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要　旨

　自動車リサイクル法（以下、法）第16条第1項には、解体業者の義務
として「有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用するこ
とができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化」が規
定されています。
　NGP日本自動車リサイクル事業協同組合は、法に規定された再資源化
を実現するため、使用済自動車のまだ使える部品はリサイクル部品とし
て再利用し、他の部分は機械と手作業による精緻な資源（素材）分別を
するなどの事業を行う小規模事業者で構成されています。
　自動車におけるCO₂の排出削減は持続可能な社会の実現に必要不可欠
ですが、自動車の修理が必要となった際にリサイクル部品を使用した場
合のCO₂削減効果については、あまり認知されていないのが現状です。
　本稿では、リサイクル部品が環境に優しいことを立証・普及・啓発し
たいという熱い思いを背景に始まった、リサイクル部品の使用による
CO₂削減効果を定量的に示すための産学協同研究についてレポートしま
す。
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１）NGP日本自動車リサイクル事業協同組合の成り立ち
　NGPは1985年、まだ自動車整備にリサイクル部品（中古部品）を使用す
ることが一般的ではなかった時代に、リサイクル部品を販売するネットワー
クを作りたいという熱い思いから、九州で生まれました。当初は志を同じく
する3社のみでスタートしましたが、先人たちの努力によって全国規模の組
織に拡大し、2004年に「NGP日本自動車リサイクル事業協同組合」（以下、
NGP）を設立。自動車リサイクル業界で国内では唯一、経済産業大臣の認可
を受けている事業協同組合となっています。
　組合員は全国の136社165拠点。協同組合ならではのスケールメリットを活
かし、作業品質とサービス品質の向上のための充実した研修制度と、組合員
各社が生産したリサイクル部品の在庫情報を共有できるシステムにより、高
品質とスピーディーな出荷を担保しています。

２）産学共同研究を始めるに至った背景
　我々は使用済自動車を引き取り、まだ使える部品はリサイクル部品として
再利用し、他の部分は機械と手作業による精緻な資源（素材）分別をするなど、
自動車リサイクル法に則り適正に処理する事業を行っています。
　自動車リサイクル部品は、新品部品を利用して修理するよりも経済的に優
位性があり、環境にも優しいと言われてきました。しかしながら、「環境にや
さしい」ということに関しては、その根拠を今までは示せずにいました。我々
はその根拠をしっかりと示すことができれば、ユーザーの積極的な活用につ
ながり、今まで以上にリサイクル部品によって、地球温暖化防止に貢献でき、
事業の発展にも寄与できると考え、リサイクル部品のCO₂削減効果に関する
研究を開始することを決意しました。

３）大学との連携による産学共同研究の開始
　まず、研究を始めるにあたり、自前で研究を進めていくことは不可能に近
いため、パートナーとの共同研究を模索いたしました。しかしながら、自動
車リサイクル部品だけに特化して研究をしているような事業者もなく、半ば

取組みの概要
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あきらめていましたが、提携関係にある企業より大学の関係者をご紹介いた
だき、自動車リサイクル事業に関する社会的重要性、自動車リサイクル部品
を利用した地球温暖化防止への展望、これらを説明したところ、熱心に聞き
入れて頂き、産学による共同研究を快く承諾頂きました。これにより、明治
大学、富山県立大学との産学共同研究が2013年5月よりスタートすることが
できました。

  

１）研究の前提となる考え方
　自動車は使用過程において事故や故障によって修理が必要となるケースが
あります。ユーザーには新品部品とリサイクル部品という2つの選択肢があ
り、この時にリサイクル部品を使用した場合のCO₂削減効果を定量的に示す
ため、新品部品を生産する時に発生するCO₂【A】からリサイクル部品を生産
する時に発生するCO₂【B】を引いた値がリサイクル部品を使用した際のCO₂
削減量【C】となるという考え方をもとに、それぞれの値を算出するべく調
査を開始しました。
 

