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バーゼル法等説明会 

環境省・経済産業省 
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本日の説明の流れ 

１．バーゼル条約の概要 

２．国内担保法（バーゼル法、廃掃法）の概要 

３．最近の廃棄物等の輸出入実績 

４．廃棄物等の輸出入をめぐる主な課題及び取組状況 

PART 1 環境省より 

５．バーゼル法該非判断・事前相談 

６．バーゼル法規制対象物の輸出入手続 

PART ２ 経済産業省より 
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1．バーゼル条約の概要 



• 正式名称：「有害廃棄物の国境を越える移動及び 

      その処分の規制に関するバーゼル条約」 

• 概要： 有害廃棄物の輸出入を規制 

• 成立： 1989年バーゼル（スイス）で採択、 

     1992年発効 

• 経緯： 1980年代、先進国から環境規制の緩い 

     途上国への有害廃棄物の不適正輸出が多発 

• 締約国： 18３ヵ国１機関（EＵ）  

   （201６年１０月現在） 

バーゼル条約について 

4 



5 

• 有害廃棄物の国内処理の原則・越境移動の最小化 
 （注：OECD国間の取り決めに基づく有害廃棄物のリサイクル目的の輸出入に

おいては、本原則は掲げられていない。） 

• 輸出に先立つ事前通告・同意取得の義務 

• 移動書類の携帯（移動開始から処分まで） 

• 不法取引が行われた際の輸出者の国内引き取り 

 義務（再輸入、処分等） 

輸出国 
輸入国 

・ 
通過国 

１．事前通告 

２．同意回答 

３．輸出 

バーゼル条約の概要 
 



バーゼル条約における不法取引（第９条） 

• 輸出国の事前通告が無い 

• 輸入国等の同意が無い 

• 書類との不一致 など 
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＝ 不法取引 

輸出者が30日以内に輸出国内に引き取る 

又は適正に処理する 
（輸出者が義務を履行できない場合は輸出国が引き取り義務を負う） 

輸出国の責任 

輸入国からの通報 



7 

二国間・多国間協定（第11条） 

有害廃棄物等の輸出入手続
及び許可要件の簡素化 

経済協力開発機構（OECD）理事会決定 
 

ＯＥＣＤ加盟国間（日本、欧米、韓国等） 

バーゼル条約で規制対象のものが 
一部、原則規制対象外（リサイクル目的の場合） 
（例） 
 プリント基板、電子部品、電線その他の電子スクラップ 
 石炭火力発電所から生じる飛灰 
 塩化ビニル（ＰＶＣ） 
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2．国内担保法の概要 



廃棄物等の輸出入に関する国内法の枠組 

バーゼル条約 
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バーゼル法 
（特定有害廃棄物等の輸出入等 

の規制に関する法律） 
 

 特定有害廃棄物等の輸出入

を規制 
 

【外為法に基づく承認】 
（環境大臣は環境汚染防止に関する確認） 

• 輸出：非OECD加盟国向けでは環境大
臣の確認が必要 

• 輸入：必要があれば環境大臣は意見
を陳述 

 

 

廃掃法 
（廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律） 
 
 

 廃棄物の輸出入を規制 
 

 
【廃掃法に基づく輸出確認及び輸

入許可】 
• 輸出・輸入の際に、環境大臣の確認
（許可）が必要 

（輸出・輸入の承認は、廃掃法に基づく許可  
  を受け、別途外為法で行われる） 

 
 

 

関係法令： 外国為替及び外国貿易法（外為法）、関税法 

国内担保法 



バーゼル法・廃掃法の規制対象の事例 

バーゼル法 
の規制対象物 

 

