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巻 頭 言 

ＲＵＭアライアンス 

代 表 理 事 近藤典彦氏インタビュー 

広報部会インタビュー企画「我々の未来をどう創るか」第４回 

 本年度の広報部会インタビュー企画「我々の未来をどう創るか」第４回目 

となる今号では、ＲＵＭ（ラム）アライアンスの代表理事であり、会宝産業 

株式会社の代表取締役会長でもあられる近藤典彦氏をお迎えして、ＲＵＭ 

アライアンスを立ち上げるに至った経緯・活動内容から今後、次世代に 

向けたメッセージまで、さまざまなお話を伺いました。  

 

ＮＰＯ法人ＲＵＭアライアンス（以下「ＲＵＭ」）は２００３年に 

立ち上げました。立ち上げの経緯は、以下の「環境理念」「活動方針」 

の実現にあります。  

■環境理念                

我々ＲＵＭアライアンスメンバーは、地球市民の一員としての自覚を

持ち、競争から協調の精神で、自然環境との調和を計り、持続可能な 

社会を創る活動を行います。  

■活動方針                

我々は、ＮＰＯ精神で、地域に密着した社会貢献活動を行います。 

我々は、使用済自動車の適正処理と再資源化によりゼロエミッション 

を目指します。 

我々は、自動車リサイクル事業の社会的地位向上のため、自己研鑽を 

行います。 

我々は、国際社会と連携し、使用済自動車のグローバルネットワーク 

を構築します。 

我々は、静脈産業として動脈産業と協調し、循環型社会を推進します。 

ＲＵＭアライアンス立ち上げの経緯  

 春は出会いの季節。子供の頃、 

「新しい友をつくろう。古い友も 

忘れず。新しい友は白銀、古い 

友は黄金ぞ。」とよく歌っていま 

した。社会人になり、毎月多くの 

方と名刺交換をします。交換 

だけで終わるのではなく、良き縁 

となるように一つひとつの出会い 

を大切に温めていきたいと思い 

ます。人は人によって生かされ、 

出会いから新たなものが創造 

されます。私達の業界も創造は 

無限です。ご縁を大切にし、果敢 

にチャレンジする年にしていき 

ます。  

（広報部会 木村 香奈子） 

近藤 典彦 （こんどう のりひこ） 氏 

 

■ＲＵＭアライアンス代表理事 

■会宝産業株式会社 代表取締役会長 

 

ＲＵＭアライアンスは、Re Use Motorization  

Alliance の頭文字をとったものです。 

詳細は、以下のサイトをご参照ください。 

http://www.rum-alliance.com/  
 

会宝産業株式会社の詳細は、以下のサイト 

をご参照ください。  

http://kaihosangyo.jp/ 

http://www.rum-alliance.com/
http://kaihosangyo.jp/
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（↗） 

ＲＵＭアライアンスの活動内容  

――もっと世界に貢献できる仕事にしたい。 

売った車の部品の後始末は誰がするのか、日本の 

精緻な解体が途上国でも役に立つはず。それを 

どうやって教えるかは、部品を売る会社・国の責任 

ではないか。 

そこに我々の使命感・価値観をおいてきました。 

しかし、多くの解体業者さんは、自分たちがバイ 

ヤーさんに販売した部品が海外ではいくらで売ら 

れているかも知らず、これを「貿易」と称して自己 

満足している部分があります。 

この仕事を通じて世界に貢献できることが一杯 

あるにも関わらず、目先のことにとらわれ、それを 

見逃している。静脈産業の素晴らしさ、大切さを 

感じ取ってほしいのです。 

 

初めからＲＵＭアライアンスの「環境理念」に賛同 

者が集まってきた訳ではありません。「話が大き 

すぎる」「理解できない」と言われ、必ずしも商売 

とは直結しない活動のために退会者が相次いだ 

時期もありました。 

しかし、「同じような志の人が現れない限り新しい

ことはできない」「一人でもやる、やり切る」と 

いう志を貫いてきました。 

そして、今そういう志を持つ人が集まってきて 

います。 

■愛知万博へ出展         

自動車リサイクルをテーマにしたシンポジウム・ 

創作劇・常設展示などを行いました。 

▼参考ＵＲＬ 

 http://www.rum-alliance.com/report/expo/ 

 

