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世界水銀アセスメント(2002)

○2001年：国連環境計画（UNEP）が地球規模の水銀汚染に

係る調査活動を開始

○2002年：人への影響や汚染実態をまとめた報告書

（世界水銀アセスメント）を公表

【報告書の内容】

• 水銀は様々な排出源から様々な形態で環境に排出され、分解されず、

全世界を循環

• 人への毒性が強く、特に発達途上の神経系に有害。食物連鎖により

野生生物へも影響

• 先進国では使用量が減っているが、途上国では依然利用され、リス

クが高い

• 自然発生源もあるが、人為的排出が大気中の水銀濃度や堆積速度を

高めている

• 世界的な取り組みにより、人為的な排出の削減・根絶が必要
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水俣条約発効までの経緯

○2013年10月

「水銀に関する水俣条約外交会議」を熊本市及び水俣市で

開催 「水銀に関する水俣条約」を全会一致で採択

○2015年

条約締結に向け「水銀による環境の汚染の防止に関する法

律（水銀汚染防止法）」の制定、大気汚染防止法や廃棄物処

理法施行令の改正等

○2016年２月

日本が条約を締結

○2017年５月

締結国数が条約の発効要件である50か国に達する

○2017年８月16日

条約発効
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「水銀に関する水俣条約」の意義

○先進国と途上国が協力して、水銀の供給、使用、排出、廃棄等
の各段階で総合的な対策に世界的に取り組むことにより、水銀
の人為的な排出を削減し、地球的規模の水銀汚染の防止を目
指すもの。

○「水銀に関する水俣条約」の命名は、水俣病のような健康被害
や環境破壊を繰り返してはならないとの決意と、対策に取り組
む意志を世界で共有する意味で有意義。また、水俣病の教訓や
経験を世界に伝えるとともに、現在の水俣市の姿を内外にアピ
ール。
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水銀に関する水俣条約の概要

○ 前文に水俣病の教訓について記述

○ 水銀鉱山からの一次産出、水銀の輸出入、小規模金採掘等

を規制

○ 水銀使用製品（蛍光管、体温計、血圧計等） の製造・輸出

入、水銀を使用する製造工程（塩素アルカリ工業等）を規

制（年限を決めて廃止等）

○ 大気・水・土壌への排出について、利用可能な最良の技術/

環境のための最良の慣行（BAT/BEP）等を基に排出削減対策

を推進

○ 水銀廃棄物について既存条約（バーゼル条約）と整合性を

取りつつ適正処分を推進

○ 途上国の能力開発、設備投資等を支援する資金メカニズム

創設
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水俣条約の構成と担保措置等との関係

水銀廃棄物
（条約第11条）

＜廃棄物処理法上の
廃棄物＞

廃棄物処理法政省令改正
による措置

水銀の一次採掘
（条約第3条3）

水銀の輸出入
（条約第3条6,8）

外為法等による措置 水銀の暫定的保管
（条約第10条）

水銀汚染防止法による措置

資金・資金供与の制度(条約第13条)、能力形成・技術援助等(条約第14条)、健康に関する側面(条約第16条)、情報

の交換(条約第17条)、公衆のための情報・啓発及び教育(条約第18条)、研究・開発・監視（条約第19条） 等

汚染された場所
（条約第12条）

水銀使用製品の製造
（条約第4条）

水銀汚染防止法による措置

製造工程におけ
る水銀の使用
（条約第5条）

零細・小規模

金採掘
（条約第7条）

水銀汚染防止法
による措置

（附則により鉱業法改正）
（実態なし）

水銀汚染防止法による措置
（実態なし）

水銀汚染防止法による措置
（実態なし）

土壌汚染対策法及び水
質汚濁防止法で担保済

目録作成 （条約第8条7、条約第9条6）

大気への排出
（条約第8条）

水・土壌への放出
（条約第9条）

水銀使用製
品の輸出入
（条約第4条）

外為法等による措置

水銀の貿易 水銀の使用

環境への排出

廃棄

＜廃棄物処理法上の廃

棄物に該当しないもの
＞

水銀汚染防止法

による措置

水質汚濁防止法で担保済大気汚染防止法の一部改正法による措置
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廃棄物処理法施行令・施行規則等の改正（経緯）

平成27年12月

改正令（第１段施行分）に
係る環境省令等の公布

平成25年10月 「水銀に関する水俣条約」の採択

平成27年2月 中央環境審議会「水銀に関する水俣条約を踏まえた
今後の水銀廃棄物対策について（答申）」
金属水銀及び水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理
方法等を取りまとめ