研究の展開
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２）【A】新品部品を生産する時に発生するCO₂の調査
　まず、【A】新品部品を生産する時に発生するCO₂は、ライフサイクルアセ
スメント（LCA※１）の計算ソフトを使用し算出することができます。算出
するには、部品を構成する素材と重量が必要であり、当初は大学の研究室に
部品を集め、調査を行うことを検討しましたが、できる限り正確な数値を算
出するために、組合員会社の協力を仰ぎ、38社、車両39台（27車種）の1台
ごと50部品の素材と重量の調査を実施することができました。車も何でも良
い訳ではなく、車格によって構成する部品の重量や素材が異なるため、「軽自
動車」「セダン」「ハッチバック」「ワンボックス」「SUV」とタイプに分けバ
ランスよく用意することや、どこまで分解するかなど正確な作業が求められ
るため、作業手順書を作成し、38社に対して1社1社丁寧に手順を説明するこ
とで正確なデータを集めることに成功しました。
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●素材・重量調査の様子

●素材・調査結果（一例）

※１　ライフサイクルアセスメント（LCA）とは、部品を生産する時に
発生するCO₂だけではなく、部品を作るための資源採掘から、原料生産、
部品生産、使用、処理までライフサイクル（生涯）、アセスメント（評価）
する手法

生涯評価
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　調査した部品の素材・重量のデータは、学生と連携をして約2000点にも及
ぶ部品の素材・重量の調査結果データを1点1点、分解時の写真と照らし合わ
せ、LCAの計算ソフトを使用して計算することで、新品部品を生産するため
に必要な原材料の採掘から、輸送、加工するまでに排出されるCO₂を算出す
ることができ、例えばワンボックスタイプのフロントドアを新品で製造する
のに「25.1kg」のCO₂を排出することがわかりました。
　産学共同研究とはいえ学業優先の中で、研究に直接関与していない研究室
の学生にも積極的に調査協力を頂くことで、迅速に調査を進めることができ
大学との連携による共同研究の素晴らしさを知る機会ともなりました。
    

 

●学生たちによる研究室での研究の様子

例：フロントドア　※2003年 ワンボックスタイプ

新品のフロントドアを
作るのに

「25.1kg」CO₂排出
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３）【B】リサイクル部品を生産する時に発生するCO₂の調査
　次に、リサイクル部品を生産する時に発生するCO₂を算出するために、組
合員の自動車リサイクル工場協力のもと、学生たちにも現場入りしてもらい、
調査を行いました。まずは、どの作業工程でCO₂が発生するかを検証するため、
自動車解体の作業全体フローの確認を行い、解体車両運搬時の燃料、部品取
り外し・清掃時に使用する工具の消費電力、使用時間、燃料等を調査が必要
であることがわかりました。現場ではそれぞれの作業にかかる時間の計測を
行いました。

＜リサイクル部品生産フロー＞
 
   

　作業観測後、研究室において算出した結果、リサイクル部品（11部品）を
生産する際に生じるCO₂排出量は「0.615kg」（1部品「約 0.056kg 」）と微々
たる数値であることが判明し、【B】リサイクル部品を生産する時に発生する
CO₂は【A】新品部品を生産する時に発生するCO₂に比べて極めて小さく、ほ
とんど無視できることが分かりました。

●工場調査の様子
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４）リサイクル部品を使用した際に期待できるCO₂削減量
　新品部品【A】とリサイクル部品【B】のそれぞれのCO₂発生量を調査し、
以下の通りリサイクル部品を使用した際のCO₂削減効果を求めることができ
ました。

５）研究成果の実用化への課題
　一連の調査結果から、部品を分解し、重量の計測および素材の調査を行えば、
CO₂削減量を算出できることが分かりました。しかし、全てのメーカー／車
種の部品を調査することは現実的に難しく、実際に調査したデータと、NGP
が持っている車検証などのデータで予測ができないかを検討しました。

