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RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規制など EU 加盟国で、製品にかかわる化学物質規制が本
格化する中で、製品輸出企業のみならずサプライチェーンでつながる部品、部材メーカーまで大
きな影響が懸念されています。
すでに WEEE 指令により 2005 年から欧州ではリサイクル処理システムの構築や回収、処理、
再生等への生産者の義務も発生しております。さらに 2006 年７月からは、鉛、水銀、カドミウム
など６物質を EEE（電気電子機器）に使用できなくなる RoHS 有害物質規制が発効する予定で
す。RoHS,WEEE 両指令を遵守しないと欧州での EEE のビジネスは不可能とも言われています
し、有害化学物質規制違反になると企業のイメージダウン、製品回収などにより実害も大きいも
のがあります。
一方 REACH については 2005 年 11 月に修正案が採択され、現在欧州議会（第二読会）と閣僚
理事会で審議途上にあり、2007 年頃施行と予想されていますが、規制の対象は化学物質そのもの
だけでなく、化学物質を含む成型品も REACH の対象となっているため、EU への輸出、販売は
同物質の登録が必要となるなど日系企業への影響も大きいと予想されます。
有害物質規制の流れは EU にとどまらず、米国や中国など世界各地に広まりつつあることから、
EU をはじめとする海外の環境規制・環境政策の動向を的確に捉え積極的に対応していく必要が
あります。
このような背景の中で、平成 17 年度に EU 環境規制調査検討専門部会を設置して欧州における
環境規制の情報収集を中心に EU 加盟各国の動向を調査して参りましたが、本報告書は、同部会
の調査の成果を取りまとめたもので、関係各位のご参考に供するとともに、今後の企業活動にお
役立て頂ければ幸甚です。
なお、本調査研究を実施する中で、貴重なお話しをいただいた講師の皆様、ご指導、ご協力頂
きました委員並びにエネルギー環境技研(有)の村松多喜夫殿に深く感謝申し上げます。
また、本報告書の取り纏めに当たっては、千代田化工建設㈱の田中嘉治委員に多大なご協力を
頂きました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

平成 18 年３月
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1．はじめに
1.1

専門部会設置の経緯

日本機械工業連合会（日機連）では、日機連を活性化するための具体的な方策についての日機
連活性化臨時作業部会報告（平成16年12月15日）にもとづき、平成17年度に新たに委員会組織を
見直し、「総合審議会」を上位機関とした「研究委員会」、「特別委員会」、「専門部会」を設置した。
専門部会は、研究委員会から提案された具体的課題について総合審議委員会の付託のもとに調
査を実施する組織であり、平成17年度は８テーマに関わる専門部会が発足した。
本「EU環境規制調査検討専門部会」は、最近本格化しているEUの化学物質規制など環境規制
の動きに対応するため、EUを始めとする「海外の環境規制・環境政策についての調査研究」の実
施について、総合審議委員会から付託された。

1.2

調査活動の目的

RoHS指令、WEEE指令、REACH規制などEU加盟国で機械製品に係わる規制が強化されてお
り、今後、機械製品輸出企業のみならず、サプライチェーンでつながる部品、部材メーカーまで
大きな影響が及ぶことが懸念される。
また、この環境規制の流れはEUにとどまらず、米国や中国など世界各地に広まりつつある。そ
のため、EUの規制動向をいち早く的確に捉え、その動向を体系的に把握し、機械業界として対応
策を講じていくことを目的としている。

1.3

平成17年度調査活動実績

EU諸国はEU成立前から厳しい環境規制を施行してきたが、欧州連合として共同体を形成し、
一国家の如き活動に入ると、EU共通の政策のもとに各国の国内法が整合して運用される方式を採
用している。本調査では、まずEUの環境規制を理解する上で重要となる欧州連合の組織、機構、
役割、法体系とその手続きを明確にした。（2章）
また、EUの環境規制の中でも、その影響の大きさから国際的にも注目され、既に発効、運用段
階に入っているWEEE＆RoHS指令、発効はこれからであるが化学工業界をはじめ広く全業種に
影響が大きいと考えられるREACH規制案に重点を置いて調査を実施した。
＜調査対象＞
①WEEE指令：廃電気電子機器指令
（Waste Electric and Electronic Equipment）
②RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令
（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment）
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③REACH規則：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則
（Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals）
これらの指令、規則の概要については、既に種々の関連報告書、文献、図書等で簡潔に要領良
く纏められているが、本調査の初年度の活動ということもあり、その内容はもとより、理念、本
質、背景、関連する周辺の動き、制定までの経緯等、幅広く網羅し基本的な理解を進めることと
した。本調査では、今年度の専門部会で実施した３回の講演会及び日機連ブリュッセル駐在員か
らの最新情報等を主な情報源として取り纏めた。（3章）
さらに日本の対応として環境省、経済産業省の見解、関連法律、関連機関の活動、機械業界の
取り組み等について、各省・関連機関の公表資料や講演会資料等から把握するとともに、機械関
係企業への影響と対応状況に関して、本専門部会委員へのアンケート調査結果をもとに取り纏め
た。（4章、5章）
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2．欧州連合概観
2004年5月1日にEUは25カ国に拡大された。人口は4億5千万人となり、アメリカの2億7800万
人超え、GDPも９兆6500億USドルでアメリカに並び、「大欧州連合」が誕生した。EUはこの拡
大を背景に経済力だけでなく各種政策の影響力を高めており、特に先行した理念を持つ環境政策
が今後世界を動かすと見られている。
しかし、欧州連合は加盟国の活動と重なり、その内容は以外に理解し難いものがある。欧州憲
法の各国の批准が順調にはかどらず、フランスの否決がニュースになったが、加盟国への効果や
国内法との関連など知らないことが多い。
ここに、欧州連合の組織、機構、役割など、用語と共に概括を試みるが、本項は、「欧州連合会
議ならびに理事会の指令」を読み取るのに必要な用語の理解のためであり、欧州連合の全てを解
説するものではない。
主たる情報は日本国外務省のホームページで、その他欧州連合日本支部のサイト、日本機械工
業連合会ブリュッセル事務所よりの入手資資料、情報を参考とした。
欧州連合の簡易理解と便宜のために、欧州連合の主要事項を網羅した｢年表｣、欧州連合の機構・
機能などの「欧州連合関連用語」、および政策の具体的な規制を示す「EU指令関連用語」を参考
資料に添付する。

2.1

欧州連合の組織

第二次世界大戦直後の1946年、英国チャーチル首相が「ヨーロッパ合衆国」構想として提唱し
たのがはじめとされる。この構想は、主権国家と同様｢合衆国｣として国と同様の組織や構造をも
つもので、現在の欧州連合も独特な、立法、行政、司法の各組織機関が定められている。
図2.1-1にEU機構図を示し、代表的機関の概要を以下に記述する。

図2.1-1
出典：外 務 省 H P

EU機構図

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html
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(1)

欧州理事会（European Council :EU Summit）－政治レベルの最高協議機関
欧州理事会（欧州首脳会議：EUサミット））は、加盟国首脳ならびに欧州委員会委員長

(President of the European Commission)で構成され、EUを政治的に推進し、政策の方向性を
設定する政治レベルの最高協議機関である。共通外交安全保障政策の共通戦略を決定する。理
事会議長国首脳が議長を務め通常年4回会議を開催する。議長国は半年交代の輪番制で2006年
前半はオーストリア、後半はフィンランドとなっている。各国外相と欧州委員会委員1人がそ
の補佐に当たる。
(2)

欧州連合理事会（European Union Council）－決定機関
欧州連合理事会（閣僚理事会）は、加盟国代表（加盟国閣僚）と欧州委員会委員（European

Commissioner）で構成されるEUの主たる決定機関で、総務・対外関係理事会、経済･蔵相理
事会等の分野毎に開催される。議長国は欧州理事会同様。理事会の議事の準備は常駐代表委員
会（COREPER－加盟国のEU大使によって構成）が理事会の指示により作業部会の設置、特定
事項の調査活動などを行う。
EUの活動の3領域（共同体活動、外交・安全、司法協力）について、欧州連合条約で規定さ
れた目的達成の任を負う。加盟国の一般経済政策の調整を図るほか、欧州委員会提案の共通政
策の決定については、欧州議会との手続きに添って採択する。
単一欧州議定書、欧州連合条約の共同体活動に関する加重特定多数決制によりEU理事会の採
決の対象が拡大されたが、321票中の232票が必要なこと、および加盟国人口の62%を代表する
ことが条件となる。
(3)

欧州議会（European Parliament）－諮問･共同決定機関
諮問的機関から出発して次第に権限を強化し、特定分野の立法における理事会との共同決定

権、新任欧州委員の一括承認権、2/3の多数で罷免権を持つ。定員は732名で各国を1つの選挙
区とする直接選挙による。
欧州議会は欧州委員会のプログラムについて表決し、日常的なEUの政策運営を監視する。議
会と理事会は共同で予算に関する権限を持ち、年次予算を表決してその実施を監視する。
単一欧州議定書の協力手続き導入により、立法に関する議会の権限が強化され、立法の際に
欧州議会と理事会の2度にわたる法案の読会が行われる。
欧州連合条約の共同決定手続き導入により、単一市場、社会政策、経済的･社会的結束、研究、
欧州横断ネットワーク、消費者保護、教育、文化、公衆衛生などの領域において理事会と対等
の立場で権限が強化された。
(4)

欧州委員会（European Commission）－執行機関
加盟国の合意に基づき欧州議会の承認を受けた委員で構成する（各国1名）。欧州委員会は、

EUの行政執行機関としてEUの政策を推進し、EU機関としての唯一の法案提出権をもちEUの
立法に関与する。
本部はブリュッセルにあり、環境総局、企業総局、運輸総局などの部局があり、それぞれの
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立場で法案を提出する。
委員会は25人で、出身国政府から独立した立場で参加し、任期は5年間である。
行政機関として国家レベル以下の地域にまで係わるため、地域事情で施行方法が異なる施行
条例の制定にも密接に関与している。地域委員会（Committee of the Region）と共に、域内へ
の指令の伝達、展開、助成等に協力する。
(5)

地域委員会（Committee of the Region）
地域委員会は、欧州連合条約によって設置が決められた機関で、自治体、地域を代表する317

人の委員と同数の代理人により構成されている。委員と代理委員の任期は4年。
地域委員会の任務として、理事会あるいは欧州委員会の諮問に応え、発議をすることが上げ
られる。年5回の総会と、8つの委員会と4つの小委員会で遂行される。
欧州連合内の各地域の利害に関係する領域の問題について、教育、青少年、文化、公衆衛生、
経済的・社会的結束、交通・電気通信・エネルギーの欧州横断ネットワークなどが代表的問題
とされている。
(6)

経済社会評議会
経済社会評議会は地域委員会と平行する行政機関であり、日本語では｢評議会｣を用語として

いる。3つのグループを代表する317人の評議員で構成され、３グループとは、雇用者、労働者、
その他利益代表（農業、手工業者、中小企業、中小の製造業、専門職者、消費者、科学・教育
関係者、共同組合、家族、環境保護運動家）である。
欧州委員会での採択前の諮問に対する回答から、独自の発議権に基づく意見まで提出する。
(7)

司法機関
国家機能の司法機関として次の2機関が設置されている。

(8)

①

会計監査院（Court of Auditors）

②

欧州裁判所（European Court of Justice）

中央銀行
中央銀行は、欧州中央銀行（European Central Bank）がフランクフルトに置かれ、欧州
投資銀行（European Investment Bank）をルクセンブルグに設置している。
後者は、EUの目的に添った投資に資金を供給するために、1958年のローマ条約によって
設置されたもので、法人格を持ち、加盟国の共同出資によって成り立っている。

2.2

欧州連合の法体系と手続き

日本とヨーロッパの法律の作り方の違いは、ヨーロッパは最初に理念ありきで、先ず、あるべ
き姿、ゴールを掲げ、手段は後から考える。即ち、提案書の形で現実の姿と、それに対してある
べき姿が提案され、実行手段はその後の度重なる修正が繰り返されて立法化される。そのため、
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提案から成案までに数年を要する。対比として日本の場合は、実行手段を積み上げて行ってある
べき姿に到達するため、分かり易い反面、なかなかゴールが見えないという違いがある。
1)

EUの法体系
EUでは次のような法体系があり、これに加盟各国の国内法が重畳する形で規制が行われる。
法規制は全ての公用語で制定され、官報（Official Journal）に掲載されインターネットで全文
が公開される。
Regulation：規則
全ての加盟国に直接適用され、国内法と同じ拘束力を持つ。
REACHやEMASは規則である。
Directive：指令
達成されるべき結果を示し加盟国を拘束する。新しい国内法制定、現行法の改正、廃止など
の手続き後に拘束力が発揮される。官報掲載後3年以内に対応しなければならない。
WEEEやRoHSは指令である。
Decision：決定
Regulationに似ているが、適用が全加盟国に及ぶのではなく、対象範囲を特定（加盟国、企
業、個人等）して具体的な行為の実施あるいは廃止などを直接的に拘束する。濃度閾値など
はDecisionとして官報に掲載される。
Recommendation：勧告
加盟国、企業、個人などに一定の行為の実施を期待することを、欧州委員会が表明するもの
で拘束力はない。
Opinion：意見
特定のテーマについて、欧州委員会の意思を表明したもので拘束力はない。

2)

立法手続き
EUの立法は、「欧州委員会」が法案を提出して、「欧州議会」と「理事会」が制定する。権限
は3つの機関に振り分けられている。EUの法は図2.2-1のように、欧州議会と理事会での数度に
わたる法案の読会と採択を経て決定される。
また、指令は効力を発揮するために国内法の制定が必要であるが、EC条約（欧州共同体設立
条約）により、国内法に転換する際に拘束力の異なる次の2つの手続きが定められている。
(1)

EC条約第95条
主な目的が単一市場の達成を目的とする場合に選択される。
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共同決定手続きにより理事会の特定多数決が必要となる。
EU指令より厳しい国内法の制定はできない。
RoHSはEC条約第95条が選択されている。
(2)

EC条約第175条(活動内容)
主な目的が環境保全そのものにある場合に選択される。
共同決定手続きにより、議会諮問後理事会の特定多数決による。
指令より厳しい国内法が制定できる。
WEEE指令はEC条約175条が選択されている。

3)

TACの役割とロビー活動
EUの法規制は、先ず、現状把握に基づく到達点が明確にされた後に、そのギャップを埋める
ための手段、指令の技術的事項や国内法制定の際の各国間の整合性などについて 「技術適合委
員会」（TAC：Technical Adaptation Committee）で審議される。
その実施手順を明確にする、日本の政省令、告示に相当するDecisionの段階において、議会
やTACに対して、工業団体や各種ステークホルダーからの各種の提案活動が行われる。これは
ロビー活動と呼ばれ、公然の活動であり、規制される側の意向反映の重要な機会となっている。
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図2.2-1
出典：「図解

EUの立法手順

よくわかるWEEE＆RoHS指令」；日本電子(株)応用研究センター、
日刊工業新聞社（2005.5）、P9

2.3

EUの環境政策と化学物質政策

EUの環境政策は、①予防および保全の原則

②汚染者負担の原則

をその基本としており、こ

れに基づいて以降全ての法律が作られている。“疑わしきは使用させず”とするEUの立場は、“顕
在化された事象、知見に対して規制をかける” わが国と異なるところである。
また、EUでは資源政策、製品政策、廃棄物政策等を統合して考えるやり方であり、ある法で書
かれていないからといっても他の関連法で規制を受けることも、リスクマネジメント上、留意す
る必要がある。
以下に、EUの環境政策、環境行動計画、化学物質政策など法作りの基本、背景についてレビュ
ーする。
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1)

EU環境政策の基本
現在まだEUには憲法がないが、憲法に相当するEC条約の第19章第174条に、EUの環境政策
の基本が示されている。
(1)

共同体の環境政策

・環境の保全と保護
・人の健康の保護
・天然資源の合理的利用
(2)

環境政策の目的

・地域多様性を考慮した高い保護水準
・予防および保全の原則
・環境破壊の優先是正
・汚染者負担の原則
等の方針に則り、域内特性、費用対効果をも勘案して、EU全体の経済的、社会的発展および
均整の取れた各地域の発展を目指す。
2)

第6次環境行動計画の概要
EUは1970年代から、環境政策の主要な優先事項と目的を「環境行動計画」として示してき
ている。現在の「第6次環境行動計画」（The Sixth Environmental Action Programme of the
European Community）は欧州委員会が2001.2に提案したが、欧州議会による大幅修正など
様々な理由で手続きが遅れ、2002～2012の10年間を対象に2002.9に発効した。
図2.3-1に第６次環境行動計画およびEUの環境目標との関係を示す。「第5次環境行動計画」
（1993～2000）で取り上げられた「持続可能性」が引き続きEU環境政策の基盤テーマに置か
れている。
優先分野として、｢自然・生物多様性｣、｢環境・健康・生活の質｣、「気候変動政策」、「資源・
廃棄物」の４つを挙げたうえで、枠囲いの７つを戦略テーマ（Thematic Strategies）として発
表している。
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図2.3-1

第6次環境行動計画における優先分野とテーマの位置づけ
出典：日機連「ＥＵの環境政策と産業」、2006.3、p2

(1)

優先分野

前出4つの優先分野のうち、環境・健康・生活質については、汚染の水準が人と環境へ有害
な効果を及ぼさない環境の提供、また、持続可能な都市開発の奨励により質の高い生活と社会
的健全性への貢献、また、天然資源・廃棄物については、資源利用と廃棄物産出の経済成長率
との切り離し、環境容量を超えない高利用効率での資源消費、適切な資源・廃棄物管理が挙げ
られている。これら優先分野での改善をもたらすための方策として、欧州委員会は次の4点を
打出している。
・環境関連法を確実に実行・実施する
・EUの他分野の政策に環境への配慮を組み込む
・多様なツールを混合、活用して最高の効率、効果をもたらす
・問題解決のための共同作業に関し、より良い情報提供と、企業から消費者、NGOまであら
ゆるプレーヤーの参加
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(2)

テーマ別戦略
第6次環境行動計画では、環境目標達成のための戦略的アプローチとして、優先的課題に

ついて欧州委員会が下記の７つのテーマ別戦略を策定している。
・大気汚染

・廃棄物の防止／リサイクル

・海洋環境の保護/保全

・土壌

・殺虫剤の持続可能な使用

・資源の持続可能な使用

・都市環境
この手法はこれまでも行われているが、第6次では他の環境分野や環境以外の政策分野と
の連携を推進して、統合的な戦略への移行を目指している。
テーマ別戦略の開発に当たっては、インパクト・アセスメントを実施した上で戦略・施策
を決定する手順が取られている。
７つのうち、廃棄物防止・リサイクルについての戦略概要は次のようになっている。
廃棄物の防止・リサイクル；2005.12.21

COM(2005)666

・リサイクル水準を設定している廃棄物枠組み指令（75/442/EEC改正あり）を近代化し、
関係法令の統合、合理化、明確化を目指す。
・上記改正では、加盟国が廃棄物防止プログラムを策定する義務を規定する（指令発効後
3年以内）。
・廃棄物政策を、人々の日常的な資源の利用方法を改善するものに焦点を置く。
・リサイクル市場を、定義の明確化、規定の合理化、危険廃棄物指令（91/689/EC改正あ
り）と廃油指令（75/439/EC改正あり）の統合などにより改善する。
3)

EUの化学物質政策
1992年のリオサミットの合意文書AGENDA21の19章に化学物質管理に関するプログラムが
入っており、そこで「有害かつ危険な製品の不法な国際取引の防止を含む有害化学物質の環境
上適正な管理」を掲げ、下記のプログラムが採択された。
・化学物質の分類と表示の調和
・リスクの国際的なアセスメントの拡大と促進、情報交換
・リスク低減計画の策定
・化学物質管理の国レベルの対処能力の強化
・有害および危険な製品の不法な国際取引の防止
10年後の2002年ヨハネスブルグでのフォローアップ会議では、予防的観点からの化学物質管
理、透明性のある科学的根拠によるリスク評価・管理手順、人および環境への著しい影響を最
小化する方法での生産使用、そのための仕組み作りを2020年までに終わらせることを取り決め
た。
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第6次環境行動計画の中でも、化学物質関連の目標（第7条）として、
・子供、高齢者への影響を考慮に入れた包括的な環境と健康への取組
・既存法規制とより一層の対策の実施
・人の健康と環境へ重大な影響を及ぼさない化学物質の製造・使用を2020年までに達成
・化学物質の特性や使用方法、廃棄方法、暴露に対する情報の明確化
・危険物質の代替物質化、または化学物質を使用しない代替技術の促進
を打出したのに加え、化学物質に関する優先行動として、従来、製造(輸入)業者にのみ課さ
れてきた化学物質の危険性評価責任を川下ユーザーにまで広げた。また、既存及び新規化学物
質のリスク評価・管理について、段階的アプローチによる一環システムの構築を求め、その際
の試験法も動物実験を最小にする代替実験法の開発、重複の回避等を挙げた。
さらに、化学工業界の果たすべきこととして、消費者に対する化学物質情報の透明性の強化、
即ち、誰が見ても同じ解釈・結論にいたる“考え方のプロセス”まで含む透明性の確保を謳っ
た。

2.4

環境問題による教訓的な事件

1999年スウエーデン政府の管理開発庁は、コンピュータに使用のプラスチックにハロゲン系難
燃剤が使用されていることから、米国コンピュータメーカーの納入停止を打ち出した。
また、2001年には日系エレクトロニクスメーカーのゲーム機から、基準値以上のカドミウムが
検出され、オランダ税関から出荷を一時停止された。
周辺機器の調達材料が原因であったが、出荷停止による売上減、対策費等に100億円以上もの
膨大な資金を要し、大きな被害を被った。
当然のことながら、材料のグリーン調達基準が強化され、サプライチェーン上流へも波及し、
基準を守れないメーカーは淘汰されることになった。これがマーケットの動きである。
環境問題の指摘は環境調和型商品開発のドライビングフォースに繋がるが、それへの対応に一
歩でも乗り遅れると、ある日突然、欧州市場から排除されてしまうという教訓的な事件であった。
同時に、このことは、EU環境規制が日本企業の国際競争力にも影響を及ぼしかねない危険性をは
らんでいることから、EU環境規制を十分に理解し、諸外国の動向とも併せて、日本国として、業
界として、企業としての対応に努めることが肝要である。
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３．EU環境規制の調査
本調査では、その影響の大きさから国際的にも注目される次の法律について、既に発効して運
用段階に入っているものの、各国の足並みに不揃いの見られるWEEE＆RoHSの現況把握、また、
発効はこれからであるが、化学工業界をはじめ広く全業種に、当連合会へも影響が大きいと考え
られるREACH規制案に重点を置いて調査を実施した。
1)

調査対象
WEEE指令：廃電気電子機器指令

①

（Waste Electric and Electronic Equipment）
RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令

②

（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment）
REACH規則：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則

③

（Registration, Evaluation and Authorisation and restriction of Chemicals）
2)

調査方法
主な情報源は、当専門部会の今年度活動として実施した3回の講演会、及び当連合会も参加
するブリュッセル事務局レポートからの最新情報である。
これらの法の概要については、これまでに種々の関連報告書、文献、図書等があり、簡潔に
要領良く纏められている。
本調査では活動の初年度として、これら情報から、法の内容を知ることはもとより、その理
念、本質、背景、関連する周辺の動き、制定までの経緯等を調査することにより、EU法の基本
的な理解を進めることに注力した。
専門部会の中で開かれた3件の講演会：
①

2005.12.14

日本機械輸出組合（JMC）衣笠和郎氏

「欧州環境規制の動向と我が国機械産業の対応」：（WEEE、RoHS、REACH全般）
②

2006.2.2

(株)島津製作所

宮崎恭一氏

「RoHS指令の動向、産業界の対応状況と試験方法」：（RoHS、計測技術）
③

2006.3.8

(財)化学物質評価研究機構

窪田清宏氏

「欧州新化学品規制REACHの最新動向と企業の対応」：（REACH概要）
また、レビュー資料として、日本貿易振興機構（JETRO）が平成16年度に取りまとめた「欧
州環境関連法制度の概要と事例研究」のほか、経産省、環境省関連機関による日本としての考
え方、対応、取組の事例等を参考にした。また、日本電子(株)応用研究センター編図書「よく
わかるWEEE＆RoHS指令」もEU法制化の基本を理解する上で参照した。以下に、調査結果に
ついて記述する。
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WEEE指令

3.1

2002／96／EC

（Waste electrical and electronic equipment：廃電気電子機器指令）
3.1.1

WEEE指令の背景

WEEE指令は日本の家電リサイクル法に相当するもので、後述の有害物質を規制するRoHS指
令と共に元々は、1つの法律WEEE&RoHS指令として1998.4に第5次環境行動計画に基づいて提
案されたが、2000.6、根拠法の違いから、主な目的が単一市場の達成を目的とするRoHSと、環
境保全そのものに目的があるWEEEとに分割され、双方とも、2003.2.13に発効している。
1)

EUの廃棄物処理事情
欧州では使用済みで廃棄される電気電子機器（WEEE）が、1人当り年間平均20kg発生して
おり、1998年の発生量は600万トンで3～5%の延び率であることから、2010年には2倍に増大
することが問題となっている。
ベルギーやオランダのような小国を除く欧州の多くの国の一般的な廃棄物処理方法は埋立が
多く、これら廃機器の不法投棄や、適切処分の場合にもその積み重ねにより、土壌汚染や水質
汚濁事件が発生している。廃棄物埋立地の鉛の40%、焼却灰の鉛の50％はWEEEに起因すると
さえ言われている。電気電子機器には鉛のほかにクロム、水銀、カドミウムなどの有害物質を
含んでおり、汚染濃度が低くても食物連鎖等で濃縮され、人への健康被害が懸念されることか
ら、一般世帯から排出されるごみへのWEEEの混入防止と不法投棄の回避が重要な課題となっ
ている。

