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１．緒言 

 

    現在、携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電は使用済みとなって廃棄される時に個 

別の収集が行われず、いまだリサイクル法の対象から除外されており多くは埋め立てな 

ど、資源としてのリサイクルが進んでいないのが現状です。 

 一方、小型家電等には高機能化を目的としてレアメタルが使用されており、そのほと 

んどは現在日本には産出せず多くは輸入されております。さらに高機能化に欠かせない 

レアメタルなどについてはその産出国は偏在しており、それらの国による資源囲い込み 

による輸入の不安定性、急激な価格変動による供給リスク等が起こり、安定供給の確保 

が製品の製造に不可欠となっております。 

 さらに、レアメタルその他の金属には有害な物質が含まれており、環境に対して有害 

な影響を与えるリスクが存在し、適正なリサイクルを行うような管理、処理を構築しな 

ければなりません。 

 国においても、環境省と経済産業省が連携し、レアメタルの適正なリサイクルのため 

2008年度より秋田県や名古屋市等７箇所において回収のモデル事業を行ってきました。 

 さらに、環境省は 2011年 2月に携帯電話やゲーム機等のリサイクル制度を創設する方 

針を固め、2012年には「小型家電リサイクル法」が成立、すでに 2013年 4月から施行さ 

れております。 

 以上の状況に鑑み当岡山市エコ技術研究会小型家電リサイクル分科会においてメアメ 

タルを含有する小型電子機器等のリサイクルの現状と回収・処理の調査研究を行い、今 

後岡山市においてどのような対応を行えば良いかを研究してまいりました。 

 本書は、その調査研究結果をまとめ、これに基づいて「岡山市への提言」を行い、以 

て岡山市における小型家電リサイクルの進展に資することを目的にしたものです。 

 

 

平成２５年５月   

 

 

 

岡山市エコ技術研究会 

小型家電リサイクル分科会 

リーダー  佐藤 章夫 
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Ⅱ．岡山市への提言 

 

（１）本分科会の活動内容 

私達は岡山市エコ技術研究会に所属する小型家電リサイクル分科会です。 

2013 年の春に、岡山金属株式会社代表で、岡山再生資源事業協同組合の理事長でもある、佐藤章夫

リーダーを中心に、使用済みの小型家電中の有用金属をリサイクルする企画を分科会という形にしま

した。レアメタルを含めレアアース、貴金属などのリサイクルという大きな課題を前にして参加者の

意見もまちまちで、分科会の設立は順調には進みませんでした。 

 しかし、数回の会合でメンバーが固まり、月１回の会合で調査・研究を進めていくことになり、全

国７地域で実施されたモデル事業報告書から調査を始めました。環境省、経済産業省がサポートする

研究会の報告まとめを中心に調査を進め、これに加え、参考となりそうな自治体や工場の見学会や、

関連するセミナーへの参加を盛り込んで活動を推進してまいりました。 

 分科会のメンバーには大きな企業に所属しているメンバーはおりませんが、相互の情報と知見を元

に香川県直島の事業所見学や、愛知県の安城市及び他２か所の見学、国内の大手精錬会社の一つ三菱

マテリアル株式会社の専門家を招聘してのオープンセミナーなどを実施してまいりました。 

 実際に調査を始めてみると、すでに法制化されて久しい家電リサイクル法による対象品と異なり、 

小型家電製品は小さいという特色に起因する、家電リサイクル法では対応できない事情が分かってき

ました。東北や福岡など先進７地域のモデル事業の報告や、その他の報告等から見えてきた内容は下

記のとおりです。 

 

（２）調査結果のポイント 

① 全国 7地域の小型家電リサイクル事業モデル地区の事業報告書は、２～３年にわたる広報活動

を経ても回収率が平均で推定排出量の５％台と低い結果に終わった事実を報告しています。こ

の事実は小型家電リサイクル事業化の際にスケールメリットが出にくい可能性を示唆してい

ます。 

② 使用済みの小型家電品の回収量が小さくなると、レアメタル回収などのリサイクル事業の規模

縮小で数量的メリットが出なくなる結果として、効率的な推進が難しくなり、製造、研究など

事業推進に困難が生じます。 

③ モデル事業で行った経済性評価や試算でも、回収や前処理コストが収益的に引き合わないこと

が指摘されており、現時点では事業推進に困難が伴います。 

④ コスト的に不利な工程は、回収から中間処理の間で、部品の微小な部分に含有されている目的

金属を分離・選別する技術が未成熟であることや、最終の段階の精錬など金属抽出工程でも、

貴金属以外のレアメタル等は抽出技術が未成熟で、今少し時間が必要と思われます。 

⑤ 現在の状況では、事業的にある程度の収益を保ちつつ、レアメタル等を専門にリサイクルする

ことは経済的に困難と思われ、既存の鉄、銅、亜鉛、アルミなどのベースメタルの回収・再生

と抱き合わせで事業基盤を整えながら、レアメタル回収の先行的操業を実施して時期を待つの

が良いと思われます。 

⑥ 以上のことを考えると、これまでにマスコミやメディアで騒がれてきたような、国家的に特定

の金属種が不足するとか、国家戦略で特定金属種の備蓄が必要だとか言う問題は、最近になっ

て一段落しており、また国内外では代替金属の研究開発も活発なことと、国内・海外含めて新
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しい資源鉱脈の開発も進められ、こちらもある程度見込める状況もあることから、あまり無理

をせず、状況を見つつ、慎重に検討してゆくような進め方が推奨されます。 

⑦ 地球上の資源枯渇問題は、地球温暖化とともに喫緊の問題であり、長く放置出来ない問題であ

ることから、これら希少資源獲得のための廃小型家電回収計画立案は、早急に着手して、ここ 

岡山でも今から準備・始動をしておく必要があると考えます。 

⑧ 幸いにも岡山市では、東部クリーンセンターの溶融メタル、溶融スラグ及び焼却飛灰を含め、

年間９，０００ｔもの資源化物を売却する実績をあげ、また、東部リサイクルプラザにおいて

も、粗大ゴミ中の有用金属選別取り出しを早くから実施しており、ベースメタルの鉄、銅、ア

ルミにとどまらず、レアメタルを含有する家具・家電から IC 基板も解体取り出しを実施して

おり、粗大ゴミだけでも年間１，０００ｔを超える金属類が回収されています。このような既

存の良いシステムは、検討してうまく活用したいと考えます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提言の背景 
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Ⅲ．小型家電リサイクル法施行までの経緯 

（１）レアメタルなどの状況 

 現在多くレアアース、レアメタルは主に小型家電に使用されており、機能添加剤としての役

割をはたしております。しかしこれらのレアアース類は主に中国から輸入されており価格、調

達リスクの問題があります。そのため政府は「レアメタル確保戦略」において「リサイクル」

を重要戦略として位置づけております。 

 レアアース類の生産供給において日本は 08 年には中国に 89%を依存しておりました。その

ため政府は 08 年 9 月にレアメタル確保戦略を閣議決定し、産学官での「海外資源の確保、リサ

イクルの推進、代替材料の開発、国家備蓄」の取り組み強化を発表しました。同年より環境省

と経済産業省と合同で「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究

会」を発足し、回収される小型家電の回収率や自治体などのモデル事業採算性の試算等に着手

しました。中国は 97 年のレアアース製品の輸出許可制度、10 年には「レアアースの輸出最低

価格決定」を行い 10 年 9 月には尖閣列島問題に端を発した「対日輸出自制の指導」と対日対抗

処置を講じてきました。一方米、ＥＵ、日は 12 年 3 月にはＷＴＯ提訴を行いました。 

 その後はネオジム等軽希土類に対し中国への依存率を引き下げる動きが加速し 11 年には 68

％までシェアは減少しました。現在は他国への調達開始、企業在庫の確保、技術開発での使用

量減少、代替品の開発等の対策により価格は下落しております。 

 

（２）小型家電流通への対策 

 現在小型家電製品は一部リサイクル回収ルートを除き、雑品として中国に輸出されており、

その対策として環境省は 12 年 3 月に「使用済み家電製品の廃棄物該当性の判断」を通知しまし

た。これにより中古品としての価値の認められない製品は廃棄物と認定されました。12 年 9 月

には「使用済み家電製品の不法輸出防止のための行政指導、取り締まりの徹底について」の通

知を行い、使用済み特定家庭用機器以外の使用済み家電製品についても同様に適応されるとの

判断を示しました。 

 

（３）小型家電リサイクル法の概要（12 年 8 月 3 日法案成立、8 月 10 日公布） 

 2013 年 4 月 1 日より「使用済み小型電子機器等の再資源化促進法」が施行されます。内容に

ついては①市町村の回収責任：第 5 条により、市町村は分別して回収します。責任は負うが義

務は無く参加、不参加は自由です。②業者認定：第 10 条により、再資源化業者は実施計画を策

定し大臣認定をおこないます。13 条では特例として各一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬およ

び処分業の認可は不要です。③債務保証特例：第 14 条により、「産業廃棄物処理特例施設の整

備促進法」に基づき債務保証の対象とされます。④認定基準：政令における対象品目は有価物

として取引可能な商品です。よって政令で明記せずに可能な限り収集し、消費者にたいしては

対象品目例を記載し回収率の向上を目指すとされます。又携帯電話、パソコン等個人情報に関

する項目については消費者による削除と明記されていますが、収集運搬処理においては盗難防

止体制をとり物理的破壊を執り行うと明記されています。 

 

