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要約 

本稿では、今後需要が逼迫し安定供給が危ぶまれる状況に対応した、レアメタル・リサ

イクル・システムの構築を提案する。レアメタルの安定供給に向けた議論はいくつか存在

するが、包括的なリサイクル・システムの観点からの議論はなく、進展していない。現時

点で先行研究として、環境省の取り組みが存在するが、回収段階についての議論にとどま

っており、リサイクル全体のシステムを考慮したのは本稿が初めてである。こうした先進

的な取り組みを通して、レアメタルの安定確保を可能な限り達成しうるリサイクル・シス

テムについて検討していく。 

第 1 章では、レアメタルを取り巻く現状を需要と供給の面から分析し、輸入依存から脱

却し、国内でリサイクルを行うことの必要性を示す。さらに、先行研究として環境省が行

っているモデル事業を分析し、その課題として(1)回収率向上のため、消費者に対する回収

インセンティブ制度の構築(2)レアメタル・リサイクル技術の向上(3)小型家電リサイクルの

その後のフロー、の 3 点を指摘した。 

第 2 章では、前章の課題を整理し、(1)の課題に対し、デポジット制度、(2)に対し、産

業クラスター、(3)に対し政府のレアメタル買い取り制度 を検討していく。2.1 でデポジッ

トの概要と最適なデポジット額とリファンド額の設定を行う。2.2 で、ポーター『競争戦

略論』(1990)、朽木昭文『アジア産業クラスター論 フローチャート・アプローチの可能

性』(2007)を参考に、産業クラスターの必要性と、形成のための条件を説明し、クラスタ

ーを形成する適切な地域として、秋田県が該当することの証明を行う。2.3 では政府の備

蓄の現状とリサイクル・レアメタル価格と輸入レアメタル・価格の比較結果に対応した政

府のレアメタル買取り制度を考察する。 

第 3 章では、前章で紹介した解決策とともにレアメタル・リサイクル・システムの全容

を論述していく。本稿でのオリジナリティは以下の 3 点である。 

(1)デポジット制度の導入 

小型家電 9 品目を対象に、デポジット制度を導入する。 

(2)政府によるリサイクル・レアメタルの買取り制度 

まず、企業誘致を目的としレアメタルの買取り制度を導入する。初期段階では輸入レアメ

タル価格より、リサイクル・レアメタル価格が高い可能性があり、政府が買取ることがイ

ンセンティブになる。また、買取り制度が小型家電リサイクル後のフローとなる。この買

取り制度は 10 年を支援期間とし、経済性を保てる産業へと成長した時点で、民間に権限

を移譲する。 

(3)SBIR の利用 

クラスター内でのイノベーション促進を目的とし SBIR を導入する。中小企業だけでな

く、クラスター内の企業すべてに適用できる制度への変更を検討する。 

 これら 3 点を組込んだ形で、小型家電が消費者の手元から離れ、また新しい商品となり

消費者に戻ってくるまでを政策提言とする。 

第 4 章では、本稿の課題とこれからの展望について論述する。 
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はじめに 

レアメタルについて合意された統一的な定義はないが、1954 年刊“Rare Metals 

Handbook” (米国)によって、以下のように定義された。 

(1)地球上での天然の存在量が極めて稀な金属 

 (2)存在量は多いが経済的・技術的に純粋なもの抽出が困難な金属 

 (3)抽出された金属を利用するだけの用途がなく特性も不明な金属 

その後、経済産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会(1984 年)では、下記の二

つを定義とした。 

(1)現在工業用需要があり、今後も需要があるものと、今後の技術革新に伴い新たな工業 

  用需要が予測されるもの 

 (2)31 鉱種(30 鉱種、レアアースは 17 元素を総括して 1 鉱種) 

 

図 1 元素の周期表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)総合資源エネルギー調査会 鉱業分科会レアメタル対策部会［2006 年 12 月 26 日］ 

『主要なレアメタルの安定供給確保に係る検討課題等について(これまでの審議の中間整理）』 

 

 レアメタルは工業製品、特に電子機器製造において重要な役割を果たしており、日本の

主力分野である電子機器類において、多く使用されている(図 2)。また、日本はレアメタル

の世界最大の消費国と言われている(図 3)。これは、日本が「ものづくり」において、高性

能・高品質を追求してきたことに起因する。 

レアメタルが使われる理由として、製品の性能が向上するという点がある。日本の「も

のづくり」は経済がグローバル化する中で、特に大量生産型の製品の組み立てにおいて、

中国をはじめとする海外製品に主役の座を奪われ、付加価値の高い分野で生き残りをかけ
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るようになった。その代表格が素材/部品産業である。レアメタルを使う事で優れた機能が

生まれるメカニズムは明らかになってはいないものも多いが、加えれば確実に機能は上が

る。加えて、使い始めた当初は価格も安く供給不安もなかったため、レアメタルは素材や

部品の付加価値を上げる「魔法の薬」として使用され、日本はレアメタルの最大消費国と

なったのである2。 

 

図 2 レアメタルの用途 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)経済産業省 [2009 年 7 月 28 日] 『レアメタル確保戦略』 

 

図 3 日本のレアメタル消費量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)経済産業省 [2009 年 7 月 28 日]  『レアメタル確保戦略』 

 

レアメタルについて特筆すべき特徴は、その地域的偏在性である。レアメタルの生産量

を国別でみると、上位 3 カ国(あるいは 5 カ国)でシェア 90％を占めており、そのほとんど

が中国、南アメリカ、アフリカ、中東で産出されている。特に中国は、レアアースのシェ

ア 97％を筆頭に、多くのレアメタルでシェアを独占している(図 4)。 

 

                                                      
2『日経ものづくり』［2011 年］[特集]脱・レアメタル依存症 45 ページより一部引用 
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図 4  レアメタルの上位産出国 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※インジウムは地金ベース 

(出所)経済産業省 [2009 年 7 月 28 日] 『レアメタル確保戦略』 

 

日本はレアメタルをほぼ 100%輸入に依存しており、この特質を背景に様々な問題を抱

え、年々その重要度が増してきている。本稿では、日本の課題解決をレアメタル・リサイ

クルという観点から明確にし、考察する。 
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第1章  現状分析 

1.1 レアメタルの今後の動向 
本節ではレアメタルを需要と供給の観点から分析し、今後の動向を仮定し、今後政府が

行うべき政策の方向性を示す。 

  

1.1.1 需要の側面 

需要の増加 

図 1.1 より、自動車産業における 2020 年のレアメタル需要は、次世代自動車といわれ

る電気自動車(EV)の伸びを受け、現状の約 1.5 倍になると予想される。主要電気製品の需

要は、タッチパネルや電子書籍といったアプリケーション事業の立ち上がりを受け、In の

枯渇が改めて指摘され、2020 年には現状の約 1.4 倍のレアメタル需要が見込まれている。

また、近年のエコ意識の高まりにより、太陽電池、LED、燃料電池などのマーケット拡大

は確実であり、省エネルギー製品における 2020 年のレアメタル需要は現状の約 1.2 倍へ

伸びることが予想される。 

 

図 1.1 需要分野別国内レアメタル需要量予測(2010)  単位: ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注 1)各需要分野における対象商品の需要量をベースに算出 

(注 2)伸長率は 2009 年比 

(出所)矢野経済研究所のデータを基に筆者作成 

 

レアメタルは日本産業にとって必要不可欠な存在であるが、それは国内だけではない。

インド、中国を代表格とする BRICs などの著しい経済成長を遂げる新興国では、エネル

ギー需要の増大に伴い、ハイテク製品のように今まで先進国中心のマーケットに膨大な人

口規模を誇る新興国が加わることが予想され、今後レアメタル需要は爆発的に増加する可
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能性が高い。これらの需要の高まりを受け、鉱山開発が進む事が考えられるが急激な需要

拡大に供給が対応できるかどうかは不透明である。 

 

埋蔵量3の枯渇 

 図 1.2 は現有埋蔵量に対する 2050 年までの累積需要量である。 

 

図1.2 現有埋蔵量に対する2050年までの累積需要量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)原田幸明 『レアメタル類の使用状況と需要見通し』 

 

それぞれの金属の現有埋蔵量を1とした時、棒グラフの下向きの部分はこれまでの採掘量

の累積であり、上側が2005年から2050年にかけて見込まれる需要量を示している。また、

短い横バーで表わされるのは埋蔵量ベース4である。 

このグラフによれば、 

 

2050年に現有埋蔵量をほぼ使い切るもの        Fe, Mo, W, Co, Pt, Pd 

2050年までに現有埋蔵量の倍以上の使用量となるもの  Mn, Ni, Li, In, Ga 

2050年までに埋蔵量ベースを超えるもの        Zn, Pb, Cu, Sn, Sb, Ag, Au 

 

となっており、2050年には現有埋蔵量の数倍の金属資源が必要になると示している。 

また、価格等の変動で埋蔵量が埋蔵量ベースまで拡大することは比較的容易であるが、

埋蔵量ベースを超えると新たな資源の探索が必須である。多くの金属で現有埋蔵量を超過

する消費量が見込まれ、その社会的影響は大きい。さらに注意すべきは、Pt、Co、Li、

In、Gaおよび希土類等は、先進工業国でもGDPあたりの需要が伸びる傾向にあり、世界

中で更なる消費の加速が予測される。 

 

