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序 

 

 近年、経済の発展と環境の保全、機械の高度化と安全に対する課題がクロー

ズアップされ、機械工業においても環境問題や安全問題が注目を浴びるように

なってきております。環境問題では、地球温暖化対策として排出権取引やＣＤ

Ｍなどの柔軟性措置に関連した新ビジネスの動きも本格化し、政府や産業界は

温室効果ガスの削減目標の達成に向けた取り組みを強化しているところです。

また、欧州化学物質規制をはじめとする環境規制への対応も始まっています。 

その対応策が新たな課題であるとともに、新たなビジネスチャンスとも考えら

れます。  

 一方、安全問題も、機械類の安全性に関する国際規格の制定も踏まえて、平

成１９年には厚生労働省の「機械の包括的な安全基準に関する指針」の改正に

伴い、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施が事業者の努力義

務として規定されるなど、機械工業にとってきわめて重要な課題となっており

ます。 

 海外では欧米諸国を中心に環境・安全に配慮した機械を求める気運の高まり

から、それに伴う基準、法整備も進みつつあり、グローバルな事業展開を進め

ている我が国機械工業にとって、この動きに遅れることは死活問題であり早急

な対処が求められております。 

 こうした内外の情勢に対応するため、当会では環境問題や機械安全に係わる

事業を発展させて、環境・社会との共存を重視する機械工業のあり方を追求す

るため、早期からこの課題に取組み調査研究を行って参りました。平成２１年

度には、海外環境動向に関する情報の収集と分析、それぞれの機械の環境・安

全対策の策定など具体的課題を掲げて活動を進めてきました。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業の環境・安全対策のテーマの一つと

して株式会社三菱総合研究所に「グローバルな事業展開における環境マネジメ

ントに関する調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果

であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣  

   



はしがき 
 

近年、我が国製造業の海外への生産拠点の移転が進んでいる。現地製造比率は 2006

年に 30％を超え、以後も上昇を続けている。これは、機械工業においても同様であり、

特に中国や東南アジア諸国への移転が顕著となっている。こうした中、中国や東南ア

ジア諸国では環境規制の整備とモニタリング体制の強化が進められており、日系企業

では、環境関連法規制の遵守を始めとした、グローバルな環境マネジメント体制を確

立することが急務となってきている。 

また地球温暖化問題を契機として世界の人々の環境意識が高まり、近年、企業の環

境配慮活動が企業価値や企業ブランドを左右する重要な要素の一つとなっていること

から、我が国機械工業が今後とも国際競争力を維持していく上でも、グローバルな環

境マネジメント体制の確立が急務となってきている。 

本調査研究では、こうした状況を踏まえ、日系企業が数多く進出している中国、東

南アジア等の廃棄物処理・リサイクルの実態、現地における日系企業の環境管理上の

課題等を調査・把握した上で、グローバルな事業展開を行う上での環境マネジメント

のあり方について検討した。 

本調査を実施するにあたり、社団法人日本機械工業連合会のご高配に、心より感謝

申し上げる次第である。 

 

平成２２年３月 

株式会社 三菱総合研究所 

代表取締役社長 田中 將介 
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1.  調査研究の概要 

1.1  背景と目的 

近年、我が国製造業の現地製造比率は 2006 年に 30％を超え、以降も増加を続けている。

機械工業においても海外への生産拠点の移転は進んでおり、特に、中国や東南アジア諸国

において、日系企業の拠点数が増加している。 

我が国企業のグローバルな事業展開の進展に伴い、海外事業所での環境関連法規制遵守

当を含め、環境リスク管理が重要となっている。特に、中国や東南アジア諸国では、近年

の環境汚染の深刻化を受けて、環境規制の整備とモニタリング体制の強化を進めていると

ころである。また、地球温暖化の問題がグローバルな課題としてメディアに盛んに取り上

げられるようになってきたこともあり、世界の人々の環境意識も一層高まりつつあり、環

境負荷低減という企業の社会的責任からだけでなく、戦略的な環境マネジメント体制を構

築し、企業の環境配慮をアピールすることが、企業の競争力強化にもつながってきている。 

中国や東南アジア諸国における廃棄物処理・リサイクルの法規制や実態、さらに現地で

の企業の取り組み状況を調査することによって現地における企業活動の活性化及び我が国

企業のグローバルな環境管理体制の強化・効率化に資することを目的に本調査を実施した。 

 

1.2  調査研究項目 

(1) 中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクル実態調査 

①中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクル法規制の状況調査 

中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクル法規制の整備・検討状況について、

以下の視点から情報を収集・整理した。 

 

②中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクルの実態 

中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクルの実態についても、法規制同様、

既存の資料をベースに、各国政府における廃棄物処理・リサイクル担当者とコンタクトを

とりつつ、各国における 新情報を入手した。 

 

(2) 中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の実態調査 

①中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の取り組み状況調査  

中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の取り組み状況について、中国、

東南アジア等への進出企業の本社に対して、アンケート調査を実施し、現地企業が抱える

課題と対応策について調査を行った。 
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②中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業が抱える課題の整理 

アンケート調査の結果をとりまとめ、現地の日系事業所が抱える課題とその対応策、日

本の行政に対する要望などを整理・把握した。 

 

(3) 我が国企業が海外展開を行う上での環境管理の在り方の検討 

（1）（2）の調査結果を踏まえて、我が国企業が海外展開を行う上での環境管理の在り

方について検討し、提言を行った。 
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2. 中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクル実態調査 

2.1 中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクル法規制の状況調査 

調査対象国を、以下の国とし、廃棄物処理・リサイクルに関わる法規制の制定状況・運

用状況について調査を行った。 

 

• 中国 

• タイ 

• マレーシア 

• インドネシア 

• ベトナム 

• シンガポール 

 

(1) 中国 

中国の主な廃棄物処理・リサイクル関連法規制を以下に示す。以下、それぞれの法規制

について概説する。 

表 2-1 中国の廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクルに

関する基本法 

 

• 固形廃棄物環境汚染防止法(1995) 

• 資源総合利用の展開に関する暫定規定(1985) 

• クリーン生産法（2003） 

• 循環経済促進法（2009） 

廃棄物処理・リサイクルに

関する国家計画 

• 再生資源回収利用十五計画 

個別リサイクル法 • 包装資源リサイクル暫定管理規則(1998) 

• 報廃汽車回収弁法（2001） 

• 電子情報製品生産汚染防止管理便法（中国版 RoHS）(2007) 

• 廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版 WEEE）(2009) 

廃棄物の輸出入に関する

法 

• 廃棄物輸入環境保護管理臨時規定(1996) 

• 中古機電製品輸入管理強化に関する通知(1997) 

その他 • 医療廃棄物管理条例（2003） 

• 危険化学品安全管理条例 （2002） 

• 都市環境と環境衛生管理条例（1992） 

• 危険廃棄物経営許可証管理弁法（2004） 

 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

a) 固体廃棄物環境汚染防止法（1995 年制定・1996 年施行・2005 年改正） 

中国の固体廃棄物管理は、1995 年 10 月 30 日に採択、1996 年 4 月 1 日から施行された

「中華人民共和国固体廃棄物による環境汚染防止法」に基づき実施されている。本法律は、
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中国における固体廃棄物について以下の事項を規定している。 

・ 三化（減量化、資源化、無害化）の基本原則 

・ 排出、収集、貯蔵、運搬、利用、処理処分の全過程を規制（全過程管理の原則） 

・ 「少量の発生源は集中処理、大量の発生源は個別処理」の原則 

・ 危険廃棄物と一般廃棄物の分類管理の原則 

・ 都市生活ごみ処理施設の建設、環境保護と環境衛生基準を満たすことを明確に規定 

 

また、固体廃棄物を以下の 3 種類に分類している。 

・ 工業活動に応じて発生する固体・半固体廃棄物（いわゆる産業廃棄物） 

・ 人間の日常生活および消費活動によって発生する廃棄物（生活廃棄物） 

・ 産業廃棄物および生活廃棄物に含まれる有害廃棄物（Hazardous Waste） 

 

2004 年末に汚染者負担の原則などが導入され、改正法が 2005 年 4 月に施行された。 

 

1985 年 9 月 30 日には、国務院からの通達に基づいて、国家経済委員会（現在の国家発

展改革委員会）が、「資源総合利用の展開に関する暫定規定の通達」を発布した。本通達で

は、国家が、企業の資源総合利用を積極的に推進し、これに倣う生産や建設に対し優遇政

策を適用することが規定された。また、優遇政策の対象を示すために、資源総合利用目録

が策定された。 

＜資源総合利用の展開に関する暫定規定＞ 
－ 国家は、企業の資源総合利用を積極的に推進し、これに倣う生産や建設に対し優遇政
策を適用する。政策の対象内容は≪資源総合利用目録（中国表記：資源綜合利用目録）
≫に記載される。又、国家経済委員会は実情に応じて目録の運用を調整出来る。 
 
－ 企業が未加工のぼた、石炭灰、各種スラグ等の提供を外部企業から要請される際、要
請に応じて提供し、外部企業がうまく処理出来るよう積極的に支援しなければならない。
支援は無償で行うこととするが、提供品が加工品であり、国家が無償と規定するもの以
外は外部企業の利潤に応じて合理的な費用を受取ることが出来る。未加工品、加工品の
受渡しに際して双方は契約を結び、厳格な契約を履行しなければならない。資源総合利
用企業（外部企業）が主に排出するスラグ、排ガス、廃液は国家の規定要件に見合うも
のとする。又、提供企業は外部企業との協力関係を勝手に反故にしてはならない。 
 
－ 燃料の国家割当を増やすことは出来ないが、企業は余熱、差圧や燃料燃焼時の低熱を
利用して発電し、余剰電力を自前の送電網で送電するか電力部門に電力を販売して電力
系統の送電網を通じて送電出来る。条件付きだが、電力部門は、ぼた利用の発電所（総
合利用発電所）の電力を買取ることが義務付けられている。電力系統との送受電が可能
な総合利用発電所では毎月、電力系統との送電量と受電量を相殺出来る。なお、余剰電
力を電力系統側に卸す際は電力部門がその買取りを行う。 
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－ 特に別の国家規定がなければ、企業が製品を販売する場合、第 5 条に基づき販売価格
を自ら決定出来る。また、企業や個人が金、銀を売却する際、≪国務院の金、銀増産に
関する問題の通達（中国表記：国務院�于増産黄金、白銀問題的通知）≫に基づき売却価
格には優遇価格が適用される。一方、電力部門が総合利用発電企業から余剰電力を買上
げる際、買上げ価格は原則として発電コストにその地区の平均的な売電利益を加算した
ものとする。その後、電力部門が販売する場合、販売価格は送電コスト、電線の償却費
や税金を加えて買上げ価格に 5％の手数料を上乗せしたものである。 
 
－ 企業が自己資金で創設した総合利用プロジェクトの製品が≪資源総合利用目録≫に
記載あれば、≪中華人民共和国の租税条例（草案）（中国表記：中華人民共和国産品税条
例（草案））≫に基づいて増値税が減免される。プロジェクトへの投資後、独立採算条件
が整った工場は 5 年間、所得税と調節税が免税となるが、損益計算は係るプロジェクト
の範囲のみとし、他とは切離すものとする。一方、国家が投資した総合利用プロジェク
トは国家税制に基づき増値税、所得税と調節税を納税しなければならない。 
 
－ 総合利用技術の導入、関連設備や部品の輸入は、技術改造項目とみなされ、減免税の
対象となる。また、物品等の輸入時の外貨も優先して割当られる。企業が総合利用によ
り生産した製品を輸出し、輸出で得た外貨は自らの輸入に割当てられる。 
出所：経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課(委託先 神鋼リサーチ株式会社) 「中国のリサイクル・廃棄物処理

関連の政策動向等の実態調査」平成１６年３月３１日 

 

ｂ） 循環経済促進法（2009） 

中国では、循環経済の促進のために、新たに循環経済促進法を交付した。公布日は 2008

年 8 月 29 日であり、2009 年 1 月 1 日に施行されている。循環経済促進法は以下のような

項目について定めている。 

 

第 1 章 総則 

第 2 章 基本管理制度 

第 3 章 減量化 

第 4 章 再利用と資源化 

第 5 章 激励措置 

第 6 章 法的責任 

第 7 章 附則 

 

循環経済促進法の和訳は、以下のウェブサイトで入手可能である。

http://www.china-epc.cn/japan/CNE/CNE04.htm 

 

 

 循環経済促進法は減量化や再利用・資源化に関して以下のような規定を定めている。 
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表 2-2 循環経済促進法における減量化・再利用・資源化に関する規定 
減量化 ・ 技術、製法、設備、材料、製品等について、使用を奨励するもの、限定的

使用とするもの及び使用を禁じる（淘汰）ものについて国がリストを作成
し、淘汰リストに挙げられたものは使用が禁止される（第18 条） 

・ 回収、解体、分解が容易にできる設計や無毒無害材料の使用が奨励され、
電子機器製品を解体・処理する際には、有毒有害物の使用が禁止される(第
19 条)  

・ クリーンエネルギーの使用、自動車製造企業は国が規定する燃費基準に基
づき燃料節約技術を採用し石油消費量を減少させること、国家機関等にお
ける事務用品の節約、使い捨て製品の生産及び販売の禁止等、具体的な規
定が置かれる。 

再利用及
び資源化 
 

・ 回収対象となる製品及び包装物については、国務院が“強制回収リスト”
を作成し、それぞれの生産企業が責任を持って回収し再利用するほか、技
術的・コスト的に再利用に適さないものは、当該企業が無害化処理するこ
ととされる（第15 条） 

・ 水資源については、個々の企業における再利用、循環使用等による効率的
使用と、廃水の再生利用を可能とする設備の導入が求められる（第31 条）

・ 産業パーク等における複数企業間での循環使用が奨励されている（第29 
条） 

・ 企業間の廃棄物交換を促すために産業廃棄物交換情報システムの構築及
び廃棄物回収の制度的整備が謳われる。地方政府は環境保護、安全及び消
防等の規定を満たす廃棄物回収ポイントと廃棄物取引市場を設けること
とされる（第36、37 条） 

・ 電化・電子製品を回収後、再生する場合は再利用製品基準を満たし、販売
に当たっては再生商品であることを示すマークを貼付しなければならな
い（第19 条、39 条） 

・ 重要な革新的技術の研究、応用及び産業化については、国又は省レベルの
関連計画に繰り込んだ上で、財政的支援を行うとされる（第42、43 条）
循環経済の促進に資する産業活動や省エネ及び節水関連技術、設備、製品
の輸入については税制面で優遇される(第44 条)。 

・ 淘汰リストに挙げられた技術、製法、設備、材料、製品等を生産又は輸入
する企業に対しては、金融機関はいかなる信用供与も行ってはならない
（第45 条） 

・ 組織や個人が、水、電気、ガス等を節約し合理的に使用する方向へ導くた
めに価格調整の実施、ごみの分別、収集、運搬、集積、利用及び処理に専
ら充当されるごみ排出費用徴収制の実施、廃棄物の回収を奨励する措置と
して新品との交換及び保証金方式の採用が規定されている（第46 条）。

出所：国立国会図書館調査及び立法考査局「外国の立法」 (2008.10)  
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②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

a) 再生資源回収利用“十・五”計画 

2001 から2005 年の間、国家経済貿易委員会が「再生資源回収利用“十・五”計画」を

策定して資源の回収リサイクルが進められた。本計画では、「2005年に、非鉄スクラップ

の年間回収量を200 万t、廃家電と廃パソコンの年間回収量を廃棄量の80％にすること」

等の目標が設定されており、かつ具体的に下記重点事業とモデル事業を設定している。 

 

表 2-3 回収目標－2005 年における再生資源の回収目標 

種類 回収目標 

鉄 3,600～3,700万t 

非鉄金属 200万t 

プラスチック 500～600万t 

紙 1,700万t 

自動車 80万台 

船舶 100万ショートt 

タイヤ 790万個 

家電・パソコン 80％以上 

出所：経済産業省「循環型製品・システム評価研究「日中国際資源循環実態調査」 (2005.3)より引用 

 

＜重点事業、モデル事業＞ 

 再生資源加工施設 

再生資源加工の質を高め、産業化のプロセスレベルを高める。一定の規模と水準を有す

る再生資源加工施設を建設し、加工基地を中心に再生資源の回収・加工・利用の産業チェ

ーンを作り上げる。 

 

 無害化処理技術、加工利用技術 

ニッケル・カドミウム電池、電子系廃棄物等の無害化処理技術、廃家電及び廃自動車等

の再生加工利用技術を開発する。 

 

 社会における総合的な効果、利益の向上 

再生資源回収施設と再生資源取引市場を創造し、一体化したプロセスを促進すること

で、社会における総合的な効果と利益を高める。 

 

 廃自動車、廃家電の回収・解体センター 

適度な規模、先進的な管理、環境保全の要求に合致した廃家電、廃自動車の回収・解体
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センターを重点的に建設し、廃棄物の環境に対するインパクトを低減する。 

 

 モデル事業の立ち上げ 

廃自動車回収・解体の一体化モデル事業、使用済みニッケル・カドミウム電池無害化処

理モデル事業、廃潤滑油回収処理モデル事業、古紙回収選別・製紙モデル事業、廃家電再

製造及び加工処理モデル事業など、複数のモデル事業を集中的に支援する。 

 

 企業支援、体制作り 

不用、中古物資回収企業に対する戦略的な調整を実施し、企業集団の組織や株式制改造

を行なうことで、中外合弁、合作企業などといった形式を作り上げ、競争力を持つ幾つか

の企業集団を育て上げ、再生資源リサイクル産業の発展を推進する。 

（以上、経済産業省「循環型製品・システム評価研究「日中国際資源循環実態調査」 (2005.3)より引用」） 

③個別リサイクル法 
 
包装資源リサイクル暫定管理規則(1998) 
1998年12月8日、中国包装技術協会、中国包装総公司は、≪包装資源リサイクル暫定管

理規則≫を制定した。規則には次の包装資源リサイクル管理項目が含まれる。 

 

－ 包装資源回収ルート、回収方法、分別の原則、保管と輸送、さらに包装資源回収再

生品種、再生方法と再生技術要件等の項目。 

－ 各地の地方行政管理部門、包装部門、包装業の業界団体と中国包装技術協会の各関

連専門委員会は≪規則≫に書かれた基本原則と要件に基づいて、迅速に各自の相応

かつ具体的な実施細目や各地区あるいは各専門委員会の原案による各地の包装廃

棄物リサイクル管理規則を制定しなければならない。なお、各地の規則が国家規則

に抵触する場合は国家規則に準ずることとする。 

－ 同時に各地の行政主管部門による相応な管理機関を創設し、資金面の支持を行う。 

－ 包装材のリサイクルを強化し、包装廃棄物の再生処理と環境保護を押進めるべきで

ある。 

規則は1999年1月1日から施行され、国際GB/T16716-1996≪包装廃物の処理と利用 － 

通則≫も同時に全国で施行された。 

出所：経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課(委託先 神鋼リサーチ株式会社) 「中国のリサイクル・廃棄物処理

関連の政策動向等の実態調査」平成１６年３月３１日 
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a) 廃汽車回収弁法（2001） 

2001年6月13日、廃車回収管理規則が国務院第41回常務会議を通過した。規則の主な容

は次のとおりである。  

 

－ 国家経貿委（現在の国家発展･改革委員会）は、全国の廃車回収（以下、分解含む）

の管理監督総括の責任を負い、国務院公安部、国家工商行政管理総局等の関連部門

は各職責範囲で同管理監督の職責を負う。  

－ 国家は、廃車回収業を特殊業種として管理し、この業種の企業に資格認定制度を施

行する。認定資格を持たない企業や個人は廃車回収業務に従事することは出来な

い。 

出所：経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課(委託先 神鋼リサーチ株式会社) 「中国のリサイクル・廃棄物処理

関連の政策動向等の実態調査」平成１６年３月３１日 
 
b) 電子情報製品生産汚染防止管理便法（中国版 RoHS）(2007) 

2007 年 2 月 28 日に電子情報製品生産汚染防止管理弁法（中国版 RoHS）が、中国情報

産業部より公布され、2007 年 3 月 1 日から施行された。 

本法は、電子情報製品に鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE の６種類の

有害物質の使用を規制するもので、欧州のRoHS指令に即したものとなっている。ただし、

ＥＵの RoHＳ指令では、幅広い製品について、個別に対象除外製品を規定するのに対し、

本法では規制や制限の可能な製品を重点規制項目に規定してそれをＣＣＣ認証の対象とし

ている。また、RoHＳ指令と異なり、企業は、使用有害物質、回収の可否、安全使用期限

の情報提供を標識もしくは取り扱い説明書に明示する義務がある。 

日本語訳は以下のウェブサイトで入手可能である。 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/law/pdf/trade_030.pdf 

 
c) 廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版 WEEE）(2009) 

2009 年の 2 月 25 日に、廃棄電器電子製品回収処理管理条例（中国版 WEEE）が公布さ

れた。施行は 2011 年１月１日である。本法律のポイントは、廃棄電器電子製品処理基金

の設立、廃棄電器電子製品処理資格の導入である。 

本法律の第七条では、国家が廃棄電器電子製品処理基金を設立し、廃棄電器電子製品の

回収処理費用の補てんに用いることが定められている。電器電子製品の生産者、輸入業者

およびその代理人は、この規定に基づき廃棄電器電子製品処理基金への納付義務を履行す

るものとされている。 
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また、廃棄電器電子製品が適正に処理されることを保障するため、資格のある者しか処

理できないことを明文化し、その審査許可権限を市レベルの環境保護主管部門に付与する

こととした。また、生産者が自らあるいは販売者、補修業者、回収業者などに委託して回

収することを奨励している。資格の取得には、以下の要件を満たすことが必要である。 

 

・ 廃棄電器電子製品処理設備を完備していること 

・ 完全には処理することができない廃棄電器電子製品について適切な利用または処

置の案を有していること 

・ 処理対象とする廃棄電器電子製品にふさわしい選別、包装およびその他の設備を

有していること 

・ 安全、品質、環境保全関連の専門技術要員を有していること 

 

廃棄電器電子製品回収処理管理条例の原文は以下のウェブサイトで入手可能である。 

http://www.gov.cn/zwgk/2009-03/04/content_1250419.htm 

 

④廃棄物の輸出入に関する法 

中国は1991年12月にバーゼル条約に批准している。さらに、様々な輸出入規制を導入し

ている。 

 

a) 廃棄物輸入環境保護管理臨時規定 
廃棄物輸入環境保護管理臨時規定は国家環境保護総局等、5つの関連官庁が1996年に共

同で作成したもので、所管は環境保護省である。中国国内のリサイクル業者に対して、海

外から廃棄物資源（廃棄物であるが再生利用できる原料が含まれているもの）を輸入する

際の量の上限を定め、事前の届出を要求している。 

企業規模に応じて、対象材料（製品）毎に輸入量が定められ、提出された届出書類に基

づき、北京市にある国家環保総局廃棄物輸入管理中心によって審査されている。この審査

に合格したものに許可が与えられ（許可書交付)、マテリアルリサイクル事業が可能となる。

この許可は、毎年審査され、1年毎に交付される。また、当該規定の施行と同時に、国家

環境保護総局と国家質量監督検査検疫総局によって「原料として固体廃棄物を輸入するた

めの環境保護制御標準」が廃棄物資源の種類毎に発表されており、2005年に更新されてい

る。この規制は、処理能力を超えて行われるマテリアルリサイクル事業を防止し、環境汚

染を防ぐことを目的としている。 
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出所：勝田悟「中国における廃棄物再生の現状と課題」、比較法制研究（国士舘大学）第30号（2007）65－91 

 

b) 中古機電製品輸入管理強化に関する通知 
中国では、1998年1月1日以降、「中古機電製品輸入管理強化に関する通知」に基づき、

中古電子・電気機器の輸入に際して「機電輸出入司」の許可が必要であるとされ、許可が

ない中古電子・電気機器の輸入は禁止されている。 

 

(2) タイ 

表 2-4 タイの廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクルに関する基

本法 

 

• ３R 推進法（制定を検討中） 

• 廃棄物処分に関する工業省通達 6/1997 号(1997) 

• 廃棄物処分に関する工業省通達 7/1998 号(1998) 

廃棄物処理・リサイクルに関する国

家計画 

• 国家環境保全推進に関する政策と計画等 

• ３R 国家戦略（2009 年中に国会に提出予定） 

個別リサイクル法 • タイ版版廃電気電子機器指令（T-WEEE）（策定中） 

廃棄物の輸出入に関する法 • バーゼル国内法 

その他 • タイ版「電気電子機器への有害物質の使用制限指令」（T-RoHS)（策

定中） 

• タイ版エネルギー使用製品指令（T-EuP)（策定中） 

 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

タイでは、廃棄物を一般固形廃棄物（Municipal Solid Waste）、感染性廃棄物（Infectious 

Waste）、有害産業廃棄物（Industrial Hazardous Waste）、非有害産業廃棄物（Industrial 

Non-Hazardous Waste）、有害一般廃棄物（Community Hazardous Waste）の 5 つに分

類している。 

一般固形廃棄物については、天然資源環境省が関連規制を制定し、産業廃棄物について

は工業省工業局が関連規制を制定している。産業廃棄物の処理については、以下のような

法通達に基づき廃棄物処理が規制されている。 

 

・ 廃棄物処分に関する工業省通達 6/1997 号は、4 種類の有害廃棄物の特徴と特性、なら

びに処分手続の詳細を示し、工業工場局の許可なしに規制廃棄物を輸送することを禁

止し、このような廃棄物について、種類、量、特徴、格納方法、輸送、処理、処分工

程などの詳細を示した報告書を、毎年工業工場局に提出することを義務付けている。 

 

・ 廃棄物処分に関する工業省通達 7/1998 号は、いくつかの県において、通達の 後に規
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定された非有害廃棄物を排出する工場を所有するものに対し、これらの廃棄物を規定

どおり処分するよう、また工業工場局の許可なしに敷地外にこれらの廃棄物を搬出し

ないよう定めている。 

 

②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

リサイクルを推進する政府政策・計画として「国家環境保全推進に関する政策と計画

（1997-2016）」と「公害管理に関する政策と計画(1996-2006)」、「第 9 次国家経済社会開

発計画(2002-2006)」がある。 

「第 9 次国家経済社会発展計画(2002～2006 年)」においては、投資委員会（BOI = Board 

of Investment）はリサイクル事業を 優先事項の 1 つとすることを発表した（2002 年 1

月）。これにより、廃棄物のリサイクル、収集、選別、回収にかかわる事業は、8 年間にわ

たり法人税および機械装置類の輸入関税が免除されることになった。 

また、同計画では、廃棄物のうち少なくとも 30%は分離、回収、リカバリーすることと、

廃棄物のリカバリー及び Cleaner Technology（CT）を促進することが掲げられている。 

現在、リサイクルに関する国家戦略を策定中であり、以下のようなポイントが盛り込ま

れる見込みである。 

表 2-5 廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画のポイント 
視野 課題 

短期的課題（1〜3 年）  3R 推進長期計画の策定 

 普及啓発活動 

 3R に関する技術開発と研究開発（R&D） 

 リサイクル企業の振興等 

中期的課題（3 〜5 年）  主要都市への統合的廃棄物管理計画の導入 

 技術基準やガイドラインの策定 

 クリーナー・テクノロジーやエコ・デザインの推進 

 グリーン調達推進 

 官民パートナーシップの構築 

長期的課題（5〜10 年）  経済的インセンティブの導入 

 循環型社会形成や拡大生産者責任（EPR）制度を含む法制度の整備・充実 

 

③個別リサイクル法 

タイでは個別品目に関する廃棄物や廃棄品のリサイクルを義務づける法律は制定されて

いない。 

2005 年頃からタイ版廃電気電子機器指令（T-WEEE）の策定を進めているが、現状で

は案がまとまっていない。 
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④廃棄物の輸出入に関する法 

2003 年 10 月中古家電・コンピューターの輸入に関する規制が工業省から発表された。

リユース目的で輸入する中古電気製品は、コピー機で製造後 5 年以内、それ以外の電気製

品では製造後 3 年以内であることが求められている。 

 

(3) マレーシア 

表 2-6 マレーシアの廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する基本法 

 固体廃棄物・清掃法 (2007) 

 固体廃棄物・清掃会社法 (2007) 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する国家計画 

 第 3 次長期総合計画(2001～2010 年) 

 第 9 次 Malaysia Plan(2006～2010 年) 

個別リサイクル法  E-Waste 法案 

廃棄物の輸出入に関する法  バーゼル国内法 

 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

a) 指定廃棄物関連の法規制 

従来、マレーシアの廃棄物管理法規制は、Scheduled Waste として定義された特別廃棄

物（有害廃棄物）に焦点を当ててきた。環境質法（1974 年制定、85 年、96 年、2000 年、

01 年に改正）で、廃棄物の定義を、Scheduled Waste 及び、汚染を引き起こす形で環境

に排出・放出・投棄される固形・半固形・ガスや蒸気などと定めた。 

更に、環境質法の下、指定廃棄物に関する環境規則（1989 年制定、2005 年に改定）、

指定廃棄物処理・処分施設に関する環境命令（1989 年制定）、指定廃棄物処理・処分施設

に関する環境規則（1989 年制定）を制定した。指定廃棄物に関する環境規則は、指定廃

棄物の種類、発生者の責任等について定めており、指定廃棄物処理・処分施設に関する環

境命令は、指定廃棄物処理・処分施設の種類を定め、許可が必要なことを定めている。指

定廃棄物処理・処分施設に関する環境規則は、処理・処分施設の所有者が変わった場合の

手続きや受け入れ量、処理量、保管量、廃棄量等の届出を義務づけている。 

 

b) 固体廃棄物・清掃に関する法律 

増加する廃棄物に対処するために、マレーシア政府は 2007 年に新たな法律、固形廃棄

物・公共清掃管理法（Solid Waste And Public Cleansing Management Bill 2007）及び固

形廃棄物・公共清掃管理公社法（Solid Waste And Public Cleansing Management 

Corporation Bill 2007）を制定した。 
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固形廃棄物・公共清掃管理法は廃棄物処理に関する担当組織や、指定廃棄物の管理施設