（再資源化事業計画の認定基準） 

① 収集運搬について 

 廃棄物運搬の免許は不必要ですが、違反した場合には廃棄物処理法の対象となり罰則が課せ

られます。又情報漏えい防止として監視カメラ、警備システム等での保管、作業場の確保、回

収から引渡しまでの作業マニュアル化、社員教育を行わねばなりません。 
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② 中間処理について 

①と同様の基準に加えて回収は技術及び経済的に可能な範囲で２次電池を取り外し、適正処

理可能な事業者に引渡し、フロン類は自社回収又は他社委託とし、有害廃棄物は適正処理出来

る事業者に引き渡す事が義務付けられます。金属回収に関しては各金属を国内事業者（メーカ

ー等）に引き渡す事としており輸出の場合は国内基準、輸出時の大臣認定が必要とされます。 

a) 認定事業者及び委託先事業者の能力 

 1. 生活環境保全上支障のない施設 

 2．認定業者、委託業者の責任範囲の明確化 

 3．認定業者、委託業者の知識、技術、経理の必要と同時に継続性を有する 

b) 処理地域の範囲 

 地域の範囲として経済性、効率性を考えて最低３都道府県以上として、但し北海道、沖縄は

例外と規定されています。又人口密集割合により回収量が左右されるため、基準として 1,000

人/平方 km 以下を想定しています。 

 

（４）環境省 中央環境審議会廃棄物リサイクル部会抜粋 

①「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について」第１次答申（12 年 1 月 31 日） 

 関係者が協力して自発的に回収方法やリサイクル実施方法を工夫しながら、それぞれの実情

に合わせた制度を出来る所からスタートし、回収率を増やしながら徐々に品目、鉱種、地域を

拡大する事が望ましい。規模の経済を働かせ効率的に実施するためには、機器の回収率は最低

でも 20％－30％をめざすべきです。回収方法は地域に合った方法が良い。協力事業者は市町村

の依頼を受けてボックスを設置したり、認定事業者から委託を受ける事により廃棄物処理特例

法により回収を行う事が出来ます。市町村が回収を行った場合には、認定事業者はあらかじめ

提示した条件を満たす場合には、必ず引き取らなければなりません。なお回収物の状態や地理

的条件次第では有価にこだわらず逆有償も含まれます。回収物の一部又は全部を輸出業者等へ

売却する事は望ましくなく、こうした売却の防止を制度的に担保する必要があります。  

（回収対象小型家電と廃棄後の流通の実態） 

家電リサイクル法対象品目以外の全電気電子機器を小型家電として整理し表１に示した。 

 表 1 １年間に排出の小型家電品の台数・重量と有用金属含有量（次ページに続く） 
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 小型家電を家電リサイクル法対象品目以外の全ての電気電子機器と捉え既存統計を参考 

に整理すると９６品目がリサイクル対象となる。これらリサイクルのインパクトの大きさ 

は有用金属の含有量で決まると考えて、１年間に使用済みとなる小型家電に含まれる有用 

金属の量を推計した。出荷台数と平均使用年数から使用済み台数を推計する方法を採用し 

た。表１に示すように１年間に使用済みとなる小型家電品の重量は 65.1 万トンになり、そ 

の中の有用金属の合計量は 27.9 万トン、金額ベースで 844 億円となる。 

 

この有用金属の鉱種の中で多いものはタンタル、金、銀などであり、国内需要量に占める割
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合は、それぞれ 9.4％、6.4％、3.7％であった。この数値は資源確保や廃棄物対策の観点か

ら見て、小型家電が一定のインパクトを有することを示す。 

  表２ 使用済み小型家電製品中の有用金属含有量と国内需要量の比較 

 

また、使用済みとなった小型家電品の廃棄後の流通経路にもいくつかの注目点があります 

が、なかでも不適正な海外輸出はなくしたいものです。代表的なフロー図を掲載しました。 

 

  図１ 小型家電製品の使用後のフロー図 
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② 「使用済製品の有用金属の再利用の在り方について」（二次答申（12 年 10 月 9 日））の一

部抜粋 

 

a)レアメタルのリサイクルの必要性 

世界的な資源制約の高まりを背景として資源の安定供給確保の重要性が急速に高まって

いますが、今後需要の増加が見込まれる５鉱種（ネオジム、ジスプロシウム、コバルト、

タンタル、タングステン）を中心に含有する使用済製品の排出増加が見込まれることを踏

まえ海外資源確保、代替材料開発、使用量削減等の取り組みと同時にリサイクルを推進す

ることにより現在自給率が０－２割程度から自給率のアップをはからねばならない。又国

内でレアメタルのリサイクルを進めることは資源外交上も有利に働く可能性が有る他、将

来的にはアジアをはじめ海外からのリサイクル原料を通じて日本が世界のリサイクル拠

点となることも期待されると同時に静脈資源の活用は資源採取時のエネルギー、環境負荷

の低減の観点からも重要であります。 

b)経済的に成り立つ状況の実現めざす方向性 

実現をめざすには以下の点に留意する必要があります。 

  １．回収量の確保 

 現在排出されている製品のうちレアメタルが含有されている製品の割合はまだ低いも

のの、すでに普及しているレアメタル含有製品は多いことから将来的にそれらが排出され

てくると予想されます。従ってそれらの使用済製品を着実に回収することが重要となりま

す。使用済製品の回収量の増加のためには使用済製品の回収が一部において十分でないも

のがあるため、これらの使用済製品の回収率アップをはかるとともに、さらにこれらの製

品が海外流出しないようにする必要があります。 

 回収率アップについては、今回検討対象とした製品の多くは、法律に基づく回収スキー

ム（自動車、家電４品目、パソコン、小型２次電池）や事業者による回収スキーム（携帯

電話、超硬工具）など既に回収ルートが存在することから、これらのルートを活用するこ

とが有効であります。しかしながら、回収スキームの認知度が低い場合や、回収されず家

庭内に退蔵されるケース等の課題もあることから、現回収システムの改善策を講じること

等が必要とされます。さらに回収スキームが存在せず大半が埋め立て、焼却されている製

品（小型電子機器等）についても新たな回収スキームを構築する必要があります。廃棄物

の減量化の観点からも、最終処分場の延命化をはかる面で回収率のアップをはかる必要が

あります。 

 海外流出対策については廃棄物処理法やバーゼル法等の規制を逃れて不法に海外へ輸

出される場合については、海外での不適正な処理防止をする観点からも現行法のさらなる

適正な施行、運用を検討することが必要であります。 

  ２．リサイクルの効率性の向上 

 リサイクル効率向上のためには、使用済製品に含まれる有害物質等の環境管理に配慮し

つつ、リサイクル事業者が中間処理工程や精錬工程などで効率的に回収できる技術開発の

推進を官民連携して進め、さらにどの部品にどのような資源が使用されているか容易に判

別できるように、含有情報の共有、解体しやすい設計上の工夫等の課題を解決する必要が

あります。 

３．当面の具体的な対応について 

上記の問題点を解決するためには、諸々の対策を講じることが必要ですが、レアメタル

の回収が経済的に成り立つ可能性を追求する過程において、使用済製品の回収業者、前処

理を行う中間処理業者、後処理を行う精錬業者、リサイクル材を原料として使用するメー
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カー等参加のもとに、資源循環の実証事業を行うことが有効であります。 

多様な関係者が連携して実際にリサイクルを実施する過程で、具体的には経済性分析を

行いながら、中間処理段階と金属回収段階の利益配分の工夫をどのように行うか、どの程

度の回収が確保できれば新規設備導入の採算性を満たせるか、効率的な物流網の構築、個

々の作業コスト分析、新技術による設備稼働上のさらなる問題、メタル含有情報共有の進

め方、易解体設計等の課題に対し具体的に検討、解決をはからねばなりません。 

当面の対策を講じることにより、２０１０年代後半にはレアメタルリサイクルが順調に

機能出来るように、フォローアップしながら対応せねばなりません。ただ以上の様な対策

を実施しても、なおレアメタルリサイクルが進まない場合や、我が国へのレアメタルの供

給途絶等により需給がさらに切迫した場合には、例えば回収を強制するなど資源確保の観

点から更に強い措置対応等が必要になるかもしれません。 
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Ⅳ．本分科会の調査・取り組み状況 

Ⅳ.１．調査報告書の調査と概要 

   本分科会では既に発表されている報告書の中から、内容のまとまっている次の二つの報告書に注

目し調査を進めました。 

 （報告書Ａ） 

３Ｒシステム化可能性調査「使用済みデジタル家電からの貴金属、レアメタルリサイクル 

ネットワーク構築可能性調査」 報告日：平成 19年 3月 

調査機関：東北経済産業局、実施機関：三菱マテリアル㈱ 

 