 

 

 

 

                                                      
3 経済性も考慮した採掘可能と認識されている量 
4 地質学的な調査などに基づく現時点で確認される資源量 
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1.1.2 供給の側面 

資源ナショナリズムの高まり 

表1.1は主要なレアメタルの価格動向である。この表からレアメタルの価格が軒並み上昇

している事がわかる。レアメタルの価格は世界同時不況の影響を受け、ここ２、３年は下

降傾向にあるものの、今後再び高騰することが予測される。 

 

表1.1 主なレアメタルの価格動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊三酸化タングステン 10kg を含む鉱石の価格 

(出所)経済産業省 [2009 年 7 月 28 日] 『レアメタル確保戦略』 

 

価格高騰の要因として、需要の増大は原因の一つであるが、供給側の戦略も大きく影響

している。資源ナショナリズム外交として代表的なのは中国の政策である。中国政府は、

資源節約と環境保護の促進を理由に、2004 年頃からレアメタルの実質的輸出制限措置を行

ってきた(表 1.2)。2007 年版『外商投資産指導目録』では、レアメタルの精錬やそれを使

用した製造業が一定の制限下で許可される一方で、探査と採掘は禁止するという条項が盛

り込まれた。 

これは外資企業の高い加工技術を引き続き導入するが、レアメタル採掘量の掌握という

中国の思惑が絡んでいると考えられている。これらの措置は、表向きは資源節約と環境保

護の促進を目的としているが、政府によるレアメタル囲い込みの動きと見られている。

2009 年に、米国・EU・メキシコに対して中国が行った輸出制限が、不当であるとして

WTO から違反の指摘を受けたことは記憶に新しい。日本に限れば、尖閣諸島問題に関連

し、中国が日本へのレアアース輸出禁止という報道がなされた。中国当局はこれを否定し

ているが、今後レアアースを含むレアメタルが、中国の日本に対する外交カードとして使

われる恐れは否定しえない5。 

 仮に中国のレアメタル供給が完全停止した場合、日本の多くの産業が壊滅的な打撃を受

けかねない。このような事態が起こると、今まで通り日本がレアメタルを安定的に確保す

ることが難しくなると十分想定できる。価格が上昇すれば輸入コストの増大も考えられ

る。以上から、日本がレアメタルを輸入に頼るだけではもはや立ち行かなくなることを示

している。 

 

                                                      
5 国際経済研究課 水野亮 成ヒョンス 『中国のレアメタルに関する貿易・投資制限的な措置につい

て』より一部引用 
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表 1.2 中国におけるレアメタル輸出制限の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)JETRO 『WTO/FTA Column』 

 

副産物としてのレアメタル 

 「枯渇」とは資源が地球上から消えることだけではない。実際の資源枯渇は、新たな資

源供給のため資源の対象が低品位側に移り、単位あたりの採掘コストが増大する中で価格

安定性が維持できず、需要側が他の安定した資源に乗り換えることによって、もともとの

資源が価値を失い、見捨てられるために生じることが多い。日本は既に石炭でそれを経験

済みである。 

 レアメタルは Cu や Zn などのベースメタルの副産物として産出されるものが多い。こ

れら主要鉱物に比べて産出量がごく微量なレアメタルは、それが単体で取り出されること

は少ない。つまり、レアメタルの供給量はベースメタルの供給量に大きく影響を受ける。

ベースメタルが代替され、その価値を失った時、幾らレアメタルの需要が高くとも、経済

性の観点からレアメタルの供給はストップする。将来、レアメタルの埋蔵量自体が豊富で

も、レアメタルの供給停止は十分にありえる。 

 

環境破壊の問題 

先述したようにレアメタルは、取り出される鉱物のほんの数％しか含有していない場合

が多く、目的鉱物よりも尾鉱6、覆土7、坑内水8など大量の関連物質の処理が必要となり、

エネルギー投入や廃棄物処理のプロセスで大きな環境負荷を与えている。 

 金属1tを得るために地球資源を何t採掘するかは、日本では関与物質総量(TMR：Total 

Material Requirement)9として金属ごとに算定している。 

 図1.3は携帯電話を例に示したものである。上部が消費端重量、すなわち消費者が製品を

分解すると得られる金属の重量であり、プラスチック,Cu, Fe, Al などが主体になる。そ

れを資源端としてTMRで表したものが下部であり、消費端重量的にはきわめて微量であっ

たAuやPdなどが資源的に見れば大きな比率を占める。このことから、レアメタル産出の

ために環境に大きな負荷がかかっていることがわかる。 

 

                                                      
6 鉱床や鉱石中から有用鉱物を採取した後の廃石 
7 廃棄物処理の段階で、汚染物が空気中に飛散するのを防ぐためにかぶせる土 
8 坑道に湧き出る地下水 
9 この数値は、最終製品中のある金属の重量を消費時の重量として「消費端重量」とするならば、資源採

掘時の重量、すなわち「資源端重量」として見ることができる。ある製品の成分に対して、TMR を求
めると消費者が直接意識しないで動かしているその製品にかかわる資源量に相当する。 
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図1.3 携帯電話の消費端重量と資源端重量 

 
(出所)原田幸明 『レアメタル類の使用状況と需要見通し』 

 

1.1.3  レアメタルの今後の市場動向 

需要側からみたとき、EV や LED など新たな商品の登場や、新興国の経済成長に伴って

需要は増大する。反対に、資源ナショナリズムや、環境問題の影響で供給が減少する。レ

アメタルの価格は将来的に上がり、かつ数量(供給量)は将来的に減少する。レアメタルを

輸入に依存している日本は、この影響を直接受け、産業は大きな損失を被る。このリスク

を回避するには、国内に資源を求める他ない。天然資源を持たない日本は、国内の都市鉱

山を利用したレアメタル・リサイクル・システムの構築が必要だといえる。 

1.2 環境省の小型家電10リサイクル・モデル 
 レアメタルのリサイクル・システム構築の必要性を受けているものの、現在の日本で

は、環境省が小型家電のリサイクルを実施しているのみである。環境省では、使用済み小

型家電の回収活動で先行している自治体等と連携し、全国 7 地域で使用済み家電の回収実

験とリサイクル・システムの経済性評価を行っている。本節では環境省の取り組みを先行

研究とし、その問題点を示す。 

 

1.2.1 小型家電リサイクル・モデル事業 

 小型家電リサイクル・モデルの前提として、小型家電がリサイクルの対象となる理由を

述べておく。現在、小型家電は家電リサイクル法の対象とはなっておらず、一般廃棄物と

同様に捨てられている。小型家電がレアメタル・リサイクルに適している理由として 

(1)製品中に含まれるレアメタル量が全体量に対し多くの割合を占め、取り出しやすい 

(2)買い替えスパンが大型家電に比べ短く、大量に生産されるため資源循環させやすい 

といった 2 点があげられる。 

 環境省が行ったモデル事業は、小型家電の中でも比較的レアメタル含有濃度が高い、9

品目を対象に回収を行い、結果として、3 年間で合計 332,782 個(120,245kg)の小型家電

を回収した。モデル事業の回収実績全国拡大値の潜在的回収可能台数11に占める割合を求

めており、その平均値は 5.2％であった(表 1.3)。 

                                                      
10 小型家電という言葉に明確な定義はなく、その多くは一般廃棄物として処理されているのが現状であ

る。環境省のリサイクル・モデルでは携帯電話、ゲーム機（小型以外）、ゲーム機（小型）、ポータブ
ル CD・MD プレーヤー、ポータブルオーディオプレーヤー、デジタルカメラ、カーナビ、ビデオカメ
ラ、DVD プレーヤーの９品目が対象とされている。 

11 環境省では、既存統計の出荷量を用い、平均使用年数に基づき小型家電が排出されると仮定することで
求めた台数を潜在的回収可能台数としている。 
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9 品目合計の平均が 5.2%という結果からも小型家電の回収率が低いことがわかる。第 2

項で後述するように、経済性を保つ回収率は 30%と試算されており、各品目別にみても経

済性は保てていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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』を基に筆者作成 

 

1.2.2 リサイクル・モデルの経済性評価 

環境省ではモデル事業の実施結果及び研究会での検討結果を踏まえ、市町村が使用済小

型家電を回収する小型家電回収段階、中間処理業者が分解・破砕・選別などの中間処理を

実施する中間処理段階、非鉄製錬業者およびレアメタル専門メーカーが金属を回収する金

属回収段階から構成されるリサイクル・システムを想定し経済性の評価を行っている。前

提条件として、「回収対象とする金属」、「レアメタルの回収にどれだけ重点を置くか」

によって、その結果が大きく変わりうるため、以下の2つのシナリオを想定している。

尚、評価される資源については前述の小型家電9品目と同様である。その他、前提条件と

収益・費用に当てはまる項目を表1.4と表1.5に示した。 

 

