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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

                          作成日  ：平成 21 年 11 月 11 日  

担当部・課：地球環境部環境管理第二課 

１．案件名 

  メキシコ国 使用済自動車（ELV）管理計画策定支援プロジェクト 

  The Project for the Establishment of End-of-Life Vehicle (ELV) Management Plan in the 

Mexican United States 

２．協力概要 

（１）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

 本件は、メキシコ国環境天然資源省が策定を予定している「使用済自動車（以下、ELV とする）

管理計画1」の策定を支援することを目的としている。主な成果として、１）ELV 管理（ELV の集

荷、解体、シュレッディング、シュレッダーダスト処理、その他 ELV に由来する廃棄物の処理）

の現況が把握される、２）ELV 管理計画実施に向け、適切な技術・インフラ・財政・環境基準・

事務実施体制の検討が行われる、３）ステークホルダー間で ELV 管理計画承認に関する合意が形

成される、の３つを予定している。 

（２）協力期間     ：2010 年 2 月頃から 2012 年 4 月までの約 2年間 

（３）協力総額(日本側) ：2.2 億円 

（４）協力相手先機関  ：環境天然資源省 

（５）国内協力機関   ：環境省 

（６）裨益対象者及び規模 

       直接裨益者：ELV 管理計画策定に携わる環境天然資源省職員 

       間接裨益者：ELV 処理希望者、鉄鋼業ほか素材関係者、自動車業界関係者、 

フロン類対策関連関係者等 

３．協力の必要性・位置づけ 

（１）現状及び問題点 

メキシコ国（以下「メ」国）においては、1980年代までは「メ」国内企業の育成も念頭に、

国際的自動車製造会社の工場設立を誘致する方針を掲げ、新車・中古車ともに輸入台数につ

いては強く制限をかけていた。しかし、国内の自動車価格の高騰を受け、1989年に国内マー

ケットの15%までを許容する輸入規制の緩和を行い、さらに、1992年12月17日に締結された北

米自由貿易協定（NAFTA）により自動車製品の輸入規制にかかる更なる緩和が実施され、「メ」

国内への他国からの車両流入量は大幅に増加した。2005年には、10～15年使用済みの中古車

の北米からの輸入を認める自動車政令が発布され、北米地域から大量の中古車量が「メ」国

内へと流入する結果となった。 

 これにより、「メ」国内においては今後、継続的に大量のELVが発生する一方、それらの適

切な管理がなされず、(1)ELVの不適切投棄の増加、(2)インフォーマルセクターによるELV解

                                            
1 メキシコ国において廃棄物は一般廃棄物、有害廃棄物、特別管理廃棄物の 3つに分類され、ELV は特

別管理廃棄物に位置づけられている。また特別管理廃棄物については、2009 年 4 月に策定された「国

家廃棄物予防・総合管理プログラム」において、国として管理計画を策定することと定められている。 
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体作業における廃油・廃液等からの環境汚染、(3)温室効果ガスであるフロン類の大気放出等

各種問題が生じることが懸念されている。 

こうした背景のもと、「メ」国内にて廃棄物管理を担当する「メ」国環境天然資源省は2008

年8月、ELV管理制度を構築することを目的とするプロジェクトの実施を要請した。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置付け 

メキシコ政府は 2007 年 5 月に発表した「国家開発計画」において５つの重点分野のうちの１つと

して「環境持続性」を掲げ、また気候変動国家戦略を策定するなど環境分野への取り組みを推進

している。 

 

（３）他機関・ドナー支援プロジェクトとの整合性 

ドイツ GTZ は 2005 年～2009 年にかけて「環境管理・環境資源の持続的利用プログラム」

を実施しており、具体的活動として環境情報整備、環境モニタリング、固形廃棄物管理、汚

染地域管理、代替エネルギーの利用促進等における能力強化活動を実施している。2010 年以

降は「都市型産業環境管理プログラム」として産業廃棄物、ライフサイクルアセスメントを

中心に協力することとしており、引き続きドイツ GTZ とは協調してメキシコ国の循環型社会

構築を支援するものとしており、この点で方向性が一致している。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

JICA 国別事業実施計画では、援助重点分野の一つに「地球環境問題及び水の衛生と供給に

関する協力」を位置づけ、開発課題として「首都圏を中心とする都市環境の改善」を挙げて

おり、本協力は「メ」国に対する援助方針に合致する。 

また、2007 年から 2008 年にかけて実施された「メキシコ国 3R に基づく廃棄物管理政策策

定プロジェクト」を通じて廃棄物抑制・総合管理国家プログラムが策定されており、本プロジェ

クトは同国家プログラムにて定められた取り組みを促進するものでもある。 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕 