廃掃法 
の規制対象物 

廃棄物処理法 規制対象物 

有価物 有価物 
廃 棄 物 

（無価物） 

有害廃棄物 
（バーゼル物） 

非有害廃棄物 

有害性を判断 

価値を判断（※） 

バーゼル法 規制対象物 

（処分（リサイクルを 
含む）がされる物） 

（処分（リサイクルを 
含む）がされる物） 

鉛蓄電池 
廃基板 

鉄スク
ラップ 

石炭灰 

廃蛍光灯 紙くず 

実際に輸出入実績のある
ものの例（個別には、有
害性分析、廃棄物該当性
の評価により判断） 
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※ 廃棄物への該当性は、以下の判断要素を勘案して総合的に判断することとされている。 

①物の性状（環境基準等への適合状況等）、②排出の状況（排出前や排出時における品質の管

理等）、③通常の取扱い形態（廃棄物処理事例の有無等）、④取引価値の有無（処理料金に相

当する金品の授受等）、⑤占有者の意思 等 
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１．特定有害廃棄物等の定義（第2条） 

– 具体的な規制対象物は告示等で示す 

２．輸出・輸入の承認（第４条、第８条） 

– 経済産業大臣の承認（事前通告・回答が必要） 

– 環境大臣の確認（非OECD加盟国向け等の輸出の場合）、
意見陳述（輸入の場合） 

３．移動書類の交付（第５条、第9条） 

– 運搬時における移動書類の携帯義務 

４．措置命令（第14条） 

– 不適正輸出入時の回収又は適正な処分等を規定 

５．報告徴収（第15条）、立入検査（第16条） 

６．罰則（第21～24条） 

 

 

バーゼル法の概要 
 ※詳細は参考資料３参照 
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１．廃棄物の定義（第２条） 

２．国内処理等の原則（第２条の２） 

– 国内で発生した廃棄物は、なるべく国内で適正処理 

３．輸出・輸入に係る環境大臣の確認（許可） 

– 一般廃棄物の輸出（第10条）、産業廃棄物の輸出（第15
条の４の７） 

– 産業廃棄物の輸入（第１５条の４の５） 

４．報告徴収（第18条）、立入検査（第19条） 

５．措置命令等（第19条の３～６） 

– 輸入された廃棄物について、不適正な処分等が行われ、生
活環境保全上の支障が生じる等と認められる場合等 

６．罰則（第25～27条、30条、32条） 

廃掃法（輸出入関係規定）の概要 
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規制対象物への該非判断に係る事前相談制度等 

 環境省及び経済産業省では、事業者が輸出入を行おうとしている貨物
がバーゼル法及び廃掃法の規制対象物に該当するか否かについて、行
政サービスとして、事業者から送付された書類の内容に基づき助言を
行う事前相談制度を実施（廃掃法については環境省のみで実施）。 

 事前相談の利用件数は、循環資源の輸出入の活発化に伴い増加し、近
年は年間5万件前後で推移。 

 また、毎年全国約10箇所程度で、バーゼル条約、バーゼル法及び廃掃
法の概要やこれらに基づく廃棄物等の輸出入にあたって必要な手続き
について、事業者向け説明会を開催し、手続の周知啓発を図っている。 

事業者向け説明会の様子 事前相談件数の推移 

（年度） 

（
件
）
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3．最近の廃棄物等の 
輸出入実績 



我が国からの輸出（括弧内は前年） 我が国への輸入（括弧内は前年） 

相手国への通告 
121件 

（115） 
435,303トン 
（412,861） 

我が国への通告 
183件 

（139） 
236,453トン 
（173,735） 

輸出の承認 
97件 

（７9） 
316,828トン 
（277,411） 

輸入の承認 
167件 

（125） 
198,507トン 
（139,621） 

輸出移動書類の交付 

（輸出件数･輸出量） 
964件 

（1,098） 
172,622トン 
（180,035） 

輸入移動書類の交付 

（輸出件数･輸出量） 
902件 

（516） 
38,511トン 
（29,904） 

相手国・地域 韓国、香港、ベルギー 相手国・地域 
台湾、香港、タイ、シンガポール、
フィリピン 

品目 
鉛スクラップ（鉛蓄電池）、石炭
灰、鉛灰・亜鉛灰、銅残渣・銅ド
ロス 等 

品目 

電子部品スクラップ、金属含有スラッ
ジ、電池スクラップ（ニッケルカドミ
ウム、ニッケル水素、リチウムイオン
等） 等 

特定有害廃棄物等の輸出量及び輸出件数の推移 特定有害廃棄物等の輸入量及び輸入件数の推移 
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特定有害廃棄物等の輸出入実績（平成２７年） 