水銀廃棄物については環境上適正な方法で管理すること

平成27年11月 廃棄物処理法律施行令の一部を改正する政令の公布

平成28年4月1日施行

平成28年6月～12月
改正令（第２段施行分）に係る環境省令等の審議
（中央環境審議会循環型社会部会水銀廃棄物適正処理検討専門委員会）

パブリックコメント（平成28年10月６日～11月６日）

平成29年６月９日公布

平成29年10月1日施行
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水銀廃棄物の分類（産業廃棄物）

廃棄物処理法施行令改正により、新たに 廃水銀等、水銀含有
ばいじん等、水銀使用製品産業廃棄物 を定義

水銀含有

ばいじん等

廃金属水銀等 水銀汚染物

水銀使用製品

産業廃棄物

水銀使用製品廃棄物

廃水銀等
（「等」は廃水銀化合物）

・特定施設において生じた
廃水銀等
・水銀等が含まれている物
又は水銀使用製品廃棄物か
ら回収した廃水銀

（特管産廃）
・特定の施設から排出
されるもので水銀の溶
出量が判定基準を超過
するもの

水銀回収義務付け対象

・ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいのうち、
水銀を1,000mg/kg以上含有するもの
・廃酸、廃アルカリのうち、水銀を
1,000mg/L以上含有するもの

水銀式血圧計、水銀体
温計等

①別表第四に掲げる水銀使
用製品（単体）
②上記①を材料又は部品と
する製品
③本体に水銀等の使用に関
する表示がある製品

・ばいじん、燃え殻、汚
泥、鉱さいのうち、水銀
を15mg/kgを超えて含有
するもの
・廃酸、廃アルカリのう
ち、水銀を15mg/Lを超え
て含有するもの

下線：水俣条約を踏まえた廃棄物処理法施行令改正（平成27年）により新たに定義されたもの

斜体：例示

回収した水銀

赤文字：特別管理産業廃棄物

回収した
水銀

鉱さい、ばいじん（特定の施設で生じたものに限る）、汚泥（特定の施設で生じたものに限る）、それら
の処理物（廃酸・廃アルカリを除く）、及び廃酸、廃アルカリの処理物（廃酸、廃アルカリ以外）：13 号
溶出試験において水銀濃度が0.005mg/L を超過したもの。

廃酸・廃アルカリ（鉱さい、ばいじん、汚泥の処理物、及び廃酸・廃アルカリの処理物を含む）（特定
の施設で生じたものに限る）：水銀濃度が0.05mg/L を超過したもの。
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水銀使用製品産業廃棄物に対する措置の概要

 新たな廃棄物区分：「水銀使用製品産業廃棄物」を設定

 「水銀使用製品産業廃棄物」に対する新たな措置

（１）処理基準の追加

（２）水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達

【背景】

• 水銀使用製品廃棄物は、主に水銀回収等が行われているが、
直接、埋立処分されているものもある

• 引き続き水銀回収を促進するとともに、水銀使用製品廃棄物
がより環境上適正に取り扱われるよう基準の強化等が必要

平成29年10月１日より施行【概要】
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水銀使用製品産業廃棄物の対象

区分①：水銀使用製品のうち表に掲げるもの
区分②：①の製品の組込製品（表に×印のあるものに係るものを除く）
区分③：水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品

1 水銀電池

2 空気亜鉛電池

3
ｽｲｯﾁ及びﾘﾚｰ（水銀が目視で確認できるも

の）
×

4
蛍光ﾗﾝﾌﾟ（冷陰極蛍光ﾗﾝﾌﾟ及び外部電極蛍

光ﾗﾝﾌﾟを含む）
×

5 ＨＩＤﾗﾝﾌﾟ（高輝度放電ﾗﾝﾌﾟ） ×

6
放電ﾗﾝﾌﾟ（蛍光ﾗﾝﾌﾟ及びＨＩＤﾗﾝﾌﾟを除

く）
×

7 農薬

8 気圧計

9 湿度計

10 液柱形圧力計

11 弾性圧力計（ダイアフラム式のもの） ×

12 圧力伝送器（ダイアフラム式のもの） ×

13 真空計 ×

14 ガラス製温度計

15 水銀充満圧力式温度計 ×

16 水銀体温計

17 水銀式血圧計

18 温度定点セル

19 顔料 ×

20
ﾎﾞｲﾗ（二流体ｻｲｸﾙに用いられるも

の）

21 灯台の回転装置

22 水銀トリム・ヒール調整装置

23 水銀抵抗原器

24 差圧式流量計

25 傾斜計

26 周波数標準機 ×

27 参照電極

28 握力計

29 医薬品

30 水銀の製剤

31 塩化第一水銀の製剤

32 塩化第二水銀の製剤

33 よう化第二水銀の製剤

34 硝酸第一水銀の製剤

35 硝酸第二水銀の製剤

36 チオシアン酸第二水銀の製剤

37 酢酸フェニル水銀の製剤

注）No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に
該当する
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水銀回収義務付け対象

