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家電リサイクル用語解説集
あ～お

⃝Aグループ、Bグループ
家電リサイクル法の施行に当たり、製造業者等がそれぞれで指定引取場所や家電リサイクルプラントを全国に設置するの
は多額の投資が必要になり、また排出者や小売業者からの引取りの面でも効率的でないことから、全ての製造業者等を
A・B２つのグループに集約して全国を運営することになりました。全国の指定引取場所では、持込者の利便性を考慮し
てA・Bどちらのグループの製品も引き取りますが、Aグループの家電リサイクルプラントではAグループの製品だけを、
Bグループの家電リサイクルプラントでは Bグループの製品だけをリサイクルしています。

⃝渦電流（うずでんりゅう）選別
銅やアルミなどの磁石に反応しない金属（非磁性金属）が磁石
のそばを通過すると、内部に渦状の電流（渦電流）が発生し、
磁石の磁力と反発する力が生じます。この反発する力を利用し
て、銅やアルミとそれ以外のもの（プラスチック等）を選別す
る方法です。

⃝送り状
指定引取場所から廃家電 4品目を家電リサイクルプラントに出荷するときに発行されるもので、出荷する荷物の内容や
運搬するトラックの車両番号などの情報が記載されています。家電リサイクルプラントで受領印が押されたものが指定引
取場所に戻ることで、適正に運搬されたことが確認できます。	

⃝お問合せ管理票番号
家電リサイクル券に記載された 13桁の番号で、排出者はこの番号を
使って家電リサイクル券センター（RKC）のホームページやフリーダイ
ヤルで小売業者に引き渡した廃家電 4品目が適正に製造業者等に引き
渡されたかを確認することができます。
	

か～こ

⃝家電リサイクル券システム
廃家電 4品目の排出者からの引取りと製造業者等への引渡しを確実に行い、その状況を管理・監視するための仕組みが
家電リサイクル券を使用した家電リサイクル券システムです。主な家電リサイクル券システムとしては、小売業者等が取
り扱う「料金販売店回収方式」と排出者が郵便局でリサイクル料金を支払う「料金郵便局振込方式」の二つの方式があり
ます。	

⃝家電リサイクル券センター（RKC）
家電リサイクル券システムの運用・管理のために（一財）家電製品協会内に設けられた組織の名称（略称：RKC）です。

渦電流選別

非鉄金属（アルミ・銅）
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⃝家電リサイクルプラント
製造業者等が、家電リサイクル法で規定された再商品化等実施義務（引き取った廃家電 4品目のリサイクルを実施する
義務）を果たすことを目的に設置した、廃家電 4品目のリサイクルを行う施設です。

⃝家電リサイクル法
家庭や事業所から排出される廃家電 4品目の減量と再生資源の十分な利用を通じて、廃家電 4品目の適正な処理と資源
の有効利用を図ることにより、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、廃家電 4品目をリサ
イクルする仕組みを規定した法律です。正式名称は「特定家庭用機器再商品化法」で、1998 年６月に公布され、2001
年４月に施行されました。

⃝環境配慮設計（DfE）
生産、流通、使用、廃棄・再資源化など、製品の全ライフサイクルを通じての環境負荷低減を目的に、資源の有効利用や
省エネルギーへの取組などを考慮した製品設計・企画を行うことです（DfE は Design	for	Environment の略）。

⃝管理票制度
家電リサイクル法で定められている制度で、管理票を流通させることで、小売業者に引き取られた廃家電 4品目が製造
業者等に確実に引き渡されたかを確認できるように設けられた仕組みです。製造業者等や小売業者には管理票の保存義務
があり、不適正な処理が行われた場合でも追跡確認ができるようになっています。排出者は小売業者に引き渡した廃家電
4品目が、製造業者に適正に引き渡されたかを確認するために小売業者に管理票の閲覧を求めることができ、小売業者は
これに必ず応じなければなりません。家電リサイクル券はこの管理票の機能を併せ持っています。

⃝グリーン券
小売業者等が取り扱う「料金販売店回収方式」で使用される家電リサイクル券の通称です。印刷色が緑色のため、グリー
ン券と呼ばれています。

⃝	（家電リサイクル券の）交付と回付
一般的には交付とは一定の手続きに関して書類などを発行することで、回付とは交付された書類などをほかに回し届ける
ことです。家電リサイクル券の場合は、たとえば小売業者が排出者から廃家電 4品目を引き取る際に排出者に発券した
家電リサイクル券の排出者控を渡すこと、および小売業者が指定引取場所でその引き取った廃家電 4品目を引き渡す際
に家電リサイクル券の小売業者回付片と指定引取場所控を製造業者等に渡すことが「交付」、その交付を受けた製造業者
等が小売業者回付片に受領印を押して小売業者に返却することが「回付」となります。

