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要約

　2015年のパリ協定採択以降、カーボンニュートラルに向けた動きが加速しており、日本
においても2020年11月菅義偉内閣総理大臣によって同様の目標が掲げられた。これに伴
い、各分野で脱炭素化の動きが進んでいる。特にエネルギー分野では再生可能エネルギー
へのシフトが進んでいる。2015年の政府目標では、2030年時点で再生可能エネルギーの供
給割合を2018年時点の2倍以上にするとしており、今後より一層大きな変革が必要である
ことがわかる。

　日本において、その変革の中心となっているのが太陽光発電である。関連省庁で様々な
積極的導入促進計画が検討されており、太陽光発電がもたらす影響力は拡大すると考えら
れる。ゆえに、デメリットに関する議論を十分に行う必要がある。太陽光発電のデメリッ
トについては、山地の多い日本で広く発電用の土地が確保しづらいこと、発電量が時間帯
や季節によって左右されることもその一例だが、特に太陽光発電モジュールの廃棄に関し
ての議論は不十分であり、導入を推し進めるにあたって重要となる。

　この廃棄問題に関し、日本では2030年代から2050年代に使用済み太陽光発電モジュール
の排出量はピークに達し、産業廃棄物の最終処分量の約6%を占めるという推計が存在す
る。一方、太陽光発電の廃棄に関する専門の枠組みは現状存在しない。つまり、循環型社
会の中核を担うエネルギーとして、太陽光発電はライフサイクルを通じて高い持続可能性
を持つよう早急な処理システムの構築が求められている。また、具体的な課題として、最
終処分場の圧迫、放置や不法投棄、有害物質の放出等が懸念されており、日本は積み立て
制度や有害物質に関しての周知による適正処理の促進をはかっている。しかし、使用済み
太陽光発電モジュールの適正処理システムの構築や廃棄量の削減に関しては法制度の改革
の着手やガイドラインの作成にとどまり、具体的な規制や政策には至っていない。また、
その処理システムの中心となる太陽光発電モジュールのリサイクル技術は開発途上であ
り、短期間で多数の産業廃棄物処理業者が導入可能なレベルまでの技術の成熟は難しいこ
とが分かった。

　ゆえに、本稿では太陽光発電の廃棄問題解決にむけたリサイクル促進政策の立案を目指
す。この大きな目的は太陽光発電導入に積極的な政策をとるにあたって、持続可能性を損
なわないよう同時に進めるべき政策を提言することである。

　よって本稿の分析では、第一に現在検討されている様々な太陽光発電導入政策を実行し
た場合の太陽光発電モジュール排出量を推計した。ここでは、2050年までに各省庁などに
おいて検討されている様々な施策をもとに、導入シナリオを作成し、シナリオ別に排出量
推計を行った。これより、今後導入が見込まれる太陽光発電促進政策を実施した場合、
2040年後半をピークに太陽光発電モジュール排出量は大幅に増加することが分かった。

　第二に、一般的な環境政策、特にリサイクル促進政策を理論的に比較しこの問題解決に
適切な政策を分析した。これより、リサイクルへのインセンティブ付与と国がその財源を
有効活用できることから、課税が適正であると考えた。
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　最後に、太陽光発電モジュール廃棄税を導入した太陽光発電モジュールのリサイクル選
択モデルを構築・考察し、現実のデータを用いたシミュレーションを行うことでその導入
の方向性を検討した。これより、現時点で比較的実現可能性が高いリサイクル技術のコス
トと税率で達成できるリサイクル率は小さいことが分かった。さらに、社会全体で達成可
能なリサイクル率をあげる必要があり、そのためには廃棄税による価格調整よりも低コス
トリサイクル技術の開発が効果的であると分かった。またこれより廃棄税の導入にあたっ
てはその税収を活用したリサイクル促進に力を入れるべきであるとしている。

　この結果を踏まえ、以下の政策提言を行う。

　【政策提言1　使用済み太陽光発電モジュール一時集積保管所の設置】
　【政策提言2　太陽光発電モジュール廃棄税の導入】
　
　まず、リサイクルシステムの構築が太陽光発電モジュール排出のスピードに追いつか
ず、埋立処理量が増加してしまうという課題を解決するため、一時集積保管所の設置の優
先を提言する（政策提言1）。また、リサイクルコスト低減化を進めるためには、リサイ
クル技術の革新が必要であり、リサイクル技術革新のためには財源が必要であること、低
コストのリサイクル技術が開発された後は、埋立処分のコストをあげ、リサイクル技術の
導入を後押しする必要があることから廃棄税の導入を提言する（政策提言2）。
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第1章　現状分析及び問題意識

第1節 日本における太陽光発電の課題

第1項 太陽光発電とは
　太陽光発電は、地球温暖化対策、ひいては持続可能な社会形成の中核である再生可能エ
ネルギーの一つで、特に導入が進んでいるエネルギーである。シリコン半導体などに光が
当たると電気が発生する現象を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池により直接電気に
変換する。

　近年、地球温暖化の主要因と考えられている温室効果ガスの排出抑制と持続可能な社会
の形成は世界各地で取り組まれている。特に再生可能エネルギーについては2015年のパリ
協定採択以降導入が加速しており、その中心となっているのが太陽光発電である。国際再
生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2020年の世界の新規電力容量の80％が再生エ
ネルギー由来であり、太陽光と風力がその91%を占めている（IRENA, 2020）。2018年時点
で太陽光発電の累積導入量は、中国、アメリカ、日本、ドイツ、イタリアの順に多い（資
源エネルギー庁, 2020）。

　太陽光発電が他再生可能エネルギーと一線を画す特性として、立地制約等が少なく分散
型電源となりうること（JPEA, 2020）、比較的発電コストが低いこと（経済産業省,
2021a）があり、上述のように太陽光発電の普及が進む要因である。

第2項 日本における太陽光発電の推進　
　日本における再生可能エネルギー導入は太陽光発電を中心として進んできており、今後
も導入は積極的に促進される見込みである。

　日本における再生可能エネルギー促進の軌跡は、表1にまとめた。
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表1 日本における再生可能エネルギー促進の経緯2

　これより、太陽光発電はかなり初期の段階から導入を促進する具体的な取り組みが行わ
れていることが分かる。ただし、最も大きく再生可能エネルギー普及を進展させたのは
2012 年 7 月に始まるFIT 制度である。FIT 制度が導入されてから日本でも再生可能エネ
ルギーの導入が急速に拡大し、特に太陽光発電による発電電力量は制度導入から約 3 年
間で 40 倍以上に増加した（小川, 2018）。その後も増加は続き、太陽光発電システムの
累積導入量は、2020年末に61GWに達している。これは国内の年間発電電力量の8.9%に値す
る（isep,2021）。2020年の電源構成においては、再生可能エネルギー全体としては年間
発電電力量の20.8%を占めており、太陽光発電はそのうち8.5%に値する。つまり、現在再
生可能エネルギーは太陽光発電を中心としてある程度普及に成功しているといえる。これ
は、立地制約が少なく、比較的発電コストが低い等太陽光発電の特性に加え、上述のよう
に初期段階から様々な施策で導入が促進されていたこと、研究開発によってコスト低減化
に成功していること等が背景として考えられる。

　しかし、依然主力電源は火力発電であり、国は再生可能エネルギーの大量導入による再
生可能エネルギーの主力電源化を検討している。これは持続可能な社会の形成を目指して
いるためである。具体的には、2020年10月菅義偉内閣総理大臣が「2050年までに、温室効
果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社
会の実現を目指す」ことを宣言している（首相官邸, 2020）。カーボンニュートラルの達
成のためには事業用、非事業用の利用ともに大幅な生活変容を求められ、発電分野での脱
炭素は急務となる。

　これを受け、環境省をはじめとする関連省庁は再生可能エネルギー導入を促進する様々
な施策を検討しており、他エネルギーに比べ普及が進んでいる太陽光発電については「最
大限」の導入に取り組むことを発表している（環境省, 2021）。ゆえに、今まで以上に太
陽光発電の導入を促進する施策が講じられている。表2は、2030年を目標に実行が進めら
れている施策である。

表2 2030年を目標に実行が進められている施策3

3 経済産業省（2021）, 環境省（2021）,国土交通省（2021）より著者作成。

2 資源エネルギー庁（2020）より筆者作成。
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　これらの目標が達成された場合、2030年における太陽光発電の発電電力量は110GWとな
る。これは、2020年度の太陽光発電の発電電力量の約2倍である。ゆえに、太陽光発電が
もたらす影響力は拡大すると考えられる。よって、カーボンニュートラルの実現に大きく
貢献することが期待できる一方、デメリットに関する議論を十分に行う必要がある。

第3項 太陽光発電の課題
　太陽光発電導入のデメリットは、表3の通りである。なお、本項では3の廃棄問題につい
て詳しく言及する。

表3 太陽光発電のデメリット4

4 産業技術総合研究所（2009）環境省（2019）、モルジャリア（2018）、国立環境研究所（2021）NEDO（2020c）よ
り、筆者作成。
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図1 太陽光発電施設の建設ポテンシャル5

　

廃棄問題（太陽光発電のデメリット３）についての補足

　太陽光発電施設の建設拡大が進む中、太陽光発電モジュールは他のどの発電源よりも発
電量あたりの廃棄物量が多いと考えられている。これは主目的である持続可能性に関わる
問題であり、そのため、再生可能エネルギーの大量導入を支えるエネルギーとして、太陽
光発電モジュールは廃棄量の削減と適切な廃棄処理が求められる（Baldwin et al, 2015
）。しかし、現状、使用済み太陽光発電モジュールは基本的に産業廃棄物として埋立処理
されており、持続可能性の高い適正な処理システムは構築されていない。

