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（広報部会 伊地知 志郎） 

 平成３１年度の全国高等学校 
総合体育大会が今年は「感動は 
無限大 南部九州総体２０１９」 
として７月から８月に開催され、 
鹿児島県、和歌山県、熊本県、 
宮崎県、沖縄県で競技が実施 
されます。私の地元、鹿児島県 
では、体操や柔道、バスケット 
ボールが行われます。私は高校 
まで剣道をしていましたが、全国 
大会には参加できませんでした。 
今、私のいとこも高校で剣道して 
いて、全国大会を目指して日々 
頑張っています。剣道競技は、 
大河ドラマ「いだてん」の舞台の 
熊本県で行われます。２０２０年 
には東京オリンピックもあります 
が、鹿児島県では第７５回国民 
体育大会も行われますので、 
もう一度スポーツで感動を得たい 
と思います。  

  
特  別 

企  画 実際に導入している会員企業を直撃取材！ 

 中国への輸出が止まってから、多くの経営者がナゲット処理機の導入に 

ついて一度は検討されたことがあるかと思います。そこで、実際にナゲット 

処理機を導入している会員企業の社長に実態を伺ってみました。  

まず、ナゲット処理機導入のきっかけを教えてください。  
 

―― ２０１６年に雑品の輸出が（一時的に）止まったときに導入を 

考えました。ナゲット処理機を導入することで、利益を出すこと 

よりも、今後輸出できなくなるハーネス類を国内で再資源化できる 

仕組みを作ることが必要だと考えました。 

同様の理由で需要が高まっていたのか、弊社では機械の発注をして 

から納品までに１年かかりました。 
 

ナゲット処理機にはどんな種類があるのでしょうか。  
 

―― 基本的には、水を使って比重と振動で銅と真鍮に選別する湿式 

タイプと、水を使わずに振動とエアを利用して選別する乾式タイプ 

の２種類があります。 
 

▼取材先のナゲット処理機（湿式タイプ） 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 
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―― 相応の価格で買い取ってくれる回収業者さん 

