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■本報告書における用語の定義
特に断りない限り、本報告書で使用される用語（略語表記を含む）の定義は以下の
とおりである。
用語
東南アジア

リサイクル関連
ビジネス
危険廃棄物

ソフトロー（Soft
law）

電気電子機器廃
棄物（e-waste）

使用済み自動車
（End-of Life
Vehicle:ELV）
制度の成熟度

定義
東南アジア諸国連合（Association of South-East Asian Nations：
ASEAN）加盟国である 10 か国を指す（ブルネイ、カンボジア、イ
ンドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シン
ガポール、タイ、ベトナム）用語として用いる。ただし、特に本調
査で現地調査を実施した 4 か国（インドネシア、マレーシア、フィ
リピン、ベトナム）を意味する場合「調査対象国」と表記する場合
がある。
廃棄物の収集、運搬、処理（焼却、破砕・解体・選別、埋立処分）、
再資源化（金属製精錬、樹脂等の選別及びフレーク化等）のうち、
いずれか一つ、もしくはこれらを複合的に結合した商業行為を指す。
人体に有害な成分の含有、また可燃性や爆発性等の特性を有するた
め、各国法令において通常廃棄物とは異なる取り扱いが求められて
いる廃棄物を指す。廃棄物の国際移動に関する「有害廃棄物の国境
を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（Basel
Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposal）」、通称「バーゼル条約」における「有害
廃棄物（hazardous waste」と同義である。調査対象国であるインド
ネシアでは「Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun（危険・有毒廃棄
物（俗に B3 廃棄物））」、マレーシアでは「Scheduled waste（指定廃
棄物）」、フィリピンでは「Hazardous waste（有害廃棄物）」、ベトナ
ムでは「Hazardous waste（有害廃棄物）」と呼称されている。
法的な強制力を有しないが、国家間や社会において事実上の規範と
して存在、運用されているものを言う。明確な定義は存在しないが、
例として、国際機関の宣言や決議、国際・国内の標準規格、業界や
事業者等によって運用されている基準・規則、法令に基づかない自
主的ガイドライン、民間事業者・団体等による審査・取引の基準、
事業者や個人が実質従っている消費者団体や環境保護団体からの要
請事項、地域共同体で運用されている規範等がある。各国議会等で
制定され、法的強制力を有する法令（ハードロー（Hard law））に対
する概念としてこのように呼称される。本調査では、調査対象国に
おいて法的強制力は有しないものの、事実上の社会規範として運用
されているものを「ソフトロー」として整理した。
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。e-waste と呼称することも
ある。主には、使用済み家電（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫
など）などのほか、使用済みパソコン、使用済み携帯電話、使用済
みサーバー等がある。これら機器には重金属などが多用されている
ため、しばしば有害廃棄物として取り扱われる。
すでに中古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。ELV と呼称されることもある。
解体されて金属スクラップとなったり、一部を取り外して修理用部
品として利用することもある。
本調査では、リサイクル関連ビジネスが成立するための前提として、
廃棄物の適性処理を望む社会の存在と、こうした社会の風潮を受け
て制定される各種法令の存在を想定している。こうした社会が出現

（リサイクル関
連ビジネスの）
競争力

認定事業者

非正規事業者

ジャンクショッ
プ
家庭由来 e-waste
産業由来 e-waste

し、その後法令の制定に向けた検討が始まり、最後は制定に至るま
での変化を廃棄物の適性処理に関する制度の成熟度になぞらえた。
経済発展に伴って廃棄物の問題が生じた時点から（廃棄物に関連し
た）制度が萌芽し、関連法令の制定および十分な法執行をもって成
熟と見なした。
自身の利益や収益性を最大化できる最も優位な分野に事業を特化、
集中させる（比較優位を得る）ための基盤、源泉であり、リサイク
ル関連ビジネスにおいては、廃棄物の集荷や処理サービスの提供を
円滑に行うための優れた処理システム、集荷システム、
（再資源化品
の）販売システム、またこれらを支える要素技術、技能者、情報ネ
ットワークやデータベースが該当る。本調査では、こうした比較優
位の源泉となる各種要素を分析者が概念的にとらえ、競争力と表現
している。
調査対象国の行政機関（法令で許認可付与権限を与えられている機
関）から、危険廃棄物の管理（回収、処理など）に係る事業を行う
ための許認可を取得している事業者を指す。
法令で要求される許認可を有することなく、危険廃棄物の回収、処
理もしくはその両方（禁止されている行為）を行っている事業者（個
人含む）を指す。
本来の製品としての利用価値を失っている廃品を回収し、それらを
修理して販売する事業者を指す。
廃棄物として取り扱われる使用済みの電気電子機器のうち家庭から
発生するものを家庭由来 e-waste と呼ぶ。
廃棄物として取り扱われる使用済みの電気電子機器のうち事業者の
事業活動に伴って発生するもの、及び電気電子機器の製造工程で発
生する不良品を産業由来 e-waste と呼ぶ。

◆略語（マレーシア）
用語
DOE
DBKL
MITI
MAI

MAARA

ATF

定義
Department of Environment（環境省）の略称である。日本の環境省
にあたる省である。
Kuala Lumpur City Hall(マレー語で Dewan Bandaraya Kuala Lumpur)
（クアラルンプール市役所）の略称である。
Ministry of International Trade and Industry の略称である。日本の経
済産業省にあたる省である。
Malaysia Automotive Institute（マレーシア自動車研究会）の略称で
ある。戦略策定、サプライチェーン構築支援などを通じて自動車産
業の競争力強化を使命とする。
Malaysia Automotive Recyclers Association（マレーシア自動車リサイ
クル協会）の略称である。主に中古車部品の取扱う事業者が会員と
なっている。
Authorized Treatment Facility の略称である。MAI などが中心となっ
て、ELV 処理業者の認定制度の構築を実施している。同制度のもと
認定された事業者を ATF と呼ぶ。DHES（DRB Hicom Environmental
Services Sdn. Bhd.）によって回収された ELV は、ATF に認定された
特定の事業者に引き渡される仕組みとなっている。

◆略語（インドネシア）
用語
KLHK
B3
DKI Jakarta

定義
インドネシア環境森林省「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州都
特別州を指す。

◆略語（フィリピン）
用語
RA
DENR
DAO
EMB
TSD
LGU

MRF

定義
共和国法（Republic Act）の略称
Department of Environment and Natural Resources（天然資源・環境省）
の略称。
DENR Admisitriative Order の略称。DENR の省令に対応する。
環境管理局（Environmental Management Bureau）の略称。
「Treatment, Storage, and Disposal」の略称。有害廃棄物の処理・保
管・処分業者に TSD ライセンスが与えられる。
自治体（LGU:Local Govermental Unit。LGU はフィリピンの地方自
治体の総称であり、最少単位の地区（Barangay）から最大単位の州
（Province）までを含む。
「Material Recovery Facility」の略称。自治体が設置し、家庭より回
収された廃棄物の選別や分離等を行う施設。

◆略語（ベトナム）
用語
MONRE
DONRE

MOT

定義
Ministry of Natural Resource and Environment（天然資源環境省）の
略称。日本の環境省にあたる省である。
Department of Natural Resource and Environment（天然資源環境局）
の略称である。MONRE が中央政府のもと設置される省であるのに
対し、DONRE は省あるいは中央直轄市の人民委員会のもとに設置
される局である。
Ministry of Transport（交通運輸省）の略称である。

■アウトカム評価手法の開発（第 3 章）において使用される用語の定義
用語
アウトカム

事業化段階のア
ウトカム評価
事業拡大段階の
アウトカム評価
「拡大」

定義
事業や研究開発等の成果を表現する用語の一つであり、本調査では
事業の実施という入力行為（インプット）に対して得られた出力行
為をアウトプット（事業行為そのもの）とし、そのアウトプットか
ら得られた結果をアウトカム（事業としての成果や効果）としてい
る。なお、本調査では評価手法の開発対象には含めていないが、ア
ウトプットからさらに誘発された効果をインパクトとしている。
ある事業者単体が計画する廃棄物処理量が実現した場合においても
たらされるアウトカムを評価することを指す。
ある事業が実施都市内全域に拡大した場合にもたらされるアウトカ
ムを評価することを指す。
ある事業の事業範囲を同国内において地理的に広げることを「拡大」

「横展開」
必須アウトカム

と定義する。
ある事業の事業範囲を他国へ展開することを「横展開」と定義する。
海外でのリサイクル事業から直接的に生まれる場合が多く、また我
が国・相手国の政策課題とも合致するアウトカムを指し、この度開
発したアウトカム評価手法において必ず評価することと定めたアウ
トカムを指す。具体的には、現地環境改善効果、現地雇用創出効果、
資源還流効果を必須アウトカムと定める。

■結果概要■
本調査事業では、
「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業」の
成果のアジア地域における拡大に向け、現地法制度およびリサイクル関連
市場の現状調査を実施した。調査対象国としては、マレーシア、インドネ
シア、フィリピン、ベトナムの 4 か国を選定し、主に電気電子機器廃棄物
（e-waste）と使用済み自動車（ELV）のリサイクルに係る法制度及び市場
についての情報収集・整理を行った。その上で、我が国事業者採るべき方
策および我が国政府関係機関からの支援方策の可能性を整理した。
また、アジア諸国現地で適切な廃棄物の処理を行い、我が国へ資源を還
流させる国際資源循環型の事業がもたらす環境・経済・社会的アウトカム
を可視化するための手法を検討・開発した。
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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リサイクル推進課では、資源・エネルギーの安定供給
を促進し、資源リサイクルにおける温室効果ガス排出量を削減するため、アジアで
の省エネルギー型資源循環制度を実現することを目的とした実証事業として「アジ
ア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業」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等のノウハウを提供し、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とともに、国
内でも、動静脈の連携による資源リサイクルの効率化・高度化を図る実証事業や国
際規格への対応のサポートを行うことで、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。
本調査事業においては、実証事業の成果のアジア地域での拡大に向け、候補とな
る可能性の高い地域・都市における法制度・リサイクル関連事業の現状を調査する
とともに、リサイクル関連事業を展開している我が国事業者・他国事業者の事業展
開状況調査を行った。また、アジア諸国への技術・制度の導入によるメリットの定
量的な評価手法を検討し、実証事業の経済的、社会的効果の可視化を図る事によっ
てアジア諸国への実証モデルの横展開を後押しするためのツール開発を行った。

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
調査項目

報告書の対応

（１）アジア各国のリサイクル関連ビジ
ネス、法制度の整備動向、運用
実態、課題の調査
（２）アジア各国へのリサイクル関連
事業展開状況調査

Ⅰ．アジア諸国のリサイクル
関連ビジネスを取り巻く環境

第2章

Ⅱ．アジア諸国へのリサイク  アジア諸国に進出するリサイクル事業
者優良事例の整理、課題の収集整理
ル関連ビジネスの展開状況
Ⅲ．リサイクル関連ビジネス
 全体の体系整理、各国別の整理
の取りまとめ

（３）調査結果の体系的な整理

（４） 国際資源循環型事業モデルのア
ウトカム評価手法の検討
（５）有識者会議の開催

 リサイクル関連ビジネスの現状調査、関
連法制度の整備・運用実態調査、現地
ビジネスに影響を与えるソフトロー調査

第3章

Ⅰ ．開発の考え方

 アウトカム評価手法開発の目的および
考え方

Ⅱ ．既存研究のレビュー

 類似の既存研究・評価手法のレビュー
結果の整理

Ⅲ ．アウトカム評価の方法

 アウトカム評価手法の前提および手順

Ⅳ ．トライアル評価

 トライアル評価の結果

Ⅴ ．今後の課題

 アウトカム評価手法の高度化に向けた
今後の課題の整理
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第 2 章「 アジア諸国のリサイクル関連ビジネスを取り巻く環境」に係る調査では、
事務局主体の文献・インターネット調査に加え、計 2 回の現地調査を実施した。調
査対象国としては、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナムを選定し、
主に電気電子機器廃棄物（e-waste）および使用済み自動車（ELV）のリサイクルに
係る内容を調査対象とした。現地調査では、現地関連省庁、現地リサイクル事業者、
業界団体等を中心に訪問し、ヒアリング調査によって必要な情報を収集した。

図表 2 調査対象国

図表 3 現地調査訪問国及び日程
訪問国

実施期間

第１回現地調査

インドネシア、フィリピン

2017 年 12 月 13 日～12 月 20 日

第２回現地調査

ベトナム、マレーシア

2018 年 1 月 31 日～2 月 8 日
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第 3 章の内容は事務局による調査に加え、有識者から構成される検討会を立ち上
げ、有識者の助言を受けながら実施した。検討会は本調査期間中に計 3 回開催した。
検討会の委員名簿および開催概要は以下の通りである。
「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」検討会
委員長

寺園

淳

委員

小島
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委員

佐々木 創
竹ケ原 啓介
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光
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孝太郎

事務局

大澤

拓人

事務局

井上

領介

事務局
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瞬
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国立研究開発法人国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター 副センター長
日本貿易振興機構アジア経済研究所 新領域研究センター
上席主任調査研究員
中央大学経済学部 准教授
株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長 執行役員
国立研究開発法人国立環境研究所
資源循環・廃棄物研究センター国際資源循環研究室 室長
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
課長補佐（国際・エコタウン・普及広報担当）
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
企画調整係長
経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課
係長（国際・エコタウン・普及広報担当）
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 主任研究員
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 副主任研究員
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 研究員
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社
環境・エネルギー部 研究員

日時 平成 29 年 12 月 11 日（月）10:00～12:00
場所 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）24 階中会議室
議題 （１） 検討会設置主旨及び実施概要について
（２） アウトカム評価手法開発の基本的な考え方（設計図）について
（３） アウトカム評価に係る既存研究のレビューについて
（４） アウトカム評価の具体的な方法論と指標（案）に係る論点について
（５） 今後の予定
日時 平成 30 年 1 月 12 日（月）15:00～17:00
場所 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）22 階会議室
議題 （１） 第１回検討会のご指摘事項と今後の対応方針について
（２） プロジェクト評価に係る既存研究のレビューについて
（３） アウトカム評価手法の構築について
（４） 手法改良に向けた今後の宿題について
（５） 今後の予定
日時 平成 30 年 2 月 23 日（金）10:00～12:00
場所 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）24 階中会議室
議題 （１） 第２回検討会のご指摘事項と今後の対応方針について
（２） 国際資源循環型事業モデルのアウトカム評価手順について
（３） トライアル評価結果について
（４） 今後の課題について
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第２章 アジア諸国のリサイクル関連ビジネスを取り巻く環境
I. アジア諸国のリサイクル関連市場・法制度
１．マレーシア
１.１.１ 法制度の整備動向
（1）環境保全・循環型社会に係る基本法

マレーシアにおいて環境保全・循環型社会に係る基本法にあたる法律は、1974
年に制定された「環境質法（Environmental Quality Act 1974 Act 127）」である。
マレーシアの法体系は、図表 4 に示す通りであり、国会の定める法律に基づいて、
内閣若しくは各省庁が細則（規定、規則、命令）を制定する。

図表 4
法令の名称
Constitution（連邦憲法）
Act（法律）
Rule（規定）
Regulation（規則）

Order（命令）

マレーシアにおける法体系
内容
国家の最高法規として位置付けられる。
内閣の承認（閣議決定）、国会の承認を経て制定される法
令である。
大臣の承認を経て制定される法令であり、Act の実施に係
る細則を定める。
行政の委員会（環境質委員会など）での審議後、大臣の承
認を経て制定される法令であり、Act の実施に係る細則を
定める。
行政の委員会（環境質委員会など）での審議後、大臣の承
認を経て制定される法令であり、Act や Regulation を補足
するための細則を定める。

（出所）経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル
法制度及びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市
研究所）」などを基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

本調査の主な対象である環境質法とそれに基づく規定、規則及び命令の関係は
以下に示す通りである（図表 5）。関連する法令の多くは、DOE によって制定さ
れる規則や命令となっている。
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図表 5

マレーシアにおける廃棄物に関連する主な法令一覧
「環境質法」（Environmental Quality
Act 1974 Act 127）

 マレーシアにおける環境基本法に相当
し、廃棄物の定義等、廃棄物に係る原
則を定める。
 指定廃棄物の管理に係る原則を規定し
ている。

「許認可に関する環境規則」
（Environmental Quality (Licensing)
Regulations 1977）

「指定廃棄物処理・処分施設に関する環境規
則」
（Environmental Quality (Prescribed
Premises) Scheduled Wastes
Treatment And Disposal Facilities)
Regulations 1989）

 環境質法に基づき発行される許認可の申
請の方法などを規定している。

 指定廃棄物処理・処分を行う施設が処理・
処分にあたって取るべき手続き等を定め
ている。

「指定廃棄物に関する環境規則 2005」
（Environmental Quality (Scheduled
Wastes) Regulations 2005）

家庭由来E-wasteの回収に関する規則

 指定廃棄物に関する包括的な規則と
なっている。

 2018年制定見込み

 指定廃棄物のリスト、や許認可の取得
に係る規定を含む。

 家庭由来のe-wasteのリサイクルに関
連した細則を定める見込みである。

 排出者、認定事業者の責務を規定する。

「指定廃棄物処理・処分施設に関する環
境命令」
（Environmental Quality (Prescribed
Premises) (Scheduled Wastes
Treatment And Disposal Facilities
Order) 1989）
 指定廃棄物の処理、処分を行う施設に
関する補足説明がなされている

「指定廃棄物運搬に関する環境命令」
（Environmental Quality (Prescribed
Conveyance) (Scheduled Wastes)
Order 2005）

 特別廃棄物の運搬に関する補足説明
がなされている。

（出所）DOE ウェブページ
<https://www.doe.gov.my/portalv1/en/tentang-jas/perundangan/akta-kaedah-peraturan-arahan-2＞を
基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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（2）固形廃棄物管理・有害廃棄物管理に係る基本法

環境質法は、指定廃棄物を中心とした廃棄物管理に係る原則を規定する法律
である。現状、e-waste 及び ELV の管理に関係のある法令は同法に基づいて整備
されているため、本調査では、環境質法及びそれに基づく規定、規則、命令を
調査対象とする。
一方、
「固形廃棄物に係る基本法にあたる法律として固形廃棄物・公共清掃管
理法（Solid Waste And Public Cleansing Management CorporationAct 2007 (Act
673)）」、「固形廃棄物・公共清掃管理公社法（Solid Waste And Public Cleansing
Management Act 2007 (Act672)）」が制定されている。今後の整備状況の進展に
よっては、家庭由来 e-waste の回収状況に影響を与えるような細則が両法律に基
づいて制定される可能性もある。

図表 6
法律名

制定年
細則を定
める省庁
対象範囲

マレーシアにおける環境関連の法律

環境質法
Environmental
Act 1974
(Act 127)

Quality

固形廃棄物・公共清掃
管理法
Solid Waste And Public
Cleansing Management
Act 2007 (Act672)

1974 年
天然資源環境省

2007 年
住民・地方自治省

環境保全に係る事項全
般について定める。廃
棄物関連では、特に指
定廃棄物（有害廃棄物）
についての規定を含
む。

固形廃棄物処理関連の
組織、施設に対する許
認可等について定め
る。

固形廃棄物・公共清掃
管理公社法
Solid Waste And Public
Cleansing Management
Corporation
Act 2007 (Act 673)
2007 年
住民・地方自治省
固形廃棄物処理事業者
の設立方法、役割等に
ついて定める。

（出所）環境省「平成 23 年度環境省請負調査報告書（平成 27 年度更新版）」を基に三菱 UFJ リサ
ーチ&コンサルティング作成

指定廃棄物管理に係る原則を規定するのは、環境質法の 34 条である。同条文
は、すべての主体に対して、行政機関の許可なく指定廃棄物を廃棄、処分、授
受、移動すること、及びそれらを許可することを禁止する旨を規定している 1。
また、指定廃棄物は「大臣が法令の中で指定廃棄物と指定したすべての廃棄物
を意味する」と定義されている 2。
環境質法に基づいて、指定廃棄物の管理に係る細則を規定する規則は、
「指定

1 Act 127 Section34.
2 Act 127 Section34B.
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廃棄物に関する環境規則 2005（Environmental Quality (Scheduled Wastes)
Regulations 2005）」
（以下、環境規則 2005 と記載する）である。同規則では、指
定廃棄物の具体的なリスト、排出者及び認定事業者の責務や手続的義務などが
規定されている。また、指定廃棄物は、認定事業者によって処分、管理、再資
源化されなければならない旨が定められており、認定事業者 3とは「環境質法 18
条に基づいて、担当する省庁から許認可を取得した事業者等を指す」と定義さ
れている 4。許認可の取得方法は、同規則及び「許認可に係る環境規則
（Environmental Quality (Licensing) Regulations 1977）」に従うこととされている。
認定事業者は、運搬に係る事業者と処理・処分に係る事業者に区別されている 5。
以上にあげた法令に従って、排出者は指定廃棄物を認定事業者に引渡し行政
に報告すること、認定事業者は指定廃棄物を適正に回収、保管、処理、処分し
行政に報告することが求められている。
これらの法令の運用を担っている行政機関は、DOE である。DOE は、排出事
業者及び認定事業者から提出される書類を管理するほか、両事業者に対して定
期的な監査を実施し、法令遵守の確保に取り組んでいる。以上の法令に規定さ
れる責務や手続的義務に反する行為が発覚した場合、違反した認定事業者に対
して、DOE は許認可の停止もしくは取り消しを命じることになっている 6。

（3）個別リサイクルに係る法制度
1） 電気電子機器廃棄物（e-waste）

マレーシアでは、現在のところ e-waste リサイクルに係る包括的な法令は制定
されていない。
本調査で対象としている e-waste は、環境規則 2005 の指定廃棄物リストにお
ける SW110 に該当する（図表 7）。そのため、e-waste の管理にあたっては、以
上で説明した指定廃棄物の管理に係る規定が適用される。よって、e-waste は、
排出者から認定事業者に引き渡された後、認定事業者によって、適正に運搬、
保管、処理、処分されなければならない。
現地政府へのヒアリングによれば、ほぼすべての産業由来の e-waste（工場発
3 「指定廃棄物運搬に関する環境命令」（Environmental Quality (Prescribed Conveyance) (Scheduled
Wastes) Order 2005）、及び「指定廃棄物処理・処分施設に関する環境命令」（Environmental Quality
(Prescribed Premises) (Scheduled Wastes Treatment And Disposal Facilities) Order 1989 ）において、認
定事業者の詳細についての補足説明がなされている。
4 Act 127 Section2.
5 Act 127 Section18. なお、本調査で取り上げる許認可は指定廃棄物の管理に関連するもののみであり、
実際に現地で事業展開を行う際には、その他の許認可が必要となる場合がある。
6 Environmental Quality (Licensing) Regulations 1977 Regulation4.
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生分を含む）が、排出事業者によって認定事業者に引き渡され、適正に運搬、
保管、処理、処分されているとのことである 7。
環境質法の原則に従えば、家庭由来の e-waste も同様に認定事業者によって適
正に管理されなければならない。しかし、指定廃棄物に関する環境規則 2005 の
内容は、排出者を事業者と想定したものとなっており、事業者を除く排出主体
に対する具体的な責務や手続的義務が規定していない。以上の通り、家庭由来
の e-waste の認定事業者による適正管理が確保されるための細則が存在しない
のが現状である。
このような背景のもと、DOE は家庭由来の e-waste の管理（特に回収及びリ
サイクル料金関連）に係る規則（Regulation）を作成しているところであり、2018
年中の制定を目指しているとのことである 7。

図表 7
コード
SW1
SW101
SW102
SW103
SW104

SW105
SW106
SW107
SW108
SW109
SW110

指定廃棄物リスト（SW1 群（金属及び金属含有廃棄物） を抜粋）
指定廃棄物の名称
金属及び金属含有廃棄物
砒素または砒素化合物を含む廃棄物
鉛蓄電池の廃棄物（形がそのままのもの、または破砕された形のもの）
カドミウム及びニッケル、水銀またはリチウムを含む廃バッテリー
砒素、水銀、鉛、カドミウム、クロム、ニッケル、銅、バナジウム、ベリ
リウム、アンチモン、テルル、タリウム、もしくはセレンを含むダスト、
スラグ、ドロスまたは灰
ただし、製鉄所から生ずるスラグは除く
めっきスラッジ
酸洗い液の回収残さ
銅の処理工程で、砒素、鉛もしくはカドミウムを用いた追加の加工または
精錬から生ずるスラッジ
亜鉛処理から生じる灰状及びスラッジ状の浸出残さ
水銀または水銀化合物を含む廃棄物
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

（出所）Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005 SCHEDULE-First Schedule を
基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

また、家庭由来 e-waste の回収に関連して、固形廃棄物の分別に関する法令の
制定が検討されている。マラッカ州では、住民に固形廃棄物の分別を義務付け
る州法が施行されており、分別しなければならないごみの分類は、紙、ガラス、

7 DOE ヒアリングより
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缶、プラスチック、飲料容器の 5 種類となっている 8。
同州では、住民が分別を実施しなかった場合、州政府が住民に対して行政指
導を行うこととなっている。それでも住民が分別を実施しない場合には、違反
者に対して罰金が課されるとのことである 9。

2） 使用済み自動車（ELV）

マレーシアでは、現在のところ ELV リサイクルに係る包括的な法令は制定さ
れていない。
自動車の適正処理に関係のある法令は環境規則 2005 である。自動車の部品の
うち、廃油、廃バッテリー、廃触媒が、それぞれ、同規則における指定廃棄物
リスト上の SW312、SW102、SW202 に該当する 10。そのため、以上の廃棄物を
管理するにあたっては、排出事業者によって認定事業者に引き渡された後、適
正に運搬、保管、処理、処分されることが求められる。
しかし、上述の通り、同規則の内容は排出者を事業者と想定した内容となっ
ており、ELV を回収し、そこに含まれる指定廃棄物の適正管理を確保するため
の細則は存在しない。よって、家庭由来 e-waste と同様に、廃油、廃バッテリー、
廃触媒は、認定事業者によって適正に回収、保管、処理、処分されていないの
が現状であると推測される。
近年、マレーシア（特にクアラルンプール）では、住民が ELV を路上に放置
するという問題が多発している 11。最終所有者が使用不可とみなし、路上に放
置された自動車は、正式な手続きに基づいて（法律上）所有権が放棄されてい
るわけではない。そのため、行政が（形式上）所有権者の許可なく、路上に放
置された ELV を回収、処理することは難しい。以上のような問題が多発してい
る現状をうけて、関係省庁は、これに対応するための法令の整備を検討してい
るとのことである 12。

（4）輸出入に関する法制度

マレーシアでは、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関す
るバーゼル条約」（以下、バーゼル条約と記載する）に基づき、有害廃棄物の輸
8 現地事業者ヒアリングより
9 現地事業者ヒアリングより
10 Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005
11 DBKL ヒアリングより
12 DOE ヒアリング
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SCHEDULE-First Schedule

出入に係る規制を定めている。輸出入に関しては、2008 年に制定された「使用済
み電気・ 電子機 器分類 ガイドラ イン（Guidelines for the classification of used
electrical and electronic equipment in Malaysia）」にて詳細が定められており、指定
廃棄物（SW110）に該当する e-waste の輸出入を行う場合、バーゼル条約に則っ
た手続きが行わなければならないとしている 13。同ガイドラインでは、指定廃棄
物（SW110）に該当するか否かを判断するための基準を明記している。
マレーシアでは、製造後 3 年を超える中古電気・電子機器又は部品の輸入は、
原則的に禁止されている。ただし、中古電気・電子機器を再利用目的で使用する
場合、DOE に事前申請をすることで輸入が可能になる場合がある。その際には、
当該貨物がガイドラインに規定する指定廃棄物に該当しないことを証明する書
類の提出が必要とされる。
マレーシアでは、
「1967 年関税法（Custom Act 1967 Act 235）」と「2017 年関税
（輸入禁止）令（Customs (Prohibition of Imports) Order 2017）」に基づき、中古
車を輸入するためには輸入許可証を取得することが必要とされている。また、有
害物質を含む中古部品の輸入は原則禁止とされている。

（5）今後の見通し
1） 家庭由来 e-waste の管理規則

DOE は家庭由来 e-waste の適正な回収、処理、再資源化等を確保するための
規則（Regulation）を策定中であり、2018 年中に制定することを予定している 14。
同規則においては、EPR の概念を取り入れ、製造業者に対する一定の責務が明
記されるとのことである。
同規則の策定にあたっては、実際に運用可能な内容にしていくことが課題と
なっている 14。具体的には、認定事業者による回収を確保するための規定の内
容、リサイクル料金の負担方法と管理方法を定めた規定の内容の作成が課題と
なっているとのことである 15。DOE 及び現地事業者へのヒアリングでは、それ
ぞれ以下のような課題が指摘されていた。

13 環境省ウェブページ「廃棄物・特定有害廃棄物等の輸出」
<http://www.env.go.jp/recycle/yugai/reg/malaysia080115-j.html>
14 DOE ヒアリングより
15 DOE 及び現地事業者ヒアリングより
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図表 8 家庭由来 e-waste の管理規則制定における課題




認定事業者による家庭からの e-waste 回収
 非正規事業者が競合となるほか、回収のコストをどのように抑えていくかを検
討しなければならない。
 回収は認定事業者によって行われなければならないため、認定事業者が全国の
家庭由来 e-waste の回収を実施できるような仕組みづくりも考えていかなけれ
ばならない。
 例えば、回収車が家庭を一軒一軒まわる形や、回収が必要な場合に各家庭から
電話で回収を依頼するという形も考えられるが、どちらも高コストであるため、
実現は難しい。
 自治体等と連携し、回収拠点を設けることが対応策の１つとして考えられる。
リサイクル料金の負担方法と管理方法
 上述の規則では、製造業者がリサイクル料金を負担する責務が規定される予定
であるが、リサイクル料金をだれがどのように管理するのかに係る細則を作成
できていない。
 また、リサイクル料金が正しく使用されているか否かを監視する仕組みもでき
ていないため、説明責任の問題も浮上すると考えられる。
 これらの課題は現在委員会でも検討中の問題であり、解決が難しい課題と認識
されている。

（出所）現地政府及び現地事業者ヒアリングより

2） 自動車の廃車に関連する法令

マレーシア連邦政府は、DBKL にて実施されている ELV 回収の取り組み 16を
参考にしながら、廃車に係る法令の策定を進めているとのことである 17。同法
令は、ELV の定義など廃車に関連する一般的な規則にとどまることが予想され
るものの、同法令の施行によって、多くの ELV が発生することになる可能性も
ある 17。
上記に関連して、マレーシア連邦政府は、ELV の適正処理、再資源化を確保
するための包括的な法令（リサイクル料金などについて定めた法令）の整備も
検討しているようである。しかし、法令整備には時間を要するとのことであり、
現在制定の見通しは立っていない 18。法令整備に時間を要する理由として、関
係省庁が多岐にわたり、省庁間の連携が困難であることが指摘されている 17。

16 第２章 I. １.１.２ （1）にて詳細に説明している。
17 DOE ヒアリングより
18 DOE 及び MAARA ヒアリングより
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１.１.２ 現地ビジネスに影響を与えるソフトロー
（1）クアラルンプールにおける ELV 回収、処理制度構築への取り組み

マレーシアでは ELV が路上に放置されるという問題が多発している。すでに
述べた通り、現行の法令では、これらを回収、処理することが困難となってい
る。
路上に放置された自動車を回収し、適正処理することを確保するために、
DBKL が制度構築に向けた独自の取り組みを行っている（同制度に法的根拠は
存在しない）。DHES（DRB Hicom Environmental Services Sdn. Bhd.）は DBKL か
らの依頼を受けて、路上に放置された ELV が適正に回収、処理されるための制
度構築、及び制度の運用を行っている 19。DHES は路上に放置された ELV の回
収、処理フローの枠組みを作成している。具体的には、作業手順書の作成やマ
ニフェスト制度を構築し、各関係主体が果たすべき役割を定めている。すでに
一定の枠組みが作成されており、同枠組みにおける ELV の回収、処理の手順お
よび関係主体の役割は以下の通りである（図表 9 ）。

図表 9

クアラルンプールにおける路上放置自動車の回収、処理フロー
MAARA

市民
放置自動車発
見の旨を伝達

MAI

情報交換等の
連携
ELVの
引渡し

回収等の作業依頼

DBKL
• 放置自動車の発見
• 放置自動車の状態
や所有権者の調査
• DHESへの作業命令

DHES
作業の報告

ATFの枠組み構築

ATF

• 放置自動車の監視
• 放置自動車の回収・
保管
• ELVのAFTへの引き
渡し

• ELVの解体
• 指定廃棄物の適正
処理の確保
• 環境負荷をかけない
処理、再資源化

（出所）ヒアリングなどを基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

以上に挙げたフローの中で、路上に放置された自動車が ELV であるか否かを
判断することが特に困難であるとされているが、DHES は次のような手順で回収
を行っている。
行政もしくは住民が放置された自動車を発見した場合、それを DHES に伝達
する。DHES は、放置された自動車を発見してから 3 か月程度、該当する自動車
を監視する。その期間中に使用された痕跡がない場合には、該当する自動車を

19 DHES では、ELV の定義を” End life vehicles are vehicles that exceeded the limits set by manufacturer
（製造者によって定められた使用年限を超える自動車）”と考えている。
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ELV とみなして回収することとなっている 21。
回収された ELV は DHES によって保管された後、ATF に引き渡され、解体さ
れる 20。ELV の部品のうち、指定廃棄物にあたる部品は法令に従って処理され、
それ以外は環境負荷をかけない形で適切に処理、再資源化されているとのこと
である 21。
マレーシア連邦政府は、以上のような制度に法的根拠を持たせるような法令
の策定を検討しているとのことである 22。

（2）事業者における社内規則

e-waste（SW110）に係る認定事業者のなかには、サービスの質を向上させるた
めに、独自の社内規則を作成している例が見られる。e-waste を含む指定廃棄物
処理作業現場には、処理フローや処理方法を示したボードが掲示されており、社
員 1 人 1 人が適正処理を行うように管理を徹底している。
（3）分別習慣

マレーシア現地政府によれば、現在国内で発生する家庭由来 e-waste のうち、
約 70％が最終処分場に埋め立てられているとのことである 23。仮に e-waste 管理
に係る規則が施行されたとしても、行政がすべての住民を監視することは困難で
あると予想されるため、住民による法令遵守を完全に確保することは難しい。そ
のような状況においては、住民が自主的に e-waste を分別するか否かが、制度構
築の進展を左右する要因となると考えられる。
e-waste の管理規則の策定過程では、DOE と Japan International Cooperation
Agency（以下 JICA と記載する）の協力のもと、住民からの e-waste 回収に係る
パイロット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では、設置
された回収拠点に住民が e-waste を持ち込み、認定事業者がそれらを回収・処理
するような取り組みが行われている。現在、一部の事業者は自主的に同様の取組
を続けており、この成果として住民によるごみの分別習慣が向上することが期待

20 MAI などが中心となって、ELV 処理業者の認定制度の構築を実施している。同制度のもと認定され
た事業者を ATF と呼ぶ。Malaysia Automotive Institute「The Malaysian Automotive Industry:
New Era Of Global Competitiveness ANNUAL REPORT 2015」
(http://mai.org.my/attachment/MAIAnnualReport_2015.pdf)
21 現地事業者ヒアリングより
22 DOE ヒアリングより
23 DOE 及び DBKL ヒアリングより
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される。以下、ヒアリングをもとに、取り組みの事例を紹介する 24。

図表 10
概要

家庭由来 e-waste 回収プロジェクトの例

DOE と JICA の協力のもと、現地認定事業者が中心となって、家庭由
来の e-waste の回収プロジェクトを実施している。
消費者、認定事業者、ショッピングモール
認定事業者…回収拠点に持ち込まれた e-waste を、環境規則 2005 に
基づいて、適正に運搬、保管、処理、処分する。
消費者…家庭で発生した e-waste を、独自の手段で、指定された回収
拠点に持ち込む。
大型スーパー…回収拠点のための場所を提供する。商品券を提供する
（コスト負担は認定事業者）。ドライブスルーで持ち込みができるよ
う駐車スペースの提供を行った。

関係主体
各主体の役割

取り組みのイメージ

住民

E-waste

ショッピングモール
（回収拠点）
認定事業者
指定廃棄物の規則に
従って適正に処理

商品券など
E-waste

発生

集積

回収

住民の自主的な持ち込み
ショッピングモールの協力

処理

法令に従った運搬・処理

（出所）ヒアリングを基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

その他、家庭由来 e-waste の回収するための取り組みに積極的な事業者は、住
民の意識を向上のために、大学での講演、イベントの開催、新聞・雑誌等への記
事の投稿などの対外活動も実施している 25。

24 パイロットプロジェクトはマレーシア国内の各地で実施されている。実施主体や回収拠点に関連す
る情報は DOE ウェブページ(http://www.doe.gov.my/household-ewaste/collection-points/)に掲載されて
いる。
25 現地事業者ヒアリングより
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１.２ リサイクル関連ビジネスの現状調査
１.２.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに e-waste の一般的な処理フ
ローを整理すると以下のようになる。

図表 11
発生

企業（工場）

マレーシアにおける e-waste の全体フロー図
回収・解体

工程内
不良品

電子基板

認定事業者
（回収・解体）

企業（市中）

再資源化

FRF認定事業者
（金属回収、製錬等）

ガラス

プラスチック

ケーブル、
被覆銅線

売却
Cu

認定事業者
（金属回収）
残渣

固形廃棄物
回収業者
家庭（市中）

売却
自社内リサイクル
適正処分

プラスチック
金属（Fe,
Cu, Al等)

使用済み
製品

金属

適正処理
最終処分場へ

電子基板

使用済み
製品

国内外売却
プラスチック

使用済み
製品

ジャンクショップ
（回収・解体）

リユース、
リペア品

リユースショップ
ジャンクショップ

使用済み
製品

ガラス
金属（Fe,
Cu, Al等)
ケーブル、
被覆銅線

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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焼却、投棄

売却等

（2）e-waste リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階
① 市中発生 e-waste

マレーシアにおける市中発生 e-waste の発生量の動向を把握するため、TV、
エアコン、洗濯機、冷蔵庫、デスクトップ PC、ノート PC の使用済み製品発生
量の推計を行った。
廃棄量の推計にあたっては、各種資料をもとにマレーシアにおける各製品の
販売量（需要量）を推計し、販売された製品は一定時間を経過すると廃棄され
ると仮定した。
各種製品の販売量については、各国製品統計データや既存文献等の予測値を
参考にし、一定の伸び率を乗じるなどして推計を行った。また、各種製品の廃
棄量の推計では、使用年数の分布をワイブル分布で近似する方法が提案されて
おり、それを用いた推計を行った。田崎 26らはワイブル分布のパラメータの１
つを一定値としてみなし、使用年数 y の累積分布関数 W(y)を次式で表すことが
できるとしている。
1 b
y b
W(y) = 1 − exp �− � � × �Γ �1 + �� �
b
Y
ここで、Y は平均使用年数（年）、b は定数である。さらに、田崎らは自動車
や主要家電製品については、b の値が 3.5±0.5 であることを示している。本推計
においては、b=3.5 として、各製品の使用年数分布を推計し、各年の販売量から
推定される廃棄量を積み上げることで廃棄量を推計した 27。

26 田崎智宏・小口正弘・亀屋隆志・浦野紘平「使用済み耐久消費財の発生台数の予測方法」 廃棄物学
会論文誌、12(2)、pp.49-58
27 なお、当該国で販売された製品は必ずしもその国で廃棄されるわけではなく、中古品として輸出さ
れる場合もあれば、中古品を海外から輸入する場合もある。中古品を考慮した廃棄量については、推
計上の困難を伴うことから、本調査の対象外としている。
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以下、マレーシアにおける e-waste 発生量の推計結果を示す。人口が少ないた
め、e-waste の市中発生量は、他の調査対象国と比較すると多くはないものとみ
られる。2025 年までの将来予測においても、伸び率の大きな増加が見られない。

図表 12

マレーシアにおける市中発生 e-waste の発生量推計

千台
6,000
5,000

ノートPC

4,000

デスクトップPC

3,000

冷蔵庫

2,000

洗濯機
エアコン

1,000

TV

0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

② 工場発生 e-waste

マレーシアにおける e-waste の工場発生量の動向を把握するため、TV、エア
コン、洗濯機、冷蔵庫、PC の工程内不良品発生量の推計を実施した 28。
工程内不良品発生量の推計にあたっては、その年の生産量に不良品発生率を
乗じることで推計を実施した。各種資料をもとに弊社にて推計した生産量に一
定の伸び率を乗じることで将来の生産量を推計した。
以下、マレーシアにおける工場発生 e-waste 発生量の推計結果を示す。テレビ
の発生量が４か国の中で最も大きくなっている。発生量伸び率の大きな増加は
見られないが、今後も工場から一定量の e-waste が発生し続けることが予想され
る。

28 マレーシアにおける洗濯機の生産量データを入手することができなかったため、今回の推計結果に
洗濯機の工程内不良品発生量を反映できていない。
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図表 13