　さらに、太陽光発電モジュール廃棄に関連する問題として、表4のように①最終処分場
の圧迫、②放置・不法投棄、③有害物質の流出が挙げられる（佐々木, 2020）。また、
金, 他（2019）によると、④二酸化炭素の排出も悪影響の一つである。

5 国立環境研究所（2021）。2021/11/3取得。上段が大規模太陽光発電施設（＞10MW）、下段が中規模施設（

0.5-10MW）。
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表4 太陽光発電モジュール廃棄の課題6

最終処分場の圧迫（太陽光発電モジュール廃棄の課題①）についての補足

　太陽光発電モジュールが埋立処理されていることから、使用済み太陽光発電モジュール
（以下、使用済みモジュール）の排出増加による一時的な最終処分場のひっ迫が懸念され
ている。環境省は全て埋立処分するとした場合の最終処分場への負荷を推計しており、将
来的に相当量の負荷がかかることを予測している。2012年度の産業廃棄物の最終処分量に
対する、排出見込みの太陽光発電モジュール（寿命25年）を全て埋め立てたと想定した場
合の埋立量の比率は、2030年に0.2%、2035年に0.5%、2039年に6%である。2020年の推計で
ある0.007%に比べ比率の増大が見込まれ、埋立処分場の負荷を軽減する技術・施策の必要
性が言及されている（環境省,2015）。ただし、同報告書においてこの比率には一定の地
域偏在性が存在することも示唆されており、埋立処分場の負荷を軽減する技術・施策を考
える際に地域毎の分析も重要となることを留意すべきである。

　上述のような太陽光発電モジュール廃棄問題は近年の太陽光発電の導入拡大とともに注
目度を増してきた。これは、これまでに導入された太陽光発電モジュールが既に使用済み
となって排出され始めており、その排出量は過去の普及カーブに沿って加速度的に増加す
ると想定されているためである。環境省は過去の太陽光発電設備の導入実績に基づき、寿
命到来（20,25,30年）と修理を含む交換（毎年の国内出荷量の0.3%）に伴う太陽光発電モ
ジュールの排出見込量を推計している（環境省,2015）。これによると、寿命25年と仮定
して2030年に約3万トン、2035年に約6万トン、2039年に約80万トンの太陽光発電モジュー
ルが排出されると見込まれる。時期に大きく違いはあるものの、どの寿命の仮定でも同様
に加速度的な排出量の増加が予測されている（図2）。

6 佐々木（2020）、環境省（2018）、金, 他（2019）より筆者が作成。
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図2 太陽光発電モジュール排出見込み量7

　また、現実では寿命到来を待たずに廃棄される可能性も十分にあり、早急な対策が必要
である。例えば、地震や台風、大雪等の災害時故障品が大量排出される可能性が指摘され
ている。実際、⻄⽇本豪⾬と台⾵21号、24号、北海道胆振東部地震に伴う太陽光発電設備
への被害については、 計48件の事故報告がされており、一定量の太陽光発電モジュール
が廃棄されていると考えられる（経済産業省, 2018）。また、FIT制度終了後に事業者が
太陽光発電モジュールの寿命到来を待たずに太陽光発電から撤退する可能性も指摘されて
いる（環境省, 2015）。

　これを受け、2018年、経済産業省資源エネルギー庁の総合エネルギー調査会は「太陽光
発電設備の廃棄対策について」取りまとめている。同年、環境省は「太陽光発電設備のリ
サイクル等の推進に向けたガイドライン」の第二版により、廃棄太陽光発電モジュールの
取扱い、解体・撤去、リユース、収集・運搬、リサイクル、埋立処分等について整理して
いる。しかし、上述のような廃棄量の削減や適正処理システムの構築に対する方針は議論
されているものも、それらを推進する施策は少ない。

ただし、関連する②放置・不法投棄と③有害物質の流出の問題に関しては、具体的な施
策が講じられている。②について資源エネルギー庁が廃棄等費用のための積立を担保する
制度を立した。本制度により、転売によって事業者が交代したとしても、廃棄時まで費用
が保全されることや、適切な廃棄によって地域の懸念が払拭され、太陽光発電事業が地域
と共生し、社会への安定的な定着につながることなどが期待されている。この制度を運用
するために必要な法律事項を含む「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための
電気事業法等の一部を改正する法律案」が、2020 年2月 25 日に国会に提出され、同年6
月5日に成立した。現在、2022 年7月1日の施行に向けて準備が進められている（佐々木,
2020）。

また、③有害物質の流出に関しては、環境省が関係者に周知を図るなどの施策が講じら
れてきた。まず環境省は、2018 年12 月に上述の 2016 年3月のガイドラインを改定し、
メーカー等による有害物質含有に関する情報提供の必要性・方法を明示するとともに、排

7 環境省（2015）。2021/11/3取得。
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出事業者等から処理業者への有害物質含有情報の伝達に関する関係者の役割を明確化し
た。また、最終処分（埋立）方法の判断が現場でまちまちであることに対して、2018 年
12 月に改定したガイドラインに、太陽光発電モジュールを埋立処理する場合、おおむね
15 cm以下に粉砕するなどした上で、遮水設備等が備わった管理型最終処分場に埋め立て
ることを明示し、関係者への周知を図っている（佐々木, 2020）。

　留意点として、これらは適正処理につながるものの、排出量の削減という、太陽光発電
モジュール廃棄問題の根本的な問題の解決には至らない。今後はそれらを実現する具体的
な方法を議論する必要がある。

第2節 太陽光発電モジュールの適正処理

第1項 太陽光発電モジュール処理の現状
　前述の通り、現行制度において太陽光発電モジュールは最終的に埋立処理されている。
廃棄処理法により、住宅用の太陽パネルを使用者自らが取り外すケースを除き、基本的に
は産業廃棄物に該当するためである。ただし住宅用の太陽光発電モジュールを使用者自ら
が取り外す場合は一般廃棄物である。なお、屋根設置・地上設置によらず、建設資材とし
て解体工事の対象となるが、建設リサイクル法で分別解体と再資源化が義務付けられてい
る特定建設資材には該当しない（環境省, 2015）。

処理フローは、太陽光発電設備メーカーから初期不良品が排出されるルートとその他建
物解体業者や施工業者等から施工後の不良品や使用済太陽光発電モジュールが排出される
ルートに大別でき、特に後者のルートについて資源を最大限有効活用する処理システムを
議論する必要がある。環境省の報告によると、太陽光発電設備メーカーの初期不良品はあ
る程度の量になるまで保管された後、処理業者（金属スクラップ業者や非鉄製錬業者等）
に引き渡され、アルミや鉄、銀等再利用できるものを分別し処理されている。このように
一定量まとまった引き渡しは効率的な運搬・処理を可能にしていると推察されている。対
して排出が小規模かつ分散する施工後の不良品や使用済の太陽光発電モジュールが排出さ
れるルートでは、その他の排出物と同様に従来の産業廃棄物処理の流れの中で処分されて
おり、太陽光発電モジュールの資源を考慮し最適化された処理が行われているとはいえな
い。現在の排出はほとんどが前者の初期不良品だが、将来的には寿命到来に伴い後者の排
出量が圧倒的に多くなると考えられ、最終処分場への負荷を考慮し処理システムの改善が
必要である（環境省, 2015）。なお、太陽光発電モジュールは産業廃棄物の品目である
「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック
類」の混合物として取り扱われるため、それらの許可品目を持つ収集運搬業者や処分業者
に委託しなければならない。また、太陽光発電モジュールは電気機械器具に該当するた
め、使用済み太陽光発電モジュール由来の産業廃棄物を埋立処分する場合には、管理型最
終処分場への埋め立てが必要となる（環境省, 2018）。以下図3は、太陽光発電モジュー
ルの処理の現状の全体像をまとめたものである。
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図3 太陽光発電モジュールの処理の現状8

第2項 太陽光発電モジュールの適正処理

　循環型社会形成推進基本法においては、廃棄物等の処理の優先順位として、①発生抑制
（リデュース）、②再使用（リユース）、③再生利用（リサイクル）、④熱回収、⑤埋立
処分との優先順位を定めている。そのため、太陽光発電モジュールにおいてもこのような
優先順位で取扱うことが望まれる（環境省, 2018）。

　適切なメンテナンスや可能な限りリユースすることがリデュースにつながる。部品の交
換修理は現在ほとんど行われていないが、研究事例は存在する。Lin, 他（2011）は、太
陽光発電モジュール間の接続および太陽光発電モジュールを端子箱に接続するための中継
ボックスであるジャンクションボックスの故障を分解・解析するために、2種類の方法を
確立した。

　太陽光発電モジュールの国内リユースはほとんど行われていない。これは、現状では販
売先がなく、リユースビジネスが成立していないためである。また、メンテナンスのため
の機材のイニシャルコストが高いため、一定量の需要と供給が見込めない限り機材への設
備投資は難しく、リユース促進には販路の拡大が必要である。対して、海外リユースの事
例は多くはないが存在している。個人向けに流通しており、輸出先では系統連携するわけ
ではなく、独立電源として使用されることが多いと報告されている。ただし、いつまでも
東南アジアの需要が続くことはなく、東南アジアも徐々に中古品から新品へのニーズが高
まることが予想されている。また、最終的には寿命が到来し処理が必要となるため、海外
リユースで太陽光発電モジュールの廃棄問題を解決できるとは言い難い（環境省, 2015
）。

リユースできないものは可能な限りリサイクルすることが望まれる。太陽光発電モ
ジュールのリサイクルとは、基本的に、太陽光発電モジュールから有用な素材を選抜・分
離し再利用することを指す。現在、埋立処理の過程で一部の資源が回収されている例もあ
るが、未だ多くの有用な資源が分離・回収されていない状況で、リサイクルシステムの構
築には程遠い。これはその有用な資源を分離する技術が未成熟なためであり、現状リサイ
クルビジネスとして成立している例はない。これを受け、NEDOや環境省はリサイクル技術