   この調査報告は、東北経済産業局が調査実施機関として三菱マテリアルを選定し、東北大学を中

心とする「デジタル家電リサイクル検討委員会」を設置し、その活動結果をまとめたものです。小

型家電のみだけではなく、ステレオやプラズマテレビ等の大型家電も含めて貴金属やレアメタルを

含有する家電製品について調査を行っています。 

   まず、最近市場が拡大しているデジタル家電製品（小型家電に関わらず TV 含め）が、使用済み

となった時の使用済みデジタル家電製品の発生量を予測するために、消費者、自治体、企業（販売

店、家電メーカー業界団体、業界誌出版社、）に対してモニターによるアンケート調査、聞き取り

調査を実施しています。 

次に、収集した家電製品から目的の元素を効率よく取り出すための中間処理技術、さらに微量の

目的成分を抽出するための金属回収（金属精錬）について検討を行いまとめています。微量金属回

収というレベルの高い技術を要求されることから、伝統的に同様な技術を駆使して操業を実施して

いる非鉄金属精錬企業のインフラの活用を検討した結果、鉄、アルミを除く非鉄金属ベースメタル

（Cu,Pb,Sn,Zn）を扱う金属精錬企業で、貴金属・レアメタル等（Au,Ag,Pt,Pd,Sb,Bi など）を扱

う企業は銅精錬所と鉛精錬所であることがわかり、インフラの利用での問題点等を検討し可能性を

評価しています。 

レアメタルのリサイクルが効率的に遂行できれば、事業の採算性などの障害となる問題が少なく

なるが、かなり大胆な仮定を入れながら、ＣＰＵに含有される金（Au）についての事業経済性と、

デジタル家電１台当たりのリサイクルコストを試算しています。 

 

（報告書Ｂ） 

「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」とりまとめ 

報告日：平成 23年.4月    報告者：環境省、 経済産業省 

 

この報告書は適正かつ効果的なレアメタルのリサイクルシステムの構築を目指し、使用済み小型

家電の効率的回収方法、レアメタル含有実態把握とリサイクル手法、リサイクル過程における有害

性の評価と適正処理の検討を行うことを目的に、環境省および経済産業省が平成 20年 12月に「使

用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」を設置し、東北地方、北九

州など全国七地域の先進地域やモデル事業と連携して検討を開始しました。その後さらに、専門的

な見地から検討するために、研究会の他に三つのワーキンググループ(レアメタル、環境管理、リ

サイクルシステム）が設置されて、平成 23年 3月 24日の第 8回研究会まで活動が続けられました。
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本とりまとめは、以上の結果について整理したものです。 

 なお、この研究会のメンバーは、慶応義塾大学経済学部教授 細田衛士 座長を中心に、東北大学多

元物質科学研究所教授 中村崇 座長代理以下 17名の産官学界からの関連専門家が委嘱されています。 

 この報告書の内容は、自主的に、また応募を募って日本各地域で実施されたモデル事業を進めながら 

検討されたもので、毎年の報告書とともに出る参考資料や、各ワーキンググループの取りまとめまで多 

数の付属報告書が出されており、小型家電リサイクルを検討する事業者にとって貴重な報告書となって 

います。 

 

 内容としては、全国７地域のモデル事業の内容と結果を紹介しながら、使用済み小型家電の回収状況 

と結果がよくわかるようになっています。今後、各地域等で検討が必要になるであろうボックス回収、 

ステーション回収など効率的回収方法の選定に必要なデータが集まっています。岡山市でも大いに参考 

になる報告データであると思われます。 

特に、この使用済み小型家電の調査回収データからは、事業の将来性を決定すると思われる潜在的回 

収可能台数を算出して、ある程度の経済的な推測が可能となっています。 

 また、実際に回収された小型家電品中のレアメタル・レアアースの含有率の状況が、コストダウン等 

のために低下する傾向が見られ、今後、安定していくのか、減少するのか・・など様々な課題を含みな 

がら、分析データが提示されています。 

小型家電製品中の有用金属種は、種類も非常に多く、各種機器ごとの含有率差も大きいが、資源回収 

の有効性を考慮し、優先金属種を仮選定して、後工程の検討内容を絞りこむようにしています。また、

課題のある金属種はリサイクル検討鉱種として選定しました。 

 リサイクルシステムの構築を検討する際に、環境管理の項目は必然であるが、我が国のみならず海外 

の様々な関連規制を検討して、有害物質に関連するハザード情報を整理しています。低開発国で世界的 

に話題になったような「E-Waste」問題（有用金属回収で生じる環境汚染など）を回避できるように、 

回収プロセスでのリスクイベントと回避対策をまとめています。 

環境問題としてやや趣きが異なるのが、金属回収による副次的メリットとして、ＴＭＲという尺度を 

使い、金属回収することの意義やエネルギー的メリットを取り上げて、地球環境的にも、このプロジェ

クトを進めることの大切さを説明しています。 

非常に重要な問題として、これまでの検討結果を踏まえた上で、このリサイクルシステムの経済性評 

価を行っています。前提条件と、シナリオ３種設定条件からの試算結果は、事業として、このリサイク

ルシステムの有する今後の課題を明示しています。 

  

Ⅳ.２．調査報告書の要点 

 先に報告書の概要を紹介しましたが、ここでは主に二つの報告書等から考えられる要点を明らかにし

ます。これらの報告書で各地域の事業者が目指すところは、この地域で出来うる限り最高のレアメタ

ル・レアアース等回収システムの道を拓くことであり、そのためのステップを考えました。 

 ・第一にこの地域でのリサイクルシステムの全体像を描く 

 ・第二にシステムの各段階で事業者・団体が出来うることをはっきりさせる。 

 ・第三に行政なり、民間業者・業界、団体に働き掛ける。 

 ということになります。 
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Ⅳ.２.１．リサイクルシステムの全体像 

 これまでの報告書等に掲載されてきていますが、それを引用しまとめると、次図のようになり、大き

く「消費者廃棄」、「小型家電回収」、「中間処理」、「レアメメタル回収」の４工程があります。 

 

 図２ レアメタル回収のための小型家電リサイクルシステムの全体像 

 

＊引用：平成２１年度「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」とりまとめ  

 

また、使用済み小型家電を中心に回収・処理ルートを考え、各工程の各課題をピックアップすると、

図３のようになります。＊引用：上図と同報告書より 
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    図３ 使用済み小型家電の回収モデル事業の概要 

    

Ⅳ.２.２．システム各工程の内容 

（１）消費者の問題 

小型家電の廃棄の状況は、消費者の行動でありデータに出てきにくいが、東北経済産業省の報告で

は各種アンケートでそれをとらえ、また環境省のものはモデル事業の回収データからそれをとらえて

います。 ＊引用：報告書Ａおよび報告書Ｂより 

   表３ 使用済み小型家電品の推定廃棄台数とモデル事業の回収率 

報告書 廃棄数量推定法 
廃棄台数 

（万台） 

回収台数 

（万台） 

回収率 

（％） 

東北経済産業省 

（H19年 3月） 

出荷統計値とアンケ

ート値より 

１７６８ ２６８ １５．１ 

デジタル家電

５種 

  

環境省・経済産業省 

（H23年 3月） 

出荷統計値とモデル

事業回収値より 

８６６７ ４４６ ５．２ 

小型家電９種   

デジタル家電５種：ＭＤプレイヤー、ＣＤプレイヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ＤＶＤ 

デッキ 

小型家電 9種：携帯電話、ゲーム機、ゲーム機（小型）、小型ＭＤ・ＣＤプレイヤー、小型デジ 

タルオーディオプレイヤー、デジタルカメラ、カーナビ、ビデオカメラ、ＤＶＤ 

プレイヤー 

この表で示すように、実際には沢山ある使用済みデジタル家電品が廃棄物として出て来ていません。報

告書のアンケート結果でも、古くなり新品を購入したが、従来品をまだ保存しているケースが多いよう

です。これは、小型のものほど、また、プライバシーの手に出させる工夫が必要です。 

（２）使用済み小型家電回収の問題 

消費者から小型家電などデジタル機器を排出してもらうための回収方法は、環境省や東北経済産業省

の報告でも色々と工夫がなされています。現在のところ下記のような方式が用いられることが多いよう

で、その地域の特性、人口規模などによって適切な方法が提案されています。 

（回収方式） 

 a ボックス回収：回収ボックスを様々な地点に常設し、排出者が使用済み小型家電を直接投 

入する方式 
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   ｂ ピックアップ回収：従来の一般廃棄物の分別区分にそって回収し、回収した一般廃棄物から

使用済み小型家電を選別する方式 

   c ステーション回収：ステーション（ごみ排出場所）ごとに定期的に行っている資源回収に併せ

て、使用済み小型家電回収コンテナ等を設置し、使用済み小型家電を回収

する方式 

    d 集団回収・市民参加型回収：既に資源物の集団回収を行っている市民団体が、使用済み小型家

電を回収する方式 

   e イベント回収：地域のイベントにおいて回収ボックスなどを設置し、参加者が持参した使用済 

み小型家電を回収する方式 

 

 各方式の特徴を次表に示しました。 

 表４ 使用済み小型家電品の回収方法の特徴（報告書Ｂ（Ｈ２３研究会とりまとめ）より表 2-7） 

 

 一例として地域による推奨組み合わせを示す。 

＜効果的・効率的な回収方式の組み合わせ＞ 

○大規模都市     ：ボックス回収＋イベント回収 

○中小規模都市    ：ボックス回収＋ピックアップ回収 

○分別収集先進地域  ：ステーション回収 

 

これから岡山市での実施を考えると、ボックス回収＋ピックアップ回収方式が適当と考えられますが、
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このような事業を始める際の広報・宣伝的な、また、啓蒙的な狙いでは、時にはイベント回収も組み合