2)

WEEE指令の本質
前章で記述したが、EU環境政策の目的は、環境保全、人の健康保護、天然資源の合理的利用
にあり、これらは「予防原則」、「環境破壊の優先是正の原則」、「汚染者負担の原則」をベース
に展開される。
そして、WEEE指令提案時の第5次環境行動計画では、持続可能な開発のために、開発、生
産、消費の考え方の変革を求めており、特に天然資源の浪費削減と汚染防止に言及している。
これらの要求を統括、具体化する形でWEEE指令は提案されており、環境に優しい設計と生
産を行い、製品使用後には分別、選別、再生、リサイクルをすることにより、捨てるものを少
なくする、現行の生産、消費、廃棄のライフスタイルを大きく変革しようとする狙いがある。

3.1.2

WEEE指令の概要

WEEE指令は全19条からなり、主要な条項について以下に概説する。
1)

目的（第1条）
・廃電気電子機器の予防を最優先に、
・廃棄物の処分を減らすため、延命、再使用、リサイクル等で再生する
単なるリサイクル狙いでなく、日本の家電リサイクル法と異なる。
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2)

範囲（第2条）
表3.1-1にWEEE指令の適用製品群および製品例を示す。対象電気・電子機器は10製品群であ
る。製品名は例示であり、これが全てではない。
表3.1-1

WEEE適用対象および製品例

対象製品（交流1000V、直流1500Ｖを超えない定格電圧で使用される製品に適用）
分類

対象

１

大型家庭用電気製品

２

小型家庭用電気製品

３

ITおよび遠隔通信機器

４

民生用機器

５

照明装置

６

電動工具

７

玩具

８

医療用機器

９

監視および制御機器

10

自動販売機

製品名
大型冷凍機、冷蔵庫・食品保存庫、洗濯機・洗濯乾燥機、食器洗い機、調理
器、電気ストーブ、ホットプレート、電子レンジ、その他の大型食品調理器、
電熱器、電気暖房機、その他の大型ルーム加熱機、ベット、椅子、電動ファ
ン、エアコン、その他空調機など
電気掃除機、カーペットクリーナー、その他の掃除機、ミシンなどの裁縫機
器、アイロンなどの衣類機器、トースター、フライヤー、コーヒーマシーン、
電気ナイフ、整髪機器、ヘアドライヤー、電動歯ブラシ、電動ひげそり、ボ
ディーケア機器、時計、タイムレコーダー、スケールなど
中央データ処理機、メインフレーム、ミニコン、プリンター、パソコン（CPU、
マウス、モニター、キーボード）、ラップトップパソコン（CPU、マウス、
モニター、キーボード）、ノートパソコン、ノートパッドパソコン、複写機、
タイプライター、電卓、その他収集、保存、加工機器、ファックス、テレッ
クス、電話機、コードレス電話、携帯電話、応答機器、その他の情報機器な
ど
ラジオ、テレビ、ビデオカメラ、ビデオ、ハイファイ録音機、オーディオア
ンプ、電気楽器、その他の録音・映像機器など
各種蛍光灯（家庭用照明を除く）、直管蛍光灯、小型蛍光灯、高輝度照明（ナ
トリウムランプ、ハロゲンランプ）、低圧ナトリウムランプ、その他のランプ
類（フィラメント菅球を除く）など
電気ドリル、のこぎり、旋盤、フライス盤、研磨盤、リベット機器、溶接機、
はんだごて、塗装工具、その他の電動工具、芝刈機、その他のガーデン機器
など
電車／カーレッシングセット、携帯ゲーム機器、ゲーム機、各種スポーツ用
コンピュータ、スロットマシンなど
放射線療法機器、心電図測定器、透析装置、人工呼吸器、試験管診断装置、
分析器、フリーザー、その他の検査・予防・モニター・処置の機器など
煙探知機、加熱制御器、サーモスタット、家庭用・実験室用計測機、はかり、
監視用機器など
飲料自動販売機、飲料缶や瓶の自動販売機、固形物自動販売機、現金交換機、
その他の自動販売機など

＊車載用、軍事用、宇宙用を除いたすべての電気・電子機器が対象となっている
＊明記されていない機器は除外された訳ではない
出典：「環境対応型表面処理技術」；星野重夫ら、(株)テクノシステム（2005.8）、P74
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日本の法律では別表記載方式のため、家電リサイクル法は5品目と明確なのに対し、
WEEE指令はEC条約175条の手続きで採択されたため、適用対象は加盟国の国情に合わせて決
定される。判別のためのガイダンス（WEEE decision tree等）を示して適用は個々に考えさせ
る方式である。
イギリスの場合の適用判断のためのDecision Treeを図3.1-1に紹介する。

AC1000V、DC1500V 以下か
Annex に表示された 10 製品群に分類されるか

Yes
囲

軍事用・家庭用照明器具・フィラメント電球・

No
範

特定除外製品か

No

大型固定工具・移植用および感染医療製品か

電気が第一機能に必要であるか
別タイプの設備 or 固定設置の Parts か

No

外

Main Power は電気であるか

No
Yes

WEEE 規則の範囲
図3.1-1

WEEE Decision Tree

出典：UK Government Guidance Notes 2004.7.30

FAQ（Frequently Asked Questions）：
上記Decision Treeによる適用範囲に関するいくつかの判断例を次に紹介する。
①

音楽グリーティングカードは音出しに電気不可欠だが、第一の機能は文章であり電気を
必要とするものでないために適用外となる。

②

WEEE指令は家庭（第8条）および家庭以外のユーザー（第9条）からの廃電気電子機器
をカバーする規定が含まれているが、業務用に対してはどうかというと、マーキング義
務（第10条3項）では家庭用、業務用の区別が困難なため家庭用に限定していないし、
また、後述のRoHS指令でも家庭用と業務用を区別してないので、業務用も対象と判断
される。

③

自動車カーラジオはRoHSは適用するがWEEEは対象外である。処分時に車と一体処分
のため、自動車リサイクル法（ELV）が適用されてWEEEは外れる。但し、分離して販
売の場合はRoHSが適用される。

④

日本から現地法人へ工場で使用する治工具を送る場合は対象とならない。但し売っては
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ならない。RoHSは上市（第三者の用に供する）製品にのみ適用され、自分で使用する
ものには適用されない。
WEEE・RoHS指令における規制対象の範囲や定義が曖昧であるとの指摘を受けて、欧州
委員会はFAQを2005.5に公表した。
３)

定義（第3条）

・「電 気 電 子 機 器」：ANNEXⅠA（表3.1-1）の製品群に属し、交流1000V、直流1500Vを超
えない定格電圧で使用する電気電子機器
・「廃電気電子機器」：廃棄時点に製品と一体である構成部品、サブ・アセンブリーおよび消耗
品
・「生

産

者」：①自社ブランドで製造、販売する者
②他者の生産製品を自社ブランドで再販する者
③職業的に輸入・輸出するもの

他に、予防、再使用、リサイクル、再生、処分、処理、流通業者、一般家庭からの排出、危
険物質または調剤、およびファイナンス契約の用語が定義されている。
４)

製品設計（第4条）

・廃電気電子機器、構成部品材料の解体および再生
・再利用とリサイクルを容易にする設計ならびに生産の奨励
2002.11.8共同提案で採択された環境配慮設計、生産の要求であり、これまで、EEE指令案（環
境評価要求）、EER指令案（エネルギー効率要求）、EUE指令案（CEマーキング要求）等の環
境関連設計要求指令案があったが、2003.9欧州委員会が提案した「エネルギー消費型製品
（Energy Using Products／EuＰ）のエコデザインに関する枠組み指令(案)がエネルギー使用
製品のエコデザイン要求を統合する形で2005.8.11に発効した。
WEEE指令の環境配慮設計の要求は、リサイクルを容易にする設計ならびに生産の奨励であ
り、エコデザインは自発的アプローチとして努めることになっていて、EuP案と直接的にはリ
ンクしないと判断されている。
５)

分別回収（第5条）

・都市ごみ廃電気電子機器処分の抑制
・廃電気電子機器の高水準の分別回収
・無償回収
・汚染により作業者の健康と安全にリスクを招く廃電気電子機器は除外
2005.8.13以降、一般家庭から廃電気電子機器を生産者責任で無償にて分別回収する義務が発
生した。
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最終所有者、ディストリビューターが無償で返却できるシステム、ディストリビューターが
新製品販売時に旧製品を引き取るシステムの構築を求める。
例外として、基本構成部品がない物、WEEE以外の廃棄物を含む物、汚染されている物（放
射性、細菌性等）などは除く。
分別回収目標は、2006.12.31までは、一般家庭からの廃電気電子機器の回収量を一人平均4kg
と設定。2008.12.31までに、前年度販売数量に対する%による新たな目標義務を設定すること
になっている。
6)

処理（第6条）
・最適な再生技術、リサイク
ル技術による処理システム
の構築
・個別または共同での構築
・表3.1-2（ANNEXⅡ）は分
離処理する
・処理施設と請負業者の技術
的 要 求 事 項 を ANNEX Ⅲ
（略）に定める
加盟国は生産者の委託に基
づき、個別または共同により
WEEE処理システムを構築し
なければならない。
理事会規則EEC／259／93
の輸送規則に従えば、加盟各

表3.1-2

ANNEXⅡ

分離処理（Selective Treatment）

・ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含むコンデンサー。PCB 類ならびに PCT
の処理に関する指令 96/59/EC に準拠すること
・水銀を含むコンポーネント。スイッチやバックライト用ランプなど
・電池
・携帯電話のプリント基板及び表面積が 10 平方 cm を超えるプリント基板
・トナー・カートリッジ。液状か粘着粉末かを問わず、カラー・トナーも含
む
・臭素系難燃剤を含むプラスチック
・石綿（アスベスト）廃棄物及び石綿含有物
・陰極線管：蛍光コーティング除去
・クロロフルオロカーボン（CFC）、ヒドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、
ヒドロフルオロカーボン（HFC）､ヒドロカーボン（HC）：EU 規則による
適切な処理
・ガス放電型ランプ：水銀の除去
・液晶ディスプレイ（必要であればそのケーシングも含む）のうち、表面積
が 100 平方 cm を超えるもの、ならびにガス放電ランプをバックライトと
して使用しているもの
・外部電線
・指令 97/69 の定める耐火性セラミック・ファイバーを含むコンポーネント
・放射性物質を含むコンポーネント。ただし、BSS 指令（96/29/EC、第３条
ならびに付記１）に定める例外基準未満のものを除く
・電解コンデンサー（25mmφ×25mm 以上）

国外、共同体域外処理しても
よい。
全ての液体とANNEXⅡ（ケーブル、電池、プリント基板、その他有害物質含むコンポーネ
ント等）はWEEEから分離して専用処理ラインで処理する。
7)

再生（第7条）
・生産者は分別回収された廃電気電子機器の再生システムを個別または共同で構築
・機器全体の再使用を優先

・表3.1-1中の第８製品群（医療用機器）の再生率、再使用／リサイクル率の目標値は2008.12.31
までに設定
加盟国は2006.12.31までに国民一人当たり年間平均で最低4kgの分別収集を達成しなければ
ならない。同時に製造者は、当該機器の平均重量に基づき計算された再利用とリサイクルに関
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する目標を達成しなければならない。
リカバリーおよび再生・リサイクル率の目標値を表3.1-3に示す。
表3.1-3

WEEE指令で定められたリカバリー率、再利用率、リサイクル率の最低目標
（機器１台当たりの重量比平均）

80％
75％

部品・材料・素材の
最低再利用率・
リサイクル率
75％
65％

70％

50％

製品からの
最低リカバリー率
大型家電製品、自動販売機
情報通信・電気通信機器、消費者用機器
※
小型家電製品、照明器具 、電気・電子工具、玩具・
レジャー用品・スポーツ用品、監視コントロール機
器
※
ガス放電ランプ
医療機器
※

－
80％
2008年12月31日までに設定

照明器具のうちガス放電ランプは別途目標が設定された。

出所：WEEE指令（第７条および付則IA）よりまとめ
（出典：日機連「ＥＵの環境政策と産業」、2006.3、p56）

目標達成期限については、リサイクルのためのインフラ不備や地理的状況などが考慮され、
アイルランドとギリシャには2年の猶予が、新規加盟国のスロベニアには1年、残りの9カ国に
は2年の猶予が認められている。
加盟国は目標遵守状況をモニタリングし、2年毎に欧州委員会に報告する義務がある。また、
リカバリー、再利用とリサイクルの達成目標は、2008年末までに再設定が行われることになっ
ている。
8)

一般家庭からの廃電気電子機器に対する費用負担（第8条）
・2005.8.13以前の上市製品の廃電気電子機器の回収、処理、再生、処分に要する費用を提供、
費用負担は市場占有率などによる
・2005.8.13以降の上市製品については、各生産者が自社製品廃棄物の費用を負担
・生産者が製品を上市の際に管理費用を全て負担するマークを表示
・生産者は個別または共同制度への加入により義務履行、保証金提供の保証
加盟国は2005.8.13までに、最終所有者からの廃品を無料で引き取る制度を各国で確立し、廃
棄物収集、処理、再生、廃棄のコストはメーカーが負うものとされている。
同日以降販売される製品については、各社が自社製品に対してコストを負担し、それ以前に
市場に出された製品の廃棄物（過去のWEEE：Historical Waste）のリサイクルコストはメー
カーが共同で負担する。
過去のWEEEのリサイクルコストについては、指令発効後8年（冷蔵庫のような大型家電の
場合は10年間）の移行期間に限り、新しい製品価格に含むことが認められている。
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9)

一般家庭以外からの廃電気電子機器に対する費用（第9条）
・生産者は2005.8.13以降上市する一般家庭以外から排出される廃電気電子機器の回収、処理、
再生、処分についての費用を提供
・2005.8.13以前に上市された製品の廃電気電子機器の費用は生産者が負担
・一般家庭以外のユーザーにも一部または全費用を負わせることができる
メーカーの費用負担軽減措置として、一般家庭以外からの過去のWEEEに関しては、その製
品と同様または同じ機能を果たす新製品を販売したメーカーがリサイクル費用を負担するが、
代替品を購入せずに廃棄する場合は製品の利用者がその費用を負担する。
また、大型製品は運送費等の費用もかかるため、無償回収でなく契約料金（客負担、折半）
をユーザーと交渉できるものとした（2003.12.修正）。

10)

ユーザーへの情報（第10条）
一般家庭の電気電子機器ユーザーへの下記情報提供の義務
・廃電気電子機器は都市ごみと分別回収の要求
・ユーザーが利用できる返却と回収システム
・電気電子機器に含有する有害物質による環境および人の健康に及ぼす潜在的影響（対象物質
は67／548／EECの特定物質が基本だが、今後REACH規制との関連で、国内法の中で明確
にされる必要あり）
・図3.1-2（ANNEX Ⅳ）に掲げるシンボルマークの意味
2005.8.13以降に上市された全ての製品は、自治体ご
みと区別するため、こま付のごみ容器に×印のついた
マークを貼らなければならない。このロゴを使用して
分別回収が進められる。
製品に含まれる環境と人の健康に影響する危険有害
物質の潜在的な影響情報も示す。従来のMSDSでは、
特殊な発癌性、生殖毒性を除き発行条件が1%以上の含
有物質に対してであり、低濃度域が対象外になってい

図3.1-2（ANNEX Ⅳ）電気・電子
機器のシンボルマーク

る問題がある。
11)

処理施設への情報（第11条）
生産者は、適正処理のため、再使用センター、処理施設、リサイクル施設等で必要とされる
情報を上市後1年以内に提供しなければならない。
・電気電子機器に含有される危険物質、調剤の場所、構成部品、材料の特定
・酸化性、引火性、可燃性、毒性、有害性、腐食性、炎症性等、67／548／EECに基づいた告
知
（67／548／EEC：危険物質の分類、包装､表示に関する法律、規則、行政規定の近似化に係
る理事会指令）
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日本ではバーゼル条約の有害廃棄物の定義に準じて、医療、医薬関連廃棄物、特定有害物質
に関する情報、爆発性物質、引火性液体など危険性の告知、開示を要求する方向である（廃掃
法改正）。
12)

情報および報告（第12条）
・生産者の登録名簿の作成。
・カテゴリー毎に上市、回収、再使用、リサイクルならびに再生された電気電子機器の量およ
び輸出された回収廃棄物の重量または不可能な場合は数量を収集。
加盟国は製造者登録簿を作成して国内で上市された電気・電子機器の数量や、分類、WEEE
回収やリサイクル状況に関する情報収集の義務を負う。これら情報を2年ごとの期間について
18ヶ月以内に欧州委員会に提出することが定められている。
情報の提出様式は施行日から1年以内に欧州委員会が決定するとされていたが、2005.5に、
「WEEE指令に関する加盟国の遵守状況モニターについての規則の設定と報告用データのフ
ォーマット確立のための2005.5.3付け欧州委員会決定」により定められた。指令で定められた
リカバリー、再利用／リサイクル率の遵守状況についても同様に報告する。

13)

科学的・技術的進歩への適応（第13条）
・ANNEXⅠへの追加（特に家庭用照明器具、電球、光電池製品、ソーラーパネル等）
・ANNEXⅡ、Ⅲ、Ⅳを科学・技術の進歩に合わせて必要な修正
・欧州委員会はANNEX改訂に先立ち生産者、処理業者、環境団体、労働者団体、消費者と協
議する

3.1.3

加盟国の国内法整備状況

・WEEE＆RoHS指令の法制化については、加盟国は指令発令（2003.2.13）から18ヶ月以内と
なる2004.8.13までに完了することが求められていたが、期限までに完了した国は殆どなく、
施行開始日の2005.8.13時点で、イギリス、フランス、マルタ、ポーランドがWEEE指令の
国内法令の整備が未完了という状況であった。
・2005.7時点で、デンマークは既に完了、フランスは基本事項のみで詳細はこれから。イタリ
アはまだドラフト段階、オランダは一部で施行段階であった。
・ドイツは2005.3公布して2006.1月の施行、2005.11まで生産者登録。回収等の義務は2006.3.24
からの実施。
・イギリスでは2005.8.13からWEEE回収義務が発生のところ、2005.8.10の発表で回収施設の
整備が十分でないことを理由に、WEEEの実施を2006.6開始に延期することを表明した。
・2006.2時点では、WEEE指令で未施行国はイギリス、フランス、マルタの3カ国となった。
・2006.3の日本機械工業連合会ブリュッセル駐在員情報によれば、フランスは2005.7にWEEE
及びRoHSを国内法に移行する法令（Decree No.2005-829）を採択して、省令（詳細規定）
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を策定中。回収等の義務は2005.8からの実施。
・従って、WEEE法制化に至ってないのはマルタとイギリスで、イギリスについては2005.12.14
に更なる遅れを公表して、2006年初より省庁間チームによるWEEE規制案の見直し、春に大規
模な諮問が決まっており、法整備は春以降にずれ込む模様。
3.1.4
1)

指令に関するその他情報

指令遵守にかかるコスト
2005.8、欧州委員会が発表した「電気・電子機器廃棄物に関するEU政策Q&A」によれば、
WEEE指令遵守にかかる費用はEU全体で年間5～9億ユーロと算定されている。内、回収費用
が3～6億ユーロであり、2～3億ユーロがリカバリー、再利用、リサイクルにかかる費用である。
また、WEEEおよびRoHS指令導入による製品価格への影響は、冷蔵庫、テレビ、モニター
などで2～3%の値上がり、その他の電気電子機器で1%程度の値上がりと予測されている。

2)

課題
①登録に関連する手続きが加盟各国で整合がとれてなく、産業界の混乱を招いている。
・登録フォーマット、生産者や上市の定義、登録期限、登録先について、一部加盟国では国
と州の2箇所に必要であったり、また、同一国であっても州により異なる等、加盟国間の
不整合、手続きの煩雑さ、不明確さが問題である。
・リサイクルについてのビジブルフィーや保証金の積み立てについても制度が加盟国間で統
一されてなく、EU域内に再輸出されたものに対する二重払いや税務経理上の扱いについて
も各国毎に異なるか不明なケースが目立つ。
②8月13日以降、WEEE対象製品に添付することになっているマーキングについて、欧州委よ
り委託を受けたCENELECでようやくまとまり、決定プロセスに入ったとの話があったが、
さらに再修正を行う予定との情報もあり、まだ最終決定に至ってない状況。
③WEEE&RoHS指令における規制対象の範囲や定義が曖昧である旨の指摘を受け、欧州委は
FAQを2005.5に公表。更に、WEEE・RoHSに関する網羅的なガイダンス・ドキュメントを
2005.8頃に公表するとしていたが今のところまだ公表されていない。
④WEEE＆Ro HS指令で規定しきれなかった詳細は、欧州委員会が議長となって加盟国の代表
で構成される「技術適合委員会」（TAC：Technical Adaptation Committee）において協議
が継続される。特に、2つの指令の適用対象と除外対象など、指令ではグレーエリアとして
残された点が検討される必要がある。
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RoHS指令

3.2

2002／95／EC

（Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令）
3.2.1
1)

RoHS指令の背景

RoHS指令の背景
EUでは廃電気･電子機器の約90%が前処理を経ずに埋立てや焼却されており、埋立場や焼却
場から鉛などによる環境汚染が問題となっている。
使用禁止物質として6物質を決めたが、対象6有害物質が同レベルではなく、Cdと他の5物質群
といった概念をもつ。特にCd規制が厳しく、Cdの使用は代替品がない場合のみに限定される。
他の5物質群は、WEEE指令が発効しても100％の回収ではなく、廃電気電子機器のかなりの
部分が既存廃棄物処理ルートに残りつづけるという、リサイクル上の問題として捉えている。
また、臭素系難燃剤のPBDEポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）は防災機能は高いが、
生態蓄積性も高い。アメリカでは火災防止のため使用を認めているが、EUはEU独自の価値観
から生体への蓄積性を重要視している。

2)

RoHS指令の経緯
RoHSはWEEEと異なり、加盟国の裁量で独自の施策を実施する余地は与えられていない。加
盟 国 間 で の 電 気 電 子 機 器 へ の 有 害 物 質 使 用 制 限 を 統 一 す る 必 要 か ら 、 2003.1.27 に 制 定 、
2003.2.13にWEEEと共に官報公布で発効し、2004.8.13までに加盟国内法への移行が求められた。
RoHS指令は2006.7.1以降の上市製品に適用され、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭
素系難燃剤のポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）の6物質の使
用を停止し、代替物質を調達しなければならない。即ち、同期日を持ってこれら有害物質を含
む電気・電子機器を上市できなくなる。これら化学物質の段階的廃止は電球や蛍光灯にも適用
される。
また、リサイクルされた製品が有害物質で汚染されないために、各種部品は廃棄物から分別
される。これには、電池、ブラウン管、携帯電話用回路基盤、フッ化炭化水素、外部用電気ケ
ーブル、臭素系難燃剤を含有するプラスチック類などが含まれる。

3.2.2
1)

RoHS指令の概要

目的（第1条）
・電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限
・EU加盟国で統一の取れたものとして、法律の近似化
・人の健康の保護及び廃電気･電子機器の環境に影響を及ぼさない回収･処理
RoHS指令は、廃電気･電子機器の削減･再利用・リサイクルを目的とした廃電気･電子機器指
令（WEEE指令）と密接に関係しており、リサイクルの推進を阻害する有害物質の使用を禁止
して、人の健康への影響、環境汚染を防止することが目的である。

－23－

2)

範囲（第2条）
RoHS指令の対象製品は、次のものに適用する。
・WEEE指令ANNEXⅠAの製品群（表3.1-1）から医療機器と監視制御機器を除く8製品群
・フィラメント電球と家庭用照明器具（WEEEでは除外）
2006.7.1以降に上市される電気電子機器の補修用スペアパーツおよび20006.7.1以前に上市
された電気電子機器の再利用に対しては適用しない。
また、車載廃電気電子機器および廃電池はそれぞれ廃自動車指令、廃電池指令により、RoHS
指令の対象外である。

3)

定義（第３条）
電気電子機器は次の定義による。
・WEEE指令ANNEXⅠA（表3.1-1）の製品群に属する電気電子製品
・交流1000V、直流1500V以下の定格電圧で使用する電流、電磁界を発生、伝導、測定するた
めの機器
WEEE指令同様のUKのRoHS Decision Treeを図3.2-1に示す。
No
AC1000V、DC1500V 以下か
Annex に表示された 8 製品群に分類されるか

Yes
囲

2006.7.1 前上市品の修理・能力拡大・

範

大型固定工具・Annex の用途除外・新規除外 7 項目

No

アップグレードのためのスペアパーツか

Main Power は電気であるか
電気が第一機能に必要であるか
対象製品カテゴリに含まれない製品の Parts か

Yes
No
No
Yes

RoHS 規則の範囲
図3.2-1

RoHS Decision Tree

出典：UK Government Guidance Notes 2005.8
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外

国家安全保障・軍事目的製品であるか

4)

予防（第４条）
・2006.7.1以降上市する電気電子機器に対し、次の物質を非含有とする
・鉛、水銀、カドミウム、６価クロム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェ
ニルエーテル）
表3.2-1（ANNEX）に示す用途は適用除外である。前記適用対象のうち、はんだや電子部品
のガラス部分、コンピュータ・サーバーやその他のデータ保管システムに使用される鉛などは
適用除外とされている。
表3.2-1