がいるならそれでもいいと思いますが、会社規模 

や処理量にもよるので、一概には言えませんね。 
 

ナゲット処理機によって生産される銅の品位は、 

どのくらいなのでしょうか。 
 

―― 弊社の場合、銅の品位は９８～９９％です。 

どうしてもアルミや鉄の異物が混ざってしまい、 

品位が１００％になりません。品位１００％の銅 

と、そうでない品位の銅とでは、買い取ってもら 

える金額に大きな差が出てきます。 
 

▼ナゲット処理機投入後：銅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

なぜアルミが混ざるのでしょうか。 
 

―― 配線の一部にはアルミの線が使われていて、 

機械でもこれを分別するのは難しいのです。 
 

機械の価格や維持費について教えてください。 
 

―― 小型のナゲット処理機でも、６００万円ほど 

のものもあれば、２０００万円を超えるものまで 

あります。また、機械の値段ではありませんが、 

導入するには建物設備にもお金がかかります。 

弊社では１時間あたり１００～２００ｋｇの処理 

能力のある小型ナゲット機を導入していますが、 

刃の調整・研磨等の外注費として毎月１０数万円 

かかります。加えて、電気代が毎月２０万円ほど 

発生します。 
 

最後に、ナゲット処理機の導入を検討されている 

方にアドバイスなどありますか。 
 

―― 弊社では機械を導入したものの、現時点では 

なかなか採算が合わず、苦労しているというのが 

実情です。しかし、当初の目的であったハーネス 

類の国内再資源化という点は達成できています。 

維持費や人件費などもふまえ、自社でハーネスの 

量をどれだけ確保できるかを考えて、慎重に判断 

されることをおすすめします。（終） 

湿式タイプと乾式タイプ、それぞれの特徴などを 

教えてください。 
 

―― 湿式タイプは、細かく回収できるため、細い 

ハーネス線でも高い銅回収率を誇ります。一方の 

乾式タイプは、電力電線を大量かつ高品質で処理 

することに適しています。 

自動車の配線は細いものが多いので、自動車リサ 

イクル業でナゲット処理機を導入するなら、弊社 

のように湿式タイプになるかと思います。 
 

ナゲット処理機を導入後、作業面で気になる点は 

ありましたか。 
 

―― 気になる点は２点ありました。 

まずは、前処理の問題です。配線を機械に入れる 

前に、ヒューズボックス、コンピューター、シー 

ル、ビス等の鉄類を外さなくてはならず、その 

作業のために人手も時間もかかります。時間と 

しては、機械の処理時間よりも前処理に要する 

時間のほうが長いくらいなのです。 
 

▼ナゲット処理機投入前：ハーネス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

次は騒音の問題です。粉砕時には、近くにいる人 

と会話ができないくらいの大きな音が機械から 

発生します。そのため、弊社では機械の周りを 

音楽室のように壁で囲って、音を遮断するように 

しました。 
 

なるほど。それでは、処理後の話に移りますが、 

排出された被覆の処理について教えてください。  
 

―― もともと車から排出されたものなので、弊社 

ではシュレッダー業者に事情を説明したうえで、 

引き取ってもらっています。 
 

機械を導入するのと、今までどおり被覆がついた 

まま回収業者に売却するのとでは、どちらが良い 

のでしょうか。↗ 
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 ＥＬＶ機構は、公益財団法人自動車リサイクル高度化財団（略称：「Ｊ－ＦＡＲ」）より事業を受託し、「使用済 

自動車の解体段階におけるベースリサイクル率の実態調査」を実施します。この調査の一環として、ＥＬＶ機構 

会員の皆様には４月初旬にアンケートをご郵送いたしますので、ぜひご協力をお願いいたします。 

 趣旨・目的  

 ２０１６年の自動車リサイクル合同審議会において、ＡＳＲ発生量削減に向け、樹脂部品を中心に解体段階 

での部品の取り外しなど、今後の目標値設定も含めて取り組みの促進が提言されました。 

 しかし、従来から取り外し・リサイクルがなされている金属部品に対し、樹脂部品については、現状サーマル 

リサイクルが中心でマテリアルリサイクルがあまりなされておらず、今後さらなる３Ｒ高度化が必要と考えられ 

ます。そこで、これらの部品の解体段階でのマテリアルフローを把握すべく実態調査を行います。 

  樹脂部品のみならず、金属部品も含めて、現状どのような部品が取り外され、リユース・リサイクルがなされて 

いるかマテリアルフローを把握することで、今後の各種３Ｒ高度化に向けた候補部品等を明確化することを 

目的としています。 

 調査内容  

１．解体業界全体の概況に関する調査                  
 

ＥＬＶ機構会員事業所を対象としてアンケート調査を実施し、会社規模、保有設備、仕入れ先、業態･業務内容、 

将来動向を解析する。 

２．解体・取り外し状況に関する調査                  
 

１の回答者をニブラ使用の有無、中古部品ネットワーク等への加盟状況から４区分に分類、計４０社を選出し、 

データを収集する。 

⇒ 車両区分を軽､２・３ボックス（小･大）､１ボックス（小･大）の５車型に分け、メーカーによる違いも確認する 

ため、計３，０００台（１社あたり７５台）の解体データを収集する。 

⇒ 車両の使用年数、モデルチェンジを考慮し、原則、軽自動車では９～１９年前の初度登録車、軽を除く車両 

については８～１８年前の初度登録車を対象とする。 

⇒ 解体で回収する物品の情報（重量･種類）を収集分析するとともに、廃車ガラの重量を測定※する。 

   ※データ収集者には台秤を貸出、その台秤にて測定を依頼 

 

ＥＬＶ機構会員の皆様へのお願い  
 

会員の皆様には、上記１および２の調査へのご協力をお願いいたします。 

４月初旬に（一般社団法人）日本ＥＬＶリサイクル機構からのアンケート在中 

と朱書きした封書にてアンケートをお送りいたします。 

 

