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【環境特集】リサイクル 有害物質使用制限 
 

WEEE指令、RoHS指令の改正提案(EU) 
 
 本稿では、2008年 12月 3日、欧州委員会が提案した「WEEE（電気・電子機器廃棄物）
指令」1、および「RoHS（電気・電子機器における特定有害物質の使用制限）指令」2 の

改正について、欧州委員会のニュースリリースを元に紹介する。 
 
1. WEEE指令、RoHS指令改正提案の目的 

 
電気・電子機器に関する法律の履行 3および執行 4を改善し、不必要な管理負担を軽減

することである。電気・電子機器の回収およびリサイクルに関する指令である WEEE 指
令と、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令である RoHS指令
は 2004 年から施行されているが、これらの指令にはさらなる改善・簡素化の余地があっ
た。 
今回の改正提案では、電気・電子機器の回収およびリサイクルに関して、より高いが柔

軟性のある目標を定めた。また、ほかの EU法規との整合性の強化も取り入れた。 
 
2. WEEE指令の改正提案 
 
2.1 現行WEEE指令の目的、その内容 

 
WEEE 指令の目的は、電気・電子機器廃棄物 (Waste Electric and Electronic 

Equipment：WEEE)の発生を抑制し、廃棄されるWEEEの量を削減するために再使用（リ
ユース）、リサイクル、またその他の形態による再生利用を推進することである。同指令で

は、WEEE を回収(collection)し、再生(recovery)、再使用(reuse)、あるいはリサイクル
(recycling)することを求めている。 

 
WEEE指令では、回収に対する要件と最低回収目標が定められており、一般家庭からの

WEEEの最低回収目標は、1年間に住人一人当たり 4kgとされている。回収された機器の
処理方法としては、廃棄物ヒエラルキー(waste hierarchy)5 と呼ばれる原則に基づき、機

器全体の再使用がもっとも優先される。この指令ではまた、部品の再使用とリサイクルを

                                                 
1 Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (電気・電子機器廃棄物指令) 
2 Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 

electronic equipment (電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令) 
3 法律に従い、企業や市民が行動すること。 
4 法律に従い、企業や市民が活動しているかを監視すること。また、違反があった場合に罰する、結果の統計
を取る、対策を行う等、法律の履行を推進すること。以上は当局の活動である。 

5 廃棄物処理方法の優先順位の原則であり、①発生抑制、②再使用、③リサイクル、④その他の再生処理(エネ
ルギー回収など)、⑤環境に配慮した方法での処分、の 5段階に分かれている。 
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合計した最低目標と、再生利用に対する最低目標も定めている。WEEE指令では、分別回
収されたすべての機器が、定められた要件（附属書 Annex II）に従って処理されることが
求められている。  
 この指令では、EC 条約の規定に従い、製造者責任の原則に基づいて、汚染者が費用を
負担することになっている。家庭用機器の製造者は、回収施設で行われるWEEEの回収、
処理、再生、あるいは環境に配慮した方法による処分に対して資金を提供する責任がある。

また、業務用設備の製造者も、WEEEの回収、処理、再生、および環境に配慮した方法に
よる処分にかかる費用を負担する責任がある。 
 

EU 加盟国は、製造者の一覧表を作成するとともに、自国内で販売、回収、再使用、リ
サイクル、再生された電気・電子機器の量および分類と、回収後に輸出された WEEE に
関する年ベースの情報を収集する必要がある。 
 
2.2 指令改正の提案理由 

 
WEEE指令は 2003年 2月 13日に発効したが、発効後の数年間で、さまざまな技術的、
法的、管理的問題が明らかになった。これらの問題により、市場関係者や管理者に想定外

の費用や負担がかかっていることから、同指令は、欧州委員会の進めている改訂・簡素化

計画の対象とされることになった。 
 
また、現状の回収率・リサイクル率では、環境や健康を保護するというこの指令への期

待が達成できないこともわかってきた。そのため、今回の提案では、回収と再生の目標を

改訂し、社会にもっとも役立つ水準に引き上げる。改訂の実施は、指令の中でも言及され

ている。強制力のある新しい回収目標を 2008年 12月 31までに定めること、再生および
再使用／リサイクルの新しい目標を定めること（機器全体の再使用を含む）、また医療機器