の建設・移転・弊社の認可制度、ライセンス、費用、決裁機関などを定めている。 

固形廃棄物・公共清掃管理公社法は、廃棄物処理企業の設立方法や、役割、財務管理方

法などを定めている。 

固形廃棄物・公共清掃管理法及び固形廃棄物・公共清掃管理公社法の英訳については、

住宅・地方自治省のウェブサイトなどで入手可能である。 

http://www.kpkt.gov.my/kpkt_en/main.php?Content=sections&SectionID=73 

 

②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

a) 国家計画 

マレーシアでは、国家計画として、5～10 年間のマレーシア政府の基本的経済・社会運

営方針を定める長期総合計画（Outline Perspective Plan）と 5 カ年ごとの Malaysia Plan

を策定している（文書は http://www.epu.gov.my/home で入手可能） 

2001 年 4 月には、第 3 次長期総合計画（OPP3：The Third Outline Perspective Plan, 

2001～2010 年）を定めた。第 3 次長期総合計画では、ゼロ・エミッション技術の利用を

促進し、エネルギー消費の削減、廃棄物を新しい素材として再利用・再生（regeneration）

を図っていく方針が打ち出されている。 

第 8 次 Malaysia Plan(2001～2005 年)は、製造業やサービス業の構造改革を促進するこ

とを目標として掲げているが、廃棄物・リサイクルに関しても、「循環型社会の促進」を目

標に掲げており、廃棄物分野も含め、民間活力の導入による循環型社会の構築を目指して

いる。2006 年 3 月に発表された第 9 次マレーシア計画（9MP：The 9th Malaysia Plan, 

2006～2010 年）では、「持続可能な成長路線」、「回復力と競争力」を持つ経済の確立が目

標として定められた。第 9 次マレーシア計画の 22 章は環境スチュワードシップの促進に

ついての項目であるが、衛生埋立新設を含めた埋め立ての改善、資源回収設備を有した中

継拠点の設置などを含む廃棄物管理に関する戦略計画を策定することが盛り込まれた。ま

た、バイオプラスチックなどの環境配慮材料の利用などを含む３Ｒの推進を継続すること、

戦略計画に盛り込まれた戦略と手法を実施するための固形廃棄物処理の効率化に向けた法

規制の導入なども盛り込まれている。普及啓発キャンペーンや固形廃棄物部署の設立など

も盛り込まれた。 

 

b) 国家リサイクル計画（National Recycling Program） 

2000 年 12 月には、廃棄物の削減を目的とした 95 の地方当局が参加する国家リサイク
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ル計画（National Recycling Program）が開始され、2020 年までに廃棄物の発生量を少

なくとも 22%削減することが目標として掲げられた。 

 

c) 廃棄物 小化計画 

廃棄物管理の基本政策として、廃棄物管理のための国家戦略計画（NSP）が 2002 年に

策定され、2005年に採択された。この国家戦略計画は発生抑制（Reduce）、再利用（Reuse）、

再資源化（Recycle）及び適切な技術・設備・施設の活用を通じた「持続可能かつ包括的な

廃棄物処理サービス」を通じた「持続可能な廃棄物管理」の達成を主要戦略の一つとして

いる。 

国家戦略計画に基づき、廃棄物管理マスタープラン及び３R のためのマスタープランの

策定が進められた。特に、後者は日本の JICA の援助に基づき策定された。 

３R のためのマスタープランは、幅広い種類の廃棄物を対象としたものである。 

・ 家庭系廃棄物 (Household Waste) 

・ 事業系業廃棄物 (Commercial Waste) 

・ 公共施設廃棄物 (Institutional Waste) 

・ 産業廃棄物 (Industrial Waste) 

・ 建設廃棄物 (Construction Waste) 

 

これらの種類の中でも、その性質、組成及び適切な管理の緊急性を踏まえ、マスタープ

ランは主に家庭系廃棄物、事業系廃棄物(オフィス、レストラン、ホテル、サービス業施設、 

マーケット、工場など)及び公共施設廃棄物に焦点を当てている。マスタープランの対象地

域は、マレーシア半島及び東マレーシアを含むマレーシア全土であり、全ての州、政府直

轄区域に対して適用される。 

本マスタープランの計画目標年次は 2020 年となっており、これは国家戦略計画および

ビジョン 2020 に整合させたものである。 

本マスタープランは、①廃棄物減量化に係る意識啓発の強化、②３R 活動のための減量

化関係主体の連携（パートナーシップ）強化、③廃棄物減量化に関する政策強化のための

組織制度の整備を柱としている。 

また、３R のためのマスタープランでは、基本戦略に基づき、大きく６つのアクション

プランが策定されている。 
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表 2-7 マスタープランタスクと連邦政府のアクションプラン 
マスタープラン 戦略 連邦政府のアクションプラン 

アクション１：全国リサイクルプログラム（NRP）による意

識向上のための活動の促進 
戦略１： 

廃棄物減量化に係る意識啓発の強化 
アクション 2：学校での 3R 活動 

戦略 2： 

3R 活動のための減量化関係者の連携（パートナーシ

ップ）強化 

アクション 3：関係主体間のネットワーク構築と、3R 連

携活動の展開 

アクション 4：法制度、財務体制の強化 

アクション 5：情報管理の改善 
戦略 3： 

廃棄物減量化に関する政策強化のための組織・制度

の整備 
アクション 6：ローカルアクションプランに関する地方自

治体へのガイダンスの実施 

出所：独立行政法人 国際協力機構「マレーシア国 固形廃棄物減量化計画調査 ファイナルレポート 要

約」、平成 18 年 7 月 

 

③個別リサイクル法 

マレーシア政府は 2008 年 5 月に E-waste 法案（「Recycling and Disposal of End-of-life 

Electrical and Electronic Equipment Regulation 200_（起草版)」）を作成して各種ステー

クホルダーとの意見交換を行った。 

E-waste 法案は生産者に対して以下のような内容を求めるものであった。 
 

・ 使用者が廃棄時に使用済み製品を生産者（輸入者含む）/回収拠点/処分施設に返却
する義務 

・ 生産者（輸入者含む）による使用済み製品の回収義務（回収目標 80%という文言
が取り消し線で削除されている） 

・ 生産者（輸入者含む）による使用済み製品のリサイクル義務 
・ リサイクル率目標 
・ リサイクル財源の確保 
・ 報告義務 

 
日系企業が、在マレーシア日本人商工会議所（JACTIM）を通して法案の問題点を指摘

した結果、現在は法律の検討は中断している。 

 

④廃棄物の輸出入に関する法 

マレーシアは、1993 年にバーゼル条約を批准し、1974 年環境法の第 34 条 B を 1996

年に改正して廃棄物の輸出入を規制している。具体的には、1989 年の「指定廃棄物に関す

る環境規則」について、環境局長官による事前承認なく、指定廃棄物をマレーシア領海内

に持ち込んだり、領海外へ持ち出したりすることが禁止されている。 

2001 年 10 月に、先進国から途上国へのリサイクル目的での越境移動を禁止する BAN

改正案を批准しているが、批准後も有害廃棄物の輸出入を認めている。 
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(4) インドネシア 

主な廃棄物処理・リサイクル法規制は以下の通り。 

表 2-8 インドネシアの廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する基本法 

 

 1997 年環境管理法 

 国家廃棄物管理システム開発戦略に関する公共事業省長官規則

（No.21/PRT/M/2006） 

 廃棄物管理に関する 2008 年第１８法 

 廃棄物管理に関する政府規制（策定中） 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する国家計画 

 ３Ｒに関する国家計画 

個別リサイクル法  なし 

廃棄物の輸出入に関する法  大統領決定第 61 号（1993 年） 

 輸入品に関する規制（No.230/MPP/Kep/7/97, 1997 年） 

 廃棄物輸入手続き（No.231/MPP/Kep/7/97, 1997 年） 

 バーゼル条約の批准（No.61, 1993 年）、バーゼル条約禁止事項改正の

批准（No.47, 2005 年） 

その他  有害・有毒物の廃棄物管理（No.18, 1999 年） 

 有害・有毒物の貯蔵・収集・処理施設運営・管理・最終処分に関する許

可手続き（No.68, 1994 年） 

 1999 年 No.18 有害・有毒物の廃棄物管理規則の改正（No.85, 1999 年）

 有害物質管理（No.74, 2001 年） 

 有毒・有害廃棄物の利用に関して（No.02, 2008 年） 

 有害廃棄物管理（貯蔵と収集に関する技術指導；管理票；廃棄物処理

に関する技術基準；管理手法と貯蔵場所；標識化）（No.1-No.5, 1995 年） 

 有害廃棄物管理の実行に関する指示；有害廃棄物管理プログラム；優

先地域（No.2-No.4, 1998 年） 

 港湾区域における有害廃棄物収集および貯蔵施設（No.3, 2007 年） 

出所：UNCRD 

 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

インドネシアでは、従来、廃棄物管理政策は有害廃棄物（B3 廃棄物とインドネシアで

呼ばれている）を中心に進められてきた。有害廃棄物の管理についての基本的枠組みは、

1994 年の有害廃棄物管理に関する政令第 19 号で 初に定められ、1995 年政令第 12 号で

部分的に修正され、1999 年政令第 18 号、1999 年政令第 85 号と改正が加えられてきた。 

しかし、都市ごみの問題が喫緊の課題となってくる中で、廃棄物を包括的に管理する法

規制の必要性が生じてきたことから、廃棄物管理に関する法制度整備が進み、廃棄物管理

に関する 2005 年政令第 18 法が策定された。 

 

a) 廃棄物管理に関する 2008 年第 18 法 

廃棄物管理に関する 2008 年第 18 法は、都市ごみに関して新たに制定された包括的な法
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規制である。本法は、廃棄物の健康・環境影響に着目するだけでなく、廃棄物の経済的価

値とエネルギー資源としてのポテンシャルを認識する法律である。家庭から、ないしは家

庭と類似した場所から発生する廃棄物に関して廃棄物の削減と廃棄物の管理を定めている。

法律によると、オープン・ダンピングを行っている 終処分場を 5 年以内に閉鎖せねばな

らいとしている。また、遅くとも 2009 年の 5 月までに、関連する政府規制と制令が策定

されなければならないとしている。 

廃棄物管理に関する 2008 年第 18 法は以下のウェブサイトで入手可能である。 

http://www.menlh.go.id/dokumen_sampah/Undang%20Undang%20Nomor%2018%20T

ahun%202008.pdf（インドネシア語） 

 

②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

インドネシアでは、国連地域開発センター（UNCRD）及び（財）地球環境戦略研究期

間（ＩＧＥＳ）の支援の元で、３Ｒに関する国家戦略及び、国家戦略に沿ったアクション

プランの策定が進められた。国家戦略の内容は次ページの図の通り。 
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図 2-1 戦略の基本方針・目標および主要内容 

 
出所：UNCRD,UNEP RRC.AP, IGES, “A progress report on seven countries in Asia from 2005 to 2009”, (2009) 

長期的目標 
・ 投資家にとって自治体・産業廃棄物のリサイクルに関するビジネスが魅力的なもの

となる 
・ プラスチック廃棄物の 75％がリサイクルされる 
・ リサイクルされる自治体・産業固形廃棄物の割合が全廃棄物の 20％に達する 
・ 堆肥化の割合が自治体廃棄物の 30％に達する 
・ 終処分場に処分される廃棄物を 50％削減する 
・ 5 つの 3R ワーキンググループ以外の地域が 3R プログラムを地方自治活動計画の業

務に取り込む 

中期的目標 
・ 固形廃棄物市場の雇用や経済規模を拡大する 
・ 住宅・商業・産業地域および社会公共施設において廃棄物の分別が実施される 
・ 自治体・産業廃棄物に関してリサイクルされる種類・量を増大させる 
・ プラスチック廃棄物の 50％がリサイクルされる 
・ リサイクルされる自治体・産業廃棄物の割合が全廃棄物の 10％に達する 
・ 堆肥化の割合が自治体廃棄物の 20％に達する 
・ 終処分場に処分される廃棄物を 30％削減する 
・ 農産業から生じるバイオマス廃棄物をエネルギー生産活動へと利用する 

短期的目標 
・ 3R に関する認識・理解・関与がすべての社会・産業の階層において進む 
・ 3R の実施のための制度やインフラが効果的に運営される 
・ 自治体・産業廃棄物、廃棄物マーケット、リサイクル産業に関する地図情報システ

ムへのすべての利害関係者によるアクセスを可能にする 
・ 3R プログラムを支援する規制や政策を地方や国家のレベルで策定する 

制度改革 規制や政策の

向上 
技術や情報シ

ステムの発展

利害関係者の

役割の充実 
国際協力の

促進 

主要原則 
・ 汚染者負担     ・ 固形廃棄物は資源 
・ エンド・オブ・パイプから 3R へのシフト ・ 3R からの収入確保 
・ 製造業者および一般の参画が主要要素  ・ 継続的発展 
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③個別リサイクル法 

個別リサイクル法については未制定である。 

 

④廃棄物の輸出入に関する法 

インドネシアはバーゼル条約を 1993 年 7 月 12 日付の大統領決定第 61 号によって、批

准している。1994 年に有害廃棄物に関する政令を制定した。1997 年の環境管理法では、

有害廃棄物の輸入を禁止する条項が盛り込まれた（第 21 条）、また、1997 年の環境管理

法第 23 号の第 43 条および第 49 条が罰則および廃棄物輸入ライセンスの発行停止を定め

ている。 

法規制に加えて、輸出に関する規制として工業商業大臣決定 No.228/MPP/Kep/７/97 が

輸出規制を、工業商業大臣決定 No.259/KMK.01/97 輸出税関手続きを定めている。また、

輸入については、工業商業大臣決定 No.230/MPP/Kep/７/97 が輸出規制を、工業商業大臣

決定 No.231/KMK.01/97 輸出税関手続きを定めている。 
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(5) ベトナム 

表 2-9 ベトナムの廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する基本法 

 

• 環境保護法(Law on Environmental Protection)（1994 年、2005 年改定、

No.52/2005/GH11） 

• 有害廃棄物管理規則(Decision No.1555/1999/QD-TTg)（1999 年） 

• 環境保護に関する法律の実施案内（No.80/2006/ND-CP, 2006 年 8 月 9 日）

• No.80/2006/ND-CP, 2006 年 8 月 9 日政府命令の条項の改正・補完

（No.21/2008/ND-CP, 2008 年 2 月 28 日） 

• 環境保護に関する法律の行政的違反に対する制裁（No.81/2006/ND-CP, 

2006 年 8 月 9 日） 

• 固形廃棄物管理（No.59/2007/ND-CP, 2007 年 4 月 9 日） 

• 固形廃棄物に対する環境保護課徴金（No.174/2007/ND-CP, 2007 年 11 月

29 日） 

• 都市および産業地域での固形廃棄物管理の向上（No.23/2005/CT-TTG, 

2005 年 6 月） 

• 医療廃棄物の管理に関する規制の公布、医療廃棄物の管理に関する規制

の公布に関する保健省長官決定 No. 2575/1999/QD-BYT の無効化

（No.43/2007/QD-BYT, 2007 年 11 月 30 日） 

廃棄物処理・リサイクル 

に関する国家計画 

• ベトナムにおける持続可能な開発のための戦略的方向性（ベトナムアジェン

ダ 21）（153/2004QD-TTg, 2004 年 8 月 17 日） 

• 2010 年までの環境保護国家戦略と 2020 年展望（2003 年 5 月） 

• 2010 年までの環境保護に向けた国家戦略と 2020 年に向けたビジョン 

• 都市地域及び工業地帯における固形廃棄物管理の強化に関する首相決定

23/2005/CT-TTg（目標 2010 年） 

個別リサイクル法 • 環境保護法（1994 年） 

廃棄物の輸出入に関する法 • 環境保護法により輸出入が禁止されている。 

• 環境保護法以外にも資源環境大臣決定（No.03/2004/QD-BTNMT）や 商

業大臣決定（No.5678/VPCP）、資源環境大臣決定

（No.2504/2005/QD-BTM）、資源環境大臣決定（No.12/2006/QD-BTNMT）

などの規制が導入されている。 

• 非営利環境基金の管理指導（114/2006/TTLT-BTC-TNMT, 2006 年 12 月

29 日） 

• 「第二生産物としての輸入品に対する自動的許可」の対象となるスクラップ

のリストの発行（No.12/2006/QD-BTNMT） 

• 輸入が禁止もしくは差し止めされる物品の再輸出もしくは通過のための一時

的輸入に関する業務管理規制（No.2504/2005/QD-BTM） 

• 生産物原材料としての利用のために輸入された物資の廃棄に対する環境

保護規制の適用の公布（No.03/2004/QD-BTNMT, 2004 年 4 月 2 日） 

• スクラップの輸入条件や基準に関する環境保護法の 43 条の実施指導

（No.002/2007/TTLT-BCT-BTNMT, 2007 年 8 月 30 日） 

その他 • 有害廃棄物管理に関する規制（No.155/1999/QD-TTg, 1999 年 7 月 16 日）

• 有害廃棄物リストの発行（No.23/2006QD-BTNMT, 2006 年 12 月 26 日） 

• 有害廃棄物管理の適用準備、登録、実施許可証の付与およびコード番号の

発行に関する条件や手続きに関する案内（No.12/2006/TT-BTNMT, 2006

年 12 月 26 日） 

• 有害廃棄物の埋立処分に関する技術指導（No.60/2002/QD-BKHCNMT, 

2002 年 8 月 5 日） 

• 危険物および危険物の陸上運送に関するリスト（No.13/2003/ND-CP, 2003
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年 2 月 19 日） 

• 都市および産業地域での固形廃棄物管理の向上（No.23/2005/CT-TTG, 

2005 年 6 月 21 日） 

出所：UNCRD 

 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

ベトナムにおける廃棄物の処理・リサイクルに関する法制度は、1994 年 1 月に施行さ

れた環境保護法(Law on Environmental Protection)を基本法としている。同法は 2005 年

11 月に改定され、2006 年 7 月から施行される予定である。1994 年法では、廃棄物に関し

ては特に章が設けられておらず、いくつかの条項でふれられる程度であったが、2005 年改

正では、廃棄物がまとめて扱う章が設けられた（全 15 章のうち 1 章分）。 

2005 年法では、まず、第 66 条第 1 項で、リデュースやリユース、リサイクルを通じて

排出者に廃棄を 小限にする責任が課せられている。第 67 条では、使用済みの乾電池や

タイヤ、自然分解しない樹脂、梱包材などの回収、処理について生産者やサービス提供者

に責任を負わせることができる条項が盛り込まれた。拡大生産者責任の考え方である。ま

た、第 68 条第 1 項では、適切な分別を発生源で行われなければならないと規定している。 

環境保護法を具体的に実施していくために、環境保護法実施のための政令

(GovernmentDecree No.175/DP)や個別法規が定められている。環境違反への罰則、環境

影響評価制度などベトナムの環境マネジメントに関する法規制は、環境保護法実施のため

の政令(Government Decree No.175/DP)に基づいて制定されている。 

 

廃棄物に関する個別法令としては 1999 年に公布された有害廃棄物管理規則(Decision 

No.1555/1999/QD-TTg)がある。同規則では、有害廃棄物の定義、関係省庁の責務、排出

者の責務、収集・運搬・処理・ 終処分および緊急時の対処などに関して規定をしている。 

事業者の認定制度、マニフェスト制度などからなっており、有害廃棄物の詳細な分類、お

よび各種廃棄物の処理基準、処理・処分方法も規定している。また、有害廃棄物の埋め立

て処分については、技術ガイドラインが、 2002 年に出されている（Decision 

60/2002/QD-BKHCNMT）。 

 

②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

リサイクルに関する新しい政策としては、「2010 年までの環境保護に向けた国家戦略と

2020 年に向けたビジョン」と「都市地域及び工業地帯における固形廃棄物管理の強化に関

する首相決定 23/2005/CT-TTg（目標 2010 年）」がある。 
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○ 2010 年までの環境保護に向けた国家戦略と 2020 年に向けたビジョン 

• 2020 年までに回収廃棄物の 30%リサイクルという目標を達成するために、リサ

イクル産業を確立及び発展させる 

• 国家は、固形廃棄物のリサイクルや処理システムに関する情報を、他の投資家と

積極的に共有する 

• 都市及び産業固形廃棄物のためのリサイクル施設ならびに処理施設を建設する 

○ 都市地域及び工業地帯における固形廃棄物管理の強化に関する首相決定

23/2005/CT-TTg（目標 2010 年） 

• 固形廃棄物のリサイクル施設を発展させる 

• 再利用リサイクル及び投棄の制限を優先して、発生した廃棄物の 90%を回収する 

• 固形廃棄物の再利用リサイクルに関するすべての研究開発事業を奨励する 

 

2009 年にベトナムでは、UNCRD、IGES の支援を受けて、3Ｒに関する国家戦略とア

クションプランを策定した。 
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図 2-2 戦略の基本方針・目標および主要内容 

 
出所：UNCRD,UNEP RRC.AP, IGES, “A progress report on seven countries in Asia from 2005 to 2009”, (2009) 

2020 年までの基本方針 
廃棄物の削減・再利用・リサイクルが、汚染増大の防止策として、環境保護への貢献

として、また、自然資源の保全および経済的な利用として効果的に利用される、持続可

能な生産消費社会を形成し、人々の生活の質を向上する 
 
目標 
・固形廃棄物の回収率を 95％にまで上昇させる 
・廃棄物の年間増加率を現在のレベルから徐々に減少させる 
・焼却・埋立処分が必要とされる固形廃棄物の量を収集された廃棄物の総量の 40％まで

削減し、残りの 60％を再利用・リサイクルする 
 

排出源での廃棄

物の分別 
廃棄物の削減 廃棄物の再利用 廃棄物の 

リサイクル 

2015 年までの基本方針 
コミュニティレベルでの３R に関する認識が拡大する。環境にやさしい生活方法が

人々の間で形成される。３R のために必要な物質的・財政的・人材的条件が確立される。

 
目標 
・固形廃棄物の回収率を 80％にまで上昇させる 
・廃棄物の年間増加率を現在のレベルから徐々に減少させる 
・焼却・埋立処分が必要とされる固形廃棄物の量を収集された廃棄物の総量の 70％まで

削減し、残りの 30％を再利用・リサイクルする 

排出源での廃棄

物分類にコミュ

ニティの参画の

促進 
特定の廃棄物の

分別・収集・処

理に関するイン

フラの整備 

廃棄物市場の発

展 
リサイクル産業

の発展 
リサイクル製品

の買上の促進 
リサイクル活動

にインセンティ

ブ政策を策定・導

入 
リサイクル基金

の設立 

家庭・生産・サ

ービスの廃棄物

を再利用 

廃棄物処理に関す

る補助金を削減

し、廃棄物の発生

量に基づく料金収

集制を導入 
家庭・生産・サー

ビスの廃棄物を削

減 
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表 2-10 戦略の下に実施される優先的プログラム・プロジェクト 
No. プログラム 予想される成果 完了年 

2009-2015 

1 廃棄物の削減・再利用・リサイクルの政策・法律シ

ステムの改革プログラム 

廃棄物の削減・再利用・リサイクルに関する法

律および指導命令が検討・採択・公布される 

2012 

2 コミュニティにおける廃棄物の削減・再利用・リサイ

クルに関する広報・教育・意識向上プログラム 

コミュニティにおける廃棄物の削減・再利用・リ

サイクルに関する意識が向上する 

2013 

3 地方における廃棄物の削減・再利用・リサイクル能

力向上プログラム 

地方における廃棄物収集が促進され、収集率

が向上するとともに、リサイクル活動が促進さ

れる 

2014 

4 廃棄物管理における経済的手法の確立・適用プロ

グラム 

特定の廃棄物の収集における排出量課金、リ

サイクル料金、デポジット制度などやその他

の経済手段の確立 

2014 

5 堆肥や物資、エネルギーを生産する固形廃棄物再

利用・リサイクル施設ネットワーク確立プログラム 

堆肥生産施設のネットワークが構築・運用さ

れる 

2014 

6 5 つの国家的都市および他の第一級都市における

排出源での廃棄物分別プログラム 

5 つの国家的都市および他の第一級都市に

おける廃棄物が排出源で分別される 

2015 

7 農林業における堆肥の利用の促進および質的改善

プログラム 

堆肥の利用促進および質的改善計画が策

定・実施される 

2015 

8 廃棄物再利用技術に関する研究・試験・再現プログ

ラム 

新たな廃棄物リサイクル技術に関する研究が

実施されるとともに、新たな海外の技術が導

入される 

2015 

9 リサイクル試験および建築廃棄物処理プログラム 建築廃棄物の削減・再利用・リサイクルに関

する規制が確立・採択・実施される 

2015 

10 リサイクル産業の発展プログラム リサイクル産業の発展のための方向性・ガイ

ドライン・計画が策定される 

2015 

2016-2020 

11 包装廃棄物の削減・再利用・リサイクルプログラム 包装廃棄物の削減・再利用・リサイクルに関

する規制が確立・採択・実施される 

2016 

12 電化製品廃棄物のリサイクルプログラム 電化製品廃棄物の削減・再利用・リサイクル

に関する規制が確立・採択・実施される 

2017 

13 グリーン調達・持続可能な消費の向上・促進プログ

ラム 

産業・省庁・地方自治体におけるグリーン調

達計画が策定・実施される 

2017 

14 廃棄物・リサイクル製品市場の発展プログラム リサイクル可能な廃棄物や企業のリサイクル

製品に関する情報、データベースネットワーク

が確立・普及される 

2018 

15 エンド・オブ・ライフの自動車リサイクルプログラム エンド・オブ・ライフの自動車のリサイクルに関

する規制が確立・採択・実施される 

2019 

16 クリーナー・プロダクションの法制化プログラム クリーナー・プロダクションに関する法律や指

導命令が検討・採択・公布される 

2020 

出所：UNCRD,UNEP RRC.AP, IGES, “A progress report on seven countries in Asia from 2005 to 2009”, (2009) 

 

③個別リサイクル法 

特に個別リサイクル法は定められていない。 

以前のベトナム環境保護庁の担当者の話では、一部家電について、メーカーに対して部



 

 26

品のリユース・リサイクル等を義務化づけるための法改正を行っていたが、具体化はされ

ていないとのことである。 

 

④廃棄物の輸出入に関する法 

• 環境保護法（1994 年）は、産業、家庭及びその他の諸活動から排出されるすべての廃

棄物の輸入及び輸出を禁止している（改正法は通過も禁止） 

• ベトナム国内での生産原料として輸入された廃材に対する環境保護規制に基づいた天

然資源と自然環境に関する首相決定 03/2004/QD-BTNMT(02/04/2004)（決定 03）は、

以下を定めている。 

 同決定の要件を満たす附属書の認可リストに含まれる洗浄及び選別済み廃材（金

属、プラスチック、紙など）に限り、許可証がなくても輸入することが許される 

 認可リストに含まれていないすべての廃棄物（混合廃材を含む）は、輸入するこ

とが禁止され、例外に関しても一切認められない 

• 決定 03 は、ベトナム国内での生産のために輸出された廃材のみを考慮対象とする。

これにより、廃材は、加工及び再輸出用に輸入されることが許可された。 

• 決定 03 の施行に基づく、2004 年における廃材輸入量は、金属 14,000t、プラスチッ

ク 4,000t、紙 112,000t である。 

• 現在も多くの企業が決定 03 を利用して、認可リストに含まれない廃棄物あるいは廃

材を輸入している。検査の結果、いくつかの違法入荷が明らかになり、処罰が課され

た上、再輸出を余儀なくされた。 

• 政府の職務に関する文書 5678/VPCP（18/10/2004）により、再輸出の処理のための、

決定 03 に含まれない加工用廃材の輸入が考慮されなくなった。 

• 2001 年 か ら 2005 年 ま で の 輸 出 入 製 品 の 管 理 に 関 す る 首 相 決 定

46/2001/QD-TTg(4/4/2001)は、国内での再利用に向けた輸入を禁止される中古及び老

朽製品のリスト化をしている。 

ただし、工業における直接再利用のための中古及び老朽機材の輸入は禁止されていな

い。 

 老朽及び中古のモニター 

 老朽及び中古の電池    など 

• 中古及び老朽機材は、いかなる用途向けの輸入も禁止することを政府に勧告している。 
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(6) シンガポール 

①廃棄物処理・リサイクルに関する基本法 

表 2-11 シンガポールの廃棄物処理・リサイクル法規制 
種類 法規制 

廃棄物処理・リサイクルに関する基

本法 

① 環境公衆衛生法（1969 年） 

廃棄物処理・リサイクルに関する国

家計画 

② シンガポール・グリーン・プラン[the Singapore Green Plan: SGP] 

個別リサイクル法 基本的には、個別プログラムにより対応 

廃棄物の輸出入に関する法 ③ 有害廃棄物（輸出入・輸送規制）法 

 

環境公衆衛生法（1969年）及び環境公衆衛生法（有害産業廃棄物）規制(1988年)に、有

害産業廃棄物を含む廃棄物全般の国内における回収・処理・ 再処理・廃棄について定めら

れている。対象となる有害産業廃棄物は、規則でリスト化されており、廃酸、廃アルカリ、

ガリウム砒素を含む廃棄物、エッチング廃液等である。具体的には以下の通り。 

 