我が国からの輸出（括弧内は前年） 我が国への輸入（括弧内は前年） 

輸出確認 
42件 

（39） 

2,943,538トン 

（2,314,159） 
輸入許可 

7件 
（5） 

5,987トン 
（5,825） 

輸出報告量 
1,377,758トン 
（1,570,545） 

輸入報告量 
2,060トン 
（2,336） 

相手国・地域 韓国、香港 相手国・地域 台湾、韓国 

品目 石炭灰 品目 廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒 等 

※輸出入報告量については、平成18年以降について集計。 

廃棄物の輸入量及び輸入件数の推移 廃棄物の輸出量及び輸出件数の推移 
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廃棄物の輸出入実績（平成2７年） 
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4.廃棄物等の輸出入をめぐる
主な課題と取組状況 
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バーゼル法 

廃棄物処理法 注意文書 

厳重注意文書 

告発 

最高３億円の罰金刑 

違
反 

罰則 重 

口頭注意 

行政指導 

軽 

平成22年5月19日に公布された廃棄物処理法の
一部を改正する法律により、罰則強化 

その他関係法令 
（関税法、外為法） 

不適正な輸出入行った事業者への行政指導について 
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 環境省の全国８か所の地方環境事務所等（平成17年設立）が税関と連
携し、バーゼル法又は廃掃法に違反するおそれがある輸出入について、
貨物確認等を行い、違法行為と認定した事業者に対しては行政指導等
を実施。 

 各地の税関とは、各地方環境事務所が定期的な意見交換を実施。また、
毎年、検査強化月間を設け、連携して水際取締を実施。 

 地方自治体とは、廃掃法の不法輸出事案（未遂を含む）の行政指導等
に係る情報を共有するとともに、廃棄物等の発生元等への立入検査等
の取締りを連携して実施。 

貨物確認（廃プラスチック） スクラップ保管場所の巡視 

環境省における水際対策の実施 
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①雑品スクラップ輸出 



 
中古使用に適さない使用済特定家庭用機器（家電リサイクル法対象4家
電）の混入 
 
※特定家庭用機器以外の使用済家電についても総合的に勘案し廃棄物
か否かを判断 
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雑品スクラップの不適正な輸出となる例 
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不法取引として相手国から通報された 
雑品スクラップの例 

• バーゼル条約上の「不法取引」と

して、Ａ国から通報を受けたもの

（廃基板等の電子部品が輸入規制

対象物と見なされた）。 

 



雑品スクラップとは？ 

• 鉄、非鉄金属・プラスチック等を含む雑多な「未解体」「未選別」のスクラッ

プであり、「雑品スクラップ」と呼ばれる。解体業者・工場や一般家庭・事業

所等から使用済となって排出されたもの。 

• 家電リサイクル法対象となる特定家電４品目や小型家電を含む不適正なものも

多い。 

• 中国へ多量に輸出されており、解体・選別されリサイクルされているとみられ

ている。 

23 雑品スクラップの例 混入していた廃エアコン等 



雑品スクラップの輸出先での 
廃電子部品の不適正処理の懸念 

中国での金属スクラップ手解体 

（2010年寺園委員撮影） 
インドネシアでの被覆電線の野焼き

（2008年小島委員撮影） 

金属回収等を目的に使用済み電気・電子機器等が不適正な取扱いを受けた場合、 
それらが鉛等の有害物質を含みうることに鑑み、 
環境汚染や人の健康への悪影響を引き起こす懸念がある。 24 



