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韓国における使用済み電気・電子機器再活用と輸出の考察

鄭 城 尤 *・吉 田 文 和 **

【要 旨】 本稿では，韓国において，関連データが得られた使用済み電気・電子機器の輸出動向と国内

制度との関係に焦点を当てて分析を行った。その結果および含意は，以下のとおりである。1) 韓国で

は，生産者責任再活用制度 (拡大生産者責任) に基づく生産者による無料回収の実施後にも，生産者の

回収ルートにのらないまま使用済み電気・電子機器の輸出が活発に行われている。中古品として輸出に

回される量は，生産者の回収量全体に対して約 75〜90% に相当する。2) 国内回収のうち中古品輸出の

割合が大きい品目であるテレビとパソコン類は，生産者による無料回収ルートにのらず，海外の需要状

況と国内の供給状況 (製品機種の更新による排出量の増加など) に影響され，輸出が行われる傾向が見

られる。3) 制度設計との関連で，2003 年から施行されてきた中古 CRT に関する例外規定が，生産者

と委託関係を結んだ中古 CRT輸出業者による輸出を促進している。生産者により支給される委託処理

費は実質的な輸出補助金として機能し，中古CRT輸出業者の輸出量を増加させている。
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1．は じ め に

近年，日本で排出された使用済み電気・電子機器が海

外へ輸出されることにより，使用済み電気・電子機器の

リサイクル工場の稼働率低下や環境負荷の輸出など，家

電リサイクル法の本来の趣旨にそぐわない問題が発生し

ている。日本では，生産者による回収ルートにのらずに

国内・外で処理されているこのような状況が，｢見えな

いフロー｣と称され，総合的な対策が求められる政策課

題として議論が行われている1)。しかし，使用済み電

気・電子機器の輸出などに関するデータや情報が限られ

ているため，関連研究があまり見られない状況である。

一方，韓国では財政的・物理的責任の両方を生産者に

負わせることを主要内容とした「生産者責任再活用制

度」により使用済み電気・電子機器の回収が行われてい

るが，同時に海外への輸出も活発に行われている。しか

し，韓国における使用済み電気・電子機器マネジメント

に関する先行研究では，生産者による回収量の増加や処

理の効率性など，制度の施行と効果分析が主な研究対象

であった2,3)。そのため，生産者が円滑に使用済み電気・

電子機器の回収を遂行できるための制度改善や政策提案

が主流であった4,5)。よって，これらの研究は輸出ルー

トを始めとした韓国における見えないフローにはほとん

ど目を向けていなかった。

このような状況で，韓国で使用済み電気・電子機器の

回収・再活用 (韓国における再活用とは再使用とリサイ

クルを含む) を担当している「韓国電子産業環境協会」

により，全国規模のフローに関する詳細なデータが公表

された。さらに，使用済み電気・電子機器の輸出に関し

ては，同協会の委託を受けて，｢韓国関税貿易開発院｣に

より最近 3年間の実績がまとめられた。これにより，韓

国における使用済み電気・電子機器フローの全体像を把

握することができるようになった。

韓国では，2007 年現在，10 種類の使用済み電気・電

子機器が対象品目となっており，生産者には無料回収に

よる再活用にかかる財政的責任が負わされている。日本

と比べると，韓国の制度は，拡大生産者責任原則がより

全面的に盛り込まれていると考えられる。筆者らが韓国

の事例を取り上げる意義は，日本と異なる処理品目の範
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囲と処理費用の負担方式が，使用済み電気・電子機器の

輸出にどのような影響を与えているかを明らかにするこ

とにある。これによって，日本の家電リサイクル制度改

革に示唆するところがあると考えられる。

そこで，本稿は，韓国における使用済み電気・電子機

器の再活用と輸出の現状と課題をテーマとして，生産者

の無料回収と使用済み電気・電子機器の輸出，中古品輸

出業者を通じた輸出の仕組み，生産者と中古品輸出業者

との関係を主な分析内容とする。また中古品輸出業者の

実態を把握するために，現在多く輸出されている品目で

ある中古テレビと中古 CRT の輸出業者への聞き取り調

査を行い，その結果を報告する。

2．使用済み電気・電子機器の輸出動向と生産

者責任再活用制度の影響

2.1 使用済み電気・電子機器の輸出動向

韓国では，拡大生産者責任原則を盛り込んだ「資源の

節約及び再活用促進に関する法律｣ (以下，再活用法)