マレーシアにおける工場発生 e-waste の発生量推計

千台
200
180
160

PC

140

冷蔵庫

120
100

洗濯機

80

エアコン

60

TV

40
20
0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

2） 回収段階
① 家庭由来品

家庭由来の e-waste については、その多くが回収されることなく、固形廃棄物
に混入して最終処分場に埋め立てられているのが現状である。一方、マレーシ
アには家庭から e-waste を有価で買い取る非正規事業者が存在する。一部の家庭
由来 e-waste は、非正規事業者に買い取られた後、政府の管理の及ばないフロー
で処理されているようである 29。いずれにせよ、家庭由来の e-waste は、認定事
業者によって適正に管理されていない場合がほとんどとなっている 29。
ただし、認定事業者の中には、家庭由来 e-waste の回収に積極的な事業者も存
在し、家庭から e-waste を有価で買い取っているケースもある。他にも、中央政
府から事業の委託契約を結んだ事業者 30が、回収拠点を設置して e-waste を有価
物として買い取る場合もある 31。
② 産業由来品

産業由来の e-waste（工場発生分を含む）は、認定事業者によって、適正に回
29 環境省「平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務『マレーシア国クアラルンプール首都
圏等の廃電気・電子機器廃棄物等の高品質な非鉄金属（銅） 回収リサイクル事業 報告書』（株式
会社ウエスギ・株式会社佐野環境都市計画事務所）」
30 Alam flora 社等
31 JICA「アジア地域 マレーシア及び近隣国 E-waste 管理に関する情報取集・確認調査 ファイナル
レポート」（2014 年）によれば、バイバックセンター（Buy-Back Center）という廃棄物を有価で買
い取る回収拠点を設置しているとのことである。
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収、保管、処理、処分されている場合がほとんどである。e-waste は有償で引き
取られており、マレーシアにおける平均的な処理料金は 1ｔあたり 500 ドル前後
といわれている 32。現地政府によれば、2016 年における産業由来 e-waste の認
定事業者による処理量は、約 49 千ｔにのぼるとのことである 33。
3） 処理・処理後段階
① 家庭由来品

家庭由来の e-waste で非正規事業者によって回収されたものの多くは、非正規
の処理事業者に売却されると言われているが、そのフローの多くは不透明とな
っている。
例えば、ジャンクショップ（廃品回収・修理業者）に売却された e-waste は手
解体され、基板、プラスチック、鉄、アルミニウム、ケーブル、銅コイルなど
が回収される 34。ジャンクショップで回収された有価物は、国内のスクラップ
取扱い事業者に売却されたり、海外のスクラップ取扱い事業者や製錬事業者な
どに輸出されたりしていることが指摘されている 34。
② 産業由来品

産業由来の e-waste のほとんどは、SW110 の認定事業者に引き渡され、処理さ
れている。DOE は、SW110 の処理を行う認定事業者を「Partial Recovery Facility
（以下、PRF と記載する）」と「Full Recovery Facility（以下 FRF と記載する）」
の 2 種類に区分している。「PRF」は、破砕・選別などの物理的プロセスによる
e-waste の処理を許可された認定事業者であり、「FRF」は、e-waste の処理後、
乾式処理もしくは湿式処理等の化学的プロセスによって金属地金を生産するこ
とを許可された認定事業者である 35。
SW110 に係る認定事業者は 142 社 36存在し、そのうち「FRF」に区分される
のは 31 社である 37。「FRF」の認定事業者とその所在地は以下に示す通りであ
り、電気電子機器の主要な生産拠点には、すでに多くの「FRF」が進出している。

32 環境省「平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務『マレーシア国クアラルンプール首都
圏等の廃電気・電子機器廃棄物等の高品質な非鉄金属（銅）回収リサイクル事業 報告書』（株式会
社ウエスギ・株式会社佐野環境都市計画事務所）」
33 DOE ヒアリングより
34 経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及
びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市研究所）」
35 現地事業者ヒアリングより
36 DOE ウェブページ(https://eswis.doe.gov.my/facilityList.aspx)における認定事業者検索機能を使用した。
37 DOE ウェブページ(http://www.doe.gov.my/household-ewaste/recovery-facility/)における FRF リストを
参考にしたが、2015 年時点のものであるため、現在は数が変化している可能性もある。
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図表 14
ペナン
■ASAKARIKEN (M) SDN. BHD
■CENTURY SURF SDN BHD
■CYCLE TREND INDUSTRIES SDN. BHD
■Hi Tech Full Recovery (M) Sdn. Bhd
■MING ENGINEERING PLASTIC SDN BHD
(PENANG BRANCH)
■MMP RESOURCES SDN. BHDPREFERENCE
MEGACYCLE SDN. BHD
■SHAN POORNAM METALS SDN BHD
■PREFERENCE MEGACYCLE SDN. BHD
■RECLAIMTEK (M) SDN. BHD
■TECHOM METAL SDN. BHD
■TES-AMM (MALAYSIA) SDN. Bhd

クアラルンプール近郊
■ALH INDUSTRIES SDN BHD
■EGA RECYCLING SDN. BHD
■JARING METAL INDUSTRIES SDN BHD
■KUALITI ALAM SDN. BHD
■MATSUDA SANGYO (MALAYSIA) SDN. BHD
■METAL RECOVERY INDUSTRIES SDN BHD
■XANTARA SDN BHD (PYDT BT)

「FRF」の立地状況

ジョホール
■5E RESOURCES SDN BHD
■CHEMALAYA SDN BHD
■ESTALCO SDN. BHD
■HYDRO METAL (M) SDN BHD
■METAHUB INDUSTRIES SDN.BHD
■MING ENGINEERING PLASTIC SDN BHD
■SHAN POORNAM METALS SDN BHD
■SMC TECHNOLOGY SDN BHD
■TES-AMM (MALAYSIA) SDN. BHD
■WILGREEN RECOVERY SDN BHD

マラッカ
■KRUBONG RECOVERY SDN BHD
■Meriahtek (M) Sdn Bhd
■SYP RECOVERY & RECYCLING SDN. BHD
■Victory Recovery Resources Sdn Bhd
■Modeltech Sdn Bhd

サラワク
■SHAN POORNAM METALS (SARAWAK) SDN BHD
■VITA RECYCLE SDN BHD

（出所）DOE ウェブページ＜http://www.doe.gov.my/household-ewaste/recovery-facility/＞を基に三
菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

認定事業者は、手解体によって、e-waste を基板、金属スクラップ、プラスチ
ックなどに選別する。事業者によっては、基板の破砕及び比重選別（金属とプ
ラスチックに選別）を行う場合もある。その後、回収された基板や金属スクラ
ップなどは、
「FRF」へと売却される（「FRF」では、そのまま自社内で再資源化
処理を行う）。プラスチックについては、国内でリサイクルされる場合や、中国
や日本へと輸出される場合がある 38。
「FRF」では、乾式処理もしくは湿式処理によって金属地金を生産している場
合がある。主に貴金属（金、銀、プラチナ等）の再資源化を行い、国内で売却
していると推測される 39。

38 経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及
びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市研究所）」
39 現地事業者ヒアリングより
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１.２.２ 使用済み自動車（ELV）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに ELV の一般的な処理フロー
を整理すると以下のようになる。

図表 15
発生

マレーシアにおける ELV の全体フロー図
回収・解体

再資源化

家庭、企業等

使用済み
自動車

修理自動車、
中古自動車

使用済み
自動車

中古自動車販売
業者、部品業者

売却

ガラス

処分、投棄

プラスチック
バッテリー

ジャンクショッ
プ（解体）

中古自動車販売業
者、部品販売業者

オイル

国内再資源化業者
等

触媒
エンジン

国内外製錬業者等
鉄くず

回収業者

※これらのうち再利用可能な
ものは部品販売業者に戻り
再度販売される。
オイル

認定事業者
バッテリー

認定事業者
（ＡＴＦ）

触媒
ガラス
プラスチック
エンジン

再資源化、
適正処分

国内外製錬業者等

鉄くず
※これらのうち再利用可能な
ものは部品販売業者に戻り
再度販売される。

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）ELV リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階

一般に、マレーシア国内で使用される自動車の多くは中古車として流通し、
合計で数十年間使用されることが多い。中古自動車販売業者や中古部品業者は、
買い取った自動車及びその部品を可能な限りリユース品として販売するか、も
しくは修理用部品として利用するため、これまで ELV が発生することが少なか
った。
しかし近年は、中古車として売却することができない ELV が、住民（最終所
有者）のもとで発生するようになっている。ELV を処分する手段を持たない住
民の中には、ELV を路上に放置するものも多く、クアラルンプール市内では、
21

ELV の多くは、路上に放置されている 40。

写真１：路上に放置された自動車
（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング撮影

写真２：路上に放置された自動車

マレーシアにおける ELV リサイクル市場のポテンシャルを把握することを目
的に、ELV 発生量の推計を行った。廃棄量の推計にあたっては、各種資料をも
とにマレーシアにおける自動車の販売量を推計し、販売された自動車は一定時
間を経過すると廃棄されると仮定した。
自動車の販売量については、各国統計データや既存文献等の予測値を参考に
し、一定の伸び率を乗じるなどして推計を行った。また、自動車の廃棄量の推
計では、使用年数の分布をワイブル分布で近似する方法が提案されており、そ
れを用いた推計を行った。田崎らはワイブル分布のパラメータの 1 つを一定値
としてみなし、使用年数 y の累積分布関数 W(y)を次式で表すことができるとし
ている。
y b
1 b
W(y) = 1 − exp �− � � × �Γ �1 + �� �
Y
b

ここで、y は使用年数（年）、Y は平均使用年数（年）、b は定数、Γ はガンマ
関数である。さらに、田崎らは自動車や主要家電製品については、b の値が
3.5±0.5 であることを示している。本推計においては、b=3.5、Y=20 として、自
動車の使用年数分布を推計し、各年の販売量から推定される廃棄量を積み上げ
ることで廃棄量を推計した。
以下、マレーシアにおける ELV 発生量の推計結果を示す。e-waste と比較する

40 DBKL ヒアリングより
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と、ELV の場合、調査対象国の発生量に占めるマレーシアの割合は大きい。ま
た、2020 年の発生量予測でも調査対象国の中で最も大きい値となっている。特
にクアラルンプールでは、自動車の保有台数が 7,000 千台となっており、年間の
ELV 発生台数は 700 千台程度であるとも指摘されている 41。

図表 16

マレーシアにおける ELV 発生台数推計

万台
47

50
45
37

40
35
30

27

25
20
15
10
5
0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

2） 回収段階

クアラルンプールでは、DBKL 及び DHES が主体となって、路上に放置され
た ELV の回収を行っている。DHES が回収を担うこととなった背景に関しては、
「１.１.２ （1）クアラルンプールにおける ELV 回収、処理制度構築への取り
組み」にて述べている。
回収の手順として、DBKL が路上に放置された自動車を発見した場合、それ
を DHES に伝達する。DHES は、放置された自動車を一定期間監視し、その期
間中に使用された痕跡がない場合には、当該自動車を ELV とみなして回収して
いる。回収された ELV は、ATF に引き渡される。同取り組みにおけるクアラル
ンプール市内での ELV の回収量は、2016 年と 2017 年ともに 120 台程度とのこ

41 DBKL ヒアリングより。なお、本調査での ELV の発生量推計は、中古車の輸出入を考慮できていな
いため、発生量の推計に乖離が出ていると考えられる。
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とである 42。
3） 処理・処理後段階

① 中古自動車販売業者、中古部品業者における処理
中古車からの部品取りの中で発生する不要物の処理は、中古自動車販売業者、
中古部品業者によって行われる。中古自動車販売業者や中古部品業者が、修理
の際に取り出した不要部品のうち、金属スクラップやプラスチックは各専門の
処理業者へと売却されている 43。しかし、そのうち一部の業者は、クロロフル
オロカーボン（CFC）の放出、廃油の垂れ流し、ガラス、プラスチック、ゴム
片などの処分場以外への投棄など、不適正な処理を行っていることも指摘され
ている 43。
② ATF における処理
DHES によって回収された ELV は、ATF に引き渡され、ATF にて処理される。
現在、ATF はマレーシア国内に 6 つ存在しており、ATF での ELV 処理方法は手
解体であり、重機や破砕機を保有している施設はないとのことである 42。
ATF では、ELV をエアバッグ、バンパー、シャフト、エンジン、ギアボック
ス、シート、スタータ、プラスチック類などに解体する。廃油、廃バッテリー
などの指定廃棄物に該当する部品は、それぞれの許認可を持つ事業者に引き渡
される。指定廃棄物以外を含むすべての部品は、環境負荷の小さい方法で適切
に処理されている 42。
ATF での解体によって回収される部品のほとんどがリサイクルもしくはリユ
ースされているとのことである 42。

42 現地事業者ヒアリングより
43 経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及
びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書（株式会社エックス都市研究所）』」
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１.３ 我が国事業者による現地展開可能性
１.３.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）

マレーシアにおける e-waste に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の
表のように整理される。

図表 17 マレーシアの e-waste リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

マレーシア

評価

市場ポテンシャル

市場規模

 人口が少ないため、e-wasteの発生量は他国と比較して小さいものと
みられる。
 2025年の使用済み家電5品目（TV、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、
PC）の市中発生量は、約5,000千台と予測される。

△

競合の状況

 認定事業者の数は142社であり、産業由来のe-wasteのほとんどが既存
の認定事業者によって処理されている。
 家庭由来のe-wasteは、制度構築を伴わない限り回収は容易でない。
制度構築がなされた場合でも非正規事業者及び家庭由来e-wasteの回
収に積極的な認定事業者との競合が予想される。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

 「環境質法」にて指定廃棄物の管理についての原則を規定
環境・廃棄物
 「固形廃棄物・公共清掃管理法」等にて、都市ごみの管理についての
基本法
原則を規定
有 害 廃 棄 物 に  「指定廃棄物に関する環境規則2005」にて、指定廃棄物の管理に関す
関する基本法
る細則を規定

○

e-waste を 対  「指定廃棄物に関する環境規則2005」にて、排出者、認定事業者の役
割を明記
象とした細則
等
 家庭由来e-wasteの管理規則を制定予定であり、同規則において、EPR
の概念が導入される予定である。費用負担や回収における製造業者の
役割が明記される予定

△

 産業由来のe-wasteは、法令の規定に従って、適正に回収、保管、処
理、処分されている。
 家庭由来e-wasteを回収するパイロットプロジェクトを踏まえて家庭
由来e-waste管理規則を策定している。また、委員会を設立し、規則
の具体的な運用方法を検討中

△

法制度の運用

法制度の運用に影響  住民によるごみの分別をする意識は高くなく、ごみを分別する習慣は
を与えるソフトロー
形成されていない。
 各地で実施されている認定事業者主体のe-waste回収プロジェクトを
通して、住民によるごみの分別の習慣が形成されていく可能性はある。

△

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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１.３.２ 使用済み自動車（ELV）

マレーシアにおける ELV に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の表の
ように整理される。
図表 18 マレーシアの ELV リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

マレーシア

評価

市場ポテ ンシャ ル

市場規模

 2015年のELVの発生台数は約270千台、2025年のELVの発生台数は、約
470千台と予測される。
 我が国における年間のELV発生台数が約3,000千台であることから、2025
年に向けて市場規模は大きくなるとみられる。

△

競合の状況

 中古車としての流通が多い。
 ELVの解体を専門に行う業者はほとんど存在していない。
 ATFというELV処理の認定事業者（法的根拠なし）が国内に６社存在する。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物
 「環境質法」にて有害廃棄物の管理についての原則を規定
基本法
有 害 廃 棄 物 に  「指定廃棄物に関する環境規則2005」にて、指定廃棄物の管理に関する
関する基本法
細則を規定
ELVを対象と  指定廃棄物に廃油、廃バッテリー、廃触媒等が含まれるにとどまる。
した細則等
 ELVの定義などを含む自動車の廃車に関する法令の作成を検討中
 ELVの処理、再資源化を確保するための法令の作成を検討しているが、
制定の見通しは立っていない。

法制度の運用

○
×

 所有者からELVを回収するための法令が存在しないため、自動車から発
生する指定廃棄物を認定業業者によって、適正に回収、保管、処理、処
分することができていない。

△

法制度の運用に影響
 自治体レベルで、路上に放棄された自動車の回収、適正処理を推進する
を与えるソフトロー
ための制度構築を行っている。

△

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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２．インドネシア
２.１ 法制度等の整備動向及び運用実態
２.１.１ 法制度の整備動向
（1）環境保全・循環型社会に係る基本法

インドネシアにおける環境基本法に相当する法律は、
「環境の保護及び管理に
関する法律（2009 年法律第 32 号）」
（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup）である。イ
ンドネシアの法体系は図表 19 に示す通りであり、廃棄物管理に係る法制度とし
ては、同法が最上位に位置付けられる（図表 20）。
1997 年の抜本的な改正（当初制定は 1982 年）により、事業活動に対する環境
規制強化、罰則強化、紛争処理に関する規定の充実、国民の環境情報に対する
権利規定の導入等が行われた。2009 年の改正では、環境当局の権限や罰則が大
幅に強化され、警察と協力して環境犯罪の容疑者を逮捕する権限が環境省に与
えられた。
図表 19 インドネシアにおける法体系
No

法形式

インドネシア語表記（省略形）
Konstitusi

決定機関

1

憲法

2

国民協議会決
定
法律

Decree of the MPR（TAP MPR:）

国民協議会

Undang-Undang（UU）

国会承認

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang(Prp)

5

法律代行政令
（緊急政令）
政令

6

大統領令

Peraturan Pemerintah（PP）
Keptusan Presiden(KepPres)

事後国会承
認
政令相当
政令相当

大統領

3
4

交付など

国民協議会

大統領公
布
大統領
大統領

大統領規則

Peraturan Presiden (PerPres)

政令相当

大統領

7

大統領告示

Instruksi Presiden(InPres)

通達相当

8

大臣令
（大臣決定）
大臣規則

Keptusan Menteri Negara(KepMen)

省令相当

対外効あ
り
所管大臣

Peraturan Menteri Negara(PerMen)

省令相当

所管大臣

9

大臣告示

Instruksi Menteri(InMen)

通達相当

対外効あ
り

10

地方規則

Peraturan Daerah(PerDa)

条例相当

（出所）環境省「インドネシアにおける法制度の整備・執行」
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図表 20 インドネシアにおける廃棄物管理に係る法制度の構造
「環境の保護及び管理に関する法律」（2009 年法律
第32 号）
（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup）

 インドネシアにおける環境基本法に相当
 当初制定は1982年。以降1997年、2009年に抜
本的な改正

「有害廃棄物の管理に関する政令」（2014 年政令第
101 号）
（Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun）
 1994 年政令第19 号で制定後、2014年に改定。
 環境管理法に定められた有害廃棄物（B3廃棄物）に
ついて、B3廃棄物の分類毎の管理方法を定めてい
る

「廃棄物管理法」（2008 年法律第18 号）
（Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah）
 同法では、家庭等から発生する廃棄物の管理や
削減の方針について定めている。
 特別廃棄物については別途定めることとしている。

E-waste管理規則

 E-wasteの定義や各ステークホルダーの役割を
定めるもの。
 2010年頃から制定に向けた検討を続けているが、
依然としてドラフトを作成している段階である。

「特別廃棄物の管理に係る細則（仮）」

 特別廃棄物の具体的な回収・管理方法について
定めるもの。
 2018年中の発行を予定している。

（2）固形廃棄物管理・有害廃棄物管理に係る基本法
1） 廃棄物管理法

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。同法は、インドネシアにおける廃棄
物問題が深刻化したことを背景に、廃棄物管理に関する基本的枠組みとして制
定された法律である。
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
特別廃棄物（specific waste：有害廃棄物、災害廃棄物など）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。
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図表 21 特別廃棄物の 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、電気、携帯、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）KLHK ヒアリングより作成

現在、廃棄物管理法における特別廃棄物（Specific waste）について、詳細事
項を定める政令の制定準備が進められている。既に、最終ドラフトの作成は終
えており、早ければ 2018 年 7 月頃までに制定される予定である 44。ただし、
KLHK 内部の手続きがスムーズに進まなければ遅れる可能性もある。
廃棄物管理法では、特別廃棄物についての詳細事項は改めて決定すると記載
されており、その詳細事項が本細則で取り決められる予定である。特別廃棄物
の中には、家庭から発生する e-waste についても含まれているため 45、同細則の
制定により、家庭由来の e-waste の回収や管理についてより詳細な取り決めがな
されることが見込まれる。
また、家庭から発生する大型の廃棄物も特別廃棄物の一種とされるため、ELV
についても同規則の対象となる 46。

2） 有害廃棄物の管理法

有害廃棄物の管理についての基本的枠組みは、
「有害廃棄物の管理に関する政
令（2014 年政令第 101 号（1999 年政令第 18 号を改正））」（Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun）にて定められている。同政令は、1994 年政令第 19 号で
はじめて定められ、その後改正が繰り返されている。
同政令では、環境管理法に定められた有害廃棄物（B3 廃棄物）について、B3
廃棄物の分類毎の管理方法を定めている。同政令の付録では、有害廃棄物の分

44 KLHK ヒアリングより
45 KLHK ヒアリング及び KLHK 資料
（https://newberkeley.files.wordpress.com/2015/12/rpp-sampah-spesifik-18-nov-2015.pdf）
46 KLHK ヒアリング
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類が記載されており、e-waste は主に D219 として分類されている（図表 23）。
ただし、事業者ヒアリングによると省庁間でも e-waste の有害性に対する認識が
異なる場合があるとのことであり（図表 22）、e-waste が有害廃棄物として位置
付けられるという事実は、依然として十分には浸透していないと考えられる。

図表 22 インドネシアにおける e-waste への認識の違い
・
・

KLHK では e-waste が有害廃棄物だと認識しているが、商業省（Department of Trade）
は有害廃棄物でないと考えている。
バーゼル条約上の輸出手続きに際し商業省を訪問した際、基板の輸出に許認可は不
要であり通常の（非有害）スクラップと同様の手続きのみで良いとの説明を受けた
が、一方で KLHK からは許認可が必要だとの指摘を受けた。

（出所）現地事業者ヒアリングより

図表 23 e-waste に関連する有害廃棄物（B3)のリスト
コード
D219 電気構成

発生する廃棄物
汚泥、使用済み溶剤、水銀スイッチ、
水銀灯、コーティングされたガラ
ス、プリント基板用エッチング液、
剥離剤（フォトレジスト用）、はん
だ付け後のフラックス残さ、塗料か
らの廃棄物など

主な有害物質
金属及び重金属、硝酸塩、
フッ化物、塗料の残さ、有
機物質、廃酸、ハロゲン系
溶剤、エッチング工程から
の残さ（酸化鉄）

（出所）JICA（平成 26 年）「『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』（株式会社エックス都市研究所）」より抜粋

（3）個別リサイクルに係る法制度
1） 電気電子機器廃棄物（e-waste）

インドネシアでは、現在のところ e-waste リサイクルに係る包括的な法令は制
定されていない。
産業由来の e-waste については、発生時点から有害廃棄物として管理されてお
り、KLHK から発行される許認可を保有した事業者のみが回収・運搬・処理等
を行うことが出来ると定められている。
家庭から排出される e-waste については、現在は廃棄物管理法によって定めら
れる特別廃棄物として扱われている。上述の通り、特別廃棄物の扱いについて
は新たに制定する政府規則によって詳細を定める予定であり、KLHK へのヒア
リングによると、同政府規則は 2018 年中に制定される見込みとのことである。
また、e-waste の管理に係る規則の制定が 2010 年頃から検討されているが、
現在も制定には至っていない。現状では、e-waste の管理に特化した規則等は存
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在しないため、e-waste は一般的な廃棄物の一つとして規則等の適用を受けてい
る状態である。同規則は、現在もドラフトを作成している段階だが、今後完成
に至る目途は立っていない。現地事業者へのヒアリングによると、一般的にイ
ンドネシア政府は、法制度の制定に意欲的であるものの、完成段階まで持続せ
ず、発行できないケースも多いとのことから、今後も制定の見通しは不透明で
ある。

図表 24 e-waste 管理規則（案）の条文内容
条文
第1条

項目
定義

第2条

発生元

第3条

対象廃棄物

第4条

輸入規制
ステークホルダ
ーの役割と EPR
規定

第 5 条、
第6条

引き渡し
第 7 条～
第 10 条

B3 廃棄物管理

第 11 条

保管施設

第 12 条

補償とインセン
ティブ

第 13 条

行政処分

第 14 条
第 15 条

監視
発効

ドラフト版における記載内容
電子製品、e-waste、各ステーホルダーの定義を規定
e-waste の発生源として、家庭、オフィス、産業活動、商業
活動を規定。
TV、PC、洗濯機、コピー機等の白物家電、携帯電話、ノを対
象としている。
e-waste の輸入禁止
EPR の概念と地方政府、生産者、輸入者、ユーザー、販売者、
回収者、輸送者、リサイクル施設等について今後役割が記載
される予定（第 5 条は現在のドラフトでは空白となっている）
回収した e-waste が許認可を取得したリサイクル施設に引き
渡しできる旨の規定
B3 廃棄物管理に係る諸規定の遵守と当局からの許可取得要
件
保管施設に対する要件として、登録、不透過性防護施設の設
置等を規定
e-waste をリサイクルシステムに引き渡した主体に対する生
産者の金銭的補償登録保管施設で e-waste を保管した主体に
対する自治体による金銭的補償生産者に対するインセンティ
ブとして、a. e-waste 処理に係る機器の調達や輸入に係る
免税、b. EPR プログラム表彰制度、c. PROPER による評価
を規定自治体に対するインセンティブとして、中央政府から
の交付金の優遇措置と ADIPULA による評価を規定
法令を遵守しない生産者や自治体に対する厳重注意や行政処
分規定
自治体による発生源からの回収活動の監視
最終的に発効日を記載予定

（注）PROPER（Performance Level Evaluation Program）は事業者の環境管理における法令遵守状
況などを評価する任意制度で、色でランク付けされる。ADIPULA は、市、県の環境・公害
対策ランキング制度。
（出所）経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル
法制度及びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市
研究所）」（原典の JICA（平成 26 年）「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（株式会社エックス都市研究所）」を一部編集）
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2） 使用済み自動車（ELV）

インドネシアでは、現在のところ ELV の適正処理・リサイクルに係る個別の
法制度は制定されておらず、また今後の制定の目途も立っていない。KLHK へ
のヒアリングによると、家庭から発生する大きな廃棄物は廃棄物管理法の定め
る特別廃棄物として分類され、ELV も同法の対象となるとのことである。しか
し実態としては、ELV を回収する体制は整備されていないこと、また、中古車
への需要が大きいことから、修理が繰り返され長期に渡り使用されるケースが
大半である。ELV の絶対的発生量が小さく、環境汚染や不法投棄等の問題がほ
とんど発生していないことから、制度の整備や処理設備の設置にはあまり積極
的でないと考えられる。
KLHK へのヒアリングによると、インドネシアにおいては、自動車のリサイ
クルについて定めた法制度が存在しないため、ELV を専門に扱う事業者は存在
しないとのことであった。日本の自動車リサイクル技術をインドネシアに導入
することは歓迎であるとの意見も得られたが、現状 ELV の不適正処理が環境や
健康被害を引き起こしているという事例は少なく、KLHK としても ELV の適正
処理に本気で取り組むための理由が不十分な状況である。

（4）輸出入に係る法制度

イ ン ド ネ シ ア で は 、「 バ ー ゼ ル 条 約 の 批 准 （1993 年 大 統 領 令 第 61 号 ）」
（Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan
Basel Convention On The Control Of Transboundary Movement Of Hazardous Wastes
and Their Disposal）でバーゼル条約を批准しており、同条約に基づき e-waste の
輸入は管理されている。また、「環境の保護及び管理に関する法律」（2009 年法
律第 32 号）において、インドネシアへの有害廃棄物の輸入は原則禁止となって
いる。
中古品については、原則輸入は禁止されているが 47、商業大臣規定 2015 年第
127 号（No.127/M-DAG/PER/12/2015）にて、2018 年末までは、一部の家電・機
械等の中古品は輸入可能とされている 48。また、中古自動車や、フロンを使用
した空調設備、冷蔵・冷凍庫など 49は輸入が禁止されている。
47 JETRO「インドネシア 貿易管理制度 「輸入関連法」詳細」
48 例えば HS コード 84 類の一部（冷蔵庫等）は製造から 20 年以内のものに限り中古品が輸入可能な品
目とされている。（出所：インドネシア 貿易管理制度 「輸入品目規制」詳細）
49 商業大臣規定 2014 年第 55 号（No.55/M-DAG/PER/5/2014）にて、フロン（HCFC-22）を使用した空
調設備、冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍装置を備えたコンテナの輸入が禁止された。（出所：インドネシ
ア 貿易管理制度 「輸入品目規制」詳細）
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適切な手続きを踏めば、インドネシア国内から電子基板等を輸出することは
可能だが、KLHK の有害廃棄物管理担当部門では、e-waste の輸出許認可を減少
させ、国内で製錬を進める方向で検討を行っている 50。KLHK へのヒアリング
によると、インドネシアで発生した e-waste は、これまで多くが輸出されてきた
が、国内に処理施設を整備できるのであれば、輸出を止めたいと考えている 51と
のことから、今後 e-waste の輸出に対する規制が厳しくなる可能性がある。

（5）今後の見通し

インドネシアでは、有害廃棄物の管理を中心に法制度の整備が進められてきた
ことから、有害廃棄物の回収・運搬・処理等に関しては比較的厳格に法制度が運
用されていると言える。
家庭由来の e-waste 管理に関する規則については、これまで制定に向けた議論
が続けられてきているが、2017 年末時点では制定に至っておらず、今後の見通し
も不透明な状況である。KLHK ヒアリングによると、家庭から発生する e-waste に
ついては、回収ボックスによる回収促進、処理施設の設置を進めていきたいと考
えているとのことであり、まずは上述の特別廃棄物として回収体制を強化してい
く方針であると考えられる。
以上のように、インドネシアにおいて、e-waste に関する法制度制定の基本的
な状況は変わっていないが、資源回収という観点でなく有害物質の管理という観
点で e-waste の適正処理に対する気運が高まっている。現地事業者ヒアリングに
よると、近年 e-waste に関する国際会議がインドネシアで開催された際、e-waste
の処理を行う 5 つの国内事業者が参加したとのことであり、e-waste の処理に対す
る意識は向上していると思われる。

２.１.２ 現地ビジネスに影響を与えるソフトロー
（1）ジャカルタ州都特別州による e-waste 回収プログラム 50

上述の通り、インドネシアにおいては、家庭等から発生する e-waste を回収す
るスキームが十分に整備されていないが、DKI Jakarta (ジャカルタ首都特別州
(Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta))では、携帯電話や家電を回収し、適正処
50 現地事業者ヒアリングより
51 KLHK ヒアリングより
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理するプロジェクトを独自に開始している。本プロジェクトは、DKI Jakarta がイ
ン ド ネ シ ア 唯 一 の 有 害 廃 棄 物 最 終 処 理 場 を 運 営 す る PPLi 社 （PT Prasadha
Pamunah Limbah Industri）と連携し、2017 年から開始された。リサイクルに主眼
を置いたものではなく、e-waste の適正処理に関する啓蒙活動の一環として進め
られているものである。インドネシアでは、e-waste に対する市民の認識が行き
届いていないことから、一般の住民に対して、e-waste に有害物質と有用物質が
含まれていることへの認識を高めることを目的として実施している。そのため、
現時点における回収量は大きくなく、回収量が拡大した場合の対応は今後決定さ
れることとなっている。
本プロジェクトでは、ジャカルタ市庁舎に回収ボックスが設置され、使用済み
携帯電話などの e-waste が回収されている。回収された e-waste は PPLi の工場で
解体され、有害廃棄物は適正に処理されている。DKI Jakarta が回収対象製品を明
確に指定するわけではなく、回収された e-waste を PPLi にて 7～8 程度のグルー
プに分類している。DKI Jakarta がプログラムを主導し、PPLi はパートナーとし
て、啓蒙用の動画や回収ボックスの作製も担っている 52。
現在、インドネシアでは、e-waste 回収スキームは条例レベルでも構築されて
いないため、本プロジェクトは啓蒙活動の一環として実施されている段階である。
しかし、DKI Jakarta の幹部層による同プログラムの宣伝活動なども行われており、
市では e-waste の問題に真剣に取り組む姿勢である。今後こうした取組が蓄積し
ていくことで、自治体レベルでの家庭由来の e-waste の回収スキームも具体化し
ていくと考えられる。

（2）現地習慣（分別・中古品流通）

インドネシアでは、家庭で発生する廃棄物を分別する習慣が十分に浸透してい
ない。e-waste については、自宅に保管してしまっている場合や中古品市場に流
通する場合も多い。インドネシアでは、中古品市場の存在も巨大であり、電気電
子機器の購入時に使用済みの電気電子機器を下取りに出すことが一般化してき
ている 53。ただし、中古品の認証や基準についての制度は存在しないため、購入
した中古品の品質が悪いリスクもあるとのことである。
以上のような理由から、家庭由来の e-waste を大規模に回収することは容易で
はないと考えられる。

52 啓蒙用の動画は“DKI PPLI ewaste program”というタイトルで Youtube 上に公開されている。
53 KLHK ヒアリング
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２.２ リサイクル関連ビジネスの現状調査
２.２.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに e-waste の一般的な処理フ
ローを整理すると以下のようになる。

図表 25 インドネシアにおける e-waste のフロー
発生

事業者（工場）

回収・解体

再資源化
輸出

工程内
不良品

B3認定事業者
（回収・解体）

事業者（市中）

電子基板

金属

ガラス

プラスチック

プラスチック
金属（Fe,
Cu, Al等)

使用済み
製品

ケーブル、
被覆銅線

集積所

国内ディー
ラー売却
焼却、再資
源化等

国内、国外製錬業
者等

使用済み
製品

最終処分場へ
電子基板

家庭（市中）

使用済み
製品

リユース、
リペア品

輸出
ごみ銀行

使用済み
製品

プラスチック

ジャンクショップ等
（回収・解体）

ガラス
金属（Fe,
Cu, Al等)

リユースショップ
ジャンクショップ

ケーブル、
被覆銅線

焼却、再資源化
焼却、放棄等

スクラップ
ディーラー
、輸出

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）e-waste リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階
① 市中発生 e-waste

以下、インドネシアにおける e-waste 発生量の推計結果を示す 54。インドネシ
アでは人口が多く、電気電子機器製品の流通量も大きいことから、e-waste の市
中発生量は、他の調査対象国と比較して大きい。2025 年までの将来予測におい
ても増加していくことが見込まれており、2015 年では約 1,100 万台であった発
生量が、2025 年には約 2,200 万台に到達すると推計されている。

54 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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図表 26 インドネシアにおける市中発生 e-waste 発生量推計結果
千台
25,000
20,000

ノートPC
デスクトップPC

15,000

冷蔵庫
10,000

洗濯機
エアコン

5,000

TV

0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

② 工場発生 e-waste

以下、インドネシアにおける工場発生 e-waste 発生量の推計結果を示す。テレ
ビ及び洗濯機の発生量が大きな割合を占めている。発生量の大きな増加は見込
まれていないが、今後も工場から一定量の e-waste が発生し続けることが予想さ
れる。

図表 27 インドネシアにおける工場発生 e-waste 発生量推計結果
千台
120
100

PC

80

冷蔵庫

60

洗濯機
エアコン

40

TV

20
0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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2） 回収段階
① 家庭由来品

家 庭 か ら 発 生 す る e-waste の 処 分 方 法 と し て は 、 家 庭 か ら 直 接 集 積 所
（collection point）へ持ち込む場合や、回収を行う非正規事業者に引き渡す場合、
またごみ銀行 55へ持ち込む場合等がある。認定事業者による家庭由来の e-waste
の回収量は小さく、回収ボックスを設置して e-waste を回収するイベント等が一
部で行われている程度にとどまっている。こうした回収イベントは、環境サー
ビス事業というよりは、マーケティングの一環として行われており、学校やシ
ョッピングモール、オ フィスに回収ボックス を設置し、一定期間設 置して
e-waste の回収が行われている 56。
② 産業由来品

産業由来の e-waste については、排出時点から有害廃棄物として扱われること
から、多くが認定事業者によって回収されている。産業由来の e-waste の回収に
おいては、メーカーと B3 廃棄物の回収許認可を保有する事業者が直接取引を行
うケースが多数を占める。

3） 処理・処理後

現地事業者ヒアリングによると、インドネシアにおいて e-waste の処理を行っ
ている事業者はジャカルタを中心に 6 社のみとのことであり、市場でのプレイ
ヤーは少ない。うち 3 社は e-waste に特化しており、その他の事業者は様々な事
業を行う中で e-waste も取り扱っている。インドネシアにおける e-waste の発生
量を考慮すると、市場面では新規参入の余地は十分に残されていると考えられ
る。
いずれの e-waste 処理業者も製錬までは実施しておらず、3 社は e-waste を破
砕後、輸出しているとのことである。インドネシア国内には製鐵会社が 5 社程
度存在しており、また西ジャカルタにはアルミの製錬会社や銅の製錬会社もあ
ることから、これら金属類は国内で販売されている場合も多いとのことである。
同様に、プラスチックについても国内の事業者が処理している場合が多い。
55 インドネシアでは、ごみを持ち込むことで現金に引き換えることができる「ごみ銀行（Bank Sampah）」
と呼ばれる場所が存在する。持ち込んだごみの重量が預金通帳のような帳簿に記録され、定期的に現
金として引き出すことができる。
56 事業者ヒアリングより
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２.２.２ 使用済み自動車（ELV）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに ELV の一般的な処理フロー
を整理すると以下のようになる。

図表 28 インドネシアにおける ELV のフロー
発生

回収・解体

再資源化

家庭、事業者等

使用済み
自動車

修理自動車、
中古自動車

使用済み
自動車

中古自動車販売
業者、部品業者

中古自動車販売業
者、部品販売業者

オイル

国内売却

ガラス

処分、投棄

プラスチック
バッテリー

解体業者

国内再資源化業者
（B3認定事業者）

触媒
エンジン

国内外製錬業者、
電炉

鉄くず
※これらのうち再利用可能な
ものは部品販売業者に戻り
再度販売される。

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）ELV リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階

図表 29 にインドネシアにおける ELV 発生量の推計値を示す 57。2015 年の発
生台数は 27 万台で、2025 年には 55 万台に到達すると予測されており、10 年間
で発生量が倍増する見込みである。
一方で、事業者へのヒアリングからは、インドネシアにおいて ELV の発生量
は依然として小さいことが指摘されている。主な理由として、新車を買う経済
的余裕がなく中古車への需要が大きいことや、使用済み製品を捨てない国民性
が主要な要因として考えられるとのことである（図表 30）。
ただし、自動車から発生する e-waste（スピーカーなど）は非正規事業者によ
って回収され、中古品市場に流れている。

57 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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図表 29 インドネシアにおける ELV 発生台数推計
万台
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55
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30
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図表 30 インドネシアにおいて ELV 発生量が少ない理由
・
・
・
・

・

インドネシア人の多くは新車を買う余裕はなく、中古車を好んでいる。
どこに捨てて良いか分からない。
インドネシア人のモノを捨てない性格も影響している。
中古品マーケットが盛んである。
維持コストは高くなく、いつか価値が上がる可能性もあるためである。

（出所）現地事業者ヒアリング

2） 回収段階

インドネシアでは、自動車の修理が繰り返され数十年に渡り使用される。機
能を完全に失った自動車も、部品や資源としての価値を有していることから、
有価で取引されている状況である。自動車のリサイクルについて定めた法制度
が存在しないため、ELV の回収を専門で行う正式な事業者は存在していない。
廃バッテリーなどの有害廃棄物に指定される部品を回収する場合には、許認
可が必要である。不適正な処理を行う一部の業者は、こうした部品を個人から
高値で買い取っている場合もある 58。

58 環境省「『平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務（インドネシア共和国ジャカルタ特
別市における使用済自動車用鉛バッテリー再生事業）報告書』（株式会社ユーパーツ）」
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3） 処理・処理後段階

インドネシアの地方には使用済み自動車の解体業者が集積している地域があ
る。こういった地域では、完全に機能を失った低年式車両の部品が手解体され
ている。解体されたサスペンションやバッテリーなどの部品は、有価で専門の
事業者に売却されている 59。

２.３ 我が国事業者による現地展開可能性
２.３.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）

インドネシアにおける e-waste に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次
の表のように整理される。

図表 31 インドネシアの e-waste リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

インドネシア

評価

市場ポテンシャル

市場規模

 人口が多いため、e-wasteの発生量は他国と比べて大きいものとみられ
る。
 2025年の使用済み家電5品目（TV、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、PC）
の市中発生量は、約22,000千台と予測される。

○

競合の状況

 e-wasteを主に扱っている会社は6社程度と少なく、比較的参入の余地は
残されていると思われる。
 家庭由来のe-wasteは非正規事業者によって回収されている。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物
基本法

 2009年の「環境の保護及び管理に関する法律」、2008年の廃棄物管理
法で有害廃棄物の管理と一般廃棄物管理に関する原則が規定

有害廃棄物に
関する基本法

 「有害廃棄物の管理に関する政令」で、各有害廃棄物（B3）の分類を
定義。一項目にe-waste含む。

e-waste を 対
象とした細則
等

 2011年からe-waste の管理に関する法規制の検討が開始
 2015年に制定される予定であったが、手続きに時間を要しており、現
在もドラフト段階である。

△

 産業由来の有害廃棄物については管理が概ね行き届いている。
 家庭由来のe-wasteは一部の個別自治体で回収BOXによるプロジェクト
を組成している。

△

 分別の意識は低い。
 ごみ銀行と呼ばれる民営のごみの買取所があり、持ち込んだごみを金
銭換算して蓄積できるが、こうした分別するインセンティブが与えら
れると機能する場合がある。