年度 
発生件数
（件） 

相手国内訳（国名：件） 通報対象貨物（括弧内は件数） 

H22 0  －  － 

H23 0  －  － 

H24 7 
香港：2、マレーシア：2、ナイジェリ
ア：2、韓国：1 

リユース目的の使用済電気電子機器(6) 
雑品スクラップ(1) （※１） 

H25 5 
香港：2、マレーシア：1、インドネシ
ア：1、マカオ：1 

リユース目的の使用済電気電子機器(3) 
使用済み自動車部品(1) （※２） 

H26 9 香港：8、タイ：1 
リユース目的の使用済電気電子機器(7) 
使用済み電池(2)、雑品スクラップ(1) （※３） 

H27 20 香港：20 リユース目的の使用済電気電子機器(20) 

H28 
（10月末時点） 

5 香港：5 
リユース目的の使用済電気電子機器(4) 
使用済み電池(1) 

※１ 雑品スクラップに係る通報は韓国からのものだが、韓国当局との協議の結果、電子部品くずが規制対象外とされている
OECD理事会決定を踏まえて同国への輸入が認められたもの。 

※２ マカオからの通報については、貨物の詳細や輸出者等についての情報を未受領のため、通報内容と通報根拠法令を確認中。 
※３ 件数の合計が内訳の欄と異なるのは複数種類の貨物について通報を受けた案件があるため。 
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我が国が受領したバーゼル条約に基づく不法取引等に係る近年の通報件数等の推移 

アジアからのシップバック発生 
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家電リサイクル法における回収率 
対象４品目フロー推計（平成25年度） 

※「中央環境審議会循環型社会部会 家電リサイクル制度評価検討小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子
機器リサイクルＷＧ 合同会合（第３３回）」（平成27年1月30日）資料より事務局作成 

不法輸出が 
排出量の 
１割を占める 

適正処理 



消火活動中の様子（貝塚市提供写真、平成20年4月） 

27 

消火活動中の様子（三河海上保安署提供写真、平成24年10月） 

• 雑品スクラップを積載した船舶等の火災も近年頻発（次ページ）。 

• 火災が発生した場合、消防、海上保安庁等が対応にあたっているが、
雑多な物から構成されることから慎重な消火活動が求められる。 

 

海上・港湾火災の発生 



発生状況：航行中１６隻、荷役中６１隻 

１１隻 

７隻 

５隻 

６隻 ６隻 ６隻 

３隻 

１隻 

１０隻 

５隻 

３隻 ３隻 

１隻 １隻 １隻 

増加傾向 

貨物船の積荷スクラップ火災の隻数の推移 
（過去１６年） 

※海上保安庁提供資料 

28 
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エアコン 

   特定家庭用機器・・・エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、 
              洗濯機・衣類乾燥機 

 

 
 

＊業者ヤードでの不適正な保管 

＊輸出貨物に破壊された状態で混入された例 

使用済特定家庭用機器の不適正事例 



無許可の廃家電回収・不適正処理の取締りの推進 

＊金属スクラップ業者ヤードでの
野外保管、乱暴な積上げ 

廃家電の不適切な回収について、環境省における普
及啓発を実施。 
自治体においても、319通知を参考に、再使用に適
さない使用済家電の廃棄物認定及び指導を強化。 
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①無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判
断することはできず、それが再使用を目的とした経済合理性に基づいた適正な
対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要。 

②家電リサイクル法対象品目（洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エア
コン）の使用済み品については、以下のとおり取り扱うことが適当。 

(1)リユース品としての市場性が認められない場合（年式が古い、通電しない、破損、リ
コール対象製品等）、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い（雨天時の幌無し
トラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等）がなされている場合は、当該使用
済み品は廃棄物に該当するものと判断。 

(2)廃棄物処理基準※に適合しない方法による分解、破壊等の処分がなされている場合は
、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、当該使用済み品は、廃棄物
に該当するものと判断。  