シナリオ①: 従来型レアメタル回収シナリオ 

レアメタルだけを回収対象とするのではなく、ベースメタルや貴金属の回収と併せてレア

メタルの回収を行うと想定して、金属回収段階において、レアメタルが副産物として抽出

される 

シナリオ②: レアメタル重点回収シナリオ 

中間処理段階でレアメタルを回収するための特定部位選別工程を追加し、レアメタルだけ

を回収する 

 

 

 

 

モデル事業 潜在的回収 比率

回収実績 可能台数 (a/b)

全国拡大値※ 千個/年(b)

千個/年(a)

携帯電話 2.568 49,637 5.20%

ゲーム機(小型以外) 349 2,446 14.30%

ゲーム機(小型) 619 7,853 7.90%

ポータブルCD・MDプ

レーヤー

101 961 10.50%

ポータブルデジタルオー
ディオプレーヤー

382 6,003 6.40%

デジタルカメラ 272 9,424 2.90%

カーナビ 28 2,829 1.00%

ビデオカメラ 88 1,587 5.50%

DVDプレーヤー 59 5,932 1.00%

合計 (9品目) 4,465 86,672 5.20%

品目

※：平成20～22年度のモデル事業の地域・年度ごとの

回収台数原単位を日本の人口で拡大推計することで求めた台数

表1.3　モデル事業の回収実績の全国拡大値と潜在的回収可能台数
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(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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 レアメタルワーキンググループ 中間とりまとめ』を基に筆者作成 

 

表1.5 収益・費用一覧 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊は初期投資費用、その他は経常的な費用 

①     従来型レアメタル回収シナリオ ②     レアメタル重点回収シナリオ

回収対象地域

中間処理方法

手解体･手選別により基板･ボディ等
を選別し、残りを機械的に破砕･選
別

手解体･手選別により基板･特定
部品･ボディ等を選別し、残りを
機械的に破砕･選別。基板から更
にタンタルコンデンサ等を選別

生成物

基板、ボディ等、鉄等、アルミ等、
プラスチック等、その他

基板、タンタルコンデンサ等、
特定部品 (モーター、マイクス

ピーカー、液晶パネル)、ボディ

等、鉄等、アルミ等 、プ ラス
チック等、その他

リサイクル施
行･方法＊()内
は重量の分配
率

基板→銅製錬、鉛･亜鉛製錬(100％) 基 板 → 銅 製 錬 、 鉛 ･ 亜鉛 製錬
(100％)

タンタルコンデンサ等、特定部
品→レアメタル専門 メー カー
(100％)

回収対象とす
る金属と採取
率＊採取率は
昨年度検討結
果及び既存文
献等より事務
局にて設定

銅製錬、鉛･亜鉛製錬
→Cu･Pb･Au･Ag:90％

→Zn･Pb･Sb･Bi：60％

銅製錬、鉛･亜鉛製錬
→Cu･Pb･Au･Ag:90％

→Zn･Pb･Sb･Bi：60％

レアメタル専門メーカー
→W･Ta･Nd･Dy･In：60％

金属回収

表1.4　前提条件

モデル事業における選別試験データや製品の素材構成データ等を参考
に設定

中間処理

回収率
日本全国ベースの潜在回収可能台数の5％,10％,20％,30％

＊モデル事業の回収実績の全国拡大値は、潜在回収可能台数の5.2％

使用データ

回収品目

携帯電話、ゲーム機(小型以外)、ゲーム機(小型)、ポータブルCD･MD

プレーヤー、ポータブルデジタルオーディオプレーヤー、デジタルカ
メラ、カーナビ、ビデオカメラ、DVDプレーヤー

＊比較的金属含有濃度が高い9品目を選定

日本全国

小型家電回収

段階 収益 費用
･最終処分費用の削減　 ･管理人件費

(マイナスの費用) ･収集運搬費
･中間処理施設への輸送費用
＊準備人件費
＊ボックス･コンテナ等購入費
＊資材運搬費
＊周知費用
･選別･解体作業人件費
･保管ヤード費
･破砕費
･残渣･廃棄物処理費
･金属回収施設への輸送費用
･人件費
･製錬費
･残渣･廃棄物処理費

小型家電回収

中間処理 ･有価物の売却収益

金属回収 ･有価物の売却収益
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(注)金属回収段階については、想定した費目の把握が困難であったため、非鉄製錬業者の利益率から費用

を逆算した。 

(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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 レアメタルワーキンググループ 中間とりまとめ』を基に筆者作成 

 

以下、モデル全体での経済性評価と各リサイクル段階での経済性評価を示していきた

い。 

 

モデル全体の経済性評価 

 モデル全体の費用対効果を(1)費用便益、(2)費用対効果の観点から分析した結果が、表

1.6、及び表 1.7 である。(1)に関して、表 1.6 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、社会的割引率 4％として分析したものである。 

 

 

 

 

 

 

(注)費用及び便益はレアメタル等を使用済小型家電からリサイクルした場合とリサイクルせずに海外から

調達した場合の調達コストの差から計測している。 

(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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 レアメタルワーキンググループ 中間とりまとめ』を基に筆者作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオ① シナリオ②

回収率10％ B/C=0.44 B/C=0.42

回収率20％ B/C=0.99 B/C=0.94

回収率30％ B/C=1.81 B/C=1.72

表1.6 費用便益分析結果（初期投資込み、計算期間20年間）＊B/C＝収益/費用
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表 1.7  定量的または定性的効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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 レアメタルワーキンググループ 中間とりまとめ』を基に筆者作成 

 

(1)費用便益分析の結果 

リサイクル・システムを構築することは、一定の回収率が確保される場合には、経済効

率性を有している。 シナリオ①とシナリオ②を比較すると、シナリオ②の方がB/Cの値が

小さくなる。 

定量的評価 定性的評価
･一般廃棄物として処分されていた
小型家電から資源を回収することが
可能
･鉱山からの供給を代替する機能と
なり、国際的な需給の逼迫や供給障
害等が発生した場合、安定供給確保
の対する補完的貢献となる

･技術を有することが生産国の貿易
政策や供給調整に対する牽制となる

使用済み小型家電の潜在的
回収可能台数に含まれるレ
アメタルは350トン(輸入

量に占める割合は0.02％)
と見込まれ、国内資源とし
て活用可能

以下の最終処分場延命効果
あり
･679㎥/年(回収率10％)

･2,037㎥/年(回収率30％）

(使用済小型家電9品目の最
終処分場残余容量に占める
割合は1年分で0.0024％）

資源の安定供給効果

最終処分場延命効果

小型家電のプリント基板には、ハ
ザード情報に基づき注意が必要とさ
れたベリリウム、クロム、アンチモ
ン等、水銀以外のすべての元素が、
数百ppm～％オーダーで含有されて
おり、小型家電のプリント基板、部
品･部位及びそれらの中間処理産物
を対象とした溶出試験でもカドミウ
ム、鉛、砒素、水銀については、一
部の分析対象から一定量が検出され
ている。現状では小型家電は一般廃
棄物として最終処分場に埋め立て処
分されているが、リサイクルシステ
ムが構築された場合にはリサイクル
工程の中で有害物質が適切に処理さ
れることになり、環境影響の改善効
果(大気･水域･土壌等を通じた生態
系への有害物質の曝露量の減少等)
や健康影響の改善効果(作業環境に
おける人体への有害物質の曝露量の
減少等)が期待される

使用済み小型家電のリサイクルによ
り天然資源使用量を削減すること
で、TMR(関与物質総量)の削減や温
室効果ガス排出量の削減等の効果が
期待される

有害物質環境影響改善効果
有害物質健康影響改善効果

地球環境改善効果
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すなわち、経済効率性の観点からは、シナリオ②に優位性はないということになる。この

結果については、各リサイクル段階での経済性評価の観点から詳しく考察する必要があ

る。 

(2)費用対効果の分析結果 

リサイクル・システムを構築することは、一定の回収率が確保される場合においては、

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等での効果もあると考え

られる。  

シナリオ②においては、一般廃棄物として処理されていた小型家電から資源を回収する

ことが可能となるほか、国際的な需給の逼迫や供給障壁に対応し、生産国に対する牽制と

もなりえるために、資源の安定供給における高い効果が期待できる。また、リサイクル・

システムが構築できれば、リサイクル工程の中で有害物質が適切に処理されることとな

り、環境影響の改善効果も期待できる。このような定性的な効果まで加えると、シナリオ

①と比較して、シナリオ②の方が費用対効果は大きくなる可能性がある。その場合は、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

なる。 

 

各リサイクル段階での経済性評価 

 次に段階別の収益・費用を分析し、経済性を評価している。回収率を 30％として試算

し、その結果を表 1.8 で示している。 

 

収益－費用 収益/費用

(B－C) (B/C)

小型家電回収 313 528 -214 0.59

中間処理(シナリオ①) 3,903 3,039 810 1.26

中間処理(シナリオ②) 4,065 3,738 327 1.09

金属回収(シナリオ①) 3,949 3,732 217 1.06

金属回収(シナリオ②) 5,032 4,755 277 1.06

段階 収益(B) 費用(C)