水銀

鉛

カドミウム
６価クロム

用途による除外

ランプ１本当たり５mgを超えない範囲の小型蛍光灯に含まれる水銀
一般目的用の直管蛍光灯に含まれる以下のものを超えない水銀
－halophosphate
10mg
－triphosphate with normal lifetime ５mg
－triphosphate with long lifetime
８mg
特別な目的用の直管蛍光灯に含まれる水銀
本付属書に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
陰極線管、電子部品および蛍光管のガラスの中に含まれる鉛
合金成分として、鋼材に含まれる0.35wt％までの鉛、アルミ材に含まれる0.4wt％
までの鉛、および銅材の4wt％までの鉛
－高融点はんだに含まれる鉛（すなわち鉛含有率が85％を超えるスズ／鉛はんだ
合金）
－サーバー、ストレージおよびストレージ・アレイ・システムのはんだに含まれる
鉛（2010年まで除外）
－スイッチ／シグナル／電送用ネットワーク・インフラストラクチャー装置および
通信管理ネットワークのはんだに含まれる鉛
－電子セラミック部品に含まれる鉛（例、ピエゾエレクトロニック・デバイス）
危険物質および調剤の上市と使用の制限に関する指令76/769/EEC11の改正指令
91/338/EEC12に基づき禁止された用途を除くカドミウム表面処理
吸収型冷蔵庫中のカーボン・スチール冷却システムの防錆用としての６価クロム
出典：「図解

よくわかるWEEE＆RoHS指令」；日本電子(株)応用研究センター、
日刊工業新聞社（2005.5）、P35

5)

科学的・技術的進歩の採用（第5条）
・特定有害物質の最大許容濃度の設定
・特定有害物質の除外要件
(1)

特定有害物質の最大許容濃度
RoHS指令では、科学技術上の進展に合わせて電気・電子機器の材料や部品に含まれる対

象物質の最大許容濃度を必要に応じて設定することとしている。
表3.2-2に、2005.8.19欧州委員会で決定された最大許容濃度値を示す。
Cd100ppm、その他は1000ppmと決定された。
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表3.2-2

RoHS指令の規制対象物質とその最大許容濃度

対象物質
カドミウム
鉛
水銀
六価クロム
PBB（ポリ臭化ビフェニル）
PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）

最大許容濃度（wt%：重量パーセンテージ）
0.01
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

出典：日機連「ＥＵの環境政策と産業」、2006.3、p59

RoHS指令が求める「対象物質が含まれない」の定義は、製品中の均質材料当たりの濃度
が最大許容値以下であることを意味する。
閾値そのものは2年前のドラフトと変わらないが、濃度計算の分母に当たるhomogeneous
material（均質材料）の用語定義の問題でこれまでなかなか決まらなかった。
均質材料の定義：
・均

質：構成物全体が均一であること

・均 質 材 料：機械的に分解できない材料（プラスチック、ガラス、金属、樹脂、紙、
基盤等）
・機械的な分解：ねじの取外し、切断、粉砕、研削、研磨等の機械的行為で分離されるこ
と
homogeneous materialsの例：
・プラスチックカバーは多種材料でコーティングされていない、または接着されていない、
一種類だけの材料からなる場合に「均質材料」とみなされる。
・電気ケーブルは金属線と絶縁材料からなり、力学的に分離可能なため「均質材料」では
ない。それぞれに分離された材料に適用される。
・半導体パッケージには、プラスチック成型材料、リードフレームの錫の電気メッキコー
ティング、リードフレーム合金、および金ボンディングワイヤ等の多くの均一材料が含
まれる。IT基盤は地金、ハンダまでの分解ごとに均質材料と解釈される。
・電子部品は複数のmaterialsの構成品とみられる。
参考）RoHS指令と同時期に作られたELV指令（廃自動車指令）では、許容値以下であっ
ても、品質改善等の目的から意図的に添加する場合は許容されず、原材料あるいはリ
サイクル材使用の結果として意図的でない混入の場合には許容される。
RoHS指令をクリアしても他の関連法規との統括的な規制がありうることに、リス
クマネジメントの観点からは注意を要するところである。
(2)

適用除外
特定有害物質の除去、代替が技術的または科学的に不可避な場合や代替物質が未開発のも
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の、代替物質導入により消費者の安全・健康に対するマイナスの影響が導入による利益より
も大きくなる場合は適用除外とする。
ANNEXによる除外項目は、科学技術の進歩に照らして、少なくも4年ごとに見直しが行わ
れる。下記のものは今後のリスク評価の対象となっているものである。
2004.1.27のTACでガラス及び光学フィルター中の鉛が除外となった。
・Deca BDE（デカ臭化ジフェニルエーテル）
・特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀
・サーバー、ストレージ、ストレージ・アレイ・システム、スイッチ、伝送ネットワーク、通
信管理ネットワーク用はんだ中の鉛
・電球
6)

見直し（第６条）
・2005.2.13までに新たな科学的証拠を考慮してRoHS規定の見直しを行う
・WEEE

ANNEXⅠA製品群8（医療機器）及び9（監視測定機器）を対象範囲に含める提案

を行う
・特定有害物質リストの必要性を判断し提案する
・6物質以外の他の有害物質の代替可能性の検討
・特定有害物質拡大に向けた提案
ANNEXⅠAで範囲外の医療用機器（製品群8）、監視測定機器（製品群9）の提案はまだであ
るが、恒久的な除外ではなく、いずれしかるべき段階で提案されることになっている。また、
将来的に有害物質の化合物リストの作成、特定有害物質の追加の見直し等も織り込まれている。
この条項の主体は欧州委員会であるが、欧州議会、理事会へ提案を行う形で行われ、3者共
同の議決を求める歯止めがかかっている。ANNEXの用途見直し等はTACの答申で欧州委員会
が決定できるが、有害物質の追加等は欧州議会、理事会の採択が必要で、簡単な手続きでは修
正されない。
3.2.3

加盟国の国内法転換状況

WEEE＆RoHS指令の法制化については、加盟国は指令発令（2003.2.13）から18ヶ月以内とな
る2004.8.13までに完了することが求められていたが、期限までに完了した国は殆どなかった。
その後の移行詳細までフォローできていないが、日本機械工業連合会のブリュッセル駐在員に
よる2006.3情報では、RoHS指令の国内法移行については、現在、全加盟国が法整備を終えてい
るようである。
最も遅れていたのはフランスとイギリスであるが、フランスは2005.7にWEEE及びRoHSを国
内法に移行する法令（Decree No.2005-829）を採択しており、イギリスは2005.10にRoHS指令履
行のための規則（Statutory Instrument 2005 No.2748）を議会へ提出して、2006.7.1付け施行と
なっている。
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3.2.4
1)

指令に関する最近の動き

TACの審議動向
技術適用委員会（TAC：Technical Adaptation Committee）は日本の技術審議委員会に相当

する。EU法制化の理念に到達するための実施手段を考える組織であり、原則非公開だが英国が
議事メモを発表している。
RoHS指令の施行に当たっては、適用除外リスト、最大許容量（閾値）がTACを経て決定さ
れている。
適用除外決定のプロセスは、先ず、メーカーや業界団体などの意見を取りまとめた諮問結果
がTACへ送られる。次いで、TACはこれらの要請を第三者諮問機関に評価を依頼し、その結果
を受けて提案を作成する。TACでこれを審議し、議決に至るが、提案に問題が無ければここで
適用除外が決定される。
これらのプロセスに要する時間は10ヶ月程度とされている。
2)

適用除外項目の検討

①指令の付則に定められた適用除外の見直しのため、関係者への第1回諮問が開始されたのは
2004.5であった。
諮問では、適用除外に含まれている物質、含まれなかったガラスに含まれる鉛などの物質に
ついて、産業・商業用代替物質の有無、代替技術の有無、使用制限、費用、利点欠点などの
観点からの意見が求められる。また、加盟国、産業界から例外措置の対象項目に要請のあっ
た9項目についても、同様の質問に対し意見が求められた。この第1回の諮問は2004.7.5に締
め切られ、結果の評価・審議後、2005年にこれらを反映する形で付則の改訂に至っている。
②その後も繰り返し諮問が行われており、2005.2.11締め切りの諮問では22項目に対し、初回の
諮問同様、代替物質の有無や使用制限、コスト等についての質問がなされた。
③続いて、2005.10.28締め切りの諮問では白熱灯やスイッチ機器に含まれる水銀などを含む23
項目に対して、2006.2.10締め切りの諮問では15項目に関する意見聴取が行われている。こ
れらの結果の評価・審議が現在も続いている。
3)

欧州委のプロセス不備と課題
RoHS6有害物質の最大許容量については、2005.8.19付官報に掲載されて決着したが、一方、

適用除外リストについては揉めている最中とのブリュッセル情報である。
TACでの決定内容は欧州議会に諮られる必要があるが（議会に決定権限はないが）、欧州委員
会がこれを行わなかったため、欧州議会から指摘されると同時に、TACの決定そのものにまで
欧州議会が強い不満を表明して、コミトロジープロセスのあり方をめぐって、議会と委員会が
激しくやりあっている状況にある。
議会が権限意識に目覚め、自らの存在をアピールする材料に使っている感が強いという。
2005.10.15のTACでのDeca-BDE（臭素系難燃剤）の適用除外の決定についても、議会が欧
州委員会の越権行為であるとの見解を示し、正式に欧州裁判所に訴えを起こすことも取りざた
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されているようである。
ただでさえ適用除外リストの審査が遅れる中、このような欧州議会との確執による適用除外
リストの決定遅延が懸念されている。
2006.2.15のTACでの審議では6項目の除外申請が採決に附され、「再利用目的のプリンタ
ー・コピー機等に使用される回路基盤等の鉛」を除く5項目について新たに適用除外が採択さ
れたが、次回のTAC開催が6月まで無いため、残りの除外申請項目の書面ベースでの採択が提
案されている模様である。
現在採決待ちの項目には、日本企業の関心の高いPDP、SED中の鉛の適用除外を含む3rdパ
ッケージの残り13項目、及び4th、5thパッケージも併せて、合計50前後の除外申請が残されて
おり、2006.7.1のRoHS指令施行を前にして、これら全ての結論が出るかどうか懐疑的となっ
ている。
また、「上市（put on the market）」の解釈についても、未だ各国での定義が統一されておら
ず、未調整による混乱が生じている。「EUコミュニティーに入った時点」、「国内ディストリビ
ューターにわたった時点」、「最終消費者に渡った時点」など見解が分かれている。欧州委員会
は上市の定義を「EUコミュニティーに入った時点」とするよう警告文を全加盟国に送付する旨、
を昨年末から述べているが未だレターの発出は確認されていない。
4)

適用除外に関する最新版リスト
RoHS指令の適用除外に関する最近の欧州委員会の決定は以下のとおりである。

①適用除外項目の改訂（2005.10.13付欧州委員会決定（2005／717／EC））
RoHS指令の付則に定められた適用除外項目に2項目が加わった。
適用除外項目9の「吸収型冷蔵庫のカーボン・スチール冷却システムの防錆処理用六価ク
ロム」に、9a.ポリマー用途のDecaBDE（デカ臭化ジフェニルエーテル）、9b.鉛青銅製の軸
受けシェルおよび軸受けブッシュに含まれる鉛が加わった。
②適用除外項目の改訂（2005.10.21付欧州委員会決定（2005／747／EC））
適用除外項目7の鉛に関する項目、8のカドミウムに関する項目が改訂となり、新たにカテ
ゴリー11～15の5項目が加わった。
既に、これまでの適用除外項目に関する諮問や、それによる指令の改訂等により一部変更に
なっているものもあるが、上記改訂とも合わせて、2005年末時点の適用除外項目の最新版リス
トを表3.2-3に示す。
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RoHS指令付則・適用除外項目（2005年末までの欧州委員会決定を含む）

表3.2-3
物

質

水銀

鉛

１
２

３
４
５
６
７

カドミウム

８

六価クロム
DecaBDE
鉛

９
９a
９b
10

鉛

11
12
13

鉛、
カドミウム
鉛

14
15

付則：第４条１項の要求が免除される鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE
の用途
小型蛍光灯（１個当たり）中の５mg以下の水銀
一般用途の直管蛍光灯中に含まれる以下の水銀
・ハロリン酸型水銀10mg以下
・通常寿命の三リン酸型水銀５mg以下
・長寿命の三リン酸型水銀８mg以下
特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀
同付則中に特に定められていないその他のランプに含まれる水銀
CRT、電子部品、蛍光灯管ガラスに含まれる鉛
合金成分として鋼材に含まれる0.35wt%までの鉛、アルミ材に含まれる0.4wt%までの鉛、
銅材に含まれる４wt%までの鉛
高融点ハンダの鉛（鉛85%以上の鉛合金）
・以下の機器・装置用のハンダに含まれる鉛：サーバー、ストレージ、ストレージ・アレ
イ・システム、スイッチ／シグナリング／トランスミッション用のネットワーク・イン
フラ機器、テレコミュニケーション用ネットワーク管理装置
・電子セラミック部品に含まれる鉛（ピエゾ素子）
電気接点のカドミウムとそのコンパウンド、表面処理カドミウム（ただし、特定危険物質
＊
＊＊
の販売並びに使用制限に関する指令 76/769/EEC を修正する指令91/338/EEC で禁止
されている用途を除く：で禁止されている用途を除く）
＊
：OJL186，12.7，1991,P59
＊＊
：OJL262,27.9,1976,P201
吸収型冷蔵庫のカーボン・スチール冷却システムの防錆処理用六価クロム
ポリマー用途のDecaBDE（デカブロモジフェニルエーテル）
鉛青銅製の軸受シェルおよび軸受ブッシュに含まれる鉛
第７条２項に定められた手続きの範囲で、欧州委員会は以下の適用除外項目について評価
を下す。これらの項目について指令が改訂されるべきかどうかを早急に決定する。
－DecaBDE
－特殊用途の直管蛍光灯に含まれる水銀
－サーバー、ストレージ、ストレージ・アレイ・システム、スイッチ／シグナリング／
トランスミッション用のネットワーク・インフラ機器、テレコミュニケーション用ネ
ットワーク管理装置用のハンダに含まれる鉛（この例外措置適用の特定期限設定のた
め）
－電球
コンプライアント型ピン・コネクター
熱電動モジュールのCリング・コーティング用の鉛
光学ガラス、フィルターガラスに含まれる鉛およびカドミウム
２種類以上の元素から成るものピンとマイクロプロセッサーのパッケージをつなぐ接続
ハンダ（鉛80%超85%未満）に含まれる鉛
ICフリップ・チップ・パッケージ内の半導体のダイとキャリアー間の電気的接続を可能に
するハンダに含まれる鉛

（注）10についてはすでに決定が下され適用除外項目として付則に加えられたものである。

出所：欧州議会および理事会指令2002/95/EC
2005年10月13日付欧州委員会決定2005/717/EC
2005年10月21日付欧州委員会決定2005/747/EC
（出典：日機連「ＥＵの環境政策と産業」、2006.3、p59）
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3.2.5
1)

主要諸国の対応状況

諸外国の状況
中国では、電気・電子機器における有害物質の使用を規制するために、「電子情報製品生産汚
染防止管理便法」を策定して、2005.2に公布、2007.3施行する。この｢便法｣は｢中国版RoHS｣
とも呼ばれている。
米国はこれまで、廃電気・電子機器の適切な廃棄方法に関して明確な指針を示していなかっ
たが、いくつかの州議会が法制化に向けて動いている。カリフォルニア州では2003.9ディスプ
レ ー に 係 る リ サ イ ク ル 法 と し て 「 2003 年 電 子 廃 棄 物 リ サ イ ク ル 法 （ Electronics Waste
Recycling Act of 2003）を制定して2005.1.1に発効した。
近年、電気・電子機器産業は生産及び組立てを中国、マレーシア等の工業化進行国へ外部委
託 さ れ て き て い る 。 こ れ ら の 国 に お い て 廃 電 気 ・ 電 子 機 器 （ Electrical and electronic
waste:e-waste ）の急増に伴う環境及び人の健康に及ぼす悪影響を防ぐためには、これら廃棄
物の発生抑制、資源の再使用・再利用等を図ると共に、廃棄物処理能力を備える必要がある。
バーゼル条約事務局では途上国における廃電気・電子機器に起因する環境汚染の防止に向け
た各国のイニシャチブを支持し、協力するためのプロジェクトを予定している。

2)

中国版WEEE&RoHS法
欧州のWEEE&RoHS指令に伴い、中国でも次の立法化を進めている。
電子情報製品汚染制御管理弁法(中国版RoHS)
廃棄家電電子製品回収処理管理条例（中国版WEEE）
(1)

電子情報製品汚染制御管理弁法の概要(中国版RoHS)
対象は次の10製品郡の電子情報製品に限定して、工作機械、自動販売機などは除外されて

いる。
①レーダー、②電子通信製品、③放送とテレビ製品、④コンピュータ製品、⑤家庭用電子
製品、⑥電子測量器具製品、⑦電子専用製品、⑧電子部品、⑨電子応用製品、⑩電子材料製
品
表示義務、制限または禁止される有毒有害物質はEUのRoHS指令と同様に、鉛、水銀、カ
ドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル、ポリ臭化ジフェニルエーテル及び国家が限定
するその他の有害物質・元素である。
重点管理品目を目録にリスト化して、目下、草案の形でパブリックコメント中である。こ
の管理便法は、2005下期には正式文書に切り替えて、WBO

TBP協定に基づく通告を行い、

2006.1.1公布、7.1実施（WTOに通告中）を目指しているが、種々の成立条件、中でもサプ
ライチェーンの未成熟等の調整に時間を要しており、時期はまだ明確になっていない。以下
に、詳細概要を記述する。
・設計及び生産は環境保護及び再生利用に役立つ案を採用
・有毒有害材料成分、安全使用期限、回収可能かどうかを表示した標識を貼付
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・ 電子情報製品汚染制御重点管理目録」に含まれる製品において、6種類の有毒有害物質
が禁止もしくは使用制限される。
目録登録の条件は：
・代替製品がある場合
・代替材料が見つかっている物
・代替製品・材料はないが濃度制限のある物
・ 技術的能力、経済的可能性、多くの企業が対応できること
・電子情報製品を3C（中国強制認証）管理する。
3C管理（中国強制認証）： china compulsory certification

CCC制度ともいわれ、

2003.8.1より実施されているが、中国で販売する製品の認証証書を取得して、「CCCマー
ク」を製品につけなければ、中国での出荷・輸入ができない。
但し、WTOで認められていないために修正を検討中である。
EUのRoHS指令との相違点は、中国版RoHSは電子情報製品が対象で､且つ、重点管理目標
に上がった製品のみが対象となる全列挙方式である。
(2)

輸出入商品検査法
中華人民共和国輸出入商品検査法により、人の健康と安全、環境保護への影響などの検査

が要求されており、2005.5に出された公告では、①WEEE&RoHS指令に適合するように生
産管理を行い

②マーキングの実施を義務付けると共に、その要件となる特定有害６物質の

検査のための 18検査機関（当初は11検査機関）をリストアップして推奨している。
この検査施設のデータでないと信用されない懸念があるため、日本からも型式認定のため
のサンプルを郵送して適合の可否を仰ぐ企業もあるようである。
その際の測定基準はIEC6232であるが、サンプリングでのHomogeneousの定義がラフで不
明瞭な点も見受けられる。
IEC6232はHomogeneousマテリアルを測定対象とする分析法であるが、どのようにどこま
でHomogeneousにするのかの議論はIECでは行わないことになっている。
Homogeneousマテリアルに関する中国版手順書もあるが、その中で、分離が難しい場合に
は全てを一体粉砕してサンプリングしても良いこととなっているとの話もある。
(3)

廃棄家電電子製品回収処理管理条例の概要（中国版WEEE）
2004.9.17、国家発展改革委員会は「廃棄家電電子製品回収処理管理条例」の草案を公表し、

10.31を期限に、一般市民からの意見聴聞を行っている。この草案は既に国務院に提出され、
国務院の2005年度計画に組み入れられている。
これまでの家電リサイクル条例（2004版）では、小売店で回収された廃家電製品は、修理
した後にマークをつけて中古販売、またはリサイクル市場へ廻る。
現状、都市部で発生する廃電気製品は業者が買取りに来て、農村部で再び販売されている。
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最近出された「電子廃棄物環境汚染防止管理弁法」では、日本の家電リサイクル法と廃掃
法を併せ持つような政令であり、廃棄物リスト作成、危険廃棄物の管理制度、マニフェスト
作成、業者登録制度、情報公開、物流監視管理等が要求される。
この法律によって、今後はこれまでとは逆に、消費者が回収センターへ持って行き処理費
用を負担することになる。制度が整い次第、2006.7からの実施を目指しているが、従来と180
度逆転する対応のため、その実現を疑問視する声も無い訳ではない。
ちなみにこの弁法では、廃棄物ゲリラ防止のために、処理業者を登録制にしている。
3)

アメリカの有害化学物質規制
(1)

アメリカの法体系
アメリカの法体系は連邦法と州法があり、連邦法でも全州に強制適用するもの、州法に運

用を委ねるものに別れる。また、EPA（Environmental Protection Agency：環境保護庁）
が強制力を有する法律もある。
①

連邦法：有害物質規制TSCA（Toxic Substances Control Act）
・有害物質の製造および海外からの持込みを規制する法律。
・対象物質は元素、化合物、重合物。混合物は対象外（混合物の中の単体は対象）。

②

共通州法：包装材の重金属規制
・Connecticut州、Main州、Massachusetts州など北部8州が合同で包装材に関する重金
属規制の雛型を作り、それを各州法で制定。
・規制対象重金属は、鉛、カドミウム、水銀、6価クロム。
・規制濃度は、規制対象物質の合計が100ppm。（EU指令同様）

③

州法：Prop 65（カリフォルニア州の「プロポジション65」）
・癌または生殖毒性で知られている化学品による飲料水の汚染を禁止、および暴露前の
警告義務。
・毎年1回州知事が公表する有害化学品。現在約800品目が登録されている。

(2)
①

有害化学物質規制
アメリカの有害化学物質規制のポイントは、子供へ影響があるかどうか、無防備な人へ
の影響について告知しているかどうかの2点で、特に子供への影響がある場合は非常に厳
しく規制される。
子供玩具の鉛は600ppm以下、ペンキ中の鉛は子供が舐めることに配慮して0.5%以下、
砂場土壌中の鉛は600pp以下、この他蝋燭の芯への鉛の使用禁止のように、子供を守るこ
とに厳しい。

②

BDE規制はEUのRoHS指令を背景に、カリフォルニア州、ハワイ州、メイン州の州法で
2006.1.1から使用規制がかかる。

③

DecaBDEについてはEUと同様である。
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④

包装材の重金属規制もEUと同様で、８州共通の州法で鉛、カドミウム、水銀、六価クロ
ムの重金属をトータルで100ppm以下。

⑤

最近、水銀の規制がクローズアップされている。
メイン州では自動車が1200万台あり、ライト点灯スイッチやアンチロックブレーキ用ス
イッチ等に水銀が使用されている。1台毎あたりの量は小さいが、トータルでは大きいた
め、新車への使用禁止、中古車は販売時、点検時に取り替える等の削減プログラム、およ
び表示義務の検討が行われている。

⑥

連邦法ではEUのWEEE指令に相当するものはないが、上記のような背景から、廃電気
電子機器のメーカーによる引取りの義務化について、環境団体、業界、政府で検討されて
いる。
全体的に、リサイクル関連は連邦法で甘く、州法で厳しく規制する傾向がある。
これまで、カドミウムが問題視されてきたが、食物連鎖等による水銀の影響についても顕

在化してきており、将来にHgが問題になって、発生源の製品まで規制がさかのぼることが予
想されることから、これからはHgに注意を払う必要がある。
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REACH規制

3.3

CoM(2003)644

（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals：化学物質の登
録、評価、認可および制限に関する規則（欧州新化学品規制））
3.3.1
1)

REACH規則の背景

REACHの背景
第2章の2.3 EUの環境政策と化学物質政策で触れたように、第6次環境行動計画の中で、化学
物質に関する目標として、人の健康と環境へ重大な影響を及ぼさない化学物質の管理システム
を2020年までに達成することを掲げた。
EUの現行法では、新規化学物質の有害性評価は指令67／548／EEC：危険な物質の分類・包
装・表示等により行われている。一方、既存化学物質（1981年以前上市）のリスク評価につい
ても、優先141物質を指定（指令793／93：既存化学物質の評価と管理）し1993年に着手した
が、製造者・輸入者からの入手データを当局が評価して管理方法を決定する仕組みのため、産
業界からのデータ出し惜しみ等で性状や用途等に関する情報が不足し、当局のリスク評価、規
制措置に遅れをきたしている状況にある。
このことは言い換えるなら、有害性が良くわからない化学物質が販売・使用され続けること
を意味し、もしも有害物質であった場合にそれによる汚染の進行や、また、新規代替物質の開
発や技術革新にも遅れをとることが懸念された。
REACH規則は既存物質も新規物質も区別することなく、化学物質の有害性評価、リスク評
価を行い、人間の健康と環境を化学物質の危険から保護すること、および、EU化学産業の競争
力強化を目的としている。

2)

REACH規則の柱
予防原則の観点から、「疑わしきは使用せず」、企業はリスクを評価して明らかになったリス
クを管理する。既存物質を含め全約10万品目のうち年間物量1t以上の約3万数千品目全ての安
全性評価を洗い直すものである。
(1)

