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この資料は、World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)によって編纂された 

「End-of-Life Tires A framework for effective management systems」付属書の和訳を 

ご参考として提供しているものです。 この資料の内容は、すべてオリジナル英文の意味するところが 

優先されます。 あらかじめご了承ください。 
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付属書 1  参考文献及び出典 

 

【廃タイヤ全般に関する参考文献】 

・ Considerations for Starting a Scrap Tire Company (Rubber Manufacturers’ Association): 

www.rma.org/publications/scrap_tires/index.cfm?PublicationID=11299 

・ Glossary of Scrap Tire Terminology (Scrap Tire Management Council, 1994): 

www.rma.org/getfile.cfm?ID=566&type=publication 

・ タイヤリサイクルハンドブック (一般社団法人 日本自動車タイヤ協会) 

www.jatma.or.jp 

【集積タイヤ削減・撤去と保管に関するガイドライン】 

・ USEPA Region 5 Stockpile Abatement Guide: 

www.epa.gov/reg5rcra/wptdiv/solidwaste/tires/guidance/ 

【廃タイヤの再生利用先に関する文献】 

・ Aliapur website (France): www.aliapur.fr 

・ Managing End-of-Life Tires Full Report (WBCSD, December 2008): www.wbcsd.org/web/tires 

・ Guidelines for the Selection and Use of Alternative Fuels and Raw Materials in the Cement 

Manufacturing Process (WBCSD, December 2005): 

www.wbcsdcement.org/pdf/tf2_guidelines.pdf 

・ Reports on air emissions from the USEPA, the State of California 

・ Report on the Use of TDF in Rotary Cement Kilns (Rubber Manufacturers Association, 1992) 

www.rma.org/getfile.cfm?ID=522&type=publication 

・ Five Year Field Study of Leachate from Tire Shred Placed Below the Ground Water Table 

(University of Maine, 2002): 

www.rma.org/scrap_tires/scrap_tires_and_the_environment/field_study.pdf 

・ An Assessment of Chemical Leaching Releases to Air and Temperature at Crumb-Rubber In-filled 

Synthetic Turf Fields (New York State Department of Environmental Conservation, 2009): 

www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/crumbrubfr.pdf 

・ Air Quality Survey of Synthetic Turf Fields Containing Crumb Rubber Infill  

(New York City Department of Health and Mental Hygiene, 2009):  

www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/eode/turf_aqs_report0409.pdf 

・ Review of the Human Health & Ecological Safety of Exposure to Recycled Tire Rubber found at 

Playgrounds and Synthetic Turf Fields (ChemRisk, 2008): 

www.rma.org/publications/scrap_tires/index.cfm?PublicationID=11496 

 

 

http://www.rma.org/publications/scrap_tires/index.cfm?PublicationID=11299
http://www.rma.org/getfile.cfm?ID=566&type=publication
http://www.jatma.or.jp/
http://www.epa.gov/reg5rcra/wptdiv/solidwaste/tires/guidance/
http://www.aliapur.fr/
http://www.wbcsd.org/web/tires
http://www.wbcsdcement.org/pdf/tf2_guidelines.pdf
http://www.rma.org/getfile.cfm?ID=522&type=publication
http://www.rma.org/scrap_tires/scrap_tires_and_the_environment/field_study.pdf
http://www.dec.ny.gov/docs/materials_minerals_pdf/crumbrubfr.pdf
http://www.nyc.gov/html/doh/downloads/pdf/eode/turf_aqs_report0409.pdf
http://www.rma.org/publications/scrap_tires/index.cfm?PublicationID=11496
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・ Evaluation of Health Effects of Recycled Waste Tires in Playground and Track Products 

(California Department of Resources Recycling and Recovery (CalRecycle), 2007): 

www.calrecycle.ca.gov/Publications/default.asp?pubid=1206 

・ A Scoping Level Field Monitoring Study of Synthetic Turf Fields and Playgrounds 