8 環境省（2018）より筆者作成。
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開発支援やモデル事業を実施している。現在、これらの調査・開発に関わる企業を含め、
リサイクルビジネスの事業化を目指す企業は複数存在している。ただし、リサイクルの方
法は各社によって異なり、破砕の有無や選別技術（物理選別を主とする乾式処理と、水比
重や薬剤を用いる湿式処理に大別される）に特徴があるが、現時点では技術の優劣は明確
となっていない。また、砂田, 他（2018）は、太陽光発電モジュールリサイクルシステム
の構築において、①全量マテリアルサイクルを目指す、②リサイクル製品の確実な出口
（販路）を確保する（販売先の受入基準を満たす品質の製品を製造する）、③リサイクル
事業（事業収支）を成立させる（処理や運搬（集荷・出荷）の効率化等）が重要であると
述べており、リサイクル技術はこの観点に基づき研究、構築されている。以下図4は、太
陽光発電モジュール適正処理の全体像である。

図4 太陽光発電モジュールの適正処理の全体像9

第3項 海外動向

　太陽光発電モジュールの適正処理に関わる海外動向は表5が示す通りである。

9 環境省（2018）より筆者作成。
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表5 太陽光発電モジュールをめぐる海外動向10

第3節 太陽光発電モジュールのリサイクル

第1項 リサイクル技術
　太陽光発電モジュールのリサイクル技術は、ヨーロッパ、日本、アメリカを中心に研究
されており、日本は研究が進んでいる国のひとつである（Xu,et al, 2018）。図5は、一
般的な太陽光発電モジュールの構造である。これらを、1）モジュール分離技術によって
分離し、2）マテリアルリサイクル技術によって有用資源を回収・再資源化する。

10 Majewski（ 2021）、環境省（2015）、河本（2018）より筆者作成。
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図5 多結晶シリコンモジュールの素材構成11

1）モジュール分離技術
　物理選別を主とする乾式処理と、水比重や薬剤を用いる湿式処理等によって太陽光発電
モジュールを図5の素材ごとに分離させる。分離させた素材は、そのまま再利用するか、
貴金属やシリコンの回収を目指す。

　アルミフレームは比較的容易に分離できる太陽光発電モジュール部であり、再使用しや
すい。アルミフレーム枠外し機の開発も行われており、効率的な分離が可能である。アル
ミフレームが取り外されたモジュールは破砕機に通しガラスを破砕・除去することができ
る（環境省, 2018）。また、Fernandezら（2011）は結晶シリコンパネルのリサイクルに
ついて、酸、アルカリ溶媒および有機溶剤を用いて、EVAフィルムを除去または溶解させ
る手法を確立した。

　NEDOは日本における太陽光発電モジュールのリサイクル技術開発を牽引しており、特に
モジュール分離技術で成果をあげている。2020年に分解処理コスト5円/Wのモジュール分
離技術の開発を達成した（NEDO, 2020d）。特に、ガラスとシリコンセルの間の封止剤（
EVA）層を加熱した刃で切断し、ガラスやシリコンセルを破砕せずに分離回収できる
「ホットナイフ分離法」は注目を集めた。現在も開発は進行中で、NEDO（2021）による
と、2023年度末までに資源回収率80%、3円/Wを目指してモジュール分離技術の開発を行っ
ており、順調であると報告している。

11 Xu,et al（2018）より筆者作成。
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2）マテリアルリサイクル技術

　太陽光発電モジュールから貴金属をリサイクルする手法は、数多く研究対象になってい
る。これは、太陽光発電モジュールの資源価値のほとんどが貴金属（現在は主に銀）で決
まるためである。

　銀については、電池粉等の金属回収目的産物への濃縮を各プロセスで試みているが、産
物の銀濃度は投入物・プロセスによってばらつきが見られるのが現状である。今後はリサ
イクル技術開発を通じて、銀の濃縮を進め、リサイクルの採算性を向上させていくことが
重要と考えられている（環境省, 2015）。

　他の物質について、Sasalaetら（1996）は、薄膜太陽光発電モジュールからテルル化カ
ドミウムを物理的・化学的方法でリサイクルする手法を確立した。W. Bergerら（2010）
は、薄膜太陽光発電モジュールについて、粉砕や浮遊などの湿式の機械的処理または、バ
キュームブラストなどの乾式機械的処理方法によってテルル化カドミウムとCISをリサイ
クルすることを研究している。Granataaら（2014）は、複数の種類の太陽光発電モジュー
ルをまとめて処理する方法を研究し、2つの物理的方法を用いて、リサイクルされたポリ
シリコン、アモルファスシリコン、テルル化カドミウムの各太陽光発電モジュールを混ぜ
合わせて割れた後に熱処理やハンマーで割ることなどでガラスを直接リサイクルする方法
を確立した（Xu,et al, 2018）。

　しかし、これらの技術はモジュール分離技術ほど太陽光発電モジュールのリサイクル技
術としての開発は進んでいない。NEDO（2021）において、リサイクル部材(ガラス、樹脂
材など)の用途開発として、コンクリート評価、 カバーガラス単体の水平リサイクル検討
を開始すると述べられている。

第2項 リサイクル技術の持続可能性評価

1）環境的側面

　NEDO（2020a）では、NEDOが主導する「太陽光発電技術開発プロジェクト」の「低コス
ト分解処理技術実証」による開発技術の環境的側面についての評価を実施した結果が示さ
れている。 評価対象とした開発技術は、ホットナイフ分離法や、結晶シリコン型モ
ジュールの剥離技術、合わせガラス型モジュールのガラス解体、カバーガラスのEVA剥離
技術等である。

　使用済み太陽光発電モジュールの排出場所から分解処理プラントへの回収・輸送、プラ
ントにおける分解処理、回収物の輸送と再資源化、廃棄物の輸送と埋め立て処理にかかる
様々な環境負荷を推計している。これによると、リサイクルによる二酸化炭素排出削減効
果は大きく、リサイクルによって二酸化炭素排出量が削減できる（二酸化炭素排出の増加
がない）ことが分かった。 また、開発技術による分解プロセスにおける排出量は、輸送
や分解後処理（回収物の再資源化等） 等に伴う排出と比較すると小さいことが分かって
いる。また、二酸化炭素と同様に一次エネルギー消費量削減効果への貢献も認められた（
NEDO, 2020a）。

2）経済的側面
　環境省（2015）は、モデル事業等により収集したデータに基づき太陽光発電設備の撤
去・運搬・処理に関する費用対効果分析を実施した。これによると、「効率的な静脈物流
の構築」「回収量の確保」「有用資源の回収を可能」とし、撤去費用を除いても全ての
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ケースで便益より費用が上回った。ただし、埋立処理よりもリサイクルの方が費用便益比
は大きい結果となった。この「効率的な静脈物流」には使用済み太陽光発電モジュールを
一次集積することが含まれる。一定量をまとめることで、メーカーが何らかの形で運搬・
処理のスキームに入り効率的・効果的なシステムの構築が可能と考えられている。ただし
現在は、メーカーの手元に置かれている初期不良品以外、比較的小規模分散の排出分布と
なり、量が少なく、業者単独で一定量をまとめて確保することが難しい。「有用資源の回
収」とは、有用金属・ガラスとされている。なお、アルミフレームのリサイクルは埋立処
理にも含んでいるが、これ除くと関係者利潤、費用対効果はさらに悪化する。

また、太陽光発電モジュールのリサイクルを考えた場合、撤去・運搬コストに課題があ
るため、リサイクル技術だけではなく、撤去・運搬技術についても NEDO において技術開
発調査が行われている（環境省, 2015）。分解処理コストについては、NEDO の2021年度
実施方針で分解処理コスト 3 円/W（年間 200MW 処理時）が掲げられており、各事業者に
おいて低コスト化に向けた技術開発が進められているところである（NEDO, 2021）。

3）社会的側面
　NEDO(2020b)では、太陽光発電モジュールのリサイクルの社会的な側面として新規資源
調達費用回避効果、処分場における埋立処理費用回避効果が認められている。また、静脈
産業の振興、地域への貢献、技術の波及なども定性的に評価されている。まず、太陽光発
電モジュールリサイクルは、事業者のネットワーク活用によるそれを起点とした静脈産業
の振興・活性化が期待できる。ただし、課題として広域輸送認定などの対応が挙げられて
いる。さらに、リサイクル事業が展開されることは、循環経済を構築に繋がり地域内（広
域含む）の雇用拡大や生産額増加などの経済発展に貢献できると考えられている。加え
て、開発技術は、他製品のリサイクルなどへの活用につながる可能性もある。また、技術
導入の黎明期における廃棄太陽光発電モジュールの受入量不足の解決にもつながり、事業
化の促進に貢献できるものと考えられる。
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第2章 問題意識

　日本は2050年カーボンニュートラルを目標として再生可能エネルギーの導入拡大を進め
ている。今後は2050年に向けてさらに、太陽光発電を含む再生可能エネルギーは積極的に
導入される予定である。ゆえに、太陽光発電がもたらす影響力は拡大すると考えられ、デ
メリットに関する議論を十分に行う必要がある。

　太陽光発電のデメリットについては、特に太陽光発電モジュールの廃棄に関しての対策
が不十分であった。積み立て制度や有害物質に関しての周知による適正処理の促進を図っ
ているものの、太陽光発電モジュールの廃棄量の削減につながる適正処理システムの構築
に関しては法制度改革への着手やガイドラインの作成にとどまる。これより、今後はそれ
を実現する具体的な方法を議論する必要がある。

