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使用済み蛍光管の安全かつ有用な処理方法の一つとして，割らずにリサイクル工場に持ち込むルートの
構築がある．これに示唆を与えているものに，大阪府豊中市においておこなわれた経済的手法を用いた使
用済み蛍光管の回収実験がある．本稿では，この回収実験の仕組みおよび結果について詳細に検討し，次
の示唆を得た．①この実験の仕組みは使用済み蛍光管の回収を促す．②この実験の仕組みにおける経済的
インセンティブへの制約は，使用済み蛍光管の回収にそれほど悪い影響はない．③この実験の仕組みは，
運営費用を下げられる余地があるとともに，消費者の評価も得られ，今後，検討を深めていくべきである．
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1.

はじめに

量化・リサイクル推進会議(2006)3)にまとめられている．
本稿では，そこでは述べられていない視点から，回収実
験のシステムおよび結果を踏まえ，また，大阪府廃棄物
減量化・リサイクル推進会議(2006)3)では示されていない
結果についても確認する．そして，この回収実験の仕組
みについて経済学的な観点から考察する．
本稿から得た示唆は次の３点である．第１に，この回
収実験における仕組みは使用済み蛍光管の回収を促進す
る．第 2 に，この回収実験における経済的インセンティ
ブへの制約（例えば，奨励金の支払いが蛍光管購入店舗
に限られること）は使用済み蛍光管の回収にそれほど悪
い影響はない．第 3 に，この仕組みの運営費用は下げら
れる余地があり，消費者の評価も得られる．今後，運営
費用を下げる様々な形態を考慮しつつ，それぞれの形態
について，社会的費用便益分析，および，費用負担のあ
り方について，検討を重ねていくべきである．
本稿の構成は次のとおりである．まず，第 2 節におい
て，回収実験の概要，およびこの実験の着眼点を確認す
る．第 3 節において，回収実験の結果を詳細に分析し，
考察を加える．最後に第 4 節において，本稿の結論およ
び今後の課題を示す．

家庭系有害廃棄物の一つと言われている使用済みの蛍
光管 1)は，割らずにリサイクル工場に持ち込むことで，
蛍光管に含まれる微量の水銀の環境中への不適切な放出
を防ぐことができ，かつ，水銀，ガラス，鉄，アルミな
どを有用な資源として取り出すことができる．しかし，
このためには，使用済み蛍光管のみを集めてリサイクル
費用を支払いリサイクル工場に持ち込む必要がある．こ
のため，リサイクル工場に持ち込まれる使用済み蛍光管
はわずかにとどまっており 2)，使用済み蛍光管をリサイ
クル工場に持ち込むルートの検討が求められている．
この検討に示唆を与えているものに，大阪府環境農林
水産部が事務局を務め，大阪府及び府内市町村が運営経
費を負担している大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進
会議(現：大阪府リサイクル社会推進会議，以下，
「推進
会議」)が，2005 年度に，大阪府豊中市において実施し
た使用済み蛍光管の回収実験がある．この実験では，実
験に参加している小売を使用済み蛍光管の回収拠点に設
定し，そこからリサイクル工場に持ち込み，リサイクル
費用は推進会議が負担した．そして，そのような小売に
持ち込んだ使用済み蛍光管の本数に応じて消費者に回収
奨励金を支給するという形で，経済的インセンティブを
組み込んだ．使用済み蛍光管の回収に経済的手法を用い
た例は，
一部の諸外国を除きこれまであまり見られない．
幸運にも，筆者はこの実験に参画する機会を得たことか
ら，本稿では，この回収実験について詳細に検討する．
なお，この実験の概要および結果は，大阪府廃棄物減
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回収実験の概要と着眼点

小売

本節では，
2.1 節において，
回収実験の仕組みを述べる．
そして，2.2 節において，使用済み蛍光管と同じく家庭系
有害廃棄物である鉛バッテリーの回収に経済的手法を用
いた例として，アメリカにおける鉛バッテリーに対する
デポジット制度の仕組みを参照しつつ，回収実験の仕組
みについて考察する．その上で，2.3 節において，回収実
験の着眼点について確認する．

新しい蛍光管

消費者

購入時・返却時

2.
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引取券
使用済み蛍光管

使用済み蛍光管
回収奨励金

推進会議

回収奨励金

蛍光管のフロー
回収奨励金のフロー

Fig 1. 回収実験の仕組み①（新しい蛍光管の購入時に使用済み

2.1. 回収実験の仕組み
この実験は，推進会議が，2005 年 12 月 1 日から 2006
年 2 月 10 日まで，豊中市の一般電気店 8 店，および豊中
市立リサイクル交流センターにおいて実施したものであ
る．対象になった蛍光管は主に，直管，曲管，電球型の
蛍光管である．以下，そこでの仕組みを，(A)(B)(C)の３
つの場合に分けて確認する．
なお，
一般電気店８店では，
(A)(B)(C)の場合が実施され，豊中市立リサイクル交流セ
ンターでは，(C)の場合のみが行われた．