に基づいて，2003 年に使用済み電気・電子機器をはじ

めとした製品と包装材など 18品目を対象に生産者責任

再活用制度が施行された。対象品目の生産者には，環境

部 (日本の環境省にあたる) により毎年公表される｢品

目別の義務再活用率 (出庫量のうち，再活用しなければ

ならない割合)」の達成という物理的責任が求められた。

さらに，電気・電子機器の生産者は，買い替えの際，消

費者により排出される使用済み電気・電子機器の回収が

求められた場合は，それを無料で引き取らなければなら

ない。対象品目となった電気・電子機器は 2006年に事

務用機器が追加されるなど，2007 年現在 10 品目まで拡

大されている。それと比べて，日本の家電リサイクル法

では，対象品目が 4品目に限定されており，生産者には

消費者から排出された 4品目をすべて処理しなければな

らないという物理的責任が求められている。その代わり

に，消費者には家電 4品目の処理にかかる費用の負担と

いう財政的責任が負われる仕組みとなっている。日本の

家電リサイクル法と異なる生産者に対する処理品目の範

囲 (10 品目と 4品目) と処理費用の負担方式 (生産者

負担と消費者負担) は，中古品輸出にどのような影響を

与えているのであろうか。韓国における使用済み電機・

電子機器の輸出動向を確認した後，生産者責任再活用制

度の施行が中古品輸出へ与えた影響に関する分析を行う

こととする。

韓国の輸出申告の手続きでは，中古電子製品の場合，

新品と異なる HS コード (国際貿易商品の分類) が特

定化されておらず，新品と同じ HS コードで申告する

こととされている。ただし，中古品の場合，品名欄に

「Used」または「Secondhand」と表記することとなっ

ている。

韓国関税貿易開発院の調査 (2006) で用いられた使用

済み電気・電子機器の輸出量に対する詳細な範囲と基準

単価を表 1 にまとめた。これは部品や付属品の輸出分を

除いたうえで，品目ごとに重量 (一定範囲内) と輸出基

準単価 (基準単価以下は除く) を適用したデータである。

使用済み電気・電子機器の輸出量の動向を生産者責任

再活用制度の対象となった時期を基準に，家電製品 4品

目 (テレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコン)，パソコン類，

その他の 2 品目 (オーディオ・携帯電話)，そして事務

用機器 (プリンター・コピー機・ファックス) に分けて

述べる (図 1参照)。

家電製品の場合，全体として 2004年に増加し，2005

年にはやや減少の傾向を示している。品目別では，比較

的少量の洗濯機とエアコンが持続的に増加しているもの

の，テレビの占める割合が圧倒的に多く，数量的 (テレ

ビの輸出台数/4品目の総輸出台数) には 95% を上回っ

ている。

2003 年に同制度に追加されたパソコン類の場合は，

本体，モニター (CRT と LCD)，ノートパソコンに分

類される。パソコン類の中では，中古 CRT が輸出量の

大半を占めている。中古 LCDの場合は，2003 年以降続

けて輸出量が増加している唯一の品目となっている。

2005 年に対象品目に加えられたオーディオと携帯電
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重量
(kg)

パソコン類
重量
(kg)

単価
(ドル)

事務用機器＊ 重量
(kg)

単価
(ドル)

主要家電

＊ ：オーディオは一体型，携帯電話は，本体とバッテリと充電池を含む
出所：韓国関税貿易開発院の提供資料による

単価
(ドル)