　廃棄量を削減する適正処理システムとして、太陽光発電モジュールのリサイクルが中心
となる。現在、ビジネスとしてはまだ成立していないものも、リサイクルに関する技術開
発は進行中である。それらの技術は、廃棄プロセスにおける二酸化炭素をはじめとする環
境負荷削減効果が認められており、関連産業や地域貢献等に良い影響を与えることも期待
されている。ただし、経済性については、効率的な静脈物流の構築、 回収量の確保、有
用資源の回収可能な技術の確立という現状の課題を克服した想定でもリサイクル処理全体
の利潤はマイナスであった。しかし、そもそも太陽光発電モジュールの廃棄は、太陽光発
電のライフサイクルの廃棄・処分コストが発生する段階にあたり、必ずしも利潤がプラス
になる必要はない。上述の仮定のもとのリサイクル処理は埋立処理に比べ費用便益比が大
きいことから、太陽光発電が発電の段階で十分な利益をあげるのであれば、上述仮定を満
たすリサイクル処理は十分持続可能な経済性をもつといえる。つまり、効率的で、十分な
回収量見込め、有用資源の回収可能なリサイクル技術・システムが成熟すれば、リサイク
ルの選択は社会的な費用を最小化する。このリサイクル技術の成熟にはそれの実際の運用
が不可欠であるが、上述の通り現在ビジネスとして成立する段階にない。これを鑑み、特
にリサイクル選択に関わる企業に対し経済的介入によるリサイクル促進施策が必要である
と考えた。
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第3章 先行研究及び本稿の位置づけ

第1節 先行研究
　太陽光発電モジュールの廃棄全般に関する論文には、Majewski,et al（2021）や、野田
（2019）などがある。Majewski,et al（2021）は太陽光発電の導入先進国の事例を元に、
各国の太陽光発電モジュールの排出量予測を論じている。さらに、各国の太陽光発電モ
ジュール廃棄に関する政策の変遷と、今後予想される排出量増加に対応する政策を検討し
ている。同論文は、欧米では廃棄に関する枠組みが完成しているのに対し、日本には太陽
光モジュールの廃棄に関する専門の取り組みが存在しないことが課題として指摘されてい
る。また野田（2019）は福岡県を例に、太陽光発電拡大に伴う課題、廃棄の要因の説明
と、環境省と北九州産業学術推進機構による排出量推計の紹介を行なっている。尚、排出
量推計は他にワイブル関数の故障確率を使用した推計（IRENA, 2016）や、NEDOによる出
力低下とFIT買取期間終了に起因する排出量の推計が行われている（資源エネルギー庁,
2018）。

　廃棄量を減らす手段としてリサイクルがあり、その正の外部性を認めた述べた論文とし
て、湯淺,他（2017）がある。同論文では使用済み太陽光発電モジュールのガラス再資源
化による環境負荷削減効果を定量的に分析しており、ガラスをタイル、ブロック、防音モ
ジュール等の建材に利用することで現状工程と比較し10%以上の二酸化炭素削減効果が得
られることを示している。現在、リサイクル技術は主にNEDOに委託され開発されており、
その経済的側面や環境的側面からみた効果・影響も同様に分析されている(NEDO, 2020b)
。

　また、リサイクルの促進に関して、システム構築については環境省を中心に議論されて
いる一方、それらを促進する具体的な政策に関する議論や研究はされていない。特に、経
済的手法について研究した論文は存在しない。廃棄量削減の経済的手法ついては、太陽光
発電モジュールとは異なるが、産業廃棄物税の使途選択について分析した論文として福
山, 内藤（2002）がある。同論文は産業廃棄物の不法投棄を課題として捉え、産業廃棄物
のリサイクル率と産業廃棄物税に関する理論を構築し、産業リサイクル率上昇によるリサ
イクル費用の上昇と、廃棄物処理費用の減少が等しくなるようなリサイクル率を導いてい
る。

第2節 本稿の位置づけ
　太陽光発電の廃棄問題解決にむけたリサイクル促進政策の提案を試みる。この主目的は
太陽光発電導入に積極的な政策をとるにあたって、同時に進めるべき政策を提案すること
である。ゆえに、分析ではまず2050年カーボンニュートラルにむけて現在検討されている
太陽光発電導入政策を実行した場合の使用済み太陽光発電モジュール排出量を推計する。
次に、リサイクル促進のための具体的な政策を検討する。ここでは一般的な環境政策、特
にリサイクル促進政策を比較し、現状分析を踏まえ、より適切と考えられる政策を検討す
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る。最後に、その政策の理論モデルを構築・考察し、データを用いたシュミレーションを
行うことでその導入の方向性を検討する。

　尚、日本の2050年カーボンニュートラルに向けた太陽光発電の導入政策を考慮した排出
量推計や、使用済み太陽光発電モジュールのリサイクル促進政策に関する理論モデルはま
だ存在しておらず、本論文はその点において独自性を持つ。
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第4章 分析・理論

第1節 太陽光発電モジュールの排出量推計
　本節では、2050年カーボンニュートラルを目標とする積極的な太陽光発電導入促進施策
を考慮し太陽光発電モジュール排出量を推計する。2030年までに行うとしている施策は各
省庁などにおいて様々なものが考えられているため、ここでは導入シナリオを作成しシナ
リオ別に排出量推計を行う（分析１）。

第1項 各省庁の太陽光発電導入促進に関する施策と導入シナリオ

1）環境省

　太陽光発電の追加的導入に関する環境省の政策として、2021年に小泉環境大臣は、以下
で述べる切り口から、最大限の導入の取り組みを行う旨を発表した（環境省, 2021）。そ
れぞれの切り口の詳細を述べる。

（ⅰ）公共部門の率先実行

　公共部門においては、地域脱炭素ロードマップ（令和3年6月国・地方脱炭素実現会議決
定）をふまえ、国・地方公共団体が保有する設置可能な建築物屋根等の約50%に太陽光発
電を導入することを目指す。

（ⅱ）民間企業や住宅での自家消費の推進

　民間企業における自家消費型太陽光の推進としては、脱炭素経営の促進や、事業モデル
の確立等のための支援実施等、自律的な普及を進めるために必要な後押しをする施策に取
り組む。

（ⅲ）地域共生型太陽光発電の推進

　地域共生型太陽光発電の推進としては、改正温対法を効果的に運用し、関係施策とも連
携しつつ、環境省を中心に国等も積極的に後押ししながら、約1,000の市町村が公有地や
脱炭素促進区域等において導入に取組む。

2）その他省庁

国土交通省

　国土交通省は、「国土交通グリーンチャレンジ」を掲げ、国土・都市・地域空間におけ
るグリーン社会の実現に向けた分野横断・官民連携の取組推進を行なうとしている。具体
的には、空港の再エネ拠点化を推進している（国土交通省, 2021）。

農林水産省

　農林水産省は、営農型太陽光発電の推進や、荒廃農地に再生エネ設備を設置しやすくす
るために農地転用規制の見直しを行なっている。しかし、「農山漁村地域における再エネ
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導入目標については、エネルギー基本計画の策定を待って検討」としており、具体的な数
値はだされていない（農林水産省, 2021）。

経済産業省

経済産業省に関して、太陽光発電導入量の具体的な数値が出されている政策はない
が、表6のような、未稼働の太陽光発電設備の稼働と現状の政策を継続した場合の2030年
における太陽光発電量の試算値をだしている（経済産業省, 2021b）。

表6 2030年における太陽光発電の導入見通し12

3)　追加導入量

　以下の表7は、上で述べた2030年を目標に実行が進められている施策と、それによる追
加導入量である。

表7 2030年を目標に実行が進められている施策と、それによる追加導入量13

4）一般社団法人太陽光発電協会（JPEA）

　JPEAは、GHG（温室効果ガス）80％削減を目標とした現行JPEAビジョンと、2050年カー
ボンニュートラル実現からのバックキャストである野心的目標の二つで、太陽光発電導入

13 経済産業省（2021b）, 環境省（2021）,国土交通省（2021）より著者作成。

12 経済産業省（2021b）より筆者作成。
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量を試算している（表8,9）。また、野心的目標達成のためには、1）コスト競争力による
コスト低減、2）用地確保、3）系統制約の克服・調整力の確保、4）電力市場への統合、5
）価値創出が必要であるとしている。

表8 目標別太陽光発電想定稼働容量14

14 JPEA（2021）より筆者作成。
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表9 セグメント別太陽光発電想定稼働容量（目標別）15

5）導入シナリオ

　以上を参考にし、2021年から2050年までの太陽光発電導入シナリオを表10のように作成
した。

表10 太陽光発電の導入シナリオ16

この4つの導入シナリオのもとの排出量を推計する。

16 筆者作成。

15 JPEA（2021）より筆者作成。
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第2項 推計手法
　IRENA,2016 の推計方法参考にし改定したものを使用する。

=Ｗ
𝑛

𝑖=0

40

∑ 𝑋
𝑛−𝑖

(𝐹 𝑖( ) − 𝐹 𝑖 − 1( ))＋𝑋
𝑛
×0. 001

Wn：n年の太陽光発電設備の排出量（t）
Xn：n年の太陽光発電設備の導入量（t）
F(i)-F(i-1)：導入後経過i年目の故障確率

第1項

　経過年数に伴う故障による排出を表す。故障確率分布はワイブル関数（F(t)、F(0)=0で
F(40)≒1）とする。導入からi年目の故障確率は、経過i-1年から経過i年の間に故障する
確率と考え、

　𝑃(𝑖 − 1 < 𝑡≤𝑖) = 𝐹(𝑖) − 𝐹(𝑖 − 1)

n年におけるn-i年に導入したモジュールの故障による排出量は、

𝑋
𝑛−𝑖

(𝐹 𝑖( ) − 𝐹 𝑖 − 1( ))

n年の故障による排出量は、

𝑖=0

40

∑ 𝑋
𝑛−𝑖

(𝐹 𝑖( ) − 𝐹 𝑖 − 1( ))