×

法制度の運用

法制度の運用に影
響を与えるソフト
ロー

○

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。

59 環境省「『平成 26 年度我が国循環産業海外展開事業化促進業務（インドネシア共和国ジャカルタ特
別市における使用済自動車用鉛バッテリー再生事業）報告書』（株式会社ユーパーツ）」
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２.３.２ 使用済み自動車（ELV）

インドネシアにおける ELV に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の表
のように整理される。

図表 32 インドネシアの ELV リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

インドネシア

評価

市場ポテンシャル

市場規模

 2015年のELVの発生台数は約270千台、2025年のELVの発生台数は、約
550千台と予測される。
 我が国における年間のELV発生台数が約3,000千台であることから、市場
規模は大きくないものとみられる。

△

競合の状況

 ELVの解体を専門に行う業者はほとんど存在していない。
 中古自動車販売業者や地方の自動車解体業者で部品が解体されている
ケースが多く、回収ルートを確保することは容易でない。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物
基本法

 2009年の「環境の保護及び管理に関する法律」、2008年の廃棄物管理法
で有害廃棄物の管理と一般廃棄物管理に関する原則が規定

有害廃棄物に
関する基本法

 「有害廃棄物の管理に関する政令」で、各有害廃棄物（B3）の分類を定
義
 自動車から発生する廃バッテリー等は有害廃棄物に分類される。

ELV を 対 象
とした細則等

 インドネシアでは、現在のところELVに係る個別のリサイクル法は制定
されていなく、また今後の制定の目途も立っていない。
 家庭から発生する大きな廃棄物は廃棄物管理法の定める特別廃棄物とし
て分類され、ELVも同法の対象となるが、回収体制は整っていなく、ま
た処理を行う施設も存在しない。

×

 有害廃棄物に対する政府の管理が概ね行き届いている。

△

 自動車を捨てる習慣がなく、廃自動車であっても有価で取引されている。
 自動車の修理が繰り返され、数十年に渡り使用される。

×

法制度の運用

法制度の運用に影
響を与えるソフト
ロー

○

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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３．フィリピン
３.１ 法制度等の整備動向及び運用実態
３.１.１ 法制度の整備動向
（1）環境保全・循環型社会に係る基本法

フィリピンにおいて環境基本法に相当する法制度は、大統領令 1152 号フィリ
ピン環境規則（Presidential Decree (PD) No. 1152 "The Philippine Environment Code
of 1977"）である。同規則において、廃棄物の発生源から処理に至るまで廃棄物
管理の原則が規定されており、廃棄物管理に係る法制度としては、最上位に位
置付けられる（図表 34）。
図表 33 フィリピンにおける法体系
法令形式
大統領令
（Presidential Decree：PD）
大統領令
（Executive Order：EO)
共和国令
（Republic Act：RA)
省令
（Administrative Order：AO）
通達（Memorandum Circular：
MC,Department Circular：DC）

内容
大統領が発令し、最も上位に位置するもの。
大統領が行政権を発令することにより発令され
る、行政命令。
内閣の承認を経て制定されるもの。法の実施に係
る細則を定める。
省庁の承認を経て制定されるもの。各種規制の対
象、具体的な手続き、方法を規定したもの。実施
規則（Implemtning Rules and Regulation：IRR）が
含まれる。

（出所）経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル
法制度及びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市
研究所）」を一部編集
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図表 34 フィリピンにおける廃棄物管理に係る法制度の構造
大統領令1152号「フィリピン環境規則」
(Presidential Decree (PD)1152 "The Philippine
Environment Code of 1977“)

 フィリピンにおける環境基本法に相当
 廃棄物の発生源から処理に至るまで廃棄物管理
の原則が記載されている。

共和国法6969号「有害物質及び危険・放射性廃棄物管
理法」

共和国法9003号「固形廃棄物エコ管理法」
(Republic Act (RA) 9003 “Ecological Solid Waste
Management Act”）

(Republic Act (RA) 6969 “Toxic Substances and
Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990”)

 有害廃棄物の輸入・製造・加工・輸送・使用・処理・廃
棄について定められている。

 同法では、家庭、産業から発生する非有害廃棄
物の管理について定めている。

 同法では、有害廃棄物の定義や事業者の義務など
についても定められている

 白物家電は特殊廃棄物として扱われることとなっ
ている。

省令「有害廃棄物管理に関する手続き及び基準」
(DENR Administrative Order (DAO) 2013-22
“Procedures and Standards for the Management of
Hazardous Waste”)

 RA6969 の実行に係る手続きを規定したもので、有
害廃棄物の管理に関する詳細が定められている。
 DAO1992-29を改正したDAO 2003-36,DENRをさら
に改正したもの。

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）固形廃棄物管理・有害廃棄物管理に係る基本法
1） 有害物質及び危険・放射性廃棄物管理法（Republic Act (RA) 6969）

フィリピンでは、有害廃棄物が「有害物質及び危険・放射性廃棄物管理法」
（“Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990”）のも
と管理されている。同法によって、有害廃棄物の輸入・製造・加工・輸送・使
用・処理・廃棄について定められているほか、有害廃棄物の定義や排出事業者
の義務などについても定められている。
RA6969 を実際に運用するための詳細を定めた省令として、「有害廃棄物管理
に関する手続き及び基準」
（DAO2013-22 “Revised Prodedures and Standards for the
Management of Hazardous Waste”）が 2013 年に発行されている 60。DAO2013-22
では、有害物質および有害廃棄物の処理を、RA9003 などの既存の環境関連法に
調和する形で実施するための手順が規定されている 61。同制度のもと、有害廃
棄物の排出及び収集・運搬・処理等を行う事業者に対する義務についても定め

60 1992 年に DAO 1992-29 として制定され、2004 年に改正（DAO2004-36）された省令をさらに改正し
たものである。
61 環境省 我が国循環産業の国際展開「平成 28 年度環境省請負調査報告書」
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られている。
RA6969 を根拠法として、有害廃棄物の収集・運搬業(Transporter)、処理・保
管・処分業（Treatment, Storage, and Disposal(TSD) Facilities）に関する許可・登
録制度が、整備されている。有害廃棄物の処理・保管・処分業者は、EMB から
TSD 施設の許認可を得ることが求められており、四半期毎の処理量を EMB に報
告することが定められている。
2） 固形廃棄物エコ管理法（Republic Act (RA) 9003）

RA9003 として、固形廃棄物エコ管理法（Ecological Solid Waste Management Act）
が 2001 年に公布された。フィリピンにおける固形廃棄物の 3R と廃棄物管理政
策を規定しており、有害廃棄物や医療廃棄物を除く固形廃棄物は同法にて管理
される。
同法では、特殊廃棄物（Special waste）を、家庭由来の有害廃棄物として定義
しており、その他の廃棄物とは区分して取り扱うことを定めている。特殊廃棄
物の具体的な内容としては、塗料、シンナー、家庭用電池、鉛蓄電池、スプレ
ー缶などの家庭から発生する有害な廃棄物を指すと定義されており、これには、
一般消費家電、白物家電、バッテリー、油、タイヤが含まれる。一般消費家電
および白物家電としては、ラジオ、ステレオ、テレビ、ストーブ、冷蔵庫、食
洗機、洗濯機、ドライヤー等が含まれると定義されている 62。
同法では、自治体（LGU:Local Govermental Unit 63）が固形廃棄物管理の責任
を負うことが定められており、各 LGU はこの法律に従って、廃棄物管理計画を
策定し、実施している。各 LGU は、それぞれの管轄区域内でこの法律の規定の
実施および執行についての主な責任を負っている。堆肥化可能な廃棄物および
リサイクル可能な廃棄物については、バランガイ単位で固形廃棄物の分離およ
び収集を実施し、リサイクル不可能な物質および特殊廃棄物の収集は、LGU の
責任で処理を行う 64。固形廃棄物の分別および保管に際しては、その容器は最
低でも「堆肥化可能」、「リサイクル不可」、「リサイクル可能」、「特殊廃棄物」
に分けることが定められている 65。
すべてのバランガイもしくはバランガイの集合体に MRF（Material Recovery
Facility）と呼ばれるリサイクル施設が設置されることとなっており、MRF では、
家庭より回収された廃棄物の選別や分離、堆肥化、リサイクル等を行うことと
62 RA9003 の Section 3.(g)、(tt) 、(pp)より
63 LGU はフィリピンの地方自治体の総称であり、最少単位の地区（Barangay）から最大単位の州
（Province）までを含む。
64 RA9003 Section10
65 RA9003 Section22
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なっている。MRF にて処理不可能な廃棄物は、長期保管するか、他の処分施設
や衛生埋立処分場に処理を委託することとなっている 66。

（3）個別リサイクルに係る法制度
1） 電気電子機器廃棄物（e-waste）
① DAO 2013-22

フィリピンでは、現在のところ e-waste リサイクルに係る包括的な法令は制定
されていない。
DAO 2013-22 は有害廃棄物全般についての手続きを定めたものであるが、
e-waste も廃棄物分類の一項目として整理されており、産業系及び家庭系 e-waste
を回収して適正処理を行うことが義務付けられている。
図表 35 に、同法における廃棄物分類のうち、e-waste に関係する部分を示す。
有害廃棄物のうち、事業者から発生する e-waste は基本的に M506 に分類されて
いる 67。

図表 35 DAO2013-22 における廃棄物分類（e-waste 関係部分のみ）
廃棄物分
類
M506

分類名

概要

電気電子機器廃棄物
（WEEE）

M507

特殊廃棄物（Special
Wastes）

鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、ポリ臭化ビ
フェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル類
（PBDE 類）などの有害成分が含まれている全て
の WEEE
家庭から排出される塗料、シンナー、家庭用電池、
鉛蓄電池、スプレー缶、及びその他 MRF に集まる
廃棄物。これには、家庭及び商業施設から排出さ
れる電子機器、白物家電（冷蔵庫、洗濯機、エア
コンなど）、電池、油および壊れたランプが含まれ
る。

（出所）DAO 2013-22

M507 は家庭等から排出される特殊廃棄物（Special Wastes）の分類で、家庭由
来の e-waste やその他有害性のある廃棄物が含まれる。DAO 2013-22 では、原則
として家庭ごみについては適用対象外とされるが、家庭から発生する特殊廃棄

66 RA9003 Section32
67 ただし、産業由来の e-waste であっても、M506 のカテゴリーに記載されている有害物質を含まない
場合は M506 には分類されない。
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物については、同法令適用の対象範囲とされている 68。従来は、有害廃棄物の
規制は事業者から発生する場合にのみ課せられており、家庭由来の場合には規
制の対象外となっていたが 69、DAO2013-22 では、e-waste が工業や商業、事業
所、教育機関、さらには家庭までを含む、あらゆる分野から排出されるとの考
えに基づいている 70。
従来から、家庭や小規模商業施設（インターネットショップや学校、病院等
を含む）から排出される廃棄物は、RA9003 によりバランガイが回収を担い、バ
ランガ イが 設置 する MRF にて 選別 ・処 理 を行う こと が求 めら れ ていた 。
DAO2013-22 によって家庭や小規模商業施設から発生する e-waste が M507 とし
て有害廃棄物に定められたことにより、e-waste についても同様に各バランガイ
が回収を行い、MRF にて分別を行うことが義務化された。同法令では、実際に
e-waste を回収・分別するための詳細事項は各自治体の条例によって規定するこ
ととされている 71。しかし実態として、現状では多くの自治体で回収のための
スキームは定まっておらず、また e-waste 用の MRF も十分に設置できていない
状況である。

図表 36 家庭由来 e-waste の回収・処理の制度上の決まりと実態
家庭

MRF（資源回収施設）

バランガイが回収・運搬

制度上
の決まり

MRF（バランガイが設置）

E-waste

実態
MRF

E-waste
バランガイによる
回収の運用方法が
具体化していない

E-waste用のMRF
が設置できていな
い

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
68 DAO2013-22 Table2.2 Exempted Wastes より
69 経済産業省「平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費（アジアリサイクルビジネス展
開可能性調査事業）『フィリピン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』（日本磁力選鉱株式会社）」
70 DENR へのヒアリングによると、家庭用と産業用で有害廃棄物を分けるという思想ではなく、ライ
センスさえ保有していれば、家庭用・産業用ともに扱うことが可能とのことである。
71 JICA（平成 29 年）「フィリピン国電気電子機器廃棄物リサイクルシステム普及促進事業業務完了報
告書（日本磁力選鉱株式会社）」
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図表 37 廃棄物種別の法制度の適用範囲
産業系

家庭系

非有害

RA9003

RA9003

有害

DAO2013-22
産業由来の
e-waste は M506
として分類

RA9003 で特殊廃棄物として分けて
扱うことが記載。
DAO2013-22 にて特殊 廃 棄物の分
類 M507 が与えられる。

② e-waste の適正管理に関する技術的なガイドライン

現在 DENR では、e-waste の適正管理に関する技術的なガイドライン「Technical
Guidelines on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE)」を作成中である。現在最終ドラフトまで作成が終
わっている段階である。もともとは 2015 年時点で DAO（省令）又は MC（覚書）
として発行予定であったため 72、当初予定より作成の進捗が遅れている状況で
ある。
本ガイドラインは、資源としての e-waste ではなく、e-waste の有害性に焦点
を当てたものであり、フィリピン国内の環境保護や国民の健康被害低減を目的
として作成されている。DAO 2013-22 で指定される M506 および M507 に分類さ
れる廃棄物など、電気電子機器のライフサイクルに関わるすべてのステークホ
ルダー（生産者、製造業者、輸入業者、流通業者、小売業者、消費者等）が、
このガイドラインを遵守することが定められている 73。

72 経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及
びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市研究所）」
73 ただし例外として、他の法制度で管轄される廃棄物については対象とならない。例えば、産業機械（固
定されたもの）、国家安全保障の目的に直接使用される軍事用機器、および放射性物質を含む機器な
どである。
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図表 38 ガイドラインの目次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

目次
イントロダクション
用語の定義
範囲
環境に対する適正な管理
環境と健康への影響
廃棄物としての適合性
廃棄物の抑制
各主体の責任
生産者の登録
WEEE 管理システムの運用の確立と一般要件
WEEE 管理計画の内容
WEEE 管理計画書の提出と承認プロセス
施行要件
運営委員会
TSD 施設
罰則
その他の制裁

（出所）Guidelines on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)

図表 39 ガイドラインの目的
目的
a）e-waste の適切な管理のための枠組みを提供する。
b）e-waste の量を減らし、それによってもたらされる被害を減らす。
c）電気電子製品のリユース及び e-waste の価値化を促進する。
d）より効率的な解体、リサイクル、再利用に結びつく設計革新を通じ、電気電子
製品のライフサイクルに関係するすべての機関とステークホルダーの関与を促
す。
e）本ガイドラインの実施に係る金銭負担について、「拡大生産者責任」（EPR）の
原則を制度化する。
（出所）Guidelines on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE)

2） 使用済み自動車（ELV）

現状、フィリピンにおいて使用済み自動車の処理に関する法制度は存在して
いない。通常、中古自動車はジャンクショップにて解体されており、使用済み
自動車から取り出したスピーカーなどは e-waste として扱われている 74。

74 DENR ヒアリングより
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（4）輸出入に係る法制度

フィリピンにおいては、電気電子機器の中古品に特化した輸入規制は存在しな
い 75。ただし有害廃棄物の輸入は、バーゼル条約の国内法である RA6969 に基づ
き、規制の対象となっている。
フィリピンでは、自動車製造産業等を育成するため、大統領令（Executive Order）
第 156 号にて、原則として中古車の輸入は禁止されている。ただし、特殊な用途
に使用する自動車（消防車、救急車など）や多数の乗客を乗せる目的のバスにつ
いては、例外的に中古車の輸入が認められている 76。

（5）今後の見通し

フィリピンでは、個別の e-waste リサイクル法及び ELV リサイクル法は制定さ
れていないが、近年の e-waste に関する政府動向を以下に記載する。
1） e-waste の適正処理に関する 5 か年プロジェクト 77

2016 年、DENR では水銀や鉛など e-waste の有害性の問題に対処するため、総
額 3,500 万ドル以上の 5 年間のプロジェクトを立ち上げた。同プロジェクトでは、
特にポリ臭素化ジフェニルエーテル（PBDE）やポリ塩化ビフェニル（PCB）の
適切な管理を目指しており、プロジェクトを通じて市民の健康や環境保護を促
進することを目的としている。PCB 汚染機器の適正処理や、CRT モニターから
の鉛ガラスの適正処理なども本プロジェクトを通じて実施される。

2） e-waste の適正管理に関する技術的なガイドライン

e-waste に関するガイドラインの進捗状況としては、2018 年に技術的なワーキ
ンググループが結成される予定である。ステークホルダーやワーキンググルー
プ内での十分な議論を経た後、順調に手続きが進めば 2018 年中に制定できる見
通しである。
75 フィリピン政府としては、廃棄物と中古品とを区別しておらず、中古品輸入についてはバーゼル条約
に基づく事前通知・承認を求めているが、現状では、ほとんど実施されていないとのことである。（寺
園「フィリピン・マカオにおける我が国から輸出された中古品の状況」2013 年環境省使用済み電気・
電子機器輸出時判断基準及び金属スクラップ有害特性分析手法等検討会）
76 JETRO「中古車の現地輸入規則および留意点：フィリピン向け輸出」
（https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-041107.html）
77 DENR ウェブサイト
（https://www.denr.gov.ph/news-and-features/latest-news/2988-denr-launches-5-year-project-to-tackle-ewaste.html）
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これまで、リユース品と廃棄物の間に明確な区別はなかったが、本ガイドラ
イン内では e-waste の定義を明確に定めている。最終ドラフトにおける記載では、
修理・修復を行ったものはリユース品として定義されるが、機器の主要な部分
を再組立てしたようなものはリユース品として認められないとされ、機器の主
要機能が動くことが明白でない場合は廃棄物とされている。

3） 左派政党の動向 78

2017 年、フィリピンの左派政党「GABRIELA WOMEN'S PARTY」では、
「e-waste
の 適 正 管 理 促 進 の た め の 法 案 （”An Act promoting the environmentally sound
management of e-waste in the Philippines, and for ogher purposes”（HB5901））」を
下院に提出した。同法案は、e-waste が及ぼす環境影響及び人間への健康被害に
言及しており、EPR に基づく適正な管理の必要性を訴えるものである。また、フ
ィリピンではバーゼル条約を批准しているにもかかわらず、依然として有害な
e-waste が輸入されていることを問題視し、e-waste の輸入を禁止することも求め
られている。
同法案の今後の見通しは不透明ではあるが、フィリピンにおける e-waste の有
害性への認識は向上していると考えられ、e-waste の適正管理のための法制度制
定に向けた社会的な気運は高まってきていると言える。

３.１.２ 現地ビジネスに影響を与えるソフトロー

マニラ首都圏では 1999 年から分別回収が導入されているが 79、廃棄物の分別
への意識はそれほど高くない状況である。都市部の自治体は家庭から出る廃棄物
収集を行っているが、収集率は固形廃棄物全体の 40％以下とされ、河川や海への
市民による廃棄物投機が日常的に行われている 80。マニラ首都圏での水害は、投
機ゴミの堆積による河川の氾濫が一因とも指摘されている。

78 http://newsinfo.inquirer.net/908072/environment-group-pushes-for-passage-of-e-waste-law
79 環境省 我が国循環産業の国際展開 「平成 28 年度環境省請負調査報告書」
80 JETRO「フィリピンの環境に対する市民意識と環境関連政策」
(https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07000527/phillipine_kankyoseisaku.pdf)
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３.２ リサイクル関連ビジネスの現状調査
３.２.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに e-waste の一般的な処理フ
ローを整理すると以下のようになる。
図表 40 フィリピンにおける e-waste のフロー
発生

回収・解体

再資源化

工程内
不良品

事業者（工場）

TSD認定事業者
（回収・解体）

使用済み
製品

事業者（市中）

使用済み
製品

輸出（日本、中国
等）
国内ディー
ラー売却
国内再資源化
業者等

国外製錬業者
（中国等）

使用済み
製品

MRF

最終処分場へ
電子基板

輸出

大規模ジャンク
ショップ等
（回収、解体）
使用済み
製品

プラスチック

金属（Fe,
Cu, Al等)

※現状MRFに持ち込まれ分
別されるe-wasteはごく一部

リユース、
リペア品

ガラス

ケーブル、
被覆銅線

一部

家庭（市中）

金属

プラスチック

電子基板等

使用済み
製品

電子基板

プラスチック

ガラス

小規模ジャンク
ショップ等
（回収）

金属（Fe,
Cu, Al等)

リユースショップ
ジャンクショップ

ケーブル、
被覆銅線

焼却、放棄等
焼却、放棄等

スクラップ
ディーラー
、輸出

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）e-waste リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階
① 市中発生 e-waste

以下、フィリピンにおける e-waste 発生量の推計結果を示す 81。フィリピンに
おける e-waste の市中発生量は、2015 年で約 450 万台、2025 年で約 600 万台と
推計されている。

81 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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図表 41 フィリピンにおける市中発生 e-waste の発生量推計
千台
7,000
6,000

ノートPC

5,000

デスクトップPC

4,000

冷蔵庫

3,000

洗濯機

2,000

エアコン

1,000

TV

0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

国連大学の行っている推計「The Global E-waste Monitor 2017」では、フィリ
ピンにおける 2016 年 e-waste の発生量は 290ｋｔと推計されている 82。

② 工場発生 e-waste

以下、フィリピンにおける工場発生 e-waste 発生量の推計結果を示す。フィリ
ピンでは、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の発生量が大きな割合を占めている。発
生量の大きな増加は見込まれていないが、今後も工場から一定量の e-waste が発
生し続けることが予想される。

82 http://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
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図表 42 フィリピンにおける工場発生 e-waste の発生量推計
千台
25
20

PC
冷蔵庫

15

洗濯機
10

エアコン
TV

5
0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

2） 回収段階
① 家庭由来品

家庭由来の e-waste については、現状はほぼ全量がジャンクショップなどに回
収されていると考えられる。既存調査 83によると、フィリピンにおけるジャン
クショップは、自転車やバイク等で家庭や修理店・中古店から e-waste を回収す
る小規模なジャンクシ ョップと、小規模ジャ ンクショップが回収し てきた
e-waste をとりまとめる、中～大規模のジャンクショップに大別される。このう
ち主に小規模なジャンクショップが e-waste の回収の役割を担っており、中規模
～大規模のジャンクショップが、回収後に集積された e-waste の解体を主に行っ
ている。
既存研究 84で実施した e-waste の処理状況に関するアンケート結果を図表 43
に示す。同調査はフィリピンの 2,500 人を対象に、使用済みの携帯電話、デスク
トップ PC、ノート PC の処理の方法をアンケートにより尋ねたものである。同
調査より、フィリピンでは e-waste の大部分が保管または売却されている実態が

83 経済産業省「平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費（アジアリサイクルビジネス展
開可能性調査事業）『フィリピン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（日本磁力選鉱株式会社）』」
84 Alam (2016) “The Assessment of the of E-Waste Management Generated from Cellular Phones, Laptops,
and Personal Computers in the Philippines” Manila Journal of Science 9 (2016), pp. 27-42
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明らかとなっている。家庭由来の e-waste は回収量が安定しないことから、安定
的な事業を目指す処理業者は産業由来の e-waste を主対象としていることが現
地事業者ヒアリングからも確認されている（図表 44）。

図表 43 e-waste の処理方法

携帯電話
リサイ
クル
交換
1%
1%
紛失
2%

PC（デスクトップ/ノート）

未定
8%

保有して
いない
26%

保管
33%

保管
36%

譲渡
23%
リサイク
ル
6%

廃棄
13%

紛失
4%

売却
19%

譲渡
10%

廃棄
5%

売却
13%

（出所）Alam (2016) “The Assessment of the of E-Waste Management Generated from Cellular Phones,
Laptops, and Personal Computers in the Philippines” Manila Journal of Science 9 (2016), pp.
27-42 より三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

図表 44 家庭由来の e-waste の回収について得られた情報
・

家庭から発生する e-waste も発生量自体は多いが、あまり扱っていない。

・ 家庭由来の e-waste も買い付けているが、メインは事業者相手の e-スクラップであ
る。
（出所）現地事業者ヒアリングより
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② 産業由来品

経済特区に立地するメーカー等は、有害廃棄物排出事業者として登録されて
おり、RA6969 に従い、排出する有害廃棄物は TSD 施設として認定された事業
者を通じて処理することが義務付けられている。有害廃棄物の発生から運搬、
処理まではマニフェスト制度によって適正に管理されていることから、メーカ
ー等の産業由来の有害廃棄物は、適正な処理システムのもと回収・管理されて
いる場合が多い 85。
経済特区から発生する廃棄物を取り扱うには、フィリピン経済区庁（PEZA：
Philippine Economic Zone Authority）による許可を取得し、認定事業者となる必
要がある。経済特区に立地するメーカー等からは、安定した数量の廃棄物が発
生することから、特区内で事業を行う現地リサイクル業者は、特区内のメーカ
ーを主な取引先としており、PEZA 特区の外ではスポット的な取引を行う程度と
している場合が多い（図表 45）。

図表 45e-waste の回収状況について現地事業者より得られた情報
【回収の地理的範囲・区画】
・ PEZA 特区内の顧客が多く、金額も PEZA 特区外に比べて大きい。PEZA 特区外では
スポット的な取引が多い。
・ PEZA 特区内と PEZA 特区外ではリサイクルの状況が異なる。外側では書類を提出
する必要などはないが、恩恵もない。
・ PEZA 内の我が国事業者と多く取引がある。
・ 近隣だけでなく、セブやケソンなども含めて州レベルで基本的に国内から集めてい
る。
【主な顧客・回収対象品】
・ 電気電子機器メーカーが主要な取引先（回収先）である。
・ 通信会社から直接 e-waste を回収している。フィリピンには２つの大きな通信会社が
あり、それら事業者から回収している。
・ 通信会社が e-waste を大量に排出しており、それを回収している。
・ コンピュータなどを中心に様々な電気電子機器を扱っている。
・ 家庭由来の e-waste も買い付けているが、メインは事業者相手の E スクラップであ
る。
（出所）現地事業者ヒアリングより

85 経済産業省「平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費（アジアリサイクルビジネス展
開可能性調査事業）『フィリピン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』（日本磁力選鉱株式会社）」
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3） 処理・処理後段階
① 家庭由来品

家庭由来の e-waste の解体は、主に中規模～大規模のジャンクショップで行わ
れている。e-waste は手解体によって電子基板などの有価物と非有価物に分別さ
れた後、有価物は許認可を保有した TSD 事業者もしくは非正規の輸出業者に販
売され、非有価物は埋め立て処分されている 86。

86 経済産業省「平成 25 年度インフラ・システム輸出促進調査等委託費（アジアリサイクルビジネス展
開可能性調査事業）『フィリピン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』（日本磁力選鉱株式会社）」
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図表 46 M506 の許認可を保有している TSD 施設
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

4A(CALABARZON)
NCR
3(Central Luzon)
3(Central Luzon)
7(Central Visayas)
5(Bicol)
4A(CALABARZON)
7(Central Visayas)
3(Central Luzon)
3(Central Luzon)

従業
員数
20
9
33
10
7
110
5
28
6
3

処理量
（t/日）
100,000
900
650
500
400
200
100
50
50
32

設立
年
2004
2009
2000
2014
2012
2019
2005
2004
2008
2016

4A(CALABARZON)

15

31

2013

8(Eastern Visayas)
4A(CALABARZON)
NCR
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
3(Central Luzon)
NCR
3(Central Luzon)
3(Central Luzon)

16
37
50
6
64
6
128
15
31

30
30
26
25
20
20
20
19
16

2011
2002
2004
2015
1988
2015
2016
2014
2001

4A(CALABARZON)

4

15

2008

3(Central Luzon)
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
7(Central Visayas)
NCR
3(Central Luzon)
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
NCR
NCR
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
NCR
4A(CALABARZON)
3(Central Luzon)
4A(CALABARZON)
7(Central Visayas)
3(Central Luzon)
3(Central Luzon)
NCR
NCR
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)
4A(CALABARZON)

60
64
7
14
39
15
94
13
10
8
8
9
31
80
15
15
79
54
19
20
14
18
129
13
59
50

12
10
10
10
9
8
8
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
0.18
0.03
0.00
0.00

2010
2001

80

―

2014

会社名

所在地域

Matsuda Sangyo (Philippines) Corporation
TES-AMM Philippines, Inc.
Far East Fuel Corporation
Misung Subic Inc
Enviro-Q-Trends Corporation
Philippine Geothermal Production Company Inc
JORM ENVIRONMENTAL SERVICES, INC
Maritrans Recycler, Inc.
TMC Recycling Technology Clark, Inc
GREEN THEME ENVIRONMENT EXPERTS, INC.
Green Resource & Environmental Management
Solutions, Inc.
Cleanaway Philippines Inc.
HAZCHEM,INC.
CLEAN LEAF INTERNATIONAL CORPORATION
Green Eco Techwin Inc.
Integrated Waste Management, Inc.
ROYAL RAINBOW RECYCLING INC.
Udenna Environmental Services, Inc.
GLOBALTEC Waste Management, Inc.
DoloMatrix Philippines, Inc.
ENVIRONMENT SOLUTIONS AND RECYCLING
TECH. PHILS. INC.
JOECHEM ENVIRONMENTAL CORPORATION
Cleanway Environmental Management Solutions Inc
SOLVTECH CONSULTANCY RESOURCES
Semicytech, Inc.
Phil-Japan Metals & Refined Products Co., Inc.
TRAME OIL & ENVIRONMENTAL SPECIALIST, INC
Semirecycling Co., Inc.
AUGUST-10 ENTERPRISE CO.
Zentech Enterprises
ELMS INDUSTRIAL PHILS. CO., INC
ON-BITS METAL & SCRAP CORP.
Eco Safe Hazmat Treatment Inc.
Maritrans Recycler, Inc
Integrated Recycling Industries philippines, Inc.
A. Sevidal Trading
TMC METAL PHILIPPINES INC
ENVIROCARE MGT. PRECISION, INC.
HMR Envirocycle Phils., Inc.
Cebu Common Treatment Facility, Inc.
Kaneou Global Environmental Phils. Inc.
SHINTEN PHILIPPINES CO., INC.
MC JO TRADING
JMD International Corporation
ASIAN GLOBAL BIO-METAL, INC.
Asia Metal Trading Corporation
SOUTHCOAST METAL ENTERPRISE, INC.
Yoda Metal and Crafts Trading & Services
Corporation

3(Central Luzon)

2011
1990
2011
2003
2010
2011
2003
2004
2010
2001
2002
1994
2003
2007
2002
1996
2010
1998
2006
1996
2013
1996
2006

（注）処理量は M506 以外の廃棄物も含む。
（出所）EMB ウェブサイト REGISTERED TSD FACILITIES（ https://119.92.161.30/treater_listing.php）
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図表 47 フィリピンにおける TSD 許認可取得事業者数
Method
Number
Recovery/Recycling
13
Storage
12
Physico-Chemical Treatment
5
Encapsulation/Cement Fixation
1
Thermal Treatment
1
Refurbishing/de-manufacture
1
Smelting
1
（出所）DENR “E-Waste Management in the Philippines” Workshop 2015 of the Asian Network for
Prevention of Illegal Transboundary Movement of Hazardous Wastes 23-25 November 2015,
Singapore, Session 1: Updates on National Regulations, Implementation Status and
Import/Export Statistics

② 産業由来品

産業由来の e-waste は、上述の通り多くの場合、許認可を保有する TSD 事業
者で行われる。処理方法としては、手解体によって有価物を取り出し、金属、
基板類、プラスチック類などに選別している。その後、部品ごとに国内外で販
売されており、特に電子基板については、その後の販売先に応じて細かく分類
される場合が多い。また、必要に応じて破砕処理を行った後に販売する場合も
ある。

図表 48 基板の手解体の様子

（出所）三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング撮影
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図表 49 e-waste の処理について現地事業者より得られた情報
【解体・選別の方法】
・ 基板は ABC にランク分けして分類している。IC チップが多く入っていて貴金属価
値が高いものは A にランク分けされる。
・ プラスチックは PP、PE 等プラスチックの種類別に分けている。
・ 選別は手選別。燃やして匂いで判断している例もあるが、危険であるため極力避け
ている。
・ e-waste の処理は、多くの場合機密情報の滅却としての側面が強い。解体前にシリア
ルナンバーを文書化し、適切に管理している。
（出所）現地事業者ヒアリング

図表 50 e-waste 処理後のフローについて現地事業者より得られた情報
【電子基板の販売先】
・ PCB（基板に部品が載ったもの：Mounted）を 年間 300ｔ全て日本に輸出している。
素の基板（Non-mounted ）は年間 150ｔ輸出している。
・ 基板からの部品回収の採算性が合わない場合は細かく取り外さずに日本へ輸出して
しまっている。
・ 廃基板等は最終的に日本も含めた海外へ輸出されている。
・ 金、銀などが多く含まれた廃基板は高値で取引されている。
【その他部品の販売先】
・ 基板以外の処理品は多くが中国に向かっている。特に、複数の素材が混合している
もの等は我が国事業者が受け入れてくれないことから、中国に向かうケースが多い。
・ アルミ部分は中国へ、銅部分は日本へといった素材別に輸出先を変えている場合も
ある。
・ ローカル事業者にプラスチックは販売している。プラスチックは他のプラスチック
製品に再生される。ローカルの事業者が扱えないものは中国の事業者が処理する。
・ 処理残渣は最終的に処分場へ向かっている。
・ 処理後（解体・選別後）はローカルのバイヤーに引き渡す場合が多い。
【自社での処理が困難な場合の対応】
・ 自社にて処理が難しい廃棄物は処理を委託している。
・ その他、ブラウン管テレビや油で汚れた金属は現地リサイクラーが処理している。
（出所）現地事業者ヒアリング

３.２.２ 使用済み自動車（ELV）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに ELV の一般的な処理フロー
を整理すると以下のようになる。
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図表 51 フィリピンにおける ELV のフロー
発生

回収・解体

再資源化

家庭、事業者等

使用済み
自動車

修理自動車、
中古自動車

使用済み
自動車

中古自動車販売
業者、部品業者

国内売却

ガラス

処分、投棄

プラスチック

国内再資源化業者
等

バッテリー

ジャンクショッ
プ（解体）

中古自動車販売業
者、部品販売業者

オイル

触媒
エンジン

国内外製錬業者
鉄くず
※これらのうち再利用可能な
ものは部品販売業者に戻り
再度販売される。

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）ELV リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階

以下、フィリピンにおける ELV 発生量の推計結果を示す 87。フィリピンにお
ける ELV の発生量は 2015 年で 8 万台、2025 年で 14 万台と推計された。今後 ELV
の発生量は順調に増加していくことが予測される。

図表 52 フィリピンにおける ELV 発生台数推計
万台
16

14

14
12
10

10
8

8
6
4
2
0
2015

2020

87 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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2） 回収段階

現在フィリピンでは、廃車の回収を専門的に行っている事業者は少なく、中
古自動車販売業者などが廃車についても中古車と同様に買い取っている場合が
多い。自動車部品のリユースの市場が大きく、自動車を何度も修理しながら再
利用し、完全に動かなくなるまでは廃車としないのが一般的である。一部の
e-waste 処理事業者では、廃油やバッテリーなどの自動車用部品も扱っている場
合もあるが（図表 53）、専属的に ELV の回収を行う事業者は少ないと考えられ
る。既存調査 88では、フィリピンにおける廃車の買取りは中古品回収業者等で
行われることが多く、ELV は 1 台約 1 万 6 千円前後で取引されていると指摘さ
れている。

図表 53 現地 e-waste 処理業者から得られた自動車部品のリサイクルに関する主な情報
・

e-waste のほかにも、廃油、タイヤなども回収している。

・ 一部自動車パーツも扱っている。
・ 自動車からの部品回収を一部行っている。自動車内の e-スクラップとしてスピーカ
ーなどは回収している。

3） 処理・処理後段階

中古自動車販売業者などで引き取られた廃車は、バッテリーやオイルなど有価
で取引される部品の解体後、それぞれの部品を扱うディーラーに販売されている。
フィリピンは国内にも電炉業者が複数存在しているが、既存調査によると、これ
まで鉄くずは大規模ジャンクショップ等を経由して中華系の輸出業者へ渡り、中
国等へ輸出されることが多かったとのことである 88。しかし、昨今中国において
鉄スクラップの輸入を引き締めている現状に鑑みると、今後はフィリピン国内の
電炉での鉄スクラップ利用が増加する可能性も考えられる。

88 経済産業省「『平成 26 年度地球温暖化問題等対策調査委託費（アジアにおけるリサイクル法制度及
びリサイクルビジネスの現状等に関する調査）報告書』（株式会社エックス都市研究所）」
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３.３ 我が国事業者による現地展開可能性
３.３.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）

フィリピンにおける e-waste に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の
表のように整理される。

図表 54 フィリピンの e-waste リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

評価

フィリピン

市場ポテンシャル

市場規模

 2025年の使用済み家電5品目（TV、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、
PC）の市中発生量は、約6,000千台と予測される。

△

競合の状況

 e-wasteを取り扱うTSDの認定事業者は50社程度と、競争は激しい。
 家庭由来のe-wasteは、ジャンクショップによって多くが回収されて
おり、制度構築を伴わない限り回収は容易でない。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物  「大統領令1152フィリピン環境規則」で、廃棄物の発生源から処理ま
基本法
での廃棄物管理原則が規定
有 害 廃 棄 物 に  「有害物質及び危険・放射性廃棄物管理法」で、有害廃棄物の分類を
関する基本法
定義。一項目にe-waste含む。
e-waste を 対  「WEEEの環境親和的管理のためのガイドライン」作成中。最終ドラ
フトが完成しており、2018年に制定予定
象とした細則
等

法制度の運用

 産業由来の有害廃棄物について、政府の管理が一部行き届いていない。
 予算が不足しており、MRF（自治体が設置するリサイクル施設）の
設置が十分に行き届いていない。

法制度の運用に影響  分別意識は高くない。
を与えるソフトロー
 マニラ首都圏では1999年から分別回収が導入されているが、固形廃棄
物の河川や海への市民による廃棄物投機が日常的に行われている。

○
△
△
△

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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３.３.２ 使用済み自動車（ELV）

フィリピンにおける ELV に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の表の
ように整理される。

図表 55 フィリピンの ELV リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

フィリピン

評価

市場ポテ ン シ ャ ル

市場規模

 2015年のELVの発生台数は約80千台、2025年のELVの発生台数は、約140
千台と予測される。
 我が国における年間のELV発生台数が約3,000千台であることから、市場
規模は大きくないものとみられる。

×

競合の状況

 ELVの解体を専門に行う業者はほとんど存在していない。
 中古自動車販売業者やジャンクショップによって部品が解体されている
ケースが多く、回収ルートを確保することは容易でない。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物  「大統領令1152フィリピン環境規則」で、廃棄物の発生源から処理まで
基本法
の廃棄物管理原則が規定
有害廃棄物に
関する基本法

 「有害物質及び危険・放射性廃棄物管理法」で、有害廃棄物の分類を定
義。
 バッテリー等は有害廃棄物に含まれる。

ELVを対象と  現状、フィリピンにおいて廃自動車の処理に関する法制度は存在してい
した細則等
ない。
 ELVの問題が顕在化していなく、制度制定に向けた検討も始まっていな
い段階である

法制度の運用
 有害廃棄物に対する政府の管理が一部行き届いていない。

法制度の運用に影響
を与えるソフトロー
 自動車を捨てる習慣がなく、廃自動車であっても有価で取引されている。

○
×
△
×

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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４．ベトナム
４.１ 法制度等の整備動向及び運用実態
４.１.１ 法制度の整備動向
（1）環境保全・循環型社会に係る基本法

ベトナムにおいて環境保全・循環型社会に係る基本法にあたる法律は、2014
年 に 制 定 さ れ た 「 環 境 保 護 法 （Law on Environmental Protection：Law
No.55/2014/QH13）」である 89。ベトナムにおける廃棄物関連の法令は、主に同
法律に基づいて制定されている。
環境保護法のうち、e-waste のリサイクルに関連すると考えられる章は、
「有害
廃棄物の管理」の章 90及び「廃棄物の管理に係る一般的な規則」の章 91の２つ
である。ベトナムでは、環境保護法のこれらの規定に基づいて、有害廃棄物関
連の細則（政令、決定、通達）が行政機関によって制定されている。

図表 56

ベトナムにおける法令の種類（本調査で取り上げるもの）

法令の名称
Constitution（憲法）
Law（法律）
Decree（議定・政令）
Decision（決定）
Circular（通達）

内容
国家の最高法規として位置付けられる。
国会によって制定される法令
政府によって制定される法令であり、法律の実施に係
る細則を定める。
政府首相によって制定される政令であり、法律の実施
に係る細則を定める。
大臣、省同格機関の長によって制定される法令であ
り、上位法において委任を受けた詳細を定める。