⃝小売業者
家電リサイクル法での小売業者とは家電 4品目を最終消費者に販売（小売）する者をいい、家電 4品目を販売する者に
販売する、いわゆる卸売販売をする者は含まれません。販売の方法は店頭での販売だけでなく、インターネット販売や通
信販売も含まれます。また家電リサイクル法では中古品も対象としていますので、リサイクルショップなど中古品の小売
を行う販売業者も含まれます。

⃝	小売業者に引取義務が課せられていない廃家電 4品目
家電リサイクル法では、小売業者に自らが過去に販売した家電 4品目と、買換えの際に排出者から引取りを求められた
家電 4品目を引き取る義務が課せられていますが、それ以外の家電 4品目には引取りの義務はありません。例えば買換
えではなく、廃棄のみを行う場合で、引越しをして購入した小売業者が遠隔地にある場合、購入した小売業者が廃業して
いる場合、譲り受けたり贈与されたもので購入した小売業者が不明な場合などがこれに当たります。なお、このような家
電 4品目のうち、家庭から排出されるものについては市区町村が回収を行うことになります。

家電リサイクル用語解説集
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⃝混合プラスチック
家電4品目に使用されているプラスチックには、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）、アクリロニトリル・ブタジエン・
スチレン（ABS）などの種類があります。混合プラスチックとは複数の種類のプラスチックが混ざり合った状態のものを
いいます。

さ～そ

⃝再商品化
廃家電 4品目をリサイクルすることを再商品化といいます。狭義では、廃家電 4品目から部品および材料を分離し、こ
れを自ら製品の部品または原材料として利用すること、または製品の部品または原材料として利用する者に有償または無
償で譲渡できる状態にすることを再商品化（マテリアル・リサイクル）と規定しています（⇒「再商品化等」の項を参照）。

⃝再商品化重量
廃家電 4品目から分離された部品および材料のうち、再商品化（マテリアル・リサイクル）されたものの重量です。

⃝再商品化等
廃家電 4品目をリサイクルすることを再商品化といいますが、狭義での再商品化（マテリアル・リサイクル）と熱回収（サー
マル・リサイクル）を合わせて「再商品化等」と規定しています。

⃝再商品化等基準
家電リサイクル法で、家電 4品目の品目ごとに定められた再商品化率の基準値で、年度単位で達成することが求められ
ています。再商品化等となっていますが、再商品化率には熱回収（サーマル・リサイクル）は含まれませんので、再商品
化（マテリアル・リサイクル）のみで達成する必要があります。現在の各品目の再商品化等基準は、エアコンが 80％以上、
ブラウン管式テレビが 55％以上、液晶・プラズマ式テレビが 74％以上、冷蔵庫・冷凍庫が 70％以上、洗濯機・衣類乾
燥機が 82％以上です。

⃝再商品化等実施義務
家電リサイクル法において、製造業者等の役割として課せられた義務のことです。製造業者等は引き取った廃家電 4品
目を遅滞なく再商品化等を行わなければなりません。また、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機に使用され
ているフロンの回収・再利用・破壊を行うことも義務付けられています。なお再商品化等に当たっては、再商品化等基準
を満たす必要があります。

⃝再商品化等処理重量
製造業者等が再商品化等に必要な行為（リサイクル処理）を実施した廃家電 4品目の重量です。

⃝再商品化等処理台数
製造業者等が再商品化等に必要な行為（リサイクル処理）を実施した廃家電 4品目の台数です。

⃝再商品化率
製造業者等が再商品化等に必要な行為（リサイクル処理）を実施した廃家電 4品目の重量のうち、再商品化（マテリアル・
リサイクル）されたものの重量の割合です。算式で表すと次のようになります。

　再商品化率（％）	＝	
再商品化重量

再商品化等処理重量

家電リサイクル用語解説集
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⃝自治体用券
自治体が災害や不法投棄で発生した廃家電 4品目を製造業者等に引き渡す際に使用するための専用の家電リサイクル券
です。料金は指定銀行口座への後納方式になっており、また１枚の券に６台まで記入できるようになっているため、あら
かじめ準備しておくと急な災害発生時にも速やかに製造業者等に引き渡すことができます。対象となる自治体は、都道府
県、市区町村、地域の各種管理組合等です。