 すべての部品それぞれ、約9通りの車検証データ候補と照らし合わせ、約
450パターン（50部品×9パターン）を試しました。車に詳しくない学生もい
るため「なぜこのパターンだと精度がいいのか、悪いのか」を共に考えながら、
多くの時間を費やしました。

（エンジンの例：なぜ排気量とCO₂の関係性が高いのか？→排気量が大きくな
ればエンジンの体積も大きくなり、結果より多くの鉄やアルミなどの素材を
使うため排気量に応じてCO₂も同じように増減すると推定）

例：フロントバンパー Assy　※2002年4ドアセダン
　　　　　【A】新品部品生産　－【B】リサイクル部品生産
　　　　　　　[26.0kg]　　　　　　  [約0.056kg]

→約26kgのCO₂削減効果

【車検証データの候補】
車両長さ／車両幅／車両高さ／車両重量／排気量／長さ×幅／長さ×高さ／
高さ×幅／車両タイプ（軽/セダン/ミニバン/ハッチバック/軽トラ）
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　調査データと車検証データの関係性を調査したところ、「車両重量」と「排
気量」の関係性が最も高いことが判明しました。また、部品によっては計算
式に車両の「長さ」「高さ」「車両タイプ」を考慮して計算式を作ることで、
より精度の高い数値を出すことできるものがあることが分かりました。これ
により、部品に合わせてそれぞれ違う車検証データを使用することで、より
精度の高い推定式を出すことに成功し、CO₂削減量を算出することができる
ようになりました。
　研究を開始し2年を超える調査から、仮説、実行、検証、改善を何度も繰り
返し、1つの答えを導き出すことに成功した瞬間でもあり、学生と共に大きな
達成感を得ることができました。

６）研究成果の利用
　推定式を利用すれば、システムであらゆる車両のCO₂削減量の算出が可能
となり、NGP内でもシステムを利用して、ユーザーに対してリサイクル部品
を使った修理をした際のCO₂削減量を示すことが可能となりました。単純に
削減量を示すだけでは、ユーザーがどれだけ環境に貢献したかがわかりづら
いため、CO₂削減量相当のCO₂吸収量をブナの木の本数で表すなどし、ユー
ザーに対してわかりやすく表示する工夫もしています。ユーザーからはNGP
のリサイクル部品を使うことで環境貢献につながることへの意識が高まり、
優先的にリサイクル部品を使うようになったとのうれしい声もありました。

＜例：フロントドアと車検証データの関係性調査＞

車両長さと部品重量の関係 車両幅と部品重量の関係 車両高さと部品重量の関係 車両排気量と部品重量の関係
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　研究はリサイクル部品の利用活性化につなげ、地球温暖化防止に貢献する
ことを理念としているため、研究成果の全部を公にすることを検討していま
したが、全てを公表することに関しては、組織内でも賛否がありました。し
かし、今後のリサイクル業界の活性化のためであると熱心に説いたことで、
理解を得ることができ、公表することを全会一致で賛同を得ることができま
した。
１）記者会見の実施
　2013年5月にスタートして2016年4月5日にシナガワグースで、協力してく
ださった先生方をはじめ学生も含め登壇し「自動車リサイクル部品による環
境負荷低減効果の研究」の研究発表会を行いました。約3年の歳月をかけて記
者会見を通じて研究成果を公表できたことは、感慨深い瞬間でした。

   ●記者会見の様子

●ブナの木を用いて視覚的に分かりやすく説明（NGPエコプロジェクトホームページより）

研究成果の公表
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２）専用サイトの開設
　研究のさらなる発展のために専用サイト

「NGPエコプロジェクト」（https://www.nepp.
jp/data/）を開設。研究内容を公開し、誰でも
閲覧やデータのダウンロードが無料でできるよ
うになっています。