（出所）法規範文書発行法（Law No. 80/2015/QH13）を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング
作成

本調査の主な対象である環境保護法とそれに基づく規定、規則及び命令の関係は
以下に示す通りである（図表 57）。

89 同法律の制定に伴い、旧環境保護法（Law No.52/2005/QH11）は失効している。
90 Law No.55/2014/QH13 Chapter Ⅸ-Section1.
91 Law No.55/2014/QH13 Chapter Ⅸ-Section2.
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図表 57

ベトナムにおける廃棄物に関連する主な法令一覧
「環境保護法」（Law on Environmental
Protection：Law No.55/2014/QH13）
 ベトナムにおける環境基本法に相当し、廃
棄物の定義等、廃棄物に係る原則を定める。
 有害廃棄物や廃棄製品に関連する原則を
規定している。

「環境保護法施行令19号」
(Decree No. 19/2015 / ND-CP)

「廃棄物と廃棄材の管理に関する政令38号」
（Decree No. 38/2015/ND-CP）

 廃棄物と廃棄材の管理について定めている
 環境保護法の実施のための細則を定める。

 有害廃棄物管理や廃棄製品についての規
定を含む

「環境保護違反罰則令179号」
(Decree 179/2013/ND-CP)

 環境保護分野における法令違反に関する罰則
を定めている。

「廃棄製品の回収および処分についての規制
に関する決定16号」（Decision No
16/2015/QD-TTg）
 廃棄製品の回収を促進するための細則を
定めている。
 対象とする廃棄製品のリストを含んでいる。
 廃棄製品の回収に係る製造業者、消費者
等の責務を規定する。

「有害廃棄物の管理に関する通達36号」
（Circular No. 36/2015/TT-BTNMT）

「廃棄製品の回収・処理に関する通達34号」
（Circular No. 34/2017/TT-BTNMT）

 有害廃棄物のリスト及びその許認可手続き
に関する細則を定めている。

 2017年11月に施行された。
 廃棄製品の回収拠点の設置方法等に係る
細則を定めている。

 有害廃棄物の適正管理のための排出業者、
認定業者の責務を規定する。

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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（2）固形廃棄物管理・有害廃棄物管理に係る基本法
① 有害廃棄物管理に係る法令

有害廃棄物関連法令の原則を規定するのは、環境保護法の 90 条から 94 条と
なる。90 条では、すべての有害廃棄物の排出主体は、有害廃棄物に関する情報
の提出と、担当機関への登録申請をしなければならない旨が規定されている 92。
また、許認可を取得した主体のみが有害廃棄物の管理を行うことができると規
定しており、MONRE が有害廃棄物のリストを作成し、許認可を付与する役割を
与えられている 92。ただし、許認可の付与について、省内のみで事業展開を行
う場合には事業活動を行う省の DONRE が、2 つ以上の省にまたがって事業を展
開する場合には MONRE がそれぞれ許認可を付与することとなっている 93。
環境保護法に基づいて、有害廃棄物の管理に係る細則を規定する法令は、
「廃
棄物と廃棄材の管理に関する政令 38 号（Decree No. 38/2015/ND-CP）」（以下、
政令 38 号と記載する）及び、
「有害廃棄物の管理に関する通達 36 号（Circular No.
36/2015/TT-BTNMT）」（以下、通達 36 号と記載する）である 94。政令 38 号で
は、有害廃棄物の排出事業者の責務、認定事業者の責務、許認可取得の方法な
どが規定されている。また、同政令では、有害廃棄物の回収、運搬についても、
認定事業者によって行われなければならない旨が規定されている 95。
通達 36 号では、有害廃棄物の具体的なリスト、排出事業者 96及び認定事業者
に求められる手続的義務などが規定されている。許認可の取得に必要とされる
要件も同通達にて定められており、これに従うこととされている。
以上にあげた法令に従って、排出事業者は有害廃棄物を認定事業者に引渡し
行政に報告すること、認定事業者は指定廃棄物を適正に運搬、保管、処理、処
分し行政に報告することが求められている。これらの法令の運用を担っている
のは MONRE であり、法令遵守を確保するために、排出事業者及び認定事業者
から提出される書類を管理するほか、両事業者に対して定期的な監査を実施し
ている。
以上の法令に規定される責務や手続的義務に反する行為が発覚した場合、違
反者に刑事罰が科される。また、認定事業者が、有害廃棄物管理に関する規定
92 Law No.55/2014/QH13 Chapter Ⅸ-Section2.-Article90.
93 経済産業省「『ベトナム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』（日本磁力選鉱株式会社）」
94 その他、有害廃棄物管理規則(Decision No.155/1999/QD-TTg)、「有害廃棄物のリストに関する決定
23 号」
（Decision No.23/2006/QD-BTNMT）などの法令も存在するが、VEA へのヒアリングによれば、
現状、有害廃棄物の管理は同通達に従うとのことである。
95 Decree No. 38/2015/ND-CP Article8.
96 政令 38 号にて、排出者を意味する「Waste source owner」 は、「生産、ビジネス、サービスのため
の建物を管理する組織もしくは個人」と定義されている（Decree No. 38/2015/ND-CP Article3.より）。
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に違反した場合は、当該事業者に対して許認可の取り消しが求められる 97。
② 廃棄製品の回収に係る法令

環境保護法には、廃棄製品の回収と管理に係る規定も存在し、87 条にて廃棄
製品の回収と管理に関する原則が規定されている。同条文は、製造業者、製品
使用者及び政府に対して、廃棄製品の適正回収を確保する責務があることを示
すものである 98。
これに基づき、政令 38 号及び「廃棄製品の回収および処分についての規制に
関する決定 16 号（Decision No 16/2015/QD-TTg）」
（以下、決定 16 号と記載する）
などが、廃棄製品 99の管理についての細則を規定している。

97 Circular No. 36/2015/TT-BTNMT Article21.
98 Law No.55/2014/QH13 Chapter Ⅸ-Section1.-Article87
99 同決定では「廃棄製品（Discarded products）」を同決定の付録にあるリストに記載されている製品の
な かで 、使 用期限 が切 れた製 品、 また は使用 後に 廃棄さ れた 製品 と定義 して いる（ Decision No
16/2015/QD-TTg Article2.より）。本調査では、「使用済み製品」と同義として扱っている。
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（3）個別リサイクルに係る法制度
1） 電気電子機器廃棄物（e-waste）
① 有害廃棄物管理に係る法令

ベトナムでは、現在のところ e-waste リサイクルに係る包括的な法令は制定さ
れていない。
本調査で対象としている e-waste は、通達 36 号で指定される有害廃棄物に含
まれるとのことである 100。そのため、e-waste の管理にあたっては、上述の有
害廃棄物の管理に係る規定が適用される。よって、e-waste は、排出事業者から
認定事業者に引き渡された後、認定事業者によって、適正に運搬、保管、処理、
処分されなければならない。
現地地方政府へのヒアリングによれば、産業由来の e-waste（工場発生分を含
む）の多くは、排出事業者によって認定事業者に引き渡された後、適正に運搬、
保管、処理、処分されているとのことである。しかし、すべての産業由来 e-waste
のフローを把握できているわけではなく、一部は適正に回収、処理されていな
い可能性も指摘されている 101。
環境保護法の原則に従えば、家庭由来の e-waste も認定事業者によって適正に
管理されなければならない。しかし、同通達は、排出主体を事業者に限定して
細則を定めたものとなっており、家庭由来の e-waste が認定事業者によって回収、
処理されることを確保するための細則とはなっていない 102。そのため、家庭由
来 e-waste は、認定事業者によって適正に管理されていないのが現状である。
② 廃棄製品の回収に係る法令

一方、2015 年に決定 16 号が制定されており、同決定は e-waste を含む廃棄製
品の回収及び処分について定めた細則となっている。同決定では、具体的な廃
棄製品のリストを明記しているほか、廃棄製品の回収における製造業者及び消
費者の責務と権利、国の責務を定めている（図表 59）。ただし、各廃棄製品に特
化した回収方法等の規定は含まれていない。
同決定では EPR の概念が導入されており、製造業者は家庭由来 e-waste の回
収拠点を設置すること、回収拠点から e-waste が認定事業者に引き渡されるよう

100 VEA ヒアリングより
101 現地省政府ヒアリングより
102 「Waste source owner」 は、生産、ビジネス、サービスのための建物を管理する組織もしくは個人
とされているため、各家庭における排出主体（個人または世帯）には具体的な責務が課されていない。
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手配することが求められる。また、同決定に従えば、消費者 103は、e-waste を
含む使用済み製品を設定された回収拠点に持ち込まなければならない。
決定 16 号では、同決定の規定を準用すべき廃棄製品のリスト及び開始時期も
記載されているため、今後、製品ごとに具体的な細則が制定されていくことが
期待される 104。
図表 58

決定 16 号における廃棄製品リスト

番号

廃棄製品の名称

I
1
2
II
1
2

蓄電池・バッテリー
すべての形式の蓄電池
すべての形式のバッテリー
電機電子機器
コンパクト蛍光灯、蛍光灯
コンピュータ（デスクトップ、ノート）；モニタ；
CPU (マイクロプロセッサ)
プリンター、ファクス機、スキャナー
カメラ、ビデオカメラ
携帯電話；タブレット
DVD, VCD, CD レコーダー、その他ディスクプレ
ーヤー
コピー機
テレビ；冷蔵庫
エアコン；洗濯機
潤滑油
チューブ及びタイヤ
すべての形式のタイヤチューブ
すべての形式のタイヤ
車両
すべての形式の自動二輪車
全ての形式の自動車

3
4
5
6
7
8
9
Ⅲ
Ⅳ
1
2
Ⅴ
1
2

回収、処理の開始予定
（制定当時のもの）
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016
01/7/2016

01/7/2016
01/7/2016
01/01/2018
01/01/2018

（出所）Decision No. 16/2015/QD-TTg を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

103 廃棄される前に製品を使用していた世帯、個人、行政機関の事務所及び教育機関を指す（Decision No
16/2015/QD-TTg Article2.より）。
104 経済産業省「『平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済製品の
回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書』（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究
所）」
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図表 59
主体
製造業者

消費者

決定 16 号における各主体の責務

主な責務の内容（決定16号の条文から一部抜粋）

ベトナム国内の市場で販売された廃棄製品の回収の仕組みを設ける。

以下の形式で回収拠点または回収拠点システムを設置する。
a) 単独もしくは他の製造事業者と共同で回収拠点を設置する。
b) 単独もしくは販売事業者と共同で回収拠点を設置する。

回収拠点は、環境技術規格に対応していなければならない。

廃棄された自社製品を回収する。また自社回収拠点において、他社商
標や他の製造事業者の同種製品を受け取ることが奨励される。

他の製造事業者が回収した自社の廃棄製品を、要求に応じて受け取る。

廃棄物管理規制に則り、廃棄製品の回収拠点から（中継施設がある場
合には）中継施設及びリサイクル施設までの輸送を手配する。

有害廃棄物である廃棄製品を自社の回収拠点から適切な処理施設に輸
送する際は、製造業者は有害廃棄物の所有者として申告し有害廃棄物
記録簿を法に従い提出しなければならない。

消費者とは、廃棄製品について以下に示すような輸送責任を負う世帯
および個人をいう。
a) 回収拠点へ直接輸送する。
b) 回収業者を通じて回収拠点へ輸送する。
c) 適切な機能を有する輸送事業者およびリサイクル事業者へ輸送する。
d) 製品の修理、保守または交換のためにサービスセンターへ持ち込む。
受け入れた組織や個人は規定による排出者としての責任を履行せねば
ならない。

（出所）経済産業省「平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済
製品の回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書」から一部を抜粋

以上のとおり、ベトナムでは、家庭由来の e-waste が認定事業者によって、適
正に回収、保管、処理、処分されるよう確保するための法令が整備されつつあ
る。
2017 年 11 月には、「廃棄製品の回収および処分についての規制に関する通達
34 号（Circular No. 34/2017/TT-BTNMT）」が施行された。同通達には、e-waste
について、決定 16 号で言及されている回収拠点の設置方法に関する規定を含む
細則となっている。現地政府へのヒアリングによれば、地域での回収拠点の設
置、ショッピングセンター等の家電販売店への回収拠点の設置できる旨を規定
しているとのことである 105。また同通達では、消費者には、許認可の取得なく
e-waste を回収拠点まで運搬する権利が付与されている。

105 VEA ヒアリングより
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2） 使用済み自動車（ELV）

ベトナムでは、現在のところ ELV リサイクルに係る包括的な法令は制定され
ていない。
自動車の適正処理に関連する法令は通達 36 号である。廃棄された自動車の部
品のうち、油が付着している部品が、同通達にて指定されている有害廃棄物に
該当する。そのため、それらの廃棄された部品の管理にあたっては、有害廃棄
物の管理に係る規定が適用され、認定事業者によって適正に運搬、保管、処理、
処分されることが求められる。しかし、上述の通り、同規則の内容は排出者を
事業者と想定した内容となっている。
一方、最終所有者から ELV を回収し、そこに含まれる有害廃棄物が適正に管
理されるように確保するための細則は存在しない。そのため、有害廃棄物にあ
たる廃棄された部品は、認定事業者によって、適正に運搬、保管、処理、処分
されていないのが現状であると推測される。決定 16 号では、廃棄製品のリスト
に自動車が含まれており、同決定の規定が車両にも適用されることが見込まれ
ている（図表 58）。しかし、現在 ELV に特化した細則が制定される見通しは立
っていないようである。
現在は、有害廃棄物の範囲を拡大するための細則を策定中とのことであり、
自動車の部品のうち、ゴムのワイヤ、銅コイル、油の付着しているエンジン、
塗料、それぞれの廃棄されたものを新たに有害廃棄物リストに含める予定との
ことである 106。
（4）輸出入に関する法制度

ベトナムはバーゼル条約を批准している。ベトナムにおいては、「2006 年 1 月
23 日付政令 12 号（Decree 12/2006/ND-CP）」に基づき、電気電子機器の中古品輸
入は原則禁止とされている 107。また、環境保護法に基づき、廃棄物の輸入は原
則禁止されている。ただし、製造工程の原料として使用可能な一部のスクラップ
類の輸入は認められており、「輸入許可対象のスクラップ類に関する決定 12 号
(Decision No. 12/2006/QD-BTNMT)」にて、輸入が許可されるスクラップ類のリ
ストが掲載されている 107。
「政府発行の 2013 年 11 月 20 日付政令（Decree No. 187/2013/ND-CP）」によれ
ば、ベトナムでは、左ハンドルかつ製造後 5 年以内の自動車を除いて、中古車の
輸入は禁止されている。また、すべての中古部品の輸入は原則禁止とされている。
なお、中古車には規格基準への適合と高関税、特別消費税等の課税が課されてい
106 VEA ヒアリングより
107 環境省 ウェブページ (http://www.env.go.jp/recycle/yugai/index1.html)
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るため、中古車を輸入してビジネスを行うことは困難とされている 108。
（5）今後の見通し

決定 16 号及び通達 34 号が施行され、家庭由来の e-waste を適正に管理するた
めの法令の整備が進みつつある。今後の課題は、これらの法令遵守を確保するこ
とであり、MONRE は具体な施策を検討しているところである 109。また、再資
源化促進に関する規定（リサイクル料金の設定等の規定）を含む法令の整備は未
だ検討されていないため、これは今後の課題になると考えられる。
一方で、消費者からの廃棄製品の適正回収の確保に際しては、固形廃棄物の分
別に係る法令の整備も課題となると予想される。

108 JETRO「中古車の輸入が制度上困難な国々」(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-101001.html)
109 VEA 及び現地省政府ヒアリングより

72

４.１.２ 現地ビジネスに影響を与えるソフトロー
（1）事業者における社内規則

有害廃棄物を扱う認定事業者の中には、サービスの質を向上させるために、独
自の社内規則を作成している例が見られる。事業者は、社員による適正な作業を
徹底するために、e-waste を含む有害廃棄物処理作業現場に処理フローを示した
ボードを掲示するほか、人材育成のための社内規則の構築に注力している。
（2）分別習慣

家庭由来 e-waste の多くは、非正規事業者に売却されるか、固形廃棄物ととも
に処理されているのが現状である。決定 16 号、通達 34 号に従えば、家庭由来
e-waste は指定の回収拠点にて回収されなければならない。しかし、住民の法令
遵守を確保することが困難とされているのが現状である。行政がすべての住民を
監視することは困難であるため、法令遵守の確保のためには、住民によるごみの
分別習慣が形成されることも必要とされる。
現地政府へのヒアリングによれば、住民は e-waste の価値を理解しているもの
の、分別したところでそれを回収する制度がないため（分別をする意味がないた
め）、分別を行っていない状態であるとのことである 110。政府としては、今後、
制度構築 111によって、住民によるごみの分別習慣を醸成しようとする方向性に
ある。
一部の都市では、住民から家庭由来 e-waste を回収するパイロットプロジェク
トを実施しており、同様のプロジェクトを通して住民によるごみの分別習慣が形
成されていくことも期待される 112。

110 現地省政府ヒアリングより
111 具体的には、分別種類の明示、異なる回収方法の確立等の行政、事業者側の対応を意味する。
112 経済産業省「『平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済み製品の
回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書』（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究
所）」
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４.２ リサイクル関連ビジネスの現状調査
４.２.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに e-waste の一般的な処理フ
ローを整理すると以下のようになる。

図表 60
発生

事業者（工場）

ベトナムにおける e-waste の全体フロー図
回収・解体

再資源化

工程内
不良品

電子基板
ガラス

認定事業者
（回収・解体）

事業者（市中）

認定事業者
（金属再資源化）

金属
プラスチック

売却
焼却等

プラスチック
金属（Fe,
Cu, Al等)

使用済み
製品

ケーブル、
被覆銅線

国内、国外製錬業
者等

固形廃棄物
回収業者

最終処分場へ
電子基板

家庭（市中）

使用済み
製品

売却
プラスチック

使用済み
製品

リサイクル工芸村
（回収・解体）

リユース、
リペア品

リユースショップ
ジャンクショップ

焼却、放棄等

ガラス
金属（Fe,
Cu, Al等)

使用済み
製品

国内製錬業者、
製錬村等

ケーブル、
被覆銅線

売却

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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（2）e-waste リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階
① 市中発生 e-waste

以下、ベトナムにおける e-waste 発生量の推計結果を示す 113。現状、e-waste
の発生量は他の調査対象国と比較すると多くはないものとみられるが、2025 年
までの将来予測においては、伸び率の増加が見込まれる。

図表 61

ベトナムにおける市中発生 e-waste の発生量推計

千台
6,000
5,000

ノートPC

4,000

デスクトップPC

3,000

冷蔵庫

2,000

洗濯機
エアコン

1,000

TV

0
2015

2020

2025

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

② 工場発生 e-waste

以下、ベトナムにおける工場発生 e-waste 発生量の推計結果を示す。2025 年
にかけて、伸び率の大 きな増加は見られない が、今後も工場から一 定量の
e-waste が発生することが予想される。

113 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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図表 62

ベトナムにおける工場発生 e-waste の発生量推計結果
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（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

2） 回収段階
① 家庭由来品

ベトナムにおける家庭由来 e-waste の回収は、非正規事業者もしくは許認可を
有しない個人によって行われているのが現状である 114。両者は、各家庭をまわ
り、有価で e-waste を買い取っているようである。回収された e-waste は、リサ
イクル工芸村に売却されるか、回収者が自らリサイクル工芸村に持ち帰って処
理を行う。また、回収された e-waste、もしくはその部品の中には修理店に売却
され、中古市場に流通するものもある 114。
また、固形廃棄物は分別して収集されていないため、多くの e-waste が固形廃
棄物とともに最終処分場に埋め立てられていることも指摘されている 115。
② 産業由来品

産業由来の e-waste の多くは、認定事業者によって回収される 116。その際に、
e-waste が有価物である場合は、認定事業者が買取り、非有価物の場合は、排出

114 経済産業省「『平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済み製品
の回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書』（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研
究所）」
115 現地事業者ヒアリングより
116 VEA ヒアリングより
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事業者が認定事業者に手数料を支払う 117。回収された e-waste はそのまま認定
事業者によって処理される。しかし、現地政府は、実際にすべて産業由来 e-waste
を正確に把握できているわけではない 118。いずれかのプロセスで非正規事業者
の手に渡ることもあり、回収のフローについては不透明な部分も残されている。
3） 処理・処理後段階
① 家庭由来品

非正規事業者及び個人によって回収された e-waste は、リサイクル工芸村にて
処理されることが多い。以下、今回視察を行ったリサイクル工芸村での処理の事
例について記載する。
リサイクル工芸村に搬入された e-waste は、手解体によって、基板、金属スク
ラップ（銅、アルミ等）、プラスチック、コンデンサ等に選別される。このうち、
基板、金属スクラップは、中国等からの買付人に売却され、プラスチックは廃プ
ラスチックのリサイクル工芸村に売却されるとのことである。ただし、金属スク
ラップは、国内の製錬事業者やリサイクル工芸村に売却される場合もある。また、
廃プラスチックのリサイクル工芸村に売却されたプラスチックは、同工芸村で処
理された後、中国等からの買付人に売却されている。
リサイクル工芸村には、大量の廃棄物が集積しており、土壌や水質への影響が
懸念される。
② 産業由来品

認定事業者によって回収された e-waste は、法令の規定に従って適正に処理さ
れている。現在、ベトナム国内の有害廃棄物関連の許認可を取得している事業者
数は 114 社であり、うち e-waste の処理技術を保有している事業者は 43 社とのこ
とであった 119。ベトナム国内の認定事業者が保有する e-waste の処理に関連する
技術は以下に示す 3 つである。

117 経済産業省「『ベトナム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』
（日本磁力選鉱株式会社）」
118 現地省政府ヒアリングより
119 VEA ヒアリングより
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図表 63
１
２
３

ベトナムで使用されている主な e-waste 処理技術

e-waste を破砕した後、比重分離によって、有用金属を回収する。回収物の品質
は低い（不純物が多い）。当該技術を使用している事業者は 15 社程度である。
e-waste を破砕した後、化学反応によって、有用金属を回収する。
電解精錬によって有用金属を回収する。ベトナム国内で使用される技術のなか
で、最も質の高い分離を実現できる技術であるが、技術導入には大きなコスト
がかかる。そのため、利益をあげるためには、原材料である e-waste を大量に
回収し、大規模な処理を実現する必要がある。当該技術はベトナム国内では実
用化に至っておらず、現在は実証段階である

（出所）ヒアリングを基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

ベトナムでは、e-waste は手解体によって、基板、金属スクラップ、プラスチ
ックなどに選別されることが一般的である。基板については、各事業者の保有技
術を用いて、金属とプラスチックに選別・回収される場合もあるが、処理技術を
持たない場合はそのまま焼却処分されることもある 120。回収された金属は国内
で売却されるか、もしくは海外に輸出される

121 。金属スクラップは、国内製錬

業者に売却されていると推測される 122。プラスチックは、他の認定事業者に引
き渡されるか、自社内で焼却処分されている 123。

120 経済産業省「『ベトナム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』
（日本磁力選鉱株式会社）」
121 VEA ヒアリングより
122 現地ヒアリング先の事業者は、回収した有価物の海外輸出を行っていないとのことであった。
123 現地事業者ヒアリングより
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４.２.２ 使用済み自動車（ELV）
（1）全体フロー

同国法令、関係者ヒアリング及び既存調査をもとに ELV の一般的な処理フロー
を整理すると以下のようになる。

図表 64

ベトナムにおける ELV の全体フロー図

発生

回収・解体

再資源化
オイル

家庭、事業者等

リサイクル工芸村
等

タイヤ

使用済み
自動車

修理自動車、
中古自動車

中古自動車販売業
者、部品販売業者

使用済み
自動車

ガラス

中古自動車販売
業者、部品業者

回収業者

処分、投棄

プラスチック

リサイクル工芸
村

バッテリー

認定事業者
非正規事業者等

触媒
エンジン
鉄くず

国内外製錬業者
リサイクル工芸村
等

※これらのうち再利用可能な
ものは部品販売業者に戻り
再度販売される。

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

（2）ELV リサイクルに係る段階別の状況
1） 発生段階

以下、ベトナムにおける ELV 発生量の推計結果を示す 124。自動車の普及が
未だ十分に進んでいないことから、ELV の発生量は他の調査対象国と比較して
少ないものとみられる。

124 推計方法は第２章 I. １．を参照。
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図表 65 ベトナムにおける ELV 発生台数推計
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（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成

2） 回収段階

ベトナムでは、自動車は補修や部品交換を繰り返して、数十年間使用される
ことが多い。そのため、ELV という概念自体があまり浸透しておらず、ELV の
回収を専門とする事業者もほとんど存在しない。
一方、ELV の買取り、回収を行っているリサイクル工芸村も存在する。リサ
イクル工芸村に回収される ELV には、事故などで故障した自動車、行政や軍隊
の乗用車、事業者のバス、トラックなどが含まれる 125。売却の際には、仲介業
者を通す場合 125や、リサイクル工芸村の住民に直接売却される場合がある。な
お、リサイクル工芸村に売却される ELV の多くは、商用車であると推測される
125 。

3） 処理・処理後段階

リサイクル工芸村に搬入された ELV は、手解体によって解体され、部品ごと
に選別される。部品は可能な限り中古品として売却される 126。金属スクラップ、
廃油はリサイクル原料として売却されるほか 126、廃タイヤも中古部品回収業者

125 経済産業省「『平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済製品の回
収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書』
（株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所）」
126 現地省政府ヒアリングより

80

に売却される場合がある 127。再利用不可能なエンジンは、アルミスクラップと
してアルミ製錬事業者に売却される 128。一方、再利用不可能なブレーキやタイ
ヤなどは、焼却処理される場合もある 128。
リサイクル工芸村では、廃油の垂れ流しによる水質汚染、タイヤの焼却処理
による大気汚染、重金属の溶出による土壌汚染など、不適正処理による環境汚
染問題が顕在化しつつあるが、そういった状況に対する行政の取り締まりが十
分に行き届いていない状況である 128。

127 経済産業省「『平成 27 年度インフラシステム海外展開促進調査等事業（ベトナム：使用済製品の
回収・リサイクル事業実施可能性調査）調査報告書』（エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所）」
128 現地省政府ヒアリング
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４.３ 我が国事業者による現地展開可能性
４.３.１ 電気電子機器廃棄物（e-waste）

ベトナムにおける e-waste に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の表
のように整理される。

図表 66 ベトナムの e-waste リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

ベトナム

評価

市場ポテ ンシャ ル

市場規模

 他国と比較して、現在のe-waste発生量は大きくないものとみられる。
 2025年の使用済み家電5品目（TV、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、PC）
の市中発生量は、約5,000千台と予測される。

△

競合の状況

 e-wasteの処理技術を有する会社は43社であり、産業由来のe-wasteは認
定事業者によって多く処理されている。
 家庭由来のe-wasteは非正規事業者によって回収・処理されている。特
に集荷力、競争力の高いリサイクル工芸村への対応が必要となる。

×

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物
基本法

 「環境保護法」にて有害廃棄物の管理についての原則を規定

○

有害廃棄物に
関する基本法

 「有害廃棄物の管理に関する通達36号」等にて、有害廃棄物の管理に
関する細則を規定

e-waste を 対
象とした細則
等

 「有害廃棄物の管理に関する通達36号」にて、排出事業者、認定事業
者の役割を明記
 「廃棄製品の回収および処分についての規制に関する決定16号」に
よって、家庭由来e-wasteの回収における製造業者、消費者、政府の役
割を明記
 リサイクル料金に関しては規定なし

△

 産業由来のe-wasteは、一部行政の管理が行き届いていない部分がある。
 家庭由来のe-wasteは、回収拠点の設置方法等が法令に明記されている
ものの、実際に法令が遵守されるまでには時間を要すると予想される。

×

 住民によるごみの分別をする意識は高くなく、ごみを分別する習慣は
形成されていない。
 政府としては、今後、制度構築（分別種類の明示、ごみの種類ごとの
回収方法の確立等）によって分別の習慣を醸成しようとする方向性に
ある。

×

法制度の運用

法制度の運用に影
響を与えるソフト
ロー

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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４.３.２ 使用済み自動車（ELV）

ベトナムにおける ELV に係る制度整備環境、市場環境を評価すると次の表のよ
うに整理される。

図表 67 ベトナムの ELV リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

ベトナム

評価

市場ポテ ンシャ ル

市場規模

 2015年のELVの発生台数は約10千台、2025年のELVの発生台数は、約80
千台と予測される。
 我が国における年間のELV発生台数が約3,000千台であることから、市場
規模は大きくないものとみられる。

×

競合の状況

 ELV（主に事故車、商用車）の回収を行っているリサイクル工芸村が存
在し、事故車、商用車の回収ルートを確保することは容易でない。
 中古自動車販売業者等によって部品が解体されているケースもある。

△

法制度の制定

仕組みの成熟度

環境・廃棄物
基本法
有害廃棄物に
関する基本法
ELV を 対 象
とした細則等

 「環境保護法」にて有害廃棄物の管理についての原則を規定
 「有害廃棄物の管理に関する通達36号」にて、有害廃棄物の管理に関す
る細則を規定
 一部の自動車部品で廃棄されたものが有害廃棄物に含まれるにとどまる。
今後は、廃棄された自動車部品のなかで、有害廃棄物リストに含まれる
範囲が拡大する予定。
 廃棄製品の回収および処分についての規制に関する決定16号の対象製品
に自動車も含まれる予定とのことであるが、細則制定の見通しは立って
いない。

△

 自動車由来の有害廃棄物の適正処理を確保できていない状況

×

 自動車を捨てる習慣がなく、修理が繰り返され、数十年間使用される。
 廃棄物ごとに処理を行うリサイクル工芸村が決まっており、自動車リサ
イクル制度の構築の際には対応が必要となると予想される。

×

法制度の運用

法制度の運用に影
響を与えるソフト
ロー

○

（出所）各種資料を基に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準
のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国における事業環
境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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II. アジア諸国へのリサイクル関連ビジネスの展開状況
１．現地優良事例の整理
ここでは、アジア諸国で事業を展開している事業者（我が国事業者、他国事業者
問わない）が、リサイクルビジネスにおいてどのように付加価値を与えているか把
握することを目的に、現地調査におけるヒアリング結果を基に情報を整理した。

１.１ マレーシア
１.１.１ A 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
・
回収段階

・
・
・



処理段階

処理後段階




・

・
・

e-waste の運搬のための許認可も有しており、自社トラックを使用
して回収を実施している。
顧客のもとに出向き、その場で機密情報の消去を行う場合もあ
る。
集積所を設置することで、一部家庭由来の e-waste の回収を行っ
ている。
自社内にも回収ボックスを設置し、携帯電話等の回収を行ってい
る。
e-waste 解体・破砕・選別プロセス
e-waste は手解体によって、基板、プラスチック、金属スクラッ
プに選別される。
基板は機械によって破砕されており、破砕後は物理選別によっ
て、プラスチックと金属に選別される。
銅の造粒プロセス
機械を用いて、基板や銅板から高品質な銅粒を回収する。
製造する銅粒の粒径は卸売業者の要求によって決定される。
金の再資源化プロセス
湿式製錬によって、貴金属の再資源化を行っている。
銅ダストは、卸売業者に売却される。
再資源化された貴金属のインゴットは国内で売却される。
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１.１.２ B 社.
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
回収段階

・

・

処理段階

・

・
・
処理後段階

・

同社は e-waste の回収運搬に必要な許認可も取得しており、工場、
病院、事業所から e-waste を回収している。
家庭由来 e-waste については、行政の制度構築に従って、各地域
に設置された回収拠点から、e-waste を回収することを計画してい
る。
現在の処理量は 200ｔ/年であり、家庭由来の e-waste の処理施設
（処理能力 8,000ｔ）の稼働に向けた試験的な操業として位置付
けられる。
e-waste は手解体され、金属スクラップ、アルミニウム、ワイヤ、
ステンレス、変圧器、銅、ハードディスク、ミックス基板、PC
基板、プラスチック、ファンに選別される。
再資源化できない部品や物質は、同社にて適正処分される。
アルミニウムやステンレスなどの金属スクラップは、金属再資源
化事業者に売却される。
バッテリーは指定廃棄物であるため、他の認定事業者に引き渡し
ている。

１.２ インドネシア
１.２.１ C 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
・
・
・
回収段階
・

・

・
・
処理段階

・
・

グローバルに展開する電気電子機器メーカーと安定的な取引を
続けている。
顧客からの要求に応じる形で回収を行い、その後同社まで輸送し
ている。
B3 廃棄物の回収許認可を保有している。その他バーゼル条約上の
輸出許認可を保有している。
回収ボックスを設置して e-waste を回収するイベントを行ってい
る。環境サービス事業というよりは、マーケティングプロジェク
トとして考えている。
学校やショッピングモール、オフィスに回収ボックスを持って行
き、3 か月程度設置して e-waste の回収をしている。もともと携帯
電話などの小型家電が対象であったが、PC 等に対象を広げようと
検討している。
3 年程度の周期でオフィス等では機器を改めるため、定期的に IT
機器の廃棄物が発生する。所得が高いジャワ島では IT 機器の廃棄
物も多く発生するため、ジャワ島での回収を中心としている。
e-waste は手解体で処理している。
同社の処理では、データ滅却、有害廃棄物の適正処理、エネルギ
ー回収、資源回収を行っている。
データの滅却はドリル・パンチ等で物理的に穴をあけるなどして
確実に行っている。
同社では、金の剥離、鉄鋼生産、銅鋳物生産、プラスチックのペ
レット化など多角的に事業を展開しており、このうち、金の剥離
以外はインドネシア国内で行っている。
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・

・
処理後段階

・
・

・

処理後の資源は、本社の所在するシンガポールに輸出されてい
る。シンガポールでは、金と銅の製錬を行っており（金が主体）、
湿式処理を採用している。
インドネシアでも金の剥離を行う事業者が少数存在するが、同社
の基準を満たさないためシンガポールへ輸出している。
同社では、処分場に向かう量をゼロにすることを目指している。
Li バッテリーはシンガポールへ輸出している。他のバッテリーは
インドネシアで処理している。（シンガポールでは、Li バッテリ
ーは有害廃棄物として扱われない）
同社では、シンガポール、中国、マレーシア、韓国に処理工場を
保有しており、その他の国で回収された基板等はこれら４か国の
うちの近い国に輸出している。

１.２.２ D 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・

・
・

回収段階

・
・

・
・

・
処理段階
処理後段階

・

ジャカルタ首都特別州（DKI Jakarta）と連携して、携帯や家電の
回収・適正処理のプログラムを開始している。リサイクルに主眼
を置いているわけではなく、e-waste の適正処理に関する啓蒙活動
の一環として進めている。
一般の住民が e-waste に有害物質と有用物質が含まれていること
への認識を高めることを目的としている。
市庁舎オフィスに回収ボックスを設置し、職員が使用済み携帯な
どの e-waste を投入する。同社が回収を行い、工場で解体後、有
害廃棄物を適正に処理する。
同社はスポンサーとして、啓蒙ビデオや回収 BOX を作製してい
る。啓蒙ビデオは Youtube 上で公開されている。
同プロジェクトはあくまで啓蒙を目的としているため、回収量は
少なく、得られた利益について細かい取り決めはされていない。
回収量が拡大した場合の対応は今後決定する。
条例レベルでも e-waste 回収スキームが出来ているわけではなく、
啓蒙活動の一環としてイベント的に実施している段階である。
DKI Jakarta が回収対象製品を明確にカテゴライズして指定する
わけではなく、回収された使用済み製品を同社にて 7～8 グループ
にカテゴライズしている。
現状、同社では家電や小電を意識的に回収しているわけではない
が、通常処理している廃棄物に家電や小電が含まれているケース
があり、その場合には適正処理している。
（情報なし）
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１.３ フィリピン
１.３.１ E 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
・
・
回収段階

・
・
・
・
・
・

処理段階

・
・

・
・
処理後段階
・

コンピュータなどを中心に様々な電気電子機器を扱っている。
近隣だけでなく、セブやケソンなども含めて国内から集荷を行っ
ている。
家庭発生の e-waste も買い付けているが、主な買い付け先は事業
者相手の E スクラップである。
電気電子機器メーカーが主要な取引先（回収先）である。その他
大手電気電子機器メーカーと古くから取引を行ってきた。
通信会社からも直接回収している。フィリピンには 2 つの大きな
通信会社があり、それらから回収している。
e-waste のほかにも、廃油、タイヤなども回収している。
自動車からの部品回収は一部行っている。自動車内の e-スクラッ
プとしてスピーカーなどは回収している。
e-waste の処理は、多くの場合機密情報の滅却としての側面が強
い。解体前にシリアルナンバーを文書化し、適切に管理している。
ある電気電子機器メーカーの製品の処理量が大きい。製品のアッ
プデートを目的として多くの e-waste が発生している。
自社にて処理が難しい廃棄物は処理を委託している。
解体・選別は手動で行っている。5～10 年の熟練作業者が作業を
行っている。電子基板は IC チップの含有等に応じて 3 つのカテゴ
リーに細かく分類している。
処理規模が大きく、輸送コストが抑えられる点は同社の強みであ
る。シュレッダーを 2 台保有している。
処理後（解体・選別後）はローカルのバイヤーに引き渡す場合が
多い。日本のバイヤーはいないが、韓国のバイヤーは存在してお
り、オーストラリアのバイヤーは以前に比べ減少している。
プリント基板等は最終的に日本も含めた海外へ輸出している。
金、銀などが多く含まれた基板は高値で取引されている。
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１.３.２ F 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・

回収段階

・
・
・
・
・

処理段階

・
・
・

・
・

処理後段階

・
・
・

・
・
・

PEZA 特区内の顧客がほとんどで、金額も PEZA 特区外に比べて
大きい。PEZA 特区外はスポット的な取引が多い。PEZA 特区内
と PEZA 特区外ではリサイクルの状況が異なる。外側は書類提出
などはいらないが、恩恵もない。
家庭から発生する e-waste も発生量自体は多いが、あまり扱って
いない。
通信会社が e-waste を大量に排出しており、それを回収している。
一部自動車パーツも扱っている。
PEZA 内の我が国事業者と多く取引がある。
基板は ABC にランク分けして分類している。IC チップが多く入
っていて貴金属価値が高いものは A にランク分けされる。
（最低ランクの基板でも 7%程度は Cu が含まれている。）
プラスチックは PP、PE 等プラスチックの種類別に分けている。
選別は手選別。燃やして匂いで判断している例もあるが、危険で
あるため極力避けている。
地元の事業者にプラスチックは販売している。プラスチックは他
のプラスチック製品に再生される。現地事業者が扱えないものは
中国の事業者が処理する。
その他、ブラウン管テレビや油で汚れた金属は現地リサイクラー
が処理している。
プリント基板（基板に部品が載った状態）を 年間 300ｔ全て日本
に輸出している。素の基板は年間 150ｔ輸出している。
日本へのプリント基板の輸出量は国内で最大である。
基板からの部品回収の採算性が合わない場合は細かく取り外さ
ずに日本へ輸出してしまっている。
その他の処理品は多くが中国に向かっている。特に、複数の素材
が混合しているもの等は我が国事業者が受け入れてくれないこ
とから、中国に向かうケースが多い。
アルミ部分は中国へ、銅部分は日本へといった素材別に輸出先を
変えている場合もある。
日本の製錬会社にも基板等を納入している。
処理残渣は最終的に処分場へ向かっている。
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１.４ ベトナム
１.４.１ G 社
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
回収段階
・
・
処理段階
処理後段階

・
・

全国に拠点を有しており、e-waste に限らないが広い集荷網を構築
している。
仕入れ先は、事業所、工場などである。
e-waste 由来のプラスチックの焼却処分を行っており、PC のプラ
スチック部分を 15ｔ/年ほど焼却処分している。
使用可能な部品については、中古品として回収する場合もある。
PC に含まれる電気電子部品の中で、中古部品として販売可能なも
のは、地方の農村に売却される場合もある。

１.４.２ H 社.
廃棄物処理・リサイクルビジネスの段階別の付加価値
・
回収段階

・
・
・
・

処理段階

・
・
・

処理後段階

・
・

仕入れ先は、主に工場である。回収物は、完成品、不良品、部品、
故障品を含む。
製造業者が回収した使用済み製品を引き取ることもある。
家庭由来の e-waste の回収は実施されておらず、直近で実施する
予定もない。
e-waste は手解体される。
基板の処理について、機械を用いて破砕した後、比重選別によっ
てプラスチックと金属に選別する。
プラスチック粒子は施設内で焼却処理され、発生した焼却灰は施
設内の建材（ブロック）の原料として再利用される。
金属粒子は、湿式製錬によって再資源化されている。
コンピュータの解体を行う際には、顧客の立ち合いのもと製品情
報の消去も併せて実施している。
再資源化された金属は国内で販売されている。
金属再資源化の際に生成される塩化鉄（FeCl2）は、廃水処理に
利用される。
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２．我が国事業者が抱える課題の整理
我が国事業者が海外への事業展開を検討する際に直面しやすい課題について把
握し、前節で整理した優良事例と比較することを目的として、過年度の事業化可能
性調査等の報告書をレビューし、課題を抽出・整理した。
レビューの対象は、経済産業省、環境省、JICA などの我が国政府関係機関が支
援する事業化可能性調査または実証事業のうち、平成 23 年度～平成 28 年度の間に
実施されたリサイクル関連事業の報告書とした。「課題」の列には、報告書で挙げ
られた内容を引用または要約し、それぞれの課題に一文でタイトルを付した。課題
はリサイクルビジネスの段階別（回収段階、処理段階、処理後段階）、また性質別
（制度、市場・競合、技術、情報、パートナー、その他）に整理し、我が国事業者
が抱えやすい課題の傾向や特徴を把握するための簡易的な分析とした 129。