（１）協力の目標（アウトカム） 

  ①協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

目標： 

メキシコ国における ELV 管理計画が作成される。 

指標： 

 ELV 管理計画が環境天然資源省大臣へ提出される。 

  ②協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

目標： 

 ELV 管理計画が実施される。 

指標： 

 関係するステークホルダーが ELV 管理計画の実施を受け入れる。 
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（２）成果（アウトプット）と活動 

  【成果１】 

 使用済自動車（以下、ELV とする）管理（ELV の集荷、解体、シュレッディング、シュレ

ッダーダスト処理、その他 ELV に由来する廃棄物の処理）の現況が把握される。 

   指標： 

 ELV 状況調査報告書に年間の ELV 発生量や ELV 処理に関わる情報が記載される。 

 メキシコ国内全州の ELV 管理に関わる質問票調査結果が ELV 状況調査報告書に記載され

る。（解体工場、リサイクル工場等の位置情報を取りまとめた地図を含む。） 

 モデル 3 州の ELV 管理現況を詳細に把握するための現地調査結果が ELV 状況調査報告書

に記載される。 

   活動： 

1-1 自動車の生産・輸入、輸出、廃棄台数を調査する。 

1-2 各州の環境部門代表者に対し本プロジェクトに関する説明会を開催し、ELV 管理現況調

査のモデル州となることについて関心表明提出を依頼する。 

1-3 ELV 管理現況調査のためのモデル州 3州を決定する。 

1-4 モデル 3州において ELV 管理の現況（一般情報）を収集するための質問票調査を実施す

る。 

1-5 モデル 3州からの質問票回答を基に、質問票の改良を行う。 

1-6 1-5 で改良された質問票を用い、全州を対象に ELV 管理の現況（一般情報）を収集する

ための質問票調査を実施する。 

1-7 モデル 3州において ELV の不適切保管、不適切投棄、解体、シュレッディング、シュレ

ッダーダスト処理、その他 ELV 由来廃棄物の処理の現況を把握するための現地調査を実

施する。 

 

  【成果２】 

 ELV 管理計画実施に向け、適切な技術・インフラ・財政・環境基準・事務実施体制の検討

が行われる。 

   指標： 

 日本及び EU における ELV 管理の概要書が作成される。 

 ELV 管理計画実施に向けた技術・インフラ・財政・環境基準・事務実施体制の分析・提

案書が作成される。 

   活動： 

2-1 日本及び EU における ELV 管理システム（技術・インフラ・財政・環境基準・事務実施

体制）をレビューする。 

2-2 メキシコに適した ELV 管理システムを検討する。 
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  【成果３】 

 ステークホルダー間で ELV 管理計画承認に関する合意が形成される。 

  指標： 

 ワーキンググループが各ステークホルダー2の役割と責任について承認する。 

 ELV 管理計画（案）が作成される。 

   活動： 

3-1 ワーキンググループメンバーを決定する。 

3-2 ELV 管理計画実施における各ステークホルダーの役割と責任に関し意見集約を図るた

め、定期的にワーキンググループ会議を開催する。 

3-3 ELV 管理計画に関する情報提供を目的として市民向け会議を定期的に開催する。 

3-4 ELV 管理計画実施における各ステークホルダーの役割と責任を決定する。 

3-5 ELV 管理計画（案）を作成する。 

3-6 ELV 管理計画（案）を 終化する。 

 

（３）投入（インプット） 

  ①日本側（総額 2.2 億円） 

長期専門家派遣：総括/ステークホルダー調整、業務調整 

短期専門家派遣：循環型社会、ELV 管理、財政管理、ELV 処理技術（解体、シュレッディン

グ、廃棄物 終処分）、フロン類回収破壊 

本邦研修：プロジェクト初期、中期、終期の 3回を予定 

 

  ②メキシコ側 

カウンターパートの配置 

プロジェクト実施に必要な建物及び施設・機材 

会議室の確保 

専門家活動に必要なオフィス及び施設 

環境サンプルの分析に必要な資機材・人員 

その他プロジェクト実施に必要な土地、施設、資機材の確保 

 