に対する目標を定めることが、欧州委員会に求められている。 
 
2.3 注目すべき問題は？ 

 
WEEEのうち、法規に従って処理されたことが報告されているのは、全体の約三分の一

(33%)に過ぎない。残りは埋め立てに利用されたり(13%)、EU内外で基準を満たさない方
法によって処理(54%)されている。また、EU外への違法な輸出も依然として広く行われて
いる。 
 
回収された WEEE を材料として活用すれば、天然資源（原料）の節約にも役立つ。し
かし、これらの機器は、再生利用先としてもっとも相応しいこのような用途に利用される

ことなく、無駄にされている。回収されたWEEEの中には、不適切に処理されて、EU内
外（特に EU外）で環境破壊および健康被害のリスクを引き起こしているものもある。 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

35 

 
現行の指令では、その対象範囲が部分的に不明確であることから、競争に歪みが生じる

可能性があり、指令の履行が複雑で、管理の負担が大きくなっている。このような負担増

を引き起こしている具体的な原因は、製造者に対する登録・報告義務が一元化されていな

いことにある。 
 
2.4 変更の内容 
 
・製造者に対する登録と報告の義務を一元化し、国内の記録が EU内でも有効になるよう
にする。つまり、加盟国のうちの一ヵ国で登録すれば、EU 内で自由に活動できるよう
になる。この提案が実現されれば、6,000万ユーロの節減が期待できる。 
・指令の対象範囲および定義を明確にする。 
・現状では、1年間に一人あたり 4kgという各国一律の回収目標が定められているが、こ
れを個々の加盟国の経済状況を考慮した目標設定に変更する。新しい回収目標は、過去

2 年間に販売された製品の平均重量の 65%とする。加盟国の多くはすでにこの基準を満
たしているが、基準にまだ達していない国に猶予を与えるため、この目標が拘束力を持

つのは 2016年以降となる。 
・リサイクルと再使用を統合した社会的・環境的に実行可能な目標を定めて、再使用の妨

げとなっている問題を解決する。 
・医療機器に対して再生利用とリサイクル／再使用の目標を定めることにより、環境に対

する利益の強化と資源の節約を図る。  
・加盟国に対して最低限の検査要件を設けることにより、指令の執行を強化する。また、

WEEEの輸送に関しても最低限の監視要件を定める。 
・個別の回収にかかる費用を製造者が全額負担するよう、必要に応じ、各加盟国は促す。 
・環境に配慮した方法で WEEE を回収、処理、廃棄するためにかかる費用について、製
造者が消費者に対し、製品販売時に示すことができるようにする。これらの説明は、充

分な時間をかけて行われるべきであり、すべての設備が対象とされる。この提案は、持

続可能な消費と生産の原則に沿ったものであり、実現されれば、消費者が充分な説明を

受けた上で購買の選択をすることができるようになる。 
 
2.5 期待される改正の効果 
 
・環境保護の水準を保ちつつ、製造者にかかる管理負担を大幅に削減することができる。 
・履行が簡素化・改善されることにより、指令の実効性が強化される。  
・電気・電子機器の回収、処理、再生による環境への影響を減らし、社会にとってもっと

も有益な水準まで引き下げる。 
 
2.6 主な施策 
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2.6.1 製造者の登録および報告の一元化 
 
(a)提案内容 
国内で登録した製造者が EU全域で活動できるように、製造者の登録と報告を一元化す

るための新しい条項を指令に加える。 
 
(b)提案理由 
現行の指令では、各製造者は、製品を販売しているすべての国で登録および報告を別個

に行う必要があり、管理に大きな負担がかかっている。欧州委員会は、WEEE指令の履行
に伴う負担を減らすため、相互運用性のある登録制度を取り入れることにより、製造者に