129 本分析は、報告書で記載ないし示唆された課題を三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが独自に整
理したものであり、実施事業者へのヒアリング等の詳細調査に基づくものではない。したがって、事
業化可能性調査以降に克服された課題も存在すると考えられるが、事業者の抱えやすい課題の傾向を
把握することを目的に簡易的な分析として実施した。なお、報告書内で明示的に課題と記載がされて
いない場合についても、事業化に向けた課題となると判断した場合には整理の対象とした。
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図表 68 過年度 FS 事業における課題（マレーシア）
課題の段階

FS・ 実証事業の基礎情報

1

2

委託
予算名
元

平成26
年度我
が国循
環産業
環境
海外展
省
開事業
化促進
業務

平成26
年度我
が国循
環産業
海外展
環境 開事業
省 化促進
業務
（Ⅰ．事
業環境
基礎調
査）

PJ名

マレーシ
ア国クア
ラルン
プール
首都圏
等の廃
電気・電
子機器
廃棄物
等の高
品質な
非鉄金
属（銅）
回収リ
サイクル
事業

マレーシ
ア国に
おける
廃蛍光
灯類か
ら水銀を
分離・回
収するプ
ラント設
備を用
いたリサ
イクル事
業の事
業環境
基礎調
査

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

株式会
社ウエス
ギ

対象廃
棄物

E-Waste
（廃電気・
電子機器
クアラル
廃棄物）
株式会 ンプール
等
社佐野 首都圏
環境都
廃プラス
市計画
チック類
事務所

回
収

国際航
業株式
会社

処
理
後

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

引用
or
要約

◆許認可取得に時間がかかる
ウエスギ社単独でのマ国での事業運営は、以下のような理由から難しいことが予想される。
 マ国における回収分野でのノウハウがない。
 許可取得に時間が掛かる。

●

●

引用
（P47)

◆一般家庭からのe - Waste の回収が未成熟な段階
一般家庭からのE-Waste の回収、再資源化は一部運用が始まりつつある程度で、本格的な運用は今後３年以上掛かる。
現在、「E-Waste Alam alliance」のプログラムの下、６区の州（ペラ、セランゴール、Ｋ58Ｌとプトラジャヤ、マラッカ、ジョホール）で
一般家庭からのE-Waste の回収が行われており、当該プログラムの進捗を把握しつつ、本事業での対象物の回収の有無等も
把握しながら、できる限りにおいて、一般家庭からのE-Waste の回収も本事業で継続的に検討していくことを予定している。

●

●

要約
（P57～
58）

◆パートナー事業者の選定
既存の「Full-Recovery」施設の許可を持つ処理・リサイクル企業では、当該技術に特化したビジネス、回収を展開しており、本
事業での主な回収対象である被覆電線（ハーネス）等の回収は現在行っておらず、これらを回収するためには、別途回収チャネ
ルやノウハウが必要となり、新たに被覆電線等を回収、リサイクルするメリットを見出すのが難しい状況から、事業連携には消極 ●
的。一方、「Full-Recovery」施設の許可を取得しておらず、現在主な処理方法は焼却で、E-Wasteの処理は追加的なものという
位置づけであるCenviro 社では、本事業にて導入しようとする技術はCenviro 社にはない技術であり、技術導入には興味がある
とのことでCenviro 社との事業連携を想定し事業計画案を作成することとした。
◆回収制度の未確立
→行政施策・課題解決策
事業者からの排出分についてはDOE による廃蛍光灯・HID ランプに特化した回収制度についての規制策定、家庭からの排出
分についてはDOE とJPSPN による「2+1」回収制度の本格的な開始及び同制度の廃蛍光灯・HID ランプへの適用

日本蛍
光灯リサ
イクル株
式会社

処
理

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

ー
ー

No

課題

課題の性質

●

●

●

●

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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要約
（P47)

引用
（P53)

●

◆HID ランプの使用、回収、処理・ 処分についての情報の不足
→行政施策・課題解決策
HID ランプの使用、回収、処理・処分についての追加的な調査の実施である。HID ランプは蛍光灯と比較し封入されている水銀 ●
量が多く適正処理の必要性も高い。一方で蛍光灯と比較し１個当たりの重量が重いため、排出者から多くの処理料金を徴収で
き事業性が向上する可能性も秘めている。
◆回収量の確保が課題
廃蛍光灯 廃蛍光灯について特別の回収制度を持たないマレーシア国において、蛍光灯のリサイクル事業を開始するにあたっては、回収
量の確保が課題。リサイクル原料としてのガラスの売却にあたっては、現時点では月間数百トンの納入を買い取り業者からは
示されている。
●
ガラスリサイクル市場が日本ほど大きくないマレーシア国においては、中間処理業者自身の事業採算性の点から、１社からの納
入量がより大きく設定されているものと思われる。リサイクル原料としてのガラスカレットの売却にあたっての必要最低搬入量に
ついては、買い取り業者との交渉が必要な事項であり、この交渉は蛍光灯リサイクル事業の開始段階ではなく、事業開始後あ
る程度回収の実績が積みあがった段階にて行うことが妥当と思われる。
◆処理費用の設定及び徴収
→行政施策・課題解決策
処理費用の設定を目的としたパイロット事業の実施である。廃蛍光灯・HID ランプの廃棄にあたり、主に大口排出者がどの程度
まで費用負担をすることが出来るかについての実証実験を行うことが考えられる。そして、この排出者が負担する処理費用を低
減させるため、製造・販売者を巻き込んだ拡大生産者責任制度の導入も検討すべき。

●

●

引用
（P53)

要約
（P53～
54）

引用
（P53)

図表 69 過年度 FS 事業における課題（マレーシア（続き））
FS・ 実証事業の基礎情報

3

4

委託
予算名
元

PJ名

平成24
年度我
が国循
環境 環産業
省 海外展
開事業
化促進
業務

マレーシ
ア等
ASEAN
地域に
おける
電子産
業生産
プロセス
を含めた
トータル
リサイク
ルシステ
ムの構
築事業

平成 23
年度イン
経済 フラ・シス
産業 テム輸出
省 促進調
査等委
託費

課題
対象廃
棄物

株式会
社日本
総合研
究所

マレーシ
アにおけ
る非鉄
金属系
工場廃
棄物の 三菱マ
資源循 テリアル
環トライ 株式会
アルに
社
関する
事業化
可能性
調査

処
理

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

◆採算性の確保が最大の課題
・シリコン価格の下落が著しく、また短期的な市況回復も見込みづらい状況であるため、当初想定よりも生産コストの低減が求
められている。
・環境負荷低減効果、及び社会的受容性の観点からは、大きな課題は無いものと認識しているが、採算性の確保が最大の課
題であり、ポリシリコン市況の回復に大きく依拠する。

株式会
社新菱
北九州
市

回
収

処
理
後

課題の性質

マレーシ
アにおけ
る日系電
気電子機
器メー
カーの生
産拠点か
ら発生す
る廃棄物

引用
（P47)

●

●

●

●

引用
or
要約

引用
（P41)
（P46)

●

シリコン
スラリー
またはス ◆外資の事業者またはJV に対する補助制度の適用範囲が限定的
ラッジ 例えばマレーシアには、Green Tech Malaysia が提供する、GTFS（Green TechnologyFinancing Scheme）といった資金調達ス
キームが存在する。これは環境技術を取り入れたプロジェクトに対して、その環境技術に基づく製品やシステムの生産者に、融
資期間は最長15 年、一社当たり最大RM50 百万（約1 億5 千万円）までの融資を行うものである。しかし、対象分野が限定的で
あること、該当基準が基本的にマレーシア国営企業であること（少なくともマレーシア企業の出資比率が51％以上であること）と
いった外資企業にとっては厳しいものとなっている。
◆許認可取得が難しく、パートナーが必要
基板等の指定廃棄物（Scheduled Waste）は“Full Recovery”ライセンス保有事業者による処理が義務付けられている。また、
“3-2 リサイクル事業に係る許認可”に記載のとおり破砕・選別設備のみでは“Full Recovery”ライセンスを新規に取得するため
の要件を満たしておらず、更に湿式製錬設備等金属回収設備が必要と言われている。そのため、新規に設備一式を準備し、
“Full Recovery”ライセンスを新規に取得するより、既に“Full Recovery”ライセンスを取得している現地企業のパートナーを見つ
ける事が現実的である。
今回のトライアルにおいて基板処理を行ったVictory Recovery Resources 社は既に許認可を得て一部の日系電気電子機器
メーカーの工場系廃棄物を取り扱っており有力な候補であると言える。
◆既存のスクラップ業者が強力
マレーシアの生産拠点では一部のスクラップ業者が生産拠点以降の物流やリサイクル・適正処理を担っているばかりではなく、
生産拠点内での廃棄物、スクラップの管理業務まで行っているケースが見受けられる。そのため、出荷先や出荷量のコントロー
ルが排出元である生産拠点側から受け側であるはずのスクラップ業者に移ってしまっている。そのため新規業者やスキームの
利用については抵抗が予想される。従って、既存のスクラップ業者を上手く利用しながら資源循環スキームを構築していく必要
がある。

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足
ー
ー

No

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

課題の段階

●

引用
（P55～
56）

●

引用
（P61）

●

引用
（P61）

◆遵法性の問題（ 許認可通り処理を行わず、転売している可能性）
また、基板スクラップについてもインドネシア調査結果にもあるとおり、許認可通り処理を行わず、転売している可能性が推察さ
れる。転売先は正規業者（“Full Recovery”ライセンス所有業者）では無く、輸出業者が多くそのままシンガポールや香港等に輸
出している可能性が指摘されている。これらの不法輸出業者については現金商売が基本である。品位によって評価額を確定す
る手法ではなく、目利きによる現金決済であるが、これはリサイクル業者側がキャッシュを優先しているためと推察される。

●

◆追加費用や煩雑な手続きが必要
日本を含めた広域アジア圏においての資源循環システムを構築するには、追加費用や煩雑な手続きが必要。輸出関税がか
かったり、インドネシア政府認定業者による輸出前検査を受ける必要がある

●

●

要約
（P61)

◆基板の輸出にはFRFの認定事業者による適正処理が必要
マレーシアから日本に基板スクラップを輸出することは基本的に不可だが、“Full Recovery”ライセンス取得業者による適正処理
後の金属であれば輸出可能である。

●

●

要約
（P61)

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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図表 70 過年度 FS 事業における課題（マレーシア（続き））
FS・ 実証事業の基礎情報

5

委託
予算名
元

PJ名

課題
対象廃
棄物

回
収

◆既存のリサイクルルートの不透明性
JICA プロジェクトによるとマレーシアにおいてはe-waste は有価で取り引きされており、都市ごみ埋立地にはe-waste は来てお
らず、かわって街中の既存リサイクラに消費者によって売却されている。街中のリサイクラは出入りの中堅リサイクラ（ミドルマ
ン）にe-waste を他の鉄屑と一緒に売却し、最終的にはスクラップディーラに売却される。これらのどこかで解体が行われる。解
平成２５
体されたのちのプリント基板やハードディスクなどの構成部品は中国などのバイヤーに売却され輸出されていると見られるが詳
年度イン マレーシ
細は不明である。
廃電気・
フラ・シス アにおけ
JICA プロジェクトでは下図のように上記の現状の流れが数値で示されている（数値はいずれも2011 年時点、ペナン島でのも
電子機器
テム輸出 る廃電 株式会
の）。
・CRT テ
促進調 気・電子 社サス
また、既存のリサイクルルートには上記以外に以下の共通の特徴がみられる。
レビ
 修理や再販などによる中古品として流通しているe - was te が多い。
経済 査等委 機器リ テイナブ
ペナン州  フラット
 DOE の許可業者にはほとんど流れていない。
産業 託費（ア サイクル ルシステ
テレビ
＋5 州
省 ジアリサ 事業に ムデザイ
 冷蔵庫◆e - waste 買い取り価格が課題
イクルビ 関する ン研究
 洗濯機処理水準の高いリサイクルをフル・リカバリ工場が行うと、既存リサイクラが示す買取価格と同価格でe-waste を回収することは
ジネス展 実施可
所
 エアコ困難となる。差額を社会全体で負担しなければならない。これについては今後Official Consultative Meeting 等での協議を通じ
開可能 能性調
ン
て、regulation 案の検討作業において議論されていくことになるであろう。
性調査
査
事業）
◆FRFのリサイクル技術
マレーシアのe-waste 許可業者には白物家電を破砕できるような大型の破砕機を設備した工場はない。テレビ、冷蔵庫、洗濯
機、エアコン等を効率的に適正にリサイクルするためには大型の破砕機とその他これらの品目を適正にリサイクルするための設
備を有した本格的なリサイクル施設が不可欠である。

処
理

処
理
後

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

●

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

●

●

●

引用
or
要約

引用
（P11～
12）

引用
（P14）

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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課題の性質
ー
ー

No

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

課題の段階

●

引用
（P14）

図表 71 過年度 FS 事業における課題（インドネシア）
課題の段階

FS・ 実証事業の基礎情報

1

2

委託
予算名
元

平成27
年度我
が国循
環境 環産業
省 海外展
開事業
化促進
業務

平成26
年度我
が国循
環境 環産業
省 海外展
開事業
化促進
業務

PJ名

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

対象廃
棄物

回
収

処
理

処
理
後

◆法令解釈上、廃棄物とみなされる可能性がゼロではない点が課題
工場までメンテナンス対象とするバッテリーを輸送する際、法令解釈上、廃棄物とみなされる可能性がゼロではない点が課題で
ある。この点については、初期段階ではユーザが工場に持ち込む方法を取る予定であり、事業を実施する過程において関係省
庁との調整を行い、リスクの低減を図る。

●
インドネ
シア共
和国ジャ
カルタ市
◆再生対象とする廃鉛バッテリーがB3 廃棄物に該当するか否かが不明確である
における 株式会
自動車用 仕入・販売モデルを行う上で、再生対象とする廃鉛バッテリーがB3廃棄物に該当するか否かが不明確であるという課題があ
ジャカル
使用済 社ユー
鉛バッテ る。具体的には調達する廃鉛バッテリーは、再生可能性があるものを対象としており、調達段階で廃棄物に該当するのか、それ ●
タ市
自動車 パーツ
リー
とも中古品に該当するのかが不明である。廃棄物に該当するか否かにより、事業展開する上で許認可の取得が必要か否かに
用鉛
影響するため、環境林業省等の政府機関に確認を取り、判断を明確にしていく必要がある。
バッテ
リー再生
◆技術指導や適正処理システム作りが必要
事業
本事業は廃鉛バッテリーそのものを適正に処理するものではなく、メンテナンスや再生により、廃鉛バッテリーの発生量を抑制す
るものである。従って、廃鉛バッテリーの不適正処理には一部貢献はできるものの、抜本的な不適正処理の解決には、廃鉛
バッテリーのリサイクル段階における技術指導や適正処理システム作りが必要である。

●

引用
or
要約

引用
（P82)

●

引用
（P82)

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

●

●

◆不適正処理を行う事業者による廃鉛バッテリーの高値調達
環境省B3 管理規制局では、廃鉛バッテリーの不適正処理の要因である、不適正処理業者による廃鉛バッテリーの高値調達を
解消するために、拡大生産者責任の考え方の基、メーカに費用負担をさせ回収させるなどのアイディア出しを行っている
●
本調査の中で把握した限りでは、廃鉛バッテリー回収・保管業者は、廃鉛バッテリーをリサイクル業者に売却している。廃鉛バッ
テリー回収・保管業者が高値で廃鉛バッテリーを買い取ることができるようになれば、廃鉛バッテリーが不適正処理業者に流入
することを抑制することはできる

インドネ
シア共
和国ジャ
カルタ市
◆廃鉛バッテリーの不適正処理が課題
における 株式会
自動車用
ジャカル
現地では廃鉛バッテリーの不適正処理が課題となっており、環境省B3 管理規制局より許認可を受けない不適正処理業者が、
使用済 社ユー
鉛バッテ
タ市
廃鉛バッテリーを高値で買い取ることが要因である。㈱ユーパーツが展開する廃鉛バッテリー再生事業は、リサイクル目的よりも
自動車 パーツ
リー
●
価値の高いリユースであるため、廃鉛バッテリーを高値で調達できることが課題解決に資することが可能である。しかし、環境省
用鉛
B3 管理規制局でのインタビューで先方から話が出たとおり、今後、廃鉛バッテリー再生技術の現地国民・関連事業者への普及
バッテ
啓発が必要である。
リー再生
事業
◆多様な再生鉛バッテリーのラインナップ
一般自動車ユーザーの場合、現地で流通する車種のラインナップが多様であることから、鉛バッテリーの種類も多様化する。こ
のことから、調達する廃鉛バッテリーを再生鉛バッテリーとして商品化しても、多様な鉛バッテリーの需要に応えるだけの再生鉛
バッテリーのラインナップを揃えることは難しく、事業開始までに多様な廃鉛バッテリーを調達することが必要である。

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

ー
ー

No

課題

課題の性質

引用
（P82)

●

要約
（第7章
7-2）

●

引用
（第7章
7-1）

●

引用
（第7章
7-1）

図表 72 過年度 FS 事業における課題（インドネシア(続き)）
FS・ 実証事業の基礎情報

委託
予算名
元

平成25
年度我
が国循
環境 環産業
3
省
海外展
開事業
化促進
業務

平成 26
年度イン
経済 フラシス
4 産業 テム輸出
省
促進調
査等事
業

PJ名
インドネ
シア共
和国に
おける
電機産
業バ
リュー
チェーン
全体に
かかるリ
サイクル
システム
の構築
事業

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

株式会
社新菱
北九州
市
株式会
社日本
総合研
究所

ジャカル
タ首都特
別州及
びその
周辺地

課題
対象廃
棄物

電機メー
カーおよ
び製品廃
棄物から
排出され
る金属複
合品を対
象

インドネ
インドネ
シア に
シア国に
おける
おける産
産業系
業系廃ス
廃スク
クラップ類
JFE環境
ジャカル （廃家電
ラップ
株式会
タ首都圏 を含む）
類・廃触
社
媒リサイ
及び廃触
クル事
媒対象と
業の展
したリサ
開可能
イ 家電を
性調査
含む）

回
収

処
理

処
理
後

課題の性質
市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足
ー
ー

No

課題の段階

引用
or
要約

◆既存事業者からのスイッチングコストが極めて高いことを示唆
インドネシア国内の既存の処理事業者が存在している。かつ、今回の調査を通じて、本来であれば有価物として排出企業が対
価を得られるものについても、一部、費用を支払っているケースが見受けられた。これは、既存事業者からのスイッチングコスト
が極めて高いことを示唆していると考えられる。
●
一方で、保税地区に工場を構える企業の中には、直接海外のリサイクル事業者に有価で引渡しを行っているケースも見受けら
れた。これは、インドネシア国全体で見た場合、資源の海外流出につながっているといえる。既存の廃棄物処理事業者からのス
イッチングコストが高い状況を踏まえると、海外への資源流出を防止する手立てとして、「既存の国内事業者から、海外事業者
にわたるタイミングで、幅広く回収し、一定の処理量を確保する」という考え方（下図参照）が有効であると考える。

●

引用
（P21）

◆半強制的な廃棄物処理委託 が定常化
B3廃棄物として処理を行っいるスクラップ類の発生量は、ジャカル タ首都特別州 を含む経済圏で、年間1万トン程度と、想定よ
り大幅に少ない量であった。そのひとつはB3 廃棄物処理 廃棄物処理の許可持った事業者が非常に少ないため、日系企業自
身が、 自ら廃棄物の一次処理を行 い、B3 廃棄物以外（非B3系廃棄物） として処理できるよう としていること、もうひとつは地
域 ・地元の業 者や特定事事者による半強制的な 廃棄物処理委託 が定常化しており、処理事業者や処理方法の選択肢が実
上奪われていること による と推定される。

●

引用
（P80)

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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図表 73 過年度 FS 事業における課題（インドネシア(続き)）
FS・ 実証事業の基礎情報

5

委託
予算名
元

PJ名

課題
対象廃
棄物

回
収

◆事業に必要な許認可の取得
第3章で述べられているとおり、基板類はB3廃棄物と呼ばれる有害廃棄物に分類されておりインドネシア環境省よりB3廃棄物
●
の利用者の許認可を取得する必要がある。許認可の取得に関しては法規制に記載されている以上にインドネシア独特の習慣
インドネ
日系電気 等により日本企業には複雑な手続きとなることが想定される。
シアにお
電子機器
ける銅
メーカの
平成23 製錬所
生産拠点 ◆経済性の問題
年度イン を活用し
三菱マ
から排出 今調査で判明したインドネシア国内の既存リサイクル業者の回収量は年間240ｔ/社程度であり、後述する既存取引先との関係
経済 フラ・シス た非鉄
テリアル ジャカル される工 も含め回収量1,480ｔの早期確保は困難と考える。また、競合他社(TLI社)の処理原価と比較すると4倍程度の開きがある。更に、
産業 テム輸出 金属リ
株式会 タ近郊 場廃棄 非認定業者と比較すると更に大きな差が出てしまい買取価格に差が出る可能性が高い。
省 促進調 サイクル
社
物、およ また、全ての電気電子機器メーカーに当てはまるかは不明だが、今回調査した基板は銅品位が低く電装品も少ないため、品位
査等委 事業に
び一般市 を高める事は容易ではない。従って買取費と売却費の差の達成も容易ではない。今回は工場廃棄物の抜き取り調査で評価を
託費
関する
場から排 行っているため、一概に判断はできない。そのため、一定期間の工場廃棄物をトライアル処理することにより精度の高い評価が
実施可
出される 可能である。
能性調
E-Waste
◆既存取引先との関係
査
既存のスクラップ業者については第4章で述べられているとおり、マドゥラと呼ばれる合法・非合法の回収業者の影響力が大き
●
い。彼らの既得権益は新規参入を難しくしているのみならず、既存の商流を急激に変更する事までも難しくしている。今回の調
査実施時に排出元、リサイクル業者を含め話の端々にマドゥラの名前が挙がっており、影響力の大きさがうかがい知れる。その
ため、ターゲットとしている工場廃棄物の回収量を短期間で確保することは困難であると考える。

処
理

処
理
後

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

●

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

引用
or
要約

引用
（P103)

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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課題の性質
ー
ー

No

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

課題の段階

●

引用
（P103)

●

引用
（P103)

図表 74 過年度 FS 事業における課題（フィリピン）
課題の段階

FS・実証事業の基礎情報

1

委託
予算名
元

平成25
年度イン
フラ・シス
テム輸出
促進調
経済 査等委
産業 託費（ア
省 ジアリサ
イクルビ
ジネス展
開可能
性調査
事業）

PJ名

フィリピ
マニラを
ンにおけ
中心とす
る電気
るメトロ
電子機
マニラ圏
器廃棄 日本磁 および、
物のリ 力選鉱 第二の
サイクル 株式会 都市圏
事業に
社
であるセ
関する
ブを中心
実施可
とするメ
能性調
トロセブ
査
圏

対象廃
棄物

課題

◆DAO 2013-22 による回収の実効性が不透明
E-wasteのリサイクル事業を継続的に実施するためには、安定したE-wasteの回収が最も重要である。特に、現状ほぼ回収され
ていない家庭由来のE-wasteを確実に回収することは、事業性を確保する上での最優先課題である。DENRが公布したDOA
2013-22ではMRFで家庭由来のE-wasteを収集・分別・保管することを地方行政に義務付けているが、実際の効力は地方行政
の取組の積極性により大きく変わると考えられる。そこで、地方行政やDENR対して、当社からも積極的に知見を提供し、適正な
リサイクルシステムが構築されるよう、積極的に働きかけていく必要がある。
家電、携
帯電話な
どの電気
電子廃棄
物
（ewaste）

回
収

●

◆MRFにおけるコスト負担者が不明瞭
DOA 2013-22ではMRFで家庭由来のE-wasteを収集・分別・保管することを地方行政に義務付けているが、そのコスト負担に関
する考え方は各地方行政の判断に任されている。E-wasteにはリサイクル業者が有償で買取を行う有価なE-wasteと、MRFが処
理費を支払って処理する無価値なE-wasteがある。仮にMRFで回収されるE-wasteの大部分が無価値なE-wasteである場合、
誰がコスト負担をするかによって、仕組みの実効性が大きく変わる
◆非正規事業者との競合
インフォーマルセクターは、環境及び健康上、適切な対応策を取らず、加えて安価な労働力を利用してリサイクルを実施してい
る。一方、当社が実施するE-wasteのリサイクル事業では、環境や健康にも十分な対応策を講じた上でのリサイクルを行うた
め、相対的にコストがかかり、E-wasteの調達における価格競争力が低下する可能性がある。

●

2

◆未開拓市場についての情報収集が遅れがち
マニラ地域は優良顧客の特定がセブ地域に比べて進んでいることや大口顧客の比率が高いことなど、事業環境が比較的恵ま
れているが、未開拓市場についての情報収集が遅れがちになっている。行政との連携も、セブ地域に比べるとやや立ち遅れが ●
廃蛍光 目立つ。他方で①大規模商業施設の集積、②大規模工業団地および港湾施設の存在、③ケソン市担当部局が水銀問題を熱
灯、廃電 心に研究している等、首都圏ならではの巨大な市場規模が楽観的な見通しを後押ししている。
フィリピ
池、廃医
ン向け
療器 ◆環境行政に後ろ向きの対応を取るバランガイ（小規模行政区分）が担当する家庭からの廃蛍光灯収集が課題
水銀含 野村興
具、歯科 今後はセブ市を構成する80 のバランガイ（小規模行政区分）が担当する家庭からの廃蛍光灯収集が課題となってゆくと考えら
マニラ・
●
有廃棄 産株式
アマルガ れる。現状、多数のバランガイが市政の野党政党を支持しており、特に環境行政については後ろ向きの対応を取るところが少な
セブ地域
物広域
会社
ムおよび くない。地域住民に対する啓もう活動等を通じた意識改革がうまく進められるか予断を許さない状況にある。
処理事
原油ス ◆バーゼル条約に基づく輸出入承認手続きに時間がかかる
業
ラッジを含 バーゼル条約申請を実際に行ったところ、フィリピン側のみならず日本側も「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処
む水銀含 理法）や「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」（バーゼル法）、「外国為替及び外国貿易法」（外為法）との関係
有廃棄物 で審査に大変時間がかかることがわかった。申請手続きについて以下で詳述のとおり、予想をはるかに上回る事務手続きが発

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

●

引用
（P76）

●

引用
（P76）

引用
（P76）

引用
（P76）

●

●

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）

引用
or
要約

●

●

生しており、最終的に年度内にサンプル輸入を完了できないまま調査報告書の期限を迎えることとなった。本件は、現地政府と
の連携協力関係を構築し、密接な連携を取っていたにもかかわらず不可避的に発生した経緯があり、実務上の大きなネックに
なることが懸念される。
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市
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●

◆適切な処理の制度がない
DAO 2013-22においてM506、M607のE-wasteの取扱いライセンスが設定されたが、E-wasteの処理方法に係る細かい規定が
定められていない。適正なリサイクルを評価する仕組みが出来上がらず、適正な処理を行うことに対するインセンティブが働かな
い制度となる可能性がある。

平成28
年度我
が国循
環境 環産業
省 海外展
開事業
化促進
業務

処
理

処
理
後

ー
ー

No

実施者
対象都
（委託
市
先）

課題の性質

引用
（P17)

●

引用
（P17)

●

引用
（P23)

図表 75 過年度 FS 事業における課題（ベトナム）
FS・ 実証事業の基礎情報

委託
予算名
元

PJ名

課題
対象廃
棄物

回
収
◆e - waste リサイクル制度における回収の実効性
E-wasteのリサイクル事業を継続的に実施するためには、安定したE-wasteの回収が最も重要である。特に、現状ほぼ回収され
ていない家庭由来のE-wasteを確実に回収することは、事業性を確保する上での最優先課題である。家庭由来のE-wasteの回
収可能性は、リサイクル法の実施内容によって大きく変わるため、実施に向けた検討動向の詳細な把握を行うとともに、2014年
8月までに策定予定のガイドラインの検討においては、当社からも積極的に知見を提供し、適正なリサイクルシステムが構築さ
れるよう、積極的に働きかけていく必要がある。

1

ハノイ、
ベトナム
◆e - waste リサイクル制度におけるコスト負担
ホーチミ
における
2013年9月25日に公表されたE-wasteリサイクル法は、メーカーや輸入会社の責任を定義した内容であり、具体的な廃棄物の
ン、ハイ
電気電
収集・運搬・処理における費用負担に関する記載はない。天然資源環境省は2014年8月までにガイドラインを策定することとして
フォンを
子機器
おり、ガイドラインの内容如何では、費用負担が全て事業者に負わされるリスクが存在する。
日本磁 中心に、
廃棄物
電気電子
力選鉱 近郊エリ
のリサイ
機器廃棄 ◆非正規事業者との競合
株式会 アのドン
インフォーマルセクターは、環境及び健康上、適切な対応策を取らず、加えて安価な労働力を利用してリサイクルを実施してい
クル事
物
社
ナイ省、
る。一方、当社が実施するE-wasteのリサイクル事業では、環境や健康にも十分な対応策を講じた上でのリサイクルを行うた
業に関
ビンズオ
●
め、相対的にコストがかかり、E-wasteの調達における価格競争力が低下する可能性がある。
する実
ン省、タ
また、リサイクル法が具体的に動き出す2015年以降、当社は現地企業と連携して、リサイクル法に則った適正な事業者として、
施可能
イニン省
家庭由来のE-wasteを回収することを想定している。この取組は従来のインフォーマルセクターのビジネス領域そのものと競合す
性調査
等
るものであるため、所轄官公庁等のサポートのもの、十分に協議して事業を推進する必要がある。
◆リサイクル制度では、e- waste の処理方法に係る規定が定められていない
リサイクル制度では、E-wasteの処理方法に係る規定が定められていない。策定されるガイドラインにて処理方法が定められる
見込みであるが、適正なリサイクルを評価する仕組みが出来上がらず、適正な処理を行うことに対するインセンティブが働かな
い制度となる可能性がある。
◆メーカーとのネットワークの構築の必要性
E-wasteのリサイクル法では、メーカーにE-wasteの回収・運搬・処理を行う義務を負わせており、当社がリサイクル法に則り適
正E-wasteのリサイクルを行うためには、メーカーと関係を構築し、メーカーから事業委託を受ける必要がある。また、メーカーは
リサイクル法を策定するにあたって天然資源環境省と頻繁に意見交換を行っており、今後はガイドライン策定に合わせて連携し
て動きを取ることが重要である。

情
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報 ナ
の
不
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足

引用
or
要約

引用
（P61)

●

●

引用
（P67)

●

●

引用
（P61)

引用
（P60～
61)

●

●

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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●

●

◆コスト負担の考え方や適正な処理方法の整備
リサイクル制度はメーカー等にE-wasteの回収・運搬・処理責任を負わすことを明確にしたのみであり、費用負担や処理に関す
る具体的な内容等は一切定められていない。今後ベトナムにおいてE-wasteのリサイクル事業を発展的に展開するためには、コ
スト負担の考え方や適正な処理方法の整備等、E-wasteが実際に回収され、広くリサイクルされる仕組み作りに協力することが
重要である。

平成24
年度イン
経済 フラ・シス
産業 テム輸出
省 促進調
査等委
託費

処
理

処
理
後

課題の性質
ー
ー

No

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

課題の段階

引用
（P61)

●

●

引用
（P67)

図表 76 過年度 FS 事業における課題（ベトナム（続き））
FS・ 実証事業の基礎情報

2

委託
予算名
元

平成２３
年度イン
経済 フラ・シス
産業 テム輸出
省 促進調
査等委
託費

PJ名

実施者
対象都
（ 委託
市
先）

課題
対象廃
棄物
工業団地
に進出す
る電子部
品メー
カー等か
ら排出す
る電子廃
棄物
（PCB、電
子部品
屑、金属
屑、その
他貴金属
含有廃棄
物）
一般家電
（パソコ
ン、CRT
モニタ）

ベトナム
における
三井金
電子廃
属鉱業
棄物リ
株式会
サイクル
社
に関す
る調査

回
収

3

ベトナ
ム：使用
済製品
の回収・
リサイク
ル事業
実施可
能性調
査

株式会
社エヌ・
ティ・
ティ・
データ経
営研究
所

ハノイ
市、ハイ
フォン市
を中心と
したベト
ナム北
部地域

Decision
16 の対
象となっ
ている使
用済製品

処
理
後

市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

引用
or
要約

◆e - waste の集荷網の構築（ 法律面及び政府関係とのパイプ）
ベトナムでは社会主義国であることも関係して政府関係者の意向が強く許認可に関しても、工業団地での廃棄物管理にしても
●
実際に集荷網を構築しようとした段階で、何かしらの制約が発生することも否定できない。法律面及び政府関係とのパイプを太く
し、今後更なる注意深く情報収集する必要がある。

●

引用
（P54)

◆一般消費者からのe - waste リサイクルに係わる政策の見通しが未定
ベトナムにおける一般消費者を対象とした電子廃棄物リサイクルに係わる政策は、現在政策検討の段階で、具体的な見通しは
●
立っていない。従って、どのような集荷、処理方法でリサイクルされるのか、リサイクル費用は誰が責任を負って負担するのかは
未定である。この政策の方針によっては、本案件の収益性を大きく左右されるので、今後引き続き注視していく必要がある。

●

引用
（P54)

◆ベトナム国内でのリサイクル産業の市場性の不利(関税など）
ベトナムでは、電子廃棄物をリサイクルし回収した場合に発生する金属屑、特に銅やアルミなどの非鉄金属を原料とする素材産
業は極端に少ない。多くは中国にインフォーマルセクターを通じて輸出されている場合が多い。弊社のような外国企業がベトナ
ム国内から日本等へ輸出しようとする場合、関税等が生じ経済的に不利を被ることが予想される。
◆製品ごとの回収・ 処理方法の精査
 製品の種類に応じた回収方法を検討しなければならない。MONRE と各業界は早急に意見交換を実施するべき。
 運用は全国統一するべきであり、MONRE は業界との話し合いに基いて、ガイドラインを示すべき。
 MONRE は、適正な処理（ないし不適正な処理）の具体的な要件をガイドライン等で示すべき。

平成２７
年度イン
経済 フラシス
産業 テム海外
省 展開促
進調査
等事業

処
理

課題の性質
ー
ー

No

課題の段階

●

●

引用
（P54)

●

●

要約
（P49～
50)

◆廃製品の引き渡し価格
 適切な処理・リサイクルは費用がかかるため、廃製品の引き渡しは逆有償になるものもある。現在有価で取引されているもの
についても、国際的な市場動向により、急に逆有償になることもありえる。
●
 （インフォーマルセクターと同じ価格で廃製品を引き取るとか、引き取り時に金券を配布するような）過度な金銭的負担を強い
るようなシステムは必ず破綻する。
 消費者から処理料金を徴収して廃製品を回収することを想定するとともに、法的にもその考えを明確に盛り込むべきである。

●

引用
（P50)

◆非正規事業者の存在の認識と改善
適切な処理・リサイクルを前提とした回収では、買い取り価格はインフォーマルセクターよりも安くなるか、逆有償にもなり得る。
・ よって施行後も大半がインフォーマルセクターに流れることを認識するべきであり、インフォーマルセクターを取り締まらなけれ
●
ばリサイクル制度が機能しないことを理解するべきである。
 また、インフォーマルセクターの取り締まりに加え、消費者への周知徹底、回収ポイントからの適切な引き渡しの監視・徹底な
どが必要。

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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●

引用
（P50)

図表 77 過年度 FS 事業における課題（ベトナム（続き））
FS・実証事業の基礎情報

4

委託
予算名
元

PJ名

平成 26
年度イン
経済
フラシス
産業
テム輸出
省
促進調
査

ベトナム
における
アルミリ
サイク事
業展開
可能性
調査調
査報告
書

課題

実施者
対象都
（委託
市
先）

対象廃
棄物

株式会
社大紀
アルミニ
ウム工
業所

◆アルミニウムスクラップ集荷ルートの構築
同国でのビジネス展開においては政府関係者の恣意的な意向が強く反映される傾向が一部で見受けられ、廃棄物収集・処理
やリサイクル事業においても同様の事が言えると思われる。その為、集荷ルート構築の際、既存商流に入り込む事を試みると何 ●
らかの制約が発生することが想定されるので、政府関係筋とのパイプを持ち法令の運用把握等、注意深く情報収集することが
アルミニ
必要である。
ウムスク
ラップ
◆環境法の改訂に伴いライセンス新規発行について不透明な状況
今回検討したビジネスモデルで使用する主原料の内、切削粉及びドロスが危険廃棄物に指定されている。これらを取り扱うため
●
には、ベトナムにおける危険廃棄物ライセンスの取得が必須となっておるが、環境法の改訂に伴いライセンス新規発行について
不透明な状況となっている。

回
収

処
理

処
理
後

5

平成２６
経済 年度新
産業 興国市
省 場開拓
事業

ベトナム
自治体
間協力
による電
気電子
機器廃
棄物
リサイク
ル制度
構築支
援

株式会
社エヌ・
ティ・
ティ・
データ経
営研究
所

●

（注）「課題」の列に記載の本文は各 FS/実証事業報告書から引用または要約（引用・要約の区別及び該当ページは「引用 or 要約」の列に記載）
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市
制
場 技
度 合
・ 術
上
競

情
パ そ
報 ナ
の
不
ト 他
足

引用
or
要約

引用
（P37）

●

◆ベトナムではe-wasteの定義が統一されていない
例えば古くなった家電はE-wasteなのかどうかという議論がある。実際に法律を運用する際には、どこからがE-wasteなのかを定 ●
義する必要がある
◆家庭由来のe-wasteについては、非正規事業者が有価に回収を行う市場が既に形成されている
ハノイ
そのため、新しい法案を施行したとしても、メーカーや輸入会社はE-wasteをほとんど集められないと考えられる。 メーカー・輸入
市、ハイ
会社が、E-wasteを回収しなければならないとの内容がDecisionに盛り込まれているが、家庭から発生するE-wasteを回収する ●
フォン市
ための特別な仕組み・スキームは検討出来ていない。詳細な規則は今後検討することとなる。E-wasteを回収するためには、PR
を中心と
活動を行い国民の意識啓発を行う必要がある
したベト
ナム北
◆ベトナムはリユース中心の市場
部地域、
E-waste 故障した電気電子機器は、すぐには廃棄されず、修理店によって何度も修理され、また再利用・再販売される。そして何度がリ
および
ユースされた後、初めてE-wasteとして廃棄される。
ホーチミ
●
このE-wasteについてはインフォーマルセクターによる有料回収の仕組みが構築されている。まず、1次コレクター→次コレクター
ン市を中
→リサイクル工芸村の順に売却する。リサイクル工芸村は、買い取ったE-wasteを手解体の上、有価な基板等を中国等に密輸
心とした
で売却していると推計される。
ベトナム
南部地
◆ベトナムのリサイクル事業者はe -wasteのリサイクル技術を有していない。
域
現状行われている処理は手解体だけである。したがって、この制度によりE-wasteを回収出来たとしても、ベトナム国内には手
解体以上の処理を行う技術がないという点が課題である。
今後、法律の施行に伴い、E-wasteの処理ライセンスを有している企業はE-wasteのリサイクル技術の導入を検討するべきであ
る。しかし、回収量が集まらない可能性があるのが問題である。ある程度の回収量が得られなければ、リサイクル企業は設備投
資することは出来ない。

課題の性質
ー
ー

No

課題の段階

●

引用
（P37）

●

引用
（P28)

●

引用
（P28)

●

要約
（P39～
40）

●

引用
（P29)