わせることも有効と思われます。 

 

（３）使用済み小型家電回収後の運搬 

 使用済み機器回収のもう一つの問題として、回収した使用済み機器の運搬があります。市街区のよう

な近距離の場合と、岡山県下では県北とかの遠距離運搬の場合に、効率的に運搬できるようにする仕組

みが必要です。環境省の報告書では収集・運搬～保管の問題にも触れており、秋田県で実施のハブ・ス

ポーク収集の有用性を推奨しています。そこでは、既存一般廃棄物収集システムを活用して収集・運搬

した上で、集約した回収物を広域的に業者が収集・運搬するハブ・スポーク収集方式が実施されており、

その効果が表 5のように示されています。 

  表5 ハブ・スポーク収集と従来収集との比較表 

項目 従来の収集（全box） ハブ・スポーク収集（各拠点） 

総走行距離 （km／月） 約１６００ｋｍ 約５５０ｋｍ 

所要日数  （日／月） ５日 ２日 

運搬量  （ton／月） 約１ton 調節可能（拠点で蓄積） 

＊引用：平成２３年度「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」とりまとめｐ２２ﾃﾞｰﾀ 

この方式が最善ではないが、その地域に適応する方式の採用を検討すべきです。運搬は消費者からの 

収集過程だけでなく、中間処理や非鉄精錬業者との連携が必要な時があります。しかし、近距離区域に

そのような業者が存在しない場合は、収集・運搬、保管、越境移動等で検討が必要です。 

 これは言うまでもないことですが、収集・運搬、保管、越境移動等の実施は廃棄物処理法上の規則や 

手続きを遵守して行う必要があります。特に関係市町村が関与する越境移動や、一般廃棄物か産業廃棄 

物かの取り扱い上の判断など、既存制度との整合性が必要です。特に「廃棄物処理法の再生利用に関す 

る３つの制度（広域認定制度、再生利用認定制度、再生利用指定制度）」に関して、モデル事業参加の 

各自治体の意見では、広域的運搬にまだ課題が残ることが示されています。 

 

（４）中間処理の方法 

モデル事業における小型家電の中間処理である解体・選別は、家電リサイクル事業で稼働中の施設・

技術や、既存のスクラップ事業の応用で可能性のあることがわかりました。しかし、小型家電の対象製

品や部品が小型で多種多様で、排出量も少ないため、現状では「手選別」が主体であり、これで妥当性

があるものの、将来的には効率的で機械化された解体・破砕装置の開発も必要です。 

小型家電リサイクル技術のうち、後工程である精錬・精製等の研究、開発技術と比較すると、前処理

（中間処理）の方は、廃棄物処理の施設転用だけに研究、技術開発がやや遅れており、開発が望まれま

すが、今後、使用済み小型家電の排出量が増加したときのために、関係大学や国家レベルの研究機関を

中心に新しい中間処理施設の開発が進行中です。 

新しい処理方法としては、解体手法として、水中爆砕法や電気パルス粉砕法が開発されており、選別

方法では、従来からの風力・浮遊選別に加えて物理的な回転振動、磁気・電流選別、メカノケミカル手

法としてイオン交換、溶媒抽出、膜分離、電気回折、生物分離などが提案されており、今後に期待した
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いと思います。 

 その他の規模の大きい構想として、コンビナート構想なども検討されていますが、これは大都市や工

業地帯などかなりの専門性の高い処理能力のある事業所などが近距離に存在する地域に、コンビナート

としてシステムを構築する企画です。ただし、これらは、先に紹介した新しい処理施設も含め、排出す

る使用済み小型家電の数量が、十分に大きくなったとき（2020年頃）に使用、または構築出来うるシス

テムと考えられます。 

 

（５）中間処理される機器中の目的金属含有状況 

法整備が先になされた家電リサイクル法に比べ、小型デジタル家電では、獲得する目的物質のサイズや

構成部品が大きく異なり、解体方法や選別精度も、大きく異なります。 

その相違点は次のようです。 

○ いわゆる白物家電と言われる従来家電では、その分別処理内容が、金属、プリント基板、汎用プラ

スティック、蛍光管などと、比較的サイズが大きく、その構成割合も数十パーセントから数パーセ

ントでした。 

○ 小型家電のサイズは携帯電話のように、元のサイズがポケットに入るほど小さく、その中身はさら

に微細な構造となっており、その中の目的金属の含有量も、最大で数％で通常はそれ以下の微量と

なっています。 

 

このような微量成分を取り出すのには、電子機器を単純粉砕し、そこから目的成分を抽出する方法で

は成分濃度が低いために非常に非効率で、エネルギー使用も多大になるので、出来るだけ目的成分の存

在部位を効率的に選別して、目的成分濃度を上げた状態（高品位）から抽出をかける方法が一般的です。

このためには、目的成分が高濃度に存在する部位情報が必要で、このためには、分析も必要であり、生

産者の非公開情報開示の協力が必要です。 

 

（６）レアメタルの回収 

いよいよ、中間処理につづく金属鉱種回収を実施するが、民間企業で行われているレアメタル回収の

実態に触れたいと思います。大別して、（a）非鉄精錬企業が銅、亜鉛、のようなベースメタル生産施

設で行われているものと、（ｂ）レアメタルを原料として中間製品または製品を生産する専門メーカー

が実施するものに区分できます。我が国の主要非鉄精錬企業を表6に示します。 
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表6 主要非鉄精錬施設によるレアメタル回収の状況 

     

 ＊引用：平成２１年度「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」とりまとめ 

また、主なレアメタル専門メーカーによるレアメタル回収の状況を、表７に示します。 
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表7 主なレアメタル専門メーカーによるレアメタル回収の状況（引用：前表と同じ） 

  

 これらの表によると、非鉄精錬も、専門メーカーもそれぞれに対象鉱種を手掛けており、手持ちの施

設で対応が可能となるように見受けられます。上記の表には示してないが、金、銀、白金、パラジウム

のような貴金属や、亜鉛、銅、錫、鉛、といったベースメタル生産事業所は、この中に当然含まれてお
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り、総合的に処理することになりますが、新しい鉱種処理の技術的な問題や、経済的な課題の検討は、

まだこれからと思われます。 

 

Ⅳ.２.３．環境管理の問題 

（１）有害物質等の含有状況 

   モデル事業で回収された使用済み小型家電の基板、部品等の多くの製品を分析試験し、含有量、

溶出、精度などの試験データが得られています。対象分析元素の鉛、水銀、カドミウムなど１９元

素の各試験項目についての概要、方法、結果についてまとめたところ、得られた分析データからは、

一部の元素については、参考とした基準値を超える含有量や、溶出量が見られるため、現行規制や

今後の規制動向を見ながら慎重な検討が必要であるとしています。また、参考として、欧州RoHS指

令の使用制限項目を表８に示しますが、基準値レベルだけでなく、海外の制度との違いなどにも留

意する必要があるとしています。 

            表8 欧州RoHS指令最大許容濃度 

 含有量試験項目 最大許容濃度 

鉛、水銀、六価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェ

ニルエーテル） 

0.1wt% 

カドミウム 0.01wt% 

＊引用：報告書Ｂ（平成23年度「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」とりまとめ） 

 

（２）有害物質に関連する知見とハザード情報 

既に環境基準等が設定されている金属等や、急性毒性等の情報及びHSAB則に基づく毒性情報の得ら 

れたものは、環境管理が必要な元素として約２３元素を抽出してまとめ、電気電子機器に係わる規制

動向については、欧州、中国、韓国の規制対象物質、規制対象機器及び最新動向を調査検討しました。 

規制対象物質については各国とも欧州（WEEE指令、RoHS指令）と同じで違いはありません。ただ、

規制対象機器については、中国、韓国は欧州ほどの細かい規制はできていません。また、欧州の動向

が易リサイクル化の方向へ動いているのに対し、中国、韓国は規制が始まったばかりであり、これか

らです。 

 

（３）リサイクルにおける環境管理手法と最終処分場処理量 

  使用済み小型家電のリサイクルが実施された場合に、各プロセスで想定されるリスクイベントおよ 

びリスク回避対策について、モデル事業実施主体へのヒアリング調査等により、とりまとめました。 

しかし、その対策・内容は、現行の環境規制対応で概ね実施されているものと考えられます。さらに、

これら小型家電の国内リサイクルが進められると、焼却施設や最終処分場への有害物質の投入量減 

少が想定され、試算により確認しました。 

 

（４）使用済み小型家電等の海外流出等 

  モデル事業実施主体へのヒアリング等によると、家庭から一般廃棄物として排出された小型家電が、 

海外へ資源として輸出されている実態が確認されています。 
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  電気電子機器廃棄物（e-waste）の途上国の輸出に関しては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に 

関する法律で輸出の制限があるが、途上国においては、環境上適正な処理がなされていない事例が報 

告されています。このような小型家電の輸出実態や途上国における再利用・再資源化の実情は、良く 

わかっていません。しかしながら、今後の小型家電リサイクルシステムを考えるとき、日本からの使 

用済み小型家電の海外流出量の問題は重要な項目となるため、途上国におけるe-wasteの処理実態に 

関する情報を収集し、フィリピンや、中国の環境汚染、健康被害の例を紹介しました。 

 

