
ミニ講演 平成 25年 7月 20日

小型家電リサイクル法の発足

′まじめに

2013年 4月 1日 に掲題の小型家電リサイクル法(政今第四十五号 使用済小型電子機器等

(EW:E‐ Wttte)の再資源イとの促進に関する法律施行令)が施行されたので、今回はその一端に

触れま寸。2011年 3月 11日 の東日本大震災以降、原発から入力発電にシフ ト、 ―暦、省

エネ・節電等に企業 庶民は努力しているのが現状である。また、政権交代後、tr安 でLNG
の価格上昇を招き、また、EVⅣ 等のエコカーに使用されるRE(レアアース類)の 産出国の

中国の輸出規市」で,REの輸入価格上昇を招いた。EWの対象品目の携帯電話・パ ソコン・デ

ジタルカメラ・電子時計・電子辞書・DVDプ レーヤー・電子レンジ・掃除機等、100品 目

以上の小型家電が対象であるが、家電 リサイクル法の 4品 目軌 濯機、テレビ、エアコン、

冷蔵耐 は対象外でtt7る 。EWは、消費者、各事業所、各組織等から排 l■
・されるので、回収

体制の準備が出来た市町村から順次、回収を開始する。ここでは本法律の発足直後の自治

体の動向等にlllれ ることにする。

1 使用済小型電子機器当の再資源イヒの促進に関する法律(以下、本法と略す)の概要

詳細は別紙 1を参照されたい。法律の目的はEWの再資源 fヒを促進する為の措置を計ず

る事により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用の確保を図る事にある。

次にEWの対象品日は、多岐にこり、ノー トブック型 PC、 携帯電話.デスク トップ型

PC、 デジタルカメラ、据置型ゲーム機、ビデォカメラ倣 送用を除く)、 デジタルオーデ

イオプレーヤー、公衆用 PHS端末等、96品 目に亘るαl紙 2を参照).

2 自治体の動向

環境省によれば、本法の構築協力地域は青森県(弘 nt市、黒石市、藤崎町、板柳町、大鰐椰]、

圏舎館村、西日屋村、り1前地区環境整備事務組合、黒石地区清掃施設組合)、 秋田県(県内全

市nT村 )、 千葉県(野 畷市)、 神奈川県(相模原市)、 静岡県(浜松市)、 岡山県(笠岡市、井原市、

浅日市、里庄町、矢掛町)、 山口県(字都市、美弥市、り司南市、山陽小野田市、阿武詢)、 愛

媛県(久 万高原町、松前町、砥部rr、 松野町、鬼北町)、 福岡県(大牟田市、久留米市、田り|

市、筑後市、大木■l、 新宮町、p11川 市、宮若市、みやま市、遠賀・中間地域広域行政事務

組合、那珂川町、小竹町、鞍手町)、 佐賀県(基 山町、鳥栖・三養西部環境施設組合)、 長崎

県(島原市、封馬市)、 熊本県(熊本市等)、 宮崎県(日 向市)、 鹿児島県(志布志市、屋久島町、

曾於市、大崎呻 である。

また、本法に関する環境省による平成 25年 5月 9日 ～31日 の自治体アンケー ト調査結果

では、1,742市陶村 (回答率 100%)の うち、1,305市町村(有効回答があつた市町村のうち

749%)が、本制度への参加を前向きに検討、これは人口の割合にすると897%に あたる。

尚、地方別の本制度への参加意向は、次のiFlり である。

北海道地方(北海道)、 東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)、 関東



地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈り県、新潟県、山梨県、静

岡県)、 中部地方(富 山県、石り11県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、二重県)、 近畿地方は

賀県、京都府、大阪府、兵章県、奈良県、和歌山県)、 中国地方C鳥取県、島根県、岡山県、

広島県、山口県)、 四国地方(恵島県、香川県、愛媛県、高知県)、 九り11地方fli岡 県、佐賀県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)。

① 神奈川県相模原市 :4月 1日 の施行から約 4ヶ 月経過 し、EWへの関心は高いが、自治

体は様子見の状況である。その中で環境省のモデル事業として一足早く3月 から相模原

市は取り組み始め、予想の 5倍を超える回収量があったα可紙 3を参照〉。事業実施期間

は平成 25年 3月 から平成 28年 3月 までの約 3年間である。回収方式は、公共施設を

中′きに回収箱を設置した拠点回収で、対象品目は 16品 日(長辺で 30cm未満に限定)、 携

帯電話、デジタルカメラ、据置型ゲーム機、ビデオカメラ、デジタルオーデイオブレー

ヤー、公衆電話用 PHS端末、テープレコーダー、携帯型ゲーム機、電子辞書、CDプ
レーヤー、MDブ レーヤー、ICレ コーダー、ETC車載ユニット、ⅥCSユニット、電

