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【環境特集】化学物質対策  
 

電気・電子機器廃棄物に関する EU政策 Q&A 
 
 本稿では、EU の電気・電子機器廃棄物に関する 2 つの指令（WEEE 指令と RoHS
指令）について、EU が発表している Q&A 集（全文）を紹介する。WEEE 指令は欧
州家電リサイクル法とも呼ばれている。両指令は 2003年に公布・施行されたものであ
るが、文中にあるように数値目標の達成期限が 2006年 12月末に設定されており、今
後は両指令の達成効果が検証される段階に来ている。 
 
(1) 電気・電子機器廃棄物の問題とは？ 
 
電気・電子機器廃棄物(WEEE: electrical and electronic waste)は、非常に広い範囲

の電気を使用する製品から出る廃棄物に使われる用語である。大小家庭用電化製品、

IT・通信機器、照明機器、消費者用機器(ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、音響機器な
ど)がその対象である。これらの機器は多くの異なる部品や材料から作られており、そ
の中には有害なものも含まれている。したがって、もし WEEEが適切な処理をされず
に焼却されたり埋め立てされたりしてしまうと、重大な環境問題や健康問題を引き起

こす可能性がある。さらに、WEEEがリサイクルのために解体される時に、現場作業
員の健康に有害物質が危険を及ぼす恐れもある。 
 
その上、これらのような機器を世界的に大規模生産するには膨大な量のエネルギ

ー・金属・その他の天然資源が必要となり、その採取や利用によって、環境に深刻な

影響が出る。これらの製品・部品を再利用／リサイクルしたり、製品・部品から物質

とエネルギーの回収を行ったりすることにより、天然資源の必要量を抑えることがで

き、それによって環境への悪影響を減らすことができる。 
 
電気・電子機器は、回路基板／組立部品、ケーブル、難燃剤を含んでいるプラスチ

ック、CRT／LCD1、蓄電池／バッテリーなどの多くの部品から構成されている。これ

らの部品に含まれる物質のうち、環境的に問題のある物質は、特定の重金属(水銀、鉛、
カドミウム、六価クロム)と臭素系難燃剤である。これらの物質の大半は、環境中に放
出されると有毒になり、人間の健康に危険をもたらす恐れがある。 
 
これまでは WEEE の 90％以上が、前処理されずに埋め立て・焼却・回収されてき

た。これは汚染物質が環境中に放出され、大気や水、土壌を汚染していることを意味

する。 
 
                                                  
1 CRT／LCD：ブラウン管／液晶ディスプレイ 
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1998年の WEEEのデータによると、居住者一人当たり年間 14kgの WEEEを排出
している。これは、EU15ヵ国で毎年合計約 600万トン、都市廃棄物の 4％にあたる。
WEEEの量は毎年 3～5％増加したと推定される。これは他のどの廃棄物よりも早い増
加率で、廃棄物全体の平均値の 3 倍以上であった。今日、欧州市民が排出している
WEEEの量は、年間一人当たり 17～20kgと推定される。 
 
 
(2) EUが WEEEについて行っている施策は？ 
 

EUは WEEEがもたらす問題に対処するため、次の二つの指令を採択した。 
 
「電気・電子機器廃棄物指令(WEEE指令)2 」は、埋め立て処分や焼却処理される廃
棄物の量を削減するために、WEEEの量を抑え、WEEEの再利用／リサイクル／その
他の形での再生を促進することを目標としている。そのため、WEEE の回収

(collection)／再生(recovery)3／再利用(reuse)／リサイクル(recycling)が必要とされる。
適切な場合は、機器全体の再利用を最優先しなくてはならない。 
 
「電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令(RoHS 指令)」4は、電気・

電子機器に含まれる特定重金属と特定臭素系難燃剤を、代替が可能なものについては

代替することを求めている。この指令は、廃棄物管理段階における安全なリサイクル

と回収の促進、ならびにあらゆる問題の回避を目的としている。 
 

EU は、これらの二つの指令の目標を支援するために、WEEE のリサイクル分野や
有害物質の代替品開発分野における技術的な発展・革新を目指す多くのプロジェクト

に対して、資金提供をしている。また、電気・電子機器の環境パフォーマンス改善の

必要性に関する情報提供キャンペーンにも取り組んでいる。 
 

EU の別の法令では、WEEE を含んでいる可能性がある有害な廃棄物を、環境に優
しい方法で処理される保証がない第三国に輸出することを禁じている。 
 
 
(3) WEEE指令で定められている主な条項と期日は？ 
 

                                                  
2 WEEE Directive: the Directive on waste electrical and electronic equipment 
3 用語の定義は指令中に記載されている。再生(recovery)の定義は、廃棄物指令(75/442/EEC、修正版は

2006/12/EC)で述べられている。再生は、再使用(reuse)、リサイクル(recycling)、エネルギー回収(energy 
recovery)の合計となる。 

4 RoHS Directive: the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment 
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2005年以降： EU加盟国は製造者の名前の登録・管理を行わなくてはならない。さら
に二年毎に、市場に出ている製品量と、回収／再利用／リサイクル／その他の形で再