（注1）中間処理段階については、費用の算定にあたり、手解体・手選別により基

板・ボディ・特定部品を選別し、残りを既存の機械設備を活用して破砕・選別を行

うことを想定した。また、金属回収段階については、費用を非鉄製錬業者の利益率
から逆算することとした。このため、中間処理・金属回収の各段階においては、費
用が、回収率の増大に伴って、線形的に増大する前提となっている。

表1.8  段階別の採算性評価（回収率30%）（単位：百万円）

（注2）中間処理の成果物を金属回収に売却することとしているが、鉄やアルミ等

は中間処理段階で売却する想定のため、中間処理の収益が金属回収の費用よりも小
さい値となる。

 
(出所)環境省・経済産業省[2011 年 4 月]『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 レアメタルワーキンググループ 中間とりまとめ』を基に筆者作成 

 

システム全体としては、一定の回収率が確保される場合においては、経済効率性を有し

ていると言える。だが、個別の段階を見ると、小型家電回収段階においては損失が生じ、

中間処理段階、金属回収段階では利益が出ていることが分かる。ただし、今回の評価では、

前提条件として、回収した使用済み小型家電を無償で中間処理業者に引き渡すこととして

いるため、有価物として売却する場合は、損失幅が削減され、小型家電回収段階に利益が

生じる可能性がある。  
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中間処理及び金属回収段階については、収益と費用が回収率の増加に伴い線形的に増加

する前提となっているため、いずれのシナリオでもB/Cは回収率に関わらず一定となる。

すなわち、使用済み小型家電が集まれば集まるほど利益が増加することが分かる12。 

シナリオ②については、中間処理においてレアメタルを含有する特定の部位・部品の選

別工程を追加することにより、シナリオ①と比較して追加的な費用が発生しており、それ

に見合う売却額とならないため、シナリオ①よりもB/Cが小さくなっていると考えられ

る。仮に、中間処理費用に見合う売却額となる場合、金属回収段階においてシナリオ②の

B/Cが下がる結果となる。つまり、シナリオ①と比べてシナリオ②のB/Cが小さくなる原因

は、レアメタルを含有する特定部品を中間処理でリサイクルするためにコストがかかって

いるということにある。したがって、リサイクル技術が向上すれば、シナリオ①との大小

関係も含め結果が変化することが予想される。 

 

1.2.3 リサイクル・モデルの評価と課題 

まず、リサイクル回収率では、経済性を生む回収率が 30％なのに対し、モデル事業の回

収実績の平均が 5.2％と極めて低い値であった。環境省では、この原因は消費者への回収

インセンティブがないことにあると考察している。 

 また、本章で取り上げたレアメタルの現状から、環境省のレアメタル回収モデルをシナ

リオ②の観点から考慮すべきであると考える。シナリオ②は、費用便益分析ではシナリオ

①に劣るものの、定量的、定性的効果まで加えた費用対効果分析ではシナリオ①を上回る

可能性を有している。費用便益分析において、シナリオ②がシナリオ①に劣る理由として

は、中間処理の段階でリサイクルするためのコストがかかっているためである。したがっ

て、リサイクル技術が向上すれば、シナリオ②がシナリオ①より多くの便益を生むと考え

られる。 

最後に環境省のリサイクル・モデルの構造的欠陥として、小型家電がリサイクルされた

後のレアメタルの行き先がわからないという点である。リサイクルという観点から、最終

的に製品として消費者のもとへ戻ることが望ましい。これを実現するには、輸入されたレ

アメタル価格(輸入レアメタル価格)とリサイクルされたレアメタル価格(リサイクル・レア

メタル価格)を比較し、リサイクルされたレアメタルが再び消費者のもとに戻るには、どの

ような課題を解決すべきかについて検討しなければならない。 

以上より、本章で取り上げた小型家電リサイクル・モデルの課題は次の 3 点に集約され

る。 

 

(1)回収率を上げるための、消費者に対する回収インセンティブの構築 

(2)レアメタル・リサイクル技術そのものの向上 

(3)小型家電リサイクルのその後のフロー 

 

である。本稿では(1)に対して、デポジット制、(2)には、クラスター形成による技術革新、

(3)については、政府によるリサイクル・レアメタルの買い取り制度、によって上記の課題

を解決することを提案しつつ、国内資源循環型のレアメタル・リサイクル・クラスターを

構築することを目指す。 

                                                      
12 現状ではリサイクルされていない、もしくは経済的・技術的にリサイクルできないレアメタルを、いわ

ゆる鉱床状態として一か所に集約する「人工鉱床構想」というものが提唱されている(中村崇氏 他)。
小型家電を集めれば集めるほど、過去に製造された小型家電の資源評価の正当性が高まり、レアメタ
ル・リサイクルの研究材料として活用できる。 
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第2章  課題解決に向けて 

第 1 章では、小型家電リサイクル・モデルに関するいくつかの課題が見つかった。これ

らを受けて、本章ではこうした課題に対する解決策を順に見ていく。 

2.1 デポジット制度 
 本節では、使用済み小型家電の回収率を上昇させるために、消費者に与える回収インセ

ンティブとしてデポジット制度の導入を提案する。 

 

2.1.1 デポジット制度の導入と定義 

デポジット制度の導入 

 まず、消費者に回収インセンティブを付与する回収制度として一般的に考えられている

のは、次の 3 つであり、その概要を簡潔にまとめた。 

  

(1)買取り制度…指定された物品を持ち込んだ場合に買い取る 

(2)回収ポイント制度…物品の受取者が返却した者へポイントを与え、返却者は受取者が販

売する商品等の購入にそのポイントを利用する 

(3)デポジット制度…回収を促進させたい物品を取得した者から金銭を徴収し、その物品を

返却した場合にその金銭を払い戻す 

 

(1)については、製品の需給に関係なく全てを買い取らなければならず、その財源が必要

である。しかし、本稿におけるレアメタル・リサイクルが、初期段階ではビジネスモデル

として成立するとは限らず、そのコストを政府が負担しなければならない。加えて、ビジ

ネスモデルとして成立するまで上限なく予算を投入し続けなければならないので、政府負

担が大きくなり実現性は低い。 

(2)の近年の例では家電エコポイント制度13の実施があげられる。しかし、約 7,000 億14

もの予算を投入していることからもわかるように、財源確保の必要があるのは(1)と同様で

あり、実現性は低い。 

(3)は制度の特徴から財源を確保する必要がなく、また、コスト負担者が分散されるた

め、市場メカニズムを通じて需給バランスをとることが可能である。実際、アメリカでも

                                                      
13地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、グリーン家電の購入に

より様々な商品・サービスと交換可能な家電エコポイントが取得できる制度。(グリーン家電普及促進
事業 HP より) 

14 経済産業省「産業活動分析平成 23 年 1～3 月期」より。また、キルギスの 2011 年度 GDP とほぼ同額
(1 ドル＝100 円として換算)である(International Monetary Fund HP より)。 
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デポジット制度が導入されており、鉛バッテリー回収では 99.2％の回収率を達成15してい

る。 

以上の理由から、我々は使用済み小型家電の回収インセンティブとしてデポジット制度

の導入を提案する。そこで、使用済み小型家電回収政策としてデポジット制度を導入した

場合について見ていくことにする。 

 

デポジット制度とは 

 デポジット制度は、正式には預かり金払い戻し制度という。デポジット制度というの

は、製品の値段の中に、ある一定の金額を上乗せして(この分がデポジット)、使用済みの

製品を回収拠点などに返却したときにデポジット分の金額を払い戻す(これをリファンドと

いう)という制度である。現在、世界的には飲料容器、廃油、放置自転車、バッテリー、家

電製品など様々な分野で環境問題抑制のための有力な回収制度として適用されている。 

 

2.1.2 デポジット制度の概要 

デポジット制度の基本 

本項では、デポジット制度の基本的説明から行なっていく。ここでは、デポジット料金

がすでに徴収されたものとし、リファンド額がどのように決定されるかを説明する。小型

家電の回収量を横軸、金額を縦軸にとった図2.1を示す。ちなみに、簡略化のために限界外

部費用Eが一定の場合を考えることにする。また、回収されたものの処理は考慮しない(こ

の点を考慮した説明は第3項で行う)。なお、限界返却費用とは、排出者が小型家電を返却

する際にかかる手間のことであり、返却量が増加するほどその手間がかかるため、最大回

収量に近づくにつれて逓増する。また、限界外部費用とは、排出者が小型家電を返却せず

にごみ等として散乱する場合の外部費用のことである。 

 

図2.1 回収における社会的最適点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 田崎智宏、沼田大輔、松本津奈子、東條なお子[2010]、「経済的インセンティブ付与型 回収制度

の概念の再構築～デポジット制度の調査と回収ポイント制度の検討から～」『国立環境研究所研究報告』

第205号を参考に筆者作成 

 