表 2-12 環境公衆衛生法（有害産業廃棄物）規制(1988 年)の対象廃棄物 
有害産業廃棄物の一覧 

酸（asids） 
１． 使用済み無機酸 

例：塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、フッ化水素酸、ホ

ウ酸、ピクリング酸 

２． 使用済み有機酸 

例：酢酸、ギ酸、安息香酸、硫酸 

アルカリ(Alkali) 
１． 使用済みアルカリ性溶液 

２． 使用済みアンモニア性溶液 

３． 金属水酸化物スラッジ、酸化物スラッジ、アンチ

モン及びアンチモン化合物 

４． 使用済みアンチモンカリウム酒石酸塩 

ヒ素及びヒ素化合物 （Arsenic and its compounds） 
１． ヒ素を含む木材防腐剤残渣 

２． ガリウムヒ素を含む廃棄物 

石綿 （Asbestos） 
１． 石綿/セメントの製造過程からの石綿廃棄物 

２． 先バラの石綿繊維を含む空布袋・袋 

カドミウム及びカドミウム化合物（Cadmium and its 
Compounds） 
１． カドミウムを含むメッキ排水及び残渣 

２． ニッケル/カドミウム電池製造からのカドミウムを

含む廃棄物 

イソシアン酸塩（Isocyanates） 
１． 使用済みイソシアン酸塩 

例：ポリウレタン・フォーム製造過程からのトルエ

ン・ジイソシアネート（TDI）及びメチレン・ジイソシ

アネート（MDI） 

実験廃棄物（Laboratory Wastes） 

クロム化合物 （Chromium Compounds） 
１． クロムを含む、メッキ排水及び残渣 

２． クロムを含む、木材防腐剤残渣 

３． クロム化合物を含む、使用済み及び水溶性溶液

４． クロムを含む、皮革廃水及び残渣 

銅化合物 （Copper Compounds） 
１． 銅を含む、メッキ排水及び残渣 

２． プリント基板製造からの銅を含む、使用済みエッ

チング溶液 

３． 銅を含む、木材防腐剤残渣 

シアン化物 （Cyanides） 
１． シアン化物を含む、メッキ排水及び残渣 

２． シアン化物を含む、熱処理残渣 

３． シアン化物を含む、使用済み消光油 

４． 写真現像行程からのシアン化物を含む、使用済

みプロセス溶液 

フッ素化合物 （Fluoride Compounds） 
１． フッ素を含む、木材防腐剤残渣 

２． 使用済み二フッ化物 

ハロゲンを含む有機化合物（Organic Compounds 
containing Halogen） 
１． 使用済みハロゲン化有機溶剤 

例：トリクロロエチレン、111-トリクロロエチレン、

ペルクロロエチレン、塩化メチレン、テトラクロロメ

チレン、112-トリクロロ-122-トリフルオロエタン 

２． ハロゲン化有機溶液の回収からの残渣 

３． クロロベンゼン及び/またはクロロフェノール及び

クロロフェノール塩を含む梱包材もしくは残渣 

ハロゲンを含んでいない有機化合物（Organic 



 

 28

１． 旧式実験化学物質 

２． 化学分析からの有害化学物資廃棄物 

鉛と鉛化合物（Lead Compounds） 
１． 鉛酸化物/鉛硫酸塩を含むスラッジ 

２． 使用済み有機鉛化合物 

 例：テトラエチル鉛(TEL)、四メチル鉛(TML) 

３．全部または破砕鉛蓄電池 

水銀及び水銀化合物（Mercury and its Compounds） 
１． 塩素アルカリ産業からの水銀を含む排水、残

渣、スラッジ 

２． 金属水銀の使用を含む機器製造からの水銀を

含む廃棄物 

３． 水銀を含む化学的過程からの使用済み触媒 

４． 使用済み有機水銀化合物 

金属触媒（Metal Catalysts） 
１．化学的過程及び石油精製からの使用済み金属触

媒 

ニッケル化合物（Nickel Compounds） 
１． ニッケルを含むメッキ排水及び残渣 

ポリ塩化ビニル（PVC） 
１． PCVを含む全ての廃棄物質 

例：PCV絶縁ワイヤー、PCVパイプ・ケーシング、

PCV部品、PCV合皮張り及びPVC樹脂 

銀化合物（Silver Compounds） 
1.写真現像プロセスからの銀を含む、使用済みプロセ

ス用溶剤 

使用済み、汚染されている油 （Used, Contaminated 
Oil） 
１． マシーン・シリンダー、タービン、スイッチギア、変

圧器からの使用済み水圧油、潤滑油、鉱物油 

２． ガソリン及びディーゼルエンジンからの使用済み

車両用オイル 

３． 金属硬化からの使用済み焼き入れ油 

４． ソルベント油性洗浄剤からの回収油 

５． 使用済み水中油型エマルション 

例：金属工業からの使用済み冷却剤 

６． 水中油型混合物（主に油） 

例：船舶タンカーからの油性バラストウォーター 

７． 油分離器からの油・スラッジ 

８． 貯蔵タンクからのタンカースラッジ及び油スラッジ

/残渣 

９． 使用済み油の回収とリサイクルからの酸を含む

油スラッジ 

亜鉛化合物 （Zinc Compounds） 
１．亜鉛を含むメッキ排水や残渣 

Compounds not containing Halogen） 
１． 使用済み非ハロゲン化有機溶液 

例：ベンゼン、トルエン、キシレン、テレビン油、石

油、シンナー、ケロシン、メタノール、エタノール、

イソブタノール、イソプロパノール、メチルエチ

ル、ケトン、メチルイソブチルケトン、イソプロピル

エーテル、ジエチルエーテル、ヘキサン、硫化ジ

メチル、ジメチル・スルホキシド 

２．非ハロゲン化有機溶剤の回収からの残渣 

その他廃棄物（Other Wastes） 
１． 倉庫、製造、商取引活動からの旧式/廃棄された

化学物質及び殺虫剤 

２． 倉庫、製造、商取引活動からの化学物質・殺虫

剤によって汚染された使用済み容器、袋、機器 

３． 未反応単量体を含む/残渣 

例：ポリマー製造プロセスからの塩化ビニル及び

スチレン単量体 

４．精製からのタール状物資及び上流からのタール残

渣 

５． 有害廃棄物処理過程からの廃棄物 

例：凝固、固定、燃料の過程からの廃棄物、残渣

６． 有害化学ドラム・タンクの洗浄活動からの廃棄物

７． 船舶タンカーからの化学物質及び廃油 

８． 溶剤及びその他の汚染物質を含む樹脂、ラテッ

クス、可塑剤、接着剤の製造、製剤、使用からの

廃棄物 

９． 有機溶剤、重金属、殺生物剤を含むインク、染

料、顔料、塗料、ラッカー、ニスの製造、製材、使

用からの廃棄物 

病原性廃棄物（Pathogenic Wastes） 
１． 医療機関からの病原性廃棄物 

フェノール化合物 （Phenolic Compounds） 
１． フェノールを含む化学物質を利用した塗膜剥離

からのスラッジ・残渣 

２． 接着剤製造業からの未反応フェノール及びホル

ムアルデヒトを含む残渣 

ポリ塩化テルフェニール（PCT）を含む、ポリ塩化ビフェ
ニル（PCB）（Polychlorinated Bi-phenyl including 
Polychlorinated Ter-phenyl） 
１． PCB及び/またはPCTを含む、使用済み変圧器

オイル 

２． PCB及び/またはPCTに汚染された、レトロ・フィ

ル変圧器 

３． PCB及び/またはPCTに汚染された、もしくは汚

染された電気機器や部品 

例：キャパシタや変圧器 

４．PCB及び/またはPCTに汚染された容器や全ての

廃棄物質 

 

②廃棄物処理・リサイクルに関する国家計画 

シンガポール・グリーン・プラン(SGP)は 1992 年に初めて策定された。2002 年 8 月に

公表された SGP2012 では、大気、公衆衛生、水供給など 8 分野にわたる長期目標を設定
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しており、廃棄物管理はその１分野として挙げられている。シンガポール・グリーン・プ

ランの原文は以下で入手可能である。 

http://app.mewr.gov.sg/web/Contents/Contents.aspx?ContId=1342 

 

持続可能な廃棄物管理を行うための目標として以下の 3 項目が定められた。 

・ 2012 年までにリサイクル率を 44％から 60％に引き上げる 

・ スマカウ 終処分場の残余年数を 50 年に引き伸ばし、埋立ゼロを目指す 

・ 新規焼却場の必要性を現在の 5～7 年に１基から、10～15 年に１基にする 

シンガポール・グリーン・プランは、3年毎に進捗状況を調査することになっている。

廃棄物管理に関する進捗報告結果は以下の通り。 

表 2-13 シンガポール・グリーン・プラン 2012 年目標と進捗状況  
シンガポール・グリーン・プラン2012年目標 現在の進捗 

2000年において40%であった包括的廃棄物リサイクル

率を60%に増加する。 

2000年において40%であった包括的リサイクル率は

2008年において56%に増加している。 

スマカウ最終処分地の残余年数を50年に拡大し、「埋

立ゼロに向けて」また「廃棄物循環の輪を閉じる」という

目標に向けて努力を行う。 

スマカウ最終処分地は1999年に操業を開始し、予測

残余年数は25-30年とされていた。廃棄物削減、リサ

イクルの推進を通して、スマカウ最終処分地の残余

年数は現在35-40年と予測されている。 

新規焼却場の必要性を10-15年毎に1基に削減する。 2000年まで追加的焼却プラントは建設されていない。

出所：シンガポールグリーンプラン 

 

また、進捗報告書では、シンガポール政府の「持続可能な発展のための閣僚委員会

（IMCSD）」が、将来、リサイクル率を2020年までに65%、2030年までに70%にすると予

測されている。 

この調査結果を受けて、市民・企業・NGO などが参加する分科会からの提言を得た上

で内容が改訂された。2006年に行われたSGP2012の第1回目の改定では、廃棄物管理に関

する目標（２）に「廃棄物の循環の輪を閉じる」という文が追加された。 

 

③個別リサイクル法 

シンガポールでは、リサイクルは国家リサイクル・プログラムの導入により進められて

おり、リサイクルに関連する法律は制定されていない。 

 

④廃棄物の輸出入に関する法 

シンガポールは 1996 年 1 月 2 日にバーゼル条約に加盟している。有害廃棄物（輸出入・

輸送管理）法がバーゼル条約に対応する国内措置について定めている。 



 

 30

2.2 中国、東南アジア等における廃棄物処理・リサイクルの実態 

(1) 中国 

①廃棄物の発生状況 

中国では、都市ごみの収集量に関する公式データは存在するが、発生量に関する公式デ

ータはない（中国政府、中国の廃棄物研究者もコメントしている）。 
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図 2-3 産業廃棄物の発生量（収集量） 
出所：中国国家統計局 
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図 2-4 廃棄物の組成 
出所：Huang Qifei「Status of Municipal Waste Management in china」Chinese Research Academy of 

Environmental Sciences, The 2nd workshop of 3RKH, Siem Reap, Cambodia, December, 2008 
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図 2-5 産業廃棄物の発生量 
出所：中国国家統計局 

 

②収集の状況 

廃棄物に関しては環境保護部に加え国務院の管轄下にある「国家発展改革委員会」、「建

設部」及び「各省・直轄市政府」がそれぞれの職務権限内において、固形廃棄物による環

境汚染の防止および管理に関する責任を負っている。 

都市ごみの収集は地方の建設局の義務となっている（固形廃棄物環境汚染防止法に基づ

く）。地方の建設局が指名した組織が実際の収集に当たる。 

産業廃棄物は、多くが有価であるために、事業者が有償にて処理業者に引き渡している。 

 

③処理の状況 

産業廃棄物は、多くが有価でリサイクルされている。有害廃棄物については、省/特別市

の環境保護局が許可を与える有害廃棄物処理業者によって処理されているが、一部は無許

可の業者によっても処理されている。 

現在、中国では都市ごみ発生量の急増に対応するために、焼却施設の導入を積極的に進

めている。 



 

 33

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

In
ci

ne
ra

tio
n 

C
ap

ac
ity

 (t
/d

)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

In
ci

ne
ra

tio
n 

C
ap

ac
ity

 (t
/d

)

 
図 2-6 焼却能力の推移（t/日） 

出所：Huang Qifei「Status of Municipal Waste Management in china」Chinese Research Academy of 
Environmental Sciences, The 2nd workshop of 3RKH, Siem Reap, Cambodia, December, 2008 

 

④処分の状況 

 処分場についても、整備が進められているところである。 
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図 2-7 埋立地容量の推移（万 t/日） 

出所：Huang Qifei「Status of Municipal Waste Management in china」Chinese Research Academy of 
Environmental Sciences, The 2nd workshop of 3RKH, Siem Reap, Cambodia, December, 2008 
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(2) タイ 

①廃棄物の発生状況 

タイでは、1,460 万 t の都市ごみが発生しており、その 21%がバンコクで発生している。

都市ごみ発生量は年々増加傾向にある。 

表 2-14 廃棄物に関わる基本データ 
分類 統計 情報源 

廃棄物量合計 (t/年) 

都市部における廃棄物 1460 万 t(2006 年)あるいは 40,012t/

日 

バンコク：8,403t/日(タイ全体の 21%) 

(2006) 

PCD, 2008 

Data from Environmental 

Center, Bangkok (2007) 

有害医療廃棄物 感染症廃棄物全体： 24,000 t/年 

(有害医療廃棄物全体の 22%。その

他、一般廃棄物が 69%、 再利用廃

棄物 8%、有害廃棄物 1%) 
― 

一人当たりの廃棄物量(kg/人/日) 

一般廃棄物（都市ごみ） 0.64 kg/人/日 Municipal waste Report, Waste TWG 

Secretariat 

廃棄物処理事業 

ごみ収集率,% 

(ごみ発生量に対するご

み収集量の割合) 

バンコク：95%より高い 

中規模都市：86% 

The 3Rs in Asia: Gap Analysis, AIT 

2008  

廃棄物処理場 衛生埋立：91 ヶ所 

建設中/再建中：20 ヶ所 

焼却炉：3 ヶ所 

PCD,2008 

電子廃棄物（コンピューターや携帯電話機など不要になって捨てられる電子製品） 

 産業セクター：10,000 t/年 

家庭からの電子廃棄物： 90,000  

t/年(2003 年) 

MoI, 2003 citied in AIT, 2008 

リサイクル 

 2007 年に 22%が中古販売店などの

リサイクル事業活動により、リサイク

ルされた。 

PCD, 2008 

出所：United Nations Centre for Regional development,”National 3R Strategy Development” 

 

②収集・処理・処分の状況 

都市ごみの収集・処理・処分は基本的には自治体が実施することとなっている。 

公害管理局は、環境質保全と汚染防止推進の国家政策及び計画の策定支援、環境質基準

と排出・流出基準の策定、環境質管理計画の策定、工場から発生する廃棄物の処理、汚染

及びその他の汚染物質に関する規制設定、廃棄物及び生ごみの輸送業者・処分業者の規制

などを行っている。 
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●天然資源環境省 公害管理局（PCD） 

環境保全と汚染防止の国家政策および計画の策定支援、環境基準と排出基準の策定、

環境管理計画の策定、その他の汚染物質に関する規制の設定、一般廃棄物、感染性廃

棄物、バーゼル条約など廃棄物全般に関して管理している。また、有害物質法も所管。 

 

●工業省(Ministry of Industry）工場局（DIW） 

産業廃棄物に関し、排出許可、マニュフェスト制度、有害産業廃棄物・非有害産業廃

棄物の基準の選定 

 

③処理の状況 

＜産業廃棄物処理施設の整備状況＞ 

 政府も民間も、廃棄物処理施設不備の問題に対処するため、産業廃棄物処理・処分

施設の開発を行っている。 

 工業工場局は 1998 年にはじめての産業廃棄物処分センターを Samaedum 地区

（Sub-district）に開設した。センターでは、金属めっき、漂白・染色工程で生じる

廃液 1,000t と、有害固形廃棄物 100t を処理することができる。しかしながら、

終処分システムがないため、センターは稼働能力を 100%発揮することができなかっ

た。 

 1992 年に、工業工場局の監督のもとで、ラチャブリ県（Ratchaburi Province）に

初期処理済み産業廃棄物を年間 3 万 t 埋め立てられる処分場が建設された。しかし処

分場の能力は、需要にはるかに及ばなかったため、1995 年に工業工場局は、General 

Environmental Conservation Co., Ltd(GENCO)社との間で、ラヨーン（Rayong）

県の Map Ta Phut 工業団地に、共同出資により有害廃棄物処分センターを建設する

契約を締結した。センターは中和処理システム、埋め立て処分システム、廃燃料混

合システムを備え、年間処理能力 16 万 5 千 tである。 

 1998 年には、他にも民間処分場が建設された。民間所有の Technochem Co., Ltd で

は、エタン、塩化メチレン、アルコールなどの溶剤を受け入れ、蒸留処理を行って

いる。またチョンブリ（Chon Buri）県に所在する Recycle Engineering Co., Ltd で

は、廃溶剤を年間約 3,000t 回収・処理している。同社で受け入れている溶剤には、

混合溶剤、炭化水素やハロゲンを含む溶剤などがあり、またセメント焼成炉の燃料

として使用される寿命末期タイヤも受け入れている。同社では、年間約 8,500t の廃
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棄物から、廃棄物エネルギー転換利益を得ている。1990-2000 年の統計データを見

ると、毎年全有害廃棄物の約 20%（224,000t）がこれらの処分センターに送られてい

ることがわかる。 

 2000 年に Samedum 処分センターおよび GENCO に搬入された廃棄物の量は、それ

ぞれ約 134,000t と 77,000t であった。 

 

表 2-15 産業廃棄物の処理施設一覧 
工場 有害廃棄物の種類 

１．Map Ta Phut 廃棄物処分センター

（GENCO 社） 

全産業からのあらゆる有害廃棄物 

２．Samaedum 処分センター なめしや鍍金などの無機工業工程からの廃棄物 

３．Technochem 社 エタン、塩化メタン、アルコールなどの廃溶剤 

４．Recycle engineering 社 炭化水素やハロゲンを含む溶剤、およびフロン冷却

剤 

５．Siam Cement Public Company 廃溶剤と寿命末期タイヤ 

出所：『平成 15 年度廃棄物対策国際シンポジウム報告書』平成 16 年 3 月 社団法人産業と環境の会

 

 今後、工業工場局には、有害産業廃棄物の処理・処分能力を向上させる 2 つの計画

がある。1 つめは、Samaedum 産業廃棄物処分センターの能力と効率を向上させ､1

日あたり、めっきと漂白・染色工程から出される廃液を 大 1,300t、有害固形廃棄

物 大 200t 処理できるようにすることである。このプロジェクトは 2003 年までに

は完成予定である。2 つめは、年間処理能力 15,000t の固形産業廃棄物焼却施設を

Bangpoo 工業団地に建設するプロジェクトである。このプロジェクトは 2004 年ま

でに操業開始を予定している。 

 

タイ国内では 1,000 箇所以上の処分場があると推計されており、そのうちわずか 104 箇

所が政府基金を通して適切に建設された施設である。また、これらの施設の多くは中心

都市部に位置している※１。 

 

＜有価物リサイクルの状況＞ 

 中継地点や臨時集積所に集められた廃棄物の中の有価物は、廃品業者が収集し、中古

品店に販売している。中古品店はそれらをリサイクル施設に売却している※２。 

 廃棄物の中には多くのリサイクル可能な物が残っており、都市部におけるデータによ

ると、リサイクル可能な物のうちリサイクルされている割合は、ガラスが約 18%、紙

が約 28%、プラスチックが約 14%、金属が約 39%である（すなわち、残りの部分は
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リサイクル可能であるが、リサイクルされずに廃棄されている）※１。 

 2005 年時行われた家電製品等の廃棄及びリサイクルの現状に関する調査によると、

廃家電の処理状況は品目によって大きな差がある。パソコンやエアコンなど一般家庭

での普及率が低い製品は相当量が中古市に流れる為リサイクルの現場には現れない。

テレビのリサイクル率が低い理由は、テレビのブラウン管に使用されている鉛がリサ

イクルを困難にしているからである※３。 
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図 2-8 タイの都市部における素材別リサイクル率 
出所：世界銀行、「Thailand Environment Monitor 2003」、2003 年より作成
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表 2-16 廃家電リサイクル状況（2005） 
 リサイクル率 リサイクル可能部品 内訳 廃棄部品 内訳 

テレビ 31% プラスチック 

アルミ 

基盤 

導線 

銅 

鉄 

12% 

1% 

9% 

3% 

1% 

4% 

ブラウン管 

木枠 

58% 

10% 

モニター 43% プラスチック 

鉄 

導線 

基盤 

21% 

4% 

5% 

13% 

ブラウン管 57% 

洗濯機 71% 金属フレーム 

プラスチック 

導線 

銅 

ゴム樹脂 

アルミ 

ガラス 

51% 

14% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

コンクリート 

パーティクルボード 

26% 

2% 

冷蔵庫 92% 金属フレーム 

アルミ 

コンプレッサー 

プラスチック 

ゴム樹脂 

46% 

3% 

22% 

18% 

2% 

ポリウレタン・フォー

ム 

8% 

 

＜産業廃棄物交換プログラム＞ 

産業廃棄物交換プログラムが試験段階にある。現在タイでは、産業界でリサイクルを奨励

するための廃棄物交換プログラムが試験的に実施されている。このプログラムは、ある産

業の廃棄物が別の産業の原材料となるという前提に基づいている。各企業はコンピュータ

ーデーターベースにより、廃棄物処分と必要な原材料とを照合し、廃棄物の交換を行う。

廃棄物提供者にとって、このような取引は処分費用の削減に繋がり、一方使用者にとって

は、使用済み原材料の方が新品より低価格で購入することができる。2004 年 7 月時点で、

414 の企業が DIW の作成した廃棄物取引データーベースに登録している。 

出所：世界銀行、「Thailand Environment Monitor 2003」、2003 年、株式会社三菱総合研究所、「アジア

にまたがる循環型社会の構築に向けて」、所報 No.41、2003 年、日本貿易振興機構（ジェトロ）貿易開発

部 「平成 16 年度タイ・リサイクル制度導入協力プログラム報告書」2005 年 3 月 
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④処分の状況 

以下、タイにおける埋立地の数を示す。 

表 2-17 地域毎の埋立地の数 

地域 県/都市 

中心部 • バンコク・メトロポリタン 10 ヶ所

• サムットプラカーン県 11 ヶ所 

• パトンタイ県 9 ヶ所 

• アユタヤ県 11 ヶ所 

東部 • チョンブリ県 ６ヶ所 

北東部 • コン・カーン県 10 ヶ所 

• ナコーン・ラチャシマ県 10 ヶ所

北部 • チェン・マイ県 7 ヶ所 

• ランプーン県 10 ヶ所 

出所：Research on Present Situation of Environmental Infrastructure in Thailand 
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(3) マレーシア 

①廃棄物の発生状況 

表 2-18 廃棄物に関わる基本データ 
分類 統計 情報源 

廃棄物量合計 (t/年) 

廃棄物 一般廃棄物 870 万 t(2004 年推定) 

 

19,100t/日(2005 年) 

JICA,2006 

 

Ministry of Housing and Local 

Government (MHLG), 

2008 

有害廃棄物 ― ― 

一人当たりの廃棄物量(kg/人/日) 

 0.80 kg/人/日 MHLG 2008, Waste TWG 

Secretariat,2008 

廃棄物発生量の将来予測 

2015 年 

 

2020 年 

1570 万 t 

 

30t/日 

 

JICA, 2006 

 

MHLG 2008, Waste TWG 

Secretariat,2008 

廃棄物処理事業 

ごみ収集率,% 

(ごみ発生量に対するごみ

収集量の割合) 

95－97 % JICA, 2006 

廃棄物処理場 衛生埋立：10 ヶ所稼働中 

埋立：140 ヶ所 

JICA, 2006 

リサイクル 

 5%がリサイクルされた。 

目標：2020 年にリサイクル率 20% 

MHLG, 2008 

経費 

 26,000 万米ドル JICA, 2006 

出所：United Nations Centre for Regional development,”National 3R Strategy Development” 
 

②廃棄物量（MHLG） 

廃棄物の収集量は、2002 年で 17,000t/日、2005 年で 19,000t/日と増加しており、2020

年には 30,000t/日になることが見込まれている。また、2009 年の一人当たりの廃棄物量は

0.9kg/日であり、2020 年には 1.15kg/日になると予測されている。 
出所：マレーシア国住宅自治省  国家廃棄物処理事業部  (Department of National Solid Waste 
Mangement, Ministry of Housing and Local Government of Malaysia: MHLG) 
 
③収集の状況 
現在廃棄物の収集、処理、処分の直接的責任を有しているのは自治体である。実際の廃

棄物の収集、処理、処分等の業務は一部の地域を除いて民間委託会社が個々の自治体と直

接契約を結んで実施しているが、将来的には完全民営化に移行する考えである。リサイク

ル関連の法律が整備されていないため、各関係者に法的な責務が課されておらず、事業者・
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住民の行動は市場価値、インセンティブによって左右されている。 

約 75%が収集されているが、25% は違法投棄を含めた他の方法で処理されている。 

また、廃棄物管理コストは、360 百万リンギット（2001 年）であり、t あたり 70 リン

ギットである。83％が収集費用であり、16%が処分コスト、1%がリサイクルコストである。 

 

④処理の状況 

中間処理とリサイクルされた量は併せて収集された廃棄物のうち、わずか 3-4 %にしか

満たない。 

第 9 次マレーシア計画（計画期間：2006 年～2010 年）によると、廃棄物のうち 5%が

リサイクルされている。そこで、2020 年までに廃棄物リサイクル率 22％を目標としてい

る。また、マレーシアでは 2000 年から国家リサイクル計画を実施しており、自治体など

によるリサイクルのパイロットプロジェクトが推進されている。 

 

国家リサイクル計画（National Recycling Program） 

2000 年 11 月より実施。 
長期目標： 
・ 市民にリサイクルをする習慣を植え付ける 
・ 廃棄物処理に掛かる運営費用を削減する 
・ 埋立地に埋め立てる廃棄物の量を 小限に抑える 
・ 原材料の利用を減らす 
・ 利害関係者間の認識と協力を改善する 
 

⑤処分の状況 

・ 国全体で約 261 ヶ所が存在する. 

・ 約 111 ヶ所の埋立地は稼動していない. 