生された製品量についての情報を、欧州委員会に提供しなくてはならない。また、2007
年からは三年毎に、加盟国が自国の指令達成度を報告することが義務付けられている。 
 
2005年 8月 13日： この日以降、加盟国は回収システムを確立していなくてはならな
い。また、電気・電子機器の製造者による、回収、処理(treatment)5、再生、および環

境に優しい処分(disposal)のための資金調達も確実にしておかなければならない。回収
とは、消費者が新しい電気・電子機器を購入する時に、新製品１台に対して古い製品

１台を引き渡すことができることを意味する。さらに、WEEEの所有者や販売業者な
ら誰でも無料で WEEEを引き渡すことができる、回収拠点も別に整備しておかなけれ
ばならない。 
 

2005 年 8 月 13 日以降に市場に出た全ての製品には、これらの製品をそのまま捨て
てはいけないことを消費者に知らせるために、ゴミ箱の絵に×印がついているマーク

をつけなくてはならない。 
 
この資金調達システムは、WEEEの回収／処理／再生／処分のための資金提供を保

証しなければならない。2005 年 8 月 13 日以降に市場に出た製品については、これら
の費用を補うために、財政的保証（保険契約、封鎖勘定 6 の充当金、共同組織への参

加）を行わなければならない。 
 
これは「引き取り手のない製品」（製造者がもう存在していない古い電子・電気機

器）の適正な処理を確実に行うことを目的としている。2005 年 8 月 13 日以前に市場
に出た「過去の WEEE」の処理については、製造者が回収システムに参加しなければ
ならない。全体的な資金調達については、新製品に対して定額課金や手数料を徴収す

る形で行うことができる。 
 
2006 年 12 月 31 日： この日までに、加盟国は、毎年一人当たり少なくとも 4kg の
WEEEの回収を確実に行わなければならない。製造者は様々な再生／リサイクル／再
利用の目標（回収された WEEEのそれぞれの分類ごとに、当該機器の平均重量を基に
算出）を達成しなければならない。優先事項は、再利用ができるように機器の修理を

行うことである。機器の修理が不可能な場合については、部品の再利用の目標と、

WEEEに含まれている材料のリサイクル／再生率の目標が、WEEE指令において定め
られている。 

                                                  
5 処理(treatment)は、再生(recovery)と処分(disposal)の合計となる。 
6 blocked account 
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例えば、冷蔵庫や電子レンジなどの大型家電機器の最低再生率目標は 80％、それら
の部品や原材料の再利用／リサイクル率目標は 75％である。小型家電製品、照明機器、
電気・電子機器、おもちゃ、レジャー・スポーツ用品、モニター・制御機器の再生率

目標は 70％、部品や原材料の再利用／リサイクル率目標は 50％である。 
 
新規加盟国： 2004年 5月 1日に EUに新たに加盟した 9つの加盟国は、毎年住民一
人当たり 4kgという回収目標について 2年間の猶予期間が認められている。再生／再
利用／リサイクルの目標についても同様である。スロベニアは 1 年間の猶予期間が認
められている。 
 
 
(4) RoHS指令の主要な条項と期日は？ 
 
2006 年 7 月 1 日： この日以降、製造者が、鉛／水銀／カドミウム／六価クロム（以
上重金属）、または、多臭素化ビフェニル(PBB)／ポリ臭素化ジフェニルエーテル
(PBDE)（以上臭素系難燃剤）のいずれかの物質が含まれている新しい電気・電子機器
を市場に出すことが禁じられる。  
 
指令の付属書には、代替品を利用することができないために禁止物質から除外され

た有害物質が用途によりリストアップされている。科学的・技術的知識の発展を反映

してその除外物質のリストを修正することも、指令で認められている。これは、特定

の有害物質を除外することが技術的・科学的に不可能な場合、または代用品を使用す

ることによって環境／健康／消費者の安全への悪影響が利益よりも大きくなる場合に

認められる。 
 
 
(5) 加盟国、消費者、製造者、欧州委員会のそれぞれの役割は？ 
 
加盟国： 加盟国の役割は、WEEE 指令と RoHS 指令の条項を自国の法律に反映させ
（後述(7)参照）、それを正確に実施することである。特に、回収拠点のネットワーク
を確立し、WEEE の回収／処理／再生への資金供給を確実に行わなければならない。
また、小売業者に対して、新製品 1 台購入につき旧製品 1 台の回収を確実に行わせる
義務がある。 
 
製造者： 製造者は、製品を設計する段階から、リサイクルと再利用が容易にできるよ
う考慮しなければならない。また、その製造者の製品の寿命がきて廃棄物になる時に、

製品の回収／処理／再生を一括もしくは個別で行うために、資金を提供しなくてはな

らない。 
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消費者： 消費者は古い電気・電子機器をそのまま捨ててはならない。WEEE を回収
拠点に持って行くか、家に回収に来てもらうことにより、市民は再利用やリサイクル、