表 1 使用済み電気・電子機器の輸出量算出の際，用いられた重量と輸出単価の範囲

49〜76コピー機15.01.6〜2.4ノート80.054〜80エアコン

5.04.44〜6.46ファックス

CRT7.025〜37テレビ

5.03.1〜4.7プリンター80.0LCD10.038〜58洗濯機

30.0

20.03.2〜4.8オーディオ35.010.4〜13本体
パ
ソ
コ
ン

20.054〜80冷蔵庫

0.70.26〜0.39携帯電話18.0
11.2〜16.8



話は異なる増減パターンを示している。オーディオの場

合，持続的な増加の傾向が指摘できる。主要な輸出先は

ナイジェリアやカメルーンなどのアフリカ地域で，1台

あたり 24〜25ドル程度で輸出されている。携帯電話の

場合は，2004年において 200万台を超える輸出量を示

したが，2005 年では 156 万台にとどまった。しかし，

数量面では使用済み電気・電子機器の輸出量全体の約半

分を占めており，香港を主な輸出先として，1台あたり

1.2ドル程度で輸出されている6)。

最後に，事務用機器については，著しい増減パターン

が示されている。プリンターは 2004 年，コピー機は

2003 年に最も輸出量が多い。ファックスの輸出はほと

んど行われていないことが確認できる。

2.2 生産者責任再活用制度の使用済み電気・電子機器

輸出への影響

生産者責任再活用制度の施行後，使用済み電気・電子

機器の輸出量の増減パターンを確認するために，生産者

による回収量と中古品輸出量との相対的な大きさ (使用

済み電気・電子機器の輸出量/生産者の回収量：台) で

比較を行った (図 2 参照)。オーディオと携帯電話は

2003 年と 2004年には対象品目ではなかったため，除外

した。数値が 1以上であることは，生産者による回収量

よりも中古品として輸出される使用済み電気・電子機器

の量が多いことを意味する。生産者と契約を結んだ委託

処理業者を通じた中古 CRT の輸出分 (3.2.2 のような

場合) は，二重計算を避けるため，生産者の回収量から

除かれている。

図 2 のとおり，2003 年から 2005 年までの 3 年間の傾

向を見ると，全体的には輸出量と生産者の回収量との比

率は 0.75 から 0.9 の間で推移しており，ほぼ横ばい状態

が続いている。しかし，品目別には大きな差が見られる。

冷蔵庫・洗濯機・エアコンは国内向けに回収される量が

圧倒的に多い。その反面，テレビとパソコン類の場合は

非常に高い比率で輸出されている。特に，パソコン類は

生産者による回収量の 3〜5倍程度が輸出に回されてい

る。輸出される比率が高い理由として，ブラウン管テレ

ビの場合，(輸出先国での) 需要面では，冷蔵庫や洗濯

機に比べて小型であり，運送料が安いことが考えられる。

(韓国での) 供給面では，テレビの韓国国内の需要が

CRT型から液晶に移行している段階であり，再使用可

能な中古の CRT型テレビの排出が増加していることが

あげられる。中古 CRT の場合も，ほぼ同様に国内での

需要の変化 (CRT から LCDへ) による中古 CRT の大

量の排出が影響を与えていると考えられる。

生産者責任再活用制度の施行後に，生産者の回収量

を基準とした輸出量の割合は，減少していない。使用済

み電気・電子機器の輸出は，国内制度の施行に影響され

る部分よりも，中古テレビのフィリピンへの輸出の例

(3.2.1 で後述) のように個別品目ごとの需要・供給状況

によって，大きく影響を受ける傾向が強いと考えられる。
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出所：韓国関税貿易開発院 (2006) より筆者作成