III. リサイクル関連ビジネスを取り巻く環境の取りまとめ

１．調査対象国における市場及び制度の特徴
１.１ 社会制度の成熟度合に基づくビジネス環境の違い（e-waste）
第２章 I. で整理した内容を踏まえ、現地での e-waste リサイクルビジネス環境を
主に規定する市場・制度の 2 軸から各国の状況を評価し、図表 78 に整理した。
縦軸には、第２章 I. で推計した各国の e-waste 発生量をとった。 e-waste 発 生 量
が大きいことが必ずしもリサイクルビジネスの成否を分けるわけではないが、事業
採算性を確保するには一定程度の処理規模が要求される場合が多いことから、各国
の発生量（パイの大きさ）を、市場環境を表す一つの指標とした。また、e-waste の
回収可能な量は競合によっても左右されることから、競合の数をもう一つの縦軸
（右軸）として取り、制度の成熟度に応じた一般的な競合の数の推移を曲線で目安
として記載した。
横軸には「制度の成熟度」を取った。「制度の成熟度」はハードローの制定状況
だけでなく、自治体の取組動向や仕組みを運用させるために必要となる住民意識の
向上等の進捗度合いを含む。制度の成熟度は、e-waste に係る個別の法制度の制定
に向けた状況に基づき、「個別制度検討前」、「検討中（前期）」、「検討中（後期）」、
「制定・安定運用後」の４つの段階に分けている。文献・インターネット調査や現
地ヒアリング情報から、制度制定に向けた検討が始まっていることが確認できてい
る場合には、「検討中」の段階として分類し、安定的な運用が行われていることが
確認できている場合には「制定・安定運用後」として分類した。また、検討中であ
っても、中央政府レベルで法律等のドラフトが作成されたのみである場合から、自
治体レベルでは具体的な回収等スキームを構築できている場合まで幅広い。特に家
庭由来の e-waste の回収体制の構築には地方自治体の果たす役割が重要となる。そ
のため、「検討中」の段階を更に 2 段階に分割し、回収等スキームを構築・実行す
る自治体レベルでの具体的な検討が始まっているか否かを基に、「検討中（前期）」
と「検討中（後期）」に分けた。一般的に、制度制定に向けた検討が始まっていた
としても、実際の安定運用に向けた具体的な役割・運用体制が整うまでには時間を
要することから、このような分け方とした。
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図表 78 e-waste 個別法制度の制定に向けた各国の状況

制度・市場の
概況

 使用済み製品の絶対的発生量
が小さく、また（正規・非正規
ともに）中古利用が盛んであ
り、環境汚染や不法投棄等の
問題がほとんど発生していない

個別制度検討中（前期）

 法制度検討の具体化が進
む。
 産業由来品は認定事業者が
適正処理を行い、家庭由来
品にも認定事業者が処理に
乗り出す。

 適正処理や再資源化等を定めた
法制度が制定され、また実際に
運用されている。

個別制度検討中（後期）

制定・安定運用後

非正規事業者の
競合数（右軸）

市場面

中国(2016年）
一人当たりGDP：8,120$

認定事業者の
競合数（右軸）

競合の数

発生量
e-waste

個別制度検討前

 不法投棄等に対応するための
法制度が検討され始める。
 一部で産業由来品を中心に試
験的に適性処理等が行われ始
めるが、家庭由来は非正規事
業者が処理の中心

インドネシア(2016年）
一人当たりGDP：3,600$

フィリピン（2016年）
一人当たりGDP：2,930$
マレーシア(2016年）
一人当たりGDP：9,370$

ベトナム（2016年）
一人当たりGDP：2,170$

制度・
仕組
み面

有害廃棄物の適正処理に対する
意識の高まり
有害廃棄物に関する
規制

制度の成熟度

e-wasteの有害性への認識の高
まり

市民・住民のリサイクル意識の変容、分別意識の向上

e-waste個別法制度の
検討開始
個別自治体でのe-waste回収ス
キームの検討開始

個別自治体での回収スキームの
具体化・運用開始

e-waste
個別法制
度の制定

資源効率性への
意識の高まり

e-waste個別法
の制定・安定運
用

（注１）ここで e-waste とは、家庭由来（一般家庭から発生する e-waste）と産業由来（工場発生不良品等＋事業所由来の使用済み品）の両者を指す。
（注２）横軸の「制度の成熟度」は、法制度の制定状況に加え、関連法制度の運用状況や運用に影響を与える現地習慣等の状況を総合して評価している。各制度制定の段階は、
制度・仕組み面の「e-waste 個別法制度の検討開始」、「個別自治体での回収スキームの具体化・運用開始」、「e-waste 個別法制度の制定」によって分けられる。
（注３）縦軸の「e-waste 発生量」は 2016 年時点の発生量推計結果を使用。「競合の数」は制度・仕組み面の状況に応じた競合数の一般的な推移をイメージとして記載。
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図表 79 各国の e-waste リサイクルに係る法制度及び市場の状況
評価項目

マレーシア

市場ポテンシャル

市場規模

インドネシア

フィリピン

ベトナム

 人口が少ないため、e-wasteの発生量  人口が多いため、E-wasteの発生量は  2025年の使用済み家電5品目の市中 
は他国と比べて小さいものとみられる。
他国と比べて大きいものとみられる。
発生量は、約6,000千台と予測される。
 2025年の使用済み家電5品目の市中  2025年の使用済み家電5品目の市中
発生量は、約5,000千台と予測される。
発生量は、約22,000千台と予測される。


現在のe-waste発生量は大きくないも
のとみられるが、今後の増加率は高くなる
見込みである。
2025年の使用済み家電5品目の市中
発生量は、約5,000千台と予測される。

競合の状況
法制度の制定

仕組みの成熟度

 産業由来のe-wasteは、認定事業者に  e-wasteを主に扱っている会社は6社程  e-wasteを取り扱う認定事業者は50社  産業由来のe-wasteは、認定事業者に
よって処理されており、参入が難しい。認
度と少なく、比較的参入の余地は残され
程度と、競争は激しい
よって多く処理されている。認定事業者
定事業者142社
ていると思われる。
 家庭由来のe-wasteは、ジャンクショップ
43社
主な競合、
 家庭由来のe-wasteについては、非正  家庭由来のe-wasteは非正規事業者
によって多くが回収されており、制度構築  家庭由来のE-wasteについては、集荷
競合の数
規事業者及び、家庭由来e-wasteの
によって回収されている。
を伴わない限り回収は容易でない。
力、競争力の高いリサイクル工芸村への
回収に積極的な認定事業者との競合が
対応が必要となる。
予想される。
 現地集荷事業者を介する形でe-waste  現地側要請で進出した米系事業者も  現地事業者とのJVで豪州系事業者など  公的資金による開発支援という形で進
欧米企業の
の集荷を手掛ける事業者が多い。
あったが現在は撤退（他国籍に売却）。 が進出しているが、まだ件数は少ない。
出している事例があるものの、まだ進出
進出状況
欧州・豪州系事業者もある。
件数は少ない。
 1974年に「環境質法」が制定されており、 2009年の「環境の保護及び管理に関  「大統領令1152フィリピン環境規則」で、 2014年に「環境保護法」が改正されて
環境・廃棄
廃棄物管理の原則を規定
する法律」、2008年の廃棄物管理法で
廃棄物の発生源から処理までの廃棄物
いる。有害廃棄物の管理に関する基本
 一部の州では、都市ごみの分別を義務
有害廃棄物の管理と一般廃棄物管理
管理原則が規定
原則を規定
物基本法
付ける州法が施行
に関する原則が規定
有害廃棄物  指定廃棄物に関する環境規則によって、  「有害廃棄物の管理に関する政令」で、  「有害物質及び危険・放射性廃棄物管  「有害廃棄物の管理に関する通達36
許認可等について規定
各有害廃棄物（B3）の分類を定義。
理法」で、有害廃棄物の分類を定義。
号」などで、有害廃棄物の管理に関する
に関する基
一項目にe-waste含む。
一項目にe-waste含む。
細則を規定。
本法
e-waste を  「指定廃棄物に関する環境規則2005」  2011年からE-waste の管理に関する  「WEEEの環境親和的管理のためのガイ  「廃棄製品の回収および処分についての
法規制の検討が開始
ドライン」作成中。最終ドラフトが完成し
規制に関する決定16号」によって、家庭
対象とした細
にて、排出者、認定事業者の役割を明
 2015年に制定される予定であったが、
ており、2018年に制定予定。
由来e-wasteの回収における製造業者、
則等
記
手続きに時間を要しており、現在もドラフ
消費者、政府の役割を明記
 2018年に家庭由来e-waste管理に係
る規則を制定予定
ト段階である。
 リサイクル料金に関しては規定なし

法制度の運用

 産業由来のe-wasteは、法令の規定に  産業由来の有害廃棄物については管理  産業由来の有害廃棄物について、政府  産業由来のe-wasteは、一部行政の管
従って、適正に回収、保管、処理、処分
が概ね行き届いている。
の管理が一部行き届いていない。
理が行き届いていない部分がある。
されている。
 家庭由来のe-wasteは一部の個別自  予算が不足しており、MRF（自治体が  家庭由来のe-wasteは、回収拠点の設
 家庭由来e-wasteを回収するパイロット
治体で回収BOXによるプロジェクトを組
設置するリサイクル施設）の設置が十分
置方法等が法令に明記されているものの、
プ ロ ジ ェ ク ト を 踏 ま え て 家 庭 由 来 e成している。
に行き届いていない。
実際に法令が遵守されるまでには時間を
waste管理規則を策定している。
要すると予想される。

法 制 度 の 運 用 に 影  住民によるごみの分別をする意識は高く 
響を与えるソフトロー
なく、ごみを分別する習慣は形成されて 
いない。
 各地で実施されているe-waste回収プ
ロジェクトを通して、住民によるごみの分
別の習慣が形成されていく可能性はある。

分別の意識は低い。

ごみ銀行と呼ばれる民営のごみの買取所 
があり、持ち込んだごみを金銭換算して
蓄積できるが、こうした分別するインセン
ティブが与えられると機能する場合がある。

分別意識は高くない。
 住民によるごみの分別をする意識は高く
マニラ首都圏では1999年から分別回収
なく、ごみを分別する習慣は形成されて
が導入されているが、固形廃棄物の河川
いない。
や海への市民による廃棄物投機が日常  政府としては、今後、制度構築（分別
的に行われている。
種類の明示、ごみの種類ごとの回収方
法の確立等）によって分別の習慣を醸
成しようとする方向性にある。

（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国
における事業環境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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１.２ 全体のステージの整理（ELV）
第２章 I. で整理した内容を踏まえ、現地での ELV リサイクルビジネス環境を主
に規定する市場・制度の 2 軸から各国の状況を評価し、図表 80 に整理した。
縦軸には、第２章 I. で推計した各国の ELV 発生量をとった。ELV 発生量が大き
いことが必ずしもリサイクルビジネスの成否を分けるわけではないが、事業採算性
を確保するには一定程度の処理規模が要求される場合が多いことから、e-waste の
場合と同様、各国の発生量（パイの大きさ）を、市場環境を表す一つの指標とした。
また、ELV の回収可能量は競合によっても左右されることから、競合の数をもう一
つの縦軸（右軸）として取り、制度の成熟度に応じた一般的な競合の数の推移を曲
線で目安として記載した。
横軸には「制度の成熟度」を取った。「制度の成熟度」はハードローの制定状況
だけでなく、自治体の取組動向や仕組みを運用させるために必要となる住民意識の
向上等の進捗度合いを含む。制度の成熟度は、ELV に係る個別の法制度の制定に向
けた状況に基づき、「個別制度検討前」、「検討中」、「制定・安定運用後」の 3 つの
段階に分類している 130。本調査の対象国である 4 か国では、文献・インターネッ
ト調査や現地ヒアリング情報からは、個別リサイクル法制度の制定に向けた具体的
な検討が始まっていることは確認できていないため、いずれの国も、「個別制度検
討前」の段階として分類している。

130 本調査対象国 4 か国では、いずれも ELV 個別法制度の検討開始前であり、「個別制度検討中」の進
展の程度に明確な区分を設けることは難しいため、e-waste の場合のような「前期」「後期」の分割
を行っていない。
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図表 80 ELV 個別法制度の制定に向けた各国の状況

制度・市

 使用済み製品の絶対的発生量が小さく、
また（正規・非正規ともに）中古利用が
盛んであり、環境汚染や不法投棄等の問
題がほとんど発生していない

 適正処理や再資源化等を定めた法制度が
制定され、また実際に運用されている。

個別制度検討中

制定・安定運用後

非正規事業者の
競合数（右軸）

市場面

インドネシア(2016年）
一人当たりGDP：3,600$

中国(2016年）
一人当たりGDP：8,120$

認定事業者の
競合数（右軸）

競合の数

発生量
ELV

個別制度検討前

 不法投棄等に対応するための法制度が検
討され始め、一部で試験的に適性処理等
が行われ始める。

マレーシア(2016年）
一人当たりGDP：9,370$

フィリピン（2016年）
一人当たりGDP：2,930$
ベトナム（2016年）
一人当たりGDP：2,170$

制度・
仕組
み面

ELV中の有害廃棄物の適正処理
に対する意識の高まり

制度の成熟度
ELVの投棄問題への認識の高まり

ELV中の一部有害廃棄物の回
収・処理に関する規制

市民・住民のリサイクル意識の向上、コスト負担
への意識向上

ELVリサイクル個別法の検討開始

ELV個別
法の制定

資源効率性への意
識の高まり

ELV個別法の制
定・安定運用

（注１） ここで ELV とは、市中発生分（家庭由来および事務所由来の使用済み自動車）を指す。
（注２） 本調査対象国 4 か国では、いずれも ELV 個別法制度の検討開始前であり、「個別制度検討中」の進展の程度に明確な区分を設けることは難しいため、「前期」「後
期」の分割を行っていない。
（注３） 横軸の「制度の成熟度」は、法制度の制定状況に加え、関連法制度の運用状況や運用に影響を与える現地習慣等の状況を総合して評価している。各制度制定の段階
は、制度・仕組み面の「ELV リサイクル個別法の検討開始」、「ELV 個別法の制定」によって分けられる。
（注４） 縦軸の「ELV 発生量」は 2016 年時点の発生量推計結果をもとに各国における発生量の相対的な位置づけを目安として示したものである。「競合の数」は制度・仕組
み面の状況に応じた競合数の一般的な推移をイメージとして記載。
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図表 81 各国の ELV リサイクルに係る法制度及び市場の状況
マレーシア

市場規模

競合の状況

市場ポテンシャル

評価項目

インドネシア

 ELV発生台数は2015年で約270千台、
2025年で約470千台と予測される。
 2025年に向けて市場規模は大きくなる 
とみられる。

フィリピン

ELV発生台数は2015年で約270千台、
2025年で約550千台と予測される。
我が国のELV発生台数約3,000千台 
に比して、市場規模は大きくない。

ベトナム

ELVの発生台数は2015年で約80千台、
2025年で約140千台と予測される。
我が国のELV発生台数約3,000千台に 
比して、市場規模は大きくない。

ELV発生台数は2015年で約10千台、
2025年で約80千台と予測される。
我が国のELV発生台数約3,000千台に
比して、市場規模は大きくない。

 ELVの解体を専門に行う業者はほとんど  ELVの解体を専門に行う業者はほとんど  ELV（主に事故車、商用車）の回収を
 中古車としての流通が多い。
存在していない。
存在していない。
行っているリサイクル工芸村が存在し、事
 ELVの解体を専門に行う業者はほとんど
主な競合、
 中古自動車販売業者や地方の自動車  中古自動車販売業者やジャンクショップ
故車、商用車の回収ルートを確保するこ
存在していない。
解体業者で部品が解体されているケース
によって部品が解体されているケースが多
とは容易でない。
競合の数
 ATFというELV処理の認定事業者（法
が多く、回収ルートを確保することは容易
く、回収ルートを確保することは容易でな  中古自動車販売業者等によって部品が
的根拠なし）が国内に６社存在する。
でない。
い。
解体されているケースもある。
欧州企業の
進出状況

 欧米系の進出はほとんどない。

 2009年の「環境の保護及び管理に関
 「大統領令1152フィリピン環境規則」で、
 「環境保護法」にて有害廃棄物の管理
する法律」、2008年の廃棄物管理法で
廃棄物の発生源から処理までの廃棄物
有害廃棄物の管理と一般廃棄物管理
についての原則を規定
管理原則が規定。
に関する原則が規定
「指定廃棄物に関する環境規則2005」  「有害廃棄物の管理に関する政令」で、
 「有害廃棄物の管理に関する通達36
にて、指定廃棄物の管理に関する細則
各有害廃棄物の分類を定義。自動車  「有害物質及び危険・放射性廃棄物管
号」にて、有害廃棄物の管理に関する細
を規定
の廃バッテリー等は有害廃棄物に分類
則を規定
理法」で有害廃棄物の分類を定義。
指定廃棄物に廃油、廃バッテリー、廃触
 バッテリー等は有害廃棄物に含まれる。  一部の自動車部品で廃棄されたものが
媒等が含まれる
有害廃棄物に含まれる
 インドネシアでは、現在のところELVに係
る個別のリサイクル法は制定されていなく、
ELVの定義などを含む自動車の廃車に
 現状、フィリピンにおいて廃自動車の処理
 「廃棄製品の回収および処分についての
また今後の制定の目途も立っていない。
関する法令の作成を検討中。
に関する法制度は存在していない。
 家庭から発生する大きな廃棄物は廃棄
規制に関する決定16号」の対象製品に
ELVの処理、再資源化を確保するため
 ELVの問題が顕在化していなく、制度制
自動車も含まれる予定とのことであるが、
物管理法の定める特別廃棄物として分
の法令の作成を検討しているが、制定の
定に向けた検討も始まっていない段階で
細則制定の見通しは立っていない。
類され、ELVも同法の対象となるが、回
見通しは立っていない。
ある
収体制は整っていなく、また処理を行う
施設も存在しない。
所有者からELVを回収するための法令が
存在しないため、自動車から発生する指
 有害廃棄物に対する政府の管理が概ね  有害廃棄物に対する政府の管理が一部  自動車由来の有害廃棄物の適正処理
定廃棄物を認定業業者によって、適正
行き届いている。
行き届いていない。
を確保できていない状況
に回収、保管、処理、処分することがで
きていない。

環 境 ・ 廃 棄  「環境質法」にて有害廃棄物の管理につ
物基本法
いての原則を規定
法制度の制定

仕組みの成熟度

 欧米系の進出はほとんどない。中古事業  欧米系の進出はほとんどない。中古事業  欧米系の進出はほとんどない。
者の輸出入等で間接的に関与している
者の輸出入等で間接的に関与している
可能性あり。
可能性あり。


有害廃棄物
に関する基

本法
ELV を 対 象
とした細則等




法制度の運用



法制度の運用に影
響を与えるソフトロー

 自動車を捨てる習慣がなく、修理が繰り
 自動車を捨てる習慣がなく、廃自動車で
返され、数十年間使用される。
 自治体レベルで、路上に放棄された自動
 自動車を捨てる習慣がなく、廃自動車で  廃棄物ごとに処理を行うリサイクル工芸
あっても有価で取引されている。
車の回収、適正処理を推進するための
村が決まっており、自動車リサイクル制度
 自動車の修理が繰り返され、数十年に
あっても有価で取引されている。
制度構築を行っている。
渡り使用される。
の構築の際には対応が必要となると予想
される。

（注）定性評価は、我が国事業者が現地で事業を行う場合の環境として望ましいかという判断基準のもと実施しており、当該国の社会課題等を評価するものではない。我が国
における事業環境を○と考えた場合の相対的な状況を○△×で評価している。
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２．調査対象国別の詳細な状況
２.１ 各国優良事例のモデル化
本節では、各国優良事例調査で得られた情報を基に、e-waste リサイクル事業
を対象として、各国における事業の成功モデル 131を検討した。
優良事例による現地での事業の成功は、付加価値の源泉となる様々な要素の組
み合わせによって実現されたものであり、いずれの要素が成功の主要因であるか
特定することは難しい。一方で、いずれの優良事例にも共通している要素は、最
低限満たされていない限り現地で成功することは難しい必須の要件である可能
性が高いと考えられる。各優良事例は、独自に保有するリソース（ヒト・モノ・
カネ・情報）を活かした差別化戦略を採っているが、そのような差別化は、最低
限満たすべき必須の要件をクリアした上で取り入れている要素と言える。我が国
事業者による現地事業展開を念頭に置くと、事業成功に必須の要件となる要素と、
更なる差別化のための要素は区別して整理することが望ましい。
そこで、本調査において優良事例から収集した情報を整理・分析することで、
事業成功に必須となる要素を抽出した。分析の手順は次の通りである 132。
①
②
③

優良事例における付加価値を生む源泉となる要素を、リサイクル事業の各段階別
（回収段階、処理段階、処理後段階）に抽出する。（II. １．で実施）
複数の優良事例において共通している要素を抜き出す。
②で抽出した要素のうち、「その要素がもしなかった場合にも事業は継続できて
いたか」を判断基準として、必須度を振り分ける。

図表 82 分析の手順
優良事例Aの事業に付加
価値を生み出している要素
事業化に最低限必要な
要素（必須度高）

各優良事例に共通する要素
 ●●●・・・
 △△△・・・
 ◆◆◆・・・

優良事例Bの事業に付加
価値を生み出している要素

 ●●●・・・

その要素がなくと
も事業継続は可
能であったか？

 △△△・・・

各優良事例固有の要素

No

 ●●●・・・

事業成功のための差別
化要素（必須度中）
Yes  ◆◆◆・・・

 ◆◆◆・・・
 ●●●・・・

 ○○○・・・
 ○○○・・・
 △△△・・・

 △△△・・・
 ○○○・・・

131 ここでは、「成功」の定義として現地で最低 5 年程度は継続的に事業を行うことを想定した。従っ
て、原則として現地で（現地資本、外国資本問わず）5 年間以上継続的に事業を行っている事業者（こ
れを優良事例と定義する）へのヒアリングから得られた情報を基に成功モデルを構築している。
132 本調査で情報を収集した優良事例数は精緻な分析を行うには十分でないことから、必要に応じて経
験則に基づいた判断も行っている。
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上述の方法を用いて各国の事業の成功モデルを構築した結果を図表 83～図表
86 に示す。いずれの国においても、許認可の取得や安定的な回収先・販売先の確
保等が必須の要件として抽出された。

図表 83 事業の成功モデル（マレーシア）
事業の成功モデル：マレーシア

回収

処理

事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

 許認可の取得
 回収・運搬のための許認可を取得してお
り、法令遵守を徹底している。
 安定的な回収先の確保
 産業由来のe-wasteを主に取り扱ってお
り、継続的に回収できる取引先事業者が
複数存在する。

 PRF許認可の取得
 処理のための許認可を取得しており、法
令遵守を徹底している。
 適正処理技術及び体制の構築
 行政の監査が厳格であるため、必要な処
理技術及び体制を有している必要がある。

処理後
 販売先の確保
 解体・選別後、再資源化後の基板・スク
ラップ・貴金属等は、国内の事業者に販
売されている。

 良好なパートナ―の発掘・選定
 金属再資源化事業者をパートナーとして体制に加えることで、回収した基板や金属スクラップの販売先を確保している。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
 e-wasteに限らない複数の指定廃棄物
の回収を実施することで、顧客とのネット
ワーク及び信頼を構築している。
 公共施設からの回収
 病院や教育施設等から発生するewasteを回収するための関係構築を実
施している。
 家庭由来e-waste回収システムの構築
 長期的な事業展開を見据え、回収システ
ムの構築活動に投資している。

 ワンストップサービスの提供
 貴金属の再資源化技術を保有しており、
再資源化まで自社内で完結できる。
 十分な信頼の置ける機密情報の管理
 機密情報の消去の際には、物理的破壊
 あああ
と磁気破壊の方法を使用し信頼の置ける
サービスを提供している。

 顧客ニーズへの対応
 破砕機によって銅粒の粒径を調節するこ
とができ、卸売業者の細かな要求に対応
するようにしている。

 適正処理の徹底
 最終処分場を所有していることから、自社
内で最終処分できるほか、他事業者で発
生するe-waste残渣を引取ることが可能

図表 84 事業の成功モデル（インドネシア）
事業の成功モデル：インドネシア

事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

回収
 許認可の取得
 B3（有害廃棄物）の回収許認可を保
有している。
 安定調達先の確保
 グローバルに展開する電気電子機器メー
カーからの回収を中心としている。

処理
 安定的・継続的な適正処理
 有害廃棄物の処理の許認可を保有して
いる。
 適正な処理を行うための体制構築を行っ
ている。

処理後

 販売先の確保
 解体・選別後は決まったローカルのバイ
ヤーへ販売かまたは輸出する。

 良好なパートナ―の発掘・選定
 大量に廃棄物を排出する通信会社や大手電気電子機器メーカーや自治体との連携して事業を進めている。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 回収イベント等による啓蒙
 自治体と連携し、携帯や家電の回収・適
正処理のプログラムを実施。e-wasteの
適正処理に関する啓蒙活動の一環として
進めている。
 マーケティングの一環として、学校やショッ
ピングモールにe-wasteの回収ボックスを
設置し、回収するイベントを行っている。
 事業領域の拡大・現地状況への適応
 リサイクル事業だけでなく、現地で需要の
大きいリファービッシュ事業も行っている。

 処理体制の充実
 金の剥離、鉄鋼生産、銅鋳物生産、プラ
スチックのペレット化を自社グループで行っ
ている。インドネシア国内で可能な処理に
ついては国内で行う。
 あああ
 確実なデータ滅却
 ドリル・パンチ等で物理的に穴をあけ確実
なデータ滅却を実行し、顧客との信頼関
係を長期的に構築している。

108

 付加価値を最大化できる取引先への資源の
販売
 処理後の資源は、製品別に国内ベンダー
へ提供されるか、または国外のグループ会
社等に輸出され、付加価値が最大となる
ようにしている。
 廃棄物から発生する燃料を再度販売して
活用している場合もある。

図表 85 事業の成功モデル（フィリピン）
事業の成功モデル：フィリピン

事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

回収

処理

 許認可の取得
 法令遵守が強みである。法に則った適切
な許認可の取得、書類の提出等。
 安定的な回収先の確保
 PEZA特区内の顧客がほとんどである。
 家庭由来のe-wasteも買い付けている
が、メインは産業由来品である。

 安定的・継続的な適正処理
 政府の監査が頻繁に行われるため、危険
廃棄物を適切に扱っている。
 PEZAの許認可や、DENRからの許認可
（TSD）を保有している。

処理後
 販売先の確保
 解体・選別後はローカルのバイヤーへ販
売かまたは輸出する。

 良好なパートナ―の発掘・選定
 競合となる現地の同業事業者と上手く連携し、パートナーとして良好な関係を構築している。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 戦略的な買い付け/価格リスクへの対応
 定価ではなく、LMEから逆算し、処理コス
トを除いた価格を買い付け価格として決
定している。
 相場の変動が激しいこともあり、保守的
な売買をしている。
 回収範囲・対象の拡大
 近隣だけでなく、セブやケソンなども含めて
国内から回収している。
 電気電子機器メーカーが主要な取引先
だが、通信会社からのアンテナや、廃油、
タイヤなども回収している。

 顧客要求に応じた付加価値化
 基板はランク分けして細かく分類している。
 解体・選別は5～10年の熟練作業者が
作業を行っている。
 e-wasteの処理は、機密情報滅却とし
ての側面が強い。解体前にシリアルナン
 あああ
バーを文書化し、適切に管理している。
 安全性の確保
 選別は手選別。燃やして匂いで判断する
例もあるが、危険なため極力避けている。
 処理の効率化
 処理規模が大きく、輸送コストが抑えられ
る点が強み。

 適当な処理委託先の確保（自社の守備範
囲外の業務切り分け）
 ブラウン管テレビのガラス（鉛を含有）は
解体後に破砕し、第3者に委託する。その
後は衛生処分場に送られる。
 部品ごとの販売先の最適化
 アルミ部分は中国へ、銅部分は日本へと
いった素材別に輸出先を変えている場合
もある。
 販売先の細かな要求にも対応

図表 86 事業の成功モデル（ベトナム）
事業の成功モデル：ベトナム

事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

回収

処理

 許認可の取得
 回収・運搬のための許認可を取得してお
り、法令遵守を徹底している。

 許認可の取得
 処理のための許認可を取得しており、法
令遵守を徹底している。

 安定的な回収先の確保
 産業由来のe-wasteを主に取り扱ってお
り、継続的な回収先事業者が存在する。

 適正処理技術及び体制を有している
 行政の監査が厳格であるため、必要な処
理技術及び体制を有している必要がある。

処理後
 販売先の確保
 解体・選別後、再資源化後の基板・スク
ラップ・貴金属等は、国内の事業者に販
売されている。

 良好なパートナ―の発掘・選定
 自社グループ内に様々な事業を行う関連会社を保有

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
 e-wasteに限らない複数の指定廃棄物
の回収を実施することで、顧客とのネット
ワーク及び信頼を構築している。
 全国的な集荷網の構築
 国内に多くの拠点を有しているため、広い
範囲での回収が可能である。
 家庭からの直接回収 （※リサイクル村）
 家庭をまわって集荷するため、家庭由来
のe-wasteを回収できる。

 質の高いサービスの提供
 顧客からの指摘に対応し、質の高いサー
ビスを提供している。
 人材育成によって、サービスの質を向上さ
 あああ
せている。
 貴金属の再資源化技術の保有
 貴金属の再資源化技術を有している
（比重選別、湿式製錬）。
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 自社内での焼却処分
 プラスチックの焼却処理が可能である。
 焼却灰は自社施設内の建材の原料とし
て再利用される例もある。
 中古品としての販売
 PCに含まれるその他の電気電子部品は、
中古部品として販売している。

２.２ 成功モデルと我が国事業者の状況の比較
前節で検討した成功モデルと比較して、我が国事業者の場合はどういった点に
課題を抱えているか把握することを目的に、成功モデルにおける各要素に対する
我が国事業者の状況を整理した。ここで我が国事業者の状況は、「第２章 II. ２．
我が国事業者が抱える課題の整理」で整理した情報等から判断した 133。
事業化に最低限必要な要件としては、許認可取得関係及び廃棄物の調達先やパ
ートナー事業者の確保等に課題を抱えている場合が多い。事業の段階別でみると、
特に回収段階において困難を抱えている場合が多い。

図表 87 我が国事業者の状況（マレーシア）
我が国事業者の状況：マレーシア

事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

回収

処理

処理後

 許認可の迅速な取得
△ 現状は、現管轄省庁が多岐にわたり、政
府との交渉が難航しがちである。

 PRF許認可の取得
△ 現状は、管轄省庁が多岐にわたり、政府
との交渉が難航しがちである。

 安定的な回収先の確保
△ 現地の正規スクラップ業者が製造業者か
らのe-wasteの出荷量をコントロールし
てしまっている場合がある。

 適正処理技術及び体制の構築
○ 現地の法規制に対応できる適正処理技
術及び体制を有している。

 販売先の確保が必要
○ FRF許認可を取得できれば、再資源化さ
れた貴金属の輸出が可能。

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ FRF許認可を保有し、現地チャネルを持つ現地事業者との連携が必要な場合がある。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
△ 新たに日系事業者が参入することは困難
である。日系事業者と動静脈連携で海外
展開を実施できる可能性はある。
 公共施設からの回収
× すでに現地事業者が着手しているため、
日系事業者が参入することは困難。
 家庭由来e-waste回収システムの構築
△ JICAプロジェクトなどを通した回収システ
ムの構築への協力

 ワンストップサービスの提供
× FRF許認可の取得、採算性の確保の問
題からワンストップサービスは困難
 十分な信頼の置ける機密情報の管理
 あああ
○ 機密情報の管理については、十分なサー
ビスを提供できる。

 顧客ニーズへの対応
○ 高い技術力とノウハウによって、幅広い顧
客ニーズに対応できる。

 自社内での最終処分
× 許認可の取得が困難である。（反対運
動への対応なども課題）
 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況

133 情報が十分でない場合については、必要に応じて経験則に基づいた判断も行っている。
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図表 88 我が国事業者の状況（インドネシア）
我が国事業者の状況：インドネシア
事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

回収
 許認可の迅速な取得
△ 対象廃棄物の区分などが明確でない場
合などには、特にB3（有害廃棄物）の
回収許認可の取得には時間を要する。
 安定調達先の確保のための制度構築
× 家庭由来のe-wasteは制度上安定回
収が難しい。

処理

処理後

 許認可の迅速な取得
△ B3（有害廃棄物）については許認可の
取得に時間を要する場合が多い。

 販売先の確保
○ 主対象の資源はフローが想定できている
場合が多い。（現地前処理、日本への還
流等）

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ 現地でのe-wasteリサイクル事業者数が少なく、処理を担うパートナー選定は容易ではない。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 回収イベントによる啓蒙
△ 長期的にビジネスを捉えて啓蒙から時間
をかけるケースは少なく、他の事業で余力
がある一部事業者に限られる。
 事業領域の拡大・現地状況への適応
△ 現地でのビジネスが軌道に乗っていない
段階で対象廃棄物やビジネスモデルを再
検討する柔軟な対応は難しい場合が多い。

 処理体制の充実
△ 現地でのネットワーク形成が不十分な状
況である場合が多い。
 あああ
 確実なデータ滅却
○ メーカーとの信頼構築などは得意とする場
合が多い。

 付加価値を最大化できる取引先への資源の
販売
△ 再資源化の主対象については処理後のフ
ローが十分検討されているが、付随して
発生するそれ以外の資源・廃棄物につい
てのフローは最適化できていない可能性
がある。

 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況

図表 89 我が国事業者の状況（フィリピン）
我が国事業者の状況：フィリピン

回収
事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

 許認可の取得
△ 制度がある場合には、適切な許認可を取
得しているが、取得に時間を要し事業化に
なかなか移行できない場合がある。
 安定的な回収先の確保
× 家庭由来のe-wasteを主な対象とする
場合は、相手自治体での制度構築が安
定回収のボトルネックとなっている。

処理

処理後

 安定的・継続的な適正処理
△ 適正な処理技術を保有しているが、事業
を安定的・継続的に行うためには、コスト
負担を明確に定める制度が必要。

 販売先の確保
○ 基板等の有用資源は日本の関連会社等
へ輸出する場合が多く、スキームを検討で
きている場合が多い。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 良好なパートナ―の発掘・選定
○ 日系企業との連携や自治体連携を活かす等してパートナーを発掘・選定できている場合が多い。
 戦略的な買い付け/価格リスクへの対応
△ 非正規事業者との競合によるリスクを認
識してはいるが、個社単位で具体的な対
策を練ることは難しい状況である。
 回収範囲・対象の拡大
× 現地での情報収集が十分に行えていなく、
回収の範囲や廃棄物を拡大するための戦
略を練ることができていない。

 顧客要求に応じた付加価値化
△ 環境性能の高い技術を保有しているが、
現地ニーズとのマッチが必要

 適当な処理委託先の確保（自社の守備範
囲外の業務切り分け）
△現地で処理すべきものの切り分けや処理
委託先が十分に具体化できていない。

 安全性の確保
○ 安全性には十分留意している場合が多い。  部品ごとの販売先の最適化
△ 基板については日本へ輸出するなどスキー
 処理の効率化
ムが固まっている場合が多いが、現地ネッ
○ 効率的な処理を行える技術を保有してお
トワーク形成が十分でなく、個々の部品・
り、手解体との併用するなどの柔軟性も一
素材レベルでは最適な販売先を確保でき
定程度あり。
ていない場合が多い。
 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
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図表 90 我が国事業者の状況（ベトナム）
我が国事業者の状況：ベトナム

回収
事業化に最低限必要な要件
（必須度高）

 許認可の取得
△ 許認可の取得方法等が明確でなく、取
得手続きを進めることが困難である。

処理

処理後

 許認可の取得
△ 許認可の取得方法等が明確でなく、取
得手続きを進めることが困難である。

 安定回収先の確保に向けた制度構築
 適正処理技術及び体制を有している
× 非正規事業者が集荷網を握っているほか、
○ 現地の法規制に対応できる適正処理技
工業団地でも集荷網構築に制約がある。
術及び体制を有している。
相手国政府での制度構築を待つ状態と
なっている。

 販売先の確保
△ 廃基板等の中間産物を日本に輸入して
処理するビジネスモデルを想定している。

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ 適切なパートナー候補選定に時間を要する場合が多い。

事業成功のための差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
× 特定の顧客を想定したビジネスモデルであ
る場合が少ない。
 全国的な集荷網の構築
× 現地での情報収集が十分でないこと、イ
ンフラ整備が十分でないことから、広域的
な集荷網の構築は困難である。

 質の高いサービスの提供
○ 高い技術力とノウハウによって、質の高い
サービスを提供できる。
 あああ
 貴金属の再資源化技術の保有
○ 貴金属の再資源化技術を保有している。

 自社内での焼却処分
△ 実施例は多くない
 中古品としての販売
△ 一般的なビジネスモデルでは想定されてい
ないが、一部事業者は着手している。

 家庭からの直接回収（※リサイクル村）
× 採算性がとれないため不可能である。
 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
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３．我が国事業者・政府が採るべき方策

134

３.１ 国別の方策の整理
本節では、事業の成功モデルおよび各国事業者の状況の整理によって得られた
情報を基に、各国における我が国事業者が採るべき戦略（案）を検討した。また
併せて、我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）についても検討
を行った。

134 本調査においては、特に e-waste リサイクル事業について優良事例から事業の成功モデルを構築し
たため、本方策の検討においても e-waste リサイクル事業を念頭に置いた。
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３.１.１ マレーシア

マレーシアにおける事業化に最低限必要な要件として改善が必要と評価され
た項目は、「許認可の取得」、「安定的な回収先の確保」、「良好なパートナーの発
掘・選定」であった。例えば「許認可の取得」における我が国事業者としての戦
略（案）としては、技術の環境性能など優れた点を相手政府に訴え、政府との密
接な関係を構築することで、事務手続きの優先度を上げてもらうことなどが考え
られる。我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）としては、現地
政府と事業者の関係構築のための場づくりや政府間対話等が有効と考えられる。

図表 91 我が国事業者が採るべき戦略及び我が国政府関係機関へ求められる
支援策の方向性（マレーシア）
回収
事業化に最低限
必要な要件
（必須度高）

 許認可の迅速な取得
△ 現状は、現管轄省庁が多岐にわたり、政
府との交渉が難航しがちである。

処理
 PRF許認可の取得
△ 現状は、管轄省庁が多岐にわたり、政
府との交渉が難航しがちである。

1

あああ
2 
 安定的な回収先の確保
 適正処理技術及び体制の構築
△ 現地の正規スクラップ業者が製造業者から
○ 現地の法規制に対応できる適正処理
のe-wasteの出荷量をコントロールしてし
技術及び体制を有している。
まっている場合がある。

処理後
 販売先の確保が必要
○ FRF許認可を取得できれば、再資源化さ
れた貴金属の輸出が可能。

3

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ FRF許認可を保有し、現地チャネルを持つ現地事業者との連携が必要な場合がある。
事業成功のための
差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
△ 新たに日系事業者が参入することは困難
である。日系事業者と動静脈連携で海外
展開を実施できる可能性はある。
 公共施設からの回収
× すでに現地事業者が着手しているため、
日系事業者が参入することは困難。
 家庭由来e-waste回収システムの構築
△ JICAプロジェクトなどを通した回収システム
の構築への協力

 ワンストップサービスの提供
× FRF許認可の取得、採算性の確保の問
題からワンストップサービスは困難
 十分な信頼の置ける機密情報の管理
 あああ
○ 機密情報の管理については、十分なサー
ビスを提供できる。
 自社内での最終処分
× 許認可の取得が困難である。（反対運
動への対応なども課題）

4

 顧客ニーズへの対応
○ 高い技術力とノウハウによって、幅広い顧
客ニーズに対応できる。

 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
：改善が求められる要素

我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）

我が国事業者としての戦略（案）
今後の方策

1

 技術の環境性能など優れた点をアピールし、現地政府との密接な
関係を構築。事務手続きの優先度を上げてもらう

 現地政府と事業者の関係構築のための場づくり（関係者でのワー
クショップ開催支援など）、政府間対話等

2

 日系メーカーなど直接やり取りが出来る顧客との小規模な取引から
参入し、徐々にマーケットを拡大。

 政府PJとして実証・FSを実施し、相手政府の協力のもと強力な認
定事業者の競合との差別化をPRできるよう支援。

3

 パートナーを巻き込む具体的な提案・ビジネスモデルの提示
 迅速な意思決定ができる決定権限のある人材を派遣。

 パートナー候補への具体的な技術アピールのための実証支援

4

 自社が保有する差別化要素の検証・適用可能性の検討
 長期的視点に立った情報収集・現地ネットワーク構築

 具体的な技術導入のためのFS・実証支援
 長期的な事業成功のための海外展開人材の育成
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３.１.２ インドネシア

インドネシアにおける事業化に最低限必要な要件として改善が必要と評価さ
れた項目は、
「許認可の取得」、
「安定調達先の確保」、
「良好なパートナーの発掘・
選定」であった。例えば「安定調達先の確保」における我が国事業者としての戦
略（案）としては、自治体との e-waste 回収共同プロジェクトを組成していくこ
とや、適正処理に向けた啓蒙をしながら制度構築を待つといった方向性が考えら
れる。我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）としては、自治体
レベルの回収スキーム構築に向け、自治体間対話などの枠組みを用いた支援が有
効と考えられる。

図表 92 我が国事業者が採るべき戦略及び我が国政府関係機関へ求められる
支援策の方向性（インドネシア）
回収
事業化に最低限
必要な要件
（必須度高）

 許認可の迅速な取得
△ 対象廃棄物の区分などが明確でない場
合などには、特にB3（有害廃棄物）の
回収許認可の取得には時間を要する。

処理

処理後
1

 許認可の迅速な取得
△ B3（有害廃棄物）については許認可の
取得に時間を要する場合が多い。

2
 安定調達先の確保のための制度構築
× 家庭由来のe-wasteは制度上安定回収
が難しい。

 販売先の確保
○ 主対象の資源はフローが想定できている
場合が多い。（現地前処理、日本への
還流等）
３

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ 現地でのe-wasteリサイクル事業者数が少なく、処理を担うパートナーの選定は容易ではない。
事業成功のための
差別化要素
（必須度中）