⃝指定引取場所
製造業者等が小売業者から廃家電 4品目を引き取る場所のことで、家電リサイクル法で製造業者等に設置が義務付けら
れています。指定引取場所では、小売業者から持ち込まれた廃家電 4品目の引取りや保管、家電リサイクルプラントへ
の運搬手配、家電リサイクル券センターへの引取データの送信などの業務を行っています。

⃝指定法人
家電リサイクル法では、製造業者等に廃家電 4品目のリサイクルを行うことが義務付けられていますが、中小の事業者
では自らリサイクルを行うことが困難であり、また製造業者等が倒産したり事業を撤退している場合はリサイクルを行う
者がいなくなります。そのため、このような場合の対応として、家電リサイクル法では指定法人を設置することが規定さ
れています。指定法人は、中小事業者からの委託を受けてリサイクルを行うこと、および現存しない、あるいは事業撤退
した製造業者等に代わってリサイクルを行うことのほか、家電リサイクルに関する調査や普及啓発を行うことが主な業務
です。現在、（一財）家電製品協会が家電リサイクル法の指定法人に指定されています。

⃝収集・運搬料金
小売業者が排出者から廃家電 4品目を引き取り（収集）、指定引取場所まで運ぶ（運搬）ための費用です。金額は小売業
者が設定し、排出者はリサイクル料金とともに小売業者に支払います。なお金額の設定に当たっては、家電リサイクル法
で収集・運搬を効率良く行った場合に必要な費用の原価を考慮して定めること、かつ排出者の適正な排出を妨げることの
ないよう配慮することが求められています。

⃝循環型社会（システム）
限りある資源を効率的に利用するとともに、再生産を行うことで持続可能な形で循環させながら利用していく社会のこと
で、循環型社会形成推進基本法では「製品等が廃棄物となることが抑制され、製品等が循環資源（資源として再利用でき
る廃棄物）となった場合は、循環的な利用や適正な処分が行われることで天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができ
る限り低減される社会をいう」とされています。

⃝磁力選別
鉄が磁石に引き付けられる性質を利用して、鉄とそれ以外のものを選
別する方法です。

⃝ 3R（スリーアール）
Reduce（リデュース：廃棄物の発生抑制）、Reuse（リユース：廃棄物の再使用）、Recycle（リサイクル：廃棄物の再生利用）
の頭文字の３つの「R」をとった言葉で、循環型社会を形成していくための基本的な取組を示したキーワードです。

家電リサイクル用語解説集
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⃝製造業者等
家電リサイクル法での「製造業者等」には家電 4品目を製造する者（いわゆるメーカー）だけでなく、家電 4品目の輸
入業者も含めます。また、製造または輸入を他の者に委託（いわゆるOEM）する場合も含まれます。家電リサイクル法
では、製造業者等に過去に製造等をした家電 4品目をリサイクルする義務が課せられていますが、事業を撤退した場合
には製造業者等には当たらず、リサイクルする義務はありません。一方、他の法人がその撤退した事業の譲渡を受けた場
合は、譲渡を受けた法人が製造業者となり、リサイクルの義務が生じます。

⃝製品アセスメント
環境負荷の少ない製品の提供を目的に、製品の開発・設計段階からその製品の環境負荷をあらかじめ評価することで、よ
り環境に優しいものづくりを行う手法のことです。	

⃝是正処理
指定引取場所において小売業者から廃家電 4品目を引き取る際、受け取った家電リサイクル券の記載内容と持ち込まれ
た廃家電 4品目の現物を照合し、家電 4品目の品目やメーカー名、大小区分が異なっていた場合に、家電リサイクル券
の記載内容を正しい内容に修正する作業のことです。

⃝その他有価物
有価物とは有償で売却が可能なもののことです。その他有価物とは、廃家電 4品目をリサイクルすることで得られる有
価物のうち、鉄や銅、アルミなどの金属類、およびブラウン管テレビのガラスを除いたもので、主にプラスチックです。

た～と

⃝大小区分
家電 4品目うち、テレビ（ブラウン管式および液晶・プラズマ式）と冷蔵庫・冷凍庫は、一定の大きさより大きいか小
さいかで区分され、それぞれで異なるリサイクル料金が設定されています（一部で大小区分のないメーカーもあります）。
ブラウン管式テレビは画面サイズの 15型以下が小区分、16型以上が大区分、液晶・プラズマ式では画面サイズの 15V
型以下が小区分、16V型以上が大区分、冷蔵庫・冷凍庫は全定格内容積の 170リットル以下が小区分、171リットル以
上が大区分になります。