対する登録と報告義務を一元化することを提案する。この提案が実現すれば、製造者は、

加盟国のうちの一ヵ国で登録することにより、EU内で自由に活動できるようになる。 
 
登録と報告を一元化することによって節減できる費用の合計は、6,000 万ユーロ程度に
なると推計されている。 
 
2.6.2 対象範囲と定義の明確化 
 
(a)提案内容 
・現行WEEE指令の対象範囲を示す特定の附属書の内容を、EC条約第 95条に準拠する

RoHS 指令に反映させる。WEEE 指令は、対象範囲を RoHS 附属書から引用する形式
となり、WEEE指令の対象となる 10の製品分類の内容が RoHS 指令の附属書によって
規定される 6。 

・WEEE指令の対象範囲から除外される機器を明確にする（例：据え付け型設備など）。 
・今後コミトロジー手続き 7を実施し、対象機器を家庭用(buisiness to consumer：B2C)
と業務用(business to business：B2B)に分ける。 

・WEEE指令の記述を、廃棄物枠組み指令(Waste Framework Directive)と「Marketing of 
products package」と呼ばれる委員会決定8の内容に従って修正し、「除去(remove)」の

                                                 
6 WEEEの対象範囲は、①Large household appliances（大型家庭用電気製品）、②Small household appliances
（小型家庭用電気製品）、③IT and telecommunications equipment（ITおよび遠隔通信機器）、④Consumer 
equipment（民生用機器）、⑤Lighting equipment（照明器具）、⑥Electrical and electronic tools (with the 
exception of large-scale stationary industrial tools)（据え付け型の大型産業用工具を除く電動工具）、⑦
Toys, leisure and sports equipment（玩具、レジャーおよびスポーツ機器）、⑧Medical devices（医療機器）、
⑨Monitoring and control instruments including industrial monitoring and control instruments（産業機
器を含む監視・制御機器）、⑩Automatic dispensers（自動販売機類）、という 10の製品群に分類されて
いる。現行 RoHSでは⑧医療機器と⑨制御・監視機器が対象範囲に含まれていないが、提案 RoHSにはこれ
らも含まれる。 

7 欧州委員会が法令(規則や指令など)の実施措置を定める手続きであり、委員会の代表と各加盟国の代表によ
る会合で議論および採択が行われる。 

8 Commission decision 768/2008/EC on a common framework for the marketing of products 
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定義を追加する。 
 
(b)提案理由 
・WEEE 指令および RoHS 指令の対象範囲を明確にする。RoHS 指令の附属書で特定さ
れる 10の製品群に含まれる機器はすべて、WEEE指令の対象範囲に相当することにな
る。各加盟国は、EC条約第 175条に基づき、これらの 10分類以外にもWEEE指令の
対象とすることができる9。 
・WEEE 指令および RoHS 指令の対象範囲から除外される製品を特定する。これらの製
品は、現行 WEEE 指令ですでに対象範囲から除外されているか、あるいは欧州委員会
によるWEEEに関する FAQ文書（Frequently Asked Questions：よくある質問とそれ
に対する回答集）の中で、対象範囲外だと解釈されているものである。 

・対象機器を家庭用(B2C)と業務用(B2B)に分けることにより 製造者の経済的義務と組織
的義務を明確にし（これらの義務は、機器の分類あるいは製品ごとに異なる）、適切な義

務を果たさずに製品を販売する製造者の減少を目指す。 
・定義や内容を統一することにより、ほかの EU 法規との整合性を改善する。「除去

(remove)」という用語を明確に定義する。 
 
2.6.3 回収の対象 
 
(a)提案内容 

WEEE の回収率を、過去 2 年間に販売された電気・電子機器の年間平均量の 65%とす
る。2016年以降、製造者は毎年、この回収率を実現しなければならない。この回収率は、
家庭用と業務用の両方のWEEEに対して適用される。 
 