 回収イベントによる啓蒙
△ 長期的にビジネスを捉えて啓蒙から時間を
かけるケースは少なく、他の事業で余力が
ある一部事業者に限られる。
 事業領域の拡大・現地状況への適応
△ 現地でのビジネスが軌道に乗っていない段
階で対象廃棄物やビジネスモデルを再検
討する柔軟な対応は難しい場合が多い。

4
 処理体制の充実
△ 現地でのネットワーク形成が不十分な状
況である場合が多い。
 あああ
 確実なデータ滅却
○ メーカーとの信頼構築などは得意とする場
合が多い。

 付加価値を最大化できる取引先への資源
の販売
△ 再資源化の主対象については処理後のフ
ローが十分検討されているが、付随して発
生するそれ以外の資源・廃棄物についての
フローは最適化できていない可能性がある。

 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
：改善が求められる要素

今後の方策（作業）

我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）

我が国事業者としての戦略（案）
1

 現地政府を頻繁に訪問し、密接な関係を構築
 現地政府の啓蒙も同時並行で行っていく。

 現地政府と事業者が意見交換可能な場づくり
 当該PJが相手国政府にもたらすメリットの可視化

2

 自治体とのe-waste回収共同プロジェクトの組成
 適正処理に向けた啓蒙をしながら、制度構築を待つ

 自治体間対話などの枠組みを用いた支援

3

 政府支援FS等を活用しパートナー候補選定のための情報収集
 外国企業との交渉を得意とする人材を派遣（パートナー選定時）

 パートナー候補の発掘・選定のためのFS支援

3

 長期的視点に立った啓蒙・意識醸成プロジェクトの実施
 情報収集・現地ネットワーク構築

 情報収集・比較優位検討のためのFS支援
 海外展開人材の育成、事業者間での情報交換の場づくり
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３.１.３ フィリピン

フィリピンにおける事業化に最低限必要な要件として改善が必要と評価され
た項目は、「許認可の取得」、「安定的な回収先の確保」、「安定的・継続的な適正
処理」であった。例えば「安定的・継続的な適正処理」における我が国事業者と
しての戦略（案）としては、リサイクル費用負担者を明確に定める制度構築への
働きかけを行っていくことや、産業由来の e-waste 処理に特化して事業化を目指
すといった方向性が考えられる。我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向
性（案）としては、リサイクル費用負担者を定める制度構築に向けた政府間対話
などが有効と考えられる。

図表 93 我が国事業者が採るべき戦略及び我が国政府関係機関へ求められる
支援策の方向性（フィリピン）
回収

処理

処理後

事業化に最低限
必要な要件
（必須度高）

1
 許認可の取得
△ 制度がある場合には、適切な許認可を取
3
得しているが、取得に時間を要し事業化に
 安定的・継続的な適正処理
なかなか移行できない場合がある。
△ 適正な処理技術を保有しているが、事業
を安定的・継続的に行うためには、コスト負
2
 安定的な回収先の確保
担を明確に定める制度が必要。
× 家庭由来のe-wasteを主な対象とする場
合は、相手自治体での制度構築が安定
回収のボトルネックとなっている。

 販売先の確保
○ 基板等の有用資源は日本の関連会社等
へ輸出する場合が多く、スキームを検討で
きている場合が多い。

 良好なパートナ―の発掘・選定
○ 日系企業との連携や自治体連携を活かす等してパートナーを発掘・選定できている場合が多い。
事業成功のための
差別化要素
（必須度中）

 戦略的な買い付け/価格リスクへの対応
△ 非正規事業者との競合によるリスクを認識
してはいるが、個社単位で具体的な対策
を練ることは難しい状況である。
 回収範囲・対象の拡大
× 現地での情報収集が十分に行えておらず、
回収の範囲や廃棄物を拡大するための戦
略を練ることができていない。

 顧客要求に応じた付加価値化
 適当な処理委託先の確保（自社の守備4
△ 環境性能の高い技術を保有しているが、
範囲外の業務切り分け）
現地ニーズとのマッチが必要
△ 現地で処理すべきものの切り分けや処理
 安全性の確保
委託先が十分に具体化できていない。
○ 安全性には十分留意している場合が多い。  部品ごとの販売先の最適化
 処理の効率化
△ 基板については日本へ輸出するなどスキー
○ 効率的な処理を行える技術を保有してお
ムが固まっている場合が多いが、個々の部
り、手解体との併用するなどの柔軟性も一
品・素材レベルでは最適な販売先を確保
定程度あり。
できていない場合もある。
 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
：改善が求められる要素

今後の方策（作業）

我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）

我が国事業者としての戦略（案）
1

 現地政府を頻繁に訪問し、密接な関係を構築
 現地政府の啓蒙も同時並行で行っていく。

 現地政府と事業者の関係構築のための場づくり
 政府支援PJであることを強調し早期の許認可獲得を後押し

2

 自治体とのe-waste回収共同プロジェクトの組成
 適正処理に向けた啓蒙をしながら、制度構築を待つ

 自治体レベルの回収スキーム構築に向け、自治体間対話などの枠
組みを用いた支援

3

 コスト負担を決める制度構築への働きかけ
 産業由来品の処理に特化することも一案

 処理コストの負担者を定める明確な制度構築に向けた政府間対話

4

 長期的視点に立った啓蒙・意識醸成プロジェクトの実施
 情報収集・現地ネットワーク構築

 情報収集・比較優位検討のためのFS支援
 海外展開人材の育成、事業者間での情報交換の場づくり
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３.１.４ ベトナム

ベトナムにおける事業化に最低限必要な要件として改善が必要と評価された
項目は、「許認可の取得」、「安定的な回収先の確保」、「販売先の確保」、「良好な
パートナーの発掘・選定」であった。例えば「販売先の確保」における我が国事
業者としての戦略（案）としては、基板以外の資源・廃棄物の販売先・処理委託
先模索のための現地ネットワークの地道な拡大などが方向性として考えられる。
我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）としては、「販売先の確
保」は事業者の自主努力による部分が大きいことから、制度構築や許認可取得支
援、現地政府・国民の啓発など、事業者自主努力で達成が難しい部分への支援が
有効と考えられる。

図表 94 我が国事業者が採るべき戦略及び我が国政府関係機関へ求められる
支援策の方向性（ベトナム）
回収

処理

事業化に最低限
必要な要件
（必須度高）

 許認可の取得

△ 許認可の取得方法等が明確でなく、取得
手続きを進めることが困難である。
 安定回収先の確保に向けた制度構築
2
× 非正規事業者が集荷網を握っているほか、 
工業団地でも集荷網構築に制約がある。
相手国政府での制度構築を待つ状態と
なっている。

処理後

1
許認可の取得
△ 許認可の取得方法等が明確でなく、取得
手続きを進めることが困難である。
あああ
適正処理技術及び体制を有している
○ 現地の法規制に対応できる適正処理技
術及び体制を有している。

3
 販売先の確保
△ 廃基板等の中間産物を日本に輸入して
処理するビジネスモデルを想定している。

4

 良好なパートナ―の発掘・選定
△ 適切なパートナー候補選定に時間を要する場合が多い。
事業成功のための
差別化要素
（必須度中）

 顧客との関係性の構築
× 特定の顧客を想定したビジネスモデルであ
る場合が少ない。
 全国的な集荷網の構築
× 現地での情報収集が十分でないこと、イン
フラ整備が十分でないことから、広域的な
集荷網の構築は困難である。
 家庭からの直接回収（※リサイクル村）
× 採算性がとれないため不可能である。

5
 質の高いサービスの提供
○ 高い技術力とノウハウによって、質の高い
サービスを提供できる。
 あああ
 貴金属の再資源化技術の保有
○ 貴金属の再資源化技術を保有している。

 自社内での焼却処分
△ 実施例は多くない
 中古品としての販売
△ 一般的なビジネスモデルでは想定されてい
ないが、一部事業者は着手している。

 赤字 :成功に必要な要素
○△×… :我が国事業者の状況
：改善が求められる要素

我が国政府関係機関へ求められる支援策の方向性（案）

我が国事業者としての戦略（案）
今後の方策（作業）

1

 現地政府を頻繁に訪問し、密接な関係を構築
 現地政府の啓蒙も同時並行で行っていく。

 政府支援PJであることを強調し早期の許認可獲得を後押し
 許認可の制度自体への改善提案（手続きなど）

2

 自治体とのe-waste回収共同プロジェクトの組成
 適正処理に向けた啓蒙をしながら、制度構築を待つ

 適正処理への認識向上のための政府間対話
 自治体レベルの回収制度構築に向けた自治体間PJ組成

3

 基板以外の資源・廃棄物の販売先・処理委託先模索のための現
地ネットワークの地道な拡大。

 （事業者自主努力）

4

 政府支援FS等を活用しパートナー候補選定のための情報収集
 外国企業との交渉を得意とする人材を派遣（パートナー選定時）

 パートナー候補の発掘・選定のためのFS支援

5

 長期的視点に立った基礎情報の収集・現地ネットワーク構築
 制度構築を待つことも一案

 基礎情報収集のためのFS支援
 海外展開人材の育成、事業者間での情報交換の場づくり
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３.２ 制度構築段階別の戦略のまとめ
前節での国別の検討を踏まえ、制度構築段階別の事業者の取るべき戦略及び我が
国政府関係機関へ求められる支援策の方向性について、e-waste リサイクル事業を
対象として図表 95 のように整理した 135。
個別制度検討中（前期）のインドネシア、フィリピン、ベトナムにおける事業者
の戦略としては、自治体との e-waste 回収共同プロジェクトの組成や、現地政府と
の密接な関係構築、優良事業者として制度構築の訴えかけなどが有効である。この
段階では、制度が整っていないことから即座の事業化は難しい場合も多いが、反面
競合となる認定事業者も少ないことから、事業を長期的視点で見据え、地道に啓蒙
活動などを行っていくことが必要である。我が国政府関係機関へ求められる支援策
の方向性としては、自治体レベルの回収制度構築に向けた自治体間プロジェクトの
組成や、政府間対話による適正処理の必要性への認識向上・啓蒙活動が有効と考え
られる。許認可の取得に時間を要するケースも多いことから、日本政府から支援を
しているプロジェクトであることを強調することで、早期の許認可獲得を後押しす
ること等も有効と考えられる。
個別制度検討中（後期）のマレーシアにおける事業者の戦略としては、より具体
的な技術導入に向けた交渉が求められる段階であることから、パートナー事業者を
巻き込む具体的な提案・ビジネスモデルの提示を行っていくことが有効である。導
入技術の商談ではスピーディーな交渉が求められるため、意思決定権限のある人材
を現地交渉には対応させることが求められる。我が国政府関係機関へ求められる支
援策の方向性としては、具体的な技術導入やパートナー選定のための支援等が有効
と考えられる。この段階では、他国事業者含め認定事業者の競合も増えることから、
政府・事業者が一体となった技術・制度導入のアピールが求められる。

135 本調査対象国においては、ELV のリサイクルが行われている事例は少なく、また ELV リサイクルに
係る具体的な制度制定の検討も始まっていない段階である。そのため、事業成功に向けた制度構築段
階別の戦略を検討するに足るだけの事例収集は困難であることから、制度構築段階別の戦略の整理は
e-waste リサイクル事業を念頭に置いて実施した。
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図表 95 制度構築段階別の戦略のまとめ
求められる支援策の
方向性

 海外展開人材の育成

事業者の取るべき
戦略
制度・市場の
概況

 具体的な技術導入やパートナー
選定のためのFS・実証への支援
が求められる。
 他国事業者含め認定事業者の
競合も増えることから、政府・事
業者が一体となった技術・制度
導入のアピールが求められる

 技術実証支援
 我が国技術が優位に立てるような
評価枠組み・指標の開発

 自治体とのe-waste回収共同プ
ロジェクトの組成
 現地政府を頻繁に訪問し、関係
 参入は難しいため、制度の構築
を構築。優良事業者として政府へ
を待つ。
制度構築を訴えかけが必要。
 基礎情報の収集を個社で進める。  すぐに事業化が難しい場合も、事
業を長期的視点で見据えた啓蒙
活動が必要

 パートナー事業者を巻き込む具
体的な提案・ビジネスモデル提示
 導入技術の売り込みにはより具
体的な交渉が求められるため、
意思決定権限のある人材を現
地交渉には対応させる
 制度の具体的な運用支援を平
行して行っていく。

 競合は多いため、技術力などで新規
性・優位性を見出す必要がある。
 競合とのタフな交渉に耐えられるだ
けの人材の育成

 不法投棄等に対応するための法
制度が検討され始める。
 一部で産業由来品を中心に試
験的に適性処理等が行われ始
めるが、家庭由来は非正規事業
者が処理の中心

 法制度検討の具体化が進む。
 産業由来品は認定事業者が
適正処理を行い、家庭由来品
にも認定事業者が処理に乗り
出す。

 適正処理や再資源化等を定めた
法制度が制定され、また実際に運
用されている。

個別制度検討中（後期）

制定・安定運用後

 現地政府への環境意識の醸成

 使用済み製品の絶対的発生量
が小さく、また（正規・非正規と
もに）中古利用が盛んであり、
環境汚染や不法投棄等の問題
がほとんど発生していない
発生量
e-waste

個別制度検討前

個別制度検討中（前期）

非正規事業者の
競合数（右軸）

市場面

中国(2016年）
一人当たりGDP：8,120$

認定事業者の
競合数（右軸）

競合の数

 自治体レベルの回収制度構築に
向けた自治体間PJの組成
 適正処理の必要性への理解が政
府・国民レベルで不十分なため、
政府間対話による認識向上・啓
蒙活動が必要
 FS実施を支援し、早期の許認可
獲得や情報収集等を後押し

インドネシア(2016年）
一人当たりGDP：3,600$

フィリピン（2016年）
一人当たりGDP：2,930$
マレーシア(2016年）
一人当たりGDP：9,370$

ベトナム（2016年）
一人当たりGDP：2,170$

制度・
仕組
み面

有害廃棄物の適正処理に対する
意識の高まり
有害廃棄物に関する
規制

制度の成熟度

e-wasteの有害性への認識の高
まり

市民・住民のリサイクル意識の変容、分別意識の向上

e-waste個別法制度の
検討開始
個別自治体でのe-waste回収ス
キームの検討開始

個別自治体での回収スキームの
具体化・運用開始

e-waste
個別法制
度の制定

資源効率性への
意識の高まり

e-waste個別法
の制定・安定運
用

（注１）ここで e-waste とは、家庭由来（一般家庭から発生する e-waste）と産業由来（工場発生不
良品等＋事業所由来の使用済み品）の両者を指す。
（注２）横軸の「制度の成熟度」は、法制度の制定状況に加え、関連法制度の運用状況や運用に影響
を与える現地習慣等の状況を総合して評価している。各制度制定の段階は、制度・仕組み面
の「e-waste 個別法制度の検討開始」、
「個別自治体での回収スキームの具体化・運用開始」、
「e-waste 個別法制度の制定」によって分けられる。
（注３）縦軸の「e-waste 発生量」は 2016 年時点の発生量推計結果を使用。「競合の数」は制度・仕
組み面の状況に応じた競合数の一般的な推移をイメージとして記載。
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第３章 国際資源循環型事業モデルのアウトカム評価手法の開発
I. 開発の考え方
１．目的
経済産業省では、「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業」等の支援
事業を通じ、我が国循環産業の海外展開を促進しているが、事業がもたらす効果の
定量的な評価手法が定まっていないことが課題であった。また、技術や制度を受け
入れる相手国政府側としても、我が国技術導入による国際資源循環のメリットが分
かりづらいという問題を抱えていた。
そこで本調査では、「アジア省エネルギー型資源循環制度導入実証事業」と同様
の事業モデルを展開する際の効果について定量的に評価するための手法を検討し
た。

図表 96 アウトカム評価手法開発の目的

我が国への
資源の還流

技術・制度導入による
環境改善
事業をアジア諸国
へ横展開すること
の定量的な効果
が不透明

事業のアジア諸国への横展開の効果を可視化できる
定量的な評価手法の開発が必要
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２．開発の考え方
アウトカム評価手法開発の基本的な考え方としては、既往研究で参考となり得る
方法論等は最大限参考としながら、本調査における開発目的に沿う形で評価手法を
構築する方針で進めた。
本調査において新たに開発を目指すのは、「廃棄物・リサイクル分野におけるプ
ロジェクトレベルのアウトカム評価手法」であることから、①廃棄物・リサイクル
分野におけるアウトカム評価に係る研究、②プロジェクトレベルのアウトカム評価
に係る研究についてのレビューを行った。①からは主に、廃棄物・リサイクル分野
におけるアウトカム評価の際に頻繁に使用される指標や、施策（事業）実施前後の
シナリオ設定等の方法論等の情報を参考とした。②からは主に、プロジェクト評価
の設計方法やロジックモデルの構築方法、指標の選定方法等の情報を参考とした。
これら既存研究のレビューによって得た情報を踏まえ、本調査における開発の前
提条件や、アジア諸国における現場の実態との整合性、データのアベイラビリティ
等を踏まえた具体的な評価手法構築の在り方について、有識者から構成される検討
会にて検討を重ねた。
さらに、開発した手法を用いて実際にアウトカムを評価する際の課題を検討する
ことを目的に、既存の事業化可能性調査/実証事業をケーススタディとして、トライ
アル評価を行った。トライアル評価結果についても、検討会にて有識者からの意
見・助言を得た。
図表 97 アウトカム評価手法開発の考え方
プロジェクトレベル

全分野

施策・政策レベル

 World Bank 「Result Framework and M&E Guidance Note」
 ADB「Guidelines for preparing a design and monitoring
framework」
 JICA「JICA事業評価ハンドブック（Ver.1.1」

②プロジェクト評価におけるア
ウトカム評価方法のレビュー

 UNEP「Demonstrating progress and Impact of the 10YFP
Monitoring and Evaluation Framework」
 UNDP「Midterm Evaluations for Electronic Waste

・PJ評価設計の方法
・ロジックモデル
・SMART基準 等

廃棄物・リサイクル分野

③本調査におけるアウ
トカム評価手法開発の
在り方についての議
論・検討

①廃棄物・リサイクル分野
のアウトカム評価に係る既
存研究のレビュー

・廃棄物・リサイクル分野
におけるアウトカム
・シナリオ設定 等

project」
 Europe Environmental Bureau「ADVANCING RESOURCE
EFFICIENCY IN EUROPE Indicator and waste policy
scenarios to deliver a resource efficient and sustainable
Europe」
 Ellen MacArthur Foundation & SYSTEMIQ「Achieving
‘Growth within’」
 経済産業省「平成２８年 度 温暖化対策基盤整備関連調
査（国際的な資源循環フローに関する調査事業）報告書」
 国立環境研究所「家電リサイクル法の実態効力の評価」
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II. 既存研究のレビュー
１．廃棄物・リサイクル分野におけるアウトカム評価手法のレビュー
１.１ 文献レビューの方針
ある施策等のアウトカム評価を行う際は、まず初めに施策等の実施がアウトカム
及び波及効果を生み出すまでのプロセスを明確化することが一般的である。本調査
におけるアウトカム評価手法開発においても、廃棄物・リサイクル分野の施策やプ
ロジェクトによってもたらされるアウトカムや波及効果としてどういったものが
想定されるか、また、事業（施策）内容をどのように想定すべきかといった点を具
体化する必要がある。
以上を踏まえ、廃棄物・リサイクル分野に関連する施策効果を評価した既存研
究・報告等の文献レビューを実施した。アウトカム評価手法開発に向けた主な論点
とレビューの方針は図表 98 に示す通りである。

図表 98 アウトカム評価手法開発に向けた主な論点とレビューの方針
ア ウ ト カ ム 評 価 手 法 開 発に 向
けた主な論点
1. 具 体 的 な 事 業 内 容 を ど の
ように想定するか
2. ど う い っ た ア ウ ト カ ム を
評価対象とするか

レビューの方針




3.

波及効果まで評価対象に
含めるか



各文献において、アウトプットとして設定
されている内容を明確化
各文献の評価手法が作成された背景を明
確化
各文献において、主要な評価対象として設
定した要素を明確化
各文献における効果波及の考え方の図示、
及び主要な評価項目とした要素とそうで
ない要素の明確化

文献のレビューに際しては、以下の項目について抽出・整理した。特に、「⑤効
果波及の考え方と対象範囲」については、文献に記載された情報から効果波及のフ
ロー図を独自に作成し、主要な評価項目とされた要素を経済的要素、環境的要素、
社会的要素に分類した。
①文献名・発行元・国名
②背景・概要
③アウトプットの内容
④主要な評価項目として設定した要素
⑤効果波及の考え方と対象範囲
経済的要素

環境的要素
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社会的要素）

１.２ 対象文献
循環経済、廃棄物リサイクルに係る施策・事業の効果測定を実施、構想した文献
をレビューの対象とした（何らかの効果の測定を目的としていない文献はレビュー
対象外としている）。
文献 1

国立研究開発法人国立環境研究所「アジア諸国における使用済み電気電子機器・
自動車の排出量推計と金属・フロン類の回収システムの効果測定」

文献 2

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「リサイクルの費用対効果分析の考え方
（案）」
国立研究開発法人国立環境研究所「家電リサイクル法の実態効力の評価」

文献 3
文献 4

公益財団法人地球環境戦略研究機関「物質利用に伴うライフサイクル環境影響評
価手法の開発及び国際資源循環の推進に関する研究」

文献 5

Europe Environmental Bureau「ADVANCING RESOURCE EFFICIENCY IN
EUROPE Indicator and waste policy scenarios to deliver a resource efficient and
sustainable Europe」
European Commission「Study on modelling of the economic and environmental
impact of raw material consumption」

文献 6
文献 7

Wrap & Green alliance「Employment and the circular economy; Job creation in a more
resource efficient Britain」

文献 8

Ellen MacArthur Foundation & SYSTEMIQ「Achieving ‘Growth within’」

文献 9

UNEP 136 「Demonstrating progress and Impact of the 10YFP Monitoring and
Evaluation Framework」
経済産業省「平成 28 年度温暖化対策基盤整備関連調査（国際的な資源循環フロ
ーに関する調査事業）報告書」
UNDP 137 「Midterm Evaluations for Electronic Waste project」

文献 10
文献 11
文献 12

UNEP「Terminal Evaluation of the UN Environment Project: Policy, macro-economic
assessments and instruments to empower governments and business to advance
resource efficiency and move towards a Green Economy'」

136 United Nations Environment Programme（国連環境計画）の略称
137 United Nations Development Programme（国連開発計画）の略称
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１.３ 文献レビュー
１.３.１ 文献 1
①文献情報
文献名：
「アジア諸国における使用済み電気電子機器・自動車の排出量推計と金属・フロン
類の回収システムの効果測定」
作成元：国立研究開発法人国立環境研究所
作成年：2017 年
②背景・概要
・環境省環境研究総合推進費補助金事業として実施
・使用済み電気電子機器・自動車の排出量を特定の材料・部品に着目して推計し、資源性・
有害性の管理と地球温暖化防止などの観点から、アジア地域で今後取り組むべき耐久消費
財の所在を明らかにするものである。
・適正な処理施設の立地と日本などへの越境移動と組み合わせた複数の回収システム整備
のシナリオを検討してその効果と課題を示すものである。
③アウトプットの内容
金属・フロン類の回収システム
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）資源性・有害性物質の管理
（要素）温室効果ガス削減効果
 温室効果ガス排出（CO2（GWP）換算）削減量
 コスト、CO2 あたり対策費用
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.２ 文献 2
①文献名・発行元・国名
文献名：「リサイクルの費用対効果分析の考え方（案）」
作成元：中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
作成年：2010 年
②背景・概要
・中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済
製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会」にて小型電気電子機器リサイクル制度の
必要性が検討された。
・リサイクルシステムの必要性の判断に資する詳細な費用対効果分析等の必要性を踏まえ
て、制度の評価が実施された。
③アウトカムの内容
リサイクルシステム（小型電気電子機器リサイクル制度）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）経済的便益（費用便益）
 調達コスト削減便益
 最終処分コスト削減便益=埋立処分コスト等削減便益+薬剤処理コスト削減便
益
（要素）最終処分場延命効果
 最終処分場面積
（要素）資源の安定供給効果
 （小電のリサイクルにより得られた有用金属により回復する小電の台数）×製
品価格×（付加価値率）×（供給障害発生確率）
（要素）地球環境改善効果
 TMR（関与物質総量）削減量
⑤効果波及の考え方と対象範囲

125

１.３.３ 文献 3
①文献情報
文献名：「家電リサイクル法の実態効力の評価」
発行元：国立研究開発法人国立環境研究所
発行年：2006 年
②背景・概要
・家電リサイクル法の見直しに伴い、これを導入した場合の効力を評価するための手法の
検討を実施した。
・家電リサイクル法がどのような効果を与えているかを中間的に評価するものとなってい
るため、最終的なアウトカム評価の検討までは実施されていない。
③アウトプットの内容
家電リサイクル法（制度）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）物質循環達成度（物質フローの状態）
 再商品化率
 引取・引渡状況
 再商品化製品の市況
（要素）経済的効率性とリサイクル費用等の授受（金銭フローの状態）
 リサイクルシステムの処理単価
 リサイクル費用等の授受
（要素）関係主体の行動変化
 消費者の行動変化（廃棄、修理、リユース品の供給）
 小売業者の行動変化（製品設計）
 その他の関係者（処理業者、輸出業者、自治体等）の行動変化
（要素）資源消費の抑制
（要素）環境負荷の低減
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.４ 文献 4
①文献名・発行元・国名
文献名：
「物質利用に伴うライフサイクル環境影響評価手法の開発及び国際資源循環の推進
に関する研究」
作成元：公益財団法人地球環境戦略研究機関 東京大学 秋田大学 同志社大学
作成年：2014 年
②背景・概要
・資源消費に伴う環境影響・健康影響を資源採取から製造・消費、さらにリサイクル・廃
棄にいたるライフサイクル全体について定量的に評価する手法・指標の開発が重要である
との認識が、国連環境計画（UNEP）国際資源パネルや、経済開発協力機構（OECD）持続
可能な物質管理イニシアチブなどの国際的政策プロセスで共有されている。
・以上のような背景のもと、国際資源循環の推進を念頭に、WEEE（e-waste）リサイクル
が持続可能性に与える影響を評価した。
③アウトプットの内容
廃電気電子機器のリサイクルシステム
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）適正な雇用の増加
 潜在的雇用機会
（要素）温室効果ガス排出削減
 温室効果ガスの正味排出量
（要素）健康被害の改善
 障害調整生存年（DALY）
（要素）正味資源節約
 非生物資源の正味使用量
（要素）関与物質総量削減
 TMR（関与物質総量）
（要素）リサイクル率と資源回収率の向上
 リサイクル率
（要素）所得増加に基づく福利向上
 潜在的所得創出要因を平均生活費で除した値
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.５ 文献 5
①文献名・発行元・国名
文献名：「ADVANCING RESOURCE EFFICIENCY IN EUROPE Indicator and waste policy
scenarios to deliver a resource efficient and sustainable Europe」
作成元：Europe Environmental Bureau
作成年：2014 年
②背景・概要
・欧州における廃棄物埋め立て規制の見直しに伴い、廃棄物、資源政策において評価すべ
き指標の検討と、指標を用いた効果の評価を実施した。
・特に、食品ロス、家具・衣類のリサイクルに焦点を当てた評価方法の検討となっている。
③アウトプットの内容
循環経済政策（Waste and resource policy）
（リデュース（食品ロス）、リユース（家具、衣類）、リサイクル（都市廃棄物）など）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）農薬、肥料の削減
 農薬使用量
 肥料使用量
（要素）水使用量の削減
 水使用量
（要素）温室効果ガスの削減
 温室効果ガス削減量
 温室効果ガス削減量の金額換算した額
（要素）土地使用の削減
 土地利用面積
（要素）家計支出削減効果
 家計における支出額
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.６ 文献 6
①文献名・発行元・国名
文 献 名 ：「Study on modelling of the economic and environmental impact of raw material
consumption」
作成元：European Commission
作成年：2014 年
②背景・概要
・資源効率性の向上に伴う効果について E3ME モデルを用いて RMC の分野ごとに推計した。
資源効率性の算出に RMC の値を用いている。
・循環経済政策が資源生産性に与える効果の評価を主要な目的とし、６つのシナリオを用い
て評価を行っている。
③アウトプットの内容
資源効率性の向上のための施策（リサイクルシステム、税制度など）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）資源生産性
 GDP/Raw material consumption
⑤効果波及の考え方
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１.３.７ 文献 7
①文献名・発行元・国名
文献名：「Employment and the circular economy; Job creation in a more resource efficient
Britain」
作成元：Wrap & Green alliance
作成年：2015 年
②背景・概要
・イギリスが労働市場において困難に立たされていることを受けて、循環経済が労働市場
に与える影響を評価している。
・リサイクル等の新規事業に必要とされる専門性などの労働需要側の事情や、熟練労働者・
非熟練労働者の数など労働供給側の事情を考慮した評価を検討している。
③アウトプットの内容
循環経済政策
（Reuse, Closed and open loop recycling, Repair and remanufacturing, Servitisation）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）正当な雇用の増加
 Gross jobs growth
 Net job creation
 Unemployment rate fall
 % offset of predicted decline in skilled employment over the next decade
⑤効果波及の考え方と対象範囲

130

１.３.８ 文献 8
①文献名・発行元・国名
文献名：「Achieving ‘Growth within’」
作成元：Ellen MacArthur Foundation & SYSTEMIQ
作成年：2015 年
②背景・概要
・EU における Circular Economy 政策の進展を受けて、当該政策による経済的な評価を実施
したもの。
・循環経済政策をうけたモビリティ、食料、建築の事業形態変化に注目し、投資機会への
効果を評価している。
③評価の対象とした施策
循環経済政策
（Reuse, Closed and open loop recycling, Repair and remanufacturing, Servitisation）
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）投資機会の増大
 上記の要素の増加分に原単位をかけた額
⑤効果波及の考え方と対象範囲

131

１.３.９ 文献 9
①文献名・発行元・国名
文献名：「Demonstrating progress and Impact of the 10YFP
Monitoring and Evaluation Framework」
作成元：UNEP
作成年：2016 年
②背景・概要
・UNEP の 10 year framework of programs の実施に伴って、モニタリングと評価の手法構築
の検討を実施したもの
・国際機関の事業を評価する趣旨であるため、普及を目指す政策が世界的に実施されたか否
かの判定が評価の主軸となっている。
③アウトプットの内容
10YFP actions
SCP(Sustainable consumption and production)に向けた施策への資源投入
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）政策や経済的インセンティブの支援による SCP への進展
 政策手段における SCP
 SCP のモニタリング、レポート
 SCP に関する教育
 SCP に関する宣言、供述
 複数ステークホルダーによる協調
 SCP の情報や技術的ツールのダウンロード
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.１０ 文献 10
①文献名・発行元・国名
文献名：「平成 28 年度 温暖化対策基盤整備関連調査（国際的な資源循環フローに関する調
査事業）報告書」
作成元：経済産業省
作成年：2017 年
②背景・概要
・国際的な資源循環フローに関する調査に加え、制度を導入した際の資源効率への効果の
評価を実施した。
③アウトプットの内容
貿易規制の緩和、リサイクル制度の導入
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）リサイクル率の向上
 リサイクル率
（要素）バージン材代替の増加
 バージン材投入量
（要素）資源効率性の上昇
 TMR（関与物質総量）削減量
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.３.１１ 文献 11
①文献名・発行元・国名
文献名：「Midterm Evaluations for Electronic Waste project」
作成元：UNDP
作成年：2016 年
②背景・概要
・中国で実施されている WEEE の適切な管理制度構築に係るプロジェクトを中間評価した
ものである。
・対象国政府が実施すべき施策を実施したか否かを事後評価（中間評価）するものとなっ
ている。
③アウトプットの内容
WEEE の適切な管理のための制度構築プロジェクト
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）実用的な国家レベルでの POPs/PTS を含む e-waste に係る拡大生産者責任のシステ
ムの構築
（要素）拡大生産者責任システムをサポートするような技術的基準や書類制度の導入
（要素） LCA/LCM 手続と製品デザインや生産に関するラベリングの導入
（要素）拡大生産者責任システムの構築に関するパブリックアウェアネスとステークホル
ダー間合意の達成
（要素）電気電子機器の輸入における中古品と廃棄物の実効的な峻別
（要素）既存の WEEE 管理システムの有効活用
（要素）BAT/BEP 技術の活用による適切な WEEE 管理を行うための包括的な国内ネットワ
ークの活用（既存の認定事業者の活用）
（要素）インフォーマルな WEEE 処理プロセスの規模、対象、インパクトの包括的評価
（要素）インフォーマルセクターを管理するための専門家による政策的なサポート提供
（要素）将来の拡大生産者責任システムの普及に備えたインフォーマルセクターに対する
適切な回収や解体の伝達
⑤効果波及の考え方と対象範囲
文献内で波及効果を考慮していないため、フローの記載なし
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１.３.１２ 文献 12
①文献名・発行元・国名
文 献 名 ：「Terminal Evaluation of the UN Environment Project: Policy, macro-economic
assessments and instruments to empower governments and business to advance resource
efficiency and move towards a Green Economy'」
作成元：UNEP
作成年：2017 年
②背景・概要
・UNEP によって実施された Green Economy Umbrella Project は、資源効率性の向上の達成
を政策目標としており、世界各国で当該プロジェクトに基づく個別施策が実施された。
・本報告書は、当プロジェクトの事後評価を実施したものであり、定性的な評価が多く含
まれている。
③アウトプットの内容
UNEP による Green Economy Umbrella Project
④主要な評価項目として設定した要素
（要素）国際的なフォーラムや各国政策決定者への Green Economy に関する説得力のある
報告の普及
 報告が影響を与えた国の数
 報告を受けて GE に向けて何らかの行動をした国の数
（要素）各国における GE や資源効率性に係る規制、経済的インセンティブ制度、自主的
な制度などのパイロットレベルでの構築
 各国で進展のあった GE に係る規制、経済的インセンティブ制度、自主的な制度
（要素）資源効率性や持続可能な消費と生産の向上にむけて、政府や事業者がグリーン投
資を行えるようになる。
 各国の GE に関する政策レベルでの計画の策定状況
⑤効果波及の考え方と対象範囲
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１.４ 文献のレビューのまとめ
文献レビューでアウトカムもしくはインパクトとして用いられていた要素を一
覧表にまとめた。

図表 99
分野

経済

環境

社会

要素
経済的便益（費用便益）
経済成長
家計削減効果
資源の安定供給確保
投資機会の増加
天然資源消費の抑制
資源生産性/資源効率性の向上
物質フローの適正化
最終処分場延命効果
有害物質の管理（使用削減）
温室効果ガス削減効果
持続可能なシステム（制度）の構築
リサイクル率、資源回収率の向上
（正当な）雇用創出効果
福利向上（生活水準の向上）
貧困削減、格差是正
健康被害の改善
関係主体の行動変化

アウトプットとされた内容

文献の作成国
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日本

日本

日本

日本

文献２

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「リサイクルの費用対効果分析の考え方（案）」

文献３

国立環境研究所「家電リサイクル法の実態効力の評価」

文献４

公益財団法人地球環境戦略研究機関「物質利用に伴うライフサイクル環境影響評価手法の開発及び国際資
源循環の推進に関する研究」

文献５

Europe Environmental Bureau「ADVANCING RESOURCE EFFICIENCY IN EUROPE Indicator and waste
policy scenarios to deliver a resource efficient and sustainable Europe」

文献６

European Commission「Study on modelling of the economic and environmental impact of raw material
consumption」

文献７

Wrap & Green alliance「Employment and the circular economy; Job creation in a more resource efficient
Britain」

文献８

Ellen MacArthur Foundation & SYSTEMIQ「Achieving ‘Growth within’」

文献９

UNEP「Demonstrating progress and Impact of the 10YFP Monitoring and Evaluation Framework」
経済産業省「平成２８年 度 温暖化対策基盤整備関連調査（国際的な資源循環フローに関する調査事業）報
告書」
UNDP「Midterm Evaluations for Electronic Waste project」

文献12

文献７

O
O

国立研究開発法人国立環境研究所「アジア諸国における使用済み電気電子機器・自動車の排出量推計と金
属・フロン類の回収システムの効果測定」

文献11

文献６
I

文献１

文献10

文献５

EU

EU

EU

EU

UNEPの
10 year
framewor
k of
programs
の施策
国連

インパクト
1
2
0
0
0
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金属スク
ラップ類 WEEE管 UNEPに
の貿易フ 理の制度 よるGE
Project
ローに関 構築
する施策
日本

国連

国連

凡例：
■O：アウトカム＝主要な評価項目として設定された要素
■I：インパクト＝主要な評価項目として設定されてはいないものの、事業によって
波及的に効果が発生すると位置付けられた要素

UNEP「Terminal Evaluation of the UN Environment Project: Policy, macro-economic assessments and
instruments to empower governments and business to advance resource efficiency and move towards a
Green Economy'」

（出所）各種資料をもとに三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成
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アウトカム
2
0
1
2
1
5
2
1
1
2
3
3
3
2
1
0
0
2

２．開発援助機関におけるプロジェクト評価手法のレビュー
２.１ 文献レビューの方針
アウトカム評価手法の構築においては、あるプロジェクトが発現するアウトカム
を評価することを想定している。開発援助機関は、アウトカムの評価を含むプロジ
ェクト評価手法の構築に取り組んでおり、機関ごとにプロジェクト評価のための手
順書を作成している。
本事業では、それらの手順書の中からアウトカム評価手法構築に有用となる点を
抽出した。

２.２ 文献レビューの方針
調査対象とした機関は、ADB、世界銀行、JICA であり、各手順書のレビュー内
容は以下に示す通りである。
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２.２.１ ADB 138「Guidelines for preparing a design and monitoring framework」
項目
評価の目的

内容
・事業のさらなる改善
・プロジェクトの透明性の確保
・援助の対象の選定根拠

評価対象
評価のタイ
ミング
効果／成果
の考え方

プロジェクト
・実施段階
・事後段階
●Result Chain の考えのもと、プロジェクトによってもたらされる result の連
関を作成する。ADB における Result chain の枠組みは次の通りである。
図表 100

ADB における Result Chain の考え方

（出所）ADB「Guidelines for preparing a design and monitoring framework」
（2016）
●各 Result の定義は以下の通りである。
アウトプット…プロジェクトによってもたらされる goods、サービス、製品など
アウトカム…アウトプットの利用によってもたらされる短期的、直接的な利益
インパクト…より高次的な効果（Project result ではなく、Broader development result
とされている）

各階層の具
体例

（アウトプット）
「都市の鉄道インフラの建設」⇒（アウトカム）
「快適、
例 1：
安全、低価格な移動の実現」⇒（インパクト）「雇用の改善、経済活動の増
加」
例 2：（アウトプット）「オフグリッド太陽光発電装置の建設」⇒（アウトカ
ム）
「農村部における電力供給の増加」⇒（インパクト）
「健康、教育、雇用、
経済活動の向上」
例 3：（アウトプット）「都市における水配水、処理施設の修復」⇒（アウト
カム）
「処理済みの清浄水の消費増加」⇒（インパクト）
「水媒介の疾患減少」
例 4：
（アウトプット）
「職業教育訓練機関における教師の知識、技能の向上」
⇒（アウトカム）「職業教育訓練機関の質とアクセスの向上」⇒（インパク
ト）「労働者の技能と生産性の向上」
例 5：（アウトプット）「仲介人を通したマイクロファイナンスによる融資の
増加（女性に対するものも含む）」⇒（アウトカム）
「男女両方における実行

138 Asian Development Bank（アジア開発銀行）の略称
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可能な中小企業経営の増加」⇒（インパクト）「中小企業分野における雇用
者数の増加」

指標の選定
基準

ADB において、指標はベースラインと目標を設定できるものであるべきと
される。
●ADB が用いる具体的な指標設定の基準は次の通りである。
・Specific（明確性）
・Measurable（計量性）
・Achivable（達成可能性）
・Relevant(関連性）
・Time-bound（期限）
●指標は以下のように様々な側面を定量化するために用いられるべきとされ
る。
・Quantity－どのくらいの結果がもたらされるか（数量、パーセンテージ、
割合）
・Quality－どんな質を達成しているか（顧客満足度、質の評価尺度、成功／
失敗、yes/no、エラー率など）
・Timeliness－いつ、スケジュールとの乖離はあるか、どのくらいの期間か
（カレンダーの日付、時間の長さ、サービス使用時間など）
・Location－結果が発言する地理的な場所はどこか（村、国、地域など）
・With whom－どの集団に影響するか（民族、男女、貧困者など）
・Cost－原単位のコストはいくらか（＄/km、設備あたり＄など）

指標の具体
例

●道路建設プロジェクトの例
アウトプット 道路の建設距離
アウトカム 道路の敷設区間における移動時間／貨物の運搬可能重量
●その他指標例
・都市固形廃棄物管理による住民の満足度（％）
・パイプラインの敷設距離（km）
・マスタープランの採択数（件）
・水媒介の疾患による死亡者数（人）
・立法メートルあたりの窒素酸化物濃度（µg/m³）
・交通事故の現場対応までの時間（分）
・提出されるプロジェクト報告書の数（本）
・交通事故死亡者数（人）