１のアンケート調査にご協力いただいた方には、ささやかながらお礼として 

ＱＵＯカードと集計結果速報版を送付いたします。 

 

２の解体車両データ収集にご協力いただいた方には、協力費をお支払いいたし 

ます。ただし、統計データの処理の関係から、取扱台数・地域性を考慮し、 

協力事業者様を選出させていただきますので、予めご了承くださいますよう 

お願いいたします。  
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 ２０１８年度貴金属類の共同出荷事業は、２月の第２回目の集荷をもって無事に終了し、参加事業所数・回収 

重量ともに前年度を上回る結果となりました。ご参加くださった会員の皆様、誠にありがとうございました。 

    参加事業所数 

回収重量 

基板 

（アルミ無） 

基板 

（アルミ有） 

エアバッグ 

カプラー 
センサー類 合 計 

第１回目 126 社  8,088.0 kg   1,371.0 kg  1,958.0 kg  6,635.5 kg 18,052.5 kg  

第２回目 158 社  8,760.5 kg   636.0 kg  2,748.5 kg  8,078.5 kg  20,223.5 kg  

総 計  185 社 16,848.5 kg  2,007.0 kg 4,706.5 kg  14,714.0 kg  38,276.0 kg   

■ブロック・地域ごとの集計データはこちら → https://goo.gl/DupmPc   
 

■事業報告書はこちら → → → → →  → https://goo.gl/ceL7ye  

LET’S CLICK !  

 事業概要  

回収対象物品          
 

■コンピューター基板（アルミ無・アルミ有） 

■エアバッグカプラー 

■センサー類（Ｏ２センサー・ＡＦセンサー） 

 参加事業所数・回収重量  

昨年度と比較して、総計で参加事業所数は５社増、回収重量は６，９７７．０ｋｇ増という結果になりました。 

品目別にみると、特にエアバッグカプラーの回収重量が増加傾向にありました。（昨年度比：１５０％） 

※参加事業所数について：第１回目と第２回目両方に参加した事業所は二重にカウントせず、１社としているため、 

 総計は第１回目と第２回目の合計値にはなりません。 

 品位分析結果（※第１回目集荷分のみ、第２回目集荷分は現在分析中）  

昨年度と比較して、センサー類のＰｔ品位が上がりました。（昨年度：２４１ｇ／ｔ ⇒ 今年度：３１７ｇ／ｔ） 

これは、昨年度センサー類の集荷時にスパークプラグが混入している事例があり、今年度から集荷時の確認を 

徹底した効果が表れたものと考えられます。今後も対象外物品の混入を防ぐべく確認を徹底します。 

元 素 
基板 

（アルミ無） 

基板 

（アルミ有） 

エアバッグ 

カプラー 
センサー類 

Ａｕ（金） 119.0 g/t  79.0 g/t  59.0 g/t  0.0 g/t  

Ａｇ（銀） 847.0 g/t  1,132.0 g/t  38.0 g/t  42.0 g/t  

Ｐｄ（パラジウム） 53.0 g/t   93.0 g/t   0.0 g/t   17.0 g/t   

Ｃｕ（銅）              19.5  %               17.9  %               17.8  %                 0.0  %  

Ｐｔ（白金・プラチナ） 0.0 g/t 0.0 g/t 0.0 g/t 317.0 g/t 

集荷時期           
 

■第１回目：２０１８年７月２日～７月３１日 

■第２回目：２０１９年１月１５日～２月１５日 

これまでと同様の３品目を対象として、年度内に全２回の集荷（約１か月×２回）を行いました。 

https://goo.gl/DupmPc
https://goo.gl/ceL7ye
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 ３月１２日（火）、ＥＬＶ機構会議室（東京都港区）にて「第４回地域ブロック長会議」を開催しました。当日は、 