蛍光管を持参する場合）
(出典) 筆者作成
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（A）新しい蛍光管の購入時に，使用済みの蛍光管を持
参する場合
Fig 1 は，消費者が，新しい蛍光管を購入する際に，使
用済みの蛍光管を持参する場合について示したものであ
る．なお，Fig 1 における実線は蛍光管のフロー，白抜き
の線は回収奨励金のフローを表している．この場合，消
費者は，新しい蛍光管を購入した本数まで，使用済み蛍
光管１本につき小売から回収奨励金 20 円を受け取る．
こ
の仕組みでは，
新しい蛍光管を購入する際に，
消費者に，
既に所有もしくは退蔵している使用済み蛍光管の返却を
促している．小売は受け取った使用済み蛍光管それぞれ
を引取券と呼ばれるものとともに保管し，それらを引き
取りにくる推進会議に渡すことで，消費者に支給した分
の回収奨励金を推進会議から受け取る．回収奨励金の財
源は推進会議にあり，推進会議の予算の制約が回収奨励
金額を 20 円に設定した一つの理由であるⅰ)．小売からの
使用済み蛍光管の搬出およびリサイクルに伴う費用は推
進会議が負担した．引取券の発行費用についても推進会
議が負担した．以上のケースは 2006 年 1 月 31 日まで実
施された．

実験参加
小売であ
ればどこ
でも
使用済み蛍光管
引取券

推進会議
回収奨励金

Fig 2. 回収実験の仕組み②（新しい蛍光管の購入時に使用済み
蛍光管を持参しない場合）
(出典) 筆者作成

た小売である必要はない)，引取券とともに使用済み蛍光
管を持ち込めば，その引取券の枚数に相当する本数まで
の使用済み蛍光管について1本あたり20円の回収奨励金
をその小売から受け取る．小売に受け取られた使用済み
蛍光管のその後のフローは，(A)と同様である．引取券を
受け取ることができたのは2006 年1 月31 日までである．
(C) 使用済みの蛍光管を持参するのみの場合
消費者が使用済みの蛍光管を持参するのみの場合に
ついては，消費者は，小売に使用済み蛍光管を引き取っ
てもらうことはできるが，回収奨励金を受けとることは
できない．このようにして小売に集まった使用済み蛍光
管についても，推進会議が回収し，リサイクルをおこな
った．

（B）新しい蛍光管の購入時に，使用済みの蛍光管を持
参しない場合
Fig 2 は，消費者が，新しい蛍光管の購入時に，使用済
みの蛍光管を持参しない場合のフローを示したものであ
る．この場合，消費者は小売から新しい蛍光管の購入本
数に相当する枚数の引取券を受け取る．そして，実験期
間内に，実験に参加している小売に (引取券を受け取っ

なお，引取券には，引取券を配布した店名，引取券の
発行日と回収日を記入してもらった．配布日と回収日の
記入は(A)の場合においてもおこなわれた．一方，引取券
を回収した小売は，
回収奨励金を各小売に充当するため，
推進会議が把握している．このため，引取券を配布した
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小売と，引取券を回収した小売が一致しているか否か，
各引取券について配布してから何日で回収されたかを確
認することができる．引取券の有効期間は，2006 年 2 月
10 日までとなっている．引取券は 2000 枚印刷された．
また，使用済み蛍光管を実験に参加した小売に渡した消
費者，および，実験に参加した一般電気店にアンケート
をおこなった．

日本の
蛍光管回収
有価物回収、有害物質拡散防止
大
小
99.2％
8％

アメリカの
鉛バッテリー回収

回収目的
資源価値
リサイクル率

Table 1. アメリカの鉛バッテリー回収と日本の蛍光管回収の
位置付けの比較
(出典) 浅利ほか(2005) 2)，Battery Council International (2005) 7) を
もとに筆者作成