※注：家電リサイクル法対象品目については、廃掃法の下の処理基準において、資源（鉄、銅等）毎
の分離・回収、有害物質の適正処理等について定められている。 

③家電リサイクル法対象品目以外の使用済家電製品についても、無料で引き取 
られる場合又は買い取られる場合であっても廃棄物の疑いがあると判断できる
場合は、総合判断により、積極的に廃棄物該当性を判断。 

廃棄物処理法における取組： 

使用済家電の廃棄物該当性の判断に係る 
環境省通知（平成24年3月） 

※ 通知名：「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について（通知）」（平成24年3月19日付け環廃企発 
  第10319001号、環廃対発第10319001号、環廃産発第10319001号） 

31 



 ②中古品輸出 

32 
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通電されない不適正なテレビの例 



年度 
発生件数
（件） 

相手国内訳（国名：件） 通報対象貨物（括弧内は件数） 

H22 0  －  － 

H23 0  －  － 

H24 7 
香港：2、マレーシア：2、ナイジェリ
ア：2、韓国：1 

リユース目的の使用済電気電子機器(6) 
雑品スクラップ(1) （※１） 

H25 5 
香港：2、マレーシア：1、インドネシ
ア：1、マカオ：1 

リユース目的の使用済電気電子機器(3) 
使用済み自動車部品(1) （※２） 

H26 9 香港：8、タイ：1 
リユース目的の使用済電気電子機器(7) 
使用済み電池(2)、雑品スクラップ(1) （※３） 

H27 20 香港：20 リユース目的の使用済電気電子機器(20) 

H28 
（10月末時点） 

5 香港：5 
リユース目的の使用済電気電子機器(4) 
使用済み電池(1) 

※１ 雑品スクラップに係る通報は韓国からのものだが、韓国当局との協議の結果、電子部品くずが規制対象外とされている
OECD理事会決定を踏まえて同国への輸入が認められたもの。 

※２ マカオからの通報については、貨物の詳細や輸出者等についての情報を未受領のため、通報内容と通報根拠法令を確認中。 
※３ 件数の合計が内訳の欄と異なるのは複数種類の貨物について通報を受けた案件があるため。 

34 

我が国が受領したバーゼル条約に基づく不法取引等に係る近年の通報件数等の推移 

アジアからのシップバック発生 
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不法取引として相手国から返送された 
使用済み電気・電子機器の例 

• 我が国からリユース目的で輸出されたが、
香港からバーゼル条約上の「不法取引」
として通報、強制返送された貨物 

• 貨物の破損から守るための適切な梱包や
積載が行われていないとして、中古利用
目的の輸出と見なされず、廃棄物と見な
された。 

• 壊れた中古品は、金属スクラップとして、
部品回収、金属回収される恐れがある。 



中古品 電気電子機器廃棄物 

香港 客観的条件を満たし、直接再利用目的と
認定できる場合は輸入可。（適切な梱包、
国内需要等のチェック項目あり） 

 ただし、所有者が一度廃棄したものは、  
 それが使用可能であったとしても｢廃棄 
 物｣と見なされる。 

バーゼル条約規制対象物に該当。 

タイ 条件を満たした場合のみ輸入可 
（販売・リユース目的の場合で、製造日か
ら3年以内） 

廃棄物の最終処分を目的とした輸入は禁
止。リサイクル目的の場合はバーゼル条
約規制対象に該当。 

フィリピン 中古品に特化した規制は存在しない バーゼル条約規制対象に該当。 
（加えて、有害物質を含有するリサイクル
後の全ての残渣の処理が、フィリピン国内
において可能でない場合は、輸出国へ返送
義務） 