・ 約 10 箇所は衛生埋立地である 

・ 今後、新しく埋立地を建設する際は、衛生埋立地にすることが義務付けられてい

る 
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(4) インドネシア 

①廃棄物の発生状況 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics (2008)によると、2006 年の発生量は 3,850

万 t である。年々2～4％増加している。 

表 2-19 廃棄物に関わる基礎データ 
部門 統計 出所 

廃棄物総量 (t/年) 

都市固形 

廃棄物 (MSW) 

38,500,000 (2006 年) 

年に 2-4%の割合で増加 

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

(Indonesia Domestic Solid 

Waste Statistics 2008)  

インドネシアにおける環境の状況(2004 年) 

State of the Environment in Indonesia 2004

有害廃棄物 

 

7,020,000 

(企業環境性能プログラムにおける参加企

業) 

SLHI,2006 (国家 3R 戦略草案において挙げ

られている) 

医療廃棄物 

 

3,895 (2003 年) インドネシア環境衛生国家プロファイル 

Indonesia Environmental Health Country 

Profile (WHO,2004) 

１人当たりの都市固形廃棄物量 (kg/人/日) 

 国家全体:0.43 

首都/大都市(26 都市):0.96 (2006) 

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年)

（Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 

2008) 

将来の廃棄物量予測 

2010 年まで 一人当たりの都市固形廃棄物:2.1 (都市部) インドネシアの環境状況（2006 年） 

Indonesian Environment Status 2006 

固形廃棄物管理 

国家全体で約 50%  

都市において最大 75%  

インドネシア環境モニター、世界銀行 （2003

年） 

World Bank, Indonesia 

Environment Monitor 2003 

廃棄物回収率 

(発生廃棄物に

占める割合) 

廃棄物管理局が担当している総人口予測

数: 総人口の 56%  (2006 年) 

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 

(2008) 

投棄埋立地: 62, 衛生埋立地: 1 

小規模都市の約 85%、中規模都市の 53%が

公式に投棄埋立地に廃棄物を処分してい

る。 

IDE-JETRO,2007 で挙げられている 固形廃棄物処

分場の数 

全市・自治体の 98%が最終処分場を一つ持

っている。(2006 年) 

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 

(2008) 

最終処分場で

処 分 さ れ る 廃

棄物 

1360 万 t/年もしくは発生総廃棄物の約

35%(2006 年) 

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 

(2008) 

スカベンジャー（街路清掃人）  

街路清掃人数 アンケートに回答した 116 の市・自治体にお

いて 14,538 人 (2006 年データで、これらの

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 
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市・自治体の人口は 8500 万) (2008) 

リサイクル 

自治体 自治体の 57%が 3R プログラムを行っている

（2006 年） 

リサイクル率は発生源において 2.26%、一次

的廃棄場において 2.01%、最終処分場にお

いて 1.6%である。  

インドネシア家庭固形廃棄物統計(2008 年) 

Indonesia Domestic Solid Waste Statistics 

(2008) 

出所: UNCRD (各データの出所は表中に示されている) 

 

地域別の発生状況は以下の通り。 

表 2-20 地域別の発生状況 
地域 廃棄物発生量 

（m3/年） 

地域 廃棄物発生量 

（百万 t/年） 

スマトラ 8,623,106 スマトラ 8.7 

ジャワ 29,413,366 ジャワ 21.2 

バリ及びヌサテンガラ 1,027,149 バリ及びヌサテンガラ 1.3 

カリマンタン 916,163 カリマンタン 2.3 

スラウェシ及びマルク島及び

パプア島 

3,233,774 スラウェシ及びマルク島及び

パプア島 

5.0 

合計 43,213,557 合計 38.5 

出所：HARUKI AGUSTINA, MINISTRY OF ENVIRONMENT, REPUBLIC OF INDONESIA, 
"STATUS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA", 2008 年 11 月 

 

②収集・処理の状況 

環境省・工業省・公共事業省など、様々な省庁が廃棄物管理に携わっている。 

a) 環境省（Kementrian Lingkungan Hidup） 
環境省では、家庭廃棄物については環境汚染評価局の「家庭・中小企業汚染評価課」、

有害産業廃棄物については「B3・B3 廃棄物管理局」（以下 B3 管理局）が担当してい

る。家庭廃棄物では、分権化により地方にその権限が譲られつつあるが、B3 廃棄物

に関しては、環境省に許可権が集中しており、地方政府(州、県)には、単に監督権限

（pengawasan）が認められているにすぎない。 
 

b) 工業省 
工業調査開発局のなかに、資源・環境・エネルギー調査開発センターがおかれてい

るが、廃棄物に関しての取組みは、これまであまりなされていない。 
 
c) 公共事業省（Departmen Pekerjaan Umum） 

公共事業省の居住環境総局(Bidang Cipta karya)は、下水道等とともに廃棄物の収

集・処分に関する事業を推進している。 
 

d) 技術評価応用庁（BPPT） 
技術評価応用庁の中の環境技術研究所（Balai Teknologi Lingkunagan）等で、廃
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棄物の再利用に関する研究が行われている。都市ゴミのコンポスト化、工場から発生

するプラスチックの分別と再生利用、小規模鉛リサイクル工場の公害対策、アルコー

ル産業からの廃液利用等について、研究・調査が行われている。 
出所：日本貿易振興機構アジア経済研究所『アジア各国における産業廃棄物・リサイクル政策情報提供事

業報告書』経済産業省委託、2006 年 
インドネシア環境省ＨＰ：http://www.menlh.go.id/ 

 

ごみ管理における行政の役割不足、インフラ整備の不足、 終処分場における処理方式

が不適切でしかも環境的に不十分であることなどから、多くの地方都市において、大量の

廃棄物が処理されない状態にある。例えば、ジャカルタ首都圏で一日あたり1,733.12立方

メートル（全体の6.77%）、ジョグジャカルタのスルマンで2,362立方メートル（全体の

92.63%）、ブカシで3,189立方メートル（全体の75%）の廃棄物が処理場に搬出されていな

い。 

また、有害廃棄物についても、多くが、工場内で保管されるか、環境中に廃棄されてい

る。 

 

図 2-9 ジャカルタ市の状況 
出所：アイ・シー・ネット（株）笹尾 隆二郎「円借款事業事後モニタリング報告書 

（インドネシア）「ジャカルタ都市廃棄物処理事業」、2008 年 5 月 
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図 2-10 ごみ処理のフロー図  
出所：アイ・シー・ネット（株）笹尾 隆二郎「円借款事業事後モニタリング報告書 

（インドネシア）「ジャカルタ都市廃棄物処理事業」、2008 年 5 月 

 

 

③処分の状況 

現状は、インドネシアで発生する廃棄物の 55.5%が 終処分場に運搬され、40%が処理

されている。オープン・ダンピング方式による埋め立てが一般的であり、管理埋め立て方

式はジャカルタの一個所にすぎない。1990 年代に設置された廃棄物処分場は 450 箇所、

387 箇所がオープン・ダンピング方式であり、衛生的に管理された処分場は 63 箇所に過

ぎない。 
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ジャカルタ市の状況 

ブカシ 終処分場では、各所から運びこまれたごみの衛生埋立を行っているが、同処分場の処理（埋立）

量は増加し続けており、2001 年に平均 20,154 m3／日のごみをジャカルタ市より受け入れていたが、

2007 年の処理量は 26,962 m3／日に達している 3。これは、中継基地から搬入されるごみとジャカルタ

市内各所から直接持ち込まれるごみの両方が増加していることによる。 

しかし、ごみは分別収集がなされないまま処分場に搬入されるため、スカベンジャー4 が定着し、ごみ

の分別・収集作業を行うことを誘発しやすい状況となっている。このスカベンジャーの存在が円滑なごみ

処理や覆土作業を困難にしており、作業に時間がかかるため、当初予定された即日覆土ではなく、週に 1 

回程度のペースとなってしまっている。5 また、ごみを搬入するトラックはひどいときは数時間積み降ろ

しを待たされる状態であり、1 日当たりの処理量は限界に近い。 
出所：アイ・シー・ネット（株）笹尾 隆二郎「円借款事業事後モニタリング報告書 

（インドネシア）「ジャカルタ都市廃棄物処理事業」、2008 年 5 月 

 

表 2-21 インドネシアの 終処分場（ＴＰＡ）の立地数  
地域 既存最終処分場の数 利用可能な最終処分場の数 

スマトラ 57 50 

ジャワ 75 56 

バリ及びヌサテンガラ 11 11 

カリマンタン 19 16 

スラウェシ、マルク島、パプア島 20 20 

合計 182 153 

全体における割合  84% 

出所：HARUKI AGUSTINA, MINISTRY OF ENVIRONMENT, REPUBLIC OF INDONESIA, 
"STATUS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA", 2008 年 11 月 

 

表 2-22 浸出水処理の状況 
 施設の存在 割合 

存在していない 47% 

存在及び機能している 42% 

最終処分場（TPA） 

浸出水処理施設の 

利用可能性 存在しており機能していない 10% 

物理的処理プラント 31% 

化学的処理プラント 9% 
最終処分場における

浸出水処理施設 
生物学的処理プラント 2% 

出所：HARUKI AGUSTINA, MINISTRY OF ENVIRONMENT, REPUBLIC OF INDONESIA, 
"STATUS OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN INDONESIA", 2008 年 11 月 
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(5) ベトナム 

①廃棄物の発生状況 

廃棄物の発生量は増加傾向にある。2004 年に 12,800,000t であったのが、2010 年都市

固形廃棄物:20,000,000 t に増加することが予想されている。 

表 2-23 廃棄物に関わる基礎データ 
部門 統計 出所 

廃棄物総量 (t/年) 

都市固形廃棄物 

Municipal Solid Waste 

12,800,000 (都市部から 50%, 農村部から 50%) 

産業固形廃棄物 

Industrial Solid Waste 

無害廃棄物: 2,510,000 

世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

有害廃棄物 

Hazard Waste 

産業: 128,400 

ヘルスケア: 21,000 

農業: 8,600 

 

将来の廃棄物量予測 

2010 年まで (t/年) 都市固形廃棄物: 20,000,000 (都市部から 63% ) 

産業廃棄物: 3,200,000 (有害廃棄物は 15% ) 

有害ヘルスケア廃棄物: 25,000 

家庭廃棄物: 1.2-1.5 kg/人/日 (都市部) 

世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

一人当たりの廃棄物量  (kg/人/日) 

 国家: 0.4 (都市部: 0.7, 農村部: 0.3) 世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

固形廃棄物処理事業  

廃棄物回収（発生廃棄

物に占める割合） 

都市部においては 71% , ＜農村部においては 20%  

国家全体では 50-60% 

世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

国家 3R 戦略草案 

Draft Nat’1 3R 

Strategy 

固形廃棄物処理施設

数 

埋立地総数: 82 

衛生埋立: 8 

国家環境報告 2005 年

National Environment 

Report, 2005. 

工芸村 

村の数 56 の省にわたり 1,450 の村が点在  

無害廃棄物 774,000 t/年 (主に北部で発生する) 

世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

リサイクル 

工芸村 Craft Villages リサイクル   投入量     製造量    リサイクル 

物質     (t/年)      (t/年)       割合(%) 

プラスチック  25,200       22,900       90.9 

紙        51,700       45,500       80.0 

金属      735,000      700,000      95.2 

計        811,900      768,400      94.6 

産業 特定の産業からの無害産業廃棄物の少なくとも 80%がリサ

イクルされている。（ポテンシャルは高い。） 

世界銀行 2004 年 

World Bank, 2004. 

出所：United Nations Centre for Regional development,”National 3R Strategy Development” 
 

 



 

 48

②収集・処理の状況 

建設省及び天然資源・環境省が廃棄物の収集・処理に関わっている。 

建設省には、2005 年の「固形廃棄物管理に関する首相命令」において、複数の州にま

たがる固形廃棄物および有害廃棄物の管理の計画を策定すること、固形廃棄物の処理に

関する基準・規則を改正・補正・制定を資源環境省および科学技術省と協力して行うこ

と、廃棄物処理技術について実証試験を行うこと、廃棄物処理を行っている企業の効率

を上昇させ能力を向上させる計画を作成し首相に提出すること等が求められている 

天然資源・環境省では、有害廃棄物の管理を廃棄物管理・有害化学物質課が担当して

いる。また、環境技術課でもリサイクル分野での技術向上に関する研修を実施すること

が計画されている。2005 年の「固形廃棄物管理に関する首相命令」では、2006 年第 2

四半期に、資源環境省が「有害廃棄物管理規則」の実施状況を評価しその内容の見直し

を行うこと、検査を充実するため環境検査官と建設検査官のコーディネーションに関す

る規則を作成すること、廃棄物特に産業廃棄物から生じる環境汚染の是正を図ること等

を求めている。有害廃棄物の処理業に関する許可などは、各省の資源環境局

（Department of Natural Resource and Environment: DONRE）が担当している。 

実際の廃棄物処理は、地方政府所管の下で各地方の都市環境公社（URENCO）が実

施している。 

 

図 2-11 廃棄物処理に係る関連省庁・組織 

出所：ＪＩＣＡ資料 
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増加する廃棄物に対処するため、焼却炉導入の動きもある。 

 

ハノイ市資源環境省は来年第 3四半期に、同市ソクソン郡で固形廃棄物焼却発電施設を

着工する予定だ。廃棄物の処理能力は 1日当たり 900～1000t。生活ごみの処理については、

来年のソクソンごみ処理場第 2期分（面積 140～160 ヘクタール）、スアンソンごみ埋め立

て場第 2期分（面積 13ヘクタール）の建設に向けて準備が進められている。 

出所：日刊ベトナムニュース 2009/09/29 16:28 JST 配信 

 

③処分の状況 

2006 年時点で、ベトナムの 61 の都市のうちの 12 都市が衛生埋立を行っており、同数

の 12 都市が管理された埋立を行っている。残りはオープン・ダンピングであり、衛生埋

立等の建設が課題となっている。 
出所：2009 年秋号、日本産業廃棄物処理振興センター 

   金沢大学 フロンティアサイエンス機構 特任教授 鈴木克徳 
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(6) シンガポール 

①廃棄物の発生状況 

シンガポールでは、2.63 百万 t の可燃ごみが発生している。 

 

②収集の状況 

a) 一般廃棄物の収集 

公共収集業者（Public waste collectors (PWCs)）が家庭からのごみ・貿易施設からの

ごみの収集を担当している。シンガポール国内を９つの地域に分けて入札を行い、受注

した企業は 7 年間の契約を結ぶことができる。契約は、国家リサイクルプログラムの下

で進められる、リサイクル可能な資源の回収も含む。現在PWCsは4社が稼動している。

担当範囲は以下の通り、 

 

図 2-12 シンガポールの公共ごみ収集事業者の担当範囲 

出所：シンガポール環境庁 
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中継拠点の例 

シンガポール西部のトゥアス（Tuas）海軍基地集積所 （Tuas Marine Transfer Station）

廃棄物エネルギー変換プラントからの灰及び不燃固形廃棄物はトゥアス海軍基地集積所

(TMTS)へと運ばれる。この施設は独特であり、車両から直接長いバージ（荷船）内へと

廃棄物の積み降ろしをすることができる。この後、特別仕様のタグボートにより、30km

離れた場所にあるスマカウ 終処分場へ向けてバージは 3 時間牽引されていく。 

 

b) 産業廃棄物の収集 

NEA のライセンスを受けた一般廃棄物回収業者（General waste collectors (GWCs) ）

が、主に商業・産業廃棄物を収集・処理している。GWCs には３種類のクラスのライセン

スが存在する。 

• クラス A：非有機系の廃棄物（建設ごみ、掘削土、植生、使用済み家具、機器、木

枠、パレット、他の粗大ごみ） 

• クラス B：有機系のごみ（国内、貿易、産業拠点、市場、食品センターからの食品

及び他の腐敗する廃棄物） 

• クラス C：スラッジ、グリース（排水処理施設、グリースの回収器、水洗便器、下

水処理プラント、浄化槽からのスラッジ、船や飛行機の衛生設備からの廃棄物） 

 

GWCs のライセンスの申請・更新は、オンライン上で可能である。オンライン申請には、

SingPass が必要である。ライセンス費用は年間$120.00 である。申請者はオンラインで、

車両登録カードのコピーと車両及び装置の写真を送付する（車両の登録ナンバーとラベル

が見えるように写真を撮ること） 

GWCs のライセンスを取得せずに廃棄物回収を行った場合、法的に処分される。GWCs

の実施基準は以下のページで入手可能である。 

http://app2.nea.gov.sg/TemSub.aspx?pagesid=20080630407061690386&pagemode=live 

 

また、GWCs の一覧は以下のページに掲載されている。 

http://app2.nea.gov.sg/NEADownload.aspx?res_sid=20090806936853421174 



 

 52

③処理の状況 

表 2-24 許可処理施設における廃棄物処理量 
許可処理施設における廃棄物処理量 

年 埋立(千 t) 焼却(千 t) 
許可処理施設における

廃棄物処理量合計(千 t) 

1999 756.2 2,036.3 2,792.5 

2000 357.0 2,440.2 2,797.2 

2001 251.3 2,550.9 2,802.2 

2002 204.3 2,421.3 2,625.6 

2003 193.8 2,311.2 2,505.0 

2004 219.6 2,263.0 2,482.6 

2005 270.1 2,278.6 2,548.7 

2006 234.5 2,329.1 2,563.6 

2007 187.3 2,379.5 2,566.8 

2008 177.8 2,449.8 2,627.6 

出所：シンガポール環境庁 

 

【焼却施設の例】 

1979 年 7 月、シンガポール 初の焼却施設がウル・パンダン(Ulu Pandan)において操

業を開始した。それから 7 年後にトゥアス(Tuas)において二番目の焼却施設が、1992 年に

は三番目の施設がセノコ(Senoko)で操業を開始した。2000 年、トゥアス(Tuas)南部におい

て四番目となるシンガポール 大のプラントが操業を開始した。五番目のプラントは、閉

鎖するウル・パンダン(Ulu Pandan)のプラントに代わり 2009 年に民間事業者による所有

で開始予定である。 

固形廃棄物は燃焼され灰となるが、これにより 90%量を削減できる。長期的には、焼却

処理により、土地が狭いシンガポールにとって将来の埋立地の必要性を削減することに役

立つことにつながる。  

出所：シンガポール環境庁 

④処分の状況 

焼却残渣は、Semakau 処分場にて処分されている。Semakau 処分場はシンガポールで

唯一の 終処分場である。 
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【スマカウ 終処分場の概要】 

スマカウ 終処分場は 1999 年 4 月 1 日に操業を開始し、現在シンガポール唯一の埋立

地となっている。350 ヘクタールの面積を持ち、2040 年まで、またそれ以降のシンガポー

ルの固形廃棄物処分のニーズを満たすものと予想されている。2008 年において、スマカウ

終処分場は１日に約 2,000t の焼却固形廃棄物及び不燃廃棄物を受け入れている。 

パラウ・スマカウの西岸に沿って、大部分が自然そのままの姿を残す珊瑚礁を保障する

という海洋環境保護のため埋立地建設の間、緩和対策が取られた。マングローブの再植林

という対策も成功し、堤防から見ることができる。 

スマカウ 終処分場は 6,400 万 m3 の埋立容量を持つ。必要な埋立空間を作り出す目的

で、パラウ・スマカウとパラウ・セケンの海洋の一部を囲い込むために 7km 外周の岩石

の堤防が建設された。 

堤防は不浸透性膜と海泥層によって内張されており、これにより、廃棄物からの浸出液

が埋立地内を汚染することを防止し、浸出液処理場において浸出液を処理できるようにな

っている。埋立地の操業の自立的持続性の保障のため、その他補助施設は島の上に建設さ

れている。 

• スマカウ 終処分場に到着すると、積み降ろし施設においてバージ係留所がある。

タグボートはここで廃棄物を降ろし、空になったバージとともにトゥアス（Tuas）

海軍基地集積所（TMTS）に戻る。 

   

• 可換かつ特別仕様のつかみ機のついた大型掘削機は、バージから固形廃棄物を降ろ

す。次に固形廃棄物は 35t 容量のペイ・オフ・ロード・ダンプカーもしくはストッ
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クパイル床に載せられる。そして、ウィール・ローダーはこの固形廃棄物をすくい

上げ、ダンプトラックの上に載せる。 

 

• 10 メートル幅の舗装道路は、埋立島のすべての部門へのアクセスが可能なように

堤防外周の上に造られている。ダンプトラックは指定された先端の場所へと向かい

固形廃棄物を稼働空間の中へと降ろす。ブルドーザーとコンパクターは固形廃棄物

を平らにし、小さくする。 

 

• 地表面に埋められた時に地層により空間が覆われる。続いて、草木は根を伸ばし、

緑の景観を造り出す。海と空間を繋ぐコンクリートパイプを密封することにより、

新規の先端空間は稼働を始める。固形廃棄物が廃棄されるためのくぼんだ空間を作

り出すため、空間内の海水はポンプで排水される。 
出所：シンガポール環境庁 
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3. 中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の実態調査 

3.1 中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の取り組み状況調査 

中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業の取り組み状況について、中国、

東南アジア等への進出企業の本社に対して、アンケート調査を実施し、現地企業が抱える

課題と対応策について調査を行った。 

アンケートの送付・回収先を本社としたのは、平成 14 年度に九州経済産業局から弊社

が受託した「アジア進出日系企業等資源循環対応ニーズ調査」の際に、現地日系企業に直

接アプローチしても、日本の本社を通すよう指摘された経験に基づくものである。 

 

調査対象事業所の抽出 

○対象地域 

調査対象地域は、以下の対象地域への進出企業を中心とする。 

① 中国 

② タイ 

③ マレーシア 

④ インドネシア 

⑤ ベトナム 

 

○対象業種 

業種としては、家電製品、半導体、食品、自動車などを製造している企業が想定される。 

 

○対象事業所数 

500 事業所程度を、地域別の事業所数、業種別の事業所数に応じて振り分け、従業者数

等の規模をもとに主要なものを抽出する。 

 

○具体的な抽出方法 

「株式会社帝国データバンク『全国企業あれこれランキング 2009』」から、各業種で売

上高ランキング上位の企業（日本法人）を抽出した。その企業の現地事業所（現地法人）

のうち、「東洋経済『海外進出企業総覧［会社別編］ 2009 年版』」や、各社のウェブサイ

トの情報を元に、「製造」を行っている事業所を抽出した。 
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表 3-1 調査票の発送状況 

 中国 タイ 
マレー

シア 

ベト 

ナム 

シンガ

ポール

インドネ

シア 

現地事

業所計 

日本の

本社数

食料品 23 5 2 1 3 4 38 9

繊維・衣料品 30 12 0 2 1 11 56 10

木材・家具装備品 5 4 2 1 0 2 14 5

紙・パルプ 17 3 4 3 2 2 31 5

印刷 7 1 1 0 1 2 12 3

化学品 18 11 7 1 8 6 51 7

ゴム・皮革製品 28 14 3 2 1 6 54 10

窯業・土石製品 33 10 6 4 0 10 63 9

鉄鋼 16 13 4 1 2 3 39 7

非鉄・金属製品 23 24 12 5 1 10 75 9

機械製品 35 12 3 1 3 10 64 10

自動車・部品 13 16 11 6 0 8 54 9

電気機械器具 38 22 14 7 4 10 95 9

その他製造業 9 0 3 1 0 6 19 5

その他※ 0 0 0 0 0 0 0 0

計 295 147 72 35 26 90 665 107

※：中国の日系製造業に対して、業種を問わずに直接送付した分。 

 

アンケート調査項目の検討 

調査項目としては、以下が想定される。 

 

○廃棄物の発生、処理・リサイクルの状況 

- 廃棄物種類別の、大まかな排出量 

- 処理している場合、処理の委託状況(特に他国への輸出状況) 

- リサイクルしている場合、リサイクルの委託状況 (特に他国への輸出状況) 

 

○廃棄物処理、リサイクル上の課題 

- 問題となる廃棄物の種類 

（平成 14 年度九州経済産業局調査よりも正確に把握することを目指す） 

- 廃棄物処理上の課題(コスト、技術、処理事業者の有無 等) 

- リサイクル上の課題(コスト、技術、再生品の需要、リサイクル事業者の有無 等) 

 

○環境規制への対応状況 

- 現地規制よりも厳格な環境管理対応を実施しているかどうか。 
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○我が国の環境ビジネス企業に対する要望 

- 技術提供、情報提供、研修派遣、廃棄物処理委託 等 

 

○日本の行政に対する要望 

- 技術協力、情報提供 等 

 

なお、調査票の作成にあたっては、日本語以外の言語を併記する必要の有無、廃棄物の

定義及び分類に関する相手国と日本との相違などに配慮する。 

 

アンケート調査の実施 

アンケート調査票を海外進出企業の本社を通じて各現地事業所に送付した。アンケート

調査の流れを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 アンケート調査の流れ 

必要に応じ、本社に対して依頼状又は電話にて協力を依頼

現地法人・事業

所・駐在員事務

現地法人等から個別回収 

（電子メール／FAX）

 
調査票 

現地法人・事業

所・駐在員事務

調査票送付（郵送）

本社からアンケート調査票の送付 
（郵送／電子メール） 

調査票

本社 

本社でまとめて回収 
（郵送／宅急便／電子メール／

ＦＡＸ）

 

(株)三菱総合研究所 

調査票に回答 

※本社には、主に

総務部又は広報

部宛に送付 

調査票
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問 1 事業所の所在地 

回答のあった事業所の所在地（国）は、中国が 45％で も多く、以下、タイが 21％、

インドネシアが 13%、マレーシアが 11％、ベトナムが 6％の順となっている。 

45%

21%

11%

6%

2%

13%
2%

1.中国

2.タイ

3.ﾏﾚｰｼｱ 

4.ベトナム 

5.ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

6.ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

7.インド

 
N＝63 

図 3-2 事業所の所在地 
 

 

問 2 事業所の従業員数 

①事業所の従業員数 

回答のあった事業所の従業員数は下図の通り。301 人以上の事業所が 36％であり、

規模の大きい事業所からの回答が多かった。 

5%

16%

16%

36%

27%

1.50人以下

2.51～100人

3. 101～300人

4.301～1,000人

5.1,001人以上

 

                        N＝63 

図 3-3 事業所の従業員数 
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②事業所の日本人従業員数 

事業所の日本人従業員数は、2～5 人の事業所が 47％と も多かった。1～9 人の事

業所の割合は 79％であった。 

5%

47%

27%

19%

2%

1.1人

2.2～5人

3.5～9人 

4.10人以上

回答なし

 
N＝63 

図 3-4 事業所の日本人従業員数 

 

問 3 事業所の業種 

今回回答のあった事業所のうち、一般機械と電気機械が 11％と も多く、以下、

プラスチックと金属製品がそれぞれ 10％の順となっている。 

0% 10%

2%

0%

8%

3%

0%

0%

6%

10%

11%11%

3%

8%

2%0%0%0%2%

2%

0%

3%

5%
6%

10%

1.木材

2.パルプ

3.化学　　

4.石油

5.ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

6.ゴム

7.窯業

8.鉄鋼

9.非鉄金属

10.金属製品

11.一般機械

12.電気機械

13.輸送用機械

14.精密機械

15.食料品

16.飲料

17.繊維

18.衣服

19.家具

20.出版

21.皮革

22.その他

23.建設機械

24.楽器

25.電子部品

 
N＝63 

図 3-5 回答のあった事業所の業種 
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問 4 事業所で排出している主な廃棄物 

事業所で排出している主な廃棄物の種類は、「紙くず」、「金属くず」、「廃プラスチ

ック」という回答が多い。以下、「廃油」、「木くず」、「汚泥」の順になっている。 

2

18

20

7

9

30

6

36

7

3

0

5

38

19

5

3

0

0

43

0 10 20 30 40 50

1.燃え殻

2.汚泥

3.廃油

4.廃酸　

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック

7.ゴムくず

8.金属くず

9.ガラスくず及び陶磁器くず

10.鉱さい

11.がれき類（建設廃材）

12.ばいじん

13.紙くず

14.木くず

15.繊維くず

16.動植物性残渣

17.動物の糞尿

18.動物の死体

19.その他

 

                                                   N＝63 

図 3-6 事業所で排出している主な廃棄物 

 

 

［複数回答：５つまで］ 
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《具体的回答》 

図 3-6 の答えを受けて、廃棄物の具体例を以下に示す。回答数は業界により 5 つあるい

は 6 つである。 

表 3-2 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（中国） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

建設機械 汚泥 廃油 金属くず 紙くず 木くず 

廃乳化液、塗

装廃水、廃塗

料滓 

楽器 
木材の端材、

粉塵 

汚水処理後の汚

泥 
塗料の塊 食堂の残飯 オフィスのゴミ  

楽器 

コピー用紙、記

録紙、部品箱

等 

成形樹脂廃材、

発泡スチロール

等 

機械油等 

電気部品リー

ド、はんだくず

等 

食物残り、食

材ゴミ 
 

電機機械 
プラスチックの

端材 

半田くず、鉄線く

ず 

ダンボール、一

般紙他 
木パレット他 

ＰＣＢ（回路基

板） 
 

精密機械 鉄くず 粘着紙のロス エッチング廃液 食事の残飯   

化学 
ＰＥ樹脂・ＰＰ樹

脂 
紙 

トルエン・ＭＥＫ

（メチルエチル

ケトン）アクリ

ル粘着剤 

ＰＥＴ・ＰＰ 

溶剤・粘着剤

付清掃用布

（廃ウエス） 

 

精密機械 廃油 
アルミ、真鍮、鉄

などの切り子 
ガラスくず 紙くず 廃切削液  

電子部品 
金属イオンを含

むメッキ汚泥 

ウエハカセットケ

ース、チューブ、

プレートなど 

Ｆｅフレーム、Ｃ

ｕフレーム、Ｎｉ

フレーム 

ダンボール、紙 樹脂  

電子部品 
プラスチックレ

ジン 

飲料缶、リードフ

レーム、設備の

部品 

事務用紙、梱

包材料 

梱包材料、飲

料瓶 

メッキ廃水処

理 
 

一般機械 

廃棄したワー

ク、加工屑、廃

棄した設備 

廃プリント紙、廃

紙箱、包装紙 

包装用プラス

チック等 

機械加工時に

使った切削油 

塗装する時の

廃塗料 
 

金属製品 
集塵機からの

粉塵 
ＩＭＦ手込め造型 手込め開枠 生活ゴミ 

５Ｓ後ゴミ、手

入れ後粉塵 
 

精密機械 
プラスチックの

端材 
研削汚泥 ダンボール 

塗装排水・廃

料 
生活ゴミ  

輸送用機械 

廃棄された設

備、金属の包

装用品 

廃棄されたダン

ボール 

設備修理時の

廃棄された機

械油及び試験

用油 

型、ロール洗

浄液などの酸

性残液 

型、ロール洗

浄液などのア

ルカリ残液 

オイルシール

加工中に発生

したバリおよび

廃棄された不

合格品 

電子部品 

プラスチックの

端材、不良廃

棄 

石英ガラスくず 
鋼線短尺品、

端材 
   

非鉄金属 
設備潤滑液等

の廃油 

ペットボトル、プラ

スチック包装紙 

廃棄設備、廃

鋼材など 

ダンボール紙、

不要書類など 
廃電線  

紙・パルプ 

（予定）石炭、

汚泥などの燃

え殻 

廃棄書類        

紙・パルプ インク、糊 
多岐にわたる金

属屑 
段ボール屑      

プラスチック ジェリーなど ＰＥ、ＰＢＴなど 鋼線など 紙類など 糞尿など  

精密機械 
ウェハ再生用

硫酸廃液 

現像廃液、剥離

廃液廃レジスト 

発泡スチロー

ル容器 
ゴム手袋    

出版・印刷 
印刷不良紙、

断裁くず 
アルミ版 廃棄パレット 

プラ容器、フィ

ルムなど 

機械油を含ん

だ布など 
 

電機機械 
プレス後の切り

落とし 

塗装前処理用ア

ルカリ洗浄剤 

市場戻り機の

プラスチック 

塗装前処理用

リン酸 

油圧装置用作

動油 
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表 3-3 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（中国：続き） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

一般機械 潤滑油 クーラント 切削切粉 梱包材料 廃書類  

一般機械 
ダンボール、コ

ピー紙 

プラスチック端

材、ビニール

袋、緩衝材 

スプレー缶 ガラス瓶 軍手、ウエス  

医薬 
アップル瓶他

医療用廃棄物 
     

一般機械 

圧縮機部品

類、鋳物、鉄く

ず 

梱包開梱時の

木くず 

一般事務用の

用紙類 
   

環境保護設備 
紙くず、木屑、

ボロ布他 
     

食料品 

麦・米等原材

料の残渣物

（使用後） 

破損瓶 
排水処理場で

の余剰汚泥 

ビール発酵酵

母の残渣 

麦・米等原材

料投入時に発

生する残渣 

 

 

表 3-4 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（タイ） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

プラスチック 

プラスチック製

品屑、パージ

屑 

オフィス屑 
バスバーの打

抜きくず 

アルミニュー

ム、ステンレス

などの生産備

品 

  

紙・パルプ 
減速機、油圧

ユニットの廃油 
粘着紙の損紙     

電機機械 
M/C 油、冷凍

●油 

プラスチックの

端材 

銅、アルミ、鉄

の端材 
紙くず 梱包くず  

一般機械 
洗浄油、切削

油 

鋼板スクラッ

プ、機械加工

切粉 

鋼板切断スラ

グ 
一般ゴミ 部品梱包材  

電機機械 
M/C 油、冷凍

機油 

プラスチックの

端材 

銅、アルミ、鉄

の端材 
紙くず 梱包くず  

金属製品 スチール オフィス用紙         

金属製品 金属くず 紙くず、新聞     

精密機械 

e.g.IPA,Methan

ol,Methylene 

Chloride 

Wastewater 

from dust 

collection in 

spraybooth 

  

From 

wastewater 

treatment 

NG part from 

production 
 

金属製品 

NG 

products,Recy

cle iron 

powder. 