図 1 韓国における使用済み電気電子機器の輸出量

出所：韓国関税貿易開発院 (2006) と韓国電子産業環境協会
(2006) より筆者作成

図 2 使用済み電気電子機器の輸出量と生産者による回
収量の比率



3．使用済み電気・電子機器の輸出メカニズム

分析

3.1 使用済み電気・電子機器が輸出に至るまでのルー

ト

家庭から排出された使用済み電気・電子機器が輸出の

ルートにのる経路は大きく見て，中古品輸出業者ルート

と生産者ルートの 2つに分けられる。中古品輸出業者

ルートでは使用済み電気・電子機器の全般が，生産者

ルートでは中古 CRT が輸出されている。中古 CRT 輸

出業者には，生産者との委託関係にある輸出業者と，生

産者とは関係ない輸出業者の 2つのタイプがある。以下，

図 3 を用いて説明する。

韓国では，中古品回収業者との直接取引で，消費者か

ら使用済み電気・電子機器が引き渡されており，品目ご

とに差はあるものの，通常有償で取引されている。その

ため，消費者が使用済み電気・電子機器を排出する際，

生産者ルートより中古品回収業者を選択するインセン

ティブが強く働く。これに加えて，中古品回収業者が使

用済み電気・電子機器を収集するもう 1つのルートがあ

る。消費者が自治体へ排出する際には，屋外の回収場所

(日本のごみステーションに当たる) が利用されている。

排出後，自治体により回収される前に，中古品回収業者

が持ち去り回収する場合がある。2004年ソウル特別市

の場合，排出申告されたテレビと冷蔵庫のうち，それぞ

れ 55% と 73% が自治体 (自前・委託処理を含む) によ

り処理され，残りは中古品回収業者などに流出してい

た7)。韓国では，中古品回収業者による持ち去り回収に

ついて，明確な規制は行われていないのが現状である。

小規模の中古品回収業者から大規模の中古品回収業者へ，

最終的には中古品輸出業者により輸出が行われるルート

がこれに当たる (図 3 のルート A)。

次に，生産者と委託処理の契約を結んでいる中古

CRT輸出業者ルートである (ルート B)。再使用を目的

として輸出された場合は，再活用法の「施行規則別表

4」という例外規定により，義務再活用の実績として認

定されている。例外規定が設けられた 2003 年頃には，

中古品輸出業者によって，有償買取に基づいた中古

CRT の輸出が活発に行われていた。そのため，生産者

による無料回収のみでは義務再活用量を達成することが

容易ではなかった。よって，再使用を目的とした中古

CRT の輸出が，生産者の要求により再活用実績として

認定されるようになった。現在でも，生産者は，中古

CRT を直接回収することはほとんどなく，中古 CRT

輸出業者に一定の「委託処理費 (2007 年 1月現在，1台

あたり 650ウォン)」を支払って，実績を買い取る形で

生産者の再活用責任を遂行している。しかし，輸出され

た中古 CRT が再使用されるか，単に有価物のみが回収

され，その後不適正処理に回されるかをモニタリングす

る仕組みができていないことは，他国同様に問題として

指摘できる。

2006年 12月には，再使用に関する例外規定に加え，

再活用まで含む公示の改正が行われた。新しい公示によ

り，すべての対象品目 (10 品目) に対して，再活用を

目的とした輸出も生産者の再活用実績として認定される

ようになった。ただし，この場合は「輸出許可書」に加

え ,韓国における「再活用証明書」のような，再活用が

行われることを国が認める書類もともに提出しなければ

ならないこととされた。

最後に，中古テレビと中古 CRT を例にあげて輸出に

至るルートの量的割合を確認する。韓国では使用済み電

気・電子機器を排出する際，消費者は生産者に無料回収

を求めるか，自治体に手数料を支払い排出するか，再使

用市場 (中古品回収業者) へ有償で渡すかを決める。中

古テレビと中古 CRT における 3つの排出ルート別の割

合を百分率で図 4に示した8)。
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出所：筆者作成

図 3 韓国における使用済み電気・電子機器の輸出の主要ルート



中古テレビの排出量のうち，家庭から 93.1% が，事

業所などから 6.9% が排出される。家庭から排出された

93.1% のうち，ステッカー付着で自治体へ 25.9% (排出

量全体に占める割合。以下同様) が排出され，販売店に

より 28.8% が引き取られる。他には，中古品回収業者

に 13.8% が回収され，他人に譲渡され再使用される場

合が 11.7% ある。残りは家庭から排出されずに保管さ

れる中古テレビで 12.2% に上る。自治体へ排出された

もののうち，処理業者へ委託される割合は 8.1% となる。

残りのうち，0.3% は保管，3.0% は再使用，6.6%は自治

体が保有している施設で再活用される。また，生産者と

の協力関係を結び，生産者施設で再活用される割合は

3.1% となる。販売店へ流入する量のほぼすべてが生産

者施設で再活用される。結局，処理段階から見て，中古

品で国内外の再使用 (輸出) が可能となる量は 30.2%

となり，12.8% は民間の再活用業者により，35.5% は生

産者の再活用施設により再活用され，8.4% が最終的に

処分される。中古 CRT もほぼ同様の排出パターンが見

られる。

3.2 使用済み電気・電子機器が輸出に至るまでのメカ

ニズム

3.2.1 中古テレビの場合

(1) 動向と特徴

中古テレビの場合，主な輸出先はフィリピン，香港，

中国などである。そのなかでも，フィリピンは常に輸出

量全体の約半分を占めている。中国への輸出が 2005 年

に急増し，中国はフィリピンに次いで，2番目の輸出先

となった。しかし，国ごとに輸出される理由には大きく

異なる特徴が見られる。フィリピンにおけるテレビの伝

送方式が，韓国と同様に NTSC 方式であるため，再使

用を目的とした輸出が多いと考えられる。そのため，輸

出単価も他の国よりやや高い。しかし，中国では，

PAL方式であるため，再使用のためには追加の加工が

必要となる。また，次項でも触れるが，香港へ輸出され

る中古テレビの単価が非常に低いことにも注意を払う必

要がある。香港では，5ドル程度の安価な中古テレビに

対する再使用の需要が多いとは考えられない。さらに，

使用済み電気・電子機器のリサイクル企業もほとんどな
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出所：韓国電子産業環境協会(2006)より筆者作成