販売量＝最大回収量であるので、回収量の上限は Rmax である。このとき、E と C との

交点が社会的に最も経済合理的な状態であり、これを社会的最適点という(以下、この状態

における変数には*を付して表す)。この点における回収量を R*とする。R*は理想的な回収

                                                      
15沼田大輔、植田和弘[2009]、「使用済み蛍光管の回収を促す経済的手法の評価」より  
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量であり、R＊の回収量を実現するためには、使用済み小型家電の返却を行う排出者に対し

て、小型家電 1 つあたり r のリファンド額を支払うことが必要となる。 

 

デポジットモデル 

次に小型家電の需要曲線と製品価格を考えたデポジット制度モデルを検討する。図 2.1

から価格 p を考慮に入れて限界外部費用 E を p だけ上方にシフトさせ、小型家電の需要曲

線を書き入れたものが図 2.2 である。なお、p は小型家電の価格であり、デポジット制度

が導入されていない場合の販売量は S0とする。 

 

図 2.2 デポジット制度モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 田崎智宏、沼田大輔、松本津奈子、東條なお子[2010]、『経済的インセンティブ付与型 回収制度

の概念の再構築～デポジット制度の調査と回収ポイント制度の検討から～』『国立環境研究所研究報告』

第205号を参考に筆者作成 

 

デポジット制度ではEと同額のデポジットを徴収するのがよいとされている。よって、

最適な回収量R*のためにはリファンド額はrとなる。 

 

 

2.1.3 処理費用を考えたデポジット・リファンド額の設定 

 これまでは処理費用を考慮に入れずに、デポジット制度を検討してきた。しかし、実際

にはリサイクルの処理費用を考えなければならないため、これまでの議論では不十分であ

る。ここからは、処理費用を考えた場合のデポジット額の設定について検討していく。 

 

処理費用を考えたデポジットモデル 

ここでは、市場全体の限界回収費用は排出者の私的限界返却費用CCと同じとし、回収者

の私的限界回収費用は0とする。また、限界処理費用をDとする。このとき、市場全体の回

収と処理の限界費用Cc＋Dは図2.3のように表すことができる。 
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図2.3 処理費用を考えたデポジットモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 田崎智宏、沼田大輔、松本津奈子、東條なお子[2010]、「経済的インセンティブ付与型 回収制度

の概念の再構築～デポジット制度の調査と回収ポイント制度の検討から～」『国立環境研究所研究報告』

第205号を参考に筆者作成 

 

リファンド額をrとすれば回収量をR*とすることができる。ここで、R*における限界外

部費用の全て(D+r)をリファンドしたとき、返却量はR’となって、社会的に最適な状態より

も多くの回収を、より多くの費用をかけて行ってしまうことになる。 

 したがって、E(=D+r)のデポジットを排出者から徴収しておいて、小型家電を返却した

ときにrの額を払い戻し、デポジットの残りは処理に係る事業者の費用(図2.3中のCC+Dと

CCおよびR＊で囲まれた部分)に用いるというのが、処理費用を考えた場合のデポジット制

度における基本形となる。 

  

望ましいデポジット額とリファンド額 

以上の分析より、処理費用を考慮に入れると、最適回収量における最適なデポジット額

及びリファンド額は次のようになる。 

 

最適なデポジット額＝限界外部費用(＝回収(返却)費用+処理費用) 

最適なリファンド額＝限界返却費用 

  

したがって、リサイクルの処理費用を考えたとき、社会的最適点では「デポジット額＝

リファンド額」とはならず、排出者には返却費用とリサイクルの処理費用を負担してもら

う形でデポジットしてもらい、返却時には排出者自らの返却費用分だけをリファンドする

のが適切である。 

つまり、処理費用の軽減が実現できれば、図 2.3 において CC+D が下にシフトするため、

より高額なリファンド額 r を設定することが可能になり、より多くの小型家電を回収する

ことができる。しかし、デポジット制度は回収を促進する制度ではあるが、リサイクルそ

れ自体を保証する制度ではない。したがって、小型家電を回収できたとしても、リサイク

ル技術が未熟であると意味のない行為になってしまうため、処理費用軽減のためにもリサ

イクル技術の向上が不可欠である。 
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2.2 産業クラスター 
第 1 章でレアメタルを重点的に回収するために、レアメタル・リサイクルの技術向上が

必要であることを示した。また、デポジット制度導入の際、リサイクルコストを下げるこ

とで、デポジット額を抑えることが出来ると証明された。このような技術革新には 1 つの

企業だけでなく、いくつもの企業が産業集積し協力しあう態勢を築くことが重要である。

こうした効果を発揮しえる産業集積をクラスターと呼ぶ。以下、クラスターの概念ととも

にリサイクル・システム完成のためにどのようにクラスターを形成していくべきかを考察

していく。 

 

2.2.1 クラスターの概念とその必要性 

 経済学者ポーターによる定義では、「クラスターとは、ある特定の分野に属し、相互に

関連した、企業と機関からなる地理的に近接した集団である」とされている。 

クラスターを形成する事で得られる効果は、企業や産業がイノベーションを進める能力

を強化することである。その効果の多くは、外部性16に由来するものである。クラスター

における外部性としては、技術のスピルオーバー17や通信コストの削減、輸送コストの削

減、規模の経済、範囲の経済、ネットワーク経済などの利益の発生による各企業のコスト

削減が考えられ、外部性をもたらす要因としてソーシャル・キャピタル18を通じた相互作

用がある。 

ソーシャル・キャピタルから外部性が発生し、イノベーションが創出される理由として

は、以下の 5 点があげられる。 

 

(1) 顧客に関する知識や顧客との関係を有する企業が集中しているので、新しい顧客ニー

ズを明確かつ迅速につかめる。 

(2) クラスターの参加者との継続的な関係や、直接の付き合い、現場訪問の容易さから、

発展中の技術の可能性を常に学ぶことができ、技術やオペレーションといった面で新

しい可能性に気付きやすくなる。 

(3) 関連企業が集中しているので、必要なイノベーションを創出するのに不可欠な部品、

機械、人材を簡単に調達できる。 

(4) 関連企業や供給業者が集まっているので、実験に必要な要素が容易に調達でき、新し

い製品やプロセス、サービスに関する実験を低費用で行う事が出来る。 

(5) 数多くの競争相手が存在するため、企業は創造的な差別化を追求せざるを得ない。こ

のプレッシャーがイノベーションをさらに促進する。 

 

したがって、クラスターを作ることでリサイクル技術向上を促進させ、リサイクル・コ

ストの削減や新たな技術の開発を目的とする。 

 

2.2.2 クラスターの必要条件とその形成 

クラスター形成の必要条件 

クラスターが効果を発揮するために外部性が必要であることは前節で述べた。外部性

は、クラスター特有の立地が整っていなければ発揮されない。ポーターは立地が競争に与

                                                      
16外部費用と外部便益を併せたものとして知られており、外部費用は負の外部性、外部便益は正の外部性

と呼ばれている。外部費用とは、個人や企業が他者(社)に負わせる補償のない費用のことを言い、外部
便益とは、個人や企業が補償を受けることなく他者(社)に対して与えている便益のことを言う。 

17個人や企業の間で知識が伝播するときに生じる外部便益のこと。 
18人間同士の付き合い、直接に顔を突き合わせたコミュニケーション、個人や団体のネットワークのこ

と。 
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える影響を、４つの相互に関連した要素によって構成されるモデルで表した。これは、ダ

イヤモンド・モデルと呼ばれている。クラスターが効力を発揮するには、この 4 つの要因

が必要不可欠である。 

 

 

図 2.4 立地の競争優位の源泉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）マイケル・ポーター[1999 年]『競争戦略論Ⅱ』ダイヤモンド社を基に筆者作成 

 

クラスターの形成 

クラスターに 4 つの必要条件があることが分かった。ポーターによれば、供給産業や関

連産業、あるいは関連するクラスターが以前から存在している場合、新たなクラスターが

生まれる下地となる。クラスター開発は、そのような既存のクラスターを強化しなければ

ならない。そして、一般的には、クラスターの発展は約 10 年かかると言われている。 

しかし、ポーターのクラスター論には、その形成論が欠落しているという限界がある。

そこで、実際どのようにクラスターを形成すればいいのかを朽木昭文氏が提唱するフロー

チャート・アプローチ(図 2.5)をもとにその形成について考えていきたい。 

 産業クラスター・フローチャート・アプローチ(以下、朽木モデルとする)は、途上国の

産業クラスター形成に向けた方法である。第 1 段階は、クラスターが機能するキャパシテ

ィ・ビルディング形成に向け、企業が集積できるような政策を制定する。第 2 段階では集

積した企業がイノベーションを生むような政策を制定することの 2 つに分けて考えられて

いる。 

キャパシティ・ビルディングとは、(ⅰ)物的インフラストラクチャーの整備(道路や港、

通信)、(ⅱ)制度整備(規制緩和、税制優遇など)(ⅲ)人材育成(研究者、熟練工の育成)、(ⅳ)