Replace oil 

from 

machines/proc

ess. 

Slag from 

machining/tool

ing process. 

Packing 

supply,docume

nts. 

木製パレット  

ゴム Rubber Flash 
SPCC SUS430 

SUS306(Steel)
Garbage 

Plastic,Paper,C

an,Botton 

Contaminated 

Fabric,Carbon 

Black 

  

自動車部品 

Cast iron 

residue,aluminu

m residue 

Lubrication 

lube oil 
Coolant Plastic bags 

Carton boxes 

and paper 
木製パレット 
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表 3-5 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（マレーシア） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

プラスチック 廃液／廃溶剤 
廃パレット／

梱包板 

シリンクフィルム

／ＰＰバンドな

どの梱包廃材 

建設廃材／カ

ット残 

生ゴミ、分別不

能ゴミ 
 

非鉄金属 
廃伸線潤滑剤

（水溶性） 

廃ワニス・廃

有機用材 
    

プラスチック 
フィルムの切り

くず 
     

電機機械 Solder residue 

Rag,glove 

which been 

contaminated 

with chemical.

Defect 

electrical 

component 

Defect from 

metal material

Defect from 

plastic material 
 

プラスチック 
Glue sludge 

from adhesive, 

Waste plastic 

consisted of 

ABS core,PVC 

cores,PP and 

PET sheets. 

       

電子部品 

WASTE FROM 

MOLDING 

PROCESS 

PRODUCTION 

SPENT ACID 

PRODUCTION 

SOLDER 

DROSS 

DEFECTIVE 

PRODUCT 

SLUDGE 

FROM 

PRODUCTION 

 

非鉄金属 
Waste liquid & 

sludge 

Metals from 

fabrication 

works 

Oil from 

compressor & 

generators 

Fluorescent 

tubes & bulbs
木製パレット  

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-6 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（インドネシア） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

楽器 
紙くず、木屑、

ボロ布他 

塗料カス、ウェ

ス 
      

楽器 焼却灰 集塵機・バフ粉 排水処理汚泥
食堂の食べ残

し 
  

紙・パルプ 
フィルムの端

材 
紙の端材 パレット 

溶剤廃液（粘

着剤の廃液） 

エマルション廃

液（粘着剤の

廃液） 

 

金属製品 ゴムくず 金属くず 木くず    

電機機械 

Wooden 

process 

residue,dust,et

c. 

Molding 

process 

residue 

Packing 

material,office 

activity,etc. 

Painting booth 

sludge,WWTP 

sludge 

Cloth,iron  

電子部品 
Rest of cutting 

MDF Board 

Carton 

Box,office 

Paint 

Waste,acetone 

waste 

Jerry can 
Adhesive 

waste 
 

金属製品 

Ex 

melting,molding

,finishing 

Slag ex foundry 

furnace 

Machining 

chips 
Ex Painting Ex machining  

非鉄金属 Varnish Lubricant 

Varnish 

drum&Lubrican

t drum 

Cotton(contam

inated with 

hazardous) 

Machine Oil  

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-7 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（ベトナム） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

電機機械 ポリイミド屑 
シリコーンゴム

屑 
      

電子部品 食堂調理屑 
端子キャリア・

銅電線屑 

電線被履屑・Ｐ

ＶＣテープ屑 
帳票屑   

紙・パルプ 
水性インクスラ

ッヂ 
パレット木くず     

紙・パルプ 段ボール端材       

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-8 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（シンガポール） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

一般機械 
不活動部品在

庫 
一般廃棄物     

 

表 3-9 事業所で排出している廃棄物の具体的な回答（インド） 
業種 回答１ 回答２ 回答３ 回答４ 回答５ 回答６ 

建設機械 
Paint&Phospha

te sludge 

Hydraulic 

oil&Coolant 

Iron&Steel 

scrap 

Oil soaked 

cotton waste 

Packing 

Materials 
 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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問 5 廃棄物処理・リサイクルの委託先 

廃棄物処理・リサイクルの委託先は、「特に資本関係の無い現地企業」と答えた事

業者が多い。 

52

1

18

1

4

4

0 10 20 30 40 50 60

1.特に資本関係の無い現地企業

2.特に資本関係の無い外資系企業

3.現地の自治体

4.自社の関連会社

5.全て自社処理

6.その他

 N＝63 

図 3-7 廃棄物処理・リサイクルの委託先 

 

表 3-10 廃棄物処理・リサイクルの委託先（国別一覧） 

サンプル数
特に資本関
係の無い現
地企業

特に資本関
係の無い外
資系企業

現地の自治
体

自社の関連
会社

全て自社処
理（委託し
ていない)

その他

63 52 4 18 1 4 4
100.0 82.5 6.3 28.6 1.6 6.3 6.3

29 21 - 12 1 2 3
100.0 72.4 - 41.4 3.4 6.9 10.3

13 12 - 2 - - -
100.0 92.3 - 15.4 - - -

7 7 - 2 - - -
100.0 100.0 - 28.6 - - -

4 4 - 1 - - -
100.0 100.0 - 25.0 - - -

1 1 - - - - -
100.0 100.0 - - - - -

8 6 4 - - 2 1
100.0 75.0 50.0 - - 25.0 12.5

1 1 - 1 - - -
100.0 100.0 - 100.0 - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

［複数回答］ 
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問 6 リサイクルに取り組む際の基準 

リサイクルに取り組む際に適用している基準は、「事業所が立地する国のリサイク

ル法制度」を基準とする事業所が も多く、以下、「事業所が立地する国におけるリ

サイクル法制度に、さらに自社で上乗せした基準」、「日本の関連会社や本社から求め

られるゼロエミッション対応などのリサイクル基準」の順になっている。 

35

14

3

8

10

3

0 10 20 30 40

1.国のリサイクル法制度

2.国におけるリサイクル法制度に、さ
らに自社で上乗せした基準

3.製品の輸出相手国におけるリサイ
クル法制度

4.事業所で独自に定めたリサイクル
基準

5.日本の関連会社や本社から求め
られるゼロエミッション対応などのリ

サイクル基準

6.その他

 

N＝63 

図 3-8 リサイクルに取り組む際の基準 
［複数回答］ 
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表 3-11 リサイクルに取り組む際の基準（国別一覧） 

サンプル数

貴事業所が
立地する国
のリサイク
ル法制度

貴事業所が
立地する国
におけるリ
サイクル法
制度に、さ
らに自社で
上乗せした

貴事業所で
製造してい
る製品の輸
出相手国に
おけるリサ
イクル法制
度

貴事業所で
独自に定め
たリサイク
ル基準

日本の関連
会社や本社
から求めら
れるゼロエ
ミッション対
応などのリ
サイクル基

その他 無回答

63 35 14 3 8 10 3 4
100.0 55.6 22.2 4.8 12.7 15.9 4.8 6.3

29 20 5 1 1 3 1 3
100.0 69.0 17.2 3.4 3.4 10.3 3.4 10.3

13 7 3 2 3 3 - -
100.0 53.8 23.1 15.4 23.1 23.1 - -

7 2 3 - 2 - 1 -
100.0 28.6 42.9 - 28.6 - 14.3 -

4 1 1 - 1 2 - -
100.0 25.0 25.0 - 25.0 50.0 - -

1 - - - 1 - - -
100.0 - - - 100.0 - - -

8 5 1 - - 2 1 1
100.0 62.5 12.5 - - 25.0 12.5 12.5

1 - 1 - - - - -
100.0 - 100.0 - - - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

 

問 7 事業所での廃棄物処理・リサイクルの取組 

事業所における現在の廃棄物処理・リサイクルの取組については、「廃棄物を他社

に提供して再利用 (廃プラスチックを資源として販売、など)」が も多い。以下、「廃

棄物の自社内での再利用・再資源化（加工くずの再利用、など）」、「工程の変更など

による廃棄物の削減 (加工工程の見直しによる加工 くずの削減、など)」の順になっ

ている。 

5

3

29

33

48

0 10 20 30 40 50 60

1.リサイクル設計の導入

2.リサイクルしやすい材料への変更

3.工程の変更などによる廃棄物の削
減

4.廃棄物の自社内での再利用・再
資源化

5.廃棄物を他社に提供して再利用

 
N＝63 

 

図 3-9 事業所における廃棄物処理・リサイクルの取組 
 

[複数回答] 
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表 3-12 国別の事業所における廃棄物処理・リサイクルの取組 

サンプル数

リサイクル
設計の導入
(製品を分
解しやすく
する、など)

リサイクル
しやすい材
料への変更
( 複合素材
を単一素材
に変更、な
ど)

工程の変更
などによる
廃棄物の削
減( 加工工
程の見直し
による加工
くずの削

廃棄物の自
社内での再
利用・再資
源化( 加工
くずの再利
用、など)

廃棄物を他
社に提供し
て再利用(
廃プラス
チックを資
源として  販
売、など)

無回答

63 5 3 29 33 48 3
100.0 7.9 4.8 46.0 52.4 76.2 4.8

29 1 2 12 12 21 2
100.0 3.4 6.9 41.4 41.4 72.4 6.9

13 2 1 7 10 7 -
100.0 15.4 7.7 53.8 76.9 53.8 -

7 - - 3 3 7 -
100.0 - - 42.9 42.9 100.0 -

4 1 - 3 1 4 -
100.0 25.0 - 75.0 25.0 100.0 -

1 - - - - 1 -
100.0 - - - - 100.0 -

8 1 - 3 6 7 1
100.0 12.5 - 37.5 75.0 87.5 12.5

1 - - 1 1 1 -
100.0 - - 100.0 100.0 100.0 -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

 

 

表 3-13 「5 廃棄物を他社に提供して再利用」している事業所の回答 

サンプル数 販売 無償で提供
費用を支
払って委託

無回答

63 36 3 7 25
100.0 57.1 4.8 11.1 39.7

29 16 2 4 11
100.0 55.2 6.9 13.8 37.9

13 7 - - 6
100.0 53.8 - - 46.2

7 5 1 2 2
100.0 71.4 14.3 28.6 28.6

4 4 - - -
100.0 100.0 - - -

1 - - - 1
100.0 - - - 100.0

8 4 - 1 4
100.0 50.0 - 12.5 50.0

1 - - - 1
100.0 - - - 100.0

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 



 

 69

表 3-14 廃棄物処理・リサイクルの具体的な取組（中国） 

業種 取組 取組の具体的内容 

建設機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

廃プラスチック、廃金属類、廃紙を資源として販売。リユース

トレイは生産メーカーより回収し再利用する。 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

１．キュポラ→電気炉化。脱硫剤廃棄物をゼロ化。２．砂盗工

程の推進実施で砂使用量の低減を図る 
楽器 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

１．切粉を圧縮し、ブロックにしてから再利用する。２．廃砂

は他社に再生して貰ってから回収再利用する 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

加工工程の見直しによる加工くずの削減 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

プラスチック廃材の再利用 
楽器 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

紙・プラスチック・金属等を販売、廃油の無償提供、汚泥・廃

水等を支払処理により再利用している 

2.リサイクルしやす

い材料への変更 

一部分の製品の原材料は例のラバ材料ではなく、プラスチック

粒子を使う 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

一部分の製品の半製品内箱を完成品内箱として再利用する 
電機機械 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

社内の廃棄物を資格あるサプライヤーに処理してもらう 

精密機械 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

分別徹底による廃棄物の削減 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

射出成形に発生するランナー（樹脂の経路）のフルリターン化

化学 4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

不良品のペレット化による再利用 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 
工程改善による屑削減 

精密機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

銅線・プラスチックリールを売却 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

（予定）（１）工業用水の工程内再利用、（２）排水汚泥の熱

回収 
電子部品 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

焼却灰のセメント原料等への有効利用 

電子部品 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

段ボール古紙、使用済みの紙管 

一般機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

段ボールロス、製紙メーカーへ販売 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

ロット切換時に材料サイズの差が少ないものや印刷色が類似

したものを使用し、廃棄する量を削減 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

段ボール端材を使用し、段ボール製品化 
金属製品 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

段ボールくずから製紙 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

段取り短縮に依る屑量の削減 

精密機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

ＰＥなどは売却し、再製材を購入 

ゴム 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

工程の変更によって原料の使用量を減らし、廃液量も減らして

いる。 

輸送用機械 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

面取り寸法や配置の変更による、用紙無駄の削減と、収率向上

による損紙の削減 
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5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

紙くず、アルミ版を資源として売却 

1.リサイクル設計の

導入 

・樹脂材の使用 ミ二マイズ ・接着剤の使用 ミニマイズ 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

成型に於るホットランナー２種の採用 電子部品 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

プラスチック廃材利用 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

出荷梱包容器のリターナブル 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

入荷部品梱包材を改善材料に利用 
非鉄金属 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

鋼板スクラップ、機械加工切粉を資源として販売 

1.リサイクル設計の

導入 

樹脂材の使用ミニマイズ 接着剤のミニマイズ 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

成型に於けるホットランナー工程の採用 
紙・パルプ 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

プラスチック廃材利用 

医薬 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

不良率の低減 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

梱包の簡素化。部品精度の向上による手直し、修理の削減。 

一般機械 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

梱包材料の再利用（一部０） 

食料品 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

ガラスくずをガラス瓶として再利用等 
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表 3-15 廃棄物処理・リサイクルの具体的な取組（タイ） 

業種 取組 取組の具体的内容 

家具 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

２００８年４月～２００９年３月：（１）廃却された金属を４

５．８t 売却して、再利用できた；（２）ダンボールを１２t

売却して、再利用できた； 

建設機械 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

工場損紙を断裁し、社内コピー用紙として使用。従って購入は

なし。 

金属製品 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 
廃水処理施設 

金属製品 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

必要以上に大きな原材料（金属プレート、ブロックなど）を使

用せず、金属の切削量を最小限に留める。 

精密機械 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

Set WASTE CATEGORY to be a standard of waste management in 

factory 

2.リサイクルしやす

い材料への変更 

Replace wood pallet to plastic plastics pallet then extend 

life time pallets,replace some packing supply to recycle 

use such as rust preventive paper replace to vacuum tray.

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

Changed products design to reduce machining process,Change 

packing standard to reduce packing supply. 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

Reuse of cutter for machining process,Reuse packing 

paper,plasticbag,gloves,recycle powder and etc. 

金属製品 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Sold to recycle companies such as plastics 

waste,Insert,metal scrap,oil waste and paper waste. 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

All copies paper would be reused on both sides. 

自動車部品 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Plastic, scrap metal and aluminum will be reuse through a 

smelting  

Process which turn them into ingot for casting. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-16 廃棄物処理・リサイクルの具体的な取組（マレーシア） 
業種 取組 取組の具体的内容 

非鉄金属 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 
プラスチック端材の再利用 

電機機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Consigned to another firm(with cost paid by 

factory)Schedule waste(transportation cost paid by 

factory),carton box(sold) 

プラスチック 
4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

Reuse of packaging materials and plastic cores 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

REDUCTION OF RESIN USAGE,PAPER USAGE AND GOLD WIRES 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

RECLAIM SOLDER DROSS BY 1X DECOPPERING 
電子部品 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

METAL SCRAP,PAPER AND PLASTICS ARE SOLD TO LICENSED VENDORS

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-17 廃棄物処理・リサイクルの具体的な取組（インドネシア） 
業種 取組 取組の具体的内容 

楽器 
3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 
納入パレットのリターナブル化、木材梱包の廃止 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

従来の紙箱或は木包装を鉄製のパレットに変更し、木材と紙箱

の使用量を減りました。 
楽器 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 
廃棄した紙箱を紙箱会社に提供し、リサイクルする。 

1.リサイクル設計の

導入 

日本本社設計にて組込みされている。 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 

委員会での廃棄物削減活動及び職場でのロス低減活動。 
紙・パルプ 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

電線・端子屑及びダンボール屑の他社販売。 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

We do recycle Acetone and IPA for internal consumption.

電機機械 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Sale used oil to other companies. 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

･Recycle lead and use again for production by use ceramics 

ball System.･Rest of cutting MDF or PB in wood working 

process reuse as triangle material,network board,pallet･

Waste paper(Carton Box)re-use as baffle board cover for 

Painting Process.･Waste cloth(hand glove)re-use again by 

internal washing. 

電子部品 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Plastic and carton box waste manage & sale to local 

company(local villager)in order to make available job 

opportunity and social responsibility 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

Pressing machining scraps to feed Foundry furnace 

金属製品 
5.廃棄物を他社に提

供して再利用 

Waste Oil(sold),Dust(consigned to another firm) 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-18 廃棄物処理・リサイクルの具体的な取組（インド） 
業種 取組 取組の具体的内容 

3.工程の変更などに

よる廃棄物の削減 
Eradicated the Gas cut scrap and slag completely by out 

sourcing the process 

4.廃棄物の自社内で

の再利用・再資源化 

Domestic and industrial water is treated and reused for the 

garden 
建設機械 

5.廃棄物を他社に提

供して再利用 
Sold Paper wastes as resources 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 



 

 73

問 8 再生資源（リサイクル資源）の利用状況 

再生資源（リサイクル資源）の利用状況は、「使っていない」という回答が全体の

約５分の４を占め、「使っている」という回答は、全体の約５分の 1である。 

12

46

1.使っている

2.使っていない

 

                     N＝58 

図 3-10 再生資源（リサイクル資源）の利用状況 
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問 9 利用している再生資源（リサイクル資源） 

再生資源を利用していると回答があった事業所で、具体的に使用している再生資源

の種類、排出元、その用途、及び製造する製品は以下の通り。 

表 3-19 利用している再生資源（中国） 

業種名称 再生資源の種類 排出元 用途 製造する製品 

建設機械 廃油二次地金 会社ごみ：油再生業者 油原料 油 

建設機械 金属くず二次地金 
会社ごみ：金属くず再生業

者 
金属くず原料 鋳造部品 

建設機械 紙くず二次地金 会社ごみ：紙くず再生業者 再生紙くず原料 再生紙くず 

建設機械 木くず二次地金 会社ごみ：木くず再生業者 包装箱原料 包装箱 

電子部品 メッキ汚泥 有害廃棄物処理メーカー 建築材料原料 
セメント、レンガ、

タイル 

電子部品 リユーストレイ 

顧客使用後の空トレイ：ト

レイ生産メーカー回収し再

利用 

トレイ半完成品 製品載せる治具 

金属製品 廃棄砂 中子 
リサイクル資源再利

用 
鋳造中子砂、混凝土

金属製品 鉄屑 機械加工 返り材 鋳物 

ゴム プラスチック粒子 不合格品 原材料 ＴＰＥブーツ 

プラスチック ＰＥ材料 工場→リサイクル業者 ＰＥ材料 ケーブル 

出版・印刷 再生紙 製紙業者 印刷紙 書籍 

電機機械 段ポール・新聞 
家庭ゴミや工場ゴミ：紙再

生業者 
段ボール 梱包材 

食料品 アルミ缶（破損品等） 製造工程 アルミ原料 アルミ製品 

食料品 ガラス瓶（破損品等） 製造工程、市場からの回収 ガラス原料 ガラス製品 

食料品 段ボール 製造工程、市場からの回収 段ボール原料 段ボール製品 
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表 3-20 利用している再生資源（タイ） 

業種名称 再生資源の種類 排出元 用途 製造する製品 

家具 プラスチック脚 
製造から出た不良品→

プラスチック再生業者
プラスチック原料 脚 

金属製品 鉄粉 

House hold 

garbage->Metal recycle 

company 

鉄粉 Sintered products 

自動車部品 鉄くず 
Turbine housing 

manufacture 
Iron ingot 

Cast turbine housing 

component 

※英語での回答は原文のまま掲載 

 

表 3-21 利用している再生資源（インドネシア） 

業種名称 再生資源の種類 排出元 用途 製造する製品 

電機機械 Recycled Solder bar 
Solder scrap/solder 

tank residue 
Soldering Electrical part 

金属製品 機械加工断片 機械加工(加工工場) 製造工場原料 Cast components 

※英語での回答は原文のまま掲載 
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問 10 廃棄物のうち、第三国へ再生資源等として輸出している場合の、輸出先での用途 

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

2

0 1 2 3

1.燃え殻

2.汚泥

3.廃油

4.廃酸　

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック

7.ゴムくず

8.金属くず

8.金属くず

9.ガラスくず及び陶磁器くず

10.鉱さい

11.がれき類（建設廃材）

12.ばいじん

13.紙くず

14.木くず

15.繊維くず

16.動植物性残渣

17.動物の糞尿

18.動物の死体

19.プリント基板

20.その他
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図 3-11 輸出先での再生資源（リサイクル資源）の用途 

 

表 3-22 輸出された再資源可能廃棄物の詳細 

所在地 業種 廃棄物種類 最初の処理国 処理後の輸出先 輸出先での用途 

マレーシア プラスチック ＰＥＴ切りカス 国内 中国 カーペット繊維、植木鉢等

タイ プラスチック 廃プラスチック 国内 中国 原料と使用されている 

タイ 紙・パルプ 工場損紙 国内製紙会社 不明 段ボール紙等の原材料 

 

[複数回答] 
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問 11 廃棄物処理・リサイクル装置等のニーズ 
廃棄物処理・リサイクルに関する課題を解決するための、廃棄物処理・リサイクル

装置のニーズとして、「廃棄物の保管用設備」が も多く、以下、「脱水・乾燥装置（汚

泥処理装置含む）」、「廃棄物の減容化装置（RDF 製造装置含む）」、「生ごみ等の処理

装置」、の順になっている。 

2

13

7

8

10

3

8

6

6

0 2 4 6 8 10 12 14

1.廃棄物の輸送車両

2.廃棄物の保管用設備

3.破砕・選別・分別装置

4.廃棄物の減容化装置（ＲＤＦ製造
装置含む）

5.脱水・乾燥装置（汚泥処理装置含
む）

6.焼却炉

7.生ごみ等の処理装置

8.有害廃棄物の処理装置（廃油・廃
アルカリ、ＰＣＢ等）

9.その他

 
                         N＝63 

図 3-12 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ 

 

表 3-23 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（国別一覧） 

サンプル数
廃棄物の輸
送車両

廃棄物の保
管用設備

破砕・選別・
分別装置

廃棄物の減
容化装置
（ＲＤＦ製造
装置含む）

脱水・乾燥
装置（汚泥
処理装置含
む）

焼却炉
生ごみ等の
処理装置

有害廃棄物
の処理装置
（廃油・廃ア
ルカリ、ＰＣ
Ｂ等）

その他（右
欄に具体的
にご記入下
さい）

無回答

63 2 13 7 8 10 3 8 6 6 34
100.0 3.2 20.6 11.1 12.7 15.9 4.8 12.7 9.5 9.5 54.0

29 2 5 2 2 3 - 2 3 1 20
100.0 6.9 17.2 6.9 6.9 10.3 - 6.9 10.3 3.4 69.0

13 - 3 - - 3 1 - - 1 8
100.0 - 23.1 - - 23.1 7.7 - - 7.7 61.5

7 - 2 1 3 1 1 2 1 2 2
100.0 - 28.6 14.3 42.9 14.3 14.3 28.6 14.3 28.6 28.6

4 - - 2 - 1 - - - - 2
100.0 - - 50.0 - 25.0 - - - - 50.0

1 - - - - - - - - - 1
100.0 - - - - - - - - - 100.0

8 - 3 2 2 2 1 3 2 2 1
100.0 - 37.5 25.0 25.0 25.0 12.5 37.5 25.0 25.0 12.5

1 - - - 1 - - 1 - - -
100.0 - - - 100.0 - - 100.0 - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド  

[複数回答] 
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表 3-24 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（中国） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

2.廃棄物の保管用設備 鉄屑の保管用設備 

3.破砕・選別・分別装置 鉄屑粉砕装置 
建設機械 

4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

鉄屑ど塗装廃棄物の減容化装置 

5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

塗装汚泥の脱水装置 

楽器 8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

安価な廃油又はシンナー再生装置 

2.廃棄物の保管用設備 エッチング液の保管倉庫又は設備 
精密機械 

7.生ごみ等の処理装置 食事の残飯（生ごみ）の処理装置。 

1.廃棄物の輸送車両 専用車で輸送 

3.破砕・選別・分別装置 廃棄砂、鉄砂を破断し、分離装置 

金属製品 8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

廃棄液圧油等油類処理 

2.廃棄物の保管用設備 構内での廃棄物の保管・運搬が安全かつ効率的にできる

設備 精密機械 

7.生ごみ等の処理装置 生活ごみの減量化が進められる装置 

5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

プレートフレーム式フィルタープレス 

ゴム 8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

廃油処理装置 

非鉄金属 
9.その他 設備潤滑液（切削液）の社内リサイクル装置、液内の不

純物の除去を目的とする。 

 

表 3-25 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（タイ） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

家具 
5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

排水設備から出た廃棄物を乾燥する為 

 

紙・パルプ 6.焼却炉 紙としてリサイクル不可能な損紙の焼却炉 

2.廃棄物の保管用設備 Oil drum for oil waste,Container for metal scrap. 

金属製品 5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

Steel tray for sludge treatment drying,Feed pump with 

filer pressing to separate solid sludge with liquid 

sludge. 

1.廃棄物の輸送車両 Vendor support receive waste from company 

2.廃棄物の保管用設備 Scrap Yard 
ゴム 

5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

Sludge Treatment by Waste Water Treatment. 

2.廃棄物の保管用設備 Need more room for scrap metal and also containers 

for coolant and waste oil. 
自動車部品 

9.その他 

 

More space for scrap materials to be stored before 

taking out by recycle company. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-26 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（マレーシア） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

プラスチック 
4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

ＰＥＴカスを一部ポリ袋に入れて業者に売っているが

嵩張る。 

非鉄金属 
4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

低価格・低ランニングコストの水溶性潤滑剤減容化装置

2.廃棄物の保管用設備 Specific storage area for all waste to be stored while 

waiting for send to recycling firm. 
電機機械 

9.その他 

 

Carton box pressing machine-to compress the carton 

box so that it reduce storage are before send out 

7.生ごみ等の処理装置 ABS cores cleaning zone equipped with exhaust fan.

プラスチック 9.その他 Personal protective equipments eg.Goggles,hand 

gloves and gas masks. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-27 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（インドネシア） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

2.廃棄物の保管用設備 木粉を貯蔵するサイロ 

3.破砕・選別・分別装置 廃棄木材を粉砕する装置、木粉をブリケット化する装置

5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

塗料スラッジを乾燥させ、処理重量を減らす 
楽器 

8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

使用済シンナーのリサイクル装置 

4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

ばいじん（バフ粉）等の減容化 

7.生ごみ等の処理装置 食堂の食べかすの処理 
楽器 

8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

廃油、廃アルカリの分解・減容、無害化 

紙・パルプ 2.廃棄物の保管用設備 粘着剤（エマルション、溶剤問わず）廃液の設備 

1.廃棄物の輸送車両 Hand lift 

6.焼却炉 
Double chamber incinerator.First chamber is 

600℃,second chamber is 800-1200℃. 

