
都市鉱山メダルはレガ
シーとして何を残すか







都市鉱山メダル これまでの流れ
• 2013.9.7東京オリンピック決定

• 2015.3.31 エコマテリアル・フォーラム Ecolympic 提言

• 2015.5.15 一関・大館・八戸三市小型家電リサイクルからのメダル作
成提案

• 2015.6.10 同 組織委員会へ申し入れ

• 2015.7.27 Ecolympic シンポジウム

• 2015.11.20 一関・大館・八戸三市と原田面談

• 2016.1.8 貴金属シンポにて「都市鉱山メダル」ポスター発表

• 2016.1.11 八戸、大館、一関の三市提案「2020年東京オリンピック・
パラリンピックのメダルに回収金属を活用することについての提案」の
フィージビリティに関する調査報告

• 2016.1.31 JOC「 東京2020アクション＆レガシープラン2016」に都市鉱
山メダルの検討がうたい込まれる

• 2016.3.31 アステック入江で都市鉱山金メダル試作

• 2016.5.6 原田/環境ロドリゲス会談



都市鉱山メダル これまでの流れII
• 2016.7.10 JETROオリパラ公募プロジェクトに「みんなでメダルを!」プロジェクト提案

(不採択)

• 2016.7.13 インターネット署名開始

• 2016.8.1 署名促進カード作成頒布

• 2016.8.17 鉄鋼新聞「都市鉱山メダル」報道

• 2016.8.18 毎日新聞「都市鉱山メダル」報道

• 2016.8.19 日経産業、日刊工業、毎日
フジテレビ「みんなのテレビ」で報道

• 2016.8.22 テレビ東京ワールドビジネスサテライト 報道

• 2016.8.25, 27 TBS びびっと、ニュースキャスターで報道

• 2016.9.30 都市鉱山メダルマーク、帽子作成

• 2016.10.8-10東京タワー 環境キッズイベントに出店

• 2016.10.13 インターネット署名 1万を突破

• 2016.10.15 早稲田地域イベントに環境ロドリゲス都市鉱山メダル訴え

• 2016.10.21 「都市鉱山メダル連携促進委員会」発足 (大府市)

• 2016.11.9 JOCが「みんなでつくるエコメダルプロジェクト」(仮称)決定

• 2016.1.8 「2020都市鉱山メダルの会」発会

• 2016.1下旬～2上旬 JOC 「みんなでつくる…プロジェクト」パートナー事業者決定









2- メダルおよび賞状

• 2.2- メダルは、少なくとも直径60ミリ、厚さ3ミリでなければならない。1位
および2位のメダルは銀製で、少なくとも純度1000分の925であるもので
なければならない。また、1位のメダルは少なくとも6グラムの純金で金
張り（またはメッキ）がほどこされていなければならない。

• 2.3-すべてのメダルおよび賞状のデザインは、OCOGがIOC理事会に提
出して、事前に文書による承認を得なければならない。



メダルの金メッキ 50μmの厚み

60mm

3mm

28.26 x2+ 5.652=62.172 cm2

金 比重 19.3

6g  0.31cc     0.31/62.172=0.005cm  50㎛

銀 比重10.51で 89.1g       銅 8.82で 77.8g

金 ¥4769/g  で ¥28,776  銀 ¥72.9/g*89.1 で ¥6495   ¥35,271
銅 ¥0.53/g       ¥41.23

体積8.478cm3



バンクーバー(冬季) ロンドン リオデジャネイロ

金 リサイクル含有
(1.11%)

水銀などを使わない持
続可能な採掘の天然鉱
山から寄付

水銀などを使わない持
続可能な採掘の天然鉱
山

銀 リサイクル含有
(0.12%)

言及なし 30%リサイクル

銅 リサイクル含有
(1.52%)

ブロンズの亜鉛の一部
にリサイクル

30%リサイクル



JOC2016.11.09理事会資料より
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2020 Tokyo Olympic



Dream Island just after Tokyo Olympic 1964.

We fought against
fly. 

Deposit site of waste from mass consumption



Olympic  becomes  a symbol
from 

Economic growth  成長
to

Mature society 成熟

We construct Olympic stadiums
in this area.

Materials’ management
should  change to be
from Economic growth
to mature society of sustainability

持続可能な成熟社会





https://www.hrw.org/ja/news/2015/09/30/281785

http://www.nimd.go.jp/kenkyu/review/h14/h14_mercury_analysis_review.html



不法投棄されたらもっと大きな環境背後霊があばれだす 20

95.1g

47.8ton 1600ton

天然資源採掘の
環境背後霊

不法投棄されたら
生まれる
環境背後霊



100%リサイクル 問題
• 1601までは 含有率100%でなくてはならない、を前提
に検討

• 1602 ISO-TWAドラフト リサイクル品の定義
含有率50%以上、もしくは100%で定義の可能性

• 16夏 技術的に含有率100%の可能性をおさえつつ、
含有率以外のリサイクルパラメータを模索

• 1609 若手研究者に宿題

• 1610 EcoBalance国際会議でISO-TWAのトップと
Tokyo2020medalを先進例としてレポートに加える相談

• 1611 リサイクル寄与率(提供率)の打ち出し

• 1612   現行リサイクルのメダルへの参加の可能性増大

• 1612  環境省副大臣G7REworkshopで「提供率」発言

• 1601  3つの100%



100%リサイクル由来の想定される流れ

廃小型家
電(三市)