そのほかの形の再生に貢献することができるだろう。2005 年 8 月 13 日より、消費者
は新製品を 1台購入する時に購入店に 1対 1ベースでWEEEを戻すことができるほか、
別の回収拠点に持っていくこともできる。これらは、どちらも無料である。また、同

日より、新しい電機・電子機器には、分別せずに捨ててはならないことを消費者に伝

えるためにゴミ箱の絵に×印がついたマークをつけなくてはならない。（前述(3)参照） 
 
欧州委員会： 欧州委員会は欧州共同体の法の適用を監視する責務を負い、義務を果た
していない加盟国に対して措置を講じてよい。監視の役割以外にも、委員会は二つの

指令の実施を精力的に支援していく。また、指令の範囲や、物質使用禁止の実施とい

った、法令の解釈についても加盟国に指針を与えていく。このために、指針を文書の

形にした「Q&A 集」が作成された。この Q&A 集は欧州委員会環境総局 (DG 
Environment)の HP上で公開されている 7。 
 
さらに、2003 年欧州委員会は、一般家庭以外の使用者から出た WEEE に対する資

金供給義務を明確化した、WEEE指令の修正案を採択した 8。2004年には、加盟国が
WEEE指令の実施状況を委員会に報告する際に使用しなければならない質問報告表に
ついての決議が採択された 9。2005 年にはデータのフォーマットについての決議が採
択された。 
 
 
(6) 二つの指令の実施にかかる費用は？ 産業の競争力に悪影響を与えないか？ 
  結果として電気・電子機器の価格上昇につながらないか？ 
 
二つの指令の条項は、EU と EU 以外の製造者の区別を行わずに適用される。同じ

く、RoHS指令で扱われる有害物質の代替品にかかる費用は、EUも EU以外の製造者
も負担する。このため、競争力には影響がでない。 
 
欧州委員会が 2000 年に提示した WEEE 指令の順守にかかる推定総費用額は、EU

全域で 5～9億ユーロ／年であった。このうち、3～6億ユーロが回収に、2～3億ユー
ロが再生／再使用／リサイクルに使われると推定された。 
                                                  
7 http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
8 この修正（Directive 2003/108/EC [Official Journal L 345 of 31.12.2003]）は、個人の自宅所有者以
外の使用者からの WEEEへの資金調達について言及している。2005年以降に市場に出た WEEEにつ
いては、製造者はその運営費用を補わなければならない。過去の廃棄物については、それが同等の製

品か同じ機能を満たす製品に置き換えられた場合の費用を製造者が調達する。しかし、この制度には、

使用者が資金を負担する選択肢も含まれている。その他の過去の廃棄物については、使用者が処理資

金を出す。 
9 Decision 2004/249/EC 
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この結果、価格の上昇は、大半の電気・電子機器では 1％、冷蔵庫やテレビ、モニ
ターでは 2～3％と推定されている。しかし、この二つの指令は、費用と電子・電気機
器の価格上昇に見合う便益をもたらすと考えられる。費用と利益についての最新の情

報は、欧州委員会サービス(Commission services)により最近立ち上げられた研究やそ
の他の取り組みによって更新される予定である。いずれにせよ、価格は、たとえ同じ

機器であっても、純粋に商業的な理由のために、季節や場所によって大きく異なるこ

とがわかっている。このため、指令の影響による価格上昇を試算することは非常に難

しいのだが、上昇幅がわずかなので消費者が無理なく製品を買えることは確かである。 
 
 これらの指令の主要な目的は人間の健康と環境を守ることであるが、二つの指令は、

資源を節約し、関連費用や環境への負荷も減らすだろう。指令の目標に沿った WEEE
のリサイクルは、石油換算で毎年約 2,800 億トンのエネルギー節約になると推定され
る。二つの指令によって廃棄物の処分費用が不要となることで、更なる節約となるだ

ろう。 
 
 
(7) 加盟国における二つの指令の反映状況は？ 
 

WEEE 指令と RoHS 指令は 2003 年 2 月 13 日に発効した。加盟国が自国の法律に
反映させる期限は 2004年 8月 13日である。 
マルタ共和国と英国を除く全加盟国は、WEEE指令を反映した法案を欧州委員会に

報告した。 
 

RoHS指令については、全加盟国が法案に反映済みである。 
 
 欧州委員会は、報告を受けた法案が指令の義務を正しく反映しているかどうか、現

在評価している。指令をまだ反映していない加盟国や、指令を正しく反映していない

加盟国に対しては、委員会の裁量で違反の処置が行われる。 
 
＜参考＞ ・WEEE指令と RoHS指令の詳細について： 

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
・WEEEフォーラム（WEEE共同実施体）の、欧州回収計画について： 

http://www.weee-forum.org/members_list.htm 
・欧州リサイクルプラットフォーム(the European Recycling Platform: ERP)： 

http://www.erp-recycling.org/ 
出典：http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/263&format=HT

ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=ja 
編集：NEDO情報・システム部、翻訳：大釜 みどり 