7.生ごみ等の処理装置 WWTP 

電機機械 

9.その他 Solvent recycle system,solder recycle system 

電子部品 3.破砕・選別・分別装置 

Internal waste water treatment installation:Water 

discharge from painting and wood working must be 

processed first at this installation before 

discharge to community water treatment(also 

treatment process) 

1.廃棄物の輸送車両 Forklift 

2.廃棄物の保管用設備 Scrap bins 

3.破砕・選別・分別装置 N/A(included in machining equipments) 

5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

Drying area completed with oil trap 

7.生ごみ等の処理装置 Oil trap effluent to Waste Water Treatment 

8.有害廃棄物の処理装置

（廃油・廃アルカリ、ＰＣ

Ｂ等） 

N/A(storage only,to be consigned to another company)

金属製品 

9.その他 Press machine 
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非鉄金属 
4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

Waste lubricant 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-28 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（ベトナム） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

3.破砕・選別・分別装置 故紙圧縮・梱包装置 

紙・パルプ 5.脱水・乾燥装置（汚泥処

理装置含む） 

汚泥脱水装置 

紙・パルプ 3.破砕・選別・分別装置 段ボール端材用破砕機 

 

表 3-29 廃棄物処理・リサイクル装置のニーズ（インド） 
業種 装置の種類 具体的なニーズ 

4.廃棄物の減容化装置（Ｒ

ＤＦ製造装置含む） 

Filter press at Effluent treatment plant and 

Phosphating Shop 建設機械 

7.生ごみ等の処理装置 Sewage treatment plant 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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問 12 廃棄物をリサイクルする上での課題・問題 

廃棄物をリサイクルする上での課題・問題については、「従業員のリサイクルに対

する意識が低い」、「リサイクルのための技術や情報がない」、「リサイクル処理のコス

トが高い」、という回答が多い。以下、「１つの事業所では廃棄物量が少ないため効率

的リサイクルが困難である」、「委託した後、適正に処理されているかどうか把握でき

ない」の順になっている。 

20

10

21

15

20

6

13

5

6

0 5 10 15 20 25

1.リサイクルのための技術や情報が
ない

2.リサイクルできる業者がいない

3.従業員のリサイクルに対する意識
が低い

4.1つの事業所では廃棄物量が少な
いため効率的リサイクルが困難であ

5.リサイクル処理のコストが高い

6.リサイクルしても、再生品の需要が
少ない

7.リサイクル処理として委託した後、
本当にリサイクルされているかどう

8.業者にリサイクルを委託した廃棄
物から、企業機密が漏洩するおそれ

9.その他
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図 3-13 廃棄物をリサイクルする上での課題・問題 

 

表 3-30 廃棄物をリサイクルする上での課題・問題（国別一覧） 

サンプル数

リサイクル
のための技
術や情報が
ない

リサイクル
できる業者
がいない

従業員のリ
サイクルに
対する意識
が低い

1 つの事業
所では廃棄
物量が少な
いため効率
的リサイク
ルが困難で
ある

リサイクル
処理のコス
トが高い

リサイクル
しても、再
生品の需要
が少ない

リサイクル
処理として
委託した
後、本当に
リサイクル
されている
かどうか把

業者にリサ
イクルを委
託した廃棄
物から、企
業機密が漏
洩するおそ
れがある

その他 無回答

63 20 10 21 15 19 6 13 5 6 5
100.0 31.7 15.9 33.3 23.8 30.2 9.5 20.6 7.9 9.5 7.9

29 5 5 9 6 6 5 5 2 4 4
100.0 17.2 17.2 31.0 20.7 20.7 17.2 17.2 6.9 13.8 13.8

13 4 2 6 1 6 - 4 1 - 1
100.0 30.8 15.4 46.2 7.7 46.2 - 30.8 7.7 - 7.7

7 3 - 2 2 3 - 2 2 - -
100.0 42.9 - 28.6 28.6 42.9 - 28.6 28.6 - -

4 2 1 3 1 - - 1 - - -
100.0 50.0 25.0 75.0 25.0 - - 25.0 - - -

1 - - - 1 - - - - - -
100.0 - - - 100.0 - - - - - -

8 5 2 1 3 4 1 - - 2 -
100.0 62.5 25.0 12.5 37.5 50.0 12.5 - - 25.0 -

1 1 - - 1 - - 1 - - -
100.0 100.0 - - 100.0 - - 100.0 - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

[複数回答：3つまで] 
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問 13 具体的なリサイクル困難物 

回答があったリサイクル困難物の一覧と、該当廃棄物を下に示す。 

表 3-31 リサイクル困難物の一覧と、該当廃棄物（中国） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

楽器 木くず 端材、粉塵 800ｔ 燃料とするしかない 

精密機械 紙くず 不良品のラベル 10ｔ 企業機密の漏洩するおそれあり。 

化学 その他 
トルエン・ＭＥＫ、粘着

剤混合物 
－ 分離が難しい。 

電子部品 その他 樹脂 279ｔ 廃樹脂を再利用業者がいない 

廃プラスチック 飲料瓶など 0.4ｔ程度 

現状、プラスチック、金属等の分別回収を行

っている。しかし、教育、定期チェックを行

い、更に回収容器への表示もしているが、ま

だ、分別意識が弱く、間違って捨てるケース

が発生する。 

電子部品 

金属くず 飲料缶など 0.3ｔ程度 同上 

一般機械 その他 冷媒の貯蔵タンク 3ｔ 目前、国内でリサイクルの規制が無い 

その他 
ＩＭＦ手込め造型及び

手込め解枠 
247ｔ／年 － 

金属製品 

その他 各集塵機 705ｔ／年 － 

精密機械 汚泥 
レンズ加工時の油分入

り汚泥 
1.4ｔ 

油入りのためリサイクルの対象となってい

ないため 

非鉄金属 その他 
製品に使用する溶剤の

廃液 
1.5ｔ 焼却処理のためリサイクル不可 

医薬 
ガラスくず及び

陶磁器くず 
ホウケイ酸ガラス 約 3ｔ リサイクル需要がない 

 

表 3-32 リサイクル困難物の一覧と、該当廃棄物（タイ） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

紙・パルプ 紙くず 粘着損紙 1,000ｔ程度

糊が含まれているので、再生紙用原材料とし

てリサイクル出来ない。燃料としてリサイク

ルは可能。 

汚泥 
Sludge from wastewater

treatment 
約 290t/年 

Cannot recycle because there is no 

contractors that can recycle. 

精密機械 

その他 

Sand/Gravel and

activated carbon from

filtration system of

water and wastewater

treatment 

約 40t/年 
Cannot recycle because there is no 

contractors that can recycle. 

廃油  
Replace from machines

or processes 
～0.8 MT/月

Need technology and equipments to treat 

oil waste. 

金属くず NG products ～33MT/月 High investment for recycle scrap metal.金属製品 

廃プラスチック From packing supply ～0.6MT/月 
High investment for recycle waste 

plastics. 
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※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

 

表 3-33 リサイクル困難物の一覧と、該当廃棄物（マレーシア） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

非鉄金属 廃アルカリ 廃伸線潤滑剤（水溶性） 150ｔ程度 

減容化装置があるがランニングコストが高

価。減容し残渣を廃棄しているが成分・水を

リサイクル出来ないか？ 

プラスチック 廃プラスチック 
ラミネートフィルムく

ず 
400t ラミネートしているので分別できない 

 

 

表 3-34 リサイクル困難物の一覧と、該当廃棄物（インドネシア） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

楽器 その他 食堂の食べ残し 14ｔ 処理業者の選定 

ばいじん 
Melting,molding,finis

hing 
5.113t High cost.Properties very fine 

金属製品 

鉱さい Slag of furnace 1.324t Limited certified waste processor 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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2

1

1

0

1

2

1

0

0

0

0

0

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.燃え殻

2.汚泥

3.廃油

4.廃酸　

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック

7.ゴムくず

8.金属くず

9.ガラスくず及び陶磁器くず

10.鉱さい

11.がれき類（建設廃材）

12.ばいじん

13.紙くず

14.木くず

15.繊維くず

16.動植物性残渣

17.動物の糞尿

18.動物の死体

19.プリント基板

20.その他

 
                                                N＝63 

図 3-14 リサイクル上、特に問題となっている廃棄物 

 

[複数回答：3つまで] 



 

 85

問 14 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫 

26

24

8

7

0 5 10 15 20 25 30

1.リサイクル費用を下げるための工
夫

2.リサイクル業者の開拓

3.リサイクル技術の高度化

4.その他

 
                      N＝63 

図 3-15 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫 

 

表 3-35 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫（国別一覧） 

サンプル数

リサイクル
費用を下げ
るための工
夫( 安価で
処理してく
れる業者を

リサイクル
業者の開拓
（より適切な
リサイクル
業者を見つ
ける）

リサイクル
技術の高度
化（日本企
業からの技
術導入、な
ど）

その他 無回答

63 26 24 8 7 20
100.0 41.3 38.1 12.7 11.1 31.7

29 12 9 2 4 11
100.0 41.4 31.0 6.9 13.8 37.9

13 7 5 4 1 1
100.0 53.8 38.5 30.8 7.7 7.7

7 3 4 - - 2
100.0 42.9 57.1 - - 28.6

4 1 1 - - 2
100.0 25.0 25.0 - - 50.0

1 - - - - 1
100.0 - - - - 100.0

8 2 4 1 1 3
100.0 25.0 50.0 12.5 12.5 37.5

1 1 1 1 1 -
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

[複数回答] 
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表 3-36 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（中国） 

業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 
梱包方法変更リターナブの循環利 

建設機械 

2.リサイクル業者の開拓 廃油リサイクル業者を探す 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

塗装汚水の水処理設備導入 

楽器 

3.リサイクル技術の高度化 塗装汚泥の脱水装置導入、半田廃棄率の低減技術 

電機機械 4.その他 納入業者と協議し、リユースを増やす（通い箱など） 

精密機械 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

金属の切り子を業者に売る。 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

ダイサ廃水処理システムのモジュールの変更（輸入品から

国内品に変更）によって、リサイクル費用を削減した。 
電子部品 

2.リサイクル業者の開拓 
廃樹脂再利用できる業者を探している（費用を払って燃焼

ではなく、リサイクルをさせる）。 

電子部品 2.リサイクル業者の開拓 

政府及びＩＮＴＥＲＮＥＴからの情報に注目している。新

しい業者がある場合、具体的な情報を入手して、各業者の

比較検討を行う。 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

廃棄砂をリサイクルする設備購入案を検討。 

金属製品 

2.リサイクル業者の開拓 現在、協力企業に委託して廃棄砂をリサイクルしている。

精密機械 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

処理業者を探し、見積り合せを行った。 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

サプライヤーと値引き交渉する 

ゴム 

2.リサイクル業者の開拓 
専門的に一つの廃棄物処理を従事するサプライヤーを探

す。例えば、食堂廃棄物を処理する専門サプライヤー。 

輸送用機械 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

２００８年４月から２００９年３月まで廃棄物処理費用

は１１．５％下がりました、そのうち：（１）製造廃水処

理費用が１２．５５％下がりました；（２）廃棄された接

着剤処理費用は８．１５％下がりました； 

紙・パルプ 
3.リサイクル技術の高度化 

 

（予定）（１）工業用水の工程内再利用、（２）排水汚泥の

熱回収 

2.リサイクル業者の開拓 市況情報の入手 
紙・パルプ 

4.その他 リサイクル市場の一般開放 

出版・印刷 4.その他 廃棄物の分別 

電機機械 2.リサイクル業者の開拓 買取り価格比較と信頼性にて業者選択している。 

一般機械 

4.その他 弊社の進出先、中国江蘇省の工業園区は、中国政府とシバ

ポール政府の共同開発工業園区のため、廃棄物処理はもと

より公害対策、環境対策、緑化と国際一級を求められてい

ます。 

食料品 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

各会社の信用事前確認を行った上で、競争入札方式により

単価の安い業者を導入 
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表 3-37 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（タイ） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

家具 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

新業者を探す 

 

建設機械 2.リサイクル業者の開拓 他社からの情報やインターネット等で随時調査している。

紙・パルプ 
3.リサイクル技術の高度化 ＲＰＦ化装置の導入の検討ｅｔｃ．損紙を燃料としてリサ

イクル 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

安価で処理してくれる業者を探す 

一般機械 

4.その他 入荷梱包材を手入れ再生して、出荷工法材に再利用 

金属製品 2.リサイクル業者の開拓 業者とのコンタクトを実施 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Compare cost from various contractors 

精密機械 

2.リサイクル業者の開拓 There is specific section for waste management 

金属製品 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Compare price with many contractor of local government 

approval. 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Separate & bring bottle,can etc.to recycle. 

2.リサイクル業者の開拓 Compare price from contractor. 
ゴム 

3.リサイクル技術の高度化 Introduction of new technology from contractor 

自動車部品 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Choose the certified license recycle companies with the 

lowest cost. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-38 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（マレーシア） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

プラスチック 2.リサイクル業者の開拓 なるべく、２社合見積もり化 

プラスチック 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 
相見積りの取得 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Source contractor that can provide a lowest price 

電機機械 

2.リサイクル業者の開拓 Find a contractor that have a license to treat the waste

電子部品 2.リサイクル業者の開拓 PURCHASING DEPARTMENT SOURCE FOR LICENSED CONTRACTOR.

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-39 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（インドネシア） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

楽器 4.その他 
おが屑をボイラー燃料として使用。乾燥炉の熱源として利

用。 

楽器 2.リサイクル業者の開拓 セメント業者等の新しい企業の開拓 

2.リサイクル業者の開拓 Contact contractor to recycle used oil 
電機機械 

3.リサイクル技術の高度化 Use the system for recycling solvent. 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 

Change dust waste processor from cement to ceramic 

industry 
金属製品 

2.リサイクル業者の開拓 
Communicate with government if there is new permit 

issued to waste processor 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-40 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（ベトナム） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

電子部品 
1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 
複数業者でのネゴ 

 

表 3-41 廃棄物のリサイクルを推進する上での工夫の具体例（インド） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.リサイクル費用を下げる

ための工夫 
Identify,Negotiate with contactors for cost reduction

2.リサイクル業者の開拓 

1.Discuss with authorized(By Karnataka State Pollution 

Control Board,KSPCB)contractors for new technologies 

2.Internet action for disposal/recycling of steel 

scrap. 

3.リサイクル技術の高度化 

1.Introduced filter press for ETP for sludge 

separation.2.Introduced filter press for compacting 

Phosphating Sludge 

建設機械 

4.その他 We recycle domestic and Industrial used water for 

gardens 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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問 15 廃棄物を適正に処理・処分する上での課題・問題 

廃棄物を適正に処理・処分する上での課題・問題については、「委託した後、適正に

処理されているかどうか把握できない」、「廃棄物処理業者に関する情報が少ない」、「廃

棄物の区分や業許可など、法制度上の制約が大きい」という回答が多い。以下、「適正

な処理をできる業者がいない」、「処理・処分に対する公的な支援・関与が少ない」の

順になっている。 

22

7

6

7

15

27

5

4

0 5 10 15 20 25 30

1.廃棄物処理業者に関する情報が
少ない

2.適正な処理をできる業者がいない

3.最終処分場が逼迫している

4.処理・処分に対する公的な支援・
関与が少ない

5.廃棄物の区分や業許可など、法制
度上の制約が大きい

6.委託した後、適正に処理されてい
るかどうか把握できない

7.業者に処理を委託した廃棄物か
ら、企業機密が漏洩するおそれがあ

る

8.その他

 

                      N＝63 

図 3-16 廃棄物を適正に処理・処分する上での課題・問題 

 

表 3-42 廃棄物を適正に処理・処分する上での課題・問題（国別一覧） 

サンプル数

廃棄物処理
業者に関す
る情報が少
ない

適正な処理
をできる業
者がいない

最終処分場
が逼迫して
いる

処理・処分
に対する公
的な支援・
関与が少な
い

廃棄物の区
分や業許可
など、法制
度上の制約
が大きい

委託した
後、適正に
処理されて
いるかどう
か把握でき
ない

業者に処理
を委託した
廃棄物か
ら、企業機
密が漏洩す
るおそれが

その他 無回答

63 22 7 6 7 15 27 5 4 14
100.0 34.9 11.1 9.5 11.1 23.8 42.9 7.9 6.3 22.2

29 7 2 1 1 5 11 2 3 7
100.0 24.1 6.9 3.4 3.4 17.2 37.9 6.9 10.3 24.1

13 3 2 4 2 1 5 1 - 4
100.0 23.1 15.4 30.8 15.4 7.7 38.5 7.7 - 30.8

7 4 - 1 - 3 3 1 - 2
100.0 57.1 - 14.3 - 42.9 42.9 14.3 - 28.6

4 3 - - - 1 4 1 - -
100.0 75.0 - - - 25.0 100.0 25.0 - -

1 - - - - - - - - 1
100.0 - - - - - - - - 100.0

8 5 3 - 3 4 3 - 1 -
100.0 62.5 37.5 - 37.5 50.0 37.5 - 12.5 -

1 - - - 1 1 1 - - -
100.0 - - - 100.0 100.0 100.0 - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

［複数回答：３つまで］ 
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問 16 具体的な適正処理困難物 

適正処理の点で、特に問題となっている廃棄物については以下のようになっている。具

体的な処理困難物としては、廃切削液、廃電機・電子製品、設備を拭いた時に油に塗れた

ウエス、ＩＭＦ手込め造型及び手込め型枠、各集塵機、塗料カス、銀・真鍮のくずなどが

あげられた。ドラム管などは、洗浄すれば商業廃棄物扱いになるが、その判断が不明確な

どという問題もあった。ガラス容器は社内に 6 ヶ月以上保管して乾燥させてからのみ処分

可能という指摘もあった。 

表 3-43 具体的な適正処理困難物の具体例（中国） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

精密機械 その他 廃切削液 2.9ｔ程度 不明 

電子部品 その他 廃棄の電器、電子製品 － 

廃棄される電器及び電子製品に対する法

規は、回収方法や資格認定が規定され、更

に生産メーカは廃棄物の処置費用を負担

する義務があることを規定している。その

法規は２０１１年１月１日から実施予定。

蘇州園区の各廃棄物処理会社は今その資

格を申請中。生産メーカーは負担する処置

費用をまだ明確にしていない状態である。

一般機械 その他 
設備を拭いた時、油に塗

れたウエス 
3ｔ 

普通廃棄物として処理すれば、環境に悪い

と思うが、危険廃棄物として処理しよう

が、現地に処理業者を探せない。 

その他 
ＩＭＦ手込め造型及び

手込め解枠 
247ｔ／年 － 

金属製品 

その他 各集塵機 705ｔ／年 － 

精密機械 － － － 

日本と異なりマニュフェストのやり取り

による管理となっていないため、適正処理

の確認ができない。 

 

 

表 3-44 具体的な適正処理困難物の具体例（タイ） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

廃油 
Replace from machines

or processes. 
～0.8 MT/月

Need technology and equipments to treat 

oil waste. 

金属くず NG products ～33MT/月 High investment for recycle scrap metal.
金属製品 

廃プラスチック From packing supply. ～0.6MT/月 
High investment for recycle waste 

plastics. 

自動車部品 廃油 
Cooking oil &

grease(Fat) 
Exeeding 10 mg

Bacteria killer must be drop by hand into 

sump-pit on the daily basic, however such 

procedure sometime forgotten. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-45 具体的な適正処理困難物の具体例（マレーシア） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

電子部品 その他 
PLATING CHEMICAL

FILTER 
43.2t HIGH USAGE OF FILTERS AT PLATING 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

表 3-46 具体的な適正処理困難物の具体例（インドネシア） 

業種名称 廃棄物の種類 廃棄物の内容 年間排出量 問題の理由 

楽器 その他 塗料カス 225ｔ 
水分を含んでおり、余分に処理コストがか

かる（乾燥による処理コスト低減？） 

楽器 金属くず 銀・真鍮のくず 21ｔ 
法律の制約（輸出できない）、地元利権者

との関係 

金属くず 

Contaminated of

material 

packaging(iron drum)

200pcs/月 

Should be can classify as commercial

waste after cleaning,but not clear who

should judge that cleaning is enoughor

not 
非鉄金属 

ガラスくず及び

陶磁器くず 

Contaminated of

material 

packaging(glass 

bottle) 

5pcs/月 

Qty to small to dispose(become expensive

because there are minimum qty of

disposal)but can not keep in company

more than 6 month 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

問 17 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫 

30

29

4

2

0 5 10 15 20 25 30 35

1.処理・処分費用を下げるための工
夫

2.適正な処理・処分業者の開拓

3.処理・処分の高度化

4.その他

 
                                               N＝63 

図 3-17 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫 

[複数回答] 
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表 3-47 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫（国別一覧） 

サンプル数

処理・処分
費用を下げ
るための工
夫( 安価で
処理してく
れる業者を

適正な処
理・処分業
者の開拓
（より適切な
処理・処分
業者を見つ

処理・処分
の高度化
（日本企業
からの技術
導入、など）

その他 無回答

63 30 29 4 2 17
100.0 47.6 46.0 6.3 3.2 27.0

29 14 11 1 2 10
100.0 48.3 37.9 3.4 6.9 34.5

13 6 4 3 - 4
100.0 46.2 30.8 23.1 - 30.8

7 4 7 - - -
100.0 57.1 100.0 - - -

4 - 2 - - 2
100.0 - 50.0 - - 50.0

1 - - - - 1
100.0 - - - - 100.0

8 5 4 - - -
100.0 62.5 50.0 - - -

1 1 1 - - -
100.0 100.0 100.0 - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

 

表 3-48 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（中国） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

梱包方法変更リターナブの循環利用、廃乳化液、塗装廃水、

廃塗料渣の安価、処理してくれる業者と交渉する 
建設機械 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

廃油リサイクル業者を開拓する。廃乳化液適正な処理・処分

業者を開拓する 

楽器 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

複数業者の比較検討 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

安価で処理してくれる業者を探しました。 

精密機械 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

より適切な処理・処分者を見つけます。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

メッキ汚泥を安価で処理してくれる業者を探す 

電子部品 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

メッキ濃厚廃液を回収する業者は見つけたので、今後、回収

とする。 

電子部品 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

政府及びインターネットからの情報に注目している。新しい

業者がある場合、具体的な情報を入手して、各業者の比較検

討を行う。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

廃金属、廃紙箱、廃プラスチックについて、現地で処理でき

る業者を探し、処理費用が一番低い業者に任せて処理しま

す。 一般機械 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

法規制がある危険廃棄物の処理について、会社は山東省内

で、処理能力ある業者を探し、任せて処理します。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

廃棄砂リサイクルできる設備を購入案の検討 

金属製品 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

現在、協力企業に委託して廃棄砂をリサイクルしている。 
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精密機械 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

処理業者を探し、見積り合せを行った。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

サプライヤーと値引き交渉する 

ゴム 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

専門的に一つの廃棄物処理を従事するサプライヤーを探す。

例えば、食堂廃棄物を処理する専門サプライヤー。 

輸送用機械 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

２００９年１０月にＣＮＦは廃水処理設備を導入し試運営

して、１１月に使用し始める予定であり、毎年製造廃水処理

費用が節約できます。 

電子部品 4.その他 業者に任せる 

非鉄金属 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

きちんとした処理免許のある業者の中で、より安価な業者を

探し、自社で評価し選定している。 

紙・パルプ 3.処理・処分の高度化 安定取引先の選定 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

毎年複数の処理業者の処理場に行き、定期監査を行い、価格

や資格等を比較してもっとも適切な業者を探している。 
精密機械 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

毎年複数の処理業者の処理場に行き、定期監査を行い、価格

や資格等を比較してもっとも適切な業者を探している。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

安価で処理してくれる業者を探す 

出版・印刷 

4.その他 廃棄物の分別 

一般機械 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

木製梱包材料の有償引取り 

一般機械 
4.その他 最終処理がどこでされるかなど現地に出向き最終処理状況

を確認。 

 

表 3-49 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（タイ） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

建設機械 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

現状業者だけでなく、より良い業者がないかとの情報を積極

的に取りに行く。 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 
歩留を向上させ、出来る限り廃棄物を少なくする 

紙・パルプ 
3.処理・処分の高度化 ＲＰＦ化装置の導入の検討ｅｔｃ． 

電機機械 3.処理・処分の高度化 冷凍●●間の回収、処理 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

安価で処理してくれる業者を探す 

一般機械 

4.その他 入荷梱包材を手入れ再生して、出荷工法材に再利用 

電機機械 3.処理・処分の高度化 冷凍機油の回収、処理 

金属製品 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Compare price with many contractor of local government 

approval. 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Find the contractor who can treat/dispose of at lower 

prices.Learn & find new method of treatment/disposal of 

at lower prices & better qualities. ゴム 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

Find contractor who are high quality. 

自動車部品 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Notify catering company to check on the dropping of 

bacteria killer and taking out the settlement of fat after 

the degenerated of fat and grease on the daily basic. Due 

to the fact that bacteria killer cost less but require 

close monitoring. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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表 3-50 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（マレーシア） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 
合見積りの取得 

プラスチック 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 
新しい業者を継続的に探している 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 
Source contractor that can provide a lowest price 

電機機械 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 
Find a contractor that have a license to treat the waste

プラスチック 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

Only use licensed contractor allowed by local government.

電子部品 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

PURCHASING DEPARTMENT SOURCE FOR LICENSED CONTRACTOR 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

 

表 3-51 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（インドネシア） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

処理コストを他社の情報も比較して評価し、あくまで違法で

ない業者に於いて最もリーズナブルな業者を選定している 
楽器 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

上述の通り、関連企業や日系企業の情報にて業者を選定する

ようにしている。 

楽器 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 
セメント業者等の新しい企業の開拓 

金属製品 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 
安価で処理してくれる業者 

電機機械 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Internal treatment by WWTP 

電子部品 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Try to find contractor/disposal company which have permit 

from government but our company still studies about the 

permit because each company have own specialty on waste 

treatment. 

金属製品 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 

Ask local processor to get permit from government 

非鉄金属 
1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Request for price down and consider how to minimize the 

quantity 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

 

表 3-52 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（ベトナム） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

紙・パルプ 
2.適正な処理・処分業者

の開拓 
市政府推奨企業の使用 
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表 3-53 廃棄物の処理・処分を行う上での工夫の具体例（インド） 
業種 工夫の種類 具体的な工夫 

1.処理・処分費用を下げ

るための工夫 

Identified KSPCB approved contractor for disposing 

Effluent treatment Sludge 
建設機械 

2.適正な処理・処分業者

の開拓 

Identified one of the KSPCB approved contractor for the 

disposal of hazardous wastes. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

問 18 廃棄物のリサイクル、適正な処理・処分を進める上で、今後取り組んでみたいと考

えている工夫 

表 3-54 廃棄物のリサイクル、適正な処理・処分を進める上で、 

今後取り組んでみたいと考えている工夫 

所在地 業種 回答 

中国 建設機械 梱包方法変更リターナブの循環利用 

インドネシア 楽器 
ゴミ計量による処理量把握と軽量化・従業員へのゴミ分別の意識付

け・木材の歩留まり改善を継続実施（落とし材の低減） 

インドネシア 楽器 新規のリサイクル・廃棄物業者の選定や廃棄物の減容化の工夫 

中国 楽器 現地の環境保護局の指導を受けながら、やって行きたいです。 

中国 楽器 
・現状廃棄物の現状分析→有価物化への取組み・廃棄物の減少及びリ

サイクル率向上 

インドネシア 紙・パルプ 

当工場では、製品設計をしない為、工程上での工夫で廃棄物の処理と

処分を考える必要がある。更なる減量に向け、工程の見直しに取り組

みたい。 

インドネシア 金属製品 機器の保守メンテの技術伝達 

中国 電子部品 
廃棄物の種類が多い為、それぞれの品目での再利用をできる業者を探

している。 

中国 電子部品 
適正な処理・処分業者の開拓を進めていく。更に社員の環境保護の意

識を強化する。 

タイ 建設機械 
処理業者の調査（適切な処理を本当におこなっているか）は定期的に

実施していきたい。 

中国 金属製品 
１．廃棄砂をリサイクル出来るように、社内に廃砂再生装置を導入す

る。２．汚水処理場にて処理した水はトイレ清掃及び緑化用にする。

中国 精密機械 処分率が高い処理業者の開拓。 

中国 ゴム 
現在はアクリル廃液はサプライヤーに委託し処理してもらう。将来的

には、アクリル廃液処理工程と設備を導入するつもり。 

ベトナム 電機機械 ゼロエミッション 

タイ プラスチック プラスチックパージ材の再利用化 

中国 非鉄金属 

・製品を加工する上での潤滑剤は現在全て廃棄物としているが、日本

などでは簡単な濾過装置でリサイクル使用しているため、弊社でも同

様の処理装置の導入を検討していきたい。 
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タイ 紙・パルプ ＲＰＦ化装置の導入の検討 

中国 出版・印刷 材料供給業者への容器回収要求 

タイ 電機機械 
・端材の量を減らす方法の検討 ・適正なリサイクルベンダーの発掘、

選択 

中国 電機機械 
外注メーカーで生産された部品の運搬荷姿を変更し、梱包無しの通い

台車(専用箱)で運営。 

タイ 一般機械 
出荷梱包容器のリターナブルとその省容量に取り組み、廃棄物の削減

と回収時の輸送効率改善 

タイ 電機機械 
・端材の量減らす方法の検討。・適正なリサイクルベンダーの発掘選

択。 

タイ 金属製品 
リサイクル業者が適切に処理しているかどうかチェックと、更なる廃

棄物削減のため製造工程や金型設計の見直しをしていきたい。 

インドネシア 電機機械 Composting for organic garbage 

マレーシア 電機機械 Segregation waste by it categories in thrash bin. 

インドネシア 電子部品 
1.Make strict category on hazard waste on non hazard waste and 

make appropriate treatment base on those 2 category waste. 

インドネシア 金属製品 

Waste process(reduction,segregation,bins/containment)included 

in Production Equipment.At least the alternative process are 

mentioned in Manuals. 

タイ 精密機械 
We set target to reduce disposal waste in the future which called 

zero-emission target 

インドネシア 非鉄金属 Minimize the cost trough minimize the waste quantity. 

マレーシア 非鉄金属 
Will consider to set up waste water treatment plant in future if 

substantial amount of waste created 

タイ 金属製品 

Decreasing some expense if which company that use materials from 

recycle waste,Orovide some promotion or other method to reduce 

any waste. 

タイ ゴム 
Use Press Machine for reduce size of waste and reduce area of 

storage waste.And reduce cost of transportation(Cost per trip).

中国 医薬 一般廃棄物の分別 

中国 食料品 

現在、処理委託業者選定にあたっては、事前の実績調査を行った上で、

定期的に最終処理の抜き打ち追跡調査・確認を実施し確実に処理が行

われていることを確認する体制としている。今後も、この体制を継続

して運用していく。 

タイ 自動車部品 
Install septic tank for the separation of oil & grease before 

release into the sump-pit. 