（５）地球環境負荷減少の側面からみたリサイクル評価 

小型家電は自動車や家電に比べその重量は小さいものの、ＴＭＲの高いレアメタルや貴金属を含有

するためと、微細加工で技術的難度が高いために、重量の割に、かけた環境負荷の高いことがわかり

ます。  

ある天然資源の採取に必要な人間の経済活動総量を示す指標として、関与物質総量TMR（Total 

Material Requirement）があります。TMRは、ある物質1tを入手するために採掘した鉱石、土砂、岩

石の総量で示し、人間の直接的、間接的な経済行為に伴う物質の量であり、資源採取時の潜在的な環

境負荷を表す指標です。例えば、乗用車１台にかけた総資源量（14ton）は、CPU（電子機器集積回路）

では14ｋｇ（4243枚）、携帯電話では25kg（4515台）分で等価になることが計算されています。した

がって、小型家電のリサイクルは、天然の鉱物資源消費量を減少させ、今、問題の地球環境負荷を下

げる効果が期待されます。 

 

Ⅳ.２．４．リサイクルシステムの経済性 

 この「使用済み小型家電からのレアメタルの回収及び適正処理に関する研究会」では、当然ながら、 

経済性の評価も実施しました。 

 

（１）経済性評価方法と前提条件 

リサイクルシステムの構築を経済的な面から評価・考察してみました。使用済み小型家電を回収する

回収段階（主として市町村）、分解・破砕・選別を実施する中間処理段階（中間処理業者）、金属を

最終的製品に回収する金属回収段階（非鉄精錬業者、レアメタル専門メーカー）を想定して経済性評

価を行いました。対象金属は、比較的金属含有濃度が高い9品目とし、経済性評価は次の二通りの方法

で実施しました。（表９ 参照） 

表9 評価シナリオ（＊引用：平成22年度「研究会」第3回ワーキンググループ資料） 

 

その他の設定条件としては、「使用済み小型家電の回収率」、「対象金属の精錬等での回収率」
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等の影響が大きく、ポイントになりそうなので、前者は４段階でのレベル変化で計算し、後者 

は実績・文献値から検討し設定しています。 

 「使用済み小型家電の収集段階回収率」：５％、１０％、２０％、３０％ 

   「対象金属の精錬等での回収率」：  Cu、Pb、Au、Ag     → ９０％ 

                    Zn、Pd、Sb、Bi    → ６０％ 

   「レアメタル専門メーカーの回収率」： W、Ta、Nb、Dy、In  → ６０％ 

 

（２）収益・費用の項目と費用対効果分析の評価項目 

  リサイクルシステムの段階ごとに、表１０に示す項目を収益・費用として算定しました。この

表の収益の項目には、小型家電を回収することによって本当は必要となる最終処分場等の費用を、

それが使われないことによるコスト削減（マイナスの費用）として、収益の項に入れています。

また、金属回収の収益・費用については、（注）に示すように、非鉄精錬業者４社の平均利益率

を用いて、費用を逆算しました。 

           表10 収益・費用一覧 （*引用：報告書Ｂ（H23研究会とりまとめより）） 

 

         表11 費用対効果分析の評価項目 （*引用：報告書Ｂ（H23研究会とりまとめより）） 

    

表11に示す費用対効果分析とは、経済効率性を評価するための費用便益分析結果と、便益とし 
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て計上できない、または計上しにくい効果を総合的に勘案して、リサイクルシステム構築の是非を

判断するための分析手法である。効果としては、定量的に計測するものと定性的に評価する６項目

が入っています。 

 

（３）システム全体の費用便益分析結果とまとめ 

  リサイクルシステム全体の結果を表１２に示します。(A)表は単年度の便益と費用を比較し、

(B)表は初期投資（ステーション設置費用、広報費用）を考慮し、計算期間20年で分析したもの

であり、これらをまとめると 

① リサイクルシステム構築は、一定の回収率(３０％)が確保される場合には、経済効率性(採算   

性)を有しています。* B/C：収益／コスト を示す。 

② シナリオ①とシナリオ②（レアメタル重点）を比較すると、B/C値はシナリオ①が高くなり経 

済効率性の観点からは、シナリオ②に優位性はありません。 

③ 比較した便益は、（「海外からの調達コスト」－「リサイクル物のコスト」）で算出しており、 

   シナリオ①＞シナリオ②となるのは、中間処理で選別コストがかかるためです。したがって、 

もし選別技術が向上すれば、この結果は変化する可能性があります。 

④ 工程段階別の採算性評価では、最初の回収段階で損失が生じ、中間処理、金属回収などの後 

段階では利益が出ました。回収率が低下すると、回収段階はさらに悪くなりますが、後段階では

変わらずに利益が出ました。 

 

         表 12 リサイクルシステム全体の費用便益分析結果 （*引用：報告書Ｂ） 

 

   結論から言うと 

・リサイクルシステムの構築は、一定の回収率確保の条件で経済効率性を有する他に、資源の安定

供給や環境管理の観点で効果があります。 

・資源の安定供給効果等については、シナリオ②＞シナリオ①と考えられ、定性的効果まで加える

とシナリオ② の方が費用対効果は大きくなる可能性があります。その場合には、資源戦略等の

観点から、シナリオ②のリサイクルシステム構築の意義があるということになります。 

（４）費用対効果分析結果について 
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 便益として計上できない定量的又は定性的な効果については、表13に示します。 

   表13 便益計上しにくい定量的又は定性的効果（*引用：報告書Ｂ（H23研究会とりまとめより） 

 

結論として費用対便益効果分析結果をまとめると、以下のとおりとなりました。 

・リサイクルシステムを構築することは、一定の回収効率が確保されている場合においては、経済

効率性を有しており、資源の安定供給確保や環境管理の観点での効果もあると考えられます。 

・資源の安定供給確保等については、シナリオ②＞シナリオ① と考えられるため、定性的な効果

まで加えると、シナリオ①よりシナリオ②の方が費用対効果は大きくなる可能性があります。そ

の場合には、資源戦略等の観点から、シナリオ②のリサイクルシステム構築の意義があるという

ことになります。 

 

（５）リサイクルシステム構築に向けた現状と課題 

① リサイクルの現状 

 報道等によると、既存の一般廃棄物の回収スキームを活用し、中間処理業者・精錬業者と連携し

た使用済み家電の回収・リサイクル事業を実施する自治体が存在している。秋田県大館市、東京都

調布市、愛知県豊田市、富山県富山市などの先進例の他にも、回収した一般廃棄物から品目をピ
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ックアップして、中間処理業者等へ有価物として売却する事例が約２４０市町村でみられました。

ソニーなど一部の企業では、北九州市などと連携し、小型家電の回収実験を開始し、さらにそれを

拡大しています。 

  

② 関係者のニーズ・スタンス 

既存調査結果から、市町村、中間処理業者・精錬業者、販売業者などのそれぞれで、積極的な 

取り組みを見ることができます。 

   表14 調査結果から見る関係者の活動内容 （*引用：報告書Ｂ（H23研究会とりまとめより）） 

関係者 実施関係者の活動内容 

市町村 中間処理業者・精錬業者、販売業者と連携し回収事業 

を実施。売却益や経費削減目的。 

中間処理業者・精錬業者 リサイクルビジネスに積極的 

販売業者 一部の量販店で回収実施 

製造業者 原料調達の多角化、資源循環の見地から自治体と連携して

自主的回収・リサイクル実施 

消費者 使用済小型家電の希望引き渡し先は、販売店45%、市町村

35%、回収業者5%、その他15%。 

 

③ リサイクルシステム推進への課題 

  表15 リサイクルシステム推進への課題 （*引用：報告書Ｂ（H23研究会とりまとめより）） 

課題 課題の内容 

市町村の回収・処理方法 ・市町村の「燃えないごみ」表示は、追加分別をかけても分

別が不十分となり、小型家電回収は困難。 

・小型家電の回収・リサイクルが経費削減の可能性や、有価

物として売却可能であることを知らない自治体ある。 

中間処理業者・精錬業者と 

市町村の連携 

・市町村の収集拠点から中間処理業者や精錬業者の施設まで 

に距離がある場合に、運搬の効率化必要。 

制度 ・複数市町村にかかわる広域回収で廃棄物処理法の規制がか

かり複数市町村にわたる許可業者が少なく困難。また、広域

的処理の特例等も廃棄物が限定され活用が困難。 

・広域回収では、複数市町村間での調整が煩雑。 

・処理に関し、中間処理業者・精錬業者が新規許可を取得す

るのが難しい。 

リサイクル技術 ・低金属含有率のため、経済性あるリサイクル技術が必要で

あるが、必要性、需要を見込んだ計画が必要。 
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Ⅳ.3．先進事例 