■ＰＡＳ７７７（パススリーセブン）    

自動車の中古エンジンの品質を評価するＪＲＳ 

（ジャパン・リユース・スタンダード）という独自 

の規格を２０１０年に作りました。 

２０１３年１０月３０日、このＪＲＳがベースと 

なって公開仕様書として中古エンジン評価規格 

「ＰＡＳ７７７」が英国規格協会から正式に発行 

されました。 

走行距離が少ないエンジンも過走行のエンジンも

販売価格が同じなのはおかしいと思い、状態の 

良いエンジンは付加価値を付けて販売する仕組み 

を作りました。 

▼参考ＵＲＬ 

 http://kaihosangyo.jp/torikumi/pas777.html 

 

■ＫＲＡシステムの構築       

シャルジャ（アラブ首長国連邦を構成する首長国 

のひとつ）にて、６０００万円を投資して「オーク 

ション・プラットフォーム」を作りました。 

日本の中古部品がそこでセリにかけられ、最も 

価値を見出したバイヤーが落札していきます。 

また、その落札情報が瞬時に、日本での廃車買取り 

価格にも反映できます。 

例えば、新入社員でも「この型式のカローラは１１ 

万円で売れるから、７万円で買い取っても利益が 

出せる」と見積りが出せる仕組みです。 

▼参考ＵＲＬ 

 http://kaihosangyo.jp/torikumi/kra.html 

 

■ＩＲＥＣ（アイレック）の設立     

ＩＲＥＣとは、国際リサイクル教育センター

（International Recycle Education Center）の略です。 

正しい自動車リサイクルの普及のため、日本を 

始め、海外の研修生を受け入れ、人材育成を行う 

機関を作りました。 

▼参考ＵＲＬ 

 http://www.rum-alliance.com/report/irec/ 

貿易の今後  

日本のエンジンは安心して買えます。しかし、 

現状は他国の質の悪いエンジンとミックスして 

売られています。 

しかし現状をみると、ドライブシャフトは、以前は 

中古部品が利用されていましたが、今はリビルト 

品に取って替わられています。 

海外でも、いずれ中古部品からリビルト品へと 

シフトしていくのではないでしょうか。 

次世代への一言：志  

これまでは「メーカー＞ディーラー＞…解体業」 

であり、解体業は産業界の最後尾でした。これ 

からは自動車産業のトップリーダーの気概・志 

を持って取り組んでほしいと思います。解体業 

として「後始末の素晴らしさ」を実感してほしい 

のです。そうすれば間違いなく儲かるはず。  

社員たちやＲＵＭの仲間たちには、「自分たちは 

大変かもしれないが、船の舳になって仲間の役に 

立つようにしようよ」と話しています。だから 

人脈ができるのです。ギブアンドテイクは順番 

です。「ギブしたら後からテイクがついてきた」 

というスタンスです。  

http://www.rum-alliance.com/report/expo/
http://kaihosangyo.jp/torikumi/pas777.html
http://kaihosangyo.jp/torikumi/kra.html
http://www.rum-alliance.com/report/irec/


3 

 

次世代への一言：危機感  

危機感が弱いと思います。皆、のんびりしている 

のではないでしょうか。 

 

■環境問題           

環境問題について、もっと真剣に学び、考えてほしい 

です。地球の気温が１～２度上がると、凍土が溶けて 

メタンガスが発生します。このメタンガスはＣＯ２ 

の２１倍も温暖化効果があるのです。 

―― 地球に生かされていると考える。 

そうでないと人間の思いあがりが出てきて、のん 

びりしてしまうのだと思います。 

 

■経済危機           

経済的な面で言えば、セルロースナノファイバー 

（ＳＮＦ繊維）で作られた車は、重量が鉄の５分 

の１、強度は鉄の７～８倍です。鉄の売上を当て 

にしているリサイクル業者は利益確保が厳しく 

なってくるでしょう。 

また、インドでは環境問題に配慮してＥＶ車が主流 

になる可能性があります。車のボディを２０万で 

作り、モーター・バッテリーはリース契約で車が 

販売されるのです。もし、メーカーがこれをやり 

だしたらリサイクル業者は採算が合わなくなって 

しまいます。  

次世代への一言：これからの経営  

２０２０年までに儲かる仕組みを作り上げておか 

ないと大きな波に飲み込まれるでしょう。これ 

からは車が減っていくので“下山”経営が必要 

だと思います。会宝産業としてもリサイクル業務 

は残しますが、業態を変えていく必要があると 

考えています。 

 