REACHの特徴

・No Registration,No Market、新規化学物質、既存化学物質の別なく、製造・輸入量1トン
／年以上の全ての化学物質は、登録しなければ販売することができない。
・化学物質の製造・輸入者のみならず、成型品の製造者・輸入者にも成型品中の化学物質の
登録を義務付けた。
・安全性評価義務の国から産業界へ移行することにより、サプライチェーン、川下ユーザー
にも評価責任発生が発生する。
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(2)

REACH全体の流れ
REACH 規 則 の 全 体 の 流

登録

製造者／輸入者／（川下
ユーザー）情報を登録

大部分の
物質

評価

当局による情報の評価

認可

認可

れを図3.3-1に示す。
先ず、化学品に関する製造
者、輸入者、川下ユーザー情
報を登録し、次に当局による
情報の評価を受け、この段階
までで大部分の物質は使用
可能になる。一部、人や生物
に非常に高い懸念がある物

人や生物に非常に高い
懸念がある物質
例）発がん性物質

制限

質については認可手続きを
必要とし、さらに厳しい制限
を受けるものもある。
(3)

これまでの経緯

・2001.2

図3.3-1

REACH全体の流れ

出典： (財)化学物質評価研究機構

窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料

欧州委員会が「今後の化学品政策の戦略白書」を発表し、REACHシステムの導

入を提案
・2003.5

インターネットコンサルテーションにかけられ、6000以上のパブリックコメント

が寄せられた。
・2003.10.29

欧州委員会でREACH規則案が採択され、欧州議会、理事会での審議へ。

その後、欧州拡大、議会選挙等の影響で当初計画より大幅に遅れたが、
・2005.11.17に欧州議会第一読会で修正案が採択された。次いで、
・2005.12.13に閣僚理事会で政治的合意がなされたところである。
今後の見通しとしては、2006年５月頃までに最終的合意による「共通の立場」を採択した
後に欧州議会第二読会に諮られ、主な論点として「認可」の更新等が論議された後、決議さ
れるのは2006年秋頃と予想されている。
従って施行は2007年に入ってからで、それも運用開始のための欧州化学品庁ECAの立ち上
げを考えると、実質的運用は2008年頃と予測されている。
3.3.2
1)

REACH規制の概要

目的
化学物質の審査規制の仕組みを見直し、リスク評価・管理を強化して、人の健康、環境への

悪影響に対する予防原則から、製造者・輸入者・川下ユーザーの責務でリスクを回避する。
2)

REACHのポイント

(1)
①

登録対象物質
既存物質、新規物質ともに登録が必要で、新規物質は上市前に、既存物質は登録期限内
に済ませる必要がある。量の把握は製造が行われている直近の3年間の平均製造量／輸入
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量を用いる。
②

製造・輸入量が1トン／年以上の化学物質（約30,000物質）の有害性、用途等の情報登
録が必要である。有害性情報に火災、爆発性、発癌性、魚類への毒性等がある。

③

情報提供だけでなく、条件如何でさらに化学品安全性評価（CSR）が必要になる。

④

物質の区分と定義；登録対象物の形態区分に、物質（化学物質単品）、調剤（混合物、塗
料など）、成型品（物質と調剤から作られる製品）の三種類があり、成分毎の登録が必要で
ある。
・物質（Substance）（第3条1項）
化学元素および自然の状態、または何らかの生産プロセスで得られた化合物で、物質
の安定性を保持するのに必要な添加物、プロセスから生じた不純物を含む。安定性、組
成に影響せずに分離可能な溶剤は除く。
・調剤（Preparation）（第3条2項）
2つ以上の物質からなる混合物または溶液。合金は2つ以上の元素からなる金属で、マ
クロ的に均一で機械的手段では分離できないものをいう。
・成型品（Article）（第3条3項）
人工物で、物質または調剤で構成され、製造過程において用途に合わせた形状、表面、
設計がなされたものをいう。
成型品製作者（第3条8A項）の定義は、人または法人で、自分のブランドで生産し販
売しているもの、他の生産者の製品を自分ブランドで販売しているもの（生産者のブラ
ンドが記載の場合は除く）、業としてEU市場へ輸入を行っているものを指す。

⑤

段階的導入物質(既存物質)とは、下記の一つ以上に該当するもの（第3条20項）
・欧州既存商業化学物質インベントリー（EINECS）に記載されているもの。
・2004.5.1時点のEU加盟国で生産され、その製造／輸入業者は市場に出していないが、
この規則施行前15年以内に1回でも市場に出たもの。
・ 1981.9.18 ～ 1993.10.31 の 間 に 上 市 さ れ た 、 も は や ポ リ マ ー と み な さ れ な い 物 質
（NLP：no longer polymer）。

EINECS：欧州既存商業化学物質インベントリーとは；
（European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances）
1971.1.1から1981.9.18にEU域内で上市された化学物質のリストで、約100,000の物質に7
桁の整理番号を付けて記載されている。
(2)

登録者

①

登録の義務は、EU域内の製造業者、輸入業者、成型品（製品）の製作者。

②

用途を開示したくない川下ユーザーは化学品安全性評価（CSR）を実施する。

③

日本から輸出の場合は、現地代理人を立てる。EU域内の製造業者が申請すれば、その親
会社、子会社、兄弟会社は申請不要である。（共同登録）。

④

同一物質を扱う複数の事業者がある場合、「複数登録者」を設けても良い。
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川下ユーザー（downstream user）とは：
EU域内で物質または調剤を利用する業者で、製造・輸入業者以外のもの。（流通業者や消
費者は川下ユーザーではない）
・製造・輸入業者が特定した範囲内での使用はそのまま使用可能
・暴露シナリオ作成のための十分な情報（用途・使用方法など）を物質供給者へ提供する。
・製造業者・輸入業者が特定した使用範囲を越える場合は、自らCSRを作成することが必
要になる。
(3)
①

有害性評価、リスク評価
製造・輸入量が年10トン以上、または1～10トンでもCMR、PBT、vPvBに該当する場
合は、人の健康、環境への影響についての有害性評価が必要である。

②

危険物質（指令67／548／EEC）と分類されると、さらに暴露評価、リスク評価・管理
も必要である。その際、「リスク」＝「有害性」×「暴露量」で表される。

ここに、
CMR：Carcinogenity，Mutagenicity and Reproduction

発癌性、変異原性、生殖毒性

PBT：Persistent,Bio-accumulative and Toxic、難分解性、蓄積性、有害性
vPvB：very Persistent and very Bio-accumulative、極難分解性、極蓄積性
CMRカテゴリー、PBT、vPvBについて表3.3-1および表3.3-2に示す。

表3.3-1

CMRカテゴリー

カテゴリー１
人に対して発がん性があ
ることが知られている
ヒトに遺伝的突然変異を
誘発することが知られて
いる化学物質

カテゴリー３
人に対する発がん性の
C：発がん性
（Carcinogenic）
疑いがある物質
ヒトに遺伝的突然変異
M：変異原性
（Mutagenic）
を誘発する可能性があ
るためにヒトに対する
懸念を生じさせるよう
な化学物質
R：生殖・発生毒性 人に対して生殖・発生毒 人に対して生殖・発生 人に対して生殖・発生
（Toxic for
性があることが知られて 毒性があると考えられ 毒性が疑われる物質
いる物質
る物質
reproduction）
出典： (財)化学物質評価研究機構

カテゴリー２
人に対しておそらく発
がん性がある
ヒトに遺伝的突発変異
を誘発すると見なされ
るべき化学物質

窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料
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表3.3-2

PBT，vPvBクライテリア

クライテリア
Ｐ：難分解性（Presistent）
海水中
淡水・河口水中
海水底質中
淡水底質・河口水底質中
土壌中
Ｂ：生物蓄積性（Bio-accumulative）
生物濃縮係数BCF
Ｔ：毒性（Toxic）
海水・淡水生物 無影響濃度（NOEC）
人健康影響 CMR

人健康影響

67/548/EECによる分類

PBT物質
（半減期、日）
＞60
＞40
＞180
＞120
＞120

vPvB物質
（半減期、日）
＞60
＞60
＞180
＞180
＞180

＞2,000

＞5,000

＜0.01mg/L
Ｃ：カテゴリー1,2
Ｍ：カテゴリー1,2
Ｒ：カテゴリー1,2,3
慢性毒性
（分類T,R48,Xn,R48）

指定なし

出典： (財)化学物質評価研究機構

(4)

窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料

認可

①「認可」とは原則使用禁止であるが、特定の用途毎に認められるもの
②

CMR、PBT、vPvB、同等の懸念がある物質、タバコに加えられる物は、予防原則に照
らして原則、上市、使用とも禁止

③

対象物質はANNEXⅩⅢにリスト化される予定（現状、未公表）

④

認可の条件は、次の3条件を満たす場合である。見直しは5年を超えない。
・代替品、代替技術が無い、かつ
・社会経済的メリットがリスクを上回る、かつ
・人の健康または環境へのリスクが適切に管理される

(5)

制限
次に記載されている物質・調剤・成型品は製造･上市できない。

①

ANNEXⅩⅥ：上市と使用の制限に関する理事会指令76／769／EECのANNEX、別表の
大部分が記載されている。

記載例：
物質、物質グループ名称
塩化ビニルモノマー
アスベスト繊維類
ポリ臭化ビフェニル
出典： (財)化学物質評価研究機構

②

制限内容の概要
エアロゾル噴射剤としての使用禁止
上市および使用禁止
皮膚と接触する織物繊維への使用禁止
窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料

EC／850／2004：ストックホルム条約実施のための規則で、POPs（残留性有機汚染物
質）は製造、使用禁止。
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(6)
①

成型品中の化学物質の登録／届出
次の全てに該当するものは登録義務がある。登録期限は発効後11年3ヶ月。
・製造者・輸入業者当たり年間1トン以上
・指令67／548／EECで危険物質に分類されている
・通常および当然予想される使用条件での放出が意図されている
意図的放出の成型品例：サインペン（インク、溶剤）、クリーニングワイプ（洗剤、溶剤）、
テキストマーカー（溶剤）、鉛筆（黒鉛）など

②

ANNEXは、ⅩⅢ(a)（認可対象リスト）に記載されて、次に該当するものは届出義務が
ある。届出期限はANNEXⅩⅢ(a)掲載後3ヵ月。
・PBT、vPvB、POPs該当物質が0.1%以上
・CMRs等の該当物質が1999／45／ECで危険と定める濃度基準以上
・成型品のライフサイクル中に公衆、または環境に暴露される可能性

但し、サプライチェーンの川上で既に登録されている物質は登録、届出が免除される。
(7)
①

ポリマーの取扱い
基本的に、ポリマーは登録不要で、モノマーが登録必要。
例えば、ABS樹脂の場合、ABS樹脂を登録するのではなく、アクリロニトリル、ブタジ
エン、スチレンの3物質の登録が必要になる。

②

登録対象（第5条）
ポリマー構成モノマー、その他物質の登録対象は、次の3条件を満たすものである。
・ポリマーの2重量％以上のモノマーまたは物質で、かつ
・モノマーまたは物質の量が年間1トン以上で、かつ
・サプライチェーンの川上側でまだ登録されていない

③

非登録モノマーまたは非登録物質
ポリマーメーカーに供給した生産者によって登録されていないモノマーまたは物質。
しかし、大元の生産者または代理人によりモノマー原料として登録されている時は、
ポリマーメーカーはその登録を用いることができる。

3)

除外および免除
適用除外、免除の該当項目、物質を下記にまとめる。
(1)

REACHのスコープ外（第2条1項）
放射性物質、非分離中間体、廃棄物(75／442／EC)、廃棄物とされた物質・調剤および成

型品(91／156／EEC)、食物((EC)178／2002)、嬌味剤(88／388／EC)、タバコ中の物質(2001
／37／EC)、バッテリー中の物質（91／157／EEC）等
・「登録」「データ共有」「川下ユーザー」「評価」の適用免除（第2条2ｂ）
人あるいは脊椎動物に用いられる医薬品、食品中の食品添加物、嬌味剤、動物用飼料添
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加物、動物栄養剤、食品と接触する物、医薬用機器、農薬、殺生物剤等
・「認可」の適用免除（第2条2ｃ）
2bに記載された物質の使用および、サイト内単離中間体、または輸送を伴う単離中間体
の使用、モーター燃料の使用（指令98／70／EC）、鉱物油の移動または固定した燃焼プ
ラントでの燃料としての使用、閉鎖系での燃料としての利用等
・「サプライチェーンでの情報」「分類・表示」の適用免除（第2条2d）
2bにリストされた調剤、または調剤中の物質
(2)

「登録」の適用免除（第4条2項）

①

ANNEXⅡ記載物質（植物油、鉄、ヘリウム、無機物などの天然物）

②

ANNEXⅢでカバーされる物質（表3.3-3参照）

③

ポリマー

④

登録後域外へ輸出され、域内へ再輸入された物質

⑤

サプライチェーンにより、用途が既に登録された調剤中の物質

⑥

リサイクルで生成する物質で、既に登録された物質と同じ、安全データ、サプライチェ
ーン情報等を受け取っている物質

(3)

一時的な登録免除（第7条）
研究開発中の製品、プロセス：PPORD（Product and Process Oriented Research &

Development）
・5年間の登録免除と5年間の延長が可能である
・対象は「物質、調剤」、「成型品」、「サイト内単離中間体」、「輸送を伴う単利中間体」等
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表3.3-3

ANNEXⅢ

第４条２項bに従う登録免除

１．放射性物質
２．物質、または成形品が空気、光などの環境要因に暴露し生成した物質
３．物質、調剤、成形品の貯蔵時の化学反応の結果生成した物質
４．物質、調剤、成形品の最終使用時に生成する物質で、それ自身は製造・輸入または上市されない
５．以下のような場合に化学反応の結果発生する物質：
(ⅰ) 意図した機能が発揮される場合
安定剤、着色剤、香料、抗酸化剤、充填剤、溶剤、担体、界面活性剤、可塑剤、凝固防止剤、
抗発泡剤／消泡剤、分散剤、抗沈殿剤、乾燥剤、結合材、乳化剤、抗乳化剤、脱水剤、凝集剤、
接着促進剤、流量改質剤、pH 改質剤、キレート剤、凝固剤、凝集剤、難燃剤、滑材、キレート
剤、品質改良剤
(ⅱ) 特定の物理化学的性質を付与するための物質が、その意図した機能を果たす場合
６．それ自身が輸入、上市されない副生物
７．既に登録されている親化合物の水和物、または水和イオン
８．67/548/EEC において危険物として分類されない、製造中に化学的な変性を受けていない天然物
8a．製造中に化学的な変性を受けていない鉱石とそれから導かれる濃縮物
９．天然ガス、LPG、原油、石炭
9a．鉱物、鉱石、濃縮物及び鉱物学的または物理的変性の結果生じたもの
9b．プロセスガス（石油精製所でのコークス炉ガス、高炉ガス、燃料ガスなど）
出典： (財)化学物質評価研究機構
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企業の対応――段階手順

REACH施行後における企業対応（段階手順）について、図3.3-2に纏め、主要事項について記
述する。

企業の対応

まとめ
・物質、調剤、成形品（アーティクル）、ポリマー、中
間体のどれに相当
・輸出／製造量 １トン以上
・免除物質に該当するか
・立場が、製造業者、輸入業者、成形品の制作者、川
下ユーザーのどれに相当するか
・REACH施行後18ケ月以内（事前登録者は公表される）

登録義務あり？

段階的導入物質（＝既存物
質）の事前登録

・登録に要する費用
既存情報の有無（輸出／製造量に応じて登録に必要
な情報増える）、他社も登録するか等で大きく変わる
・その他検討事項

登録する？

・Technical Dossier（技術一式文書）
・製造／輸入量に応じた物理化学的性状、有害性及び
生態毒性情報
・必要な場合CSR（化学品安全性報告書）
有害性評価・暴露評価・リスク評価

登録

図3.3-2
出典： (財)化学物質評価研究機構

企業の対応
窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料
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1)

既存物質の登録期限
事前登録は発行後一律1.5年以内である。REACHの登録期間は、1000トン以上とCMR物質

が3年以内、100～1000トンは6年以内、1～100トンは施行から11年以内に登録を完了しなけれ
ばならない。表3.3-4に既存物質の登録期限を示す。
表3.3-4 既存物質の登録期限
（各期限は発効後）

３年以内

1.5年以内

登録する意思が無
い場合の通知期限
１年以内

６年以内

1.5年以内

２年以内

11年以内
1.5年以内
11年３ヵ月
1.5年＋
登録＊
以内
0.5年以内
成形品中化学物質
ANNEXＸⅢ(a)記載後
届出
３ヵ月以内
＊：登録対象になっている場合（解釈については不確定要素あり）

３年以内
－

区分

登録期限

①製造／輸入量1,000トン以上、または
②CMRのカテゴリー１、２、または
③水生生物への長期毒性の疑いがあり
（R50/53）、かつ100トン以上
①製造／輸入量100～1,000トン、または
②水生生物への長期毒性の疑いがあり
（R50/53）、かつ１トン以上
製造／輸入量１トン～100トン

出典： (財)化学物質評価研究機構

事前登録

－
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EUでは人の健康と環境へ重大な影響を及ぼさない化学物質の管理システムを2020年までに
達成することになっており、登録期限から逆算すると遅くも2009年の施行が必要、そのために
は2006～7年の公布が限界と考えられる。
2)

登録に必要な書類・情報
ⅰ)

事前登録に必要な情報
①物質の名称、物質のグループ、EINECS番号、CAS番号

当者

③所在地の公表の可否

④想定する登録期限

②申請者の名称、所在地、担

⑤用途の概要および暴露カテゴリー⑥

考慮予定の用途のリスト
注）事前登録は届出義務者でなくても可能である。
ⅱ)

REACH登録に必要な書類・情報
REACH登録には次の書類・情報が必要とされる。

①

Technical Dossier（技術一式文書）（第9条）（必須）

②

製造・輸入量に応じた物理化学的性状、有害性及び生態毒性情報（第11条）（必須）

③

Chemical Safety Report（CSR：化学品安全性報告書）（第13条）
CSRは、製造・輸入量が10トン／年以上、または1～10トン／年でもCMR、PBP、vPvB

のいずれかに該当する場合に必要である。
以下にこれらの概要を紹介する。
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(1)

Technical Dossier（技術一式文書）
技術、製造、使用形態情報、物質特性、安全データ、排出、暴露シナリオ、動物試験内容、

データの共同利用確認などについて作成し、必要により、調査結果を評価するための十分な情
報を含む詳細報告書（Robust Study Summary）を作成する。また、条件によって、試験実施
の提案を求められる。
表3.3-5に技術一式文書の内容を示す。
表3.3-5

技術一式文書の記載項目

１．一般登録情報
２．物質の識別情報
３．物質の製造と使用に関する情報
４．分類と表示
５．安全使用ガイダンス（MSDS 記載事項）
5a．排出情報 主な用途カテゴリ、重要な曝露経路
６．ANNEX Ⅴ～Ⅸの適用によって得られる結論
ANNEX Ⅴ～Ⅷ：物理化学的性状、毒性、生態毒性
ANNEX Ⅸ：ANNEX Ⅴ～Ⅷに関する一般規定
７．ANNEX Ⅰに基づき要求される場合、ANNEX ⅤからⅨを適用した評価結果の概要
（Robust study summary）
８．情報が脊椎生物による試験によるものかの記述
脊椎動物を用いた試験の種類と動物の数
8a．登録者が、上記６,７の全てのオリジナル試験の所有者であるか、または、オリジナル試験の
所有者から参照することについて書面による同意を得ているかの確認書
９．ANNEX ⅤからⅨの適用によって要求される場合、実験実施の提案
Robust study summary：調査結果を評価するのに十分な情報を含む、完全な調査報告書の目的、
方法、結果及び結論の詳細な概要
出典： (財)化学物質評価研究機構

(2)
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製造・輸入量と試験項目
製造・輸入量に応じて要求される試験項目を表3.3-6に示す。
物理化学的性状、ヒト健康への有害性および生態毒性情報は必須であり、製造輸入量の規模

に応じて、データ要求レベル、試験項目、試験方法等が変わる。
それに要する試験費用も、1～10トンの700万円から、1000トン以上規模の1億円以上まで、
指数関数的に増大する。また、単位生産量あたりのコストが小規模ほど高くなり、中小規模メ
ーカーの経済性の面で問題である。
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表3.3-6

製造・輸入量に応じて要求される試験項目
製造／輸入量（トン／年）

要求される試験項目（ANNEX Ⅴ～Ⅷ）

１～10

１～10

10～

100～

リスク

100

1,000

1,000以上

○

○

○

○

○

有、新規

１.物理化学的性状
物質の状態、融点・凝固点、沸点、比重、蒸気圧、表面張力、水溶解
度、分配係数、引火点、可燃性、爆発性、自然発火温度、酸化性、粒

○

○

度分布
溶剤中安定性、解離定数、粘性
２.ヒト健康への有害性
皮膚刺激性、眼刺激性、皮膚感作性

○

○

○

○

変異原生

○

○

○

○

急性毒性

○

○

○

○

反復投与毒性

○

○

○

生殖発生毒性

△

○

○

トキシコキネティクス

○

○

○

発がん性

△

３.生態毒性
水生生物毒性試験

○

○

○

生物的分解性

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

加水分解性
分解生成物の特定
環境中運命及び挙動
陸生生物毒性試験

○

鳥類毒性試験
○

○

○

○

５.検出及び分析法
試験費用（全項目の場合）（万円）

(3)

○
○

４.入手可能なその他の物理化学的、有害性、生態毒性情報

△：必要な場合

○

出典： (財)化学物質評価研究機構

200

700

2,500

○

○

○

5,000～

10,000～
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化学品安全性報告書（CSR：Chemical Safety Report）

ⅰ)

提出対象
年間の製造／輸入量が10トン以上の場合、または、１～10トン／年で、CMR、PBT、vPvB

のいずれかに該当すると判断される場合には、「化学品安全報告書」が必要とされる。但し、
以下の場合は不要である（第13条）。
①調剤中の当該物質濃度が、調剤指令(1999／45／EC)等の記載値より低い
②合金、ポリマーを含む調剤、エラストマーを含む調剤のうち、表示が除外されたもの（上
市の状態で人健康、環境に危険性を示さないもの）。
ⅱ)

化学品安全性評価のステップ
化学品安全性評価は次のステップで実施する。
①人健康への有害性評価
②物理化学的性状の危険性評価
③環境への有害性評価
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④PBT、vPvBの評価
上記までに危険物質、PBT、vPvBと分類された場合には以下も実施する。
⑤暴露評価
⑥リスク特性（Risk Characterization）評価
人の摂取量、環境中濃度が、有害性評価からの閾値以下となるように管理する必要がある。
3)

成形品の登録／届出対応
①使用物質の調査

67／548／EECの危険物質に該当するものがあるか、
ANNEXＸⅢ(a)（現状、未発表）に該当するものがあるか。

②使用量の調査

製造・輸入の成形品に1社当たり年間1トン以上含むか。

③使用形態の調査

その物質が使用中または廃棄時に放出されるか。

④登録状況の調査

使用用途について供給業者が既に登録しているか、または登録予定が
あるか。

（日本で既に成型品になっているものの中の物質が川上で別途登録済みであれば、登録免除
になるかどうかは、条文では不明）
⑤必要な手続き

事前登録：1.5年以内＋0.5年のlate notification期間（解釈に不確定要
素あり。登録業者以外の事前登録も可）
届

出：ANNEXＸⅢ(a)のリストに記載されてから3ヶ月以内

登

録：11年3ヶ月以内

登録の流れを図3.3-3に示す。

図3.3-3
出典： (財)化学物質評価研究機構

登録の流れ
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－46－

3.3.4
1)

経緯および審議状況

これまでの経緯
・1998.4

欧州理事会で既存化学物質の安全性確認が不十分との指摘。

・2001.2

白書「EU将来の化学物質政策に関する白書」公表。

・2003.5

欧州委員会

REACH草案を発表。

提案後、インターネットコンサルテーションにかけられ、6000件以上ものパブ
リックコメントが寄せられ、ロビー活動が展開された。
・2003.10.29

欧州委員会

数百箇所を修正してREACH修正案を提案。

提案後、理事会ではWGを設置して検討が進められてきたが、
・2004.6

欧州議会選挙、また、
本格審議に入る前に本規制案の経済社会に与える影響について更なる調査が必
要との理由から、2004年中は実質審議には入らず、

・2005.1

欧州議会公聴会を終えて実質審議入りした。
2005年春先までは、現行の規制案の撤回や抜本的な大幅修正を求める声が上が
っていたが、

・2005.4

欧州委員会が全体調整を行い実施したインパクト・アセスメント（資金提供：
産業界、委託先：KPMG）の結果、「中小企業等へのそれなりの影響はあるも
のの、総じてREACHによる産業界への影響はmanegeableである」との方向性
が打出されたことにより、規制案の撤回や抜本修正を求める声は鳴りを潜め、
欧州委員会から出されている規則案を如何に、よりWorkableなものに修正する
かの議論に移行した。

・2005.11.17

欧州議会第一読会で修正案を採択

・2005.12.13

欧州閣僚理事会で政治的合意。

欧州拡大、議会選挙等の影響で当初計画より大幅に遅れたが、2005.11.17に欧州議会第一読
会で修正案が採択され、次いで、2005.12.13の閣僚理事会で政治的合意が為されたところであ
る。
2)

審議状況
(1)