第2項

　初期損傷による排出を表す。初期損傷分は欧州における2011年実績（PVCYCLE報告）に
基づく0.1％の想定を用いる（NEDO, 2016）。

𝑋
𝑛
×0. 001

ワイブル関数

　故障の確率分布として、以下のワイブル関数を使用した。

=𝐹（𝑡） 1 − ⅇ− 𝑡 ∕𝑇( )α

　t： 経過年数（年）
　T：平均寿命（年）ここでは、30
　α：ワイブル曲線の典型的なS形状を制御する形状係数　故障確率値
　　　　通常損失シナリオα=5.3759、早期損失シナリオα=2.4928　
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　これは、IRENA（2016）で太陽光発電モジュールの故障確率を求めるために使用された
ワイブル関数である。αの値を上記のように定義することで、以下の表（表11）の仮定を
満たす通常損失シナリオと早期損失シナリオの2通りの故障確率分布を表す（図6）。

表11 太陽光発電モジュール損傷各シナリオ仮定17

　　　　図6 早期損傷シナリオと通常損傷シナリオのワイブル曲線18

第3項 使用するデータ

1）導入量

　導入量は、1993年〜2020年までは「資源エネルギー庁　エネルギー白書2018」のデータ
を用い、それ以降は導入シナリオにのっとり推計する。なお、1980年から1992年までは
1980年時点での累積導入量を0とし、1992年にかけて二次関数的に増加すると仮定し推計
する。

2）W→ｔへの変換

　発電力（GW）に関しては、以下の通り重量（t）に直す。太陽光発電モジュールの重量
あたりの発電ポテンシャルは技術革新に伴い向上するため、2020年から2040年までの導入
量を推計するにあたって、以下の2基準を用いる。

18 IRENA（2016）。2021/11/3取得。

17 IRENA（2016）より筆者作成。
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　2000年から2020年に関しては、Sander他（2007）より、1MWあたり100tと仮定する。
2020年以降に関しては、現在の国内太陽光発電モジュール出荷量シェア上位5企業（パナ
ソニック 、京セラ 、SHARP 、東芝 、三菱電機 ）の現在の住宅用太陽光発電モジュール19 20 21 22 23

の電力あたり重量を鑑み、1MWあたり60tと仮定する。

第4項 推計結果

1）推計結果

　推計結果は、以下の図7の通りである。

23 https://www.mitsubishielectric.co.jp/
1kWあたり64.0kg（PV-MA2500N）

22 https://www.global.toshiba/jp/top.html
1kWあたり56.6kg（SPR-X21-265）

21 https://jp.sharp/
1kWあたり66.4kg（NQ-256AF）

20 https://www.kyocera.co.jp/
1kWあたり63.3kg（KJ270P-5ETCG(Rooflex)）

19 https://www.panasonic.com/jp/home.html

1kWあたり60.0kg（HIT250αplus）
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図7 使用済み太陽光発電モジュール排出量24

2）推計結果の解釈

　早期③④モデル以外はいずれも2040年代後半にピークが訪れているのがわかる。また、
通常損傷モデルの場合、2030年度頃までは増加が緩やかであるが、2030年度以降、急速に
排出量が増加することが分かる。一方、早期損傷モデルの場合、比較的早い段階から一定
程度の排出があることが分かる。

第5項 最終処分場埋立圧迫度
　推計した使用済み太陽光発電モジュール排出量のうち、2020年と太陽光発電導入促進の
節目となる2030年と2040年、2050年における排出量をリサイクルせずに全て埋立処理した
場合の最終処分場の圧迫度合いを推計する。
　

24 筆者作成。
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1）推計手法

　該当年の各太陽光発電導入シナリオにおける使用済み太陽光発電モジュール排出量が
2018年に埋立処理された廃棄物量（ ＝9130000（ｔ）とする）の何割に及ぶかをみ𝑊

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦
ることで、最終処分場の圧迫度を考える。式は以下の通りである。

　 /𝑊 𝑊
𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦

2）使用するデータ
　2018年に埋立処理された廃棄物量： ＝9130000（ｔ）𝑊

𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑦
　2030年と2040年、2050年における排出量：「第4項 推計結果」で推計された数値
　

3）推計結果
　推計結果は以下の表12の通りである。

表12 2018年度比較　最終処分場埋立圧迫度（％）25

4）推計結果の解釈

　この表によると、通常損傷シナリオにおける2020年の最終処分場埋立圧迫度は0．05％
強であるが、2050年のものは、FIT既認定未稼働分の稼働のみをし、新規に太陽光発電設
備を導入しない場合でも2．5％であり、最も太陽光発電の導入を促進するシナリオの場合
だと100倍の5．1％であり比率の増大が見込まれる。また、早期損傷シナリオの場合、太
陽光発電モジュールの排出が通常損傷と比較して早期に行なわれるため、2030年には1．6
％以上の圧迫度となり圧迫度が急速に上昇することが分かった。

第2節 太陽光発電モジュールリサイクルの政策評価
　本節では、太陽光発電モジュールのリサイクル推進のため適した政策を検討する。環境
問題に対する政策では、主に直接規制的手法、枠組規制的手法、経済的手法が存在する。
各政策について、リサイクル推進効果、政策実行者にとっての負担や運用のしやすさの観
点から分析し、最適な政策を検討する（分析2）。

第1項 太陽光発電モジュールのリサイクル推進に留意すべき特徴
　太陽光発電モジュールのリサイクル推進にあたっては、環境問題に対する一般的な政策
比較に必要な視点に加え、以下の点に留意すべきである。

25 筆者作成。
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● 太陽光発電は今後導入拡大が予想されるため、排出量は2040年ごろにかけて飛躍的
に増加すること

● 太陽光発電モジュールのリサイクル技術は大幅な進歩が期待されること
● 経済面で、太陽光発電モジュール拡大推進を阻害しない政策を選択するべきである
● 政策を実施する上で、対象者は主にリサイクル業者、排出業者を想定する

第2項 太陽光発電モジュールのリサイクルにおける各政策の検討

1）直接規制的手法

　直接規制的手法のメリットは法的規制によって確実な効果を期待できる点が挙げられ
る。また強制力、運用上の厳格さがあるため、不公平が発生しづらい（環境省, 2000）。
これらの点は、今後飛躍的に太陽光発電モジュールの排出量が増える中で、確実に不適正
処理量を減らすために有意義であると考える。一方で、公平に法的規制を運用するために
は莫大なコストがかかり、費用対効果が小さくなってしまう。また、今後リサイクル技術
や導入量など、太陽光発電モジュールを取り巻く環境は大きく変化することが考えられる
ため、法的規制では柔軟な対応が難しい（環境省, 2000）。

2）枠組規制的手法

　枠組規制的手法のメリットは、直接規制と比較し、広範な対象、行為に対して法の運用
が可能である点である。また、運用にかかるコストを削減できる点も魅力である（環境
省, 2000）。太陽光発電モジュールはメーカーや規模が多様であり、それに伴って多様な
処理方法が必要となるため、法規制によって一元的に規制するよりも実態に即していると
言える。一方でデメリットとしては、強制力が小さいために形式的な運用で終わってしま
う可能性があることが挙げられる。また、自主的な努力に任せる上で虚偽の申告や隠蔽を
発見しづらくなる（環境省, 2000）。

3）経済的手法（課税/補助金・税制優遇）

　経済的手法のうち、課税のメリットは環境、経済の両面で効率性が高いことである。法
規制によって制限するのではなく選択の自由の下それぞれが最適な手段を選び取るため、
太陽光発電導入の障壁となりにくい（環境省, 2000）。一方でデメリットとしては、国民
の理解と合意が必要であること、経済的弱者にとって負担が重いことが挙げられる（環境
省, 2000）。小規模事業者・家庭による太陽光発電参入ハードルが高まることが考えられ
る。

　また、補助金や税制優遇などのメリットは課税と同じく経済効率と環境効率の同時追及
や選択の自由があることがある（環境省, 2000）。一方でデメリットとしては価格メカニ
ズムを歪め、環境負荷の低減にマイナスの効果を与えることが挙げられる（環境省, 2000
）。
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第3項 各手段の比較

表13 各政策の比較26

26 環境省（2000）より筆者作成。
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第4項 まとめ
　3つの政策を挙げて比較を行なった（表13）が、太陽光発電モジュールのリサイクル推
進にあたっては課税が最適であると考える。以下に根拠を述べる。
　
　規制的手法と経済的手法の間で比較する。規制的手法は総じて費用対効果が小さいこと
がデメリットである。太陽光発電は今後広く推進されるが、廃棄処理に対する予算は小さ
いことが予想される。また、太陽光発電モジュールの処理技術は現時点で未発達であり、
規制的手法を最初から始めることで技術発達を萎縮させる可能性もある。一方で、経済的
手法は金額や規模を柔軟に変更でき、技術発達等の割合に応じて負荷を変更することがで
きる。

続いて、課税と補助金を比較する。補助金と課税のメカニズムは図8に示す通りであ
る。補助金と課税の最も大きな違いは財源である。補助金は国の財源を事業者に与え、事
業者が利益を得るが、課税は事業者の納税分が税収として国の財源となる。今後技術革新
が必要となる太陽光発電モジュール処理に関して、国がその財源を適正に利用することが
できる課税が適正であると考える。

図8 補助金と課税のメカニズム27

27 筆者作成。課税の場合、不適正処理費用が青線に移行することで、代替財である適正処理の費用が赤線に移行
し、結果として適正処理量が増加する。補助金の場合、適正処理費用が赤線に移行することで、代替財である不適
正処理の費用が青線に移行し、結果として適正処理量が増加する。点線は供給曲線。
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第3節 太陽光発電モジュール廃棄税のシミュレー
ション