特定の国内事情によりこれらの要件を満たすのが難しい加盟国に対しては、過渡的な措

置が適用される可能性がある。 
 
今回提案された回収率は、欧州政府と欧州理事会によって、2012年に再度検討される予
定である。これは、今回の提案とともに公表された委員会の報告書に基づいて、冷却・冷

凍機器に対する回収目標が別個に設定される可能性があるためである。 
 
(b)提案理由 
電気・電子機器（EEE：Electrical and Electronic Equipment）市場、およびWEEE
市場の状況が加盟国によって異なることから、各国の市場における電気・電子機器の流通

量に応じた回収目標の設定を提案する。現行の固定的な目標は、家庭からの WEEE が多
い加盟国にとっては充分に野心的な目標とはいえず、逆に WEEE の少ない新加盟国にと
っては高すぎる目標だといえる。 
                                                 
9 WEEE指令は EC条約第 175条に準拠しており、RoHS指令は同第 95条に準拠している。 
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WEEEのうち、回収されて適切に処理されたことが報告されているものは、現状ではほ

んの一握りである（WEEE指令付属書 Annex II）。回収されたWEEEの多くは、基準を
満たさない処理設備に持ち込まれるか、違法に輸出されている。前年に市場で流通した電

気・電子機器の重量の 80%に相当する機器が、毎年、WEEE となっている。この 80%の
内訳は、適切に回収・処理されているものが 26%、再使用されているものが 2%、埋め立
てに利用されているものが 10%となっており、残り 42%は、個別に回収されているものの、
その後の行方は不明である。提案された回収目標は、WEEEの現在の推定回収量（68%：
26% +42%）に基づいて定められている。この目標は、回収された廃棄物が適切に処理、
リサイクルされ、正しく報告されることを目指すものであり、製造者にはこの目標を達成

する責任がある。 
 
この新しい目標は、業務用機器にも適用され、現状ではごく一部しか回収が報告されて

いない廃棄物の流れが、より適切に管理できるようになる。 
 
2.6.4 再利用およびリサイクルの目標 
 
(a)提案内容 
・リサイクルと再使用の目標の中に、回収した機器全体の再使用（機器をそっくりそのま

ま再使用すること）を含める。 
・目標を 5%引き上げる。 
・医療機器に対する再生およびリサイクル／再使用の目標を、監視および制御装置（10の
分類のうちの第 9製品群）に対する目標と同じ水準に定める。 

 
(b)提案理由 
・再使用／リサイクルの目標の中に機器全体の再使用を含めることにより、機器の再使用

を奨励し、環境に対してより大きな恩恵をもたらすことができる。最適な処理方法（再

使用あるいはリサイクル）を選ぶことができるという柔軟性はそのまま残される。これ

は、再使用の方が経済的、社会的に有益である可能性があるにもかかわらず、より高く

設定されたリサイクル目標を達成するために再使用が魅力のない選択肢となってしま

うような状況を避けるために役立つ。 
・回収されたWEEEのうち、5%程度が機器全体の再使用に適していることから、全体の
目標を 5%引き上げる。 

・医療機器の再生、再使用およびリサイクルに対して目標を設定することにより、これら

の機器の高水準な回収利用を実現し、環境の保全に貢献できるようにする。 
 
2.6.5 加盟国に対する最低限の検査要件および監視要件 
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(a)提案内容 
・廃棄物の処理と運搬の管理に対して、加盟国の検査と監視を強化する。 
・WEEEの運搬に対して最低限の監視要件を定める。  
・コミトロジー手続きにより、検査と監視に関する附則を追加する。 
 
(b)提案理由 

WEEE指令の要件に従って処理されていないWEEEが多数存在することなどから、指
令の履行に関する問題があることがわかっている。また、環境汚染の原因となる大量の電

気・電子機器廃棄物が発展途上国へ違法に輸送されており、現地住民の間に深刻な健康被

害を生じさせている。WEEE指令の履行を徹底するため、欧州委員会は、同指令の執行を
強化することを提案する。 
 
2.6.6 製造者の責任および費用負担 
 
(a)提案内容 
各加盟国は、必要に応じて、家庭から出る WEEE の回収設備に対して製造者が資金を

提供するよう奨励すべきである。 
 
(b)提案理由 
・廃棄物に対して製造者が確実に責任を持ち、個別に回収された WEEE が基準を満たさ
ない処理施設に持ち込まれたり、違法に外国に運搬されたりすることを防ぐ。 

