,140,190
カナダ
167,011,679
インド
91,913,403
ベトナム
66,747,310
マレーシア
38,770,650
インドネシア
34,407,025
メキシコ
32,830,427
台湾
30,521,158
トルコ
6,605,586
その他
41,742,664
合計
1,944,190,330
2017年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
中国
557,875,468
香港
373,147,784
ベトナム
137,193,408
カナダ
136,233,659
インド
123,133,538
マレーシア
121,245,551
メキシコ
47,175,419
台湾
33,976,079
タイ
32,862,346
インドネシア
29,174,886
その他
78,072,536
合計
1,670,090,674
2018年
廃プラスチック（合計）
国名
輸出量[KG]
マレーシア
207,044,428
カナダ
134,314,450
インド
133,308,169
香港
121,543,759
タイ
106,929,119
ベトナム
74,433,837
台湾
51,500,517
中国
47,924,655
メキシコ
46,201,174
韓国
35,405,096
その他
118,869,896
合計
1,077,475,100

391510
国名
中国
香港
インド
カナダ
ベトナム
インドネシア
マレーシア
台湾
メキシコ
エルサルバドル
その他
合計

輸出量[KG]
348,898,989
167,924,205
61,163,810
44,957,107
18,289,542
17,900,869
17,201,113
14,522,572
5,680,758
3,351,896
14,075,024
713,965,885

391520
国名
中国
香港
カナダ
メキシコ
コロンビア
スペイン
インド
台湾
オランダ
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
13,311,359
9,177,988
8,041,393
1,387,722
967,211
690,090
620,670
165,954
160,402
150,862
631,678
35,305,329

391530
国名
中国
香港
インド
メキシコ
カナダ
台湾
インドネシア
ベトナム
韓国
マレーシア
その他
合計

輸出量[KG]
119,876,025
69,706,344
9,783,576
8,541,146
6,929,124
5,622,056
5,009,018
3,076,631
1,865,229
1,744,400
3,982,425
236,135,974

391590
国名
香港
中国
カナダ
ベトナム
インド
マレーシア
メキシコ
インドネシア
台湾
タイ
その他
合計

輸出量[KG]
408,331,653
296,413,865
107,084,055
45,256,230
20,345,347
19,676,752
17,220,801
11,497,138
10,210,576
4,397,747
18,348,978
958,783,142

391510
国名
中国
香港
インド
ベトナム
マレーシア
カナダ
台湾
インドネシア
タイ
トルコ
その他
合計

輸出量[KG]
228,478,856
102,731,836
96,073,072
52,306,518
46,460,791
29,495,126
19,563,092
14,855,600
12,938,723
4,762,268
28,709,563
636,375,445

391520
国名
中国
カナダ
香港
タイ
メキシコ
コロンビア
マレーシア
ベトナム
台湾
インド
その他
合計

輸出量[KG]
16,205,307
9,775,101
6,462,093
2,902,653
2,342,460
2,160,302
1,935,559
1,606,612
205,317
197,626
820,634
44,613,664

391530
国名
中国
香港
マレーシア
メキシコ
インド
カナダ
ベトナム
インドネシア
台湾
タイ
その他
合計

輸出量[KG]
62,029,611
35,800,587
12,417,883
11,530,199
8,447,785
7,380,615
6,386,436
4,032,474
3,671,572
2,703,562
6,068,442
160,469,166

391590
国名
中国
香港
カナダ
ベトナム
マレーシア
メキシコ
インド
タイ
台湾
インドネシア
その他
合計

輸出量[KG]
251,161,694
228,153,268
89,582,817
76,893,842
60,431,318
28,849,151
18,415,055
14,317,408
10,536,098
10,286,812
40,004,936
828,632,399

391510
国名
インド
マレーシア
タイ
香港
カナダ
ベトナム
台湾
中国
インドネシア
トルコ
その他
合計

輸出量[KG]
103,668,590
56,932,544
39,568,932
31,271,279
30,929,628
30,032,291
27,286,949
21,016,077
19,438,684
11,515,538
45,700,246
417,360,758

391520
国名
カナダ
メキシコ
香港
タイ
韓国
中国
ベトナム
マレーシア
中国
コロンビア
その他
合計

輸出量[KG]
8,894,300
3,378,944
2,595,367
2,490,975
2,170,656
1,886,045
1,363,141
1,168,214
606,023
575,044
1,505,309
26,634,018

391530
国名
マレーシア
タイ
香港
ベトナム
メキシコ
インド
台湾
中国
韓国
スペイン
その他
合計

輸出量[KG]
54,469,734
19,090,126
16,300,782
11,857,238
9,954,109
7,356,013
6,414,599
3,863,007
2,563,936
2,382,180
6,766,206
141,017,930

391590
国名
マレーシア
カナダ
香港
タイ
ベトナム
メキシコ
インド
韓国
中国
台湾
その他
合計

輸出量[KG]
94,279,009
90,627,515
71,376,331
45,779,086
30,658,263
26,820,542
24,833,130
22,215,186
20,605,823
17,223,925
48,043,584
492,462,394

（出所）US census をもとに MURC 作成
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図表 146 米国の廃プラスチックの輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）US census をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
米国からアジア諸国への廃プラスチック輸出量は、2000 年から 2008 年にかけて増
加し、その後は 2016 年にかけて 180 万トン前後で推移していた。しかし、アジア諸
国全体に向けた輸出量は、中国が輸入規制を発表した 2017 年に 140 万トン程度、2018
年には 80 万トン程度まで減少した。
輸出先国の観点では、2000 年以降中国および香港向けの輸出量が増加している。一
方、2008 年頃からはインド向け、2012 年からはインドネシアやベトナム、マレーシア
向けの輸出量が増えている。2017 年および 2018 年に中国、香港向けの輸出量が減少
し、対照的にインドやマレーシア向けの輸出量が増加したため、アジア向け輸出量に
占めるインドや東南アジア諸国の割合が増加した（図表 147）。
プラスチックの品目別にみると、ポリスチレン（HS3915.20）を除いた品目は類似
した傾向にあり、2000 年から 2010 年代前半にかけて輸出量が増加したあとはおおよ
そ一定の量で輸出され続けていたが、2017 年以降は急激に減少している。また、輸入
規制前までは中国および香港向けの輸出が大部分を占めていたが、2018 年にはインド
やマレーシア、タイが主要な輸出国になっている。一方、ポリスチレンの傾向は異な
っており、2000 年から 2002 年にかけて輸出量が増加したのち、輸出量は急激に減少
した。その後、2008 年頃から輸出量は再度増加したが、2009 年をピークに減少傾向に
ある。また、輸出先の国としては中国および香港が主要な国であったが、2017 年以降
はタイやマレーシア、韓国向けの輸出量が増加している（図表 148〜図表 151）。
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図表 147 米国からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 148 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 149 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 150 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 151 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
米国から中国および香港向けの廃プラスチックの輸出量は、2017 年 3 月頃から減少
をはじめ、2017 年末以降、中国にはほとんど輸出されなくなっている。アジア向けの
輸出量全体では、2017 年 4 月頃に月当たり 2 万トン、2018 年 8 月頃にさらに月当た
り 2 万トン程度減少している。2017 年 9 月頃から、減少する中国向けの輸出量を補う
ように、インドやベトナム、マレーシア、タイ向けの輸出量が増加している。2018 年
夏頃にベトナムやマレーシア、タイが輸入許認可の発給停止等を行うと、一部はイン
ドネシアにも輸出されるようになったが、インドネシアに輸出できる量は限られてお
り、アジア向けの輸出量全体では減少した（図表 152）。
品目別では、ポリエチレンは 2017 年春頃から中国および香港向けの輸出量が減少
している。2017 年末にかけて、中国や香港向けの輸出量は減少を続ける一方で、イン
ドやベトナム、マレーシアへの輸出量は増加傾向にあった。2018 年以降、タイ向けの
輸出量が増加したことを受け、アジア向け輸出量全体も一時的に増加した。しかし、
2018 年夏以降、タイおよびマレーシア向けの輸出量が減少したことにより、アジア向
け輸出量全体も減少し、月当たり 2 万トン程度で推移するようになった（図表 153）。
ポリスチレンは 2017 年の夏以降、中国向けの輸出量が減少したことにより輸出量全
体も減少したが、2017 年 10 月頃からタイ向けの輸出量が増加したことで、輸出量も
回復傾向にあった。2018 年 7 月以降はタイ向けの輸出量が減少したため、アジア向け
輸出量全体も減少したが、韓国やマレーシア向けの輸出量が増加した。また、2019 年
9 月以降は中国向けの輸出量も増加傾向にある（図表 154）。ポリ塩化ビニルは、2016
年の夏以降、中国向けの輸出量の減少に伴って輸出量全体でも減少したが、2017 年末
にかけてマレーシア、タイ、ベトナムを中心に東南アジア向けの輸出量が増加し、輸
出量全体も回復した。しかし、2018 年 8 月以降、マレーシアやタイ向けの輸出量が減
少し、輸出量全体も月当たり 5 千トン程度の規模で推移している（図表 155）。その他
プラスチックは、2017 年 4 月以降に中国および香港向けの輸出量が減少したことによ
って輸出量全体も落ち込んでいる。ポリ塩化ビニル同様、一時的に東南アジア向けの
輸出量が増加したものの、2018 年夏以降は輸出量が落ち込んでいる（図表 156）。
輸出量の伸び率では、タイへの増加率が極めて大きく、次いでマレーシアやフィリ
ピン、韓国、台湾への輸出が伸びていた（図表 157、図表 158）。
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図表 152 米国からアジア諸国への廃プラスチックの輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 153 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391510）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 154 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391520）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 155 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391530）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 156 米国からアジア諸国への廃プラスチック（391590）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 157 米国からアジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 158 米国から東南アジア諸国への廃プラスチック輸出量の増減率（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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１.２ 輸入国における動向
１.２.１ 中国
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
中国は 2017 年末から家庭系、2018 年末から産業系の廃プラスチックの輸入を禁止
した。日欧米からの廃プラスチックの輸入量は、輸入規制を発表した 2017 年から減
少しており、2018 年にはほとんど輸入されなくなっている。日欧米いずれからの輸入
量も減少傾向にあるが、2017 年は欧州と米国からの輸入量の減少が、日本と比較して
顕著であった（図表 159）。品目別でみると、ポリスチレンは 2017 年に輸入量が増加
したが、その他の品目では減少傾向にあることが確認された（図表 160〜図表 163）。

図表 159 中国の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 160 中国の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 161 中国の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 162 中国の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 163 中国の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
中国における廃プラスチックの日欧米からの輸入量は、2017 年 4 月に月当たり 10
万トン減少し 2017 年 8 月頃まで 20 万トン程度で推移していたが、その後は 2017 年
末にかけて減少傾向にあった。2018 年に入ってからはほとんど輸入されなくなってお
り、工業系の廃プラスチックの輸入規制および密輸等の取り締まりの厳格化を実施し
た 2018 年末以降は、一層輸入量が減少している。しかし、2019 年 10 月に入って、輸
入量が僅かに増加していることが確認された（図表 164）。
品目別にみると、2016 年から 2017 年における推移に若干の相違はあるものの、遅
くとも 2017 年後半には輸入量は減少傾向になり、2018 年以降はほとんど輸入されな
くなった。また、直近（2019 年 9 月）に輸入量が増加したのは、ポリエチレンとポリ
スチレンであることが確認された（図表 165〜図表 168）。

図表 164 中国の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 165 中国の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 166 中国の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 167 中国の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 168 中国の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.２ タイ
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
タイにおいて、2013 年までほとんど廃プラスチックは輸入されておらず、2014 年
から 2016 年にかけて 3~4 万トンの規模で輸入されるようになった。その後、2017 年、
2018 年は急激に輸入量が増加した。輸入先でみると、日本および米国からの輸入量の
増加が顕著である（図表 169）。
品目別では、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、その他プラスチックにおいて、2018
年に入ってからの輸入量の増加が著しい。一方、ポリエチレンの輸入量は 2015 年か
ら段階的に増加傾向にある。輸入先でみると、ポリエチレンを除いては日本および米
国からの輸入量の増加が大きいことがわかる（図表 170〜図表 173）。

図表 169 タイの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 170 タイの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 171 タイの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 172 タイの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 173 タイの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

179

（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
タイにおける廃プラスチックの日欧米からの輸入量は、2017 年夏前まで月当たり 5
千トンにも満たないものであったが、2017 年の 7 月以降は急激に増加し、2018 年の 3
月から 5 月にかけて月当たり 5 万トン以上を輸入している。輸入量の急増によって、
国内の環境問題等が生じたため、2018 年の夏頃に輸入ライセンスの一時的な発給停止
を行った。その結果、2018 年 6 月の輸入量は前月から 2 万トン程度減少し、7 月には
2017 年夏前の規模にまで減少した。2018 年 9 月以降、輸入量は回復傾向にあり、2019
年に入ってからは月当たり 1 万トン程度で推移している。また、2017 年から 2018 年
6 月にかけて輸入量が急増した際には、日本および米国からの輸入量増加が顕著であ
ったが、2018 年夏以降は日本からの輸入が多くを占めるようになった（図表 174）。
いずれの品目の輸入量の推移も、廃プラスチックの輸入量全体と類似した傾向にあ
った。また、中国の輸入規制前と比較して、ポリエチレンとその他プラスチックでは、
日本と米国を中心に、日欧米いずれからの輸入量も増加していたが、ポリスチレンは
日本、ポリ塩化ビニルは米国からの輸入量増加が顕著であった（図表 175〜図表 178）。

図表 174 タイの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

180

図表 175 タイの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 176 タイの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 177 タイの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 178 タイの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.３ マレーシア
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
マレーシアでは 2004 年頃から廃プラスチックの輸入が始まり、2013 年から年間 20
万トン程度の規模で輸入されるようになった。また、タイと同様に 2017 年、2018 年
は急激に輸入量が増加し、2018 年には年間 80 万トン以上と 2 年間で 4 倍もの廃プラ
スチックを輸入するようになった。日欧米のいずれからの輸入量も増加しているが、
特に欧州からの輸入量の増加が顕著である（図表 179）。
品目別では、ポリエチレンは比較的なだらかな増加傾向であるが、ポリスチレン、
ポリ塩化ビニル、その他プラスチックは 2017 年、2018 年にかけて輸入量が急激に増
加した。また、品目によって主要な輸入先国も異なっており、ポリエチレンは欧州、
ポリスチレンは日本および欧州、ポリ塩化ビニルは米国となっている。また、最も輸
入量の増加率が大きいその他プラスチックでは、日欧米のいずれからも相当量の廃プ
ラスチックを輸入している（図表 180〜図表 183）。

図表 179 マレーシアの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 180 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 181 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 182 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 183 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
マレーシアにおける廃プラスチックの日欧米からの輸入量は、2017 年 3 月頃まで月
当たり 2 万トン前後で推移していたが、2017 年 3 月以降は増加傾向が続いている。ピ
ーク時（2018 年 4 月）には、月当たり 10 万トン程度が輸入されていた。2018 年 7 月
までは高い基準で推移したが、2018 年 7 月にマレーシア政府が輸入許可証の発行を停
止したことにより、2018 年 8 月には再び 2 万トン規模に戻っている。輸入許可証発行
の休止は 3 か月間であったため、2018 年 10 月には再び月当たり 4 万トン程度の規模
に回復したが、許可基準が厳格化されたこともあり、その後は 4~6 万トンで推移して
いる。また、2018 年 7 月の許可証停止前は日欧米からの輸入量が増加していたが、
2018 年 10 月以降は日本と欧州からの輸入が大部分を占めるようになった（図表 184）。
マレーシアでは、品目によって輸入量の推移に相違がある。ポリエチレンは 2016 年
のうちから月当たり 1 万トン程度で輸入されていたが、2017 年以降、徐々に輸入量が
増加して、ピークである 2018 年春頃には月当たり 3.5 万トン程度を輸入していた。ま
た、欧州からの輸入量の増加が顕著であった（図表 185）。一方、ポリスチレンやポリ
塩化ビニルは従来ほとんど輸入されておらず、ポリスチレンは 2017 年 5 月頃、ポリ
塩化ビニルは 2017 年 11 月頃から輸入量が急増している。ポリスチレンは 2019 年以
降も 8 千トン程度輸入され続けており、日本と欧州が主要な輸入先になっている。他
方、ポリ塩化ビニルは 2018 年の夏以降、輸入量は 2016 年の規模にまで減少しており、
2017 年から 2018 年にかけて輸入量が増加したときの輸入先は米国が中心であった
（図表 186、図表 187）。その他プラスチックの傾向はポリエチレンと類似しているが、
その他プラスチックと比較して、輸入量は急激に増加している。また、2018 年夏前ま
では日欧米のいずれからも輸入量が増加していたが、2018 年夏以降は日本と欧州が主
たる輸入先になっている（図表 188）。
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図表 184 マレーシアの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 185 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 186 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 187 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 188 マレーシアの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

189

１.２.４ ベトナム
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
ベトナムでは 2004 年頃から廃プラスチックの輸入が始まり、2014 年から年間 10 万
トン程度の規模で輸入されるようになった。また、タイやマレーシアと同様に 2017 年
の輸入量は急増しているが、2018 年は前年と比較して 10 万トン以上輸入量が減少し
た。特に、欧州と米国からの輸入量が減少している（図表 189）。
品目別では、いずれも 2010 年代前半から輸入量が増加し、2017 年をピークとして
2018 年は輸入量が減少する傾向が確認された。このうち、ほとんどが 2017 年に急激
に輸入量が増加したが、ポリ塩化ビニルは 2015 年から輸入量が増加しており、2017
年の増加分は比較的小さいものであった。また、ポリエチレンの主たる輸入先は欧州
であり、その他の品目は日本が占める割合が比較的大きかったが、2015 年以降はその
他プラスチックを中心に米国からの輸入量の増加が確認された（図表 190〜図表 193）。

図表 189 ベトナムの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 190 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 191 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 192 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 193 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
ベトナムにおける廃プラスチックの輸入量は、2017 年 3 月頃まで月当たり 2 万トン
前後で推移していたが、2017 年 3 月以降は 2017 年末にかけて増加している。ピーク
時（2017 年 11 月）には、9 万トン強の廃プラスチックを輸入していた。2018 年 1 月
以降は、ピーク時と比較すると落ち込むものの 5〜7 万トンで推移している。2018 年
6 月以降、一部の港で廃プラスチックの受入制限を実施したほか、廃棄物管理の強化、
輸入許可基準の厳格化を進めたことにより、輸入量は 1 万トン以下に減少した。2019
年の夏頃にかけて 2 万トン弱に回復しているが、中国による輸入規制前よりも輸入量
は低下している（図表 194）。
いずれの品目でも 2017 年 10 月頃にかけて輸入が増加し、2018 年初頭で一旦落ち込
んだのちに、再度輸入量が増加する傾向にある。また、2018 年の夏にはどの品目でも
輸入量は激減している。品目による相違がみられるのは 2018 年秋以降であり、ポリ
エチレンやポリスチレン、その他プラスチックの輸入量は増加傾向にある一方、ポリ
塩化ビニルはほとんど輸入されていない。輸入先の国別でみると、ポリエチレンでは
欧州からの輸入量、ポリ塩化ビニルでは米国からの輸入量の増加が著しい。しかし、
2018 年秋以降は、欧米からの輸入量は減少し、日本からの輸入が大きな割合を占める
ようになっている（図表 195〜 図表 198）。