議会での審議状況
議会においては環境委員会が主委員会であるが、それ以前の段階において、産業委員会、

域内市場委員会など9つの委員会でも審議される。
産業委員会及び域内市場委員会はenhanced committeeという位置付けにあり、本会議での
環境委員会からの修正意見と共にこの2つの委員会からも修正意見を出すことができる。
2005.1の公聴会以降、本格的な審議が各委員会で始まり、7月及び9月に環境委員会を除く
9つの委員会で採択が行われた後、10月4日に主委員会である環境委員会でも採決された。
環境委員会、産業委員会、域内市場委員会で所属議員から出された修正提案数は各々1183、
1310、895件に達し、さらに本会議での修正提案数も1000件以上に上るなど、これまで膨大
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な数の修正案が上程された。
(2)
①

本会議（第１読会）11月17日の採決内容
登

録

本規制案導入で最も影響を受けると見られる１～10トンの少量
生産物質について、登録の際に求めるデータにターゲットアプロー
チが導入された。既存物質に関する事業者が知り得る限りの情報提
供で良しとするもので、それ以上のデータは必要な場合に求める軽
減措置である。少量生産であっても、新規物質や極めて有害性の高
い物質の場合は、フルセットの安全性データが要求される。
また、英国・ハンガリー等が主張してきた「一化学物質一登録原
則案」についても特別な場合を除いて導入されることとなり、試験
データの可能な限りの共有を勧める経費節減アプローチが採用され
た。

②

成

形

品

意図的に放出する物質の登録は変わらないが、意図しない放出の
物質についても届出を求めるこれまでのスキームから、有害性が高
く環境等への悪影響が憂慮される認可物質を含む場合に限定して届
出を求めるスキームに変更となった。

③

モノマー・ポリマー

ポリマーの中のモノマー規制について、日本産業界が求めていた、
登録を届出にする修正案が採択された。

④

認

可

有害性が極めて高い物質の使用には認可が求められるが、代替品
が無い場合にのみ認可とし、また、代替品の開発を促す観点から認
可期間を５年毎の更新制とする、産業界にとって厳しい修正案が採
択された。

⑤

中小企業への配慮

ヘルプデスクの設置やガイダンス文書を作成して、規制遵守に向
けた支援を実施する。

⑥

欧州化学庁

物質及び提出資料の評価について、今後創設される欧州化学庁の
権限を強化した。

(3)

理事会での審議状況
理事会においては、登録に係るコスト削減の手法として、英国・ハンガリーが提案した「一

化学物質一登録原則案」（One Substance One Registration(OSOR)）、少量生産物質に求め
る情報量、質／量に応じた登録の優先付け、成形品への規制、欧州化学品庁の役割等が議論
された。
2005.8上旬、当時の議長国の英国が、それまでの理事会WGでの議論を踏まえた修正案を
作成して、加盟国に意見提出を求めた後、9月上旬開催の理事会REACH Ad-Hoc WGで議長
国案として議論を進めた結果、12月13日の臨時環境相理事会で政治的合意に達した。
(4)

臨時環境相理事会（12月13日）の政治的合意の内容
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①

登

録

生産量・輸入量が１～10トンの場合の登録の際に求められる情報
量を軽減するターゲットアプローチが導入された。
10～100トンについても求められる情報を一部軽減した。
また、動物試験データに限らず、試験データを原則共有する仕組
みとした（OSOR）。

②

成

形

品

6条1項（意図した放出）について、通常の物質の場合と同じ扱い
（対象範囲、登録期限）にする修正案が採択された。これにより登
録対象となる範囲が広がると共に、登録期限が欧州委案より早まる
ことになる。
6条2項（意図しない放出）については、有害性が極めて高い物質
（認可物質）を含み、環境や人体に暴露する可能性がある場合に届
出を求めるスキームに変更するとともに、含有率の0.1%の閾値も導
入された。
これによって、対象がある程度明確になったとされている。

③

モノマー・ポリマー

川上で登録されていれば、ポリマー中のモノマーの登録を免除す
る軽減措置が追加された。

④

認

可

欧州議会の修正案が「代替品の無い場合に限定して認可を認め、
それも5年毎の更新性」とする産業界に厳しいものであったのに対
し、理事会修正案では「認可物質については代替品の可能性分析に
より、また、更新の必要性もケースバイケースで判断する」との産
業界の実態に配慮した修正案となった。

(5)

今後の審議予定
2005.12理事会での政治的合意を踏まえたコモンポジション（「共通の立場」：合意内容を

正式な文章（条文）にしたもの）が2006.5月頃の公表を予定している。膨大なREACHの条
文を21の全てのEU公用語に翻訳する作業に時間がかかるためである。
コモンポジションが出され議会修正案と理事会修正案との相違点が明らかになった後に第
二読会に入る。第二読会は審議にかけることができる期間が決められていることから、主な
論点に「認可」の更新等が論議された後、順当に推移すれば2006年末～2007年初の採択見込
みである。
3.3.5

主要国の対応と欧州委員会での検討

REACH導入によるコスト増は明白であり、2003.10のREACH修正案の決議を前に、英独仏首
相連名による、域内企業への影響に配慮を求める書簡が出された。それに応えて、欧州委員会と
閣僚理事会はREACHによる影響評価を十分に行うことを提案した。
ここでは、経済産業省が（独）日本貿易振興機構に委託して平成16年度に行った「EUの化学
物質規制動向調査」報告書の中から、主要諸国の動向、考え方、欧州委員会によるREACH導入
の影響評価について要約紹介する。
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1)

主要国の対応
(1)
①

ドイツの対応
2003.8

REACH規則原案に対するコメントを提出して、環境と健康と経済のバランス

の取れた低コストでの実現を主張し、REACHによる経済への影響に関する検証を求めた。
②

2003.10の修正案に反映された、ドイツのコメントを以下に示す。
・ポリマーは登録対象に含めない
・評価の統一標準を設定する
・研究開発の秘密保持
・安全性評価対象物質の軽減
・企業秘密の保持等

③

化学物質情報の強化のためにデータの無償提供を提案したが受入れられなかった。これ
はドイツの強みであるが、ドイツ化学工業会（VCI）は年間製造量1トン以上の化学物質の
評価データをこれまで蓄積してきており、低生産量化学物質情報の無償提供を申し出た。
しかし、欧州化学工業会（CEFIC）はドイツ以外の国の追随の困難、市場競争上の不利に
なる懸念からこれを支持しなかった。

(2)
①

イギリスの対応
有害性にリンクして対応する実施プロセスの確立、必要最低限の動物実験に抑制するこ
と、化学産業と下流ユーザーの競争力維持・促進を求めた。

②

2003.7

インターネットコンサルテーションに政府見解に基づく64のコメントを提出

した。
③

2004.11

2004.3～6の公開コンサルテーションで100超えのコメント、および、2004.5

イギリスとハンガリーとの共同提案による「一化学物質一登録原則案」が広く支持されて
いることを公表した。
「一化学物質一登録原則案」の概要：
同一化学物質を製造・輸入する業者が共同で登録することにより、登録コストの削減と動
物実験の重複を回避する狙い。
化学物質を上市する製造・輸入業者全てが化学物質の登録前に、事前登録を次の3段階に
分けて行う。
・年間1000トン越えの高生産量化学物質、および有害性の強い1トン越えのCMR
（Carcinogens, Mutagens and Toxic to Reproduction）化学物質を対象に化学物質と数量
を最初の6ヶ月間に届け出る。届出リストが作成されるが業者名は公開されない。
・次いで、年間１～1000トンの製造・輸入業者で、事前登録リストに既に上市する物質があ
り当該基礎データを有する者は、中央機構に届け出て化学物質情報交換フォーラム(SIEF)
に提示する。
・同様に、年間100～1000トンの化学物質に対しては事前登録期間3年以内に、１～100トン
に対しては6年以内に行なう。
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化学物質情報交換フォラム(SIEF)の設置により、フォーラム内での情報交換が可能となり、
登録コストもフォーラム内で参加者により分担される。
コスト負担に参加しない無賃企業を防止するため、コンソーシアムのような形での登録も提
案されている。
登録済の化学物質を新規に製造･輸入しようとする者は、既登録業者とコスト負担に関する合
意と費用負担によりアクセスが可能となる。
2005.1にイギリス政府が公開したコスト削減スタディーでは、7700万ユーロの削減効果があ
るとされた。
(3)

新構成国の対応
ハンガリーがイギリスとの共同で「一化学物質一登録原則案」を提案、リトアニア、ポー

ランド、ラトビアの3カ国が2003年インターネットコンサルテーションにコメントのほかは、
新構成国の対応は見られない。
これらの国は製造数量も少なく、十分なデータも保有してないと考えられ、REACH規制
案の影響の較差、および、各構成国の役割となっている評価レベルに差が生じることが懸念
されている。猶予期間の必要性とEU域内の評価の統一性が問われている。
(4)

日本企業の関心
日本企業の関心の多くは成形品に関する条文で、欧州委の条文では登録や届出を求められ

る成形品の外延が不明で、解釈によってはかなり過重な負担となりうることが懸念された。
モノマー／ポリマーの登録スキームについての不満もあった。
欧州委案では、成形品への規制はその上流過程で当該化学物質が既に登録されていれば不
要となるため、実質的には日本等域外からの場合にのみ適用対象となるのではないか。
日・欧・米の産業界（自動車、ゴム業界を除く）は成形品の規制に対する懸念について同
じ立場から、条文の修正に向けて共闘した。一方、自動車、ゴム業界はEU域内の生産者が実
質的に優位となるよう、欧州委案通りの成形品への規制を望んだ。
モノマー／ポリマーの登録スキームについては、登録を届出に格下げしたい日本案に対し、
欧州産業界は欧州化学業界と欧州委員会との調整で現行案となった経緯から本条分の修正に
は冷ややかで、一部米国企業に同様の修正意見をもつ企業がある程度であった。
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2)

欧州委員会での検討
(1)
①

REACH規則案の影響評価
経済上の影響
・欧州委員会は、REACH規則案導入による化学産業会の直接負担予測を23億ユーロ、欧
州化学産業全売上の0.1%相当と予測している。（表3.3-7）
表3.3-7

REACH規制案による化学産業界の直接負担予測（単位：100万ユーロ）

年間製造・輸入数量
１トン超
登録
100
試験
150
安全性評価書
認可
１トン以下の新規
化学物質における
コスト削減効果
登録までに必要な
コスト
中央機構料金
合計
（出所：欧州委員会企業総局資料）

10トン超
100
300

100トン超
100
350

1000トン超
200
450

小計
500
1250
250
100
-100

2000
300
2300

出典：日本貿易振興機構「ＥＵの化学物質規制動向調査」2005.3、P23

・一方、使用禁止に伴う問題、代替物質のリスク評価等で、下流側ユーザーの負担費用は
28～40億ユーロで、上記化学産業界全体より大きくなるとの推算。
・REACH対応人件費が増える一方で、下流側情報提供がスムーズになり、全体的な事務
費の軽減、代替物質、技術革新のインセンティブを期待。
・中小企業の低生産量化学物質については、提出データの軽減措置および上流側製造者責
任でカバーされるため、想定外使用の登録に限られるとしている。
②

国際関係上の影響
2004.6ジュネーブで開催の欧州委員会と国際貿易機関（WTO）との会議で、各国の指摘
事項に対する欧州委員会の見解をまとめる。
・サプライチェーン上流で登録された物質の成形品への利用における適用除外は、域外製
造者の同一化学物質を含む成形品輸入も同様で、域内外の差は無い。
・REACHの実行可能性と産業界の負担程度については、欧州化学工業会（CEFIC）と共
同で実行性試験を行っているほか、今後は、第三国の製造者の在欧事業部、自動車・電
気産業などの下流ユーザー、サプライチェーンへの影響についても分析するとしている。

③

便益効果
・人の健康分野のコスト削減効果について、欧州委員会は500億ユーロ（30年間）、ロンド
ン大学は2020年までに50～2830億ユーロと推定し、便益がそれに要するコストを上回る
との結論を出している。しかし、周辺条件により大きく変動するものである。
・環境保全面の便益では、人の健康同様、定量化は難しいとしながらも、産業界が化学物
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質に関するデータを提供することで環境に対する措置が講じやすくなること、現在の知
見を基に最善を尽くすことにより、産業界は倫理的、政治的、法的に汚染責任とその遡
及の負担を軽減することができるとしている。
④

その他の効果
・登録データ収集過程で企業のリスク管理システムの確立に寄与すると共に、化学物質を
登録して認められることにより、企業責任の軽減にもつながる。

・REACH登録関連のコスト負担や使用禁止･制限により国際市場で不利になる指摘がある
一方で、安全性の差別化により、域外消費者が自国製品に疑問を持つことにより有利に
なるとの期待もある。
・代替品への技術革新が生まれると同時に、化学物質情報が下流側ユーザーにまで流れる
システムが確立されることにより、技術革新に関する下流側からのアイデアがもたらさ
れることにも期待している。
結論として、REACH導入に伴う影響を明確に分析するのは不可能としながらも、下記
を結論付けている。
・REACHシステム導入によるコスト負担は化学物質の試験や登録などで企業同士が提携
することにより軽減できる。
・マクロ経済的な影響は、代替物質の開発と上市時期、危険物質の市場からの撤廃時期、
知的財産権の保護等の条件により大きく変わるため、これらに対する企業の対応策の重
要性が指摘された。
・バリューチェーン内のコミュニケーションを密にして、市場から撤廃する物質に関する
情報を下流側ユーザーに十分に連絡するのも対応策の一つ。
・REACH規制案を受容しやすくするために、中央機構が問題を調整する際の判断基準、
商業上慎重に取り扱うべき情報の確定と開示規定、さらに化学物質の特定用途の認可条
件等、運用に関する情報を事前に明確にすべきとしている。
(2)

REACH Implementation Project（RIP）
議会、理事会での議論と並行して、欧州委員会ではREACH施行に向けて、実施遂行のた

めの作業がRIPプロジェクト（REACH Implementation Project）として行われている。そ
の概要を表3.3-8に示す。
REAC詳細記述書から各種技術指針書（ガイダンス）の作成のほか、所管官庁となる欧州
化学品庁の設立に向けた準備等が進められている。
現状は、RIP3.2および3.3が2005.8.に、RIP3.5が2006.2に報告書が出されている。
特に、RIP3.8は成形品の規制に関するガイダンス・ドキュメントを作成することになって
おり、日本産業界にとっても重要な位置付けとなるため、欧州委員会との交渉により、本プ
ロジェクトに参加する10名程度の専門家の一人に日本の代表者も加えてもらい、ガイダンス
策定作業に関与している。
現在は、理事会修正案をベースに議論が進められている
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REACHの中枢機構への参画であり、外からではわかりにくいREACHの本質を理解する上
で有効なポジションであると同時に、いち早い情報の国内配信により、わが国の対応、方向
性の見極めに反映可能と期待される。
表3.3-8

REACH Implementation Project の動向

RIP No.

区分

RIP1

REACHプロセスの記述

REACHプロセスの詳細記述

RIP2

REACH-IT

REACH支援ITシステムの開発

RIP3

技術指針書

3.1

登録技術部文書の作成指針

3.2

化学物質安全報告書（CSR）作成の技術指針書（TGD）

3.3

物質固有性状要求の技術指針書

3.4

データ共有（事前登録）の指針書

3.5

川下ユーザーの指針書

3.6

GHSの分類・表示の指針

3.7

認可申請書作成の指針

3.8

成型品要件遵守の指針書

3.9

社会経済分析実施の技術指針書

タイトル

3.10

物質識別情報の特性付け・点検の技術指針書

RIP4

技術指針書（TGD）：行政用

4.1

RIP5

暫定所管官庁の設置

REACH施行までに暫定所管官庁の設置

RIP6

所管官庁の創立

REACH施工後18ヶ月以内に欧州化学品庁（ECA）の創立

RIP7

REAHのためのEC準備

REACH施行のEC体制の確保

出典： (財)化学物質評価研究機構

文書評価の指針書

窪田清宏氏、2006.3.8 講演資料
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４．日本の対応
4.1
1)

日本の有害物質管理の現況
有害物質管理の法制度
日本にはRoHS指令に相当する法律はないが、各種関連法で総合的にカバーされる。

・廃棄物処理法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S45.12.25法律第137号）
・大気汚染防止法（S43.6.10法律第97号）
・水質汚濁防止法（S45.12.25法律第138号）
・労働基準法（S22.4.7法律第57号）
・労働安全衛生法（S47.6.8法律第49号）
・化審法：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（S48.10.16法律第117号）
・化管法：特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（H11.7.13法律第86
号）
・グリーン購入法：国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（H12.5.31法律第100号）
・資源有効利用促進法：資源の有効な利用の促進に関する法律（S3.4.26法律第48号）
・容器包装リサイクル法：容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（H7.6.16法律第112
号）
・家電リサイクル法：特定家庭用機器再商品化法（H10.6.5法律第97号）
・自動車リサイクル法：使用済自動車の再資源化等に関する法律（H14.7.12法律第87号）
・バーゼル法：特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律（H4.12.16法律第108号）

製品製造段階では、資源有効利用法、化審法、化管法により、環境への負荷低減が図られて
いるほか、製造業者の自主基準（グリーン調達）により部品、原材料中の有害物質の使用制限
が行われる。
資源有効利用促進法では、特定の業種、製品を指定して、廃棄物の発生抑制から再使用、再
利用の推進を図っている。
化管法は化学物質の環境への排出量や廃棄物に含まれて事業所外へ運び出される移動量を都
道府県を通じて国へ届け出る（PRTR）ほか、他の事業者へ引き渡す際は、化学物質の性状及
び取扱いに関する情報（MSDS）を事前に提供することになっている。
化審法は難分解性で人の健康を損なうおそれのある化学物質について審査し、製造・輸入・
使用等の規制を行っている。
製品購入・使用段階ではグリーン購入法が関連し、環境負荷低減に配慮された物品等の率先
調達や、情報提供等により環境物品等の需要促進を図っている。
使用済み段階では、廃棄物処理法、資源有効利用法、各種リサイクル法、バーゼル法が関連
する。
表4.1-1に化審法とREACH規則の比較を示す。化審法は2004年OECD勧告による見直しで評
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価の対象が、それまでの人間に対する影響から、REACH同様、生物（動植物）
・環境を含む対
象にまで拡大され、多少の違いはあるものの狙いは共通している。異なるのは、量の単位が、
REACHは生産者単位であるのに対して、日本の化審法は国全体であることで、1tになったか
どうか中々分かりにくい。また、安全性評価を日本は国がある程度やるのに対し、REACHは
事業者単位で行うことである。

表4.1-1

化審法とREACH規則の比較
REACH案

化審法
届出

年間国内製造等数量1トン以下：
年度毎に製造等数量を申し出る

事前審査
(届出も含む)

年間国内製造等数量1トン超：
難分解性を有する化学物質を対象に､環境
経由による人の健康への被害を防止する
観点から
･難分解性
･高蓄積性
･長期毒性
の性状が評価される
化学物質の性状や環境残留状況に応じて
以下のように規制される
1) 第一種特定化学物質：
･製造､輸入､使用の制限(事実上､使用禁
止)
2) 第二種特定化学物質：
･製造､輸入の要諦､実績数量の把握と必
要に応じて数量制限
･技術指針公表､勧告
･表示
3) 指定化学物質：
･製造､輸入の実績数量把握

規制措置

既存化学物質

･1973年の化学物質審査規制法公布に際
して業として製造ないし輸入されてい
たものを既存化学物質名簿に登録され
た(約2万物質)
･国が必要とした物質に対して､毒性､分
解性､蓄積性の試験を実施する
･指定化学物質に指定されたものについ
ては､一定のリスクが予想される場合､
長期毒性調査が指示される

物 流 過 程 で の PRTR法による規制
管理等

･製造者ないし輸入者単位で年間1トン
超製造ないし輸入される化学物質を､
中央デｰタバンクに登録する
･既存化学物質の約3万種が登録対象に
なるものと予測される
･登録に際しては､製造者ないし輸入者
は物質の性状､使用方法､物質のリスク
評価に準じた物質の取り扱い方法に関
するデータを提出する
･評価の対象となる化学物質は､欧州化
学物質機構がプライオリティリストを
作成する
･人と環境に一定の毒性を示す化学物質
(発ガン性物質､化学的突然変異誘発物
質､生殖毒性物質(CRM物質)や､慢性毒
性物質､生態蓄積性物質､毒性物質
(PBT物質)､高慢性毒性物質､高生態蓄
積性物質(vPvB)など)に対して有害性
に応じた表示が義務付けられる。これ
らの化学物質では､使用に伴うリスク
が十分に管理されておれば､使用は許
可される
･しかしそうでない場合､リスクの高さ
や当該化学物質の社会･経済上の使用
価値､代替物質の有無に応じて規制さ
れる
･個別物質量にEU域内で点検､検査を行
い､リスク評価の結果に応じて上市や
使用が制限される
･既存化学物質と新規化学物質の区別が
廃止される
･事業者から提出されたデータ班データ
ベース化されて公表される

･安全上重要なデータは､化学物質の流
通過程で順次下流側に引き渡して､各
事業者が化学物質を自主管理する
･下流側で当初の用途以外に化学物質を
使用する場合､追加試験が実施される

出典：日本貿易振興機構「EUの化学物質規制動向調査」p13～14(2005)

－56－

2)

問題点と対応策
日本では使用済み製品の適正処理が行われており、製品中の有害物質に起因する環境汚染が顕
在化している状況には無いが、今後も高度な3Rを推進して環境汚染を未然に防止するためには、
製品ライフサイクルの各段階における有害物質情報の開示、把握と確実な伝達が重要である。
(1)

問題点

①

化管法のMSDS対象化学物質の含有量は1%以上（特定第一種指定化学物質なら0.1%）
であり、RoHS対象濃度レベルに適合していない。また、再生資源は除外される。

②

化管法で、排出量、移動量を国に報告することになっているが、製品中の有害物質情報
は適用除外になっている。

③

化管法や労働安全衛生法では、譲渡先へのMSDS（化学物質安全性データシート）の事
前提供が義務付けられているが、廃棄物中の有害物質については対象外。

④

廃棄物処理法で、「廃棄物MSDS」の記載内容が不明確、また信頼性が低い。

⑤

グリーン購入のための環境情報が企業の任意情報で、消費者が比較検討できる情報提供
になっていない。

(2)

対策

①

資源有効利用促進法の活用による有害物質関連情報の提供の推進
基本方針に情報開示条項（有害物質関連情報提供制度の趣旨、内容）を盛り込む。情報
開示、マーク等で公表。当面RoHS 6物質と閾値。対象は大型家電やパソコン等。

②

廃棄製品中の有害物質情報を確実に提供
処理業者が適正な処理法選択できるよう、製品中有害物質表示の仕組み作り。

③

廃棄物MSDS内容の明確化のためのガイドライン作成
有害特性、影響等適正処理に必要な情報、様式、伝達に関するガイドライン。

④

環境情報提供システムの活用
既存の「商品環境情報提供システム」の活用。RoHS対象6物質、逐次追加。

⑤

グリーン購入法による政府調達の有害物質関連情報の管理
政府調達品でRoHS指令6物質の情報開示を製造者に促す。そのため、グリーン購入法の
基本方針に、資源有効利用促進法ともリンクした含有情報の配慮事項を記述。

4.2

EU環境規制に対する日本のスタンス
ヨーロッパでは廃電気電子機器によるいろいろな問題が起きているが、日本はそのような状

況になく、WEEE&RoHSに対応する環境省、経産省の見解は次のとおり。
・EUでは廃家電の9割が前処理を経ずに埋立や焼却されており、処分場からの鉛などによる汚
染が問題になっているが、日本では、家電リサイクル法で8割が回収されているほか、資源
有効利用促進法、廃棄物処理法等に基づく回収・リサイクル、適正処理が行われており、有
害物質に起因する環境汚染が顕在化している状況にはない。
一方で、毎年多くの有害物質が市場に投入されており、これらの一部は回収されずに廃棄
物として最終的に処分されているため、より高度なシステムの構築が望まれる。（環境省）
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・各種リサイクル関係法やガイドラインの整備を実施し、特に家電製品の分野では年間1000万
台を超える量が回収・リサイクルされており、使用済み製品由来の再生資源を再び同じ製品
群に使用する有効利用も進展しつつある。また、企業の製品開発においても、世界的にみて
も最先端の環境配慮設計・製造への取組が進みつつある。
しかし、これらの動きが社会全体としてのシステムとして機能するには、企業のみならず
消費者や行政等関係者の取組をいっそう強化していくことが求められている。（経済産業省）
従って、日本の取組としては、前出の諸関連法があることから特段の法作りは必要なく、
政省令の改訂で対応する方針である。

4.3

国レベルの取組

経済産業省、環境省の対応例、関連事例について紹介する。
(1)

経済産業省の取組：製品3Rシステムの高度化

・情報開示システムJ-MOSS
①パーソナルコンピュータシステム
④電気冷蔵庫

⑤電気洗濯機

②ユニット型エアコンディショナ

⑥電子レンジ

⑦衣類乾燥機

③テレビ受像機

の7品目を対象。

・ライフサイクルを考慮した環境配慮設計（Design for Environment）
：DFE情報センター構想
・グリーンプロダクトチェーンの実現
(2)

環境省の取組：有害物質に起因する環境負荷の低減方策

・製品中の有害物質情報を流通、販売、購入、消費等の各段階の関係者に確実に伝達
・廃棄製品中の有害物質情報を関係者へ確実に伝達：廃棄物MSDSの明確化
・グリーン購入法の基本方針に家電製品、OA機器等を中心にRoHS対応6物質の含有情報の
把握に関する記述
1)

電気･電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C 0950)
（資源有効利用促進法の政省令改正）
(1)

目

的：・電気･電子機器に含まれる特定の化学物質の含有表示方法を標準化する
・サプライチェーン及びライフサイクル各段階の事業者の管理改善を促進
・資源有効利用の質の向上、及び

環境負荷の低減を図る

(2)