廃小型家
電(賛同自
治体)

小型家電リ
サイクル
認定事業者 賛同リサ

イクラー

E-scrap scrap

銀抽出業

銀精製

予備焼却

湿式金抽
出

銅溶錬

銅電解
精製

金精製

製錬業界

粗銅アノード
0.5t弱

銅 700kg金 9.6kg 銀1210kg

29tの
携帯電話で
金9.6kg, 
銀30kg
銅 2.9t

乾式リサ
イクル炉

小型家電リ
サイクル
認定事業者

銅溶錬

天然鉱
石

金銀銅

銀銅

銀

金

回収小型家電 廃電子基板

解体・分別
高品位化

廃X線フィルム等 銅スクラップ



国際標準化の中で「リサイクル率」
が議論されている

ISO14021:1999

リサイクル材料含有率が高い場合であっても必ずしも環境影響が小さいと
は限らないということを考慮しておかなければならない。このため，特にリ
サイクル材料含有率の主張は，慎重に使用することが望まれる。

ISO14021エコラベル

ISO 22628

自動車のリサイクル
可能率

IEC TC111 議論

電気・電子機
器のリサイク
ル率

リサイクル
材料含有
率

リサイクル
可能率

UNEP リサイクル率議論

回収率

再生率

含有率

ISO IWA19 議論
持続可能な二次金属管理

リサイクル金属の
サーティフィケイト

含有100%
は必要か

いかにト
レーサビ
リティを
つけるか



Recycle 寄与率 Δr/Δc
参考) recycle 含有率 sr/(r+p)c
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3つのリサイクル100%から
2つの100%を提案します

•含有率100%
メダルの中にどのくらいのリサイクル金属が入っているか

•利用率100%

集まった小型家電が廃棄物にならず利用されているか

•提供率100%
必要な量をリサイクルで集めきったか



高品
位化

プラスチッ
ク処理

その廃棄
物処理

破砕

溶解 抽出 溶解鋳造

廃液処理

一次溶解 製錬
陽極泥処
理

スラグ処
理

溶融鋳造

鉱石

銅 銀

金

金

セメント

スラッジ 排水埋立

燃料

処理液

利用率100%の廃棄物ゼロ
リサイクル

含有率100%にこだわった
リサイクル

廃プラ
処理

プラ

ガラス

鉛、錫、ヒ
素等

重金属
抽出

熱源

プラ

ガラス

鉛、錫、ヒ
素等

プラ

ガラス

鉛、錫、ヒ
素等

プラ

ガラス

鉛、錫、ヒ
素等

金

銀

銅

金

銀

銅

http://eco.nikkeibp.co.jp/article/special/20090113/100461/?SS=imgview&FD=2002046690/
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/special/20090113/100461/?SS=imgview&FD=2002046690/