図表 194 ベトナムの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 195 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 196 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 197 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 198 ベトナムの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.５ 台湾
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2000 年以降、台湾の輸入量は単調増加の傾向にあり、2007 年には 10 万トンを超え
ている。その後、若干の変動はあるものの、2017 年までは 10〜15 万トン程度で推移
している。ところが、2018 年に輸入量が 20 万トン程度増加し、日本と欧州からを中
心に、年間で 30 万トン以上を輸入している（図表 199）。
いずれの品目でも 2018 年に輸出量が増加しており、ポリエチレンやポリスチレン、
その他プラスチックでは 2017 年比で 2 倍以上に増加している。一方、ポリ塩化ビニ
ルの増加率はその他の品目と比較すると軽微であった。また、ほどんどの品目におい
て、2000 年以降、日本が最大の輸入先国であったが、2018 年のポリエチレンは欧米か
らの輸入量が急増し、欧州は最大の輸入先国になっている（図表 200〜図表 203）。

図表 199 台湾の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 200 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 201 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 202 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 203 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
台湾における廃プラスチックの輸入量は、2017 年 8 月頃まで月当たり 1 万トン前後
で推移していたが、2017 年 9 月から 2018 年 6 月までは 2 万トン前後で推移している。
2018 年 6 月以降はさらに輸入量が増加しており、ピーク時（2018 年 8 月）には 5 万
トン近くまで増加した。同時期に東南アジア諸国でライセンスの発給停止や検査の厳
格化等を実施したため、台湾向けの輸出量が増加したと考えられる。廃プラスチック
輸入量の急増を受け、台湾でも 2018 年の 10 月以降は輸入制限を実施したため、日欧
米からの輸入量は 2 万トンまで落ちこみ、その後は 1〜2 万トンで推移している。日
本が最大の輸入先国であるが、2018 年の夏に輸入量が急増した際には、欧米が占める
輸入の割合も増加した（図表 204）。
品目別では、ポリエチレンとポリスチレンは類似した傾向にあり、2018 年 8 月頃の
ピークの後は、ほぼ一定の量を輸入し続けている。その他プラスチックも同様に 2018
年の 7〜8 月にピークがあり、その後輸入量は減少するが、2019 年の 7〜8 月にかけて
輸入量が増加しているのが特徴である。一方、ポリ塩化ビニルでも、2018 年 8 月頃に
増加傾向がみられるが、2016 年以降 1.5〜3 万トンで推移しており、2018 年 10 月の輸
入制限と関係なく一定量が輸入され続けていた（図表 205〜図表 208）。

図表 204 台湾の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 205 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 206 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 207 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 208 台湾の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.６ インドネシア
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
インドネシアでは 2010 年から 2017 年まで、年間 5〜10 万トン程度で廃プラスチッ
クを輸入していた。2018 年には輸入量が前年より 10 万トン以上増加し、25 万トン弱
を輸入するようになった。2010 年以降、欧米からの輸入量が増加しているが、2018 年
は特に欧州からの輸入量が急増した（図表 209）。
品目別では、ポリエチレンが占める割合が最も多く、2017 年に 6 万トン、2018 年
に 18 万トン輸入している。このうち、欧州からの輸入が大部分を占めている。ポリエ
チレン同様に 2018 年に入って輸入量が急増したのはポリスチレンであり、これらも
欧州から輸入されたものであった。ポリ塩化ビニルは 2013 年以降、輸入量が増加す
る傾向にあったが、2018 年に入って輸入量が減少した。その他プラスチックには、
2018 年に加えて、2010 年と 2013〜2014 年にもピークがあるが、輸入先国の構成は変
わっており、以前は米国からの輸入が多くを占めていたが、2018 年は日本と欧州から
の輸入が多くを占めるようになっている（図表 210〜図表 213）。

図表 209 インドネシアの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 210 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 211 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 212 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 213 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

204

（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
インドネシアにおける廃プラスチックの輸入量は、2018 年 4 月頃まで 5 千〜1 万ト
ン程度で推移していたが、2018 年 6 月以降、2~3 万トンに急増した。同時期にマレー
シやタイなど東南アジア周辺国において、廃プラスチックの輸入許可証の発給停止や
検査の厳格化が実施されたため、インドネシア向けの輸出が増加したと考えられる。
2019 年 1 月に入って輸入量は少し落ち着いたが、2019 年 5 月頃まで増加傾向にあっ
た。また、2019 年 6 月以降、違法に廃プラスチックを混入したコンテナ船が返送され
るようになり、7~9 月にかけて一時的に輸入量は急減した（図表 214）。
品目別では、塩化ビニルを除き、2017 年までと比較して 2018〜2019 年の輸入量は
増加している。また、ポリエチレンは 2018 年 8 月頃、ポリスチレンは 2018 年 1 月頃、
その他プラスチックは 2019 年 5 月頃にピークを迎えており、それ以後の輸入量は減
少傾向にある。ポリエチレンおよびポリスチレンは欧州が主要な輸入先であり、その
他プラスチックは日欧米のそれぞれから輸入している。東南アジア周辺国の規制動向
を踏まえると、2018 年 6 月以降、欧州がマレーシア等に輸出していたポリエチレンを
インドネシアが輸入するようになり、その後周辺国で輸入が再開されたことをうけイ
ンドネシアの輸入量は一時的に落ち着いたが、2019 年 1 月以降は日欧米からのその他
プラスチックの輸入量が増加し、その結果、コンテナの返送が多発するようになった
と考えられる（図表 215〜図表 218）。
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図表 214 インドネシアの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 215 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 216 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 217 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 218 インドネシアの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.７ インド
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2000 年以降、インドの廃プラスチックの輸入量は増加傾向にある。また、2018 年は
前年比で 5 万トン以上増加しており、2000 年以降、最大の増加量であった。輸入先は
欧州と米国が主であるが、2016 年以降は日本からの輸入もみられるようになった（図
表 219）。
品目別では、ポリエチレンの輸入量が最大であり、2018 年には 20 万トン以上を輸
入している。ポリエチレンの輸入量 2015〜2016 年にかけて一時的に減少した時期も
あるが、全体としては増加傾向にあり、欧州と米国からの輸入が大部分を占めている
（図表 220）。ポリ塩化ビニルも同様に輸入量が増加しており、特に近年は日本からの
輸入量が増加している（図表 222）。ポリスチレンやその他プラスチックの輸入量は
2010 年頃をピークに減少傾向にあったが、2018 年に入って著しく増加している（図
表 221、図表 223）。

図表 219 インドの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 220 インドの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 221 インドの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 222 インドの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 223 インドの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2016 年のインドにおける廃プラスチックの輸入量は、1 万トン弱の月から 3 万トン
以上の月まで増減しているが、2017 年は 1.5〜2 万トン前後、2018 年には 2〜3 万トン
前後が輸入されるようになった。しかし、2019 年 7 月以降は輸入量が激減しており、
日欧米からの輸入量は 5 千トン前後になっている。インド政府は 2019 年 8 月末より
廃プラスチックの輸入を原則禁止しており、これによる影響と考えられる（図表 224）。
品目別では、最もポリエチレンの輸入量が多く、2017 年以降は輸入量が増加傾向に
あったが、2019 年 7 月頃から急激に減少している。また、その他プラスチックも類似
した傾向にある。一方、ポリスチレンの輸入量は 2018 年の春頃に 800 トン程度まで
増加したが、それ以外は 100 トン程度の物量にとどまっている。また、ポリ塩化ビニ
ルの輸入量は増加傾向にあり、特に日本からの輸入量が増加している（図表 225〜図
表 228）。

図表 224 インドの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 225 インドの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 226 インドの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 227 インドの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 228 インドの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.８ 香港
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2000 年以降、香港の廃プラスチック輸入量は増加傾向にあったが、2009 年頃を境
に減少傾向に転じている。特に、中国が輸入規制を行った 2017 年以後は、前年比で半
分程度まで輸入量が減少している。輸入に占める割合は、欧州が最大であるが、日本
および米国からも相当量を輸入している（図表 229）。
いずれの品目も類似した傾向にあり、2000 年代後半をピークに輸入量は減少してい
る。ポリスチレン以外は日欧米のいずれからも相当量を輸入しているが、ポリスチレ
ンの主要な輸入先は日本である。（図表 230〜図表 233）。

図表 229 香港の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 230 香港の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 231 香港の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 232 香港の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 233 香港の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2016 年から 2017 年 3 月頃まで、香港の廃プラスチック輸入量は 12〜18 万トン程度
で推移していた。しかし、2017 年 4 月以降、輸入量は急激に減少し、2018 年 1 月以降
は 2〜4 万トンで推移するようになっている。2017 年 4 月に輸入量が減少する以前は
日欧米いずれからも輸入していたが、輸入量が減少したのちは欧州が主たる輸入先に
なっている（図表 234）。
輸入量の減少は品目に関係なくみられ、いずれの品目でも 2017 年春以降は輸入量
が減少している。ポリ塩化ビニルを除いて、2018 年 1 月以降は一定量が輸入され続け
ているが、ポリ塩化ビニルのみ 2018 年 8〜10 月頃に輸入量が一時的に増加した。特
に米国からの輸入量が増加しており、米国からマレーシア等に輸出されていたものが
香港に輸入されたと考えられる。また、2018 年 1 月以降は欧州からの輸入が占める割
合が大きくなっている（図表 235〜図表 238）。

図表 234 香港の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 235 香港の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 236 香港の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 237 香港の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 238 香港の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.９ 韓国
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2000 年以降、韓国の廃プラスチック輸入量はゆるやかに増加しているが、2013 年
以降は減少に転じていた。しかし、2018 年は前年比で 4 倍以上にあたる 16 万トンを
輸入している。一貫して日本が主たる輸入先であるが、2018 年に入って欧米からの輸
入量も大きく増加している（図表 239）。
ポリエチレンとその他プラスチックの輸入傾向は類似しており、2000 年以降ゆるや
かに輸入量が増加し、2018 年に急増した。ポリエチレンの輸入先として、2013 年頃か
ら欧州が台頭しており、日米からの輸入量が増加した 2018 年でも、欧州が最大の輸
入先である。一方、その他プラスチックでは日本からの輸入量が多くを占めている。
ポリスチレンの輸入量は 2010 年頃に一度ピークを迎えており、これは米国からの輸
入量が急増したことによる影響である。2014 年以降は輸入量が減少していたが、その
他の品目同様に 2018 年に輸出が急増している。ポリ塩化ビニルのみ傾向は大きく異
なり、2014 年を境に輸入量は減少している。2018 年に僅かに輸入量は回復したが、他
の品目と比較しても増加量は微小であった（図表 240〜図表 243）。

図表 239 韓国の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 240 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 241 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 242 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 243 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
韓国における廃プラスチックの輸入量は、2017 年 10 月頃まで 5 千トン以下で推移
していたが、2017 年 12 月より増加し、2018 年 3 月頃には 1 万トン程度の規模になっ
た。日欧米いずれからの輸入量も増加しており、中国の輸入規制による影響と考えら
れる。2018 年 3 月以降は 1 万トン程度で推移していたが、2018 年 7 月頃からさらに
輸入量が増加している。東南アジア諸国におけるライセンスの発給停止や検査強化の
ために、さらに輸入量が増加したものと考えられる。2019 年 1 月には輸入量が減少し
たが、その後も 1.2 万トン前後で推移し、2019 年 7 月頃からは 1 万程度で推移してい
る（図表 244）。
品目別によって輸入量のピークは異なっており、その他プラスチックとポリスチレ
ンは 2018 年 10 月頃にピークを迎えているが、ポリエチレンは 2018 年 6 月頃と 2019
年 3 月頃にピークがある。その他プラスチックにおける輸入量の増加は日本による影
響が大きいが、ポリエチレンやポリスチレンでは欧米からの輸入量も増加している。
また、2016 年以降、若干の変動はあるものの、ポリ塩化ビニルの輸入量は全体的に減
少傾向が見られた（図表 245〜図表 248）。

図表 244 韓国の日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 245 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 246 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 247 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 248 韓国の日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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１.２.１０ フィリピン
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2000 年以降、フィリピンの廃プラスチック輸入量はおおよそ 5 千トン以下で推移し
ていたが、2017 年に 8 千トン、2018 年には 2 万トンにまで増加した。輸入先として、
2004〜2007 年頃に一時的に輸入量が増加した際は欧州が中心であったが、2017 年以
降は日本と米国からの輸入量が増加している（図表 249）。
品目別では、2018 年にいずれの品目でも輸入量が急増しており、特にポリスチレン
とその他プラスチックは従来と比較して増加率が著しい。ポリエチレンとポリ塩化ビ
ニルの 2018 年の輸入量も増加しているが、過去に同程度の物量を輸入していた時期
があった。しかし、従来は欧州からの輸入量が多くを占めていたのに対し、直近 5 年
程度は日米からの輸入量が増加している（図表 250〜図表 253）。

図表 249 フィリピンの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 250 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 251 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

228

図表 252 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 253 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2017 年 7 月以降、フィリピンにおける廃プラスチックの輸入量は増加傾向にある。
2018 年 10 月〜2019 年 4 月は一時的に輸入量が減少しているが、同時期は日欧米から
マレーシアやタイ向けの輸出量が回復した時期であり、フィリピンが輸入していたも
のが周辺国に輸出されるようになったと考えられる。また、輸入量が増加し始めた
2017 年 7〜12 月は欧州からの輸入量が増加していたが、2018 年に入って日米からの
輸入量が急増している（図表 254）。
品目によって輸入量が増加を始めた時期が異なっている。2017 年 7 月頃よりポリエ
チレンとその他プラスチックの輸入量が増加し、2018 年 1 月頃からポリスチレン、
2018 年 3 月頃からポリ塩化ビニルの輸入量が増加している。また、2018 年末から 2019
年初頭にかけて、ポリ塩化ビニルとその他プラスチックの輸入量が減少しており、こ
れらは日欧米からマレーシア等に輸出されるようになったと考えられる。また、2019
年 1 月以降、その他プラスチックでは米国からも多くを輸入しているが、いずれの品
目も日本からの輸入が占める割合が大きくなっている（図表 255〜図表 258）。

図表 254 フィリピンの日欧米からの廃プラスチックの輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 255 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391510）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 256 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391520）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 257 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391530）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 258 フィリピンの日欧米からの廃プラスチック（391590）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２．金属くずの国際フローへの影響
中国の輸入規制によって、中国向けに輸出される金属くず（特にミックススクラップ、
雑品スクラップ、モーター等）が減少した一方で、アジア周辺国向けに輸出されるこれ
ら金属の量が増加した。その結果、本章 I で示したように、各国で WEEE などの検査を
厳格化や輸入禁止の動きが出ている。
そこで、中国の輸入規制が金属くずの国際フローに与えた影響について、貿易統計を
もとに定量的な評価を行った。日本からの輸出に加えて、金属くずの発生量が大きな欧
州および米国からの輸出を調査の対象にした。また、輸入国としては、本章 I で調査対
象とした国（中国、タイ、マレーシア、ベトナム、台湾、インドネシア、インド）に加
えて、周辺諸国のうち対象国からの輸出量が一定程度ある国（香港、韓国、フィリピン）
を対象にした（図表 259）。また、調査対象品目は雑品スクラップのフローに関連すると
考えられる鉄鋼くず、銅くず、アルミニウムくずを選定し、貿易統計の HS コード（6 桁）
を基準に調査した（図表 260）。
フローへの影響は、輸出国側と輸入国側の双方から整理を行っている。尚、輸入国側
の輸入量の推移は輸出国側の統計情報をもとに整理をしているため、輸入国側が発表し
ている統計情報と一致しない可能性がある。また、米国の年次の統計は、HS コードの都
合上 2002 年以降を対象にしている。また、統計上のデータ欠損箇所は 0 としている。

図表 259 本項目における調査対象国
フロー

国名

輸出国

日本、欧州、米国

輸入国

●本章 I の対象国：
中国、タイ、マレーシア、ベトナム、台湾、インドネシア、インド
●その他の対象国：
香港、韓国、フィリピン
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図表 260 調査対象品目
HS コード
7204.10

対象品目

備考

7404.00

鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― 鋳鉄のくず
鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― 合金鋼（ステンレス鋼）のくず
鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― 合金鋼（その他）のくず
鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― 錫メッキの鉄鋼くず
鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― 切削くずおよび打ち抜きくず
鉄鋼のくずおよび鉄鋼の再溶解用のインゴット
― その他のもの（ヘビー、シュレッダー等）
銅のくず

7602.00

アルミニウムのくず

7204.21
7204.29
7204.30
7204.41
7204.49

（出所）財務省貿易統計、輸出統計品目表（2019 年 1 月版）より MURC 作成
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２.１ 輸出国（日欧米）における動向
２.１.１ 日本
（1）輸出先国の変化
2018 年における中国向けの銅くずおよびアルミくずの輸出量は、2016 年と比較し
て、銅くずで 1.8 万トン減少しており、アルミくずで 1.3 万トン減少している（図表
261）。中国向けの輸出比率では、銅くずで 96%から 80%に、アルミくずで 45％から
37％に減少している。対照的に、銅くずはマレーシア向けの輸出比率が増加しており、
アルミくずはマレーシアに加えてタイ向けの輸出比率が増加している（図表 264、図
表 265）。中国の輸入規制により、従来は日本から中国に輸出されていた鉄鋼くずの一
部が韓国やベトナムに、銅くずやアルミくずの一部がマレーシアやタイに輸出される
ようになり、このうちの一部には雑品スクラップ等のくずが含まれていた可能性が示
唆された。
また、鉄鋼くずのうち、2016〜2018 年に中国向けの輸出量が大きく変動したのは、
切削くずおよび打ち抜きくず（HS7204.41）とその他のくず（HS7204.49）であった。
2016 年と比較して、切削くずおよび打ち抜きくずは約 2 万トン、その他のくずは約 80
万トン減少している（図表 262、図表 263）。切削くずおよび打ち抜きくずの全輸出国
に占める中国向け輸出量比率は 2%（2016 年）から 1%以下（2018 年）に減少してい
る。また、その他のくずは中国向けの輸出比率は 26％（2016 年）から 18％（2018 年）
に減少している。いずれの品目も韓国向けの輸出比率が増加しているほか、その他く
ずではベトナム向けにも 25％程度が輸出されている（図表 266、図表 267）。
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図表 261 日本の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その１）
2016年
740400
国名
中華人民共和国
香港
大韓民国
台湾
マレーシア
フィリピン
タイ
インド
カメルーン
アラブ首長国連邦
その他
合計
2017年
740400
国名
中華人民共和国
大韓民国
香港
台湾
タイ
マレーシア
ベトナム
パキスタン
アメリカ合衆国
フィリピン
その他
合計
2018年
740400
国名
中華人民共和国
マレーシア
大韓民国
香港
台湾
タイ
ベトナム
パキスタン
インド
フィリピン
その他
合計

輸出量[KG]
247,352,486
4,814,921
2,973,338
2,211,432
818,302
200,343
71,505
66,103
52,600
41,493
74,561
258,677,084

760200
国名
大韓民国
中華人民共和国
香港
ベトナム
インドネシア
台湾
インド
カナダ
タイ
ロシア
その他
合計

輸出量[KG]
86,025,091
79,025,740
3,901,895
1,165,943
1,165,100
777,325
590,574
570,823
381,386
374,777
110,052
174,088,706

輸出量[KG]
293,797,260
7,468,157
6,586,135
2,565,753
1,351,431
1,278,201
451,172
340,411
97,070
84,479
182,668
314,202,737

760200
国名
大韓民国
中華人民共和国
香港
タイ
台湾
ベトナム
インド
マレーシア
ロシア
インドネシア
その他
合計

輸出量[KG]
82,539,145
79,349,902
4,074,905
2,007,308
1,049,146
814,674
630,429
399,811
367,798
236,419
440,688
171,910,225