ベトナム 輸入禁止 輸入禁止 

インド 
ネシア 

条件を満たした場合のみ輸入可 
（製造から５年未満、機能性の保持等につ
いて船積前検査を行うこと） 

輸入禁止 

マレーシア 条件付きで輸入可 
（製造から３年以内、機能性の保持、物理
的に損傷がないこと、指定廃棄物に該当し
ないことの証明等） 

原則として輸入禁止 

アジア各国における中古品等の輸入規制の状況 

36 出所：各国法における規定を参照 



＜中古品であることの証明項目＞ 
① 年式・外観（破損や傷・汚れ、年式等） 
② 正常作動性（個々が正常に作動すること） 
③ 梱包・積載状態 
④ 中古取引の事実関係（契約書等取引の事実関係） 
⑤ 中古市場（輸入国における確実なリユース） 
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使用済み電気・電子機器の輸出時における 
中古品判断基準（平成26年４月通知）の概要 

• 適正なリユース品とリユースに適さないスクラップ（廃掃法・バーゼル法の規

制対象物となり得る）との違いを明確化し、リユース品を輸出しようとする者

自らによるバーゼル法に基づく輸出承認を要しないことの確認・証明を容易に

することを目的に、環境省及び経済産業省が平成25年9月に策定。 

• 輸出者による証明が原則⇒輸出者自身による証明を容易にするための基準を提

示。（概要は下記５項目）位置づけはガイドライン。 



 ③中古自動車等の輸出 
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○自動車リサイクル法に基づく適正な解体（エアバッグの回収（展開）、  
 フロン、シュレッダーダスト、バッテリーの回収、廃油廃液の抜き取 
 り）が行われていないハーフカット車等の輸出 
  
○回収後のシュレッダーダスト等の輸出 
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使用済解体自動車の不適正となる事例 



①ハーフカット、②ノーズカット、③ルーフカット、④テールカット、 
⑤エンジンの取り外し、⑥車軸の取り外し、⑥サスペンションの取り外し 
 
※これら以外の場合でも、自動車リサイクル法の解体行為に当たる可能性があります 
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１．中古車の輸出として認められない事例 
 

２．中古車の輸出として認められる部品取り外しの範囲 

①カーナビ、②カーステレオ、③カーラジオ、④車内定着式テレビ、⑤
ETC車載器、⑥時計、⑦サンバイザー、⑧サイドバイザー、⑨ブラインド、
⑩泥除け、⑪消火器、⑫運賃メーター、⑬防犯灯、⑭防犯警報装置、⑮防
犯ガラス、⑯タコグラフ、⑰自重計、⑱運賃料金箱 
 
  また、コンテナ輸送に伴う積載効率の観点から、やむを得ず一時的
に取り外し、車両と同一コンテナに積載する場合には解体行為と解釈
しないもの 

①タイヤ、②ミラー、③バンパー、④ボンネット、⑤リアハッチ、トラン
クリッド、⑥ランプ類（ヘッドランプ、テールランプ、ストップランプ
等） 
 
 

中古自動車の輸出時における部品の取り外し範囲 



第二 具体的施策  
Ⅰ 新たな有望成長市場の創出、ローカル・アベノミクスの深化等 
 10．環境・エネルギー制約の克服と投資の拡大 
  （2）新たに講ずべき具体的施策  
         v)    資源価格の低迷下での資源安全保障の強化等  
             ①国内外での資源開発・確保の推進 
（抜粋） 
 

 

成長戦略（日本再興戦略2016） 平成28年6月2日閣議決定 

国内外で発生した二次資源（使用済鉛蓄電池、電子部品スクラップ等）に
ついて、我が国の誇る環境技術の先進性を活かしつつ非鉄金属のリサイ
クルを着実に進めるため、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する
法律（平成４年法律第108号）における規制の在り方等について、本年度

中に検討を行い、その結果を踏まえ、早期に必要な措置を講じる。加えて、
「都市鉱山」の利用を促進し、リサイクル業者や非鉄製錬業者等の成長を
図るため、情報技術等を活用し、動静脈連携によりレアメタルなどの金属
資源を効率的にリサイクルする革新技術・システムを開発する。また、本年
度中に小型家電リサイクル法に基づく再資源化目標の評価・見直しを行う
とともに、回収量増加に向けて取り組む。 