３）国内外の学会等で発表
　研究成果は、共同研究に参加している学生に
よって国内外の学会で発表され、2014年には

「日本機械学会　第24回設計工学・システム部
門 D&Sコンテスト優秀表彰」を受賞し、研究
内容も評価されています。

１）取組みの成果と自己評価
　全国規模の事業協同組合が複数の大学と連携して、リサイクル部品を使用
した場合のCO₂削減量の数値化に成功し、リサイクル部品が環境に優しいこ
とを具体的な根拠をもって立証することができました。
　ただし、車の素材や構造は変化が速いため、一度算出して終わりではなく、
継続して時代に合ったCO₂削減効果を示していく必要があります。
　本研究では、2013年から2020年8月までに72回の勉強会と、19回の工場調
査を実施。研究開始後から現在までにNGPの販売したリサイクル部品によっ
て「147,074t」（2020年8月時点）のCO₂を削減できたことを数値化すること
ができました。
　リサイクル部品を使用することで環境貢献できることを具体的な数値で明
示できるようになったことで、リサイクル部品の付加価値が高まり、自動車
を修理する際の選択肢の1つとして存在感を高めることができたと実感して
います。

取組みの成果と波及効果
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２）波及効果
　研究成果を活用してユーザーへの見える化やアピールする手段を構築した
ことによって、子どもたちの教育支援や島の環境再生など、社会的活動につ
ながっています。

①大学との連携による効果
　複数の大学と連携することで、学生が持つ専
門性や柔軟な発想力、論理的思考力を活用し、
学生たちに対しては魅力的な研究題材や学びの
場を提供することができており、研究成果に
よって、国際会議等での発表など貴重な経験も
得られています。

②リサイクル部品の普及・啓発
　研究成果を活用して、13年連続で環境展「エ
コプロ」に出展し、全国の学校に自動車リサイ
クル工場の見学会の誘致を行って、子どもたち
や一般ユーザーに対しても、リサイクル部品が
環境に優しいことの普及・啓発に取り組んでい
ます。これらの活動は、子どもたちの環境学習
の場の創出にもつながっています。来場者の方からは「リサイクル部品が環
境にやさしいことがよく分かった」という声も多く、当初の目的でもある「リ
サイクル部品がなぜ環境にやさしいのか定量的に示す」ことができたからで
あり、生の声を聴くことで達成感を得ることができました。また同時に、リ
サイクル部品が環境に優しいことの認知が足りないという気付きにもなり継
続的な活動が必要と感じました。

③香川県豊島の環境保全・再生活動
　研究成果をもとに、NGPのリサイクル部品が使用（販売）されることで削
減されるCO₂量に応じて、「瀬戸内オリーブ基金」（自動車リサイクル法制定
の契機となった、不法投棄事件が起こった香川県豊島の環境保全・再生活動
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を行うNPO法人）に寄付を行い、豊島の環境保
全・再生活動にも取り組んでいます。
　環境保全・再生活動では、組合員各社だけで
はなくステークホルダー等、様々な人々を巻き
込んでいます。

　NGPは、2030年のSDGs達成に向けて、本研究をSDGsの活動に取り入れて
以下の2つの目標を掲げました。

 

今後の展望

使用済自動車約1,000万台から2,000万点以上の自動車リユース部品と
適正なリサイクル処理を実施し、50万トン以上のCO₂削減に貢献します。
香川県豊島の産業廃棄物（自動車破砕くず等）不法投棄により失われた
自然を取り戻す環境再生活動を行い、 環境保全と3Rの大切さを後世に伝
える活動を行います。

【2030年NGPの目標】
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　本研究については、目標達成に寄与すべく、部品の調査対象をさらに増や
し、NGPの販売する自動車リサイクル部品全てのCO₂削減効果が算出できる
ように、今後も継続していきます。変わりゆく自動車の構造、素材に応じた
リサイクル部品のCO₂削減効果にも対応していき、将来的には部品だけでな
く、自動車の使用過程全てにおけるLCAの研究に拡大していきたいと考えて
おります。