⃝断熱材フロン
冷蔵庫や冷凍庫の断熱材として使用されているウレタンに含まれるフロン類のことで、以前はウレタンの発泡や成形に使
用されていましたが、2003年末には全廃され、以降に生産された冷蔵庫・冷凍庫の断熱材には使用されていません。

⃝手分解、手解体
家電リサイクルプラントでのリサイクル処理の工程で、最初に行う手作業による解体・分別作業のことです。

⃝特定家庭用機器
家電製品を中心とする家庭用機器のうち、次の４つの要件を満たすものとして政令で指定されたものをいいます。現在、
家電リサイクル法の対象機器としては、エアコン、テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・
衣類乾燥機の４品目が指定されており、総称して「家電 4品目」と表現されています。
①	市区町村等では設備的、技術的にリサイクルが困難なもの
②	リサイクルによって得られる資源価値が高いもののうち、リサイクルをする際に経済的な制約が少ないもの
③	製造業者等での製品設計や部品・原材料の選択がリサイクルに重要な影響があるもの
④	小売業者による配達が一般的なもの

⃝特定家庭用機器再商品化法
家電リサイクル法の正式名称です（⇒「家電リサイクル法」の項を参照）。

家電リサイクル用語解説集
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⃝特定家庭用機器廃棄物管理票
家電リサイクル券の正式名称です。小売業者に引き取られた廃家電 4品目が製造業者等に確実に引き渡されたかを確認
できるように家電リサイクル法で定められた管理票の機能と、リサイクル料金の製造業者等への円滑な支払いを行う機能
を併せ持ったシステムで、あらかじめ印字された「お問合せ管理票番号」により製造業者等への引渡し確認が行えます。

な～の

⃝二次物流業者
廃家電 4品目を指定引取場所から家電リサイクルプラントまで運搬する業務を「二次物流」といい、それを行う業者の
ことです。なお小売業者から指定引取場所までの運搬業務のことを「一次物流」といいます。

⃝熱回収（サーマル・リサイクル）
廃家電 4品目から部品および材料を分離し、これを焼却する際に発生する熱エネルギーを自ら利用すること、または利
用しようとする者に有償または無償で譲渡できる状態にすることです。

は～ほ

⃝廃家電４品目
家電４品目の廃棄物のことです。家電４品目については「特定家庭用機器」の項を参照ください。

⃝排出者
廃家電 4品目をリサイクルするため、リサイクル料金および収集・運搬料金を支払って小売業者に引き渡す一般消費者
および事業者を指します。

⃝パネルガラス
ブラウン管テレビに使われているブラウン管前面（画面部分）のガラスのことです。

⃝バランスリング
洗濯機の脱水時等の振動防止のため、洗濯槽の上部に取り付けられたリング状の部品のことで、中には塩水が入ってい
ます。

⃝引取義務
家電リサイクル法において、小売業者および製造業者等に課せられた義務のことです。小売業者については、自らが過去
に販売した家電 4品目の引取りを求められたとき、および家電 4品目の販売に際し、買換えのため排出者から同じ品目
の家電 4品目の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、必ず引き取ることが義務付けられています。
また製造業者等については、自らが過去に製造・輸入した家電 4品目（他の法人から事業を承継した場合は当該法人が
過去に製造・輸入した家電 4品目を含む）の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、必ず引き取る
ことが義務付けられています。

⃝引渡義務
家電リサイクル法において、小売業者に課せられた義務のことです。小売業者は、引き取った廃家電4品目を自ら再使用（リ
ユース）する場合、または再使用および販売しようとする者に有償または無償で譲渡する場合を除き、製造業者等または
指定法人に引き渡すことが義務付けられています。

家電リサイクル用語解説集
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⃝比重選別
混合プラスチックから素材ごとの重さの違いを利用して単一素材のプ
ラスチックを選別する方法で、水中での浮き沈みで選別する方法（浮
沈選別）や、振動で選別する方法（ジグ選別）などがあります。

⃝非鉄・鉄等混合物
鉄および鉄以外の金属が混じり合った状態のままで、有償で売却が可能なものです。

⃝不法投棄未然防止事業協力
不法投棄される廃家電 4品目の削減を目的として、廃家電 4品目の不法投棄未然防止事業に積極的に取り組む自治体を
対象に、その費用の一定割合を製造業者等が助成する制度のことで、（一財）家電製品協会が製造業者等の委託を受けて
実施しています。対象となる不法投棄未然防止事業とは、監視カメラの設置、警告看板の設置、監視パトロールの実施な
どが対象になります。