マ ー ク：基準値はEUの閾値で判断。消費者の商品選択用の情報開示を目的。

(3)

対象製品：パーソナルコンピュータ、エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、
電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機
対象7製品に、有害6物質（EUのRoHS同様）の特定製品の含有表示を義務化する。
付属書A（規定）：特定の化学物質および含有率基準値
対象物質、閾値はRoHS 6物質。濃度含有量はwt％（ppmではない）。
付属書B（規定）：含有マークの除外項目
RoHS指令同様。Deca-BDEはRoHS同様に除外。
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付属書C（参考）：算出対象物質の測定方法
簡易分析方法と詳細分析方法を例示しており、
①簡易分析方法：ED-XRF、WD-XRF

（スクリーニングのため）

②詳細分析方法：ICP-AES／MS、AA、TOF-SIMS、加熱気化AA、還
元気化AAなど。
付属書D（参考）：グリーンマークを表示する場合
図4.3-1に、対象物質と含有基準値、図4.3-2に特定製品の含有表示の例を示す。
表A.1－特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値
特定の化学物質
鉛及びその化合物
銀及びその化合物
カドミウム及びその化合物
六価クロム化合物
ポリブロモビフェニル
ポリブロモジフェニルエーテル

化学物質記号
Pb
Hg
Cd
Cr(VI)
PBB
PBDE

算出対象物質
鉛
水銀
カドミウム
六価クロム
ポリブロモビフェニル
ポリブロモジフェニルエーテル

含有率基準値wt%
0.1
0.1
0.01
0.1
0.1
0.1

図１－含有マーク
図4.3-1
出典：JIS C 0950 :2005

例１

日本版RoHS対象物質と含有表示
4.1 b) 2) 図1及び付属書A 表A.1

（(財)日本規格協会 発行）

算出対象物質の含有率基準値を越える場合の含有状況の表示例

機器名称：テレビ受像機

形式名：○○－AAA
化学物質記号

大枠分類

Pb
Hg
Cd
Cr(VI)
PBB
PBDE
実装基板
○
○
○
○
○
0.1wt%超
キャビネット
○
○
○
○
0.01wt%超
0.1wt%超
ブラウン管
除外項目
○
○
○
○
○
スピーカ
○
○
○
○
○
0.1wt%超
注記１ “0.1wt%超”、“0.01wt%超”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。
注記２ “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記３ “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950

図4.3-2
出典：JIS C 0950 :2005

日本版RoHS含有表示の例
4.1 C)及び4.4.2 C) 例1
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（(財)日本規格協会 発行）

2)

IEC/TC-111委員会
IEC（国際電気標準会議）には
環境対応を討議する技術委員会
がなかったため、2005.3に新環境
技術委員会（TC-111）を発足さ
せ、幹事国にイタリア、議長国は
日本で富士通の森氏が就任した。
これは、電気・電子製品に関す
る環境関係の標準規格が欧州勢
のみでデファクトされるのを避
けるため、わが国がIECでの国際
標準規格策定を働きかけてきた
ものである。
図4.3-3にTC-111委員会の機構
と国内体制を示す。TC-111は下
記の3つの検討課題のWGで構成
されるが、中でも主要なWG2環
境 設 計 WGの 主 査 に 日 本 の 市 川
氏を押す議長提案が認められた。
日本は経済産業省の指導によ
り国内委員会を設置して、JEITA

図4.3-3

IEC/TC111委員会の体制

出典：IEC/TC111 WG2 第１回会合資料
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/committee/h/
06/h06_05.pdf#search='TC111'

（電子情報技術産業協会）が事務
局となり、積極的に対応している。
・WG-1

Material Declaration（含有化学物質開示手順、グリーン調達）

・WG-2

Environmentally Conscious Design（環境配慮設計）

・WG-3

Test methods of hazardous substances（規制化学物質等（RoHS）測定方法）

WG-1では、JGPSSI（グリーン調達調査共通化協議会）が既に、EIA（米国電子工業会）や
EICTA（欧州情報通信技術製造者協会）と連携して、グローバルスタンダードを視野に入れた
JIG（Joint Industry Guide）を発行させている（2005.5）。
WG-2では、環境配慮設計の手順・手続き上の要求事項、法規制の要求事項への対応、規格
の利用者、環境特性の開示とサプライチェーンでのデータトレース等について、各国現行制度
の反映のみならず今後の法制度の国際整合化も目指した検討が行われている。電気電子関係団
体でも、製品含有物質の表示など、3R分野を中心に国内JIS化の検討を行っている。
また、WG-3については、現在、IECはRoHS試験法の国際標準規格を作成中であるが、国内
WGではTC-111の正式発足以前から分科会でWorking Draftを作成しており、TC-111スタート
後にCommittee Draftの作成も完了している。
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3)

IEC試験法の標準化活動
欧州のテスト方法はまだ統一されておらずIECで国際標準規格を作成中である。企業はRoHS
などの環境規制に対して自主的な調達規準や検査方法での対応を進めている。
今後、RoHS試験法に対応する国際承認物質（標準試料）の整備および装置メーカーによる
分析データの開示、推奨分析条件等の提示が重要となる。IECの試験法を図4.3-4に示す。IEC
試験法は基本的に蛍光X線によるスクリーニングを実施し、精度限界のグレイゾーンは精密分
析により最終確認を行う2段階方式を基本とする。本方法はJBCE（在欧日系ビジネス協議会）
がEUの要請により提案したテスト方法に基づいている。

IECによるRoHS試験法の測定フロー
検討中の測定フローにおいては、蛍光Ｘ線のスクリーニング測定で、非破
壊／破壊および定性/ 定量分析の何れを採用するかは、各社の導入機器、
品質管理基準、標準試料の入手状況に応じて判断可能

図4.3-4 RoHS試験法
出典： (株)島津製作所

①

宮崎恭一氏、2006.2.2 講演資料

蛍光X線スクリーニング法
標準試料の入手困難な場合などを考慮して定性分析での検出、未検出を基本とする。
エネルギー分散型蛍光X線（ED-XRF）および波長分散型蛍光X線を推奨し、非分散型蛍
光X線は使用できない。
ED-XRFは試料の前処理が非常に簡単、もしくは不要のため、環境負荷が少なく、検査
コストの削減が可能である。RoHS規制対象6物質（5元素）の全てを測定可能で、カドミ
ウム、鉛、水銀、クロム、臭素を元素として検出する。最近は従来機に比較して検出感度
が2倍以上向上しているという（S社）。

②

精密化学分析法
蛍光X線による分析結果は元素としての存在情報で、Cd、Pb、Hgは存在すれば禁止物
質と判定できるが、Cr、BrはCrⅥとPBB／PBDEが禁止物質であり、精密測定の必要性を
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判断する情報にすぎない。
精密化学分析法前処理に全溶解、全抽出が必要であり、沈殿（Pb）、揮散（Hg）、価数
変化（CrⅥ）がある場合は正確な分析は困難である。IECはRoHS6物質に対しての表4.3-1
の精密分析方法を提案している。

表4.3-1 RoHS６物質に関する精密化学分析法の概要
物質

高分子材料

金属材料

特定臭素系難燃剤

GC/MS

NA

（PBB/PBDE）

HPLC/UV

六価クロム (Cr

6+)

電子部品
GC/MS
HPLC/UV

アルカリ抽出／吸光光度

スポットテスト

アルカリ抽出／吸光光度

熱水抽出／吸光光度
水銀（Hg）

ICP－AES

ICP－AES

ICP－AES

ICP－MS

ICP－MS

ICP－MS

CVAAS

CVAAS

CVAAS

AFS

AFS

AFS

鉛／カドミウム

ICP－AES

ICP－AES

ICP－AES

（Pb/Cd）

ICP－MS

ICP－MS

ICP－MS

AAS

AAS

AAS

GCGC-MS:
MS Gas Chromatography Mass Spectrometry ; HPLC/UV:
HPLC/UV High Pressure Liquid Chromatography with Ultraviolet
Detection; ICPICP-AES:
AES Inductively Plasma Atomic Emission Spectrometry; ICPICP-MS:
MS Inductively Plasma Mass
Spectrometry ; (CV)AAS:
(CV)AAS (Cold Vapor) Atomic Absorption Spectrometry; AFS:
AFS Atomic Fluorescence Spectrometry.

出典： (株)島津製作所

宮崎恭一氏、2006.2.2 講演資料
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５．業界、企業の対応
5.1
1)

業界団体の対応
JBCE（在欧日系ビジネス協議会）環境委員会の活動

（参照 http://www.jbce.org/position.html）
2002.12：Comments on Analytical methods, limits and costs for detection of hazardous
substances in EEEのPosition Paperを提示し、精密測定法（破壊分析法）の膨大
な検査コストに言及した。
2003. 7：ＥＵからの当局の検査方法に関するアイデア提供を受け検討を開始。
2003.11：Comments on European-wide Uniform Test Method on RoHSのPosition Paper
で、EUから要請受けたJBCEは、ED-XRFを中心とする現実的な非破壊分析法を
提案した。基本的な流れは、蛍光X線分析装置でスクリーニングを実施し、精度限
界のグレイゾーンは精密分析手法で最終確認する2段階方式の手法。
これを基に、現在、IECで検討されている検査法が検討されている。
(1)

非破壊（迅速）分析法（前処理は原則不要）
分析制度は破壊分析に劣るが、スクリーニングに適するため現場で使われる。
①ＥＤ-XRF エネルギー分散蛍光X線分析法（6物質5元素のスクリーニング可能）
②FT-IR

フー リエ変換赤外吸光分析法（PBB／PBDEの判定可能、deca-BDE選択性
は難しい）

(2)

破壊(精密)分析法（溶解、抽出などの前処理必要）
全溶解、全抽出が前提で、沈殿（Pb）、揮散（Hg）、価数変化（CrⅥ）がある場合は、正

確な分析が困難である。下記の種々の方法がある。
①ICP-AES 誘導結合プラズマ発光分析法
②ICP-MS

誘導結合プラズマ質量分析法

③AA

原子吸光分析法

④GCMS

ガスクロマトグラフ質量分析法

Cd、Hg、Pbの精密測定可能～試料の溶解
必要
PBB／PBDBの精密測定可能～試料からの

PBB／PBDBの抽出必要
⑤UV-VIS
2)

紫外可視吸光分析法

CrⅥの精密測定可能～試料からのCrⅥの抽出が必要

グリーン調達基準標準化の活動
JGPSSI：Japan Green Procurement Survey Standardization Initiative
JIG：Joint Industry Guideを発行。
各企業が調達基準を個別に制定する一方で、それに対応する川上産業では対応が複雑になり、
供給製品のコストが増大し、結果として各製造企業の製品コストも上昇するため、国際競争力
の低下が懸念される。そのため、JEITA（電子情報技術産業協会）の非公式団体として、関係
企業が「グリーン調達調査共通化協議会」（JGPSSI）を発足させ、グリーン調達基準の業界共
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通化を図り、効果的なRoHS指令の遵守並びにコスト上昇の圧縮を図ろうとするものである。
・JGPSSIとEIA（米国電子工業会）、EICTA（欧州情報通信技術製造者協会）との３極合意に
よるJIG（Joint Industry Guide）が発行され(2005)、含有化学物質情報開示に関する世界的
な調達調査の共通化のインフラ整備が進んでいる。
JGPSSIのガイドラインAに分類される物質と測定法を表5.1-1に示す。
・JIGではカドミウム75ppm（デンマーク国内法）、PVC中の鉛は300ppm（アメリカ

プロポ

ジション65）を調達基準として採用しており、EUのRoHS／ELV閾値と同じではない。つま
り、JGPSSI（JIG）では、EU規制に限定した対応にとどまらず、グローバルな規制に対応
しようとしている。
・また、意図的な添加に関しては、含有レベルにかかわらず、報告の義務があるとされている
が、2005.9のELV

ANNEXⅡの改訂により、意図的導入を禁じる前提が解除されたことと

RoHS指令施行後のCdの基準値の扱いも含めて今後のJIGの対応が注目されるところである。
表5.1-1

金
属
お
よ
び
金
属
化
合
物

JGPSSIガイドラインレベルAに分類される物質と測定法

化学物質

基準値

主な法規制

公定法など

迅速法

カドミウム及びその化合物

75ppm
Intentionally added

RoHS、ELV
デンマーク

AA
ICP-AES

EDX

６価クロム化合物

1000ppm
Intentionally added

RoHS
ELV

UV/AA
ICP-AES

EDX
（全Crとしての検
出）

鉛及びその化合物

1000ppm
(300ppm PVC cable)
Intentionally added

RoHS、ELV
プロポジション

AA
ICP-AES

EDX

水銀及びその化合物

1000ppm
Intentionally added

RoHS
ELV

AA

EDX

ビス（トリブチルスズ）
オキシド（TBTO）

Intentionally added

76/769/EEC

化審法

GCMS

EDX
（Snとしての検出）

トリブチルスズ類（TBTa）
トリフェニルスズ類（TPTa）

Intentionally added

76/769/EEC

化審法

GCMS

EDX
（Snとしての検出）

短鎖型塩化パラフィン
ハ
ロ ポリ臭化ビフェニル類（PBB類）
ゲ
ン
系 ポリ臭化ジフェニルエーテル類
有
（PBDE類）
機
化 ポリ塩化ビフェニル類（PBDE
類）
合
物
ポリ塩化ナフタレン
（塩素数が３以上）
アスベスト
そ
の
他

Intentionally added

76/769/EEC

GCMS

FTIR

1000ppm
Intentionally added

RoHS

GCMS

EDX
（Brとしての検出）
/FTIR

1000ppm
Intentionally added

RoHS

GCMS

EDX
（Brとしての検出）
/FTIR

GCMS

FTIR
FTIR

Intentionally added

76/769/EEC

化審法

Intentionally added

化審法

GCMS

Intentionally added

76/769/EEC
労働安全衛生法

XRD

アゾ染料・顔料

ドイツ日用品規制令
Intentionally added
（leather & textile Products）
76/769/EEC

GCMS

オゾン層破壊物質

CLASSⅠ：Intentionally
モントリオール議定書
added
CLASSⅡ：HCFCs：1000ppm

GCMS

放射性物質

Intentionally added

未定

意図的添加：特定の特性、外観、または品質をもたらすために最終的な製品または部品に継続的に含有されることが望ましい
場合に、製品または部品の形成時に故意に使用すること

出典： (株)島津製作所

金属めっきは一例
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3)

日本機械輸出組合の取組
(1)

WEEE&RoHSへの対応

①委員会等での情報交換と議論

・ブリュッセル事務所等海外情報の報告と意見交換
・各社現地情報、各社対応情報・意見交換

②関係先への意見表明

・英WEEE&RoHS案、ガイダンス案に意見書提出
・関心事項、問題点をブリュッセル事務所へ伝達し
JBCEのロビー活動、意見提出に活用

③現地調査

・欧州委員会、英仏独伊西の環境当局への調査
・中東3カ国への調査
・情報誌“environmental Update”（隔月）による海

④情報提供

外環境規制動向の継続的情報提供および関係委員へ
の最新情報の提供
(2)

REACHへの対応

①委員会等での情報交換と議論

・ブリュッセル事務所情報によるEU当局の考え方、審
議状況、現地業界の対応、JBCEの対応等
・日本業界の対応

②REACH動向フォロー

・成形品に関するガイダンス作成の動向
（日本業界現地代表も参加）

4)

他団体の取組

(1)

WEEE&RoHSへの対応

①RoHS適用除外の追加コンサルテーション対応
・欧州委員会に追加除外要望
・5団体共同（JEITA、JEMA、JBMIA、CIAJ、JRAIA）共同による要望
②グリーン調達ガイドラインの作成（自主参加）
・グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）の調査回答フォーマット（29物質）
③共同産業ガイド(JIG)(JGPSSIに代わるもの)
・日米欧共通のガイドライン
・24物質ごとに閾値を超えているかの設問等
(2)

REACHへの対応
・４団体（JEITA、JEMA、JBMIA、CIAJ）による海外化学品規制WGでの検討、
コンサルテーションへの意見提出等
JEITA

：電子情報技術産業協会

JEMA

：日本電機工業会

JBMIA ：ビジネス機械・情報システム産業協会
CIAJ

：情報通信ネットワーク産業協会

JRAIJ

：日本冷凍空調工業会
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5.2
1)

企業のRoHS他への対応
EU内統一テスト法の見極め
RoHS６物質の閾値に引き続き、テスト法のEU内統一も期待されるが、IECの検討は進んで

いるものの、EU独自の検討は捗っていない。
EUテスト法を待ち望む理由は次によるもので、EU検査法が明確になれば、それに向けた企
業の対策も容易かつ迅速で実効的になるものと考えられる。
・CrⅥ、PBB／PBDE等の分析困難な規制物質に対するEU対応の見極め
・厳しい自主基準にすると、環境対策費、検査コストが多大になる懸念

2)

RoHS施行に向けた前倒し対応
・2006.7.1 RoHS施行までの猶予期間がないため、不明な点は残しながらも、RoHS他の環境規
制をクリアする自主的な調達基準や検査方法を定めた対応が進められてきた。
・大手電機企業の多くは、自社のRoHS対策およびサプライチェーン全体への徹底に、また、
上市定義が未確定な状況のなかでRoHS非対応流通在庫品の処理に最低１年は必要と判断し
ている。
(1)

有害物質規制への対応方針の明確化（管理物質、管理濃度、検査方法など）
主要電気・電子機器製造企業のRoHS指令対象物質に対する対応を表5.2-1に示し、自主管

理基準の例を次に示す。
・A社
・B社

部品・材料における環境管理物質「管理規定SS-00259」を策定して実施。
「化学物質管理ランク指針」などの自主基準に則り、対象管理物質・濃度など各国
の規制へ対応。

有害物質調達・管理基準（自主設定）の例
C社

Cd:5ppm、Pb:100ppm、Hg:禁止、CrⅥ:禁止、PBB／PDBE:禁止

D社

Cd:5ppm、Pb:100ppm、Hg:禁止、CrⅥ 100ppm
鉛フリーはんだ中のPb:500ppm、Cd:20ppm、黄銅中のCd:75ppm

E社

Cd:100ppm、Pb, Hg,CrⅥ,PBB,PBDE:1000ppm（RoHS同様）

参考）自動車業界のELV指令対応の動向
電機電子業界のRoHS対応の対比として、自動車業界のELV対応がある。
・廃自動車指令(ELV)はRoHS指令に先駆け施行されているが、自動車業界の対応は電機業界
の対応に比べ遅れている。
・自動車業界にはIMDSという材料データベースが稼動しているが、管理含有量はMSDS基
準の%オーダーで、ELV指令が要求するppmオーダーの含有量管理は行われていない。
・F自動車は、ELV規制4物質をSOC（Substances Of Concern）と称して技術標準TSZ0003G
を策定し、有害物質削減活動を進めている。
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・判定方法はED-XRFによるスクリーニング後、判定困難なグレイゾーンはICP確認分析を
行う2段階判定方法をとっている。
(2)

RoHS以外の各国の化学物質規制にも対応
日本：化審法、第一種特定物質 安衛法55条（製造禁止有害物質）
オゾン層保護法特定物質
EU：包装廃棄物規制
ドイツ：化学品検査規定、日用品規制、ダイオキシン規制
デンマーク：ホルマリン規制
オランダ、デンマーク：化学物質規制法
アメリカ：プロポジション65
自主規制：PVC不使用など、規制外物質の自主規制等

(3)

サプライチェーンへの指導育成・「有害物質不使用の宣言書」の提出要請

・納入ロット毎、またはトレース管理のために実データの提出と保存を要求
・ISO-14000取得推奨、サプライヤー査察の実施
・JGPSSIグリーン調達調査共通化への参加と共通フォーマットの利用を要請等
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国内主要電気・電子機器製造企業の調達規定に見るRoHS指令対象物質への対応（目標を含む）［2005.1現在］

出典：「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書」；（財）日本環境衛生センター（環境省）、2005.7、P14

＊：2003年７月に「富士通グループ クリーン調達基準」を改訂し、指定有害物質として「含有禁止物質」「製造使用禁止物質」「含有全廃物質」に区分し、製品
への含有禁止、製造工程での使用禁止および、含有全廃を取引先に依頼。
含有全廃物質：納入品への含有を、今後、取引先との協議によって期限を定めて禁止する物質。
含有禁止物質：納入品への含有を禁止する物質。

企業名

鉛
カドミウム
水銀
六価クロム
PBB
PBDE
2005.4.1（使用禁止） 2005.4.1（使用禁止） 2005.4.1（使用禁止） 2005.4.1（使用禁止） 使用禁止物質指定（基 使用禁止物質指定（基
キャノン
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
準書改定日：2003.8） 準書改定日：2003.8）
2005.7.1（含有禁止） 2005.7.1（含有禁止） 2005.7.1（含有禁止） 2005.7.1（含有禁止） 2005.7.1（含有禁止） 2005.7.1（含有禁止）
（海外製品でEU向け （海外製品でEU向け （海外製品でEU向け （海外製品でEU向け （海外製品でEU向け （海外製品でEU向け
三洋電機
以外は2007.7.1）
以外は2007.7.1）
以外は2007.7.1）
以外は2007.7.1）
以外は2007.7.1）
以外は2007.7.1）
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
2004.3（全廃）
2004.3（全廃）
2004.3（全廃）
2004.3（全廃）
2004.3
2004.3（全廃）
シャープ
（2005.3迄猶予あり） （2005.3迄猶予あり） （2005.3迄猶予あり） （2005.3迄猶予あり） （全面使用禁止）
（2005.3迄猶予あり）
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
2005.4.1（使用禁止） 2005.4.1（使用禁止） 2005.4.1（使用禁止） 条件付き禁止物質指 無条件禁止物質指定 無条件禁止物質指定
セイコーエプソン ・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
定（基準書施行日： （ 基 準 書 施 行 日 ： （ 基 準 書 施 行 日 ：
2003.9.1）
2003.9.1）
2003.9.1）
2005.1.1（納入禁止） 2005.1.1（納入禁止） 2005.1.1（納入禁止） 2005.1.1（納入禁止）2005.1.1（納入禁止）2005.1.1（納入禁止）
ソニー
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
2005.4.1（含有禁止） 2005.4.1（含有禁止） 2005.4.1（含有禁止） 2005.4.1（含有禁止） 2005.4.1（含有禁止） 2005.4.1（含有禁止）
東芝
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
日本電気
2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標）2005.4.1（全廃目標）2005.4.1（全廃目標）
2005.4.1（使用禁止） 2004.4.1（使用禁止） 2006.4.1（使用禁止） 2004.4.1（使用禁止）2006.4.1（全面使用禁 2006.4.1（全面使用禁
日本ビクター
止）
止）
2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標）2005.4.1（全廃目標） 2005.4.1（全廃目標）
日立製作所
国内生産品は
(当初から未使用)
(当初から未使用)
2004.4.1
含有全廃物質
含有全廃物質
含有全廃物質
含有全廃物質
含有全廃物質
含有全廃物質
富士通＊
（基準書制定日：（基準書制定日：（基準書制定日：（基準書制定日：（基準書制定日：（基準書制定日：
2004.11.1）
2004.11.1）
2004.11.1）
2004.11.1）
2004.11.1）
2004.11.1）
2005.3（全廃目標） 2005.3（全廃目標） 2005.3（全廃目標） 2005.3（全廃目標） 2002.12 即時禁止
2002.12 即時禁止
松下電器
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
・除外用途有
三菱電機
2005.7.1（全廃目標） 2005.7.1（全廃目標） 2005.7.1（全廃目標） 2005.7.1（全廃目標）2005.7.1（全廃目標）2005.7.1（全廃目標）

表5.2-1

EU環境規制調査専門部会アンケート調査結果

5.3

当専門部会の調査項目に挙げられている企業の対応調査については、規制、指令内容及びその
動向が現時点で必ずしも明確でない部分が多く、本格的な調査は次年度以降の課題と考える。
今年度は調査期間が短かったこともあり、当専門部会の会員を対象に、現状の取組に対するア
ンケート調査を実施した。表5.3-1にアンケート調査依頼内容を示した。対象会員17社のうち11
社からの回答があり、回収率は約65%であった。
業種が鉄鋼、機械、電気、計測、建設、エンジニアリング等の多岐に亘り、EU環境規制の影響
度合いも業種により異なること等から、各社各様の回答であったが、その中で共通点も見られた
ことから以下に纏める。
(1)

EU環境規制による影響について
直接的な影響から既に取組を実施している電機、計測業界を除けば、間接的な影響やリス

ク認識から今後の動向をウオッチしているとする会員会社が多数を占める。
その場合の問題視点として挙げられた項目に共通していた点は、
・製品の含有化学物質に関するデータ把握の必要性は理解するが、その実施に多大な労力及び
資金、時間を必要とすること。
・一社で対応できる問題ではなく、サプライチェーン全体の問題として取り組む必要があるこ
と。
・EU対応を済ませた部品メーカーから川下ユーザーへ、規制対応部品への切り替えを要請
される場合も起きている。
先行する、計測、電機業界からの意見として、
・国際競争力低下、および、それに対する国の振興策への阻害要因になる懸念の声があげられ
ている。
・また、現状EU域内に限定されているが、連動する形で各国にて同様の関連法規が検討されて
おり、単に一国の問題でなく、グローバルに考える必要性も指摘された。
(2)