(United States Environmental Protection Agency, 2009): 

 www.epa.gov/nerl/documents/tire_crumbs.pdf 

【共同活動団体】 

・ European Tire and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA): 

www.etrma.org/public/activitieseofltelts.asp 

・ 一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 (JATMA): 

www.jatma.or.jp 

・ Korean Tire Manufacturers’ Association (KOTMA): 

www.kotma.or.kr 

・ Rubber Manufacturers’ Association (RMA) 

www.rma.org/scrap_tires 

・ World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)/Tire Industry Project: 

www.wbcsd.org/web/tires 

【関連ステークホルダー】 

・ Rubber Pavement Association: www.rubberpavements.org 

・ United States Environmental Protection Agency: www.epa.gov/osw/conserve/materials/tires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calrecycle.ca.gov/Publications/default.asp?pubid=1206
http://www.epa.gov/nerl/documents/tire_crumbs.pdf
http://www.etrma.org/public/activitieseofltelts.asp
http://www.jatma.or.jp/
http://www.kotma.or.kr/
http://www.rma.org/scrap_tires
http://www.wbcsd.org/web/tires
http://www.rubberpavements.org/
http://www.epa.gov/osw/conserve/materials/tires


3 

 

付属書 2  既存の廃タイヤマネージメントシステムモデル 

 

世界中の様々な国では、その国の文化的、政治的事情や廃タイヤの状況に対応する形で

様々な廃タイヤマネージメントシステムを導入しています。 ここでは、代表的な 3 つの廃タイ

ヤマネージメントシステムモデル（自由市場モデル、課税システムモデル、生産者責任モデル）

を紹介します。 多くの国ではこの 3 つのモデルを融合した形のシステムを導入しています。 

廃タイヤマネージメントシステムを導入することを検討する際に参考になる 3 つのモデルの概

要は以下の表の通りです。 

 

備考) 廃タイヤマネージメントシステムのモデルは上記に限定されるものではなく、ここで掲載しているモデルを 

   融合したものなど様々なモデルを構築することが可能です。 本書は、既に存在する各々のモデルの 

   特徴をステークホルダーに提供しているものです。 

 

 

 

 

 既存の廃タイヤマネージメントシステムモデル 

 生産者責任モデル 自由市場モデル 課税システムモデル 

使用済タイヤ 

処理料の取扱い 

消費者負担(タイヤ購入時支払) 

処理料は廃タイヤ処理団体

へ納付。 

消費者負担(タイヤ購入時支払) 

処理料は各々の廃タイヤ処

理ルートの中で使用。 

消費者負担(タイヤ購入時支払) 

処理料は政府機関へ納付。 

処理方法 リサイクルとリカバリー 

リサイクル・リカバリー率などの 

目標を設定するケース有り。 

リサイクルとリカバリー 

目標設定無し。 

リサイクルとリカバリー 

政府機関による目標設定 

有り。 

タイヤメーカーの 

責任 

再生利用会社から廃タイヤの

最終処理報告を受領する 

こと。 

 

無し。 但し、政府機関への

廃タイヤ再生利用状況報告

が義務付けられるケース有り。 

消費者が負担する処理料が

政府機関に納付されることを

理解すること。 

公的機関による 

執行の範囲 

生産者責任モデルにおける法

的枠組みを整備。 

無害廃棄物に関する法的枠

組みと同様。 

政府機関、生産者、輸入者

の責任範囲を法令によって 

規定。 

不法投棄の責任者 不法投棄実施者。 不法投棄実施者。 不法投棄実施者。 

過去からの集積 

タイヤの責任者 

タイヤメーカーの責任外。 

但し、自発的に処理活動に

参画するケースも有り。 

直接的な責任者が不明の場

合は政府機関が責任を 

負担。 

政府機関の責任。 
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付属書 3 廃タイヤマネージメントシステム： ケーススタディ 

 

1． 生産者責任モデルの構築：  チリ 

 

2010 年現在、チリ政府は、設立して間もないチリタイヤ協会(Chilean Tire Chamber = 

CINC)と共同で生産者責任モデルを推進しています。 この活動は廃タイヤマネージメン

トに関する法律を制定する上で参考になると期待されています。 この活動は 2004年に

グッドイヤー社のチリ法人が自発的に始めた廃タイヤマネージメント活動を参考にしており、

政府は廃タイヤマネージメントの拡大生産者責任モデルの考え方で法体系を整備して

います。 政府は、このような法律が制定される前に他のタイヤメーカーに対してもグッドイ

ヤーと同様の活動を奨励しています。 使用済タイヤの処理費用に関する政府の基本

的な考え方は、その費用を予めタイヤの販売価格に含めることです。  

(出典：  Goodyear Chile） 

 

2． 拡大生産者責任モデルへの転換： 韓国 

 

韓国の環境庁は、1991 年に廃タイヤマネージメントシステムとして預託金・返金プログラ

ムを導入しました。 このプログラムは韓国タイヤ協会(Korean Tire Manufacturer’s 

Association = KOTMA)にて運営され、生産者・輸入業者が使用済タイヤの廃棄本数

に応じて政府に預託金を支払い、使用済タイヤをリサイクルすれば返金される仕組みと

なっていました。 しかし、預託金が低く設定されていたことから、生産者・輸入業者は預

託金を支払うだけでタイヤをリサイクルしない状況が発生しました。 

 