・製造者による費用負担を EU全体で統一する。加盟国の中には、WEEEの回収にかかる
全費用を製造者に負担させることをすでに定めている国もある。 

・汚染者が費用を負担するという EC条約の原則に従い、WEEEの回収費を納税者の負担
から、（製造者に負担させることを通して）消費者の負担に移行させる。 

・連帯的に責任を果たすことを選んだ製造者と、独自の解決策によって個別に責任を果た

すことを選んだ製造者の両方に、平等な条件を与える。 
 
 
詳しくは下記を参照： 
欧州委員会の廃電気・電子機器関連 webサイト 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 
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3. RoHS指令の改正提案 
 
3.1 RoHS指令とは？ 

 
RoHS指令は、特定有害物質の電気・電子機器への使用を制限することを目的とした EU

指令であり、人々の健康を守るとともに、電気・電子機器廃棄物(Waste Electric and 
Electronic Equipment：WEEE)の環境に配慮した方法での再生や廃棄を可能にするため
に役立つ。 
 

2006年 7月、4種類の重金属（鉛、カドミウム、水銀、六価クロム）と 2種類の臭素化
難燃剤(PBB(ポリ臭化ビフェニル)、 PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル))の利用が禁止さ
れた。ただし、これらの物質に代わるものが科学的に、また技術的に実現可能になるまで

の間、利用方法によっては禁止が一時的に免除されているものもある。 
 
3.2 RoHS指令の必要性 

 
電気・電子製品は多くの場合、開発サイクルが短い。これらの製品は大抵、多種多様な

材料や部品でできており、有害物質が含まれている場合もある。RoHS 指令は、このよう
な特定のリスクに対して作成された法律文書である。同指令は、製品の設計に直接影響を

与えるような材料の利用に対する制限を EU全体で統一的に実施し、禁止物質を含まない
製品が EU内で自由に販売されるように推進する。 
 
3.3 指令の対象となる製品 

 
大型・小型の家庭用電気製品、ITおよび遠隔通信機器、ラジオやテレビ、ビデオカメラ、
ハイファイシステムといった消費者向け商品など、RoHS 指令の対象となる電気を使用す
る製品は非常に幅広い。 
 
3.4 RoHS指令はこれまでどのように機能してきたか 

 
RoHS 指令はこれまでに、何千トンもの禁止物質が廃棄されることを防いできた。これ
らの物質は、廃棄されれば環境に放出されていた可能性がある。また、部品や毒性に対す

る製造者の意識を高めることにより、電気・電子製品の設計に重要な変化をもたらした。

EU の主要な貿易相手国など、EU の例を倣って同様の法律を採り入れる国も出てきてい
る。RoHS 指令に準拠している製造者は、環境問題という地球規模の課題に対して、ほか
の製造者よりも備えができているといえる。 

 
各国の当局は、環境問題の原因になりやすい性質や、取引量、市場構造を持つ製品を中



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1038,  2009.2.12 
 

41 

心に、非適合製品を特定して市場から排除するための協力関係を強化している。 
 
3.5 改正が必要な理由 

 
RoHS 指令の改正計画は、欧州委員会が規制環境の改善を目指して進めている総合的な

取り組みの一部であり、今回の改正提案は、同指令の履行、執行、整合性を改善すること

を目指したものである。また、医療機器と監視・制御機器を対象範囲に含めることや、制

限される物質の変更を一覧に反映させることなどに関して、現行の RoHS指令にはさらに
見直しが必要である。 

 
履行されてから数年間の経験と、今回の改正提案に先立って行われた二度の大規模な関

係者会議により、指令の履行に関連した問題があることが明らかになった。これらの問題

には、指令の対象範囲に含まれるかどうか判断が難しい製品があることや、非適合製品が

多すぎること、また適合性評価の方法や市場監視の方法が加盟国によって違うことなどが

ある。また、RoHS 指令とその他の新しい政策や法律（たとえば化学物質に関するものな
ど）との間に混乱が生じる可能性があり、そのために不適切、あるいは非効率的に指令が