話機である。家電量販店のノジマmに回収箱を設置 している。EWは市職員による品日

毎の分別後、国の認定する認定事業者にワ:渡 し、有用金属等のリサイクルに関しては、

認定事業者の国の認定が7月 以降の予定で、EWの引渡先は現在、未定である。

詳糸田は 13rtp■WWヽ Cit、■sattDtthara kanagawa io711ec、 1●le/katei/02567 htlnnlを 参

F晨願います。担当部門 :相模原市資源循環推進課lTEL042‐ 769‐8245)

② 神奈川県伊勢原市 :平成 25年 1月 から神奈川モデル第 1号として EWの回収をスター

トした。回収方法は、市の収集運搬車が不燃物の集積所で、不燃ごみの中からEWを抜

き取る。回収場所は、市内 8ケ所(市役所 1、 公民館 7)で、市職員により回収を行い、

伊勢原市環境美化センターで保管する。回収したEWは市内にある 3ケ所の福祉事務所

へ無償譲渡し、障害者の手作業により1つずつ解体され、解体されたすべての物を福祉

事務所がリサイクル業者へ売却し、得られた収益は福祉事務所の利用者の正賃として還

元される。回収するEWは携帯電話lPHS端末含む)、 デジタルカメラ、ビデオカメラ、

デジタル携帯音楽ブレーヤー(CD・ MDプ レーヤーも含む)、 携帯型ゲーム機の 5種類で

ある。分解・分別は市内 3ケ所の福祉事務所での手分別である。

(ア )横浜市 :具体的な動きはなく、市民が EWを出し易いような回収品日、回収方法

を検討し、再資源化の事業者との調整を考慮の段F/●
‐である(横浜市資源循環局)。

(イ )藤沢市 :lll在、EWの回収は行っていないが、平成 25年度 「小型家電ツサイクル

システム構築実証事業Jを 申請し、環境省より事業計画が採択され、10月 より市

民センター等にか回収箱を設置し、EWの回収を実施の予定である。回収対象品目

は、携帯電話、PHS,電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、MDプ レーヤー、

デジタル音楽プレーヤー、CDブ レーヤー等で約 17品 目になる篠 沢市環境部環境

総務課)。

(ウ )川崎市 :未だ、具体的な動きはない。



(工)鎌倉市 :照会中。

(オ)茅ヶ崎市 :茅 ヶl奇 市では本法律の趣旨を踏まえ、藤沢市、寒川町との連名で環境

省による平成 25年度の「小型家電機器等リサイクルシステム構築実証事業」の事

業対象地域として認定された為、今後、広域での本事業を進める。本事業では市

役所等の公共施設に回収箱を設置し、市民が回収箱に投入 した EWを回収する。

回収後の EWに関しては、中間処理業者に弓1き 渡し分別・解体 `選別・破砕等の

処理を行 う。対象品日は、携帯電話、電話機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、

MDプ レーヤー、デジタル携帯音楽プレーャー、CDブレーヤー、テープレコーダ

ー、ICレ コーダー、補助記ほ装置、電子書籍端末、電子辞書、電卓、据置/tlゲー

ム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘル ドゲームの 17品 日である(イ旦し、回収箱に投入