本節では、まず、使用済みモジュールのリサイクル選択モデルを廃棄税を導入した形で
構築する。次に、モデルを活用したシミュレーションを行う。これにより、廃棄税で使用
済みモジュールのリサイクルを促進するために必要な要素について検討する（分析3）。
　

第1項 理論モデル

　以下では、使用済みモジュールのリサイクル選択モデルを廃棄税を導入した形で構築す

る。

1）基本モデル

まず、経済は一つの処理業者、埋立業者、政府で構成されているとする。廃棄物の処理
という経済の静脈に焦点を絞って分析を行うため、財の生産・消費という経済の動脈は考
えないものとする。

産業廃棄物処理業者（以下処理業者）は、使用済みモジュールをリサイクルするか、埋
立処分するかを判断すると考える。本来であれば、撤去・解体事業者が排出業者として廃
棄物処理法上の処理責任を負い、収集運搬業者や中間処理業者、埋立業者に処分を委託す
る。しかし、ここで考える使用済みモジュールのリサイクルとはモジュールを分解し再資
源化することであり、現在行われている埋立前処理の延長として普及していくと考えられ
る。ゆえに、本モデルは処理業者が排出業者から使用済みモジュール処理を委託される段
階に始まり、リサイクルを行う場合はリサイクル費用をかけて自らリイクルを、埋立処分
をする場合には埋立業者に委託するとする。

各主体の仮定は図9の通りである。
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図9 各主体の仮定28

処理業者は年間Wの使用済みモジュールを取り扱う。ここでは、経済を代表する一つの
処理業者を仮定しているため、Wは外生的に与えられる使用済みモジュールの年間排出量
である。

次に、処理業者はWの使用済みモジュールについて、リサイクルを行うか埋立業者に埋
立を依頼するかの選択を行うと考える。このリサイクル処理をする処理施設選択率（以
下、リサイクル選択率）をr（0≤r≤1）とおくと、処理業者はrWをリサイクル処理、(1-r)W
埋立処分にまわすと表せる。

28 筆者作成。
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このとき、処理施設が持つリサイクルの再資源化性能を再資源化率α（0≤α≤1）で外生
的に与えられるとすると、rWのうち(1-α)rWは再資源化されず埋立処分される。これを後
期埋立処分と呼ぶことにする。また、リサイクル率をＲとして、以下のように表せる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・式➀𝑅 = 𝑟 * α

2）処理業者の費用最小化問題
廃棄物の処理という経済の静脈に焦点を絞って分析するため、処理業者の行動は使用済

みモジュールの処理にかかる費用最小化問題で考える。

費用関数

リサイクル処理

　処理業者は各処理施設のコスト効率性によって各処理施設で扱う使用済みモジュールを
リサイクル処理するか埋立業者に埋立を依頼するか選択するため、処理業者のリサイクル
量が少ない状態とは、低コストでリサイクルを行う技術をもつ処理施設のみでリサイクル
を行っている場合である。逆に言えば、処理業者がリサイクル量を増加させるには、より
コスト効率性の低い処理施設でもリサイクルを行う必要があり、これより、限界リサイク
ル費用はリサイクル量が増加すると増加する。ゆえに、rWの量の使用済みモジュールをリ
サイクル処理するのにかかる費用Ｃ1は、限界リサイクル費用の大きさを表すパラメータを
a（>0）とおき、以下のように表せる。

　　　　　　　　　　　　　　𝐶
1
(𝑟𝑊) = 𝑎(𝑟𝑊) 2/2

モデルの簡単化のため、限界リサイクル費用は比例増加すると考え、その大きさを表す
パラメータaは正の定数を仮定する。

ここで、各処理施設のコスト効率における格差が大きいほどaは大きい値をとると考え
られる。ゆえに、その時点のコスト効率の高いリサイクル技術（以下、低コスト技術）の
普及率を考える。普及率は、0≤r≤1の範囲で「各処理施設が様々なコスト効率性を場合の
費用曲線C1」が「全処理施設が低コスト技術を持つ場合の費用曲線」にどれだけ近いかで
表した。即ち、低コスト技術の普及率をβ、低コスト技術の単位費用をγとおいて、

β = 1
2 * γ𝑊 * 1𝑊/

0

1𝑊

∫ 𝐶
1
(𝑟𝑊) 𝑑(𝑟𝑊)

　 = 3γ/𝑎𝑊

これより、aについて以下の関係式が導ける。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・式②𝑎𝑊 = 3γ/β

ただし、γの定義より0<β≤1 ⇔ 0<aW≤3γ と仮定する。

埋立処分（後期埋立処分を含む）

　使用済みモジュールは一単位あたりpの価格で埋立業者に有償回収され、埋め立てられ

36



ISFJ2021 最終論文

るとする。仮定より、pは使用済みモジュール一単位あたりの埋立費用（以下、埋立費
用）と言い換えることもでき、外生的に決定する。

　また処理業者は、政府によって廃棄税として使用済みモジュール一単位あたりτの税を
徴収されるとする。これより、処理業者が(1-r)Wの使用済みモジュールを廃棄するのにか
かる費用C2は以下のように表せる。

𝐶
2
((1 − 𝑟)𝑊) = {(1 − 𝑟)𝑊 + (1 − α)𝑟𝑊} * (𝑝 + τ)

　ただし、簡単化のため後期埋立処分の単位埋立費用と廃棄税を、リサイクル処理を経ず
に埋立処分される場合と同じと仮定した。現実には、リサイクル処理を経て埋立処分され
る場合、処分の品目が異なり単位埋立費用は一致しないと考えられる。また、廃棄税に関
しては、適切にモニタリングを行うことが難しくなると考えられる。

費用最小化

　処理業者は費用最小化問題の解、則ち、リサイクル選択率の追加的な増加によるリサイ
クル処理費用の増加と埋立処分費用の減少が等しくなる点でリサイクル率を決定する。た
だし、0≤r≤1の範囲での内点解条件は(1+α)(p+τ)≤aＷであり、これらの現実データはそ
の条件を満たすと考えられる。

𝑚𝑖𝑛(𝑟) :  𝐶
1

+ 𝐶
2

つまり、最適なリサイクル選択率r*は、以下のように表わせる。

𝑟⋆ = (1 + α)(𝑝 + τ)/𝑎𝑊

　（∵ 式②）　　     = (1 + α)(𝑝 + τ)β/3γ

これより、最適なリサイクル選択率は廃棄税が高いほど大きくなると分かる。また、外生
変数とリサイクル選択率の関係について、現実に矛盾しない。則ち、埋立費用、リサイク
ル技術の再資源化率、低コスト技術の普及率が高いほど、そして低コスト技術の単位費用
が小さいほど、リサイクル選択率は大きくなることが読み取れる。ゆえに、モデルと現実
との整合性が認められる。

このとき、社会全体のリサイクル率Ｒ*は、

　（∵式①）　　　　　　　　　　　・・・・・・式③𝑅⋆ = (1 + α)α(𝑝 + τ)β/3γ

となる。以下のシミュレーションではこの式を活用していく。

第2項 シミュレーション手法　
　構築したモデルを活用し、太陽光発電モジュールのリサイクルのシミュレーションを廃
棄税を導入して行う。具体的には、式③の外生変数（p、α、β、γ）や内生変数（τ）
に具体的なデータをいれ動かすことで、リサイクルを促進するために必要な要素について
の分析を行う。
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第3項 使用するデータ
　表14のようなデータを想定し、使用した。

表14 廃棄税のシミュレーション29

p：環境省（2015）の使用済みモジュールリサイクルの費用便益計算を参考にした。
　　埋立費用は今後も変動が小さいと考え、シミュレーションを通して固定した。

τ：倉坂（2003）によると、既存の一般的な産業廃棄物税率は1000円/ｔである。ゆえ
に、これより高い廃棄税は負担や抵抗感が強いと考えた。

γ：
　現状分析より、日本の使用済みモジュールリサイクルを牽引するNEDOは2020年に分解処
理コスト5円/W（1MW=100t換算で50,000円/ｔ）のモジュール分離技術の開発を達成、2023
年度末までに3円/Wを目指してモジュール分離技術の開発を行っており、順調であると報
告している。ただし、この技術はマテリアルリサイクル段階を含んでいない。これより、
低コスト技術は、50,000円/ｔから現実的であると考えた。
　また、埋立費用が14000円/ｔであることを鑑みて、リサイクル費用を10000円/ｔまで下
げることは難しいと想定している。

α：再資源化率は、リサイクル技術として0.5以上である必要があると考えた。また、
NEDOが開発しているモジュール分離技術の資源回収の目標値が0.8であるため（NEDO,
2021）、再資源化率が0.8を満たす技術はかなり高レベルであるとした。

β：一般的に技術の普及率は0.3は低い水準で、0.8は高い水準であると考えた。

第4項 シミュレーション結果と解釈

1）リサイクル率と廃棄税

【内容】
　外生変数に現時点で実現可能性が高いと考えられるデータをいれ、リサイクル率と廃棄
税の関係のシミュレーションを行った（シミュレーション1）。ここでは、現実的な廃棄
税で達成されるリサイクル率と、太陽光発電導入の節目となる2030年、2040年、2050年の
最終処分場の圧迫度から推計した目標リサイクル率を比較している。
　最終処分場圧迫問題の視点における目標リサイクル率は以下の通りとなった。
　
　　　　　　2030年：R＝0.4　2040年：R＝0.6　2050年：R＝0.7

29 筆者作成。
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これは分析1で求めた最終処分場埋立圧迫度を参考にし、2030年と2040年、2050年におけ
る最終処分場埋立圧迫度を0.5％～1％（2020年周辺の値）となるように設定したものであ
る。

【結果】
　シミュレーションの結果は図10の通りである。かなり非現実的な廃棄税を課したとして
も、リサイクル率は2030年目標を大きく下回ることが分かった。

【解釈】
　現時点で比較的実現可能性が高いリサイクル技術のコストにおいて、現実的な税率で達
成できるリサイクル率は非常に小さいことが分かった。特に、廃棄税による効果のみで
2030年、2040年、2050年の各年に最終処分場の圧迫を回避するのは不可能である。