履行されるリスクが高くなっていた。 
 
3.6 改正提案の主な内容 
 
・対象範囲と定義を明確にするため、法律文を変更する。特に、RoHS 指令の対象範囲を
定義する、拘束力のある製品一覧表を作成する。 
・国内市場の監視活動および製品の適合性評価メカニズムに関する要件を定めた

「Marketing of products package」と呼ばれる委員会決定の中で利用されている、すべ
ての関連条項を導入する。 

・除外に関する手順を改訂する。たとえば、除外措置を受けるための新しい社会経済的な

基準や、除外要求の提出前に代替物の評価を実施するという申請者に対する要件などが

追加される。 
・医療機器と制御・監視機器を、段階的に RoHS指令の対象範囲に組み込む。 
・新たな有害物質を特定し、必要に応じてそれらの使用を制限するための明確なメカニズ

ムを定める。このメカニズムを通し、化学物質に関するほかの EU 法規、および有害物
質一覧表から得られるすべて相乗効果を活用することを、緊急度の高い課題として検討

する。 
 
3.7 RoHS指令とその改正が環境保全にもたらす利益 

 
新しい製品分類の追加は、環境の改善につながる。中長期的に見て、規制対象に追加さ

れた製品やそれらに由来する廃棄物の中から禁止物質が排除されることになる。さらに、
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適合性評価の手順が明確に定められ、国レベルで効率的な市場監視ができるようになれば、

非適合製品を市場から減らすことが可能になり、RoHS 指令による環境への恩恵は増大す
る。 
 
3.8 この改正により製造者やその他の事業者はどの程度の費用を負担することになるか 

 
医療機器や制御・監視機器の中には、複雑な構造で生産数も少ない、重要な用途に利用

されるものがあるが、このような製品の製造にはより費用がかかる場合が多い。しかし、

今回提案された対象製品への段階的な規制の導入と除外措置が実現されれば、これらの製

造に必要な現存資源や製品開発サイクルの枠組みに変化を生じさせることが可能になる。 
 
RoHS 指令の対象範囲や定義、製品適合性評価、市場監視に関する法的要件に、製品関
連のその他の EU法規との整合性を持たせ、除外の適用に対する要件を統一し、除外の適
用期間を明確にすることができれば、指令の確実性は向上し、その結果、管理の負担が減

少することになる。 
 
欧州委員会は、「ささやかではあるかもしれないが、全体では純便益が発生するだろう」

と推定している。今回の提案が実現されれば、指令の明確化と、履行と執行の調和という

重要な累積効果が実現され、規制の改善に大きく役立つことになる。 
 
3.9 主な施策 
 
3.9.1 範囲と定義の明確化 
 
(a)提案内容 
・指令の対象範囲を定める 2つの附属書が新しく追加された。1つめには指令の対象とな
る製品分類全体が記載され、2 つめには各製品群に含まれる製品の、拘束力のある一覧
表が記載されている。 
・医療機器と監視・制御機器を、段階的に指令の対象範囲に含める。 
・事業者に対する定義を「Marketing of products package」に合わせて改訂する。たとえ
ば「医療機器(medical devices)」や「均質物質(homogeneous material)」などに対する
定義が新しく追加される。 
 

(b)提案理由 
・対象範囲を統一することにより、指令の履行状況が改善され、EU 内市場が適切に機能
するようになる。 
・有害物質の利用を減らし、環境および健康への利益を得るために、医療機器と制御・監

視機器を指令の対象に含める。ただし、社会・経済的な影響を避けるため、これらの導
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入は段階的に実施される。 
・欧州委員会の関連法規と整合性のある定義を使うことにより、法が明確になり、管理費