輸出量[KG]
225,597,821
27,199,416
9,401,544
8,066,672
3,547,515
3,296,274
1,820,599
401,718
389,903
188,943
698,146
280,608,551

760200
国名
大韓民国
中華人民共和国
タイ
マレーシア
香港
インド
ベトナム
台湾
インドネシア
ロシア
その他
合計

輸出量[KG]
91,165,604
66,419,980
5,787,937
4,700,155
3,631,545
2,903,991
1,332,179
1,269,823
1,158,124
966,973
2,145,274
181,481,585

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

236

図表 262 日本の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その２）
2016年
720410
国名
インドネシア
中華人民共和国
パキスタン
ベトナム

輸出量[KG]
324,560
310,188
200,000
117,000

その他
合計
2017年
720410
国名
大韓民国
中華人民共和国
ベトナム
インドネシア
サウジアラビア
ミャンマー

輸出量[KG]
6,348,394
866,948
350,000
81,510
51,040
18,240

その他
合計
2018年
720410
国名
中華人民共和国
マレーシア
大韓民国
インドネシア
ベトナム
パキスタン
タイ
台湾
ミャンマー

輸出量[KG]
4,346,768
3,345,134
3,342,837
1,762,360
1,115,440
426,070
262,539
75,790
27,830

その他
合計

720421
国名
大韓民国
台湾
タイ
中華人民共和国
インド
マレーシア
ベトナム
アメリカ合衆国
ドイツ
シンガポール
0 その他
951,748 合計

輸出量[KG]
86,756,155
37,481,491
14,433,747
9,787,174
2,546,024
1,756,510
232,953
182,542
154,852
130,831
181,006
153,643,285

720429
国名
中華人民共和国
台湾
大韓民国
香港
タイ
ドイツ
アメリカ合衆国
チェコ
スペイン
インド
その他
合計

輸出量[KG]
15,025,321
7,038,217
2,392,475
569,002
218,590
134,892
79,513
41,327
28,390
28,328
67,289
25,623,344

720421
国名
大韓民国
台湾
タイ
中華人民共和国
インド
マレーシア
ベトナム
アメリカ合衆国
シンガポール
パキスタン
0 その他
7,716,132 合計

輸出量[KG]
109,489,712
33,237,342
16,746,172
9,002,391
3,240,341
3,110,063
847,117
147,580
111,011
109,534
359,426
176,400,689

720429
国名
中華人民共和国
台湾
ベトナム
大韓民国
インドネシア
タイ
アメリカ合衆国
香港
ベルギー
インド
その他
合計

輸出量[KG]
12,154,261
12,076,855
2,303,783
1,595,960
495,710
399,744
232,566
201,764
147,901
142,226
273,698
30,024,468

720421
国名
大韓民国
台湾
中華人民共和国
タイ
インド
マレーシア
シンガポール
英国
ベトナム
インドネシア
0 その他
14,704,768 合計

輸出量[KG]
103,194,991
30,046,913
18,104,494
17,042,271
15,095,673
3,546,083
585,784
305,648
285,273
187,896
507,412
188,902,438

720429
国名
大韓民国
中華人民共和国
ベトナム
台湾
タイ
マレーシア
ベルギー
インドネシア
香港
インド
その他
合計

輸出量[KG]
13,065,531
9,122,808
4,928,392
4,314,757
2,577,218
851,638
594,088
530,730
463,317
371,867
661,539
37,481,885

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 263 日本の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その３）
2016年
720430
国名
インドネシア
パキスタン
タイ
インド

その他
合計
2017年
720430
国名
インドネシア

その他
合計
2018年
720430
国名
インドネシア
中華人民共和国

その他
合計

720441
国名
大韓民国
台湾
ベトナム
インドネシア
中華人民共和国
バングラデシュ
インド
マレーシア
パキスタン
タイ
0 その他
2,314,660 合計

輸出量[KG]
1,399,840
403,180
306,440
205,200

720441
輸出量[KG]
国名
5,068,040 大韓民国
ベトナム
アメリカ合衆国
台湾
インドネシア
バングラデシュ
インド
中華人民共和国
タイ
0 その他
5,068,040 合計
720441
輸出量[KG]
国名
6,491,285 大韓民国
97,945 ベトナム
台湾
バングラデシュ
インドネシア
中華人民共和国
インド
マレーシア
タイ
0 その他
6,589,230 合計

輸出量[KG]
821,255,866
130,910,910
121,241,519
95,152,374
27,959,010
27,643,060
14,596,824
4,000,310
1,839,120
1,791,400
161,543
1,246,551,936

720449
国名
大韓民国
中華人民共和国
ベトナム
台湾
バングラデシュ
タイ
インド
インドネシア
マレーシア
パキスタン
その他
合計

輸出量[KG]
2,524,023,577
1,881,599,029
1,856,659,260
679,168,020
180,057,740
49,062,858
47,182,874
37,160,546
7,265,390
4,006,136
2,271,893
7,268,457,323

輸出量[KG]
934,471,364
89,264,900
60,373,000
46,098,410
40,592,436
35,797,000
4,683,344
2,195,680
814,927
0
0
1,214,291,061

720449
国名
大韓民国
中華人民共和国
ベトナム
台湾
バングラデシュ
タイ
インドネシア
インド
パキスタン
アメリカ合衆国
その他
合計

輸出量[KG]
2,993,654,580
1,785,824,654
1,426,624,422
306,723,070
165,987,120
32,904,021
25,144,035
23,651,970
4,291,288
4,116,000
5,925,495
6,774,846,655

720449
国名
大韓民国
ベトナム
中華人民共和国
台湾
バングラデシュ
インドネシア
タイ
マレーシア
インド
パキスタン
0 その他
1,349,306,208 合計

輸出量[KG]
2,741,890,612
1,489,448,031
1,023,295,369
379,869,466
66,979,000
38,584,479
35,500,237
16,922,913
4,455,046
3,859,185
1,479,836
5,802,284,174

輸出量[KG]
1,201,781,214
70,593,470
32,440,070
16,050,000
14,499,918
8,327,800
4,553,955
1,034,922
24,859

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 264 日本の銅くず（740400）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 265 日本のアルミくず（760200）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 266 日本の鉄鋼くず（720411）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 267 日本の鉄鋼くず（720449）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
日本からアジア諸国への銅くず輸出量は 2006 年頃まで増加傾向にあったが、2000
年代後半は減少傾向にあり、その後は 25〜30 万トン程度で推移している。中国によ
る輸入制限を開始した 2018 年において、アジア向けの総輸出量に大きな変動はない
が、総輸出量に占める中国の割合が減少し、一方でマレーシアの比率が増加している
（図表 268）。
アルミくずの輸出量は全体として増加傾向にあり、2018 年は過去 18 年間で最も多
い 18 万トンをアジア諸国に輸出している。2000 年代はほとんどが中国向けの輸出で
あったが、2010 年頃から韓国向けの輸出が占める割合が増加している。2018 年は中
国向けの輸出量が減少した一方で、タイやマレーシア向けの輸出量が増加している
（図表 269）。
鉄鋼くずの輸出量は品目によって傾向が異なるが、その他鉄鋼くずを除いては直近
で輸出量が増加する傾向にある。いずれの品目でも中国や台湾、韓国が主な輸出先国
であったが、2010 年代後半からはベトナムやマレーシア、タイ、インドネシア向けの
輸出も増加している。2018 年に中国向けの輸出量が減少したのは、その他合金くずと
その他鉄鋼くずであった（図表 270〜 図表 275）。

図表 268 日本からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 269 日本からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 270 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 271 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 272 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 273 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 274 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 275 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（年次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
日本からアジア諸国への銅くず輸出量は、月による変動はあるものの、全体として
1〜3 万トン程度で推移している。2018 年 1 月以降は輸入に占める中国の割合が減少
し手織り、マレーシア向けの輸出比率が増加している。2019 年 1 月以降はこの傾向が
一層顕著になり、マレーシアに加えて香港や韓国、タイ向けの輸出比率が一層高まっ
ている（図表 276）。
アルミくずの輸出量は 2018 年 10 月頃まで 1.5 万トン程度であったが、2018 年 11
月以降増加傾向が見られ、2019 年には月当たり 2〜3 万トンで推移している。銅くず
と同様に、中国向けが占める割合は減少し、一方で韓国やマレーシア、タイ、ベトナ
ム向けの輸出比率が高まっている（図表 277）。
鉄鋼くずでは、その他鉄鋼くずを除いて 2019 年 1 月以降輸入量が増加する傾向が
ある。従来は輸出されていなかったマレーシアやインド、インドネシア、ベトナム、
タイ向けの輸出量が増加していた。一方、その他鉄鋼くずは、2018 年 12 月まで月当
たり 10 万トン程度が中国向けに輸出されていたが、2019 年以降は中国向けの輸出が
確認されなくなった。対照的にマレーシア向けの輸出が増加していた（図表 278〜図
表 283）。

図表 276 日本からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 277 日本からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 278 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 279 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 280 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 281 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成

図表 282 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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図表 283 日本からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（月次）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
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２.１.２ 欧州
（1）輸出先国の変化
欧州において銅くずの最大の輸出先は中国であり、2016 年には 75 万トンを輸出し
ていた。しかし、輸入規制後の 2018 年には 47 万トンまで輸出量が減少している。対
照的に欧州域内での輸出量が増加している。アルミくずにおいても、2016 年に中国は
3 番目の輸出先であり、36 万トンを輸出していたが、2018 年には 22 万トンに減少し
ている。アルミくずの欧州全体での輸出量は増加しているが、中国を除いた上位 10 カ
国の占める割合はあまり変わっていないため、欧州域内及びインド向けの輸出量が増
加しているほか、上位 10 カ国以外への輸出量が増加している（図表 284、、図表 287、
図表 288）。
鉄鋼くずの輸出先のうち、中国が 2016〜2018 年の期間に上位 10 カ国に入っている
のは、鋳鉄くずと錫メッキの鉄鋼くずである。鋳鉄くずは 2016 年に 7.8 万トンを輸出
し、全輸出国のうち 9 番目であったが、2018 年には 1.3 万トンまで減少している。ま
た、錫メッキの鉄鋼くずは 2017 年に 11 万トンを輸出していたが、2018 年には 3 万ト
ンまで減少している。また、輸出先国の比率において占める割合は、鋳鉄くずで 2016
年の 4％から 2018 年の 1％、錫メッキの鉄鋼くずで 2017 年の 6％から 2018 年には 2％
に減少しており、一方で鋳鉄くずはトルコ向け、錫メッキの鉄鋼くずではパキスタン
向けの輸出比率が増加した（図表 285、図表 286、図表 289、図表 290）。
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図表 284 欧州の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その１）
2016年
740400
国名
中国
ドイツ
ベルギー
オランダ
スペイン
オーストリア
イタリア
ポーランド
インド
スウェーデン
その他
合計
2017年
740400
国名
中国
ドイツ
ベルギー
オランダ
ポーランド
イタリア
オーストリア
スペイン
インド
スウェーデン
その他
合計
2018年
740400
国名
中国
ドイツ
ベルギー
オランダ
イタリア
スペイン
ポーランド
インド
オーストリア
スウェーデン
その他
合計

輸出量[KG]
758,067,400
423,203,200
197,129,000
178,685,800
93,477,900
88,363,600
83,467,900
79,653,500
79,564,500
52,683,000
356,019,600
2,390,315,400

760200
国名
ドイツ
イタリア
中国
オーストリア
インド
ポーランド
フランス
スペイン
オランダ
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
729,945,200
431,079,600
361,833,500
287,806,500
248,875,700
221,352,400
218,872,700
198,353,600
192,649,900
144,853,100
924,853,600
3,960,475,800

輸出量[KG]
810,438,100
433,979,200
173,540,100
158,559,500
110,046,700
96,859,300
88,722,900
88,640,500
73,621,900
52,281,000
367,168,600
2,453,857,800

760200
国名
ドイツ
イタリア
インド
オーストリア
中国
スペイン
オランダ
ポーランド
フランス
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
687,303,500
442,901,300
297,042,500
281,678,500
232,325,800
231,118,400
228,385,600
210,468,000
195,513,900
154,154,400
1,062,940,000
4,023,831,900

輸出量[KG]
477,095,400
447,819,400
164,029,900
136,813,700
124,094,200
105,993,000
102,041,100
83,250,800
80,857,400
44,468,400
435,430,500
2,201,893,800

760200
国名
ドイツ
イタリア
インド
オーストリア
ポーランド
スペイン
オランダ
中国
フランス
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
710,134,200
476,151,500
305,712,500
280,257,300
239,293,400
237,910,300
219,865,700
217,662,400
211,298,700
167,388,600
1,187,316,900
4,252,991,500

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 285 欧州の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その２）
2016年
720410
国名
ドイツ
イタリア
ベルギー
ポルトガル
スペイン
オランダ
ルクセンブルク
インド
中国
フランス
その他
合計
2017年
720410
国名
ドイツ
ポルトガル
イタリア
ベルギー
スペイン
オランダ
フランス
トルコ
ルクセンブルク
インド
その他
合計
2018年
720410
国名
ドイツ
ベルギー
イタリア
スペイン
オランダ
ポルトガル
トルコ
ルクセンブルク
ポーランド
インド
その他
合計

輸出量[KG]
305,380,100
258,493,600
246,170,700
208,723,400
172,069,800
146,060,800
109,554,400
91,831,300
78,455,200
65,064,100
509,145,700
2,190,949,100

720421
国名
ベルギー
フィンランド
スペイン
オランダ
ドイツ
イタリア
インド
スウェーデン
スロベニア
フランス
その他
合計

輸出量[KG]
768,308,000
656,665,900
314,464,900
270,679,700
191,974,500
186,798,900
147,459,000
123,229,000
104,974,900
64,855,800
311,136,700
3,140,547,300

720429
国名
インド
パキスタン
スペイン
ルクセンブルク
ベルギー
トルコ
ドイツ
イタリア
チェコ
バングラデシュ
その他
合計

輸出量[KG]
451,072,100
395,111,400
341,689,800
309,415,300
231,167,400
227,922,600
216,482,800
215,833,200
190,150,100
183,637,700
691,981,800
3,454,464,200

輸出量[KG]
303,500,300
253,147,600
251,595,600
249,644,900
248,794,700
197,139,300
91,924,900
87,550,700
73,142,000
71,698,700
563,067,200
2,391,205,900

720421
国名
ベルギー
フィンランド
オランダ
スペイン
ドイツ
イタリア
インド
スウェーデン
スロベニア
フランス
その他
合計

輸出量[KG]
833,653,700
592,046,600
328,352,300
318,171,900
269,768,000
188,960,800
179,499,300
133,796,900
109,053,800
63,574,100
378,789,900
3,395,667,300

720429
国名
パキスタン
スペイン
ルクセンブルク
ベルギー
イタリア
ドイツ
トルコ
インド
チェコ
バングラデシュ
その他
合計

輸出量[KG]
380,564,500
341,479,900
337,126,300
318,711,900
304,642,600
288,171,700
264,551,300
190,016,700
188,338,100
137,422,900
809,262,900
3,560,288,800

輸出量[KG]
343,244,900
265,719,600
237,479,800
208,529,300
173,096,100
168,464,600
142,994,200
95,021,900
74,055,800
70,561,900
613,315,700
2,392,483,800

720421
国名
ベルギー
フィンランド
オランダ
スペイン
ドイツ
インド
イタリア
スウェーデン
スロベニア
イギリス
その他
合計

輸出量[KG]
864,468,100
576,420,000
322,415,300
306,475,600
254,066,600
249,238,200
210,629,600
120,443,500
87,232,000
79,284,800
438,353,700
3,509,027,400

720429
国名
スペイン
ルクセンブルク
トルコ
パキスタン
ベルギー
イタリア
ドイツ
インド
インドネシア
チェコ
その他
合計

輸出量[KG]
393,170,300
385,763,500
362,699,500
354,231,300
329,575,000
295,214,500
287,769,500
281,677,300
219,299,300
201,077,400
930,346,400
4,040,824,000

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 286 欧州の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その３）
2016年
720430
国名
ベルギー
ドイツ
フランス
スペイン
インド
オランダ
パキスタン
トルコ
ポルトガル
ルクセンブルク
その他
合計
2017年
720430
国名
ベルギー
ドイツ
フランス
スペイン
中国
オランダ
トルコ
パキスタン
イギリス
ハンガリー
その他
合計
2018年
720430
国名
ベルギー
ドイツ
フランス
パキスタン
トルコ
スペイン
ハンガリー
ベルギー
オランダ
イギリス
その他
合計

輸出量[KG]
246,288,900
187,742,800
187,180,000
160,886,100
107,772,400
104,575,400
97,375,800
95,969,900
48,572,500
48,030,600
271,384,600
1,555,779,000

720441
国名
イタリア
ルクセンブルク
スペイン
オランダ
ドイツ
トルコ
インド
フランス
ベルギー
イギリス
その他
合計

輸出量[KG]
1,063,100,600
622,327,500
446,425,100
304,426,000
292,039,200
291,442,900
235,676,000
235,592,900
219,049,500
189,063,100
1,000,280,400
4,899,423,200

720449
国名
トルコ
ドイツ
イタリア
スペイン
ベルギー
オランダ
ルクセンブルク
エジプト
フランス
インド
その他
合計

輸出量[KG]
9,698,613,200
2,413,404,200
2,239,025,400
1,938,153,300
1,739,028,700
1,561,774,800
1,331,237,500
901,009,100
866,087,900
733,440,100
6,023,448,700
29,445,222,900

輸出量[KG]
308,909,900
253,832,500
234,923,500
216,107,800
106,567,400
87,439,400
85,075,000
56,451,300
44,045,600
38,525,600
266,342,000
1,698,220,000

720441
国名
イタリア
ルクセンブルク
スペイン
トルコ
ドイツ
イギリス
フランス
オランダ
ベルギー
ポルトガル
その他
合計

輸出量[KG]
1,140,875,100
597,465,800
419,781,400
357,864,400
314,444,000
231,058,600
211,298,400
192,994,800
176,872,800
154,176,900
1,003,259,000
4,800,091,200

720449
国名
トルコ
ドイツ
イタリア
スペイン
ベルギー
オランダ
エジプト
ルクセンブルク
フランス
パキスタン
その他
合計

輸出量[KG]
11,808,783,100
2,980,148,700
2,713,261,600
2,260,511,200
1,812,605,200
1,391,900,600
1,390,051,800
1,358,648,700
969,578,200
782,433,700
6,169,071,900
33,636,994,700

輸出量[KG]
267,598,400
260,487,600
225,910,100
139,900,800
123,394,900
115,337,000
87,818,200
87,349,300
86,134,700
72,377,900
444,344,000
1,910,652,900

720441
国名
イタリア
ルクセンブルク
スペイン
ドイツ
ベルギー
イギリス
トルコ
ポルトガル
インド
ノルウェー
その他
合計

輸出量[KG]
1,282,297,000
559,408,300
399,085,300
340,608,100
230,144,600
208,921,100
206,893,500
193,289,700
188,135,300
162,410,500
1,045,578,600
4,816,772,000

720449
国名
トルコ
ドイツ
イタリア
スペイン
ベルギー
エジプト
ルクセンブルク
オランダ
パキスタン
フランス
その他
合計

輸出量[KG]
11,267,098,600
2,793,283,300
2,715,484,400
2,220,124,800
1,958,006,100
1,596,115,800
1,329,721,900
1,254,991,800
1,008,953,500
848,981,200
7,469,473,000
34,462,234,400