図10 シミュレーション1の結果30

2）リサイクルを促進するために必要な要素（技術開発）

【内容】
　z軸にリサイクル率、x軸に低コスト技術の普及率、y軸にその技術の再資源化率をと
り、廃棄税と低コスト技術の単位費用を動かすシミュレーションを行った（シミュレー
ション2）。これにより、ある廃棄税と低コスト技術で実現可能なリサイクル率の集合を
みることができる。

【結果】
　図11のような結果か得られた。普及率、再資源化率が非常に高い場合（α＝β＝1）で
も、達成できるリサイクル率は低コスト技術が50,000円/ｔの場合低い（図11-①）。この
状況を打破する方向性として、低コスト技術のコストを下げることと廃棄税の値上げが考
えられるが、前者の方が効果的であった（図11-②～⑤）。廃棄税を非現実的なほど高く
する（図11-⑤）より、低コスト技術のコストをある程度実現可能だと考えられる段階ま
で下げる（図 11-④）方が達成可能な最大リサイクル率が40％以上高い。

30 筆者作成。
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【解釈】
　まず、社会全体で達成可能なリサイクル率をあげる必要があり、そのためにはリサイク
ル技術の開発が最も効果的である。リサイクルコストの低下は万単位で可能なのに対し、
廃棄税を上げることは万単位の場合、（現実負担が大きくなくとも）抵抗感が強く非現実
的とされるためだと考えられる。

　これは、廃棄税による埋立処分費用の増加がリサイクル率に影響を与えるには、コスト
面においてかなり高水準のリサイクル技術が必要と解釈できる。つまり、廃棄税はコスト
面からリサイクル促進効果を得る条件が高いということである。この一因としては、埋立
処分の必需的性質から価格弾力性が低いことが考えられる。
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図11 シミュレーション2の結果31

31 筆者作成。
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3）リサイクルを促進するために必要な要素（開発技術の普及）

【内容】
　廃棄物導入下で、あるコストと再資源化率を満たす低コストリサイクル技術が開発され
たとき、各税率におけるリサイクル率と開発技術の普及率の関係を式③から算出した（シ
ミュレーション3）。

【結果】
　以下の表のような結果が得られた。表15は税率が低い場合と高い場合、表16は税率をコ
スト低下に伴い引き上げた場合である。青と緑の値は該当リサイクル率を達成する普及率
の中で、実現可能性のある（1以下の）ものであり、緑の値は廃棄税を上げることで実現
可能になった箇所である。

【解釈】
　目標リサイクル率における普及率をみることで、ある開発技術と税率でその目標リサイ
クル率が実現可能かを判断できると解釈した。その目標リサイクル率の実現時における普
及率が低いほど実現は容易であると考えられる。

　これより、高いリサイクル率実現には再資源化率が高い技術であることが必須であると
分かる。逆に言えば、再資源化率が低い状態は多くのモジュールをリサイクル処理してい
ても全体として30%にも満たない低いリサイクル率しか達成できないことを意味する。

　また、リサイクル率60%を超える高いリサイクル率は埋立費用と同等程度の低コスト技
術の開発と廃棄税による課税で実現すると考えられる。リサイクル技術の低コスト化には
限界があるが、コストが埋立費用（14,000円/t）に近づくほど埋立処分とリサイクル処理
の区別がなくなり、課税によって高水準のリサイクルの実現可能性を高めることができる
ためである。
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表15,16 シミュレーション3の結果32

第5項 留意事項
　本モデルでは、全ての処理施設の再資源化率が一定と仮定しているが、現実には様々な
再資源化率のリサイクル技術をもつ。ゆえに、各処理施設がもつリサイクル技術の再資源
化率の散らばり度合いによっては、導出されるリサイクル率は現実より低い可能性も高い
可能性がある。

　また、処理施設の数や各処理施設で処理できる限界量を定義していない。これより、少
ない処理施設で多量のリサイクル処理を行う場合をモデルはうまく説明できない。さら
に、低コスト技術の普及率は本来の意味を表すものではなく普及を近似するパラメーター
という定義がより正確であり、現実との齟齬が生じる可能性がある。

32 筆者作成。
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第5章 政策提言

第1節 政策提言の方向性
　現状分析では、太陽光発電モジュールのリサイクル技術は開発途上であり、短期間で、
多数の産業廃棄物処理業者が導入可能なレベルの技術の成熟は難しいことが分かった。モ
ジュール分解技術のモデル事業は存在するが、実用段階には至っていない。分析1では、
今後導入が見込まれる太陽光発電促進政策を実施した場合、2040年後半にかけて太陽光発
電モジュール排出量は大幅に増加することが分かった。また、排出されたものを全て埋立
処分すると、早期損傷シナリオの場合、比較的早い段階で最終処分場埋立圧迫度が上昇す
ることが分かった。分析2では、太陽光発電モジュールリサイクル推進のためには、リサ
イクルへのインセンティブ付与と国がその財源を有効活用できることから課税が適正であ
ることが分かった。分析3では、現時点で比較的実現可能性が高いリサイクル技術のコス
トにおいて、現実的な税率で達成できるリサイクル率は小さいことが分かった。さらに、
普及率と再資源化率が一定以上高くとも、リサイクル技術のコストが高ければ現実的な税
率で達成できるリサイクル率は小さく、リサイクル技術のコストを下げることが最も効果
的であると分かった。そして、高いリサイクル技術の実現には、高い再資源化率が必要で
あることが分かった。
　以上のことから、太陽光発電モジュール廃棄量削減のためには、リサイクル技術の開発
によりリサイクル技術のコストを下げることが効果的であると言える。しかし、リサイク
ル技術の開発途上の段階では、増加する使用済み太陽光発電モジュールを埋立処分しない
ようにするための施策が必要である。

　以下では、分析結果を元に 2つの提言を行う。政策提言の概要は図12の通りである。
　【政策提言1　使用済み太陽光発電モジュール一時集積保管所の設置】
　【政策提言2　太陽光発電モジュール廃棄税の導入】

　まず、リサイクルシステムの構築が太陽光発電モジュール排出のスピードに追いつか
ず、埋立処分量が増加してしまうという課題を解決するため、一時集積保管所の設置の優
先を提言する（政策提言1）。また、リサイクルコスト低減化を進めるためには、リサイ
クル技術の革新が必要であり、リサイクル技術革新のためには財源が必要であること、低
コストのリサイクル技術が開発された後は、埋立処分のコストをあげ、リサイクル技術の
導入を後押しする必要があることから廃棄税の導入を提言する（政策提言2）。
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図12 政策提言の概要33

第2節 提言1：使用済み太陽光発電モジュール一時集
積保管所の設置

第1項　政策提言の内容
　環境省に使用済み太陽光発電モジュール一時集積保管所（以下、集積所）の設置を提言
する。

　分析により、太陽光発電モジュールのリサイクル技術は開発途上であるにも関わらず、
今後導入が見込まれる太陽光発電促進政策を実施した場合、太陽光発電モジュール排出量
が大幅に増加することが分かった。また、2030年で実現可能性のあるリサイクル技術のコ
ストでは、現実的な税率で達成できるリサイクル率は小さいことが分かった。さらに、
2030年度の段階で、最終処分場を過度に圧迫しない廃棄率を達成することが可能なリサイ
クル処理技術が発達することは難しいと考える。したがって、埋立処分を遅らせるための
集積所の設置が必要である。

　また、現状分析で述べたとおり、太陽光発電設備メーカーの初期不良品はある程度の量
になるまで保管された後、処理業者に引き渡され、アルミや鉄、銀等再利用できるものを
分別し処理されている。そして、一定量まとまった引き渡しは効率的な運搬・処理を可能
にしていると推察されている。同様に、使用済み太陽光発電モジュールをリサイクル業者
に引き渡す際も、一定量まとめることで効率的な運搬・処理が可能であると考える。

1）容量

　集積所の容量について、分析3のシミュレーション図によると、2030年に実現可能性の
あるリサイクル技術のコストで達成可能なリサイクル率は5％～15％、最大でも20%であ
り、目標リサイクル率の40％の達成は難しく、少なくとも差分に近い量の集積保管が必要

33 筆者作成。
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である。また、製品寿命については不確実性が高く、ワーストケースを想定する必要があ
る。これらを考慮し、容量を設定する必要がある。さらに、現状分析で述べた通り、埋立
処分場の圧迫度の比率には一定の地域偏在性が存在する。また、新規に太陽光発電設備を
設置する場合、建設ポテンシャルは北海道や東北、関東の平野部に集中していることか
ら、今後、先に述べた地域偏在性が変化することも考慮し容量の分配を行う必要がある。

2）設置期限

　集積所の設置は、2030年までに行うものとする。分析1で述べた通り、使用済み太陽光
発電モジュール排出量は2030年度以降、急速に増加する。また、早期損傷モデルの場合、
2030年以前の比較的早い段階から一定程度の排出がある。ゆえに、2030年までの段階で、
必要な量を保管することができる集積所の設置が必要である。

3）設置箇所・管理

　集積所の設置は、効率的な運搬・処理を可能とする観点とコスト最適化の観点から政府
が主導的に行なうことが必要である。ゆえに、公営管理が望ましいと考える。設置箇所に
ついて、佐藤, 他（2013）は、九州地域を想定した一次輸送（廃棄場所からストックヤー
ド（以下SYとする）まで）と二次輸送（SYからリサイクルプラントまで）に関する輸送コ
ストとSY管理費用を合わせた総費用から、SYの最適配置について検討した。計算結果か
ら、SY拠点数が多くなればなるほど、一次輸送費用は指数的減少、二次輸送は微減、SY管
理費は比例増加するという傾向（図13）が分かり、SYが11か所のケース（図14）が最適拠
点数になると試算された。これと先に述べた地域偏在性を参考にし、設置箇所を選定する
ことができると考える。