全国のブロック長、常任役員らが参加し、各ブロックの活動報告および本部報告を通じて双方の情報共有を 

図りました。さらに、支部制導入に向けて支部設置規程の策定など具体的な検討を進めました。  

 昨年ごろから、特に様々な不安を見聞きします。「何かが 

違う」―― 先日のブロック長会議の発言です。自動車ガラ 

の処理。入庫。人材不足。販売不振。ブロックごとで不安の 

内容の違いはありますが、ブロック長会議で共有し、意見 

交換することで、何らかの方向性が見い出せればと考えて 

います。 

 年４回、定期的にブロック長会議が開催でき、本部と 

ブロックの情報共有・発信が年々改善できていると感じて 

います。しかしながら、足元や将来に不安を抱える会員さん 

が大多数であるとも感じています。その不安を一人一人の 

力により、希望に変えていきたいと心から願っています。 

 そのためにも、会員さんの声が届く会議を。会員さんから地域へ、地域からブロックへ、ブロックからブロック長 

会議へと、定期的に会議ができるように努めていきます。不安を希望に変えるには、多くの皆様のご協力が必要 

です。ブロック長はじめ、多くの皆様のご協力で不安を解決して希望を語り合える会議ができればと思います。 

ブ ロ ッ ク ・ 地 域 の 活 動 紹 介  

 活動紹介１ 関東ブロック：ブロック交流会を開催  

 ３月３日（日）、秀花園（静岡県熱海市）にて「関東ブロック交流会」が開催されました。当日は、関東ブロックの 

各県から代表者らが集まり、総勢２０名の参加となりました。 

 ＥＬＶ機構の本部活動報告、日本自動車リサイクル部品協議会との合併協議の進捗報告、支部制に関する 

説明などの後、各県の近況について情報交換を行いました。会議終了後は、懇親会が開催され、「ブロック 

交流会」として、参加者が県の垣根を越えて交流を深めました。 

 活動紹介２ 宮城県組合：中期ビジョン発表会を開催   

 ２月２２日（金）、宮城県中古自動車解体再生部品 

卸協同組合（ＭＴＫ）は、「ＭＴＫ中期ビジョン発表会」 

を開催し、２０１９～２０２４年までの５年間にわたる 

中期ビジョン行動計画を発表しました。 

 当日は、集まった組合員に対して、右図のような 

スライドを使いながら現状の問題点や組合活動の 

方向性についてわかりやすい説明が行われ、来年 

から５年間をかけて組合が取り組むべきビジョン・ 

具体的な活動計画が示されました。 

 今回の発表会について、同組合の平地理事長は 

「小規模の会社が継続的に経営できる何かができ 

ればと考えていました、皆でビジョンをつくること＝ 

希望です」と語っていました。 
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 ３月１３日（水）、ＡＰ新橋（東京都港区）にて、日刊 