　研究成果を公表し実用化することができましたが、それによってリサイク
ル部品の活用が増加したと言えないのが実情です。ですが、SDGsを始めとす
る環境気運は日増しに高まっており、本研究に関する問い合わせも増えてい
ます。リサイクル部品を利用すればCO₂排出量を減らすことができることは
本研究により立証され、この研究成果を通じて、自動車リサイクル部品を更
に世の中に広めることができれば、地球を救うことができるということに非
常にやりがいを感じています。引き続きユーザーにリサイクル部品を使用し
た新たな自動車修理の選択肢を訴求していきたいと考えています。

【活動実績】
●勉強会・調査の実績
・2013年から2020年8月までに72回の勉強会と、19回の工場調査を実施。
・2016年5月までに50部品を対象に調査を実施。39台（27車種）の自動車か

らそれぞれ50部品を取り外し重量と素材を調査し研究の成果を公表。（39台
×50部品＝1950部品調査）

・2017年に新たに40部品のCO₂削減効果の調査を実施し公表。（合計90部品）
・2018年に新たに31部品のCO₂削減効果の調査を実施。（合計121部品）
・2019年に新たに10部品のCO₂削減効果の調査を実施。（合計131部品）

●学生による研究発表実績
【2014年】
・チェコ共和国のピルゼンで開催された「ICDES2014 第3回設計工学に関す

る国際会議」で「自動車リサイクルパーツの環境負荷削減効果」と題した

リサイクル部品で地球を救う



中小企業組織活動懸賞レポート受賞作品集

講演を行いました。
・徳島大学で開催された「日本機械学会第24回設計工学・システム部門講演会」

で「自動車解体工場調査に基づくリユース部品使用時の環境負荷削減効果」
についての口頭・ポスター発表を行い、「日本機械学会 設計工学・システム
部門 D＆Sコンテスト優秀表彰」を受賞。

【2015年】
・徳島県・阿波観光ホテルで開催された「iDECON2015 設計とコンカレント

エンジニアリングに関する国際会議」で「自動車リユースパーツ使用時の
環境負荷削減効果」と題した講演を行いました。

【2016年】
・東京大学（柏キャンパス）で開催された 「第11回日本LCA学会研究発表会」

で「温室効果ガス排出削減量評価の算定および公開事例－自動車リユース
主要50部品－」と題した講演を行いました。

・京都テルサ（京都市）で開催された「第12回エコバランス国際会議」で「日
本の自動車リユース主要50部品の二酸化炭素排出削減量の車検証データに
基づく定量的推定」と題した発表を行いました。

【2017年】
・新居浜工業高等専門学校で開催された「日本設計工学会 2017年度秋季研究

発表講演会」で、「自動車リユース部品のトータルパフォーマンス評価」と
題した講演を行いました。

【2018年】
・イタリアのモデナ大学で開催された 「TE2018 （The 25th International 

Conference on Transdisciplinary Engineering）」で「自動車部品の使用価
値、環境負荷、コストの観点からの適切な補修方法の提案：自動車用エン
ジンを事例として」と題した発表を行いました。

・沖縄県読谷村文化センターで開催された「日本機械学会 第28回設計工学・
システム部門講演会（D&S2018）」で、「リビルトエンジン使用による二酸



自動車リサイクルで持続可能な社会の構築に挑戦

化炭素排出量削減効果」と題した発表を行いました。

【2019年】
・神奈川県のパシフィコ横浜で開催された、第11回目となる国際会議
「EcoDesign2019」で、「自動車補修オプションの製品価値・環境負荷・コ
ストの観点による適合性評価：自動車スターターモーターへの適用」と題
した発表を行いました。

 　 

写真左／【学会発表】「第12回エコバランス国際会議」（2016年10月）
写真右／【学会発表】「日本機械学会　D&S2018」（2018年11月）