小売
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消費者

返却時
購入時

2.2. アメリカにおける鉛バッテリーに対するデポジッ
ト制度
新しいバッテリー
家庭系有害廃棄物の回収に経済的手法を用いている例
として，アメリカにおける鉛バッテリーに対するデポジ
ット制度がある．本節では，アメリカにおける鉛バッテ
使用済みバッテリー
リーに対するデポジット制度をもとに，
2.1 節で見た回収
バッテリーのフロー
実験の一つの着眼点を示す．ただし，アメリカにおける
Fig 3. アメリカにおける鉛バッテリーデポジット制度の仕組み
鉛バッテリー回収は，日本における蛍光管回収とは位置
① （新しいバッテリー購入時に，使用済みバッテリーを
付けが大きく異なる．このため，本節では，まず，(1)で，
持参する場合）
両者を比較する．次に，(2)で，アメリカにおける鉛バッ
(出典) 筆者作成
テリーに対するデポジット制度の仕組みの概要を確認し，
それを踏まえて，(3)で，2.1 節で見た回収実験について
の一つの着眼点を提示する．
(a) 新しいバッテリーの購入時に，使用済みのバッテリ
ーを持参する場合
(1) アメリカの鉛バッテリー回収と日本の蛍光管回収
Fig 3 は，消費者が，新しいバッテリーを小売で購入す
Table 1 はアメリカにおける使用済みの鉛バッテリー
る際に，使用済みのバッテリーをその小売に持参する場
の回収の位置付けと日本における使用済みの蛍光管の回
合について示したものである．Fig 3 における実線はバッ
収のそれを比較したものである．いずれも回収目的は，
テリーのフローを表している．この場合，新しいバッテ
2) 5) 6)
有価物の回収と有害物質の拡散防止である
．
しかし， リーの代金を消費者が小売に支払う以外には，お金の受
け渡しはない．このケースは，2.1 節の(A)の場合に対応
資源価値については両者は異なる．アメリカにおける使
するが，回収奨励金が支給されない点が異なる．
用済みの鉛バッテリーは資源価値が大きく，できるだけ
多くの使用済みバッテリーを確保したいとメーカーは考
(b) 新しいバッテリーの購入時に，使用済みのバッテ
えている．このため，メーカーは(2)で示すデポジット制
リーを持参しない場合
度を自主的に活用し，より着実な回収を図るためデポジ
Fig 4 は，新しいバッテリーの購入時に，使用済みのバ
ット制度を法的に義務付けている州もあり，高いリサイ
7)
ッテリーを持参しない場合を示したものである．Fig 4 に
クル率(1999 年から 2003 年の集計では 99.2% )となって
おける白抜きの線は預託金のフローを表している．この
いる．一方，日本における使用済み蛍光管は資源価値が
場合，消費者は新しいバッテリーの購入数に応じて余分
小さく，処理してもらうには処理料金の支払いが必要で
にある一定額 (デポジット) を支払い，デポジットを支
ある．この処理料金の支払い，および，消費者から使用
払ったことを示すレシートを受け取る．そして，新しい
済み蛍光管のみを収集する負担から，リサイクル率(2003
バッテリーの購入からある一定期間内にデポジットを支
年は 8% 2))は低迷している．このように，使用済み蛍光
払った小売と同じ小売に，新しいバッテリーを購入する
管の回収には，逆有償の問題がたちはだかっている．
際に受け取ったレシートを示した上で，消費者が家庭な
どに退蔵している使用済みバッテリーを持ち込むと，支
(2) アメリカにおける鉛バッテリーに対するデポジット
払ったデポジット額を上限として，持ち込んだ使用済み
制度の仕組み
バッテリーの数に応じて返金してもらうことができる
次に，アメリカにおける鉛バッテリーに対するデポジ
6) ⅱ)
(リファンド)．なお，返却されないデポジット(未返却預
ット制度の仕組みの概要を確認する
．なお，本節に
り金と呼ばれる)は小売の収入とされる．このケースは，
おける(a)(b)(c)は，それぞれ 2.1 節の(A)(B)(C)に対応して
2.1 節の(B)の場合に対応するが，購入時にデポジットの
いる．
支払いがある．また，Fig 4 におけるデポジットを支払っ
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レシート
新しいバッテリー

小売

消費者

購入時

たことを示すレシートは，2.1 節の(B)のケースでの引取
券に対応すると考えられる．
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バッテリーのフロー

デポジット

(c) 使用済みのバッテリーを持参するのみの場合
消費者が，使用済みのバッテリーを持ち込むのみの場
合，消費者は小売に，使用済みのバッテリーを引き取っ
てもらうのみである．この場合は，2.1 節における(C)の
場合に対応する．