図13 輸送コストの算出結果34

34 佐藤, 他（2013)より筆者作成。
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図14 九州地方のSY最適配置35

第2項　期待される効果
　この提言により、リサイクル処理技術が発達するまでの期間における最終処分場埋立圧
迫を阻止することが可能である。また、リサイクル処理技術が発達した後も、まとめて保
管することにより効率的な運搬・処理が可能となりコスト削減効果が見込まれる。

第3項　考えられる問題と解決策・実現可能性

1）活用期間

　短期的には埋立量の削減による環境保護、長期的にはそれに加え、集積保管することに
よるリサイクル処理の輸送管理コスト削減が可能となる点から、集積所は長期的な活用が
可能であると考える。

2）場所

　国土面積が小さい日本においては土地の有効活用が重要な課題である。よって、民間業
者による集積所設置の乱立をさけ、適切な場所に必要数設置するためにも公営管理が望ま
しいと考える。

第3節 提言2：太陽光発電モジュール廃棄税の導入

第1項 政策提言の内容

　各地方政府に対し太陽光発電モジュール廃棄税（以下廃棄税）の導入を提言す
る。短期的な目標として、税収を集積保管所の設置に使用することで使用済み太陽
光発電モジュールの大量埋立廃棄を抑制し、長期的な目標としては、埋立廃棄をし
ないリサイクル社会の構築を目指す。

35 同上。マルの大きさは規模を表す。
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　分析3では、社会全体で達成可能なリサイクル率をあげる必要があり、そのために
は廃棄税による価格調整よりも低コストリサイクル技術の開発が効果的であると分
かった。またこれより廃棄税の導入にあたってはその税収を活用したリサイクル促
進に力を入れるべきであるとしている。

　ゆえに、廃棄税を導入し、初期の段階では税収をリサイクル技術振興に用い、最
終的にはその価格調整力を用いて、埋立とリサイクルを判断する処理業者にリサイ
クルを選択させることを可能とする。

　税を課す対象は、処理業者とする。運用方法としては、処理業者が埋立業者に埋
立を依頼する際に、埋め立て量に税を追加する。そして、埋立業者が政府に税を納
める。また、Stiglitz（2003）によると租税制度は、①経済効率性（資源配分をゆ
がませない）、②簡素性、③伸縮性（経済の状況に柔軟に対応できる）、④透明
性、⑤公平性の特徴を持つことが望ましいとされている。ゆえに、本廃棄税もこれ
らの特徴を満たすものを目指す。

　廃棄税の導入は、以下の4段階に分ける（図15）。ここで、最終的には、リサイク
ル率60%を超える高いリサイクル率を実現することを目標とし、γ＝15,000円/t以
下、α＝0.8を満たす低コスト技術を開発し、税率をτ＝5,000レベルまで上げてい
くことでβ＝0.99の開発技術の普及率を目指す(分析3)。
　

図15 提言2の概要36

36 筆者作成。
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1）導入期

　まず初めに2030年にかけて、集積所の設置、及び低コスト技術開発促進を行う。
使用済み太陽光発電モジュールにかける税率は廃棄物税1000円/tであり、税収は分
析1で示した通り、使用済み太陽光発電モジュールの排出量に伴い増加していくと考
えられる。廃棄物税により得られた税収は主に集積所の設置に使用し、他には低コ
スト技術開発やモニタリングなどに使用する。特に、見かけ上のリサイクル率は高
い（リサイクル処理される量は多い）が廃棄も多いという問題を防ぐため、リサイ
クル処理にまわされたものも再資源化されず埋立処分される使用済み太陽光発電モ
ジュール廃棄のモニタリングが重要である。集積所設置によって、この期間が2030
年以降の増税のための橋渡しとなる。

2）展開前期

　2030年から2040年にかけては、主に低コスト技術開発を促進していく。まず、集
積所の設置・運用開始とともに廃棄物税の段階的な引き上げを行う。税収は集積所
の設置による廃棄量減少の効果で緩和されるとはいえ、排出量増加に従い増加して
いくと考えられる。税収は、主に低コストリサイクル技術振興のため、研究期間に
給付する補助金として使用する。現状分析によるとリサイクル技術は、①全量マテ
リアルサイクルを目指す、②リサイクル製品の確実な出口（販路）を確保する（販
売先の受入基準を満たす品質の製品を製造する）、③処理や運搬（集荷・出荷）の
効率化等を実現し、リサイクル事業（事業収支）を成立させるといった観点に基づ
き研究、構築されている。ゆえに、リサイクル技術振興のための補助金はこの観点
に基づく研究に対し支払われるべきである。

　最終的な目標はリサイクルコストを埋立処分にかかるコストと均衡するレベルま
で引き下げることである。その目標に至る過程でもリサイクルにかかるコストが削
減されれることで、最適なリサイクル量は増え、廃棄量が減少すると考えられる。

3）展開後期

　埋立処分にかかるコストと同程度のコストでのリサイクル技術が開発され次第廃
棄物税をさらに引き上げる。期間としては2040年頃を想定している。目的は、低コ
ストリサイクル技術を普及を促進することにある。リサイクルと埋立処分のコスト
均衡により埋立処分のインセンティブが消えたことと、2040年代後半から使用済み
太陽光発電モジュールの排出量がピークアウトすることにより、税収は減少してい
くと考えられる。主に、税収は低コストリサイクル技術の普及の補助に充てる。具
体的には技術を開発した事業者が特許を取得していることを考え、他の事業者に補
助金として充当する。また引き続き埋立量のモニタリングは継続して行う。

4）成熟期

　埋立処分にかかるコストと同程度のコストでのリサイクル技術が普及してから
も、引き上げた廃棄物税は維持する。税収は展開後期に引き続き、排出量の減少と
リサイクル率の増加に伴い減少していくと考えられる。税収は引き続き集積所の管
理運営とモニタリングに使用する。
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第2項　期待される効果

1）埋立処分の負の外部性の軽減

　使用済み太陽光発電モジュールの埋立処分は、埋立処分場の圧迫という負の外部
性を持っている。廃棄量の減少により、この外部性が軽減される。

2）リサイクルシステムの構築

　税収を低コストリサイクル技術開振興に使用することで、普及率の高いリサイク
ル技術の開発が実現が可能であると考える。そして、処理や運搬の効率化と基準を
満たす品質の製品販売を行なうことで埋立廃棄をゼロにすることが可能なリサイク
ルシステムの構築が可能となる。

3）資源調達価格の軽減

　太陽光発電モジュールが資源として再利用されることで、調達価格の軽減が期待
できる。

第3項　考えられる問題と解決策・実現可能性

1）税引き上げのアナウンスメント効果

　増税は、開始前の経済主体の行動にも影響する。この場合、引き上げの発表によ
り、増税前の排出量が増加することが考えられる。そのため、集積所には低コスト
リサイクル技術開発成功まで使用済み太陽光発電モジュールを保管することで、処
理業者に渡す使用済み太陽光発電モジュール量を調整し、その影響を軽減すること
が期待される。

2）増税による太陽光発電モジュール導入速度の減少

　廃棄物税増税により太陽光発電モジュール廃棄のコスト、ひいては太陽光発電モ
ジュール設置のコストが増加し、太陽光発電モジュール導入に歯止めがかかる恐れ
がある。しかし、集積所設置までは廃棄物税は据え置きとなるので、導入量に影響
するとは考えにくい。

第4節 政策提言のまとめ
　政策提言のまとめは図16のとおりである。政策提言1により、リサイクルシステムの構
築が太陽光発電モジュール排出のスピードに追いつかず、埋立処分量が増加してしまうと
いう課題を解消する。政策提言2により、初期段階では集積所の設置、及び低コスト技術
開発促進のための資金の確保、技術開発後には埋立処分のコストをあげることによるリサ
イクル技術の導入促進の実現が期待される。
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　以上で提言した政策により、使用済み太陽光発電モジュールの大量廃棄による最終処分
場埋立圧迫問題の解消と太陽光発電モジュールのリサイクルシステムの構築が実現され
る。これにより、持続可能な太陽光発電普及の実現を期待する。

図16 政策提言のまとめ37

37 筆者作成。
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おわりに

　本稿では、低炭素社会実現を目標に進む太陽光発電大量導入の陰に潜む、太陽光発電廃
棄問題に着目し分析を行った。

　現状分析から、大量廃棄に対するリサイクル技術の成熟度が低いことが分かり、分析に
おいてその促進が大量排出に間に合わないという結果を得た。促進政策として廃棄税を取
り上げたところ、リサイクルを促進する各要素と廃棄税に関する知見を得た。政策提言で
は、その分析結果をもとにリサイクル促進フローを構築した。

　しかし課題として、モデルの仮定やデータの信頼性の問題が残る。モデルにおいて、リ
サイクル技術の再資源化率は各処理施設によるべきであり、また、設備投資費や処理施設
の数等についても考慮することが望ましい。また、シミュレーションで使用するデータが
より具体的な実現値、或いは目標値であれば、より綿密な政策目標を提言できる。これに
は、太陽光発電モジュール廃棄に関連するデータの蓄積が必要であり、それが実現した後
の展望としてより定量的な分析を行いたいと考えている。

　最後に、本研究が太陽光発電モジュールのリサイクルを促進し、太陽光発電が真に持続
可能性を持つ一助となることを願い、本稿の締めとする。
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分析3 シミュレーション1：リサイクル率と廃棄物税の関係

https://www.geogebra.org/graphing/kngtcer9

分析3 シミュレーション2：R(β,α)

https://www.geogebra.org/m/fbw2gwhs
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