（４）外部要因（満たされるべき外部条件） 

  ①前提条件 

   ELV 管理計画策定に関する関係機関のコミットメントが得られること。 

②成果達成のための外部条件 

環境天然資源省の ELV 管理計画策定に関する政策が変更されない。 

                                            
2 ステークホルダーとしては自動車工業会、自動車ディーラー協会、リサイクル業者業界、自動車部

品製造業界、自動車・トラック販売業者協会、鉄鋼業界、保険会社協会、バス・トラック・トラクタ

ー業者協会、環境委員会連合、関係省庁（運輸通信省、経済省、財務省）、州政府等を想定している。 
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  ③上位目標達成のための外部条件 

メキシコ政府における循環型社会構築の方針が変更されない。 

ELV 管理計画の実施に必要な予算が確保される。 

④上位目標を継続するための外部条件 

ELV 管理計画の継続的な実施に必要な予算が確保される。 

５．評価５項目による評価結果 

（１）妥当性 

 本プロジェクトは以下の理由から妥当性が高いと判断できる。 

・ メキシコ政府は 2007 年 5 月に発表した「国家開発計画」において５つの重点分野のうちの１

つとして「環境持続性」を掲げ、また気候変動国家戦略を策定するなど環境分野への取り組

みを推進している。本プロジェクトは今後急増が予想される ELV に由来する有害物質汚染を

防止するとともに、有価物の回収による資源循環の推進、温室効果ガス排出の抑制（フロン

類対策）を目指す協力であり、メキシコ国政府の政策上の位置づけに合致するものである。 

・ 本件に先立ち実施された「3R に基づく廃棄物管理政策策定プロジェクト」を通じて廃棄物抑

制・総合管理国家プログラムが策定されたが、同国家プログラムにおいて特別管理廃棄物に

ついては管理計画の策定が義務付けられており、ELV も特別管理廃棄物の一つとされている。

本プロジェクトは同国家プログラムにて述べられた政策の実現に直接的に寄与するものであ

り、国家政策の実現を支援する協力として協力実施の妥当性が認められる。 

・ 我が国の対メキシコ援助重点分野の一つとして「地球環境問題に関する協力」を掲げており、

本協力はわが国の対メキシコ援助重点分野にも合致するものである。 

・ 我が国は使用済自動車のリサイクルと適正な処理に取り組むため、2002 年 7 月に「使用済自

動車の再資源化等に関する法律」を制定し、重量比でのリサイクル率は制度施行前の 83％か

ら 2007 年には 94％にまで改善することを達成している。こうした制度作りについての我が国

の経験を活用し実践的な支援を行うことで、メキシコの実情にあった ELV 管理計画の策定に

貢献することができる。 

 

（２）有効性 

 本プロジェクトは以下の理由から有効性が認められる。 

・ プロジェクト目標である ELV 管理計画の策定のためには、まずメキシコにおける ELV 管理の

現況把握を行い、さらには他国の既存 ELV 管理制度のメリット・デメリットのレビューを通

じた経験・教訓の活用を行うことで、より実効性のある計画策定を行うことが可能となる。

さらに、計画実施においては各ステークホルダーの参画が不可欠であり、そのためにも計画

策定段階からステークホルダーの理解を得ることは必要不可欠であり、本プロジェクトで設

定した各成果を達成することで、プロジェクト目標の達成に繋がる。 

・ 「3R に基づく廃棄物管理政策策定プロジェクト」ではステークホルダー間の意見調整を図り

ながら廃棄物抑制・総合管理国家プログラム策定を支援してきており、先の支援で得た経験

を計画策定過程に活かすことができ、ステークホルダー間の意見調整が図られる見込みは高

い。 
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（３）効率性 

 本プロジェクトは以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ ELV 管理計画策定のためにはメキシコにおける ELV の廃棄、再資源化の現状を詳細に渡り把握

する必要があるが、そのための調査についてはメキシコ国内のローカルの人材を活用するこ

とを想定している。日本人専門家はローカル人材による調査を監理監督する体制とし、ロー

カルの人材を活用することで、調査経費の縮減を図るとともに、メキシコ国内リソースの育

成を図り、持続的な ELV 管理計画の実施が期待できる。（ELV 管理計画実施の自立発展性を高

めるばかりでなく、他品目の管理計画策定の促進も期待される。） 

・ 廃棄物抑制・総合管理国家プログラムでは 2012 年上期中までに管理計画を策定することが目

標として設定されている。通常であれば ELV 管理計画の検討には長期間を要するところであ

るが、これまでの日本、EU における自動車リサイクル制度検討の際の知見等を活用すること

で短期間での効率的な計画策定が可能となり、同国家プログラムで設定された目標をクリア

することも可能と見込まれる。 

 