ある一定
期間内

同じ小
売

レシート
使用済みバッテリー

小売
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消費者

返却時

(3) アメリカの鉛バッテリーデポジット制度を
踏まえた回収実験についての一つの着眼点
Table 2 は，アメリカの鉛バッテリー回収の仕組みと豊
中市の蛍光管回収のそれの比較をまとめたものである．
消費者は，新しい製品を購入する際に，使用済み製品を
持参する場合，アメリカの鉛バッテリー回収では金銭を
受け取ることはできないが，豊中市の蛍光管回収では回
収奨励金として金銭を受け取ることができる．また，新
しい製品を購入する際に，使用済み製品を持参しない場
合，アメリカの鉛バッテリー回収ではデポジットとして
金銭を支払い，
その支払いを示すレシートを受け取るが，
豊中市の蛍光管回収では引取券を受け取るのみである．
新しい製品を購入する際に，
使用済み製品を持参せず，
後日持参する場合の金銭の受給はいずれもあり，そこで
の金銭は，アメリカの鉛バッテリー回収ではリファンド
の形で，
豊中市の蛍光管回収では回収奨励金の形である．
新しい製品を購入せず，使用済み製品を持参するのみの
場合，いずれも，消費者は小売に，使用済み製品を引き
取ってもらうのみである．
金銭の受給の上限額も，いずれも，返却単価に新しい
製品の購入数を掛け合わせた額であり，返却単価は，ア
メリカの鉛バッテリー回収では 1 本あたりのリファンド
額，豊中市の蛍光管回収では 1 本あたりの回収奨励金額
である．新しい製品を購入する際に使用済み製品を持参
せず後日持参する場合に，新しい製品の購入数は，アメ
リカの鉛バッテリー回収では購入時のレシートで，豊中
市の蛍光管回収では購入時に受け取る引取券の枚数で把
握される．ただし，その場合に，金銭を受給できる場所
は，アメリカの鉛バッテリー回収では，購入時にデポジ
ットとして金銭を支払った小売のみであるのに対し，豊
中市の蛍光管回収では，実験に参加した小売のいずれで
もよい．また，金銭の受給期限は，アメリカの鉛バッテ
リー回収では，新しい製品の購入からある一定期間内で
あるのに対し，豊中市の蛍光管回収では，実験期間中の
いつでもよい．
このように，アメリカの鉛バッテリー回収の仕組みと
豊中市の蛍光管回収の仕組みには共通点と相異点がある．
以下では，様々な形態の使用済み蛍光管の回収システム
を模索すべく，両者の相異点に着目する．購入時につい

預託金のフロー

未返却預り金

リファンド

Fig 4. アメリカにおける鉛バッテリーデポジット制度の仕組み
②（新しいバッテリー購入時に，使用済みバッテリーを
持参しない場合）
(出典) 沼田 (2006)8)を改訂

アメリ カの
鉛バッテリ ー回収

購
入
時

豊中市の
蛍光管回収

使用済み製品
持参

・金銭受給なし

・金銭を受給

使用済み製品
持参なし (※)

・金銭支払
・レシート受給

・引取券を受取

返 (※) かつ後日持参
却
使用済み製品
時
持参
上限額
受
給
場所
条
件
期限

・金銭を受給
・使用済み製品を
引き取ってもらうのみ
・返却単価×購入数
・金銭支払った
・実験参加
小売のみ
小売全店
・購入から
・実験期間中
一定期間内

Table 2. アメリカの鉛バッテリー回収と豊中市の蛍光管回収の
仕組みの比較
(出典) 筆者作成

ての相異は，購入時にデポジットとして金銭を徴収して
いるか否かに起因している．このデポジットの使用済み
蛍光管への導入については，
2.3 節の第 3 の着眼点におい
て言及する．一方，金銭の受給条件については場所と期
限において相異がある．アメリカの鉛バッテリー回収で
は，金銭の受給場所をデポジットとして金銭を支払った
小売に限定したうえで，金銭の受給上限額を設定してい
るため，各小売において返却する金銭が不足することは
ない．このため，返却する金銭を各小売に充当する必要
は必ずしもなく，システムの運営費を安く抑えることが
可能である．さらに，金銭の受給期限を上記のように制
限しているため，消費者からデポジットとして受け取る
金銭を長期間保管する負担が小売にはない．この金銭を
受給する 2 つの必要条件の検討については，2.3 節の第 2
の着眼点において言及する．
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2.3. 回収実験の評価における着眼点
以上を踏まえると，この回収実験を評価する際の着眼
点としては次の 3 点が挙げられる．
第 1 の着眼点は，
この回収実験における仕組みにより，
どの程度の使用済み蛍光管を回収することができ，割れ
た蛍光管はどれくらいであったかということである．使
用済み蛍光管を回収しリサイクルする方策として，1 節
で見たように，リサイクル工場に割らずに持ち込むこと
が挙げられる．豊中市での回収実験は小売を回収拠点と
してリサイクル工場に使用済み蛍光管を流した．このた
め，回収実験の効果を把握する上で，回収拠点とした小
売における使用済み蛍光管の回収状況を把握することは
有益である．
第 2 の着眼点は，2.2 節(3)で確認した回収奨励金を受
け取る 2 つの条件((ア) 回収奨励金を支給する小売を新
しい蛍光管を購入した小売に限定，(イ) 回収奨励金を支
給する期限を設定)が，使用済み蛍光管の回収に与える影
響についての考察である．たとえ高い回収率を達成する
ことができたとしても，システムの運営者やシステムに
参加している小売にこの仕組みを維持する負担が多くか
かってしまうのであれば，この仕組みを維持することは
難しい．この 2 つの条件はその負担の緩和につながるも
のと考えられる．(ア)の条件は，引取券を配布した小売
と回収した小売の相異を確認すること，(イ)の条件は，
引取券の配布日と回収日の時差を見ることで考察が可能
である．
第 3 の着眼点は，推進会議が要した費用と，回収実験
の仕組みに対する消費者の評価，および望ましい費用負
担のあり方についてである．2.1 節で見たように，この仕
組みにおいては，推進会議が回収奨励金の支給など様々
な業務を果たし，その費用を負担することになる．した
がって，その負担がどれほどのものであるかを検討し，
回収実験の仕組みは，その負担に値するか，その負担は
推進会議が負う形がよいかについて検討する必要がある．
また，推進会議の負担を減らすため，2.2 節で確認したア
メリカの鉛バッテリーデポジット制度のように，消費者
から購入時に回収奨励金の財源をデポジットとして徴収
するシステムも考えられ，その場合と比較し検討する必
要もある．これらの検討のために，本回収実験の結果か
ら把握が可能な項目，すなわち，今回の回収実験におい
て推進会議が要した負担，および今回の実験におけるシ
ステムやデポジット制度の導入に対する消費者の評価を
確認し，
今後の検討の方向性を明らかにしておくことは，
有益である．
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購入時に交換が成立した
使用済み蛍光管引取本数