 これまで述べたように、環境省と経済産業省が全国７地域で進めてきたモデル事業も含めて、先進事

例を検討しました。経済産業省が平成２３年５月にまとめた先進事例１７データを表 16 に掲載し、そ

のうちの代表的な８事例を以下に概略紹介します。 

（１）代表例の内容 

① 東京都足立区：不燃ごみ、粗大ごみの再資源化率向上と、埋め立て処分量減量化で平成２１年か

ら始めた。収集した不燃・粗大ごみは委託の㈱要興業に搬入し、小型家電、金属、ガラス、蛍光灯、

プラに手作業分別する。それを破砕・分別作業して再生処分先に売却。いずれも委託の要興行実施。

破砕・分別の金属類は得意とする金属系中間処理業者に売却するが、売却先の処理場で再選別作業

の後、精錬業者などで金、銀、パラジウムなどを再生する。 

② 安城市：Ⅳ.４.１見学記及びセミナーを参照。 

③ 石狩市：回収処理の㈱マテックから小型家電専用回収ボックス設置の提案があり、マテック社製

作のボックスを市役所など７か所に設置し、㈱マテックに回収、選別、解体等を委託する形でスタ

ートした。手解体処理を中心に小型家電の特性に応じ、基板類は貴金属、レアメタル回収処理、雑

線は銅ナゲット処理へ、プラはＲＰＦ原料として資源化。鉄は電炉メーカ、銅は非鉄精錬メーカー

に売却し、基板は Au，Ａg、Cu、Pd を自社回収し、貴金属メーカーに売却。また、循環コンビニ

という資源物の市民持ち込みに応じてポイントを与える仕組みも実施。 

④ 射水市：富山県の小型家電モデル事業参加が始まり。市民が直接、ごみ処理施設に持ち込む。そ

れを処理業者のハリタ金属㈱に売却し、そこで破砕・選別し、鉄、非鉄など各種金属類、プラ素材

など、素材別に選別・抽出し Au，Ａg、Cu、の貴金属、レアメタルの選別・抽出も実施する。 

鉄は製鉄メーカー、非鉄金属は精錬会社に売却。アルミは自社系工場でリサイクルしており、機械

化でも、シュレッダー破砕、磁力選別、過電流選別、重液選別、色選別など高性能な機械を有する。 

⑤ 富山市：射水市と同様の動機で開始。小型家電の回収は土、日、祝日に環境センターで実施し、

小型家電をコスト重視で高品位と低品位に区分して選別・解体を実施。処理業者は H22 年は三豊

工業㈱で、H23 年はハリタ金属㈱が実施し、アルミは両社とも自社溶解炉で処理できる。 

⑥ 豊田市：きっかけは、モデル事業に応募したが不採択で、市で出来る範囲で試行。回収はごみス

テーションから金属ゴミを委託業者が回収し、さらにそれからピックアップを実施。業者のトヨキ

ン㈱は手選別した小型家電をさらに手選別し、手解体向けとプラント処理向けに分別し、手解体で

は種類毎に分けて基板を抜き取る。プラント向けは機械破砕で鉄、非鉄、シュレッダーダストの３

種類に分別し、製鋼、非鉄精錬などのメーカーに売却し、残渣は豊田市に返却。 

⑦ 名護市：きっかけは最終処分場の残余年数が１年を切る予定だったことと、財政負担の軽減。回

収は、ごみ収集区分に小型家電の区分があり、業者の㈱宮里が集めて、小型家電は手分解で解体し

分別。機械破砕後に磁力選別、過電流選別で鉄、非鉄に選別し、問屋や商社を通じて売却し、鉄は 

製鉄業者、非鉄は精錬業者にいっている。プラは問屋を通してペレット業者にいく。 

⑧ 安来市：きっかけは希少金属の重要性と、将来的な需要などから、H19 年から月１回分別収集し

た金属類をクリーンセンターに搬入し、小型家電や他の金属類を手選別し業者に売却。委託業者の

(有)協同回収は小型家電用の新型機械で解体・破砕した後、手選別で Fe，Cu，Al，ステンレス，

プラスティックにわける。選別金属は、大手精錬メーカー、銅精錬メーカー、ステンレスメーカー、

アルミサッシメーカー、プラリサイクルメーカーに売却 
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（２）先進例の特徴 

  説明紹介の８例を含めて、先進例の内容について、特徴を次表にまとめました。 

  このことから、レアメタル等の回収は、意欲さえあればどこの自治体でも可能と思われます。 

 

表 17 先進例の特徴まとめ 

No 項目 項目についての特徴 

１ 実施地域 四国、九州が入ってないが、他の資料では北九州も先進的で、モデル事業な

ど参加して優れた実績が報告されており、大都会や地方の小都市でも、企画

さえ出来れば可能なことを示す。 

２ 企画動機 処分場延命（4）、モデル事業参加（5）、再資源化（9）などの他に、コスト

削減、民間から提案、レアメタル回収、啓発などがあった。いずれにしても 

資源を守ることにつながる。 

３ 実施人口 No1 と同じで、人口の大小に関係なく実施している。企画自治体の意欲と 

姿勢に対し、住民の理解と、どう応えるかの信頼関係が問われる。 

４ 回収法 地域の特色が出ており、拠点回収が多いが、住民持ち込みが人口の大小に関

係なく７地域で実施されている。小型家電専用 BOX 使用もある。 

５ 業者 現地や近県の大手廃棄物処理事業所に委託しており、高性能処理機    

などを備え、従業員 100 人を超える業者が多い。 

６ 処理工程 手選別が多い。人口の多い自治体は業者に委託が多いが、大手は機械的破砕

分別、磁選や過電流など電気的選別なども備え、業者によっては一部の金属

は精錬まで手がけている。手選別を職員が実施の自治体や、住民選別のとこ

ろもある。 

７ 回収量 足立区が小型家電を 399ｔ/年回収したのが max で、他は 50t/年以下が多い。

小型家電 27t/年から基板・携帯などが 0.5t/年を回収との回答あり。 

８ 売却価格 小型家電の売却価格は１円/kg～21 円/kg まで様々だが、10 円/kg 前後が多

い。基板約 100 円/kg、携帯約 900 円/kg の回答もあった。 
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Ⅳ.４．見学会及びセミナー 

 本分科会では、研究会の報告書などの他に、参考となる施設の見学や、専門家招聘によるセミナー 

や、学会セミナーなどで知見・情報の収集に努めました。 

 

Ⅳ.４.１．香川県直島及び愛知県下の施設見学 

  視察目的：本分科会は、岡山市で使用済小型家電リサイクルを本格的に行うための知見を得るた

めに、貴金属回収・処理をしている事業所や、参考となるような先進自治体を訪問視察しました。   

一つは、地理的に近い香川県直島の環境センターと金属精錬では専門の三菱マテリアル（株）で、

もう一つは、愛知県の使用済小型家電リサイクルのモデル自治体２カ所、及び民間処理事業者の

（株）アビヅで、精錬所へ卸すためにどのように回収、処理をしているか視察を行いました。 

（１）環境施設と金属精錬所 

視察施設：香川県直島環境センター中間処理施設、及び三菱マテリアル株式会社直島製錬所 

（香川県直島環境センター（中間処理施設）の処理方法） 

① 豊島でダンプに廃棄物を積み込み、運搬船で運搬。直島に到着後、廃棄物は各ピットに運ば 

れます。 

  ② 前処理施設の破砕機に投入して、細かくした後、磁選機により分別し回転式表面溶融炉にて

焼却されます。焼却された岩石、金属等は洗浄され、完了判定試験後に有効利用されています。

不合格物は中間処理施設のロータリーキルン炉で再度焼却されます。 

  ③ プラント排水や雨水は処理して、ガス冷却水等に再利用されます。また炉の余熱を利用して 

蒸気をつくり有効利用するほか、太陽光発電も行われています。 

  ④ 溶融処理に伴って発生する飛灰は隣接する三菱マテリアル(株)直島製錬所で有価金属が回

収されます。またスラグからも銅、鉄、アルミニウムなどの金属を回収し残りはコンクリート

用骨材などの土木用材料として再利用されます。 

 

（三菱マテリアル株式会社直島製錬所（有価金属リサイクル施設）の処理方法） 

① 原料である使用済自動車や廃家電等のシュレッダーダスト及び基板類は原料受入ピットへ、 

銅含有スラッジはスラッジ供給ホッパーへ投入された後、原料受入ピット内の原料をクレーン 

で混合ピットへ移送し成分が均一になるように調合され、可燃物供給ホッパーへクレーンで 

移送されます。各ホッパーの原料はフィーダー、搬送コンベアで搬送され、シュートの二重ダ 

ンパー部で計量されたのちキルン溶融炉に投入されます。 

  ② キルン溶融炉に投入された原料は約 1200℃で焼却溶融処理され、産出されたスラグメタル 

は水封ピットで水砕固化した後、銅精錬設備に送られ処理される。キルン溶融炉内の燃焼ガス

を二次燃焼室にて約 900℃で完全燃焼させ、次のボイラーに送られます。 

  ③ ボイラーでは燃焼ガスの熱を利用して、飽和蒸気を発生させています。これによりガス温度

はボイラー出口で 450℃となり発生した蒸気を利用して自家発電施設でエネルギーを回収し

所内利用します。ボイラーの排ガスを急冷塔で約 200℃まで急冷することでダイオキシンの再

合成を防止した後、バグフィルターへ送られます。 

  ④ バグフィルターの入り口で消石灰を噴出し、排気ガスの中の SO2 、HCl を固定しバグフィ 

ルターではこれら固定物や排気ガスの中の溶融飛灰が除去される。バグフィルターを出た排ガス
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は触媒塔にてダイオキシンを 0.1ngTEQ/N ㎥以下まで分解されスクラバーに送られます。回収