可能なものに限定)。 事業期間に関しては平成 25年 10月 から平成 26年 3月 下旬

までを予定しているが、事業期間以降も継続 して EWを回収する予定である。

③ 名古屋市 i本制度は関係者が協力して自発的に回収方法や リサイクルの実施方法を上夫

しながら、それぞれの実情に合わせた形でリサイクルを実施する促進型の制度である。

名古屋市では本法における認定事業者の状況を見つつ、回収の実方Lに 向けて検討中であ

る。

尚、認定事業者に関しては、卵1紙 4を参照願います。

①大阪市 :市町村が回収 したEWを引き渡すこととなる認定事業者については、平成 25年

4月 1日 から国で申請受付が開始され、平成 25年 6月 28日 に大阪府を収集区域とする認

定事業者は 4社認定されている。同法への対応は法制度に基づく取組を支援する為の環境

整備 として環責省が公募 していた平成 25年度「だヽ型電子機器等 リサイクルシステム構築実

証事業」に申請 し、平成 25年 6月 21日 付けで事業対象地域に選定された。今後、環境省

が公募する実証事業請負者等と調整 しながら回収体制の整備を進め、今年度中に小型家電

の回収を開始する予定で、回収対・ 4・ 品目は環境省・経済産業省のガイ ドラインの特定対象

品日を基本とする予定で、回収方法は市内公共施設の回収箱を設置する拠点回収を実施す

る予定である。

4携帯電話企業他の動向

携帯電話の契約数は下記の通りである。

N響 ドコモ 6163万 (429%)、 au 3815万 (26_6り ,ソ フトバンクモバイルい (SBM)

3305万(230%),PHS他  1077万 (75%)

①SBMでは自社、他社製品を問わず、EWを近くのソフトバンクションプにて無償

回収中である。SBMではオフィス、ネットヮークセンター等から発生する産業廃

実物等は、紙資源、EWから採取されるレアメタル等を最大限リサイクル している。

EW(こ こでは使用済み携帯電話)の リサイクルには、各事業者やメーカーが「モバ

イノン・ リサイクル・ネットワーク(MRゆJの一員として一定基準の下、 リサイク

ル活動に取組んでいる。Ewの本体・電池パック・USIMカー ド・充電器類は、ブ



ラン ドやメーカー、新 1日機種を問わず、ソフ トバンクショップ(ま たは、MRN加
盟店)で 191収 している。回収した EWは、個人情報保護の観点から「ケータイパン

チ(破砕機)」 で確実に破砕 し、お客さまに安心してツサイクルに協力頂けるように

努力している。また、SBMでは顧客の協力で 2012年度は EWを前年度比 34%増

の約 89万台回収している。一度、回収したEWは本体・電池パック・USIMカー

ド・充電器類は返却不可能である。尚、EWに記録されている顧客の情報(電話機、

メール、発着信履歴、写真、動画等)は事前に消去することにしている(初期化によ

リー括消去が可能)。 リサイクル処理では、分別された EWの本体、充電器類は更

に手選卯1で分解される。EWの本体は、基板、液品、モーター、スピーカー、その

他金属、プラスチック、ボタンクッション材等に分解される、手分解されたもの

はリサイクルエ場に送られ、破砕機により粉々に処理され、溶鉱炉に投入され、

精錬される。                              .
(ア )富士通化成榊 :照会中。

(イ )ヤ マダ電機 :照会中。

(ウ )ノ ジマ鮨 :相模原市でのEW回収に協力し、ノジマ相模原本店にて回収している。

(工 )ビ ックカメラ :解会中。

(オ)その他 :物質・材料研究機構(MM9の原田幸明 元索戦略センター長らは(わ押鐘

及び(有)ナ ガオシステムと協力して、EWを破壊 して希少金属等を高濃度に含んだ

「都市鉱 l●」を製造する為の簡便装置を開発した。詳細は下記を参照されたい。

htipZWWW nll、 1鋼菫堕延newSわ resJ2009/12/p200912170.htiJ

尚、側エムダイヤ(富 山県滑り:1市)は 、廃資源(光ケーブル・廃プラスチック・廃タ

イャ・紙管・自動車部品)等の異素材混合を分離・処理する設備一式を取扱つてお

り注 目 され て い る。 (htω立聖 観 in‐dia.co=Vrecvcli聾 塁 塁 nD

5今後の動向

EWリ サイクル法の施行直後であり、これから、各自治体・各企業等が連携や協同体制を

取って、EWリ サイクル事業を推進するものと考えます。特に、使用済み携帯電話等には貴

金属類仏u,Pd,Ag,),Cu,Ni,Sn,Ti,Ctln,Ta,Z■ Sb,Zn,Pb,Nd,Fe等 、プラスチック類等が含有

され、都市鉱山と称 されている。 これ らの都市鉱山か ら貴重な金属類を如何に効率よく回

収 し、分〕1・ 分離後、如何に効率よく且つ、環境負荷を軽減 して、各金属類を単離する技

術確立を図る事が重要である。また、3L PoLり 即ち、Iow Cost(コ ス ト削渤 、Iow Carbon(二

酸化炭素の肖1減),Low Risk(リ スクの低減)を視野に入れた EWリ サイクル活動 も重要であ

ろう。

以上

文責 :原田技術士事務所代表・技術士 原田 博之

注 :不許可複製