911本
交換が成立した
使用済み蛍光管
引取本数
使用済み
蛍光管
引取本数

1170本

購入時に交換が成立しなかった
使用済み蛍光管引取本数

105本
いずれか不明

154本

1407本

単に引き取った
本数

237本

店舗での引取本数
186本
リサイクル交流センターでの
引取本数 51本

Fig 5. 回収した使用済み蛍光管の内訳
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議 (2006)3)
および，大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議
より入手したデータをもとに筆者作成

3.

回収実験の結果と考察

本節では，2.3 節において確認した着眼点に沿って，回
収実験の結果について分析する．なお，本稿で用いたデ
ータの多くは，推進会議のものである．
3.1. 回収実験の仕組みが使用済み蛍光管の回収率に与
えた効果
まず，
2.3 節において示した第１の着眼点について見る．
Fig 5 は，回収実験に参加した一般電気店，およびリサイ
クル交流センターにおいて，実験期間内に回収した使用
済み蛍光管の内訳を示したものである．回収した使用済
み蛍光管の引取本数は 1407 本であった．この 1407 本の
うち，新しい蛍光管との交換が成立した使用済み蛍光管
が 1170 本，単に引き取ったものが 237 本であった．そし
て，新しい蛍光管との交換が成立した 1170 本のうち，新
しい蛍光管の購入日(引取券の配布日に相当)と使用済み
蛍光管の返却日(引取券の回収日に相当)が同じもの(本稿
ではこれを購入時に新しい蛍光管と使用済み蛍光管の交
換が成立したとし，Fig 1 のルートで回収された使用済み
蛍光管に相当するとする)が 911 本，購入日と返却日が異
なるもの(本稿ではこれを購入時に交換が成立しなかっ
たとし，Fig 2 のルートで回収された使用済み蛍光管に相
当するとする)が 105 本，引取券の配布日・回収日のいず
れか一方もしくは両方が不明であるため，購入時に交換
が成立したか否かが不明のものが 154 本であったⅲ)．
Fig 6 は，引取券の内訳について示したものである．引
取券の発行枚数は 1248 枚であった．この 1248 枚は，実
験参加店舗において，実験期間中に購入された新しい蛍
光管の総数と一致する．このうち，使用済み蛍光管との
交換が成立した引取券が1170枚である．
この1170枚は，
Fig 5 における交換が成立した使用済み蛍光管の引取本
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2006/02/09