生活環境整備(病院・学校)である。 

  第 1 段階での集積では、工業団地を設置し、キャパシティ・ビルディングを整え、ア

ンカー企業を呼び込む。アンカー企業とは、多数の部品からなる製品を企画・設計し、組

み立てる主要企業のことである。アンカー企業が入居すれば、部品産業などの関連企業が

工業団地に入居する。関連企業の集積により工業団地を中心に集積が生まれる。 

第２段階のイノベーションでは、大学などの研究機関の存在が前提となる。頭脳労働を

必要とするために、生活環境を整備することが不可欠である。そして、アンカーパーソン

という核となる研究者を呼び込み、イノベーションを創出する段階である。 
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これらの要因が形成されていくことで、ポーターの 4 つの要因が満たされ、クラスター

が効果を発揮すると考えられる。 

 

図 2.5 製造業のフローチャート・アプローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）朽木昭文[2007] 『アジア産業クラスター論』 書籍工房早山を基に筆者作成 

 

2.2.3 秋田での産業クラスター形成に関する考察 

前節までで、クラスターの必要条件と形成に関する一般論を記述した。しかし、日本で

クラスター形成をする際に、朽木モデルを適用することに関し、考慮しなければならない

点がある。途上国では企業集積が存在していないので、工業団地を設置し企業集積を作る

ことから始める必要があるが、日本においてはすでに企業集積は各地に存在しているの

で、それを開発していくことへ重点がシフトしている。 

企業集積に関して我々は秋田に注目した。秋田はリサイクル・ポートである能代港や、

世界有数の製錬技術を有する製錬所があるからである。本節では、前節までの一般論に秋

田の各要素を当てはめ、秋田がクラスター形成に有用な候補地になるかを検討していく。 

 

秋田の産業集積度 

秋田の産業集積の様子を分析した。xij, yij, zij を産業 i の都道府県 j おける従業員数、事業

所数、付加価値額とすると、その対全国シェアは 

 

sij
’
 = xij / ij = xij / xi*  

sij
’’

 = yij / ij = yij / yi* 

sij
’’’

 = zij / ij = zij / zi* 

 

つまり、 

産業 i の秋田県における従業員数、事業所数、付加価値額 

産業 i の全国における従業員数、事業所数、付加価値額 

 

 

と表現できる。対全国シェア sij が高いということは、産業 i が都道府県 j に相対的に集中

していることを意味している。対して工業または商業全体についての従業員、事務所、付

加価値の空間分布は、 
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s＊j
’
 = ij / ij = x*j / x**  

s＊j
’’
= ij / ij = y*j / y**  

s＊j
’’’

 = ij / ij =z *j / z**  

 

すなわち、 

工業または商業全体の秋田県における従業員数、事務所数、付加価値額 

工業または商業全体の全国における従業員数、事務所数、付加価値額 

 

で表せる。この割合は従業員、事務所、付加価値で測った地域の経済規模を示すから、産

業 i の都道府県 j における相対的集中度指数 LQ(特化係数)は 

LQij
‘
= sij

’
 / s*j

’
 = (xij / xi* )/(x*j / x** )  

LQij
”
= sij

’’
 / s*j

’’
 =(yij / yi* )/(y*j / y** )  

LQij
’”

= sij
’’’

 / s*j
’’’

 =(zij / zi* )/(z*j / z** )  
 

と定義できる。ここで経済産業省発表の 2009 年工業統計調査および商業統計調査を用い

て秋田について計算すると以下のような結果が導かれた。 

【非鉄製造業】 LQij 
‘
= 84.711902 

LQij
”
= 61.546063 

LQij
’”

= 105.824935 

【鉱物・金属材料卸売業】 LQij 
‘
= 82.081764 

LQij
”
= 83.981369 

【再生資源卸売業】 LQij 
‘
= 154.984589 

LQij
”
= 113.151301 

100 を超えると集積していると言えるので、従業員や事務所の集積が弱い反面、付加価

値は高いことが判明した。また、再生資源卸売業の集積は進んでいるということが示され

た。秋田にはリサイクル産業が集積し、クラスター開発の土台が整っていると言える。し

たがって、秋田で、関連企業の集積を強め、クラスターへ発展させていく。 

 

朽木モデルを利用した秋田でのクラスター形成過程 

秋田に産業集積の基礎が整っていることは分かった。では、秋田に現存するリサイクル

産業の集積地である「秋田県北部エコタウン」について朽木モデルに当てはめながら、ク

ラスターの形成を検討していく(図 2.6)。 
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図 2.6 秋田北部エコタウン地域マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)秋田県庁「リサイクル・ポート能代港利用促進マニュアル」 

 

第 1 段階：集積 

◆関連企業 

DOWA ホールディングス株式会社が経営する世界最先端の精錬所と、系列会社のレアメ

タル・リサイクル会社が集積している。レアメタル・リサイクル以外にも、家電リサイク

ル、プラスチック・リサイクル、などリサイクル関連産業が集積している。再商品化施設

等の適正処理施設も充実しており、リサイクル全体を下支えしている。 

 DOWA ホールディングス株式会社は各種レアメタルを含め、17 種類の有価金属を回収

する高い技術を確立しており、この技術をもとに金属リサイクルも手掛けている。また、

多種多様なリサイクル原料を受け入れて、有価金属回収や無害化処理・最終処分を行って

いる。 

 

◆キャパシティ・ビルディング(Ⅰ) 

キャパシティ・ビルディングにより、アンカー企業を優位する条件が整う。第一段階で

は、集積を促すため、インフラ整備や制度整備が重要となる。その内容を詳しく見てい

く。 

(1) インフラ整備 

すでに述べた回収フローで回収した小型家電は陸路および海路で運搬される。陸路では

東北自動車道および日本海沿岸東北自動車道という物流網を利用できる。さらにクラスタ

ーの拠点地域である大舘―小坂間が 2013 年に開通予定であり、さらに効率のよい陸上輸

送が可能である。海路では能代港を利用する。能代港は全国に二十一港あるリサイクル・

ポートのひとつとして指定されており、環境に優しいとされる海上輸送の拠点港である。 

(2) 制度整備(集積段階) 

現段階で、秋田に集積をさせる有効な制度はない。そこで、政府によるリサイクルした

レアメタルの買取りを実施する。第 3 章で詳述する。 

(3) 人材育成 

 第一段階の人材育成とは、リサイクルの技術者を育てることである。専門的機関として

金属鉱業研修技術センターが存在し、非鉄金属リサイクルにかかる技術研修の受け皿が整
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備されている。また、資源開発、資源リサイクル等にかかる事業の促進、研究開発、研修

(海外技術者含む)等も実施されている。 

(4) 生活環境整備 

 発展途上国に比べ、日本では電力、水道、住宅環境など生活環境が整っている。病院や

学校、交通機関の整備もされており、十分といえる。 

 

◆アンカー企業 

今回のリサイクル・クラスターにおいては、主要なリサイクル企業である。すでに

DOWA ホールディングス株式会社というアンカー企業が存在していることになる。ただ

し、一社だけでは競争環境は生まれないので、キャパシティ・ビルディングを整え、アン

カー企業を数多く呼び込む必要がある。 

 この要素を、朽木モデルに当てはめると図のようになる(図 2.7）。既存の要素の他に、

政府のレアメタル買取り制度を整えると、キャパシティ・ビルディング(Ⅰ)が整う。こう

してアンカー企業を誘致できる条件が揃い、集積が生まれる。 

 

図 2.7 第一段階：集積のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）朽木昭文氏のフローチャート・アプローチをもとに筆者作成 

 

第 2 段階：イノベーション 

次は、今回の目的でもあるイノベーションを発生させる状態を作る。これは、第二段階

のイノベーションのフローに要素を当てはめて考えていく。ここでは、技術者に加えて研

究者の人材育成が必要になる。 

 イノベーションを生むためには技術が必要であり、そのための人材育成が重要となる。

よって、大学、研究機関はイノベーションを発展させるために大前提の項目である。ここ

には、東北大学や秋田大学、金属鉱業研修技術センターが当てはまる。 

 

◆キャパシティ・ビルディング (Ⅱ) 

(1) インフラストラクチャーの整備 

日本では生活インフラは十分揃っているので、不自由のない生活を営める。 
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(2) 制度整備(イノベーション創造段階) 

現段階で秋田にイノベーションを促進させる制度はない。そこで、イノベーションを加

速させる制度として、SBIR を利用する。第 3 章で詳しく述べる。 

(3) 人材育成 

 研究機関としては秋田大学、東北大学が存在する。秋田大学は工学資源学部を有してお

り、より専門性が高い機関である。またこのクラスターに立地しているわけではないが、

東北大学は前述した都市高山を提唱し、「東北大学レアメタル・グリーンイノベーション

研究開発拠点」と称した事業に着手するなどレアメタル研究が盛んであり、大きな影響力

を持つ。よって、秋田大学や東北大学、各種研究機関で優秀な研究者が育成できると考え

られる。 

(4) 生活環境整備 

 日本では、生活インフラに加え、文化的な生活を送るための環境がすでに整っている。

この項目は十分だと言える。 

 