二つのトレーサビリティ

ネガティブ・トレーサビテリティ ポジティブ・トレーサビテリティ

例 コンフリクト・メタル 例 小型家電リサイクル

紛争鉱物 不法採掘

E-waste

あなたの携帯には紛争鉱物も、
不法採掘物も混じっていません

あなたの携帯はE-
wasteにならずメダル
の製造に使われました



ACHIEVING A CIRCULAR ECONOMY

U.S. Chamber of Commerce Foundation,
Supported by CCC’s Circular Economy Network

use

narketing

manufacturing

E0L
treatment

Raw material
Product
design

スタート

欧州の
サーキュラー・エコノミー

代謝型社
会で経済
活性を



消費者

資源仕分業

抽出

自
治
体

リサイクルによる住民参加と地域経済の活性化

リサイクル・プラザ等での
地域コミュニケーション

家電のホームドクター
などf2fコミュニケーション

ビジネスの創出

多様性に富む雇用の創出

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/www.maoi-net.jp/bousai01/kyukyu/images/ki_i08.gif&imgrefurl=http:/www.maoi-net.jp/bousai01/kyukyu/keitai.htm&usg=__WzCbSCMSDbkWTyQvRLtw3NANsME=&h=690&w=474&sz=53&hl=ja&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=w13YTobWj5cTUM:&tbnh=139&tbnw=95&prev=/images?q=%E6%90%BA%E5%B8%AF&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&ndsp=20&tbs=isch:1/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/www.maoi-net.jp/bousai01/kyukyu/images/ki_i08.gif&imgrefurl=http:/www.maoi-net.jp/bousai01/kyukyu/keitai.htm&usg=__WzCbSCMSDbkWTyQvRLtw3NANsME=&h=690&w=474&sz=53&hl=ja&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=w13YTobWj5cTUM:&tbnh=139&tbnw=95&prev=/images?q=%E6%90%BA%E5%B8%AF&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&ndsp=20&tbs=isch:1/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/stat001.ameba.jp/user_images/20100219/07/fc-ishige/7c/ff/j/o0400053310420228827.jpg&imgrefurl=http:/ameblo.jp/fc-ishige/entry-10464498987.html&usg=__rC0j5nYae-XzuRWdMNWhom90L44=&h=533&w=400&sz=37&hl=ja&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=kxnVkIptvDhx3M:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%80%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&tbs=isch:1/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/stat001.ameba.jp/user_images/20100219/07/fc-ishige/7c/ff/j/o0400053310420228827.jpg&imgrefurl=http:/ameblo.jp/fc-ishige/entry-10464498987.html&usg=__rC0j5nYae-XzuRWdMNWhom90L44=&h=533&w=400&sz=37&hl=ja&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=kxnVkIptvDhx3M:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%80%80%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%80%80%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&tbs=isch:1/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/www.business-i.jp/news/top-page/topic/200806030002o1.jpg&imgrefurl=http:/www.business-i.jp/news/top-page/topic/200806030002o.nwc&usg=__Z7oeMufPccQzA6eFyfwdNvgSByc=&h=210&w=280&sz=31&hl=ja&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=TZASo_pR-JVc9M:&tbnh=86&tbnw=114&prev=/images?q=%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E7%82%89%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&tbs=isch:1/
http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http:/www.business-i.jp/news/top-page/topic/200806030002o1.jpg&imgrefurl=http:/www.business-i.jp/news/top-page/topic/200806030002o.nwc&usg=__Z7oeMufPccQzA6eFyfwdNvgSByc=&h=210&w=280&sz=31&hl=ja&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=TZASo_pR-JVc9M:&tbnh=86&tbnw=114&prev=/images?q=%E8%A3%BD%E9%8C%AC%E7%82%89%E3%80%80%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB&um=1&hl=ja&sa=G&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7ADBR_ja&tbs=isch:1/


https://plus-handicap.com/2013/05/864/

みんなが使ったものが、その地域の多様な新しい雇用も生み出す
隅々までいきわたる循環経済



レガシーとして世界に何を残すのか

• MOTTAINAI の精神

自然が私たちに与えてくれたものを大切に、何度でも、徹底的に

• 天然資源の大量採取による環境・生物多様性破壊の防止
大切に使うものは自然にも大切に生まれてほしい

• 廃電子電気機器の不適正処理によるE-wasteの防止
思い出のあるモノがどこかで環境を壊すなんていやだ

• リサイクルを通じた地域の産業活性化、多様な雇用の創出
モノだけでなくヒトのネットワークも

勿体=ものの本質



My都市鉱山から金銀銅にむけて

登録と結果はhttp://susdi.org/wp/medal/regmyum/ から

発信者・問合先 都市鉱山メダルの会事務局 http://susdi.org/wp/medal/
office@susdi.org

Ｍｙ都市鉱山

ここにあるよ都市鉱山カウント・アップ
に参加しよう!

① ここマチ 登録であなたの街をカウントアップ

③ ここモノ 登録でその
中身をカウントアップ

② my都市鉱山バッグに廃小型家電を整理

④ 回収ボックスに持ち寄ろう

My都市鉱山バッグで
廃小型家電を整理しよう

http://susdi.org/wp/medal/




480 250 210 140 110 95 79 78 66 62 61

58 37 35 35 31 27 26 23 22 22

19 17 16 15 14 12 12 11 10 1

1 0.9 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0

代表的な小型家電製品とその1kgに含まれる金の量(mg)です。(天然鉱石は1から4mgです。)

これがわが家のMy都市鉱山!!



http://susdi.org/wp/medal/regmyum/

にアクセス して 郵便番号登録を

ここにあるよ都市鉱山!に
ご協力、お願いします





リサイクルしたものは
バージンより価値がないか

価格ではなく、
隠れた環境コストを考えれば価値がある

「価格が安いから」ではなく
「持続可能性の価値がある」からリサイクルをする

そこで、経済活性を!
欧州のCircular Economyの目指すもの



ubiquitous circulation society
ubi-culation society

In the ubi-culation society, circulated goods have 
higher add-value for sustainability, which brings new 
economical activity. 

循:rotary along something

環:embrace

遍:everywhere 

廻:itinerant to return

遍廻型社会



Urban mined Olympic metal will be a 
symbol that recycling has higher 
added-value for sustainability

Japan Olympic 
Committee
has determined to select 
recycled metals 
to Olympic medals.

“higher add-value for sustainability” is the essence 
of RE/CE

リサイクルしたものに付加価値をつける