された溶融飛灰はスラリー化し溶融飛灰資源化施設へ送られ有価金属が回収されます。 

⑤ スクラバーでは苛性ソーダ溶融を吸収液として循環させ排ガス中に残留した微量の SO2 や

HClを除去することにより完全無害化したガスをブロワー経由して煙突より大気に放出します。 

 

（２）使用済小型家電リサイクルのモデル自治体と処理業者 

 視察自治体：①安城市リサイクルセンター (安城市人口 18 万人) 

②クリーンセンター常武 (常滑市人口 6 万人・武豊町人口 10 万人) 

視察処理業者：株式会社アビヅ 

（安城市リサイクルセンター の処理方法） 

① 小型家電の回収方法は、住民がリサイクルセンターに直接持ち込みます『持込方式』。 

② 安城市では、旧来のゴミ回収の時から、30cm 未満の不燃ごみは無料、30cm 以上のものは

粗大ごみとして有料回収(50 円/10kg)となっています。 

  ③ 以上の 2 点から、リサイクルセンターに持ち込まれた使用済み小型家電は、処理不適物の 

除去作業のみを行い、処分業者の設置するコンテナに入れるだけの作業で分別が足りています。

（持ち込まれる小型家電のほとんどが処理対象物に適合するため） 

④ 安城市は住民のごみの分別・リサイクルに対する意識が強く、小型家電の分離処分への取り 

組みも抵抗なく受け入れられました。 

⑤ 回収した使用済み小型家電は、業者により売却されます（年度契約）。 

 

（クリーンセンター常武の処理方法) 

① 小型家電の回収方法は、住民がリサイクルセンターに直接持ち込みます『持込方式』。 

② テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン（いわゆる家電 4 品目）及びパソコン以外でコンセン

ト若しくは電池、バッテリーで動く家電製品全般を使用済家電として設置しているコンテナへ

入れ一杯になった時点で処理業者に回収に来てもらいます。 

  ③ 小型家電への取り組みを始めて、間が無いため、データ等は整備しきれていない状況。 

  ④ 回収した使用済み小型家電は、業者により売却されます（年度契約）。 

 

（株式会社アビヅの処理方法） 

① 回収した使用済家電に含まれる基板の品質を基準に高品位家電、低品位家電、その他の使用 

済家電の三種類に選別を行います。 

 高品位家電…貴金属等の含有比率が高い基板。制御基板等チップの多いもの。 

 低品位家電…貴金属等の含有比率が低い基板。電源基板等単純な仕様のもの。 

 その他使用済み家電…ほぼ有価物として価値の無いもの。 

  ② 高品位家電はまず手解体を行い、基板や価値の高いパーツを取り出し、カバー等は鉄、アル 

ミ、プラスチック等に分別します。 

取り出した基板は電源基板(低品位)と制御系基板(高品位)に分けて、それぞれ 2 次破砕機に投

入し、25mm アンダーに破砕して、精錬メーカーに売却します。 
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③ 低品位家電は事前に危険物(電池等)の除去をしてから金属シュレッダーに投入し 50mmア 

ンダーに破砕する。磁力選別により鉄を回収し、5mm の振動篩い機でダストを除去した後、 

渦電流選別機にてアルミと銅を回収する。残渣は金属探知機選別にて金属含有分を回収する。 

残ったプラスチックは 14mm サイズに粉砕して湿式比重選別ラインで残った金属分、ガラス 

分を回収して RPF 化して売却します。 

金属探知機選別にて回収された金属含有分は 2 次破砕機に投入し、高品位家電と同様に加工

し、製錬メーカーに売却します。 

④ プラスチック等は、素材ごとに選別出来るものはマテリアルリサイクルとし、その他混合物 

は RPF 化して燃料として売却しています。 

 

 

（視察者の注目点と感想） 

① 精錬所が受け入れている原料サイズは 50mm アンダーで破砕した物で精錬所が定める評価 

基準を満たさなければならず、品質の均質化を図った物を原料として受けていました。 

② 愛知県での使用済小型家電リサイクルのモデル自治体では、２ヶ所とも住民がリサイクルセ

ンターに直接持ち込む『持込方式』を行い、コンテナが一杯になった時点で処理業者に取りに

来てもらう方法を行っていました。 

③ 処理業者においては、処理後物を精錬メーカーに売却する上で、安定品質且つ高品質を目指 

す取り組みに力を入れていた。現状では、搬入量がそれほどでも無いため、少人数で分別を行

い、品質のバラツキは抑えられているとのことでした。 

④ 小型家電リサイクルを事業化する上では、いかに持続的に多くの処理対象物である高品位家 

電を集め、且つ効率的に品位を分別して処理できるかが鍵と思われます。 

 

Ⅳ.４.２．オープンセミナー 

  本分科会では、かねてより精錬など貴金属やレアメタルに精通している専門家に話を聞きたいと

願っていましたが、平成 24 年 1 月に岡山市内のホテル会議室で、約 13 名の参加で実現しました。 

 

 日時：平成 24 年 1 月 13 日 10 時～12 時 

 場所：岡山シティーホテル会議室 

 参加者：岡山市環境局（2 名）、岡山大学（1 名）、岡山市エコ技術研究会（７名） 

 講師：三菱マテリアルから 3 名 

 

（１）質疑応答： 

  その道では専門の三菱マテリアルの方々に来場を願って、当方の疑問・質問を聞いていただき、

回答をお願いしました。 

当方からの質問は、レアメタルの回収原料に関連のものがいくつかあり、表１８のとおりでした。 
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  表 18 質問と回答 

Ｎｏ 質問内容 回答内容 

１ 
回収原料からのレアメタルの取り出

し方法を教えてください。 

処理を行う前にレアメタルの有無を見極

め、仕分けを行い手解体で取り出す。 

２ 

上手く回収を行っている自治体はど

こですか？ 

三菱マテリアルが共同で行っている京都市

では、地元の事業団と協力しイベントなど

を利用して小型家電の回収を行っている 

３ 

レアメタル原料のスクラップの評価

基準はどのくらいですか？ 

三菱マテリアルでは、Au は 10g/t（１

ppm）、Ag は 300g/t、Pd は 50g/t の含有量

があれば受け入れている。 

４ 

レアアース・レアメタルの使用量低

減、代替にあたってレアアース・レア

メタルの今後の需要と、新しい技術開

発は行われていますか？ 

各種のレアアース・レアメタルで代替材

料の開発が進められているが、決定的なも

のは無い。 

 

５ 

どの様な物をリサイクル原料として

仕入れていますか？ 

高品位使用済家電１５品目を回収対象と

し、主に基盤を 50mmアンダーに破砕して、

品質の均質化を図ったものを原料として受

け入れている。 

 

（２）補足と考察 

① No2 質問のところで、京都市の実験事業に触れているが、京都市ではイズミヤ㈱が中心となり、

市役所関連施設など２０～４０か所に回収 BOX を設置し、回収品目を小型家電 15 品目に限定し

て、それに見合った回収 BOX を設置しました。平成 21 年～22 年にかけて実施した。投入口は

15×25cm で盗難防止の折り返し付のもの。事前に十分な準備・対策をして行政のフォローや、

キャンペーンなど広報もあり、うまくいきました。この京都市モデルは、他都市でも使えます。 

② 原料を精錬所に卸すにあたっては精錬所が定める評価基準を満たさなければならず、いかに多く

の高品位家電の回収を行い、持続的に小型家電の回収量を確保するか。例えば住民に使用済小型

家電リサイクルを周知させるなどの取組が重要となります。また、現在でも回収工程に莫大なコ

ストがかかっていることを勘案すると、回収の高効率化が最重要課題となります。 

③ 現在、岡山市では回収した粗大ゴミの中から小型家電を選別し、岡山市再生資源事業協同組合の

手により、リサイクルプラザでの分別、有価売却を行っています。今後、事業化フェーズに進む

ためには、先にあげた高効率回収工程の検討と、レアメタルが含まれる部品、部位の情報整理、

及びどのレアメタルを中心に回収するかを検討することが重要課題となります。 
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Ⅴ．岡山市の現状 

Ⅴ.１．岡山市一般廃棄物（ごみ）処理等実績 

（１）概要 

 岡山市は現在、人口約７０万人（約３０万世帯）の市民が暮らしています。その一般廃棄物等（ご

み）処理及び資源化物回収は、市内各所に設置された多数のごみステーションから始まります。家庭

系の可燃・不燃ごみ用ステーションが約９９００カ所、資源化物用が約３７００カ所設置されており

ます。岡山市内の全ごみ及び資源化物から見ますと、７種類の排出物があり、１．家庭系 ２．事業

系 ３．資源化物 ４．排水溝清掃（汚泥） ５．産業廃棄物 ６．他の自治体 ７．吉備中央町分 

を取り扱っており、その全排出総量は平成２３年度で２３２，１５２ｔ、ごみステーションによらな

い集団回収及び汚泥を含めた総排出量は２４６，８０８ｔにもなっています。これらのごみ及び資源

化物を受け入れている搬入施設は、主なものが市内に８カ所あり、そこに岡山市または委託業者が収

集ゴミを搬入しています。搬入施設と各施設の取り扱い搬入物は次表のとおりとなっています。 

             表 19 搬入施設と取扱い搬入物 

No 搬入施設名 取扱い廃棄物種類および資源化物 

１ 岡南環境センター A1,A3,B1,B3,E 

２ 当新田環境センター A1,B1,E 

３ 東部クリーンセンター A1,B1,E 

４ 東部リサイクルプラザ A2,A3,B2,B3,C 

５ 山上最終処分場 A2,B2,D 

６ 野殿粗大ストックヤード A3 

７ 瀬戸クリーンセンター A3 

８ 新保資源選別所 C 

＊A:家庭系 、B:事業系 、C:資源化物 、D:排水溝清掃（汚泥） 、E:産業廃棄物 、 

    添え字１：可燃物 、添え字２：不燃物  添え字３：粗大物 

 