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

256

図表 287 欧州の銅くず（740400）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 288 欧州のアルミくず（760200）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 289 欧州の鉄鋼くず（720410）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 290 欧州の鉄鋼くず（720430）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
2003 年以降、欧州からアジア向けの銅くずの輸出量は増加傾向にあったが、2011 年
をピークに減少傾向にあり、2013 年以降は 80〜100 万トン程度で推移していた。しか
し、中国の輸入規制後の 2018 年は 60 万トン強まで減少している。輸出先は中国、香
港、インドが中心であるが、2018 年には中国向けの輸出量が 15 万トン以上減少し、
一方でマレーシア向けの輸出量が増加している（図表 291）。
アルミくずの輸出量は、2007 年まで 50 万トン程度であったが、2008 年に 90〜100
万トン程度に急増した。その後は緩やかな減少傾向が見られ、2017〜2018 年にかけて
も大きな変化は見られない。2009 年以降、香港や韓国、インド向けの輸出量に大きな
変化はないものの、中国向けの輸出量が著しく減少しており、これがアジア向けの輸
出量を減少させている（図表 292）。
鉄鋼くずにおける傾向は品目によって異なり、鋳鉄くずや錫メッキの鉄鋼くずは近
年減少傾向にあるが、ステンレス鋼のくず、合金くず、切削くずおよび抜き打ちくず
は 2018 年に入って増加している。また、いずれの品目でもインドが主な輸出先であ
るが、鋳鉄くずは中国向けの輸出比率も比較的高い（図表 293〜図表 298）。

図表 291 欧州からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 292 欧州からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 293 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 294 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 295 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 296 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 297 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 298 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（年次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
欧州からアジア向けの銅くずの輸出は、2016〜2018 にかけて減少傾向にある。2016
年は月当たり 6〜8 万トン程度を輸出していたが、2018 年には 4〜8 万トンに減少して
いる。2019 年 1〜4 月までは一時的に輸出量が増加し、その後は再び 4〜6 万トン程度
で推移している。特に中国向けの輸出量の減少が顕著であり、2017 年の中国政府によ
る輸入制限の発表や実施による影響と考えられる。2018 年夏以降はインドや香港、マ
レーシア向けの輸出量が増加する傾向にある（図表 299）。
アルミくずの輸出量は、2019 年 1 月頃までおおよそ 5〜7 万トンで推移していたが、
2019 年に入って増加傾向にあり、2019 年 4 月には 8 万トン以上をアジア向けに輸出
している。2019 年 1 月以降の輸出量の増加は中国向けの輸出量増加による影響が大き
く、インドをはじめとしたアジア諸国への輸出量には大きな変動が見られない（図表
300）。
鉄鋼くずの輸出では、2018 年 1 月以降、鋳鉄のくずと錫メッキの鉄鋼くずの輸出量
は減少しているが、その他の品目は増加傾向にある。また、いずれの品目でも 2018 年
1 月以降中国向けの輸出が減少しており、従来から中国向けの輸出量が多かった鋳鉄
のくずと錫メッキの鉄鋼くずへの影響が大きかったものと考えられる。また、従来か
ら輸出量が大きいインドに加えて、インドネシアやベトナム向けの輸出量が増加する
傾向にあった（図表 301〜図表 306）。

図表 299 欧州からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 300 欧州からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 301 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 302 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 303 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 304 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成

図表 305 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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図表 306 欧州からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（月次）

（出所）Eurostat をもとに MURC 作成
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２.１.３ 米国
（1）輸出先国の変化
米国において中国は最大の銅くずおよびアルミくずの輸出先国であるが、2016 年か
ら 2018 年にかけて輸出量が著しく減少している。銅くずの輸出量は 2016 年の 65 万
トンから 2018 年に 27 万トンまで減少しており、アルミくずは 2016 年の 69 万トンか
ら 2018 年に 50 万トンまで減少している。一方、マレーシア向けの輸出量は銅くずで
1.6 万トン（2016 年）から 11 万トン（2018 年）、アルミくずで 5 万トン（2016 年）か
ら 18 万トン（2018 年）に増加しているほか、インドや韓国、日本への輸出量が増加
している（図表 307）。輸出先比率の観点では、銅くずにおいて、中国が 70％（2016
年）から 30％（2018 年）に減少する一方、マレーシアが 3％（2016 年）から 13％（2018
年）に増加している。また、アルミくずにおいても、中国が 53％（2016 年）から 29％
（2018 年）に減少しているが、インドが 4％（2016 年）から 13％（2018 年）、マレー
シアが 4％（2016 年）から 11％（2018 年）に増加している（図表 310、図表 311）。
鉄鋼くずにおいても中国は主要な輸出先国であるが、2016 年と比較して、多くの品
目で中国向けの輸出量が減少している。特に、ステンレス鋼のくずは 2016 年と比較
して 9 万トン減少しているほか、その他合金くずで 5 万トン、その他鉄鋼くずで 3 万
トン減少している。また、輸出比率においても、ステンレス鋼のくずで 20％（2016 年）
から 7％（2018 年）、その他合金くずで 42％（2016 年）から 30％（2018 年）、その他
鉄鋼くずで 4％（2016 年）から 2％（2018 年）になっている。ステンレス鋼を含む合
金くずは、中国からカナダやインドなどに輸出先を切り替えているが、その他鉄鋼く
ずは従来からトルコ、メキシコ、台湾向けの輸出量が多いため、輸出先の比率にはさ
ほど大きな変化をもたらしていない（図表 308、図表 309、図表 312〜図表 314）。
尚、米国から中国向けのアルミくずや鉄鋼くずの輸出量減少は、中国によるスクラ
ップの輸入制限のみでなく、米中の貿易摩擦による影響もあると考えられる。
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図表 307 米国の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その１）
2016年
740400
国名
中国
カナダ
ドイツ
韓国
インド
香港
ベルギー
日本
オランダ
台湾
その他
合計
2017年
740400
国名
中国
カナダ
香港
韓国
ドイツ
インド
日本
ベルギー
パキスタン
台湾
その他
合計
2018年
740400
国名
中国
マレーシア
カナダ
韓国
日本
インド
香港
ドイツ
台湾
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
659,618,471
75,162,058
33,115,924
27,567,608
25,064,205
24,077,341
17,421,402
15,182,072
13,295,968
10,051,994
45,351,255
945,908,298

760200
国名
中国
韓国
カナダ
メキシコ
インド
マレーシア
香港
台湾
インドネシア
日本
その他
合計

輸出量[KG]
691,574,800
145,754,804
105,610,343
94,659,315
58,920,095
54,324,000
46,739,164
33,143,815
22,710,246
18,074,594
42,173,440
1,313,684,616

輸出量[KG]
688,014,121
93,872,471
36,807,295
32,019,284
30,749,435
24,869,095
21,145,361
16,490,829
9,570,640
8,644,768
44,123,911
1,006,307,210

760200
国名
中国
韓国
メキシコ
カナダ
インド
マレーシア
香港
インドネシア
台湾
日本
その他
合計

輸出量[KG]
830,524,254
180,805,480
113,169,399
103,635,550
78,678,878
52,505,472
40,328,827
36,906,908
30,171,102
16,593,016
40,931,793
1,524,250,679

輸出量[KG]
271,461,146
119,572,754
92,659,998
72,348,206
55,988,609
48,263,371
44,520,298
37,478,750
35,445,395
31,485,650
106,329,542
915,553,719

760200
国名
中国
韓国
インド
マレーシア
メキシコ
カナダ
インドネシア
台湾
香港
日本
その他
合計

輸出量[KG]
495,070,747
240,167,975
215,651,180
182,629,981
138,091,881
102,465,805
75,788,914
69,005,368
42,312,200
23,686,924
115,917,891
1,700,788,866

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 308 米国の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その２）
2016年
720410
国名
カナダ
インド
中国
ペルー
韓国
パキスタン
メキシコ
ベルギー
バングラデシュ
香港
その他
合計
2017年
720410
国名
インド
パキスタン
中国
カナダ
トルコ
香港
台湾
ベトナム
メキシコ
韓国
その他
合計
2018年
720410
国名
インド
パキスタン
カナダ
マレーシア
中国
台湾
インドネシア
ベトナム
香港
韓国
その他
合計

輸出量[KG]
59,835,000
27,488,000
18,292,000
15,000,000
9,255,000
8,842,000
5,680,000
4,450,000
3,140,000
2,241,000
6,819,000
161,042,000

720421
国名
カナダ
中国
台湾
インド
パキスタン
日本
韓国
香港
メキシコ
オランダ
その他
合計

輸出量[KG]
183,981,000
134,219,000
125,300,000
67,967,000
63,939,000
16,684,000
14,952,000
14,189,000
11,121,000
5,375,000
17,016,000
654,743,000

720429
国名
中国
カナダ
メキシコ
クウェート
トルコ
インド
香港
パキスタン
マレーシア
韓国
その他
合計

輸出量[KG]
319,661,000
146,817,000
93,085,000
88,000,000
45,000,000
31,119,000
9,870,000
8,702,000
5,172,000
3,807,000
14,019,000
765,252,000

輸出量[KG]
122,066,000
108,172,000
91,874,000
84,939,000
49,052,000
33,443,000
17,499,000
14,825,000
13,681,000
9,584,000
35,587,000
580,722,000

720421
国名
カナダ
台湾
中国
パキスタン
インド
メキシコ
香港
日本
韓国
インドネシア
その他
合計

輸出量[KG]
128,765,000
98,729,000
86,710,000
57,733,000
44,291,000
28,609,000
13,615,000
9,226,000
8,027,000
3,184,000
15,259,000
494,148,000

720429
国名
中国
カナダ
メキシコ
インドネシア
オランダ
マレーシア
インド
台湾
香港
パキスタン
その他
合計

輸出量[KG]
235,372,000
179,458,000
93,294,000
49,013,000
39,191,000
34,412,000
24,579,000
14,853,000
7,512,000
6,416,000
28,412,000
712,512,000

輸出量[KG]
187,438,000
163,129,000
79,482,000
57,644,000
52,165,000
48,530,000
43,344,000
37,297,000
34,653,000
19,969,000
74,749,000
798,400,000

720421
国名
カナダ
台湾
インド
メキシコ
中国
パキスタン
ベトナム
日本
韓国
ベルギー
その他
合計

輸出量[KG]
264,605,000
99,897,000
85,322,000
46,425,000
43,826,000
37,152,000
21,287,000
8,268,000
8,034,000
7,465,000
38,535,000
660,816,000

720429
国名
カナダ
中国
メキシコ
マレーシア
台湾
インド
香港
インドネシア
台湾
ドイツ
その他
合計

輸出量[KG]
398,740,000
270,763,000
49,676,000
30,843,000
30,420,000
27,484,000
23,828,000
11,788,000
8,703,000
8,570,000
29,103,000
889,918,000

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 309 米国の金属スクラップの輸出量上位 10 カ国（2016〜2018 年）（その３）
2016年
720430
国名
カナダ
インド
エクアドル
中国
パキスタン
台湾
メキシコ
韓国
UAE
インドネシア
その他
合計
2017年
720430
国名
カナダ
中国
タイ
インド
台湾
メキシコ
パキスタン
エクアドル
UAE
韓国
その他
合計
2018年
720430
国名
カナダ
台湾
タイ
メキシコ
エクアドル
UAE
インド
ベトナム
マレーシア
中国
その他
合計

輸出量[KG]
25,931,000
9,016,000
8,764,000
6,657,000
3,646,000
2,275,000
1,757,000
957,000
939,000
500,000
1,070,000
61,512,000

720441
国名
メキシコ
韓国
カナダ
台湾
ベトナム
中国
パキスタン
UAE
トルコ
インド
その他
合計

輸出量[KG]
108,620,000
49,432,000
38,390,000
36,752,000
14,485,000
9,580,000
4,540,000
4,003,000
3,869,000
2,105,000
3,976,000
275,752,000

720449
国名
トルコ
メキシコ
台湾
インド
韓国
タイ
中国
ペルー
パキスタン
クウェート
その他
合計

輸出量[KG]
3,132,732,000
1,360,618,000
1,171,946,000
965,398,000
774,792,000
427,328,000
399,385,000
378,705,000
363,000,000
353,681,000
1,491,137,000
10,818,722,000

輸出量[KG]
47,715,000
6,998,000
5,497,000
3,725,000
3,256,000
3,183,000
3,035,000
1,377,000
649,000
450,000
650,000
76,535,000

720441
国名
メキシコ
ベルギー
カナダ
台湾
ドイツ
中国
オランダ
ベトナム
UAE
オマーン
その他
合計

輸出量[KG]
93,922,000
58,097,000
45,427,000
39,152,000
22,038,000
10,510,000
10,400,000
8,478,000
6,801,000
3,923,000
10,564,000
309,312,000

720449
国名
トルコ
メキシコ
台湾
バングラデシュ
ベトナム
中国
インド
タイ
パキスタン
韓国
その他
合計

輸出量[KG]
3,585,533,000
1,433,887,000
1,196,118,000
644,375,000
633,106,000
582,621,000
527,566,000
523,909,000
516,818,000
513,202,000
2,639,385,000
12,796,520,000

輸出量[KG]
30,833,000
10,997,000
6,249,000
3,616,000
2,315,000
2,150,000
1,573,000
1,568,000
1,022,000
909,000
2,344,000
63,576,000

720441
国名
中国
台湾
メキシコ
ベトナム
UAE
ドイツ
フィリピン
インド
エクアドル
タイ
その他
合計

輸出量[KG]
40,079,000
30,558,000
9,024,000
8,519,000
6,311,000
3,098,000
2,720,000
2,364,000
2,315,000
2,256,000
10,434,000
117,678,000

720449
国名
トルコ
台湾
メキシコ
ベトナム
韓国
バングラデシュ
エジプト
インド
カナダ
タイ
その他
合計

輸出量[KG]
3,376,709,000
1,743,104,000
1,712,950,000
962,217,000
864,684,000
828,392,000
804,990,000
640,594,000
491,451,000
480,440,000
2,776,184,000
14,681,715,000

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 310 米国の銅くず（740400）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 311 米国のアルミくず（760200）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 312 米国の鉄鋼くず（720421）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 313 米国の鉄鋼くず（720429）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 314 米国の鉄鋼くず（720449）の輸出割合上位 10 カ国（2016〜2018 年）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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（2）アジア諸国への輸出量の推移（年次）
2002 年以降、米国からアジア諸国向けの銅くずの輸出量は増加傾向にあったが、
2011 年を境に減少傾向に転じ、2015〜2017 年は 70〜80 万トンで推移していた。しか
し、中国が輸入制限を行った 2018 年には、輸出量全体で 20 万トン程度減少した。特
に中国向けの輸出量の減少は著しいが、一方で韓国やインド、マレーシア向けの輸出
量が増加している（図表 315）。
アルミくずの輸出量も銅くずと同様、2011 年頃まで増加傾向にあったが、2011 年以
降は減少傾向にある。しかし、直近の傾向は銅くずと異なり、2016 年を境に再度増加
傾向にあり、2018 年も輸出量が増加した。輸出先の内訳では、中国向けの輸出量が減
少する一方、韓国やインド、インドネシア、マレーシア向けの輸出量が増加している
（図表 316）。
鉄鋼くずの輸出量では、直近の傾向として増加傾向にあるのが鋳鉄くず、ステンレ
ス鋼のくず、その他鉄鋼くずであり、これ以外は減少もしくはあまり大きく変わらな
いものであった。鋳鉄くずやその他鉄鋼くずでは、台湾やインド、インドネシア、マ
レーシア向けの輸出量が増加している。また、減少傾向にある鉄鋼くずのうち、錫メ
ッキの鉄鋼くずや切削くずおよび打ち抜きくずでは、2018 年に入ってほとんど中国に
輸出されなくなっている（図表 317〜図表 322）。

図表 315 米国からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 316 米国からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 317 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 318 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 319 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 320 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 321 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 322 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（年次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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（3）アジア諸国への輸出量の推移（月次）
米国からアジア向けの銅くずの輸出量は、2018 年 5 月頃まで月当たり 5〜7 万トン
で推移していたが、これ以降は 4〜5 万トン程度で推移している。また、輸出先国の観
点では、2018 年 4 月頃まで中国向けの輸出が多くを占めていたが、2018 年 5 月以降
は特にマレーシア向けの輸出量が占める割合が増加している。中国政府は 2017 年末
より輸入制限を開始し、2017 年 4 月には 2018 年末から一部の金属くスクラップの輸
入を規制すると発表したため、この影響を受けてマレーシアをはじめとしたアジア諸
国に輸出先を切り替えたものと考えられる（図表 323）。
アルミくずの輸出量は 2016 年以降、月当たり 8〜10 万トン程度で推移していたが、
2017 年 10 月頃から 10〜12 万トンで推移するようになり、2019 年に入ると 14 万トン
弱を輸出するようになっている。輸出先における傾向は銅くずと類似しており、2018
年 4 月頃から中国向けの輸出量が著しく低下している。一方、韓国やマレーシア、イ
ンド、インドネシアへの輸出量は増加している（図表 324）。
鉄鋼くずにおいて、2019 年以降で鋳鉄くずや錫メッキの鉄鋼くず、その他鉄鋼くず
に増加傾向がみられる。特に鋳鉄くずは 2017 年 4 月頃までほとんどアジア向けに輸
出されていなかったが、2017 年夏頃から 4 万トン、2019 年 4 月頃から 8〜12 万トン
規模で輸出されている。輸出先はインドを中心に、台湾やインドネシア、マレーシア
となっている。錫メッキの鉄鋼くずは 2018 年 4 月以降、ほとんど中国向けに輸出さ
れなくなっているが、2018 年 1 月以降は台湾やタイ向けの輸出量が増加し、2019 年
に入ってからはマレーシア向けの輸出量が増加している。その他鉄鋼くずでも 2018
年夏頃から中国向けの輸出量はほとんどなくなり、代わりに台湾や韓国、ベトナム、
マレーシア、タイ向けの輸出量が増加している。また、ステンレス鋼のくずに関して
は、2017 年 8 月頃まで月当たり 2〜3 万トン程度で推移し、その後 2018 年 4 月頃まで
1.5 万トン程度に減少したが、2018 年 7 月以降は 2〜3 万トン程度に回復している。輸
出量が増加している。輸出先としては、中国向けの輸出は減少傾向にあり、2018 年の
夏頃にはほどんど輸出されなくなったが、2018 年 6 月以降は台湾とインドを中心に輸
出されている（図表 325〜図表 330）。
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図表 323 米国からアジア諸国への銅くず（740400）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 324 米国からアジア諸国へのアルミくず（760200）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 325 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720410）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 326 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720421）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 327 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720429）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 328 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720430）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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図表 329 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720441）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成

図表 330 米国からアジア諸国への鉄鋼くず（720449）の輸出量（月次）

（出所）UScensus をもとに MURC 作成
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２.２ 輸入国における動向
２.２.１ 中国
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2002 年以降、中国における銅くずの輸入量は増加傾向にあるが、2011 年をピーク
に減少傾向にある。その後、2015〜2017 年は 150〜200 万トンで推移していたが、一
部スクラップ等の輸入制限を開始した 2018 年には 100 万トン程度まで減少している。
また、日本と比較して欧米からの輸入量が著しく減少しており、特に米国からの輸入
量の減少が顕著である（図表 331）。
アルミくずの輸入量も銅くずと類似した傾向であり、2017 年から 2018 年にかけて
輸入量が減少している。また、日欧からの輸入量はあまり減少していないものの、米
国からの輸入量が著しく減少している（図表 332）。
鉄鋼くずの輸入量は、鋳鉄くずおよびその他合金くずを除くと、2017〜2018 年にお
いて減少傾向にある。特に輸入量の規模が大きなその他合金くずにおいては、100 万
トン程度輸入量が減少している（図表 333〜図表 338）。

図表 331 中国の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 332 中国の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 333 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 334 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 335 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 336 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 337 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