図 4 中古テレビと中古CRTのフロー

305,46012.5379,52911.2206,654

200520042003

総計/平均

出所：韓国関税貿易開発院 (2006) より筆者作成

主要な輸出先

表 2 中古テレビの主要な輸出先とその割合

フィリピン

57,85912.592,4655.449,978香港

10.591,60710.333,2037.75,017中国

10.2

5.4

単価 (ドル)単価 (ドル)台数単価 (ドル)台数

11.7150,50412.6226,61411.9131,404

台数



い状況からみてリサイクルの需要も少ないと考えられ

る9)。香港に輸入された中古テレビの多くは，中国や東

南アジアなどへの移動が推測される10)。

(2) 中古テレビ輸出業者：M社の場合

韓国の大邱市に位置しているM社は，1995 年から再

活用業に携わっている。1997 年から中古 CRTをはじめ

とした中古パソコン類の輸出に取り組んでおり，2000

年からは中古 CRT の再活用もともに行っている。現在

はテレビ，パソコン類の輸出を中心に取り組んでいる。

M社は，生産者と委託関係を結んでいない中古品輸出

業者の特徴を示している (図 3 のルート Aに当たる)。

M社はパソコン類と中古テレビの直接回収は行わず，

小規模の個人経営の中古品回収業者から，買い取りの形

で収集を行っている。買い取りの相場としては，中古テ

レビが 3,000〜7,000ウォン/台程度である。2005 年の場

合，中古テレビの平均的な輸出単価を計算してみると，

10,465ウォンとなる (10.2ドル(表 2 の輸出単価の平均)