そして、この環境で生き残るには協調するしか 

ない。協調できない業界はだめなのです。協力 

すればするほど豊かになる。船の舳をＲＵＭが 

担ってトライしています。「自分さえよければ 

いい、今さえよければ、お金さえあればいい」は 

通用しなくなります。例えば、スクラップ問屋と 

個々の解体業者が交渉するのではなく、全社が 

まとまって交渉した方が交渉力がつきます。また、 

同業他者の良い所取りだけではなく、良い業者と 

協力したらどうかと思います。良い所取りばかり 

していると、そうされた優良業者は、同業他社に 

自社の良い所を見せたくなくなってしまう。自分 

を隠すのではなく、自分をさらけ出すことが必要 

なのです。 

 

儲かればいいという時代は終わりました。お客様 

が喜んで来てくれる商売へ転換していく必要が 

あると思います。  （↗） 

 

 ～トヨタ自動車株式会社からの易解体設計ミニ情報～ 

ヴィッツ、クラウン、マークＸなど、当社は約２０車種のＦＲ車、ＦＦ 

ベースの４ＷＤ車で燃料タンクに、馬の「くら」の形に似た「くら型 

タンク」を採用しています。廃車解体時の燃料抜き取り時は、左右片側 

ずつの抜き取りが必要ですが、燃料タンクとアンダーカバーに抜取り 

順序を示す番号を設定しており、１から抜くと残液を早く抜き取ること 

ができますので、是非ご活用ください。  
 抜き取り推奨位置 

その他、ＨＶ電池の取外しマニュアル等も以下のＵＲＬに掲載しておりますので、是非ご活用ください。 

https://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/proper_disposal/ 

https://www.toyota.co.jp/jpn/sustainability/environment/recycling_based/proper_disposal/
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自動車リサイクル促進センターからのお知らせ 

資金管理料金、今年４月から改定 
 自動車リサイクル促進センターより、リサイクル料金等収受に係る資金 

管理料金改定のお知らせがありました。  

 

１．新資金管理料金 

２０１７年４月１日より適用する新資金管理料金 

 

 

 

 

 

 
２．新料金への改定時期 

２０１７年４月１日から改定 

収受形態 現行料金① 新料金② 差額①－② 

新車購入時預託 380円/台 290円/台 -90円/台 

引取時預託 480円/台 410円/台 -70円/台 

お問い合わせ窓口 

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター 

■電話番号 ０５０－３７８６－７７５５ 

■受付時間 平日９：００～１８：００）  

第５回九州ブロック会議 

九州ブロック、新年会も兼ねたブロック会議を開催 

 １月２１日土曜日、サンライフホテル２・３にて、九州ブロックが新年会を兼ねた「第５回九州ブロック会議」を 

開催しました。当日は、ブロック長である伊地知志郎氏（株式会社オートパーツ伊地知／鹿児島県）をはじめ、 

九州ブロック内の各県組合代表者の方々が参加され、熊本大学法学部の外川健一教授もオブザーバーとして 

参加されました。 

 会議では主に、昨年１２月６日に開催された「第３回ブロック長会議」の内容報告や２０１７年度のブロック活動 

計画の検討などが行われました。活動計画として、近年恒例となりつつあるブロック内の全会員が参加可能な 

「全体報告会」の開催日（１１月２５日）、未来部会主催の「事業所見学会」の受入体制（福岡県北九州市で開催 

予定）や当日のタイムスケジュールなどが決定しました。 

 会議後の新年会は、和気あいあいとした雰囲気の中で行われ、ブロック内の親睦を深めました。 

 

１月５日（木） 

 自動車工業団体新春賀詞交歓会 

 場所：グランドプリンスホテル 

    新高輪（東京都港区） 

 

１月１９日（木） 

 素材技術先導プロジェクト 

 第５回シンポジウム 

 場所：品川プリンスホテル 

   （東京都港区） 

 

１月２５日（水） 

 自動車リサイクル部品団体 

 賀詞交歓会 

 場所：インターコンチネンタル 

    東京ベイ（東京都港区） 

Ｅ Ｌ Ｖ 機 構 役 員 

参 加 行 事 一 覧 
（今号の記事になっているものは除く） 
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自 動 車 メ ー カ ー 提 供 記 事（富士重工業株式会社） 