2006/02/02

2006/01/26

2006/01/19

2006/01/12

2006/01/05

2005/12/29

2005/12/22

2005/12/15

2005/12/08

2005/12/01

購入時に交換が成立した
数に一致する．残りの 78 枚は交換が成立しなかった．交
引取券
911枚
換が成立した引取券 1170 枚の内訳は，Fig 5 で確認した
交換が成立した
交換が成立した使用済み蛍光管の引取本数の内訳と一致
購入時に交換が成立しなかった
引取券
引取券
1170枚
する．
105枚
引取券
発行枚数
このとき，今回の回収実験の回収率を，引取券を伴っ
日付未記入の引取券
1248枚
154枚
て回収された本数(1170 本)を，引取券とともに販売され
た本数(1248 本)で割ったものと定義すると，回収率は
交換が成立しなかった
93.8％であったことになる．大阪府寝屋川市では 2000 年
引取券
78枚
8 月から公共施設に設置された回収かごによる使用済み
Fig 6. 引取券の内訳
蛍光管の拠点回収をおこなっており，そこへの排出量が
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議 (2006)3)
家庭から出される蛍光管重量の 81％であったと試算し
および，大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議よ
ている 4, 9)．家庭から出される蛍光管重量と回収実験参加
り入手したデータをもとに筆者作成
店での蛍光管の販売本数は対応させられるとすれば，
寝屋川市における拠点回収による回収率よりも，本回収
80
実験での回収率は高かったことになる．また，購入時に
70
交換が成立しなかった場合の回収率を，購入時に交換が
60
成立せず，後日交換が成立した引取券枚数(105)を，購入
50
時に交換が成立しなかった引取券の枚数((105+78)枚)で
40
割ったものとすると，回収率は 57.4％となった．なお，
30
これらの回収率の評価については，次の 2 点を合わせて
20
考えておく必要がある．
10
第 1 に，回収率が，回収実験を実施した時期の影響を
0
受けている可能性がある．Fig 7 は，横軸に実験期間内に
おける各日を，縦軸に各日における引取券の配布枚数と
回収枚数を示したものである．これを見ると，12 月末に
引取券配布枚数
引取券回収枚数
おいて引取券の配布枚数および回収枚数が急激に増加し
Fig 7. 引取券の推移 (枚)
ていることが分かる．これは，12 月末は年末の大掃除の
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議より
時期であり，使えなくなった蛍光管を新しい蛍光管に取
入手したデータをもとに筆者作成
り替えるということが多くおこなわれる傾向があるため
ではないかと考えられる．
第 2 に，回収率が回収実験に参加した小売の規模の影
響を受けている可能性がある．Fig 8 は，実験に参加した
5人, 1
小売 8 店に対しておこなったアンケートから，実験に参
1人, 3
3人, 1
加した小売の従業員数の内訳をまとめたものである．こ
れを見ると，実験に参加した小売 8 店中 6 店で，従業員
数が１人あるいは２人であり，残りの 2 店も 3 人および
2人, 3
5 人の従業員数となっており，比較的小規模の電気店が
今回の実験に参加した．このような小売は，消費者の元
Fig 8. 参加小売の従業員数 (店)
に出向いて，使えなくなった使用済み蛍光管を新しい蛍
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議(2006)3)
光管に取り替えるという業務(訪問取替と書く)が多いと
考えられ，この場合，各消費者宅などにおいて新しい蛍
光管と使用済み蛍光管の交換が成立する．このように
3.2. 回収奨励金を受け取る条件が，回収に与える影響
元々交換が成立しやすい小売が対象になっていることが，
次に 2.3 節で示した第 2 の着眼点について見る．
高い回収率につながった可能性がある．
なお，本回収実験では割れた使用済み蛍光管も回収され （ア）回収奨励金を支給する小売を新しい蛍光管を購入
たが，そのような蛍光管は，回収された使用済み蛍光管の
した小売に限定するという条件
ⅳ)
うち，ごく少数であった ．このため，回収時における水
今回の実験では，回収された引取券について，引取券
を配布した小売と引取券を回収した小売は完全に一致し
銀の飛散はごくわずかに抑えられたものと考えられる．
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ていた．このため，今回の実験からは，回収奨励金を受
け取ることができる小売を，新しい蛍光管を購入した小
売に限定したとしても，使用済み蛍光管の回収にそれほ
ど悪い影響はないと見られる．ただし，この結果は，3.1
節で見たように，回収実験に参加した小売が比較的小規
模であるため，小売と消費者が比較的結びついているこ
とに依存している可能性がある．一方，最近では，量販
店での購入も相当数見られるようになっており 10)，量販
店で購入する消費者は，特定の小売との結びつきはそれ
ほど大きくないと考えられ，受給場所の限定についての
回収実験からの示唆を量販店においても言うことができ
るか否かについては検証の余地があると考えられる．

分からない
（無回答を
含む）
34%

良いことと
思う
64%

特に良いと
は思わない
2%

Fig 9. アンケートに回答した消費者の回収実験についての
評価（n=119）
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議 (2006)3)

（イ）回収奨励金を支給する期限を設定するという条件
Fig 7 を見ると，引取券の配布枚数と回収枚数はほぼ同
じ動きをしており，引取券の配布日と回収日の間に時差
はあまりないことが伺われる．実際，Fig 6 に示したとお
り，購入時に交換が成立した引取券が発行された引取券
の多くを占めており，かつ，購入時に交換が成立しなか
った場合について，引取券を消費者に配布した時点と消
費者から回収した時点の差の平均は約 6.5 日，標準偏差
は約 2 日であった．このため，回収奨励金を支給する期
限を購入から比較的短い期日に設定したとしても，使用
済み蛍光管の回収にあまり悪い影響はないと見られる．