この状況を改善するために、環境庁は 2003 年 1 月に拡大生産者責任モデル

(Extended Producer Responsibility = EPR)を導入しました。このシステムでは、環境庁

が毎年、各生産者・輸入業者の廃タイヤ発生量、リサイクル状況などに応じて、生産

者・輸入業者が支払うリサイクル費用を定めています。但し、実際のリサイクル状況が期

待値に達しない場合は追加費用を支払うことが定められています。韓国には KOTMAが

指定している使用済タイヤの収集会社が 28 社、リサイクル会社が 48 社あります。 

(出典：  KOTMA) 

 

3． 生産者責任モデルの推進：  欧州連合(EU) 

 

EUでは、欧州指針 1999/31/EC を受け 2006 年から廃タイヤの埋め立ては禁止されて

います。 その結果、2008 年までに EU 27 ヶ国の廃タイヤの再生利用率は平均で 95%

に達しています。 現在は再生利用されている廃タイヤの 60%はタイヤ業界により推進さ
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れている生産者責任モデルに基づいて管理されています。この生産者責任モデルの特

徴は、持続可能、効率的で、また消費者・業者・政府に分かりやすいことです。 

 

2010 年現在、タイヤメーカーにより設立された廃タイヤマネージメント会社は 14 社あり、

EU 内で販売されている全てのタイヤを回収し、処理しています。 回収・処理を行うため

にタイヤの購入者から環境対策費として処理料を徴収しています。 通常この処理料は

タイヤ購入時の請求書に別項目として記載されており、使用済タイヤの回収場所に関

わらず徴収されています(この処理料は年々減尐しているとされています)。 使用済タイ

ヤの回収から再生利用先までのリサイクルフローは廃タイヤマネージメント会社が信頼で

き、透明性のある監査システムを用いて管理しています。 今後、廃タイヤ由来製品は、

廃棄の枠組みを定めた新たな欧州指針(2008/98/EC)を受け、廃棄物ではなく、二次

原材料や代替エネルギー源として認められるように、特定の条件に基づいて検討される

見通しです。 (出典： ETRMA) 

 

3.1 課税システムモデルから生産者責任モデルへの転換：  ハンガリー 

 

ハンガリーでは 1995 年にタイヤ、石油、電子機器などの廃棄物を税金で処理する 

「エコ課税システム(The Eco Tax System)」 が導入されましたが、このシステムへの不満

が高まり、2003年に生産者責任モデルに変更しました。 これを受けて、ハンガリーのタイ

ヤ業界は、2005 年末までに廃タイヤを管理するマネージメント会社の設立を決定し、

2006 年にヒューレク (Hurec) 社を設立しました。 設立当初はタイヤメーカー1 社のみ

が同社へ廃タイヤの処理を委託しましたが、その後すぐにその他の 4 社も処理を依頼す

るようになりました。 今では、同社は比較的効率良く廃タイヤが処理できるまでに発展

し、また政府が法整備を行う際には助言も行っています。 (出典： ETRMA) 

 

3.2 生産者責任モデルで急速発展： スペイン 

 

スペインでは、非常に高い割合で廃タイヤが埋め立てに使用されている問題 (2004 年

には廃タイヤの 70%が埋め立てに使用)を受け、2006年に政府は他の EU諸国と同様に

生産者責任モデルを導入しました。 これに先立ち、2005年 5月に主要タイヤメーカー5

社は廃タイヤマネージメント会社であるシグナス(Signus)社を設立し、2006 年に稼働開

始しました。 2008 年には早くも廃タイヤの回収と再生利用率が 100%に達しました。 

これは、シグナス(Signus)社が経験豊富な他の EU諸国の廃タイヤマネージメント会社と

連携し、そのノウハウやベストプラクティスを共有したことが寄与しています。 

(出典： ETRMA) 
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3.3 生産者責任モデルのさらなる進展： フランス 

 

フランスでは 2004 年に廃タイヤマネージメント会社であるアリアプル(Aliapur)社が主要タ

イヤメーカー5社により設立されました。 これまでの 6年間にわたる同社の活動は高く評

価されています。 最近の同社の活動の中で、特に進展したものは次の通りです。 

 