自動車新聞社主催の「自動車リサイクルビジネス 

フォーラム」が開催されました。このフォーラムには、 

経済産業省、環境省、国土交通省、日本自動車 

リサイクル部品協議会、ＮＧＰ、ビッグウェーブ、ＪＡ 

ＲＡ、システムオートパーツ、ＳＳＧ、日本トラック 

リファインパーツ協会、東日本自動車解体処理 

協同組合、テクルスネットワーク、日本パーツ協会、 

ブロードリーフ、日本自動車整備振興会連合会、 

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会、 

全日本自動車部品卸商協同組合といった関係 

機関の代表者の方々がパネリストとして集まり、 

ＥＬＶ機構からは酒井代表理事が参加しました。 
 

 当日は、関係省庁による講演会から始まり、経済産業省は「ＴＳ Ｄ ０００８ 自動車リユース部品 ― 呼び方の 

システム及び仕様表記の概要」、環境省は「自動車リサイクルをめぐる状況（輸入規制、プラスチック対策等）」 

というテーマでそれぞれ発表を行いました。 

 その後、参加者によるディスカッションが行われ、リサイクル部品の流通における課題として、輸送費の高騰 

が挙げられました。これについては、解決に向けた動きとして「地産地消を進めるべき」といった意見があり、各 

グループの枠を超えた協調が求められました。さらに、自動車リサイクル業界全体の課題として、人材不足や 

シュレッダーダストの処理問題についても言及され、ＩＴ化・機械化による作業効率アップや合わせ産廃などを 

提案する声も上がりました。 

 ＥＬＶ機構としては、酒井代表理事より「業界の協調を意識し、一体となって取り組むべき問題対応のために 

体制の強化をしていく」「リ協と活動をともにし始めたことで、さらにリサイクル部品普及への取り組みが進めら 

れると考えている」と発言しました。 

 第６回リサイクル技術部門委員会が３月１８日 

に、自動車技術会会議室にて行われました。ＥＬＶ 

機構からは永田、木内の両副代表理事が参加 

しました。恒例となっている外部講師による情報 

提供として、太平洋セメント株式会社 中央研究所 

の石田泰之氏より「低温加熱脆化技術による省 

エネ型高度選別マテリアルリサイクルシステムの 

開発」の演題で講演がありました。内容はコンク 

リート製造工程で廃棄物や副産物を受け入れ 

活用する取り組みを紹介してくださいました。特に 

低温加熱脆化といった技術を用い、自動車シュ 

レッダーダストを製造工程に取り組むという手法 

は、非常に興味深いところです。 
 

 また、ビジネスユニフォーム、スクールユニフォームの生地、製品製造を行っている株式会社チクマの浅野 

秀雄室長からは古着、ユニフォームを回収しリサイクルを行う事業説明がありました。古着をリサイクルした 

再生繊維を原料に、自動車の内製材（主に吸・遮音材）を製造し、北九州に立地する自動車メーカーに供給 

するというものです。その他として５月２２日（水）にパシフィコ横浜で行われる「自動車技術会２０１９年度春季 

大会」の学術講演会の進行等の打ち合わせを行いました。  
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鉄 ス ク ラ ッ プ 最 新 情 報  