総額

内
訳

151円
リサイクル業者に引き取ってもらう費用

18円

回収費用

47円

回収奨励金

17円

引取券費用

65円

広報・その他

4円

Table 3. 回収した蛍光管１本あたりで見た推進会議の支出

3.3. 消費者の評価とシステム運営費用
最後に，2.3 節で示した第 3 の着眼点について見る．
Fig 9 は，アンケートに回答した消費者の回収実験につ
いての評価をまとめたものである．サンプル数は 119 で
あり，Fig 5 で示した全体の蛍光管の本数と比べると少な
いが，参考として示す．これによると，良いことと思う
という回答が 68％を占めている．
一方，
今回の実験において，
推進会議が要した経費は，
使用済み蛍光管を各小売から回収した職員の人件費，ア
ンケート調査や実験結果の評価などの経費を除いて，総
額が 212682 円であった．この経費とその内訳を，回収し
た使用済み蛍光管の総本数(1407)で割り，回収した使用
済み蛍光管１本あたりで見たのが Table 3 であり，推進会
議は１本あたり 151 円を負担した形になっている．回収
した使用済み蛍光管をリサイクル業者に引き取ってもら
う費用である 18 円は，
(財)日本環境衛生センター(2002)11)
が，蛍光管 1 本あたりにつきリサイクル業者に引き取っ
てもらう費用を通常 40-50 円としていることからみると，
安価に抑えられていると見られる．回収費用 47 円は，使
用済み蛍光管を回収することに伴って実際に要した経費
を表しており，具体的にはレンタカー代，ガソリン代，
高速道路の料金などがあたる．
回収奨励金額については，
Fig 6 より，
回収奨励金を支払う必要がある引取券は 1170

64

(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議 (2006)3)
および，大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議よ
り入手したデータをもとに筆者作成

枚であり，
引取券１枚あたりの回収奨励金は 20 円である
ため，回収奨励金として必要な費用は 23400 円であり，
これを使用済み蛍光管の総本数(1407)で除したものであ
る．引取券費用については引取券は 2000 枚印刷され，そ
の費用に 92000 円かかり，それを使用済み蛍光管の総本
数(1407)で除したものとなっている．
なお，これらの費用項目のうち，回収費用は，回収量
の大幅な増加がなければ，一定であると考えられる．こ
のため，回収本数が増えることで，使用済み蛍光管１本
あたりの回収費用を低下させられると考えられる．回収
費用は，新しい蛍光管を流通が小売に卸に来る際に使用
済み蛍光管を引き取る形にすることによっても低下させ
られる．また，購入時のレシートを引取券として利用す
ることで，引取券費用を省くことができる．さらに，2.2
節で確認したアメリカの鉛バッテリーに対するデポジッ
ト制度にならい，消費者が購入時に回収奨励金に相当す
る額をデポジットとして支払うことで，回収奨励金の支
出をなくすことができる．なお，Fig 10 は，蛍光管に 20
円を上乗せして販売し，
電気店等への引取時に 20 円を返
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却するデポジット制度に対する消費者の評価をまとめた
ものであり，Fig 9 と同様，サンプル数は 119 であり，Fig
5 で示した全体の蛍光管の本数と比べると少ないが，参
考として示すと，良いことと思うとする回答が比較的多
い．
また，Table 3 の評価については，使用済み蛍光管を回
収実験のルートに乗せることにより，安全に回収しリサ
イクルすることができるという社会的便益もあり，それ
も合わせて考え，社会的費用便益分析をおこなっていく
必要がある．それらの費用負担を推進会議が担うべきか
否かについても検討の余地がある．さらに，費用を下げ
る可能性のある工夫をした様々な仕組みについて，社会
的費用便益分析，および，費用負担のあり方の検討をお
こなっていくべきである．

4.

分からな
い（無回
答を含
む）
34%

Vol.6, 58-67, Mar. 2009

良いこと
と思う
51%

特に良い
とは思わ
ない
15%

Fig 10. 消費者のデポジット制度に対する評価（n=119）
(出典) 大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議 (2006)3)

において回収された．また，回収奨励金を支給する期限
を短く設定したとしても，回収にそれほど悪い影響はな
い可能性がある．第 3 に，この回収実験における仕組み
は，消費者の評価を得られるシステムであり，かつ，運
営する費用を下げられる余地があり，それらの余地を考
慮しつつ，社会的費用便益分析，および費用負担のあり
方について，引き続き検討を重ねていく必要がある．
なお，総務省(2005)12)によると，1 か月の照明器具（蛍
光管はこれに含まれていると見られる）に対する支出の
総世帯平均は 84 円であり，そのうち一般小売店（今回の
実験の対象となったタイプの一般電気店はこれに含まれ
ていると見られる）は 34 円，
「ディスカウントストア・
量販専門店」は 36 円となっている．また，2005 年 12 月
10 日および 11 日に京都環境フェスティバルにおいて，
消費者・市民を対象におこなわれたアンケート（有効回
答数 351）では，一般電気店ⅴ)での蛍光灯の購入は，回
答者全体の 14％であり，家電量販店での購入は回答者全
体の 46％であった 10)．本回収実験をもとにした以上の議
論は，このような位置付けにある一般電気店における蛍
光管についての議論であることに注意されたい．