今後の対応方針、対応策について
先行業界は既に対応を済ませ進行中とのことであるが、他に今後の対応として寄せられた

意見を下記に整理する。
・環境リスク軽減のためには、基本的には法規制の遵守であり、禁止物質は使用しないとす
る考えが主流である。
・従って、非EU国向けや直接規制対象ではないが、EU対応の適用化を、自主的に、前倒し
で進めるとするもの。
・当然ながら、EU加盟国はじめ諸外国への拡大、動向をウオッチする。
・対応策としては、先行業界の化学物質管理ランク指針を作成して禁止物質の含有を管理、
そのための各事業所への分析装置の導入から、直接の事業所毎に品質保証体系の中での運
用管理、何らかの自主環境指標を定めて管理するといった意見であった。
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・REACHはこれからであり、先ず第1段階として、社内データの全体把握から着手する。
・研究、設計段階での化学物質把握による、環境配慮設計の考え、ほか、相手国での対応で
きる企業への変更も含むサプライチェーンの提言もあった。
(3)

具体的取組事例の紹介について
秘密事項にも関係する内容のため回答件数は少なかったが、ご紹介いただいた事例項目を

以下に列挙する。
・制御装置組み込み基板の鉛フリーはんだ代替化
・FFCの鉛フリーうすメッキ化、FPCの金メッキ化、オルメコンメッキ新工法の開発、カド
ミレスヒューズ、クロメート鋼板のクロムフリー化など。
・変減速機のRoHS対応向けに、ボルトメッキの六価クロムを三価クロムに変更、整流器用
はんだを鉛フリーはんだに、インバータ回路はんだの鉛、カドミウムについては納入イン
バータメーカーの変更での対応を検討中。
・グリーン調達基準を制定して、含有物質をデータベース化したこと、WEEE指令向けに廃
棄物MSDSの検討、RoHS向けに禁止物質の代替化と設計変更などが紹介された。
(4)

自由意見の欄
産業界の多くに影響力をもつとされながら、現状未定、未だ不明確な部分が多いREACH

規制案に対する意見、要望が多かった。以下に、各意見を順不同にて列挙する。
・製品の例示により輸出の際の規制対応がわかるように。
・日本の基準との対比を明らかに。
・EU規制に対する各業界団体の対応、特に、REACHへの産業機械の動向。
・RACH対応データの収集は全ての化学物質に対して、RoHSのJGPSSIのような仕組みが必
要。
・REACH対象範囲が不明、産官共同による意見書提出など、JMFスルーで経産省、環境省
へ提案。
・分析などの費用のかかるREACH情報入手に対する、政府行政機関での情報取り纏めおよ
び指導。
・RoHSカテゴリー8,9の医療、制御関連機器の適用外について、鉛フリーはんだや六価クロ
ム対策技術が中小零細企業に浸透するまでの猶予期間が必要である。量的にも少ないこと
もあり、延長解除は費用対効果を考慮した上で判断すべき。
以上の意見、提案については、今年度は紹介報告に留め、規制がより明確になる次年度以
降において、詳細調査、検討を行うのが良いと考える。各位のご協力に感謝申し上げる。
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表5.3-1

アンケート調査依頼

平成18年3月24日
日本機械工業連合会
EU環境規制調査検討専門部会
委員 各位
部会長 腰塚博美
平成17年度報告書作成用アンケート調査のお願い
先般の第3回EU環境規制調査検討専門部会（2006.3.8＠機械振興会館）において、
「17年度調査（報告書）のまとめ方」について、方針ならびに目次案をご検討いただきました。
その中で、EU環境規制に対する企業対応については、規制内容がより明確になる次年度に
本格的な調査を実施するものとし、今年度はその前段階の、会員各社の取組み現況について、
可能な範囲でアンケート調査をお願いすることになりました。
下記に調査項目の例を示しますが、これに限定するものではありません。
プロダクトとしましては、「欧州環境関連法制度の概要と事例研究」報告書（JETRO編）
＜出典：http://www.jetro.go.jp/biz/world/europe/reports/05000953、別途事務局より
プリントアウトを郵送＞の中の企業の対応調査に近いものをイメージしております。
つきましては、下記調査事項についてご回答を賜りたく、添付の回答用紙を用意致しました。
この用紙にこだわらず書きやすい形式でも結構ですので、御意見を頂ければ有り難く存じます。
提出はFAX、電子ファイル等いづれでも結構です。
年度末でご多忙の中、何分ともよろしくご協力の程お願い申し上げます。
不明点等がございましたら下記窓口までお寄せ下さい。
記
１．調査事項例：
１）会社概要

①事業分野 ②主要製品

２）EU環境規制による貴社への影響

「EU規制関連製品」、「関連法規」、「影響の内容」
などに関して

３）EU環境規制対策

①対応方針 ②対応策 ③今後の取り組み予定

４）具体的取組事例

３）に関連した具体的取り組み事例

５）EU環境規制への質問・意見・提言
６）その他情報提供など
２．締切日：

平成18年4月5日(水）

３．提出先/窓口： （社）日本機械工業連合会

業務部 業務・技術担当 多 並 輝 行
TEL 03-3434-5383 FAX 03-3434-6698
E-mail : t.tanami@jmf.or.jp
gyomu@jmf.or.jp

４．アンケート結果の取り扱い： お送りいただいた内容は本報告書のみの反映とし、他用は致しません。な
お、報告書は日機連会員企業、関連先（関係省庁、講演者など）に配付す
るとともに、日機連ホームページ上で公表する予定です。

５．参考：

「欧州環境関連法制度の概要と事例研究」（JETRO）報告書
※プリントアウトした全文を事務局より別途郵送致します。なお、インターネット上の次
のURLで御覧頂けます。
出典：http://www.jetro.go.jp/biz/world/europe/reports/05000953
以上
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６．おわりに
EU環境規制調査専門部会の今年度の活動として、WEEE指令、RoHS指令、REACH規則案に
的を絞り、法令の本質、内容、成立の経緯、加盟国内外の対応、わが国の対応等について短期間
ではあったが調査を実施した。
EU環境規制はEU加盟国を対象とするが、その影響は域内にとどまらず、世界的な影響にまで
広まりつつある。そして、それらを遵守できない場合には、製品の締め出し、後処理への莫大な
費用、企業のイメージダウンにも繋がり、欧州をはじめ、同調する世界各国との間のビジネスが
不可能になることが予想される。
WEEE指令は2005.8.13から既に実施に移されているが、唯一、イギリスの法制化が再三延期
され、2006年中頃の法整備になりそうなこと、RoHS指令については2006.7.1の施行に向けた加
盟各国の法制化の完了が確認されたこと、また、REACH規則案についても、2005.11.17欧州委
第一読会での修正案採択に引き続き、2006.12.13欧州閣僚理事会での政治的合意まで進んでおり、
2006年秋から2007年初にかけて議決の見込みであること等がわかった。
特筆事項として、EU指令は加盟国の裁量に任されるとはいえ、WEEE指令、RoHS指令、REACH
規則案とも押しなべて、対象製品、対象範囲、除外、適用外に関する判断基準が必ずしも明確で
ないことが挙げられる。
日本のような単独国家とは異なり、陸続きのEUではその立法化手順も単純ではなく、先ずは理
念ありきで最終ターゲットを定めた後にアプローチを決定するため、また、その間のインターネ
ットコンサルテーション等による加盟国、諸国、団体、企業等からの提案・要望等の反映もあり
複雑である。従って、詳細内容、運用等の決定に時間を要し、理解しにくい反面、その過程で経
済性への影響、インパクト調査等を実施して、解析結果、留意事項を公表する、ロジカルで公明
正大な展開は評価されるところである。
EUの環境規制にリンクする形で、例えば中国版RoHSのように、域外での法対応のアクション
も行われているが、上記不確定さは同様で、今後の動向を注視する必要がある。
日本の対応、取組については、有害物質による影響、被害が顕在化していないこと、および、
わが国には化審法、化管法、資源有効利用促進法、各種リサイクル法、廃棄物処理法など、関連
する法令が整備されていることから特段の法制化は必要なく、既存法の政省令の改訂等により対
応可能としている。
国レベルの取組としても、在欧機関による上記インターネットアクション等への見解表明・提
案、REACHの実施遂行のためのRIPプロジェクトへの参加、電気電子製品の環境規格のEUによ
るデファクト化を避けるべく、国際電気標準会議専門委員会（IEC/TC111委員会）での議長国と
しての活動、環境配慮設計WGの主査ポストの獲得、在欧日経ビジネス協会（JBCE）による非破
壊分析法に関するIECへの提言、また、グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）によるグリー
ン調達基準の国際標準化（JIG）の活動など、わが国が中枢的なポジションで主要な役割を果た
している活動についても把握した。
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わが国の有害物質に関する基本政策の中で、製品中および廃棄物中の有害物質情報・安全情報
の作成と標準化、および、その表示と伝達を如何に有効に効率的に行うかが重要なテーマとなっ
ている。
グリーン調達基準の標準化、共通化が進められる一方で、現状取引の実際は、企業各社のリス
クマネジメントが異なることに起因する、企業毎取引用調達基準との2本建てになっており、こ
のことは、サプライチェーンの対応を複雑にさせ、結果としてコストアップに繋がり、日本の競
争力に影響を及ぼしかねない。
これらの問題を解消する川上、川中、川下まで連携したサプライチェーン作りと、そこに使用
される信頼できる情報データの策定、共通化、共有化等を進め、国際的にも通用するシステムの
構築が望まれるところである。
電気電子機器はあらゆる産業分野の商品、機械製品に使用されており、業界分野の区分もボー
ダレスの傾向にあることから、将来的にはWEEE&RoHS指令と同様の調達基準が全産業へ波及
拡大することになるものと予想される。
EU環境規制の本質は環境問題を品質課題に置き換えて製品に取込むことである。
REACH に関しては、2007年施行の可能性が高まっているが、内容についてはまだ確定してお
らず、今後も変更が予想される。しかし、販売製品の安全評価の責任が事業者になることは原則、
変わらないので、各企業としても、自社のリスクマネジメントシステムの確立や自社製品に使用
している物質、用途のチェックを自主的に前倒しで行っている段階である。
国によりその対応に多少の違いはあるものの各種規制の基本的な考え方は同じで、特に特定有
害物質は世界共通であることから、先ずRoHS指令を対象としたわが国としての最適なサプライ
チェーン作りを考えたい。その際に、PRTRのMSDSなど、オーソライズされた物質データ情報
を誰が何時どのように如何に策定するのかが問題であり、国としても情報システムの開発を支援
することになっている。
種々の業界、機構、会員企業からなる日本機械工業連合会としても、EU環境規制に関する今後
の内外の動向を監視して、会員企業への情報提供や機械産業界としての意見・要望・提案作り等
に貢献することを考えたい。
当専門部会の今後の課題としては、今年度調査のWEEE指令、RoHS指令、REACH規則に加え、
EuP指令（環境配慮設計）も含むEU環境規制のフォローとEU加盟国、諸外国の動き、国内法政
省令改定結果との対比、および国策の動向、業界･企業の対応等について、より詳細な調査が望ま
れる。
以上
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引用文献
１．関係法令の原文および訳文
①

WEEE指令：廃電気電子機器指令
（Waste Electric and Electronic Equipment）

②

RoHS指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令
（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic
equipment）

③

REACH規則：化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則
（Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals）

２．専門部会の中で開かれた3件の講演会
①

2005.12.14

日本機械輸出組合（JMC）衣笠和郎氏：

「欧州環境規制の動向と我が国機械産業の対応」
②

2006.2.2 (株)島津製作所

宮崎恭一氏：

「RoHS指令の動向、産業界の対応状況と試験方法」
③

2006.3.8 (財)化学物質評価研究機構

窪田清宏氏：

「欧州新化学品規制REACHの最新動向と企業の対応」
３．日本機械工業連合会の情報
①

ブリュッセル事務所配信レポート；徳増駐在員

４．文献等
① 「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する調査検討報告書」；
（財）日本環境衛生センター（環境省）（2005.7）
② 「EUの化学物質規制動向調査」；(独)日本貿易振興機構（2005.3）
③ 「欧州環境関連法制度の概要と事例研究（平成16年度欧州拡大研究会）」
；(独)日本貿易振興機
構（JETRO）海外調査部欧州課（2005）
④ 「EUの環境政策と産業」；日本機械工業連合会（2006.3）
⑤ 「JIS C 0950 :2005」；(財)日本規格協会（2005）
５．図書
① 「図解

よくわかるWEEE＆RoHS指令」；日本電子(株)応用研究センター、日刊工業新聞社

（2005.5）
② 「環境対応型表面処理技術」；星野重夫ら、(株)テクノシステム（2005.8）
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参考資料１：欧州連合関連・用語集
参考資料２：EU 指令関連用語集
参考資料３：年表
平成 17 年度報告書サマリー
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EMS

EMU

欧州通貨同盟 b)、f)

EU

略 号

欧州通貨制度 b)、f)

欧州連合憲法 b)、e)

欧州連合 f)

日本語訳

要

European Union：経済的な統合を中心に発展してきた欧州共同体（European Community）を基礎に、
欧州連合条約（マーストリヒト条約）に従い、経済通貨統合を進めるとともに、共通外交保障政策、司
法・内務協力等のより幅広い協力をも目指す政治・経済統合体。
国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的な通商政策を実施する世界最大の単一市場を形成
し、政治的にも『一つの声』で発言する等、従来の国際機関と全く異なる、国家に準ずる存在。
欧州憲法の目的：（編者の認識）EU は段階的に長い歳月を経て形成されてきた。その約束事は複数の条
約に準拠している。これら条約を集中的に集約して憲法としてまとめる。
（以上から、憲法の性格が明確
に把握できなかった。憲法がなくとも条約類が機能して EU の運営そのものには影響は少ない）
欧州憲法の歩み：2001 年 12 月 15 日、EU 首脳会議で『欧州の将来に関するコンベンション（協議会）』
の創設が宣言され、2003 年 6 月 13 日、『欧州の将来に関するコンベンション』・欧州憲法制定条約草案
が採択された。2004 年 10 月 29 日、欧州憲法条約が調印された。仏・蘭では国民投票で否定された
欧州憲法発効後の想定：①「現状の欧州共同体（EC）」と「欧州連合（EU）」という区分は消滅し、欧
州連合（EU）として一本化される。②EU の３本柱（経済分野・共同体事項、共通外交・安全保障政策、
司法・内務協力）も一つに統合される。③EC 条約及び EU 条約、ならびに関連全条約が欧州憲法に集約
される。
European Monetary System：EEC が機能するためには、加盟国の経済と通貨が互いに収斂する事が重
要との認識、およびニクソンショック、石油危機から 1979 年より実施された。為替の変動幅を 2.25－6％
の間に定め、欧州通貨間の為替相場の安定を目指した。
Economic and Monetary Union：加盟国間の外国為替相場の変動率を一定の幅に抑えるため 1979 年よ
り実施されていた欧州通貨制度（EMS）を更に一歩進め、各通貨間の相場の固定と単一通貨の導入を行
なったもの。もし単一市場において通貨が切り下げられると、その国の輸出競争力が高まり、単一市場
の輸出入に歪が生じ、機能しなくなる。1989 年の欧州理事会でこの実現計画が提示され、1992 年のマ
ーストリヒト条約で正式に採択された。①人・物・資本・サービスが自由に移動できる市場、②市場機
能の強化と自由競争の促進政策、③構造改革や地域開発における共通政策、④マクロ経済政策の強調、
の４側面をもつ。本同盟は共同で政策運営にあたる「一つの通貨圏」①参加国の通貨間における交換性
の確保、②資本移動の自由化と金融市場の確保、③為替相場の反動幅を無くし、固定相場を採用する、
も意味している。

概

欧州連合関連・用 語 集
備 考

参考資料１
欧州連合関連用語集

EMI

European monetary
：1994 年に後の欧州中央銀行の前身として設立。各国の経済・財政政策の収斂
を図り、物価の変動率や財政赤字の対 GDP 比率等に関する基準を満たした 11 ヶ国が 1999 年 1 月 1 日
より単一通貨ユーロを導入。2002 年 1 月 1 日よりユーロ貨幣の流通は開始された。
単一市場 b)
欧州経済共同体(EEC) の目的（ローマ条約第 2 条）：共同体全体の経済活動の調和した発展、持続的か
つ均衡のとれた拡大、安定強化、生活水準の向上促進、加盟国間の緊密強化を図る。
本目的の達成手段：①国境を開放して人、物、サービスの移動の自由化、②共通政策や財政手段を持ち、
加盟国間の連帯を築く。
欧州理事会 e)、f)
European Council、(EU summit)：EU 各国元首・政府首脳及び欧州委員会委員長により構成され、政
(EU 首脳会議)
治レベルの最高協議機関である。欧州連合の発展に必要な原動力を与え一般的政治指針を策定する。共
通外交・安全保障政策の共通戦略を決定する。開催地は不定。
f)
EU
European Union Council：加盟国閣僚級代表により構成され、欧州議会とともに EU 立法府をなす。共
欧州連合理事会
Council 通外交・安全保障政策と警察・司法協力では、EU の唯一の意思決定機関としての役割を果たす。
（閣僚理事会、
総務・対外関係理事会、経済・蔵相理事会等、分野ごとに開催される。開催地は不定。
決定機関）
e), f)
欧州委員会
European Commission：加盟国の合意に基づき欧州議会の承認を受けた委員で構成される。25 の総局
（行政・執行機関）
があり、政策・法案を提案、EU 諸規則の適用を監督、理事会決定等を執行する。共同体事項については
対外的に EU を代表する。本部はブラッセル。
欧州議会 f)（諮問・
European Parliament：出発は諮問的機関。現在は、特定分野の立法における理事会との共同決定権、
共同決定機関）
EU 予算の承認権、新任欧州委員の一括承認権等を有する立法府。在ストラスブール。
欧州裁判 e),f)（司法）
European Court of Justice：EU 法体系の解釈を行なう欧州連合の最高裁判所。機能は憲法裁判所、国
際裁判所、行政裁判所、労働・普通裁判所を併有する。加盟国の合意により任命される 25 名の裁判官と
９名の法務官により構成。加盟国の国内裁判所で提起された EU 法上の問題について、
『先行判決』を下
す制度も併有し、第１審裁判所は個人と法人が持ち込む訴訟を扱う。在ルクセンブルク。
e)
会計監査院
Court of Auditors：欧州議会への諮問を経て EU 理事会の全員一致で選出された 25 委員で構成。歳入の
遺漏なき徴収、歳出の合法・正確な支出、財務管理の健全性を監査する。3 共同体の一般予算の消化に
関して理事会と議会が欧州委員会に承認を与える際の資料として報告書を提出する。具体的問題への独
自の発議権もある。勘定の信頼性と取引の合法性と規則性について保証する報告書を理事会と議会に提
出する任務もある。在ルクセンブルク。
経済社会評議会 e)
Economic and Social Committee：３グループ（雇用者、労働者、他の利益代表者：農民、職人、中小
企業・中小製造者、専門職、消費者代表、科学・教育関係者、共同組合、家族、環境保護運動）を代表
する 317 人の評議員から構成され、外部団体の諮問をへて、案件を採択する。独自発議権も有し、意見
を提出することもできる。在ブルッセル。

欧州通貨機構 f)

日本語では
評議会を使
用している。

欧州理事会
と EU 理事
会は異なる。
しばしば閣
僚理事会と
称される。

参考資料１
欧州連合関連用語集
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b)、e)、

欧州投資銀行 e)f、)

f)

欧州中央銀行

地域委員会 e)

EIB

ECB

－77－
－79－

Community
を共同体と
地域委員会
に使い分け
ている事が
ある。

出典：b)EU を知るための 12 章 e) 駐日欧州委員会代表部 HP、f)日本国外務省 HP

European Central Bank：1998 年、欧州連合条約の規定に従い、経済通貨同盟（EMU）の単一通貨を
発行し、管理する欧州中央銀行制度（ESCB）に伴い ECB が設立、インフレは経済の国際競争力を低下
させ、通貨の価値を低下させるので「ユーロの番人」としてフランクフルトに設立された。1999 年 1 月
からはユーロ圏の単一金融政策を担っている。
European Invest Bank：1958 年ローマ条約に沿って、EU の目的に沿った投資に資金を供給するために
設立され、バランスの取れた EU の発展に寄与することを最優先目標に掲げている。交通と電気通信の
欧州横断ネットワークの開発、環境保護、エネルギーの安定供給確保、産業と中小企業の国際競争力の
向上に関するプロジェクトへの融資などに注力している。EIB は法人格を有し財政的には資金の大半の
債権を原資に資本市場から調達しており、非営利貸付機関として金融市場での利点を EU の政策推進に
還元している。在ルクセンブルク。

Committee of the Regions：欧州連合条約によって設置の決まった機関。317 人の自治体、地域当局を
代表する委員と同数代理人で構成。条約では、上部組織が「地域の利害が関係する領域の問題（教育、
青少年、文化、公衆衛生、経済的・社会的結束、交通・電気通信・エネルギーの欧州横断ネットワーク
等）について地域委員会に諮問すること」を定めている。独自発権も有し意見陳述もできる。在ブルッ
セル。

参考資料１
欧州連合関連用語集

参考資料２

EU 指令関連用語集

ＥＵ指令関連・用語集
略

号

RoHS 指令

日本語訳
電気電子機器に
含まれる特定有
害物質の使用制
限に関する欧州
議会および理事
会指令 1), 2)

概

要

Restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment
2003 年 2 月 13 日、欧州委員会は加盟各国の国内法制化
を発効させた。2006 年 7 月 1 日以降の上市される電気
電子機器類・電球・家庭用証明機器類（WEEE 指令付
属書 IAIA に定める）に６物質
（Pb,Hg,Cd,Cr+6,PBB,PBDE）の適用の禁止を規定して
いる。
PBB：ポリ臭化ビフェニ－ル、PBDE：ポリ臭化ビフェエーテル

WEEE 指令

廃電気・電子機器
類に関する欧州
議会および理事
会指令 1), ３)

Wasteelectricaland electronic equipment
指令の目的(第 1 条)：廃棄物の処分量削減のための予防、
リサイクルと他の方法で再生を図りライフサイクル全
般に係わる人の環境パフォーマンスの改善を促進する。
対象機器類(第２条範囲)：大型家庭用電気製品、小型家
庭用電気製品、民生用機器、照明装置、電動工具、玩具、
医療用機器、監視及び制御機器、自動販売機、家庭用電
球及び照明器具。廃棄時点で製品と一体化している構成
部品、組立て部品、消耗品を含む。
主要規定(第 4－13 条)：製品設計、分別回収、処理、再
生、一般家庭 WEEE への金融支援、一般家庭外の WEEE
への支援、使用者への情報、処理施設への情報、情報と
報告、科学技術の進歩への適用、
発効など：2005/8 に WEEE の回収義務が発効し、2008/12
には回収目標値、リサイクル目標値を見直す予定。

EEE

電気電子機器 3)

WEEE 指令付属書 IA に属し、交流 1000V、直流 1500V
を超えない定格電圧での使用で設計された機器類。

EU 法用語
Regulation

規則

Directive

指令

Decision

決定

Recommendation

勧告

Opinion

意見

全加盟国に直接適用され、国内法と同じ拘束力を有す
る。
新しい国内法の制定、現行の国内法の改正、廃止の手続
き 後 に 、 拘 束 力 が 発 揮 さ れ る 。（ memmber state
shall…….）
対象範囲(加盟国、企業、個人等)を特定して、具体的な
行為の実施あるいは廃止等を直接的に拘束する。
加盟国、企業、個人等に一定の行為の実施を期待する事
を EU 委員会が表明するもので拘束力はない。
特定のテーマについて、EU 委員会の意思を表明したも
ので拘束力はない。

日本電子／松浦哲也氏「WEEE&RoHS 概説」より
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参考資料２

EU 指令関連用語集

WEEE&RoHS の経緯と予定
１．計画スタート

1994 年

２．調停委員会協定合意

2002 年 10 月 10 日

３．欧州連合官報交付

2003 年 2 月 13 日

４．WEEE 第９条改正交付

2003 年 12 月 31 日

５．技術適合委員会の活動

2004 年４月―10 月

６．加盟国国内法整備

2004 年 8 月 13 日まで

７．RoHS 適用範囲の見直し

2005 年 2 月 13 日

８．WEEE リサイクル義務発生
９．RoHS 有害物質規制発効

2005 年 8 月 13 日
2006 年 7 月１日

WEEE 指令と RoHS 指令の条項関係
設計・生産

使

用

廃

棄

WEEE ５条分別回収

RoHS

上市制限
第４条

分別

WEEE 2 条定義
一般廃棄物

選別

処

WEEE 6 条 ANNEX Ⅱ

理

WEEE 11 条
処理施設への情報提供

（処理）

特別処理

WEEE 7
再

生

埋め立て処分等

日本電子／松浦哲也氏「WEEE&RoHS 概説」より
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参考資料２

EU 指令関連用語集

ANNEX II 分離処理（Selective

Treatment）

１）PCB(ポリ塩化ビフェニール)を含むコンデンサー
２）水銀を含むコンポーネント。スウィッチやバックライト用ランプ等。
３）電池
４）携帯電話のプリント基板および表面積が 10cm2 を超えるプリント基板。
５）トナー・カートリッジ。液状か粘着粉末かを問わずカラートナーも含む。
６）臭素系難燃剤を含むプラスチック。
７）石綿廃棄物及び石綿含有物。
８）陰極線管：蛍光コーティング除去。
９）クロロフルオロカーボン（CFC）ヒドロフルオロカーボン（HFC）、ヒドロクロロフルオロカ
ーボン（HCFC）、ヒドロカーボン（HC）：EU 規則による適切な処理。
10）ガス放電型ランプ：水銀の除去。
11）液晶ディスプレイ（必要であればそのケーシングも含む）のうち、表面積が 100cm2 を超える
もの、ならびにガス放電ランプをバックライトとして使用しているものの全て。
12）外部電線。
13）指令 97/69 の定める耐火性セラミックファイバーを含むコンポーネント。
14）放射性物質を含むコンポーネント。但し、BSS 指令(96/29/EC 第３条ならびに付記 I) に定め
る例外規準未満のものを除く。
15）電解コンデンサー（25mm×25mm 以上）