◆アンカーパーソン 

アンカーパーソンとは核となる人物であり、今回のリサイクル・クラスターにおいては

優秀な研究者のことである。キャパティ・ビルディングを整えることで研究しやすい環境

が整うので、優秀な研究者が集まってくる。また、人材育成をする中で生まれることもあ

る。 

 こうしてイノベーションのフローチャートが出来上がる(図 2.8)。第 2 段階のイノベーシ

ョンができることで、完全なクラスターが出来上がるのである。こうしてイノベーション

が生まれ、リサイクル技術の向上を促進する。 

 

図 2.8 第二段階：イノベーションのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）朽木昭文氏のフローチャート・アプローチをもとに筆者作成 
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2.3 政府によるレアメタル買取り制度 
 これまでで、小型家電が回収されリサイクルに至るまでのフローに不足する要因を満た

した。本節では、リサイクル・システムにこれまで考慮されていなかったリサイクルされ

た後のフローに関して、政府のレアメタル備蓄制度の現状を元に考察していく。 

 

リサイクル・レアメタルに想定される状況 

 リサイクルである以上、リサイクルされたレアメタルは製造業を経由し再び製品の一部

となり消費者の手に環る事が望ましい。ただし、初期のリサイクル・レアメタル価格に関

し、次の二つの状況が想定されるべきである。 

(1) リサイクル・レアメタル価格が輸入レアメタル価格よりも安い 

(2) リサイクル・レアメタル価格が輸入レアメタル価格よりも高い 

 

(1)の場合、製造業はリサイクル・レアメタルを購入するが、(2)の場合は買い手がつかな

い。(2)の場合、リサイクル業者の能力が不十分であり、価格競争力がないと考えられるの

で、産業を育成する観点から政府介入の必要性がある。 

 

政府のレアメタル備蓄制度とリサイクル・レアメタルの買い取り 

政府は輸出制限や災害等によるレアメタル供給障害に対応するため、需要が見込まれる

鉱種に対して備蓄を行っている。備蓄の対象となるのは以下の 7 鉱種である。 

備蓄 7 鉱種…Ni , Cr , W , Co , Mo , Mn , V 

さらに要注視鉱種として 7 鉱種あり、備蓄鉱種を拡大しようとする動きがある。 

 政府は民間備蓄と政府備蓄を合わせて 60 日分(民間 18 日分、政府 42 日分)を備蓄量の

目標としているが 2009 年 3 月末現在で政府備蓄が 22.2 日分と目標に至っていない。 

そこで、上記の(2)のリサイクル・レアメタル価格が輸入レアメタル価格よりも高い状態に

リサイクル・レアメタルがある場合、政府がレアメタルを買い取り備蓄に回すことによっ

て備蓄を促進する。これにより、クラスター内のリサイクル業者の利益を守るとともに、

安定供給への強化につながる。 
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第3章  政策提言 

これまでの議論で、レアメタル・リサイクル・システムの構築に必要な要素は全て出揃

った。本章では、消費者の手元から小型家電が離れてから、また消費者に小型家電として

帰ってくるまでの流れを示し政策提言とする。 

3.1 政策提言の概要と本稿のオリジナリティ 
 政策提言の全体像は図 3.1 のようになる。本章では、このレアメタル・リサイクル・シ

ステムを 

3.2 小型家電が消費者から秋田のクラスターに回収されるまで 

3.3 秋田のリサイクル・クラスターで小型家電からレアメタルが取り出されるまで 

3.4 レアメタルが取り出されたその後のフロー 

の 3 段階に場合分けし論述していく。 

 政策提言を論述するにあたり、本稿のオリジナリティを整理しておく。それは、3.2 に

おける消費者への回収インセンティブとしてのデポジット制採用、3.3 の集積における企

業誘致のための政府によるリサイクル・レアメタルの買い取り制度、イノベーション促進

のための SBIR の利用、及び 3.4 全てである。 

 

 

図 3.1 レアメタル・リサイクル・システムの全体像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 
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3.2  小型家電が消費者から秋田のクラスター

に回収されるまで 
 

小型家電が消費者の手元を離れ、秋田にまで至るフローは図 3.2 に該当する。本節で

は、オリジナリティであるデポジット制度の導入と小型家電が秋田に至るまでのフローを

論述する。 

  

図 3.2 レアメタル・リサイクル・システムのフロー① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

3.2.1 回収対象となる小型家電とデポジット制度の適用 

回収対象となる小型家電 

回収対象となる小型家電は第 1 章の環境リサイクル・モデルから、小型家電の中でも比

較的レアメタル含有濃度が高い(1)携帯電話、(2)ゲーム機(小型以外)、(3)ゲーム機(小型)、

(4)ポータブル CD・MD プレーヤー、(5)ポータブル・デジタル・オーディオプレーヤー、

(6)デジタルカメラ、(7)カーナビ、(8)ビデオカメラ、(9)DVD プレーヤーの以上 9 品目を対

象とし回収を行う。尚、リサイクル方法としては環境省のリサイクル・モデルで記述した

シナリオ②を採用する。 

 

デポジット制度の導入 

 消費者から小型家電を回収する段階でデポジット制度を適用する。対象となる小型家電

を廃棄する場合、以下の 2 つの方法を消費者が選択できる。 

 

(1) 小型家電回収の日を新たに制定し、一般廃棄物と同じ廃棄物収集所への廃棄 

(2) 小売業者への小型家電の譲渡 

 

 デポジット制度が適用されるのは(2)の場合のみである。今後、小売で行われるやり取り

は、以下の 4 通りである。ここで、デポジット制度が施行される前に販売された小型家電

を旧小型家電、デポジット制度が施行された後に販売された小型家電を新小型家電とす

る。 
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(1) 旧小型家電を小売業者に譲渡し、新小型家電を購入する場合 

この場合、旧小型家電を対象としたリファンドは発生しない。また、新小型家電を購入

したことでデポジットが課金される。しかし、次回その小型家電を譲渡することでリファ

ンドを得ることが出来る。 

(2) 旧小型家電の譲渡なし、新小型家電を購入する場合 

 この場合、新型家電を購入した事でデポジットが課金されるが、次回その小型家電を譲

渡することでリファンドを得ることが出来る。 

(3) 旧小型家電の譲渡あり、新小型家電の購入なしの場合 

 この場合、リファンドもデポジットも発生しない。旧小型家電は回収される。 

(4) 旧小型家電の譲渡なし、新小型家電の購入なしの場合 

 この場合、リファンドもデポジットも発生しない。 

 

新小型家電が購入された場合、デポジット額が表示されたレシートを受け取り、これが

リファンドを受け取る権利証明書となる。新小型家電を小売に譲渡する場合は必ずレシー

ト発行元の小売業者に譲渡しなければならない。小売業者が売り上げた以上の新小型家電

を回収した場合、義務以上のリファンド額を支払わなければならないためである。リファ

ンド額は、第 2 章で求めた限界外部費用と等しい額となる。 

 

3.2.2 小売業者から秋田までの小型家電のフロー 

前項の 2 パターンによって回収された小型家電は、一度家電リサイクル法で指定されて

いる取引所で集積され、その後秋田へと運ばれる。指定取引所に保管されると、小型家電

の所有が小売業者から製造業者に移る。この際、小売業者から指定取引所を経由して秋田

までの運搬費用は製造業が負担する。 

3.3 リサイクル・クラスターで小型家電から

レアメタルが取り出されるまで 
秋田のレアメタル・リサイクル・クラスターを詳しく表したのが、図 3.3 である。第 2

章で、秋田において不足しているものは企業集積のための制度と、イノベーション促進の

ための制度であった。そこで、企業集積のためにリサイクル・レアメタルの買取り制度、

イノベーション活性化のために SBIR の利用を行う。本節では企業誘致から小型家電がリ

サイクルされるまでを論述していく。 
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図 3.3 レアメタル・リサイクル・システムのフロー② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

3.3.1 政府によるリサイクル・レアメタルの買い取り 

 第 2 章で述べたとおり、秋田における集積は改善が必要となる。その理由として、再生

資源のもつ価格決定の特殊性が関係している。一般にリサイクル・レアメタルの価格は 

 

回収費用＋処理費用＋企業の利益＝リサイクル・レアメタルの価格 

 

と表せる。デポジット制度やクラスターのイノベーション効果により費用は削減できる。

しかし、リサイクル・レアメタルの初期段階の価格は輸入レアメタルの価格より高い可能

性があり、これは企業努力では改善しきれない恐れがある。そこで、リサイクル価格が輸

入価格より高い場合、リサイクル・レアメタルを政府が買い取り、備蓄することが必要で

ある。 

 この政策はこれまで価格や量の面でリサイクルに乗り出せなかった業者に秋田に集積す

るインセンティブを与える。それだけでなく、これまで政府が行ってきたレアメタルの備

蓄量及びその鉱種を増やすことができる。この備蓄されたレアメタルは、輸入価格の急激

な上昇や輸入がストップした場合に放出でき、国家の資源安全保障に寄与する。 

 ただしこの政策は主に集積に有効であり、イノベーションを引き起こす直接的な要因に

はならない。イノベーションによって費用を削減し自社の利益を増加させることと、研究

開発等のリスクを天秤にかけ、政府買い取りのみを利用する可能性があるからだ。よって

次項でクラスターの第 2 段階であるイノベーションの集積に有効な SBIR 制度の利用を提

言する。 

 