※英語での回答は原文のまま掲載。 
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問 19 将来、日系企業にとって新たな課題となるようなこと 

表 3-55 将来、日系企業にとって新たな課題となるようなこと 

所在地 業種 回答 

インドネシア 楽器 
法整備が先進国の感覚に追い付かない事、法律と現実の不一致、地元利

権者との関係 

中国 電機機械 化物物質など環境基準が日本以上に厳しくなる 

マレーシア プラスチック 

外資系企業に対する規制が厳格なのに、ローカル企業には甘い。日本で

は一般的な構造でも、当地では認可が下りないものもある（ばかげた話の

一つとして、日本の標準的な煙突／排煙構造がダメ）。 

インドネシア 紙・パルプ 
日本国内では、ＣＯ２廃棄量の削減目標数値で盛り上がっているが、日本

国外の日系企業にこの影響がどの程度来るのかを懸念する。 

中国 化学 

中国においても地球規模での環境対策が要求されてきており、環境規制

もより厳しくなってきている。これからも特に外資企業への規制強化は続く

と思われる。 

タイ 建設機械 

日系企業というより、タイでもハイブリッド車の生産が始まったことに代表さ

れるが、タイにおいても環境改善に対する要求が今後益々厳しくなると予

想されるので、他に先んじて廃棄物の適正処理、排出量の低減に取り組

む必要があると感じる。 

中国 一般機械 

会社に位置する現地で、厳格に現地国家の法規制を遵守し、廃水排出、

危険物の処理の面でもっと資金を投入し、自分の会社は環境保護の面で

ほかの企業より優秀で、現地政府及び社会各階層の認可を認められま

す。 

中国 精密機械 

環境に対する意識の高まりからくる規制の強化についての情報収集と対

応が課題となると考える。電池やコピーカートリッジ、缶、ＰＥＴボトルのよう

に製造または販売した企業が回収するシステムを構築すること。資源が乏

しい日本で推進しているリサイクルや省資源の考え方や運用技術を企業

内で展開していくこと。 

中国 ゴム 
１、法律法規が厳しくなってきている。２、お客さんの要求が厳しくなってき

ている。３、新規開発された材料の環境への影響が不明確。 

中国 輸送用機械 今現在は特にありませんが、将来注目する計画があります。 

中国 非鉄金属 

・現在、市の処理施設は生活ゴミなど殆どを焼却してその火力で発電して

いるが、日系に限らず企業が増えることで、その処理能力が不足する可能

性がある。 

タイ 紙・パルプ 新たな環境対策が実施され、規制が厳しくなる可能性がある 

ベトナム 紙・パルプ 
現地企業への規制より外資系企業の規制が強く、監査員の個人利益を考

慮している部分が多い 

中国 プラスチック 

・ＩＳＯ１４０００は取得しているものの、周りも含めてどのような活動を展開

しているか情報の入手が困難である。・今後グローバルな面での広がりに

依り、環境規制は厳しくなる方向と思われるが、現状取り組みへの意欲は

乏しく、急激な規制には応えられないだろう。 

中国 出版・印刷 

日本（或いは世界）の生産廃棄物を中国が一手に背負っている、中国が

日本（世界）の犠牲になっている、と思われないように、日本国内レベル以

上の環境対策／廃棄物処理対応が必要になると思う 

タイ 電機機械 
･環境規制が今後厳しくなるが、それに対応するインフラの遅れが危惧さ

れる 

中国 一般機械 
今まで割りと規制が緩やかであったと感ずるが、今後は中国においても産

業廃棄物の処理に関する規制が強化されてくると。 

タイ 電機機械 
・環境規制が今後厳しくなるが、それに対応するインフラの遅れが危惧さ

れる。 

タイ 金属製品 

タイは、リサイクルに対する法規制がまだまだ不十分な状況と思います

が、今後は徐々に整備されると思います。法規制、業者、トレーサビリティ

の点について、情報が容易に入ってくると助かります。 
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インドネシア 電機機械 
Reduce the using of hazardous heavy metal and treat all the heavy metal 

waste as well. 

マレーシア 電機機械 
Due to increasing of firm,many waste will be generated.Cost of treatment 

will also be increased. 

インドネシア 電子部品 
Increasing commitment to comply on government environment regulation 

in order to promote company responsibility to society and environment 

マレーシア 電子部品 
TECHNOLOGY TO REUSE RESIN RUNNER IS NOT AVAILABLE 

LOCALLY EXCEPT FOR LAND FILLING ONLY. 

インド 建設機械 Alternate process for Chrome plating 

インドネシア 非鉄金属 
Company need clear regulation and knowledge how to minimize the 

waste.(need training) 

タイ 金属製品 

All Japanese-affiliated need more strictly considering of waste 

management and how to reduce and replacement material to concern all 

waste. 

タイ ゴム 
Share technologies as concern environmental & cost saving for applied to 

Japanese-affiliated firms. 

中国 一般機械 

日系企業といっても業種毎で廃棄物は相当に異なります。弊社は機械組

み立て産業のため、廃棄物は比較的少なく、また化学薬品、毒物等はほと

んどありません。 

※英語での回答は原文のまま掲載。 

 

 

 

 

問 20 日本の廃棄物処理・リサイクル企業に期待すること 
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19

9
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2

0

14

7

0 5 10 15 20

1.事業所の近隣に現地法人を設置
し、適正な処理処分・リサイクルを

行って欲しい

2.事業所が廃棄物処理・リサイクル
を委託している企業に対し、人材を

派遣して技術指導を行う／当該企業
からの研修を受け入れて欲しい

3.事業所が廃棄物処理・リサイクル
を委託している企業に対し、技術供

与を行って欲しい

4.事業所から、直接、廃棄物処理・リ
サイクルを請け負って欲しい

5.一定期間(1～2年程度)廃棄物を厳
重に保管し、機密情報ではなくなっ

てから廃棄物処理・リサイクルを行う

6.守秘義務、環境負荷防止、適正処
理の面で、信頼できる処理の仕組み

を提供して欲しい

7.その他

 
                                           N＝63 

図 3-18 日本の廃棄物処理・リサイクル企業に期待すること 
[複数回答] 
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表 3-56 日本の廃棄物処理・リサイクル企業に期待すること（国別一覧） 

サンプル数

貴事業所の
近隣に現地
法人を設置
し、適正な
処理処分・
リサイクル
を行って欲
しい

貴事業所が
廃棄物処
理・リサイク
ルを委託し
ている企業
に対し、人
材を派遣し
て技術指導
を行う／当
該企業から
の研修を受
け入れて欲

貴事業所が
廃棄物処
理・リサイク
ルを委託し
ている企業
に対し、技
術供与を
行って欲し
い。

貴事業所か
ら、直接、
廃棄物処
理・リサイク
ルを請け
負って欲し
い。

一定期間(1
～2 年程
度) 廃棄物
を厳重に保
管し、機密
情報ではな
くなってから
廃棄物処
理・リサイク
ルを行う。

守秘義務、
環境負荷防
止、適正処
理の面で、
信頼できる
処理の仕組
みを提供し
て欲しい。

その他 無回答

63 19 9 10 2 - 14 7 18
100.0 30.2 14.3 15.9 3.2 - 22.2 11.1 28.6

29 3 1 5 - - 5 6 12
100.0 10.3 3.4 17.2 - - 17.2 20.7 41.4

13 7 4 2 2 - 1 1 1
100.0 53.8 30.8 15.4 15.4 - 7.7 7.7 7.7

7 2 2 2 - - 3 - 2
100.0 28.6 28.6 28.6 - - 42.9 - 28.6

4 1 - - - - 2 - 1
100.0 25.0 - - - - 50.0 - 25.0

1 - - - - - - - 1
100.0 - - - - - - - 100.0

8 5 2 1 - - 3 - 1
100.0 62.5 25.0 12.5 - - 37.5 - 12.5

1 1 - - - - - - -
100.0 100.0 - - - - - - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

 

問 21 日本の（環境関連）の装置メーカーに期待すること 

10

13

4

24

6

0 5 10 15 20 25 30

1.事業所が廃棄物処理・リサイクル
を委託している企業に対し、人材を

派遣して技術指導を行う／当該企業
からの研修を受け入れて欲しい

2.事業所が廃棄物処理・リサイクル
を委託している企業に対し、廃棄物
処理・リサイクル技術を供与して欲し

い（ライセンス供与を含む）

3.自社に対して廃棄物処理・リサイク
ル装置を提供（販売）して欲しい

4.自社に対して廃棄物処理・リサイク
ル装置に関する情報を提供して欲し

い

5.その他

 
                                                N＝63 

図 3-19 日本の（環境関連）の装置メーカーに期待すること

[複数回答] 
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表 3-57 日本の（環境関連）の装置メーカーに期待すること（国別一覧） 

サンプル数

貴事業所が
廃棄物処
理・リサイク
ルを委託し
ている企業
に対し、人
材を派遣し
て技術指導
を行う／当
該企業から
の研修を受
け入れて欲

貴事業所が
廃棄物処
理・リサイク
ルを委託し
ている企業
に対し、廃
棄物処理・
リサイクル
技術を供与
して欲しい
（ライセンス
供与を含

自社に対し
て廃棄物処
理・リサイク
ル装置を提
供（販売）し
て欲しい。

自社に対し
て廃棄物処
理・リサイク
ル装置に関
する情報を
提供して欲
しい。

その他 無回答

63 10 13 4 24 6 21
100.0 15.9 20.6 6.3 38.1 9.5 33.3

29 2 5 3 6 4 13
100.0 6.9 17.2 10.3 20.7 13.8 44.8

13 4 1 - 6 1 3
100.0 30.8 7.7 - 46.2 7.7 23.1

7 - 3 1 5 - 2
100.0 - 42.9 14.3 71.4 - 28.6

4 - - - 2 - 2
100.0 - - - 50.0 - 50.0

1 - - - - - 1
100.0 - - - - - 100.0

8 3 4 - 4 1 -
100.0 37.5 50.0 - 50.0 12.5 -

1 1 - - 1 - -
100.0 100.0 - - 100.0 - -

問
1
 

事
業
所
の
所
在
地

全  体

中国

タイ

マレーシア

ベトナム

シンガポール

インドネシア

インド
 

 

問 22 行政に対する要望 

表 3-58 行政に対する要望  

所在地 業種 回答１ 

中国 建設機械 技術協力、情報提供等 

インドネシア 楽器 
問１９関連において環境装置メーカーに期待することを後方支援できる

ようにしていただけることなど期待します。 

インドネシア 楽器 
法整備の手助けとその実行の有効性の確認への助言、当該国の廃棄

物・リサイクル施設に対する援助 

中国 楽器 廃材処分材料…利用方法研究 

タイ 家具 技術協力を期待します。 

インドネシア 紙・パルプ 

当地においては、様々な面で日本政府の協力がなされているが、廃棄

物処理やリサイクルに関する取り組みは大きく取り上げられておらず、

情報提供が欲しい。 

中国 化学 その国にあった環境装置・技術の情報提供 

中国 一般機械 

我々は、日本政府が環境保護、危険廃棄物処理、リサイクルの面で、中

国に技術支持することを期待します。最新の情報、適切な設備などを含

まれています。わが社の環境保護の管理レベルを更なる高くに向上させ

ます。 

中国 金属製品 
１．廃棄物排出の削減に関する先端技術のサポート。２．最新の装置メ

ーカーの技術情報等を提供して頂きたい 

中国 非鉄金属 
その国々の実態を加味した、これからの廃棄物処理、リサイクル推進の

在り方などの情報提供をしてほしい。 
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中国 紙・パルプ 

環境に優しいリサイクル活動が、本格的に機能するために、もはや発展

途上国から大国に変身している中国政府に対し、いろいろな機会を捉え

てその重要性を啓蒙し続けることが必要かと考えます。 

タイ 紙・パルプ 情報提供 

中国 出版・印刷 率先垂範 

中国 電機機械 

中国での産業廃棄事業の実態を視察頂き、適正な処理がされて、環境

への影響が無い事を確認すると共に、必要な技術、情報提供を願いた

い。 

中国 一般機械 
中国における廃棄物処理に関する技術協力など、推進しやすい国家間

の仕組み造りに取り組んでもらいたい。 

タイ 一般機械 リサイクル技術協力 

タイ 金属製品 

タイは、リサイクルに対する法規制がまだまだ不十分な状況と思います

が、今後は徐々に整備されると思います。法規制、業者、トレーサビリテ

ィの点について、情報が容易に入ってくると助かります。 

中国 医薬 問 19.20 と同様、JAICA 等からの日系企業に対しての情報提供 

中国 一般機械 

日本の政府は、日系企業の進出先にこだわらず、公害対策、リサイクル

技術等は、おしみなく海外の必要とする国に安価に提供することが重

要。 

インドネシア 電機機械 
Please give us any information about sludge waste treatment 

technologies. 

マレーシア 電機機械 
Need more information on handling waste management and effective 

recycling method. 

インドネシア 電子部品 
Provide information on waste treatment/recycle base on any kind of 

waste type which harmless to the environmental. 

マレーシア プラスチック 
Should provide technical expertise to local government officers as a 

start. 

マレーシア 電子部品 

TO ORGANISE STUDY TRIP FOR US TO SEE HOW JAPANESE 

FACTORIES DO THEIR RECYCLING ACTIVITIES AND 

ENVIRONMENTAL CONSERVATION PROGRAMMES.FOR EFFECTIVE 

FIRE FIGHTING,WE WOULD LIKE TO BE EQUIPPED WITH USED FIRE 

ENGINE. 

インド 建設機械 1.treatment of Paint Sludge 2.treatment of used Hydraulic oil 

タイ 精密機械 
Should have center about waste management in Thailand(e.g.information 

of contractor,new technologies for waste recycling.) 

インドネシア 非鉄金属 

Push Local Government to make clear rule(clear definition of hazardous 

material,not overlapping between rule,no GREY AREA,easy to access by 

company) 

マレーシア 非鉄金属 To send technical knowledge people to teach on how to reduce waste. 

タイ 金属製品 
Provision of information and Technical suppor,Could you please provide 

tour to visit onsite in Japan? 

タイ 自動車部品 
Proper training on those expartriates on awareness annd understanding 

of environmental regulation prior to any dispatch to work oversea. 
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3.2 中国、東南アジア等におけるゼロエミッション推進企業が抱える課題の整理 

アンケート結果によると、現地の日系事業所が抱える主な課題は以下の通り。 
 
○リサイクルための技術・情報の不足 
リサイクル上の課題として、リサイクルのための技術や情報がないことや、リサイクル

処理のコストが高いという回答が多かった。日本の行政に対する要望として、技術協力に

対する要望が多かったことからも、現地の処理・リサイクル技術の向上が大きな課題とな

っていると思われる。 

また、情報が無いことに関して、調査対象国では、環境関連企業の情報が国等によって

収集されておらず、情報を入手しにくい状況である。日本の環境関連の装置メーカーに期

待することとして、廃棄物処理・リサイクルに関する情報を提供して欲しいとの回答が多

かったことや、日本の行政に対する要望として、環境装置に関する 新の技術情報の提供

の要望があったことなども、日本の技術情報が現地企業に対して十分伝わっていない状況

を反映している。 

 

○従業員の低いリサイクル意識 

リサイクル上の課題として、従業員のリサイクルに対する意識が低いことという回答も

多かった。調査対象国では、環境教育などの事例も見られるが、まだ十分リサイクルの重

要性の普及・啓発が進んでいるとは言えず、従業員のリサイクル意識の低さが、リサイク

ルを行う上で障害となっていることが伺える。 

 

○廃棄物処理業者に関する情報不足 

廃棄物処理上の課題として、廃棄物処理業者に関する情報が少ないという回答が多かっ

た。リサイクル同様、廃棄物処理業者に関する情報が整理されておらず、また、ウェブサ

イトなどを作っていない場合も多いため、対象国の廃棄物処理業者の情報を入手すること

は非常に難しい。 

ただし、許可業者の情報などについては、各国の規制官庁でリストを作っているが、そ

うした情報が日系企業には十分伝わっていないものと思われる。 

 

○トレーサビリティの問題 

廃棄物処理上の課題に関して、委託した後、適正に処理されているかどうか把握できな

いという回答も多かった。 
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有害廃棄物の場合は、ライセンス制度によって、処理する事業者が指定されているため、

製造業の企業が自由に業者を選定することはできない。従って、法的には、他の選択肢が

ないので訴求されることは極めて少ないと思われる。そうした企業で本当に適正に処理さ

れているのか把握しておらず、処理の点で不安を抱えている。 

処理・リサイクルを行っているいくつかの企業では、処理・処分施設を訪問して、確実

に処理されているかどうか確認している例もあった。しかし現状は、大半の業者は、特に

有価でリサイクル業者に売れているものについては、販売先のリサイクルの取り組みを把

握していない。有価で取引されているものの多くが、中国に流れている模様であり、中国

で何か環境問題を引き起こした場合など、日本の企業の責任が問われる可能性もある。 

日本の廃棄物処理・リサイクル業者に期待することとして、事業所の近隣に現地法人を

設置し、適正な処理処分・リサイクルを行って欲しいとの回答が多かったことも、廃棄物

の処理・処分のトレーサビリティに不安を抱えている企業が多く、信頼できるリサイクル

業者を必要としていることの裏返しであると言える。 

 

○法規制整備・強化への対応 

今回調査対象とした国々では、廃棄物に関わる法規制の整備を積極的に進めている。ア

ンケート調査の結果でも、将来、日系企業にとって新たな課題となるようなこととして、

法律や規制の強化及び法規制に基づくモニタリングが厳しくなってきていることを挙げる

企業が多かった。また、規制が強化されても、それに対応するだけのインフラが整ってお

らず、対応が難しいとの回答もあった。 

特に、法律や規制は、現地企業よりも日本企業を含めた外資系企業に対してより厳格に

適用されるケースが多いとの声も多く、法規制強化への対応が日系企業にとって課題とな

っていることが伺える。 



 

 105

4. 我が国企業が海外展開を行う上での環境管理の在り方の検討 

4.1 我が国企業のグローバル環境管理上の課題 

2 章からは、今回調査対象国とした国において、我が国の循環型社会推進基本法や資源

有効利用促進法もしくは 3Ｒの概念を取り入れた廃棄物処理法などに類似するような、3

Ｒ推進に向けた法規制が整備され、実際の運用に向けてより細かい規定（例：省令）やガ

イドラインの整備が進められていることがわかった。 

特に中国では、以前から法整備は進みつつもその実行力に問題があった。しかし、第 11

次 5 ヵ年計画の時代に入って、省の役人の評価基準に環境対策が盛り込まれたことにより、

各種法規制の遵守を進めるインセンティブを省の役人に与えることになり、従来よりも法

規制の実行力は向上している。また、マレーシアのように、E-waste に関して生産者に回

収・処理の義務を負わすような法律案を考えるような国も出てきている。我が国の企業の

営業に支障が出るような法律が導入されることも考えられるために、法規制動向に関する

情報収集はより重要さを増している。 

他方、工業団地における投資の拡大によって、産業廃棄物の問題が更に一層増してきて

いる。産業廃棄物処理・リサイクル業者はライセンス制になっており、そのライセンスの

取得は極めて困難である。有害廃棄物の定義が広く、産業廃棄物の多くが有害廃棄物とし

て指定されている国も多いため、結果として産業廃棄物処理が寡占・独占状態となってい

るケースが見られる。そのため、有害廃棄物処理費用が高く設定されているケースも多い。 

この結果、現地に進出している日本企業も高い処理・リサイクルコストを負担すること

になる。今回、リサイクル時の課題として処理コストを回答した企業の比率が高かったこ

とも、その背景にあると思われる。処理・処分についてはコストの話を選択肢に盛り込ん

でいなかったが、盛り込んでいれば回答する企業は多かったものと思われる。ただし、進

出時にそうしたことは織り込み済みで、特に問題として感じていない企業もいる。 

また、廃棄物のトレーサビリティの問題も明らかになった。現状は、各社とも有価でリ

サイクル業者に売れているものについては、販売先のリサイクルの取り組みを把握してお

らず、信頼できるリサイクル業者を必要としている。特に、有価で取引されているものの

多くが、中国に流れている模様である（北京オリンピック前はかなり流れていた模様）。中

国で何か環境問題を引き起こした場合に、責任が問われる可能性もある。 

アンケート調査では、日本の装置メーカーの情報が十分伝わっていないという実態も明

らかになった。進出時には環境対策設備を整備した上で工場を建設するが、稼動後は現地

の環境担当者と日本の環境関連企業とのつながりも薄くなり、リサイクルに関する技術情

報などが伝わりにくくなってしまっている。特に、環境担当者が日本人でない場合も多く、
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環境担当者が日本語で書かれた日本の技術情報などを入手するのは困難と思われる。 

 

4.2 課題の解決に向けた対応策 

本調査では、各国における廃棄物処理・リサイクルの法制度整備が進んでおり、その動

向の把握が課題になることがわかった。こうした法規制動向の流れを把握するために、あ

る程度大きな企業になると、当該国の出身者で、環境を学んだ者を、環境担当として採用

することもある。実際に、タイなどでは、大学で環境関連の授業を学び、日系を含む外資

系メーカーに就職するケースも見られる。そうした場合、当該スタッフの大学の同期など

が、環境省や経済産業省などに就職しているため、現地の 新の法規制動向に関する情報

を入手した上で操業が可能になるなど、メリットも大きいものと思われる。 

本調査では、処理・リサイクルコストの高さが課題として浮き彫りになった一方で、企

業はリサイクル費用／処理・処分費用の削減のために、様々な取り組みを行っていること

もわかった。今回のアンケート調査では、リサイクル費用／処理・処分費用の削減に関し

て、様々な取り組み事例が見られた。また、アンケートだけでなく、処理費用削減のため

のリサイクルの取り組みは、様々な文献で目にすることができる。特に、自社内リサイク

ルの活動は、費用削減だけでなく、トレーサビリティの向上にもつながる効果が得られる

ため、そうした活動の推進が日系企業にとって鍵となる。 

表 4-1 タイの日系企業の環境取り組み 

企業名 主な環境取組内容 リサイクルに関する取り組み 
PIONEER 
MANUFACTURI
NG (THAILAND) 
CO., LTD. 

（１） 環境に関する法律の遵守 
（２） 環境負荷物質の使用中止、代替化の促進 
（３） 電力使用量の低減による省エネの促進 
（４） 分別の徹底およびリサイクルの推進による廃

棄物の削減 
（５） 紙使用量の削減 

「地球環境に優しい活動をすることが

結果的にコストを一番安くすることに

つながる」をコンセプトに、 小の資

源で作ることを念頭においている。 
 

THAI NAMSIRI 
INTERTEX CO., 
LTD. 

タイで「Ｅ（環境）・Ｓ（安全）・Ｈ（健康）」のナンバー

ワンになるのを目標に活動している。 
廃棄物の非有効活用の削減と二酸化炭素の削減に取り組

んでいる。 

廃棄物の非有効活用（リサイクルの再

利用もせず廃棄してしまうものをなく

すこと）：2005 年度は 15.8%あったが、

2007 年度は 10.9%に削減した。 
NMB Minebea 
Thai Ltd. 

1996 年からの基本方針： 
(1) 地域社会に受け入れられること 
(2) 世界的な社会貢献 
(3) 品質標準の高い製品作り、直接的にも間接的にも排

気・廃水・廃棄物、いずれの面でも環境に影響を与

えない 
(4) 天然資源の重視 

活動にあたって、導入研修、専門家の

解決策・方法に関するアドバイスを従

業員は受けることができる。 
省エネに取り組む小集団活動も社内に

広がっており、今後成果が期待できる。

出所：nippon Info B Co., Ltd, “InfoBiz Thailand”, No.128(2008 年 8 月)、 No.129 (2008 年 9 月)、No.130 
(2008 年 10 月) 
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トレーサビリティの向上については、自社内リサイクルの推進も重要だが、非有害廃棄

物の処理に関するモニタリング・キャパシティビルディングも重要である。ただし、これ

は各企業の取り組みで改善するものではなく、日本政府が各国のキャパシティビルディン

グを支援するといった方向で改善されるべきものである。 

また、今回明らかになった、日本の装置メーカーの情報が十分伝わっていないという課

題に対しては、継続的な情報提供を行えるような仕組みづくりも重要である。 

環境に対する意識も高まりは、ビジネスリスクの拡大にもつながってきている。例えば、

タイでは、事業リスクに直結するような、マプタプットの環境訴訟なども発生している。

環境対応ビジネスに与える影響も大きくなってきており、適切な環境対応が課題である。 

 

＜マプタプットの環境訴訟＞ 

タイでは、2007 年発効の憲法は地域の環境・健康に被害を与える恐れがある事業活動

に関して、環境・健康アセスメントの実施、公聴会の開催、環境・健康アセスメントを行

う独立機関の設置を義務付けている。このことを根拠に、マプタプットの住民と環境保護

団体が深刻な環境汚染が起きていると行政裁判所に訴えた結果、行政裁判所が 2009 年 3

月に訴えを認め、全域を公害防止地域に指定するようタイ政府に命令した。更に、マプタ

プットの住民と環境保護団体は PTT などの事業が行政裁判所に建設中止を求めた結果、

2009 年 9 月 29 日に 76 事業に対し凍結命令が出た。凍結中の 64 事業には日系事業も含ま

れていた。 

2010 年 2 月にタイ中央行政裁判所は、タイ政府が建設再開の許可を求めた 10 社 12 事

業のうち、7 社の 9 事業（投資額 400 億バーツ超）の再開を認めたが、これに対して、タ

イの住民がバンコクの日本大使館を訪れ、日本企業や日本貿易振興機構（ジェトロ）が凍

結解除を要求してタイ政府に圧力をかけているのは不適当であり即刻中止すべきとする

文書を大使館員に手渡す事件も発生している。 
出所：中村不動産メールマガジン等の情報に基づき作成 

 

4.3 我が国環境関連産業にとってのビジネスチャンス 

今回、調査対象とした国では、都市ごみ処理政策の過渡期にある国が多く、廃棄物処理

体制の整備が積極的に進められている。マレーシアやシンガポールのように、民営化が進

んでいる国では、コスト削減を行って入札で勝てるようになれば、ビジネスチャンスが拡

大する可能性もある。ただし、各国によって廃棄物処理体制の構築の方向性はかなり異な

ることもわかった。タイのように都市ごみ処理の地方分権化が進められている国と、マレ
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ーシアのように中央集権化を進めている国の両者がある。装置や技術の売り込み先も今後

大きく変わる可能性があるため、注意が必要である。 

日本の現地企業が自社内リサイクルを進めようとしている中で、日本の廃棄物処理ビジ

ネス・環境装置に関する情報がより効果的に伝われば、我が国の廃棄物処理業者や環境装

置メーカーにとってもビジネスチャンスの拡大が期待されるところである。 

特に、マレーシアやタイなどでは、人々の環境に対する意識も高まってきて、環境に取

り組む企業に対するインセンティブ制度もうまれつつある。例えば、マレーシアでは、省

エネ向上のための輸入税、売上税の免除が導入されるようになった（省エネ使用の設備機

器に対する免税措置、再生可能な原料による発電の免税措置、ハイブリッドカーに関する

優遇措置）。また、タイでは、各種環境関連アワード（Thailand Energy AwardsTotal、

Energy Management(TEM5)）、The Prime Minister Industry Award）が導入されるよう

になってきている。こうした制度は、現地日系企業の環境取組の促進につながり、我が国

の廃棄物処理業者や環境装置メーカーにとってもビジネスチャンスの拡大につながるもの

と期待できる。 

 

4.4 グローバルな事業展開における環境マネジメントの向上に向けて 

以上、4.2 と 4.3 のポイントを整理すると、以下の通り。 

 

• 法規制動向の適切なモニタリング 

• トレーサビリティの向上 

• 自社内リサイクルの推進 

• 日本の処理・リサイクル技術に関する情報提供促進 

 
上記のような取り組みについて、企業が個別に取り組むのは非効率なものもある。特に、

廃棄物処理・リサイクルに関して、グローバルな環境マネジメントの推進を支援するため

の日本全体としての体制構築が必要と考えられる。例えば、水ビジネスに関しては、「チー

ム水・日本」や「有限責任事業組合 海外水循環システム協議会」、「地方自治体水道事業の

海外展開検討チーム」など、様々な動きがあるが、廃棄物処理・リサイクルについては同

様の動きは今のところ見られない。廃棄物処理・リサイクルビジネスに関しても、水ビジ

ネスと同様の、政官財が一体となった展開を進めることが望まれる。 



 

 109

5. 付録 

本調査で使用した、アンケート調査表を次ページ以降に示す。 



 110

アジアにおける日系企業の廃棄物処理・リサイクルへの取組動向調査 
                                                                   

                                                       平成21年10月 
 
我が国製造業の現地製造比率は2006年に30％を超え、以降も増加を続けています。特に、中国や東南

アジア諸国において、日系企業の拠点数が増加しています。日系企業の本社では、自社の環境方針をグ

ローバルに適用しながら、日系企業に対して現地の法規制を遵守して適切な産業廃棄物処理を行うよう

に指示を出していますが、現地日系企業からは、法規制の動向に関して情報を得ることに苦慮し、また、

適切な廃棄物処理業者を見つけることに苦心しているという声も聞かれます。 
この調査は、アジア各国における日系企業(主として製造業)の事業所において、製造工程などから発生

する廃棄物の処理・リサイクルに関して、どのような課題や問題意識をお持ちであるか、また、それに

関して、日本の環境関連企業（主に機械工業）や行政に対してどのようなご要望をお持ちであるかにつ

いてのご意見を伺い、今後の日系企業による廃棄物・リサイクルに係るグローバルマネジメントの推進

に向けた基礎資料とすることを目的といたしております。 
お忙しいところ大変恐縮でございますが、下記の事項にご留意のうえ、2009年10月31日（土）までに

御回答下さいますようお願い申しあげます。なお、本調査は、（社）日本機械工業連合会からの委託事

業として株式会社三菱総合研究所が執り行っているものです。アンケート結果は、貴社にご迷惑がかか

らないように社名を伏せた上で、統計的に処理いたします。集計結果並びに分析結果は、報告書にとり

まとめる予定で、（社）日本機械工業連合会のウェブサイトで公開されることもあります。 
 
【調査票記入上の注意事項】 

・本票の中では、とくにことわりのない場合は、2008年度（2008年4月～2009年3月）の期間を対象と

して、ご記入ください。また、御社の会計年度が上記以外の時には、直近の一年間について、お答

えください。 
 
【ご回答の方法と返送の方法について】 

・調査票は、全部で8頁あります。 
・ご回答の方法は、電子ファイルにご入力頂く方法と、調査票に直接ご記入頂く方法の二通りがあり

ます。 
・直接ご記入頂く場合は、できるだけ黒色の鉛筆やボールペンで明瞭にお願いします。 

 
■回答方法1：電子メールで送られてきた電子ファイル、もしくは同封のCD-ROMの中に入っている電子

ファイルにご入力頂く場合 
※ 電子ファイルを開き、回答欄に入力してください。 

↓ 
※ ご記入後は、asia2009@mri.co.jp までe - m a i l    でお送りください。 
 

■回答方法2：この調査票に直接ご記入頂く場合 
↓ 

ご記入後は、そのままFax.(03-3277-0512)でご返送ください。 
 
■なお、ご回答にあたっては、本社でとりまとめていただいても結構です。 
     
  【お問い合わせ先】 
   ・この調査に関するお問い合わせは、下記宛にお願いします。 
          株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 資源・環境戦略研究グループ 