×1,026 ウォン(1ドル，2005 年 6月現在))。表 2 の香港

の場合を同様に計算すると，5,540ウォンとなる。この

金額はM社の買い取り価格とほぼ同額となる。包装や

輸出のために国内運送にかかる費用などを考慮に入れる

と，香港行きの輸出の場合，中古テレビとしての再使用

よりも，解体後のパーツ別の用途による処理が多くの割

合を占めていると考えられる。

M 社は毎年平均 15〜20 万台を収集 (買い取り) し，

そのうち 6〜10 万台程度を輸出している。この量は，

2005 年を基準にすると，中古テレビ輸出全体の

20〜33%程度を占める (図 1参照)。輸出されない中古

テレビのうち，ブラウン管は無償で，残りは有償で取引

が行われており，外枠が木材の場合は逆有償で，焼却処

理される。

3.2.2 中古 CRTの場合

(1) 動向と特徴

中古 CRTはパソコン類のモニターのうち約 90%以上

を占めており，中古 LCD は 10% 以下である (図 1 参

照)。中古 CRT の価格は中古 LCDの 3 分の 1程度であ

る。主要な輸出先は，香港とインドネシアであるが，

2004年からはベトナムへの輸出が急激に増加している

(表 3参照)。

(2) 委託処理費の支給と中古CRT市場への影響

韓国における中古 CRT の輸出は，先述したように輸

出実績が生産者の再活用義務を遂行したこととして認め

られている。実際には生産者から契約を結んだ中古品輸

出業者に委託処理費が支給されることによって，生産者

の再活用義務が遂行されている。委託処理費の支給は中

古 CRT の輸出と関連し，どのような影響を与えている

のであろうか。委託処理費は中古 CRT の輸出業者に対

する一種の補助金として機能していると見なすことがで

きるため，以下では輸出補助金の議論に基づいて分析を

行うこととする。

一般的に輸出補助金は，国内生産量の増加，国内の供

給価格の引き上げ，輸出量の増加などを通じて，消費者

と政府の負担は増加するが，生産者は利益を受ける結果

をもたらす貿易政策として知られている11)。しかし，韓

国における委託処理費は輸出量の促進を目的としていな

い点と，政府からではなく生産者から支払われていると

いう点が，一般的な輸出補助金と異なる大きな特徴であ

る。

韓国における委託処理費と中古 CRT 輸出の状況を簡

単に図 5 (左) に示した。閉鎖経済の下では，中古

CRT の国内需要曲線と国内供給曲線が交わる Iで取引

が行われる。その時の価格は P である。開放経済 (自

由貿易) が実現すると，中古 CRT の国際価格が国内価

格 (P) より高い Aならば，国内価格は国際価格と同様

の水準まで引き上げられる。以上の開放経済の下で，委

託処理費がない場合を考えよう。国内で回収された使用

済み電気・電子機器は国内と国外で完全に需要され，余

剰が生じないとすれば，ADが供給 (中古 CRT の回収

量)され，そのうち，ACが国内で需要され，残りのCD

が輸出される。このような状況で，中古 CRT の輸出に

委託処理費として従量補助金 ( 1単位あたりにつき決め

られた金額) が，支給 (AH) されるとしよう。その結

果，中古 CRTの国内の供給価格が Hまで引き上げられ

るため，国内需要は AC から HGまで減少する。一方，
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951,07712.6501,03210.5780,163