293

図表 338 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
日欧からの中国の銅くず輸入量は、2017 年 11 月頃まで 12〜16 万トン程度で推移し
ていたが、2017 年 12 月以降は 8〜10 万トン程度に減少し、2018 年 8 月以降はさらに
4〜6 万トン程度に減少した。また、2018 年 8 月頃以降は米国からの輸入量が著しく
減少している。2018 年末にスクラップの輸入規制が実施されたのち、2019 年春頃に
かけて一時的に輸入量が増加したが、2019 年 5 月以降は 4 万トン程度で推移してい
る。従来は輸入されていたモーター等が輸入されなくなり、単一の銅くずを中心に輸
入されているものと考えられる（図表 339）。
アルミニウムくずの輸入量は、2017 年 12 月頃まで月当たり 8〜10 万トン程度で推
移していた。その後、2018 年 1〜4 月は 7〜9 万トン程度に減少し、2018 年 4 月以降
は減少傾向になっている。2018 年 8 月以降、輸入量は回復したものの、おおよそ 6 万
トン程度で推移している。2017 年末よりスクラップに対する輸入制限が実施されたこ
とによる影響に加え、2018 年 4 月には中国が米国に対して、アルミくずに対する関税
率を引き上げたことも影響していると考えられる（図表 340）。
鉄鋼くずの輸入量は、2018 年以降減少傾向にあり、2019 年に入るとほどんど輸入
されなくなっている。輸入量が急激に減少した時期は品目によって多少前後しており、
錫メッキの鉄鋼くずは 2018 年 1 月、鋳鉄くずとステンレス鋼のくずは 2019 年 6 月
頃、その他鉄鋼くずは 2019 年 1 月に減少している。錫メッキの鉄鋼くずは中国政府
による輸入制限によって、その他鉄鋼くずは輸入規制による影響と考えられる（図表
341〜図表 346）。
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図表 339 中国の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 340 中国の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 341 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 342 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 343 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 344 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 345 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 346 中国の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.２ タイ
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
タイの日欧米からの銅くず輸入量は 2014 年まで緩やかな増加傾向にある。その後、
2017 年にかけて輸入量が減少しているが、2018 年に 1.3 万トンにまで増加している。
日欧米のいずれからの輸入量も増加しているが、日本からの輸入は 2017 年以降の増
加が顕著である（図表 347）。
アルミくずの輸入量は 2008 年を除き、おおよそ 2〜4 万トンで推移している。2017
〜2018 年にかけて輸入量は増加したが、2009〜2011 年と同じような物量である（図
表 348）。
鉄鋼くずの輸入量は変動が大きいものの、切削くずおよび打ち抜きくずを除いては
直近 3 年間で増加傾向にある。特に、ステンレス鋼のくずは日本からの輸入量が増加
しているほか、鋳鉄くずやその他合金くず、錫メッキの鉄鋼くずおよびその他鉄鋼く
ずでは米国からの輸入量が増加している（図表 349〜図表 354）。

図表 347 タイの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 348 タイの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 349 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 350 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 351 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 352 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 353 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 354 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
タイにおける銅くずの輸入量は、2017 年末まで 1 千トン以下で推移していたが、
2018 年 1 月以降は急激に増加し、2018 年 5 月には 5 千トンを輸入していた。2018 年
7 月以降、輸入量は 1 千トン程度に減少するが、2019 年に入ってからは再び輸入量が
増加している。一時的に輸入量が減少した時期は、廃プラスチックに対して輸入ライ
センスを停止した時期と重なっており、この時期にはプラスチックと銅が混ざったよ
うな銅くずや被服銅線等が輸入されなくなった可能性も考えられる（図表 355）。
アルミくずの輸入量は 2019 年 3 月まで 1〜4 千トンで推移していたが、2019 年 4 月
以降は増加傾向にある。特に、日本と米国からの輸入量が増加している。中国で輸入
規制が施行されたため、中国に輸出できなくなったアルミくずが輸入されている可能
性や、ミックススクラップを選別して単体のアルミくずとして輸入するようになった
可能性がある（図表 356）。
鉄鋼くずの多くは月当たりの輸入量が少なく、急激に増減しており、輸入規制の影
響と決定づけるのは困難であった（図表 357〜図表 362）。

図表 355 タイの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 356 タイの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 357 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 358 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 359 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

307

図表 360 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 361 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 362 タイの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.３ マレーシア
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2017 年以前、マレーシアにおける日欧米からの銅くず輸入量は 1 万トン以下であっ
たが、2018 年に入って 18 万トンまで急増した。日欧米のいずれからの輸入量も増加
しているが、特に米国からの輸入量が急増している（図表 363）。
アルミくずも同様に、2008 年を除けば 5 千トン以下で推移していたが、2018 年に
は 20 万トンまで増加した。銅くずと同様に、米国からの輸入量の増加が顕著であっ
た（図表 364）。
鉄鋼くずの輸入量の推移は品目によって異なるが、切削くずおよび打ち抜きくずを
除いて 2018 年に増加傾向が見られた。特に、2017 年と比較して、鋳鉄くずは 5 千ト
ン、その他鉄鋼くずは 20 万トン程度の増加であった。また、いずれの品目において
も、米国からの輸入量の増加が顕著である（図表 365〜図表 370）。

図表 363 マレーシアの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 364 マレーシアの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 365 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 366 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 367 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 368 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 369 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 370 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
マレーシアは、2017 年の 7 月頃まで、日欧米からほとんど銅くずを輸入していなか
ったが、2018 年 1 月以降は急激に輸出量が増加している。日欧米のいずれからも輸入
量は増加しているが、特に米国からの輸入量が増加している。米国からの輸入量は
2018 年夏頃から急激に増加しており、これは米国からの中国向けの銅くず輸出量が減
少した時期と重なるため、米国から中国に輸出されていた銅くずがマレーシアに輸入
されるようになったと考えられる（図表 371）。
アルミくずの輸入量も銅くずと類似した傾向にあり、2017 年 12 月までは輸入量は
1 万トン未満であったが、その後増加傾向が続いており、特に 2019 年に入ってからは
急激に輸入量が増加している。輸入先国としては米国が主であり、銅くず同様に、米
国が中国に輸出していたものをマレーシアが輸入しているものと考えられる（図表
372）。
鉄鋼くずのうち、特に輸入量が少ないものは傾向を把握しにくいものの、鋳鉄くず
やステンレス鋼のくず、その他合金くず、錫メッキの鉄鋼くずおよびその他鉄鋼くず
は 2018〜2019 年にかけて輸入量が増加している傾向にある。特に、鋳鉄くずとその
他合金くず、その他鉄鋼くずの輸入量は顕著に増加しており、いずれも米国からの輸
入量増加が著しい（図表 373〜図表 378）。

図表 371 マレーシアの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 372 マレーシアの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 373 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 374 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 375 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 376 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 377 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 378 マレーシアの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.４ ベトナム
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
ベトナムの銅くず輸入量は、2002 年以降増加傾向にあったが、2008 年を境に減少
している。また、2017 年以降、輸入量が再び増加している。2008 年頃は欧州からの輸
入量が占める割合が大きかったが、2017 年以降は日本からの輸入量が伸びている（図
表 379）。
アルミくずの輸入量は 2008 年頃に一旦ピークになり、その後は 1〜1.5 万トンで推
移している。2017〜2018 年にかけて目立った変化は起きていない。また、輸入に占め
る割合は欧州と米国からが多い（図表 380）。
鉄鋼くずの輸入量は、最も輸入量が多いその他鉄鋼くずをはじめ、鋳鉄くず、ステ
ンレス鋼のくずにおいて、2016 年以降に輸入量が増加している。鋳鉄くずやステンレ
ス鋼のくずは米国、その他鉄鋼くずは日本からの輸入が大きな割合を占めているが、
その他鉄鋼くずにおいては米国からの輸入量も急増している。一方、錫メッキの鉄鋼
くずの輸入量は 2015 年以降非常に少なくなっており、また、切削くずおよび打ち抜
きくずは輸入量が減少している（図表 381〜図表 386）。

図表 379 ベトナムの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 380 ベトナムの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 381 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 382 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 383 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 384 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 385 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 386 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
ベトナムにおける銅くずの輸入量は、絶対的な輸入量が少ないため傾向の把握は難
しいが、2018 年 10 月頃に一時的に増加し、その後、2019 年の 10 月にかけて増加し
ている。一方、アルミくずは 2019 年 4 月以降顕著な増加傾向にあり、2019 年 4 月に
は月当たり 1 千トン程度であったのが、2019 年 10 月に 6 千トン程度まで増加してい
る（図表 387、図表 388）。
鉄鋼くずのうち、ステンレス鋼のくずやその他合金くずの輸入量は、2018 年 8 月頃
に増加している。ステンレス鋼のくずは米国から、その他合金くずは欧州からの輸入
量が増加しており、これは中国の輸入制限による影響を受けている可能性がある。ま
た、鋳鉄くずや切削くずおよび打ち抜きくず、その他の鉄鋼くずは 2019 年に入って
輸入量が増加する傾向が見られた（図表 389〜図表 394）。

図表 387 ベトナムの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 388 ベトナムの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 389 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 390 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 391 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 392 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 393 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 394 ベトナムの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.５ 台湾
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
台湾の銅くず輸入量は、2006 年にかけてピークの 5 万トンを輸入していたが、その
後は減少し、2012 年以降の輸入量は 1〜2 万トンで推移していた。しかし、2018 年に
入って米国からの輸入量が急増したため、日欧米からの輸入量もピーク時の 5 万トン
近くまで増加している（図表 395）。
アルミくずの輸入量のピークは 2008 年であり、輸入量は 35 万トン程度であった。
そのほかの時期はおおよそ 5〜10 万トンで推移している。2015〜2017 年は一時的に 5
万トン以下に減少していたが、2018 年に入って 8 万トン程度まで増加している（図表
396）。
鉄鋼くずのうち、鋳鉄くずやステンレス鋼のくず、その他合金くずは大きな傾向と
して減少傾向にあったが、鋳鉄くずのみ 2017〜2018 年にかけて輸入量が増加してい
る。錫メッキの鉄鋼くずは 2002 年以降、増減を繰り返しているが、直近 3 年間は増
加傾向がみられる。また、その他鉄鋼くずは 2012 年をピークに減少傾向にあったが、
2018 年は輸入量が増加している。いずれも米国からの輸入量が増加したことが大きな
要因と考えられる。一方、切削くずおよび打ち抜きくずのみ 2015 年以降、輸入量は減
少傾向にあった（図表 397〜図表 402）。

図表 395 台湾の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 396 台湾の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 397 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 398 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 399 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 400 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 401 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 402 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
台湾の銅くず輸入量は、2017 年末まで 2 千トン以下で推移していたが、2018 年に
入って増加傾向にあり、2018 年夏は 5 千トン程度まで増加している。また、2019 年
に入っても 3〜4 千トン程度が輸入されている。輸入先としては米国からの輸入量の
増加が多く、米国から中国向けに輸出できなくなったものの一部が、台湾に流れてい
る可能性がある（図表 403）。
アルミくずの輸入量も 2018 年以降増加傾向にあり、2018 年 11 月頃にピークを迎え
ている。2019 年に入っても、従来と比較して月当たり 2 千トン程度輸入量は増加し
た。銅くずと同様に、米国からの輸入量が増加している（図表 404）。
鉄鋼くずのうち、鋳鉄くずやステンレス鋼のくず、その他合金くずは 2019 年以降、
輸入量が増加している。いずれも米国からの輸入量が著しく増加している。錫メッキ
の鉄鋼くずの輸入量は 2018 年 4 月頃に一時的に増加しているが、その他の時期は 500
トン程度で推移している（図表 405〜図表 410）。

図表 403 台湾の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 404 台湾の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 405 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 406 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 407 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 408 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 409 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 410 台湾の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.６ インドネシア
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2002 年以降、インドネシアの銅くずの輸入量は若干の変動はあるものの、ほとんど
2 千トン以下であった。しかし、2017 年に 6 千トン、2018 年に 1.4 万トンと急激に増
加しており、特に欧州と米国からの輸入量が増加している（図表 411）。
アルミくずの輸入量は 2013 年以降増加傾向にあるが、2016 年に 4 万トン、2017 年
に 6 万トン、2018 年に 10 万トンと直近 3 年間で増加して急激に増加している。特に、
米国からの輸入量が増加している（図表 412）。
鉄鋼くずは品目によって増減があるものの、切削くずおよび打ち抜きくずを除いて、
2018 年に輸入量が急激に増加している点で一致している。特に、鋳鉄くずやその他鉄
鋼くずにおいて米国から、ステンレス鋼のくずやその他合金くずで欧州からの輸入量
が増加している（図表 413〜図表 418）。

図表 411 インドネシアの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 412 インドネシアの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 413 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 414 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 415 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 416 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 417 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

343

図表 418 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
インドネシアの銅くずの輸入量は、2017 年 7 月以降一時的に増加し、2018 年に入
って一旦落ち着いたものの、2018 年 5 月以降は再び増加傾向にある。全体的に欧州か
らの輸入量が増加しているが、2018 年夏頃は米国からの輸入量が増加している（図表
419）。
アルミくずの輸入量は 2017 年 9 月頃から増加傾向にある。2017 年 8 月頃までの輸
入量は 2〜4 千トン程度であったが、2018 年以降は次第に増加し、2018 年 10 月〜2019
年 8 月頃は 1〜1.2 万トンで推移している。2016 年以降、欧州からは一貫して 2 千ト
ン程度が輸入されているが、2018 年以降は米国からの輸入量が急増している（図表
420）。
鉄鋼くずの輸入量は、いずれの品目も 2018 年以降増加する傾向がみられる。品目
によって増加する時期や主たる輸入先は異なっているが、中国による輸入制限や輸入
規制を受けている可能性がある（図表 421〜図表 426）。

図表 419 インドネシアの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 420 インドネシアの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 421 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 422 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 423 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

347

図表 424 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 425 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 426 インドネシアの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.７ インド
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2006 年以降、インドにおける銅くずの輸入量は一部の年を除いて 6〜10 万トンで推
移していた。2018 年は輸入量が増加し、2017 年と比較して 4 トン程度輸入量が増加
した。欧州からの輸入量が占める割合が大きいが、2018 年は米国からの輸入量が伸び
ている（図表 427）。
アルミくずの輸入量は 2002 年以降、増加傾向にあり、2009〜2016 年は 20〜30 万ト
ンで推移している。2017 年以降、輸入量は再び増加傾向になっており、2018 年は 50
万トン以上を輸入している。銅くず同様に、欧州が主な輸入先であるが、直近数年間
は米国からの輸入量が増加している（図表 428）。
2015 年以降の動向に注目すると、鉄鋼くずのうち、鋳鉄くずやステンレス鋼のくず
の輸入量は増加傾向にある。一方、その他の品目では 2017 年に一度輸出量が減少し、
2018 年に回復する傾向が確認された（図表 429〜図表 434）。

図表 427 インドの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 428 インドの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 429 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 430 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 431 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 432 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 433 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 434 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2016 年 1 月以降、インドにおける銅くずの輸入量は 5 千〜1 万トンで推移していた
が、2018 年 1 月以降は増加傾向になり、2019 年 3 月の輸入量は 2 万トンに達した。
2019 年 4 月以降も、2017 年以前と比較する輸入量が多い状態が続いている。2017 年
末までは欧州からの輸出量が多くを占めていたが、2018 年 1 月からは米国からの輸入
量の占める割合が次第に増加している（図表 435）。
アルミくずの輸入量も銅くずと類似しており、2018 年 1 月以降に顕著な増加傾向が
みられる。輸入先としても、欧州に加えて、2018 年 1 月以降の米国からの輸入量が増
加している（図表 436）。銅くずおよびアルミくずともに、欧米（特に米国）から中国
に輸出されていたものが、インドにおいて輸入されるようになったと考えられる。
鉄鋼くずの輸入推移には変動があるものの、鋳鉄くずやステンレス鋼のくず、切削
くずおよび打ち抜きくずの輸入量は、2018 年以降増加する傾向にあり、いずれも欧州
からの輸入量が増加している（図表 437〜図表 442）。

図表 435 インドの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 436 インドの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 437 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 438 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 439 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 440 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 441 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 442 インドの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.８ 香港
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2002 年以降、香港における銅くずの輸入量は増加傾向にあったが、2008 年を境に
減少に転じている。その後、2009〜2014 年の輸入量は 10〜14 万トンで推移していた
が、2015 年には 6 万トンまで減少している。2016 年以降、輸入量は増加傾向に転じ、
特に米国からの輸入量が増加している（図表 443）。
アルミくずの輸入量も銅くず同様、2008 年頃に増加から減少に転じている。その後、
輸入量は 6〜8 万トンで推移しており、2017〜2018 年においても大きな変化は見られ
ない。日本からの輸入量は少なく、欧州と米国が主要な輸出先国である（図表 444）。
鉄鋼くずは品目によって傾向が異なるものの、鋳鉄くずとその他合金くず、その他
鉄鋼くずは 2018 年に輸入量が急増している。これら品目では、特に米国からの輸入
量が増加している。一方、ステンレス鋼のくずの輸入量は 2018 年に 1 万トン程度減
少している。錫メッキの鉄鋼くずや切削くずおよび打ち抜きくずは、2000 年代後半に
一時的に輸入量が増加したが、それ以後の輸入量は非常に少なくなっている（図表 445
〜図表 450）。

図表 443 香港の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 444 香港の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 445 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 446 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 447 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 448 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 449 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 450 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2016 年以降、香港の銅くず輸入量は 4〜6 千トン程度で推移していたが、2018 年 9
月以降は増加傾向になり、2019 年 3 月以降は 1.6 万トンまで増加した。2019 年 4 月以
降は緩やかに減少しているが、2018 年以前と比較すると輸入量が多くなっている。ま
た、日欧米いずれからの輸入量も増加している（図表 451）。
アルミくずの輸入量は 2018 年 12 月まで 4〜8 千トン程度で推移していたが、2019
年 1 月以降の輸入量は 1.2〜1.8 万トンに増加している。特に、米国からの輸入量が増
加している（図表 452）。
鉄鋼くずの輸入動向で特徴的な品目は、鋳鉄くずとステンレス鋼のくず、その他鉄
鋼くずである。鋳鉄くずは 2017 年 3 月までほとんど輸入されていなかったが、2017
年 4 月以降、米国からの輸入量が増加している。その他鉄鋼くずも増加傾向にあり、
2018 年 1 月を境に輸入量が増えている。対照的に、ステンレス鋼のくずは 2017 年 12
月頃まで米国を中心に輸入されていたが、2018 年 1 月以降は輸入量が減少している
（図表 453〜図表 458）。

図表 451 香港の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 452 香港の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 453 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 454 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 455 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 456 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 457 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 458 香港の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.９ 韓国
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
2012 年以降、韓国の銅くず輸入量はゆるやかな増加傾向にあったが、2018 年の 7 万
トンを境に減少している。2013〜2017 年は 4 万トン程度で推移していたが、2018 年
になり 9 万トンまで急増した。特に、米国からの輸入量が増加している（図表 459）。
アルミくずの輸入量は 2002 年以降、なだらかに増加を続けており、2018 年の輸入
量は 35 万トン程度になっている。2012 年以降は日本からの輸入量が増加しているほ
か、2018 年は米国からの輸入量が顕著に増加している（図表 460）。
鉄鋼くずの輸入量は品目によって異なっているが、2016 年以降で増加傾向にあるの
は鋳鉄くず、その他合金くずとその他鉄鋼くずである。鋳鉄くずは米国、その他合金
くずとその他鉄鋼くずは日本および米国が主な輸入先である。ステンレス鋼のくずは
2016 年以降、欧米からの輸入量が減少し、日本から 10 万トン程度を輸入している。
また、錫メッキの鉄鋼くずや切削くずおよび打ち抜きくずの輸入量は、以前と比較す
ると非常に少なくなっている（図表 461〜図表 466）。