■ ３月第４週（２５日）の鉄スクラップ動向 ■  

トルコ向け鉄スクラップ市場は様子見商状続く   
 

 トルコ向けの鉄スクラップ市場は、3月18～22日の3月第4週前半は新規成約がそれほど見られず様子見の商状が 

続いた。2月の下旬に入り製品および半製品の需要減退などを背景に下落に転じ、底値水準のまま3月入りを迎えたが、 

短期間のうちに回復。中旬入りから3月第4週までは回復後の水準を保ったまま横ばいで推移している。 

 HMS1&2（80：20）の中心値は、現地22日付で米国玉がCFR326㌦、欧州玉がCFR321㌦前後と、前日比でわずかに上昇 

した。全体的に見るとおよそ2週間にわたり大きな変動はなく堅調に推移している。2月末の直近の底値は米国玉が 

CFR312㌦、欧州玉が303㌦で、ここからの上昇幅は14～17㌦となった。 

 ただ、需要家のトルコミル側はこれ以上の高値を敬遠する姿勢を取り始めている。このため3月第4週に入ってからは 

実際の成約に結びつかない状況だ。米国シッパー側のオファーはHMS1&2（80：20）でCFR330㌦どころと、直近のピーク値 

だったCFR333㌦に近い価格が提示され続けている。その一方でトルコミルは、CFR315㌦を上回る価格に難色を示して 

いる。 
 

【関東地区】 電炉筋の在庫「潤沢」も様子見姿勢  
 

 関東電炉各社の鉄スクラップ在庫は15日時点で18万㌧を上回り、足元も「潤沢」な水準を維持している。ただ、3月の 

生産量・需要量が高いため、電炉筋は必要量確保のため慎重な価格対応を続けており、関東相場は様子見横ばいの 

推移となっている。H2炉前実勢価格は32,500～33,500円中心、高値35,000円見当。H2浜値は33,000円中心、高値33,500円 

見当で横ばい。湾岸商社・シッパー筋は様子見の姿勢を維持している。 
 

【東海地区】 メーカー価格据え置きで様子見、市況には値頃感も     
 

 名古屋地区の電炉メーカーは購入価格を据え置いており、様子見気配で3月第5週（25～31日）を迎える公算が大と 

なっている。電炉筋の2月からの値上がりは通算9回（一部10回）となり、上げ幅は5,000円に広がった。業者間には予想外 

の値上がりとの受け止め方が少なくなく、市況に対して値頃感の見方も広がっている。このため3月中旬から出荷への 

動きが顕著になりつつある。H2炉前実勢価格は33,500～35,000円どころ。 
 

【関西地区】 安定した電炉の入荷状況で上昇要因乏しい展開      
 

 大阪地区の鉄スクラップ市況は依然として膠着ムードが続く。4月末からの大型連休に備え、水面下を含めた引き合い 

は継続する動きとなりつつも、電炉は全体的に安定した入荷を維持していること、輸出商談が停滞していることなどから 

需給及び海外両面で上値を押し上げるには力不足の状態だ。H2炉前実勢価格は33,500～34,500円。姫路地区も入荷が 

安定しており価格を据え置いている。H2炉前実勢価格は34,000～34,500円。 
 

（※価格、数量等は日刊市况通信社調べ、3月25日午前時点のもの）  

 

 [ 提供：日刊市況通信社 ］ 

３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 32,500  ～ 35,000  様子見横ばい 

南関東 32,500  ～ 35,000  様子見横ばい 

名古屋 33,500  ～ 35,000  様子見横ばい 

関
西 

大阪 33,500  ～ 34,500  様子見横ばい 

姫路 34,000  ～ 34,500  様子見横ばい 
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４月の主な予定 

お 知 ら せ 編 集 後 記 

行 事 予 定 

 「今後のビジネスに危機感を覚える」とは、 

３月１２日に行われた地域ブロック長会議 

の中であるブロック長が述べた言葉です。 

理由は言わずもがな、そのひとつにＡＳＲの 

処理費用高騰が挙げられます。素材価格 

が持ち直しつつも、いわゆる“ダスト引き”で 

思うように収益に結びつかないのです。 

加えてリサイクル部品の販売の低迷を 

理由に挙げておりました。これも様々な 

理由が考えられます。特に今どきの自動車 

は電子化が進み、高性能かつ安全対策も 

充実し、故障や事故が一段と減ってきた 

のも一因でしょう。自動車も機械式から 

電子化に変化してきているように、リサイ 

クル部品の在り方もそろそろ見直す時期に 

差し掛かっているのかもしれません。▼こう 

した危機感に何とか光明をと、今回の特別 

企画で“ナゲット処理機”を取り上げてみま 

した。我々にとって非常に興味深い内容と 

思います。実際に導入されている企業へ 

インタビューを敢行し、導入の可否を探ろう 

というものです。最終判断は各企業に委ね 

ますが、我々の結論としては「楽して儲かる 

商売はない」ということでした。  
 

（広報部会 部会長 永田 則男）  

会員数（２０１９年３月末日時点） 

総数 ５２４社 ／ 会員 ４９８社、賛助会員 ２６社 

４月６日（土） 

中国・四国ブロック会議   

 

４月９日（火） 

第１回 広報部会 

 

４月１８日（木） 

第１回 理事会 
 

４月２０日（土） 

九州ブロック会議 

平成３０年４月２５日、古物営業法の一部を改正する法律が 

公布されました。 

解体業者の皆様におかれましては、「主たる営業所等の 

届出」が必要になります。 

まだお手続きがお済みでない方は、下記リンク先の内容を 

ご確認のうえ、ご対応ください。 

古物営業法の一部改正に関するお知らせ  

http://www.elv.or.jp/index.php?itemid=1528 

↓↓↓詳細はこちら↓↓↓ 

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=1528
https://www.facebook.com/JAERA.office/