200520042003

総計/平均

出所：韓国関税貿易開発院 (2006) より筆者作成

主要な輸出先

表 3 中古 CRTの主要な輸出先とその割合

香港

181,80214.829,60912.11120,411インドネシア

9.5182,20513.0109,96824.415,201ベトナム

12.3

13.5

単価 (ドル)単価 (ドル)台数単価 (ドル)台数

13.8326,47010.9131,2869.03542,129

台数



輸出量は CDから GFまで増加するため，国内供給 (回

収量) は AD から HF まで増加する。以上より，委託

処理費の支給は，一般的な従量制輸出補助金と同様に輸

出量の増加と国内の供給価格の引き上げをもたらすこ

とがわかる。しかし，一般的な輸出補助金と大きく異な

る点は，輸出補助金の下では政府負担であった部分

(BEFG) が生産者の負担となることである。

(2) 中古 CRT輸出業者：E社の場合

浦項市 (釜山市の北側) にある E社は，2001 年に鉄

鋼，古紙を主に取扱う個人「古物商」からスタートした。

2002 年末からは本格的にパソコン類の回収を開始し，

2003 年 3 月からはフィリピンに支社を設置するなど，

現在はフィリピンで 5ヶ所に店舗を展開する。従業員は

15人 (浦項 5人，釜山 10人) であり，2003 年 10月か

らは生産者責任機構である韓国電子産業環境協会に加入

し，協力関係を結んだ (図 3 のルート Bに当たる)。

主な回収方法は，小規模の中古品回収業者からの買い

取りであり，それに加えて自らの回収も行っている。後

者における回収場所としては学校，役所，マンション

(団地) などがあげられる。学校と役所の場合は，耐久

年数の過ぎた中古パソコン類が一度に大量に排出される

ことが多く，入札に参加して獲得するのが通常である。

マンション (団地) の場合はトラックで回りながら，状

態にもよるが，基本的に有償で買い取っている。2006

年 10月現在の平均買収価格は，中古 CRT と本体とと

もに 1台 5,000ウォン程度である。E社による回収量は，

中古CRTと本体，それぞれ年間 10万台程度である。

回収後，E社は，実際の解体作業を行うというよりも

輸出のために簡単な部品を交換することや製品の機能を

テストすることが多い。パソコン本体の場合，良質のも

のはフィリピン，インドネシア，ベトナムなど東南アジ

ア諸国へ輸出されている。そして，不良のものは，国内

で解体業者に売却されている。中古 CRT の場合，中国

とインドネシアへの輸出が実際には行われているが，生

産者による委託処理費の支給対象にはなっていない。

中古 CRT の輸出に対する委託処理費の支給が，2005

年度 E 社の輸出量と利益に与える影響を簡単に図 5

(右) に示した。委託処理費の支給前の E 社は，中古

CRT を 1台あたり 5,000ウォン程度で有償買取を行い，

12,620ウォンの国際価格 (12.3ドル(表 3 の輸出単価の

平均)×1,026 ウォン( 1 ドル，2005 年 6 月現在)) で輸

出を行う (G 点)。委託処理費 (650 ウォン／台) の支

給後には，E 社が直面する国際価格 (輸出価格) が上

昇することにより，OBを輸出するようになる (E点)。

E社には，ABの輸出増加と DEKJの追加的収入がもた

らされたことがわかる。以上のことから，委託処理費の

支給が E社の輸出量を増やすインセンティブとなって

いることがわかる。具体的にいうと，2005 年の場合，E

社に支給された委託処理費 (追加的利益) は 24,377,600

ウォン(650ウォン×37,504 台(2005 年度の E社の輸出

量)) となった。

4．結 論

本研究では，韓国における使用済み電気・電子機器の

輸出動向を，国内制度との関係に焦点を当てて分析を

行った。そして，中古テレビと中古 CRT 輸出業者の事

例を取り上げ，国内で中古品輸出ルートにのるメカニズ

ムを把握した。その結果，以下の知見が得られた。

1 ) 韓国では，拡大生産者責任原則に基づいて，物

理的責任だけではなく財政的責任も生産者に負

わせる制度が進められている。しかし，生産者
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注 1：5,000ウォンは平均買収価格
注 2：12,620ウォンは輸出価格

図 5 委託処理費の支給と中古CRT市場の (左) と E社の場合 (右)



による無料回収の実施後にも，生産者の回収量

全体に対して約 75〜90% に相当する使用済み電

気・電子機器が，生産者の回収ルートにのらな

いまま中古品輸出業者を通じて輸出されていた

ことがわかった。通常，使用済み電気・電子機

器が有償で取引されている韓国の状況下では，

消費者が，排出ルートとして生産者の無料回収

よりも中古品回収業者の有価取引を選択する誘

引が生じているためであると考えられる。

2 ) 品目別輸出傾向を見ると，冷蔵庫・洗濯機・エ

アコンは輸出される比率が非常に低く，テレビ

とパソコン類は輸出される比率が高いことが示

された。この点は日本との大きな違いである。

中古テレビとパソコン類は，生産者による無料

回収ルートにのらず，海外の需要状況と国内の

供給状況 (製品機種の更新による排出量の増加

など) に影響を受けて輸出が行われる傾向が見

られた。さらに海外の需要にも国ごとに相違が

見られた。中古テレビの場合，転送方式と輸出

単価から見て，フィリピンでは再使用の需要が，

香港では中国を始めとした東南アジア諸国への

移動を目的とした需要が推測できた。

3 ) 韓国の制度設計と輸出との関連で，2003 年から

施行された生産者責任再活用制度の例外規定が

生産者による中古 CRT の輸出を促進している

ことが明らかになった。再使用を目的とした中

古 CRT の輸出が生産者の実績として認められ

るため，生産者は中古 CRT 輸出業者と委託関

係を結ぶことで対応した。事例分析の結果，生

産者から支給される委託処理費が，実質的な輸

出補助金として機能し，中古 CRT の輸出を拡

大させるインセンティブとして働いていること

がわかった。

使用済み電気・電子機器に対する財政的責任と物理的

責任が，それぞれ消費者と生産者に分担されている日本

では，見えないフローが法律改正の主な論点として議論

されている。しかし，財政的・物理的責任のすべてを生

産者が負っている韓国でさえ，中古品輸出が活発に行わ

れている。それは，第一に使用済み電気・電子機器が有

価物として経済的価値を持って取引されるからであり，

さらに，中古 CRT の場合，委託処理費が実質的な輸出

補助金として機能しているからである。その結果，無料

回収の実施も使用済み電気・電子機器のマテリアルフ

ローのコントロールという面では，制限的な機能しか果

たしていない。韓国で 2006年行われた公示 (全品目に

対し，適正処理の条件下で，再活用を目的とした輸出認

定) の改正は，中古品輸出をより促進させる可能性があ

る。国境を越えた使用済み電気・電子機器に対する適正

処理の確保と生産者責任遂行のあり方は，日本と韓国の

共通の課題である。
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Abstract

This study has addressed the current tendency towards the export of WEEE (Waste of Electrical and

Electronic Equipment) and its relationship with domestic regulations. Our conclusions are : 1) In Korea,

even after the implementation of free collection based on the EPR principle, due to exporters of secondary

goods, a considerable amount of WEEE (75 - 90% of total collection by producers) is exported to developing

countries, mainly becauseWEEE is traded as valuable goods in the context of WEEE recycling in Korea ; 2)

In particular,we found that the export of secondary TVs and CRTmonitors is preferentially affected by their

own foreign demand and domestic supply situations rather than a free collection of the mandatory producer

recycling system ; 3) Domestic regulations have substantially promoted exports in the case of secondary

CRT monitors. The disposal costs provided by producers to established recyclers in effect function as

subsidies for the export of secondary CRTs.

Key words : export of WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), mandatory producer

recycling system, free collection, commission disposal cost
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