カットオフの限度
カットオフ値／濃度限界

危険有害性クラス
急性毒性

1.0％以上

皮膚腐食性/刺激性

1.0％以上

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性
呼吸器感作性又は皮膚感作性
変異原性：区分１
変異原性：区分２

1.0％以上
1.0％以上
0.1％以上
1.0％以上

発ガン性

0.1％以上

生殖毒性
特定標的臓器/全身毒性（単回暴露）
特定標的臓器/全身毒性（反復暴露）
水生環境毒性

0.1％以上
1.0％以上
1.0％以上
1.0％以上

日本電子／松浦哲也氏「WEEE&RoHS 概説」より
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参考資料２

EU 指令関連用語集

鉛の閾値 1000 ppm のスクリ－ニングの概念 c)
判別ステップ
ステップ１

測定法概念
判定基準（鉛の例）
携帯型ｘ線蛍光分 白(<750ppm)、黒(>1200ppm)、灰(750-1200 ppm) の分別。
析装置で識別。
ステップ２
ステップ１で灰色 合格(<1050 ppm) 不合格(>1050 PPM)
に 弁 別 さ れ た 製 不合格の判定に不服な場合はステップ３に。
品・部品の非破壊
分析法(卓上型 x
線蛍光分析器)）に
よる分析。
ステップ３
判定に不服がある
場合の精密破壊分
析による分析
a) Hand-held EDXRF
b) Desk-top EDXRF
c) 本表はあくまで税関等での検査の概念を示したに過ぎない。物質によってはこのような分析概
念では明確な判定ができないものもあり、業界団体での適用除外要求もある。
半田は unit とされ鉛フリーが要求されると思われるが、EICTA（欧州情報通信工業協会）は
ポジションペパーで次の除外を主張している：lead(Pb) in plating of iron-nickel alloys Fine-Pich
Electronic Components
草案では unit や mechanically disjointed の定義が上記のように示されたが、
・ 法文に記述するには文言が長く困難
・ 定義が明確にできない
・ TAC メンバーで合意が得がたい
などの理由で、Dicision ではなく Guidance Document に盛り込まれる見込みである。
Guidance Document には強制力はないが、EU 委員会は各加盟国に国内法を制定する時に参照
にすることと、EU 委員会に問い合わせなどがあった場合に使用して、実態として強制力を
持たせる運用を考えている。
日本電子／松浦哲也氏「WEEE&RoHS 概説」より
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参考資料２

EU 指令関連用語集

適用除外問題：EU 委員会では 2004 年 7 月５日を期限とした『Stakeholders Consultation』を実
施した。13 項目について、実用可能な代替品の存在、代替品の制限条件や代替品のコスト、
利益利点や難点について意見を求めた。EICTA(欧州通信機工業協会) Position Paper を発表し、
内容は 6 月 28 日の TAC で議論された。EICTA は鉛はんだの適用除外を主張するとともに、
新たな除外も主張した。
RoHS では 2006 年 7 月 1 日以前に上市した製品に修理部品は適用除外であることは明確にな
っている。WEEE 指令の目的(第１条)は、廃電気電子機器の予防である。IT 製品に代表される
ように、商品寿命は物理寿命より短い事が多く、機能が古くなると廃棄されるからである。旧
製品に機能拡張やアップグレード工事をすることで廃電気電子機器が予防できるとして、旧製
品への機能拡張やアップグレード工事用部品、コンポーネントへの適用除外の明確化を要求し
たものである。
日本電子／松浦哲也氏「WEEE&RoHS 概説」より

1) 指令・決定については、原点の法令案で逆上って根拠を示すべきであるが、現時点では未達成である。
2）Frequently Asked Questions on RoHS（2005/5）の訳（日機連報告書 2005/6/21）
3) 2003 年 1 月 27 日付け EU 議会・欧州理事会の指令：Directive 2002/95/EC of the European Parliament
and of the Council on the Rest
4) 2003 年 1 月 27 日付け EU 議会・欧州理事会の指令：Directive 2002/96/EC of the European parliament
and of the council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
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参考資料３

年
年代
1952e)
1958f)
1967f）
1968e)
1968e)
1969e)
1970e)
1973f)
1974e)
1975e)
1978e)
1979f)
1981f)
1986f)
1987f)
1989e)
1990e)
1992f)

1993f)
1994f)
1995f)

1996e)
1997e)
1998

主

年表

表
要

事

項

1950 年仏シューマン外相の提唱で欧州石炭鉄鋼共同体（
欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC
欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）
ECSC）の創設を提唱、1952 年
パリ条約として発効。原加盟国：仏、伯、独、伊、蘭、ルクセンブルク f)
欧州経済共同体（EEC
欧州原子力共同体（EURATOM
欧州経済共同体（EEC）
EEC）、欧州原子力共同体（
欧州原子力共同体（EURATOM）
EURATOM）の設立（ローマ条約発効）
３共同体の主要機関を統合（ブリュッセル条約発効 e））、以後欧州共同体（
欧州共同体（EC
欧州共同体（EC）
EC）と称し、
単一閣僚理事会、単一委員会（EC 委員会）で運営。
関税同盟完成。対外共通関税を創設。
共同労働市場創設に向けた、EC 内の労働者の自由移動が保障された。
欧州理事会は農業に関する財政的取決めで EC 独自の財源を充当し、欧州議会の予算に関
する権限強化で合意。
対外通商政策の権限が加盟国から
EC に移行。
対外通商政策の権限
英、アイルランド、デンマークが加盟。
雇用・社会問題担当相理事会は共同体の社会行動プログラムを採択、雇用問題、生活・労
働条件の調和、EC 社会・経済政策の決定への労使の参加が EC の活動の対象となる。
欧州理事会は欧州地域開発基金
欧州地域開発基金の設置に合意。
欧州地域開発基金
欧州理事会は、欧州通貨制度（
欧州通貨制度（EMS
欧州通貨単位（ECU
欧州通貨制度（EMS）
EMS）と、欧州通貨単位（
欧州通貨単位（ECU）
ECU）の設置を承認。
欧州議会、初の直接選挙実施、欧州通貨制度（EMS）導入。
ギリシャが加盟。
スペイン、ポルトガルが加盟。
単一欧州議定書発効。
単一欧州議定書
EC と EFTA 加盟国間で協力を強化、欧州経済領域（
欧州経済領域（EEA
欧州経済領域（EEA）
EEA）創設にむけた交渉開始。
ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の間のドイツ統一にする条約が発効。５州が新加
入。英国、EMS に参加。
e)。EC と EFTA の外相は
域内市場統合完成。欧州連合条約（マーストリヒト条約）
欧州連合条約（マーストリヒト条約）調印
域内市場統合
欧州連合条約（マーストリヒト条約）
e)
欧州経済領域（EEA
欧州経済領域（EEA）
EEA）設立協定に調印 。デンマーク：欧州連合条約批准を否決するも
1993 に批准を決定する。e) 仏：欧州連合条約を批准 e)。
欧州連合条約（マーストリヒト条約）発効。これにより欧州連合（
欧州連合（European
欧州連合条約（マーストリヒト条約）
欧州連合（European Union,EU）
Union,EU）
を創設 e)。欧州単一市場始動
欧州単一市場始動 e)。
欧州経済領域（EEA
欧州経済領域（EEA）
EEA）発足。EMU 第２段階始動 e)。欧州理事会は同委員会の新地中海戦
略(中東欧諸国との関係緊密化を図る戦略)を承認 e)。
オーストリア、スェーデン、フィンランドが EU に加盟。オーストリア EMS に参加 e)。
ベネルックス３国、スペイン、独、仏、ポルトガル間で旅券審査廃止 e)。欧州理事会は単
一通貨の名称を『ユーロ』
『ユーロ』に決定、2002
から法廷通貨となる e)。
『ユーロ』
フィンランド EMS に参加、イタリア EMS 為替相場メカニズムの復帰。欧州理事会、経
済通貨同盟（EMU）のための安定成長協定に合意、ユーロ紙幣のデザインが公表。
政府間首脳会議（EU 理事会か？）の首脳会議で『新欧州連合条約』
『新欧州連合条約』に合意、調印。
『新欧州連合条約』
EU 加盟国と加盟申請 11 カ国とによる『欧州協議会』を開催。
欧州理事会・首脳会合で EMU 第 3 段階に 11 カ国の参加を決定。欧州中央銀行（
欧州中央銀行（ECB
欧州中央銀行（ECB）
ECB）
初代総裁が任命される。（ダウンゼンベルヒ欧州通貨機構総裁）
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参考資料３

年代
1999f)

2000e)
2001

2002

2003
2004f)

年表

主

要

事

項

経済通貨同盟（EMU
。
経済通貨同盟（EMU）第
EMU）第 3 段階への移行（欧州単一通貨ユーロの導入）
段階
e)
新欧州連合条約（アムステルダム条約） 発効（改定欧州連合条約の訳もある）
欧州委員会（European
欧州委員会（European Commission, EC）
EC）（プロディー委員長）発足
EU 理事会・政府間会議（
政府間会議（IGC
再改定欧州連合条約（ニース条約）に合意
政府間会議（IGC）
IGC）は首脳会で再改定欧州連合条約（ニース条約）
再改定欧州連合条約（ニース条約）
f)
再改定欧州連合条約（ニース条約） 調印。
欧州理事会・首脳会議で、次期政府間会議の前に『欧州の将来に関するコンベンショ
『欧州の将来に関するコンベンショ
ン（協議会）』（EU の将来の討議）の創設を宣言。
1 月 1 日、ユーロ紙幣、硬貨流通開始 f)。2 月 28 日、各国通貨とユーロの併用期間が
終了。以降ユーロが参加加盟国唯一の法定通過となる e)。
欧州理事会、2004 の 10 カ国加盟を正式決定 e)。
ECSC 条約の失効、ECSC 解消 f)。
f)。
再改定欧州連合条約（ニース条約）発効
再改定欧州連合条約（ニース条約）
e)。
『欧州の将来に関するコンベンション（協議会）』
『欧州憲法制定条約草案』を採択
『欧州憲法制定条約草案』
10 カ国(エストニア、キプロス、スロベニア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ポー
ランド、マルタ、ラトビア、リトアニア)が EU に加盟。
『欧州憲法制定条約』調印。
『欧州憲法制定条約』

出典：e) 駐日欧州委員会代表部 HP f) 日本国外務省 HP
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RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規制など EU 加盟国で機械製品に係わる規制が
強化されている。この動向は、機械製品輸出企業のみならず、サプライチェーンでつな
がる部品、部材メーカーまで大きな影響が及ぶことになる。この流れは EU にとどまら
ず、米国や中国など世界各地に広まりつつあることから、EU 規制の動向をいち早く適
格に捉え対応してゆく必要がある。このため、日機連ブリュッセル駐在員からの情報等
を始め、情報の積極的収集に努め、動向を体系的に把握する。

２． 調査活動の経緯
平成 17 年度は、RoHS 指令、WEEE 指令、REACH 規制を中心に、その概要と最新

動向及び企業の対応状況等について調査を行った。
具体的には経済産業省、環境省などの関連省庁や内外の関連機関から情報を収集する
とともに、関連団体や先進企業の専門家からの報告、アンケート調査、日機連・ブリュ
ッセル駐在員等から最新情報等をもとに調査分析を行った。

３． 調査結果の概要
(1) WEEE 指令の概要
1)指令名
1)指令名

廃電気電子機器に関する指令

2)対象製品
2)対象製品

交流 1000v、直流 1500v 以下の電気電子機器で、10 製品郡に分類
（付属書ⅠA）、製品リスト（付属書ⅠB：例示）

3)生産者義務
3)生産者義務
①製品、構成部品、材料の除去、再生、再利用を容易にする設計、生産
②WEEE からの液体の除去、特定物質、調剤、構成部品の分離処理
③リサイクル処理システムの構築（2005.8.13）
④製品カテゴリー別の再生率と再使用・リサイクル率の目標達成（2006.12.31）国民
一人当たり 4kg の分別収集を達成
⑤費用負担：回収、処理、再生等のコスト負担
：自己ブランド製品のコスト負担（個別/共同）
：2005.8.13 以降上市製品のコスト負担（保証金積む、マーキング）
：2005.8.13 以前の製品は①現存生産者が共同で負担（義務）②新製品販売時に
コスト上乗せ可（選択）
：一般家庭以外 WEEE で 2005.8.13 以前上市製品の場合、同等新製品購入の場合
は生産者負担（一部/全部ユーザー負担も可）、代替購入ない場合ユーザー負担
⑥情報提供
ユーザーへ：機器に分別のシンボルマーク表示、含有有害物質による影響情報
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処理施設へ：生産者名、上市期日の機器表示、危険物の部位、部材の特定
当局へ：生産者登録、回収・再使用・リサイクル・再生量、輸出量の報告

(2) ROHS 指令の概要
1)指令名
1)指令名
2)対象製品
2)対象製品

電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令
WEEE 付属書ⅠA の中の 8 製品群（医療機器、監視制御機器除く）、
およびフィラメント電球と家庭用照明器具（WEEE では除外）

3)禁止物質
3)禁止物質
4)最大許容値
4)最大許容値

鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE（2006.7.1 以降）
均質材料ベースとして右表のとおり。

均質材料の定義と解釈：
・均質：構成物全体が均一であること
・均質材料：機械的に分解できない材料（プラスチック、ガラス、金属、樹脂、紙、基
盤等）
・機械的に分解：ねじ取外し、切断、粉砕、研削、研磨等の機械的行為で分離されること
特定物質
鉛(Pb)
水銀(Hg)
カドミウム(Cd)
六価クロム(Cr6+)
ポリ臭素化ビフェニル（PBB）
ポリ臭素化ジフェニルエーテル（PBDE）

最大許容値（%）
0.1（1000 ppm）
0.1（1000 ppm）
0.01（100 ppm）
0.1（1000 ppm）
0.1（1000 ppm）
0.1（1000 ppm）

〔出所〕欧州委員会「Comission Decision Draft」

5)検査、確認方法
5)検査、確認方法
①当局監視用検査方法

提案要請に JBCE がスクリーニング+精密検査の 2 段階法を
提案。

②測定方法

IEC 内技術委員会（TC111）で物質測定法を検討中。日本からも
3 名参加。

③加盟国の考え

自己適合宣言（英伊西）、抜取検査（独）、監視は地方行政府、自治体

6)適用除外
6)適用除外
①禁止日前に上市した機器の再使用、および同修理用スペアパーツ
②禁止日前製品の機能拡張、アップグレード品を再使用品としての上市
③消耗品は適用除外、電池、カーステレオは対象外（電池、ELV 指令）
適用除外用途

CRT、電子部品ガラス鉛、高融点はんだ鉛、蛍光灯水銀、カドミウム
表面処理、冷蔵庫防錆用六価クロム等、代替品の適用が困難な用途先
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(3) WEEE 指令、ROHS
指令、ROHS 指令の今後の見込み、懸案事項
＜ROHS 指令＞
・ 2006.2.15 の TAC で 6 項目の除外申請が採決に附され、「再利用目的のプリンター、
コピー機等に使用される回路基盤等の鉛」を除く 5 項目について新たに除外すること
を採択したが、次回 TAC は 6 月まで開催されない模様で、現在投票待ちの項目につい
ては 3rd パッケージの残り 13 項目（日本企業の関心の高い PDP、SED 中の鉛の適用
除外申請が含まれる）及び 4th、5th パッケージで合計 50 前後の除外申請があり、こ
れら全てについて RoHS 指令施工前に結論が出るかは懐疑的。

・ 「上市（put on the market）」の定義：FAQ での定義は、生産者（輸入者）から流
通業者、消費者、ユーザーへの引渡し時、いくつかの加盟国の解釈は自国市場投入時、
販売の時など、各国での定義が統一されておらず混乱を生じている。欧州委員会は上
市の定義を「EU コミュニティーに入った時点」とするよう警告文を全 EU 加盟国に送
付する旨を昨年末から述べているが、レターの発出はまだ確認できていない。

＜WEEE 指令＞
・ WEEE 対象製品に添付することになっているマーキングについて、欧州委より委託
を受けた CENELEC でようやくまとまり、決定プロセスに入ったとの話があったが、
さらに再修正を行う予定との情報もあり、まだ最終決定に至ってない状況。

＜WEEE 指令、ROHS
指令、ROHS 指令＞
・

WEEE&RoHS 指令における規制対象の範囲や定義が曖昧である旨の指摘を受け、

欧州委は FAQ を 2005.5 に公表。更に、WEEE・RoHS に関する網羅的なガイダンス、
ドキュメントを 2005.8 頃に公表するとしていたが今のところ公表されていない。

・

WEEE&RoHS 指令遵守にかかるコスト：2005.8、欧州委員会が発表した「電気、

電子機器廃棄物に関する EU 政策 Q&A」によれば、WEEE 指令遵守にかかる費用は
EU 全体で年間５～9 億ユーロと算定されている。内、回収費用が３～6 億ユーロであ
り、２～3 億ユーロがリカバリー、再利用、リサイクルにかかる費用である。また、
WEEE および RoHS 指令導入による製品価格への影響は、冷蔵庫、テレビ、モニター
などで２～3%の値上がり、その他の電気電子機器で 1%程度の値上がりと予測されて
いる。

(4) WEEE 指令、ROHS
指令、ROHS 指令の加盟国の法制化の状況
WEEE：22 カ国（英、マルタ、ラトビア未策定）
、RoHS：25 カ国完了（2005.10 時点）
英：WEEE 回収等の義務は 2006.6 から。
仏：政令策定済み（回収等の義務は 2005.8 から。省令（詳細規定）は策定中。
独：2005.11 まで生産者登録。回収等の義務は 2006.3.24 から。
2006.3 の最新情報では、RoHS 指令の国内法移行については、現在、全加盟国が法整
備を終了。最も遅れていたのはフランスとイギリスであるが、フランスは 2005.7 に
WEEE 及び RoHS を国内法に移行する法令（Decree No.2005-829）を採択しており、イ
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ギリスは同年 10 月に RoHS 指令履行のための規則（Statutory Instrument 2005
No.2748）を議会へ提出し、2006.7.1 付け施行となっている。

(5) REACH 規制案の概要
1) 規制案名 化学品の登録、評価、認可及び制限に関する欧州議会及び理事会規則案
2) 背景
①既存化学物質（1981 年以前上市）は、製造者・輸入者からのデータを当局がリスク評
価して管理方法を決定する仕組みのため、産業界からのデータ出し惜しみ等により、
当局のリスク評価、規制措置に遅れをきたすこと（新規化学物質は、製造者・輸入者
がデータを提出して、安全性が確認できないと上市できない仕組み）。
②有害性が良く判っていない化学物質が販売・使用され続け、それによる汚染および新
規物質の開発、技術革新が遅れることへの懸念
③環境 NGO や環境重視政権（特に北欧諸国）の影響
3) 目的
化学物質の審査規制の仕組みを見直し、リスク評価・管理を強化することにより、人
の健康、環境への悪影響に対する予防原則から、製造者・輸入者・川下ユーザーの責務
でリスクを回避する。
4) ポイント
①新規化学物質、既存化学物質の別なく登録義務
②安全性評価義務を産業界に移行
③成形品中の化学物質の登録も義務付け
5) 内容
①登録：事業者当り年間 1 トン以上製造・輸入される化学物質の登録義務付け。
10 トン以上は化学安全評価を義務付け。
②評価：加盟国が内容を評価して、登録者に追加の情報、試験を要求
③認可：発癌性等の懸念大な物質について、個別用途毎の認可制度導入
6) 成形品中物質の登録義務
A.

以下の場合に成形品中に含まれる物質を化学品庁に登録

① 事業者当り、成形品のタイプ毎に、年間 1 トン以上
② 「危険な物質の分類、包装、表示に関する指令（67/548/EEC）」の「危険」基準に該
当
③ 予見できる条件での使用中に、意図的に成形品から放出される場合
B.

以下の場合に製造・輸入者名、物質名、登録番号、使用形態、量などを化学品庁に届出
上記①②に加え、

③意図的でなくても、使用中に放出の恐れがある
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④その放出量が人の健康、環境に悪影響を及ぼす可能性がある
C.

サプライチェーンの川上で既に当該使用の登録済みの物質には適用しない

7) 審議経過と見通し
・2003.10

欧州委員会 REACH 修正案を提出

・2005.3

欧州議会環境委員会、修正案提示（第 1 読会へ）

・2005.9.13

議会産業委員会、域内市場委員会で修正後、採決

・2005.10.4

環境委員会で修正後、採決

・2005.11.17

本会議（第 1 読会）で修正案採決

・2005.12.13

臨時環境相理事会で「政治的合意」

・2006.5 頃まで

理事会「共通の立場」採択→第 2 読会へ

順調なら、2006 年秋頃か 2007 年初にも最終採決見込み

(6) わが国機械業界の対応例
1) 日本機械輸出組合の取組
Ａ．WEEE&RoHS への対応
①委員会等での情報交換と議論
・ブリュッセル事務所等海外情報の報告と意見交換
・各社現地情報、各社対応情報・意見交換
②関係先への意見表明
・英 WEEE&RoHS 案、ガイダンス案に意見書提出
・関心事項、問題点をブリュッセル事務所へ伝達し JBCE のロビー活動、意見提出
に活用
③現地調査
・欧州委員会、英仏独伊西環境当局への調査
・中東 3 カ国への調査
④情報提供
・情報誌“environmental Update”
（隔月）による海外環境規制動向の継続的情報提
供および関係委員への最新情報の提供
Ｂ．REACH への対応
①委員会等での情報交換と議論
・ブリュッセル事務所情報による EU 当局の考え方、審議状況、現地業界の対応、
JBCE の対応等
・日本業界の対応
②REACH 動向フォロー
・成形品に関するガイダンス作成の動向（日本業界現地代表も参加）
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2) 他団体の取組
Ａ．WEEE&RoHS への対応
①RoHS 適用除外の追加コンサルテーション対応
・欧州委員会に追加除外要望
・5 団体共同（JEITA、JEMA、JBMIA、CIAJ、JRAIA）要望
②グリーン調達ガイドラインの作成（自主参加）
・グリーン調達調査共通化協議会（JGPSSI）の調査・回答
フォーマット（29 物質）
③共同産業ガイド(JIG)（JGPSSI に代わるもの）
・日米欧業界団体のガイドライン
・24 物質ごとに閾値を超えているかの設問等
Ｂ．REACH への対応
①４団体（JEITA、JEMA、JBMIA、CIAJ、JRAIA）による海外化学品規制 WG で検討
（コンサルテーションへの意見提出等）
3) 日本機械工業連合会 ＥＵ環境規制調査検討専門部会アンケート結果
・現状の取組に対するアンケート調査を実施した。（対象：委員 17 社、回答：11 社）
・対象業種が鉄鋼、機械、電気、計測、建設、エンジニアリング等の多岐に亘り、EU
環境規制の影響程度も業種により異なることから各様の回答であった。その中でもい
くつかの共通点が見られた。
＜アンケート結果の概要＞

①EU 環境規制による影響について
直接的な影響から既に取組を実施している電機、計測業界を除けば、間接的な影
響やリスク認識から今後の動向をウオッチしているとする会員会社が多数を占め
ている。共通の問題意識としては、含有化学物質のデータ把握に多大な労力、賃
金、時間を要する。また 1 社で対応できる問題ではなく、サプライチェーン全体
として取り組む必要があげられた。先行業界からは、当該分野での国際競争力低
下、国の振興策への阻害要因の懸念などがあげられた。

②今後の対応方針、対応策について
基本的には法規制の遵守、禁止物質は使用しないとする考えが主流である。直
接規制対象ではないものの EU 対応の適用化を自主的に前倒しで進める、また EU
加盟国はじめ諸外国への拡大、動向をウオッチするなどの意見が多かった。
対応策としては、先行業界の化学物質管理ランク指針を作成して禁止物質の含有
を管理、そのための各事業所への分析装置の導入から、直接の事業所毎に品質保証
体系の中での運用管理、何らかの自主環境指標を定めて管理するといった意見があ
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った。REACH についてはこれからであり、先ず第 1 段階として、社内データの全
体把握から着手する、また、研究、設計段階での化学物質把握による環境配慮設計
の考え、他に相手国での対応できる企業への変更も含むサプライチェーンの提言も
あった。

③その他の意見、要望
産業界の多くに影響力をもつとされながら、現状未定、未だ不明確な部分が多
い REACH 規制案に対する意見、要望が多かった。
（主な意見）
・製品の例示により輸出の際の規制対応がわかるように
・日本の基準との対比を明らかに
・EU 規制に対する各業界団体の対応、特に REACH への産業機械の動向
・RACH 対応データの収集は全ての化学物質に対して、RoHS の JGPSSI
のような仕組みが必要
・REACH 対象範囲が不明、産官共同による意見書提出

(7) 今後の調査課題
1) EU 環境規制の動向調査
審議継続フォローWEEE、RoHS、REACH、EuP
2) 域内及び諸外国の対応調査
EU25 カ国、アメリカ、中国、バーゼル諸国
3) 日本国の対応調査
関連法改訂、遂行プロジェクト、インパクト調査
IEC-TC111 委員会（環境配慮設計、測定法、---）
4) 業界・企業の対応
アンケート調査、ヒアリング実施、Ｇ調達
5) 開発事項
マネジメントシステム、廃棄物－MSDS
製品ベースの有害物質情報、JIG、JGPSS など
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