（担当者：奥村、萩原） 
     Tel：03-3277-5427、Fax：03-3277-0512、sokumura@mri.co.jp 
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    【プロフィールについて】 
   ・御手数ですが、差し支えなければプロフィール欄に必要事項（ご住所、御社名、工場名、ご担当、

お電話番号等）をご記入下さい。（本アンケートの回答に関するお問合せのためのアクセス先として

利用させて頂きます。） 
 
ご住所  

御社名  

工場名  

ご担当  

お電話  Ｆａｘ.  

e-mailアドレス  

 
※お問い合わせ先に関する情報の取扱については、同封の個人情報の取扱いについて同意の上、ご記名

ください。（ご記名頂いた場合には、ご同意（ご了解）頂いたこととさせて頂きます。） 
 
  1．貴事業所のプロフィールについて 
 以下の調査結果を統計的に分析するため、貴事業所について少しおたずねします。 
  なお、アンケート結果は統計的に処理いたしますので、皆様方にご迷惑のかかることは決してござい

ません。 
 
問1 貴事業所の所在地はどこですか。[該当するものの番号に○を1つ] 
 

1. 中国    2. タイ     3. ﾏﾚｰｼｱ     4. ベトナム     5. ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ     6. ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
 
問2 貴事業所の従業員の人数をお伺いいたします。 
 

①常時働いていらっしゃる方は何人ですか。[該当するものの番号に○を1つ] 
 
1)  50人以下  2)  51～100人  3)  101～300人   4) 301～1,000人 
5) 1,001人以上（           人） 
 
②そのうち、日本人の方は何人ですか。[該当するものの番号に○を1つ] 
 
1)  1人     2)  2～5人    3)  5～9人     4)  10人以上（        人） 

 
問3 貴事業所の業種についてお伺いいたします。 

[主要なものについて、該当する番号に○を1つ] 
 

 1. 木材  2. パルプ  3. 化学   4. 石油   5. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ   6. ゴム 
 7. 窯業  8. 鉄鋼  9 非鉄金属  10. 金属製品  11. 一般機械 
12. 電気機械   13. 輸送用機械   14. 精密機械   15. 食料品   16. 飲料 
17. 繊維  18. 衣服  19. 家具  20. 出版  21. 皮革 
22. その他（具体的に：                              ） 
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問4 貴事業所の主な製品・サービスは何ですか。 
[ご記入下さい］ 

 
     主な製品・サービス 
【記入例】化学繊維製品の製造 
 
 
 
 
 
 
 
  2．貴事業所での廃棄物の排出状況について 
 
問5 貴事業所で排出している主な廃棄物について、お答え下さい。 
 
貴事業所で排出している主

な廃棄物の種類（主なもの5

つまでご回答下さい） 

より具体的な廃棄物の内容が分かる場合

はご回答下さい（例：はんだくず、プラス

チックの端材、エッチング廃液） 

大まかな年間排出量を把握

されていれば、その量をご

回答下さい（例：5ｔ程度）

   

   

   

   

   

 
 
1．燃え殻 2．汚 泥 3．廃 油 4．廃 酸 5．廃アルカリ 6．廃プラスチック  
7．ゴムくず 8．金属くず 9．ガラスくず及び陶磁器くず 10．鉱さい 11．がれき類（建設廃材）

12．ばいじん 13．紙くず 14．木くず 15．繊維くず 16．動植物性残渣 17．動物の糞尿  
18．動物の死体 19．その他（具体的に） 
 

3．廃棄物処理・リサイクルの委託先について 
 
問6 貴事業所では、廃棄物処理・リサイクルを、どのような会社に委託していますか、以下の中から

該当するもの全てに○をつけてください。 
 

1. 特に資本関係の無い現地企業（民間の産業廃棄物処理企業） 
2. 特に資本関係の無い外資系企業（国籍がわかる場合は具体的に記入して下さい） 
  → （国名：        )  
3. 現地の自治体（もしくは自治体が委託している都市ごみ処理企業） 
4. 自社の関連会社  
5. 全て自社処理（委託していない） 
6. その他（具体的に：                             ） 

以下の番号から選択下さい 
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  4．貴事業所のリサイクル基準について 
 
問7 貴事業所では、リサイクルに取り組む際に、どのような基準を適用なさっているでしょうか。以

下の中から該当するもの全てに○印を付けてください。 
 

1. 貴事業所が立地する国のリサイクル法制度 
2. 貴事業所が立地する国におけるリサイクル法制度に、さらに自社で上乗せした基準 
3. 貴事業所で製造している製品の輸出相手国におけるリサイクル法制度 
  → 相手国はどこですか？(国名：                  ) 
4. 貴事業所で独自に定めたリサイクル基準 
5. 日本の関連会社や本社から求められるゼロエミッション対応などのリサイクル基準 
6. その他(                                                            ) 
 

   5．貴事業所での廃棄物減量やリサイクルへの取組みについて 
 
問8 廃棄物処理・リサイクルにつきまして、貴事業所での現在の取組につきまして、該当する部分に

○印を付け、具体的な内容があればご記入下さい。［○はいくつでも］ 
↓○印をつけて下さい         取 組  の 内 容 

1. リサイクル設計の導入 

 (製品を分解しやすくする、など) 

 

2. リサイクルしやすい材料への変更 

      (複合素材を単一素材に変更、 など) 

 

3. 工程の変更などによる廃棄物の削減 

(加工工程の見直しによる加工  くず

の削減、など) 

 

4. 廃棄物の自社内での再利用・再資源化 

 (加工くずの再利用、など) 

 

 5. 廃棄物を他社に提供して再利用 

    (廃プラスチックを資源として 販売、

など) 該当するものに○→(1.販売 2.無償で提供 3.費用を支払って委託)

 
問9 貴事業所では、再生資源(リサイクル資源)を製品の原料や燃料として使っていらっしゃいますか。

お使いの場合、再生資源の種類、排出元、その用途、及び製造する製品についてお答え下さい。 
 
  1. 使っている    2. 使っていない   ［どちらかに○］                  
 
          具体的にご記入下さい。 
 

    再生資源の種類        排出元      用 途   製造する製品 

(記入例)アルミ二次地金 家庭ごみ→アルミ再生業者 アルミ原料    鋳造部品 
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問10 貴事業所の廃棄物のうち、何らかの処理がなされた後、第三国へ再生資源等として輸出されてい

るものはございますか。最初の処理国、処理後の輸出先、輸出先での再生資源等の用途について、

ご存知の範囲でお答え下さい。 
                                                                                

廃棄物種類 最初の処理国 処理後の輸出先 輸出先での用途 
(記入例)廃プラスチック      国 内        中 国  ビデオケースの原料 

    

    

    

 
 
1．燃え殻 2．汚 泥 3．廃 油 4．廃 酸 5．廃アルカリ 6．廃プラスチック  
7．ゴムくず 8．金属くず 9．ガラスくず及び陶磁器くず 10．鉱さい 11．がれき類（建設廃材）

12．ばいじん 13．紙くず 14．木くず 15．繊維くず 16．動植物性残渣 17．動物の糞尿  
18．動物の死体 19．プリント基板 20．その他（具体的に） 
 
 

6．廃棄物処理・リサイクルに関する装置等のニーズについて 
 
問11 御社での廃棄物処理・リサイクルに関する課題を解決するために、廃棄物処理・リサイクル装置

のニーズなどはございますか。該当するもの全てに○をつけてください。 
 
↓○印をつけて下さい         具体的な装置の内容についてご回答下さい。 

1.廃棄物の輸送車両  

2. 廃棄物の保管用設備  

3. 破砕・選別・分別装置  

4. 廃棄物の減容化装置（ＲＤＦ製

造装置含む） 

 

5. 脱水・乾燥装置（汚泥処理装置

含む） 

 

6. 焼却炉  

7. 生ごみ等の処理装置  

8. 有害廃棄物の処理装置（廃油・

廃アルカリ、ＰＣＢ等） 

 

9. その他（右欄に具体的にご記入

下さい） 

 

 

以下の選択肢も参考にして下さい。
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7．貴事業所における廃棄物処理・リサイクルの課題・工夫について 
 
問12 貴事業所で廃棄物をリサイクルする上で、課題・問題とお考えの点について、該当するものに○

印をつけて下さい。[○は3つまで] 
 

1. リサイクルのための技術や情報がない 
2. リサイクルできる業者がいない 
3. 従業員のリサイクルに対する意識が低い 
4. 1つの事業所では廃棄物量が少ないため効率的リサイクルが困難である 
5. リサイクル処理のコストが高い 
6. リサイクルしても、再生品の需要が少ない 
7. リサイクル処理として委託した後、本当にリサイクルされているかどうか把握できない 
8. 業者にリサイクルを委託した廃棄物から、企業機密が漏洩するおそれがある 
9. その他（具体的に：                         ） 

 
また、リサイクル上、特に問題となっている廃棄物があれば、3つまでご記入下さい。 
廃棄物の

種類 
より具体的な 

廃棄物の内容 

年間排出量 

（例：5ｔ程度）

問題となっている理由 
（リサイクルの手法など具体的にご回答下さい）

    
 
 

    
 
 

    
 
 

番号をご記入下さい 
1．燃え殻 2．汚 泥 3．廃 油 4．廃 酸 5．廃アルカリ 6．廃プラスチック  
7．ゴムくず 8．金属くず 9．ガラスくず及び陶磁器くず 10．鉱さい 11．がれき類（建設廃材）

12．ばいじん 13．紙くず 14．木くず 15．繊維くず 16．動植物性残渣 17．動物の糞尿  
18．動物の死体 19．プリント基板 20．その他（具体的に） 
 
問13 貴事業所で廃棄物のリサイクルを推進する上で、どのような工夫をされていますか。○印を付け、

具体的な内容があればご記入下さい。［○はいくつでも］ 
↓○印をつけて下さい 工夫の具体的な内容 

1．リサイクル費用を下げるための工夫(安価

で処理してくれる業者を探す、など) 
 

 

 
2．リサイクル業者の開拓（より適切なリサイ

クル業者を見つける） 
 

 

 
3．リサイクル技術の高度化（日本企業からの

技術導入、など） 
 

 

 

4．その他（右欄に具体的にご記入下さい）  
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問14 貴事業所で廃棄物を適正に処理・処分する上で、課題・問題とお考えの点について、該当するも

のに○印をつけて下さい。[○は3つまで] 
 

1. 廃棄物処理業者に関する情報が少ない 
2. 適正な処理をできる業者がいない 
3. 最終処分場が逼迫している 
4. 処理・処分に対する公的な支援・関与が少ない 
5. 廃棄物の区分や業許可など、法制度上の制約が大きい 
6. 委託した後、適正に処理されているかどうか把握できない 
7. 業者に処理を委託した廃棄物から、企業機密が漏洩するおそれがある 
8. その他（具体的に：                         ） 

 
また、適正処理の点で、特に問題となっている廃棄物があれば、3つまでご記入下さい。 
廃棄物の

種類 
より具体的な廃棄物の

内容 

年間排出量 

（例：5ｔ程度）

問題となっている理由 
（リサイクルの手法など具体的にご回答下さい）

    
 
 

    
 
 

    
 
 

番号をご記入下さい 
1．燃え殻 2．汚 泥 3．廃 油 4．廃 酸 5．廃アルカリ 6．廃プラスチック  
7．ゴムくず 8．金属くず 9．ガラスくず及び陶磁器くず 10．鉱さい 11．がれき類（建設廃材）

12．ばいじん 13．紙くず 14．木くず 15．繊維くず 16．動植物性残渣 17．動物の糞尿  
18．動物の死体 19．プリント基板 20．その他（具体的に） 
 
問15 貴事業所で廃棄物の処理・処分を行う上で、どのような工夫をされていますか。○印を付け、具

体的な内容があればご記入下さい。［○はいくつでも］ 
 
↓○印をつけて下さい 工夫の具体的な内容 

1．処理・処分費用を下げるための工夫(安価

で処理してくれる業者を探す、など) 
 

 

 
2．適正な処理・処分業者の開拓（より適切

な処理・処分業者を見つける） 
 

 

 
3．処理・処分の高度化（日本企業からの技

術導入、など） 
 

 

 
4．その他（右欄に具体的にご記入下さい）  
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問16 貴事業所で廃棄物のリサイクル、適正な処理・処分を進める上で、今後取り組んでみたいと考え

ている工夫などがあれば、具体的にご回答下さい。 
 
 
 
 
 
 
問17 将来、日系企業にとって新たな課題となるようなことなどがあれば、ご回答下さい。（例：日系

企業が増えることで、日系企業に対する規制が厳しくなる） 
 
 
 
 
 
 

8．日本の企業や政府への要望について 
 
問18 日本の廃棄物処理・リサイクル企業に、どのようなことを期待なさいますか。 
 

1. 貴事業所の近隣に現地法人を設置し、適正な処理処分・リサイクルを行って欲しい。 
2. 貴事業所が廃棄物処理・リサイクルを委託している企業に対し、人材を派遣して技術指導

を行う／当該企業からの研修を受け入れて欲しい。 
3. 貴事業所が廃棄物処理・リサイクルを委託している企業に対し、技術供与を行って欲しい。 
4. 貴事業所から、直接、廃棄物処理・リサイクルを請け負って欲しい。 
5. 一定期間(1～2年程度)廃棄物を厳重に保管し、機密情報ではなくなってから廃棄物処理・リ

サイクルを行う。 
6. 守秘義務、環境負荷防止、適正処理の面で、信頼できる処理の仕組みを提供して欲しい。 
7. その他(具体的に：                                                         ) 

 
問19 日本の（環境関連）の装置メーカーに、どのようなことを期待なさいますか。 
 

1. 貴事業所が廃棄物処理・リサイクルを委託している企業に対し、人材を派遣して技術指導

を行う／当該企業からの研修を受け入れて欲しい。 
2. 貴事業所が廃棄物処理・リサイクルを委託している企業に対し、廃棄物処理・リサイクル

技術を供与して欲しい（ライセンス供与を含む）。 
3. 自社に対して廃棄物処理・リサイクル装置を提供（販売）して欲しい。 
4. 自社に対して廃棄物処理・リサイクル装置に関する情報を提供して欲しい。 
5. その他(具体的に：                                                        ) 

 
問20 日本の政府に対して、どのようなことを期待なさいますか（技術協力、情報提供 等） 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
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Survey on Environmental Management  
of Japanese-affiliated firms in Asia 

October 2009 
 

The ratio of overseas production of the Japanese manufactures has reached to 30% and is 
continuing to increase. In particular, the increase of Japanese-affiliated firms is drastic in China and 
Southeast Asia. The headquarters or investors in Japan are suggesting those factories promote 
appropriate waste management by applying Japanese environmental standard to them, and ordering 
them to follow the regulation in the countries. However some Japanese-affiliated firms have 
difficulties to get updated information on revision of laws related to waste management and find an 
appropriate waste treatment company. 

The objective of this survey is to gather opinions regarding issues and problems relating to the 
treatment and recycling of wastes produced in manufacturing processes at Japanese-affiliated firms 
in Asia (primarily in the manufacturing sector), as well as requests toward Japanese environment 
companies and government authorities, in order to provide basic data to support Japanese-affiliated 
firms to strengthen global management for waste management and promotion of recycling. 

Although we realize that you are very busy, we would appreciate it if you could fill out and 
return the survey by 31, October, 2009. The survey is being conducted by Mitsubishi Research 
Institute, Inc. with financial support from the Japan Machinery Federation. Your responses will be 
completely anonymous and used for statistical analysis purposes only. The result of the analysis 
will be summarized in the report, and will be published on the website of the Japan Machinery 
Federation. 
 
When filling out the survey: 
- Unless otherwise noted, please enter your responses based on the situation in fiscal year 2008 

(for the purposes of this survey, April 2008 – March 2009). If your fiscal year is different from 
the above, please enter your responses based on the closest year period. 

 
Procedure for filling out and returning the survey 
- The survey form is 8 pages long. 
- There are two ways to fill out this survey. One is to enter responses in the electronic survey file. 

The other is to enter them directly on the printed survey form. 
- If you choose to enter your responses directly on the printed survey form, please use a black 

pencil or ballpoint pen and write as legibly as possible. 
 
■ Response method 1: Entering responses on the file sent by e-mail or contained on the enclosed 

CD-ROM 
* Open the file and enter your responses in the file. 

↓ 
* After entering your responses in the file, attach it to an email message and send it to the 

following address: asia2009@mri.co.jp 
■ Response method 2: Entering responses directly on the printed survey form (this copy) 

↓ 
* After filling out the form, please return it by fax ((+81) 3-3277-0512). 

 
■ You may also send your survey responses to the head office of your company if you prefer. 
 
For more information 
• For more information on this survey, please contact: 
 Mitsubishi Research Institute, Inc. (c/o Okumura or Hagiwara, Resource & Environment 

Strategy Group): TEL (+81) 3-3277-5427, FAX (+81) 3-3277-0512, sokumura@mri.co.jp 
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Regarding responses 
• If you do not mind, we would appreciate it if you would fill out the “Respondent Profile” section 

of the form as well (address, company name, factory name, contact person and telephone 
number). Please note that this is completely voluntary. 

 
Respondent Profile 
Address   

Company  

Factory  

Contact person  

Telephone number  Fax number.  

Email address  

 
1. Firm (Factory) Profile 
 
The following survey deals with your firm (factory) environment. The results will be used for 
statistical analysis purposes only and will be held in strict confidence. We appreciate your 
cooperation. 
 
Question 1 In which country is your firm (factory) located? (circle ONE response) 
 

1. China   2. Thailand   3. Malaysia   4. Vietnam   5. Singapore   6. Indonesia 
 
Question 2 How many employees does your firm (factory) have? 

 
(1) How many regular employees are there? (circle ONE response) 

1)  50 or fewer    2) 51 - 100 3) 101 – 300   4) 301 -1,000 
5)  More than 1,001 (Number of person:       ) 
 
(2) Of these, how many are Japanese? (circle ONE response) 

1)  1    2)  2 – 5    3)  5 – 9   
4)  More than 10 (Number of person:         ) 
 

Question 3 What is the major type of business conducted at your firm (factory)? 
 (circle ONE response) 

 
1. Lumber  2. Pulp  3. Chemical  4. Petroleum  5. Plastics  6. Rubber 

7. Ceramics  8. Steel  9. Non-ferrous metals  10. Metal products 

11. General equipment  12. Electrical equipment  13. Transport equipment 

14. Precision equipment  15. Food products  16. Beverages  17. Textile 

18. Clothing  19. Furniture  20. Publishing  21. Leather products 

22.Other (Please specify:                          ) 
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Question 4 What are the major products and services handled by your firm (factory)? 
 (Please describe in the box below) 
 
Major Products / Services 
(Example) Manufacture of chemical fiber products 
 
 
 
 
 
 
 
2. Generation (discharge) of waste at your firm (factory) 
 

Question 5 Please answer the situation of generation (discharge) of waste at your factory 
 
Type of waste generated at your 
firm (factory) (Select major ones 
up to 5) 

Describe contents of each type of waste if you can 
identify (e.g, solder residue, plastic mill ends, etching 
waste liquid) 

The amount of annual generation (if 
data is available)(e.g. about 5 t)  

   

   

   

   

   

 
 
1. Combustion residue  2. Sludge  3. Waste oil  4. Waste Acid  5. Waste alkali  6 Waste plastic 
7. Waste rubber  8. Scrap metal  9. Scrap glass/ ceramic  10. slag  11. Demolition Waste  12.Dust 
13. Waste paper  14. Wood waste  15. waste textile  16. Animal and plant residues  17. Animal manure 
18. Animal carcass  19.Other (Please specify) 
 
3. Treatment of waste generated in your factory (Situation of consignment) 
 
Question 6 To what kind of company does your firm (factory) contract its waste treatment / 

recycling? Please select the appropriate response from among the following 
choices. (circle all that apply) 

 
1. Local company with no capital relationship (Private Company) 
2. Foreign affiliated company with no capital relationship  

(Name of Country:                             ) 
3. Local government (Or contractor of Local government) 
4. Your affiliated company 
5. Handle it all in-house (don't consign treatment / recycling to other companies) 
6. Other (please specify:                                      ) 

  
 

Select number up to 5 
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4. Standards applied to treatment of waste in your firm (factory) 
 
Question 7 What kind of standards do you apply when recycling at your firm (factory)? 

Please circle any of the following that apply 
1. Legislations for recycling of the country in which the firm (factory) is located 
2. Legislations for recycling of the country in which the firm (factory) is located plus 

your own more strict in-house standards 
3. Legislations for recycling of the country to which the products manufactured at 

the firm (factory) will be exported >>> which country? (pls. specify:          ) 
4. Recycling standards originally established at your firm (factory) 
5. Recycling standards (e.g. Zero emissions standards) requested by the Japanese 

affiliate company/headquarters) 
6. Other (please specify:                                     ) 

 
5. Reduce, reuse, and recycling in your firm (factory) 
 

Question 8 With regard to waste treatment / recycling, please circle the activities that your 
firm (factory) is currently conducting, and please describe the specific content if 
this information is available. (circle all that apply) 

 
Activity (circle all that apply) Detailed Description 

1. Introducing recycling design (making products easy 
to disassemble, etc.) 

 
 

2. Changing to easily recyclable materials (changing 
from composite materials to simple materials, etc.) 

 
 

3. Reducing wastes through changes in processes 
(reducing machining scraps through a review of the 
machining process, etc.) 

 
 

4. In-house reuse and recycling of wastes (reuse of 
machining scraps, etc.) 

 
 

 
 

5. Providing wastes to other companies for reuse (sale 
of plastic wastes as resources, etc.)  

Circle the applicable response: 1. Sold  2. Provided free of charge 3. 
Consigned to another firm (with costs paid by your factory) 

 
Question 9 At your firm (factory), do you use recycled resources as raw materials for 

products or as fuel? If you use recycled resources, please note the type of recycled 
resources, their discharge source, their application, and the type of product(s) 
manufactured. 

 
1. Use 2. Don’t use  (circle one) 

 
Please provide a detailed explanation. 

Type of Recycled Resource Discharge Source Application Product(s) manufactured 
(Example)Secondary 
aluminum-base ingots 

Household garbage -> aluminum 
recycling company 

Aluminum raw material Cast components 
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Question 10 After some type of treatment, do you export any of the wastes produced at your 
firm (factory) to other countries as recycled resources, etc.? If so, please reply to 
the best of your knowledge regarding the original country of treatment, the 
destination for export after treatment, and the use as recycled resources, etc. at 
the export destination. 

 
Type of Waste Original Country of 

Treatment 
Export Destination After 

Treatment 
Use at Export Destination 

(Example) 
Plastic wastes 

Domestic China Raw material for videocassette 
cases 

    

    

    

 
 
1. Combustion residue  2. Sludge  3. Waste oil  4. Waste Acid  5. Waste alkali  6 Waste plastic 
7. Waste rubber  8. Scrap metal  9. Scrap glass/ ceramic  10. slag  11. Demolition Waste  12.Dust 
13. Waste paper  14. Wood waste  15. waste textile  16. Animal and plant residues  17. Animal manure 
18. Animal carcass  19. printed-circuit board  20. Other (Please specify) 
 
6. Needs of equipments for treatment and recycling of waste 

 
Question 11 Please describe needs for equipments for treatment and recycling of waste if you 

have. (circle all that apply). 
 
↓ Circle the applicable response Provide detailed explanation of the equipment 

1. Vehicle for transportation of waste   

2. Equipment for storage  

3. Equipment for shredding, filtering, 
segregation 

 

4. Volume reduction  equipment 
(RDF equipment) 

 

5. Draining/Drying equipment 

（including sludge treatment） 

 

6. Incinerator  

7. Equipment to treat organic waste   

8. Equipment to treat hazardous waste 
(Waste oil, waste alkali, 
polychlorinated biphenyl, etc） 

 

9. Other (please specify)   

Use the following information for your reference  
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7. Problems with waste treatment / recycling at your firm (factory) 
 
Question 12 Do you consider any of the following as issues / problems in waste recycling at 

your firm (factory)? If so, circle those items. (circle up to THREE responses) 
 

1. Don't have adequate technologies or information for recycling 
2. Cannot find companies that can recycle 
3. Low awareness of the importance of recycling on the part of employees 
4. Efficient recycling is difficult due to the small quantity of wastes for a single firm 

(factory) 
5. Recycling costs are high 
6. Even if you recycled, there is little demand for recycled products 
7. After waste is provided to recycling company, it is impossible to confirm whether 

wastes have really been recycled  
8.  There is a risk that company secrets will be exposed by the wastes consigned to a 

recycling company 
9. Other (please specify:                                     ) 

 
In addition, if there are any wastes that have a particular problem with regard to recycling, 
please list up to three. 
Type of waste  Describe contents of each 

type of waste  
Amount of generation 

(e.g. about 5 t) 
Reason for difficulty  

（Please describe in detail, e.g. recycling method） 

    
 

    
 

    
 

Select the number from the list below 
1. Combustion residue  2. Sludge  3. Waste oil  4. Waste Acid  5. Waste alkali  6 Waste plastic 
7. Waste rubber  8. Scrap metal  9. Scrap glass/ ceramic  10. slag  11. Demolition Waste  12.Dust 
13. Waste paper  14. Wood waste  15. waste textile  16. Animal and plant residues  17. Animal manure 
18. Animal carcass  19. printed-circuit board  20. Other (Please specify) 
 
Question 13 Describe your effort to promote recycling in your firm (factory). Circle the 

appropriate responses and specify the detail of your effort. 
 
↓ Circle the applicable response: Content of your effort 

(please specify) 
1. Effort to reduce the cost for recycling 

(e.g. find the contractor who can treat at 
lower prices) 

 
 
 

2. Effort to find appropriate contractor for 
recycling 

 
 
 

3. Upgrading recycling technologies (e.g. 
Introduction of new technology from 
Japanese company） 

 
 
 

4. Other (please specify)  
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Question 14 Do you consider any of the following to be issues / problems in the appropriate 
treatment or disposal of wastes at your firm (factory)? If so, circle those items. 
(circle up to THREE responses) 

 
1. Little information on waste treatment companies 
2. Cannot find companies that can provide appropriate treatment 
3. Final disposal sites are getting full 
4. There is little public assistance for or participation in treatment and disposal 
5. There are too many legal restrictions such as waste categories, business permits 

etc. 
6. After waste is provided to treatment/disposal companies, it is impossible to 

confirm whether wastes have really been treated appropriately  
7. There is a risk that company secrets will be exposed by the wastes consigned to a 

treatment/disposal companies, 
8. Other (please specify:                                              ) 

 
In addition, if there are any wastes that have particular problem with regard to appropriate 
treatment, please list up to three. 
Type of waste  Describe contents of each 

type of waste  
Amount of generation 

(e.g. about 5 t) 
Reason for difficulty  

（Please describe in detail, e.g. treatment method） 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

Select the number from the list below 
1. Combustion residue  2. Sludge  3. Waste oil  4. Waste Acid  5. Waste alkali  6 Waste plastic 
7. Waste rubber  8. Scrap metal  9. Scrap glass/ ceramic  10. slag  11. Demolition Waste  12.Dust 
13. Waste paper  14. Wood waste  15. waste textile  16. Animal and plant residues  17. Animal manure 
18. Animal carcass  19. printed-circuit board  20. Other (Please specify) 
 
Question 15 Please describe your effort to promote appropriate treatment/disposal in your 

firm (factory). Circle the appropriate responses and specify the detail of your 
effort. 

 
↓ Circle the applicable response: Content of your effort 

(please specify) 
1. Effort to reduce the cost for treatment/disposal 

(e.g. find the contractor who can treat /dispose 
of at lower prices) 

 
 
 

2. Effort to find appropriate contractor for 
treatment/disposal 

 
 
 

3. Upgrading treatment/disposal technologies
(e.g. Introduction of new technology from 
Japanese company） 

 
 
 

4. Other (please specify)  
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Question 16 Please describe methods you would like to introduce in the future for promoting 
waste recycling, appropriate treatment/disposal. 

 
 
 
Question 17 Please describe new challenge/issues to Japanese-affiliated firms (factory) related 

to waste management, that may emerge in the future. (e.g. because of increase of 
Japanese-affiliated firms, environmental regulation will be more strictly applied 
to Japanese-affiliated firms.) 

 
 
 
8. Request to Japanese Environment companies and Japanese Government 
 

Question 18 What kind of services would you hope that a Japanese waste treatment / 
recycling company could offer?  
 
1. Establish a local affiliate near your firm (factory) and conduct appropriate 

treatment, disposal and recycling 
2. Dispatch personnel to the company to which your firm (factory) consigns waste 

treatment / recycling and provide technical guidance / receive trainees 
3. Furnish technologies to the company to which your firm (factory) consigns waste 

treatment / recycling 
4. Undertake waste treatment / recycling from your firm (factory) directly 
5. Store wastes for a set period of time (approximately 1 - 2 years) under strict 

conditions and perform waste treatment / recycling after the wastes can no longer 
provide confidential information 

6. Provide a treatment mechanism that is reliable from the standpoints of 
confidentiality, reduction of environmental burden and appropriate treatment 

7. Other (please specify:                                               ) 
 

Question 19 What kind of services would you hope that a Japanese waste treatment / 
recycling equipment manufacturer could offer?  
 
1. Dispatch personnel to the company to which your firm (factory) consigns waste 

treatment / recycling and provide technical guidance / receive trainees 
2. Furnish technologies to the company to which your firm (factory) consigns waste 

treatment / recycling (including selling the license) 
3. Provide/sell the equipments for waste management and recycling 
4.  Provide information on waste management and recycling 
5. Other (please specify:                                              ) 

 
Question 20 Please describe request to Japanese Government (e.g. Technical support, 

provision of information, etc.) 
 
 
 

Thank you for your cooperation. 
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