ベースライ
ンの設定方
法

●ベースラインがなければ、プロジェクトの Performance の測定は不可能で
あるとしている。
●ベースラインを定める４つの方法を以下の通り提示している。
1) Cumulative－アウトカム評価基準として使用されることが多い。現状のパ
フォーマンスをベースラインとし、追加的に向上した単位を測定、評価する。
2) Zero－アウトプット評価基準として使用されることが多い。ベースライン
を０（何もない状態）とし、新しく追加された単位を測定、評価する。
3) Binary－PBL の評価基準として使用される。採用されていないものが採用
されるなど、ある特定のプロジェクトや制度、政策などの導入を期待される
際の基準として、「ある／なし」といった評価基準が用いられる。
4) Not applicable－アウトプット、アウトカム評価基準として使用される。実
施されるプロジェクトから期待される効果を測定するための方法などが存
在していない場合（これから開発される場合）、ベースラインが NA とされ
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ることもある。

目標値の設
定方法

●ADB は、目標をプロジェクトのベースラインに基づいて設定することとし
ている。
●目標の設定の方法を以下の６つ提示している。
1) Numerical－増加もしくは減少が目標として期待される場合に使用
2) Maintained or increased/Maintained or decreased－現状望ましい状態にあ
り、維持もしくは改善が期待される場合に使用
3) At least－効果が発現しづらい場合に使用（数値が高い方が良いとされる
場合）
4) No more than－効果が発現しづらい場合に使用（数値が低い方が良いとさ
れる場合）
5) On time or on schedule－パフォーマンスが時間に関係するものである場合
に使用（いつまでに工事が完成される必要があるなど）
6) Maintained－現状のパフォーマンスが望ましい状態であり、かつ改善が期
待されない場合に使用

その他参考
になる考え
方

●ADB の評価の枠組みでは、プロジェクトの実施とは無関係に発生する外部
要因を考慮する必要性が以下の通り記載されている。
・Risks－プロジェクトの管理によらないもので、プロジェクトの成果が次
の効果へと波及する際に負の影響を与える可能性のある事象をリスクとし、
アウトカムやアウトプットを設定する際に、リスクが持つ負の影響を考慮す
べきとしている。
また、リスクを以下のように分類し、killer risk が存在する場合には、プロジ
ェクトを見直すべきとしている。
・Partner Financing－ADB のプロジェクト外で実施されている開発プロジェ
クトのアウトプットがアウトカムの発現に寄与している場合、アウトカム評
価の際には、その旨を明確にすべきとしている。
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２.２.２ World Bank「Result Framework and M&E Guidance Note」
項目
評価の目的

内容
・プロジェクトが効果的な形で完遂されること
・資金提供者への説明責任

評価対象
評価のタイ
ミング

プロジェクト
・事前段階
・実施段階
・事後段階

効果／成果
の考え方

●Result Chain の考えのもと、プロジェクトによってもたらされる result の連
関を作成する。Result chain の枠組みは次の通りである。

図表 101

World Bank における Result Chain の考え方

（出所）World Bank「Result Framework and M&E Guidance Note」（2013）
●各 Result の定義は以下の通りである。
アウトプット…プログラムによってもたらされる製品やサービス
アウトカム…プログラムのアウトプットの結果として発現する行動、状態、状況の
変化
※アウトカムは、短期的、中期的、長期的アウトカムに分割して考えられている。

各階層の具
体例

（インプット）「資金、人員、施設、装備」
⇒（アクティビティ）「インプットを用いた実際の行動」
⇒（アウトプット）「スタッフのトレーニング」「インフラの建設」「法制度
の改正」
⇒（短期的アウトカム）
「公共施設のパフォーマンスの向上」
「水の供給能力
の向上」
⇒（中期的アウトカム）「清浄な水へのアクセスの改善」
⇒（長期的アウトカム）「健康改善」「経済成長」
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指標の選定
基準

●世界銀行が用いる具体的な指標設定の基準は次の通りである。
・Specific（明確性）
・Measurable（計量性）
・Attributable（妥当性）
・Realistic（実現可能性）
・Time-bound（期限）
●最適な指標を用いることが不可能もしくは過剰なコストを求める場合は、
代理指標（proxy indicators）を用いて間接的に評価を実施すべきとしている。
●指標を選定する際に注意すべきとする点は以下の通り
・専門家の意見を参考にすること
・1 つのアウトカムに対する指標は５つ程度まで、全体として指標が 15 個
以内に収まるようにできるとよい
・データのアベイラビリティがあること
・費用対効果の高い指標を用いること（データの収集に過度なコストがかか
らないこと）

指標の具体
例

●例：乳幼児保健の向上（アウトカム）
最適な指標⇒乳幼児死亡率（％）
代理指標⇒ 専門技能者の立ち会いの下での出産（％）、医療施設の利用可能
性
●例：Core Sector Indicators（Pollution management and environmental health に
関するもの）
・窒素酸化物の削減量 (microgram/m³)
・窒素・リン負荷削減量 (トン/年)
・化学的酸素要求量負荷削減量 (トン/年)
・産業及び一般廃棄物の処理能力 (トン)
・産業及び一般廃棄物の発生削減量またはリサイクル量(トン/年)
・汚染された土地の管理または廃棄物処分場の閉鎖 (ha)
・残留性有機汚染物質 (POPs)及び POPs 廃棄物の適正処理量 (トン)

ベースライ
ンの設定方
法

●プロジェクトの Performance 測定のために、ベースラインの設定を行うべ
きとしている。
●ベースラインの設定がうまくいかない場合には、指標の選定を見直すのが
良いとしている。
●計画時にベースラインを設定することが困難な場合は、プロジェクト実施
開始時にベースラインを設定できるよう詳細な説明を行うこととされる。
●いくつかのケースにおいては、ベースラインが０となることもあると言及
している。
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目標値の設
定方法

●中間（毎年）、最終（プロジェクト終了時）の目標を設定することとして
いる。目標設定の際の注意点は以下の通りである。
・既存の専門知識の考慮
・過去の傾向の考慮
・綿密なアセスメントの実施
●プロジェクト実施中に、計画の変更があった場合は、目標値も見直される
こととされる。
●目標値が何を根拠に設定されたかを明記すべきとしている（計算方法、参
考とした他の基準など）。
●目標設定の際に注意すべき点として、目標値の設定根拠（計算方法等）を
明確にすること、低すぎず高すぎない目標値を設定することを挙げている。

その他参考
になる考え
方

●Core Sector Indicators
世界銀行は、Core Sector Indicators としてセクターごとにいくつか指定の指
標を設定しており、プロジェクト間での集計を行えるようにしている。プロ
ジェクトごとに必ず使用しなければならない指標が設定されることになる
が、それはその他関係性の高い指標を個別に設定することを妨げない。
●インパクト評価
プロジェクトまたはプログラムのなかで開発課題の改善・解決を目指して行
われる介入がその介入対象に対して変化を生んだか否かを検討し、エビデン
スを得る「インパクト評価」も実施している。世界銀行では、インパクト評
価はコストがかかり、実施が困難なものであるため、必ずしも含むべきとは
していないが、実施できる場合には、非常に有意義なものであると位置付け
ている。
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２.２.３ JICA「JICA 事業評価ハンドブック」
項目
評価の目的

内容
・PDCA サイクルを通じた事業のさらなる改善
・日本国民及び相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任（アカ
ウンタビリティ）の確保

評価対象
評価のタイミ
ング

プロジェクト
・事前段階
・実施段階
・事後段階

効果／成果の
考え方

●「ロジックモデル」の考え方のもと、
「ログフレーム」を作成する。JICA
における「ログフレーム」の考え方は次の通りである。

図表 102 JICA におけるログフレームの考え方

（出所）JICA「JICA 事業評価ガイドライン（第２版）」（2014 年）

●各効果の定義は以下の通りである。
アウトプット…プロジェクトの介入の結果として生み出される生産物、資
本財とサービス
アウトカム…アウトプットが用いられることによって達成される効果、ま
たは達成された短期的、中期的、長期的な効果
インパクト…長期的な効果をインパクトと呼ぶこともある。
●ログフレーム作成時のポイントは以下の通りである。
・時間の経過と効果の波及の程度に応じてアウトカムを直接、中間、最終
に分類
・個々のプロジェクトが対象国の最終的な課題解決にどのように役立つの
か（位置づけ）
・「何が（誰が）どのように変わる」ことを目指すのかを明確化（明確な目
標の設定）
・効果＝サービスが受益者に提供されるまでには時間がかかる。
●アウトカムの変化のタイプには、次の３つがあるとされる。
「相対変化」⇒CO2 排出量削減など PJ 開始前の状態と比較した相対的な変
化
「絶対変化」⇒制度の確立など新たに何かを創造した場合の変化
「維持・無変化」⇒状況の悪化の食い止め、健全な状態の維持
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各階層の具体
例

（アウトプット）
「市民向け防災セミナー実施回数、参加者」⇒（直接
例 1：
アウトカム）
「アンケートで『今後自宅を耐震化する』と回答した人数（人）」
⇒（中間アウトカム）
「対象地域の住宅の耐震化の率」⇒（最終アウトカム）
「被害者数の減少（人）」
例 2：（アウトプット）「ヘルスワークに対する研修システムが強化される」
⇒（直接アウトカム）
「ヘルスワーカーの母子保健にかかる能力が向上する」
⇒（中間アウトカム）
「母子・妊婦の栄養状態が改善される」⇒（最終アウ
トカム）「乳幼児死亡率が下がる」

指標の選定基
準

指標の具体例

例 3：
（アウトプット）
「教員研修カリキュラムが改善される」⇒（直接アウ
トカム）「教員の授業実践の内容が改善される」⇒（中間アウトカム）「生
徒の学力が向上する（進級テスト・国家試験等）」⇒（最終アウトカム）
「生
徒の修了率が向上する」
●指標とは、「量的又は質的な要素又は変数のことであり、インターベンシ
ョンの達成度の測定、協力によって生じた変化の明示、または開発関係者
の実績（パフォーマンス）の査定の手助けとなる簡潔かつ信頼できる手段
を提供する」と定義される。
●JICA が用いる具体的な指標設定の基準は次の通りである。
・Specific（明確性）
・Measurable（計量性）
・Achivement（達成可能性）
・Result-oriented or Relevant（結果指向または関連性）
・Time-bound（期限）
●資金協力にて、JICA は運用指標および効果指標を設定している。
・運用指標：事業の運営状況を定量的に測る指標
・効果指標：事業の効果発現状況を定量的に測る指標
●廃棄物管理セクター
運用指標：有価物回収施設の稼働率(%)、有価物回収施設処理量(トン)
効果指標；有価物回収施設の取扱量（トン）
●灌漑セクター
・運用指標：受益面積(ha) 効果指標：主要農作物別の生産量（トン）
●発電セクター
・運用指標：設備利用率（％） 効果指標：送電端発電量（MWh）
●治水セクター
・運用指標：治水基準点における年最高水位（m） 効果指標：破堤または
越流による年最大洪水氾濫面積（km²）
●上水道セクター
・運用指標：給水量（m³／日） 効果指標：水道普及率（％）
●港湾セクター
・運用指標：貨物量（トンまたは TEU 年） 効果指標：平均待ち時間（分）
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ベースライン
の設定方法

●指標のベースライン値として、当該国の既存の政策文書や他援助機関によ
る報告書等を参考に設定することも一案であるとされる。
●既存データが無く、ベースライン調査が必要な場合は、その調査方法、時
期も具体的に検討すべきとしている。
●ベースライン値の設定には、計画段階において、既存の文献資料調査、
PCM ワークショップ（技術協力の場合）、フォーカスグループ・ディスカッ
ション、アンケート・インタビュー調査等を通じてベースライン・データ
の収集、整理を行うこととされる。
※ベースライン・データ収集方法への言及はあるが、ベースライン値の定
め方への言及はない。

目標値の設定
方法

●目標値とは、「指標」がプロジェクト等によって、ある一定の期間におい
て、量的あるいは質的に改善される程度を示し評価の判断基準を提供する
としている。
●ベースラインデータ（現状値/基準値）をもとに目標値を設定する。目標
値設定の際の観点の例は以下の通りである。
・ターゲット・グループのニーズ
・対象地域が属する大きな平均値（国や県の平均等）
・類似プロジェクトの成功例
・開発計画等で相手国が使っている目標値
●目標値設定のタイミングは、ベースライン調査終了時などであるとされ
る。
※JICA の技術協力プロジェクトでは、指標はあるがベースライン値に基づ
いた目標値が設定されない事例がある。

その他参考に
なる考え方

●協力プログラムの評価
JICA では、個別プロジェクトの評価だけでなく、「協力プログラム」を対
象とした評価の在り方を検討している。
※限られたリソースでより高い事業効果を上げるためには、個別プロジェ
クトの枠組みを超えて連携と相乗効果の創出に重点を置いた戦略的かつ効
果的な支援を行う必要がある。このような考え方に基づいて、JICA は「プ
ログラム・アプローチ」を推進し、協力対象国の特定セクターに関するプ
ロジェクトを「JICA 協力プログラム」の枠組みを通じ運営・監理する取り
組みを行ってきた。
●「協力プログラム」の評価では、次の点を特に考慮すべきとしている。
・開発課題に対する「援助効果」の重視－個別の案件よりも高次の目標設
定を行っている協力プログラムの評価では、最終アウトカムの達成の有無
が特に問われる。
・「貢献」の概念による評価－「開発課題の進展」と「特定組織が達成した
成果」の因果関係がどの程度あるかを、相手国で実施される他の開発事業
を考慮しながら検証すべきとしている。因果関係の程度は、他の開発事業
を含めて JICA のプロジェクトがどのような位置づけを占めていたかによ
って判断できるとする。当該国の開発戦略の中で優先的な課題に取り組み、
その中で高い成果が上がっており、なおかつ開発課題の改善もみられるの
であれば、因果関係の可能性は高いと判断される。
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III. アウトカム評価の方法
１．アウトカム評価の前提
１.１ アウトカム評価の階層
本調査では、個別のプロジェクトがもたらすアウトカムを簡易的に評価できるフ
レームワークの開発を行った。多様な海外展開リサイクルプロジェクトを統一的に
評価できるフレームワークであり、個別のプロジェクト単位での効果を集計するこ
とで、施策レベルのアウトカム評価にも活用可能なツールの開発を目指した。

図表 103 アウトカム評価の階層

政策・戦略

施策

施策

・・・

（アジア省エネ実証事業）

採択PJ

採択PJ

採択PJ

採択PJ

採択PJ

採択PJ

採択PJ

・・・

個別プロジェクト
個別PJを評価できる
統一的手法を開発

１.２ 評価対象プロジェクトと評価のタイミング
アウトカム評価の対象としては、以下の 2 つの要件を満たすプロジェクトを想定
した。


国際資源循環型の事業モデルである



既にある国で FS/実証段階まで完了しているプロジェクトである

現地で適切な処理を行い、日本に資源を還流させるプロジェクト（＝国際資源循
環型事業モデル）であり、また、実証事業を既に終え、事業化に値する確度の高い
プロジェクトをアウトカム評価の対象として想定した。
評価のタイミング（効果が現れる時点として想定するタイミング）としては、実
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証事業完了後に、当該国ないし他国（横展開国 139）に置いて同様のプロジェクト
が事業化されることを想定した。また、プロジェクトがもたらすアウトカムのポテ
ンシャルを評価することを目的に、実証事業実施時点で想定する個社レベルの処理
量だけでなく、都市内全域から発生する対象廃棄物が同様の方法で処理されること
を想定した場合のアウトカムについても併せて評価することとした。本来、都市内
への事業拡大の時間的な推移には様々なパターンが考えられるが、本調査において
は、ポテンシャルとして都市内全域から発生する対象廃棄物が同事業と同様の方法
で処理されると想定して評価を行った（図表 105）。
以上より、具体的には以下の 4 つの段階を想定してアウトカムを評価することと
した。
① 事業化段階のアウトカム評価（＝個社の処理想定量が最大限実現した場合）
② 事業拡大段階のアウトカム評価（＝都市内全域に同様の処理が拡大した場合
140）
③ 横展開後の事業化段階のアウトカム評価（実証事業実施国とは異なる国で事業
化し、個社の処理想定量が最大限実現した場合）
④ 横展開後の事業拡大段階のアウトカム評価（実証事業実施国とは異なる国で事
業化し、都市内全域に同様の処理が拡大した場合）

139 本調査においては、同国内での事業範囲の地理的拡大を「拡大」と呼び、同様の事業モデルを他国
へ展開することを「横展開」と定義した。
140 ただし複数都市に事業がまたがる場合は「１.３ 評価の地理的範囲」を参照
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図表 104 評価対象となるプロジェクト

既にある国でFS/実証段階まで完了しているプロジェクトである

0

ＦＳ段階

事業化
段階

実証段階

横展開

既にある国で実証まで完了し
て、かつ事業化に値する確度の
高いプロジェクトが評価対象

事業化
段階

2

4

拡大
段階
3

拡大

横展開

C国（横展開国）

3

拡大
段階
拡大

B国（横展開国）

1

拡大

A国（FS/実証実施国）

事業化
段階

4

拡大
段階

評価対象

図表 105 アウトカム評価における処理量の想定
②事業拡大段階
（都市内全域に同様の処
理が拡大した場合）

発現するアウトカムの大きさ

評価実施時点
（実証終了後）

対象都市内のすべての
対象廃棄物が同様に処
理されると仮定してアウ
トカムを評価

①事業化段階
（個社の処理想定量が
最大限実現した場合）

個社の処理想定量分
（最大キャパシティ）まで
処理が行われると仮定し
て評価

同様の処理が拡大してい
かない可能性もあるが、
②はあくまでポテンシャル
として評価

時間の経過

ＦＳ

実証段階

事業化段階
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拡大段階

１.３ 評価の地理的範囲
複数都市にまたがって廃棄物の回収を行う場合や制度構築を行うことを念頭に
置いているプロジェクトの場合には、以下の通り対応することとした。
・ 「①事業化段階」のアウトカム評価では、事業化計画に基づいた処理量を想定
して評価を行う。
・ 「②事業拡大段階」のアウトカム評価では、処理施設の所在する都市だけでな
く、複数都市に効果が生まれると想定して評価を行う。
実際には、リサイクル事業を実施する際の商圏（収集エリア等）が行政区に影響
されず、効果も行政区外へ拡大していく場合もあるが、本アウトカム評価における
算定上は無視することとした。なお、技術・制度導入に向けた政策対話を行うカウ
ンターパートとしては、事業実施地点が含まれる行政区のみを想定した。

図表 106 評価の地理的範囲
B市
②事業拡大段階
（都市内全域に同様の
処理が拡大した場合）

事業実施地点
（処理施設）

①事業化段階
（個社の処理想定量が
最大限実現した場合）

事業が行われると想定する データ取得を行
地理的範囲
う地理的範囲

A市

事業化段階
拡大段階
（都市横断ケース）
拡大段階
（当該都市完結ケース）

評価データの取
得・整理の範囲
（都市横断ケース）
評価データの取
得・整理の範囲
（当該都市完結ケース）

政策対話のカウンターパートと
しては事業実施地点が含まれ
る行政区（A市）のみを想定

実際に効果が拡大する範囲は行政区画内
に限らないと考えられるが、便宜的に行政
区内での拡大を想定して効果を評価
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許認可申請・政
府間対話の範囲

２．アウトカム評価の手順
２.１ 概要
個別プロジェクトのアウトカム評価の手順を図表 107 に示す。
いずれのプロジェクトであっても必須項目とした手順は必ず実施し、独自のアウ
トカムを評価に入れる場合等には任意項目とした手順も実施する。
海外でのリサイクル事業から直接的に生まれる場合が多く、また我が国・相手国
の政策課題とも合致するアウトカムを「必須アウトカム」として必ず評価対象とす
ることを定めている。

図表 107 アウトカム評価の手順
手順
STEPⅠ．
評価対象
アウトカムの選定

 ３つの必須アウトカム（現地環境改善効果、現地雇用創出効果、資源還流効果）を評価対象とする。

必須

任意

○

 事業実施前・事業実施後の想定フロー図を作成し、事業実施によりどのようなアウトカムが見込めそうか候補を抽出
する。

○

 ロジックモデルにより因果関係を検証し、個別PJに特有のアウトカムを評価対象とする
 必須アウトカムに対応する指標を選定する。

STEPⅡ．
指標の選定

 原則として、e-wasteの場合は「鉛発生量の削減量」、「正規雇用増加量」、「金属資源還流量」を用いる。ELVの
場合は「GHG削減量」、「正規雇用増加量」、「金属資源還流量」を用いる。ただし、エアコン及び冷蔵庫のフロン適
正処理を伴うe-wasteリサイクル事業の場合は、「GHG削減量」も含める。

○

 必須アウトカム以外のアウトカムを評価する場合や、上記以外の指標を用いる場合は、SMARTの基準などを用いて
指標を選定する。

STEPⅢ．
データの収集

○

 事業化計画に基づき、アウトプットとなる個社の処理量を設定する。

○

 事業実施都市内の対象廃棄物発生量を推計する。

○

 文献・現地ヒアリング等により、アウトカムの算定に必要な原単位のデータを入手する

○
○

 必須アウトカムの評価に必要なデータが入手不可能な場合は、予め用意された原単位の代替値を使用する。

STEPⅣ．
アウトカムの算定

 処理量と原単位を掛け合わせることでアウトカムを評価する

○

２.２ 個々の手順の詳細
２.２.１ STEPⅠ．評価対象アウトカムの選定

以下に示すアウトカムは、海外でのリサイクル事業から直接的に生まれる場合
が多く、また我が国・相手国の政策課題とも合致するため、必須の評価対象項目
とする。
・ 相手国への効果：現地環境改善効果、現地雇用創出効果
・ 我が国への効果：資源還流効果
その他、個別のプロジェクト内容や実施都市の状況から判断し、評価対象のア
ウトカムを増やすことも可能である。国際資源循環型のリサイクル事業で期待で
きるアウトカムとしては、必須アウトカムとした 3 種類のみならず多数考えられ
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るが（図表 108）、評価対象に含めるアウトカムは、ロジックモデル 141上での確
かな因果関係が認められ、計測可能なものに限る（図表 109）。

図表 108 国際資源循環型のリサイクル事業モデルで想定される主なアウトカム
我が国

相手国

・
雇用の増加効果（製錬業）
・
リサイクル事業者のキャパビ
・
ル効果
・

社会面

・
・

環境面

・

GHG 削減効果

・
・
・
・
・

資源還流効果
資源調達リスクの低減効果
他産業への波及経済効果
・
リサイクル産業への経済効果 ・
我が国事業者のアジア圏にお
けるプレゼンス向上効果

経済面

・
・

現地雇用創出効果
現地キャパビル・啓蒙効果
健康被害・労災の減少効果
適正な許認可取得事業者の増大
現地環境改善効果
公衆衛生改善効果

現地事業者への経済効果
税収増加効果

（注１）下線付きの太字で示したアウトカムは必須の評価対象である。
（注２）表中に記載以外のアウトカムについても評価対象とすることは可能である。

図表 109 ロジックモデル構築の例
インプット

アウトプット

アウトカム

波及効果（インパクト）

（我が国企業・国民への効果）
必須
資源還流効果

「アジア省エネルギー型資源循
環制度導入実証事業」予算
個社リソース
（人員、設備投資等）

個別のリサイクル事業の実現

資源供給リスクの低減の効果

リサイクル事業者の
売上増大効果

国内リサイクル産業を下支えす
る効果

リサイクル事業者への
キャパビル効果

我が国に有利な国際ルールの
形成効果

（相手国企業・国民への効果）
必須
現地環境改善効果

適正な許認可取得企業の増
大効果

現地経済効果
現地雇用創出効果

健康被害件数の低減による経
済・社会的効果

必須

アウトプットとアウトカムの間に蓋然性
の高い因果関係が認められる場合に
は評価対象として選定

住民の意識変革による他産業
への経済効果
大きな波及効果が期待でき、かつ因
果関係が認められる場合には評価対
象のアウトカムとして選定可

（注）ここで示す例は簡略化したロジックモデルであり、実際には、アウトプットからアウトカム（ま
たはインパクト）に至るまでのプロセスを更に細分化し、直接的な因果が認められる２つのプロセス
のみを連結させていく必要がある。

141 ロジックモデルとは、施策等が効果をもたらすに至るまでの論理的な因果関係を明示したものであ
る。
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２.２.２ STEPⅡ．指標の選定

アウトカム評価を行うための具体的な指標を設定する。必須アウトカムを評価
する場合で、特別な事情が無い限りは、以下の指標を用いる。
・ e-waste リサイクル事業の場合：「鉛発生量の削減量」、「正規雇用増加量」、
「金属資源還流量」
・ ELV リサイクル事業の場合：
「GHG 削減量」、
「正規雇用増加量」、
「金属資
源還流量」

図表 110 アウトカム評価に用いる必須指標
指標
評価対象アウトカム

e-waste リサイク
ル事業

ELV リサイクル
事業

現地環境
改善効果

鉛発生量の削減
量 ※注 1

GHG 削減量

雇用創出
効果

正規雇用増加量

正規雇用増加量

資源還流
効果

金属資源還流量

金属資源還流量

その他

相手国

我が国

独自に設定
※注 2

（注１）
：エアコン及び冷蔵庫のフロン適正処理を伴う e-waste リサイクル事業の場合は、
「GHG
削減量」も含める。
（注２）：e-waste、ELV の場合も個別プロジェクトごとに独自の指標を設定することも可能と
する。

独自に指標を設定する場合は、SMART と呼ばれる指標選定の基準を用いて採
否を決定する。SMART は、目標・指標設定の基準として網羅性が高く、開発援
助機関などでも用いられる。
図表 111 SMART 基準
SMART 基準

内容

Specific（明確性）

具体的な指標か

Measurable（計量性）

計測可能か（データの入手可否含む）

Achievable（達成可能性）

大きな効果が期待できるか

Relevant（関連性）

事業との直接的な関連性が認められるか

Time-bound（期限）

短期間で効果が出るか

（注）オリジナルの SMART の枠組みから、AT については若干読み替えて適用している。
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２.２.３ STEPⅢ．データの収集

アウトカム評価に用いるデータの入手方針・推計方針は以下に示す通りである。
原則として、各プロジェクトの内容・実施都市の状況に基づき、計測可能なデータ
（統計値、分析値、アンケート調査結果等）を用いてアウトカム評価を行う。その
際、代表性が認められるか十分留意して使用する。
データの入手が難しい場合は、原単位の代替値を用いて暫定的に試算を行い、デ
ータを入手し次第、置き換えることとする。

図表 112 アウトプット・原単位の設定方法

アウトプ
ット

原 単 位
（アウト
プットあ
たりのア
ウ ト カ
ム）

入手困難な場合の対応
方法

指標

入手・設定方法

個社処理想定量

個別プロジェクトで想定
されている処理規模

廃棄物の発生量を推計
し、回収可能率との積を
取る

拡大後想定処理
量

文献・現地ヒアリング調
査等より事業実施都市に
おける製品廃棄量のデー
タを入手

過年度の製品需要量等
の統計データから推計
を行う

処理量あたりの
現地雇用人数

事業化計画に基づき設定

過年度の同様事業にお
ける計画値を標準値と
して使用

製品別の鉛含有
量

文献・現地ヒアリング調
査等より事業実施都市に
おけるデータを入手

日本における値を標準
値として使用

処理量あたりの
GHG 削減量

同上

過年度の同様事業にお
ける計画値を標準値と
して使用

製品別の基板（金
属）含有量

同上

日本における値を標準
値として使用
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図表 113 データの入手が難しい場合の原単位の代替値
ELV

e-waste
エ ア
コン

洗 濯
機

冷蔵庫

TV（液
晶）

1,230

1,080

600

1,032

金（Au）

0.004

0.003

0.003

0.02

銀（Ag）

0.016

0.015

0.015

銅（Cu）

12.99

15.96

0.0002

ﾊﾟﾗｼﾞｳ
0.0005
ﾑ（Pd）

製品あたりの基板
量
（kg/千台）

デスク
TV（ﾌﾞ
トップ
ﾗｳﾝ管）
PC

952

467

-

0

0.022

0.094

-

0.06

0.0006

0.05

0.11

-

15.96

17.70

6

21.00

21.00

-

0.0002

0.0002

0.0002

0

0.0002

0.0003

-

0.0017

0.0017

0.001

0

0.011

0.036

-

7

3

6

292

1,415

125

23

-

処理量あたりの
GHG 削減効果（ｔ
－CO2/千台）

1,408

-

1,530

-

-

-

-

6,590

処理量あたりの現
地雇用人数（人/千
台）

0.28

0.26

0.23

0.27

0.47

0.30

0.30

1.07

基板重量
に対する
純分含有
割合
（wt%）

白金
（Pt）

製品中の Pb 量
（kg/千台）

2,829

ノート
PC

（注１）本データは、日本における既存研究や実証事業報告書を参考に設定したものである。
（注２）製品中の鉛量は、基板以外の部品に含まれる鉛も加味した値である。
（出所）平成２０年度・使用済小型家電の回収モデル事業、環境省「小型電気電子機器に含まれる有用
金属含有量」等
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２.２.４ STEPⅣ．アウトカムの算定

STEP Ⅲで得られたデータを用いて、処理量と原単位の積によりアウトカム評価
を実施する。事業実施都市内における廃棄物発生量が個社処理量よりも小さい場合
は、発生量を処理量と等しいとみなして評価を行う。

図表 114 アウトカム評価の方法
アウトカムの算定方法（①個社処理レベル）
アウトカム
（①事業化段階
のアウトカム評価）

＝

アウトプット
（個社処理量）

×

原単位
（アウトプット当たりの
アウトカム）

×

原単位
（アウトプット当たりの
アウトカム）

※事業実施都市内における廃
棄物発生量が個社処理量よ
りも小さい場合は、発生量＝
処理量として算定を行う。

アウトカムの算定方法（②拡大後）
アウトカム
（②事業拡大段階のアウトカ
ム評価）

＝

アウトプット
（拡大後の想定処理量）
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IV. 今後の課題
１．本検討の成果と今後の課題
このたびの取り組みにより、不完全ながらも我が国国際資源循環型事業モデルの
アウトカムを定量的に評価することができた。しかし、本検討で開発したアウトカ
ム評価手法は、現在利用可能なデータの範囲で試算を行った、いわばプロトタイプ
であり、目的とする手法開発のためには、引き続きの改善が必要である。
そのためいくつかの課題を積み残しているが、本フレームワークを用いて実際の
プロジェクトの評価を蓄積していくことや、新たな調査を行っていくことで、更な
るブラッシュアップが可能と考えられる。
今後の課題は大別して、評価手法自体の高度化に向けた方法論上の課題と、手法
活用によって達成を目指す目的上の課題に分けられる。方法論上の課題については、
「アウトカム」を算出するための「アウトプット」と「原単位」それぞれに着目し
て課題を分けた。手法の利活用に向けた課題については、アウトカム評価結果を提
示する相手によって利活用の方針も異なることから、結果の提示先（我が国/相手国）
によって課題を分けた。

図表 115 本年度の積み残し課題
１．評価体系の高度化

アウトカム

アウトプット
（処理量）

＝

1-3. アウトカムを
処理量と原単位の
積で求めることは
妥当か？

1-2. 処理量（回収
量）として想定してい
る地理的・時間的バ
ウンダリは妥当か？

×

原単位
（アウトプット当たりの
アウトカム）

1-1.事業の実施（ア
ウトプット）とアウトカ
ムの因果関係は確
かに認められるか？

２．評価結果の利活用に向けた高度化
我が国としての利活用
（内部向け）

2-1. 独自のアウトカムを用いた
場合に、PJ間の比較をどのよう
に行うか？

相手国向けの利活用
（外部向け）

2-2. 相手国政府向けにはどのよ
うな見せ方が効果的か？
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２．各課題詳細
２.１ 評価体系の高度化
２.１.１ 事業の実施とアウトカムの因果関係の解明・検証

本検討では、現在利用可能なデータを用いて簡易的にアウトカムを評価できる
方法の開発を目指した。一方で、本来アウトカムが発現するまでは、複雑なプロ
セスを経る場合が多く、より客観的な評価方法とするためには手法の更なる高度
化が求められる。
現在は、現地での処理から比較的直接的に生じるアウトカムを評価するような
フレームワークとしているが、事業実施とそれがもたらす効果の因果関係を詳細
に紐解けるような方法を構築することができれば、より広範なアウトカム（もし
くは波及効果＝インパクト）を評価することができると考えられる。
例として、雇用創出効果については、現在は現地で直接雇用する人数をアウト
カムとして評価するような体系となっているが、本来は関連する産業でも雇用が
増加していくことも十分考えられることから、過小評価となっている可能性があ
る。
現状は、我が国及び相手国の政策との合致性や評価の実現可能性などの観点か
ら、限られたアウトカムのみを必須の評価項目としている。しかし、検討会にお
いても、アウトカムの評価項目を今後増強していくべきであるとの指摘が得られ
ている。

図表 116 検討会で得られた主なご指摘
・

・
・
・

・

・

ELV の原単位の代替値が、処理量あたりの GHG 削減量と処理量あたりの現地雇用人数
の 2 つの項目でしか設定されていない。ELV の処理にあたっては、フロン回収だけをす
れば良いわけではないので、追加できる項目がないか検討いただけると良い。
相手国政府にとっての効果を提示することを評価の目的とするならば、金属資源還流量
だけでなく、廃棄物処理量などの指標も使用されるべきであろう。
現地での廃棄物の適正処理への効果（相手国での環境負荷低減効果）を示す場合には、
e-waste の重量を指標に含めることで対応できるだろう。
処理量あたりの現地雇用人数という指標について、現地の雇用人数が多くても、1 人あ
たりの賃金が低いという場合もある。1 人あたり賃金の増加は税収の増加にもつながる
要因であるため、相手国へのアウトカムを算出するための指標として取り入れられると
良いだろう。
今回の手順書には、原単位の代替値が設定されているが、原単位の代替値で算出した場
合と事業者が自前のデータで算出した場合とで、アウトカムの算出結果に大きく乖離が
出る可能性がある。事業者が独自のデータで算出したアウトカムが原単位の代替値で算
出したアウトカムよりも小さくなった場合、事業者は実態に近い値を使用しなくなるほ
か、独自にデータを入手する努力をしなくなる可能性もある。
今後、以上のような事態にどのように対応していくかが政府としての課題になるかもし
れない。
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２.１.２ 評価の地理的・時間的バウンダリの妥当性の向上

本評価では、①プロジェクトが事業化し個社レベルでの処理が開始した場合と、
②同様の処理が対象都市内全体まで拡大した場合の 2 通りを想定してまずはアウ
トカムを試算しているが 142、特に②については妥当性・客観性の向上が必要で
ある。
取り扱う廃棄物の種類によっては、行政区画に依存せずに同様の適正処理が拡
大していくことも考えられ、そのような実際の地理的拡大効果をどこまで評価す
べきか、また評価する場合、どのような仮定の下に評価を進めていくべきか、今
後更なる検討が必要である。
また、拡大後の姿に到達するまでの時間は、普及速度を変化させる様々な条件
で決定することから、本来は時間的バウンダリを（例えば 10 年間など）区切る
必要がある。どのような都市においても、
（時間のバウンダリを無限大に取れば）
究極的には適正処理が最大化することが予測されるが、時間的な区切りを設けた
評価が本来妥当である。その場合、時間的な変化をどのようにモデル化するかが
課題となる。
今後の対応としては、例えば、既存の成功事例を収集し、どの程度拡大に時間
を要したかの分析を行うことで、拡大の時間的推移をモデル化する等の方法が考
えられる。

図表 117 検討会で得られた主なご指摘
・

・

タイのように中央政府から許認可を取得する制度の国と、中国のように地方政府か
ら許認可を取得する制度の国では、事業の地理的な拡大の仕方が異なるだろう。
海外での事業展開においては、（法人税など）免税の期間が事業の拡大に影響を与
えていると考えられる。免税期間終了後は事業の拡大が難しくなるため、免税の期
間でどれだけ事業を拡大できるかという点は、重要な観点となる。

２.１.３ 評価のフレームワークの高度化

本評価では、アウトカムを簡易的に（処理量）×（原単位）として算出してい
るため、単純に処理量が増加すればするほど事業が評価されることになる。
しかし、処理量の増加が必ずしも相手国に正の影響を与えるとは限らないため、
処理量に依存しないアウトカムについても同時に検討していくことが今後は求

142 厳密には他国への横展開後の事業化段階および拡大段階も含めた 4 通りを想定している。
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められる。

図表 118 検討会で得られた主なご指摘
・
・
・
・

・

今回の評価手法では、アウトカムを（処理量）×（原単位）としているため、単
純に処理量が増加すればするほど事業が評価されることになる。
しかし、処理量が増加することが必ずしも相手国にとって良い影響を与えるわけ
ではない。良い影響を与える場合は処理量を用いれば良いだろう。
処理量は少ないが、他の点で大きな意義があることを明確にできるアウトカムの
評価手法（表現方法）も検討できると良いのではないか。
様々なビジネスモデルに柔軟に対応できるような手法を検討できると良いだろ
う。
処理量は大きくないが、他の点で大きな意義があるというように、プロジェクト
の性質（処理方法等）に応じたアウトカムの表現方法を検討できると良い。

２.２ 評価結果の利活用に向けた高度化
２.２.１ 複数プロジェクトの比較可能性の向上

本フレームワークでは、必須で評価するアウトカムを設け、さらに個別のプロジ
ェクト特有のアウトカムを評価することも可能な枠組みとしている。これにより、
個別プロジェクトの独自性を考慮できる枠組みとなっている。
一方で、必須で評価するアウトカムは小さいが、プロジェクト特有のアウトカム
が非常に大きな場合、プロジェクト間の比較が難しくなる問題がある。
例えば、現地雇用も生み出さず、我が国への資源還流量も小さいが、現地住民へ
の教育や制度構築に大きな貢献をするプロジェクトをどのように扱うべき（評価す
べき）かが課題である。また、e-waste リサイクルと ELV リサイクルでは一部で異
なる必須指標を用いているが、これについても比較することができないという課題
がある。
実証事業の採択審査などへの活用を検討する場合、比較可能性の問題については
更なる議論が必要である。今後評価事例が蓄積し、ある程度アウトカムの種類にパ
ターンが見られれば、アウトカムを一定のリストから選択するような体系とするこ
とで、比較可能性も維持できると考えられる。
他方、検討会では、自国内での利活用よりも相手国への PR を主な利用目的とす
るのであれば、比較可能性よりも相手国の求める指標を取り入れるべきではないか
とのご指摘も頂いている。今後は、アウトカム評価手法の利用目的に合わせて更な
る高度化の方針を定めていく必要がある。
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図表 119 検討会で得られた主なご指摘
・
・

・
・

・

事業の横展開のために相手国に PR をすることが目的なのであれば、国内で拡大した場
合のアウトカムを示すことが有効な PR となるかもしれない。
事業者が独自に設定する選択的な指標について、現地で求められている効果を把握し、
その効果に関連する指標を設定できるような手順を定められると良いのではないだろう
か。
PR する相手先に応じて、用いるべき指標を選定する方法を検討していけると良いのでは
ないか。
データの信頼性やアウトカムの魅力を大きくするためには、事業化に成功した事例（他
国で実際に発現したアウトカムに係るデータ）を示すことができると良い。
成功事例をもとにしたアウトカムの PR は、相手国政府に対してより説得力のあるもの
となるだろう。

２.２.２ 相手都市政府への見せ方（視覚化・定性情報の与え方）

アウトカム評価結果の利活用方法として、相手都市政府に対して、より効果的
な見せ方を更に検討していくことが求められる。現状では、アウトカム評価結果
を数字として示しているが、より視覚的で、伝わりやすい見せ方の検討が必要で
ある。
例えば、複数の指標の評価結果を表現する場合は、レーダーチャートなどを用
いた視覚化がよく用いられる。ただし、こうした視覚化は一定の基準や比較対象
に対して、相対的に優れているか／劣っているかを表現する方法であるため、デ
ータ（事例）を今後蓄積していくことで、このような視覚化も可能である。これ
により、他国のプロジェクト事例を収集することで、日本の技術・制度がもたら
すアウトカムが他国に対して相対的にどのように評価されるか視覚化すること
も可能となる。
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図表 120 レーダーチャートによる評価イメージ
経済効果

雇用創出効果

環境改善効果

また、定性的にもたらされるアウトカム（質的なアウトカム）をどのように相
手都市政府に見せていくべきかといった点も今後の検討課題である。本調査では、
見せ方の案についても検討を行ったが、相手側への誤解を招かないようにしなが
ら、かつ効果的な定性情報の提示の方法を今後検討する必要がある。

図表 121 検討会で得られた主なご指摘
・
・
・

・

算出された数字の意味を何らかの形で提示できると良いだろう。
現状では、算出結果に対して比較参照するものがないため、提示された相手は示された
数字が何を意味するのかを理解することが難しい。
相手国政府に対する PR のために用いるのであれば、現状の値との比較などを提示でき
ると良いのではないか。
PR 方法について、アウトカム算出結果で得られた鉛発生抑制効果の数値（算出結果）と、
血中鉛濃度の一般的な説明（参照情報）を混同しないような書き方を検討いただけると
良い。
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