図表 459 韓国の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 460 韓国の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 461 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 462 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 463 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 464 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 465 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 466 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
2018 年 4 月頃まで、韓国における銅くずの輸入量は 5 千トン以下で推移していた
が、2018 年 5 月以降は 7〜8 千トン程度に増加し、2018 年 10〜12 月にかけては 1.2 万
トン弱まで増加した。その後は 2019 年 7 月まで減少傾向になったが、2019 年 7 月以
降は再び輸入量が増えている。日本や欧州からの輸入量も増えているが、特に米国か
らの輸入量が急増している（図表 467）。
アルミくずの輸入量はなだらかに増加しており、2016 年は月当たり 1.5〜3 万トン
程度であったが、2019 年 10 月の輸入量は 4 万トン以上になっている。日本や欧州か
らの輸入量にそれほど変化はないが、米国からの輸入量は顕著に増加している（図表
468）。
鉄鋼くずにおいては、2019 年以降鋳鉄くずの輸入量が増加しており、対照的にその
他合金くずの輸入量は 2018〜2019 年に減少している。その他の品目は、月々の変動
はあるものの、2018 年以降も増減に関する傾向は確認されなかった（図表 469〜図表
474）。

図表 467 韓国の日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 468 韓国の日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 469 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 470 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 471 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

377

図表 472 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 473 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 474 韓国の日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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２.２.１０ フィリピン
（1）日欧米からの輸入量の推移（年次）
フィリピンの銅くず輸入量は、2017 年頃まで最大でも 1.5 千トン程度であったが、
2018 年に 4 千トン弱まで急増している。2016 年以前は日本からの輸入が占める割合
が大きかったが、2017 年以降は欧米からの輸入比率が高まっている（図表 475）。
アルミくずの輸入量は、2015 年まで 1 千トン以下で推移していたが、2016 年、2017
年は 2 千トン程度に増加し、さらに 2018 年には 6 千トン程度まで増えている。特に、
米国からの輸入量の増加が顕著である（図表 476）。
鉄鋼くずのうち、2017 年以降、その他合金くず以外の鉄鋼くずの輸入量が増加して
いる。増加している品目のうち、ステンレス鋼のくずを除いては、輸入量の増加は米
国からの輸入によるものであった（図表 477〜図表 482）。

図表 475 フィリピンの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 476 フィリピンの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 477 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 478 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 479 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 480 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 481 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 482 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（年次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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（2）日欧米からの輸入量の推移（月次）
フィリピンは 2017 年 10 月頃まで断片的に銅くずを輸入しており、月当たりの輸入
量は 200 トンに満たなかったが、2017 年 11 月以降は継続的に輸入するようになって
いる。2018 年の 6〜8 月を除いては従来よりも多くを輸入するようになっており、2018
年の輸入先は欧米が中心であったが、2019 年 1 月以降は日本からの輸入量も増加して
いる（図表 483）。
アルミくずの輸入量は、2018 年 5 月頃まで月当たり 200 トン程度であったが、2018
年 6 月以降は増加傾向にあり、2019 年 10 月には 1.8 千トンを輸入している。特に、
米国からの輸入量が増加している（図表 484）。
鉄鋼くずは断続的に少量を輸入しているが、鋳鉄くずは 2018 年 1 月以降、その他
合金くずは 2017 年 9 月以降に輸入量の増加傾向にあった。いずれも米国からの輸入
量が増加していた（図表 485〜図表 490）。

図表 483 フィリピンの日欧米からの銅くず（740400）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 484 フィリピンの日欧米からのアルミくず（760200）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 485 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720410）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 486 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720421）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 487 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720429）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 488 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720430）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成

図表 489 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720441）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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図表 490 フィリピンの日欧米からの鉄鋼くず（720449）の輸入量（月次）

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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３．国際的なフローの変化（総括）
３.１ 廃プラスチック
中国の廃プラスチックの輸入規制による影響は、アジア諸国における廃プラスチック
の国際フローに、4 段階で変化を与えていると考えられる。
2016 年末から事業系廃プラスチックの輸入が禁止されると、中国の廃プラスチック輸
入量は著しく減少した一方で、マレーシアやベトナム、台湾向けの輸出量が増加し、2017
年後半からはマレーシアへの輸出量がさらに増加したほか、タイ向けの輸出量も増加し
た。中国国内の廃プラスチック需要を満たすため、第三国を経由して中国に輸入される
動きによるものだと考えられる。
2018 年に入ると、タイやマレーシア、ベトナム政府は規制の厳格化やライセンスを一
時停止し、自国内に流入する廃プラスチックを減少させた。その結果、従来から輸入量
が増えていた台湾に加えて、インドネシアの輸入量が増加した。
2018 年の 9 月頃からは、タイやマレーシアのライセンス停止措置やベトナムの輸入制
限は緩和されたため、輸入量も再度増加した。一方、規制を強化した台湾の輸入量が減
少した。その後は 2019 年に入っても輸入量は落ち着いて推移した。
しかし、2019 年 8 月からインドが廃プラスチックの輸入を完全に規制する措置をと
り、輸入量が激減しているほか、インドネシアもコンテナの管理が厳格化される動きが
ある。他方、中国の廃プラスチックの輸入量が若干増加しており、日欧米から廃プラス
チックとして輸出したものが、現地では原料として輸入されている可能性がある。
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図表 491 アジア諸国における廃プラスチックの国際フロー動向

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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日欧米から、中国および香港への廃プラスチックの輸出量における 2017 年と 2018 年
の対比を図表 492 に示す。輸入規制前の 2017 年には、中国および香港への廃プラスチ
ックの輸出量が、全世界への輸出量のうち日本で 71％、欧州で 29％、米国で 57%を占
めていたが、輸入規制後はいずれの国においても 10％前後まで落ち込んでいる。国際的
な廃プラスチックのフローが中国に依存しない形に変化しており、東南アジア諸国にも
これらの一部が流れこんでいる可能性が示唆された。
図表 492 日欧米からアジア諸国向けの廃プラスチックフローの変化

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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３.２ 金属スクラップ
中国による金属スクラップ・廃電子機器等（いわゆる雑品スクラップ）の輸入規制に
よる影響は、鉄鋼くずと銅・アルミくずの双方の国際フローに及んでいると考えられる。
2017 年末より中国が輸入規制を行うと、中国による銅くずと鉄鋼くずの輸入量が減少
している。対照的に、台湾やインドでは 2018 年初より、マレーシアやインドネシアでは
2018 年の春頃から鉄鋼くずの輸入量が増加している。鉄スクラップは市況の影響も受け
るため一概には断定できないが、中国に向けて輸出されていた雑品スクラップのうち、
一部がこれらの国に輸出された可能性がある。
また、銅くずに注目すると、2018 年春頃からマレーシア、台湾、インドの銅くずの輸
入量が増加している。これは、中国に輸出されていたモーター等のうち、一部がこれら
の国に向けて輸出された可能性がある。その後、2018 年の秋以降はマレーシアやベトナ
ム、インドの輸入量が増加し、2019 年夏には中国の銅くず輸入量も増加している。
アルミくずも銅くずと類似した傾向になっている。雑品スクラップとされるものには、
廃家電も含まれているとされ、銅とアルミニウムも含まれている。そのため、2018 年夏
にかけては中国に輸出されていた雑品スクラップのうちの一部が第三国に輸入される
ようになり、2018 年末前後からは輸出国側で単一品に近い状態に加工した上で輸出され
るようになった可能性が考えられる。

図表 493 アジア諸国における金属スクラップの国際フロー動向

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus ををもとに MURC 作成
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日欧米から、中国および香港への非鉄金属くず（銅くず、アルミくず）の輸出量にお
ける 2017 年と 2018 年の対比を図表 494 に示す。銅くずおよびアルミくずにおける国際
フローの変化は米国で顕著であり、総輸出に占める中国・香港の割合は銅くずで 72％か
ら 35％、アルミくずで 95%から 31%に減少した。米国のみでなく、欧州や日本から中
国・香港向けの輸出量にも影響を与えている。また、アルミくずの国際流通量が輸入規
制前と比較して増加しており、従来はミックスメタルや雑品スクラップとして流通して
いた金属スクラップが、単一品に近い性状のアルミくずとして流通している可能性も示
唆された。
図表 494 日欧米からアジア諸国向けの金属スクラップフローの変化

（出所）財務省貿易統計、Eurostat、UScensus をもとに MURC 作成
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III. 我が国への影響およびリスク分析
１．廃プラスチックの循環ビジネスへの影響
１.１ サプライチェーンの変化
中国による廃プラスチックの輸入規制が、我が国のサプライチェーンに与えた影響を
調査した。既往文献の調査に加えて、関連するプレイヤーに対して輸入規制による影響
や対応策についてヒアリングを行った（図表 495）。

図表 495 ヒアリング先（業界・業種）
ヒアリング先業界・業種

実施者数

有識者

2者

自治体

1者

業界団体

1者

廃棄物収集・中間処理業者*

7者

流通業者（商社）

3者

樹脂メーカー

1者

完成品メーカー（リサイクル事業）

1者

（注）金属スクラップに関するヒアリングと重複あり
*収集および中間処理のどちらかのみ許認可を有する事業者を含む

排出源ごとに我が国の廃プラスチックに関するサプライチェーンを模式化すると、図
表 496 のようになる。図中において青矢印で示したのが中国の輸入規制によって減少し
たと考えられるフロー、赤矢印で示したのが増加したと考えられるフローである。
中国による輸入規制後も、単一品で汚れの少ないプラスチックは国内で加工され、プ
ラスチックの二次原料として、中国をはじめとした諸外国に輸出されている。特に、容
器包装リサイクル法に規定されたルートによって回収された PET などは、ペレット等に
加工され、輸出されていると考えられる。
他方、原料化にコストがかかるため直接輸出されていたミックスプラスチックや残渣
の多いプラスチックは、輸入規制による影響を大きく受けた。国内におけるマテリアル
リサイクルやケミカルリサイクルの処理能力は決まっており、また、これらのプラスチ
ックを投入可能な性状に加工して調達する際の採算性が低いため、リサイクルによる処
理量を急激に増加させることは難しい。その結果、焼却や最終処分の需要が増加した。
しかし、焼却場や最終処分場の受入可能な量にも上限があるため、一部のミックスおよ
び残渣の多いプラスチックの処理先がなくなってしまった。
残渣の処分費用の高騰により、中間処理事業者や再生処理事業者では、可能な限りダ
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スト分の少ないプラスチックを選択的に受け入れるようになった。その結果、排出事業
者の一部は廃プラスチックの減容化や処理を行うようになったほか、収集・運搬事業者
は廃棄物の受入れを制限するようになった。そのため、これらのプラスチックは東南ア
ジアに輸出されるか、日本国内に進出した中国の処理業者によって処理されるようにな
ったと考えられる。

図表 496 我が国におけるサプライチェーンの変化（廃プラスチック）

（出所）文献およびヒアリング調査をもとに MURC 作成

１.２ 各プレイヤーへの影響
中国による輸入規制によって大きな影響を受けたのは、
「収集・運搬事業者」、
「中間処
理・再生処理事業者」であると考えられる。再生原料の使用側という観点では、国内の
マテリアルリサイクルやケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの処理能力に上限が
ある。そのため、輸入規制後も受入量を増やすことはできず、規制前と同様な質の使用
済みプラスチックを受け入れている。一方、大きな景気変動がない限りは排出される廃
棄物の量は減少しないため、収集・運搬事業者や中間処理・再生処理事業者に流れてく
る廃棄物の量は一定量存在している。収集や処理されたプラスチックの一部は中国に向
けて輸出されていたが、これらが輸出できなくなったため、引き合いや受入量の増加を
引き起こしている。また、国内で処理するには経済性の低い使用済みプラスチックが中
国に輸出されていたため、国内の中間処理・再生処理事業者に引き渡されるプラスチッ
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クの質は低下した。そのため、破砕や選別に要するコストが増加傾向にある。また。最
終処分場の処理費用の高騰を受け、中間処理事業者ではダストの発生量が少ない廃棄物
から優先的に受け入れるようになっている。
一方、中国国内の中間処理事業者は、中国の輸入規制によって原料となるプラスチッ
クの調達が困難になったため、東南アジアを中心に日本にも進出した。これら事業者は
安価な労働力や装置を使用して、輸入規制前に中国に輸出されていた質の低いプラスチ
ックを受け入れ、中国へ輸出できる性状まで加工した上で輸出している。

図表 497 廃プラスチックの資源循環に関連するプレイヤーへの影響

（出所）文献およびヒアリング調査をもとに MURC 作成

１.２.１ 収集・運搬事業者





ヒアリングでの主要な意見（量に関する影響）
人口や経済活動に大きな変動がない限りは、事業所や家庭から排出される廃
棄物の量は変わらなく、中国の輸入規制前後でも絶対的なごみの発生量は変
わっていない
収集した廃棄物を供給する先に変化が生じている。従来は中国に輸出してい
たものが輸出できなくなった結果、（顧客である）中間処理事業者で回収さ
れる産物の供給先がなくなってしまい、中間処理事業者も受入量を制限する
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ようになった
中間処理事業者から、従来毎日輸送していた廃棄物を週に 2~3 回にしてほし
いというリクエストのほか、納入する廃棄物の量が急増した場合には受入れ
を停止するなどの対応をされている
汚れた廃プラスチックが行き場を失っているのが現状である
中国への輸出量は減少しており、中国以外の国への輸出量は増加傾向である
中国およびその他の国においても、再生プラスチック原材料（ペレット化さ
れたものとそうでないものを含む）のうち、純度（品位）の高いものは引き
続き需要がある
PET 以外のプラについては、従来、①日本から中国へ輸出され、②中国でペ
レット化、③中国にてプラスチック製品（100 円均一等で販売されるような
製品）として再生、④日本等へ輸出、という資源循環の流れができていたが、
輸入規制により①②の状況が変わった
家電由来のプラスチックについては、国内リサイクルを目指して単一樹脂化
のための選別を試みる事業者が増えてきており、ミックスプラの状態での排
出量は減少してきている
中国による輸入規制によって、量への影響は起きていない（東南アジアでの
供給先を確保している）。保管量にも大きな変化はない
ヒアリングでの主要な意見（質に関する影響）
中国の廃棄物輸入規制を受けて、国内に滞留するようになった廃棄物（廃プ
ラスチック）の多くは産業廃棄物であろう。
韓国や台湾に対しては、一品もの（単一素材）の廃プラスチックを現在も問
題なく輸出している
これまで中国人ブローカーが有価で購入し、中国に輸出していた廃プラスチ
ック（質の低い）が国内に滞留するようになっているため、全体として多少
は品質が落ちているかもしれない
汚れた廃プラスチックが多くなっている
中国の輸入規制において、単一素材かつ汚れていない工業由来の廃プラスチ
ックは輸入可能となっている。ただし、国内のリサイクル工場がプラスチッ
ク処理のためのライセンスを取得できていないため、実質的に輸入ができな
い状況である
中間処理事業者は（廃棄物の種別に限らず）処理量の増加に困っているよう
であるが、特に廃プラスチックと紙の受入れが厳しくなっていると感じる
タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、ロシア、米国、中東などに輸
出している。きちんと処理された上で、製品として製造されているプラスチ
ック（粉砕品等）は、今後も継続して輸出することができるだろう
ヒアリングでの主要な意見（コストに関する影響）
中国の廃棄物輸入規制のほか人手不足や燃料費の高騰によって、廃プラスチ
ックのみでなく木くずや汚泥も含む廃棄物全般で処理費用が高騰している
産業廃棄物に関して、（処理費の）値上がりが年 2 回起きたこと、収集運搬
業の荷下ろしの時間が長くなっていること（これまで荷下ろしの時間は 30
分程度だったところ、5 時間かかるようになった）が報告されている
東南アジア現地の受取価格は、最近になって暴落している
プラスチックの入荷価格については、PET フレークも発泡スチロールもマー
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ケットが形成されているため、基本的には競争原理のもと高く買う事業者に
流れている
廃プラスチックの需給に関しては、市況による影響の方が大きいと感じてい
る。昨今は技術開発によってバージン材を使用するより、再生原料を使用す
ることでコスト的にメリットがある。再生プラスチックの需要増加によっ
て、調達価格が高騰している。
従来はフレークとして輸出されていたものをペレットに加工する手間が増
えたため、加工に係るコストは増加している
行き場のなくなった廃棄物を最終処分するようになるため、最終処分費が値
上げしており、その分のコストを中間処理事業者に転嫁している
出口側の行き先がなくなっていることもあり、残業の増加によってコストが
増加している
東南アジアで廃プラスチック関連のコンテナの検査が厳しくなっているこ
とを受け、物流事業者（海上輸送）が東南アジアへの輸送を避け、運賃が高
くなっている

１.２.２ 中間処理事業者・再生処理事業者（国内）


ヒアリングでの主要な意見（量に関する影響）











2018 年においては中国の廃プラスチック輸入規制の問題があり、かなり受
入量が過多の状況だったが、2019 年に入ってからは落ち着き気味である
規制が始まるタイミングで、台湾や中国に一部輸出されていたもの（家電由
来の廃プラスチック等）はすべて国内への出荷にシフトしたため、影響はほ
とんどない
家電リサイクル事業を実施している企業は、基本的に国内で回していたの
で、他社も含めほとんど影響は出ていないだろう
顧客（排出者）とのお付き合い（信頼関係）もあり、処理能力を上回ってい
たとしても、受入れを断ることができない
排出者の理解を得ながら、受入れのコントロールをしており、供給量は増え
ていない
これまで廃プラスチックは必要量が集まらない状況だったが、現在はキャパ
シティを超えており、一部受入れを断っているような状況である
輸入規制後、廃プラスチック処理の引き合いが増えた。異なる樹脂が混合し
たものや、汚れたものについては引取りを拒否している
処理対象品目の取扱量はあまり変化していない。一時期は、処理先がないと
いうことで引取りの依頼も来ていた
現実には処理業者の数に対して原料となるプラスチックが足りない状況と
言える。特に PET は綺麗な単一素材として回収可能なため、輸入規制に関
係なく国内でも需要が大きく、不足している状況である
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ヒアリングでの主要な意見（質に関する影響）






中国へ輸出されていた廃プラスチック約 140 万トンのうち、約 80 万トン
（PET が 50 万トン、発泡スチロールが 7 万トン、家電由来が 12 万トン、そ
の他 10 万トン程度）については質が高く、今後も問題なくリサイクルされ
るだろう
混合物等を含む 60 万トンのプラは問題である。うち 20 万トン程度は東南ア
ジアへ輸出できるかもしれないが、40 万トン程度の事業系廃プラスチック
は日本国内で処理する必要がある
ヒアリングでの主要な意見（コストに関する影響）