これらの施設で受け入れ処理される種類別ごみ及び資源化物量は次表のとおりです。 

           表 20 種類別ごみ及び資源化物量 

No 排出物種類 受入れ量（ｔ） 

１ 可燃ゴミ 203,001.3 

２ 不燃ゴミ 8,708.0 

３ 粗大ゴミ 4,677.2 

４ 資源化物（拠点及び集団回収など） 27,614.1 

５ 排水溝清掃（汚泥） 1,379.6 

６ 産業廃棄物 600.0 

７ 他自治体（瀬戸内市、吉備中央町） 3,357.3 

 

（２）ごみ処理の流れ 

・可燃ゴミ：市内のゴミステーションから収集された可燃ゴミは、市内にある岡南環境センターなど

３カ所の焼却施設で焼却処理され、焼却残渣と焼却後資源及び埋立て処分物となります。下図参照。 

・不燃ゴミ：収集された不燃ゴミは、東部リサイクルプラザなど２カ所の搬入施設に集められ、そこ

で選別されて直接埋め立て行きと、破砕前資源及び破砕処理に分けられます。資源化出来そうな不

燃物は破砕前資源として区別し、そうでないものは埋立て処分に回されます。一方、破砕処理に回

された不燃物は、多くは機械的に破砕処理されて、破砕後処理物は３種類に区分されます。破砕後
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可燃物、破砕後不燃物、破砕後資源に分類されます。破砕後可燃物は焼却炉へ戻されて焼却され、

破砕後不燃物は、もう一度選別（磁選機処理など）されて、鉄など資源化可能なものは資源とし、

その他は埋立て処分にまわされます。 

・粗大ゴミ：粗大ゴミは野殿粗大ストックヤードなど４カ所の搬入施設で受け入れ後、大物は処理し

やすいサイズに解体して選別にかけられ、資源化出来そうなものは破砕前資源として残し、可燃性

のものは焼却処理へ、その他は破砕処理に回されます。焼却処理に回されたものは、先の可燃ゴミ

同様に焼却処理され、破砕処理に回されたものは、不燃ゴミの処理ルートと同様に処理され、可燃、

不燃、資源に区分されます。 

 可燃、不燃、粗大の各ゴミと資源化物の処理フローを簡素化した図を次に示します。 

 

 

 

 

                 図 4 資源化物処理簡略フロー 

 

実際の施設名を入れたフロー図は、次の様なものですが、これは岡山市が周辺地域と合併をくりか

えしてきたこと、および岡南環境センターと東部クリーンセンターが溶融炉を保有するために溶融

スラグや溶融メタル、溶融飛灰が排出されるために複雑になっています。御津支所、建部支所もほ

ぼ同様な流れで集められ、岡山市で処理を実施しています。また、家庭系ゴミ以外に事業所から出

る事業系ゴミもあり、それも同様な流れで一緒に処理を実施しています。 
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（３）ごみと資源化物の区分 

 廃棄物の区分は、可燃、不燃、粗大、資源化物の４つに加えて、廃乾電池・体温計等で５種分別と

していますが、最終的には廃乾電池・体温計等を加え、さらに廃てんぷら油、蛍光管を加えて、資源

化物の区分を８種類として処理を進めています。受け入れ品目は表 21 のとおりです。 

 
  

 

図 5 岡山市のごみ・資源化物処理フローシート（平成 24 年 4 月 1 日現在） 
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Ⅲ.２．岡山市の資源化物の状況 

（１）資源化物の内容 

 それぞれの施設で処理・選別されたゴミは、最終的に表 22 の様に資源と埋立て物になります。 

     表 22 ごみ処理後排出結果（H23） 

       

この平成２３年度の場合は、岡山市総排出ゴミに対する資源、埋立て割合は次のとおりです。 

     資源化率：１７．７１％ 

     埋立て率：５．８７％ 

 この資源化率は、全国平均の２０．６％（H22）に比べ、岡山市ではまだ低い状態です。 

 

次に資源化物の内容を見ますと、収集段階で資源化物として持ち込まれた物は、古紙類、缶類、

びん類など７種類の区分に分けられ、それぞれの集積場所に集められます。一方、可燃ゴミ、不

燃ゴミ、粗大ゴミなどにも資源化物が混入しておりそれらは集積された後、以下のような形で処

理されています。 

（焼却場由来） 

・焼却残渣：可燃ゴミが焼却され焼却炉から排出された後で、焼却残渣は磁選機選別され有用金

属（Fe、Al など）は資源にされ、その他は埋め立てられます。 

・焼却後資源：焼却残渣から磁選機選別された資源のほかに、灰溶融施設のある炉では、溶融ス

ラグ、溶融メタル、溶融飛灰が排出され、溶融スラグは建築資材として道路地盤材

料に、溶融飛灰はセメント原料として、溶融メタルは金属塊として、それぞれの専

門事業者に有価で引き取られて、資源として利用されています。 

（粗大ゴミ由来） 

・破砕処理前：岡山市では、粗大ゴミの破砕処理前に有用廃家電品（家電リサイクル法指定以外）

をピックアップ選別して、これらの廃家電品をさらに解体し、金属やパーツの純度

を高めて、回収容易な形で業者に有価引渡しする工程を付加しています。例えば、

小型モーターの銅線や磁石などは解体後に取り外し、オーディオのＭＤ（ミニディ

スク）など電子部品の基板などは、その部分を取り外して、より高度な技術を有す

る専門業者に引き渡しています。このような処理により、回収可能なレアメタル（金、

銀、パラディウムなど）を、鉄や銅などのベースメタルと共に、専門業者が回収し

ています。現時点では、東部クリーンセンターのみの付加行程であり処理量もわず

かですが、早い時期からこれを実施して実績を上げています。 

       

・破砕処理後：破砕処理後の可燃物は、焼却炉へ回され、不燃物は焼却残渣工程の磁選機選別で

有用金属が選別されます。破砕処理後の資源（Fe、Al など）は、破砕鉄、破砕アル

ミは資源として業者に引き取られます。 
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・５種分別市民区分資源化物：集団回収や拠点回収で集められた資源化物は、新保資源選別所と 

 東部リサイクルプラザなどへ集められた後、空き缶や廃ペットポトルの様な嵩張る物は、圧縮 

梱包工程のある東部リサイクルプラザで梱包され、その他は、それぞれ業者に引き渡されます。 

  

  ５種分別中の資源化物の種類別収集量は、次の表 23 の様になっています。 

        表 23 収集資源受け入れ量(t) H23 

        

これとほぼ同量の資源化物が、集団回収で集められています。 

これとは別に、焼却場由来の資源化物と、粗大ゴミ由来の資源化物があります。 

焼却場由来の資源化物は、次の表 24 のとおりです。 

    表 24 焼却由来の資源化物 

    

 

同様に粗大ゴミ由来の資源化物は、破砕処理の前にピックアップされる資源と破砕処理後に選別

される２種類（次頁表 25－ⅠおよびⅡ）の資源がありますが、廃家電品がこの中に含まれていま

す。 
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   表 25 粗大・破砕系由来の資源化物 

     

 

 岡山市では、この破砕前の家電品から有用部品（資源）を選別・分離して成分を抽出し易くし

ています。資源化物（Ⅰ）の金属類（東部ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ）は、この分解した部品量を示しています

が、その中身はスプリング（主にﾍﾞｯﾄﾞ）、家電品から基板、銅線、磁石、非鉄のような選別項目

の部品となっています。表 26 参照。 
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   粗大ゴミから選別・分離された資源をまとめると、次表のようになります。 

  焼却場から排出の溶融スラグや溶融メタルの排出量と比較しますとまだまだ少ないですが、レ

アメタルのような物質は高価で希少価値があるために、見過ごすことは出来ない面があります。 

 

  家電系に注目し、金属種にも注目すると次の様です。表 27 参照。 

 

 

 

 この家電製品の解体量は、環境省・経済産業省の研究会が実施のモデル事業での同規模都市の

回収量に比較すると、まだ低いレベルですが、小さい地方都市程度の回収量にはなります。現在

の岡山市では携帯電話などを積極回収していませんが、モデル事業に類似した回収を、既に実行

して現在も継続していることは誇るべきことであると考えます。この先進的事業を活かさない方

策はありません。環境省や経済産業省のモデル事業に岡山市が参加されなかった理由はわかりま

せんが、積極的参加こそなかったものの立派な実績が築かれてきております。これを是非伸ばし

てゆくべきです。 

現在、岡山市で実施の金属回収は、決して効率的なものではありません。今後、レアメタルな

どを本格的に抽出する場合に、これら粗大ゴミの破砕前選別工程の精度が、ますます重要になる

ことは間違いありません。 
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