水銀使用製品産業廃棄物のうち表に掲げるもの

（破損時のリスクを考慮し、液体の金属水銀を含むものを対象に設定）

注）水銀使用製品産業廃棄物の区分①の対象となっていない製品は、
水銀等の使用に関する表示がされていて区分③に該当する場合を想定したもの
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水銀使用製品産業廃棄物に対する新たな措置（１）

新たな措置

（１） 処理基準の追加
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水銀使用製品産業廃棄物に対する新たな措置（２）

新たな措置

（２）水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達
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掲示板の例

水銀使用製品産業廃棄物の保管場所に設けるべき掲示板の例（収集運搬業者）

水銀使用製品産業廃棄物の保管施設の表示の例（排出事業者）
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水銀含有ばいじん等に対する措置の概要
【背景】

• 現状では、水銀を高濃度に含む汚染物からは水銀回収が行わ
れており、低濃度の汚染物は廃棄物処理法に基づき埋立処分
されている。

• 今後、条約により水銀回収のインセンティブが減り、水銀を高濃
度に含む汚染物が埋立処分される可能性があるため、環境保
全上支障がないよう基準の強化が必要。

 新たな廃棄物区分：「水銀含有ばいじん等」を設定

 「水銀含有ばいじん等」に対する新たな措置：

（１）処理基準の追加

（２）水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達

平成29年10月１日より施行【概要】
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水銀含有ばいじん等の対象

 水銀含有ばいじん等の対象
（水銀の大気排出に係る規制を効果的に実施する観点から対象濃度を設定）

＊水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは、

「水銀含有ばいじん等」には該当しない

 水銀回収義務付け対象

＊水銀含有ばいじん等、及び特別管理産業廃棄物両方について、上記の条件に

該当するものは、水銀回収の義務の対象となる

注） 水銀化合物に含まれる水銀を含む
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水銀含有ばいじん等に対する新たな措置（１）

新たな措置

（１） 処理基準の追加
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水銀含有ばいじん等に対する新たな措置（２）

新たな措置
（２） 水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達
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廃水銀等に対する措置の概要

廃水銀等を特別管理産業廃棄物へ指定

廃水銀等に対する新たな措置：

・保管、収集・運搬に関する措置の追加

・処分基準の追加

・廃水銀等の硫化施設を産業廃棄物

処理施設に追加

【背景】

• 金属水銀はこれまで有価物として取り扱われており、廃

棄物処理法において特別な規定はされていない

• 今後、条約による水銀の使用の制限に伴い、廃棄物とし

て取り扱う可能性が想定される

平成28年４月１日より施行済

平成29年10月１日より施行
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廃水銀等の対象

 特別管理産業廃棄物である廃水銀等の対象

①以下の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物（水銀使用
製品に封入されたものを除く）

②水銀若しくは水銀化合物が含まれている物（一般廃棄物を除く）又は
水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

赤字：平成29年の施行規則改正により追加されたもの
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廃水銀等に対する新たな措置（１）

求められる措置（平成28年４月１日より施行済）

 保管、収集・運搬に関する措置の追加
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廃水銀等に対する新たな措置（２）

新たな措置（平成29年10月１日より施行）

 処分基準の追加（１／２）
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廃水銀等に対する新たな措置（３）

新たな措置（平成29年10月１日より施行）

 処分基準の追加（２／２）

管理型最終処分場の追加的措置

①処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散しないよう
な措置

②その他の廃棄物と混合するおそれのないよう、他の廃棄物と区分する措置

③埋め立てる処理物が流出しないようにする措置

④埋め立てる処理物に雨水が浸入しないようにする措置
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廃水銀等に対する新たな措置（４）

新たな措置（平成29年10月１日より施行）

 廃水銀等の硫化施設を産業廃棄物処理施設に追加



ご清聴ありがとうございました。
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