（４）インパクト 

 本プロジェクトは以下の理由からインパクトの発現が期待できる。 

・ ELV 管理計画の策定後の計画実施は州ごとの取組みとなる。本プロジェクトではプロジェクト

初期より州政府に対する ELV 管理計画策定に関する説明会の開催、州政府からの関心表明の

取り付け、モデル州における詳細現地調査を予定し、さらにプロジェクト終期においても州

政府に対する ELV 管理計画 終案の紹介を活動として予定するなど、管理計画策定後の州政

府による実施に繋がるよう配慮しており、上位目標の達成見込みは高い。 

・ 廃棄物抑制・総合管理国家プログラムでは特別管理廃棄物については個別の品目ごとに管理

計画を策定することとしており、今後各品目（タイヤ、電子廃棄物、建築廃材、家電類、農

牧廃棄物）について管理計画を策定する必要がある。ELV 管理計画はその 初の取り組みとな

り、本プロジェクトを通じて環境天然資源省が管理計画策定プロセスを経験することで、今

後他の品目についても管理計画の策定が進むことが期待され、メキシコ国内における循環型

社会構築の取り組みが大きく前進することが期待できる。 

・ ELV 管理計画策定は中南米における初めての試みであり、本プロジェクトでの経験がその後の

メキシコと第三国との間での南南協力により他国へ普及されることが期待される。 

 

（５）自立発展性 

 本プロジェクトの自立発展性の見込みは、以下のように予測できる。 

・ 日本における使用済自動車の再資源化等に関する法律においても、リサイクルに係る費用は

一般消費者が車両購入時に支払うこととなっており、リサイクルのための費用負担は ELV 管

理計画の主要な検討事項となる。これについて、ステークホルダー間での協議を積み重ね、

関係者の理解を得た上で費用負担の方法を検討することとしているため、ELV 管理計画実施の

段階で必要とされる費用は継続的に確保される見込みが高い。 

・ 本プロジェクトではステークホルダー間の意見調整を行うためのワーキンググループを設置
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することとしており、同ワーキンググループの事務局はメキシコ国環境天然資源省 環境・

都市・観光促進局 持続的廃棄物管理部が務める予定である。これによりステークホルダー

と計画策定主体の両者の ELV 管理計画に対するコミットメントを高め、メキシコ政府による

自立的な ELV 管理計画の改訂及び各州政府による実施に繋がることが期待できる。 

・ カウンターパート機関である環境天然資源省は ELV 管理計画の持続的な実施のためにステー

クホルダー間の調整を行い、ステークホルダーの参画を確保しなければならない。本プロジ

ェクトでは日本人専門家の支援の下、基礎調査の実施、ワーキンググループ会議の継続的開

催等の活動を予定しており、これら作業を通じて環境天然資源省職員の情報収集能力やステ

ークホルダー調整能力の向上が期待される。 

６． 貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

・ 使用済自動車に含まれるエアコン冷媒（フロン類）は温室効果ガスであるため、フロン類対

策専門家などを派遣することなどにより、地球温暖化対策に配慮する。 

・ 使用済自動車の解体・再資源化においては小規模業者・零細業者も多く関わるため、関連す

るインフォーマルセクターに一方的な不利益が生じないよう配慮する。 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

類似案件の有無：有 

メキシコ国にて実施した「3R に基づく廃棄物管理政策策定プロジェクト」では、ステークホルダ

ーとの意見交換会を頻繁に実施し、ステークホルダーの参画を得ながら国家政策策定を進めた。

これにより、ステークホルダーの意見を反映することが可能となり、より明確にステークホルダ

ーの役割を定めることが可能となった。実用的な ELV 管理計画を策定するにはステークホルダー

の積極的な参画と明確な役割分担が必要と考えられ、本プロジェクトではステークホルダーとの

意見調整の場としてワーキンググループを設置することとした。 

８．今後の評価計画 

・ 中間レビュー：プロジェクトの中間地点（2011 年 2 月を想定）を目途に実施する。 

・ 終了時評価：プロジェクト終了前 3ヶ月前後（2012 年 1 月を想定）を目途に実施する。 

・ 事後評価：プロジェクト終了後 3年後を目途に実施する。 

 