処理対象物の購買価格については、前処理コストおよび様々な経費の高騰に
より下降傾向にある
中国の輸入規制に伴い廃プラスチックが供給過多となり、価格が暴落するか
と想定していたが、価格は規制前後で同程度か、むしろ一部の品目（発泡ス
チロールのインゴット等）については高くなっている
仕入れた廃プラスチックに混合物やダストが含まれていた場合には、その重
量に応じた金額を排出源に請求している
処理（運搬・処分）コストに関しては、燃料費の高騰や安全対策費等の経費
上昇および働き方改革による人件費増大により、上昇傾向にある
最終処分料金の高騰および遠方への輸送コストのため、シュレッダーダスト
の処理費用が高騰している
有価物の販売価格については、市況によるが現在は市況が弱い状況にある
九州では残渣の処理コストもあまり動いておらず、コスト面で大きな影響は
出ていない
電池の混入による火災への対応の問題は深刻である。火災が発生することは
大きなリスクだが、その対応（手解体）に非常にコストがかかる
バージン材価格も低下しており、リサイクル材の競争力がますます低下して
いる。背景にはガソリンの消費が減ったため、石油精製メーカーがプラスチ
ックの製造へと転換を図っており、結果的にプラスチックの生産量が増加し
ていることがある
廃プラスチックから RPF を製造し、製紙メーカーに販売しているが、昨今
は質の高い廃プラスチックも集まるようになり、低価格で調達できるように
なっている
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１.２.３ 中間処理事業者・再生処理事業者（中国）


ヒアリングでの主要な意見（中国事業者の動向）


















輸入規制の影響により、中国国内ではリサイクルで生計を立てていた村自体
が消えてしまうような事態が起こっている。これまで輸入材料に依存してい
たため、輸入できなくなった際には、こうした事業者は海外へ移転するしか
道がない
中国では 1,200 社が輸入ライセンスを失ったが、中国国内でのリサイクル事
業に転換した会社は少なく、事業転換するか東南アジアへ進出する場合が多
い
中国のプラスチックを輸入していた事業者は約 2,000 社存在する。輸入規制
後、そのうち約 7 割が東南アジアに、約 2 割が欧米に、約 1 割が日本へと進
出しているとされる
中国事業者が国内に進出し、廃プラスチックを有価で買い取り、ペレット化
して中国に販売している
2017 年末以降、中国の輸入規制が強化された頃に、中国事業者が日本に進出
を始めた。中国では原料需要は依然としてあるため、輸入禁止されていない
原料については高い需要を維持している
中国からリサイクル事業者が参入し、ペレット化して中国に戻す等の事業を
行っていると聞いているが、九州ではそのような事業者はあまりいない
国内でリサイクルすることとなっているため、家電リサイクルプラントも、
与信や企業調査を踏まえても、単価的に割の良い中国事業者に排出せざるを
得ない状況である
中国事業者は冷蔵庫のパッキンなどの処理困難物や、小型家電由来のミック
スプラも有価で引き受けてくれる。ミックスプラの選別は困難と予想される
が、価値の高い品目（PP 等）も引き取ることで、トータルで採算性を確保し
ている
家電リサイクルプラントから排出されるプラスチックを購入したい旨の引
き合いも日本へ進出した中国事業者から多数受けている
排出源や回収業者と連携する取組を始めている。こうした「エコパートナー」
を見つけることが今後は重要となる
輸入規制を受け、日本への中国事業者の進出が増加している。茨城や兵庫な
どに中国から設備を持ち込み、中国人ワーカーを引き連れて、大規模にペレ
ット化した後中国に販売しているようである
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１.２.４ 中間処理事業者・再生処理事業者（アジア周辺国）
















ヒアリングでの主要な意見（アジア諸国における中国事業者の動向）
中国のプラスチックを輸入していた事業者は約 2,000 社存在する。輸入規制
後、そのうち約 7 割が東南アジアに、約 2 割が欧米に、約 1 割が日本へと進
出したとされる
プラスチックの成形品メーカーは大多数が中国にあり、東南アジアで選別・
ペレット化された原料は中国に送られているが、中国の成形品メーカーの販
売先が縮小したことの影響を受け、価格が下落している
中国事業者がマレーシアなどに進出し、そこでペレット化して中国に販売し
ている
9 月 1 日からアメリカが中国に対して関税率 15%を課す品目（リスト 4 の対
中追加関税対象品目）に、文具・建材が含まれているため、中国で作ったプ
ラスチック製品がアメリカに販売できない状況となっている
中国の製造業者は、米中貿易摩擦の影響から製造拠点を東南アジアに移して
いる。この影響を受け、東南アジアでのプラスチックの需要が増加する可能
性がある
輸入規制後は、中国の工場が東南アジア（特にベトナム等）に移転し始めて
いる。東南アジアでの原料需要の増加が見込まれ、品質の良い廃プラスチッ
クであれば積極的に受け入れられると考えている
タイ・マレーシアには、事前に企業調査を行い、製品販売先や廃棄物処理先
を確認した上で取引している信頼の置ける事業者がいる。マレーシアでは、
ライセンスを保有し力がある事業者は受入れに比較的寛容である
台湾に対しては、輸出可能なもの（PET のフレークなど単一樹脂）のみ輸出
している。台湾では昨年 10 月から規制が開始され、単一樹脂のみが受入れ
可能となった。なお PET については、台湾では民間事業者が先進的な技術を
保有するため、政府に働きかけ、輸入が認められている

１.２.５ 再生利用事業者（マテリアル／ケミカル／サーマルリサイクル）









ヒアリングでの主要な意見
綺麗な樹脂をリサイクルすることを念頭においた設備であるため、ミックス
プラなどは取り扱わず、再商品化事業者等で綺麗に処理された高品質なプラ
スチックを原料にしている。そのため、量に関してあまり影響は受けていな
い
中国でも事業を展開しているが、日本から処理しない状態で（廃プラスチッ
クとして）は送れなくなってしまったため、ペレットに加工した分のみを輸
出している
使用済みプラスチックの再商品化事業者において、従来は 80%を高品質な
PET のペレットとして販売しており、その他の 20%（ラベル等が混入した品
質の低いもの）を中国事業者などに有価で販売していた。しかし、この 20%
が廃棄物輸入規制によって輸出できなくなったことによって、高品質なペレ
ットの販売価格にその分を転化している。そのため、リサイクル原料の購入
価格が高騰している
タイやインドネシアで製造された繊維の多くは日本国内に供給している。特
に、短繊維（綿）は 90%程度を日本に輸出している。企業における環境配慮
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の推進や、再生材の利用に関する注目度の向上によって、日本国内での再生
樹脂の需要は伸びている
飲料メーカーにおける PET to PET の加速などによって、リサイクル PET の
需要が増加し価格を押し上げる要因になっている
再生プラスチックの需要が高まるなかで、再生プラスチックの調達価格が高
騰している。需要増加を受けて、今後もいかに安定的に高品質な材料を調達
するかが重要だと考えている
（価値のない廃プラスチック）をすべて国内処理しようとすれば、サーマル
リサイクル等の活用が必要になるが、現状ではその能力を有していない
関東や関西ではプラスチックが過剰に滞留し、RPF も受け入れてもらえない
状況とも聞いているが、九州では需要が一定程度あるため、RPF の増産を検
討している
RPF の事業については、RPF 自体の需要が減退しつつあるため、事業展開し
づらい

１.２.６ 焼却処分






ヒアリングでの主要な意見
埋立と焼却の許容量（処理能力）は国内で決まっているので、それ以上の発
生量（処理必要量）があれば処理困難となる
自治体の焼却場は住民との合意の上で操業しているため、国から通知が来た
としても、簡単に（住民との）合意事項以外のことはできない
関東では処理能力が逼迫している一方で、そこまで逼迫している様子のない
地域もある
廃プラスチック関連で影響が大きい点は、焼却と最終処分が設備容量として
逼迫している点である

１.２.７ 最終処分（埋め立て）





ヒアリングでの主要な意見
最終処分の引き合いは中国輸入規制後増加している。背景には首都圏付近の
残容量不足があるだろう
埋立と焼却の許容量（処理能力）は国内で決まっているので、それ以上の発
生量（処理必要量）があれば処理困難となる
廃プラスチック関連で影響が大きい点は、焼却と最終処分が設備容量として
逼迫している点である
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２．金属スクラップの循環ビジネスへの影響
２.１ サプライチェーンの変化
中国による雑品スクラップ等の輸入規制が、我が国のサプライチェーンに与えた影響
を調査した。既往文献の調査に加えて、関連するプレイヤーに対して輸入規制による影
響や対応策についてヒアリングを行った（図表 498）。

図表 498 ヒアリング先（業界・業種）
ヒアリング先業界・業種

実施者数

有識者

2者

自治体

1者

業界団体

2者

廃棄物収集・中間処理業者*

7者

流通業者（商社）

2者

鉄鋼電炉メーカー

1者

非鉄製錬メーカー

1者

（注）廃プラスチックに関するヒアリングと重複あり
*収集および中間処理のどちらかのみ許認可を有する事業者を含む

個別リサイクル法ごとの金属スクラップに関するサプライチェーンを模式化すると、
図表 499 のようになる。図中において青矢印で示したのが中国の輸入規制によって減少
したと考えられるフロー、赤矢印で示したのが増加したと考えられるフローである。
中国による雑品スクラップの輸入規制によって、鉄鋼くずの輸出量は減少した。特に、
その他鉄鋼くず（HS コード：720449）の流通量が減少している。ヒアリングによると、
いわゆる雑品スクラップには、エアコンや冷蔵庫などの家電や、小型家電、さらには建
設廃棄物などが含まれていたとされ、一部は鉄鋼くずとして輸出されていたと考えられ
る。また、モーターやミックスメタルも輸入規制の対象になったため、銅くずやアルミ
くずの輸出量も減少していると考えられる。
中国に輸出されなくなった雑品スクラップや被覆銅線などは、国内の中間処理事業者
に持ち込まれるか、東南アジアに輸出されるようになった。国内では特にエアコンの回
収率が増加したとの意見が多い。また、廃プラスチックの輸入規制の影響もあり、最終
処分費用が高騰しているため、中間処理事業者は資源価値の高い品目を優先的に受け入
れ、資源価値が低い小型家電などの受入れを制限するようになった。
再生資源の利用側では、各産業ともに生産計画および経済性に基づいて受け入れてい
るため、流入量に大きな変化は起きていないと考えられる。
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図表 499 我が国におけるサプライチェーンの変化（金属スクラップ）

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成

２.２ 各プレイヤーへの影響
中国の金属スクラップに対する輸入規制によって影響を受けたのは、
「収集・運搬事業
者」、
「中間処理事業者」、
「鉄鋼電炉事業者」であると考えられる。国内における金属ス
クラップは鉄鋼電炉事業者や非鉄製錬事業者によって再資源化されているが、これら事
業者は生産計画に基づき、一定の品質のくずを経済原則によって購入している。従来、
中国に輸出されていた雑品スクラップやミックスメタル、廃モーターなどは、選別に係
るコスト等が高く、経済性の観点から国内での再資源化が困難である。
輸入規制によってこれらくずが中国に輸出が不可能になった結果、収集・運搬事業者
はくずの販売先を失い、一部の事業者は廃業に追い込まれた。また、一部の事業者は、
設備投資によりくずを加工したり、異物等が混入していないか検査を厳格化したりする
ことで、国内外の販売先を開拓するようになったが、いずれもコストの増加につながっ
ている。
一方、使用済み製品や廃棄物は一定の量で排出されるため、従来は直接もしくは簡易
的な加工を行って輸出しされていた金属スクラップが、国内の中間処理事業者に流れる
ようになった。中間処理事業者における処理能力は決まっており、また廃プラスチック
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の影響により残渣の処理コストが増加しているため、中間処理事業者は残渣の発生量が
少ないものを優先的に受け入れるようになっている。その結果、行き場を失った金属の
一部は最終処分に流れるほか、マレーシアをはじめとした東南アジアに輸出されるよう
になっていると考えられる。
再資源化の観点では、非鉄製錬事業者は投入するくずを厳格に管理しているため、品
質や物量での影響は発生していないが、鉄鋼電炉事業者には影響が及んでいる。輸入規
制以降、電炉における銅や鉛、錫の成分値が増加したほか、電炉において火柱が上がる
事象が観測されるようになった。この原因として、原料の鉄鋼くずにこれらの元素やプ
ラスチックが混入していたことが考えられ、一部の事業者は質の低いくずを供給してい
たと考えらえる。その後、ギロチンやプレス等の内部を把握できないくずの受入れを規
制した結果、品質異常は報告されなくなった。

図表 500 金属の資源循環に関連するプレイヤーへの影響

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成

２.２.１ 収集運搬事業者・商社



ヒアリングでの主要な意見（量に関する影響）
中国の輸入規制によって、雑品スクラップは完全にシャットアウトされてい
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る。そこで、従来は日本国内で発生する雑品スクラップを中国向けに購入し
ていたバイヤーは、東南アジア（マレーシア・タイ・インドネシア）向けに
輸出するようになっている
雑品スクラップに該当するものの中国への輸入は完全に禁止されている
2018 年末に第 7 類は全面禁止されたとの認識である。
中国へは、ミックスメタル（主にゾルバ）を輸出していたが、中国の規制も
厳しくなり（高品位のゾルバであれば輸出可能）、輸入枠も限られている（欧
米企業も参入している）ので、中国への輸出（販売）は難しい状況である
一部には、処理をしないで小規模にマレーシアやタイに輸出している事業者
もいると考えている
雑品スクラップの（中間処理業者への）供給主体は大手商社であることが多
い。輸入禁止後には、中国に輸出していた雑品スクラップの売り先がなくな
ってしまい、中小規模の事業者に引き合いがくるようになった
従来と同様に雑品スクラップを輸出している事業者が一定数いると聞いて
いるが、マレーシア等の当局の規制も厳格になっており、シップバックなど
も起きている
急激に雑品スクラップの購入量を増やすことはできない。今後設備投資をす
れば、取り扱い量を増やす可能性もある
雑品スクラップを取り扱うプレイヤー（事業者）が減っている。特に小規模
な事業者において廃業や事業撤退が進んでいる
これまで中国への輸出を主に行っていた日本の事業者がいれば紹介してほ
しい旨、中国事業者から依頼を受けたこともある
ヒアリングでの主要な意見（質に関する影響）
建設系の混合廃棄物が雑品スクラップとして流通していた。そのため、新た
な顧客の中には、建設系の廃棄物を扱う事業者も存在する
輸出拠点に持ち込まれるスクラップ中のダストや鉛分が増加しており、輸出
先国の検査によって返品される事例も報告されている
ヒアリングでの主要な意見（コストに関する影響）
従来は鉄くず中に雑品スクラップ（非鉄分）を見つけると、雑品スクラップ
として高く売れるために回収していた。昨今は、雑品スクラップを取り出さ
ないと電炉メーカーが鉄スクラップを購入してくれない状況であり、雑品ス
クラップを回収した分だけ販売価値が下がってしまっている
東南アジアで（廃プラスチック関連の）コンテナの検査が厳しくなっている
ことを受け、物流事業者（海上輸送）が東南アジアへの輸送を避け、運賃が
高くなっている

２.２.２ 中間処理事業者（国内）




ヒアリングでの主要な意見（量に関する影響）
輸入規制前から設備投資を行っていたため、輸入規制以降により処理量は増
加したが、ほとんどが（輸出しない）自家消費分である
受入れの依頼は量・件数ともに増加している。既存の顧客から新たに依頼さ
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れる分（他社にお願いしていた分）も増加しているほか、既存の顧客以外か
らも受入れの依頼をされることもある
受入れ可能量（処理能力）は決まっているので、引き合いが増えたとしても
受入量は増えていない
SR はそこまで滞留していないが、ASR は自動車メーカーの差配が遅れると
滞留してしまう
家電リサイクル事業を実施している企業は、基本的に国内で回していたの
で、他社も含めほとんど影響は出ていないだろう
ヒアリングでの主要な意見（質に関する影響）
ダルマ線や鋼帯ケーブル（鉄の缶の中に銅線が含まれているもの、有線放送
で使用していたような細い被服銅線等）の受入れを停止している
現状でも単一品であれば輸出できており、ミックスメタル（ゾルバ状）の輸
出が停まっている
従来は雑品スクラップとして輸出されていた小型家電、家電（エアコン）が
適切なルートで回収されるようになり、割合が増加している
家電リサイクル法の対象品目のうち、特にエアコンは、中国の輸入規制によ
って日本から輸出される量が減ったため、回収率が増加している
中国の輸入規制以降、使用済み特定家電の発生量（受入量）は増加している。
特にエアコンの増加が大きい
選別して売れるものを回収したのち、あまった残渣を混ぜ込んで鉄として売
ってしまっているような業者もいる
従来は H2 より高く売却でき中国に行っていたスクラップが、国内に滞留す
るようになった。中間処理業者がすべて取り除くことは難しいために一部モ
ーターやハーネスの端等が混ざり、鉄スクラップの品位低下につながってい
る
市町村での小型家電の回収量が増えている
鉄スクラップに銅が混入することで、製鋼メーカーに鉄スクラップを受け取
ってもらえないという事態に陥ったことはない
家電由来のプラスチックについては、国内リサイクルを目指して単一樹脂化
のための選別を試みる事業者が増えてきており、ミックスプラの状態での排
出量は減少してきている
ヒアリングでの主要な意見（コストに関する影響）
処理のコストを考慮して対象物およびその購入価格を変動させている
仕入れコストはものによって下がっており、輸送コストは上がっている。中
間処理のコスト自体は上がっており、最終処分量も増加している
雑品スクラップの価格は急落した。従来は H2 より高かったが、処理コスト
がかかるためである
鉄スクラップは国際商品であり、雑品スクラップの輸入規制ではなく市況動
向を反映する印象である
中国の廃棄物輸入規制が始まる前から、非鉄製錬事業者の非鉄（金、銀、銅、
パラジウム等）の購買価格が下がっている
残渣処理にかかるコストは大きくなっている。そのため、受け入れる際の処
理費用も上げざるを得ない
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２.２.３ 中間処理事業者（海外）







ヒアリングでの主要な意見
被覆線が混ざったようなものについては、特にマレーシアに集中しており、
（中国資本のもと）中国国内の事業者より高い能力で処理している
中国事業者が東南アジアに進出し、日本から輸出された雑品スクラップを処
理して中国に輸出している
日本からマレーシアやタイにそのまま輸出したものは、現地で人力によって
処理しているが、現地の作業員の能力や経験が少なく、効率的な解体が困難
である。そのため、雑品スクラップの輸出量が増加したために、処理能力が
パンクしてしまっている
2019 年 1,2 月でマレーシア向けの鉄スクラップの輸出量が瞬間風速的に増加
したが、その後すぐに落ち込んだ。マレーシア行きのスクラップは
3,000~5,000 トンのロットで輸出されていると考えられるが、2 船目以降が取
れなくなっている。

２.２.４ 鉄鋼電炉事業者













ヒアリングでの主要な意見
生産量に関して、中国における（いわゆる）雑品スクラップの輸入規制によ
る影響はあまりない。その時々の生産計画（生産量）によって、投入を調整
している
家電リサイクルプラントでは鉄スクラップやアルミスクラップが選別され
るが、鉄スクラップ業者の受入基準は厳しくなっているようである
2017 年 12 月末の中国による輸入規制実施を受けて、2018 年の 1 月か 2 月頃
に雑品スクラップに注意するように取引先に通達を出していた。一部では電
炉業者から仕入れ先にクレームが入っていたようではあったが、その時点で
は特に成分異常はなかった
2018 年春以降は、業界で電炉に鉛の混入があると報道されるようになった
2018 年 9 月以降、急激に成分異常が起きた。銅、錫、鉛、サルファの成分値
があがった。これらの成分値は通常、電気炉で溶解したのち、二次製錬工程
の前で分析しており、多少であれば成分調整は可能であるが、調整可能な成
分値の上限を超えていた
成分異常のほか、電気炉において炎が高くあがる問題が起こった。プラスチ
ック、ゴム、断熱材、木材などの鉄スクラップ以外のもの（可燃物が多い）
が混入したためである
銅や鉛が混入した鉄スクラップも増えてきており、世界的に鉄鋼メーカーの
受入れが厳しくなっている