⃝ファンネルガラス
ブラウン管テレビに使われているブラウン管背面の漏斗状のガラスのことです。このガラスには鉛が含まれています。

⃝フロンの回収・管理
フロンが温室効果ガスとして地球温暖化を招くとして、家電リサイクル法において製造業者等は再商品化等を行う際にエ
アコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機に使用されているフロンの回収・再利用・破壊を行うことが義務付けられ
ています。エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機からは冷媒フロンを、冷蔵庫・冷凍庫からは断熱材フロンを
回収しています。ボンベやドラム缶に回収したフロンは 24時間監視の保管庫で漏れの無いよう厳重な管理を行った後、
適正に処理しています。

ま～も

⃝ミックスメタル
一般的には鉄を除く銅・アルミ・ステンレス・真ちゅう・電線・基板などが混在した金属片のことですが、家電リサイク
ルの工程では銅やアルミも選別して回収しますので、それらも除いた金属片を指します。

や～よ

⃝有価物
有償で売却が可能なもののことです。

⃝郵便局券
排出者が郵便局でリサイクル料金を支払う「料金郵便局振込方式」で使用される家電リサイクル券の通称です。

ジグ選別の例

家電リサイクル用語解説集
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ら～ろ

⃝リサイクル
廃棄物を回収し、製品の部品や原材料として再び用いる（再生利用する）ことで、「循環型社会形成推進基本法」では、「循
環資源の全部または一部を原材料として利用すること」とされています。

⃝リサイクル率
再商品化率のことで、製造業者等が再商品化等に必要な行為（リサイクル処理）を実施した廃家電 4品目の重量のうち、
再商品化（マテリアル・リサイクル）されたものの重量の割合です（⇒「再商品化率」を参照）。

⃝リサイクル料金
製造業者等が廃家電4品目のリサイクル処理等に係る費用として排出者に支払いを求める料金です。リサイクル料金には、
廃家電 4品目のリサイクル処理（解体・破砕・選別・フロン回収等）に要する費用のほか、指定引取場所から家電リサ
イクルプラントまでの運搬費用、指定引取場所の維持・運営費用、家電リサイクル券システムの運営全般に係る費用など
が含まれます。金額は製造業者等ごとに品目別に設定され、公表されており、小売業者の店頭や郵便局のほか、家電リサ
イクル券センター（RKC）のホームページで確認できます。

⃝離島対策事業協力
離島では廃家電 4品目を排出する際、指定引取場所までの運搬に海上輸送を伴うために収集・運搬料金が高額になり、
排出者の負担が大きくなることから、その費用軽減に積極的に取り組む自治体を対象に、合理的に算出された１台当たり
の海上輸送費用の原則全額を製造業者等が助成する制度のことで、（一財）家電製品協会が製造業者等の委託を受けて実
施しています。対象となる海上輸送事業としては、自治体が自ら、または委託して海上輸送を行う場合、および海上輸送
を行う業者に補助金を交付することで費用の軽減を図る場合が対象になります。

⃝料金販売店回収方式
家電リサイクル券システムの１方式で、排出者がリサイクル料金を小売業者を経由して製造業者等に支払う方式です。排
出者はこの方式の家電リサイクル券（通称「グリーン券」）の発券が可能な小売業者に廃家電4品目を引き渡し、併せて
小売業者にリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券の控えを受け取ります。小売業者は家電リサイクル券センター
（RKC）からの請求によりリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券センター（RKC）は回収したリサイクル料金を各製
造業者等に支払います。

⃝料金郵便局振込方式
家電リサイクル券システムの１方式で、排出者が郵便局でリサイクル料金を直接製造業者等に支払う方式です。排出者は
郵便局備え付けの家電リサイクル券（通称「郵便局券」）で家電リサイクル券センター（RKC）にリサイクル料金を振り込み、
振込み済みの家電リサイクル券と一緒に廃家電 4品目を指定引取場所か小売業者（「料金販売店回収方式」を扱っていな
い小売業者）に引き渡します。振り込まれたリサイクル料金は家電リサイクル券センター（RKC）から各製造業者等に支
払われます。

⃝冷媒フロン
エアコンや冷蔵庫・冷凍庫の冷媒（熱を移動させるためのガス）として使用されるフロン類のことです。

家電リサイクル用語解説集