用を削減することができる。 
 

3.9.2 禁止物質 
 
(a)提案内容 
・現行の指令における禁止物質および最大濃度値の一覧を、コミトロジー手続きによって

修正するために附属書へ移動する。 
・禁止物質の一覧表には変更はないが、今後一覧表に含めることになる可能性のある 4つ
の物質10を、優先性評価(priority assessment)の対象として特定する。 

・除外措置を受けて販売される製品に対し、不適合な予備部品を使用する許可を設ける。 
・新しく追加される製品群（医療機器と監視・制御機器）に対し、現在利用できる代替物

質がないために適用除外されるケースを明らかにした附属書を追加する。 
・新たな禁止物質を導入する REACH11の手法と合致したメカニズムを採り入れる。これ

により、化学物質関連の法律の下で行われている取り組みと整合性を持たせ、相乗効果

を最大化する。 
 
(b)提案理由 
・電気・電子装置に使用すると環境リスクを引き起こす可能性のある 4種類の物質が明ら
かになった。これらの物質は、今後、禁止物質に追加されることになる可能性があるた

め、厳重な検査を実施する必要がある。 
・適用除外措置を受けて販売される装置が短期間で使用できなくなるといったことがない

ように、これらの機器の修理には、規制に適合しない予備部品であっても使用できるよ

うにする必要がある。 
・医療機器と制御・監視機器においても、現在、利用できる代替物質が存在しない場合に

は、適用除外される。 
 
3.9.3  適用除外のメカニズム 
 
(a)提案内容 
・適用除外項目は 4年ごとに見直されることになっていたが、これを改訂し、4年を上限
とした有効期限を定める。この有効期限は更新可能なものとする。 
・代替物質の有無やその信頼性、また社会経済的な影響などに関連した、適用除外措置に

                                                 
10 ①Hexabromocyclododecane(ヘキサブロモシクロドデカン)(HBCDD)、②Bis (2-ethylhexyl) phthalate(フ
タル酸ビス(2-エチルヘキシル))(DEHP)、③Butyl benzyl phthalate(フタル酸ブチルベンジル)(BBP)、④
Dibutyl phthalate(フタル酸ジブチル)(DBP)、の 4つ。 

11 Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals. 
(化学物質の登録・評価・許可・制限に関する規則) 
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対する新しい基準を導入する。 
・適用除外の更新要求に対する欧州委員会の決定を保留している事業者に対して除外措置

の法的確実性を明確にするために、除外の要求に関する詳細な規則を定める権限を委員

会に与える。 
 
(b)提案理由 
・適用除外措置に 4年を上限とした有効期間を設けることにより、REACHと同様に、代
替物質に対する取り組みが促進され、法的安全性が向上し、技術実証の責任が申請者に

課せられるようになる。 
・代替物質の有無やその信頼性など、適用除外措置を受けるための新しい基準を導入する

ことにより、社会経済的な側面がより幅広く加味されるようになる。 
 
3.9.4 製品適合性評価の要件および市場監視のメカニズム 
 
(a)提案内容 
条項 7～17を新しく追加し、「Marketing of product package」と整合性のある製品適

合性評価要件および市場監視のメカニズムを導入する。 
 

(b)提案理由 
・市場監視を強化・統一して不適合な製品を減少させることにより、費用効率の高い方法

で、環境上の利益を増大させることができる。 
・適合性評価要件が統一されれば、法的な確実性が向上し、加盟国や製造者の負担となる

管理費用が削減される。 
 
 
詳しくは下記を参照： 
欧州委員会の廃電気・電子機器関連 webサイト 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm  
 

編集：久我 健二郎、翻訳：桑原 未知子 
 
出典： 
Environment: Commission proposes revised laws on recycling and use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1878&format=HTML
&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
 
Questions and answers on the revised directive on waste electrical and electronic 
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equipment (WEEE) 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/764&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 
 
Questions and answers on the revised directive on restrictions of certain dangerous 
substances in electrical and electronic equipment (RoHS) 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/763&format=HT
ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en) 