■リサイクル配慮設計の推進  

■使用済み自動車のハーネス類取り外しの為の情報公開  

スバルではＥＬＶのリサイクル率の更なる向上の為に「使用済み自動車の銅含有部品取り外しの為の情報」 

を作成しています。またＡＲＴ（：Automotive shredder residue Recycling promotion Team/自動車残さリサイクル 

促進チーム）国内乗用車系メーカー５社（：スズキ、日産、マツダ、三菱、スバル）と共同で、ワイヤリングハーネス 

及び関連部品の解体容易設計の為の「乗用車ハーネスのリサイクル設計ガイドライン」を作成しています。 

これらの情報はＡＲＴのホームページで公開しています。 

http://www.asrrt.jp/service/guideline/index.html 

スバルは、自動車リサイクル法施行前より、自主行動計画を策定し、リサイクル等、環境保全への努力を 

最重要課題の一つとして活動を進めてきました。 

限りある資源を有効に活用していく為に、リサイクルを考慮したクルマづくりを推進しています。 

 【ワイヤリングハーネス類の解体性向上】 

短時間で効率よく回収できるハーネス 

レイアウトや構造を採用。 

 【リサイクルし易い材質の採用】 

内装部品にリサイクル性に優れたオレフィン系樹脂を積極的に採用。 

 
オレフィン系樹脂使用部分 

 
加飾を施す基材にオレフィン系樹脂を使用 

 【材質表示の改善】 

材質表示をバンパー裏面だけでなく表面にも採用し、材料の分別性向上を図る。 

 【易解体構造の採用】 

トランク／リヤゲートのスイッチ 

オープナーにクリップ形状を採用し、 

ビス締めを廃止。 

 クリップ形状採用 

http://www.asrrt.jp/service/guideline/index.html
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ １月第４週（２５日）の鉄スクラップ動向 ■  

海外 トルコ・アジア市場で下落 日本玉輸出価格韓国向け続落  
 

 海外の鉄スクラップ市況が下落する動きとなっている。トルコの輸入価格がここへ来て大幅な値下がりとなり、アジア 

市場でも新規輸入商談でミル側の指値が厳しくなっているもようだ。日本産鉄スクラップの輸出値も続落しており、鉄スク 

ラップ相場は世界的に値下がり局面を迎えている。 

 貿易筋によると、トルコの鉄スクラップ輸入価格は1月第4週に入り、40㌦近く下落した。米HMS1&2(80:20)の輸入価格は 

1㌧あたりCFR242㌦前後、欧州玉はCFR235㌦前後の価格帯に値下がりした。リラ安や鋼材需要の不振などでトルコミル 

の引き合いが弱まっていることが、輸入価格下落の主な要因と見られている。 

 この動きはアジア市場にも波及。米韓間の新規商談では、韓国ミル側が値下げ要求を強め、米HMSの新規成約価格は 

CFR260㌦を下回ると見られている。週末からの旧正月を前に、韓国ミルはいったん様子見姿勢を取ると見られていたが、 

トルコの輸入価格が値下がりしたことに即座に反応した。 

 また、日本玉の輸出価格も続落した。韓国の現代製鉄は1月25日、H2に対して前回の成約価格より2,000円安いFOB 

25,000円を提示したもようだ。 
 

【関東地区】 海外・輸出価格続落で軟調推移  
 

 関東地区の鉄スクラップ市況は、海外市場や輸出市場の相場が続落していることから軟調な推移を続けている。関東 

電炉の間では値下げに慎重な姿勢も見られるが、関東相場はジリジリと値下がりしている。H2炉前実勢価格は1㌧あたり 

26,000～26,500円中心、高値27,000～27,500円見当。これに対し、H2浜値は25,500～26,000円中心だ。浜値に対して電炉 

買値が高値水準にあり、関東電炉買値は下げ余地を残している状況にある。 
 

【東海地区】 保合いで推移、膠着状態で月末へ  
 

 名古屋地区の鉄スクラップ市況は保合いで推移している。電炉筋は12月22日に購入価格の改定上げ（1,000円）を実施 

して以来、ここ１カ月余り模様眺めを続けており、市況は膠着状態で月末へ向う公算が大きくなっている。H2炉前実勢 

価格は26,500～27,500円中心。輸出の軟弱感から湾岸の集荷意欲は後退しており、直近のピーク比で1,000円前後安い 

ところもあるが、地場電炉の実勢値据置きもあり、全般的には下げ渋り傾向にある。 
 

【関西地区】 国際相場の下押しで上値解消圧力強まる  
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は表向き様子見ながら、国際相場の下押し圧力が一段と高まっていることを受け、上値 