２.２.５ 非鉄製錬事業者



ヒアリングでの主要な意見
アルミ缶やアルミくずについても中国の輸入規制による影響は聞いていな
い
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小型家電の物量は、中国の規制の影響ではなく、メダルプロジェクトの影響
で増えている印象である
アルミニウムの品質に関しては、特にトラブルになったという報告を聞いて
いない。アルミ製造業が再生地金を購入する際には、業者間で厳しく品質管
理を行っているため、大きな問題は生じていないのだろう
アルミ業界には再生地金を製造する企業もいるため、これら企業には何かし
らの影響があるかもしれない
小型家電の流通量の変化は、メダルプロジェクトによるものが大きい。メダ
ルプロジェクトによって、自治体の気運が盛り上がったのはよいが、量が増
えても質が下がっている。金属品位が高くない掃除機や扇風機等が増加して
いる
中国の規制前後で、非鉄製錬所に入荷するスクラップの質はそれほど変化し
ていない。小型家電の認定事業者から非鉄スクラップが直に製錬所に納入さ
れるケースは少なく、間に入った商社などが入ることから、非鉄製錬への異
物混入の影響は出ていない

２.２.６ 最終処分（埋め立て）






ヒアリングでの主要な意見
最終処分場の逼迫は非常に大きな問題であり、京都から九州まで運賃 20 万
円をかけて輸送しているともきいている
最も単純なのは最終処分場を増設することであるが、現在も処理場に余裕は
なく、また新設するためにはアセスメントに 3 年間かかるため、最短でも 5
年程度かかってしまうとのことである
最終処分の引き合いは中国輸入規制後増加している。背景には首都圏付近の
残容量不足もある
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３．我が国産業への影響とリスク分析
３.１ 収集運搬業
中国の輸入規制により一部の中間処理事業者が受入れを制限したため、収集運搬事
業者は回収した廃棄物を差配できなくなっている。その結果、収集運搬事業者自らが
受入れ側で制限を行うか、受入制限を行っていない中間処理事業者に供給する、東南
アジア等に輸出するといった対策を行っている。
受入制限を実施することによって、従来の顧客基盤を失う可能性がある。将来的に
再生資源の需要が回復した際、排出事業者との関係が切れてしまい十分な廃棄物を収
集できなくなるおそれがある。ヒアリングにおいても、一部の再生原料においては需
要拡大の傾向があると指摘されており、将来的な事業機会を損失するおそれがある。
受入制限を行っていない中間処理事業者に委託する場合には、従来よりも処理コス
トが高騰する可能性がある。廃プラスチックの処理の問題には地域性があるとされて
おり、さらなる運賃負担が必要になることも考えられる。中間処理および運送コスト
が増加した場合、従来と同様の利益を確保するためには排出事業者に価格転嫁する必
要がある。他方、昨今は中国から再商品化をする事業者が進出しており、将来的には
これらの事業者が収集運搬を行う可能性も考えられるため、市場における競争力を失
うおそれがある。
東南アジア向けに供給先を振り替えた場合、相手国の政策決定等によるナショナル
リスクが考えられるほか、コンプライアンス面でのリスクも生じうる。そこで、ヒア
リングの結果をもとにリスクの発生確率と影響度を整理したところ、供給先を振り替
えた相手国におけるナショナルリスクと競合の参入リスクが高いと考えられた（図表
502）。2018 年の輸出量をもとに試算を行うと、既に 28 億円の市場を喪失しており、
輸入制限によってさらに 57 億円の市場を失うリスクがあると評価された（図表 503）。

図表 501 収集運搬事業者の輸入規制による影響への対策と課題

411

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成






























ヒアリングでの主要な意見（廃プラスチックの影響に対する流通での取組）
韓国や台湾に対しては、一品もの（単一素材）の廃プラスチックを現在も問
題なく輸出している
アジア圏全体で、相手国の規制に応じてリサイクル材の販売事業を展開する
方針である
タイ・マレーシアでは、事前に企業調査を行い、製品販売先や廃棄物処理先
を決定している
ベトナムは規制が厳しく、港によっても異なる対応を受けるため、決まった
品目しか輸出していない
台湾は継続したリサイクルシステムを作ろうとしているので、台湾への輸出
を増やすことを検討している
より一層再生プラスチックの需要が高まった際には、供給先の開拓が必要に
なると考えている。需要増加によって、ペレット化に取り組む事業者でも従
来は対象にしていなかった事業系のミックスプラを対象にする動きもある
シップバックの恐れがあると輸出港の担当者が判断した場合、バーゼル法や
各種法令に順守していても、輸出が認められない場合がある
ヒアリングでの主要な意見（雑品スクラップの影響に対する流通での取組）
現在は中国からタイ、マレーシアに切り替えているが、現地での華僑のビジ
ネスがどこまで持続的かわからず、将来的にはインドやバングラデシュ等に
も伸びていく可能性もあるのではないかと考えている
中国へミックスメタルを輸出していたが、中国の規制も厳しくなり高品位で
なければ輸出できなくなったほか、欧米企業も参集し輸入枠も限られている
ので、中国への輸出は難しい状況である。インドやマレーシアを新たな輸出
先としており、現状は問題なく輸出できている
調達ルート自体は変えていないが、品質に関しては昨年の年末から厳しく通
知をしている。従来から鉄スクラップ中に非鉄分を入れないように言ってき
たが、昨今は土砂に関して厳しく監視をしている
輸出前に同社の社員が厳しく品質を検査するようにしている。あまりに検査
が厳しいため、同社のスクラップ購買量が減少した時期もあった
輸入規制前に中国に輸出していた雑品業者に対して、内航船で購入すること
を打診している
中国に直接輸出することが難しくなったため、日本へ進出を始めた中国の業
者への販売を増やしている
ヒアリングでの主要な意見（影響に対する処理での取組）
他の収集運搬事業者と共同した収集ルートの最適化を進めている。また、一
般的な収集運搬事業者では配車係が経験と勘に基づいてルートを決定して
おり、AI によって将来的な協働に向けても取り組んでいる
規制前は輸出量のうち、1/3 程度をフレーク、残りをペレットの形で輸出し
ていた。しかし、タイがフレークの受入れを拒否したため全量をペレットと
して出荷するように変化した
雑品スクラップをある程度加工した上で輸出するように切り替えている
雑品スクラップの輸出量が増加したために、現地の処理能力がパンクしてし
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まっている。そこで、国内である程度破砕し、磁選機で鉄を回収し、篩分け
で土砂を取り除いた上でミックスメタルとして輸出するようにしている

図表 502 収集運搬事業者におけるリスク分析（ヒアリング結果より）

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成

図表 503 東南アジア諸国のうちナショナルリスクによって
失う可能性のある廃プラスチックの市場（2018 年時点）

（出所）財務省貿易統計をもとに MURC 作成
（注）図表 103 における「×」、「△」をもとに輸出禁止国と制限国を設定、財務省貿易統計をもと
に輸出量を算出し、廃プラスチックの平均販売単価を乗じて推計
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３.２ 中間処理業・再生処理業
中国の輸入規制によって中間処理業に対する引き合いは増加したが、各事業者の処
理能力には上限があり、短期間で投資を行うことは容易ではない。その結果、中間処
理事業者の一部は信頼関係や利益の追求等の理由で処理能力を超えて受入れを行うよ
うになり、他方で一部の事業者は受入制限を行うようになった。特に、焼却場および
最終処分場の処理費用が増加したため、受入制限を行う事業者はダスト分の少ない廃
棄物を優先的に受け入れるようになったほか、施設稼働率の観点から、一定量を調達
できる事業者を選ぶようになった。また、設備投資を行うことで処理後産物の品質を
向上させる事業者もいたが、処理能力向上のための設備投資を行った声は少なかった。
輸入規制による影響の不透明さが大きな設備投資を行う上で躊躇する要因になってい
るとの意見もあった。
受入制限を行うことによって、収集・運搬事業者と同様に従来の顧客基盤を失う可
能性がある。その結果、将来的に再生資源の需要が回復した際、収集・運搬事業者と
の関係が切れてしまい、十分な廃棄物を収集できなくなるおそれがある。他方、受入
制限を行わない場合には、ヤードに廃棄物が堆積することになる。昨今は小型電子機
器を中心にリチウムイオン電池の使用量が増加しており、ヤードにおける堆積量が増
加することによって、火災のリスクが高まる。
また、中国から多くの事業者が日本に進出しており、廃プラスチックの再生処理に
関連する事業者のみでおよそ 200 社程度が参入しているとの意見もあった。また、雑
品スクラップに関する事業者の進出も報告されており、国内の事業者と競合が激化す
る可能性がある。中国から進出した事業者の多くは廃棄物処理法の許認可を有してい
ないとされ、一部の事業者には十分な廃プラスチックを調達できていない可能性もあ
る一方で、ミックスプラスチックをはじめ処理困難な廃棄物を購入するため、中国事
業者向けに提供しているとの声もあった。
ヒアリング結果を参考に評価を行ったところ、中国事業者による競合参入リスクや、
火災リスクが高いとの結論に至った（図表 505）。また、日本に現状参入しているとさ
れる中国事業者が、現在大規模に事業展開をすると仮定したところ、最大で 159 万ト
ン程度の廃プラスチックを処理する可能性が示唆された（図表 506）。
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図表 504 中間処理・再生処理事業者の輸入規制による影響への対策と課題

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成




















ヒアリングでの主要な意見（廃プラスチックの影響に対する流通での取組）
入荷量をコントロールして、保管量を上回らないように調整している
毎月一定量を供給してもらえる取引先と優先的に取引している。受入量を安
定して適正量に保つためにも、優良な取引先を選択していく必要がある
廃プラスチックの受入量を管理している
信用できる業者からある程度絞った商品を購入するようにシフトしている
小型家電は有価で引き取った産業廃棄物業者から、電池が除去されているこ
とを条件に受け入れている
有害成分が混入しないように入口で厳しくチェックしている
顧客は品質の良い再生材を求めており、処理能力を考慮した範囲で、それを
満たせるような廃棄物の受入れを選択的に行っている
人件費の高騰を受けて、運搬費も高くなっているほか、車両の確保も難しい
ため、1 回あたりの運搬量が大きい取引先を優先的に選ぶことになっている
受入量もうまく制限せざるを得ない。引き合いは確かに増加しているが、廃
棄物が少ないものを優先的に受け入れている
ヒアリングでの主要な意見（雑品スクラップの影響に対する処理での取組）
国内流通を推進することは非常に重要だと感じている一方で、仮にすべての
銅回収を行ったとしても、非鉄製錬はすべての再生資源を受け入れられない
だろう。一定量をきちんと受け入れる体制をいかにして構築するかが重要だ
ろう
遠方のプレス業者からの依頼もあるが、30 日の保管ルールがある関係で受入
れを制限せざるを得ない
処理能力を超える量を処理することもできず、残渣の処理コストも増加して
いるため、採算性が確保できる範囲でバランスを取りながら受け入れている
利益率の低い処理対象物をはじいている。コストや付加価値といった利益率
の高さを案件ごとに評価し、バランスをとりながら対応をしている
処理能力の範囲内で、ELV の受入量を増やし、それ以外の受入量を減らして
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いる。ASR は自動車リサイクル法の枠組みの中で処理が可能なため、受入量
を増やしている。他方、小型家電の受入量は減っている
リスク分散の観点から、ダストの処理先を多様化したいので、少量のみ受け
入れる事業者や、遠方の事業者ともお付き合いをするようにしている
購入先や販売先の顧客を変えるといったことはしていない
ヒアリングでの主要な意見（廃プラスチックの影響に対する処理での取組）
より精緻で付加価値のある商品製造をするため、竪型破砕機を導入した
プラスチックの湿式選別機を導入した
再生材の品質を向上する（売却単価を上げていく）ことを直近の課題として
いる
他社の資源（設備・車・人・情報）も利用しながら、処理フローの全体最適
化を目指している
選別をして採算性を確保できない場合には、残渣としてサーマルリサイクル
にまわすこともある
プラスチックの精選別（色選別等）、非鉄金属の精選別などを検討している
ヒアリングでの主要な意見（雑品スクラップの影響に対する処理での取組）
以前から設備投資を行っており、雑品スクラップ等の形では輸出していなか
ったため、中国の廃棄物輸入規制によって新規に設備投資等は行っていない
小型家電に使用されるプラスチックの量が増加している。そのため、プラス
チックのリサイクル技術の調査や実証なども行っている
小型家電由来のプラスチックのマテリアルリサイクル（PP、PS、ABS）等の
事業化を検討している
鉄スクラップに銅が混入することで、製鋼メーカーに鉄スクラップを受け取
ってもらえないという事態に陥ったことはない
ASR および SR は 10%程度の金属を含んでいる。そこで、金属を回収する設
備を一部導入し、有価物の回収およびダストの減容化をはかっている
セメント事業者や電炉事業者の間で、廃棄物の受入れを増やしていこうとす
る動きがあり、そこに引き渡せるダストを回収するための研究をしている
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図表 505 中間処理事業者におけるリスク分析（ヒアリング結果より）

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成

図表 506 中国事業者が日本国内に参入することによる国内市場損失リスク

（出所）文献およびヒアリングをもとに MURC 作成
（注）国内排出量は「一般社団法人プラスチック循環利用協会、プラスチック製品の生産・廃棄・
再資源化・処理処分の状況（2018 年）」より引用。輸出量は財務省貿易統計より引用。中国事業者
による国内処理量は、ヒアリングによって明らかになった我が国に進出している中国事業者数を参
考に、現在、国内で大規模に収集・処理事業を展開している中国事業者の受入量（想定値）を乗じ
て推計した。
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３.３ 素材産業
本調査で対象としたサプライチェーンのうち、中国の輸入規制によって影響を受け
ているのは鉄鋼電炉事業者であった。鉄鋼電炉事業者では、調達する物量は変わらな
いものの、品質面にて大きな影響を及ぼした。そこで、ギロチンや一部のプレスなど
中身が見えない性状のものの受入制限を行った。受入制限をしなければ、成分異常が
発生するため、製品品質のリスクが向上するほか、成分調整に追加的な費用が必要に
なるため、価格競争力の低下を引き起こす恐れがある。他方、受入制限を行うことで
品質管理は容易になるが、原料調達先との関係を途絶する恐れがある。
非鉄製錬業やプラスチックのリサイクルを行う樹脂メーカー等では、従来から厳格
な検査によって品質を確保していること、また処理能力に上限があることより、物量
や品質ともに大きな影響はなかったと考えられる。










ヒアリングでの主要な意見
鉄鋼電炉メーカーは特に銅と鉛を厳格に管理している。溶湯で銅と鉛は分離
できず、希釈するしかないため、非常に神経質にとらえている
銅や鉛が混入した鉄スクラップも増えてきており、韓国やベトナムを含み世
界的に鉄鋼メーカーの受入れが厳しくなっているようである
廃棄物が混入している可能性があるため、中身が見えないギロチン材をすべ
て受入停止にした
入荷検査の際には、雑品スクラップ（エアコンの熱交換器に使用される銅管、
ファンヒーターのようなもの、ガステーブルのようなもの、洗濯機（砕かれ
たもの）など）と思われるものを除去した
プレスくず（いわゆる B プレス）も原則受入停止としている。プレスであれ
ば、1 品目でそろえてもらうよう、事前の申請と許可を通じて徹底している
B プレスをいくつかサンプリングして、割って中身をチェックするなどもし
ている
雑品スクラップ等が原因と考えられる可燃分の増加によって炎が高く上が
る現象は、これらの対応をすることによって抑えられた
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４．輸入規制を踏まえた我が国資源循環に向けた課題と対応の方向性
中国を発端とした輸入規制によって、我が国の循環産業の持続的な発展において、輸
出先国のナショナルリスクのみでなく、競合による市場損失のリスクや、事業採算性を
悪化させる可能性が示唆された。天然資源が限られた我が国においては、使用済み製品
等から二次資源を回収して循環させることが重要であり、そのためには循環産業の健全
な成長を促すことが重要である。
本調査におけるヒアリングを通じて、我が国の循環産業を発展させる上で、国内およ
び国際的な資源循環の双方に課題を有していることが判明した。まず、国内での資源循
環を進める上ででは、二次資源を使用するサプライチェーン全体で再生資源・再生材の
需要が少ないことが課題である。素材産業では既に再生資源が活用されているが、再生
資源を受け入れるための設備投資に係るコストやバージン材と比較した価格優位性が
低いといった理由から、品位の高くない再生資源の活用に前向きではない。また、製造
業において再生材の需要は十分には開拓されておらず、バージン材を前提とした製品設
計や生産プロセスが中心になっている。この要因の一つとして、消費者が再生材を使用
した製品に魅力を感じていないことが挙げられる。そこで、サプライチェーン全体を通
じて、再生資源および再生材の需要を開拓する技術開発や制度設計が必要になると考え
られる。制度面では、再生資源や再生材の利用・購入に対してインセンティブを付与す
ることや、再生資源や再生材を一定量利用した素材・製品を調達するよう義務付けるこ
とが有効だと考えられる。また、並行して社会面の取組も重要だと考えられ、再生資源
や再生材を使用した企業に対する格付けやこれを浸透させる取組、消費者に対する啓蒙
活動も必要になると考えられる。
また、輸入規制の影響により収集・運搬業や中間処理業における処理や検査に係るコ
スト増加や様々な潜在リスクに加え、電池の発火に対する安全コストの増加や人手不足
も影響し、収集・運搬事業者や中間処理事業者が持続的に発展できない可能性がある。
そのため、これら事業者の事業採算性を向上させることも重要である。例えば技術面に
おいて、情報技術を活用した無駄の削減や、より高品質な再生資源を回収できる破砕・
選別装置の開発、処理の自動化や無人化が有効だと考えられる。制度面では、現状のリ
サイクル法による障壁を緩和することや、許認可要件の取得を簡便にすることで外部環
境への対応力を向上させることも必要である。また、サプライチェーン全体で資源循環
を効率化させることも重要であり、これを実現するための情報連携や、排出される廃棄
物等の分別精度向上、再生資源の規格化と品質確保、処理プロセスの認証を進めていく
必要がある。
他方、素材産業や製造業における既存の生産システムをすべて組み替えることは現実
的に困難であり、また、製品に要求される機能を考慮すると、我が国で発生した廃棄物
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等をすべて国内で再生資源として循環利用するハードルは高いと考えられる。また、我
が国製造業の製造拠点も中国や東南アジア等に進出しており、国内で発生した廃棄物を
加工することにより、現地の製造拠点で効率的に再生資源を利用していくことも期待さ
れる。そのため、今後も国際資源循環システムの維持は非常に重要になる一方で、輸出
先国のナショナルリスクは不可避な課題である。そこで、可能な限りナショナルリスク
を低減させる取組が必要になる。中国をはじめとした輸入規制においても、相手国で適
正処理できる能力を超過したことにより、各国が規制の厳格化等を実施したことを考え
ると、国際的に資源を適切に循環するインフラの構築が、解決策の一つになると考えら
れる。例えば、輸出先国の規格や受入基準に関して、二か国もしくは複数の国で合意を
形成し、現地で処理可能な量と品質を担保し、これらが適正に処理されることを追跡可
能なシステムを構築することが有効だと考えられる。また、輸出先国において適正処理
の能力を向上させるための技術移転や、不法投棄の削減および資源循環の推進につなが
るような制度の構築支援も効果的も必要になると考えられる。
今後、我が国において適切な資源循環を進めていくために、国内における再生資源・
再生材の需要拡大と、循環産業の効率化、国際資源循環システムの構築に向けて取り組
んでいくことが必要である。
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図表 507 輸入規制を踏まえた我が国の資源循環に向けた課題と対応の方向性
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