結論

4.1. 回収実験の特徴とまとめ
本稿では，使用済みの蛍光管を回収しリサイクル工場
に持ち込むルートを検討すべく，大阪府豊中市において
実施された経済的手法を用いた使用済み蛍光管の回収実
験について考察した．この回収実験の特徴は，2.1 節，お
よび Table 2 に示したとおり，次の 4 点にまとめられる．
第 1 に，使用済み蛍光管を持参して新しい蛍光管を購入
する場合，新しい蛍光管を購入した本数までの使用済み
蛍光管について回収奨励金が支給される．第 2 に，新し
い蛍光管を購入する際に使用済み蛍光管を持参しない場
合は，新しい蛍光管を購入した本数に対応する枚数の引
取券を受け取り，実験期間中であれば，実験に参加して
いる小売のいずれかにおいて，引取券の枚数分までの使
用済み蛍光管について，
回収奨励金の支給を受けられる．
第 3 に，使用済み蛍光管を持参するのみの場合は，それ
を引き取ってもらうのみである．
第 4 に，
引取券の性質，
および推進会議が参加小売に回収奨励金を充当する必要
があることから，
引取券を配布した小売，
回収した小売，
配布した日，回収した日の情報をつかむことができ，蛍
光管の販売および回収のフローを，時を追って詳細に把
握することができる．
この回収実験の仕組みについて考察し，次の示唆を得
た．第１に，この回収実験における仕組みは使用済み蛍
光管の回収およびリサイクルを促進する可能性がある．
実際，本実験では高い回収率を確認することができ，割
れた蛍光管の本数はごくわずかであった．第 2 に，回収
奨励金を支給する小売を新しい蛍光管を購入した小売に
限定したとしても，使用済み蛍光管の回収にあまり悪い
影響はない可能性がある．実際，本実験では，返却され
た使用済み蛍光管はすべて新しい蛍光管を購入した小売

4.2. 今後の課題
本研究の今後の課題としては，まずは次の 2 点があると
思われる．
第 1 に，今回の回収実験のシステムの有効性について，
さらに一般的な観点から検討を進めることである．本実験
では，回収率に影響を与えた要因として，年末における新
しい蛍光管への取替需要および今回の実験に参加した形態
の小売において相対的に多く実施されていると考えられる
訪問取替がある．様々な時期に，量販店においても実験を
実施するなどして，これらの要因を除去することのできる
設計にした回収実験を再度おこない，今回の回収実験にお
ける仕組みが回収率にもたらす効果をさらに検討すること
が必要であるかもしれない．
第 2 に，3.3 節で示したように，この回収実験におけ
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る仕組みはシステムを運営する費用を下げる工夫の余
地が様々にあり，これらの工夫の可能性について検討し，
それぞれのシステムについて，社会的費用便益分析，お
よび費用負担のあり方を検討し，それぞれのシステム相
互の比較をしていくことである．費用負担のあり方の可
能性の一つとして，拡大生産者責任(Extended Producer
Responsibility; EPR)を適用し，Table 3 で示した費用を生
産者部門が担うことも考えられ，その費用を政府部門と
生産者部門で分担して担うことも考えられる．この検討
においては，蛍光管の需要曲線，供給曲線の導出も必要
になってくる．また，現行の回収・処理システムから本
回収実験におけるシステムに移行することによる「追加
的な社会的便益」と「追加的な社会的費用」の比較につ
いての検討も必要であろう．
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イクル推進会議(2005) 5)，沼田(2006) 8)を参照されたい．

なお，20 円に設定する際に参考にされた他の点として，
大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議(2004)4)におけ

iii)

る消費者に対するアンケート調査の結果において，使用

大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議(2006)3)では，
不明の 154 本を購入時に交換が成立した本数として扱っ

済み蛍光管を返却する距離が歩いて 5 分程度で，蛍光管 1

ていた．本稿ではその点を修正している．

本あたりの返却に対して 20 円の回収奨励金が支給され，

ⅳ) 神牧氏 (大阪府) ，小泉氏 ((株) 地域計画建築研究所) か

その 20 円が製品価格に上乗せされる場合，回答者の約

らの私信による．
ⅴ) コンシューマーズ京都(2006) 10) では、一般電気店は「町の

50％が使用済み蛍光管を返却すると回答していることが
挙げられる．

電気屋さん」として尋ねている。

Evaluation of Economic Instruments to Promote the Collection
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One of the ways to treat used fluorescent tubes safely and usefully is to construct the route to take them to
recycling facilities without breaking them. An experiment on the collection of them, using economic instruments,
conducted in Toyonaka, Osaka, has an implication to the construction. In this paper, the experimental results are
discussed to derive the following implications. First, the system in the experiment promotes the collection of used
fluorescent tubes. Second, restrictions of the economic incentives in the system do not have such a negative effect on
the collection of used fluorescent tubes. Third, the system has a possibility to decrease the management cost, and can
acquire a good evaluation from consumers; and we should proceed to consider this system more.

Key Words: Used Fluorescent Tubes, Collection Experiment, Collection Subsidy,
Deposit-Refund System, Effectiveness
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