(1) 集積タイヤへの対応： 

使用済タイヤの処理に関するフランスの法令によると、2004 年以降は廃タイヤの処

理はタイヤメーカーの責任で、フランス国内での販売量に応じて各タイヤメーカーの

責任範囲が規定されています。 しかしながら、この法令には過去から投棄され集

積された廃タイヤ（約 200,000 トン）の処理やその責任範囲が規定されていないこと

から、2005年にアリアプル社は 30,000トンの集積タイヤを処理するプログラムに資金

を拠出しました。 また、残りの集積タイヤについては目標として今後10年間で処理

することを、2008 年にタイヤメーカー、販売業者、政府の間で合意しています。 

 

（2） 研究開発プロジェクト： 

アリアプル社は持続可能で価値のある廃タイヤの新しい再生利用先を振興する為

に、様々な研究開発プロジェクトを支援しています。このようなプロジェクトの活動期

間は 2～3 年で、活動には異なる業界、政府、研究所、アリアプル社が参加してい

ます。あるプロジェクトでは、廃タイヤに占めるバイオマス（代替エネルギー源）成分の

割合は約 20%であることを測定し、その結果、フランスでは廃タイヤには CO2排出量

削減に寄与する価値があることが正式に認められ、行政機関もこのことを支持して

います。 (出典： ETRMA) 

 

4． 自由市場モデル： 米国 

 

米国のタイヤメーカーは 1990 年に「製品共同責任」に基づいた廃タイヤマネージメントシ

ステム、つまり自由市場モデルを導入しました。このモデルは、タイヤに関わる全ての関係

者が関係する度合いに応じて廃タイヤマネージメントの責任を負うという考えに基づいて

おり、これにはタイヤメーカー、タイヤの小売業者、消費者、廃タイヤの回収・運搬業者、

廃タイヤの加工業者、廃タイヤの再生利用先、州の規制当局が含まれます。 

 

米国では廃タイヤは連邦政府ではなく、各州政府により規制されており、殆どの州は廃

タイヤを規制するシステムを設けています。 また、多くの州では廃タイヤの再生利用需

要を創出する活動も行っています。 さらに、州政府は集積タイヤの削減に資金を投じ、

活動を管理し、その削減に大きく寄与しています。 その結果、集積タイヤは 1990 年の 
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10 億本から現在の 1.3 億本までに減尐しました。州の活動に関する詳しい内容は次の

ウェブサイトをご覧ください。 

www.ciwmb.ca.gov/Tires (California Integrated Waste Management Board) 

（出典： RMA） 

 

5.  進化する自由市場モデル：日本 

 

1960 年代、日本では廃タイヤは有価物として取り扱われていました。しかし、1970 年代

にタイヤの需要が増加、つまり廃タイヤの年間発生量が増加し、廃棄物処理法が改定

され、廃タイヤは有料引取りとなり、日本自動車タイヤ協会(JATMA)は「廃棄タイヤ対

策委員会」を設置しました。 1980 年代はエネルギーの需要増により、燃焼することによ

って高いエネルギーを発生する廃タイヤが注目され、代替エネルギーとして廃タイヤの需

要が高まりました。1990 年代から 2000 年まで廃タイヤの需要は石油価格の変動の影

響を受けました。 タイヤ業界は廃タイヤ対策を強化しており、2001 年からは製紙、ガス

化炉、バイオマス炉等の大口広域利用先の開発を進めています。 廃タイヤのマネージ

メント方法に自由市場モデルが用いられていても、政府・行政機関が設定した廃タイヤ

の再生利用率を達成するためにはタイヤ協会とタイヤ業界の協力が不可欠です。 

(出典： JATMA) 

 

6.  共同責任： カナダ・オンタリオ州 

 

カナダのオンタリオ州は 2009年に廃タイヤマネージメントに関する法律を改定し、廃タイヤ

の処理費用の負担者を政府・納税者からタイヤ業界・消費者に変更しました。 尚、 

この方法は、カナダの他地域で行われているタイヤ小売店が処理費用を徴収する方法

とは異なります。 

 

タイヤ業界は 2009 年 9 月からオンタリオ州内で販売され消費されたものに対して、廃タ

イヤの処理費用を負担することになりました。 各ステークホルダーの役割・責任は下記

の通りです。 

・ 地方政府/環境庁 (Provincial Government/Ministry of the Environment) 

- 廃棄物処理に関する政策制定、廃棄物処理プログラムの条件設定 

- 廃棄物処理プログラム策定に関するガイドライン提供 

- 廃棄物処理プログラムの決議 

 

 