3.3.2 SBIR の利用 

我々は日本版 SBIR をレアメタル・リサイクル技術の開発に適した内容に変更し、変更

した日本版 SBIR をイノベーション促進政策として利用することを提言する。 
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中小企業技術革新制度(日本版 SBIR)とは、政府が中小企業者等19による研究技術開発と

その成果の事業化を一貫して支援する制度である。 

具体的には、研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企業者等が活用でき、

その研究開発成果を活用して事業を行えるものを選び、SBIR 特定補助金等として指定し

ている。また、SBIR 特定補助金等の交付を受けた中小企業者等が、SBIR 特定補助金等を

受けて研究開発を行い、その成果を事業化する際に、様々な支援策を設けている。 

SBIR 特定補助金等の交付実績のある中小企業者等については、以下の事業化支援策を

受けることができる。 

(1)日本政策金融公庫の低利融資を受けることが可能。 

(2)公共調達における入札参加機会が拡大する。 

(3)「SBIR 特設サイト」において、研究開発成果などの事業 PR できる。 

(4)特許料等が減免になる。 

(5)中小企業信用保険法の特例措置が受けられる。 

(6)中小企業投資育成株式会社法の特例が適用される。 

(7)小規模事業者設備導入資金助成法の特例が適用される。 

 

また、表 3.1 は中小企業者等の定義である。 

 

表 3.1 中小企業者の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）中小企業技術革新制度 -Small Business Innovation Research 

ご利用の手引き -平成 22年度版- を基に筆者作成 

 

日本版 SBIR の支援内容を見ると、事業化の段階における支援策が規制緩和や資金の融資

となっていることや対象者が中小企業者等となっていることから、レアメタル・リサイク

ル技術開発に対する支援を十分に行うことができない。そこで、我々は米国版 SBIR で採

用されている三段階選抜制度20における第Ⅲフェイズの内容を参照し、事業化支援政策と

して政府調達を行うことを導入する。また、対象とする企業をレアメタル・リサイクル関

連事業者21とする。 

次に具体的な公募内容を記す。 

                                                      
19中小企業者や事業を営んでいない個人 
20 米国の SBIR 制度ではフェイズⅠ(F/S):10 万ドル、6~12 カ月、フェイズⅡ(R&D):75 万ドル、2 年程

度、フェイズⅢ(商業化):政府調達又は民間 VC へ紹介という三段階選抜制度を行っている。 

21 リサイクル事業者、鉄鋼業メーカー、その他レアメタルを用いた製品開発や事業展開を行う企業を指

す。 

業種 資本金 従業員数

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業 5千万円以下 100人以下

小売業 4千万円以下 50人以下

3億円以下 900人以下

旅館業 5千万円以下 200人以下

製造業、建設業、運輸業、
ソフトウェア業、情報処理
サービス業その他の業種

3億円以下 300人以下

ゴム製品製造業(自動車又
は航空機用タイヤ及び、

チューブ製造業並びに工業
用ベルト製造業者を除く）
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(1)技術開発課題 

レアメタル・リサイクル設備の技術開発 

(2)参加条件 

・レアメタル・リサイクル関連事業者であること 

・SBIR 特定補助金等や事業化支援策を受ける場合、最低 10 年は秋田県に設置予定のレ

アメタルクラスターに参加し、大学や研究機関、関連企業との技術開発提携を行うこ

と。 

・開発した技術は日本国内で特許取得をすること。 

(3)実施期間及び委託金 

表 3.2  実施期間及び委託金 

 

 

 

 

 

 

(出所)独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

平成 23 年度「SBIR 技術革新事業」の公募について を基に筆者作成 

 

以上により、秋田におけるクラスター形成とイノベーション促進のための要素がすべて

満たされた。これによりポーターのダイヤモンド・モデルが完成し、外部性が発生するこ

とでリサイクル・クラスター内でのイノベーションが活性化されると考えられる。 

 

3.4 レアメタルが取り出されたその後のフ

ロー 

 これまでで、小型家電が消費者から秋田に回収され、リサイクルされるまでのフローを

論述した。本節はその後のフローを示したものであり、これは環境省のリサイクル・モデ

ルでも考察されていなかった部分である。リサイクルされたレアメタルのその後のフロー

が図 3.4 である。 

  

レアメタルの買取りで考慮すべき前提 

 その後のフローを論述する上で確認するべき前提がある。 

(1) 第 1 章の仮定から、輸入レアメタル価格は将来的に上昇する。また第 3 章よりリサイ 

  クルレアメタルの価格はイノベーションの進展により下落していく。 

(2) リサイクルされたレアメタルは将来的に十分に需要が見込まれている。 

(3) リサイクルされたレアメタル価格は、 

「回収費用＋処理費用＋企業の利益＝リサイクル・レアメタルの価格」と定義する。 

 

以上の前提を考慮し、輸入レアメタル価格とリサイクル・レアメタル価格を比較し、政

府が取るべき対応を検討していく。 

 

 

 

実施期間 支援内容

F/S 6ヶ月間程度 1000万円

R&D 1年間程度 5000万円

商業化 各事業による 政府調達
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図 3.4 レアメタル・リサイクル・システムのフロー③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

 

政府によるレアメタルの買い取り制度 

あるレアメタルを A とする。リサイクルによって取りだされた A の価格を A₁ 、天然資

源から取りだされた A の価格を A₂ とする。A は第 1 項で示された前提に沿うものとす

る。リサイクル初期段階において、A₁ と A₂ は次の場合に分けられる。 

 

(1) A₁ ≦A₂ の場合 

この場合 A₁ は A₂ より低価格なので、当然製造業等レアメタルの利用者はリサイクル

されたレアメタルを購入する。また、政府は製造業に対し、製品を作る過程でリサイクル

しやすい設計努力を要請する。レアメタルをリサイクルしやすい設計にすることで、リサ

イクル費用が下がり、製造業も安価なレアメタルを購入できるという好循環が生まれる。 

 

(2) A₁ ≧A₂ の場合 

この場合 A₁ は A₂ より高価格なので、リサイクルされたレアメタルに製造業の買い手

はつかない可能性がある。そこで、リサイクル事業者の利益を守るため、このレアメタル

は政府が買い取る。買い取ったレアメタルは備蓄に回し、価格が急騰した時などに放出す

る事で価格の安定化を図ることが出来る。また、レアメタルの輸出禁止措置などの非常事

態に対し、備蓄を放出することができる。 

 日本版 SBIR の場合、政府がリサイクル・レアメタルを買い取ることができない。初期

段階において、(2)の状態が長引くとリサイクル業者が倒産危機に陥るため、SBIR の改定

によりリサイクル・レアメタルの政府調達を可能にする必要がある。 
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 このレアメタルの買い取りを、対象となるレアメタル全てに適用し幼稚産業の育成を図

る。ただし、政府の支援期間を 10 年間とし、リサイクル業者に対しリサイクルコストの

削減を促す。リサイクルコストの削減が進んだ場合、経済性を保てる産業へと成長した段

階で民間に全て権限が委譲された、レアメタル・リサイクル・システムが完成する。 
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第4章  本稿の課題と今後の展望 

 本稿ではレアメタル・リサイクル・システムの構築を政策提言として論述してきた。

本章ではリサイクル・システムの課題と今後の展望について言及する。 

 本稿の政策提言の課題として 3 点が挙げられる。第 1 に、使用済小型家電の回収率向上

を目的としてデポジット制度を採用したが、他のインセンティブ付与型の回収制度との比

較を行っている先行論文が見当たらなかったため、デポジット制度の優位性を定量的に表

すことが出来なかった。そのため、デポジット制度適用のための法改正などより具体的な

内容を記すことは本稿では控えた。ただ、ペットボトル回収や鉛バッテリーにおいてデポ

ジット制度が採用され高い回収率を達成しているのは事実であるため、今回はデポジット

制度を採用するに至った。 

 第 2 に、小型家電をリサイクルした後のフローに関し、先行研究が存在せず、かつ、ク

ラスター内での費用削減効果の予測が不可能であるため、不明瞭な点が多い。このフロー

を示したのは本稿が初であり、この政策提言が発端となり、小型家電のリサイクル後のフ

ロー構築への議論が活発化することを期待する。 

 第 3 に、このリサイクル・システム構築によってどれほどの社会的効果が生まれるのか

が測定不可能な点である。理由として、クラスター内のリサイクル技術の向上や費用削減

効果などが計り知れないことが挙げられる。 

 これらの課題解決には、実際に政府による検討や、実験が繰り返しなされることが望ま

れる。本稿は、現状の問題解決を推し進める上での足掛かりとなるであろう。日本の資源

問題に関する議論が進展するとともに、我が国の高度な技術・製品開発を支えてきたレア

メタル産業が今後も発展していくことを願う。 
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