解消圧力が日に日に強まる展開となっている。1月第3週から複数の電炉筋による制限買いが継続されているが、フリー 

荷受けの電炉の入荷は計画量を大幅に超えるほどの水準には至っていない。H2炉前実勢価格は25,500～26,500円、 

一部上値27,000円。姫路地区のH2炉前実勢価格は26,000～27,000円。 

 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、1月25日午前時点のもの）  

１月２５日の国内スクラップ炉前実勢価格（中心値） 

  Ｈ ２  気 配  

関
東 

北関東 26,000  ～ 27,500  軟調 

南関東 26,000  ～ 27,500  軟調 

名古屋 26,500  ～ 27,500  保合い 

関
西 

大阪 25,500  ～ 27,000  様子見 

姫路 26,000  ～ 27,000  様子見 

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 



7 

 

お 知 ら せ  

今年度「貴金属類の共同出荷事業」について、第１回 

（２０１６年７～８月）集荷分の分析結果が出ました。 

詳細は以下のＵＲＬよりご確認ください。 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1121 

編 集 後 記  

行 事 予 定  

 ２０１７年、皆さまにおかれましてはどの 

ような決意で迎えられたでしょうか。１月 

５日に自動車工業４団体共催による新春 

賀詞交換会が催されました。当機構も 

昨年より参加させてもらっておりますが、 

日本の自動車産業を担う関係者が一堂 

に会する催しにはただただ圧倒されます。 

我々もその一翼を担っている業界である 

ことの責務を否が応にも感じてきました。 

▼さて、今年の干支は丁酉（ひのと・とり） 

です。実際の始まりは２月３日の立春に 

なります。十干の丁の意味するところは 

「新旧勢力の衝突」を示し、また十二支の 

酉の本来の意味は酒を醸造する器の 

象形文字です。酉は私達が年賀状等で 

用いている鳥とは実は何の関係もないの 

ですね。干支の酉の意味とは「成る、熟す、 

飽く」であり、じっくりと熟成させる年回りを 

意味しています。そこで何を熟成させる 

のかは、それこそ我々一人一人の器次第 

といったところでしょうか。▼干支は古人が 

探り当てた大自然の運行であり摂理です。 

こうした混沌とした時代に方向を見いだす 

ためにも古人の知恵は必要なのではない

かと考えます。  

（広報部会 部会長 永田 則男） 

会員数（２０１７年１月末日時点）  

【共同出荷事業】分析結果発表  

総数 ５５２社 ／ 会員 ５２６社、賛助会員 ２６社 

２月の主な予定 

２月 ３日（金） 
 

第３回 自動車リサイクル・サミット 

（日刊自動車新聞社主催） 
 

２月１４日（火） 
 

第１１回 広報部会 

第３回 中国・四国ブロック会議 
 

２月１７日（金） 
 

第４回 東北ブロック会議 

第３回 近畿ブロック会議 
 

２月２２日（水） 
 

第４回 リサイクル技術部会 

 
 

● 

 
 

 
 

● 

● 
 

 
 

● 

● 
 

 
 

● 

 ＣＰ基板 
（アルミ無） 

ＣＰ基板 
（アルミ有） 

エアバッグ 

カプラー 
センサー類 

Au品位［g/t］ 105.0 70.0 101.0 0.0 

Ag品位［g/t］ 827.0 722.0 42.0 47.0 

Pd品位［g/t］ 57.0 59.0 0.0 8.0 

Cu品位 ［%］ 18.8 15.8 18.1 0.0 

Pt品位［g/t］ 0.0 0.0 0.0 297.9 

ＥＬＶ機構Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

 日々の活動の様子をタイムリーに、写真つきで 

 確認できます。（以下のＵＲＬをクリック！） 

 https://www.facebook.com/JAERA.office/ 

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1121
https://www.facebook.com/JAERA.office/