 

http://www.ciwmb.ca.gov/Tires
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・ 廃棄物処理法委員会 (Waste Diversion Act Board) 

- 廃棄物処理管理団体の設立(Industry Funding Organization = IFO) 

- IFO の活動状況を監視 

 

・ 廃棄物処理管理団体/オンタリオ タイヤ管理協会 (OTS) 

- 廃棄物処理プログラムの策定と実行(OTS) 

- プログラム策定プロセスに参画(タイヤメーカー・輸入業者) 

- OTS への登録、報告、廃棄物処理費用の拠出(タイヤメーカー・輸入業者) 

- 廃棄物処理費用を廃タイヤの回収、保管、運搬、加工、再生利用促進活動に

活用(OTS) 

 

詳細は下記をご参照ください。 

www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2009/010-6037.pdf 

 

 

 

 

 

タイヤメーカー 
輸入業者 

 

消費者 
タイヤ購入料金の
一部として、又は
エコ料金として 
徴収 

 

廃棄処理費用 

廃タイヤ回収者 
 
タイヤ小売業者 
自治体運営・ 

民間の廃棄物 
処理会社 

廃タイヤ 
運搬業者 

廃タイヤ 
中間処理業者 

 
廃タイヤ 

加工業者 

OTS 

http://www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/2009/010-6037.pdf
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7.  説明責任と廃タイヤ処理ルート管理 

 

効果的な廃タイヤマネージメントに産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要な理由につ

いては、本書13ページ(「廃タイヤマネージメントシステムにおける説明責任」)をご覧くださ

い。 ここでは、マニフェストの主な事例を紹介します。 

 

自由市場システムのもとでは、通常一件に対してそのマニフェストのコピーを以下の用途

に 4 枚発行しています。 

1) 消費者への交付用(使用済タイヤ回収時) 

2) タイヤ販売店への交付用 

3) 州当局への提出・報告用 

4) タイヤ回収業者の保管用 

コピーは廃タイヤの加工業者、再生利用先に交付する場合もあります。 

 

しかしながら、韓国のように、マニフェストのコピーを 3 枚発行するシステムを採用し、効果

的に処理ルートを管理している事例(以下をご参照)もあります 

 

1) 廃タイヤの回収・運搬業者はタイヤの消費者またはタイヤ販売店から廃タイヤを 

回収する際にマニフェストのコピーを次の用途に 3枚発行します。 

・消費者またはタイヤ販売店への交付用 

・回収・運搬業者の保管用 

・韓国タイヤ協会(KOTMA)への提出用 

 

2) 廃タイヤの再生利用先が回収・運搬業者から廃タイヤを受け取る際にマニフェスト 

のコピーを次の用途に 3枚発行します。 

・回収・運搬業者への交付用 

・再生利用先の保管用 

・韓国タイヤ協会(KOTMA)への提出用 

 

KOTMA は、回収・運搬業者と再生利用先からマニフェストのコピーを受け取ることで、

廃タイヤの回収と再生利用先の管理を行っています。このようなシステムは通常、生産

者責任モデルを導入している国で利用されています。 
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日本では、マニフェストのコピーを 7 枚使用する方法が採用されています。 

1) タイヤの販売店は、廃タイヤをその解体業者に輸送する際にマニフェストのコピー 

7 枚発行します（一次マニフェスト）。 

・ A 票はタイヤ販売店の保管用 

・ B1 票は回収者/運搬業者の控え用 

・ B2 票は回収者/運搬業者が署名後、タイヤ販売店に送付 

・ C1 票は廃タイヤの解体業者の保管用 

・ C2 票は解体業者が署名後、回収者/運搬業者に送付 

・ D 票は解体業者が署名後、タイヤ販売店に送付 

・ E 票は二次マニフェストの D 票を再生利用先から受領後、解体業者が一次 

 マニフェストの E 票に署名し販売店に送付 

 

2) 廃タイヤの解体業者は、廃タイヤを再生利用先に輸送する際にマニフェストの 

コピーを 6 枚発行します（二次マニフェスト） 

・A 票は解体業者の保管用 

・B1 票は回収者/運搬業者の控え 

・B2 票は回収者/運搬業者が署名して解体業者に送付 

・C1 票は再生利用先の保管用 

・C2 票は再生利用先が署名後、回収者/運搬業者に送付 

・D 票は再生利用先が署名して解体業者に送付 

 

日本自動車タイヤ協会(JATMA)は日本の廃棄物処理法に従ってマニフェストを作成し

ています。 

 

 


